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一般社団法人土木技術者女性の会 

2017 年度 事業報告 



2018年3月31日作成
2018年9月8日承認

１．諸会議

事　業　項　目 事　業 詳　細　内　容

総会
2017年6月16日、17日
中部支部担当にて開催（於：名古屋市）

----------

運営委員会
第１回運営委員会（総会前）、
第２回運営委員会（総会後）を開催

----------

その他 ---------- ----------

２．事　業（定款第４条）

　（１）会誌発行に関わる事業

事　業　項　目 事　業 詳　細　内　容

2017年度　秋号 第62号　2017年11月20日　発行

第5回総会開催報告/“見える化”土木技術者女性
の会第2弾「Civil Engineerへの扉2017年版」 が
できるまで/会員レポート～土木体験いろいろ～/
イベント・活動記録

2017年度　春号 第63号　2018年3月31日　 発行

鉄道特集/リレーエッセイ/連載：海外在住の会員
からのメッセージ/“見える化”土木技術者女性
の会　第3弾会の運営について・密着！ 企画広報
局長のとある一日/建設産業女性活躍セミナー参
加報告

　（２）教育・育成事業

事　業　項　目 事　業 詳　細　内　容

　（３）女子学生の職業選択支援事業

事　業　項　目 事　業 詳　細　内　容

　（４）冊子販売に関わる事業

事　業　項　目 事　業 詳　細　内　容

「Civil Engineerへの扉」
の在庫管理

　（５）その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

事　業　項　目 事　業 詳　細　内　容

・CEへの扉第3版編集WG活動報告

・CE寄附者、執筆者、デザイナー、初期配布先
（660箇所）へ送付
・冊子のPR
・冊子（第二版第一刷）　5,000部発行
・電子ブック版発行

事務局にて在庫管理のみ実施

2017年度 事業報告

各支部の活動の項を参照のこと

各支部の活動の項を参照のこと

ワーキンググループの設置
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・会費検討WG

・会の現状および同行把握と課題の整理
・他学会等の類似事例の収集と分析
・課題に対する解決策（将来像(WGからの提案)）
とそれに伴う費用と効果の整理

企画広報局対応業務
・当法人の将来のあるべき姿についての検討･協
　議
・広報全般の窓口

・会の方向性を決める議題についての議論
・長期構想に基づいた広報戦略の検討･立案
・取材，講演，執筆などの依頼対応
・外部に向けての情報発信
・公式フェイスブックの管理
・夏のリコチャレへの参画
・全体会議及びメール会議を実施

３．会　員

事　業　項　目 事　業 詳　細　内　容

(1)会員の入退会手続き

(2)会員名簿の管理

(3)会費の請求及び徴収

(4)運営委員会の開催

(5)総会の開催

(6)女子中高生夏の学校2017への参加

(7)会へのお問い合わせへの対応

(8)その他、上記に含まれない事項

(1)メールニュースの発行

(2)会誌「輪」の発行

(3)メディア情報等の記録・管理

(4)会のシンボルロゴの管理

(5)その他、上記に含まれない事項

４．支　部

　（１）北海道支部

事　業　項　目 事　業 事　業　詳　細

会合 ・支部総会：2015年4月11日
・議題：2014年度活動報告・会計報告
　　　　2015年度活動計画、支部役員選出
　　　　全体総会役割分担

・現場見学会：2015年10月17日
・石狩川改修工事の内　北島遊水地排水門工事
  現場

・勉強会（宿泊研修）：2015年11月14日～15日
・グループディスカッション：①仕事と家庭の両
  立は可能か、②役職者（特に女性）の理想像
 （定山渓温泉）

・土木の日パネル展2015：2015年11月16日～18
日
（女性土木技術者おしゃべりサロン）

・主催：北海道土木技術会
・後援：土木技術者女性の会北海道支部

・苫小牧工業高等専門学校　女子学生との交流
・女子学生応援パンフレット作成（卒業研究）
  のためのインタビュー対応

その他
・北大キャンパスで学ぶ市民講座
　　「北国に見るインフラの新たな展望」講演

・主催：HITEST(一般社団法人 第三者社会基盤
  技術評価支援機構・北海道)
・場所：北海道大学学術交流会館
・内容：社会基盤整備と女性のチカラ（講師3名
  派遣）

　（２）東日本支部

事　業　項　目 事　業 事　業　詳　細

職業選択支援等

現場見学会等

事務局対応分

会員関連業務

企画広報局対応分
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・山形現場見学会：2017年7月21日～22日
　東北中央自動車道（南陽高畠IC～山形上山
IC）
　新設工事現場、玉川第二発電所（山形県小国
　町）新設工事現場

