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京極発電所見学会 

＜見学スケジュール＞ 
1. 工事概要説明 京極ダム作業所事務所会議室にてビデオを用いて説明 
2. 上部調節池工区見学 鹿島 JV展望台から全体説明(調節池掘削(GPSを利用した IT

施工)・下部ダム用コア材採取場等) 
3. 京極ダム(下部ダム)

工区見学 
前田 JV 右岸展望台から全体説明(本体掘削) 
付替道道工事のルートを徒歩にて見学(橋梁工・法面緑化

工・箱型擁壁工・地すべり対策工・土留工(テールアルメ)、

法枠工・法面保護工(ジオファイバー工)等) 
土捨場工事(地盤改良工事説明) 

(その他)噴出し公園 名水百選に選ばれている道内でも指折りの名水である京極

町噴出し公園にて休憩 
 
＜工事概要＞ 

 
 
 

調整池 
名称 上部調整池 下部ダム（下部調整池）

河川名 - 尻別川水系 ペーペナイ川

位置 北海道虻田郡京極町字春日 北海道虻田郡京極町字春日

流域面積 - 51.3km2 

ダム型式
アスファルト表面遮水壁型

ロックフィル 
中央土質遮水壁型 
ロックフィル 

ダム高さ 22.6m 54.0m 

ダム長さ 1,108.6m 332.5m  

堤体積 125.1 万 m3 126.9 万 m3 

満水位 EL.890.0m EL.486.0m 

利用水深 45.0m 14.5m 

総貯水量 4,400×103m3 5,546×103m3 

有効貯水量 4,120×103m3 4,120×103m3 

堪水面積 0.16km2 0.39km2 

発電計画 
発電所所在地 北海道虻田郡京極町字春日 
水系及び河川

名 尻別川水系 ペーペナイ川 

発電方式 ダム水路式（純揚水） 
大出力 60 万 kW（20 万 kW×3 台） 

大使用水量 190.5m3/s 
有効落差 369.0m 
運転開始 
（予定） 

1 号機 平成 20 年 10 月 
2 号機 平成 25 年以降 



講演会報告 
北海道地区 伊藤優子 

 

講 師：北海道ニセコ町長 逢坂誠二氏 

テーマ：みんなが同じ土俵に立てる仕組みづくり 

～～民主主義の源泉、「できないから」の脱却、そして今～～  

 

まずは、こんな記事から紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

佛教大学（京都市）が全国の市区町村長を対象に「手本にしたい自治体」をアンケートしたとこ

ろ、北海道のニセコ町が１位に選ばれた。1745の市区町村長が回答し、うち 38人が全国初の

「まちづくり基本条例」を制定し、住民への情報公開に力を入れるニセコ町を選出した。次いで、太

田市（群馬県）、湯布院町（大分県）が選ばれた。逢坂誠二・ニセコ町長、「とても光栄でうれしく思

う。この評価に甘えることなく、『住むことが誇りに思えるまちづくり』の実現を目指し今後も全力を尽

くす」とコメントしている。他自治体の首長から評価された理由については「『情報共有』と『住民参

加』を基本理念としたまちづくりの姿勢と取り組み、それらを明文化した『まちづくり基本条例』の策

定などが評価されたと思う」と述べている。 

                      （2004.07.23）東京読売新聞

 1.自治とは何か 

企業に社是があり、達成目標を掲げて行動するように、自治体も

「自らが考え、自らが責任を持って行動する」ことが必要だ。その約

束ごととして、まちづくり基本条例があり、情報の共有と住民参加が

必須条件である。 

2..ニセコ町の実践 

(ア) コミュニケーション 

住民とともに自治を考えるためには、多種多様な情報公開や住

民参加の場が必要。それがコミュニケーションのはじまり。 

(イ) できない理由から脱却して、どう実現するか 

できない理由を並びたてるのではなく、どう実現するか考えよ

う。ハードの整備は完成ではなく、どう使うかというスタートに立

ったにすぎない。 

(ウ) 評価と達成感 

責任ある個々人として、住民に当事者意識を持たせるには、 

適宜評価を与えることが必要。達成感につながる。 

(エ) 交流のない所に発展はない 

組織に積極的に異物を入れる。新しい風が入ると組織の動き 

を相対的に見ることができるため、運営方針に大きなブレが生じ

ない。 

3.まとめ 

多様な価値観を共有するには、当事者意識と想像力が 

鍵となる。相手の対場を思い量ることができるかということでしょう。 

本日の講師は、この逢坂町長
です。講演会等で紹介される時
の枕詞は「いま、自治を語る上
で欠かせない首長さんのお一
人。まちづくり基本条例制定を
はじめとする改革派若手首
長。」逢坂誠二さんというとこ
ろでしょう。 

