
２０２１ 夏号／特集「ふかめる」

◆巻頭インタビュー／メディアとの関係をふかめる

　報道されない災害時の応急対策活動　業界の役割への理解を「ふかめる」

　東京理科大学　理工学部　土木工学科　助教　田中　皓介　氏

◆ルポ／理解をふかめる

　逃げ遅れゼロへ、「逃げキッド」を開発　水害リスクや避難行動への理解を「ふかめる」

　一般財団法人河川情報センター　流域情報事業部　部長　向井　正大　氏

◆地域の話題　よりみち　この街　Vol.１７／建築への理解をふかめる

　前川國男の作品世界を探求し、建築への理解を「ふかめる」

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／魅力をふかめる

　知識を「ふかめる」だけではない　魅力あふれる図書館

◆建設業のいまの動きをみる　保証会社の情報ライブラリー

　～公共工事の動向・建設業景況調査のご紹介～

◆連載「けんせつのでんせつ」

　うぐいす張り

　江口　知秀

◆トピックス／福井支店から

　ようこそ！日本のジュラシック・パークへ

２０２１ 春号／特集「つたえる」

◆巻頭インタビュー／役割をつたえる

　震災から10年を迎える福島で　地方建設業の役割を「つたえる」

　堀江工業株式会社 代表取締役社長

一般社団法人 福島県建設業協会 会長　長谷川 浩一 氏

◆ルポ／職人の技をつたえる

　文化財建築を支える職人を称え　工芸美術の技を次世代に「つたえる」

　株式会社植野石膏模型製作所　専務取締役　植野　守人　氏

◆地域の話題　よりみち　この街　Vol.１６／建物の記憶をつたえる

　かつての建物や街の歴史を「つたえる」モニュメント

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／後世につたえる

　災害の記録や記憶、経験、教訓を後世に「つたえる」

◆初夏の風物詩　団扇のこぼれ話

◆連載「けんせつのでんせつ」

　これは川ではない 滝だ！

　江口　知秀

◆トピックス／千葉支店から

　光と希望を「つたえる」２つの灯台
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２０２１ 冬号／特集「ひきつける」

◆巻頭インタビュー／観光のまなざしをひきつける建築

　日本の建築を、もっと観光資源に　特質伝え、まなざしを「ひきつける」

　一級建築士・全国通訳案内士・博士（工）

　グローブシップ・ソデクソ・コーポレートサービス株式会社　代表取締役社長　枝川　裕一郎　 氏

◆ルポ／色でひきつける現場の安全

　現場の安全へ、色で人目を「ひきつける」　色コミコンサルタントに聞く現場改善法

　色コミコンサルタント、Marble Innovation　代表　松尾　久美子　氏

◆地域の話題　よりみち　この街　Vol.１５／ひきつける教会建築

　心を「ひきつける」アントニン・レーモンドの教会建築

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／開運ひきつける

　人々を「ひきつける」神社仏閣

◆東京オリンピック関連展示公開

　建設産業図書館

◆連載「けんせつのでんせつ」

　線守稲荷

　江口　知秀

◆トピックス／富山支店から

　富山平野を守り続ける「立山砂防」

２０２０ 秋号／特集「みちびく」

◆巻頭インタビュー／ドライバーを安全運転にみちびく

　安全運転へ「みちびく」シークエンスデザイン　路面上で道路の線形を可視化する

　STUDIO HAN DESIGN株式会社　代表取締役　韓　亜由美 氏

◆ルポ／建築の世界へみちびく

　とびラーが東京都美術館を熱く語る　参加者を建築に「みちびく」館内ツアー

　東京都美術館　アート・コミュニケーション係　学芸員　河野　佑美　氏

◆地域の話題　　よりみち　この街　Vol.１４／建築の重要な要素

　建物へと「みちびく」アプローチ

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／前川建築へみちびく

　日本のモダニズム建築の巨匠　前川國男の世界へ「みちびく」

◆地方自治体における電子入札の導入状況について

　日本電子認証株式会社

◆連載「けんせつのでんせつ」

　百太郎溝の人柱

　江口　知秀

◆トピックス／長野支店から

　信州 安曇野の魅力を引き出す「拾ケ堰」
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２０２０ 夏号／特集「たかめる」

◆巻頭インタビュー／無電柱化率をたかめる

　“推進計画”と“地元合意”で無電柱化率を「たかめる」

　国立大学法人 東京工業大学 副学長（産官学連携担当）　　環境・社会理工学院　教授　屋井　鉄雄　氏

◆ルポ／現場の生産性をたかめる

　スケッチコミュニケーション文化を広め、現場の図面力向上で生産性を「たかめる」

　一般社団法人 日本建設業連合会　建築生産委員会 施工部会　部会長 木谷　宗一　氏

　一般社団法人 日本建設業連合会　建築生産委員会 施工部会　生産性向上専門部会 主査　堀江　邦彦　氏

◆地域の話題　よりみち この街Vol.１３／より価値をたかめる

　耐震補強や改修で歴史的建物の価値を「たかめる」

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／省エネ効果＋αをたかめる

　施設の魅力を「たかめる」グリーン・アクション

◆建設業のいまの動きをみる　保証会社の情報ライブラリー

　～公共工事の動向・建設業景況調査のご紹介～

◆連載「けんせつのでんせつ」

　妖怪アマビエの正体

　江口　知秀

◆トピックス／茨城支店から

　　“茨城をまるごとお貸しいたします”