・共催：土木学会東北支部、地盤工学会東北支
  部、日本建設業連合会東北支部、日本橋梁建設
  協会東北事務所
・参加者：43名（正会員8名、土木学会・地盤工
  学会・日建連他31名、その他学生4名）

・福島現場見学会：2017年11月17日
　相馬福島道路（福島県相馬市）塩手山トンネ
ル
　工事現場・今田高架橋工事現場

・共催：国土交通省東北地方整備局磐城国道事務
  所、土木学会東北支部
・参加者：36名（正会員8名、東北地整2名、土木
  学会・日建連他26名）

・東京現場見学会：2017年11月25日
　東京外環中央ＪＣＴ新設工事現場（東京都
  三鷹市）

・共催：東京外環プロジェクト・女性技術者の会
・参加者：40名（正会員11名、学生会員1名、東
  京外環プロジェクト・女性技術者の会11名、
  その他社会人13名、その他学生4名）

勉強会・講演会

・技術者交流サロン：2018年1月12日
  於 オーク仙台ビル貸会議室 オークルーム
　テーマ「土木技術者としての役割とエピソー
ド」

・共催：土木学会東北支部
・参加者：25名（正会員3名、その他社会人18
  名、その他学生4名

職業選択支援等
・土木の魅力と私たちの働き方2017(東京ウィメ
　ンズプラザフォーラム企画)：2017年10月28日

・基調講演「私のキャリアパス」講師：鹿島建設
（株）須田久美子氏
・仕事の紹介「ちょっと先輩の一日」
・グループディスカッション
・参加者：37名（正会員20名、学生会員1名、そ
  の他社会人2名、その他学生14名）

その他 ・新年会：2018年2月3日
・参加者：26名（正会員22名、学生会員1名、正
  会員の子ども3名）

　（３）中部支部

事　業　項　目 事　業 事　業　詳　細

会合
・支部会：2017年5月21日
　　　　　2018年3月11日

・第5回総会および関連行事　開催計画
・2017年度活動報告、20018年度活動計画

現場見学会等
・現場見学会：2017年12月8日
  日光川排水機場,木曽川源緑河川防災ステー
  ション工事現場,木曽川鍋田上水門

----------

職業選択支援等
・「シビルエンジニアリング入門」講演：
  2018年1月19日 於 岐阜工業高等専門学校

・環境都市工学科第1学年対象

　（４）西日本支部

事　業　項　目 事　業 事　業　詳　細

会合 ・支部会：2018年2月10日
今年度の活動報告・来年度の活動計画について意
見交換するとともに、各自の近況を話した。

・現場見学会：2017年8月9日
  国道25 号難波元町立坑復旧工事現場

会員が現場代理人を務める立坑復旧現場を見学。
知識向上と土木技術者同士のネットワークを広げ
る大変充実した見学会となった。

・現場見学会・意見交換会：2017年10月27日
　錦川総合開発事業平瀬ダム建設工事,山口大
　学・広島大学の女子学生との意見交換会

第一部では、女性技術者も在籍している重力式ダ
ムの工事現場を見学、第二部では、現役の女性技
術者から、土木技術者を目指す女子学生へ、就職
活動や実務、WLB（ワーク・ライフ・バランス）
に関する様々なアドバイスやエールを贈りまし
た。

・現場見学会・意見交換会：2017年11月2日
　西鉄天神大牟田線（春日原〜下大利）連続
  立体交差事業、福岡県女性土木技術職員
  との意見交換会

福岡県の女性土木技術職員を含む15名が参加し、
連続立体交差事業の現場見学会と意見交換会を行
い、技術者同士交流を深めました。

・勉強会：2017年12月17日

会員が講師となり、自身が携わった工事の技術に
関することや大学での研究内容、また実体験を基
にした仕事と育児・介護の両立に関する話題を提
供しました。

現場見学会等

現場見学会・勉強会等
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５．その他（広報媒体に掲載された内容）

