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１．諸会議

事　業　項　目 事　業 詳　細　内　容

総会
第7回総会及び関連行事
東日本支部担当にて開催（於：東京都）

関連行事：2019年6月14日
○現場見学会（JR渋谷駅改良工事）　参加者：正会員43名
○キャリアセミナー①基調講演「土木から防災へ」天野玲子(当会会員）

②グループディスカッション　参加者：正会員52名、学生会員1名
第7回総会：2019年6月15日
     参加者：正会員71名、委任状提出者224名　計295名（議決権のある会員数327名）

学生会員1名

第１回理事会

・日時：2019年6月15日
・議題：①会長に事故があるときの理事会議長と総会召集権者の順番決定

②理事選任規程の決議
・報告事項：①総会での決議事項の確認

②理事会と運営委員会の権限等の今後の検討課題の確認

第2回理事会

・日時：2019年12月15日
・議題：①会員及び会費システムの更新について ②会費の減免について

③理事の人数について ④理事選挙の日程について
・報告事項：①山田顧問との座談会について②Civil Engineerへの扉2017年版のデジタ

ルデータの受領について③土木の絵本(通称)第3期の取組み状況について

第１回運営委員会（第7回総会前）
・日時：2019年4月13日
・議題：①総会準備について②事務局より報告（2019年度会費請求と減免について）

③第7回総会議事次第の確認④第7回総会議案審議の確認

第２回運営委員会（第7回総会後）
・日時：2019年6月15日
・議題：①総会審議経過の確認②会計管理効率化およびセキュリティ向上にむけた提案

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

「輪」66号（秋号） 2019年10月31日　発行

・特集1★第7回総会　開催報告
・（一社）土木技術者女性の会　組織図2019
・お知らせ～定款が改定されました～
・ホトケの文書講座―其の壱―
・特集2★“見える化”土木技術者女性の会

第5弾：「中部支部リコチャレ開催」　ほか

「輪」67号（春号） 2020年3月31日　発行

・特集1★妊娠・出産編～2019～
・特集2★育児編～2019～
・特集3★闘病編～2019～
・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）冊子配布に関わる事業

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

理事会対応業務

(1)理事会の開催（諸会議の項を参照のこと）
(2)国土交通省主催「建設現場で働く人々の誇り・魅力・やりがい検討委員会」　出席
(3)しまね建設産業イメージアップ女子会　講演
(4)顧問挨拶
(5)中村哲医師のお別れ会への参列
(6)秋田県主催「あきた建設産業女性交流会」講演　　他

ワーキンググループ
の設置

規則等整備ＷＧ　

(1)当会の現行規則類の把握と改定方針の策定
(2)定款、一般規則、関連規則類の提案
(3)総会、理事会の準備、進行、登記手続き支援
(4)選挙管理委員会事務局業務

事務局対応業務 法人運営のための実務
(1)定款他登記手続き
(2)選挙管理委員会事務局

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

(1)会の方向性を決める議題についての議論
(2)長期構想に基づいた広報戦略の検討･立案
(3)取材，講演，執筆などの依頼対応
(4)外部に向けての情報発信
(5)公式Facebookの管理
(6)CECAR8展示ブースへの出展
(7)夏のリコチャレへの参画
(8)土木学習絵本「ドボジョママに聞く　土木の世界」制作協力
(9)全体会議及び個別案件のメール会議の実施

理事会

運営委員会

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

■事業報告 �
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３．会　員

事　業　項　目 事　業 詳　細　内　容

事務局対応分

(1)会員・会費管理システム検討・導入・運用
(2)会員、サポーターの入退会手続き
(3)会員名簿の管理
(4)会費の請求及び徴収
(5)運営委員会の開催
(6)総会の開催
(7)印刷物の発注・配布受付・発送
(8)CPD登録
(9)ウェブシステム・メールシステム・ファイルシステムの運用
(10)会への問い合わせ対応
(11)その他、上記に含まれない事項

企画広報局対応分

(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)WebサイトおよびFacebookからの情報発信
(6)講演・取材・執筆等の依頼対応
(7)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

・日時：2019年4月6日
・議題：①2018年度支部活動報告・会計報告②2019年度支部役員選出

③2019年度支部活動計画④2020年度総会開催にむけて
・参加者：15名（正会員10名、委任状提出5名）

土木技術者女性の会北海道支部と札幌はるにれ
会との現場見学会及び交流会

・日時：2019年7月30日
・内容：①女性技術職員によるグループトーク②札幌市内自転車道整備等現地見学
・共催：国土交通省北海道開発局札幌開発建設部
・参加者：27名（正会員5名、その他社会人6名、主催参加者16名）

勉強会
・日時：2020年1月11日～12日
・内容：「ハラスメントに負けるな！」と題してこれまでの経験や対応について意見交換
・参加者：9名（正会員7名、その他社会人1名、正会員の子1名）