２０２０ 春号／特集「つなぐ」

◆巻頭インタビュー／事業をつなぐ

　後継者難×成長意欲のマッチング　事業引継ぎ支援センターで事業を「つなぐ」

　静岡商工会議所　静岡県事業引継ぎ支援センター　統括責任者　清水　至亮　氏

◆ルポ／思いをつなぐ

　建機に魅せられ、ミニチュアを販売　リアリティー追求し思いを「つなぐ」

　有限会社 ケン クラフト　代表取締役　髙石　賢一　氏

◆地域の話題　よりみち この街Vol.１２／建物と建物をつなぐ

　建物と建物を空中で「つなぐ」連絡通路

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／人と人、まち、文化をつなぐ

　「つなぐ」まちの顔、駅舎を訪ねる

◆初夏の風物詩　団扇のこぼれ話

◆連載「けんせつのでんせつ」

　貞女おかん

　江口　知秀

◆トピックス／静岡支店から

　「日本平夢テラス」から眺める絶景パノラマ
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２０２０ 冬号／特集「とりくむ」

◆巻頭インタビュー／伝わる広報活動にとりくむ

　業界の誇りを忘れず、興味を抱かせよ　伝わる広報活動に、自らも「とりくむ」

　フリーライター　三上　美絵　氏

◆ルポ／楽しい学びにとりくむ

　楽しく学べる教育ツールを目指し　偉人のかるた創りに「とりくむ」

　公益社団法人 土木学会 土木広報センター
　土木リテラシー促進グループ長　緒方　英樹　氏
　土木リテラシー促進グループ　鈴木　三馨　氏

◆地域の話題　よりみち この街Vol.１１／建物の保存運動にとりくむ

　建物や土地の歴史を残したい　市民運動の取り組みにより保存修復された建築物

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／偉人たちのとりくみ

　『土木偉人かるた』から知るパイオニアたちの「とりくみ」

◆ダムカード常設展示公開

　建設産業図書館

◆連載「けんせつのでんせつ」

　自分の命日をピタリと当てた？易聖・高島嘉右衛門最期の易断

　江口　知秀

◆トピックス／山形支店から

　山形の新たな文化創造・魅力発信の拠点オープン

　

２０１９ 秋号／特集「みせる」

◆巻頭インタビュー／働く人たちの誇りをみせる

　インフラメンテナンスの現場に通い　写真を通して働く人たちの誇りを「みせる」

　写真家　山崎　エリナ　氏

◆ルポ／建築文化の一端をみせる

　建築を文化としてもっと身近に　建築模型を「みせる」

　寺田倉庫　建築倉庫ミュージアム　王　聖美　氏

◆地域の話題　よりみち この街Vol.１０／景色をみせる

　より高く、より楽しく　高いところから景色を見せる　展望建築のバラエティ

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／アートな一面をみせる

　建築家の思考を大切に展示・保管する場所　「建築倉庫ミュージアム」

◆防災情報の警戒レベル運用開始　気象災害から自らの命を守るには？

　株式会社建設経営サービス

◆連載「けんせつのでんせつ」

　近世以前の河川開鑿における加熱式岩石破砕法

　江口　知秀

◆トピックス／三重支店から
　陸運と水運の両立を図る四日市の可動橋
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２０１９ 夏号／特集「めざす」

◆巻頭インタビュー／技術者の意欲向上をめざす

　工事銘板の設置で「めざす」技術者の意欲向上と担い手確保・育成

　長野県建設部　建設政策課技術管理室　基準指導班

　副主任専門指導員　玉川　博之　氏

◆ルポ／空き家問題の解決をめざす

　空き家問題を身近に捉え、解決を「めざす」

　株式会社シンクダイン　研究主幹　米山　秀隆　氏

◆地域の話題　よりみち この街Vol.９／めざして行く名建築

　予約して見に行くほどの名建築とは

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／モチベーションアップをめざす

　技術者の誇りとやりがいを伝え、仕事への意欲向上を「めざす」工事銘板

◆建設業のいまの動きをみる保証会社の情報ライブラリー

◆連載「けんせつのでんせつ」

　ダイダラボッチ

　江口　知秀

◆トピックス／新潟支店から

　豊穣の地・越後平野の発展の礎 大河津分水

　

２０１９ 春号／特集「かんがえる」

◆巻頭インタビュー／専門高校のあり方をかんがえる

　担い手は確保されても高い離職率　工業系専門高校のあり方を考える

　全国高等学校土木教育研究会　事務局長、東日本高等学校土木教育研究会　事務局長、
　土木学会教育企画・人材育成委員会　高等教育小委員会委員、
　東京都立総合工科高等学校　建築・都市工学科　教諭　東　君康　氏

◆ルポ／下水道の活用をかんがえる

　下水道の活用を考える時代　宝の山、下水道資源を生かせ！

　国土交通省　水資源・国土保全局　下水道部下水道企画課　下水道国際・技術調整官　阿部　千雅　氏

◆地域の話題　よりみち この街Vol.８／巨匠の設計をかんがえる

　国立西洋美術館の設計者　ル・コルビュジエは、なぜ近代建築の巨匠なのか

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／ふたの先をかんがえる

　マンホールが語る自治体の特徴

◆初夏の風物詩　団扇のこぼれ話

◆連載「けんせつのでんせつ」

　鬼沢の鬼神

　江口　知秀

◆トピックス／山梨支店から

　山梨に擬洋風建築あり　明治初期の山梨県令　藤村紫朗
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２０１９ 冬号／特集「あたたまる」