ニセコ町 

人口約

4600人 

総面積約

200km２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会開催までの経緯 

 

年に一度の総会は、視野を広げる刺激的な時間です。特に、支部が趣向をこらす見学会は、技術の変

遷と個人史が交錯し、記憶の糸口となっています。広島では温井ダム、名古屋では・・・、大阪では・・・と記

憶がフィードバックしてしまいます。構造物の建設現場は魅力的です。ましてや、島村さんのように素敵な

現場担当者が案内してくれるなら最高です。 

といいつつも、私の仕事は現場からずーっと離れたところにあり、構造物ができる以前の構想や計画にあ

ります。そんなことも知っていただきたいと思い、この講演会を企画しました。 

まちのアイデンティティよりも、どこのまちにも通用する計画書づくりを繰り返すコンサルタント、それを受

け入れてきた自治体。そんな馴れ合いの構造に風を入れたのが、ニセコ町（だと思うのです）。小さいから

できるのではなく、まちにゆとりがあるからできるのではなく、「わが町はどうあるべきか」と考える首長が現れ

たのです。それが、全国に先駆けた「まちづくり条例」制定につながります。ニセコ町長は、生粋のニセコ町

人。まちの中に実家があって、大学を卒業して生まれ故郷のニセコ町役場に就職。３０代で係長から町長

に立候補し、現在３期目。先の北海道知事選で話題になった方です。とにかく忙しい方で、今回も３時間離

れた札幌の大学で講義を終えてから、この会場に到着。終わると隣の会場でゴルフコンペの表彰式。 

「逢坂さんのおうちはどうなっているの？」本当は、こんな質問をしてみたかったのです。精力的に仕事に

励む男性は素敵ですが、これが連れあいだと思ったらたまんないですよね。ニセコ町長に初めてお会いし

たのも、北海道ではなく、なぜかは早稲田大学の講堂でした。ニセコ町のことは知らなかったけれど、若くて、

はぎれのいい語り口が新鮮でした。そうしているうちに、全国区の著名な町長さんになっていました。何度

か講演を拝聴しましたが、最後はなぜかおばさんに囲まれているのです。私も、今回の講演依頼のために

追っかけをしたのですが、同世代またはちょっと上のご婦人たちに阻まれてお話ができず、結局は伝手を

頼って面会となりました。ただ、その後はとんとんとことは運びました。 

講演会に参加した方の感想をまとめると、「情報の共有」「評価と達成感―人の育て方使い方」に共感を

覚えた方が多いようでした。組織の大小ではなく、みなさん同じところで同じような課題を抱えているようで

す。 

 

以上 

 

ニセコ町まちづくり基本条例 
 

『まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本で

す。わたしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学び

ました。』ここから、次の 4項目を柱とする町民の共通ルールができました。 
 
１）ニセコ町のまちづくりすべてにかかわる条例です。 
２）「情報共有」と「住民参加」が２つの柱です。 
３）「自治」が最終目的です。 
４）条例の理念を「育てること」が大切です。 
 









北海道地区 活動報告 

北海道地区 田原 さゆり 

 
北海道地区では、4月の第 2土曜日に地区総会を開催して 1年間の活動を計画しています。また、地区総

会のほかに見学会と勉強会を定期的な行事として開催し、学習しながら親睦を深めることに努めています。 
● 平成 15年度に行った活動 

1．地区総会 
 【日 時】平成 15年 4月 12日(土) 10:00～12:00 
 【場 所】北海道開発土木研究所(札幌市) 
 【参加者】亀海、河合、佐藤、島村、中村、中山、舟山、田原 
 【議 題】①H14活動報告、②H14会計報告、③H15活動計画、④全体総会について 
 

