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土木技術者女性の会 とは 

<団体名> 

一般社団法人 土木技術者女性の会 

The Society of Women Civil Engineers 

 

<会の生い立ち> 

土木学会誌（1982 年 9 月号）に掲載された「女性土木技術者の座談会」がきっかけで 1983 年 1

月に発足しました｡座談会の席で、「日本各地で孤軍奮闘している女性の土木技術者が情報交換できる

ような会を．．．」ということになり、同誌で呼びかけ、約 30 名でスタートしました｡ 

創立以来、任意団体として活動してまいりましたが、 2013 年 11 月 18 日（土木の日）に一般社団法

人土木技術者女性の会として新たに発足しました。 

 

<会の目的> 

土木学会誌の座談会をきっかけにしていますが、女性土木技術者特有の問題をきめ細かく取り上げ対

応していくために、独立した団体として活動しています。 

女性技術者の質の向上と活動しやすい環境作りのために、次のような目的を掲げています。 

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の知識向上 

3. 女性にとって魅力のある、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. 土木技術者を目指す女性へのアドバイス 

 

<倫理規定> 

当会では次のような倫理規定を定めています。 

会員は、会の目的を実現する際にあたって、下記の倫理規定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 

 

<会誌「輪（りん）」について> 

1983 年に開催された第 1 回総会にて、会誌の名前についても話し合いが行われています。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「輪」の文字は、「友達の輪」という発想より早々に決まりました。 

そして、「りん」という言葉の響きの心地よさと会員同士のつながりを大事にしたい 

という思いを込めて名付けられました。 

         （1983 年 第一回総会議事録・参加者証言抜粋） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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巻頭言 

私が育った日本一の「庭」 

中部支部長 青木治子 

 