◆巻頭インタビュー／心あたたまる物語

　建設業の心温まる物語を紡ぎ　人を通して業界の魅力伝える

　特定非営利活動（NPO）法人 建設経営者倶楽部KKC 理事長
　ハタコンサルタント株式会社代表取締役　降籏　達生　氏

◆ルポ／体も心もあたたまる

　東京型銭湯を代表する子宝湯　体も心も「あたたまる」

　公益財団法人東京都歴史文化財団　江戸東京たてもの園　研究員　米山　勇　氏

◆地域の話題　よりみち この街Vol.７／西洋化であたたまる

　近代日本を華やかに彩ったあたたかな暖房装置とその装飾

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／道の駅であたたまる

　体の芯から「あたたまる」　道の駅の温泉♨10選

◆明治150年記念イベント開催

　建設産業図書館

◆連載「けんせつのでんせつ」

　水道は火事を呼ぶ

　江口　知秀

◆トピックス／岐阜支店から

　小水力発電と地域おこし　石徹白（郡上市）
　

２０１８ 秋号／特集「つたえる」

◆巻頭インタビュー／役割をしっかりつたえる

　散策・グルメネタで読者をつかみ　建設業の役割を伝える情報誌を発刊

　一般社団法人 栃木県建設業協会　広報委員会

◆ルポ／後世につたえる

　災害の教訓を後世に「つたえる」　宝の山と地の利を生かし企画展を開催

　公益社団法人 全国市有物件災害共済会　防災専門図書館　司書・学芸員　堀田　弥生　氏

◆地域の話題　よりみち この街Vol.６／技をつたえる

　歴史ある建物と技術を「つたえる」という仕事

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／次代につたえる

　測量家・伊能忠敬の業績を「つたえる」

◆法人税・消費税の電子申告義務化への対応について

　日本電子認証株式会社

◆連載「けんせつのでんせつ」

　大岡越前

　江口　知秀

◆トピックス／石川支店から

　伝統と現代を未来へ「つたえる」　古都金沢で現代建築めぐり
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２０１８ 夏号／特集「ふせぐ」

◆巻頭インタビュー／被害拡大をふせぐ

　建設業界も参画したいタイムライン　人命を守り、被害拡大を「ふせぐ」

　東京大学大学院情報学環 総合防災情報研究センター（CIDIR）客員教授
　NPO法人環境防災総合政策研究機構(CeMI）環境・防災研究所 副所長　松尾　一郎　氏

◆ルポ／ヒートアイランドをふせぐ

　気温上昇を「ふせぐ」　多機能な緑化で統合的に対応を

　公益財団法人　東京都環境公社　東京都環境科学研究所　環境資源研究科　主任研究員　市橋　新　氏

◆地域の話題　よりみち この街Vol.５／倒壊・老朽化をふせぐ

　歴史を刻み続ける高度経済成長期の「シブいビル」

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／ふせぎ、いかすインフラ

　　「ふせぐ」インフラを観光にも生かす

◆公共投資と建設企業のいまをみる　保証会社の情報ライブラリー

◆連載「けんせつのでんせつ」

　間違って壊された天守

　江口　知秀

◆トピックス／岩手支店から

　「ラグビーで復興」のシンボリックな存在へ
　ラグビーワールドカップ２０１９TM試合会場の一つ「釜石鵜住居復興スタジアム（仮称）」
　

２０１８ 春号／特集「かえる」

◆巻頭インタビュー／線路を道にかえる

　鉄道跡地をＢＲＴに「かえる」　沿線への居住促進でコンパクトシティを形成

　茨城大学　工学部　教授　山田　稔　氏

◆ルポ／電子化で現場をかえる

　小黒板情報をデータに「かえる」　　現場の省力化と業務効率向上へ

　一般財団法人日本建設情報総合センター　建設情報研究所　研究開発部　主任研究員　影山　輝彰　氏

◆地域の話題　よりみち この街Vol.４／建物の用途をかえる

　コンバージョンする昭和モダンの香り留める学び舎

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／地域交通をかえる

　時代にあわせて進化する路面電車

◆初夏の風物詩　団扇のこぼれ話

◆連載「けんせつのでんせつ」

　女人堤防

　江口　知秀

◆トピックス／愛知支店から

　街並みは変わっても市民に愛され続ける豊橋の「市電」
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２０１８ 冬号／特集「つかう」

◆巻頭インタビュー／国産材をつかう

　コンクリートに振れ過ぎた時代を見直し　最大の消費地、都市で国産材を「つかう」

　東京都市大学　工学部　教授　大橋　好光　氏

◆ルポ／先人の知恵と技術をつかう

　100年前の姿残す旧古河庭園　先人の知恵と技術を「つかう」

　公益財団法人 東京都公園協会　旧古河庭園サービスセンター　中林　義貴　氏

◆地域の話題　よりみち この街Vol.３／保存しながらつかう

　保存しながら使う　丸の内の歴史的建築

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／木づかいの美

　木を使い、木の美しさを見せて豊かな森を活かしていく

◆開館15周年記念イベントを開催

　東日本建設業保証株式会社　建設産業図書館事務局

◆連載「けんせつのでんせつ」

　提灯測量

　江口　知秀

◆トピックス／青森支店から

　和の技術を使い洋風建築を究めた大工の神様、棟梁 堀江佐吉

　

２０１７ 秋号／特集「あゆむ」

◆巻頭インタビュー／地域とともに未来へあゆむ

　廃校利用し、担い手を育成

　建設業界の未来へ「あゆむ」

　一般社団法人利根沼田テクノアカデミー　校長　桑原　敏彦　氏

◆ルポ／建設産業とともにあゆむ

　図書館の社会的責任を果たす「ＬＳＲ活動」を展開

　東日本建設業保証株式会社　建設産業図書館事務局　　事務局長　勝又　義人

◆地域の話題　よりみち この街Vol.２／町並みをあゆむ

　歩くのが楽しい町、谷中・上野桜木

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／社会とあゆむ

　地域社会を支え　人々に愛された土木・建築遺産

◆若手を伸ばす！　知っておきたい「上手な叱り方＆導き方」

　株式会社建設経営サービス

◆連載「けんせつのでんせつ」

　キリシタンの神を祀る天守閣

　江口　知秀

◆トピックス／群馬支店から

　歴史とあゆむ　日本の近代化を支えた織都・桐生

　