2． 見学会 
 【日 時】平成 15年 9月 20日(土) 9:35～18:00 
 【場 所】留萌ダム建設事業所(留萌市) 
 【参加者】江森、亀海、亀海 Jr.、河合、佐藤、佐藤 Jr.、三木、金坂(関東)、木原(関東) 
 

3．勉強会（＋懇親会） 
【日 時】平成 15年 11月 15日(土) 15:00～17:00 
【場 所】札幌市環境プラザ(札幌市) 
【講 師】河合菊子『会社員でない生き方って？』、中村朋子『若手技術者の話』、亀海泰子『海外でのお仕

事』 
【参加者】伊藤、江森、亀海、河合、佐伯、佐藤、中村、中山、三木、南、田原 
 
● 平成 16年度の活動予定 

1．地区総会（H16年 4月 10日に開催済み） 
2．総会準備（H15準備開始～総会終了まで） 
3．勉強会（8～10月） 
（※今年度は全体総会があるため、見学会は実施しない。） 

 
● 総会準備ウラ話 
平成 15 年 4 月の地区総会にて、次年度の全体総会開催に向けた準備会を発足。代表は佐藤さん、見学
会企画は島村さんが担当、河合さんが立ち上げた北海道地区のメーリングリストを利用し、できるだけ会議形

式は避けることに。 
平成16年4月の地区総会の時点では、島村さんのご尽力により（北海道から静岡へ転勤したにも関わらず
…）見学会の段取りや宿泊先の手配がすでに整っており、また、ニセコ町長による講演会も伊藤さんのおかげ

で開催する運びとなる。総会幹事長の河合さん指揮の下、総会当日に向け具体的な役割分担に従いそれぞ

れが動き出す。連絡や確認等はすべてメールによるやりとり。筆者は飛び交う多数のメールを読むだけで精一

杯（ごめんなさい…）。 
絶妙な連携によって準備は進んでいったが、今回特記すべきことは、ベテランに混じってパワフルな力を発

揮してくれた若手、会計担当の江森さん、案内係や司会を務めた南さん、木村さん（突然のご指名で申し訳な

い）の活躍ぶり。これを機に、地区活動のみならず会全体を活性化する動力になってくれるのでは？ 
みなさま、ほんとうにお疲れさまでした。 



関東地区 活動報告 

～新年会報告＋総会おまけの一人旅報告～ 
笹尾 圭哉子 

＜新年会報告＞ 

今年の新年会は、1 月 22 日木曜日の午後 7 時から新宿のセンタービル地下１階にある「日
東コーナーハウス」で行った。関東地区では 2 年前から毎年同じ店で集まることにしており、昨年
からは開催日も１月の第 4 木曜日に固定した。というのも、イタリアンっぽくて料理のおいしいこの
店が気に入ったことと、場所と日時を固定することで、予定を立てやすくなり、参加しやすくなるの

ではと考えたからだ。 
しかし、残念ながら、新年会への参加者は年々少なくなっている。それはそれで、久しぶりの人

ともじっくり話ができて楽しい時間ではあったが、催す側としては寂しいものがある。出欠届けと一

緒にいただくコメントには、様々な理由で行きたいけど無理とのことが記されている。最近は見学

会への参加も少ないし、みんな、仕事や子育て、体調不良などいろいろあるのだろう。自分でも

思い当たるものもあるので仕方ないとは思う。でも、参加しなきゃ、楽しくないでしょう !今年も後半
に見学会などを催す予定なので、一人でも多くの会員のみなさんに参加して欲しい。 
ところで、新年会では年度末を目前に、日ごろのストレスがプチバクハツし、いつもより多めに

