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紹介者 土木広報センター　センター次長　　小松 淳

土木広報センター　ニュースレター　（No.9）　　

　　　　　　　「土木」ということば～人間生活の基盤となるインフラを造る

　三省堂の国語辞典『大辞林』が13年ぶりに改訂、第四版として発売されて、半年が経過した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三省堂「大辞林第四版」（2019年9月）

　下表のように「土木」の項目がこれまでとは一線を画す新たな説明内容となり、土木界、出版界
で大いに話題になった。2019年11月に発売された土木学習絵本「ドボジョママに聞く 土木の世
界」（星の環会）第2期シリーズの三冊「港のたんけん」「トンネルのたんけん」「水道のたんけん」
中で「土木」を説明するページ『「土木」ってなあに？』に早速、引用されている。

　今回の『大辞林第四版』改訂は、土木学会の土木広報アクションプラン小委員会（大石久和
委員長、2013年）が策定した一項目「国語辞典における土木の意味と用例の提案、普及」の継
続的な活動と平成二十九年度会長特別委員会「安寧の公共学懇談会」（石田東生座長、大石
久和会長）における「土木」ということばの歴史的な変遷についての詳細な調査研究による出版
各社への働きかけが一つの成果となったものだ。
　第三版の「建設工事の総称」から「あらゆる産業・経済・社会等人間生活の基盤となるインフラ
を造り、維持・整備してゆく活動。」に改訂され、これまでの断片的、限定的な行為の呼称から非
常に広い範囲の営為を具体的なことばで表す説明となった。ここで注目すべきは、外来語「イン
フラストラクチャー」の略語「インフラ」が用いられ、この『大辞林』の「インフラストラクチャー」の参
照項目には「社会資本」があることだ。これで「土木」と「社会資本」が結びついたことになり、土木
の営為が社会資本整備そのものであることがはっきりしたのである。
　今後の活動として、土木学会内でのさまざまな「土木」の説明への反映、Wikipediaの「土木
(曖昧さ回避)」項目の最初の説明「建築を除く建設事業の総称。」の変更が考えられる。まだま
だ、道半ばである。

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

大辞林
第三版
(2006年)

どぼく【土木】〔古く「とぼく」とも〕
①土と木。
②土石・木材・鉄材などを使用して、道路・橋梁（きようりよう）・鉄道・港湾・堤防・河川・上下水道な
どを造る建設工事の総称。〔従来は家屋などの建築を含んだ〕→建築

大辞林
第四版
(2019年)

どぼく【土木】〔古く「とぼく」とも〕
①土と木。また、飾り気のないことのたとえ。→形骸（けいがい）を土木にす（「形骸」の句項目）。
②道路・橋梁（きょうりょう）・鉄道・港湾・堤防・河川・上下水道など、あらゆる産業・経済・社会等人間
生活の基盤となるインフラを造り、維持・整備してゆく活動。〔古代・中世においては「造作」などととも
に建築工事の意で用いられたが、以降江戸時代まで「作事」「普請」が使われ、明治になってから再
び「土木」が「建設」「建築」とともに使われるようになった〕



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 9月 ～ 10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 9月　いいね！ランキング】

【2019年 10月　いいね！ランキング】

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

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
1723 149 142

【ニュース動画】停電復旧を阻む大量の倒木 病気で空洞化したス

ギが一因か［1分5秒］

2
845 85 40

【乗りものニュース】横断歩道「斜め」にしたら事故減少か 横断中

の歩行者が見つけやすくなる納得の理屈

3
639 46 9

【ニュース動画】パリ セーヌ川で“空飛ぶ”水上タクシーの試験運転

［20秒］

4
632 53 21

【ニュース動画】伊豆大島 建物被害 倒木相次ぐ いまだ台風被害

の全容判明せず［27秒］

5
605 54 29

【ドボクイズ】Q．斜面崩壊で流失した橋桁、わずか1年で復旧でき
たのはなぜ？

2019年9月1日～30日集計結果　　　　　　　　　                            ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2019/10/04/集計

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
1576 96 64

【ニュース動画】福島交通 バス90台が水没 郡山市内70路線が運
休に［26秒］

2
1452 86 67

【ニュース動画】箱根登山電車 年内復旧は困難 少なくとも十数か

所で土砂崩れ［26秒］

3
1403 100 53

【ニュース動画】水没のバス92台廃車へ 路線再開への影響長期

化が懸念 福島［29秒］

4
1248 62 28

【ニュース動画】千曲川にかかる橋 一部崩落 長野 上田［33秒］

5
1200 68 17

【日本大改造】いよいよ大天守が公開！熊本城はここまで復旧した

2019/11/05集計

2019年10月1日～31日集計結果　　　　　                                  ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