広報誌『EAST TIMES 』バックナンバー目次
＊役職名等は取材時のものです

２０１７ 夏号／特集「いかす」

◆巻頭インタビュー／ＩＣＴをいかす

　ＩＣＴ活用で「安かろう・良かろう」を

　現場の情報をマネジメントにも「いかす」

　立命館大学理工学部　教授　建山　和由　氏

◆ルポ／調べ測りいかす

　公正・安心の自治体経営に　いま地籍調査が必要な理由

　東京大学大学院　工学系研究科　教授　清水　英範

◆地域の話題　よりみち この街 Vol.１／建物をいかす

　戦後マンガの聖地　「トキワ荘」と地域おこし

　鈴木　伸子

◆Photo Gallery／土木遺産をいかす

　歴史的土木構造物を次代の社会づくりに生かす

◆公共投資と建設企業のいまをみる　保証会社の情報ライブラリー

◆連載「けんせつのでんせつ」

　橋姫　その２

　江口　知秀

◆トピックス／総務部広報室から

　街の歴史を生かしたリニューアル　開業90周年を迎える東京メトロ銀座線

２０１７ 春号／特集「やすむ」

◆巻頭インタビュー／きちんとやすむ

　長時間労働の解消に向け各作業所で第２土曜日を「やすむ」

　日本建設産業職員労働組合協議会　議長　田中　宏幸　氏

◆ルポ／やすんで防ぐ

　「やすむ」だけで安心は禁物　熱中症対策で気を付けたい点

　労働安全衛生総合研究所　リスク管理研究センター長　高木　元也　氏

◆地域の話題／心やすまる

　江戸・東京　いま・むかし Vol.１０　江戸の風がそよぐやすらぎの景色　浜離宮のいまとむかし

　広報室　中川　良克

◆Photo Gallery／ミュージアムで心やすめる

　地域の文化や歴史とともに過ごす豊かな時間

◆初夏の風物詩　団扇のこぼれ話

◆連載「けんせつのでんせつ」

　橋姫　その１

　江口　知秀

◆トピックス／新宿支店から

　武蔵野の面影を残す憩いの空間　開園100周年を迎える井の頭恩賜公園



広報誌『EAST TIMES 』バックナンバー目次
＊役職名等は取材時のものです

２０１７ 冬号／特集「しる」

◆巻頭インタビュー／計画の策定・運用をしる

　災害発生時のリスクを「しる」　ＢＣＰで社会的責任を果たす

　東北大学　災害科学国際研究所　教授　丸谷　浩明　氏

◆ルポ／ダムの魅力をしる

　ダムカードをきっかけに地域活性化につなげる

　国土交通省　水管理・国土保全局　河川環境課　河川環境評価分析官　三橋　さゆり　氏

◆地域の話題／庶民をしる

　江戸・東京　いま・むかし Vol.９　記録から江戸庶民の暮らしを知る

　郷土史家　清田　和美

◆Photo Gallery／ダムを写真でしる

　写真で見るダムの目的と型式

◆建設産業図書館オススメ！！建設関連マンガのご紹介

　東日本建設業保証株式会社　建設産業図書館事務局

◆連載「けんせつのでんせつ」

　友野与右衛門の行方

　江口　知秀

◆トピックス／福島支店から

　先人の豊かな創造力と優れた匠の技をしる　「会津さざえ堂」の不思議

２０１６ 秋号／特集「たのしむ」

◆巻頭インタビュー／参加してたのしむ

　現場の仮囲いで「たのしむ」　まちと関係築くデザインの力

　公立大学法人前橋工科大学教授、株式会社ステュディオ　ハン　デザイン　代表取締役

　都市景建築家（Urbanscape Architect）　韓　亜由美　氏

◆ルポ／身近にたのしむ

　学び「たのしむ」建設業　子ども霞が関見学デー

　一般財団法人建設業振興基金　経営基盤整備支援センター　人材育成支援課　主任　松縄　修　氏

◆地域の話題／暮らしをたのしむ

　江戸・東京　いま・むかし Vol.８　四季折々の街を「たのしむ」江戸の庶民

　郷土史家　清田　和美

◆Photo Gallery／見て・触れて・楽しむ

　学べるテーマパーク　博物館明治村

◆建設業におけるマイナンバーへの対応について

　日本電子認証株式会社

◆連載「けんせつのでんせつ」

　板屋兵四郎の最後

　江口　知秀

◆トピックス／神奈川支店から

　信仰と行楽をたのしむ旅　「大山詣り」のストーリー



広報誌『EAST TIMES 』バックナンバー目次
＊役職名等は取材時のものです

２０１６ 夏号／特集「つなぐ」

◆巻頭インタビュー／やさしくつなぐ

　東京オリンピック・パラリンピックでさらなる浸透を　人と社会を「つなぐ」ユニバーサルデザイン

　東洋大学　ライフデザイン学部　人間環境デザイン学科　教授　髙橋　儀平　氏

◆ルポ／スマートにつなぐ

　外環千葉県区間、いよいよ開通へ　賢く使い、域内外を「つなぐ」

　国土交通省　関東地方整備局　首都国道事務所　副所長　吉沢　仁　氏

◆地域の話題／技術力で未来へつなぐ

　江戸・東京　いま・むかし Vol.７　線路はつながる、どこまでも　進化し続ける日本の鉄道

　郷土史家　清田　和美

◆Photo Gallery／橋でつなぐ

　土地と人々をつなぐランドマーク

◆公共投資と建設企業のいまをみる　保証会社の情報ライブラリー

　～公共工事の動向・建設業景況調査のご紹介～

◆連載「けんせつのでんせつ」

　金沢の「七つ橋渡り」

　江口　知秀

◆トピックス／栃木支店から

　ぬくもりとやすらぎで歴史をつなぐ石の街、宇都宮

２０１６ 春号／特集「ささえる」

◆巻頭インタビュー／ささえる人、育てる

　防災を学ぶ専門学科、誕生！志の高い生徒をささえ、伸ばす