酔っ払ってしまった。勉強会の後にも懇親会があります。ストレスバクハツさせたい方（も）、歓迎し

ます。 
 

＜総会おまけの一人旅報告＞ 
北海道はニセコでの総会の後、せっかくだからもう一泊して小樽に行こうと思い、ニセコに近い

倶知安に宿を取った。 
数年前、やはり北海道での総会の後、数人で足を伸ばして小樽へ行き、私は「北一硝子」で

母にブローチを買った。バラの形の、細かいガラスが散りばめられたブローチで、自分でも気に入

ってしょっちゅう母から借りて使っていた。ある日、ブラウスにブローチを付けたまま洗濯機に入れ

てしまい、ガラスピースのいくつかが取れてしまった。このブローチを修理してもらうのが旅の目的

の一つだった。 
たまには一人で北海道の自然に身をゆだねてみたい、なんて気にもなっていた。駅弁を買っ

て電車に乗った。札幌から小樽へは、線路沿いに海が見えた。夕方だったせいか暗く、波が荒

れていた。すぐに街灯りが遠ざかり、大きなイヌタデが群生し、車両の脇に触れるほどだった。北

海道は蕗も大きい。コルボックルでも出てきそうな景色が続く。各駅停車のせいか、地図上のイメ

ージとは違い、倶知安までの距離は予想以上に長かった。 
倶知安から小樽方面への電車は 2 時間に 1 本しかなく、翌朝は眠いのを我慢して 8 時台の

電車に乗った。小樽は真夏のように暑くて、道に迷いながら歩き回ったため、あいた襟元は真っ

赤に日焼けした。北一硝子に行き、ブローチは製作元で見てもらうことになり、後日修理してもら

った。ここは何度来てもきらきらと光るきれいなものばかりで、まったく目の毒だ。札幌にも寄った。

こちらは打って変わって涼しくて、北海道は広いと思った。 
千歳空港では新しくできた韓国料理の店でつけ麺を食べた。空港のお店にしては珍しくおい

しいと思った。次回は何を食べて何を買おうか、今から楽しみにしている。 



土木技術者女性の会ホームページ立ち上げ WG活動報告 

野上 有実子 

 
本ワーキングは平成１４年度総会で発足し、平成１５年度総会でホームページ公開を承認されています。平

成１５年度活動についてご報告いたします。 

 

●ウェブサイトについて 

役員の査読を経て公開をする予定です。 

URL  http://www.womencivilengineers.com/ 

 

その他、サーバの管理、会員専用ページの個別パスワード設定作業、事務局関連ページの作成を事務局

が行っています。 

 

私を含めたメンバーの転勤等で本年度は WG としてはあまり活動しておらず、未完成でありつつページ

にして公開したという状況です。HP で会の活性化、事務処理の簡略化など望まれることが多いのを切々と

感じておりますので、来年度中に計画に基づいた成果を残して参りたいと思います。 

 

ＷＧメンバー 

リーダー 野上 有実子 オブザーバー 中村 恭子 

作業メンバー 岩本 理恵 作業メンバー 川原 好恵 

作業メンバー 田村 真佐子 作業メンバー 平永 佐知子 

その他事務局のご協力をいただいています。 

 

●ホームページWG活動計画 

 前年度に計画として上げ、達成できていない下記について完成させ、また総会での意見をふまえて本格

的な運用を図りたいと思います。 

 

・会員限定の掲示板の設置 

・会員専用ページの個別パスワード設定作業 

・各地で行われている勉強会等についての情報を全会員で共有できるしくみ作り 

・コラム、掲載記事の未完成部分の完成 

・書き込み、利用方法のルール作り等 

・簡易版としての携帯サイト作成の検討 

・「輪」の編集と同じように各地区にWG メンバーを設ける 

 

今後の仕事はたくさんあり、公開後に発生する問題点もあろうかと思います。 

その対応を万全にいたしたく、1、2名のWG メンバーの増員を提案いたします。 

 また、ホームページ立ち上げWGとは別にウェブサイトの内容の更新をスムーズに行える体制が必要
であり、HP編集長（仮称）を役員に加えることを提案いたします。 















   
                                    
 

問１：日本でおすすめの場所はずばりここ！ 
●秋田の武家屋敷、遠野、飛騨の高

山、能登半島の棚田、石狩川下流蛇

行河川、新潟平野湿地帯→米所の痕

跡（今年は大変そう）。 

●個人的には中小都市でのんびりし

たところが好きです。好印象としては松

江で、３泊でしたが行政も住民も、まち

全体で迎えてくれた感じがしました。 

●西表島の弓ヶ浜から見る夕日。 

●知床。海を見る。それだけでいい。っ

てかそれしかないし。 

●もしも転勤族の家庭に育った方でし

たら、子供の頃に住んでいた町に行っ

てみるというのはいかがでしょうか。先

日の総会に出席したついでに足を延

ばして、中学校当時住んでいた札幌の

家を訪ねてみました。もちろん今は別

の人が住んでいるのですが、当時と変

わらぬたたずまいに感激しました。猫

好きのお宅らしく、たくさんの猫がいた

のも嬉しかった(*^^*) 

