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はじめに
土木学会は、土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質の向上を図り、
もって学術文化の進展と社会の発展に寄与することを目的としています（定款第 4 条）
。その目的
を達成するために、学会が 5 年ごとに策定している活動目標と行動計画（アクションプラン）が
「JSCE20XX」です。
第 1 回目は、
「JSCE2000」として、1998 年に策定されました。当時は、21 世紀に向けて社会の
あらゆる分野においてパラダイムの転換が求められていた時であり、1998 年版の「土木学会の改
革策」として取りまとめられました。そこでは先ず、工学系の学会が有すべき機能と役割を明示
し、次いでそれらを十分に果たし得る体制の確立を目指して、学会改革のための課題と各部門の
具体的な取り組みを提示し、各部門の活動の指針としました。これ以降、土木学会の活動目標と
行動計画を JSCE20XX シリーズとして定期的に策定することにしました。
第 2 回目は、新たな改革策「JSCE2005」を 2003 年に策定しました。土木学会を取り巻く様々な
問題が顕在化してきたことを踏まえ、問題解決能力を持った学会への転換を目指して、(1)社会と
のコミュニュケーション機能および土木技術・社会資本のあり方に関する回答機能の確立、(2)
会員および学会内部の部門間のコミュニュケーション機能の強化、(3)学会内各部門の具体的な目
標設定とマネジメントサイクルの導入による効率的で効果的な学会運営、を大きな目標として学
会の継続的な改革を行うことにしました。
今回の「JSCE2010」は、世界・日本・土木界・土木技術者・土木学会の視点から、土木を取り
巻く現状を再認識し、土木界における共通的課題を整理・集約するとともに、土木学会がとるべ
き行動の重点課題を設定しています。そして、JSCE2005 の中間評価結果を反映して、4 項目の重
点目標、すなわち、(1)地球温暖化対策等分野横断的、総合的課題解決への積極的取り組み、(2)
公正な立場からの専門的知見の提供、(3)技術者支援、(4)学会運営の適正化・効率化と分かりや
すさの向上、を定め、行動計画の狙いとしています。この JSCE2010 は、
「社会と世界に活かそう
土木学会の技術力・人間力」を表題としており、土木学会の 3 つの使命と具備すべき 9 つの機能
を明示し、それぞれに対して、10 年後の「基本目標」と 2008 年から 2012 年までの 5 年間におけ
る「2010 目標」
、および学会内各部門の行動計画を設定しています。
JSCE2010 の策定に際しては、企画委員会に WG を設置し、先ず、JSCE2005 の中間評価を踏まえ、
学会内各部門の意見や方針を聴取するとともに、外部有識者や他学協会を対象としたヒアリング
を実施して中間案を作成しました。次いで、この中間案に対して、外部有識者を招いた全国大会
研究討論会の実施、WEB を通した会員の意見、各支部の意見、学会内各部門の意見を聴取し、さ
らに学会誌での意見照会を行って原案を作成し、企画委員会、運営会議、理事会での審議を経て
2008 年 5 月に策定しました。
JSCE2010 は、5 年ごとに策定される土木学会の活動目標と行動計画です。この JSCE2010 では、
活動の継続性を確保する立場から、目標年次を 10 年後として、
「基本目標」を設定しています。
また、行動計画の期間を 2008 年から 2012 年までの 5 年間とし、その間の目標を「2010 目標」と
しています。各年度の事業の実施に際しては、各部門が年度毎に具体的な事業計画を立案・実行
し、その成果を自己評価し、次年度の事業評価に反映するマネジメントシステムによって管理す
ることにしています。
土木学会
運営会議議長

土木学会会長

石井 弓夫
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おわりに

１．JSCE2010 策定方針と策定プロセス
１．１ 経緯
土木学会は、土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質の向上を図り、
もって学術文化の進展と社会の発展に寄与することを目的としている（定款第 4 条）
。社会の発
展に向けて、社会基盤の整備や維持管理を行う際には、公的な資金が使用されることから、国
民や市民の社会的合意形成が必要となる。また、土木事業の遂行に際しては、公益が優先され、
長期にわたる機能や安全性が求められることから、公的な設計基準が整備され、また有資格者
による計画、設計、施工、維持管理が実施されなければならない。さらに社会基盤は、それが
置かれる地域の自然、環境、風土、文化等とも密接に関係することから、これらに対する配慮
も重要である。つまり、土木工学や土木事業には、単に工学的な面からだけではなく、広く社
会科学、人文科学的な面からも、社会の要請に応えていくことが強く求められているのである。
土木学会では、このような社会の要請に応えるべく、従来から、学会活動の見直しを行い、
自己改革を行ってきた。すなわち、1986 年には「岐路に立つ土木と土木学会の新たな途」と題
して企画委員会答申を行った。この答申の主な内容は、(1)部門横断型タスクフォースによる新
しい技術研究組織の構成と研究成果の評価、(2)全国大会の改革、(3)土木事業に関する社会的
啓発と中高生への PR、(4)事務局の OA 化と効率化等であって、現在に至る土木学会改革の基礎
となるものである。
1998 年には、
「土木学会の改革策」として JSCE2000 が取りまとめられた。これは、21 世紀に
向けて、社会の様々な分野における枠組みの転換に対応するとともに、工学系の学会が有すべ
き機能と役割を明示しようとするものであり、特徴的なことは土木学会が学術団体である同時
に技術者団体であること明示し、あわせて定款を改正したことである。これに基づき、技術者
の Society として会員相互の交流を図り、学術・技術の進展に貢献し、ならびに社会に対して
直接的に貢献することを目指すこととした。そして、以上の目的を十分に果たしうる運営体制
の確立を大きな目標としている。さらに、学会内の各部門に、学会改革のための課題と各部門
における具体的な取り組みを提示させた上で、これを各部門の活動目標とするよう求めている。
なおこれ以後、土木学会のアクションプランを JSCE20XX シリーズとして定期的に策定していく
こととなった。
2003 年には「社会への貢献と連携機能の充実」を目指して、新たな改革策である JSCE2005
が発表された。この背景には、JSCE2000 に基づく自己改革の不徹底、従来の経済成熟期から人
口衰退期への変貌、従来の社会システムへの問題提起、社会の土木学会への期待の認識不足、
社会の疑問や要請に対する回答機能の不足など、土木学会を取り巻く様々な問題が顕在化して
きたことが挙げられる。このため、JSCE2005 では、(1)社会とのコミュニケーション機能なら
びに土木技術・社会基盤のあり方に関する回答機能の確立、(2)会員および学会内部での部門間
のコミュニケーション機能の強化、(3)部門ごとの具体的な目標設定とマネジメントサイクルの
導入による効率的・効果的な学会運営、が大きな目標となった。
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１．２ 計画目標年次と計画期間
JSCE2010 は、5 年ごとに策定される土木学会の活動目標と行動計画である。この JSCE2010 で
は、活動の継続性を確保する立場から、目標年次を 10 年後として、
「基本目標」を設定すると
ともに、行動計画の期間を 2008 年から 2012 年までの 5 年間とし、その間の目標を「2010 目標」
とした。各年度の事業の実施に当たっては、年度ごとに具体的な事業計画を立案・実行し、そ
の成果を年 2 回（9 月、3 月）自己評価し、次年度の事業計画に反映するマネジメント（PDCA）
システムによって管理することとする。

１．３ 策定方針
JSCE2010 の策定にあたり、留意した点は以下の諸点である。
(1)急激に変化する社会からの要請等を勘案し、土木学会の社会に対する直接的・間接的貢献
度を高め、会員へのサービス向上を図る。このため JSCE2005 の中期目標・中期計画のう
ち、重点的に深化すべき事項、見直すべき事項、および新規に盛り込むべき事項を峻別し
厳選する。
(2)JSCE2005 で策定された、事業計画を立案・実行し、その成果を自己評価し、その結果を次
年度の事業計画に反映していくマネジメントシステム（PDCA）は、有効に機能し、実効性
が高いことから、今後も継続する。
(3)学会内各部門相互の連携を図り、部門内はもちろん、部門間において、強固な協働体制を
築く。比喩的には学会内の縦糸・横糸の強化を図るということである。
(4)メリハリのある中期目標・中期計画の策定のため、JSCE2005 策定時以降の「土木」を取り
巻く社会、土木界 1）、土木技術者および土木学会の現状と、土木学会の課題と役割につい
て改めて整理する。
(5)中期目標・中期計画の策定に際しては、会長特別委員会の提言等を反映していく。
以上の諸点に配慮して、JSCE2010 を策定した。
なお、策定方法とそのプロセスに関しては、
「見える化」を意識したデータ整理と問題点の共
有化を図るとともに、透明性のある策定プロセスとなるように配慮した。すなわち、策定の過
程では、学会ホームページ、学会誌、全国大会研究討論会等を活用してオープンな議論を展開
した。また、報道機関、NPO 等の有識者との懇談等、土木分野以外の外部からの意見を広く聴
取し、それらを策定プロセスの中で考慮した。

１．４ 策定プロセス
具体的な策定プロセスを図－1.1 に示す。2006 年 5 月の JSCE2005 の中間評価を受けて、学会
内各部門から意見や修正方針を聴取するとともに、外部有識者、他学協会等を対象にヒアリン
グを重ね、2007 年 7 月に JSCE2010 の中間案を作成した。この中間案に対して、全国大会研究
討論会、WEB を通じた会員各位の意見、各支部の意見、各部門からの意見を聴取し、さらに学
会誌での意見照会を行い、2008 年 3 月に企画委員会としての JSCE2010 案を作成した。その後、
運営会議、理事会での審議を経て JSCE2010 の策定に至った。

1)土木界：ここでは、土木事業の調査、設計、施工、管理等に関わる企業、土木行政に関わる公共機関、土木関係領域の研究開
発、教育に関わる機関等土木に関係する全ての組織を意味する用語として用いる。
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「JSCE2005」中間評価（2006年５月企画委員会）

「JSCE2005」修正方針（2007年３月企画委員会）

各部門意見・修正方針聴取

外部ﾋｱﾘﾝｸﾞ
（2007年２月～１２月企画委員会）

「JSCE2010」中間案（2007年７月企画委員会）

各部門、「JSCE2005」作成担当者等
意見聴取

「JSCE2010」中間案（2007年８月企画運営連絡会議）

全国大会研究討論会

WEBを通じた学会員からの意見
支部からの意見

「JSCE2010」最終案（2007年１２月企画委員会）

学会誌を通じた会員からの意見
各部門からの意見
「JSCE2010」案（2008年３月企画委員会）

「JSCE2010」（2008年４月運営会議）

「JSCE2010」（2008年５月理事会承認）
図－1.1

JSCE2010 策定プロセス
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２．JSCE2010 策定に当たっての現状認識と土木学会としての重点課題
２．１ 現状認識
（１）世界のなかの日本
人類が持続的に存続していくためには、地球温暖化、資源枯渇等、数多くの課題を解決する
必要があることは論をまたない。特に地球温暖化問題については、2008 年サミットを北海道洞
爺湖で開催する我が国としては既に、2050 年の温室効果ガスを世界全体で 50％削減する目標を
発表するなど、その解決に向けて主導的役割を期待されている。
資源問題についてみると、発展途上国の人口増加は、全世界規模で食糧、水、エネルギー不
足をもたらしており、世界経済に大きな影響を与えるとともに、国際紛争、内乱などの一因と
もなっている。食糧自給率 40％、エネルギー自給率（原子力を含まない）4％の我が国として
は、発展途上国への各種支援を通じて資源の安定的確保へ向けた取り組みを進める必要がある。
また同時に、資源制約のもと国際協調下で持続可能な社会の実現に向けた行動が求められてい
る。
経済についてみると、21 世紀を迎え世界はアメリカが先導するかたちでのグローバリゼーシ
ョン「経済における世界化」を加速しつつあり、企業は世界規模での競争（メガコンペティシ
ョン）に勝ち残る戦略が必要となっている。我が国では、自動車産業はグローバリゼーション
にいち早く取り組み大きな成果をあげているが、建設産業のグローバリゼーション化は他の産
業と比べて遅れているのが現状である。
視点を世界から身近なアジアに向けてみると、地震・津波、集中豪雨、洪水等の自然災害に
よる被害が拡大しており、地震災害の死者数は全世界の約 90％、風水害の死者数も全世界の
95％をアジアが占めている。都市部への人口集中とそれに対応した社会基盤の未整備、開発に
伴う自然環境の破壊等も被害の拡大を加速化していると言われている。
我が国土木界にも、自然災害、都市環境など共通する課題を抱える先進国としてアジアの隣
人に対して地域の課題克服と発展の支援への積極的な取り組みが期待されている。
（２）日本国内
四季の変化、高温多湿と広く発達した沖積平野の産物ともいえる豊かな農業生産などにより、
我が日本列島には極めて高密度な人々の居住が展開されただけでなく、世界に誇る芸術文化が
育まれてきた。しかし、近年、総じて我が国は「脆弱」化の一途を辿っている。
我が国は、2005 年度から人口が減少し、2015 年には 4 人に 1 人が 65 歳以上となると予測さ
れており、かつてない少子高齢化社会へ突入しようとしている。このままの状態で我が国の少
子高齢化が進めば、社会を支える役割を中心的に担う働き手の数は当然少なくなり、総生産が
減少し、経済成長が鈍化あるいはマイナス化すること、すなわち経済の「脆弱」化が危惧され
ている。
このような経済の先行き不安の中にあって、世界有数の地震国である我が国は、災害に強い
安全・安心な国土構造・社会システムを構築していくことが喫緊の課題の１つとなっている。
その際に、高度成長期に急激に整備された社会基盤の経年劣化や経済の「脆弱」化が大きな問
題となっている。国および地方とも財政難に直面しているが、国民生活の基盤となっている既
存の社会基盤の維持管理や補修・更新を取捨選択も考慮して計画的効率的に進めるとともに、
今後の社会基盤については、長寿命化の観点から整備していくなど持続可能な社会の実現に寄
与する必要があるといえる。
産業界に視点を転じると、
「資源小国」の我が国が国際競争力を強化していくための方策とし
て、
「現場力」
「ものづくり」への回帰が注目されている。国民的に「ものづくり」を盛り上げ
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ていく機運を高め、
「ものづくり」に携わる技術者が誇りを持って仕事に取り組むことができる
社会、次代を担う若者や子供達が尊敬や憧れを抱いて、将来の仕事として「ものづくり」に関
心を持てるような社会の実現を目指すことが必要とされている。このような機運の中で、土木
界も技術力、技術者、技術開発をより重視する必要があるといえる。
（３）土木界・土木技術者
我が国の土木界・土木技術者が、公共事業をはじめとする社会基盤整備を通じて国土の建設
と管理に貢献したことは紛れもない事実である。このことに土木技術者は自信と誇りを持って
よい。
土木技術が戦後復興や高度経済成長を大きく支えてきた。その一方で、獲得した経済的豊か
さや利便性と引き換えに、自然環境や歴史的遺産が多く損なわれ，その要因として，土木事業
が関わってきたことも事実である。土木事業は新しい環境を創造するものであり、その実施に
当たっては、インパクトにも細心の注意を払うとともに、新しい知見、様々な技術を取り入れ
て明日の世代により良い環境を残さなければならない。
また、公共工事をめぐる談合問題など、土木事業に関わる問題が社会問題化し、社会や国民
からみた土木界への評価は必ずしも高くなく、負のイメージをもたれていることも認めざるを
えない。自然環境の改変に深くかかわり、また多くの企業等の経営者として活動する土木技術
者には、社会のリーダーとしての技術者倫理が強く求められていることを十分自覚しなければ
ならない。
国内公共投資は、1990 年代半ばをピークに減少し続け、現在はピーク時の 6 割以下となって
いるが、他方周辺アジア諸国では社会基盤整備が急速に進んでいる。一方、建設業にとって海
外展開は、市場の確保の意味でも、また魅力ある産業として発展するためにも必須と考えられ、
国際化は急務であるといえる。
近時、社会基盤整備に対する充足論・不要論に基づく公共投資の減少傾向が明確となるなか
で、公共事業の執行システムも大きく変革してきている。その契機は、2005 年 4 月 1 日から施
行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」
（品確法）といえる。談合を防止し競争性
の確保の観点から一般競争入札が一般化し、一方で品質確保に対する懸念が高まる中、品確法
により、公共調達においては、透明性・競争性を確保するとともに、技術（技術の内容や技術
者資格）を重視することが明確に示された。このことは、企業や土木技術者にとって、自らの
能力や社会的評価の向上と、活動機会拡大のための絶好のチャンスと捉えるべきである。
定年延長や継続雇用により問題は緩和される傾向にあるとはいえ、技術者をとりまく環境は、
団塊世代の一斉退職による技術者不足、技術継承の断絶といったいわゆる 2007 年問題 1）を内包
している。高等教育における理系離れ、特に土木離れも指摘されて久しく、男女共同参画も考
慮して、女性を含めた若手技術者の安定的確保および人材育成が重要な課題となっている。

1）2007 年問題：定年を 60 歳とした場合、1947 年（昭和 22 年）生まれを中心とした団塊の世代の退職者が最も多く発生するの
が 2007 年であることから、団塊の世代の一斉退職に伴い発生する問題の総称をいう。
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このような状況下、今後の研究・技術開発の方向性としては、2006 年 3 月に閣議決定された
「第 3 期科学技術基本計画」があり、そこでは、
「社会・国民に支持され、成果を還元する科学
技術を目指し、説明責任と戦略性を一層強化していくことが求められる」としており、基礎的
技術開発のみならず社会問題を解決する技術開発が求められている。国土交通省では、これを
受けて 2008 年度から 2012 年度の技術基本計画を策定した。そこでは、
「目指すべき社会の実現
にあたっては、様々な要素技術をすり合わせ・統合し、高度化することにより、社会的な重要
課題を解決し、国民の暮らしへ還元する科学技術（「社会的技術」
）を推進することが重要であ
る」1）としている。
さらに、日本学術会議 2）では、今後の社会基盤の形成・充実に建設系学術分野でより重要と
なる研究領域として次の 5 つの領域を挙げている。①専門分化した学術・技術･芸術の融合・統
合の研究、②複雑化したマネジメント領域での理念・しくみの研究、③法律、経済等をより積
極的に取り込んだ制度設計・政策デザインの研究、④ものづくりの原点である技術者・技能者
の確保と教育のあり方の研究、⑤それらをも包含するものとして他者への配慮・無配慮の研究。
土木学会、土木技術者としては、関係学協会・技術者と協働し、従来にも増してこれらの調
査研究・技術開発等を推進し、社会の重要課題解決に貢献することが期待されている。
（４）土木学会運営
土木学会は 2014 年で創立 100 周年を迎える。学会活動の柱は、調査研究部門を中心とする委
員会等における調査研究と技術推進機構を中心とする技術者支援活動である。委員会数は 2007
年 12 月現在 75 程度と 15 年前より 5 割以上増加しており、学会活動が活性化してきているとい
える。また技術推進機構の活動として、最大のものが土木学会認定技術者資格制度であり、現
在試験合格者数は延べで約 3,800 人となっていて、継続教育（CPD）とあわせて技術者支援体制
を強化してきている。
一方、財政状況をみると 2006 年度より 2 年連続して赤字決算となっており、現状のままでは
赤字決算が継続していく見込みである。この主な原因としては、事業収入の過半を占める会費
収入が会員数の長期的減少傾向により減少していることが挙げられる。現在進められている公
益法人改革にそってあらたな法人に変わるまでに財政の改善を図ることとし、2008 年度より財
政改善 3 ヵ年計画がスタートしている。
会員数は 2007 年 12 月現在、個人正会員 31,384 人、学生会員 6,452 人、これに法人会員、特
別会員を加えた合計は 39,111 人となっており、個人正会員数は、多くの他学会同様減少傾向に
ある。人口の高齢化に伴い学会員の平均年齢も高くなっており、2007 年問題は会員数動向にも
大きな影響を与えていることから、年齢構成に応じた会員増強対策が必要となっている。学生
会員については、会員・支部部門の増員対策により 2005 年度より増加傾向に転じているが、土
木の名称が大学の学科名から消えつつある現在、一層魅力あるサービス提供や活動への参加機
会提供などの対策を講じることが肝要である。

1）
「国土交通省技術基本計画」
（平成 20 年 4 月）p4
2）日本学術会議「学術の動向 2008 年 3 月号」の「特集 2 明日の社会基盤―建設系分野からの重点研究課題提案」のうち p65
「社会基盤を創る建設系学術分野の課題」より引用。
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２．２ 土木界、土木技術者の重点課題
前述のような状況下、土木界および土木技術者の共通的課題は次のように集約される。
(1)低い経済成長と地球環境問題による制約のもと、自然環境や歴史環境を維持し、国際競争力を
確保しつつ持続可能な社会を実現するため、必要な社会基盤の整備と管理を行うために必要
な技術、制度を開発し、財源確保する必要があること。
(2)国内の社会基盤に対する充足感とは裏腹に、アジア諸国を中心に成長を続ける地域にあっては
経済的にも安全や安心の観点からも社会基盤整備に対するニーズは極めて高く、我が国土木
界の参画は国際的にも評価されるものであり、対応する建設産業の国際化が急がれること。
(3)優れた人材を確保し、将来にわたって適正な社会基盤を整備、管理してゆくためには、低下し
た社会的評価の原因を自覚し、一般市民とのコミュニケーション増進が望まれること。また
発注・受注、施工、維持管理と分断されたシステムの連携回復を図って、技術力が評価され、
長期的な価値判断が反映する建設産業ステムを確立する必要があり、関係者一体となってそ
の再構築にあたる必要があること。
(4)さらに社会の信頼を得るためには、まず「顔の見える」土木界を実現することが肝要である、
との観点に立ち、事業において、計画から施工にいたる責任者や貢献者が明示され、社会に
認められる仕組みを創設する時期であること。

２．３ 土木学会としての重点課題
先の現状認識および土木界・土木技術者の重点課題を踏まえ土木学会がとるべき行動の重点
課題を次のとおりとする。
①社会とのコミュニケーションと変化へのダイナミックな対応
社会は日々変化している。土木学会は、努めて社会とのコミュニケーションを図り、理事会
等のリーダーシップのもと社会の変化にダイナミックかつスピーディに対応していく必要があ
る。
②社会的技術（問題解決型技術）に関する調査研究と積極的成果発表
土木学会は、
「社会的技術」
（問題解決型技術）に関する調査研究とその成果を積極的に公表
していく必要がある。具体的には、地球温暖化対策、社会基盤長寿命化、災害対応技術等のテ
ーマ領域を対象として、土木学会内の 29 の調査研究委員会を横断的に組織し関係学協会とも連
携し、学際的研究を積極的に進めることが重要である。また、問題解決型技術者を育成するた
め、エンジニアリング・デザイン 1）教育に関する研究を産学協働で進める必要がある。
③社会への直接的貢献
土木学会は、調査研究活動とともに社会に直接貢献する活動も推進する必要がある。具体的
には、関係学協会、NPO と連携した災害時の調査とそれに基づく復興計画への提言等を引き続き
着実に進めることが重要である。また、支部活動を通じて自治体の教育委員会と連携し小中学校
の総合学習への教育支援を強化していく必要がある。さらに、土木界の男女共同参画を推進する
ため、土木学会として主導的役割を果たしていく必要がある。

1）「必ずしも解が一つでない課題に対して、種々の学問・技術を統合して、実現可能な解を見つけ出していくこと」
（JABEE に
よる定義）
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④国際化への積極的対応
グローバリゼーションに対応するためには、土木学会の活動も積極的に国際化する必要があ
る。国際委員会では、2007 年 3 月に新しい「国際化に向けてのアクションプラン」を策定し、
「国内外活動のシームレス化を進め、世界の社会基盤整備へ貢献しよう」のスローガンのもと
具体的な行動を開始している。特に、アジアに対しては、2007 年 6 月の 4th CECAR1）における
台北宣言 2）に基づき、アジア地域諸国と協調して諸問題解決に取り組んでいく必要がある。特
に留学生ネットワークの構築など、いわば上流部における貢献を充実させてゆくことが肝要で
ある。
⑤土木界と土木技術者に対する信頼回復
現在の土木界に対する不信感は、
「顔の見えない集団」というイメージに起因するところが大
きい。まず「顔の見える」土木界の構築が必要であり、組織的な事業実施体制の中にあっても、
事業の各段階における責任者や貢献者が明示される仕組みの提言、実際の事例の発掘などを通
じて、血の通った、そして透明感のある土木として社会に向かう必要がある。
土木学会は、従来より社会との双方向コミュニュケーションの重要性を認識し各種の活動を
実施してきているが、信頼回復に向けて、土木界と土木技術者を取り巻く諸問題に対して、報
道機関との定期的な懇談会などを通じて積極的に情報発信することも必要である。
さらに、土木技術者の倫理については、1999 年に「土木技術者の倫理規定」を定めているが、
その実践を支援するため倫理・社会規範委員会による情報発信、教育・啓発活動を進めていく
必要がある。
加えて、少子高齢化社会を迎えて社会基盤の整備・維持管理が喫緊の課題であることから、
「インフラ国勢調査」等にもとづき、その重要性を土木技術者の観点から積極的に情報発信す
る必要がある。
⑥土木技術者の地位と社会的認知度向上
土木学会の重要な役割の一つに土木技術者の地位と社会的認知度の向上がある。そのために
は、民事裁判における鑑定人への土木学会員の推薦、災害緊急調査等社会的に専門的知識とモ
ラルを求められる活動へ積極的に参加していくことが重要である。また、土木学会認定技術者
資格制度は、土木技術者の専門的能力と倫理性を社会に対して明示しようとするものであり、
さらに実務的能力を評価するものとして改善していく必要がある。
⑦学会活動の活性化・効率化
土木学会運営について、活動の活性化・効率化および学会財政の健全化が不可欠であること
は前述したとおりである。このため、会費収入の安定化・増加を目指して会員増強のための地
道な努力を継続するとともに、会員制度の見直しや技術者支援の拡充によるメリット拡大、出
版事業の見直し、あるいは委員会運営の工夫などによる財政改善が必要である。さらに、学会
活動をより活性化するため、PDCA に基づき効果的・効率的・重点的に事業費を投入することが
重要である。その際、民間による公益の拡大という公益法人のあり方の原点に立ち返って開か
れた運営を目指す必要がある。

1）CECAR : The Civil Engineering Conference in the Asian Region
2）台北宣言とは、地球温暖化、資源の枯渇、生態系への影響など地球規模の環境問題に対するアジアの責任を認識した上で、
土木技術者の果たすべき役割、課題への取り組み、および行動方針に関して取りまとめて宣言したもので 10 項目から成る。
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２．４ JSCE2010 重点目標
JSCE2010 策定に際しては世界、日本、土木界・土木技術者、土木学会運営の現状を分析し、
これに対し土木学会としての重要課題を整理し、JSCE2005 の中間評価結果を反映した。策定し
た JSCE2010 の目標のうち重点目標、すなわち特に強調したい行動計画は次のとおりである。
（１）地球温暖化対策等分野横断的、総合的課題解決への積極的取り組み
世界の喫緊の課題である地球温暖化問題について、土木技術者は地球温暖化の多くの解決手
段の提供に深く関わっているとの認識のもと、これまでも土木学会は各種調査研究・提言活動
を実施してきている。そこで、2008 年 7 月の G8 北海道洞爺湖サミット開催を契機に地球温暖
化対策特別委員会を設置し、各種活動を提唱・支援する。
また、国内外の地震、水害等に対する防災技術に対しても、引き続き他学会や NPO とも協力
しつつ調査と復興支援に協力するなど分野横断的、総合的な課題に対して積極的に取り組む。
（２）公正な立場からの専門的知見の提供
土木学会は、土木界と土木技術者に対する社会の信頼回復に向けて大きな役割を担っている
との認識のもと、公正な立場からの専門的知見を提供する必要があるが、
「良質な社会基盤整備
への貢献」
、
「土木技術者の社会貢献と地位向上」および「土木への理解の推進」の 3 点に分け
て重点目標とした。
中でも「良質な社会基盤整備への貢献」に関しては、土木学会認定技術者資格制度の活用さ
れる資格への改善、品質を確保できる公共調達制度など入札・契約制度の改善に対する提言、
適正な社会決定プロセスの支援・提言等を目標とする。
「土木への理解の推進」に関しては、土木学会としての見解の明確な表明（論説委員会、倫理・
社会規範委員会による情報発信）
、技術のインタープリターとしての役割強化（土木技術の内容
等をわかりやすく情報発信）
、併せて、NPO・NGO との協働、教育への貢献（特に小中学生に対す
る教育貢献）の充実等を目標とするほか、ホームページの充実、報道機関懇談会などを引き続
き進める。
（３）技術者支援
変動期の土木界にあって、技術者に対する支援は学会に期待される重要な役割であるとの認
識のもと「技術者支援」を重点目標の一つとした。
このため土木学会認定技術者資格制度を社会に直接的に貢献できる資格制度へ改善すること
と継続教育、技術者登録制度などの充実、ならびに国際的に通用する大学教育支援（産学協働
によるエンジニアリング・デザイン教育支援など）および留学生ネットワークの構築や学術交
流など上流部における貢献を進める。
（４）学会運営の適正化・効率化と分かりやすさの向上
現状認識に示すように学会内外の事情から学会運営の改革が急務であり、JSCE2010 では「効
率的でスピード感のある学会運営」と「説明の分かりやすさの向上」を重点目標とし、目に見え
るかたちで学会運営の改革を進めていく。
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３．JSCE2010
３．１ 土木学会の３つの使命と具備すべき９つの機能
土木学会の目的はその定款第 4 条によれば「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに
土木技術者の資質の向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与すること」である。
この目的を達成するための使命は次の 3 つから構成される。
① 学術・技術の進歩への貢献
これは、学術団体として最も基本的な使命であり、既存の学術・技術体系の再構築を基礎に、
この使命を達成することが求められている。その際に具備すべき機能としては、a)学術・技術
の先端性、b)学術・技術の事業への展開性、c)技術蓄積・移転性、があげられる。
これらが相まって、土木学会の学術水準が国際的に認知されることが必要である。
② 国内・国際社会に対する責任・活動
これは、社会に対する直接的働きかけを指すものであって、これを達成するためには、d)公
正な立場からの専門的知見の提供、e)国際貢献、f)コミュニケーション機能、といった機能が
求められる。
これらの機能により、土木学会が社会に貢献する不可欠な存在として認知される必要がある。
③ 技術者資質と顧客満足度（CS）の向上
これは、技術者が如何に社会で活躍できるかを支援するとともに、そのために会員が学会か
ら如何なるサービスを受けられるかに係わるものであって、g)技術者支援、h)情報取得機会の
拡大、i)学会運営の適正化・効率化、といった機能が求められる。
このことによって、会員ひいては社会基盤を享受する最終的なクライアントである国民の満
足度（CS）の向上も図る。

表-1.1

学会使命と学会が具備すべき機能

学会の使命

学会が具備すべき機能

学術・技術の進歩への貢献

a)学術・技術の先端性
b)学術・技術の事業への展開性
c)技術蓄積・移転性
国内・国際社会に対する責
d)公正な立場からの専門的知見の提供
任・活動
e)国際貢献
f)コミュニケーション機能
技術者資質と顧客満足度（CS） g)技術者支援
の向上
h)情報取得機会の拡大
i)学会運営の適正化・効率化
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３．２ 学術・技術の進歩への貢献
ａ）学術・技術の先端性
基本目標