私が育った「庭」は日本

一広いと自負しています。

幼少期より「庭」で走り

回り、広すぎて迷子になっ

たり(迷子になったのは、

同行している祖父だと言

い張っていますが)、ジェ

ットコースターに乗ったり…！？ 

私の「庭」は名古屋市にある「東山動植物園」

です。私の生まれ育った家から徒歩 5 分もかか

らないところに「東山動植物園」はあります。そし

て、中学生以下は入園料が「無料」！！ そのた

め、一人で行動できる小学生になってからはラ

ンドセルを家に置いたら「東山動植物園」に友

達と。小学校の春の遠足も「東山動植物園」。

写生大会も「東山動植物園」。何しろ入園料が

「無料」ですから、子供たちは出入りし放題。も

ちろん、車が走っているようなこともなく、安全な

遊び場です。広さは約 60ha と本当に広く、園

内にはその名の通り、動物園、植物園、そして子

供遊園地などなど、動物や植物の種類もとても

多く、見所がいっぱいです。 

「東山動植物園」は、昭和 12 年(1937 年)に

開園した「市営」の動植物園で、様々な歴史が

あります。その中で、私が一番印象深い歴史は

「ぞう列車」です。詳細については割愛しますが、

幼いころ、戦争を身近に感じた一番のエピソー

ドです。 

そして、私が一番好きな動物は・・・「ブロントサ

ウルス、イグアノドン、トリケラトプス」です。実は

これ、昭和 13 年(1938 年)に建造されたコン

クリート製の恐竜像です。この恐竜像ですが、

2000 年ごろから損傷が見受けられました。イグ

アノドンにいたっては、腕が折れてしまい、松葉

杖をつく状況となりました。そこで、東山動植物

園と、中部地区のコンクリート活動団体(NPO

法人コンクリート支援機構 ASCoT、コンクリート

工学会中部支部、中部セメントコンクリート研究

会)が一丸となり、損傷状況の調査、耐震診断、

研究が行われ、プロントサウルス、イグアノドンの

大手術(補修・補強工事)が実施されました。私

自身、直接は携わっていませんが、大手術の現

場を見学することができました。恐竜像について

は、幼いころから知っていたのですが、土木技術

者として東山動植物園の違う魅力を発見でき

たことはとても嬉しく、一番好きな動物になりま

した。詳細については、過去に土木学会やコンク

リート工学会に論文が掲載されていますので、

ぜひご一読ください。 

さて、2022 年頃には愛・地球博記念公園

(2005 年万博記念公園)に「ジブリパーク」が

開業予定です。名古屋駅から「ジブリパーク」ま

での道中に「東山動植物園」もありますので、

ぜひお越しください。中学生以下無料、大人

500 円と格安ですよ。
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⼀般社団法人 土木技術者女性の会 

第 9 回通常総会 
 

開  催  報  告 
 

担当：中部支部 

日にち： 2021 年 6 月 26 日（土） 

 

 
 

  

 

10：30-11：00 

一般社団法人 土木技術者女性の会 第 9 回通常総会 
株式会社奥村組名古屋支店 会議室＋ウェブ会議システム（Zoom） ・・・p.3 

 

13：30-15：00 

関連行事「相席喫茶～名古屋堀川沿いを歩く～」 
株式会社奥村組名古屋支店 会議室＋ウェブ会議システム（Zoom） ・・・p.5 

 

関連行事 参加者アンケート結果                  ・・・p.11 

 

19：00-21：00 

懇親会 
株式会社奥村組名古屋支店 会議室＋ウェブ会議システム（Zoom） ・・・p.15 

 

参加者の感想                                 ・・・p.17 

 
※ウェブ会議システムは当会の Zoom システムを使用 
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一般社団法人 土木技術者女性の会 第 9 回 通常総会報告 
日時：2021 年 6 月 26 日(土)  10：30 – 11：00   

場所：株式会社奥村組名古屋支店 会議室 

出席：3 名、電磁的議決権行使 138 名、委任状 2 名 

合計 143 名（議決権のある会員数 331 名の 10 分の 1 以上で成立） 

報告者：藤代祥子（中部支部） 

 

