
発行日 2019年　7月　12日

紹介者 ドボクのラジオ　案内役　浜町の松田

土木広報センター　ニュースレター　（No.7）　　

　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　インフラバラエティの挑戦！

　令和元年の初日となった5月1日、中央区のコミュニティFM「中央エフエム」にて、インフラバラエティ番
組「ドボクのラジオ」（以下、「ドボラジ」）の放送が開始されました。土木学会と（株）建設技術研究所の提
供で、土木技術者自ら企画・制作・出演まで行うという画期的な番組です。プロのパーソナリティである
JUMIさんの的確な仕切りのもとで、土木広報センターのメンバーが「案内役」を務め、土木関係者や土
木好きの方をゲストにお呼びして、中央区のインフラに関連する旬な話題や土木に対する熱き思いを
語っていただくことを中心に構成しています。少しでも土木に興味を持ってもらい、土木を身近に感じても
らうキッカケとなるような番組を目指します。
　番組の収録は月2回。1回に3本分をまとめて録るため、当日は結構な長丁場となりますが、ゲストの皆さ
んのお話がとても面白くかつ勉強になるため、全く苦になりません。
　水曜日の本放送、日曜日の再放送を聴きのがした方でもお聴きいただけるよう、土木学会では会員限
定で、番組アーカイブ（過去の番組録音）を公開しています。データは毎月1回更新されますので、「ドボ
クのラジオ」ホームページからアクセスしてください。
　http://doboradi.jsce.or.jp/

　土木に関連するラジオ番組としては、渋谷区のコミュティFM「渋谷のラジオ」の番組「渋谷の工事」（毎
週金曜朝9時）が先輩格です。この番組と「ドボクのラジオ」は交流があり、5月24日放送の「渋谷の工事」
にドボラジメンバーが出演し、7月24日放送（6月13日収録）のドボラジに「渋谷の工事」パーソナリティが
出演しました。今後も相乗効果によってドボク界を盛り上げていきたいと思います。

　・番組名称：「ドボクのラジオ」（ドボラジ）
　・放送局：中央エフエム（84.0MHz）
　・放送日時：毎週水曜日20時～20時29分、再放送は毎週日曜日12時～12時29分
　・聴き方：東京都中央区及び千代田区、港区、台東区、文京区、新宿区、江東区、墨田区、江戸川区
の一部ではFMラジオ84.0MHzにてお聴きいただくことができます。他のエリアでは、ネット環境が整ってい
ればパソコンで中央エフエムのホームページから、またはスマートフォンの無料アプリ「ListenRadio」をダ
ウンロードすることで、エリアに関係なくどこでもお聴きいただけます。
　詳しくは、中央エフエムのWebサイト内にある「放送をPC・スマホで聴く」をご参照ください。
　http://fm840.jp/simul-radio.html

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 下山、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ



名　　　称 土木学会Facebookページ　いいね！ランキング

広報対象 （B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2019年 2月 ～ 3月

場　　　所 土木学会Facebookページ

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ長 小松 淳

【2019年 2月　いいね！ランキング】

【2019年 3月　いいね！ランキング】

状　　　況

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
924 92 114

【改正安衛法令が２月１日施行】フルハーネス原則化、建設団体は
作業・高さ別に推奨基準

2
745 56 18

【立ち入り禁止！？重機好きにはたまりません】東京・お台場で企
画展「工事中！」開幕

3
700 36 85

【鉄道最前線】1両まるごと｢鼻｣､JR東･次世代新幹線は2つの顔

4
606 37 51

【乗りものニュース】エレベーターは「どこでもドア」!? 小田急線の登

戸駅が『ドラえもん』仕様に

5
524 38 80

【ニュース動画】“スリルを楽しむ”つり橋を公開 埼玉 秩父［33秒］

2019年2月1日～28日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2019/03/04/集計

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
892 60 53

【鉄道最前線】ウルトラセブン｢ポインター号｣造った男の情熱

2
738 46 56

【クレーン販売50周年記念】前田製作所　主力製品「かにクレーン」

32分の1スケールモデルを発売

3
606 37 38

【ニュース動画】岩手 三陸鉄道リアス線きょう開通［1分2秒］

4
583 33 59

【ニュース動画】インドネシア初の地下鉄が完成 日本の全面支援

で建設［1分28秒］

5
525 28 11

【ニュース動画】三陸鉄道リアス線開通 宮古ー釜石間は8年ぶりの
鉄道再開［1分43秒］

2019/04/04/集計

2019年3月1日～30日集計結果　　　　　                                  　 ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 下山、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ



名　　　称 土木学会Facebookページ　いいね！ランキング

広報対象 （B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2019年 4月 ～ 5月

場　　　所 土木学会Facebookページ

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ長 小松 淳

【2019年 4月　いいね！ランキング】

【2019年 5月　いいね！ランキング】

状　　　況

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
1270 72 92

【ニュース動画】パリ ノートルダム大聖堂で火災 中央部分が崩落

大きな被害［17秒］

2
966 96 50

【ニュース i-Construction】「鉄筋ゼロ、オール炭素繊維」で初の

道路橋PC床版（一部有料の記事）

3
879 76 65

【ニュース動画】土砂災害の研究者が減少 災害対応が立ち行か

なくなるおそれも［46秒］

4
830 68 26

【日本工営が自社開発・製造】国産初！ らせん水車が岩手県・八

幡沢発電所で運転開始

5
740 69 5

【みんなのどぼく】本日、宮城県の気仙沼大島大橋(けせんぬまお
おしまおおはし)が開通予定です！

2019年4月1日～30日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　

2019/05/07/集計

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
1104 84 61

【群馬県】旧ＪＲ・碓氷峠区間　廃線に鉄道自転車「レールバイク」
を計画

2
613 55 10

【熊本大と凸版印刷】熊本城の崩落した石垣修復　照合システム
の正答率が9割に

3
551 57 81

【ニュース動画】原発廃炉 費用総額 少なくとも６兆7000億円に［1
分8秒］

4
549 44 22

【乗りものニュース】「ミッキー新幹線」きょう出発進行！ 外も中も

ミッキーだらけ、写真で紹介

5
539 39 38

【ニュース動画】“手本はクモの糸” 強じんな新繊維 山形の企業が
製品化へ［1分28秒］

2019/06/04/集計

2019年5月1日～31日集計結果　　　　　                                  　 ※投稿日時は米国時間　　　　　

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 下山、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ



名　　　称 第8回アジア土木技術国際会議（CECAR8）

広報対象 （A-Ⅰ）土木関係者、（C-Ⅰ）報道関係者・識者・作家

活動期間 2019年4月16日（火）～19日（金）

場　　　所 ホテルメトロポリタン（池袋）ほか

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ

内　　　容

　アジア土木学協会連合協議会（ACECC）は4月16日から19日に「第8回アジア土木技術国
際会議（CECAR8）」を開催しました。40を超える国・地域の産官学の土木関係者約700名が
集まり知識と技術を共有しました。また並行して、ゼネコン、コンサルタント、東京都、自治体
など５０以上の組織がブースを出展し、最新技術やプロジェクト等の紹介を行いました。
　今回、今後のACECCの活動指針となる東京宣言2019（Tokyo Declaration2019)がACECCメ
ンバー組織によりサインされ、最終日、閉会式にて小林潔司会長からその内容が、発表され
ました。また、小林会長から、3年後に開催される次回のCECARのホストを務めるインド土木
学会長にACECC旗が引き渡されました。
　会期中は、40以上のテクニカルセッションが行われると同時に、寺島実郎氏（（一財）日本
総合研究所会長）、ロビン・ケンパー氏（米国土木学会会長）、ブノア・リュロ氏（関西エアポー
ト専務執行役員）によるプレナリーセッション、ACECC賞授賞式、テクニカルツアーも実施さ
れ、内容の濃い会議でした。
　ACECC賞プロジェクト賞では新宿駅南口地区基盤整備事業（バスタ新宿）が、そして功績
賞では石井弓夫氏（建設技術研究所相談役、土木学会元会長）が受賞しました。
　※アジア土木技術国際会議（CECAR）とは、ACECCの定款に定められた主要活動の一つ
であり、3年に一度、アジアの産官学の研究者、技術者らが一堂に会する会議です。この国
際会議は、2019年4月の東京大会で8回目を迎えます。土木学会は、2017年4月にCECAR8
組織委員会を立ち上げ準備を進めてまいりました。
土木学会 アジア土木学協会連合協議会(ACECC)担当委員会HP:
http://committees.jsce.or.jp/acecc/cecar

状　　　況

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 下山、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ

ホテルメトロポリタン（池袋）で開催された 小林潔司会長

ロビン・ケンパー氏（米国土木学会会長） 次回CECARのホスト国はインド



名　　　称 第53回報道機関懇談会

広報対象 （C-Ⅰ）報道関係者

活動期間 2019年6月11日（火）10：30～

場　　　所 土木学会EF会議室

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ

内　　　容

　2019年6月11日（火）10：30から土木学会EF会議室にて「平成30年度土木学会会長の
活動報告」をテーマとして第53回報道機関懇談会が開催されました。
今回の報道機関懇談会では、「平成30年度土木学会会長の活動報告」として、情情報
発信プロジェクト、JSCE-ASCEレジリエンスに関する共同研究、CECAR8、JICAとの覚
書締結、災害対応等について話題提供いたしました。

　テーマ：「平成30年度土木学会会長の活動報告」

　話題提供者：
　　土木学会　会 長　小林 潔司（京都大学名誉教授）
　　土木学会　専務理事　塚田 幸広

小林潔司会長 情報発信プロジェクト：http://committees.jsce.or.jp/transmit_project/

状　　　況

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 下山、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ



名　　　称 土木学会Facebookページ　いいね！ランキング

広報対象 （B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2019年 6月

場　　　所 土木学会Facebookページ

担　　　当 土木広報センター/情報集約・発信グループ長 小松 淳

【2019年 6月　いいね！ランキング】

状　　　況

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
1495 91 85

【鹿児島県】ダム湖底から姿現す　曽木発電所遺構

2
1097 95 66

【ニュース動画】フランスで45度9分を記録 ヨーロッパで記録的暑

さ 死者も［50秒］

3
600 40 7

【消えゆく鉄道遺産】「幻の橋」タウシュベツ川橋梁の“崩壊美”（岩

崎 量示）

4
582 74 5

【現代ビジネス】『ブラタモリ』を学者たちが「奇跡の番組」と絶賛す
る理由

5
579 31 18

【乗りものニュース】昭和初期の「名車」京急デハ230形の車体修
繕完了 新本社ビルに保存・展示へ

2019年6月1日～30日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　

2019/07/04/集計

問合せ先： 公益社団法人 土木学会 土木広報センター 下山、佐藤、小林

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内

ＴＥＬ： ０３-３３５５-３４４８ Ｅ-Ｍａｉｌ： ｃｐｒｃｅｎｔｅｒ＠ｊｓｃｅ．ｏｒ．ｊｐ


	ニュースレター【No.5】 
	白紙
	1
	2