2010 目標

ａ1）学術・技術の革新・蓄積・継承

ａ1-1)先端的学術研究の推進
ａ1-2)学会発行論文集掲載論文の国際的認知度の向上

ａ2）社会の構造変化に対応した学術領 ａ2-1)経済社会の構造変化に対応した学術領域の再編
域の確立

ａ2-2)他機関との連携による萌芽的研究の推進

ａ3）災害対応技術の確立

ａ3-1)災害対応技術の体系化

ａ4）都市再生に資する技術の確立

ａ4-1)計画・制度、社会基盤施設の維持管理など要素技術の確
立
ａ4-2)都市空間形成技術の確立

ａ5）地球環境持続性に関する技術の確 ａ5-1)環境目標・基準の設定
立

ａ5-2)持続型社会の構築に資する技術の研究
ａ5-3)地球温暖化緩和・適応技術の確立
ａ5-4)環境評価技術の確立

ａ1）学術・技術の革新・蓄積・継承（担当：調査研究部門）
構造的な変化を含みながら急激に変動する社会の要請に応えるために、それぞれの学術領域
における学術・技術について不断の改革を図り、常に先端的な水準を維持するとともに、調査
研究の英知を継続的に蓄積し、継承することを目指す。
ａ1-1) 先端的学術研究の推進（担当：調査研究部門）
先端的な学術研究を推進するためには、従来の単一の学術領域の対応では必ずしも十分とは
言えず、複数の学術領域の連係を含む新たな先端的かつ萌芽的な学術領域の創造が重要である。
重点研究課題の研究助成における指定型テーマの設定、異分野融合型の特別委員会の設置など
により、先端的学術研究体制の構築および研究の実施を図る。
ａ1-2) 学会発行論文集掲載論文の国際的認知度の向上（担当：調査研究部門）
土木学会の英文論文集発行に向けて、委員会論文集等の学会発行論文集に掲載される論文に
対し土木学会論文集と同等の論文登載基準を厳格に適用するとともに、学会発行論文集が活用
されるよう対外的な広報に努める。また、質の高い論文を国際的に発信する体制を整え、イン
パクトファクター等の国際的評価を獲得する。
ａ2）社会の構造変化に対応した学術領域の確立（担当：調査研究部門）
社会基盤整備にあたって、人口減少社会・超高齢化社会の到来、地球環境問題等、山積する
諸課題に対応できるよう、社会の構造変化に対応した研究課題に重点的に取り組むとともに、
学術領域の再編を進め、必要に応じて分野を異にする他機関との連携による萌芽的研究を推進
し、新たな学術領域を確立する。
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ａ2-1) 経済社会の構造変化に対応した学術領域の再編（担当：調査研究部門）
少子・高齢化やグローバル化など経済社会の構造変化に対応した土木構造物の長寿命化・維
持管理技術や社会基盤の有効活用の研究を推進するため、個々の調査研究委員会だけでなく、
必要に応じて複数の委員会を横断した調査研究組織を設け、様々な角度から集中的な情報収集、
議論を行い、技術課題を抽出する。その成果を踏まえて学術面からの行動計画を策定し、ひい
ては学術領域の再編を図る。
ａ2-2) 他機関との連携による萌芽的研究の推進（担当：調査研究部門）
時間的、空間的な社会の構造変化に的確に対応していくための技術的、制度的課題を幅広く
洗い出し、土木学会の特質を活かした学際的な研究テーマを提案する。また、建築分野や人文
社会系分野などとの連携により、それらの解決法を探るとともに、従来の土木工学の枠組みに
とらわれない萌芽的研究を推進する。
ａ3）災害対応技術の確立（担当：調査研究部門）
他機関との連携も図りつつ、個々の技術を高めるとともに技術の体系化・総合化を図り、災
害対応技術の確立を目指す。
ａ3-1) 災害対応技術の体系化（担当：調査研究部門）
災害に強い社会基盤の向上に資するとともに、安全・安心な国民生活に寄与するため、減災
を目指した国土の監視技術、耐震技術、災害復旧対策、情報通信技術の活用などに関する研究
を他機関との連携および共同研究などを通じて推進し、社会構造や自然環境の変化に即した労
働災害の防止策も含めた、災害対応技術の体系化を図る。
ａ4）都市再生に資する技術の確立（担当：調査研究部門）
都市再生や都市空間の形成に資する要素技術に関する研究を推進し、これらの拡充や新たな
技術の確立を図るとともに、分野横断型の共同研究や要素技術の総合化を目指す。
ａ4-1) 計画・制度、社会基盤施設の維持管理など要素技術の確立（担当：調査研究部門）
都市再生に資する様々な要素技術について研究を推進し、計画・制度、防災、生態系の保全・
再生、社会基盤施設の維持管理、社会情報マネジメント、市民との連携手法のそれぞれの観点
からこれらを拡充する。また、安全で快適な都市空間の創造に向け、物質循環過程の基本とな
る流域圏を単位とした視点を持ち、土木計画学と水工学の連携のような分野横断型の共同研究
を推し進める。
ａ4-2) 都市空間形成技術の確立（担当：調査研究部門）
現代社会の都市空間は、単なる都市住民の生活空間ではなく、多くの物流や情報・通信網に
よってきわめてグローバルな空間として存在している。このような都市空間における社会基盤
整備に関して、多元的な時空間を考慮した調査研究を推進し、さらに、個々の要素技術だけで
はなく、これらを総合化することによって、都市空間形成技術を確立する。
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ａ5）地球環境持続性に関する技術の確立（担当：調査研究部門）
世界の人口と資源消費の増加は、地球の持続可能性を脅かす様々な課題を深刻化させており、
地球規模での気候変動などにより、地球規模および地域規模での環境悪化による、水、健康、
生態系等へのストレスが一層増大することが懸念される。これに備えるため、我が国を含め、
アジア地域等と協力して、持続可能な社会を構築することが必要である。このため、地球環境
持続性に関する技術の確立を目指す。
ａ5-1) 環境目標・基準の設定（担当：調査研究部門）
脱温暖化社会、循環型社会、自然共生型社会の構築と安全・安心で質の高い社会を目指すた
めの環境目標や基準の設定を支援する調査研究を推進し、ICT（情報通信技術）
、バイオテクノ
ロジー、ナノテクノロジーなどの先端技術を活用して、地球から地域規模までの環境情報の観
測、予測、データベース化の効率化と人の健康や生体、生態系の評価に資する環境技術を確立
するとともに、我が国やアジア地域等での、将来を見据えた持続可能な社会の概念を提案する。
ａ5-2) 持続型社会の構築に資する技術の研究（担当：調査研究部門）
自立・循環型都市構造の再構築に向けた概念を提案する際の基礎となる、廃棄物リサイクル
技術、コンクリート構造物の環境負荷評価、環境調和型の新素材構造物、生態系調和型水域管
理技術、環境負荷低減型交通・地域計画技術などに関わる要素技術および計画技術の開発、な
らびに設計・事業評価基準を確立する。
ａ5-3) 地球温暖化緩和・適応技術の確立（担当：調査研究部門）
土木技術者は地球温暖化の原因となる行為と多くの解決手段の提供に深く関わっていること
から、社会基盤整備の立場から地球温暖化の緩和技術および適応技術について、ハード・ソフ
トの両面から積極的に検討・開発し、それらを社会に提案する。
ａ5-4) 環境評価技術の確立（担当：調査研究部門）
地球環境持続性に関する技術を確立するためには、人口変化、経済成長、社会基盤整備等が
環境に与える影響を正確に把握し、それを踏まえた評価を行うことが必要である。各要因が環
境に与える影響に関する計測技術および環境評価のための技術を確立する。
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ｂ）学術・技術の事業への展開性
基本目標

2010 目標

ｂ1）総合・横断型研究開発の体制確立

ｂ1-1)調査研究部門の委員会再編
ｂ1-2)学術行政機関との連携

ｂ2）技術評価制度の社会的認知、活用 ｂ2-1)技術評価制度の確立
の促進
ｂ1）総合・横断型研究開発の体制確立（担当：調査研究部門）
社会・世界が要請している学際的な課題に積極的に取り組むため、機動力や問題解決力を有
する総合・横断型研究開発体制の確立に向けて、関係委員会の再編や学術行政機関との連携を
図るとともに、土木学会技術評価制度の社会的認知や活用の促進を目指す。
ｂ1-1) 調査研究部門の委員会再編（担当：調査研究部門）
調査研究部門では、多くの調査研究委員会がそれぞれ独自の活動を行っているが、地球温暖
化問題、社会基盤長寿命化問題、災害対応など、特定の委員会の範疇を超える学際的な課題に
取り組める体制づくりを進めるとともに、効率的かつ効果的に調査研究を実施するための検討
体制を明確化し、委員会の再編を図る。
ｂ1-2) 学術行政機関との連携（担当：技術推進機構）
土木関連の学術・技術体系の充実を図るため、日本学術会議、日本学士院、総合科学技術会
議などの学術行政機関との連携を深めることにより、政策提言につながる調査研究に取り組み、
積極的に発信していく。
ｂ2）技術評価制度の社会的認知、活用の促進（担当：技術推進機構）
土木学会の技術評価制度について広く PR に努め、積極的に実施する。
ｂ2-1) 技術評価制度の確立（担当：技術推進機構）
広範な土木技術分野に亘る要素技術や総合技術に関して、技術評価制度の活用実績をさらに
積み重ねる。
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ｃ）技術蓄積・移転性
基本目標

2010 目標

ｃ1）
「土木総合情報プラットフォーム」 ｃ1-1)技術情報データベースの構築と公開
の構築

ｃ1-2)技術映像データベースの充実と活用
ｃ1-3)土木貴重資料・図面等デジタルアーカイブスの整備
ｃ1-4)論文集の分野再編と英文論文集の発行および絶版図書
のオンデマンド出版
ｃ1-5)土木デジタルミュージアムの構築とホームページの双
方向機能活用の展開

ｃ1）
「土木総合情報プラットフォーム」の構築（担当：情報資料部門）
土木学会が生み出す活動成果を統一的な情報環境に蓄積し、活用するためのデータベース、
ソフトウェア等、情報基盤を構築する。
ｃ1-1) 技術情報データベースの構築と公開（担当：情報資料部門）
学会資産としての創刊以来の技術文献データベース（25 万件登録済）の拡充、蓄積および公
開のため、確実な実施と容易なアクセス・多様な検索手法を実現する。
ｃ1-2) 技術映像データベースの充実と活用（担当：情報資料部門）
土木工学の発展に寄与した事業や人物、土木技術などを記録した映像（現在 600 本）につい
てさらに発掘・収集・データベース化を推し進め、蓄積された技術映像を土木教育や土木の理
解、防災や地域づくりなどの素材として利活用できるシステムを構築する。また新規の土木技
術映像を選定制度に基づく審査会や映画コンクールにおいて評価・顕彰するとともに、土木図
書館や一般向けの定期上映会（イブニングシアター）などを通じて活用・公開する。
ｃ1-3) 土木貴重資料・図面等デジタルアーカイブスの整備（担当：情報資料部門）
ホームページに一般公開して多くの会員や一般の方からの利用がある、戦前期～復興期の貴
重資料・絵葉書・古写真など（2 万点掲載済）の拡充に加え、設計図書や図面など施設・構造
物の基本に関する資料のうち歴史的価値のあるものの収集と、デジタル化による資料公開を実
施する。
ｃ1-4) 論文集の分野再編と英文論文集の発行および絶版図書のオンデマンド出版（担当：出版部
門）
土木学会論文集をはじめとする学会論文集の整理・再編を進め、学問・技術領域の拡大・変
化に柔軟に対応できる体制を目指すとともに、部門を代表する英文論文集を立ち上げ、質の高
い技術・学術情報の国際的発信を目指す。また、絶版となった土木学会発行図書についてオン
デマンドによる出版等による活用方法を検討する。
ｃ1-5) 土木デジタルミュージアムの構築とホームページの双方向機能活用の展開（担当：情報資
料部門）
選奨土木遺産コンテンツをモデルケースとして、写真や概要に加え、より詳しく知るための
情報源リストや専門家の紹介、文献へのリンク、アクセス紹介、見学情報などをホームページ
上に展示するとともに、訪問した方々の情報交換やタイムリーな情報をアップ可能な参加型の
機能を提供する。また機能の多様化に伴う土木図書館のあり方について調査研究を進める。
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３．３ 国内・国際社会に対する責任・活動
ｄ）公正な立場からの専門的知見の提供
基本目標

2010 目標

ｄ1）良質な社会基盤整備への貢献

ｄ1-1)活用される資格制度への改善
ｄ1-2)品質を確保した公共調達制度への技術支援強化
ｄ1-3)適正な社会決定プロセスの支援・提言
ｄ1-4)入札・契約制度の改善に対する提言
ｄ1-5)男女共同参画の推進

ｄ2）土木技術者の社会貢献

ｄ2-1)司法支援など社会的課題への対応
ｄ2-2)災害緊急体制の強化

ｄ3)土木への理解の推進

ｄ3-1)土木学会としての見解の明確化
ｄ3-2)技術のインタープリターとしての役割強化
ｄ3-3)市民や行政との連携、協働と社会教育等への貢献
ｄ3-4)学校教育（初等中等教育）への貢献
ｄ3-5)工業系の高校、高等専門学校、大学等の教育への貢献

ｄ1）良質な社会基盤整備への貢献（担当：技術推進機構）
優れた人材の育成と活用を通じて良質な社会基盤整備へ貢献することを目指し、土木学会認
定技術者資格を社会において活用される資格制度に改善するとともに、認定技術者の公共調達
での活用、入札・契約制度改善への提言活動を行う。
ｄ1-1) 活用される資格制度への改善（担当：技術推進機構）
土木学会認定技術者資格制度を、土木技術者すべてのための資格制度に改善するため、上級、
1級および2級技術者資格の認定に際し、会員であることを要件から外す。また、上級および1
級技術者資格においては、従来の筆記試験による分析的能力に重点をおいた審査コースとは別
に、具体的な実務経験内容の申告に対する十分な口頭試問により、実務経験能力に重点を置い
た審査を行うコースを新設する。さらに、上級および1級技術者が発注者支援の管理技術者等と
して積極的に活用されるよう努める。
ｄ1-2) 品質を確保した公共調達制度への技術支援強化（担当：技術推進機構）
地方自治体における総合評価方式による公共調達の推進を支援するため、支部ごとに地方自
治体と連携し、土木学会認定技術者の総合評価方式技術審査などにおける活用を促進する。
ｄ1-3) 適正な社会決定プロセスの支援・提言（担当：調査研究部門）
社会基盤の計画段階から適正なプロセスを確立することによって、社会が必要とする良質な
社会基盤の整備・維持・更新が行えるよう支援および提言を行い、同時に社会基盤整備等の計
画から実施段階に至る合意形成過程へ積極的に関与する。
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ｄ1-4) 入札・契約制度の改善に対する提言（担当：調査研究部門）
良質な社会基盤整備を実現するため、公共調達の入札・契約制度やその運用にあたっては、
透明性と公正性が担保された中で、価格と品質が総合的に優れた内容の契約が実施され、かつ
技術者資質や企業経営の継続的改善が図られることが望まれる。産官学の英知を集め、科学的・
客観的な分析に基づく入札・契約制度の改善に対する提言を作成・公表し、良質な社会基盤整
備へ貢献することを目指す。
ｄ1-5) 男女共同参画の推進（担当：教育企画部門）
多様な人材の参画、特に男女共同参画は今後の我が国に課された極めて重要な課題であり、
土木界においても多様な人材の価値観や視点を踏まえた取組みが一段と重要性を増す中で重要
課題と位置づけられる。このため男女共同参画について、率先して学会内外への啓発活動、他
学協会との協働等を推進し、会員および組織運営・企画戦略等に関連した部門における女性比
率の増加、男女ともに仕事を継続できる環境づくりに向けた調査・広報などを推進する。
ｄ2）土木技術者の社会貢献（担当：社会支援部門）
学会の公益活動の一環として、地域の防災など社会の問題に積極的に取り組み社会との連携
を強化して専門家としての社会貢献を果たす。
ｄ2-1) 司法支援など社会的課題への対応（担当：社会支援部門）
民事裁判における鑑定人へ土木学会員を推薦するなど、社会的に高度の専門性と高いモラル
を求められる活動への土木技術者の参加を推進する。
ｄ2-2) 災害緊急体制の強化（担当：社会支援部門）
関係の学協会、NPO 法人と連携し、災害発生時における被災地での調査活動、調査結果に基
づく被災地域の復旧・復興計画のための提言を迅速に行う。あわせて、それらを報道機関等と
の連携を図りつつ、迅速に社会に発信する。
ｄ3）土木への理解の推進（担当：企画部門）
土木界にまつわる諸問題に対する土木学会としての見解や、社会が関心を示す土木に関する
専門的事項に対するわかりやすい解説を積極的に発信し、同時に、市民、行政、NPO、NGO と協
働することなどにより、土木への理解を推し進める。
ｄ3-1) 土木学会としての見解の明確化（担当：企画部門）
社会に対する土木技術者の責務として、土木工学、土木技術者、国際貢献、社会基盤整備事
業および建設産業のあり方や関連する諸問題解決の基本的方向性、さらには土木界の倫理・社
会規範に関わる重大な問題などに対して論説委員会による土木学会としての見解を学会内外に
明確に表明する。加えて、土木学会員の倫理・社会規範にかかわる問題に対して、倫理・社会
規範委員会による土木学会としての見解を発信する。
ｄ3-2) 技術のインタープリターとしての役割強化（担当：企画部門）
生活に密着した社会基盤施設などについて、専門用語ではなく一般市民に理解できる言葉で
内容を説明できる解説者としての役割をより一層強化するため、社会が関心をよせる土木技術
の内容等をわかりやすく解説する情報を発信する。
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ｄ3-3) 市民や行政との連携、協働と社会教育等への貢献（担当：教育企画部門）
社会的に関心の高いテーマを主題とする公開シンポジウム等を開催し、専門的知見を提供す
るとともに、一般市民、行政担当者、他分野の専門家との意見交換を通じて連携を図る。また、
市民、行政、NPO、NGO 等が行う街づくり、防災、環境等に関する公開講座、勉強会、現場見学
会等に対して情報提供、講師紹介や出張講座、見学場所の紹介等を通じて社会教育や生涯教育
への貢献を行うとともに、市民、NPO、NGO 等との交流・情報提供を進める場の構築を促進する。
ｄ3-4) 学校教育（初等中等教育）への貢献（担当：教育企画部門）
我が国の新教育基本法に掲げる「公共の精神」
「環境の保全」
「伝統と文化の尊重」等の教育
目標は、社会基盤整備や土木の仕事と共通する目標であり、土木学会として初等中等教育（一
部高等教育を含む）分野との連携、支援を積極的に推進する。そのために会員や支部部門と連
携した相談や専門家の紹介を円滑に行える体制の構築を目指す。また、会員や支部が行う活動
において、初等中等教育関係者や関係機関との人的な交流、情報交換を進める機会を増加させ
る。さらに初等中等教育の各学科（社会科、総合的な学習、理科、算数など）に対応した土木
を素材とした教育プログラムの開発、研究と教育現場での実践を推進する。
ｄ3-5) 工業系の高校、高等専門学校、大学等の教育への貢献（担当：教育企画部門）
工業高校や高等専門学校、大学等で土木関連分野を専攻する学生に対し、社会で活躍する人
材育成の観点から教育内容改善に貢献すると共に、将来の進路として魅力ある土木の仕事を紹
介するために、学生を対象としたキャリアパスに関する情報発信や、公開講座、出前授業、現
場見学会などを促進する。そのために、関係機関の教職員等との交流、情報交換を積極的に進
める。
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ｅ）国際貢献
基本目標

2010 目標

ｅ1）国内外活動のシームレス化を進め、 ｅ1-1)JSCE ネットワークの拡大（人脈づくり）と国際協働の
世界の社会基盤整備へ貢献

推進
ｅ1-2)日本の土木技術の海外への情報発信と国際的活用
ｅ1-3)海外事情の国内への情報発信
ｅ1-4)技術者の国際流動化への支援

ｅ1）国内外活動のシームレス化 1）を進め、世界の社会基盤整備へ貢献（担当：国際部門）
日本の土木技術がより広く利用され、日本の土木技術者が国際貢献に大きな役割を果たせる
よう、学術活動や海外支援、企業活動を日本と海外の区別なく行える環境の整備を進める。
ｅ1-1) JSCE ネットワークの拡大（人脈づくり）と国際協働の推進（担当：国際部門）
会員と留学生など外国人技術者とのネットワークや、海外で活動する会員が現地の活動を通
じて築いたネットワークを、海外分会の活動などを通じて有機的に結合・拡大する。さらに、
日本の土木技術者が海外で活躍しやすい環境を醸成するため、海外の協定学協会との技術交流
や、各国・地域の土木技術者との国際協働を ACECC2）等の場を活用して進める。
ｅ1-2) 日本の土木技術の海外への情報発信と国際的活用（担当：国際部門）
情報発信媒体を整備し、海外で必要とされる技術ニーズに対応した情報発信の拡充を行うと
ともに、建設産業の国際化を支援するため、日本の基準・指針類の英訳やその紹介、ニーズに
合致した技術テーマに関する講演会等の現地開催などに産官学が一体となって取り組む。また、
災害発生時には調査や復興支援に積極的に関わり、日本の土木技術のさらなる国際的活用を図
る。
ｅ1-3) 海外事情の国内への情報発信（担当：国際部門）
日本の土木技術者の国内外活動におけるシームレス化を進めるとともに、海外での活動に興
味を持つ土木技術者を育成するため、海外事情の入手ルートを整備・拡充し、海外プロジェク
トでの活躍ぶりなどを、土木学会誌やセミナー・シンポジウムなどを通じて情報発信するとと
もに、海外事情に関する文献の紹介や、海外からの留学生との交流の場づくりを進める。
ｅ1-4) 技術者の国際流動化への支援（担当：技術推進機構）
技術者が各国の共通課題に広く取り組めるよう、ACECC の活動などを通じて、技術基準や技
術者資格の共通化・共有化を支援する。

1）国内外活動のシームレス化：建設分野における、公共調達、事業執行方法、技術基準など様々な仕組みをグローバルな視点
で捉え、国内と海外のシステムギャップを小さくし、それぞれの場での経験・知識・人材をお互いに活かしやすくしようとする
ものである（土木学会「土木技術者がグローバル社会で活躍するために」2006）
。
2）ACECC ：The Asian Civil Engineering Coordinating Council
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ｆ）コミュニケーション機能
基本目標

2010 目標

ｆ1）社会とのコミュニケーションを密 ｆ1-1)土木に対する社会的認識・要望の分析とそれに対する情
にするためのインターフェース機能の 報発信体制の確立
強化
ｆ1）社会とのコミュニケーションを密にするためのインターフェース機能の強化（担当：コミュ
ニケーション部門）
社会とのコミュニケーションを密にするためのインターフェース機能を強化して、タイムリ
ーな情報発信体制を確立する。ホームページのコンテンツを充実するとともに、映像･印刷物な
どのそれぞれの特徴を最大限に活用して、社会が土木工学の役割を理解し評価できるような基
礎的知識を提供する。
ｆ1-1) 土木に対する社会的認識・要望の分析とそれに対する情報発信体制の確立
（担当：コミュニケーション部門）
土木学会長ならびに土木学会の適切なスポークスマンによる報道機関懇談会の定例開催、若
年層向け土木パンフレットの配布、土木学会ホームページの充実、土木学会誌の充実、土木の
日・くらしと土木の週間を継続的に実施する。コンテンツの充実に際しては、市民が興味を持
てる土木の技術、施設、人物等の紹介に努める。
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３．４ 技術者資質と顧客満足度（CS）の向上
ｇ）技術者支援
基本目標

2010 目標

ｇ1）技術者教育支援

ｇ1-1)国際的に通用する教育支援
ｇ1-2)CPD プログラムの充実および登録システムの整備

ｇ2）技術者を支援する制度の充実

ｇ2-1)社会に貢献できる資格制度に向けた改善
ｇ2-2)資格制度の改善を踏まえた技術者登録制度の充実

ｇ1）技術者教育支援（担当：技術推進機構）
国際的に通用する技術者の質の確保、向上に資するため、JABEE の技術者教育プログラム認
定に関する活動を支援するとともに、高等教育機関卒業後、土木技術者が倫理観と専門的能力
をもって社会に貢献していけるよう、専門分野の最新技術や周辺技術、社会的課題の解決方法
等を修得し、土木技術者としての能力の維持・向上を図ることを目的とする継続教育を充実す
る。
ｇ1-1） 国際的に通用する教育支援（担当：技術推進機構）
国際的に通用する技術者育成の観点から、高等教育のあり方を検討するとともに、国際的な
相互認証の視点を踏まえた技術者教育プログラムの認定を通じて、土木工学分野における技術
者教育の質の保証を支援する。
自ら思考し種々の技術・学問を統合化して問題解決にあたるエンジニアリング・デザイン（ED）
能力の重要性に鑑み、産官学連携の下に、高等教育機関における ED 教育の普及・促進を図る。
ｇ1-2) CPD プログラムの充実および登録システムの整備（担当：技術推進機構）
受講環境に依存しない WEB テキストの作成や実務における技術者教育を通じて、土木技術者
の能力向上に寄与できるプログラムの充実を図る。また、CPD 登録システムを改善し、利用率
の向上を図る。
ｇ2）技術者を支援する制度の充実（担当：技術推進機構）
官民を問わず優れた人材の育成と活用を通じて良質な社会基盤整備をさらに確実に進めるた
め、国際的な相互認証やアジアを中心とした海外における活用も視野に入れ、社会に直接的に
貢献できる資格制度を目指して改善を図るとともに、技術者資格制度と連携した技術者登録制
度の改善、充実を図る。
ｇ2-1) 社会に貢献できる資格制度に向けた改善（担当：技術推進機構）
社会的要請に応え、土木学会資格が土木界で広く活用されるため、審査に際して実務経験・
能力の評価に一層の重点を置くなどの制度充実を図るとともに、CPD 制度と連動しつつ、土木
界全般に公開する（特別上級技術者を除く）
。また、将来の技術者育成のため、技術者として入
門・養成段階にある学生や若年技術者の資格取得を拡大・促進する。
ｇ2-2) 資格制度の改善を踏まえた技術者登録制度の充実（担当：技術推進機構）
技術者資格制度に基づく認定技術者の技術分野と能力に関するデータベースを構築するなど、
登録技術者を活用できる制度への改善、充実を図る。
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ｈ）情報取得機会の拡大
基本目標

2010 目標

ｈ1）会員向けサービスの向上

ｈ1-1)会員と学会および会員相互のインターフェース機能の
強化
ｈ1-2)会員ニーズの的確な把握と反映体制の構築
ｈ1-3)適切な情報をタイムリーに発信する会員向けサイトの
運営
ｈ1-4)新たなブランチ設置を含む細やかな支部活動の推進と
支部委員会活動等支部活動との連携

ｈ1）会員向けサービスの向上（担当：コミュニケーション部門）
以下の 4 つの施策を通じ、会員満足度の向上を目指す。
ｈ1-1) 会員と学会および会員相互のインターフェース機能の強化（担当：コミュニケーション部
門）
ホームページ等を通じて会員と学会および会員相互の情報交換・共有のためのインターフェ
ース機能を強化する。
ｈ1-2) 会員ニーズの的確な把握と反映体制の構築（担当：コミュニケーション部門）
ホームページ等の会員サービス窓口を通じ、会員からのニーズを的確に把握し、反映できる
体制を適宜改善し、構築していく。
ｈ1-3) 適切な情報をタイムリーに発信する会員向けサイトの運営（担当：情報資料部門）
会員認証の仕組みを活用した「学会が発信する学術論文の会員向け公開サイト」の本運用を
実施するとともに、掲載コンテンツのより一層の整備・拡充を図る。
ｈ1-4) 新たなブランチ

1）

設置を含む細やかな支部活動の推進と支部委員会活動等支部活動との

連携（担当：会員支部部門）
各支部における新たなブランチの設置やスチューデントチャプターの設置を推進し、きめの
細かい支部活動を目指す。また、例えば地域に関連する委員会活動は、その地域の支部が担当
するなど支部活動の活性化を図る。

1）ブランチ：現在、関東支部に設置されており、新潟会、山梨会、群馬会、栃木会がある。
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ｉ）学会運営の適正化・効率化
基本目標

2010 目標

ｉ1）会員の増強

ｉ1-1)資格制度、継続教育制度、委員会活動と連動した会員増
強戦略の立案
ｉ1-2)会員データベース管理システムの充実とそれを用いた
会員数の維持・増強システムの確立

ｉ2）会員制度の見直し

ｉ2-1)会員資格の効果的利用および会員区分・会員サービスの
見直し

ｉ3）効率的な学会運営

ｉ3-1)学会運営の適正化
ｉ3-2)学会財政の健全化
ｉ3-3)学会活動をより活性化するための効果的・効率的・重点
的な予算の投入
ｉ3-4)資産の有効活用

ｉ4）説明の分かりやすさの向上

ｉ4-1)財政状況の説明

ｉ1）会員の増強（担当：会員支部部門）
土木学会の活動を広く社会にアピールし、土木学会本部・支部・各部門が一体となった活動
を通じて、会員数の減少傾向に歯止めをかけ、さらには会員数の増加を目指す。
ｉ1-1) 資格制度、継続教育制度、委員会活動と連動した会員増強戦略の立案（担当：会員支部部
門）
会員数の維持・増加は、学会の重要課題であり、すべての部門と連動した会員増強戦略が必
要となる。特に、資格制度、継続教育制度、委員会活動、支部活動と連動した会員増強戦略を
立案する。
ｉ1-2) 会員データベース管理システムの充実とそれを用いた会員数の維持・増強システムの確立
（担当：会員支部部門）
会員データを安全かつ確実に管理し、またより詳細な分析が行えるなど会員の継続、増強に
繋がるようシステムを改良する。また、学会ホームページの会員専用ページを充実させ会員サ
ービスの向上を図り、会員数の維持増強に資する。
ｉ2）会員制度の見直し（担当：会員支部部門）
会員の立場に立った会員サービスを原点とし、会員制度・会員サービスの見直しを目指す。
ｉ2-1) 会員資格の効果的利用および会員区分・会員サービスの見直し（担当：会員支部部門）
会員のニーズを把握し、必要な部門と関係を密にし、会員サービスの向上に努める。さらに
高齢者を対象としたシルバー会員（仮称）制度、学生会員から正会員へ移行しやすい制度を検
討し導入を目指す。
ｉ3）効率的な学会運営（担当：財務経理部門）
学会財政の健全化を推進するとともに、PDCA に基づき学会活動活性化のための効果的・効率
的・重点的な予算配分を目指す。また、同時に資産の効果的な運用により運用益の増収を図る。
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ｉ3-1) 学会運営の適正化（担当：総務部門）
スピード感ある学会運営を目指して適正な運営に努めるとともに、新法人への円滑な移行を
図る。
ｉ3-2) 学会財政の健全化（担当：財務経理部門）
各年度における会計については、各部門の協力を得て、適正執行に努め、財政 3 ヵ年計画に
基づく計画の達成を図る。また、予算は単年度だけでなく中長期の収支予測も念頭におき編成
することを定常化する。
ｉ3-3) 学会活動をより活性化するための効果的・効率的・重点的な予算の投入（担当：財務経理
部門）
PDCA に基づく予算の重点的投入を行うことを目指す。各部門の自己評価や実効性の検証を通
して、戦略的に考慮すべき予算項目の選定を機関決定する。また新公益法人制度に基づく公益
法人会計への移行を円滑に進める。
ｉ3-4) 資産の有効活用（担当：財務経理部門）
中・短期の資産運用を効果的に行うことを目指す。このため、運用方針決定のしくみ等の検
討を行い早期の実現を目指す。
ｉ4）説明の分かりやすさの向上（担当：財務経理部門）
会員および寄付等の出資者に対し、会費や寄付金をどのように使用したか、分かりやすく説
明する。
ｉ4-1) 財政状況の説明（担当：財務経理部門）
分かりやすい財政関係書類の作成に努め、会員および寄付等の出資者に対し、会費や寄付金
をどのように使用したかを分かりやすく説明できるようにする。
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学会が具備すべき
機能

①〜③に
寄与

展

○
○

○
○

双方向機能システム(wiki)上での構築と関連委員会/会員との連携［新規］
図書館におけるデジタル−現実空間（機能）の融合化検討［新規］

災害発生時における迅速な対応ならびにＮＰＯ、マスコミとの連携強化［拡充］
重大な社会問題に対する論説委員会による土木学会としての見解の発信［新規］

d2‑2)災害緊急体制の強化［拡充］
d3‑1)土木学会としての見解の明確化［新規］

○
○

○

● ○ ○
● ○ ○

● ○ ○

ＮＰＯ、ＮＧＯとの交流促進、市民との交流・情報提供の場の構築［拡充］
初等・中等教育における土木に対する理解促進、関心涵養。教育関係者や関係
機関との人的交流・情報交換促進、教育プログラム開発［拡充］
土木系工業高校や大学等の高等教育の改善提言、キャリアパス情報発信、公開
講座などの開催［拡充］

d3‑4)学校教育（初等中等教育）への貢献［拡充］

○

● ○ ○

社会的関心事をテーマとした公開シンポジウムの開催［拡充］

d3‑3)市民や行政との連携、協働と社会教育等への貢献［拡充］
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ｉ4）説明の分かりやすさの向上［新規］

i3)効率的な学会運営［新規］

i2)会員制度の見直し［継続］

i)学会運営の適正 i1)会員の増強［継続］
化・効率化

○

社会が関心をよせる土木技術の内容等をわかりやすく解説する情報を発信［新
規］

● ○

● ○

d3‑2)技術のインタープリターとしての役割強化［新規］

○

○

社会的に高いモラルを求められる活動への参画推進［拡充］

d2‑1)司法支援など社会的課題への対応［拡充］

●

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

女性会員の増強、学会活動への女性参画促進など、土木学会における男女共同
参画を積極的に推進［新規］

ｄ1‑5)男女共同参画の推進［新規］

土木学会員の倫理・社会規範に係わる問題に対する倫理・社会規範委員会によ
る土木学会としての見解の発信［新規］

●

入札・契約制度の改善［新規］

ｄ1‑4)入札・契約制度の改善に対する提言［新規］

●

●

合意形成過程への積極的な関与［継続］

d1‑3)適正な社会決定プロセスの支援・提言［継続］

○

●

地方自治体と連携し土木学会認定技術者を総合評価方式技術審査へ積極的に
活用［新規］

d1‑2)品質を確保した公共調達制度への技術支援強化［新規］

●

●

●

●

●

●

●

●

技
術
推
進
機
構

資格制度の改善［拡充］

技術基準や技術者資格の共通化・共有化を支援［新規］

e1‑4)技術者の国際流動化への支援［新規］

●

●

○

○

○

●

○

○

○

○

産学協働によるｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ教育支援［拡充］
調査研究部門や支部との連携強化［拡充］
建設系ＣＰＤ協議会活動の拡充［拡充］
実施可能な改善策の現制度への順次取入れ［拡充］

学会運営収支改善［新規］

ｉ4‑1)財政状況の説明［新規］

財政状況の説明【新規】

i3‑3)学会活動をより活性化するための効果的・効率的・重点的な PDCAに基づく予算の重点的投入［新規］
予算の投入［新規］
中・短期の資産運用【新規】
ｉ3‑4)資産の有効活用［新規］

i3‑2)学会財政の健全化［新規］

i1‑2)会員データ管理システムの充実とそれを用いた会員数の維 データの共有化と管理の一元化の促進［継続］
持・増強システムの確立［拡充］
i2‑1)会員資格の効果的利用および会員区分・会員サービスの見 会員特典の再検討ならびに関連学会員の勧誘［継続］
直し［拡充］
新法人への円滑な移行［新規］
i3‑1)学会運営の適正化［新規］