　宮城県多賀城高等学校　校長　小泉　博　氏

◆ルポ／区民の安全をささえる

　区民の命を守る「品川シェルター」　　独自開発し、設置費用を助成

　品川区都市環境部　建築課長　鈴木　和彦　氏

◆地域の話題／人を助け、ささえる

　江戸・東京　いま・むかし Vol.６　江戸も今も変わらぬ日本人の互助の精神

　郷土史家　清田　和美

◆Photo Gallery／地元をささえる

　復興をささえる被災地のいま

◆初夏の風物詩　団扇のこぼれ話

◆連載「けんせつのでんせつ」

　ウナネ神

　江口　知秀

◆トピックス／営業部から

　食をささえてきた都民の台所、築地のこれまでとこれから



広報誌『EAST TIMES 』バックナンバー目次
＊役職名等は取材時のものです

２０１６ 冬号／特集「くみあわす」

◆巻頭インタビュー／学と匠をくみあわす

　日本の建築は木造から始まった　ものづくりの基礎、木造建築を原点から教える

　ものつくり大学　技能工芸学部建設学科　教授　深井　和宏　氏

◆ルポ／地域と機能をくみあわす

　地方創生への新たな活力　－「道の駅」が結ぶ多彩な機能

　一般財団法人日本みち研究所　研究理事 調査部長兼駐車場研究室長　角湯　克典　氏

◆地域の話題／地と地をくみあわす

　江戸・東京　いま・むかし Vol.５　江戸は、くみあわせのまち

　郷土史家　清田　和美

◆Photo Gallery／くみあわせて建てる

　建築物に見る組み合わせの美

◆建設産業図書館オススメ！！建設関連小説のご紹介

　東日本建設業保証株式会社　建設産業図書館事務局

◆連載「けんせつのでんせつ」

　三十三間堂の柳の棟木

　江口　知秀

◆トピックス／秋田支店から

　かまくらに魅せられたドイツの建築課

２０１５ 秋号／特集「こわす」

◆巻頭インタビュー／こわして、活かす

　建築物の一部を壊して再生・活用　軽量化で耐力アップ図る減量も

　首都大学東京特任教授・大連理工大学客員教授・株式会社青木茂建築工房　代表取締役　青木　茂　氏

◆ルポ／こわして、残す

　集合住宅歴史館に見る昭和の暮らし

　独立行政法人都市再生機構　　技術・コスト管理部技術調査チーム（技術管理分室）　主幹　牛山　美緒　氏

◆地域の話題／時代をこわす

　江戸・東京　いま・むかし Vol.４　　「こわす」は未来へのメッセージ

　郷土史家　清田　和美

◆Photo Gallery／こわして、造る

　緑に包まれた文化公園になった万博会場

◆いよいよ義務化の「ストレスチェック」制度　　今、会社がすべきことは？

　株式会社建設経営サービス

◆連載「けんせつのでんせつ」

　松江大橋の人柱

　江口　知秀

◆トピックス／埼玉支店から

　聖火台の鋳造に命をかけた父子



広報誌『EAST TIMES 』バックナンバー目次
＊役職名等は取材時のものです

２０１５ 夏号／特集「さかせる」

◆巻頭インタビュー／ともに、さかせる

　緑豊かな堤を彩る季節の花々　官民協働で保全し、「さかせる」

　特定非営利活動（NPO）法人　幸手権現堂桜堤保存会　理事・事務局長　中村　誠　氏

◆ルポ／人材をさかせる

　東京都立城東職業能力開発センター

　若年層から中高年まで。建設分野で、幅広く活躍できる人材育成に取り組む

　東京都立城東職業能力開発センター　訓練課　建築設備施工科　吉田　陽子　氏

◆地域の話題／才能をさかせる

　江戸・東京　いま・むかし Vol.３　世界へ羽ばたいた技術者集団

　郷土史家　清田　和美

◆Photo Gallery／智をさかせる学び舎

　いきいきと個性を咲かせる学びの場

◆公共投資と建設企業のいまをみる　保証会社の情報ライブラリー

　～公共工事の動向・建設業景況調査のご紹介～

◆連載「けんせつのでんせつ」

　国定忠治の磯沼浚渫工事

　江口　知秀

◆トピックス／大阪支店から

　石積みに才能の花をさかせた「穴太衆」

２０１５ 春号／特集「もてなす」

◆巻頭インタビュー／まちづくりで、もてなす

　金沢駅を降りれば、まず人の空間　伝統に現代を重ね、「おもてなし」

　金沢工業大学　教育支援機構　顧問　教授　水野　一郎　氏

◆ルポ／インフラで、もてなす

　地域の魅力、再発見　インフラツーリズムのもたらすもの

　株式会社ＪＴＢ総合研究所　主席研究員　中根　裕　氏

◆地域の話題／お客様をもてなす

　江戸・東京　いま・むかし Vol.２　日本の文化は、おもてなし

　郷土史家　清田　和美

◆Photo Gallery／もてなしのインフラ

　地域のインフラを観光に生かす

◆初夏の風物詩　団扇のこぼれ話

◆連載「けんせつのでんせつ」

　「女堀」の名称由来

　江口　知秀

◆トピックス／宮城支店から

　蔵の町並みで観光客をもてなす、みちのく宮城の小京都



広報誌『EAST TIMES 』バックナンバー目次
＊役職名等は取材時のものです

２０１５ 冬号／特集「へらす」

◆巻頭インタビュー／災害をへらす

　減災社会の構築に向け、防災教育の充実を　ハード面の防災対策との連携強化も必要に

　名古屋大学　減災連携研究センター　特任准教授　阪本　真由美　氏

◆ルポ／廃棄物をへらす

　ゼロエミッションを目指し再生利用進む　再資源化率の向上を目指し、さらなる活用が望まれる

　（一社)日本建設業連合会　環境委員会建築副産物部会部会長