●屋久島！ 2年前に3泊ほどで、遊び

に行きましたが、さすが世界遺産。良

いところでした。また行きたい！！ 

●京都は哲学の道のそばの法然院。

観光ルートのそばにありながら、人が

少なくってとっても静か。東山の麓で緑

がほんとうに多く空気もきれい。本堂

の縁側に座ってぼーっとしてると、1日

はあっという間に過ぎる（が、蚊に刺さ

れる）。 

●①長野が一番好き。特に松本、それ

から上高地。上高地の田代池は水の

流れを見ているだけで落ち着く。②桜

の吉野、もみじの京都も好き。③函館

元町の坂や小樽の運河沿いに散歩す

るのもいいな。④氷見のうどんもすん

ごくおいしい。⑤あっ、吉野のくずうど

んも。吉野はついでにわらびもち（くず

もち）も絶品。⑥北海道で食べた夕張

メロンの香りが忘れられない。 

●青森県の奥入瀬に近い、蔦温泉。

ぬるめのお湯で、周りに雑木林があり、

何時間でも入っていられる露天風呂 

が素敵でした。 

●富士市あたりから見た富士山。とっ

てもきれいな稜線で、富士市あたりは

富士川もあり、川と山の両方が絵はが

きのように配置された景色は見とれま

す。富士市の近辺ではしらす、桜海老

も名物で、食べ物もおいしいものがい

っぱいです。 

●岐阜県の高山よりもっと山奥の御岳 

夜、星空は圧巻です。 

●夏から秋の間なら十和田湖、奥入

瀬渓流散策がお薦めです。(冬は閉鎖) 

遠足で行ってた時はやだったけどな。 

●「大分県院内町」 日本一石橋の多

いところです。その数80橋余。江戸時

代から明治、大正、昭和戦前期の橋ま

で、それぞれの時代の特徴を残してい

ます。これを案内して下さるのが地元

の「石橋ボランティア」で、みなさん一

般の主婦だったりするのですが、実に

よく勉強していて感動的です。 

 
問２：近場にもあります、おすすめスポット 
●山城町環濠集落、伊賀の忍者屋敷、滋

賀県新旭町風車村。 

●ジョン・レノン・ミュージアム併設の喫茶

店のロイヤルミルクティー。（さいたまス

ーパーアリーナ内、JR さいたま新都心駅

徒歩2分） 

●ディズニーシー。「アンコール！」と「ミ

スティックリズム」だけの為に行く。そんで

この二つを何度も見る。毎回泣く。 

●北海道の十勝という青空とお菓子と食

材のあふれた所に住んでおります。ラフ

ティング（スリルある川下り）など、自然体

験型にも力を入れ始めています。でもい

つも何かが足りないと感じております。

（自分が知りたい、近場スポット） 

●下田の海をオススメします。弓ヶ浜あ

たりは季節によっては西表島にも負けな

いくらいの透明度があります。真夜中1時

頃に都内を出れば朝の 6 時には泳ぎ始

められますよ～。 

●平和島クアハウス。平日 1,700 円で温

泉三昧。駐車場無料！映画館、食事処、ド

ンキホーテ、競艇場あり。眠らない、BIG 

FAN平和島・・・結構、楽しいです。 

●札幌の円山にある「森彦」っていう喫茶

店。ふるーーーーーーーーーい民家を改

装して使っている。冬、車で行ってスタッ 

クしそうになった。 

●①横浜中華街の菜香市場通り店の海

老蒸クレープは最高！今すぐでも食べた

い。②青梅の梅祭りも楽しいよ。地域全体

がうらうら梅祭り。吉川栄治記念館にはい

ろいろな山野草があるし、その近くの従業

員全員女性の喫茶店は季節のお菓子が

おいしい。③勝沼はくだものとワインが豊

富。東京から近くて便利。④大多喜城や

ハーブ園など、見も心もゆったりする。甘

党にはつぶあんぎっしりの十万石もなか

があるよ。 

●①彩湖。お休みの日にお弁当を持って

出かけたいです。②首都高速湾岸線。夜

の車窓からの景色が素敵です。③東京タ

ワー。ノスタルジックな気分にひたれます。 

③三鷹の森ジブリ美術館。子供と一緒に

楽しめます。④サンシャイン６０。水族館

今今今回回回のののテテテーーーマママ：：：日日日本本本、、、再再再発発発見見見   
まままだだだまままだだだああありりりままますすす日日日本本本のののいいいいいいとととここころろろ 