関連周辺領域の非会員に向けた学会情報の提供とＰＲ方法の検討［継続］

学生会員のさらなる増強策の検討［新規］

● ○

○ ●

○ ●

○ ●

○ ●

○

○

○

●

●

○

○

● ○

● ○

●

○

○

○

○ ●

● ○ ○

○

○ ○

●

○ ●

○

●

○

○ ●

サービス体制の構築［継続］

○

○

○ ●

情報交換・共有のためのインターフェイス機能の強化［継続］

h1‑3)適切な情報をタイムリーに発信する会員向けサイトの運営 会員データベースに基づく認証機能の導入による情報収集機能の充実［継続］
［継続］
h1‑4)新たなブランチ設置を含む細やかな支部活動の推進と支部 会員情報の共有化などによる情報伝達の促進［継続］
委員会活動等支部活動との連携［拡充］
i1‑1)資格制度、継続教育制度、委員会活動と連動した会員増強 形態・会費額に幅をもたせた会員制度の導入の検討［継続］
戦略の立案［拡充］

h1‑1)会員と学会および会員相互のインターフェース機能の強化
［継続］
h1‑2)会員ニーズの的確な把握と反映体制の構築［継続］

g2‑2)資格制度の改善を踏まえた技術者登録制度の充実［拡充］ 技術者データベースの検討［拡充］

g2‑1)社会に貢献できる資格制度に向けた改善［拡充］

g1‑2)ＣＰＤプログラムの充実および登録システムの整備［拡充］

ｇ1‑1) 国際的に通用する教育支援［継続］

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土木の日・くらしと土木の週間の実施［継続］
JABEE認定審査の継続的な実施［継続］

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学会誌の改革［継続］

学会ＨＰの充実［継続］

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

●

○ ○

○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

海外事情の入手ルートの整備・拡充と効率的な情報発信［新規］

e1‑3)海外事情の国内への情報発信［新規］

○

○ ○

○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

情報発信媒体の整備、発信量の拡充および建設産業の国際化支援［新規］

○

○ ○

○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

海外分会の拡充・支援強化と海外の協定学協会との技術交流の推進［新規］

d3‑5)工業系の高校、高等専門学校、大学等の教育への貢献［拡
充］
e1)国内外活動のシームレス化を進め、世界の社会基盤整 e1‑1)JSCEネットワークの拡大（人脈づくり）と国際協働の推進［新
規］
備へ貢献
ー国際部門の新しいアクションプランよりー［新規］
e1‑2)日本の土木技術の海外への情報発信と国際的活用［新規］

３ g)技術者支援
g1)技術者教育支援［継続］
．
技
術
者
資
質
と
顧
g2)技術者を支援する制度の充実［新規］
客
満
足
度
h)情報取得機会の h1)会員向けサービスの向上［拡充］
Ｃ 拡大
Ｓ
︶

の
向
上

○

○

すでに策定済みの基本構想に基づき、モデルコンテンツを作成［新規］

f)コミュニュケーショ f1)社会とのコミュニュケーションを密にするためのインター f1‑1)土木に対する社会的認識・要望の分析とそれに対する情報 プレス発表による情報発信、広報誌等のパブリケーション［継続］
ン機能
フェース機能の強化［継続］
発信体制の確立［継続］

e)国際貢献

○ ●

○

絶版となった出版物のオンデマンドによる提供（出版）［新規］

会
員
・
支
部

d1‑1)活用される資格制度への改善［新規］

c1‑5)土木デジタルミュージアムの構築とホームページの双方向
機能活用の展開［拡充］

c1‑4)論文集の分野再編と英文論文集の発行および絶版図書の 英文論文集の発行と分野再編への準備（論文集）［新規］
オンデマンド出版［拡充］

○ ●

●

○

既存データのデジタル処理とアクセスが容易な機能の充実［継続］

c1‑3)土木貴重資料・図面等デジタルアーカイブスの整備［拡充］

○

●

技術評価の実績作り［拡充］

○

○

○

画像情報や動画を含むデジタルファイルの収集・提供［継続］

○

○

技術評価制度の定着と認知［拡充］

c1‑2)技術映像データベースの充実と活用［拡充］

○

○

政策提言の発信［継続］

b1‑2)学術行政機関との連携［継続］

○ ○ ●

●

検討体制の明確化［継続］

b1‑1)調査研究部門の委員会再編［継続］

アクセスが容易なシステムの構築［継続］

●

各要因の環境への影響の計測技術および環境評価技術の確立［拡充］

a5‑4)環境評価技術の確立［継続］

c1‑1)技術情報データベースの構築と公開［拡充］

●

地球温暖化緩和・適応技術の提案［新規］

a5‑3)地球温暖化緩和・適応技術の確立［新規］

c1)「土木総合情報プラットホーム」の構築［継続］

●

設計・事業評価基準の確立［継続］

b2‑1)技術評価制度の確立［拡充］

●

自立・循環型都市構造概念の提案［継続］

a5‑2)持続型社会の構築に資する技術の研究［継続］

b2)技術評価制度の社会的認知、活用の促進［拡充］

b1)総合・横断型研究開発の体制確立［継続］

●

環境目標や基準の設定を支援する調査研究の推進［拡充］

●

●

○ ●

a5‑1)環境目標・基準の設定［継続］

a4‑1)計画・制度、社会基盤施設の維持管理など要素技術の確立 関連する要素技術の研究推進［拡充］
［継続］
多元的な時空間を考慮した調査研究の推進［拡充］
a4‑2)都市空間形成技術の確立［継続］

a4)都市再生に資する技術の確立［継続］

他機関との連携および共同研究の推進［拡充］

●

● ○

土木学会の特質を活かした研究テーマの提案［拡充］

○

●

a2‑2)他機関との連携による萌芽的研究の推進［拡充］

ｼ
ｮ
ﾝ

担当部門（●：主担当）
国教社調出情総財
際育会査版報務務
・
資
企支研
料
経
画援究
理

●

a3‑1)災害対応技術の体系化［継続］

a5)地球環境持続性に関する技術の確立［継続］

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｭ
ｹ

土木構造物の長寿命化・維持管理技術や社会基盤の有効活用の研究推進［拡
充］

論文登載基準の厳格な運用と対外広報［拡充］

a1‑2)学会発行論文集掲載論文の国際的認知度の向上［拡充］

企
画

a2‑1)経済社会の構造変化に対応した学術領域の再編［拡充］

研究体制の構築および研究の実施［拡充］

アクションプラン

a1‑1)先端的学術研究の推進［継続］

２０１０目標

継続：JSCE2005内容を継続、拡充：JSCE2005内容を拡充、新規：新しく追加

a3)災害対応技術の確立［継続］

a2)社会の構造変化に対応した学術領域の確立［拡充］

a1)学術・技術の革新・蓄積・継承［継続］

基本目標

２ d)公正な立場から d1)良質な社会基盤整備への貢献［新規］
． の専門的知見の提
国 供
内
・
国
際
社
会
に
対
d2)土木技術者の社会貢献［継続］
す
る
責
任
d3)土木への理解の推進［新規］
・
活
動

c)技術蓄積・移転
性

b)学術・技術の事
業への展開性

１ a)学術・技術の先
． 端性
学
術
・
技
術
②土木技 の
術者の資 進
質向上 歩
へ
③学術文 の
化の進展と 貢
社会の発 献

①土木工
学の進歩
および土木
事業の発
達

定款
(学会の目的）

学
会
の
使
命

JSCE2010一覧表 計画対象期間：２００８から２０１２年度

ｰ

︵

おわりに

－ 次期計画策定に向けて

－

（１）JSCE2010 見直しと次期計画策定プロセス
JSCE2010 の計画期間は、2008 年度から 2012 年度の 5 か年間であり、基本目標、2010 目標を
達成するため、年度ごとに PDCA マネジメントシステムを運用することとしている。この際 2010
目標に対するアクションプランを必要に応じて見直すこととする。
JSCE2010 の見直し、すなわち次期計画策定については、
・

2010 年 9 月頃まで企画委員会が新計画の策定方針を決定し

・

2010 年 9 月の各部門自己評価結果に基づき、企画委員会が「JSCE2010 中間評価」を 2011
年 5 月頃までに作成

することからスタートすることになる。その後の策定プロセスは今回（p.3 参照）が参考にな
るものと考えられる。
なお、
「JSCE2010 中間評価」においては、4 つの重点目標について特に定量的かつ多角的に評
価する必要がある。
（２）新たな計画策定に向けた留意事項
土木学会は 2014 年度に創立 100 周年を迎える。このため次期計画は、それまでの 100 年間を
レビューし次の 100 年に向けた第 1 歩となる重要な位置づけをもつと考えられる。
そこで、次期計画策定に際して次の点を留意すべき事項として申し送る。
①「バックキャスト」手法により土木技術者、土木学会の役割を設定する
JSCE2010 策定に際しての土木技術者、土木学会の役割は、社会・世界の現状認識をもとに設
定している。次期計画は、次の 100 年に向けた第 1 歩となるものであることから、2050 年、2100
年といった超長期の社会・世界の状況を予想し、そこから「バックキャスト」して、土木技術者、
土木学会のあるべき役割を設定するのがよい。
②外部ヒアリングを重視する
土木学会活動を社会の要請に応えるものとするためには、学会員のみならず学会員以外の、
一般市民の声を聞くことも重要であることから、JSCE2010 策定に際しては、JSCE20XX シリーズ
では初めて外部ヒアリングを実施した。この外部ヒアリング結果要旨は参考資料に示すとおりで
あるが、示唆に富む意見が数多く寄せられた。このため、次期計画策定に際してもより多くの外
部の方々から意見をいただくことが有益である。
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平成 19 年度運営会議名簿
議長

石井 弓夫

平成 19 年度会長

副会長

阪田 憲次

調査研究部門担当

次期会長

栢原 英郎

次期会長

専務理事

古木 守靖

土木学会

総務部門主査理事

磯部 雅彦

総務部門担当

企画部門主査理事

落合 英俊

企画部門担当

代表幹事

二羽 淳一郎

企画部門担当

代表幹事

松本 信之

コミュニケーション部門担当

代表幹事

福本 勝司

国際部門担当

代表幹事

利穂 吉彦

教育企画部門担当

代表幹事

小長井 一男

社会支援部門担当

代表幹事

片桐 雅明

調査研究部門担当

代表幹事

栗田 勝

出版部門担当

代表幹事

大野 春雄

情報資料部門担当

代表幹事

松原 裕

総務部門担当

代表幹事

五十嵐 友良

財務・経理部門担当

代表幹事

横田 幸治

会員・支部部門担当

代表幹事

渡辺 幹広

技術推進機構担当

平成 19 年度企画委員会名簿
委員長

落合 英俊

副委員長

石田 東生

幹事長

二羽 淳一郎

副幹事長

髙野 昇

委員

佐藤 直良

彌田 和夫

荒川 辰雄

安藤 憲一

樫山 和男

桑野 玲子

坪根 康雄

福本 勝司

藤田 清二

古米 弘明

天野 光歩

岡本 享久

里深 好文

島村 亜紀子

橋本 哲

原 文宏

日比野 直彦

三上 圭一

宮田 喜壽

保田 祐司

横田 弘

塚田 幸広

古木 守靖

委員兼幹事

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
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土木学会機構図

予算会議
運営会議

長

次長･調査役

企画総務課
経理課
会員課
研究事業課

（2008 年 4 月現在）

北海道支部

台湾分会
韓国分会
英国分会
モンゴル分会
トルコ分会
インドネシア分会

タイ分会

機構長

東北支部
関東支部
中部支部
関西支部
中国支部
四国支部
西部支部
海外支部

企画部門

事務局長

（事務局）

会
理事会

副会長
専務理事
次期会長
理事

コミュニケーション部門

編集課
出版事業課
図書館業務室
国際室
企画部
技術推進部
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国際部門
教育企画部門
社会支援部門

調査研究部門
出版部門
情報資料部門

総務部門
財務・経理部門
会員・支部部門
技術推進機構
(技術推進機構運営会議)
土木図書館

企画戦略グループ
組織運営グループ 学術研究グループ

事

会
監

総

（総会・理事会）

（支部）

参考資料１

土木学会「見える化」データ

参考資料１

土木学会「見える化」データ

土木学会が現在どのような状況にあるかを、目先の現象や各人の印象に捉われることなく、
様々なデータを基にできる限り正確に把握し、それを踏まえて今後の方針を議論し、決定し
ていくことは極めて大切である。また、その内容を学会員のみならず広く社会に公開し、開
かれた学会として、より良い方向へと発展し続ける必要がある。
土木学会では、「90年誌」（土木学会略史1994－2004）作成を機に、各部門においてデー
タを継続的に整備することを行ってきた。そして、「JSCE2010」を策定するにあたり、この
データを企画部門に集約する体制を整え、「見える化」と称して学会の現況把握および公表
に向けて、各項目の時系列変化を捉えてきた。ここでは、その中から特に重要なものを抜粋
し、参考資料として掲載する。
なお、現時点では、12部門から100項目を越えるデータを収集し、企画部門において一括
管理を行っている。データ更新は毎年とし、理事会での報告の後、ホームページで公開する
こととした。また、5年ごとの土木学会の活動目標と行動計画の策定の際には、この結果を
再整理するとともに参考資料として掲載することとした。

「見える化」データ

１
２

３
４

会員区分別会員数
年齢階層別個人正会員数
性別会員数
技術者資格 認定者数
総収入と総支出
収支状況
全国大会 年次学術講演会 開催場所
年次学術講演会 講演数と参加者延べ人数の推移
年次学術講演会 部門別講演数の推移
年次学術講演会 部門別講演数の推移（1996年を1.0とした場合）
土木学会論文集 掲載数
土木学会論文集 掲載数（1997年を1.0とした場合の推移）
記者発表数
新聞掲載数
学会ホームページの閲覧状況
国際ジョイントセミナー開催数と派遣者数
災害調査団派遣実績
トークサロン参加者数
図書館来館者数
イブニングシアター参加者数
新刊数と刊行物売上額の推移
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会員区分別会員数
会員数（人）
45,000
40,000
合計
35,000
正会員

30,000
25,000
20,000
15,000

准会員

10,000

学生

5,000

2005年

2000年

1995年

1990年

1985年

1980年

1975年

1970年

1965年

1960年

1955年

1950年

1945年

1940年

1935年

1930年

1925年

1915年

1920年

特別

0

賛助

＊ 1984年以降は定款改正により名誉会員は称号となり正会員数に含まれる。 また、法人正会員制度となり特別会員と分離した。
＊ 正会員数は、個人正会員数と法人正会員数の合計。
＊ 1914年～1943年については、40年史データ
＊ 1944年、1945年については、推定値
＊ 1946年～1994年については、80年史データ
＊ 1995年～2003年については、90年史データ
＊ 2004年～2006年については、会員課調べ

年齢階層別個人正会員数
会員数（人）
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

25歳未満

25～30歳未満 30～35歳未満 35～40歳未満 40～45歳未満 45～50歳未満 50～55歳未満 55～60歳未満 60～65歳未満 65～70歳未満
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70歳以上

性別会員数
1998年1月末

会員種別

正会員

学生会員

会員数（人）

2004年12月末

割合（％）

会員数（人）

2005年12月末

割合（％）

会員数（人）

2006年12月末

割合（％）

会員数（人）

2007年12月末

割合（％）

会員数（人）

割合（％）

全体

33,473

100.0

33,887

100.0

32,961

100.0

32,144

100.0

31,384

100.0

男性会員

33,148

99.0

33,380

98.5

32,412

98.3

31,571

98.2

30,793

98.1

女性会員

325

1.0

507

1.5

549

1.7

573

1.8

591

1.9

全体

6,127

100.0

6,148

100.0

5,592

100.0

5,987

100.0

6,452

100.0

男性会員

5,800

94.7

5,661

92.1

5,017

89.7

5,379

89.8

5,854

90.7

女性会員

327

5.3

487

7.9

575

10.3

608

10.2

598

9.3

会員数（人）
1,400
1,200
1,000
573

591

女性正会員

575

608

598

女性学生会員

2005年12月末

2006年12月末

2007年12月末

549

800

507

600
325
400
487

200

327

0
1998年1月末

技術者資格

2004年12月末

認定者数

2006
年度

2005
年度

2004
年度

2003
年度

2002
年度

2001
年度

特
別
上
級

3

252

61

81

106

290

上
級

66

96

49

51

85

１
級

36

58

39

51

184

２
級

253

277

395

374

1,299

合
計

358

683

544

557

191

合計

793

347

290

2,623

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

認定者数（人）

＊ 認定者数は、2007年3月30日までに申請のあったもの

技術者資格のページ
：http://www.jsce.or.jp/opcet/shikaku.shtml

＊ 技術推進機構：2008年1月9日時点集計
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総収入と総支出
（百万円）
3,000

2,500

2,000
総収入
総支出

1,500

1,000

500

0

収支差

2007年度予算

2006年度

2005年度

2004年度

2003年度

2002年度

2001年度

2000年度

1999年度

1998年度

1997年度

1995年度

1996年度

-500

収支状況
2006年度収入内訳
12.6%
その他収入

0.1%
入会金収入

1.7%
技術推進機構4制度収入
37.5%
会費収入

24.4%
受託研究収入

2006年度支出内訳
9.3%
2.3%
その他支出
特別会計事業費

0.7%
基金会計事業費
3.4%
論文集収入

11.7%
刊行物収入

8.5%
会誌発行費
6.1%
行事費
4.4%
委員会関係

10.3%
支部交付金
0.9%
一般管理費その他
1.3% 税金
1.7%
理事会総会等会議費
2.4% 会員管理費

8.6%
行事収入

5.7%
刊行物製造原価
1.2%
論文集製造原価

4.2% 事務所経費
19.6%
受託研究費
20.4%
人件費関係

1.1%
技術推進機構4制度費

＊ 2006年度データより作成
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全国大会

年次学術講演会

回

年

開催校

開催場所

担当支部

会長

代

講演数

参加者延べ人数

第44回

1989年 名古屋工業大学

中部

堀 川 清 司

77代

2,332

10,120

第45回

1990年 新潟大学

関東

淺井新一郎

78代

2,600

10,557

第46回

1991年 関西大学

関西

岩 佐 義 朗

79代

2,768

19,544

第47回

1992年 東北大学

東北

藤 井 敏 夫

80代

3,154

22,185

第48回

1993年 九州産業大学

西部

竹 内 良 夫

81代

3,268

22,834

第49回

1994年 北海道大学

北海道

中 村 英 夫

82代

3,961

29,040

第50回

1995年 愛媛大学

四国

小

坂

忠

83代

3,960

28,255

第51回

1996年 名城大学

中部

松

尾

稔

84代

4,137

29,308

第52回

1997年 中央大学

関東

宮

崎

明

85代

3,682

22,000

第53回

1998年 神戸大学

関西

岡

田

宏

86代

4,087

22,903

第54回

1999年 広島大学

中国

岡

村

甫

87代

3,921

13,400

第55回

2000年 東北大学

東北

鈴 木 道 雄

88代

3,890

18,680

第56回

2001年 熊本大学

西部

丹 保 憲 仁

89代

3,743

20,231

第57回

2002年 北海道大学

北海道

岸

清

90代

4,326

23,501

第58回

2003年 徳島大学

四国

御 巫 清 泰

91代

4,011

20,461

第59回

2004年 愛知工業大学

中部

森

地

茂

92代

3,667

19,487

第60回

2005年 早稲田大学

関東

三

谷

浩

93代

3,272

14,720

第61回

2006年 立命館大学

関西

濱 田 政 則

94代

3,164

15,868

第62回

2007年 広島大学

中国

石 井 弓 夫

95代

3,217

16,233

全国大会のページ：http://www.jsce.or.jp/committee/zenkoku/index.shtml

年次学術講演会

＊ 1999年広島大会は台風のため投稿数で集計

講演数と参加者延べ人数の推移

講演数（編）

参加者延べ人数（人）

8,000

40,000

6,000

30,000

参加者延べ人数（人）

20,000

4,000

講演数（編）
10,000

2,000

0
2007年

2006年

2005年

2004年

2003年

2002年

2001年

2000年

1999年

1998年

1997年

1996年

1995年

1994年

1993年

1992年

1991年

1990年

1989年

0

＊ 1999年広島大会は台風のため投稿数で集計
＊ 参加者延べ人数は各セッションの参加者数の合計
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年次学術講演会

部門別講演数の推移

講演数（編）
4,500
SS部門
4,000

3,500
CS部門

3,000

Ⅶ部門
2,500

Ⅵ部門

2,000

Ⅴ部門

1,500

Ⅳ部門
Ⅲ部門

1,000
Ⅱ部門
500
Ⅰ部門

2007年

2006年

2005年

2004年

2003年

2002年

2001年

2000年

1999年

1998年

1997年

1996年

1995年

1994年

1993年

1992年

1991年

1990年

1989年

0

＊ 1999年広島大会は台風のため投稿数で集計

年次学術講演会 部門別講演数の推移（1996年を1.0とした場合）
1.6

1.4

1.2
Ⅵ部門
1.0

Ⅴ部門

0.8

Ⅶ部門
Total
Ⅱ部門
Ⅳ部門

0.6

Ⅰ部門
Ⅲ部門

2007年

2006年

2005年

2004年

2003年

2002年

2001年

2000年

1999年

1998年

1997年

1996年

0.4

＊ 1999年広島大会は台風のため投稿数で集計
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土木学会論文集

掲載数

掲載数（編）
600

500

400
部門G
部門F

300

部門E
部門D

200

部門C
100

部門B

土木学会論文集

2007年

2006年

2005年

2004年

2003年

2002年

2001年

2000年

1999年

1998年

0

1997年

部門A

掲載数（1997年を1.0とした場合の推移）

1.6

1.4

1.2

部門Ｇ

部門Ｄ
1.0
部門Ｃ
Total
0.8

部門Ｆ
部門Ａ
部門Ｅ

0.6

オンラインジャーナル：http://www.jsce.or.jp/collection/index.html
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2007年

2006年

2005年

2004年

2003年

2001年

2000年

1999年

1998年

1997年

0.4

2002年

部門Ｂ

記者発表数
発表数（回）
20

2

15

1
2
6
2

4

10

1
1

1

4

2
12

5
1
1

6

9

1

7

7

4

6

9

7

7

4

2006年度

2005年度

2004年度

2003年度

2002年度

2001年度

2000年度

1999年度

1998年度

1997年度

1996年度

1995年度

1

1994年度

2

1993年度

2

1992年度

3

1990年度

1985年度

1

2

1989年度

1984年度

1

1988年度

1

1987年度

1

1986年度

1

1983年度

1

1

1991年度

1

0

9

1
1

10

委員会主催災害関連速報会・報告会 ⇒ 委員会主催の災害関連速報会・報告会
速報会・報告会・懇談会 ⇒ 本部主催の災害関連速報会・報告会・懇談会
記者発表 ⇒ 土木学会賞、会長就任インタビュー、報道機関懇談会、「土木の日」会長インタビュー等

新聞掲載数
掲載数（回）
250

20
200

9

8

5 7

11

6

11
10

31

8

12
11

その他
東京，読売，産経，毎日，日経，朝日
建設技術新聞
建設新聞

28

建設産業新聞

68

66

建設通信新聞

94

89

建設工業新聞

35
150

57
100

50

90

0
2004年度

2005年度

2006年度

- 38 -

学会ホームページの閲覧状況
訪問者数およびページビュー

2007年12月

2008年1月

2008年2月

2008年3月

訪問者数（人）

176,510

209,863

201,457

199,350

ページビュー数合計（ページ）

721,239

890,278

874,656

906,436

5,694

6,770

6,947

6,431

23,266

28,719

30,162

29,241

平均訪問者数（人／日）
平均ページビュー（ページ／日）

平均訪問者数
（人／日）

平均ページビュー
（ページ／日）

10,000

32,000

9,000

30,000

平均ページビュー（ページ／日）

8,000

28,000
26,000

7,000

24,000

平均訪問者数（人／日）

6,000

22,000

5,000

20,000
2007年12月

2008年1月

2008年2月

2008年3月

最もリクエストが多かったページ（トップ５）
2007年12月

2008年1月

2008年2月

2008年3月

1 土木学会論文集

CPD

CPD

全国大会

2 新着情報

土木学会論文集

コンクリート委員会

土木計画学研究委員会

3 技術者資格

朧大橋

全国大会

コンクリート委員会

4 全国大会

全国大会

技術者資格

CPD

5 CPD

学術論文等公開ページ

土木計画学研究委員会

技術者資格

＊ トップページ、図書館、目録書誌検索、刊行物案内、行事申込、学会誌会告、支部ページは除く
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国際ジョイントセミナー開催数と派遣者数
開催数（回）

派遣者数（人）

2002年度

1

2003年度

1

2004年度

2

開催国別派遣者数（人）

7 タイ：7
9 韓国：9
10 フィリピン：5、台湾：5

2005年度

4

26 モンゴル：6、バングラディッシュ：5、韓国：7、ベトナム：8

2006年度

5

32 インド：6、ベトナム：7、韓国：7、中国：5、タイ：7

2007年度

4

18 モンゴル：6、タイ：5、韓国：3、台湾：4

開催数（回）

派遣者数（人）

6

70

5

60

5
4

4

50

4
40
3

開催数（回）

2
1

30

32

2
26

派遣者数（人）

1

1

10
10

9

7

2007年度

2006年度

2005年度

2004年度

2003年度

0

2002年度

0

20
18

国際ジョイントセミナーのページ：http://www.jsce.or.jp/kokusai/js.shtml

災害調査団派遣実績
6 福島・栃木・茨城水害

5

2000年

4

22 有珠山噴火、神津島近海地震、東海豪雨災害、鳥取県西部地震

2001年

1

11 芸予地震

2002年

0

0
三陸南沖地震、九州北部・中部豪雨災害、宮城県北部地震、平成15年8月
102
台風10号豪雨災害・北海道胆振・日高地方災害、十勝沖地震
北陸豪雨災害、四国豪雨・高潮災害、平成16年9月台風21・22号災害、平成
97
16年10月 台風23号災害、新潟県中越地震災害

2003年

5

2004年

5

2005年

1

21 福岡県西方沖地震

2006年

2

23 平成18年7月豪雨災害、平成18年11月北海道佐呂間町竜巻災害

2007年

2

33 能登半島地震、新潟県中越沖地震

延べ団員数
（人/年）

80

3

60

2

40

1

2002年

2

35 イラン、ヨーロッパ

2003年

2

15 トルコ、アルジェリア

2004年

1

11 イラン

2005年

4

67 スマトラ、アメリカ、パキスタン、インドネシア

2006年

2

21 ジャワ島、スマトラ

2007年

3

22 ペルー、スマトラ、バングラデシュ

災害速報：http://www.jsce.or.jp/report/index.shtml#sokuho

2007年

2006年

2005年

2003年

2004年

60

調査団派遣数（回）

50

3

40
2

30
20

1
延べ団員数（人/年）
0

- 40 -

2007年

27 エルサルバドル、インド、ペルー

4

7 メコン河

2006年

3

70

32 台湾、トルコ

2005年

2001年

0

80

2004年

1

2002年

5

2003年

2

2000年

2001年

0

派遣国・地域等

1999年

20
延べ団員数（人/年）

2002年

調査団派遣数
（回）

4

2001年

国際派遣

100

調査団派遣数（回）

10 広島県土砂災害

2000年

1

120

2000年

1

1999年

6

災害名

1999年

1998年

延べ団員数
（人/年）

1999年

調査団派遣数
（回）

1998年

国内派遣

10
0

トークサロン参加者数
開催日

テーマ

講 師

110

第 1 回

2003年 4 月 7 日

高速道路民営化の議論と社会資本

中村

英夫

第 2 回

2003年 6 月 27 日

地球水危機への処方箋を求めて

小池

俊雄

第 3 回

2003年 9 月 29 日

「オランダモデル」について

長坂

寿久

第 4 回

2004年 2 月 16 日

「少子高齢時代を生きるシビルエンジニア」の社会化について

尾田

栄章

第 5 回

2004年 5 月 31 日

フランスの公共事業におけるパブリック・インボルブメントの実践

田邊

忠顕

第 6 回

2004年 6 月 21 日

公共事業をどうとらえるべきか

大石

久和

第 7 回

2004年 9 月 2 日

国際化時代の土木

日下部

第 8 回

2004年 11 月 8 日

新分野に挑戦する建設業

米田

第 9 回

2005年 4 月 4 日

大河津分水と青山士・宮本武之輔

五百川

第 10 回

2005年 7 月 4 日

市民の声を活かしたみちづくり

屋井

鉄雄

第 11 回

2005年 9 月 5 日

絵画へのめざめ

栗村

成彦

第 12 回

2005年 12 月 7 日

地下鉄建設の歴史～ロンドンと東京～

矢島

隆

第 13 回

2006年 5 月 18 日

中部国際空港建設の歩みとコスト削減について

尾頭

嘉明

36

第 14 回

2006年 8 月 29 日

ITS 10年の歩みとアジアの動き

天野

肇

37

第 15 回

2006年 11 月 27 日

官から民へ －首都高の課題と取り組み－

長谷川康司

第 16 回

2007年 3 月 19 日

ふるさと東京の都市再生

斉藤

親

第 17 回

2007年 7 月 10 日

治水の歴史と新しい展開

近藤

徹

第 18 回

2007年 10 月 10 日

観光が国家政策の中心になる日

本保

芳明

第 19 回

2008年 1 月 30 日

地球温暖化の将来予測と建設業の役割

三村

信男

30
28
40
25
61
29

治

34

雅子

37

清

＊ 一部テーマ名を省略
トークサロンのページ：http://www.jsce.or.jp/committee/kikaku/talk.shtml

42
23
26

65
45
41
27
48
0

20

40

60

80

100

120

参加者数（人）

図書館来館者数
来館者数（人）
5,000
4,500
建築学会
4,000

非会員

3,500

学生会員

3,000
2,500
個人会員
2,000
1,500
1,000
500

団体会員

2007年度

2006年度

2005年度

2004年度

2003年度

2002年度

2001年度

2000年度

1999年度

1998年度

1997年度

1996年度

1995年度

0

＊ 2001年に図書館改築
＊ 団体会員は、法人会員と特別会員の合計

図書館のページ：http://www.jsce.or.jp/library/index.html
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イブニングシアター参加者数①
上映月日

上映作品

上映場所

第 1 回 2001 年 11 月 28 日 ①石を架ける－石橋文化を築いた人々 他

攻玉社工科短大

第 2 回 2001 年 12 月 19 日 ①銀座の地下を掘る、②東名高速道路

攻玉社工科短大

32
46
40

第 3 回 2002 年 1 月 23 日 ①恵那山トンネル、②青函トンネル

攻玉社工科短大

第 4 回 2002 年 2 月 20 日 ①関門橋、②本州四国連絡橋－児島・坂出ルート

攻玉社工科短大

第 5 回 2002 年 3 月 27 日 ①松原・下筌ダム建設記録、②川とともに 他

攻玉社工科短大

23

第 6 回 2002 年 10 月 30 日 ①海中基礎に挑む－明石海峡大橋ケーソン設置 他

攻玉社工科短大

27

第 7 回 2002 年 11 月 27 日 ①ある碑－巨大吊橋を支える 他

攻玉社工科短大

第 8 回 2002 年 12 月 18 日 ①新たなる挑戦－超大型泥水シールド 他

芝浦工業大

第 9 回 2003 年 1 月 29 日 ①長大橋の基礎を築く－本四架橋・南北備讃７Ａ 他

芝浦工業大

第 10 回 2003 年 2 月 26 日 ①ニッポン近代化遺産への旅 他

土木学会講堂

第 11 回 2003 年 5 月 28 日 ①明日をつくった男－田辺朔朗と琵琶湖疎水

土木学会講堂

第 12 回 2003 年 6 月 25 日 ①地域と自然との共生をめざす道づくり 他

土木学会講堂

第 13 回 2003 年 7 月 30 日 ①２１世紀の架け橋－第二名神高速道路 他

土木学会講堂

第 14 回 2003 年 10 月 1 日 ①日本の近代化を築いた人々

土木学会講堂

第 15 回 2003 年 10 月 31 日 ①掘るまいか－手掘り中山隧道の記録

土木学会講堂

第 16 回 2003 年 12 月 10 日 ①海峡をつないだ技術、②関門橋

攻玉社工科短大

第 17 回 2004 年 3 月 23 日 ①阪神淡路大震災による道路の被災と復旧 他

土木学会講堂

39

45
54
41
57
200
54
31
43
90
35
49

第 18 回 2004 年 7 月 21 日 ①銀座の地下を掘る、②羽田海底トンネル

土木学会講堂

25

第 19 回 2004 年 10 月 6 日 ①よみがえる川、②高潮に挑む

土木学会講堂

27

第 20 回 2004 年 11 月 17 日 ①礎いしずえ、②青函トンネル第一部

土木学会講堂

29

第 21 回 2004 年 12 月 8 日 ①掘るまいか－手掘り中山隧道の記録

土木学会講堂

＊ 一部、上映作品名を省略
イブニングシアターのページ：http://mme.kitera.ne.jp/eve_theater.htm

41
0

100

200
参加者数（人）

イブニングシアター参加者数②
上映月日

上映作品

上映場所

第 22 回 2005 年 1 月 26 日 ①東名高速道路、②北上川

土木学会講堂

23

第 23 回 2005 年 2 月 23 日 ①松原・下筌ダム建設記録、②みんなの下水道

土木学会講堂

20

第 24 回 2005 年 6 月 22 日 ①明日をつくった男

土木学会講堂

第 25 回 2005 年 8 月 24 日 ①掘るまいか－手掘り中山隧道の記録 他

土木学会講堂

第 26 回 2005 年 9 月 28 日 ①海峡をつないだ技術、②関門橋

土木学会講堂

第 27 回 2005 年 11 月 16 日 ①有楽町線 掘進 １０９００米、②多島海を結ぶ 他

土木学会講堂

35

第 28 回 2006 年 1 月 25 日 ①都市化が水害を招く、②洪水をなだめた人びと

土木学会講堂

31

第 29 回 2006 年 2 月 15 日 ①佐久間ダム・第２部

土木学会講堂

第 30 回 2006 年 7 月 26 日 ①大深度地下に築く駅、②軟弱地盤に挑む

土木学会講堂

42
60
43

51
65

第 31 回 2006 年 8 月 30 日 ①時を越えて、②次世代のアーチを架ける 他

土木学会講堂

51

第 32 回 2006 年 10 月 25 日 ①昭和49年多摩川狛江猪方地先災害復旧記録 他

土木学会講堂

47

第 33 回 2006 年 11 月 29 日 ①ザイールに架ける、②黎明のキリマンジャロ

土木学会講堂

48

第 34 回 2007 年 1 月 31 日 ①崩れ、②掘るまいか

土木学会講堂

第 35 回 2007 年 2 月 16 日 ①阪神大震災による道路の被災と復旧 他

土木学会講堂

special ① 2007 年 7 月 11 日 ①街の一体化と安全のために 目黒線不動前 他

文京シビックホール

第 36 回 2007 年 7 月 17 日 ①街の一体化と安全のために 目黒線不動前 他

土木学会講堂

第 37 回 2007 年 8 月 29 日 ①崩れ、②民衆のために生きた土木技術者たち

土木学会講堂

special ② 2007 年 9 月 12 ～ 14 日 ①街の一体化と安全のために 目黒線不動前 他

広島大学

第 38 回 2007 年 10 月 1 日 ①石を架ける～石橋文化を築いた人びと～ 他

土木学会講堂

第 39 回 2007 年 11 月 1 日 ①東京港に虹をかける 他

土木学会講堂

第 40 回 2007 年 12 月 5 日 ①「荒川放水路物語」 他

土木学会講堂

＊ 一部、上映作品名を省略
イブニングシアターのページ：http://mme.kitera.ne.jp/eve_theater.htm
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58
58
45
80
53
545
58
37
49
0

