
令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日

国土交通省中部地方整備局

名 古 屋 国 道 事 務 所

「あいち 土木の魅力・未来プロジェクト 」

のポータルサイトを開設します

～ 「土木」の魅力を伝え、未来の担い手の確保に向けた取組を展開 ～

○概 要

昨今の建設産業全般において『担い手確保』は最も重要な課題の一つとなっており、

この課題に産学官が手を取り合い、より一層の連携と協働が必要と考えます。

このような状況を踏まえ、愛知県内の「土木」に関係する業界団体、教育機関、行

政・公益企業等により『あいち 土木の魅力・未来プロジェクト』を立ち上げたところ

です。

この度、このプロジェクトの認知度を高め、情報の発信や参加機関の共有のための

手段を強化するため、ロゴ、バナー、キャラクターを定めるとともに、ポータルサイ

トを開設させて頂きました。

１.ポータルサイトURLアドレス:

https://www.cbr.mlit.go.jp/meikoku/other/aichi_doboku/index.html

※「あいち 土木の魅力・未来プロジェクト」で検索

２.資 料

①『あいち 土木の魅力・未来プロジェクト概要』：[別紙1]

②ロゴ、バナー、キャラクター：[別紙2]

③ポータルサイトイメージ：[別紙3]
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『あいち 土木の魅力・未来プロジェクト』 概要

１．目的

・本格的な少子高齢化を迎える今後においても社会資本の整備・管理等を着実に

推進するためには、これを担う人材を確保することが必要。

・そのためには、社会資本及び建設産業の分野の仕事の魅力ややりがいが伝わる

広報を産学官が連携して展開することが必要。

・ターゲットとしては、「人材の確保」という目的に鑑み、高校生までの世代とする。

２．取組内容

１）１．目的の趣旨に適うイベント等の企画・実施に関すること

２）１）についてのＰＲに関すること

３）１）２）について、参加機関の連携の促進に関すること

３．取組の名称

『あいち 土木の魅力・未来プロジェクト』

４．取組体制

・取組は、１．及び２．に賛同する産官学の機関の協力、連携により実施する。

・個別の取組において、参加機関以外の者の協力を求めることができる。

別紙 1

「土木」の魅力を伝え、未来の担い手の確保に向けた取り組みを
展開していく

５．主な取組内容

・統一名称『あいち 土木の魅力・未来プロジェクト』の使用

・参加機関の取組についての情報の共有・提供（ポータルサイトの開設等）

・取組の効果の把握・分析（関連イベント共通のアンケート 等）



６．参加機関＜令和2年6月1日現在：29機関 順不同＞

（業界団体）

・中部建設青年会議 愛知県支部 ・公益社団法人 土木学会 中部支部

・一般社団法人 日本建設機械施工協会 中部支部

・一般社団法人 日本道路建設業協会 中部支部

・一般社団法人 中部地質調査業協会 ・一般社団法人 中部地域づくり協会

・一般社団法人 全国コンクリート製品協会 中部支部

・一般社団法人 愛知県建設業協会 ・一般社団法人 愛知県道路標識・標示業協会

（教育機関）

・学校法人 電波学園 東海工業専門学校 金山校

・国立大学法人 名古屋工業大学

・国立大学法人 名古屋大学 工学部 環境土木・建築学科 環境土木工学プログラム

・中部大学 工学部 都市建設工学科

（行政・公益企業）

国土交通省中部地方整備局

・庄内川河川事務所 ・豊橋河川事務所 ・設楽ダム工事事務所

・名古屋国道事務所 ・愛知国道事務所 ・名四国道事務所

・矢作ダム管理所 ・中部技術事務所 ・中部道路メンテナンスセンター

・愛知県 ・名古屋市 ・瀬戸市 ・岩倉市 ・幸田町

・中日本高速道路（株） 名古屋支社

・独立行政法人 水資源機構 中部支社

『あいち 土木の魅力・未来プロジェクト』 概要



シンボルマーク. バナー. キャラクター

［シンボルマーク］

［バナー］

［キャラクター］

別紙 2
『あいち 土木の魅力・未来プロジェクト』

○作者、コンセプト

・シンボルマーク、バナー
制作：森部 正康（もりべ まさやす）氏）
コンセプト：「土木が支え、作り上げる愛知県」をイメージしました。

・キャラクター
制作：濱口 僚（はまぐち りょう）氏
コンセプト：幅広い世代に注目してもらえるよう、堅苦しい印象ではなく、

興味を持ってもらえるよう親しみやすいデザインとしました。

○シンボルマーク. バナー. キャラクター

参加機関に募集し、応募作品（１９点）の中から参加機関の投票等により選定



＜お知らせ＞

この度、『あいち⼟⽊の魅⼒・未来プロジェクト』のポータルサイトを開設しました。（記者発表資料）
新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌のため、イベント等の開催も対応が難しい状況ではありますが、参加機関の連携・協⼒に

より『⼟⽊の魅⼒』を発信していきます。よろしくお願いいたします。

プロジェクトの名称、シンボルマーク、バナー、キャラクター

このプロジェクトの趣旨を端的に表現し、参加機関が共通して使⽤する名称として「あいち⼟⽊の魅⼒・未来プロジェク
ト」を定めました。
また、シンボルマーク・バナーとキャラクターは、参加機関の関係者から募集し、選定しました。使⽤にあたっては、