編集担当：さゆりん



やプラネタリウムがあって、子供と一緒に

一日たっぷり遊べます。⑤花の丘公園（さ

いたま市）。子供と一緒にお弁当を持って

遊びに行っています。 

●さいたま新都心のジョンレノンミュージ

アム。年代順に部屋が別れていて、雰囲

気も音楽も全く違います。最後の部屋は

ファンじゃなくても、ウルッとします。愛と

平和を考えるのではなく、感じられる場所

です。 

●銀座の伊東屋。上から下までみれば、

こんな文具が、という掘り出し物がかなら

ずあって、しばらく遊べます。 

問３：女性同士で教えたいおすすめの宿泊施設 

●八幡市第三セクター四季彩館、9 時ま

でだがお風呂もある。 

●鹿児島：ホテル吹上荘。ホテルと言って

も旅館で天然温泉、室内の浴槽が木製で

した。繁華街に近く、照国神社の隣、美術

館等も散策範囲にあります。 

●赤坂プリンスホテル。（近いけど、夕焼

けがきれい） 

●貧乏ごっこが好きなら結構地方の小さ

なユースは面白いよ。 

●「ファミリーロッジ旅籠屋」というチェー

ンのホテルはオススメです。４人で一室 1

万円～という破格の値段なのに内装も綺

麗です。素泊まりですが朝ご飯にパンと

コーヒーが食べ放題！ 

●フォンテーヌ・ブロー（山中湖と白馬八

方にあります）。帝国ホテルに勤めていた

オーナーシェフが作る料理は、絶品です。

温泉付きで、ゆっくりするにもとても良い

宿です。食事だけでも元を取れます！ 

お風呂が全て、貸切（無料）なので、カッ

プルにお勧め（？）。 

●すぎもと（松本、美ヶ原温泉）。もちろん、

温泉！和風旅館です（貸切温泉（無料）あ

り）。部屋もとてもきれいで、落ち着きます。 

食事が長野の特産物が多く出てきて、と

ても美味しいです。 

●渋谷の東急セルリアンタワー。部屋も

とってもいいけど、なんといっても朝御飯

が秀逸！ふつーのブッフェと思うなよ～!!! 

まったくの洋食。ホテルの朝食が充実し

ているフィンランドのホテルにも匹敵!!! 