100

200
参加者数（人）

- 43 2007年度

2006年度

2005年度

10

2004年度

2003年度

2002年度

2001年度

2000年度

1999年度

1998年度

1997年度

1996年度

1995年度

1994年度

1993年度

1992年度

30

1991年度

1990年度

1989年度

新刊数と刊行物売上額の推移
新刊数
刊行物売上額
（百万円）

35
600

新刊数
500

25
400

20

15
300

刊行物売上額
（事業収入）
200

5
100

0
0

参考資料２

土木技術者・土木学会に対する外部ヒアリング結果要旨

参考資料２

土木技術者・土木学会に対する外部ヒアリング結果要旨

１．はじめに
土木学会企画委員会では、JSCE2010 の策定に際し、より多くの方々の幅広い意見を聴取する必
要があることから、2007 年 2 月から 12 月にかけて、マスコミ、NPO、教育関係、経済団体および
学協会を対象に外部ヒアリングを実施した。
また、2007 年 9 月に実施された平成 19 年度全国大会では、
『
「土木学会」はどう見られている
か？－「JSCE2010」策定に向けて、外部の皆様から土木学会への期待をお聞きする－』と題して、
研究討論会を開催した。
ここでは、
「土木技術者・土木学会に対する外部ヒアリング結果要旨」について報告する。

２．外部ヒアリング概要
(1)対象者および対象団体
表 1 に、外部ヒアリングの対象者、対象団体および研究討論会における話題提供者を示す。
表1
区分
マスコミ
NPO

対象者および対象団体（※敬称略、所属はヒアリング時のもの）
対象者

所属

実施日

山岡淳一郎

ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ作家

2007/3/20

森野美徳

都市ｼﾞｬｰﾅﾘﾄ

2007/7/24

佐々木久雄

NPO 法人 環境生態工学研究所 理事

2007/4/9

市川智子

国際協力専門家支援ﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫｰﾗﾑ「そしえ

2007/5/14

て net」／A&M ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
教育関係

小島健一

「社会科見学に行こう！」代表／写真家

2007/12/6

北俊夫

岐阜大学教育学部 教授

2007/11/26

新保元康

札幌市立新光小学校 教頭

2007/11/26

経済団体

中国経済連合会（平岡企画部長他 2 名）

2007/7/9

学協会

（社）日本建築学会

2007/2/19

（社）日本機械学会

2007/2/26

（社）地盤工学会

2007/3/13､7/19

（社）日本土木工業協会

2007/3/27

（社）日本ｺﾝｸﾘｰﾄ工学協会

2007/3/28

研究討論会

堀江和義

中国新聞社 論説委員会 論説主幹

2007/9/12

話題提供者

佐々木久雄

NPO 法人 環境生態工学研究所 理事

2007/9/12

恒吉正浩

味の素株式会社
部 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
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食品ｶﾝﾊﾟﾆｰ

物流企画 2007/9/12

(2)ヒアリング項目
外部ヒアリングおよび研究討論会では、土木学会、土木技術者が果たすべき役割・期待を中心
にヒアリングを実施した。表 2 にヒアリング項目を示す。
表2

ヒアリング項目

区分

ヒアリング項目

マスコミ、NPO、教育 ・土木学会、土木技術者が果たすべき役割・期待
関係、経済団体

・土木学会運営 PDCA ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ（自己評価）に対する意見

学協会

・学協会の課題（会員減少、若手技術者、財政、交流・連携、組織、公
益法人改革等）
・社会とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
・自己評価・外部評価の実施状況
・土木学会への期待、要望
・土木学会運営 PDCA ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ（自己評価）に対する意見

研究討論会における ・土木学会、土木技術者に対するイメージ
話題提供者

・土木学会、土木技術者が果たすべき役割・期待
・国民、一般社会とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

３．外部ヒアリングでの主な意見
(1)マスコミ、NPO、教育関係、経済団体
表 3 に、マスコミ、NPO、教育関係、経済団体に実施した外部ヒアリングにおける主な意見を示
す（文責は企画委員会）
。
表3

マスコミ、NPO、教育関係、経済団体の主な意見（※敬称略、所属はヒアリング時のもの）

ヒアリング対象者

主な意見

山岡淳一郎

・10 年後を見通したキャッチフレーズ（後藤新平のように）がほしい。

（ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ作家）

・土木施設は日頃その存在を意識していない（見えない）
、
「見える化」
が必要。
・地球規模の環境問題（地球温暖化、気候変動等）について、積極的に
取り組んでほしい。
・一般市民、特に子供達に対して社会基盤・環境問題をわかりやすく発
信してほしい。
・土木・建築・医学は「公共」であることを子供のころから共有するこ
とが重要。小学生への出前口座、建設現場見学会は有効な手段。

森野美徳

・学会は学問体系が細分化されすぎている。

（都市ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ）

・役所や業界団体が何かを言っても社会は動かない。学会には、社会に
向かって情報発信する機能が必要。
・マスコミへの情報発信方法としては、組織よりも個人（会員）ベース
でいろいろなチャネルをつくること、シンパをつくることがよい。
・災害時のテレビの報道番組やニュース番組では、情緒的解説が多く科
学的な解説が不足している。学会がコメンテーターを決めて、マスコ
ミ出演することが必要。
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佐々木久雄

・
「透明性」がほしい。

（NPO 法人環境生態 ・
「土木」＝「役所」のイメージがある。土木学会も「役所」からもう
工学研究所理事）

少し距離を置いてもよいのではないか。
・
「環境教育」のように「土木教育」を子供のうちからできないか。
・NPO をもっと利用してほしい。
・環境を壊してしまったのは土木であり、それを修復できるのも土木で
ある。最終目的は公益である。
・100 年後に対する KEYWORD は「ゆっくり、ローテク」
。
・学会は、成功主義であり、マイナスの成果や失敗の発表をしたがらな
い。次の世代に経験を繋げ、また、同じことを繰り返さないためにた
めにも、学会は失敗したことを取り上げてもよい。

市川智子
（国際協力専門家支

・国際協力分野の人材が不足、特に土木学会のシニアの方には、シニア
アドバイザーとして参加いただきたい。

援ﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫｰﾗﾑ「そし ・土木学会が開催するセミナーやシンポジウムにおいて、実務にあった
えて net」／A&M ｺﾝｻﾙ

コンサルタント業務の計画管理等の内容（土木分野に特化した）につ

ﾀﾝﾄ）

いて企画できないか。
・
「そしえて net」は、国際協力人材を支援するために多様な分野で育
成プログラム（技術セミナーなど）を展開しているので、この情報を

小島健一

土木学会の「情報配信ネットワーク」に配信できないか。
．．．．．
・自分が撮る写真では、土木のかっこよさを伝えたい。

（「 社 会 科 見 学 に 行 ・一般の人からの土木のイメージは、
「無関心」がほとんどである。
こう！」代表／写真 ・会費のいらないファン会員やメルマガ会員（一般向けのメールマガジ
家）

ンを発信）を作ってはどうか。
・日本中に土木ファンを増やしていくことが大事である。見せやすい現
場からオープンにしていくことが必要。また、出来てからではなく出
来るまでを公開して欲しい。見学会では、エピソードを語って欲しい。
・土木学会のホームページは分かりづらく、一般に向けて情報を発信し
ているように見えない。

北俊夫
（岐阜大学教育学部
教授）

・学校や教師には、学習指導要領の趣旨に沿ってサポートすることが大
切である。
・小学校には、文科系の教師が多いので、学会から指導者を派遣する仕
組みがつくられるとよい。
・先生を対象とした研修会を開いて欲しい。その際には、首都圏だけで
なく、全国の主な地域ごとに開催してもらいたい。
・土木教育に取り組む学校を発掘し、サポートする体制が必要である。
指定校を設定し、個別にサポートする。指定校を軸にして広げていく。

新保元康

・小学校において、社会資本整備（公共事業）は、①顕在的カリキュラ

（札幌市立新光小学

ム（表）
〔学習指導要領〕
、②隠れたカリキュラム（裏）
〔教師の思い〕

校教頭）

として教えられている。
・現在の小学校では、
「公共事業に悪いイメージを持った教師」
、
「公共
事業の意味をよく知らない教師」
、
「公共事業によって豊かになった歴
史を知らない教師」が教えているのが現状である。
・一人一人の「公」意識を高めていく必要がある。
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・教室では、すべて取り上げることができない。現場の先生は、学習指
導要領の範囲でやるしかない。学習指導要領に社会資本整備の意味が
記載されなければ、教室で学習される可能性はほぼゼロ。学習指導要
領で扱われることが重要である。
中国経済連合会
（平岡企画部長他 2
名）

・
「学会」は、身近ではない、
「重たい」
、若者を押さえ込む組織といっ
たイメージ。
・土木の扱う領域は他分野に比べ広いので、全体の政策評価で活躍でき
るのではないか。
・国際貢献では、留学生へのフォローが重要。特に、アジアの留学生を
育てていくことが必要である。
・社会的認知度を上げるためには「広告塔」が必要。

(2)各学協会
表 4 に各学協会に実施した外部ヒアリングの主な意見を示す（文責は企画委員会）
。
表4

各学協会の主な意見

ヒアリング対象団体

主な意見

（社）日本建築学会

・土木学会は工学全体を見る立場であるので、是非、リードオフマンと
なっていただきたい。土木分野の方は、志が高かく、国家を体系的に
考えることが叩き込まれている。基幹学会として頑張っていただきた
い。
・環境、防災、倫理問題等、共通のテーマについて、お互い発信してい
きたい。

（社）日本機械学会

・学術団体が認定する資格制度の定着、社会に対する PR の継続。
・サスティナブルソサエティというキーワードを考えていくと、機械分
野だけではできない。エネルギーを軸とした社会システムをどのよう
に考えていくかについては、機械分野、材料分野等の個々の分野では
無理。社会資本（建設・土木）分野との連携は必須である。

（社）地盤工学会

・もっと他学協会と連携した方がよい。土木学会と建築学会のストラク
チャー部門（構造系）が連携することが必要。また、他学協会とは、
倫理・コンプライアンス、男女共同参画の分野で連携していくことが
重要。
・連携して、全国大会を同時期に開催することを検討できないか。また、
他学協会と連携して賞を運営できないか。
・今後の日本の建設産業のことについて検討していただきたい。日本の
マーケットは縮小していくが、世界のマーケットはある。輸入産業と
してしまったら、終わりである。建設業を輸出産業にする。夢がない
と若者は集まらない。土木界・土木技術者には、若者に対するメッセ
ージ性がない。
・土木学会の運営については、適正な規模とする。効率性を高めること
が重要である。公益法人改革に絡めて、理事の人数を減らしていくべ
きである。生産性の高い体制とするべきである。今の体制では、次世
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代のことを、まったく考えていない。理事には、権限と責任を持たせ
るべきである。
（社）日本土木工業 ・広報活動については、土木学会、土工協が連携して実施していくこと
協会

が望まれる。
・学会らしい活動として評価しているのは、防災教育 DVD の制作である。
今後も、このような活動を PR していくべきである。
・現場と出前講座をセットで行いたいと思っている。学会とコラボレー
ションしていきたい。
・土木図書館の映像関係資料が一般市民に利用されていない。図書館も
一般開放すべき。

（社）日本ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ・少子高齢化問題については、特に、技術の伝承について不安がある。
学協会

若手技術者には、失敗の経験がないので、仮想体験が必要。どこまで
やったら、失敗するかを学ぶ必要がある。
・アジアへの貢献については、相手側の文化を尊重し、思いやりを持っ
て行うことが重要である。また、日本のゼネコンが持つ、総合技術力
は、まねできない。
・会員（特に企業の技術者）の表彰・評価の拡大が必要。

(3)研究討論会
表 5 に研究討論会における話題提供者の主な意見を示す（文責は企画委員会）
。
表5

研究討論会の主な意見（※敬称略、所属はヒアリング時のもの）

話題提供者
堀江和義

主な意見
・地方メディアは小泉改革を批判しており、抵抗勢力。

（中国新聞社論説委員 ・インフラの重要性は認識。
会論説主幹）

・土木へのイメージは悪い。
・土木技術者・理系に対するあこがれとコンプレックスがある。
・技術者は嘘をつかないと思っていたが、近年、データ捏造等のニュ
ースを聞くと残念。
・世間を斟酌して対応してほしくない、
「技術バカ」であってほしい。

佐々木久雄

・土木は権力サイドに近いイメージ。

（NPO 法人環境生態工 ・ムダな公共事業と言わせないために何ができるか。
学研究所理事）

・地方は公共事業に頼らざるを得ない。
・土木は不可逆的な面が多いので、あまり急ぎすぎない方がよい。
・土木はよくやっている。
・土木教育が足りない、シビルエンジニアリングが市民に伝わってい
ない。
・土木学会として PR すべきことが多くある、失敗事例も発表すべき。
・合意形成は NPO を活用してほしい → 底辺を広げることになる。
・ハイテクからローテクへ、時間をかけることが必要では。

恒吉正浩

・土木学会を知らなかった、土木と建築の違いがわからなかった。

（味の素株式会社食品 ・存在を知らしめることも重要。
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ｶﾝﾊﾟﾆｰ物流企画部企画 ・土木はすごいという実感がある、何とかこれを伝えられないか。
ｸﾞﾙｰﾌﾟ長）

・食品業界では、女性からどうみられているかが重要、社会資本を扱
う土木も究極のユ－ザーは国民、女性であるので同じではないか。
・現在、JR 貨物の環境委員会の委員をしている。外部の意見を聞く
ことが重要では、土木に対して耳のイタイ意見を聞く場も必要では
ないか、その意味では、委員会の委員に土木学会員以外の外部の方
を委員にすべきではないか。
以 上
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参考資料３

JSCE2005 各部門自己評価結果

参考資料３

JSCE2005 各部門自己評価結果

土木学会の各部門では、JSCE2005 において策定された中長期計画に基づき、年度ごとに具体的
な事業計画を立案・実行し、その成果を年 2 回（9 月、3 月）自己評価し、次年度の事業計画に反
映するマネジメント（PDCA）システムを運用してきた。
ここでは、
「2007 年度各部門自己評価結果（最終）
」
（2008 年 3 月提出分）を掲載するとともに、
2007 年度における評価結果、マネジメント（PDCA）システム、今後の課題について報告する。
１．2007 年度における評価結果
「2007 年度各部門自己評価結果（最終）
」における中間評価（9 月）時と最終評価（3 月）時
の評価（A～D）結果は下表のとおりである。
表1

「2007 年度各部門自己評価結果（最終）
」における評価（A～D）結果
（※12 部門の合計を集計）

A
B
C
D

評価規準
：年度目標ほぼ達成。特段の対策は不要で
オンスケジュールと判断される

中間評価（9 月）

最終評価（3 月）

83

92

：目標未達であるが、次期以降で回復可能

36
5

28
5

2

1

：何らかの対策無しでは目標達成不可
：目標の変更が必要

２．マネジメント（PDCA）システム
本編で記載したとおり、JSCE2005 で策定された、事業計画を立案・実行し、その成果を自己
評価し、その結果を次年度の事業計画に反映していくマネジメント（PDCA）システムは、有効
に機能し、実効性が高いことから、今後も継続する。
３．今後の課題
マネジメント（PDCA）システムについては、各部門によって、運用方法や自己評価票の記載
方法にばらつきが見られた。2008 年度からの運用に当たっては、企画委員会において、運用方
法に関する資料を各部門に提示する必要がある。
※今回の資料は、2007 年度における各部門自己評価（最終）であり、JSCE2005 の最終評価ではない。
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︵
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ｃ)技術蓄積・移 技術の蓄積機能が不十分
技術が他国に移転されない
転性

３
・
国
内
・
国
際
社
会
に
対
す
る
責
任
・
活
動

i） コミュニケー
ション 機能

h）国際貢献

ｇ）公正・中立な
立場からの専
門的知見の提
供

多様性確保

土木界の閉塞感
認知度の低さ（胡散臭さ）
海外への発信、連携が不十分
夢や問題意識を社会に訴えていない

先端技術情報の提供不足
ISOにおける技術照会への対応
国際的認知度の低さ
技術が他国に移転されない
技術移転の前の問題として、国内技術
情報が海外にほとんど伝わらない

災害調査・災害直後の緊急研究体制の点検と拡充

災害緊急体制の確立

●

〇

社会との連携の推進と中立的専門家集団としての貢献

土木技術者の社会貢献と地位向上

国際的に活動出来る技術者の育成と環境作り

会員制度の見直し（外国人会員の育成）
海外エンジニアとのネットワーク形成

Ｗｅｂ環境の向上

社会の土木工学への理解の向上を目的とする情報発信、社会
学会ＨＰなどを活用した社会との情報受発信機能の強化
的問題に関する正確な情報発信

海外共有ネットワーク（Web）の検討

社会とのコミュニケーションを密にするためのインターフェース
機能の強化

〇

〇
〇

○

●

〇

〇

〇

●

●

〇

●

● 〇

●

●

〇

〇

●

● 〇

〇

〇

〇

〇 ●

多層的な情報発信力の強化

ホームページコンテンツの充実と各種情報の提供

〇

〇

●

〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

社会とのインターフェース機能の強化（コミュニケーションシステムの整備） 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

電子情報を主たる特典とした外国人会員制度の検討
他学会との共同セミナー・シンポジウム開催、海外の社会基盤事業・計画の情報提供

アジア他学会との共同体制作り

協定学協会およびACECCとの活動の連携

英語情報の整備と充実、英文論文集（インターナショナルジャーナル）の発行

日本の技術者の活躍の場の創出

英語による海外に向けての情報発信

●

〇
広報の推進と各種事業への参画

●

●
〇 ●

〇

技術者教育・一般教育を対象とした公開講座、出張講座などの開催
合意形成過程への積極的な関与

教育への貢献

海外建設事業、プロジェクトの紹介および情報の蓄積

●
●

〇
社会的関心事をテーマとした公開シンポジウムの開催

公開シンポジウムの開催などによる市民・行政との連携

〇 ●
〇

蓄積した情報を活用し、国際化に即した国内の仕組みや技術者の検討 「国内の国際化」に向けての活動

電子情報媒体による情報発信の充実

〇
〇 〇
各種事業評価委員会活動等に参加する会員への支援体制の整備

〇 〇

〇 ●

〇

専門的知識に基づく事業の第三者評価の支援

NPO、NGOとの交流促進、市民との交流・情報提供の場の構築

国土・社会資本に係わる主要な社会問題への対応・発信体制の整備

既存の法的資格制度との違いを明確にし、包括的資格としての定着
技術者資格の確立と認知
戦略的な情報発信

社会的に高いモラルを求められる活動への参画による学会、技術者の社会的認知の向上

社会的認知の向上

データの共有化と管理の一元化の促進
会員特典の再検討ならびに関連学会員の勧誘

会員データ管理体制の確立
会員資格と会員区分の見直し

土木界の新しいフロンティアの提示

情報の電子化

市民・行政・政策決定者との連携の推進

専門家と市民が相互理解を可能とするコミュニケーションプラットフォームの構築

会員区分に応じたサービスやサービスの質的・量的向上

会員制度の見直し

関連周辺領域の非会員に向けた学会情報の提供とPR方法の検討

形態・会費額に幅をもたせた会員制度の導入の検討

〇

〇 ●
組織体制の見直し

広報戦略立案の一元化

会員の増強

〇

〇 ●

サービス窓口の明確化

会員ニーズの的確な把握と反映体制の構築

会員向け広報戦略の立案

社会の新しいニーズに対応するための会員の属性拡大と多様性確保 資格制度，継続教育制度と連動した会員増強戦略の立案

〇 ●

情報交換・共有のためのインターフェイス機能の強化

会員と学会および会員相互のインターフェース機能の強化

学会と会員、会員間のコミュニケーションシステムの構築

会員資質の向上と会員満足度の向上

〇

JABEE審査チームの効率的編成プログラムの確立

●

●

○

●

●

●

○

資格制度との効率的連携

技術者資格制度との連動を視野に入れた中高年技術者のDBの整備

制度の本格的活用に向けた働きかけ

実施体制の整備と学会活動への活用

〇

●
●

〇

〇

〇

JABEE審査チームの効率的編成（審査長、審査員候補の継続的確保） 国際的に通用する大学教育支援

技術者DBの基本仕様の設計・運用

土木学会認定技術者資格制度の円滑な立ち上げ

〇

建設系CPD協議会(仮称)の設立の実現

〇

〇

●
〇

国際的に通用する大学教育支援

資格制度の活用の推進

土木学会認定技術者資格制度の確立

●

調査研究部門や支部との連携による継続教育プログラムの充実

海外共有ネットワークの検討

アジアを中心とする海外学協会との情報交換
継続教育プログラムの充実

技術者資格制度との連動を視野に入れた中高年技術者のDBの整備

●
●

技術者登録制度の充実

国際的に通用する継続的な専門能力開発プログラムの実現

〇 〇
会員情報の共有化などによる情報伝達の促進

中高年技術者の活用

〇

〇 〇
文献情報の電子リファレンスサービスの提供など

土木情報関連リンクの提供と双方向機能の構築
支部活動への支援と連携

〇 ●

〇
論文複写サービスのデジタル配信機能の実現

土木学会出版物の電子ジャーナル化とオンデマンド提供

〇

〇

〇
既存データのデジタル処理とアクセスが容易な機能の充実

土木貴重資料デジタルアーカイブスの整備

〇 ●

〇

〇
画像情報や動画を含むデジタルファイルの収集・提供

技術映像データベースの充実

● 〇 〇

〇

〇

ＰＲ、運用実績の蓄積

技術評価制度の実績作り

会員データベースに基づく認証機能の導入による情報収集機能の充実

〇

〇

技
術
推
進
機
構

12

●
〇

政策提言の発信

最適な情報をタイムリーに発信する会員向けサイトの構築

11
会
員
・
支
部

〇
〇

特別研究プロジェクト委員会の活性化

アクセスが容易なシステムの構築

総
務

財
務
・
経
理

10

組織運営
9

〇

●
● 〇

情
報
資
料

8

●

設計・事業評価基準の確立
土木全体の視点からの体系づけ整備

学術行政機関との連携
技術の蓄積と技術改良のための活用可能なシステムの構築・充実 技術情報データベースの構築

継続教育制度の充実

●
●

〇 ●

〇 ●

環境評価技術の確立

●

●
●

国土・社会資本に関わる主要な社会問題への対応体制の確立

「土木総合情報プラットホーム」の構築

会員向けサービスの充実

●
〇 〇

自立・循環型都市構造概念の提案

〇

出
版

● 〇

調
査
研
究

検討体制の明確化

技術評価制度に対する外部評価の獲得

様々なレベルの情報の階層管理に向けた、ルール、標準化、
フォーマット統一の実施

〇

社
会
支
援

●

ン

教
育
企
画

●

〇

シ

国
際

7

学術研究
6

調査研究部門の委員会再編

技術評価制度の確立

社会の需要に対応した委員会の再編、統廃合の推進

時限方式や公募方式の小委員会による萌芽的、学際的課題への対応 示方書・指針・基準等の充実

ニ
ケ

5

対象部門（新組織）
4

多元的な時空間視座に基づく都市空間形成技術の確立

災害対応技術の体系化、横断的安全問題の体系化

●

企
画

コ
ミ

3

企画戦略
2

計画・制度、防災、社会基盤施設の維持管理など要素技術の確立

災害対応技術の体系化
流域圏管理の計画技術の確立

地球環境持続性に関する技術の確立

周辺分野・学際分野への新たな展開を模索、学術領域の再編・統合

他機関との連携

都市空間形成技術の確立
2１世紀の水問題の解決、資源循環型社会、ならびに地球温暖 環境目標・規準の設定
化時代の環境管理と防災技術の検討
持続型社会の構築に資する技術の拡充

土木構造物の長寿命化・維持管理技術の拡充、研究の推進

土木構造物の長寿命化・維持管理技術の拡充

都市再生に資する技術の総合・横断化の推進

社会連携プロジェクトの発足

国土・社会資本に関わる主要な社会問題解決への提案

都市再生に資する技術の確立

新たな学術領域の形成を支援する体制の整備

災害対応技術の総合・横断化の推進

発表の手段としてＩＳＩの取得に向けた活動プログラムの作成、推進

先端的学術研究の推進

⑦中期計画/事業(アクションプラン）

論文集の国際的認知の確立プログラムの実施

⑥中期目標

災害対応技術の確立

土木界内部の閉じこもり
情報の提供
中立性を社会に認知されていない
研究者が利用できる技術情報の不足
低成長、選択の時代に適合した土木シ
ステムの不在（計画、事業実施体制）
適正な世論形成の支援

Ｃ
f) 会員の維持・ 文系出身者や外国人会員が少ない
会員がサービスに十分満足していない
Ｓ

︶

の

既存の学問領域の再編、新たな学問領域の確立

社会の構造的変化に対応した学問領域の確立
（マクロ土木工学の創設等）

先端的な学術技術の研究水準の維持と継続的蓄積、継承

⑤長期計画

学術・技術の革新・蓄積・継承

④長期目標

社会的ニーズと研究委員会体制のズレ 先端学術領域の調査・研究の推進
拡大
総合・横断型研究開発の体制確立
ｂ）学術・技術の 実用に供する技術が少ない
事業への展開性 戦略性（目的、重点分野、システム）の
不足

2
.
会員の視野の狭さ（自然や社会に対す
る広い教養と土木に対する深い考察不
会
員 d) 会員教育制度足）
③学術文化
生涯教育の機会不足
資
の
技術が正当に評価されていない
質
進展と社会の
と
発展
顧
向
①〜③に寄 上 客
会員相互、学会と会員の交流不足
満 e) 情報取得機 会員が欲しい情報が得られない
与
足 会の拡大
度

②土木技術
者の
資質向上

①土木工学
の進歩および
土木事業の
発達

学
術
・
技
術
の
進
歩
へ
の
貢
献

都市再生、地球環境への専門的解答
の欠如
学術・技術開発の継続的展開の推進

③現状分析

1

ョ

a）学術・技術の
先端性

②
学会が具備
すべき機能

中期目標（２００５年まで）

2003/09/11企画運営連絡会議承認

ー

１
.

①
定款
学会の
(学会の目的）
使命

長期目標（２０１０年目途）

土木学会の使命と目標−アクションプランの設定−【2003/09/11 改定】

ュ
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・国土・社会資本に関わる主
要な社会問題への提案
・国土・社会資本に関わる主
要な社会問題への対応

・JSCE2005を土木学会の中
期目標、中期計画を表明する
手段として位置付け、今後５
年を目途に見直し、学会の健
全さと活力を持続させるため
の評価・実効システムとして
確立する。

③年度計画
中間評価（９月）
活動内容

・「インフラ国勢調査部会」「アジアへ
の貢献部会」を設置し検討中。

・5/23委員会発足。
・６月からホームページへの掲載及びマ
スコミへの公表を開始した（９月までに
８編を掲載）。

・論説委員会対応

A

A

B

・各部門との連携によるJSCE2010策 ・「JSCE2010策定方針（案）」及び
定及び学会活動の「見える化」の推進
「JSCE2010中間案」の作成（8/29
企画運営連絡会議にて報告・了承済）。
・9/12全国大会研究討論会にて外部の
方から意見を収集。
・外部ヒアリングの実施（マスコミ：３
名、NPO：２名、経済界：２名、学協
会：５団体）
・「見える化」作業中。

・会長特別委員会対応

B

・他学協会の外部評価実施状況について
は、外部ヒアリングを通じて、再度、情
報収集した。具体的な検討には未着手。

・外部評価の検討

・各部門との連携によるJSCE2005最
終評価の実施

B

評価

・３月までに18編を学会ホームページ
に掲載。

・「インフラ国勢調査部会」「アジアへ
の貢献部会」については、報告書を作
成。
・新たに、地球温暖化対策特別委員会を
設置し、検討を開始。

・各部門及び各支部と連携して
JSCE2010を策定した。策定にあたっ
ては、透明性のある策定プロセスとなる
ように、学会ホームページ、学会誌、全
国大会研究討論会等を活用してオープン
な議論を展開した。
・土木分野以外の外部からの意見を広く
聴取し、考慮した（マスコミ：３名、
NPO：3名、経済界：２名、教育：2
名、学協会：５団体）。
・学会の「見える化」については、定期
的に公表できるような仕組みづくりの提
案を行った。

同左

A

A

A

B

A

・論説掲載の定着を図るとともに、今
後の広報活動について検討する。

・地球温暖化対策特別委員会について
は、次年度以降も、引き続き、活動し
ていく。

・JSCE2010で策定された土木学会
の基本目標、2010年度目標、アク
ションプランを各部門及び各支部と連
携し、進めていく。
・学会の「見える化」、分かりやすさ
の向上について、全部門で取り組む必
要がある。

・外部評価については、その必要性、
評価方法、評価結果の活用方法などを
検討する。

・JSCE2005で策定されたPDCAマ
ネジメントシステムについては、学会
内で有効に機能し、実効性が高まって
いることから、今後も継続していく。

記入日： 2008年3月27日
⑤今後の課題と対応・計画
（全ての項目について、今後の課題と対
最終評価（3月）
応・計画を記載する）
活動内容
評価

部門名： 企画部門

・JSCE2005最終評価を実施した。

④実施状況と達成度の評価

・各部門との連携によるJSCE2005の ・JSCE2005に基づくPDCAマネジメ
定着、予算編成への反映
ントシステムも最終年度となり概ね定着
化した。引き続き、次年度予算への評価
結果の反映を試行。

学会の絶えざる改革

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

備考
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その他

B

・運営会議では、JSCE2010の策定、
地球温暖化対策特別委員会等について検
討。

B

・会長及び理事会からの諮問事項の検
討、各部門の連絡調整機能を果すた
め、今後も定期的に「運営会議」を実
施していく。

・年4回開催を目標に今後も継続。

備考

評価規準
Ａ：年度目標ほぼ達成。特段の対策は不要でオンスケジュール
と判断される
Ｂ：目標未達であるが、次期以降で回復可能
Ｃ：何らかの対策無しでは目標達成不可
Ｄ：目標の変更が必要

B

・第17回（2007.7.10）41人、第18
回（2007.10.10）27人、第１回
（2003.4.7）からの累計参加者736
人。
・企画運営連絡会議の活動強化および財 ・「企画運営連絡会議」を「運営会議」
政改善３ヵ年計画の検討
と「予算会議」に改組し、役割を明確化
（9/7理事会にて承認）。
・第19回（2008.1.30）48人。

・「学術文化事業」助成は指定型4件を A ・今後も適正な助成のための審査を継
承認。
続する。
・H20年度の「学術振興基金」助成は公
募型１件を承認。

A

評価

・トークサロン開催

中間評価（９月）
活動内容

記入日： 2008年3月27日
⑤今後の課題と対応・計画
（全ての項目について、今後の課題と対
最終評価（3月）
応・計画を記載する）
活動内容
評価

A

③年度計画

④実施状況と達成度の評価

部門名： 企画部門

・「土木学会学術文化事業」、「土木学 ・「土木学会学術文化事業」助成申請に
会学術振興基金助成事業」に関する審査 ついて審議し、指定型1件を承認。
・Ｈ１２年度以降の「土木学会学術文化
事業」助成件数は一般型、特別型、指定
型合わせて累計45件。
・Ｈ１０年度以降の「土木学会学術振興
基金」助成件数は公募枠、特別枠合わせ
て累計44件。

学会の絶えざる改革

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題
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④学会ホームページ（HP）の充実
・一般社会を対象とした土木の解説
・学会活動の平易な説明