(一社)土木技術者女性の会 第 9 回の通常

総会は、昨年と同様に新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、総会成立に最低限必要な役

員とスタッフ計 3 名（中部支部会員）が会場に

参集し、一部の役員（代表理事、理事）はウェブ

会議システム（Zoom）を活用したリモートでの

説明を行いました。また、正会員の皆さんは、事

前の電磁的議決権行使（インターネット）や委

任状、傍聴（ウェブ会議システム（Zoom））とい

う形での開催となりました。 

中部支部では、極力集合形式の総会ができ

るよう運営委員とも相談しながら準備を重ねま

したが、たび重なる緊急事態宣言等の発出によ

り、上記のような開催となりました。 

  はじめに、牛山育子会長より総会開催へ向け

た関係者への謝意と会員の体調への配慮のほ

か、「今年度も昨年度に引き続き、事前の議決

権行使やウェブによる傍聴という総会開催とせ

ざるを得なかったことをお詫び致します。」「今

年度は昨年度より 1 回線多く接続し、計 3 名の

理事で、議事説明を行う予定にしています。制

約のある中で、ひとつずつでもできることを増や

し、実績として積み上げていきたいと考えていま

す。」との挨拶がありました。 

 
【会長挨拶】 

その後、中部支部の西雪美樹副支部長が議

長として選出され、本総会の議案が、出席者

（電磁的議決権行使者および委任状提出者の

議決権を含む）過半数の賛成で成立する、普通

決議であることが説明され、総会の成立が宣言

されました。 

 
【会場の様子】 

まず、南朋恵副会長が第 1 号報告について

説明し、監事の監査報告を議長が代読して報

告しました。続いて会長が第 1 号議案を、第 2

号から第 3 号議案を水野香織副会長、第 4 号

議案を南副会長、第 5 号議案を水野副会長が

説明し、出席した正会員の議決権の過半数の

賛成により、全て可決されました。続いて、牛山

会長から第 2 号報告と第 3 号報告について説

明がありました。今年度は、数名の顧問が新任

で着任される予定で、事務手続きを終え次第、

順次ウェブサイトに掲載されるとのことです。 

 
【副会長からの説明】 
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【副会長からの説明】 

最後に、次回の総会（2022 年度）は、西日

本支部が運営することが確認されました。次々

回の総会（2023 年度）は、各支部の意向を確

認し今後の理事会にて決定する予定です。 

今年度も特別な方法での開催ではありました

が、第 9 回通常総会が皆さまのご協力のもと、

無事に開催できたことを感謝しています。 

 

 

  

 

議事次第 

 

開会 

 

Ⅰ はじめに 

1 会長挨拶（牛山育子） 

2 議長選出（中部支部 西雪美樹） 

3 総会成立の宣言 

 

Ⅱ 報告事項 

第 1 号報告 2020 年度 事業報告 

第 2 号報告 運営委員の任命（案）について 

第 3 号報告 顧問候補および名誉会員候補について 

           ※新任顧問については、事務手続きを終えられた方から 

順次ウェブサイトに掲載しております。ぜひご覧ください 

Ⅲ 議案審議 

第 1 号議案 監事選任について 

第 2 号議案 2020 年度 決算報告 

第 3 号議案 寄附金事務取扱規定の廃止について 

第 4 号議案 2021 年度 事業計画（案） 

第 5 号議案 2021 年度 予算計画（案） 

 

次回・次々回総会開催の担当支部 

次回の総会（2022 年度）：西日本支部 

次々回の総会（2023 年度）：今後の理事会で決定 

 

閉会 

 

※総会の議事録は、当会ウェブサイト＜会員ページ＞に掲載しています。 

報告：藤代祥子（中部支部） 
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関連行事「相席喫茶～名古屋堀川沿いを歩く～」 
日時：2021 年 6 月 26 日(土)  13:30 - 15:00   