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　11月 ～ 12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 11月　いいね！ランキング】

【2019年 12月　いいね！ランキング】

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

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
1369 112 140

【ニュース動画】“シマウマ”模様の牛に虫寄りつかず 愛知の試験

場など研究［1分19秒］

2
1128 72 119

【ニュース動画】「宇高航路」109年の歴史に幕へ 背景に利用客の

減少［57秒］

3
1009 62 106

【ニュース動画】台風19号で車庫浸水の福島交通 東京都の無償

提供バス到着［1分14秒］

4
942 75 16

【ニュース動画】こうして千曲川は決壊した 決壊場所から離れても

４ｍの浸水に［2分35秒］

5
875 61 33

【ニュース解説：土木】「獺祭」の酒造と隈研吾氏が橋でタッグ、西
日本豪雨の復興を後押し（一部有料の記事）

2019年11月1日～30日集計結果　　　　　　　　　                          ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2019/12/03/集計

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1
1566 125 119

【乗りものニュース】まもなく見納め「銀座線渋谷駅」の謎 東急百貨
店3階発着の地下鉄 その81年の歴史

2
1235 100 144

【ニュース動画】シカが鉄分補給を線路で…近畿管内ＪＲ沿線 対策

進める［3分21秒］

3
1188 106 46

【土木学会】 第107回緊急特別イブニングシアター ～追悼　中村

哲先生～

4
1003 52 21

【ニュース動画】中村哲医師の足跡「100の診療所より１本の用水

路を」［1分7秒］

5
960 67 38

【ニュース解説：土木】全長2.7kmの連続斜張橋を神戸港に、支間
長は世界最大（一部有料の記事）

2020/01/06集計

2019年12月1日～31日集計結果　　　　　                                  ※投稿日時は米国時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



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1月 ～ 2019年12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

状　　　況

【2019年  いいね！ランキング 年間 TOP10】

2020/1/22集計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※投稿日時は米国時間

順位 いいね シェア コメント 投稿メッセージ

1 1,723 149 142 【ニュース動画】停電復旧を阻む大量の倒木 病気で空洞化したス

ギが一因か［1分5秒］

2 1,576 96 64 【ニュース動画】福島交通 バス90台が水没 郡山市内70路線が運

休に［26秒］

3 1,566 125 119 【乗りものニュース】まもなく見納め「銀座線渋谷駅」の謎 東急百貨

店3階発着の地下鉄 その81年の歴史

4 1,495 91 85 【鹿児島県】ダム湖底から姿現す　曽木発電所遺構

5 1,452 86 67 【ニュース動画】箱根登山電車 年内復旧は困難 少なくとも十数か

所で土砂崩れ［26秒］

6 1,438 89 95 「東京　橋と土木展」

7 1,403 100 53 【ニュース動画】水没のバス92台廃車へ 路線再開への影響長期

化が懸念 福島［29秒］

8 1,369 112 140 【ニュース動画】“シマウマ”模様の牛に虫寄りつかず 愛知の試験

場など研究［1分19秒］

9 1,270 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］

10 1,248 62 28 【ニュース動画】千曲川にかかる橋 一部崩落 長野 上田［33秒］

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
土木コレクション2019　TOKYO DOBOKU FROM-1964-TO

過去から未来、新しいTOKYOへ

広報対象 （A-Ⅲ）土木マニア・ファン・シニア、（B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2019年11月14日（木）～11月17日（日）