交流会
土木の日パネル展2019、女性土木技術者おしゃ
べりサロン

・日時：2019年11月17日～18日
・内容：北の暮らしを支える土木のパネル展示と土木について一般の方と交流
・主催：北海道土木技術会
・共催：（公社）土木学会
・後援：（一社）土木技術者女性の会北海道支部
・参加者：11名（正会員9名、その他来場者2名）

（２）東日本支部

事　業　項　目 事　業 事　業　詳　細

東日本支部新年会
・日時：2020年2月1日
・参加者18名（正会員18名）

モリドンナと女性の会東北地区合同女子会
・日時：2020年2月7日
・12名（正会員9名、その他3名）

東北夏の現場見学会(女性技術者交流サロン)

簗川ダム（コンクリートダム建設工事）、八戸
港整備工事、平泉スマートインターチェンジ

・日時：2019年8月29日～30日
・共催：（公社）土木学会東北支部、（公社）地盤工学会東北支部、

（一社）日本建設業連合会東北支部、（一社）日本橋梁建設協会東北事務所
・参加者：32名（正会員4名、土木学会・地盤工学会・日建連他28名）

住宅建設現場見学会
埼玉県内の集合住宅建設現場２箇所基礎

・日時：2019年11月16日
・内容：建て方・大工工事等各種工事の見学、監督ヒアリング、意見交換会
・参加者：8名（正会員4名、じゅうたく小町4名）
・じゅうたく小町とのコラボ

古事記読書会「弥栄（いやさか）の会」

・日時：2019年5月25日、6月22日、7月27日、8月24日、11月23日、2020年2月22日、
3月28日、計7回

・内容：『新釈古事記伝』阿部國治（著）の輪読
・参加者：4～8名（正会員6名、学生会員1名、サポーター1名、正会員の子1名）

CECAR8（第8回アジア土木技術国際会議）

・日時：2019年4月16日〜18日
・内容：(公社)土木学会と共同で出展した展示ブースでのガイド
・主　催：ACECC (アジア土木学協会連合協議会)、(公社)土木学会
・参加者：約800名（うち、ブースガイド等：正会員11名）

夏のリコチャレ2019『ドボジョと土木現場体
験！～カントクさんになってみよう』
東京外かく環状道路中央ＪＣＴ工事現場

・日時：2019年7月30日
・内容：工事概要道路トンネルについて説明、作業状況DVD視聴、現場見学、カントク

さん体験（測量体験、熱中症対策、ドローン撮影等）、ちょっと先輩の話
・協力：東京外環プロジェクト・女性技術者の会
・参加者：51名（正会員11名、外環ＰＪ女性技術者の会17名、その他2名、小学生3名、

中学生1名、大学生13名｟うち学生会員2名｠、保護者4名）

女子中高生夏の学校2019　～科学・技術・人と
の出会い～

・日時：2019年8月10日
・内容：(公社)土木学会市民交流研究小委員会とコラボしポスターセッションに参加
・主催：女子中高生夏の学校実行委員会、（独）国立女性教育会館（NWEC）
・参加者：3名（正会員3名）※女子中高生は101名参加

土木の魅力と私たちの働き方2019　～土木系女
子学生のためのキャリアセミナー

・基調講演「マダム、これが俺たちのメトロだ  Madam, This is our METRO!」
阿部玲子（当会会員）

・ちょっと先輩の一日
・グループディスカッション
・参加者：34名（正会員14名、学生会員2名、その他社会人9名、その他学生9名）

交流会

建設系女性技術者交流会
（あおもり女性建設技術者ネットワーク会議、
いわてけんせつ小町部会、あきた建設女性ネッ
トワークとの交流会）

・日時：2019年8月29日
・内容：５団体活動紹介②代表者による業務紹介③グループディスカッション
・参加者：71名（正会員6名、学生会員1名、土木学会・地盤工学会・日建連他23名、

あおもり女性建設技術者ネットワーク会議21名、
いわてけんせつ小町部会4名、あきた建設女性ネットワーク16名）

現場見学会・
勉強会・講演会

会合

現場見学会等

勉強会・講演会

職業選択支援等

会員関連業務

【正・学生会員限定】
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（３）中部支部

事　業　項　目 事　業 事　業　詳　細

・日時：2019年4月21日
・議題：①2018年度活動報告②リコチャレイベントについて③第7回総会案内

④2019年度活動予定
・参加者：10名（正会員10名）

・日時：2019年7月7日
・議題：①第7回総会報告②リコチャレイベントについて
・参加者：7名（正会員7名）

・日時：2019年10月27日
・議題：①リコチャレイベントについて②プチ勉強会について

③2019年度活動予定および2020年度活動計画　④第8回総会案内
・参加者：8名(正会員8名)