　鹿島建設株式会社　安全環境部担当部長兼施工環境グループ長　米谷　秀子　氏

◆地域の話題／ムダをへらす

　江戸・東京　いま・むかし Vol.１　暮らしを見つめ直す

　郷土史家　清田　和美

◆Photo Gallery／二酸化炭素をへらす

　街と夜空を彩るライトアップ

◆輝く『土木女子！』の写真パネル展　－建設産業図書館にて開催－

　東日本建設業保証株式会社　建設産業図書館事務局

◆連載「けんせつのでんせつ」

　日本現存最古の閘門式運河？高梁川の高瀬通し

　江口　知秀

◆トピックス／福井支店から

　県で初めて重要有形民俗文化財に指定された越前和紙

２０１４ 秋号／特集「たくわえる」

◆巻頭インタビュー／水をたくわえる

　毎日の水を心配せずに済むありがたさ　課題は、それを支える社会資本の維持管理

　東京大学　生産技術研究所　教授　沖　大幹　氏

◆事例紹介／情報をたくわえる

　漠然と探す、デジタルでも可能に　それでも変わらぬ、「場」の役割

　国立情報学研究所　情報社会相関研究系・教授

　総合研究大学院大学　情報学専攻・教授（併任）　神門　典子　氏

◆ルポ／エネルギーをたくわえる

　石油社会を支える国家備蓄施設、水素社会に向け、タンク開発も

　東京電気大学教授　工学部機械工学科　辻　裕一　氏

◆Photo Gallery／たくわえる施設

　地域のランドマークとなった配水塔

◆地域の話題／食料をたくわえる

　　「自助」を見直す　循環型の備蓄で1週間分を目指そう

　日本女子大学　家政学部長　教授　石川　孝重　氏

◆連載「けんせつのでんせつ」

　逆柱

　江口　知秀

◆トピックス／千葉支店から

　気象界に尽くした岡田武松



広報誌『EAST TIMES 』バックナンバー目次
＊役職名等は取材時のものです

２０１４ 夏号／特集「はかる」

◆巻頭インタビュー／滞りの解消を図る

　混雑緩和に欠かせないハードとソフトの連携　渋滞学が、今後の社会インフラ充足に生きる

　東京大学　先端科学技術研究センター　教授　西成　活裕　氏

◆事例紹介／国土をはかる／電子国土基本図

　国土を「はかる」地図の電子化　情報と表現が国土への関心高める

　法政大学教授　デザイン工学部　都市環境デザイン工学科　森田　喬　氏

◆ルポ／大気をはかる

　越境汚染や温暖化への影響解明に向け山岳大気でエアロゾルを「はかる」

　東京理科大学教授　理学部第一部物理学科　理学研究科物理学専攻　三浦　和彦　氏

◆Photo Gallery／土地をはかる

　日本地図と測量のあゆみ

◆地域の話題／都市のありようをはかる

　人口減少時代の都市計画　人口減少時代に都市を「はかる」

　中央大学教授　理工学部　都市環境学科　谷下　雅義　氏

◆連載「けんせつのでんせつ」

　大工と鬼六

　江口　知秀

◆トピックス／富山支店から

　大工技術との融合で生まれた井波彫刻

２０１４ 春号／特集「のばす」

◆巻頭インタビュー／才能を伸ばす

　土木の領域広げる新しい分野で女性が活躍する可能性

　東京大学生産技術研究所　都市基盤安全工学国際研究センター　教授　桑野　玲子　氏

◆事例紹介／技術をのばす／富士教育訓練センター

　実技と合宿の独自の教育訓練で人材を伸ばし社業を「のばす」

　職業訓練法人　全国建設産業教育訓練協会　富士教育訓練センター　専務理事　菅井　文明　氏

◆ルポ／宇宙へのばす／宇宙構造物の研究開発

　宇宙空間に活動領域を「のばす」　エレベーターや居住区の可能性も

　宇宙航空研究開発機構　宇宙科学研究所　宇宙飛翔工学研究系　准教授　石村　康生　氏

◆Photo Gallery／鉄道路線をのばす

　社会とともに延伸した鉄路

◆地域の話題／地下へのばす／大深度地下利用

　社会インフラを大深度地下に「のばす」

　早稲田大学理工学術院教授　創造理工学部社会環境工学科　小泉　淳　氏

◆連載「けんせつのでんせつ」

　飛騨匠と名工伝説

　江口　知秀

◆トピックス／長野支店から

　東北や九州にまで足をのばして活躍した高遠石工



広報誌『EAST TIMES 』バックナンバー目次
＊役職名等は取材時のものです

２０１４ 冬号／特集「よみがえる」

◆巻頭インタビュー／景観も蘇る

　技術や意匠を受け継ぐ「リ・デザイン」は人の縁が生む、筋書きのないドラマ

　早稲田大学創造理工学部　教授　佐々木　葉　氏

◆事例紹介／歴史的建造物がよみがえる／旧枢密院庁舎改修

　旧枢密院庁舎を改修し再利用　見出した価値をもとに新たな価値創造

　東京工業大学大学院教授　理工学研究科建築学専攻　工学博士　建築史　藤岡　洋保　氏

◆ルポ／レアメタルがよみがえる

　「Value of Nature（自然の価値）」という概念を重視して、環境負荷を抑えレアメタルを再生する

　東京大学　生産技術研究所　教授

　サスティナブル材料国際研究センター　センター長　岡部　徹　氏

◆Photo Gallery／建築遺産がよみがえる

　よみがえる歴史的建築遺産

◆地域の話題／学校がよみがえる／廃校の有効活用

　地域の新しい拠点としてよみがえる廃校

　東京電機大学教授　情報環境学部長　吉村　彰　氏

◆連載「けんせつのでんせつ」

　弥三郎婆

　江口　知秀

◆トピックス／茨城支店から

　新年を寿ぐ若松とセンリョウ

２０１３ 秋号／特集「おさめる」