③広報誌等のパブリケーション
・学会パンフレットの更新・作成
・土木の日等の一般公開用の土木工
学・土木学会紹介パンフレットの作
成
・斬新なコンセプトを蓄える手段と
して、ビデオ（または写真）コンテ
スト等のイベントを企画する。
・スポットＣＭのような、短い映像
について、製作の可能性や利用ニー
ズの調査などを行う。

②プレス発表による情報発信
・定例発表
・社会的影響の大きい問題

２．学会における広報の役割を明確
にし，重点課題に対応するために以
下の４項目に取り組む．
①広報企画・計画の立案

１．各部門、委員会との連携の仕組
みと運営方法に関する検討

③パンフレット｢土木ということば｣の配布、新
パンフレット（道路について）の企画、発行。
土木技術映像委員会と連携して、イベントを企
画

④事務局と連携をとりながら、ホームページ改
訂作業に対する技術的指導・助言を実施中。

④学会ホームページの改訂および定期的メンテ
ナンス

②報道機関懇談会（３回）実施。原則月1回で開
催（現場見学会を含む）

①一般社会への広報のあり方やコミュニケー
ション方法の改善を探るために外部ヒアリング
を実施、また、一般の方にも参加が得やすい行
事を企画検討

・学会ホームページの利便性等の改善に対して
事務局に指導、助言の実施。・マスコミへの広
報の機会として会長主催の報道機関懇談会の企
画や開催。・学会誌のデザインの変更等大幅な
改訂を実施。・新土木パンフレットおよびシ
リーズ化の検討、などの情報発信手段の改善に
努めた。

中間評価（９月）
活動内容
同左

A ③土木パンフレットの製作と配布および
一般向け土木映画祭の実施。

③土木パンフレット（「道路の仕事につい
て」）の製作および土木技術映像委員会と
共催による土木映画祭の企画

④委員会支援ツール、ホームページバナー
広告等を事務局と連携し、実施に向け試行
ならびに検討

A

Ａ

A ④改訂ホームページの評価、コンテンツ
作成に対する技術的支援・助言およびバ
ナー広告の募集ならびにメンテナンス

A ②継続して報道機関との意見交換の充実
をはかる。また他部門との連携により、
テーマの発掘をはかる。

A ②報道機関懇談会を８回実施（内２回は現
地視察会）

A ①一般の方が参加できる行事の企画や
ホームページ等を通じての情報交換機能
について検討していく。

記入日： 2008年3月31日
⑤今後の課題と対応・計画
（全ての項目について、今後の課題と対
最終評価（3月）
応・計画を記載する）
活動内容
評価
A 社会とのコミュニケーションを密にする
ためのインターフェース機能を強化し
て、タイムリーな情報発信体制を確立す
る。ホームページのコンテンツを充実す
るとともに、映像･印刷物などのそれぞれ
の特徴を最大限に活用して、社会が土木
工学の役割を理解し評価できるような基
礎的知識を提供することを目指す。

部門名： コミュニケーション部門

A ①外部ヒアリングを実施し、一般参加型の
行事を企画検討した。

Ａ

評価

④実施状況と達成度の評価

③広報誌等のパブリケーション

②プレス発表による情報発信

①広報企画・計画の立案

ホームページに加えて、記者発表、学会誌、パ
ンフレットなどの媒体による情報受発信システ
ムの構築を検討するとともに、他部門との情報
戦略についての実施計画を検討する。

③年度計画

社会貢献、社会とのコミュニケーションを含めたタイムリーな情報発信体制の確立

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

備考
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２．学会誌やチラシ配布による広報活動を行う
とともに本部行事の成果を月刊誌「WEDGE」
に掲載し、土木技術、土木界の広報活動を展
開。ダム５０周年記念事業の共催

２．実施に係わる広報活動に関する検討

３．本部行事および各支部行事に関する調整と
実施に関する検討

１．11月20日（火）に、本部行事「技術の限
界に向き合う-土木技術の革新と転換」のパネル
ディスカションの実施。

１．「土木の日」および「くらしと土木の週
間」の企画、実施に関する検討

５．土木の日・暮らしと土木の週間
の実施

３．本部および各支部の行事情報を交換し、本
部HPより支部行事情報の広報およびマスコミへ
の行事広報

も進めている。

会員および社会への情報発信ツールとして内容
の充実と有用化の推進。

４．学会誌の改革

③年度計画

④実施状況と達成度の評価

部門名： コミュニケーション部門

Ａ

各支部と連携し、全国各地において｢土木の
日」および「くらしと土木の週間」行事を
実施した。本部行事には115名の参加者が
あり、その講演およびパネルディスカッ
ションを「WEDGE」2月号、3月号に掲
載。また、抜き刷りパンフレットを3000
部を関係機関に配布。支部行事および本部
行事報告を学会誌3月号に掲載。

備考

評価規準
Ａ：年度目標ほぼ達成。特段の対策は不要でオンスケジュールと
判断される
Ｂ：目標未達であるが、次期以降で回復可能
Ｃ：何らかの対策無しでは目標達成不可
Ｄ：目標の変更が必要

A 実行委員会に対して今後の本部･支部の行
事のあり方について具体的に提案する。

記入日： 2008年3月31日
⑤今後の課題と対応・計画
（全ての項目について、今後の課題と対
中間評価（９月）
最終評価（3月）
応・計画を記載する）
活動内容
評価
活動内容
評価
会誌の充実に向けた「五つの方針五つの方策」
Ａ 「会員への情報の多角的提供、相互啓発の
A 土木技術者の教養に資する読み物（教養
（2004.6）と「三つの方針五つの方策」
場の提供、学会活動の評価の伝達」という
誌）として位置づけ、会員のコミュニ
（2006.5）をさらに推進して、会員及び社会
編集目的のもと、編集方針として「３つの
ケーションとして「３つの方針」のもと
への情報発信ツールとしての学会誌のあり方を
方針」を挙げ、これを実現するための「５
魅力ある学会誌を目指す。
さらに検討を進める。一つのあり方として
つの方策」を進めた。また学会誌の縦組み
2007年1月号より縦組みの学会誌として発刊す
を実施した。
る。またそれに合わせた目次構成の改訂の検討

社会貢献、社会とのコミュニケーションを含めたタイムリーな情報発信体制の確立

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題
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情報の電子化

③年度計画

評価

⑤今後の課題と
最終評価（3月）
対応・計画
活動内容
評価
Ａ ・平成20年度全国大会国際関連行事開催 Ａ ・国際関連行事の周知度アップと参加者
（9/10-11）に向けた準備作業
数増加策の検討
（英語セッションテーマの提案、
・若手技術者や留学生の交流の「場」と
Roundtable MeetingおよびPanel
しての活用
Discussionのテーマ検討など）

記入日： 2008年3月31日

部門名： 国際部門

・「Newsletter No.20」（5月、新アク
ションプランの紹介）および「同 No.21」
（８月）を発行

・土木分野で適用されている基準類のリス
トアップを実施
・4th CECARのスペシャルフォーラムに
て「アジア域内における設計基準の調和」
を企画、開催（07/6、台北）

３）土木学会基準類の英訳

について検討

Ｂ ・土木学会基準類等の英訳刊行物の展開

掲載する学会誌記事の英訳
・「Civil Engineering, JSCE 2008」に
掲載する学会誌記事の選考および英訳
（実施中）
・「Newsletter No.22」（11月）およ
び「同 No.23」（1月）を発行
Ｂ

Ｂ ・「Civil Engineering, JSCE 2007」に Ｂ

・土木分野の英文刊行物総覧サイトの設
置
・土木学会英文基準類の活用策の検討
・ACECCアジアコードTC活動との連携

・ACECC ｅ-publicationとの連携

④実施状況と達成度の評価
⑤今後の課題と
中間評価（９月）
最終評価（3月）
対応・計画
活動内容
評価
活動内容
評価
Ａ ・HPを通じた英文刊行物の注文システム
・英文HPをリニューアルし、海外支部（分 Ｂ ・会長が海外で講演した際の発表用資料
等をHPに掲載
の検討
会）の紹介サイト等を新たに設置
・E-Friend制度の再開に伴い登録画面を
・HPにおける海外分会用サイトの設置と
HPに設置
情報発信
・調査研究委員会に対して情報提供への
協力を依頼

④実施状況と達成度の評価
⑤今後の課題と
中間評価（９月）
最終評価（3月）
対応・計画
活動内容
評価
活動内容
評価
C ・学会誌編集委員会にミニ特集企画「建
B ・学会誌ミニ特集の内容をベースとした
・学会誌編集委員会に「海外プロジェクト
設産業は、輸出産業になれるか」を提
セミナーの企画
紹介」シリーズ案を提案（07/8）。
案、採択、原稿執筆に着手（9月号掲載予
定）

中間評価（９月）
活動内容
・平成19年度全国大会国際関連行事
（9/12-13）を実施
1)参加学会：PII、KSCE、CICHE、
MACE、ACECC、台湾分会、韓国分会、
モンゴル分会、インドネシア分会。
2)主な行事：Roundtable Meeting、
Panel Discussion、Welcome
Reception、Technical Tour（太田川ク
ルーズ、広島平和記念資料館）、JFESWFEOインターナショナルシンポジウム

④実施状況と達成度の評価

2）海外広報誌, 学会誌の英文（Civil
Engineering）

英語情報の整備と充実、英文論文 1）海外への情報提供
集の発行

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

海外建設事業、プロジェクトの紹 委員会企画プログラムの立案、実施
介および情報の蓄積

③年度計画

国際的に活動出来る技術者の育成と環境作り

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

海外共有ネットワークの検討

③年度計画

国際関連行事の実施および周知度アップ

会員向けサービスの充実

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

備考

備考

備考
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土木界の新しいフロンティアの提示

③年度計画

A

・以下のジョイントセミナー等を実施
1)複合構造ジョイントセミナー
(07/11、日本)
2)鋼構造ジョイントセミナー(07/12、
台北)
3)JSCE-EIT ジョイントセミナー
(08/3、バンコク)
4)地盤工学ジョイントワークショップ
(08/3、英国)
・平成20年度実施のジョイントセミナー
テーマの公募および選考（学術交流基金
助成対象）
（採択テーマ）
1)コンクリートジョイントセミナー（ス
ウェーデン）
2)鋼構造ジョイントセミナー（オースト
ラリア）
3)津波防災ジョイントセミナー（インド
ネシア）

A

・技術交流の活発化（二国間から多国間
連携への展開等）に対する国際委員会と
しての連携策の検討
・技術交流における技術領域の固定化の
抑制、多様化の推進
・分会活動の主要プログラムとしての定
着と具体的な支援内容の検討

④実施状況と達成度の評価
⑤今後の課題と
中間評価（９月）
最終評価（3月）
対応・計画
活動内容
評価
活動内容
評価
・E-Friend制度（インターネットを利用し Ｂ ・E-Friend制度（インターネットを利用 Ａ ・外国人会員へのサービス向上策の検討
した情報提供システム）による登録を再
・会員専用ページにおける外国人会員向
た情報提供システム）の再開準備に着手
開（07/12）
け仕様追加の働きかけ

他学会との共同セミナー・シンポ １)海外協力協定学協会等とのジョイントセ ・以下のジョイントセミナー等を実施
ミナーの企画・開催
1)建設マネジメントジョイントセミナー
ジウム開催、海外の社会基盤事
(07/6、モンゴル)
業・計画の情報提供
2)インドネシアにおける災害に関する国際
シンポジウム(07/7、インドネシア、PII等
との共催、濱田前会長特別講演)
3)岩盤力学ジョイントセミナー(07/9、タ
イ)

電子情報を主たる特典とした外国 海外会員制度の制定に向けた活動
人会員制度の検討

③年度計画

海外共有ネットワーク（Web）の検討

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

②中期計画／事業
（アクションプラン）

④実施状況と達成度の評価
⑤今後の課題と
中間評価（９月）
最終評価（3月）
対応・計画
活動内容
評価
活動内容
評価
Ａ ・ACECCで中心的な役割を担うための積
協定学協会およびACECCとの活 ACECC（アジア土木学協会連合協議会）へ ・台湾・台北市にて開催された15回理事会 Ａ ・オーストラリア・シドニーにて開催さ
動の連携
れた16回理事会に代表団を派遣(08/2)
極的かつ継続的な支援活動
の支援―協定学会との連携
に代表団を派遣(07/6)
・土木学会提案のメコン河ＴＣ、アジア
・アセアン諸国等へのACECC加盟への継
・土木学会提案の津波ＴＣ活動を継続して
コードTC活動を継続実施
続的働きかけ
実施
・土木学会提案の津波TCの活動報告書を
・土木学会のアジアへの貢献活動の受け
・4thCECARに会長をはじめとする代表団
提出し、TC活動を終了
皿としての位置付けの明確化
を派遣（07/6）
・15回理事会にて、「アジア域内における
設計基準の調和に関するＴＣ」の設立を提
案し、承認（07/6）

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

備考

備考
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・トルコ分会を設立（07/4）
・インドネシア分会を設立（07/6）
・海外支部会議を開催(07/9)
・台湾分会：現場見学対応（07/7）、土木
遺産視察対応（07/9）

グループ」を設置し活動を開始
・JICA研修生プログラム対応(07/11)
・第10回サマーシンポジウムの準備
（9/18、土木学会）
・全国大会国際関連行事Panel
Discussionのテーマとして、「留学生へ
の期待と支援」（仮）を提案

Ａ ・国際委員会に「留学生支援ワーキング

・海外分会を情報拠点とするための活動
の一環として「JSCEライブラリー」を設
立し、学会の刊行物を寄贈
・分会設立ガイドラインの見直しに着手

Ａ ・タイ分会を設立（08/1）

・留学生ネットワークの維持と魅力ある
会員サービスの検討
・留学生に関する現状の把握、情報収集
の継続的実施

・分会設立後の継続的支援のあり方の検
討
・分会への交付金配分方法の検討

評価規準
Ａ：年度目標ほぼ達成。特段の対策は不要でオンスケジュールと
判断される
Ｂ：目標未達であるが、次期以降で回復可能
Ｃ：何らかの対策無しでは目標達成不可
Ｄ：目標の変更が必要

Ａ

Ａ

Ａ ・下記海外学協会の年次大会等へ派遣
Ａ ・効果的な派遣計画の立案（派遣件数、
・下記海外学協会の年次大会等へ派遣
1)MACE（07/6、石井会長ほか）
1)KSCE（07/10、石井会長ほか）
費用増加への対応）
2)CNISF、SVR、ICE（07/8、石井会長
2)ASCE（07/11、石井会長ほか）
ほか）
3)PICE（07/11、石井会長ほか）
・下記海外学協会等より来会
4)CICHE（07/12、高橋名誉会員ほか）
1)JSCE韓国分会（朴分会長、国際貢献賞
5)EIT（08/3、石井会長ほか）
受賞、07/5）
・下記海外学協会等より来会
2)ASCE（マキューソン会長一行、意見交
1)JSCE韓国分会（金分会長、表敬訪
換会、会長講演会、07/6）
問、07/11）
3)ASCE(ASCE TCLEE's 新潟県中越沖地
2)ASCE（ギャロウェイ元会長一行、意
震災害調査、07/8)
見交換会、08/3）
4)JSCEインドネシア分会表敬訪問 (Sitamt
分会長、07/9)
5)MACE現場見学対応（東京・上野、
07/9）

４)留学生との交流など（サマーシンポジウ ・学術交流基金による助成により、第9回サ
ムの実施）
マーシンポジウムを開催（9/18、横浜国立
大学）、参加者数：103名
・JICA研修生プログラム対応(07/5)

他学会との共同セミナー・シンポ ３)海外分会への支援－海外支部
ジウム開催、海外の社会基盤事
業・計画の情報提供

２)協力協定学協会との交流強化

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題
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２．大学・大学院教育小委員会で前記まで
に行ってきた他学科に関する調査結果を土
木学会誌（１１月号）に寄稿した。
３．コンサルタント委員会ならびに当委員
会の複数小委員会にわたり検討を進めてき
たエンジニアリングデザイン教育の検討体
制を見直し、当委員会の「エンジニアリン
グデザイン教育小委員会」に一本化するこ
ととし、関係者からなる新たな検討体制を
組成し、検討に着手した。
４．国交省関東地方整備局と協力して、小
学校における総合学習支援のための教材開
発・活用、教師の相互活用などの具体的施
策検討に着手し、推進中。

５．シニア土木技術者の活躍促進のあり方
を検討するために、「成熟シビルエンジニ
ア小委員会」を新たに立ち上げることと
し、検討体制準備を実施。

６．建設産業界からの要望を教育界へ伝
え、社会で求められる人材と土木関連高等
教育のあり方の検討に資することを目的と
した小委員会を新たに設置することとし、
検討体制準備を実施。

３．エンジニアリングデザイン教育（ED教
育）に関し、複数存在する学会内でのED教
育検討体制の一本化を図るべく検討体制の
見直しを行い、ED教育推進のための施策検
討を行う。

４．小学校における総合学習支援に関し、
国交省や他の学協会と連携した推進方法に
つき検討する。

５．シニア土木技術者の活躍促進のあり方
を検討する。

６．産業界から見た教育界への要望を調査
する。

土木教育に関する組織のあり方、
土木学会の主催する継続教育、リ
フレッシュ教育、大学等の高等教
育のあり方、初等中等教育におけ
る公共事業を題材とした教材開発
などの検討・提案をおこなう。

中間評価（９月）
活動内容
１．親委員及び直属プロジェクト「土木界
に求められる人材と教育」での検討の結
果、「シニア土木技術者活躍促進」と「産
業界から教育界への要望調査」をテーマと
する２つの小委員会、並びに、ホームペー
ジ活用促進のための部会の新設を決定する
と共に、エンジニアリングデザイン教育関
連検討体制の集約化を行う等、検討体制の
再構築を図った。

部門名： 教育企画部門

B

A

A

B

B

A

A

B

５．シニア土木技術者の活躍促進に向けた
課題・方策検討。シンポジウム開催準備。

６．建設産業界からの教育界への要望を提
案すべく、産官学関係者からなる小委員会
を立ち上げ現状分析、議論実施。

B

３．エンジニアリングデザイン教育の現状
調査、土木学会全国大会研究討論会開催、
土木学会誌特集投稿等を実施。

４．小中学校における教科書調査、総合学
習支援、出前講座を実施。国交省関東地方
整備局と協力して教材開発推進中。

B

２．「土木の閉塞感の打破」をテーマとし
た大学・大学院教育再構築のあり方につき
議論。高専学生の学会誌発刊準備、高専・
工業高校教育内容調査等を実施。

６．社会にでた土木技術者のキャリアパ
スの提示、産業界における人材教育の実
態整理などを行い、産業界としての教育
界への要望を、提案としてまとめる。ま
た、将来の進路選択にあたり①高校生等
に様々な土木技術者としてのキャリアー
の紹介、②大学低学年生に対しさらに具
体的キャリアーの提示など「○才のハ
ローワーク」のような戦略を検討実施す
る必要がある。

５．「成熟したシビルエンジニア、その
活性化に向けて」のシンポジウムを
2008年5月に開催する。成熟したシビル
エンジニアの需給に関する実態把握を行
い、学会としての取組み方を検討する。

４．総合学習の具体的な支援活動を継
続・拡充すると共に、国交省、土木学会
各支部等の関連機関と連携して、制度面
でもネットワーク化に向けた基盤整備を
図る。

３．エンジニアリングデザイン教育普及
のアクションプランにつき検討して成果
としてまとめる。

２．大学・大学院教育再構築のあり方を
答申としてまとめる。高専学生の学会誌
を発刊する。

記入日： 2008年3月31日
⑤今後の課題と対応・計画
（全ての項目について、今後の課題と対
最終評価（3月）
応・計画を記載する）
評価
活動内容
評価
A １． 下記のテーマを対象とする４小委員会
A １．新設小委員会を含め、各小委員会で
を新たに設置して、より多面的な教育・人
の活動を推進すると共に、親委員会で、
材育成に関わる検討を開始。
小委員会間の連携促進、活動調整を行
・ シニア土木技術者の活躍促進
い、成果を適宜積極的に情報発信する。
・ 産業界から見た土木高等教育界への提案
・ 教育研究論文発刊に向けた検討
・ 初等中等教育関係機関との連携強化

④実施状況と達成度の評価

２．各教育課程（大学・大学院、高専、専
門学校、短大、高校）における土木教育の
実態、課題把握および対策について検討す
る。

③年度計画

１．JSCE2005で提示された土木技術者の
生涯に渡る学習継続の重要性に鑑み、教育
機関、学会、民間、官庁を含めた一貫性あ
る技術者教育・学習システムの提案を行う
ために、土木界に要求される人材と教育に
ついて俯瞰的な検討を行う。

継続教育制度の充実

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

備考

- 61 -

③年度計画

８． 委員会活動成果の積極的公表、情報発 ８．ホームページ部会を立ち上げ、ホーム
信、効率的な委員会活動支援等のために
ページのリニューアルを実施。ホームペー
ジ運用のためのマニュアルを整備し、各小
ホームページの再構築を行う。
委員会の自主的なホームページ運用を支
援・推進中。

部門名： 教育企画部門

A

８．ホームページのリニューアルを実施。
ホームページ運用のためのマニュアルを整
備し、各小委員会の自主的なホームページ
運用を支援・推進中。

８．各小委員会の成果を、タイムリーに
ホームページに掲載、情報発信すると共
に、委員会活動の効率化に寄与するホー
ムページの活用促進を図る。

備考

評価規準
Ａ：年度目標ほぼ達成。特段の対策は不要でオンスケジュールと
判断される
Ｂ：目標未達であるが、次期以降で回復可能
Ｃ：何らかの対策無しでは目標達成不可
Ｄ：目標の変更が必要

A

記入日： 2008年3月31日
⑤今後の課題と対応・計画
（全ての項目について、今後の課題と対
最終評価（3月）
応・計画を記載する）
評価
活動内容
評価
A ７．男女共同参画の推進に向けて、アン
A ７．男女共同参画の推進に向けて2007
ケート調査実施、土木学会全国大会討論会
年度に実施／参画した調査内容を分析
開催、文部省主催の「女子高生夏の学校」
し、土木学会全国大会の討論会や学会
等参加、男女共同参画協会連絡会主催の大
誌、ホームページなどで公表する。前年
規模アンケート参加。
に引き続き、「女子高校生夏の学校」等
へ参加して、女性会員の増加につなげ
る。

④実施状況と達成度の評価

中間評価（９月）
活動内容
７． 土木系分野における男女共同参画の推 ７．男女共同参画の推進に向けて、土木学
進を目的として、関連シンポジウムの開
会全国大会でワークライフバランス討論会
催・支援、アンケート調査の実施を行う。 を開催すると共に、文部省主催の「女子高
生夏の学校」へ参加した。男女共同参画協
会連絡会主催の大規模アンケートへ参加・
支援した。

継続教育制度の充実

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題
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○災害現地との国際対応･連絡ネットの確立
○災害多発地域におけるＮＧＯ、ＮＰＯとの連携

④実施状況と達成度の評価

部門名： 社会支援部門

②中期計画／事業
（アクションプラン）

最高裁判所からの要請に応え、司法支援特
別委員会において関係の部門と協力して、
土木関連分野の民事訴訟における鑑定人、
調停人の候補者の推薦等を行なう。

司法支援特別委員会では、最高裁判所から
の依頼を受け、土木関連分野の民事訴訟に
おける鑑定人候補者の推薦を1件行なうとと
もに、最高裁判所との定例の打合を行な
い、連携の維持・強化に努めた。

関係の部門やNPO等と連携を図り、自然災 地球温暖化による海岸侵食や発展途上国に
害・防災以外に社会支援の輪を広げる(環境 おける経済発展に伴う水質汚濁や土壌汚染
等の環境問題が、重大な危機的状況にある
問題支援等)。
場合，海岸保全や環境保全に関する技術的
支援を通して、社会支援の幅をより広げる
ことについて、検討することとした。

地球温暖化による海岸侵食や発展途上国に
おける経済発展に伴う水質汚濁や土壌汚染
等の環境問題が、重大な危機的状況にある
場合，海岸保全や環境保全に関する技術的
支援を通して、社会支援の幅をより広げる
ことについて、検討することとした。

司法支援特別委員会では、最高裁判所から
の依頼を受け、土木関連分野の民事訴訟に
おける鑑定人候補者の推薦を1件行なうとと
もに、最高裁判所との定例の打合を行な
い、連携の維持・強化に努めた。

Ｃ

Ａ

鑑定人等候補者推薦にあたり、支部・関
係学協会との連携強化に努める｡

関係の部門やNPO等との連携強化に努め
る。

備考

評価規準
Ａ：年度目標ほぼ達成。特段の対策は不要でオンスケジュールと
判断される
Ｂ：目標未達であるが、次期以降で回復可能
Ｃ：何らかの対策無しでは目標達成不可
Ｄ：目標の変更が必要

Ａ

Ｃ

記入日： 2008年3月29日
⑤今後の課題と対応・計画
中間評価（９月）
③年度計画
（全ての項目について、今後の課題と対
最終評価（3月）
応・計画を記載する）
活動内容
評価
活動内容
評価
○災害緊急体制の確立･対応技術 専門技術者集団である学会の社会的責務と 関係の部門やNPO等と連携を図りながら、 Ａ 関係の部門やNPO等と連携を図りながら、 Ａ
して、国内外の種々の災害発生に対し、関 下記の活動を迅速・効率的に行ない、復
の体系化
下記の活動を迅速・効率的に行ない、復
・災害緊急対応について、関係学協会等
○学会ＨＰ等を活用した社会との 係の部門やNPO等と連携を図り、迅速・効 旧・復興に関する技術的助言等を行なっ
旧・復興に関する技術的助言等を行なっ
との連携をより強化することで、調査活
率的な調査活動を行い、復旧・復興に関す た。また、これら一連の活動について、学
情報受発信機能の強化
た。また、これら一連の活動について、学
動および技術的助言活動の迅速・効率化
る技術的助言等を行なうことを通じて社会 会誌、ＨＰ等を通じて広く社会に情報を提
会誌、ＨＰ等を通じて広く社会に情報を提
を図るとともに、活動について学会誌、
的、国際的に貢献するとともに、必要に応 供した｡
・
供した｡
・
ＨＰ等を通じて広く社会に伝わるよう努
じて、一般市民への技術的解説を行なう。 北海道佐呂間町竜巻被害調査報告会の開催
北海道佐呂間町竜巻被害調査報告会の開催
める。
また、上記の活動を学会誌、ＨＰ等を通じ ・平成19年能登半島地震災害緊急調査団の
・平成19年能登半島地震災害緊急調査団の
て広く・迅速に社会に伝える｡
派遣と速報会、報告会の開催
派遣と速報会、報告会の開催
・平成19年新潟県中越沖地震災害緊急調査
・平成19年新潟県中越沖地震災害緊急調査
団の派遣と速報会、報告会の開催
団の派遣と速報会、報告会の開催
・平成19年ペルー地震調査団の派遣
・平成19年ペルー地震調査団の派遣
・2007年南スマトラ地震調査団の派遣
・2007年南スマトラ地震調査団の派遣
・平成19年ペルー地震、2007年南スマト
・平成19年ペルー地震、2007年南スマト
ラ地震災害調査報告会開催
ラ地震災害調査報告会開催
・バングラデシュ水害調査災害緊急調査団
・バングラデシュ水害調査災害緊急調査団
の派遣と速報会開催
の派遣と速報会開催

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題
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重点研究課題における ・重点研究課題研究助成のため、寄付制度を創設し、名誉会員に寄付を依頼
課題設定の仕組みの検 （研究企画）
・新たに数値波動と温暖化適応策の小委員会を立ち上げ、萌芽領域の形成を支
討

援（海岸工学）
・「環境システム学の体系化」の出版準備（環境システム）
・海外で活動する岩盤技術者が直面している課題の抽出を開始（岩盤力学）
・調査研究テーマの設定を議論する組織について幹事会、企画部会で検討を実
施（情報利用技術）
・重点研究課題において「新潟県中越地震 土砂災害学習マップ」を作成／火
山工学入門のテキストの作成／学際的な視点での土砂侵食と運搬、堆積に関す
る課題抽出を目指し、適切な中核委員を選出（地盤工学）
・歴史的構造物の保全に向けた技術の開発研究、他委員会との連携のもと、歴
史的構造物の地域づくり・まちづくりへの活用方策等について研究を推進（土
木史研究）
・建設マネジメント分野の確立に向け、論文や書籍の出版などを実施（建設マ
ネジメント）
・全国大会共通セッション「EDとその教育」をオーガナイズ／「プロフェッ
ションとしてのシビルエンジニア(案)」を総会時に配布／研究討論会「プロ
フェッションを考える」を主催（コンサルタント）
・地下空間に関する知見の再構成、目次案の作成（教科書もしくは書籍作成検
討）（地下空間研究）
・重点課題への応募内容を委員会内で検討（地球環境）
・FRP材料など新材料を含めた調査研究、図書の出版（複合構造）

・論文集についてチェックを行い、是正（情報利用技術）
・論文集委員会D部門との連絡強化,アジア交通学会ジャーナルとの連携検討
（土木計画学研究）
・論文集の査読システムの見直しを検討（土木史研究）
・論文内容に関する討議について、シンポジウム発表時点での他に、紙上での
受付について検討（地下空間研究）
・シンポジウムの研究論文集の全文査読付き論文化への移行準備中（地球環
境）
・幹事会と舗装工学論文集編集委員会で対応策を検討（舗装工学）

新たな学術領域の形成を支
援する体制の整備

中間評価（９月）
活動内容

「委員会論文集の満た ・「委員会論文集の満たすべき基準」の対応状況を点検（研究企画）
すべき基準」の早期適 ・電子査読システムの導入（環境工学、環境システム）
・投稿要領の見直しを実施（海洋開発）
用の推進

③年度計画

を実施、建設マネジメント分野との連携課題を検討（コンクリート）
・研究企画WGを組織し、重点課題として「地球温暖化に対する水分野での対
策」と決定し、外部研究資金の申請実施（環境工学）
・新たな領域の創出として、大学教育における環境システム教育のカリキュラ
ム体系化を取り上げ、調査研究計画を作成（環境システム）
・各界のキーパーソンの話題提供を元に国レベルでの海外活動支援状況を研究
／岩盤工学に係わる海外支援活動に絞り、事例研究を実施（岩盤力学）
・委員会機構改革について検討し、調査研究テーマについて議論する組織とし
て新幹事会・運営会議が対応する案を作成（情報利用技術）
・論文集、研究発表講演集を発刊し、建設マネジメント分野の研究成果を内外
にアピール（建設マネジメント）
・「ED教育」が学会全体の活動形態へと拡大、実務視点の新たな教育テーマの
研究活動を教育企画人材育成(委)内に立ち上げ、学会誌特集原稿の執筆（コンサ
ルタント）
・地下空間の利用について、土木工学のみならず、都市計画、建築、法律、医
学、心理学、福祉、さらには芸術の分野まで含包、総合化し、人間中心の視点
に立った“地下空間学”の創生に向け、取り組む／地下空間に関する知見の再
構成、普及書（教科書）“地下空間学”の目次案とりまとめ（地下空間研究）
・複合構造技術の最先端の出版と講習会の開催（複合構造）

A ・重点研究課題「コンクリート構造物のインフラマネジメントに関する研究」

・早期適用に向けて検討を実施（構造工学）
・委員会論文集の編集方針と研究発表会のあり方を検討（地震工学）
・電子査読システムの導入を検討／投稿論文数の増加、内容の充実方策を検討
（情報利用技術）
・論文集の査読体制の見直しを実施（安全問題研究）
・懸案となっていた、討議に関する項目のうち、回答までのフローの未整備部
分について検討を実施（景観・デザイン）

A ・重点研究課題助成の原資
拡充
・公募型から課題設定型へ
の転換可能性の検討

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
A ・土木学会論文集編集委員
会との連携（委員会論文集
の取扱い、分野再編、英文
論文集）
・「委員会論文集の満たす
べき基準」の継続的適用お
よび対外的広報

記入日： 2008年3月31日

部門名： 調査研究部門

最終評価（３月）
評価
活動内容
A ・新たな論文集編集体制を設け、査読、編集作業の効率性を強化（水工学）

④実施状況と達成度の評価

発表の手段としてのISIの取
得に向けた活動プログラム
の作成、推進

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目 学術・技術の革新・蓄積・継承
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

備考
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土木構造物の長寿命化・維
持管理技術の拡充、研究の
推進

②中期計画／事業
（アクションプラン）
中間評価（９月）
活動内容

・建設情報モデルに関する調査研究において社会基盤施設の各ライフサイクル
で発生する情報を蓄積し有効利用する仕組みを検討（情報利用技術）
・水路トンネルの性能照査および変状進行予測手法に関する検討（エネル
ギー）
・ライフラインの維持管理に関する既刊行の書籍を用いた普及促進活動（建設
用ロボット）
・自然斜面、のり面の維持管理方法について、委員会外から講師を招き話題提
供、討論／砂防施設の維持管理技術について検討中（地盤工学）
・サマースクール2007「建設マネジメントを考える」の開催（土木計画学研
究）
・歴史的構造物の保全・維持管理技術に関する研究、歴史的構造物の保存技術
の開発・研究（土木史研究）
・応用力学論文集・応用力学シンポジウム「メインテナンスの力学問題」部門
での論文募集・発表（応用力学）
・地下構造物の維持管理手法に関する研究を実施（地下空間研究）
・舗装標準示方書の改訂に向けてライフサイクル分科会を設置（舗装工学）
・複合構造の維持管理の実態調査／FRPによる鋼・複合構造の補修・補強に関
する調査研究（複合構造）