場所・開催方法：株式会社奥村組名古屋支店 会議室＆ウェブ会議システム（Zoom） 

出席：正会員 42 名、講師 1 名 

報告者：平野友佳鈴（中部支部） 

 
「相席喫茶～名古屋堀川沿いを歩く～」はコ

ロナウイルスの影響もあり、事前に撮影・編集さ

れた街歩き動画をオンライン（Zoom）で視聴す

る形となりました。当日は中部支部の青木治子

さんが司会を務めてくださり、動画撮影に協力

いただいた名古屋工業大学の秀島栄三教授も

解説をしてくださいました。参加者は動画を視聴

しながら、チャット機能を用いたりしてコメントや

質問をしました。 

私は思いがけず動画撮影に参加することとな

ったのですが、撮影した日は程よい天気でベス

トタイミングに撮影することが出来たと思います。

（撮影日の前日までは気温が高く、翌日には名

古屋は平年より 21 日早く梅雨入りしました。） 

今回歩いた堀川は、名古屋城の築城とともに

城下町から海への物流のための水路として造

られました。水運の主要拠点として名古屋の発

展を支えた堀川ですが、産業の発展に伴って臭

い汚い川として市民から敬遠されるようになりま

した。しかし現在は行政や堀川 1000 人調査隊

の努力によって段々魅力ある・おもしろい川へ変

化しています。 

納谷橋南東：倉庫会社や運送会社があった

ところに商業施設や高層マンション、会社や銀

行などのオフィスが作られる再開発（納谷橋東

地区再開発事業）が行われました。（動画撮影

時はここの商業施設であるテラッセ納屋橋に集

合して始めました。） 

納谷橋：名古屋工業大学で学長を務められ

た鈴木禎次先生によってデザインされたとのこ

とで、凝ったデザインをしています。（高欄には福

島正則〈堀川開削に従事〉や織田信長・豊臣秀

吉・徳川家康の三英傑の家紋がデザインされて

います。）また、夜になるとライトアップされて綺

麗だそうです。納谷橋から錦橋間では「納谷橋

夜イチ（2010 年 8 月より開始）」が月に 1 度

行われる（最近は緊急事態宣言やまん延防止

策等の状況により中止されることも）など賑わ

いを取り戻してきているとのことです。 

 
【納谷橋にて】 

堀川ギャラリー：旧加藤商会ビルの地下１階

にあり、堀川に関する展示を見ることが出来まし

た。（展示内容は 3 週間程で変化するようです。） 

 錦橋：橋のたもとにはゴンドラ（ベネチアで実

際に使われていたもの）があり、乗船体験をさ

れている方がいらっしゃいました。（こちらは撮影

当時行われていたフラワーフェスティバル開催

期間の臨時乗船場のようで、普段は納谷橋に

乗船場があるようです。）コロナウイルスが落ち

着いたらゴンドラに乗りながら堀川や橋を眺め

たいです。 

桜橋：桜通りを渡る橋、その名の通り橋には

桜がふんだんにデザインされていました。桜通り

は、とても広い道路でした。名古屋は戦争で一

度焼けてしまったので広い道路を作ることが出

来たと習いました。他にも広い道路が碁盤の目

のように通っています。チャットには桜通りは桜の

時期とても綺麗という声も寄せられました。 

中橋：東南には伊勢湾台風のときに増水した

堀川の水位を示す表示があり、ほぼ道路と同じ

くらいの高さで驚きました。またそこでは、護岸
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改修の工事が行われており、大雨の時に水が

溢れるのを防ぐために護岸を高くしていました。

名古屋駅へ水が浸水するのを防ぐために行わ

れているとのことです。 

 
【伊勢湾台風の時の水位を示す表示】 

四間道：蔵を水害や火災から守るため道幅

を四間=約 7.2m に作られた昔ながらの道 

円頓寺（えんどうじ）商店街：一度は衰退して

しまったが、現在は飲食店など新たなお店が増

え魅力ある商店街へ変化しています。 

 
【円頓寺商店街にて】 

五条橋：西側には円頓寺商店街があり、ほぼ

平らな地形をしています。しかし、名古屋城下町

のある東側は土地が高くなっています。名古屋

城を移転する際に熱田台地の高台に移転させ

たからで、円頓寺商店街のあるところは下町集

が住むところだったからということです。かつて

は土地の高低差が住む人の身分も分けたとい

うこと・昔の人は土地のことをよく理解していた

ことの 2 つに驚きました。 

 
【説明イラスト】 

 
【五条橋にて】 

景運橋：近くに旧堀川駅（名鉄瀬戸線）があ

ります。瀬戸から陶磁器を運ぶため・堀川から

持ってきたものを名古屋や瀬戸に運ぶために使

われていました。 

 
【景運橋にて】 

動画撮影日は初めて見るもの初めて知ること

が多く刺激を受けることが出来ました。また、当

日は、動画に加え様々な環境や分野・視点を持

つ参加者の方からの質問や知識が加わったの

でさらに勉強になりました。チャットの質問によっ

て名古屋駅が地盤の悪いところ（円頓寺商店

街を西に抜けると名古屋駅があります。）にある

のは、昔駅は迷惑施設（煙を出し、うるさい）だ

ったからということが分かり、時代の変化によっ

て価値観も変わるのだなと感じました。女性の

土木技術者であることが珍しくない時代・男女

関係なく土木技術者として同じように働ける＝

誰もが働きやすい時代に変化すると良いなと思

います。 

 

 

 

 

 

 

1959 年(昭和 34 年)9 月 26 日 

伊勢湾台風ここまで浸水 
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動画作成に関わった人物紹介（五十音順） 