●京都円山公園横のレディースホテル

「長楽館」です。4,000円代の宿泊料金で、

祇園や高台寺に行きやすい立地条件で

す。お風呂は共同で、門限（23時？）があ

りますが、設備は古いながらも、アンティ

ークな内装が古き良き時代って感じす。 

2人用の洋室をお勧めします。 

●今まで良かったのは大多喜ハーブ園

のプチホテルとホテルモントレ札幌かな。 

●帝国ホテルの女性限定プラン。伊豆の

七滝のあたりにある温泉宿。（たくさんの

温泉に入ることができる） 

●国府津駅前の国府津館旅館、魚の料理

が抜群に美味しい。宿としては明治の建

物で古いが落ち着けます。 

●旧NKK、現JFKの保養所。友達がいた

ら是非一度合宿など。熱海がイチオシ。 

●奈良町の静観荘。もと遊廓を旅館にし

たもの。なお風呂、トイレ供用なので、そ

こが譲れない方は無理でしょう。ただし近

くには銭湯がたくさんありますから、そち

らを利用するのもなかなかいいものです。

問４：なんといってもお土産はこれ 

●ニッキの利いた生八つ橋、宇治の

茶団子、出石そば。沖縄の紫芋（鹿児

島でも穫れるらしい）。 

●やっぱり旅の思い出は、その土地な

らの形ある物がいいと思っています。

（壁掛けや、置物） 

●富山のマス寿司。 

●新幹線の中でわさび漬けを買う。よ

そでは買わない。わさび漬けとはそう

いうもの。 

●友達に旅先で一筆、絵葉書を書くの

がアツイです。「おみやげ」とは言わな

いかも知れませんが、普段ご無沙汰し

ている相手にコンタクトを取るいいきっ

かけにもなりますし。 

●鳩サブレ（軽い、おいしい）、崎陽軒

のシュウマイか（つい最近、お醤油差 

しがプラスチックになったのは残念！）、

小川軒（目黒）のレーズン・ウィッチ（夏

場はお土産にできないけど）。 

●大阪のビジネス街淀屋橋に本店が

ある神宗という昆布屋さんです。売り

きれご免の営業スタイルで、今ほど店

舗が無かった時期は阪神百貨店開店

10時前から並んでました。おすすめは

塩昆布です。 

●広島みやげは川通り餅がいいね。 

●①愛知のばんかくのえびせんべい。 

②さいたま市の加茂宮駅のすぐ近くに

あるナチュラルベーカリーのパン。（国

産小麦、天然酵母を使用し、とっても

おいしい）③愛知の寿がきやのラーメ

ン。④愛知の渥美半島のメロン。 

⑤愛知のおおあさり（おおきな蛤くらい

の大きさのあさりで、網で焼いて醤油

をたらして食べるととーってもおいし

い）。 

●今さらでも、なんだかんだいっても

地方限定・おっきいお菓子シリーズな

んか選んじゃいます。特におやつカン

パニー(ベビースター)は必ず買ってし

まいます。 

●①氷見うどん食べたい。氷見はブリ

もおいしかったし、めずらしいお菓子

がたくさんあった。②菜香のチャーシュ

ウまんも食べたい。③福岡空港のふ

まんじゅうもいいな。明太子も。④考え

てると何も手が付かなくなるのでこの

辺で。 

 



＃＃＃＃＃ 新入会員紹介 ＃＃＃＃＃ 
                           〈2004年冬号以降に入会された方〉 

      
 

南
みなみ

 朋恵
と も え

 （北海道）  国土交通省 北海道開発局                   

○５年勤めた建設会社を退職し、昨年、北海道開発局帯広開発建設部帯広道路事務所に勤めることになりました。

受注者から発注者という逆の立場になってみて、新しい大変さや、やりがいを感じています。経験を生かしながらい

いものを造っていきたいと考えています。 
                               （2004.3.25受付） 

 

  足立
あ だ ち

 美津江
み つ え

 （中部）  国土交通省 中部地方整備局 愛知国道事務所 
○入省 6年目になり、今年度名古屋に転勤してきました。初めての工事発注担当課の所属となり、なかなか状況がの
みこめず、勉強の毎日です。プライベートでは、今年 2月に結婚しました。甘い新婚生活…ではなく、夫が仕事（民
間の建設業）で沖縄にいるため、すでに別居中で別居婚生活をおくっています。周りの心配をよそに、本人はのん

びり過ごしています。ただ、今は独身と変らないためよいのですが、今後子供を持ったとき、仕事と家庭を両立して

いくことができるのか不安です。この会でぜひ皆様から助言を頂きたいと思います。 
                            （2004.6.15受付） 

                               

  廣瀬
ひ ろ せ

 麻里子
ま り こ

（関東）  前田建設工業（株）横浜支店 土木部               

○前田建設工業（株）の廣瀬麻里子と申します。平成 13年の土木技術者女性の会総会に参加させていただき 

 まして、今回２回目の参加となります。私は 4年間関東支店で現場の仕事（造成・アンダーパス構築）を 

経験し、昨年より横浜支店土木部で設計、積算、各種解析を行っています。仕事の都合上、各地区の総会 

に出席することは出来ないかとは思いますが、今後ともよろしくお願いたします。 
                               （2004.6.26受付） 

 

高橋
たかはし

 藍子
あ い こ

（関東）  首都高速道路公団               

○はじめまして、高橋藍子と申します。現在、首都高速道路公団に勤務しており、入社 4年目になります。 

入社後 2年間は、中央環状新宿線を建設する部署でトンネルの設計に携わってしました。昨年の 5月に異 

動し、現在の部署では首都高速神奈川線の維持・管理業務に携わっています。この会に入会しようと思っ 

たきっかけは、建設関係の仕事をされている多くの女性技術者の方々と情報交換が出来る場ということで、 

今後の自分にプラスになるのではないかと思ったからです。まだまだ経験が浅く技術者としては未熟では 

ありますが、活動には積極的に参加していきたいと考えておりますので、よろしくお願いたします。 
                               （2004.8.23受付） 