◆巻頭インタビュー／河川を治める

　流域の発想取り戻し治水に感謝　減災はハード整備と情報提供で

　中央大学理工学部・大学院　教授　山田　正　氏

◆事例紹介／土木工学をおさめる／土木教育

　社会の求める「豊かさ」の提供へ　土木教育の在り方から見直しを

　日本大学理工学部　交通システム工学科　教授　　工学博士　福田　敦　氏

◆ルポ／文化財をおさめる

　貴重な紙文化財を「おさめる」　保存環境づくりの基本

◆Photo Gallery／水をおさめる

　利根川の水を治め水を活かす

◆地域の話題／「文化」と「にぎわい」をおさめる／横浜赤レンガ倉庫

　「おさめる」ものを変えてなお、シンボルとして輝き放つ

　東京電機大学　未来科学部建築学科　素材と構造デザイン研究室　教授　今川　憲英　氏

◆連載「けんせつのでんせつ」

　秀吉の御土居

　江口　知秀

◆トピックス／静岡支店から

　天竜川の氾濫に立ち向かった金原明善。

　東京芸術大学大学院　美術研究科　文化財保存学専攻　保存科学教室　文化財測定学　教授　農学博士　稲葉　政満　氏　



広報誌『EAST TIMES 』バックナンバー目次
＊役職名等は取材時のものです

２０１３ 夏号／特集「そだてる」

◆巻頭インタビュー／計画的に育てる

　安全・安心な農産物を安定的に「そだてる」植物工場　第三次ブームばねに、新しい農業としての基盤整備を

　明治大学農学部農学科准教授 兼 植物工場基盤技術研究センター長　池田　敬　氏

◆事例紹介／陸上でそだてる

　安心・安全を実現する陸上養殖　フグやヒラメを都心のビルで

　東京海洋大学大学院　海洋科学技術研究科　教授　農学博士　竹内　俊郎　氏

◆ルポ／微生物資源をそだてる

　食糧やエネルギーを生み出す発酵　微生物資源にも国家戦略を

　東京農業大学　短期大学部　醸造学科　酒類学分野　酒類学研究室　教授　穂坂　賢　氏　

◆Photo Gallery／風景をそだてる

　日本人の情感を育んだ「育てる風景」

◆地域の話題／国産材をそだてる

　国産材の活用で人工林を「そだてる」

　東京大学大学院　農学生命科学研究科　森林利用学研究室　教授　酒井　秀夫　氏

◆連載「けんせつのでんせつ」

　神さまが守った島

　江口　知秀

◆トピックス

　開通２０周年迎えた東京湾レインボーブリッジ。

２０１３ 春号/特集「うごかす」

◆巻頭インタビュー／ロボットを動かす

　人間の作業の肩代わりをするロボット　その技術は土木インフラのメンテナンスに生きる

　芝浦工業大学工学部　電気工学科　特任教授　油田　信一　氏

◆事例紹介／家をうごかす／曳家

　ビルを「うごかす」、住宅を「うごかす」・・・　ストック活用の時代に期待される「曳家」の技術

　工学院大学建築学部　教授　工学博士　吉田　倬郎　氏

◆ルポ／代わりにうごかす／ロボット

　人間の代わりにモノを「うごかす」ロボット　実用性と万能さ、２つの方向で開発進む

　早稲田大学　創造理工学部　総合機械工学科　教授　工学博士　菅野　重樹　氏　

◆Photo Gallery／心をうごかす

　遊び心を動かす

◆地域の話題／保存のためにうごかす

　江戸東京たてもの園　都内の価値ある建造物を「うごかす」

　江戸東京たてもの園　学芸員　髙橋　英久　氏

◆連載「けんせつのでんせつ」

　法隆寺のエンタシス

　江口　知秀

◆トピックス／山形支店から

　人を駒として「うごかす」ユニークなイベント。



広報誌『EAST TIMES 』バックナンバー目次
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２０１３ 冬号／特集「あつまる」

◆巻頭インタビュー／通過点に集まる

　人や物が「あつまる」交通結節点のターミナル

　立命館大学経営学部　教授　土居　靖範　氏

◆事例紹介／憩いの場にあつまる／人が集まる公園

　公園はいま再び、にぎわいの場に

　東京大学大学院准教授　農学生命科学研究科　森林風致計画学研究室　小野　良平　氏

◆ルポ／情報があつまる

　納本制度の下、年間１００万点近くが集まる

　国立国会図書館　総務部総務課　課長補佐（広報担当）　伊藤　りさ　氏　

◆Photo Gallery／経済があつまる

　物が動き、人が集う街　東京

◆地域の話題／食があつまる

　青果、花きが「あつまる」大田市場

◆連載「けんせつのでんせつ」

　化け物丁場

　江口　知秀

◆トピックス／三重支店から

　２０１３年は２０年に一度の式年遷宮の年。

２０１２ 秋号／特集「６０周年」

◆ご挨拶／創立６０周年を迎えて

　東日本建設業保証株式会社　取締役社長　小野　邦久

◆東日本建設業保証の６０年の歩み

◆６０周年のまち

　魚津市・大船渡市・中津川市・茂原市・安城市・氷見市

◆Photo Gallery／時を刻む

◆地域の話題／６０周年で生まれ変わる東京国立近代美術館

　独立行政法人国立美術館　東京国立近代美術館　美術課長　蔵屋　美香　氏

◆連載「けんせつのでんせつ」

　厚狭の寝太郎堰

　江口　知秀

◆トピックス／建設産業図書館事務局から

　日本で唯一の建設専門図書館　「建設産業図書館」の紹介。
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２０１２ 夏号／特集「まもる２」