クリート中の鉄筋の腐食性評価と防食性に関する調査・研究およびコンクリー
トの非破壊評価技術の信頼性向上に関する調査・研究に新たに着手（コンク
リート）
・2007年度河川技術に関するシンポジウムに特定課題「治水施設の維持管理
技術とそれを支援する観測・モニタリング」のセッションを設置／観測・モニ
タリング技術向上を目的として、委員会内に流量観測技術高度化の研究小委員
会を設置（水工学）
・センシング技術の調査（構造工学）
・「鋼構造物の点検・モニタリングに関する新技術調査小委員会」にて検討中
（鋼構造）
・海岸工学講演会にて関連課題について多くの研究発表（海岸工学）
・研究討論会「地下構造物のライフサイクルデザイン/マネジメント」（トンネ
ル工学、地下空間研究）
・ＬＣＡ手法を土木構造物に適用するための事例研究（環境システム）
・岩盤構造物のアセットマネジメントに関する研究／他分野で適用されている
先端計測技術の応用可能性に関する研究（岩盤力学）
・沿岸防災施設のアセットマネジメントの研究開始／順応的管理研究の準備
（海洋開発）

・ICタグやセンサを多数構造物に取り付け、長寿命化・維持管理に活用する研
究を実施（情報利用技術）
・発電用水路トンネルの損傷事例、調査方法、健全度評価、対策工について検
討を行い、発電用水路トンネルの維持管理に関する報告書を作成（エネル
ギー）
・シンポジウム「道路計画と設計のあり方」を開催（土木計画学研究）
・安全工学シンポジウム2008のオーガナイズドセッションの提案（安全問題
研究）
・地下構造物の維持管理にアセットマネジメント手法を適用する際の課題につ
いて検討（地下空間研究）

性評価と防食性に関する調査・研究およびコンクリートの非破壊評価技術の信
頼性向上に関する調査・研究を実施／ローマ時代のコンクリートサンプルを分
析、長寿命化のための研究成果を取りまとめ（コンクリート）
・流量観測精度の高度化について活動を開始／河道・河川構造物の維持管理技
術の高度化に向けた研究と技術支援／河川維持管理に向けてのあり方検討WG
を設置（水工学）
・防食および耐久性評価に関する知見および研究成果を報告／研究討論会「我
が国の橋梁の維持・管理を考える－その現状分析と将来展望－」（構造工学）
・「鋼橋の支持機能検討小委員会」にて最終報告書を作成／鋼構造シリーズ４
「鋼床版の疲労」改訂小員会を設立（鋼構造）
・トンネルライブラリーの発刊など維持管理課題への取り組み（トンネル工
学）
・LCA手法の土木構造物への適用について、国土交通省のLCA検討会における
検討内容を引き継ぎ、検討（環境システム）
・自動車分野など、他分野の計測技術の転用を検討／岩盤計測で求められる性
能・精度、構造物のLCCを考慮した計測管理について取りまとめ（岩盤力学）
・環境調和型研究会と連携し、「手引き・ガイドラインに見る自然再生の目標
設定」としてパネル展を開催（海洋開発）

最終評価（３月）
評価
活動内容
A ・コンクリート標準示方書[維持管理編]を刊行／コンクリート中の鉄筋の腐食

④実施状況と達成度の評価

全分野での当該技術の ・コンクリート標準示方書[維持管理編]の最終調整／材料劣化が生じたコンク
リート構造物の構造性能に関する調査・研究、仙台で成果報告会を開催／コン
取組みの強化

③年度計画

①長期目標
（2010年目 社会の構造的変化に対応した学問領域の確立
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
A ・学術・技術領域と委員会
活動領域とのマッチングの
検討（委員会再編を含む検
討が必要）

備考
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周辺分野・学際分野への新
たな展開を模索、学術領域
の再編・統合

・原子力学会と連係し、低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に関する民間基
準策定に向けて、施設の安全性評価に関わる技術報告書を作成（エネルギー）
・日本森林学会、日本木材学会、砂防学会、林野庁と「土木における木材利用
拡大に関する横断的研究」の準備会立ち上げ（建設技術研究）
・開発目的の異なる技術を互いに紹介し、次の活動テーマへ展開（建設用ロ
ボット）
・アジア交通学会との連携で国際セミナーのシリーズ開催を共同で実施／土木
学会・土木計画学研究委員会・国際セミナーを開催（土木計画学研究）
・出張講座「個別要素法（DEM)について」開催／「個別要素法（DEM）セミ
ナー」（地盤工学会と共催）／計算力学フォーラム 小講習会「計算力学の常
識・非常識」／書籍出版「計算力学の常識・非常識」（近日入稿）／西部地区
フォーラム「大気海洋エネルギーの高度利用を目指した流体力学研究の新展
開」開催（応用力学）
・ICPT事務局(シンガポール)と連携し、ICPT2008の投稿論文査読が終了（舗
装工学）
・複合構造技術の最先端の出版と講習会の開催（複合構造）

・環境アセスメント協会との共催による環境システムシンポジウムの開催／岡
山大学の21世紀COEプログラムとの共催による地域シンポジウム、NPO法人
みらい有明・不知火および熊本大学との共催による地域シンポジウムの開催準
備（環境システム）
・高エネルギー加速器機構とのリニアコライダー土木技術研究について報告書
を作成（岩盤力学）
・JACICのCAD製図基準検討WGに参加し土木CAD製図基準（案）の国交省
版への反映に対応／JACIC建設情報標準化委員会に参加（情報利用技術）
・原子力学会と連係し、低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に関する研究の
うち、施設の安全性評価に関わる技術報告書を作成（エネルギー）
・日本森林学会、日本木材学会と「間伐材の利活用技術」に関する横断的研究
会の設立（建設技術研究）
・高速道路・鉄道・電話・電力・上下水道の各分野におけるさらなる展開を検
討（建設用ロボット）
・斜面に関する関連他学協会との委員を通した交流／火山学、砂防工学、社会
学などとの連携を視野にいれた活動継続／地学、地球科学、砂防、河川・海岸
工学などの他分野と連携し、新たな学際的研究分野を創成する体制整備（地盤
工学）
・日本モビリティ・マネジメント会議（第二回JCOMM）の開催／ワンデーセ
ミナー49「社会基盤の政策マネジメント～実践と展望～」の開催（土木計画学
研究）
・文化庁、国土交通省、全国近代化遺産活用連絡協議会、産業考古学会、建築
学会など、歴史的構造物に関わる関係機関との連携を検討（土木史研究）

・建設コンサルタンツ協会、とんび会、国総研との連携を推進（建設マネジメ
ント）
・応用力学シンポジウムの開催／応用力学論文集の発行／第56回理論応用力学
講演会・運営委員会委員として参加、オーガナイズドセッション
「Eulerian/Fictitious/eXtended FEM」を提案／第57回理論応用力学講演
会・運営委員会委員として参加、オーガナイズドセッション「確率理論の力学
問題への応用」、「構造同定」、「MORPHODYNAMICS」、「離散体の力
学」を提案／東北地区フォーラム「粒状体フォーラム」開催／中国地区フォー
ラム「数値流体力学および粒子法による解析技術とその応用」（地盤工学会中
国支部と共催）／計算力学フォーラム「計算力学の新展開」・小講習会「計算
力学の常識・非常識」（応用力学）
・地下浸水時の避難では、人間工学が専門の研究者と連携して研究を推進中／
日本人間工学会官能評価部会と合同で話題交換（地下空間研究）
・各研究小委員会で、地球環境改善技術などのレビューを実施（地球環境）
・The International Committee on Pavement Technology (ICPT) へ協力
し、国際会議の招聘活動を実施（舗装工学）
・FRP材料など新材料を含めた調査研究、図書の出版（複合構造）

とってよいインフラ」を企画・運営（コンクリート）
・社会的側面を取り込んだ水災害対策、河川・沿岸域での生態系保全など投稿
分野が多様化・学際化／河川工学と生態系保全の連携のための取組が活発化／
流域管理と地域計画との連携方策研究において土木計画学と水工学の学術的な
融合を積極的に展開（水工学）
・構造工学における先端技術の事例調査／風力発電設備支持物耐風・耐震設計
法の開発に向けた活動（構造工学）
・オーストラリア工学会とのジョイントセミナーを計画（鋼構造）
・岡山大学の21世紀COEプログラムとの共催による地域シンポジウム、およ
びNPO法人みらい有明・不知火、熊本大学との共催による地域シンポジウムを
開催（環境システム）
・高エネルギー加速器研究機構とリニアコライダーに関わる土木技術について
調査研究報告書を作成／研究討論会「リニアコライダー計画の現状と土木学会
活動」（岩盤力学）
・（社）日本海洋開発産業協会との意見交換会（海洋開発）
・JACIC建設情報標準化委員会（電子成果高度利用検討小委員会、共通課題検
討WG、土木工事・設計電子納品検討WG、建設XML検討WG）に参加／構造工
学委員会センシングと情報社会基盤小委員会、トンネル工学委員会シールドト
ンネルデータベース検討部会、国土交通省主催の情報化施工推進会議、および
IAI日本の土木分科会と協力・連携／社会実験にあたり、豊田市（交通政策
課）、NPO（プラットフォーム21）との情報交流、連携（情報利用技術）

A ・日本学術会議材料工学連合講演会でのオーガナイズドセッション「市民に

（コンクリート）
・沿岸環境関連学会連絡協議会（応用生態工学会、日本水産工学会他）による
ジョイントシンポジウムを開催（水工学、海岸工学）
・構造工学における先端技術事例調査／風力発電設備支持物耐風・耐震設計法
の開発（構造工学）
・日本鋼構造協会、日本橋梁建設協会、日本鉄鋼連盟、鋼橋技術研究会と定期
的な連絡会の実施／韓国、タイ、ベトナム、バングラデッシュ、中国の関連学
協会とアジア基準作成に向けた打合せ、合同シンポジウムを実施（鋼構造）
・沿岸域研究連携推進小委員会にて活動（海岸工学）
・耐震基準に関する研究討論会(地震工学、土木計画学）
・高エネルギー加速器研究機構とのリニアコライダーに資する長大トンネル建
設技術について共同研究を継続／日本トンネル技術協会など4団体との連携を継
続／講習会「より良い山岳トンネルの事前調査・事前設計に向けて」（北海道
支部主催）における北海道土木技術会トンネル技術委員会との協力（トンネル
工学）
・環境工学連合講演会（日本学術会議主催）を共催／国際化に関するワーキン
ググループを組織、国際水協会（IWA）の会議等への共催など検討開始／環境
工学セミナーシリーズにおいて21世紀COEの研究成果に関する講演と討論を
実施／環境工学セミナーシリーズを他学協会との共催行事化（環境工学）

他機関との連携の推進 ・日本学術会議材料工学連合講演会でのオーガナイズドセッションの企画提案

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題
A ・土木学会の特質を活かし
た他機関との更なる連携策
の検討
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他学協会との連携等に ・「鋼構造物の耐震補修・補強法調査研究小委員会」にて検討中（鋼構造）
・地震工学委員会との合同小委員会、沿岸域環境連携で他学会との連携など
よる体系化の検討

・文化庁や国土交通省等の関係機関と連携し、災害により歴史的構造物が被害
を受けた場合の復旧技術の研究開発や激特事業との連携等横断的な取り組みに
ついて検討（土木史研究）
・日本工学アカデミーと「安全知の認知・創域作業部会」で連携（安全問題研
究）
・応用力学論文集・応用力学シンポジウム「地震防災・耐震の数理と力学」部
門（応用力学）
・消防関係者との実物大の階段・ドア模型を用いた地下浸水時の救助・救援策
に関する協力（地下空間研究）
・凍害に強い寒冷地における舗装のあり方に関する研究（舗装工学）
・耐震性能の照査を含め複合構造標準示方書の作成（複合構造）

（海岸工学）
・新潟県中越沖地震災害調査・報告／ペルーピスコ地震被害調査／インドネシ
ア南スマトラ地震被害調査（地震工学）
・活断層評価技術、地盤安定性評価技術、構造健全性評価技術、津波評価技術
に関する調査研究・成果の体系化、その一部については国が認知する民間規格
「原子力発電所の耐震設計技術指針(日本電気協会）」の改訂に反映（原子力土
木）
・社会システム的なアプローチにより、災害対応上の課題を横断的に評価する
手法について、他学協会との連携も含め、今後の取組みの可能性検討に着手
（環境システム）
・崩壊箇所特定のための調査・評価手法の確立、崩壊が道路等のアセットに与
える影響度を推定する解析手法を研究（岩盤力学）
・災害時の情報伝達に関して情報利用技術シンポジウムにて防災関連の各機関
（東京大学地震研究所、防災推進機構、NTT東日本ほか）に講演を依頼（情報
利用技術）
・構造物耐震技術に関する調査・研究／災害対策技術に関する調査・研究（建
設技術研究）
・日本ロボット工業会および大学との連携推進（建設用ロボット）
・関係する他学協会との情報交換／火山工学に関する体系化はほぼ完了／土砂
崩れや土石流などの砂防問題、洪水や堆砂問題などの河川・海岸問題につい
て、横断的な取り組みを行う陣容を整備（地盤工学）
・「第2回防災計画研究発表会」の開催準備（土木計画学研究）

・能登半島沖地震災害調査・報告（地震工学）
・新潟県中越沖地震災害調査・報告（地震工学、トンネル工学）
・災害時の迅速な調査に対応するため災害担当のWGを組織（環境工学）
・検討に着手（環境システム）
・土木技術小委員会でメインのテーマとして研究中（建設用ロボット）
・能登半島地震、新潟県中越沖地震調査を関係部署と連携して現地調査を実施
／火山災害発生時の迅速な体制整備（地盤工学）
・「第2回防災計画ワークショップー様々な視点から防災計画論を考えるー」の
開催（土木計画学研究）
・災害により歴史的構造物が被害を受けた場合の調査体制について検討（土木
史研究）
・委員会内部における緊密な連絡体制を構築（地下空間研究）

・原子力発電所屋外重要土木構造物の構造健全性評価ガイドライン（案）の作
成／基礎地盤及び周辺斜面の地震時安定性評価の関する技術資料集（案）の作
成／新潟県中越地震後の柏崎刈羽原子力発電所土木構造物健全性評価WGの設
置と審議（第三者機関としての社会的貢献）（原子力土木）
・地上波デジタルテレビによる災害時の情報伝達の可能性について調査研究を
実施（情報利用技術）
・建設ロボットフォーラムを通じた活動（建設用ロボット）
・土砂崩れや土石流などの砂防問題、洪水や堆砂問題などの河川・海岸問題に
ついて、横断的な取り組みの具体案について議論（地盤工学）
・性能照査標準示方書（案）の作成（複合構造）

A ・「鋼構造物の耐震補修・補強法調査研究小委員会」にて活動中（鋼構造）

・米ミネソタ落橋事故、国内トラス橋斜材破断事故について中間報告（鋼構
造）
・バングラデシュ高潮災害調査を実施、富山湾高波について計画中（海岸工
学）
・能登半島地震被害調査報告書（地盤工学工学会との共同）（地震工学）
・新潟県中越沖地震によるトンネル被災状況に関して一般に報告・発表、HPに
掲載（トンネル工学）

最終評価（３月）
評価
活動内容
A ・バングラデシュ水災害調査団（12月）（水工学）

④実施状況と達成度の評価

災害対応技術の体系化、横
断的安全問題の体系化

中間評価（９月）
活動内容

災害発生時の迅速な調 ・米ミネソタ落橋事故、国内トラス橋斜材破断事故調査（鋼構造）
・津波被害軽減小委員会を中心に津波災害調査（海岸工学）
査の実施

③年度計画

災害調査・災害直後の緊急
体制の点検と拡充

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目 災害対応技術の確立
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

A ・技術の体系化に向けた委
員会再編を含む検討

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
A ・社会支援部門・災害対策
本部と継続的連携

備考
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計画・制度、防災、社会基
盤施設の維持管理など要素
技術の確立

②中期計画／事業
（アクションプラン）
中間評価（９月）
活動内容

・斜面の維持管理方法等に関する専門家による話題提供、討論／富士山噴火に
よる大都市圏への影響で、都市の課題を検討中（地盤工学）
・第１回「都市再生塾－持続可能なまちと交通をめざして」（大阪）、第2回
「都市再生塾－持続可能なまちと交通をめざして」（大阪）、「第3回日中共同
セミナー：交通まちづくり－日中の経験」（熊本）、「第三回風景づくり夏の
学校－四国風景街道をデザインする２－」（愛媛）（土木計画学研究）
・歴史的構造物の保全・活用にあたり、文化財保護法に基づく指定・登録文化
財制度、景観法に基づく各自治体の景観計画あるいは景観重要公共施設や景観
重要建造物制度等の諸計画・制度、さらにまちづくり交付金や景観形成事業推
進費等の諸事業の活用等に関して、文化庁や国土交通省等の関係機関との連携
について検討（土木史研究）
・地域施設マネジメントシステム研究小委員会で学際分野と連携（建設マネジ
メント）
・地下空間利用による不動産価値向上の評価手法検討（不動産鑑定士を交えた
討議）／丸の内地区における地下空間利用の実態把握（現地調査）／ボストン
BIGDIGプロジェクトに関する調査研究のとりまとめ（論文作成）／鉄道地下連
続立体交差事業に関する調査研究のとりまとめ（論文作成）／平時にも有効な
地下空間の防災機能のあり方について、バリアフリー、地下浸水、火災ならび
に地下空間実態調査に関する研究を推進／地下浸水時の避難対策に加えて、地
下施設の水害対策の有効性について検討（地下空間研究）
・コンクリート舗装の補修技術，重交通対応の舗装に関する補修技術の検討を
開始（舗装工学）
・複合構造の維持管理の実態調査／FRPによる鋼・複合構造の補修・補強に関
する調査研究（複合構造）

に対応した調査・研究活動の継続的実施（コンクリート）
・「流域管理と地域計画の連携方策研究小委員会」活動を継続（水工学、土木
計画学）
・「風力発電設備支持物構造設計指針・同解説」の策定（構造工学）
・「鋼床版の疲労損傷とその対策」をテーマにシンポジウムを開催／「鋼構造
物の点検・モニタリングに関する新技術調査小委員会」にて検討中（鋼構造）
・沿岸域研究連携推進小委員会にて活動（海岸工学）
・リニアコライダーに関する高エネルギー加速器研究機構との共同研究を継続
実施（トンネル工学）
・環境と防災連携型の技術と制度研究小委員会を継続（環境工学）
・社会システム的なアプローチと、周辺分野で用いられる技術的なアプローチ
をいかに効果的に融合させることができるかについて議論（環境システム）
・船舶海洋工学会と開催予定の海洋工学シンポジウムへ運営委員を派遣（海洋
開発）
・情報利用技術シンポジウムにて防災関連の各機関（東京大学地震研究所、防
災推進機構、NTT東日本ほか）に講演を依頼（情報利用技術）
・ライフライン技術小委員会のメインテーマとして活動（建設用ロボット）

・首都高速・NEXCO・上下水道・東ガス・電力・鉄道・電話の各分野での展
開を推進（建設用ロボット）
・地域づくりの観点から地域施設の有効活用の可能性を研究（建設マネジメン
ト）
・安全問題討論会'08における他学協会との連携を検討（安全問題研究）
・「ボストンのBigDigプロジェクトから学ぶ地下空間利用」、「地下空間を利
用した鉄道連続立体交差事業に関する研究」の２件の論文を地下空間シンポジ
ウムに投稿／平時にも有効な地下空間の防災機能のあり方について、バリアフ
リー、地下浸水、火災ならびに地下空間実態調査の４つのテーマ研究を推進／
地下空間浸水については、地下空間の規模の違いを考慮した浸水被害の発生に
ついて検討／浸水時の避難に関して、実物大の自動車模型が完成。本格的な実
験に向けての予備実験を完了（地下空間研究）
・重荷重舗装について性能設計と補修技術に分けて検討を開始（舗装工学）

（コンクリート技術シリーズ77)／新たなコンクリート材料および構造に対応
した調査・研究活動を継続的に実施、将来の指針および標準示方書に結びつく
成果の発信に努める（コンクリート）
・水防災、環境改善など流域対応の研究／土木計画学との横断連携の重要性が
認識され、研究分野の確立を推進（水工学）
・風力発電設備支持物耐風・耐震設計法の開発に向けた活動（構造工学）
・「鋼橋の振動・騒音に関する環境負荷低減工法の評価検討小委員会」、「鋼
橋の支持機能検討小委員会」にて最終報告書を作成（鋼構造）
・海洋工学シンポジウムで、防災、環境、管理の３つのオーガナイズドセッ
ションを運営、同時に開催されたパネルディスカッションへ委員を派遣、土木
学会の海洋基本法への取り組みについてアピール（海洋開発）
・情報利用技術シンポジウムに関する資料を委員会ホームページで公開／セン
シング、データマイニングによる構造物の健全度診断について調査研究を実施
／JACIC建設情報標準化委員会（図面/モデル情報交換小委員会、基本問題
WG、道路横断モデル検討WG、次世代モデル検討WG、実装検討WG、
AP241検討TF）に参加／JACIC建設情報標準化委員会（情報連携基盤小委員
会、建設レジストリ・ポータル検討WG、建設XML検討WG）に参加（情報利
用技術）

最終評価（３月）
評価
活動内容
A ・コンクリート－地盤境界問題に関する調査・研究の成果を取りまとめ公表

④実施状況と達成度の評価

周辺分野、学際分野と ・コンクリート－地盤境界問題に関する調査・研究の成果のとりまとめ、改良
の横断的連携の推進 土の性能評価等新たな課題の研究に着手／新たなコンクリート材料および構造

③年度計画

①長期目標
（2010年目 都市再生に資する技術の確立
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
A ・横断的連携の拡大と継続
性の維持

備考

- 68 -

多次元的な時空間視座に基
づく都市空間形成技術の確
立

・土木史研究の推進および土木史に関する情報発信／歴史的構造物に関する情
報や歴史的構造物の地域づくり・まちづくりへの活用に関する情報等を幅広く
発信／歴史的構造物の地域づくり・まちづくりへの活用に関する研究（土木史
研究）
・四万十川流域や沖縄本島を対象とした流域経営究レポートを発表（地球環
境）
・「土木デザイン規範検討業務」を、デザイン資料集成（国総研）として取り
まとめるためのフォローアップ活動を実施し、取りまとめを完了（景観・デザ
イン）
・人間や車椅子の歩きやすさおよび走行安定性を確保するための技術のまとめ
（舗装工学）

工法に関する調査研究／ライブラリー発刊に向けた執筆活動／トンネル標準示
方書改訂版の補完的な目的で、限界状態設計法も見据えたセグメント設計法に
関する調査研究に着手（トンネル工学）
・環境省の超長期ビジョン、国土交通省の国土形成計画などの取り組みに連動
した、長期的な国土のあり方を検討する枠組みの議論の成果を整理し、今後の
課題を明確化（環境システム）
・データモデル、ICタグ、センサ類による国土基盤の統合化モデルの調査研究
を実施（情報利用技術）
・大深度地下技術小委員会の一部で関連研究（建設用ロボット）
・21世紀の斜面は、維持管理、環境、景観等を考慮するべきである、との理念
のもとに活動（地盤工学）
・九州大学工学部国際学術フォーラム「維持可能な都市のための地域デザイン
-パトリック・ゲデスの遺産-」（福岡）、ワンデーセミナー48「歩行者・自転
車交通研究の体系的整理と戦略的展開」（東京）（土木計画学研究）

都市空間形成技術創出 ・海岸工学論文集に内湾の水質問題など論文掲載（海岸工学）
・地下空間利用工学の創生に向けた継続的な検討／山岳トンネルの最新の補助
への取組み強化

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題
最新補助工法に関する調査研究の継続／シールドトンネルの耐震設計検討に関
する研究成果をライブラリー発刊（トンネル工学）
・ETC、DSRC等を活用した荷捌き駐車システムの社会実験を実施（情報利用
技術）
・自転車利用空間研究小委員会、交通まちづくり研究小委員会の設立／「交通
まちづくり研究会」（東京）、セミナー「まちづくりと交通政策の実践的アプ
ローチ」（大阪）、ワークショップ＆シンポジウム「土木のリセット！－い
ま、土木デザイナーに何ができるのか－」（東京）の開催（土木計画学研究）
・「土木デザイン規範検討業務」の成果を国総研資料として発行（景観・デザ
イン）

A ・限界状態設計法を見据えたシールドセグメント設計法および山岳トンネルの
A ・取組み強化策、具体的な
テーマの検討
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持続型社会の構築に資 ・2007年度河川技術に関するシンポジウム特定課題「生態系と河川物理環
する技術創出への取組 境」（水工学）
・地球温暖化適応策検討小委員会の立ち上げ（海岸工学）
み強化

・都市部における山岳トンネル工法の実施による地表面沈下予測および合理的
な対策の調査研究（トンネル工学）
・高度水処理技術・システム研究、地球環境問題、下水道施設を核としたエネ
ルギー・バイオマス利活用システムの最適化に関する研究小委員会による活動
／外部資金獲得のための研究助成申請（環境工学）
・持続型社会に向けた技術創出に関する議論／事業評価への取り組みについて
検討（環境システム）
・低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に関する研究のうち、施設の安全評価
に関わる技術報告書を作成（エネルギー）
・第三回プローブパーソン研究会「プローブパーソンと空間情報の融合」（東
京）、「環境ITSシンポジウム～持続可能な「環境配慮型社会」を実現するため
の市民参加とITS～」（東京）、国際シンポジウム「環境にやさしい交通街づく
り国際シンポジウム」（豊田）、国際シンポジウム「環境共生社会の交通～持
続可能な交通街づくり～」（豊田）（土木計画学研究）
・アジアの持続可能型都市についてレビューを遂行中／グリーン購入と環境負
荷について中間報告書を作成（地球環境）
・歴史的構造物の保全・維持管理技術に関する研究／歴史的構造物の保存技術
の開発・研究／歴史的構造物の地域づくり・まちづくりへの活用に関する研究
（土木史研究）
・地下駅出口探索時の心理的・生理的特性実験（地下空間研究）

・学生による環境管理現場訪問（環境工学）
・戦略的環境アセスメント(SEA)に関するシンポジウムを開催、環境評価指標
について検討（環境システム）
・軟岩岩盤の大深度利用を目的としたブレーンストーミングを実施（岩盤力
学）
・順応的管理の研究準備（海洋開発）
・エネルギーから見た都市の環境問題に関する現状と課題の調査／「再生可能
エネルギーの開発と普及」への土木技術者の貢献について、土木学会誌ミニ特
集として掲載すべく企画案作成／再生可能エネルギーを用いたCDMに関する講
演会の開催計画を作成／風力発電に関わる動向と課題の整理（エネルギー）
・火山災害の自然環境への影響評価を検討／流砂系として水環境問題を総合的
に検討準備（地盤工学）
・環境修復事業マネジメント研究小委員会で評価技術等を研究（建設マネジメ
ント）
・実務実践の過程での環境問題に関する多面的な調査研究を継続（コンサルタ
ント）
・QOLをベースとした地下空間評価手法の提案（地下空間研究）
・生態系の価値を評価する方法などについてのレビューを実施（地球環境）
・舗装環境小委員会で，舗装材料のリサイクルや廃棄物の活用などに関する調
査を継続中（舗装工学）

ル）、｢気候変化適応と水防災｣を（水工学講演会特別講演）、｢水災害分野にお
ける地球温暖化に伴う気候変動と適応策｣（河川災害シンポジウム）を実施（水
工学）
・地球温暖化適応策検討小委員会の活動を開始（海岸工学）
・ETC利用荷捌駐車場の提案・社会実験により、道路環境やCO2削減の向上効
果を検証中（情報利用技術）
・低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に関する民間基準策定に向けて、施設
の安全評価に関わる技術報告書を作成（エネルギー）
・土木学会シンポジウム 「地域に根ざしたITSの実践をどう進めるか？」（土
木計画学研究）
・廃棄物学会と連携した他産業廃棄物による路盤材料に関してまとめを実施
（舗装工学）

A ・｢気候変化予測、地域環境シミュレータ等に関するシンポジウム｣（アゲー

環境負荷低減方策について議論／コンクリート標準示方書における環境評価法
の導入について議論（コンクリート）
・鋼橋の振動・騒音に関する環境負荷低減工法の評価検討小委員会において環
境評価技術創出に取り組み、最終報告書を作成（鋼構造）
・地球温暖化適応策検討小委員会の活動を開始（海岸工学）
・従来の環境評価技術に関する検討とLCAを合体させた新しい評価手法の提案
の取りまとめ（環境システム）
・軟岩の物理化学特性評価に関する既存の調査、試験、解析手法等を分析・評
価、最終報告を作成中（岩盤力学）
・環境調和型研究会と連携し、「手引き・ガイドラインに見る自然再生の目標
設定」としてパネル展を開催（海洋開発）
・エネルギーから見た都市の環境問題に関する現状と課題を調査し、報告書を
作成／風力発電に関わる動向と課題を整理（エネルギー）
・流砂系として水環境問題を総合的に検討するために必要な知識の集約（地盤
工学）
・環境修復事業におけるＣＭ方式の導入、リスクマネジメントを研究（建設マ
ネジメント）

最終評価（３月）
評価
活動内容
A ・全国大会研究討論会「コンクリートと環境」を開催、コンクリート分野での

④実施状況と達成度の評価

自立・環境型都市構造概念
の提案
設計・事業評価基準の確立

中間評価（９月）
活動内容

環境評価技術創出への ・環境評価技術創出への取り組み（鋼構造）
・地球温暖化適応策検討小委員会の立ち上げ（海岸工学）
取組み強化

③年度計画

環境評価技術の確立

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目 地球環境持続性に関する技術の確立
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

A ・受注業務等の獲得による
研究の推進

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
A ・受注業務等の獲得による
研究の推進

備考
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検討体制の明確化

②中期計画／事業
（アクションプラン）

中間評価（９月）
活動内容

中間評価（９月）
活動内容

編）を発刊／長期的な示方書の作成方針やあり方について検討／鉄筋定着・継
手指針（2007年版）を発刊（コンクリート）
・ISO/TC113（開水路の流量観測）への継続参画（水工学）
・標準示方書（共通編，荷重編）を策定中（構造工学）
・「鋼・合成構造標準示方書」総則編・構造計画編・設計編を出版、耐震設計
編・施工編・維持管理編を出版準備、設計編の英文化（鋼構造）
・地震時保有耐力法に基づく橋梁等構造の耐震設計に関するシンポジウム（地
震工学）
・示方書のフォローと次期改訂への準備を継続／トンネル構造物設計法の将来
像と国際標準への対応に関する調査研究／示方書シールド編の中国語翻訳・出
版の許可（トンネル工学）
・情報共有の先端技術の調査研究を異分野からの委員を加えて検討実施、将来
の学会での実用化に向けて進捗／プロダクトモデルに関して、IAIと協調しなが
ら、データモデルの仕様の国際化に向けて調査研究を実施（情報利用技術）
・建設マネジメントシリーズの出版企画の手続きを明確にし、出版に向けて準
備（建設マネジメント）
・性能照査標準示方書（案）の作成／複合構造の現状調査に関する調査研究報
告書の作成（複合構造）

を設立（環境工学）
・戦略企画委員会で今後の研究テーマや方向などを検討開始（建設用ロボッ
ト）

・委員会活動の活性化に向けた中長期活動計画についてほぼ取りまとめ（トン
ネル工学）
・委員会の名称変更、エネルギー問題解決への取り組みを強化するため、新た
に小委員会を公募（エネルギー）
・通商産業省などの提言内容を検討中（建設用ロボット）

最終評価（３月）
評価
活動内容
B ・小委員会の活動範囲、位置づけの明確化（構造工学）

④実施状況と達成度の評価

調査研究部門の委員会 ・外部資金の獲得を含め、総合型研究開発体制の確立を目指して、研究小委員
会を設立／海外学協会との連携を図るため国際化に関するワーキンググループ
活動評価の見直し

③年度計画

・地下空間に関する知見の再構成、目次案の作成（教科書もしくは書籍作成検
討）（地下空間研究）
・舗装標準示方書の改訂や路面評価技術の提案に関する検討（舗装工学）
・複合構造の性能照査標準示方書の作成／複合構造の現状調査に関する調査研
究、アンケート結果等分析整理／FRPを用いた橋梁に関する研究，設計法の整
理と技術課題の抽出（複合構造）

・標準示方書（共通編、荷重編）の策定を継続（構造工学）
・「鋼・合成構造標準示方書」の総則編・構造計画編・設計編が完了、耐震設
計編・施工編・維持管理編を発刊準備中、設計編の英文化を検討（鋼構造）
・ISOのタスク委員会の活動状況を共有（海岸工学）
・耐震設計基準で設計事例集WG概要を作成（地震工学）
・トンネル標準示方書改訂版への質問対応／次期改訂に向けた内容、スケ
ジュール等の検討／トンネル技術テーマの選定、本年度３テーマの立ち上げ
（トンネル工学）
・研究成果を土木全体の視点でどう社会に発信し、かつ体系化するための検討
を継続実施（環境システム）
・土木分野の情報共有に使われる先端システムの勉強会を開催。会員向け情報
提供方法の検討実施／JACICとの共催により8月に「第3回アジア建設IT円卓会
議」を開催（情報利用技術）
・「バスサービスハンドブック講演会」（名古屋、神戸）（土木計画学研究）
・歴史的構造物の多面的な評価基準等の研究／土木遺産の世界遺産としての評
価基準等の研究／歴史的構造物の保存技術の開発・研究（土木史研究）
・土木学会発行書籍で、建設マネジメントシリーズの発刊を予定（建設マネジ
メント）