 

 竹之内
たけのうち

 綾子
あ や こ

 （関東）  鹿島建設（株）土木設計本部               

○今年入社し、設計部橋梁グループに配属になりました。現在はおもに PC橋梁の設計業務を行っております。 

「自分が設計に関わった橋を渡ることを楽しみに�」と言ったら、「楽しむ気持ちよりも心配な気持ちの 
方が大きい�」とある先輩に言われました。その気持ちが分かるようになった今日この頃です。この会を 
通して、土木の様々な分野で働いている方のお話を聞き、刺激を受け、成長していきたいと思います。 

                              （2004.8.24受付） 
 

 

福山
ふくやま

 貴子
た か こ

 （関東）  鹿島建設（株）技術研究所               



○建設会社の研究所で主に海洋構造物について実験や解析などを行っています。この会を通して、全国の 

土木系技術者の女性の方々と交流できることを楽しみにしています。 
                               （2004.8.27受付） 

 

太田
お お た

 喜美恵
き み え

 （関東）  鹿島建設（株）開発事業本部               

○皆様、はじめまして。建設会社の開発事業を担当する部署で、社会人 1年目として奔走する日々です。マ 

ンション開発が現在の主な業務ですが、土木・建築の技術が融合して完成する都市開発に早く携われれば 

と思います。様々な分野で活躍されている女性土木系技術者の方々と出会えるこの貴重な機会を活かして、 

皆様からの刺激を受けつつ自分自身も成長していければと思っています。よろしくお願いします。 
                                   （2004.9.1受付） 

 

鈴木
す ず き

 玲子
れ い こ

 （関東）  （有）ユニゾン              

○景観資材の販売と施工の会社を立ち上げて 1年半になります。地球の温暖化防止策やリサイクル問題など、身近

な環境問題からランドスケープに興味を持ちました。適切な資材が問題改善につながるのではと考えています。夢

は、環境に優しい舗装材が都会のヒートアイランド現象を少しでも改善し、また、子ども、 

老人、障害者、健常者すべてが快適に生活できる環境を作ることです。今後は緑化も含めたトータルな背景デザイ

ンの提案ができるような知識、人材を備えた会社にしていくつもりです。 
                                    （2005.4.1受付） 

 

箱田
は こ た

 裕子
ゆ う こ

（関東）  （株）山海堂               

○職務内容： 土木書籍の編集   

この会に期待すること： 私は、土木書籍の編集をしています。今はこの仕事にやりがいを感じています 

が、ずっと、土木の現場で仕事をしたいと就職活動をしていました。皆さんのお仕事は、すごいと思いま 

す。どうぞよろしくお願いいたします。 
                              （2005.5.20受付）                  

                               
 
 
 

 
会員数（2005 年 5 月 31 日現在） 

総数 １５８名 
（北海道地区 20 名 関東地区 89 名 中部地区 22 名 関西地区 27 名） 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
土木技術者女性の会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会費振込先（郵便振込） 
  口座番号 ００１６０－５－３５８１２９ 
  加入者名 土木技術者女性の会 
   
 
 
 
 
 
 

＜会の目的＞ 
１．土木界で働く女性技術者同士のはげましあい。 
２．土木界で働く女性技術者同士の知識の向上。 
３．女性にとって魅力ある、働きやすい土木界の環境作り。 
４．女性土木技術者の社会的評価の向上。 
５．土木技術者をめざす女性へのアドバイス。 

 
＜倫理規程＞ 
 会員は、会の目的を実現する際にあたって、下記の倫理規程を遵守するものとする。 
  １．会員は、会の目的に沿って、各々の良識のもとに、正しく品位ある行動をする。 
  ２．会員は、所属組織を代表するものではなく個人の立場で会の活動に参加する。 
  ３．会員は、会の活動において、業務上の利益に結びつけるいかなる行動も行わない。



 
「輪」への投稿は地区編集担当へ、 
その他、お問い合わせ、ご意見は、事務局 

〒107-8502 東京都港区赤坂６－５－３０ 
鹿島建設株式会社 土木設計本部 須田久美子 

TEL 03-6229-6654 
FAX 03-5561-2156 
E-mail  suda@kajima.com 

まで、お願いします。 
 
 
 

 
輪（りん） 2004年特別号（第４２号） 
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