◆巻頭インタビュー／遮断して守る

　市街地火災対策の要は「分節化」　まずインフラとしての遮断帯整備を

　筑波大学システム情報系　教授　糸井川　栄一　氏

◆事例紹介／環境をまもる

　地球環境を守る石炭火力の最新技術　排出するからこそ大きい、CO２削減効果

◆ルポ／くらしをまもる／バリアフリーで暮らしを守る

　だれにも心地良いバリアフリーの「守り」

◆Photo Gallery／領地をまもる

　静岡の城跡を訪ねて

◆地域の話題／地域をまもる

　災害の予防を目指し、実践的応用力のある人材を育成

　静岡大学防災総合センター　副センター長　准教授　牛山　素行　氏

◆連載「けんせつのでんせつ」

　錦帯橋の誕生

　江口　知秀

◆トピックス／新潟支店から

　復興とともに歩んできた長岡の花火が米国民を魅了。

２０１２ 春号／特集「まもる」

◆巻頭インタビュー／情報で守る

　災害前、災害後、それぞれに情報の役割　公の制度設計と情報収集の下、民間との連携を

　東京経済大学コミュニケーション学部　教授　吉井　博明　氏

◆事例紹介／揺れからまもる

　五重塔に学ぶ、かわして守る　「柳に風」の強さ

　東京大学名誉教授　工学博士　坂本　功　氏

◆ルポ／身をまもる

　防災・減災の二段構えと５分以内の避難場所の確保を

　独立行政法人港湾空港技術研究所　理事長　高橋　重雄　氏

◆Photo Gallery／聖域をまもる

　史跡や神社仏閣の守り神たち

◆地域の話題／国土をまもる

　土砂災害から下流域を守る砂防施設

　財団法人砂防・地すべり技術センター　理事長　近藤　浩一　氏

◆連載「けんせつのでんせつ」

　宇都宮釣り天井事件

　江口　知秀

◆トピックス／山梨支店から

　地域の人々に守られる実相寺の山高神代桜。
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２０１２ 冬号／特集「ともす」

◆巻頭インタビュー／未来を灯す

　低炭素社会への道筋に明かりを「ともす」ＺＥＢ化　省エネと創エネで「使う」と「作る」を同時に

　東京大学工学系研究科　教授　坂本　雄三　氏

◆事例紹介／道路をともす

　ＮＥＸＣＯ東日本、ＬＥＤ照明の導入に向けて試験利用を開始

◆ルポ／生活をともす

　将来はＬＥＤと市場を二分する有機ＥＬ照明

　山形大学　有機エレクトロニクス研究センター　卓越研究教授　城戸　淳二　氏

◆Photo Gallery／安全にともす

　灯台のある風景

◆地域の話題／希望の明かりをともす

　復興への思いを込めて「ともす」

◆連載「けんせつのでんせつ」

　電信はバテレンの魔術

　江口　知秀

◆トピックス／岐阜支店から

　飛騨白川郷がライトアップされます。

２０１１ 秋号／特集「のこす」

◆巻頭インタビュー／将来に残す

　確かな診断・治療技術で社会インフラを「のこす」　予防保全策としては日常のこまめな手入れを

　日本大学工学部　教授　岩城　一郎　氏

◆事例紹介／シンボルをのこす

　赤レンガ駅舎、創建時の姿に　東京駅丸の内駅舎保存・復原

◆ルポ／正しい建築をのこす

　再生し長寿命化を図るリファイニング建築

　首都大学東京　戦略研究センター　教授　博士（東京大学工学）、大連理工大学客員教授

　株式会社青木茂建築工房主宰　青木　茂　氏

◆Photo Gallery／財と技術をのこす

　会津の蔵

◆地域の話題／匠のワザをのこす

　名古屋城本丸御殿を技術とともに「のこす」

◆連載「けんせつのでんせつ」

　千住大橋の不流電設

　江口　知秀

◆トピックス／石川支店から

　「能登の里山里海」と「佐渡の里山」が世界農業遺産に
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２０１１ 夏号／特集「ひらく」

◆巻頭インタビュー／道を拓く

　災害に強い「しぶとい」道路網で世界のトップランナーを目指せ

　東京大学大学院　工学系研究科社会基盤学専攻　教授　家田　仁　氏

◆事例紹介／未来を切りひらく

　「二十世紀最後の難工事」で開いた飛騨トンネル

◆ルポ／世界にひらく

　生活支える東京港、競争力強化へ第二の開港

◆Photo Gallery／門をひらく

　江戸・東京の門を訪ねる

◆地域の話題／明日をひらく

　子どもの明日をひらく

◆連載「けんせつのでんせつ」

　甲府盆地の湖水伝説

　江口　知秀

◆トピックス／岩手支店から

　平泉が世界遺産に登録されました。

２０１１ 春号/特集「まなぶ」

◆巻頭インタビュー／土木を「学ぶ」現場から得た教訓

　映像・現場中心に興味を抱かせる

　名古屋工業大学大学院　社会工学専攻　教授　山本　幸司　氏

◆事例紹介／楽しみながらまなぶ

　環境水族館「アクアマリンふくしま」を訪ねて

　アクアマリンふくしま　館長　安部　義孝　氏

◆ルポ／自然界からまなぶ

　自然に学ぶネイチャー・テクノロジー

　東北大学大学院　環境科学研究科　教授　石田　秀輝　氏

◆Photo Gallery／西洋建築にまなぶ

　上野の森　建築散歩

◆地域の話題／木造校舎からまなぶ

　学びの場に付き添う「木造校舎」

◆連載「けんせつのでんせつ」

　猿から学んだ架橋法　甲斐の猿橋

　江口　知秀

◆トピックス／愛知支店から

　岡崎市の業務改善の取り組みを紹介します。
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２０１１ 冬号／特集「むすぶ」

◆年頭のご挨拶／EAST TIMES のリニューアルにあたって

　東日本建設業保証株式会社　取締役社長　小野　邦久

◆巻頭インタビュー／交通拠点を結ぶ

　都市間競争の時代に求められるもの

　東京工業大学大学院　総合理工学研究科　教授　屋井　鉄雄　氏

◆事例紹介／国と国をむすぶ

　羽田空港Ｄ滑走路

◆ルポ／街と人々をむすぶ

　中央環状線　大橋“グリーン”ジャンクション

◆Photo Gallery／町と町をむすぶ

　隅田川の橋景色

◆地域の話題／人とモノをむすぶ

　人やモノの行き来に欠かせない「除雪」

◆連載「けんせつのでんせつ」

　牛ヶ首用水にみる殺牛雨乞祭祀

　江口　知秀

◆トピックス／青森支店から

　東北新幹線、東京～新青森つながる。