・日時：2020年2月8日
・議題：①2019年度活動報告および活動予定、2020年度活動計画
・参加者：6名（正会員6名）

女性技術者による現場環境の確認・意見交換会
東海環状岐阜山県第一トンネル工事現場

・日時：2019年11月20日
・主催：国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所
・内容：①トンネル工事現場の環境確認②意見交換会
・参加者：32名（正会員4名、その他社会人27名、その他学生1名）

視察交流会2019
新丸山ダム関連事業

・日時：2019年11月20日
・主催：関西電力株式会社今渡ダム水力センター、国土交通省中部地方整備局新丸山ダム
・内容：①可児かわまちづくり～低水護岸工事見学　②関西電力(株)今渡ダム～魚道の

見学～　③丸山ダム、新丸山ダム～監査廊や転流工(吞み口)の見学～
④ワークライフバランスをテーマとした意見交換会

・参加者：13名 （正会員3名、その他社会人10名）

飛島JCT現場の見学会
名古屋第二環状自動車道　飛島JCT　Cランプ橋
他3橋（鋼上部工）工事

・日時：2019年12月13日
・主催：SGST（東海構造研究グループ）
・内容：①名古屋第二環状線の設計及び施工の概要説明。②飛島JCT上部工見学
・参加者：24名（正会員2名、SGST会員22名）

夏のリコチャレ2019『土木女子(ドボジョ)と
いっしょに防災について考えよう』
愛知工業大学　本山キャンパス

・日時：2019年8月6日
・共催：愛知工業大学工学部土木工学科　鈴木研究室
・参加者：45名（小学生12名,中学生6 名,保護者13名,正会員6名,大学教授１名,大学生7名）

岐阜工業高等専門学校「シビルエンジニアリン
グ入門」講演

・日時：2020年1月23日
・内容：環境都市工学科第1学年の導入教育として実施されている「シビルエンジニア

リング入門」において、社会基盤整備に係わる土木技術者の果たす役割を説明
・参加者：2名（正会員2名）

交流会 意見交換会

・日時：2020年2月8日
・議題：①女性技術者の印象や業務を進めていく上での悩み

②女性や若手の入職や仕事を継続するために
・参加者：9名（正会員７名、サポーター2名）

（４）西日本支部

事　業　項　目 事　業 事　業　詳　細

会合 支部会・新年会
・日時：2020年2月8日
・議題：①総会報告②2019年度活動及び会計報告③2020年度支部体制＆活動計画
・参加者：16名（正会員15名、学生会員1名）

土木関連DVD 視聴会
・日時：2020年2月8日
・参加者：9名（正会員8名、学生会員1名）

（九州地区）意見交換会および交流会
・日時：2019年9月14日
・参加者：8名（正会員8名）

「私の働き方改革」勉強会
・日時：2019年12月21日
・参加者：5名（正会員5名）

（中国・四国地区）四国地区交流会および「な
でしこBC連携」との意見交換会

・日時：2020年1月18日
・参加者：8名（正会員4名、なでしこBC連携4名）

（九州地区）情報化施工（ICT 全面活用）現場
見学会 矢部川鷹ノ尾地区掘削他工事

・日時：2019年11月9日
・参加者：5名（正会員4名、サポータ企業より1名）

（関西地区）阪急電鉄京都線・千里線連続立体
交差事業現場見学会 阪急電鉄京都線・千里線
（淡路駅付近）連続立体交差事業

・日時：2019年12月21日
・参加者：5名（正会員5名）

職業選択支援等
夏のリコチャレ2019『ドボジョと鉄道現場体験
in うめきた』 東海道線支線地下化・新駅設置
事業 駅部工区

・日時：2019年8月2日
・参加者：41名（正会員7名、小学生16名、保護者13名、女性土木技術者5名）

NKC48会（西日本気軽に茶をしばく会）
・日時：2019年10月25日
・参加者：6名（正会員5名、学生会員1名）

中国・四国地区　交流会
・日時：2019年11月16日
・参加者：5名（正会員5名）

支部会

現場見学会等

職業選択支援等

勉強会・講演会

現場見学会等

交流会

会合

【正・学生会員限定】
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監査報告書 

2020（令和 2）年 5月 17日 

一般社団法人土木技術者女性の会 

代表理事 渡邉弘子 殿 

監事 佐藤厚子 ㊞ 

監事 三好葉子 ㊞ 

 私たち監事は、当法人の 2019（平成 31）年 4月 1日から 2020（令和 2）年 3月 31日ま

での 2019（令和元）年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明

細書を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。 

１ 監査の方法及びその内容 

  私たち監事は、理事会その他の重要な会議に出席するほか、理事等から事業の報告を

聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、検討いたしました。 

  さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類（貸

借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。 

２ 監査意見 

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めま

す。 

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、当法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点

において適切に示しているものと認めます。 

以上 

■監査報告書
【正・学生会員限定】
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