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2017年3月31日作成
2017年6月17日承認

１．諸会議

事　業　項　目 事　業 詳　細　内　容

総会
2016年6月17日、18日
東日本支部担当にて開催（於：仙台市）

----------

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　総会特別号 第60号　2016年12月30日　発行
内容：総会報告、“見える化”土木技術者女性の
会、会員レポート、イベント報告、ほか

2017年度　冬号 第61号　2017年3月31日　 発行
内容：ダム特集（ダムの思い出、私のダムカード
コレクション、ダムイベント報告）、リレーエッ
セイ、イベント活動報告、新入会員紹介、ほか

　（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

ワーキンググループの設置 (1)「Civil Engineerへの扉」第３版編集WG ・「Civi Engineerへの扉」2017年版作成、発行

(2)会費検討WG ・リーダー及びメンバーの選出

企画広報局の設置
・広報活動の窓口
・当法人の将来のあるべき姿についての検討・協
議

・全体会議及びメール会議を実施
・会の方向性を決める議題について議論
・長期構想に基づいた広報戦略の検討・立案

2016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

事務局にて在庫管理のみ実施
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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2016への参加

(7)会のＰＲ及び会へのお問い合わせへの対応

(8)メールニュースの発行

(9)会のウェブシステム，メールシステム，
　　　会員管理システムの構築と運用

(10)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：2016年4月9日
・議題：2015年度活動報告・会計報告
　　　　2016年度支部役員選出
　　　　2016年度支部活動計画

・現場見学会：2016年7月4日
　一般国道275号江別北道路新石狩大橋

・新石狩大橋の拡幅工事におけるニューマチ
ックケーソン工法による建設状況・施工方法につ
いて

・勉強会（宿泊研修）：2017年1月28日～29日
　　　　　　　　　　　　　　　（定山渓温泉）

・テーマ：当会への男性入会について

その他 ---------- ----------

　（２）東日本支部

事　業　項　目 事　業 事　業　詳　細

・仙台湾南部海岸堤防復旧事業・緑の防潮堤
　　（総会での見学会）　：2016年6月17日

・土木学会東北支部との共催
・協力：国土交通省東北地方整備局仙台河川
　　　　　国道事務所、前田建設工業（株）
・参加者数97名（うち当会会員25名）

・上信越自動車道4車線化事業・
　関越自動車道関越トンネル及び諸設備
　　　　　　　　　　　：2016年10月7日～8日

・ネクスコ東日本新潟支社管内グループとの共催
・後援：土木学会関東支部新潟会・日本建設業
　　　　　連合会北陸支部
・参加者数30名（うち当会会員6名）

・名取川閖上水門災害復旧工事
　鳴瀬奥松島大橋耐震補強工事
　天王橋上部工復旧工事
　　　　　　　　　　　：2016年11月18日

・土木学会東北支部・国土交通省東北地方整備局
　　仙台河川国道事務所との共催
・参加者数57名（うち当会会員6名）

会員関連業務 事務局対応分

現場見学会等

現場見学会等
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・若手技術者交流サロン
　（エル･ソーラ仙台大研修室にて）
　　　　　　　　　　　：2017年1月13日

・土木学会東北支部との共催
・テーマ「土木技術者の役割とエピソード」
・参加者数29名（うち当会会員6名）

・談話会（土木学会にて）
　　　　　　　　　　　：2017年2月17日

・土木学会関東支部交流部会との共催
・テーマ「ダム広報～ダムカードからダム
　　　　　　コレクションそしてこれから～」
・参加者数31名（うち当会会員5名）

交流会
・全国低住協じゅうたく小町部会との異業種交流
会（大和ハウス工業（株）東京本社にて）
　　　　　　　　　　　：2017年2月4日

・各団体紹介、会員代表の仕事紹介、ロボット
  スーツ見学会、グループディスカッション
・参加者数27名(じゅうたく小町13名,当会13名、
  国土交通省住宅局伊藤審議官）

職業選択支援等
・土木の魅力と私たちの働き方2016（東京ウィメ
ンズプラザにて）
　　　　　　　　　　　：2016年11月12日

・基調講演「私のキャリアパス」
・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
・参加者数20名（学生11名　社会人9名）

・新年会：2017年2月4日

・じゅうたく小町さんとの異業種交流会の懇親会
 を兼ねて開催
・参加者数26名(じゅうたく小町8名,当会16名、
  山田邦博顧問、国土交通省伊藤審議官）

・ダムカレー施工教室
   （東京都墨田区　割烹　三州家にて）
　　　　　　　　　　　：2016年7月31日

・参加者数13名(当会7名,非会員2名,お子様4名)