日付 媒体 内容

2017年5月1日 （一社）建設コンサルタンツ協会九州支部HP
土木技術者女性の会「就職支援パンフレット
『Civil Engineerへの扉』配布」のご案内

2017年5月11日 日刊建設工業新聞ブログ
【ぜひ建設業界へ】土木技術者女性の会、女子学
生向け就職支援冊子作成

2017年5月24日 日刊建設産業新聞
土木技術者目指す女性を支援 Civil Engineerへ
の扉 冊子作成、会員からメッセージ

2017年6月20日 日刊建設工業新聞
思い共有し活動展開/土木技術者女性の会が総
会・イベント

2017年6月25日 新建新聞
「こういう働き方があると伝えたい」/土木技術
者女性の会が総会　冊子完成イベントも同時に

2017年7月 基礎工 けんせつ小町だより

2017年7月 土木学会誌
地域リポート 土木遺産ツアー・どぼくカフェ in
鳥取─土木の幅広さとその魅力を知ってみよう─

2017年7月7日 建設通信新聞（東北版）
「とうほく女性技官の会」設置/WGで改善策を提
案

2017年7月7日 建設新聞
課題改善へWG立ち上げ/女性同士のNWを強固に/と
うほく女性技官の会結成

2017年7月11日 日刊建設工業新聞
東北整備局女性技官が連携組織/職場環境や人生
設計の悩み共有

2017年8月 土木学会誌
女性土木技術者のキャリア形成に共感し、応援し
よう, 論説・オピニオン

2017年8月 土木学会誌
土木技術者女性の会が「Civil Engineerへの扉
2017年版」を発行, ニュース

2017年8月11日 橋梁新聞 この女性に聞く/達成感を味わった

2017年8月18日 建通新聞
広がる女性土木技術者の輪/大阪市内で現場見学
会行う/土木技術者女性の会西日本支部

2017年9月 JCMマンスリーレポート
ハートフル通信/こんにちは土木技術者女性の会
です

2017年9月25日 セメント新聞 あんぐる/袋背負いの心

2017年10月1日 Brilliant建設業界で夢を叶えたい
Interview 7/ 現場と家族に支えられ、いまの私
がいる

2017年10月1日 Brilliant建設業界で夢を叶えたい
Design for Women No.2/フラワートイレプロジェ
クト

2017年10月11日 Marine Voice 21
港湾技術報告会 基調講演 II--人をつくる--女性
技術者育成のこれまでとこれから

2017年10月16日 建設現場へGO! 第１回建設産業女性活躍セミナー in 仙台

2017年10月17日 建設現場へGO! 第２回建設産業女性活躍セミナー in さいたま

2017年10月18日 建設新聞
活躍の広がり、もっとPRを/求められる男性の意
識改革/全国初建設産業女性活躍セミナー/国交省

2017年10月18日 建設通信新聞Digital
【女性活躍】女性力と男性力の明確化がポイント
/国交省セミナー第1弾、仙台で

2017年10月23日 日刊建設工業新聞
土木の日パネル展と土木コレクション / 11月
16、17日に札幌駅地下歩行空間で / 土木学会北
海道支部

2017年10月24日 建設通信新聞
土木学会道支部が16、17日 / 「土木の日」関連
イベント / 旭橋など繊細な図面展示

2017年10月27日 産経WEST
汗臭い男社会に女性だけのチーム出現/ピンクの
ごみ回収車と作業着…業界のイメージ刷新なるか
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2017年10月30日 建設新聞
女性技術者活用など考察 / 建設業担い手確保セ
ミナー / 宮城県