最終評価（３月）
評価
活動内容
A ・コンクリート標準示方書2007年版（設計編、施工編、維持管理編、ダム

④実施状況と達成度の評価

示方書等の改訂、設計 ・コンクリート標準示方書2007年版（設計編、施工編、維持管理編、ダム
基準の国際化に向けた 編）の最終調整／2012年版示方書および長期的な示方書の作成方針やあり方
について検討／鉄筋定着・継手指針（2007年版）を発刊（コンクリート）
検討

③年度計画

①長期目標
（2010年目 総合・横断型研究開発の体制確立
途）

土木全体の視点からの体系
付け整備

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目 先端学術領域の調査・研究の推進
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
B ・新方式の定着と競争原理
の導入による委員会活動の
活性化
・総合・横断型研究開発体
制の確立に向けた委員会再
編の検討

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
A ・示方書類の英訳による普
及促進

備考

備考
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調査研究部門や支部との連
携による継続教育プログラ
ムの充実

②中期計画／事業
（アクションプラン）

中間評価（９月）
活動内容

中間評価（９月）
活動内容

・特別講演会｢海洋基本法と私たち｣を開催（海洋開発）
・福井市で、技術講習会（福井フォーラム）を企画開催（地盤工学）
・「世界で活躍する技術者たちとの懇話会"夢"」シリーズを若手人材育成を目
的として開催（コンサルタント）

・コンクリート標準示方書2007年版発刊に伴う講習会（コンクリート）
・基礎水理シンポジウム、水工学講演会、水工学夏研修会、河川技術シンポジ
ウム等による若手育成（水工学）
・技術継承に資するトンネル技術史編纂への継続取り組み（トンネル工学）
・次年度以降のシンポジウムにおいて、企業や市民との連携を図る方針につい
て議論し、基本的な方針を策定（環境システム）
・再生可能エネルギーを用いたCDMに関する講演会を開催（エネルギー）
・若手技術者を対象に「世界で活躍する技術者たちとの懇話会"夢"」シリーズ
を開催（計6回）、懇話会企画の小委員会活動に「学生委員」が2名参画、懇話
会に登壇した7名の技術者像を語る小冊子「(仮称)国際貢献へのコンシェル
ジェ」の執筆・編集活動を実施（コンサルタント）

評価
A ・委員会主催行事114件実施

最終評価（３月）
活動内容

げ（水工学）
・WEBによる情報公開の充実（報告書のダウンロード可能）（構造工学）
・海岸工学論文データベースの継続提供（海岸工学）
・観測地震記録ダウンロードサイトの設置（新潟中越地震・中越沖地震）（地
震工学）
・研究論文集登載論文の電子化（アーカイブ化）等の検討（環境システム）
・学会員が容易に情報の受発信が出来、情報共有を実現可能なシステムの調査
検討を実施／社会コミュニケーション委員会Web部会、学会事務局HP運営チー
ムと連携（情報利用技術）
・アジアの交通統計に関する検討ワークショップ会議（土木計画学研究）

④実施状況と達成度の評価

活動成果の展開および ・委員会主催行事 66件実施
CPDのための講習会 ・技術継承に資するトンネル技術史編纂に向けたインタビューなどの実施／全
国大会でのトンネル交流会の開催（トンネル工学）
等の実施

③年度計画

・WEBによる情報公開の充実（構造工学）
・海岸工学論文データベースの提供（海岸工学）
・ＨＰの見直し（地震工学）
・既存シールド工事で得られた計測データなどの効率的なDB構築方法の検討を
開始（トンネル工学）
・情報内容の充実／論文査読システムとも連携し情報流通を効率化（環境シス
テム）
・土木図書館委員会情報検索支援システム研究小委員会にオブザーバ参加（情
報利用技術）
・小委員会のホームページを拡充し、アクセスを容易にするべく大幅に改善中
（建設用ロボット）
・土木史フォーラムについて、ホームページを活用した電子媒体による情報提
供を行い、学会内外に対して土木史に関する情報を発信／選奨土木遺産や近代
土木遺産2800選に関する情報をホームページにおいて発信、継続的に情報の
更新・拡充を推進／土木図書館が提供する研究論文の電子媒体による提供サー
ビスに試行段階から参加（土木史研究）
・ウィキペディアプロジェクト検討（応用力学）
・HPの維持管理・内容更新／HP内に委員専用ページの構築／メーリングリス
トの作成（地下空間研究）
・電子投稿査読システムを整備中（地球環境）
・デザイン資料集成について国総研Webからの配信を準備／研究発表会での発
表論文の土木学会図書館HPでの公開を準備（景観・デザイン）
・技術用語のデータベースを検討（舗装工学）

最終評価（３月）
評価
活動内容
B ・｢水・物質循環解析ソフトウェア共通基盤の構築に関する小委員会｣を立ち上

④実施状況と達成度の評価

技術情報データベース ・研究討論会「水関係解析ソフトの統合操作実現に向けたプラットフォームの
構築」を実施（水工学）
の検討

③年度計画

①長期目標
（2010年目 継続教育制度の充実
途）

アクセスが容易なシステム
の構築

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目 「土木総合情報プラットホーム」の構築
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
A ・行事実施状況の把握およ
び継続的な活動支援（調査
研究拡充支援金還付含む）

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
B ・学会全体としての方針決
定

備考

備考
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各種事業評価委員会活動等
に参加する会員への支援体
制の整備

国土・社会資本に係わる主
要な社会問題への対応・発
信体制の整備
NPO、NGOとの交流促
進、市民との交流・情報提
供の場の構築

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目 情報の提供
途）

社会的に高いモラルを求め
られる活動への参画による
学会、技術者の社会的認知
の向上

②中期計画／事業
（アクションプラン）
中間評価（９月）
活動内容

中間評価（９月）
活動内容

リング支援／重点研究課題「コンクリート構造物のインフラマネジメントに関
する研究」（コンクリート）
・災害調査報告会、河川災害シンポジウム、水シンポジウム等を通じた学術研
究成果の発信（水工学）
・バングラデシュ高潮災害調査を実施、富山湾高波について計画中（海岸工
学）
・阪神・淡路大震災学習ツアー（地震工学）
・新潟県中越沖地震によるトンネル被災状況に関して一般に報告・発表、HP掲
載（トンネル工学）
・委員メンバーが参画する各種審議会等を通じて、環境システムの視点からの
情報提供や意見提案（環境システム）
・「技術公務員の役割と責務」など、研究成果を発表（建設マネジメント）

（土木史研究）
・技術評価研究小委員会において各種評価を研究（建設マネジメント）

各種事業評価委員会活 ・各都道府県が実施する近代化遺産調査にあたり設置される検討委員会や個別
動に参加する会員への の歴史的構造物の保全・活用に関する委員会等に参画する場合に、土木史
フォーラムや選奨土木遺産および近代土木遺産2800選等、情報面から支援
支援体制の検討

・団塊シニアエンジニアを学会活動に呼び込む企画行事を実施／コンサルタン
ト・シンポジウムでは、合意形成問題に関係している一般市民やNPO関係者か
らの参加者を呼び込む（コンサルタント）
・ウィキペディアプロジェクト検討（応用力学）
・「夏休み親子見学会」（建設現場）の企画・開催（地下空間研究）
・市民らも発表者として参加した公開シンポジウムを開催（地球環境）
・「土木学会デザイン賞」の「受賞者による作品プレゼンテーション」および
「選考委員と来場者による作品批評」の実施／デザインワークショップは、河
川のデザイン教育をテーマとし、大学生と社会人の両方を学習者とした、河川
のデザイン教育のあり方につ いて検討（景観・デザイン）
・舗装構造解析に関する学生会員への講習会を実施（舗装工学）

沿環連でＮＰＯや市民を含めたシンポジウムを開催（海岸工学）
・NPO臨床トンネル工学研究所への協力／委員会HPの改良等（トンネル工
学）
･市民向け出版「自然・社会と対話する環境工学」を出版／委員会ＨＰを充実
し、ニューズレター・委員会活動などによる広報／40周年記念誌発刊「環境工
学の新世紀」の発刊準備（環境工学）
・国土交通省の国土形成計画に対して、環境システムの観点からコミット／共
催する地域シンポジウムは原則一般公開（環境システム）
・長崎港周辺において小中学校の先生などが参加し｢海の移動教室｣を開催（海
洋開発）
・交通情報サービス基盤モデルの調査研究において、豊田市にてETC利用荷捌
駐車場の社会実験を実施（情報利用技術）
・土木設備の維持管理・保修に関する講演会の開催計画を作成 （エネルギー）
・土木史研究発表会へのNPO・NGOや市民の参画を促進／土木史フォーラム
を関心のあるNPO・NGOや市民に対しても配布／土木史フォーラムや選奨土
木遺産および近代土木遺産2800選について、ホームページにおいて学会内外
に対して発信、継続的に情報を更新・拡充（土木史研究）
・シンポジウム「公共調達を考えるシリーズ」を実施（建設マネジメント）

ト）

B ・建設分野における技術評価の定義と体系化に関する研究（建設マネジメン

・コンサルタント・シンポジウムに市民活動グループ（埼玉、神奈川）やNPO
関係者が参加／ブランディングをテーマにした「四ツ谷キャリア塾」シリーズ
では、メディア、NPOなどから参加（コンサルタント）
・来期の「夏休み親子見学会」を企画・準備中（地下空間研究）
・「土木学会デザイン賞2007」を実施／学会誌の連載記事として、デザイン
賞創設時から2005年までの過去５カ年にわたるデザイン賞受賞作品を毎月紹
介／河川のデザイン教育については、ホームページを開設（景観・デザイン）

・市民公開シンポジウム等の開催に向けたWGの設置、実施検討（構造工学）
・対市民に対する情報提供を目指して「市民の視点に立って地震防災を考える
土木技術者のプロジェクト小委員会」を設置（地震工学）
・40周年記念誌発刊「環境工学の新世紀」を出版（環境工学）
・地域シンポジウム（一般市民やNPO関係者も参加）の実施（環境システム）
・海洋基本計画の策定に対し、専門的な立場からの提言を作成、提出／海洋基
本計画（素案）に対するパブリックコメントを取りまとめ、提出（海洋開発）
・ETC利用荷捌駐車場の社会実験は順調に推移し、ヤマト運輸では来月から車
載器を搭載するなど本格的な運用に移行、市民参加による冬季道路情報収集実
験も運用継続／土木分野で不足している電子化基準の抽出及び土木CAD製図基
準（案）についてのアンケートを公共機関に実施（情報利用技術）
・「再生可能エネルギーの開発と普及」への土木技術者の貢献について、土木
学会誌ミニ特集として掲載すべく企画案作成／研究討論会「低レベル放射性廃
棄物余裕深度処分の安全評価技術の現状について」（エネルギー）
・「合意形成技術者の交流セミナー」（香川）の開催（土木計画学研究）
・シンポジウム「公共調達を考えるシリーズ」を継続開催（計９回）（建設マ
ネジメント）

最終評価（３月）
評価
活動内容
A ・「水シシンポジウム2008」の企画立案（水工学）

④実施状況と達成度の評価

NPO、NGO、市民と ・「水シンポジウム2007inあいち」を開催、市民との交流を促進（水工学）
の交流の取組み強化 ・広報小委員会を中心に津波防災に関して市民向けシンポジウムなどを実施／

③年度計画

ト）
・日本ギリシャワークショップの実施（地震工学）
・新潟県中越沖地震による現地被害調査等（原子力土木、トンネル工学）
・災害担当ワーキングの設立（環境工学）
・社会貢献の観点から各種審議会等への参画を積極的に行っているメンバーは
多数おり、委員会としてもそれを奨励（環境システム）
・能登半島地震、新潟県中越沖地震の現地調査を実施／火山災害被災地の現地
調査を継続中（地盤工学）
・「土木技術者女性の会（関西地区）現場見学会」（大阪）（土木計画学研
究）
・成果発表会の開催（建設マネジメント）
・「プロフェッションとしてのシビルエンジニア(案)」の配布／研究討論会「プ
ロフェッションについて考える」を開催（コンサルタント）

最終評価（３月）
評価
活動内容
A ・垂井高架橋の損傷対策に関する学術的調査研究（受託）の最終報告、モニタ

④実施状況と達成度の評価

自然災害現地調査等へ ・垂井高架橋の損傷対策に関する学術的調査研究（受託）の実施／重点研究課
題「コンクリート構造物のインフラマネジメントに関する研究」（コンクリー
の参画

③年度計画

①長期目標
（2010年目 土木技術者の社会貢献と地位向上
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

B ・直接的・間接的支援のあ
り方の検討

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
A ・個々の委員会活動情報の
集約・展開方法の検討

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
A ・直接的貢献機会の活用と
活動成果の効果的広報

備考

備考
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技術者教育・一般教育を対
象とした公開講座、出張講
座などの開催

社会的関心事をテーマとし
た公開シンポジウムの開催

②中期計画／事業
（アクションプラン）
中間評価（９月）
活動内容

・東北地区フォーラム「粒状体フォーラム」／中国地区フォーラム「数値流体
力学および粒子法による解析技術とその応用」（地盤工学会中国支部と共催）
／計算力学フォーラム「計算力学の新展開」・小講習会「計算力学の常識・非
常識」（応用力学）
・関連団体（景観開花。実行委員会・九州デザインシャレットなど）が実施す
る学生や若い社会人を対象とした設計演習を後援（景観・デザイン）
・舗装の構造解析に関する学生への講習会を開催（舗装工学）
・新材料、新工法を用いた複合構造技術に関する講習会の開催／複合構造シン
ポジウムの開催／韓国・台湾の土木学会とのジョイントセミナーの開催（複合
構造）

・公開シンポジウム企画のためのシンポジウム担当ワーキング設立／環境工学
セミナーシリーズの開催（環境工学）
・一般向けセミナーの取り組みに向けて、基本的な検討を開始（環境システ
ム）
・長崎港周辺において小中学校の先生などが参加し｢海の移動教室｣を開催（海
洋開発）
・「土木情報ガイドブック 土木技術者のための情報収集と活用 －すぐに役
立つ情報の探し方・使い方－」を刊行（情報利用技術）
・土木建設技術シンポジウムの開催／新しい材料・工法・機械講習会の開催準
備／現場技術者との意見交換会開催／在日外国人技術者、JICAにおける外国人
技術研修生との技術交流／東京都専門研修（土壌汚染対策）への講師派遣／建
設技術教育に関する調査・研究、外部講師による講演会・意見交換会実施（建
設技術研究）
・第5回火山都市国際会議に後援で参加、委員会メンバーが講演、火山工学関連
セッションのコンビーナとして発表企画運営（地盤工学）
・土木史に関する技術者教育・一般教育を行う際の教材を開発中／歴史的構造
物の保存や利活用、さらに地域づくり・まちづくりへの活用等に関する講習会
等の他の委員会との連携実施を検討（土木史研究）
・シンポジウム「公共調達を考えるシリーズ」を実施（建設マネジメント）
労働災害防止のための安全教育シリーズの開催と、大学生に対する現場安全教
育について検討（安全問題研究）

出張講座等の取組み強 ・広報小委員会を中心に津波防災に関して市民向けシンポジウムなどを実施
（海岸工学）
化

・公開シンポジウム企画のためのシンポジウム担当ワーキング設立／環境工学
セミナーシリーズの開催（環境工学）
・一般公開で開催する地域シンポジウムのテーマ選定にあたっては、地域固有
の問題という観点と同時に、社会的関心の高さを重視しており、今年度は廃棄
物問題と海域生態系の問題を選定（環境システム）
・研究討論会を主催（岩盤力学）
・特別講演会｢海洋基本法と私たち｣を開催（海洋開発）
・第32回情報利用技術シンポジウム企画／全国大会において共通セッション
「土木分野におけるデジタル画像の利用と可能性」を実施（情報利用技術）
・火山工学研究小委員会にて出前講座を計画中（地盤工学）
・土木学会全国大会全体討論会「人口減少下における地域の活力向上をめざし
て～土木技術者からの提言～」（広島）（土木計画学研究）
・土木史研究発表会を実施／歴史的構造物の保存や利活用、さらに地域づく
り・まちづくりへの活用等に関する講習会等の他の委員会との連携実施を検討
（土木史研究）
・シンポジウム「公共調達を考えるシリーズ」を実施（建設マネジメント）
・合意形成Web教材の紹介を兼ねたコンサルタント・シンポジウムを開催(コン
サルタント)
・「地下空間シンポジウム」の企画・開催準備（地下空間研究）
・市民らを対象とした公開シンポジウムを開催（地球環境）
・ 関連団体（GSデザイン会議）が実施予定のまちづくりにかかわるシンポジ
ウムを後援予定（景観・デザイン）

・新しい地震動研究の進展と土木構造物の設計地震力に関する講習会／土木学
会による実務者のための耐震設計入門：基礎編（地震工学）
・土木建設技術シンポジウムの開催準備／「コンクリートと環境に関するＱ＆
Ａ」原稿の作成／「土木事業への間伐材利活用シンポジウム」の開催（建設技
術研究）
・出張講座「個別要素法（DEM)について」開催／「個別要素法（DEM）セミ
ナー」（地盤工学会と共催）／計算力学フォーラム 小講習会「計算力学の常
識・非常識」／書籍出版「計算力学の常識・非常識」（近日入稿）／西部地区
フォーラム「大気海洋エネルギーの高度利用を目指した流体力学研究の新展
開」開催（応用力学）
・舗装構造解析方法について、高専学生に対する講習会を開催（舗装工学）
・第7回複合構造シンポジウムでの国際セミナーで発表（複合構造）

A ・継続教育委員会による講習会（構造工学）

学）
・市民公開シンポジウム等の開催に向けたWGの設置、実施検討（構造工学）
・「トークイン／日本の鋼橋を考える」（鋼橋技術研究会主催）の協賛（鋼構
造）
・対社会的な情報発信を目的として、「防災企画推進小委員会」を設置（地震
工学）
・岩盤力学に関するシンポジウムを主催（岩盤力学）
・出前講座を中止し、島原市で開催された第５回火山都市国際会議中に、一般
市民、外国人対象に火山工学のパネル展示し、火山工学の広報活動を実施（地
盤工学）
・「市民と進める福祉の交通まちづくりセミナー」（倉敷）の開催（土木計画
学研究）
・シンポジウム「公共調達を考えるシリーズ」を継続開催（計９回）（建設マ
ネジメント）
・若手技術者対象に国際競争力の向上を啓蒙する「談話会"夢"シリーズ」の開
催(計6回)／土木分野のブランディングに焦点を当てた「四ツ谷キャリア塾シ
リーズ」の立ち上げ／団塊世代シニアエンジニアの学会活動への参画の促進
（コンサルタント)
・来期の「夏休み親子見学会」を企画・準備中（地下空間研究）
・土木学会デザイン賞最優秀作品を取り上げた「まちづくりにかかわるシンポ
ジウム」を開催（景観・デザイン）

最終評価（３月）
評価
活動内容
A ・「水シンポジウム2008」での市民向けシンポジウム企画を検討中（水工

④実施状況と達成度の評価

市民公開シンポジウム ・広報小委員会を中心に津波防災に関して市民向けシンポジウムなどを実施
の開催の取組み強化 （海岸工学）

③年度計画

①長期目標
（2010年目 適正な世論形成の支援
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

A ・個々の委員会活動情報の
集約・統合方法の検討

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
A ・個々の委員会活動情報の
集約・展開方法の検討

備考
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英語情報の整備と充実、英
文論文集の発行

②中期計画／事業
（アクションプラン）
中間評価（９月）
活動内容

A ・漁業従事者に対する意識調査を実施（海岸工学）
・過去の研究論文発表会における研究事例の整理を行う方針を決定（環
境システム）
・環境調和型研究会と連携し、「手引き・ガイドラインに見る自然再生
の目標設定」としてパネル展を開催（海洋開発）
・土木学会インターネット放送局のためのJSCE.tvドメインを試験的に
確保し、技術的課題を検討し、相互に情報交換可能なシステムの試験を
調査（情報利用技術）
・会長特別委員会インフラ国勢調査部会に参画し、エネルギーに関わる
評価指標を選定（エネルギー）
・論文集の投稿分野で、合意形成も対象とし論文を募集掲載（建設マネ
ジメント）
・「実践ハンドブック」（合意形成プロデュース第２版）の発刊準備
（コンサルタント）

・英文論文集（ＪＨＨＥ）の発刊（水工学）
・国際教育コース検討委員会設置（構造工学）
・Coastal Engineering Journalの発刊を継続（海岸工学）
・トンネル標準示方書英語版(山岳工法編、シールド工法編)の出版／(開削編)の
英訳作業（トンネル工学）
・土木学会論文集 の英文化に協力して電子ジャーナルを検討中（環境工学）
・英語情報の提供について、当面の短期的目標と中長期的目標を議論（環境シ
ステム）
・4thCECARの海洋開発シンポジウム特別セッションにて｢順応的管理｣に関す
る研究成果を取りまとめ発表（海洋開発）
・2006年度土木情報利用技術論文集の英訳を6件、2007年度同論文集に掲載
（情報利用技術）
・韓国での建設ロボット講習会へ講師として参加（建設用ロボット）
・火山工学に関する国際ワークショップの開催準備／国際洗掘侵食会議ICSE4(2008)の運営をサポート（地盤工学）
・第7回アジア交通学会大連大会、本部事務局や学術委員会への人材協力（土木
計画学研究）
・土木史研究発表会および土木史研究論文集において、日本だけではなく海外
の土木史に関しても研究対象として研究に取り組む／論文集の投稿要領にアブ
ストラクトは「英文」であることを明記／ホームページに公開されている選奨
土木遺産関連情報の英文化に対する支援（土木史研究）
・論文集・講演集にて英語による論文を受付（建設マネジメント）
・英文論文誌JGEEを編集中（地球環境）
・韓国・台湾の土木学会とのジョイントセミナーの開催（複合構造）

ターを4回発行、海外の技術者等に発信（コンクリート）
・水工学論文集のCD化とともに、国際(英語）セッションを常設化／JHHEの
発刊（水工学）
・国際教育コース検討委員会の方針決定、主要委員の人選（構造工学）
・示方書開削編英文版の出版作業継続／英語版示方書の販促に向けた検討（ト
ンネル工学）
・HP情報の英語化の試行作業を実施／英文論文集を検討（環境システム）
・第3回アジア建設ＩＴ円卓会議開催（同会議アブストラクトにて本委員会の英
文紹介を掲載）（情報利用技術）
・火山工学に関する国際ワークショップを開催（地盤工学）
・論文集・講演集にて英語による論文を掲載。研究発表・討論会では、留学生
も発表（建設マネジメント）
・土木学会の英文サイトの土木学会デザイン賞を紹介するページに、写真等を
提供／国際室が毎年編集する海外土木関係者向けのクリスマスカードのメイン
ピクチャーとして、デザイン賞受賞作品の画像を提供（景観・デザイン）
・ICPT2008の開催に向けて、英文情報をまとめたHPの作製および公開を実
施（舗装工学）
・第7回複合構造シンポジウムでの国際セミナーで発表（複合構造）

最終評価（３月）
評価
活動内容
A ・KSCEとコンクリートに関するジョイントセミナーを開催／英文ニュースレ

④実施状況と達成度の評価

英語情報の充実に向け ・コンクリート補修材料試験方法の土木学会規準の英訳版、英文ニュースレ
た国際部門への協力 ターを発刊（コンクリート）

③年度計画

・順応的管理の研究準備（海洋開発）
・｢JSCE.jp」の運用への協力を実施／社会コミュニケーション委員会と連携
し、現行の学会HPのアクセシビリティ評価、改訂試案の作成等を実施（情報利
用技術）
・土木史フォーラムや選奨土木遺産および近代土木遺産2800選について、
ホームページにおいて発信、継続的に情報を更新・拡充／他の委員会との連携
等による、歴史的構造物の地域づくり・まちづくりへの活用にあたっての合意
形成に関する研究／歴史的構造物の保存や利活用、さらに地域づくり・まちづ
くりへの活用等に関する講習会等の他の委員会との連携実施を検討（土木史研
究）
・合意形成に関する論文の募集・発刊（建設マネジメント）
・合意形成Web教材の紹介を兼ねたコンサルタント・シンポジウムを開催(コン
サルタント)
・日中舗装WS，アジア土木技術会議による日本の舗装技術の英語論文による情
報発信（舗装工学）

合意形成手法等に関わ ・広報小委員会を中心に津波防災に関して研究を実施中（海岸工学）
・委員会としての取り組みについて検討に着手（環境システム）
る情報の提供

①長期目標
（2010年目 情報の電子化
途）

合意形成過程への積極的な
関与

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

備考

評価規準
Ａ：年度目標ほぼ達成。特段の対策は不要で
オンスケジュールと判断される
Ｂ：目標未達であるが、次期以降で回復可能
Ｃ：何らかの対策無しでは目標達成不可
Ｄ：目標の変更が必要

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
A ・日本の土木技術について
海外への情報発信と国際的
活用（国際部門の新しいア
クションプラン）を念頭に
おいた継続的活動の推進

A ・個々の委員会活動情報の
集約・展開方法の検討
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●出版会計の改善策策定

●出版安定化積立預金制度の定着

・廃棄処分予定図書の活用方法を検討

●廃棄処分図書の有効活用

■日本の学会活動の普及

○国際貢献

・「出版事業に関する内規」に基づき，翻
訳出版を許可している。上期実績は0件。
・英訳版図書の上期発行実績は3点。

・各分野での英文論文集の出版の現状の把
握と今後の課題の整理を行い。効率的な英
文での情報発信を考える。

●各部門の英文論文集の新設の検討

●翻訳出版の促進

・分野再編をさらに進め、論文集と他の出
版物との関連を整理する。

●土木学会論文集の分野再編と新たな論文
集の形態の具体案検討

・運営上の問題の整理

・各委員会に対し，学会活動による成果は
学会から出版することを要請。

●委託出版物への対応

○電子化された土木学会論文集の ●電子化された論文集の問題点の抽出と改
安定的出版、論文集の新たな形態 善
への変革の準備

・ダイレクトメールの送付，業界紙，他学
会の会報に広告を掲載。書店における新た
な販売方式（委託販売方式）を丸善と試行
中。

・海外向けカード決済システム導入に向け
て作業中。

・オンデマンド出版の仕組みを検討中。

・19年度予算に出版安定化積立預金制度を
導入

●販売促進戦略の検討

●オンライン購入（カード決済）の導入

■読者ニーズの把握，内容の充 ●絶版図書の活用
実，販売促進

■出版会計の健全化

○技術ストックプロセスの確立

③年度計画

●編集・出版経費の削減

④実施状況と達成度の評価

部門名： 出版部門

B

B

B

B

B

B

B

B

B

・「出版事業に関する内規」に基づき，翻
訳出版を許可している。19年度実績は1
件。
・英訳版図書の19年度発行実績は3点。

各部門の英文論文集の現状と今後の課題を
整理した。分野再編案とともに英文論文集
の現時点での案を、3月理事会に提出した。

論文集改革案をまとめ11月理事会に提出、
収集した意見を踏まえさらに検討、3月理事
会に再提出した。

経費節減のために論文購読会員へのCD年４
回配布からDVD年１回への変更、査読の迅
速化のために副部門制度の廃止を実施し
た。

・廃棄処分予定図書の活用方法を検討し,処
分予定図書を希望者には無償配布（送料は
申込者負担）することとした。

・各委員会に対し，学会活動による成果は
学会から出版することを強く要請。
19年度発行実績は1点。

・ダイレクトメールの送付，業界紙，他学
会の会報に広告を掲載。書店における新た
な販売方式（委託販売方式）を丸善と試行
中。

・海外向けカード決済システム導入に向け
て作業中。

・オンデマンド出版の仕組みを検討中。

・今後の収支見込を基に4つの改善策を策定
し、3月理事会に提案し了承を得た。

A ・19年度予算に出版安定化積立預金制度を
導入したが,19年度決算では収支マイナスの
ため実施には至らず。

B 学会出版物の英訳版発行については赤字
出版物が多く、そのあり方や、販売促進
策の検討が必要。

B 今後は英文論文集のあり方について、さ
らに具体的に検討を進めるとともに、各
部門と調整を図る。

B 新たな論文集の形態について、会員、学
会内他部門に理解を求める。

A 論文校正方法など、電子化に関連する課
題の継続的検討を進める。土木学会の他
論文集の電子化にも要請があれば積極的
に協力する。

B 廃棄処分予定図書の有効活用方法の新し
いルールを今後はフォローアップする。

B 委託出版に対しては学会からの出版を要
請していくが、実施にあたってはケース
バイケースで対応。

B 委託販売方式については、効果を確認す
るため継続して試行する。

C 既存の国内向けシステム（学会注文シス
テム、発送委託業者のシステム、カード
決済委託業者のシステム等）を海外向け
用に変更・修正、それに伴うHPの英訳を
実施するなどし，平成20年度中の運用を
目指す。

C オンデマンド出版の仕組みを策定する。

A 関係委員会と調整のうえ、改善策案を具
体化する。

B 今後更に出版会計収支改善策を進めるこ
とにより、出版安定化積立預金制度の定
着を図る。

記入日： 2008年3月25日
⑤今後の課題と対応・計画
中間評価（９月）
（全ての項目について、今後の課題と対
最終評価（3月）
応・計画を記載する）
活動内容
評価
活動内容
評価
・各委員会に完全版下原稿作成を要請。
A ・各委員会に完全版下原稿作成を要請。
A 引き続き各委員会に対して完全版下原稿
・上期発行図書の完全版下原稿化率は72％
・19年度発行図書の完全版下原稿化率は
作成を要請していく。
83％

○「土木総合情報プラットフォーム」の構築
○国際貢献
○「社会とのコミュニケーションを密にするためのインターフェース機能の強化」

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）の実施状況・今後の課題

備考

- 76 -

○社会とのインターフェース強化 ●社会ニーズの調査およびこれに応える出
版活動の検討
■社会とのコミニュケーション
能力の向上

③年度計画

④実施状況と達成度の評価

部門名： 出版部門

備考

評価規準
Ａ：年度目標ほぼ達成。特段の対策は不要でオンスケジュールと
判断される
Ｂ：目標未達であるが、次期以降で回復可能
Ｃ：何らかの対策無しでは目標達成不可
Ｄ：目標の変更が必要

記入日： 2008年3月25日
⑤今後の課題と対応・計画
中間評価（９月）
（全ての項目について、今後の課題と対
最終評価（3月）
応・計画を記載する）
活動内容
評価
活動内容
評価
・平成20年度出版企画において、各委員会 C ・平成20年度出版企画において、各委員会 C 巻末アンケートの回答やホームページへ
に対し企画立案を要請した。
に対し企画立案を要請.31点の企画申請があ
の意見をもとに読者ニーズを収集してい
・平成17年度の新刊から巻末アンケートを
り,出版を承認した。
く。
掲載し、読者の声を収集しているが反応は
・平成17年度の新刊から巻末アンケートを
少ない。
掲載し、読者の声を収集しているが反応は
少ない。

○「土木総合情報プラットフォーム」の構築
○国際貢献
○「社会とのコミュニケーションを密にするためのインターフェース機能の強化」

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）の実施状況・今後の課題
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１．土木学会情報資源公開
２．土木デジタルミュージアムの
段階的構築
３．文献・映像DB及び土木デジ
タルアーカイブスの維持拡充
４．土木資料・図面・画像・映像
等の収集・評価・保管・提供の推
進
５．専門図書館連携
６．土木技術映像の選定・紹介
７．土木技術映像の公開／一般利
用促進
８．土木技術映像データベースを
活用した教育場面への支援方策の
研究

・全国大会共通セッションでの報告あり。
下期に提起された課題に着手予定

2-2連想検索システムの検証・更新（継
続）

5-2図面管理の検討、図面デジタル化の試
行

・東京都土木技術センター，東京都公文書
館，長野県立歴史館への図面管理状況ヒア
リング実施
・科研費（研究成果公開DB）に申請予定

・秋山徳三郎遺族から満洲土木工事関係写
真集の寄贈あり／榊谷仙次郎旧蔵資料調査

・選奨土木遺産選考委員会においてコンテ
ンツの提供並びに協力了解済

4-3関連委員会との連携（継続）

５．土木資料コレクションの充実
5-1貴重資料・灰色文献等の収集（継続）

次年度実施に向けて計画策定

・全国大会共通セッションでの具体提案あ
り。下期にモデルコンテンツ作成予定

4-2全国大会研究討論会の実施

４．土木デジタルミュージアムの具体化検
討
4-1モデルコンテンツの作成

・景観デザイン・フォトライブラリー（伊
藤清忠氏提供景観写真3,300点掲載）を新
設
・真田秀吉旧蔵資料デジタル化に着手
・沖野忠雄出版計画

・HPの検索利用数は月1.5万件前後と堅調

３．土木デジタルアーカイブスの拡充
3-1戦前貴重雑誌・図書・絵葉書、写真集
／戦前戦後劣化資料のデジタル化（継続）

Ａ ・5月理事会にて「土木図書館所蔵資料の公
開に関する内規」「土木学会学術論文等の
インターネット公開指針」承認

評価

最終評価（3月）
活動内容

Ａ ガイドラインの適切な運用をはかる

⑤今後の課題と対応・計画
（全ての項目について、今後の課題と対
応・計画を記載する）
評価

記入日： 2008年3月31日

部門名： 情報資料部門

Ａ ・ヒアリング等の調査を踏まえ、報告書を
作成
・h20年度科研費（研究成果公開DB）申請
済

Ａ ・秋山徳三郎遺族から満洲土木工事関係写
真集の寄贈あり／榊谷仙次郎旧蔵資料調査
／古写真・資料等の継続収集

Ａ ・選奨土木遺産選考委員会との合意を得
て、上記試作品をもとに共同作業を実施予
定

Ｂ 共通セッションへのエントリー

Ｂ 選奨土木遺産コンテンツのモデルについて
試作版を検討

Ａ ・景観デザイン・フォトライブラリー（伊
藤清忠氏提供景観写真3,300点掲載）を新
設
・真田秀吉旧蔵資料デジタル化済－公開準
備中
・沖野忠雄出版に向け執筆作業に着手