　（３）中部支部

事　業　項　目 事　業 事　業　詳　細

会合
・支部会：2016年7月31日
　　　　　2017年2月25日

・総会報告、2016年度支部活動計画
・総会開催計画

現場見学会等 ・現場見学会：2016年10月22日
・東海北陸自動車道4車線化事業
（池之島工事、池之島橋他3橋(PC上部工)工事、
  三尾河トンネル工事）

その他 ・新年会：2017年2月25日 ----------

　（４）西日本支部

事　業　項　目 事　業 事　業　詳　細

会合
・支部会：2017年1月28日（新年会）
・地区会：2017年1月21日 九州地区

・勉強会：2016年8月28日

①女性技術者として今後活躍していくためには
  　　〜学生の現状から考える「就職活動」～
②橋梁メーカーの業務について
③特許について

・見学会・意見交換会
　国土交通省中国地方整備局
　鳥取西道路気高トンネル西工事
　　　　：2016年10月7日

産・官・学の女性技術者による意見交換会in鳥取

・見学会・意見交換会
　ＪＲ西日本
　おおさか東線鴫野地区高架橋新設他工事
　　　　：2016年11月4日

鉄道業界で働く女性との意見交換会

・勉強会：2017年1月24日（地区会） 熊本地震の対応事例の紹介

その他 ・新年会：支部会と同時開催 ----------

現場見学会・勉強会等

勉強会・講演会

その他
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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

2016.04.01 土木学会国際センター 第5回世界工学会議 (WECC 2015), Women in Engineering
参加報告

2016.04.01 産経新聞 ロールモデル開拓  イクメンも働きやすい環境整備を

2016.04.05 日本女性技術者フォーラム 土木工学選んだこと誇りに

2016.04.09 朝日新聞 海外現場  仕切るだいご味

2016.04 建設物価 設立33年、土木業界で働く女性技術者をつなぐ草分け的
存在「土木技術者女性の会」インタビュー

2016.05.21 橋梁新聞 この女性に聞く

2016.05.29 Pearson She had to leave Japan to find success as an engineer

2016.05 土木学会誌 次世代育成は土木技術者の仕事

2016.06.21 橋梁新聞 この女性に聞く

2016.06.30 日刊建設工業新聞中部版 中部発輝く！建設小町 / 違い認め特性生かした働き方を

2016.06.30 日刊建設工業新聞ブログ 輝く！けんせつ小町

2016.07.08 日刊建設工業新聞ブログ 輝く！けんせつ小町

2016.07.14 建設通信新聞公式記事ブログ 【働きかた】4年目で待望の現場配属！トンネル工事でやり
がいを実感

2016.07.21 日刊建設工業新聞 輝く！けんせつ小町

2016.07.27 日刊建設工業新聞ブログ 輝く！けんせつ小町 / 働く本人の意識が大切

2016.08.08 建設通信新聞 i-Conで子育て 仕事両立の環境整備

2016.08.08 日刊建設工業新聞 子育て中の女性技術者が座談会  仕事の効率化や省力化
テーマに

2016.08.19 日刊建設工業新聞ブログ 輝く！けんせつ小町 / 達成感が味わえる仕事

2016.08.25 日刊建設工業新聞ブログ 輝く！けんせつ小町 / 人のつながりを大切に

2016.08.26 わかやま新報 女性技術者が座談会 子育て両立へICT活用を

2016.08 土木学会誌 まわり道のキャリアも支える土木学会に

2016.08 舗装 みらいへ続く私の道---座談会 3回の連載を振り返る 読
者，インタビュアー，仕掛け人の本音トーク

2016.08 土木技術 土木技術者からのメッセージ / 土木の未来へ -私達にで
きること-

2016.08 建設マネジメント技術 特集「ワーク・ライフ・バランスの推進」／巻頭発言／「ワー
クライフバランス獲得への道程」

2016.08 建設マネジメント技術 特集「ワーク・ライフ・バランスの推進」／「つなぐ、つなげ
る、輪を広げる
～WLB実現に向けた(一社)土木技術者女性の会の取り組2016.09.01 日刊建設工業新聞 輝く！けんせつ小町 / 橋梁は美観を意識

2016.09.14 日刊建設工業新聞ブログ 輝く！けんせつ小町 / 働きやすい環境整備は男女共通

2016.09.20 建設通信新聞 建設業界全体に貢献 / 女子学生にキャリアセミナーも

2016.09 全日本建設技術協会・北海道・札幌市 土木界におけるダイバーシティ推進の動向, 第625回建設
技術講習会テキスト―これからの公共事業と建設技術者
のあり方2016.10.03 建設工業新聞（北陸工業新聞） 7,8日に上越と湯沢で  ネクスコ新潟支社