【撮影】 

現地解説：名古屋工業大学  秀島栄三教授 

現地：青木治子さん、岡本茉莉さん、 

高木美香さん、平野友佳鈴 

在宅：川瀬瞳さん、西雪美樹さん 

 
番外編として、中部地区のグルメについても

紹介がありました。 

 
 

【三重県】 

 

 

 

 

【編集】 

青木治子さん 

【音楽】 

選曲：永津めぐみさん 

演奏：永津めぐみさんのお嬢様 

 
 

 

 

 
 

【岐阜県】 
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【愛知県】 
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【静岡県】 

 

 

 

 
 

【長野県】 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 11 

 

 

【福井県】 

 
 

 

 
以上！！ 

 

関連行事 参加者アンケート結果 
回答数：２７名 

（参加者数：４２名） 

報告者：青木治子（中部支部） 

 

１．参加者（42 名）の所属支部 

 
 

２．参加理由 

 
 

 

 

３．満足度 

 
 

４．時間の長さ 
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５．内容 

 
 

６．感想 

名古屋に長く住んでいますが、知らないこと

や場所が多くありました。堀川は子どものころか

ら汚い川だと思っていたのですが、これほどまで

に綺麗になっていることにびっくりしました。コロ

ナが落ち着いたら、堀川周辺の飲食店や円頓

寺商店街を楽しんでみたいです。 

堀川に架かる橋梁のデザインや街に溶け込

む意匠など古き良き時代の素敵なデザインや

歴史を学ぶこと、また街づくりなど興味深い話を

伺えることができた。以前、堀川は俗にいうドブ

川だったが、地下水の流入や河川を綺麗にする

活動によって、水質の改善もなされていることを

知り得た。また、JR の主要駅が浸水による影響

を受けていることを様々な地域に住んでいる

方々からの知見で知ることもでき、大変興味深

く感じた。近年の豪雨災害において、浸水エリア

や居住区、公共施設の場所などの安全性を踏

まえたハザードマップも必要だと思った。 

テレビの町ブラロケのような感じで非常に

楽しみながら拝見しました。堀川の図を挟みな

がらの VTR と各橋での先生の説明があったこ

とで、現地に行かなくてもイメージを膨らませな

がら勉強することができました。機会があれば

ぜひ現地にも行ってみたいです。ご紹介いただ

いた東海グルメもどれも魅力的で、チャットでし

たが全国の会員の皆さまと交流ができ、とても

楽しかったです。名古屋支部の関連行事担当

者の皆さま、この度はお忙しい中、またコロナ禍

で行動の制限がされる状況下で、参加した方た

ちが楽しめるような準備や工夫をしていただき、

本当にありがとうございました。 

Zoom での相席喫茶の見せ方、組立方に

は、大変苦労されたと思います。長年間近に見

ている堀川ですが、全国の会員の質問の切り口

から、新たな興味がわきました。 

堀川は会社から近いのですが、意外と知ら

ないことが多いんだな～と思いました。専門家に

よる説明もわかりやすかったですが、会員から

の説明も大変良かったです。言葉を発せなくて

も、チャット機能を利用できたことで、ストレスを

感じませんでした。司会者が、チャットのコメント

を拾ってくれたのが良かったんだと思います。私

の場合の回線トラブルは、自宅のネット環境に

問題があると思います。ですが概ね、すらすらと

見ることが出来ました。 

地元の方ならではのお話を聞くことができ

て面白かったです。名古屋に行った際には寄っ

てみたいと思いました。名古屋グルメも楽しみで

す！ 

凝った動画で、大変見応えがありました。 

とても楽しく学ぶことができました。ありがと

うございました。 

またご当地グルメも楽しく、おかげで食欲が

爆発してしまいました。（当日は我慢できずにポ

テチを食べまくりました(笑)） 

青木支部長にもお伝えしましたが、今回のよ

うな行事は出張扱いなど会社に報告する必要

のないイベントなので、それを逆手にとって、チラ

シを作ったり、もっとお気軽に参加できることを
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アピールして、集客をあげるようにしても良かっ