場　　　所 新宿駅西口広場イベントコーナー

担　　　当 土木広報センター/市民交流グループ/土木コレクショングループ

内　　　容

　今年度の土木コレクションは、昨年度に引き続き、テーマを「土木コレクション2019
TOKYO DOBOKU FROM―1964―TO 過去から未来、新しいTOKYOへ」とし、約
35,000人の方にご来場いただいた。
　今回の展示では、過去から未来へ脈々と受け継がれてきた土木の蓄積と東京の
変貌を感じてもらえるよう、1964年の東京オリンピック関連の展示を軸に、震災復興
から2020年のオリンピックに向けた土木プロジェクト等に関して、美しく繊細な手書
き図面、芸術的な写真等、総数157枚のパネルやバナーの展示、日替わりの貴重
映像の公開などを行った。中でも、今年度の新たなコンテンツとして、東京の「土木
インフラ年表」や東京を上空から眺める「航空写真ブース」、当時の世相を感じる「工
事風景写真」や「地下鉄開通ポスター」なども多数展示した。
　また、毎年実施をしているアンケートでは、回答者へのプレゼント配布時にガチャ
ガチャを回してもらうユニークな仕掛けを行い、人を呼び込むきっかけとなり、結果
的に2,662名もの方にアンケートを回答いただいた。
　会場内の解説パネルは全てに英語表記を併設し、海外の方に対するPRにも力を
入れた。

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

人気のあった航空写真ブース。オープニングセレモニーのテープカット

土木コレクション特製ガチャガチャ。 連日開催された「どぼくカフェ」



名　　　称 土木広報大賞2019 表彰式

広報対象 （A-Ⅰ）土木関係者/（A-Ⅲ）土木マニア・ファン・シニア/（B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2019年11月18日（月）15：30～18：00

場　　　所 土木学会　講堂（東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内）

担　　　当 　土木広報センター　土木広報大賞事務局

内　　　容

　土木学会では11月18日（土木の日）に「土木広報大賞2019」表彰式が開催され
た。
　2回目となる今回は、日本全国から前回の99件を上回る122件の応募が寄せら
れ、選考委員会（委員長：田中里沙　事業構想大学院大学 学長）による厳正な選
考を経て、最優秀賞1件、優秀部門賞6件、準優秀部門賞10件の合計17件が選出さ
れた。
　表彰式当日は、受賞団体全17団体が登壇、選考委員による表彰状の授与が行わ
れ、また、「最優秀賞」、「優秀部門賞」受賞7団体からは、活動紹介のプレゼンテー
ションが行われた。

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

受賞団体の関係者と選考委員の皆様

受賞団体プレゼンテーション受賞団体の皆様によるスピーチ

選考委員との記念撮影選考委員による表彰状の授与

委員長を務めた田中里沙氏

（事業構想大学院大学 学長）



名　　　称 土木の日シンポジウム　2019

広報対象 （A-Ⅰ）土木関係者 （B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2019年11月24日（日）13:00～16:30

場　　　所 土木学会　講堂（東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内）

担　　　当 土木広報センター/市民交流グループ/市民普請グループ/土木の日実行グループ

内　　　容

　今年の「土木の日シンポジウム」は、土木学会の創立記念日である11月24日に開
催され、「“市民普請”で地方をよみがえらせる -市民主導の新しい公共事業の仕組
みを考える-」をテーマとし、4つの話題提供がなされ、市民普請のしくみやファンディ
ング、行政との連携など、市民普請をキーとしたインフラマネジメントの将来像につ
いて活発な議論が行われた。
　当日のシンポジウムの様子は、支部や来場できなかった人のために、YouTubeを
用いてライブ配信された。

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

開会の挨拶（林会長）

会場の様子パネルディスカッションの様子

発表者の方々

（左から菊池氏、中村氏）

発表者の方々

（左から真田氏、金子氏、本木氏）

開会の挨拶（東川技術審議官）



名　　　称 社会インフラテック　2019

広報対象 （A-Ⅰ）土木関係者 （B-Ⅲ）一般市民・利用者

活動期間 2019年12月4日（水）～6（金） 10:00～17:00 

場　　　所 東京ビッグサイト南1・2ホール（東京都江東区）

担　　　当 土木広報センター

内　　　容

12月4日から12月6日までの3日間、東京ビッグサイトにて、「社会インフラテック
2019」が開催された。期間中、土木学会も「自治体・団体・アカデミックゾーン」にて、
ブース出展を行い、土木学会の紹介として、「数字で見る土木学会」、「インフラ健康
診断書」、「土木コレクション」、「オープンキャンパス」等の展示、チラシ配布を行っ
た。

社会インフラテック2019
■日時：  2019年 12月4日（水）～12月6日（金）
■場所：  東京ビッグサイト
■主催：  インフラメンテナンス国民会議、日本経済新聞社
■後援：  国土交通省、内閣府、経済産業省、環境省、文部科学省、
　　　　　　 厚生労働省、警察庁、土木学会

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

「土木学会」展示ブース

自治体・団体・アカデミックゾーン

会場全景
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