2016.10.11 建設工業新聞 女性の業界進出を後押し，ドボジョが現場で技術交流

2016.10.11 建設通信新聞 女性技術者が情報共有，東日本高速新潟

2016.10.11 日刊建設工業新聞 初の女性対象見学会開く，上信越道現場で受け入れ体制
整備実感
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2016.10.14 新潟建設新聞 ドボジョが現場見学，上信越道4車線化事業

2016.10.16 北海道新聞 建設現場 増やせ！ 技術者女子／札幌市や商工会議所
担い手確保狙う／インターンシップや職場環境整備

2016.11.09 日刊建設工業新聞 土木技術者女性の会西日本  おおさか東線鴫野地区を見
学

2016.11.11 橋梁新聞 この女性に聞く

2016.11.21 日刊建設工業新聞 近畿圏インフラ整備の将来などテーマに議論 / 土木学会
が地域シンポ

2016.11 土木学会誌 学生レポート：土木技術者女性の会「ダムカレー施工教室」
開催報告

2016.12.01 建通新聞 東京土木施工管理技士会／「女性にも大きなやりがい」／
現場見学会・座談会を開催

2016.12.01 建通新聞 女性が活躍できる建設業界へ

2016.12.02 建設通信新聞公式記事ブログ 【女性活躍現場見学】学生・企業・団体が働き方と魅力学
ぶ／南北線中防内側陸上トンネル工事

2016.12.05 建設産業新聞 女性社員と学生が意見交換／現場見学・座談会を開催

2016.12.02 建設通信新聞 南北線中防内側陸上T工事を見学 施工＝清水JV／女性
が多数活躍男性も働きやすい職場に

2016.12.07 北海道新聞 女性土木技術者と自由に本音トーク／今日までパネル展

2016.12.15 日刊建設工業新聞 兵庫建協/女性活躍テーマにフォーラム/働き方などで認識
共有

2016.12.16 大阪建設工業新聞 次代の建設産業に女性は不可欠の存在！/兵庫建協が
「女性活躍テーマにフォーラム」/能力を発揮できる環境作
りへ意見百出2016.12 札幌市民活動サポートセンター 市民活動団体紹介

2016.12 神奈川県庁 地図に残るような仕事を／中学生からの夢を現実に

2017.01.01 月刊コンクリートテクノ インタビュー／女性の働きやすい環境づくりに向け、情報
発信を強化／土木技術者女性の会・渡辺弘子会長にきく

2017.01.01 国土交通省四国地方整備局 （一社）土木技術者女性の会の紹介

2017.01.02 セメント新聞 土木技術者女性の会・渡辺弘子会長にきく／「ガラスの壁」
打破へ活動
／ 企画広報局で情報発信強化／サポーター資格要件撤2017.01.04 日刊建設工業新聞 関東整備局ら／外環プロ・女性技術者の会が発足／魅力
的な現場づくりへ活動展開

2017.01.06 建設新聞 女性技術者座談会／女性がいきいきと働く建設業に／第
一線で活躍する女性技術者の思い

2017.01.17 建設新聞 女性が「当たり前」の業界に／若手土木技術者交流サロン
／土木学会東北・土木技術者女性の会／勉強会・見学会
などに参加可能／新規会員・サポーター募集2017.01.19 日刊建設産業新聞 建設業の魅力を共有／土木学会東北・土木技術者女性の
会ら交流サロン

2017.01.19 エコリク 2020年，世界からのお客様に胸を張って東京をお見せする
ために, 環境ビジネスで働く人に聞く！

2017冬 内閣官房 CM

2017.01.21 神戸新聞 「特集  建設分野の魅力」第11回神戸でフォーラム／女性
の未来 現場で輝く

2017.01 土木学会誌 女性の坑内労働規制の緩和による更なる女性活躍推進

2017.02.07 建設通信新聞 働きやすい職場環境へ／女性技術者が垣根を越えて意見
交換

2017.02.09 住宅産業新聞 じゅうたく小町／関連団体と交流で意識向上

2017.02.13 週刊住宅新聞 異業種交流会を開催／じゅうたく小町・土木技術者女性

2017.02 技術士会 見えない翼--コンクリート構造物の維持管理--, 男女共同
参画シリーズその2

2017.02 （公財）横浜市男女共同参画推進協会 継続することで見えてくるしごとの楽しさ・おもしろさ。くらし
のインフラを支える「ドボジョ」

2017.03.01 厚生労働省Facebook 今月のイクボスさん⑦

2017.03 日本道路建設業協会 ＜座談会＞ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて

2017.03 国土地理院 「国土を測る」意義と役割を考える懇話会 報告書
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