Ａ ・全国大会共通セッションでの報告あり。
・検索システム研修会を２回開催

Ａ ・HPの検索利用数は月1.5万件前後と堅調

Ａ 科研費獲得を前提に前年度の調査研究を
踏まえ、図面アーカイブの検討・実施に
着手する

Ａ OBなどに呼びかけ、引き続き、コレク
ションの充実をはかる

Ａ コンテンツ作成において、引き続き選奨
土木遺産選考委員会と連携をはかる

Ｂ 全国大会へのより充実した企画参加

Ａ 試作版をもとに、実用化を検討し、改良
を加えて、公開をはかる

Ａ ・戦前工事報告書など貴重書のグラビア
写真などのデジタル化と公開を実施する
・沖野忠雄出版と併せ、収集した資料の
デジタルアーカイブ化をはかる

Ａ 検索システムやデジタルアーカイブの活
用方策について、学生・一般向け講習会
や土木情報源活用マニュアル作成などの
企画を検討・実施する

Ａ 引き続きDBの維持・拡充を実施する

Ａ 第2次公開～本運用に向けて以下の対策を
Ａ ・委員会への最終確認～テスト運用開始
・委員会への最終確認～認証・テスト運用
実施する
(学会論文集,海洋開発,舗装,地球環境,海岸工
準備
・対象論文集のPDF化の確実な実施
学,構造工学,トンネル工学,環境工学,複合構
(学会論文集,海洋開発,舗装,地球環境,海岸工
・提供委員会との連携
造,土木情報利用技術,水工学,土木史研究,環境
学,構造工学,トンネル工学,環境工学,複合構
システム,北海道支部,中部支部の14委員会・
造,土木情報利用技術,水工学,土木史研究,環境
支部52,000件を第１次公開済、２次予定）
システム,北海道支部,中部支部の14支部・委
員会から回答あり。第1次としてテスト公開
中。第2次を予定）

・5月理事会にて「土木図書館所蔵資料の公
開に関する内規」「土木学会学術論文等の
インターネット公開指針」承認

中間評価（９月）
活動内容

④実施状況と達成度の評価

２．検索DBの維持・拡充
2-2現行検索システムの活用推進（継続）

1-2学術論文公開システムの構築～稼動
（新規）

１．土木学会学術研究成果の公開
1-1公開ガイドラインの策定・承認（新
規）

③年度計画

・土木図書館将来像（ビジョン）の検討と実施／学術情報センターの役割の提言
・土木デジタルミュージアム(土木仮想博物館，バーチャルミュージアム）の構築（映像含む）
・土木図書館資料コレクションの充実 ／デジタルアーカイブの維持拡充
・ 映像作品の収集・評価及び積極的活用方策の検討（教育・研修機関への提供・連携など)
・ 映像公開－上映会（イブニングシアターなど）の充実・拡大

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

備考

- 78 ・1-3と連動し、収集活動を実施
・ダム関係映像、災害関係映像の収集

9-5選定候補作品及び過去の映像作品の積
極的な収集

Ａ ・市民公開特別上映会の実施
・全国大会映画会の実施
・社会コミュニケーション委員会と連携
し、土木の日映画祭などの企画・実施を
はかる

Ａ ・引き続きHPの充実やメーリングリスト
の活用を実施
・委員会支援ツールの活用との住み分け
検討
Ａ ・イブニングシアター上映案内などの更新
・HP上からの参加申込みフォーム
・参加者メーリングリスト（500名登録）
の活用

10-3ホームページを通じた広報活動の充実 ・イブニングシアター上映案内などの更新
・HP上からの参加申込みフォーム
・参加者メーリングリスト（500名登録）
の活用

Ａ ・資料集の関係者への頒布と意見交換の
実施
・定例イブニングシアターの実施

Ａ 小委員会を立ち上げ、貴重映像の発掘調
査の検討・実施を行う

Ａ ・文京シビックホールにて市民公開特別上
映会開催
・全国大会映画会開催（参加者数：545
名）
・土木の日映画祭企画検討－社会コミュニ
ケーション委員会との連携

Ａ ・定例6回（第36～41回）実施済（参加者
数：372名）
・参加者アンケートの実施・分析
・アンケート資料集の発行

Ａ ・1-3と連動し、収集活動を実施
・ダム関係映像、災害関係映像の収集

・文京シビックホールにて市民公開特別上
映会開催
・全国大会映画会開催（参加者数：545
名）
・土木の日映画祭企画検討－社会コミュニ
ケーション委員会との連携

10-2特別上映会の開催

10．土木技術映像の公開
10-1イブニングシアターの定例開催（年５ ・上期：定例3回実施済（参加者数：191
回上映）
名）
・参加者アンケートの実施・分析

・審査会開催済
・HP掲載済

9-4選定審査の確実な実施、選定作品の学
会誌・HPでの積極的な紹介

Ａ 引き続き審査・紹介を実施する

Ａ 引き続き調査を実施する

Ａ ・日本映画新社・間組ヒアリング実施
・ディスカバリージャパンの土木関連作品
調査、試写会実施
・電力会社への所蔵調査実施

・日本映画新社・間組ヒアリング実施
・ディスカバリージャパンの土木関連作品
調査・試写会実施

9-3国内外の技術映像ライブラリーにおけ
る作品提供実態の調査及びリンクの検討
（調査の実施、リンク先リストの拡充）

Ａ ・審査会開催済。HP掲載済

Ａ 引き続き充実をはかる

Ａ ・新規データ追加・更新済

・新規データ追加・更新済

Ａ 情報収集のためのアンケート調査を対象
を拡大して実施予定

Ａ 引き続き委員会内での議論を深めるほ
か、大学・専門図書館連携を通した情報
収集を行う

9-2映像作品データベースの更新

Ｂ ・第1弾として主要制作会社へのアンケート
実施

Ａ 図書館を取り巻く現状に対する情報共有を
行ない、あるべき姿に向けた意見交換を実
施

Ａ 引き続き写真展などの企画を実施予定

Ａ 引き続き建設系専門図書館との連携をは
かる

⑤今後の課題と対応・計画
（全ての項目について、今後の課題と対
応・計画を記載する）
評価

・下期：実施予定

図書館のあり方について問題提起－図書館
空間の将来性を検討

８．図書館のあり方検討

Ａ 写真展を4回実施（第4回土木を撮るーその
１,第5回その２）

Ａ ・意見交換会を４回実施、引き続き司書レ
ベルでの相互利用の可能性を探る。継続実
施予定

評価

最終評価（3月）
活動内容

記入日： 2008年3月31日

部門名： 情報資料部門

９．土木技術映像の収集・評価
9-1選定作品収集のためのアンケート調査
の実施

上期2回実施（写真展第2回トンネル，第3
回産業景観の地平）

・意見交換会を上期２回実施、事務レベル
での相互利用の可能性を探る。継続実施予
定

中間評価（９月）
活動内容

④実施状況と達成度の評価

７．企画展等の実施

６．図書館間連携
6-1建設産業図書館、建築学会図書館の他
専門図書館・大学図書館等との相互協力

③年度計画

・土木図書館将来像（ビジョン）の検討と実施／学術情報センターの役割の提言
・土木デジタルミュージアム(土木仮想博物館，バーチャルミュージアム）の構築（映像含む）
・土木図書館資料コレクションの充実 ／デジタルアーカイブの維持拡充
・ 映像作品の収集・評価及び積極的活用方策の検討（教育・研修機関への提供・連携など)
・ 映像公開－上映会（イブニングシアターなど）の充実・拡大

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

備考

- 79 ・3ヵ年計画の2年目
・記録映像関係者へのヒアリング実施

・研究討論会「土木映画と土木教育のコラ
ボレーション－土木技術映像の教育場面へ
の活用を考える－」を開催

11-3民間研究助成、科研費等の検討・実施 ・科研費（萌芽研究）の獲得
・科研費（特定課題研究）への応募
・活動成果の外部発表

11-2発電記録映像の調査研究

11-1全国大会研究討論会の実施

11．土木技術映像DBを活用した教育場面への支援方策の検討

Ａ ・科研費（萌芽研究）の獲得
・科研費（特定課題研究）への応募
・活動成果の外部発表

Ａ ・3ヵ年計画の2年目
・記録映像関係者へのヒアリング実施
・科研費（萌芽研究）成果報告書の作成

Ａ ・研究討論会「土木映画と土木教育のコラ
ボレーション－土木技術映像の教育場面へ
の活用を考える－」を開催

備考

評価規準
Ａ：年度目標ほぼ達成。特段の対策は不要でオンスケジュールと
判断される
Ｂ：目標未達であるが、次期以降で回復可能
Ｃ：何らかの対策無しでは目標達成不可
Ｄ：目標の変更が必要

Ａ ・科研費（特定課題研究）獲得を前提に
調査研究に資する
活動成果の外部発表を積極的に実施

Ａ 3カ年計画の3年目として、最終成果を作
成する

Ａ 全国大会映画会と連動し研究討論会「技
術教育における映像メディアの効果」を
実施予定

Ａ 発掘映像のデジタル化の実施
Ａ 学会制作をはじめ、著作権がクリアして
いるものから順次公開につき検討・実施
をはかる

Ａ ・変換作業完了。サーバへの一括保管
Ａ ・委員会メンバー限定によるテスト実施中
（経過良好）
・土木学会HP（人物アーカイブス）で一般
を対象に実施済

10-6インターネットによる映像配信技術の ・委員会メンバー限定によるテスト実施中
検討（紹介動画のテスト公開）
（経過良好）
・土木学会HP（人物アーカイブス）で一般
にも実施予定

・変換作業完了。サーバへの一括保管

10-5過去の映像作品のデジタル化と保管

⑤今後の課題と対応・計画
（全ての項目について、今後の課題と対
応・計画を記載する）
評価
Ａ 実績を踏まえ、引き続き利用推進をはか
る

記入日： 2008年3月31日
最終評価（3月）
評価
活動内容
Ａ ・実績の把握を、利用後に提出される上映
報告書等で定常的に実施。
・HPでの映像作品リスト掲載

④実施状況と達成度の評価

部門名： 情報資料部門

中間評価（９月）
活動内容
10-4土木図書館所蔵映像作品の一般利用促 ・実績の把握を上映報告書等で定常的に実
進（実態の把握と利用検討）
施
・HPでの映像作品リスト掲載

③年度計画

・土木図書館将来像（ビジョン）の検討と実施／学術情報センターの役割の提言
・土木デジタルミュージアム(土木仮想博物館，バーチャルミュージアム）の構築（映像含む）
・土木図書館資料コレクションの充実 ／デジタルアーカイブの維持拡充
・ 映像作品の収集・評価及び積極的活用方策の検討（教育・研修機関への提供・連携など)
・ 映像公開－上映会（イブニングシアターなど）の充実・拡大

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題
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○会員資質の向上と会員満足度の向上
○社会とのコミュニケーションを密にするためのインターフェイス機能の強化
④実施状況と達成度の評価

部門名： 総務部門

②中期計画／事業
（アクションプラン）

日本工学会、関係学協会等と連携して、公
益法人制度改革に必要な情報収集に努めて
いる。
参加者へのアンケート調査を実施し、アン
ケート調査結果を分析し、参加者および講
演者の増加策、全国大会論文投稿システ
ム、およびCD－ROM概要集の使いやすさ
の改善を引き続き検討していく。
本部事務所の防災体制の強化のため、以下
のことを行なった。
・19年9月3日に19年度土木会館防災訓練
(緊急発電設備稼働訓練等)を実施した。
・防災訓練時に、被災時に使用する保存食
料等の備品類の保管状態を点検し、点検結
果をもとに、使用期限を過ぎたものの差替
えを行なった。
・本部事務局における防災体制時の連絡系
統図（夜間・休日）も含めた「土木学会の
防災について（案）」の改訂を行なった。
・被災時の生活用水確保のため、隣接する
「ジェクサーフィットネスクラブ」のプー
ル用水の使用について、同クラブと協議し
了解を得られたので、覚書を取り交わすべ
く作業中である。

新しい公益法人制度に移行することを念頭
に置き、必要な準備を進める。

東京での地震被災を想定し、本部事務所の
防災体制について強化を図る。

全国大会・年次学術講演会について、関係
の部門・支部と協力して、運営方法も含め
た収支構造の見直しについて、検討を行な
う｡

倫理・社会規範委員会において、学会とし
ての行動原理の明確化、学会内外への発信
や、教育・啓発活動を行なっている。

前年度の理事会決議に則り倫理・社会規範
委員会を設立し、学会としての行動原理の
明確化、学会内外への発信や、教育・啓発
活動に努める。

Ａ 本部事務所の防災体制の強化のため、以下
のことを行なった。
・19年9月3日に19年度土木会館防災訓練
(緊急発電設備稼働訓練等)を実施した。
・防災訓練時に、被災時に使用する保存食
料等の備品類の保管状態を点検し、点検結
果をもとに、使用期限を過ぎたものの差替
えを行なった。
・本部事務局における防災体制時の連絡系
統図（夜間・休日）も含めた「土木学会の
防災について（案）」の改訂を行なった。
・隣接する「ジェクサーフィットネスクラ
ブ」との間に「災害時における相互協力に
ついての覚書」を取り交わした。

Ｂ 引き続き、公益法人制度改革に必要な方
針決定と準備作業を進める。

Ｂ 日本工学会、関係学協会等と連携して、公
益法人制度改革に必要な情報収集に努め
た。
Ｂ 19年度全国大会参加者へのアンケート調査
結果を検討し、20年度全国大会運営方法の
改善を図った。

備考

評価規準
Ａ：年度目標ほぼ達成。特段の対策は不要でオンスケジュール
と判断される
Ｂ：目標未達であるが、次期以降で回復可能
Ｃ：何らかの対策無しでは目標達成不可
Ｄ：目標の変更が必要

Ａ 防災訓練の定期的な実施等、本部事務所
の防災体制の強化に引き続き努める。

Ｂ 引き続き、全国大会運営方法の改善につ
いて検討を行なう。

Ｂ 引き続き、学会としての行動原理の明確
化、学会内外への発信や、教育・啓発活
動を行なっていく。

Ｂ 倫理・社会規範委員会において、学会とし
ての行動原理の明確化、学会内外への発信
や、教育・啓発活動を行なった。

記入日： 2008年3月29日
⑤今後の課題と対応・計画
③年度計画
中間評価（９月）
（全ての項目について、今後の課題と対
最終評価（3月）
応・計画を記載する）
活動内容
評価
活動内容
評価
・会員ニーズの的確な把握と反映 総会および理事会等の円滑な運営に努める｡ ・総会の円滑な運営に努めた。
Ａ ・総会の円滑な運営に努めた。
Ａ ・総会、理事会等の更なる円滑な運営に
・理事会の円滑な運営に努めている。
体制の構築
・理事会のより効率的な運営を図るため、
努める｡
・表彰委員会は、会長の指示により設置さ
・会員データ管理体制の確立
開催日が接近している第7回、第8回理事会
・会議運営のより効率化に努める。
れた構造的課題に関する対応会議の提言を
・学会ＨＰなどを活用した社会と
を統合開催することの20年度理事会からの
・人事配置、新システムの導入、支部の
受け、経費削減等の表彰制度の運営改善案
の情報受発信機能の強化
実施を19年度第6回理事会に提案し、承認
機能の見直しなどを含む改善により、活
をとりまとめ、20年度から運営改善を図る
を得た。
動活性化と矛盾しない組織の効率化。簡
こととした。
・表彰委員会は、「表彰制度の運営改善」
素化をはかる。
・より効率的な委員会活動、それに伴う会
具体化のため、委員会運営改善は20年度か
議資料の更なるペーパーレス化等による経
ら、見直しを行なった賞牌の授与は21年5
費削減を目指して、「委員会活動支援ツー
月の総会時から行うことを決定し、実施に
ル」(仮称)を立ち上げるべく、作業を行って
向け検討を行なっている。
いる(今秋にテスト運用を開始する)。
・「委員会活動支援ツール」(仮称)を早急に
立ち上げるべく、作業を行なっている。
創立100周年に向けて、理事会の議を経
19年度第3回理事会に①100周年記念事業 Ａ 100周年記念事業準備ＴＦでは、検討を重
Ａ 創立100周年に向けて、準備委員会から
て、①準備委員会、実行委員会の設置、② 準備ＴＦ設置案、②日本土木史編集準備会
ね、19年度第7回理事会に準備委員会設置
実行委員会に円滑に作業が引き継がれる
学会100年史編纂の方針決定、③日本土木 設置案を諮り、設置を認められ、それぞれ
趣意書を提出することとした。
よう、対応に努める。
史編纂の方針決定を行なう｡
活動を開始している。

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

- 81 -

・長期的な財務計画の充実（収支バランスの安定維持）
・公益法人会計基準の遵守
・公益法人改革への財務・経理面対応

④実施状況と達成度の評価

部門名： 財務・経理部門

安全を損なうことのない範囲で、一定の運
用益も確保できるよう、資金運用を効率的
に行う。

・預入金融機関の株価情報、信用ある格付
機関による格付情報を適宜収集した。
・短期保有資金を金利優遇の機関に預け入
れるなど効率的に運用した。

Ｂ

・10月に金融機関の担当者を招いて金融商
品の情報収集を行った。
・基本財産（基金）の銀行預金から債券へ
の移行を検討した。

学会事業の公益、収益、共益への仕分けや
遊休財産額の試算を実施したが、具体的な
ガイドラインが示されていないため、確定
までに至っていない。

Ｂ

３．公益法人改革における財務・ すでに公布された公益法人改革3法の理解に 9月末に関連セミナーへ参加し情報を収集し
経理面の課題の整理
努めるとともに、19年度中にまとまる予定 た。
の具体的なガイドラインや税制改正に関す
る情報収集を行い、財務・経理面でクリア
しなければならない課題を整理する。

４．資金の安全で効率的な運用

会員管理システムにおける会費請求・入金
管理部分と、会計システムとの接続につい
て検討を進めた。

Ａ

２．公益法人会計新基準の習熟と 公益法人会計基準（2006.4改正）の理解を ・監査法人等が主催する新会計基準の説明
財務諸表類作成事務のさらなる省 深めるとともに、改正に伴い増大した財務 会に積極的に参加した。
・支部
力化
諸表類に対処するため、作成事務の省力化 事務担当者に対し決算マニュアルの配布、
メール等での質疑応答で新基準の周知を
をさらに進める。
図った。

②中期計画／事業
（アクションプラン）

資金運用に関しての基準・規程化は、公
益法人新制度の各種定めに抵触すること
のないよう、同制度のガイドライン等に
したがって進めることとする。

今後示されるガイドライン等に従って新
法人に円滑に移行するための準備を進め
る。

会員管理システムとの連携を軌道に乗せ
る。

備考

評価規準
Ａ：年度目標ほぼ達成。特段の対策は不要でオンスケジュールと
判断される
Ｂ：目標未達であるが、次期以降で回復可能
Ｃ：何らかの対策無しでは目標達成不可
Ｄ：目標の変更が必要

A

A

A

記入日： 2008年3月31日
⑤今後の課題と対応・計画
③年度計画
（全ての項目について、今後の課題と対
中間評価（９月）
最終評価（3月）
応・計画を記載する）
活動内容
評価
活動内容
評価
１．中期財政状況を念頭においた ・構造的課題に関する緊急会議によってま 前年度末に各部門から提出済の中期（20～ Ｂ ・予算会議を主管し22年度までの中期財政 A ・効果的・効率的・重点的な予算配分を
22年度）趨勢値をベースに、22年度に目
予算編成と財政健全化への問題提 とめられた「財政改善3か年計画策定の提
状況を念頭においた予算編成を実施した。
検討する。
標値（収支バランス確保）達成となるべき
言」を踏まえて次年度予算編成を行う。
起
・出版部門と出版会計にかかる課題につい
・会計毎の収支均衡を図るが、バランス
・18年度監査における監事からの指摘事項 年度毎の目標値を算出した。これを参考に
て意見交換を行い改善を図った。
が困難なものについては、当該部門に対
である次期繰越金の適正化について、単年 20年度予算編成を行うよう各部門に依頼し
策を要請する。
度での収支バランスの重視、資金繰りに支 た（21、22年度見込も合わせて作成）。
障をきたさない限度額の算定、将来の事業
（活動）のための積立等により改善を図
る。

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題
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・
・
・
・

・ID（会員番号）とパスワード利用による
会員情報の公開と変更
・会員専用ページの公開（Web名簿、論文
デジタルコンテンツ）
・フェロー会員証の変更（ゴールド化）
・シルバー会員（仮称）の検討
・会費自動引落し普及について検討

中間評価（９月）
活動内容
・企業宛に会員増強の依頼
・各委員会委員長宛に非会員委員の入会に
ついて依頼
・法人会員退会の慰留活動
・出版部門へ教員名簿に会員情報の記載に
ついて検討依頼
・学生向けパンフレットの見直し
・エントリーシートにおいて学会歴活用の
依頼を学校・企業に対し依頼
・大学、短大、高専宛にエントリーシート
に資格取得等の記載を依頼

＜会員データ管理体制の確立＞
①会員管理システムを活用した会員サービ
・データの共有化と管理の一元化 スの多様化・効率化を検討
と運用規則の確立
・新会員管理システムの安定運用と改良の
実施
・会員専用ページの公開

・ID（会員番号）とパスワード利用による
会員情報の公開と変更
・会員専用ページの公開（Web名簿、論文
デジタルコンテンツ）
・フェロー会員証の変更（ゴールド化）
・シルバー会員（仮称）の検討
・会費自動引落し未登録会員へ登録依頼
・能登半島地震、中越沖地震被災会員の会
費免除
・細則17条「会費免除」の改正検討
・支部交付金の適正額の確保
・各支部の行事におけるCPDプログラム、
技術者倫理教育プログラム実施への協力

・新会員管理システムの安定運用と改良の
実施
・会員専用ページの公開

Ａ

B

B

④実施状況と達成度の評価

【支部活動への支援】①支部交付金の適正 ・支部交付金の適正額の確保
・各支部の行事におけるCPDプログラム、
額の確保
②支部が行う学校や自治会等への出前事業 技術者倫理教育プログラム実施への協力
の支援
③支部行事でのCPDﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑおよび倫理教育
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施の促進

【会員サービス向上】①ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ登録への
勧誘強化とﾒｰﾙﾆｭｰｽ配信の充実
②学会内他部門との連携強化による会員
サービスの実行促進

＜会員向けサービスの向上＞
・会員個人宛メールサービスの実
施
・会員証の磁気カード化

＜支部活動への支援と連携＞
・支部交付金の適正配分と財務管
理
・技術推進機構の活動への協力体
制の確立・会員情報の共有化

【会員増強】①法人・個人とも職種別、職
場別の効果的勧誘
②各種委員会構成員の入会状況確認と積極
的勧誘
③学生会員の勧誘強化と正会員への継続推
進
④技術者資格制度・継続教育制度と連携し
た会員増強

＜会員増強＞
・職種別、職場別会員数のデータ
分析に基づく効果的勧誘
・会員メリットの検討

③年度計画

部門名： 会員・支部部門

・新会員管理システムの安定運用と改良
の実施

会員数の減少傾向のなかでの、支部交付
金の確保

・会員専用ページ（Ｗｅｂ名簿）の利用
状況の把握と充実
・シルバー会員（仮称）の検討
・会費自動引落しの普及

備考

評価規準
Ａ：年度目標ほぼ達成。特段の対策は不要でオンスケジュールと
判断される
Ｂ：目標未達であるが、次期以降で回復可能
Ｃ：何らかの対策無しでは目標達成不可
Ｄ：目標の変更が必要

B

B

Ａ

記入日： 2008年3月19日
⑤今後の課題と対応・計画
（全ての項目について、今後の課題と対
最終評価（3月）
応・計画を記載する）
評価
活動内容
評価
Ａ ・企業宛に会員増強の依頼
Ａ 会員データの動向を把握し、年度計画に
・各委員会委員長宛に非会員委員の入会に
対し、更なる具体的にかつ大胆な増強策
ついて依頼
を検討し学会全体の課題として実施す
・法人会員退会の慰留活動
る。
・出版部門において教員名簿に会員情報 の
記載を承諾
・学生向けパンフレット（改訂版）の作
成、配布
・エントリーシートにおいて学会歴活用の
依頼を学校・企業に対し依頼
・大学、短大、高専宛にエントリーシート
に資格取得等の記載を依頼

会員の増強：資格制度、継続教育制度と連動した会員増強活動の継続、会員制度見直しによる増強効果の検討
会員制度見直し：会員資格と会員区分の見直し
支部制度の検討：支部の位置付けや役割等の見直し
効率的な体制づくり：予算配分と職員配置の適正化検討

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
（2010年目
途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題
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③年度計画

・ 継続教育制度、CPDシステムに係わる基本
・継続教育プログラムの充実
・継続教育記録の管理・登録・証明 事項と具体的施策の検討
・ 継続教育記録の管理・登録・証明（CPDシ
システムの改良
ステム運用を含む）

記入日： 2008年3月21日

中間評価（９月）

・技術評価１件を受注決定。

最終評価（３月）

A

・「土木学会CPDガイドブック（含む：CPD
記録事例集）」の原案作成終了。
・継続教育記録の管理、登録、証明書（約360
件）の発行ならびに、プログラム認定（○○
件）を実施。

評価
活動内容
A ・建設系ＣＰＤ協議会事務局としての活動終
了。

④実施状況と達成度の評価

・CPD記録事例集の検討ならびに「（仮称）
CPDガイドブック」の原案作成
・継続教育記録の管理、登録、証明書の発行な
らびに、プログラム認定（約200件）を実施

B

・新規技術評価業務の獲得

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
Ｃ ・制度規程の策定、組織体制の見直しが必要
・制度の認知、活用を促すためのＰＲ方策の
検討と実施

A

・プログラム認定の有料化へのスムースな移
行。
・運営費用面に関する検討が必要

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
A ・次年度他学会への円滑な事務局移行

⑤今後の課題と
最終評価（３月）
対応・計画
評価
活動内容
評価
D ・資格制度の改善方策と連動して、新たに技術
B ・資格制度との連携を視野に入れた技術者
者データベースを構築することを検討中。
データベースの構築（「土木技術者総合登録
制度」を新たに創設することを検討中）。

Ｃ

④実施状況と達成度の評価
活動内容
・資格制度の改善方針待ちで、具体的な活動を
していない

中間評価（９月）

最終評価（３月）
評価
活動内容
Ｃ ・具体的な活動なし。

④実施状況と達成度の評価

活動内容
・建設系ＣＰＤ協議会（仮称）の設 ・建設系ＣＰＤ協議会活動の充実（学協会間の ・建設系ＣＰＤ協議会事務局として活動中
・新規参画団体の加入など、建設系ＣＰＤ協議
連携強化）
立の実現
・建設系CPD協議会の活用（学協会 ・プログラム情報検索システム（建設系ＣＰＤ 会の体制作りを推進
・公開シンポジウムの実施
協議会）への登録推進
間の連携強化）

②中期計画／事業
（アクションプラン）

③年度計画

・技術者登録制度の見直し

①長期目標
継続教育制度の充実
（2010年目途）

・中高年技術者の活用
・技術者資格制度との効率的連携

②中期計画／事業
（アクションプラン）

③年度計画

・上期評価依頼なし

・技術評価の実施

中間評価（９月）

・技術評価制度運用上の課題の検討

③年度計画

④実施状況と達成度の評価

部門名： 技術推進機構

⑤今後の課題と
最終評価（３月）
対応・計画
活動内容
評価
活動内容
評価
・垂井高架橋のモニタリング評価（10年間継
Ａ ・垂井高架橋のモニタリング評価（初年度）の Ａ ・新規受託研究獲得のためのＰＲ活動の実施
続）を日本高圧コンクリート（株）より新規受
実施と報告書を取りまとめた。
・契約制度の見直しに伴い、学会としての受
託
・地域ITSの実践に関する調査研究を国土技術
託内容及び契約方法に関して検討が必要
・地域ITSの実践に関する調査研究を国土技術
政策総合研究所より新規に受注。報告書を取り
・研究業務の円滑実施と継続的なアウトリー
政策総合研究所より新規受託予定（平成10年度
まとめた。
チ活動の実施（ＩＴＳのシンポジウム（２月
より継続中，平成19年度より更新）
3日：広島市、活褶曲のシンポジウム（3月
２１日：四谷）
・ISO関連調査研究業務について2件（農林水産 Ａ ・ISO関連調査研究業務について４件（国土儀
Ａ ・機構の事業の存続・継続のため、全事業に
省，三菱総合研究所）を実施中．他に2件（国
う術政策総合研究所、農林水産省、沿岸技術研
わたり中期的な見通しの財政改善を下に進め
土交通省，沿岸技術研究センター）の受注を予
究センター三菱総合研究所）を実施した。
る。
定
・科学技術振興調整費による受託研究「活褶曲
Ａ ・科学技術振興調整費による受託研究「活褶曲 Ａ
地帯における地震被害データアーカイブスの構
地帯における地震被害データアーカイブスの構
築と社会基盤施設の防災対策への活用法の提
築と社会基盤施設の防災対策への活用法の提
案」を継続して実施中（本年度最終年度）
案」を継続して実施、最終報告書を取り纏め
た。
中間評価（９月）

活動内容
・具体的な活動なし

①長期目標
技術者登録制度の充実
（2010年目途）

・技術評価制度の実績作り

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
技術評価制度の確立
（2010年目途）

・継続受託研究の円滑な実施

・特別研究プロジェクト委員会の活 ・新規受託研究の獲得
性化
・政策提言の発信

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
総合・横断型研究開発の体制確立
（2010年目途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

備考

備考

備考

備考
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③年度計画

中間評価（９月）

③年度計画

④実施状況と達成度の評価
最終評価（３月）

評価
活動内容
Ｄ ・具体的な活動なし

最終評価（３月）

・資格審査の受験者数/合格者数/認定者数
特上： 15名/
9名/
9名
上級：162名/ 68名/ 66名
１級： 85名/ 36名/ 36名
２級： 837名/442名/253名

・受審校対象講習会の実施（5月11、12日終
了）

・JABEE主催 審査員講習会への派遣（8月45日，9月2日終了）
・JABEE主催 国際審査員研修会への派遣
（12月13日予定）
・審査員養成講習会の準備中（3月8日開催予
定）（人数等）

・審査員の養成

A

A

・審査員研修会の実施（本年度から分野毎に実
施：3/8開催：37名が参加）

・次年度の講習会の計画策定（5/9～10開催予
定）

活動内容
評価
活動内容
・新規審査4校（工学分野1校含），継続審査8 Ａ ・当年度の分野別審査の終了。
校，中間審査9校（工学分野1校含）の審査準備
中
・海外（シンガポール）への国際審査員派遣

中間評価（９月）

Ｂ

④実施状況と達成度の評価
活動内容
・会長特別委員会にて、海外適用を検討中

中間評価（９月）

・資格審査の申込者数
（特別上級：16人、上級：200人、1級：
213人、2級：773人）

・受審校対象の講習会開催

・ＪＡＢＥＥ審査チームの効率的編 ・審査の円滑な実施
成

②中期計画／事業
（アクションプラン）

③年度計画

・技術者資格の国際相互承認

①長期目標
国際的に通用する大学教育の支援
（2010年目途）

・技術者資格制度の確立と認知

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
土木技術者の社会貢献と地位向上
（2010年目途）

・技術者資格審査の実施

・上級・１級の新コースの試験実施体制の検
討・確立
・特別上級、上級技術者の円滑な更新手続き
・受験者数増のための具体的なＰＲ方法の検
討と実施

・審査員の交代と継続的養成

・継続的に毎年実施する

備考

備考

備考

評価規準
Ａ：年度目標ほぼ達成。特段の対策は不要でオンスケジュールと
判断される
Ｂ：目標未達であるが、次期以降で回復可能
Ｃ：何らかの対策無しでは目標達成不可
Ｄ：目標の変更が必要

A

A

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
A ・多様化する審査方法（継続、中間、一斉）
に対応できる審査体制の整備

⑤今後の課題と
対応・計画
評価
D ・技術者資格制度の見直しの中で、対策を考
える必要がある。

B

⑤今後の課題と
最終評価（３月）
対応・計画
評価
活動内容
評価
Ｂ ・資格制度検討ＴＦの各資格ＷＧにおいて資格
A ・改善方策の具体的な実現
改善の具体的方策について検討
・大学卒業時の2級技術者資格の活用方法
・特上ＷＧ：技術者像の明確化と審査方法の
（就職活動での学力保証など）の定着
改善について取り纏めた。
・上級・１級ＷＧ：経験を口頭試問によって
確認・審査する新コースの実施方法について取
り纏めた。
・２級ＷＧ：コンピュータベース試験の導入
検討ならびに、問題作成体制の見直しについて
提案した。

④実施状況と達成度の評価

活動内容
・実施体制の整備と学会活動への活 ・技術者資格制度に係わる基本事項の検討（受 ・技術者資格委員会に新たにＴＦを設置し、各
験者数増大策を含む）
用
資格別のＷＧにおいて、普及、活用のための改
・制度の本格的活用に向けた働きか ・土木界における資格のあり方について、検
善策を検討中
討、調整する組織の整備
け
・検討組織を準備中

②中期計画／事業
（アクションプラン）

①長期目標
土木学会認定技術者資格制度の確立
（2010年目途）

2007年度 目標/計画（アクションプラン）と実施状況・今後の課題