ルール があります。

シンボルマーク・バナー（制作︓森部 正康(もりべ まさやす)⽒）

シンボルマーク バナー

プロジェクトの趣旨

『⼟⽊』は、⽣活や産業を⽀える社会資本（インフラストラクチャー）の整備・管理等に係わる仕事です。
昨今、「担い⼿確保」が最も重要な課題の⼀つとなっている状況を踏まえ、産学官が⼿を取り合い「あいち⼟⽊の魅⼒・未

来プロジェクト」を展開することとなりました。
『⼟⽊』の仕事の魅⼒ややりがいが伝わる広報を産学官が連携して展開していきます。

（参考）⼟⽊という⾔葉について （⼟⽊学会ホームページ）

別紙 3
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「あいち ⼟⽊の魅⼒・未来プロジェクト」の名称等の使⽤にあたってのルール

これら（名称・シンボルマーク・バナー・キャラクター）は、このプロジェクトの参加機関及び参加機関に所属する企
業等以外の第三者は原則として使⽤することは出来ません。
ただし、このプロジェクトの活動に有⽤な場合であって、プロジェクト事務局が使⽤を認めた場合には使⽤することが

できます。使⽤を希望する場合には、プロジェクト事務局までご相談下さい。

（令和2年6⽉1⽇ 現在順不同）
（業界団体）

中部建設⻘年会議愛知県⽀部

公益社団法⼈ ⼟⽊学会 中部⽀部

⼀般社団法⼈ ⽇本建設機械施⼯協会 中部⽀部

⼀般社団法⼈ ⽇本道路建設業協会 中部⽀部

⼀般社団法⼈中部地質調査業協会

⼀般社団法⼈中部地域づくり協会

⼀般社団法⼈ 全国コンクリート製品協会 中部⽀部

⼀般社団法⼈ 愛知県建設業協会

⼀般社団法⼈ 愛知県道路標識・標⽰業協会

（教育機関）

学校法⼈電波学園 東海⼯業専⾨学校 ⾦⼭校

国国⽴⼤学法⼈ 名古屋⼯業⼤学

国⽴⼤学法⼈ 名古屋⼤学 ⼯学部 環境⼟⽊・建築学科 環境⼟⽊⼯学プログラム

中中部⼤学⼯学部 都市建設⼯学科

（⾏政・公益企業）

国⼟交通省中部地⽅整備局

庄内川河川事務所、豊橋河川事務所、設楽ダム⼯事事務所、⽮作ダム管理所、

名古屋国道事務所、愛知国道事務所、名四国道事務所、中部道路メンテナンスセンター、

中部技術事務所

愛知県、名古屋市

瀬⼾市、岩倉市、幸⽥町

中⽇本⾼速道路（株）名古屋⽀社

独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 中部⽀社

（その他）

⻘字の機関名をクリックすると、各機関
のＨＰをご覧いただく事ができます。

キャラクター（制作︓濱⼝ 僚（はまぐち りょう）⽒）
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※各機関の名称は、各機関のホームページ等に
リンクされています（⼀部を除く）。



取組内容

各参加者機関により、現場⾒学、体験イベント、出前講座などを実施しています。

実施例

ドローン実演 重機試乗 ボルト締め付け体験

鉄筋の結束体験 コンクリート⼿練り体験 ⾼所作業者への試乗

平成３１年度・令和元年度実績

令和２年度実施予定・実績（準備中）

活動紹介サイト

どりょくん⽇記
（名古屋市緑政⼟⽊局公式ブログ）

現場⾒学⼀覧・旬な現場
（国⼟交通省 中部地⽅整備局）

昨年度の実績を掲載してます。
令和２年度は、イベント等の情報を掲載していきます。

⼟⽊の魅⼒が伝わる動画のリンク集です。
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⼟⽊の魅⼒ 動画等コーナー



中部圏建設担い⼿育成ネットワーク協議会
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/network/index.htm

現場で活躍する「若⼿技術者・⼥性技術者」の紹介
https://www.cbr.mlit.go.jp/local_info/sougou/contents/shisetsu/construction/wakate/

推奨⼟⽊遺産（⼟⽊学会中部⽀部）
http://www.jsce.or.jp/branch/chubu/isan/isan.html

こども＆若者向け どぼくのリンク集（⼟⽊学会中部⽀部）
https://jsce-chubu.jp/youth_link-html

国⼟をつくる⼈ 写真展
http://www.chukensei.jp/photo_exhibition/

お問い合わせ等

プロジェクト事務局

国⼟交通省 中部地⽅整備局 名古屋国道事務所 計画課

TEL︓052-853-7323 E-mail︓cbr-na-soumu@mlit.go.jp

※個々の取組については、それぞれの実施機関に問い合わせください。

（免責事項等）
このホームページについての免責事項等は、国⼟交通省 中部地⽅整備局 名古屋国道事務所のホームページに準ずるものと
します。

© 2020 国⼟交通省中部地⽅整備局 名古屋国道事務所

情報サイト

建設現場へＧＯ︕―⾒る、知る、働く、建設産業のＪｏｂポータル
http://genba-go.jp/
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