2017年10月30日 セメント新聞 あんぐる/弥栄の心

2017年11月 JCMマンスリーレポート
ハートフル通信/「私の現在、過去、未来（仕事
編）

2017年11月 中央大学土木・都市環境同窓会報 広がり続けるドボジョの輪

2017年11月6日 日刊建設工業新聞
女子大生招き平瀬ダム現場見学会 / 土木技術者
女性の会西日本

2017年11月7日 建設現場へGO! 第3回建設産業女性活躍セミナー in 高松

2017年11月7日 日刊建設工業新聞
九州初の女性技術者見学会 / 働き方で意見交換
も / 土木技術者女性の会西日本

2017年11月8日 電力時事通信 東電HD、大成建設 / 宮城県の次世代研修に協力

2017年11月9日 建設通信新聞DIGITAL
国交省が女性活躍セミナー / 建設業を一生の仕
事に / 入職・定着促進で議論

2017年11月10日 北海道新聞（夕刊）
土木の日パネル展2017 / 土木コレクション
HANDS+EYESパネル展

2017年11月13日 セメント新聞
100年後視野に今から対策を / 女性活躍、他産業
より急務 / 存続危ぶまれるコンクリート分野

2017年11月13日 セメント新聞
東北コンクリート製品協会 / 女性活躍推進へ討
論 / 省庁合同所管事業説明会 / 相樂東北経産局
局長が基調講演

2017年11月17日 建設現場へGO! 第5回建設産業女性活躍セミナー in 大阪

2017年11月21日 日刊建設工業新聞
大阪で建設産業女性活躍セミナー/女性の一生の
仕事に/国交省先進的取り組み紹介

2017年11月22日 建通新聞（大阪版）
「女性力をビジネスに！」/　国交省が大阪でセ
ミナー

2017年11月22日 建設現場へGO! 第6回建設産業女性活躍セミナー in 新潟

2017年11月23日 土木学会東北支部Facebook

2017年11月27日 建設通信新聞
女性を積極採用する会社の取り組み紹介/国交
省、建設産業女性活躍セミナー

2017年11月27日 建設現場へGO! 第7回建設産業女性活躍セミナー in 名古屋

2017年11月28日 建設通信新聞 外環工事現場を見学/土木技術者女性の会

2017年11月28日 建設産業新聞
東京外かく環状道路/中央JCT工事を見学/土木技
術者女性の会東日本支部/現場が最盛期、多くを
吸収

2017年11月29日 日刊建設工業新聞
【キャリアアップなどで意見交換も】土木技術者
女性の会東日本/外環道・中央ＪＣＴで現場見学
会開く

2017年12月 月刊測量
強靭化/しなやかな活動の継続を目指して〜女性
土木技術者のネットワークの形成と連携

2017年12月4日 セメント新聞 あんぐる/あかいだき

2017年12月5日 建設現場へGO! 第8回建設産業女性活躍セミナー in 沖縄

2017年12月5日 大分建設新聞
労災防止の徹底を/大分川ダム事務所/工事の安全
対策講習会

2017年12月6日 ウォルラボ
建設産業女性活躍セミナー/名古屋会場に参加し
ました
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2017年12月6日 沖縄タイムス 女性輝く建設業に/国交省　浦添でセミナー

2017年12月6日 施工の神様
仕事が辛いのは，あなただけの問題じゃない！/
土木辞めた人，戻ってきた人インタビュー

2017年12月8日 大分建設新聞 四方山

2017年12月11日 セメント新聞
「現場大好き」40人が参加/土木技術者女性の会
東日本支部/外環道工事を見学

2017年12月13日 建設現場へGO! 第9回建設産業女性活躍セミナー in 札幌

2017年12月14日 建設通信新聞
未来担う土木技術者からのメッセージ/女性技術
者も戦力の1人として育成

2017年12月14日 建設通信新聞
未来担う土木技術者からのメッセージ/土木は身
近な生活支える大切なもの

2017年12月15日 建設通信新聞
入職促進・定着へ議論/自分自身がロールモデル
に/国交省・女性活躍セミナー

2017年12月15日 日刊建設工業新聞
入職・定着の課題議論/女性活躍推進セミナー開
く/国交省、振興基金

2017年12月20日 建設現場へGO! 第10回建設産業女性活躍セミナー in 福岡

2017年12月22日 建設通信新聞
女性活躍テーマにセミナー/作業着で街歩きPR提
案/国交省

2017年12月22日 建設通信新聞DIGITAL
【女性活躍セミナー】作業着は「造る人」の証
に！/入れば変わった業界イメージ、社会にも発
信を

2018年1月 JCMマンスリーレポート 土木系学生が志す「ビッグプロジェクト」

2018年1月 土地改良
 創刊300号記念インタビュー/柵木環山梨県副知
事

2018年1月 土木学会誌
座談会/次世代の担い手に向け建設業の多様な魅
力を伝えたい

2018年1月18日 日刊建設工業新聞ウェブサイト
スコープ／総合資格、女子学生向け入職促進冊子
発行／建設業のリアル発信

2018年1月16日 マイナビ 【シゴトを知ろう】土木系研究・技術者編

2018年1月16日 マイナビ
【シゴトを知ろう】土木系研究・技術者〜番外編
〜

2018年1月17日 マイナビ 【シゴトを知ろう】土木施工管理技士編

2018年1月17日 マイナビ
【シゴトを知ろう】土木施工管理技士編〜番外編
〜

2018年1月22日 セメント新聞 あんぐる/受け日

2018年1月22日 毎日新聞 はたらく/女性活躍へ乗り出す建設業

2018年1月30日 日刊建設工業新聞中部版
女性活躍 / 疑問はまず自分で調べて / 中部整備
局岐阜国道　技術者と学生が意見交換

2018年1月31日 愛知工業大学
土木工学科の女子学生が先輩技術者と就職に関す
る座談会

2018年2月6日 建通新聞 女性技術者らが現場見学・意見交換

2018年3月1日 平成29年度入職促進ガイドブック/建設業 専門家に聞く建設業界の魅力

2018年3月2日 日刊建設工業新聞
国交省／都内で女性活躍セミナー全国大会開く／
１０都市の地域セミナー総括
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2018年3月2日 日刊建設工業新聞 持てる力発揮し活躍を / 女性セミナー全国大会

2018年3月5日 施工の神様
【本音トーク】建設女子たちが語る「意外にラッ
キー」な建設業界の実情とは？

2018年3月13日 日刊建設工業新聞
国交省が全国大会開く/建設業の新しい力、経営
戦略にも/課題や可能性を意見交換

2018年3月26日 読売新聞
廃炉の現場 女性も/福島第一　「復興の力に」50
人働く

以　上
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