たかもしれませんね。 

身分の高低と土地の高低が比例していたこ

と、それが普通に土地利用として成立していた

ことが面白く感じた。 

土地勘がない地域でしたが、映像、説明で

実際に街歩きしながら学ぶのと大きく変わらな

いイベントでした。チャットも活用しながら全国の

会員と情報共有もでき良かった。堀川周辺のま

ちづくりと堀川にかかる橋梁に興味を持ったの

で名古屋を訪れる際は実際に足を運びたい。 

ご準備含め、お疲れ様でございました。楽し

く参加できましたし、実際に行ってみたいと思い

ました。当日の内容はどこかにアーカイブされる

のでしょうか。復習しなくては、と考えています。

（追伸：両手が塞がってしまい、チャットでの反

応がうまくできずに申し訳ないです。お祝いのお

言葉をいただいたみなさんにお礼申し上げま

す。） 

先生の解説が良かったです。NHK『ぶらタ

モリ』もそうですが、やはり専門家の方の解説が

視聴者の納得感につながるのだなと思いました。

また、途中立ち寄った建物の案内の方、NPO の

方など、そこで働く方の顔や仕事のお話しがあ

ったのも良かったです。ゴンドラの船頭さんの話

も聞いてみたかったです。 

非常に分かりやすく、とても楽しかったです。

また、堀川のこれまでの変遷のみではなく、堀川

を愛する人々の取り組み、これからもっと堀川を

愛する人を増やそうとする取り組みを伺うことが

でき、過去・現在・未来がよく理解できました。何

より、先生を始め、関わっている方々が楽しく熱

意をお持ちでいらっしゃることが伝わり、インフラ

整備に関わることの意義も感じられた気がしま

す。グルメ情報にも興味津々でした。 

「臭い汚い川として市民からそっぽを向かれ

る存在」だったという堀川が、店舗の入り口が

河川に面した側につくられるほど魅力のある川

へと変貌を遂げたというのは素晴らしいと思い

ました。また、そこにはナビゲーターを務めてくだ

さった秀島教授のように、川と街を一緒に蘇生

させようと尽力された方がいてこそのことと、土

木技術者と土木技術の果たす役割の大きさを

改めて思いました。 

出演された皆さんは時節柄「喫茶」がなくて

大変な思いをされたと思いますが、ビデオ編集

も良くできており、オンライン見学会の楽しさを

満喫しました。どうもありがとうございました。 

「大阪の梅田は「埋め田」が由来だった」な

ど、堀川だけでなく参加者ゆかりの地域の知識

も飛び交っており、とても充実したイベントでした。 

Zoom 開催でしたが、橋の紹介及び河川

の紹介がとても理解しやすく興味深い内容でし

た。何十年も前の橋なのに高欄や照明灯がとて

もモダンで桜の模様等とても素敵でした。また

道路幅員の広い橋梁が昔に架橋されたことに

とても興味持ちましたし、名古屋へ行く際の楽し

みにもなりました。ありがとうございました。 

参加して大変良かったと感じました。まずは

参加が大事と思いました。 

動画の倍速? 編集が見ていて面白かった。

次のイベントに活かしたいと思った。 

堀川について楽しく学べました。様々な専門

や視点を持つ会員と見ることで、チャットも盛り

上がり楽しむことが出来ました。特に勉強になっ

たことは、五条橋でも触れられていた土地の高

さに関することです。昔駅は厄介者？ であった

ために低い土地に駅が作られていたということ

を聞き、時代が変われば価値も替わるという事

かなと思いました。 

都市河川ならではの楽しみ方を疑似体験

できてよかったです。大正レトロの欄干が素敵

でした。感潮区間ということで、少しにおいがす

るとお聞きしましたが、川沿いに堀川マルシェと

いう感じのオシャレなお店が週末に並ぶといい

なぁと思ったところでした。地下鉄が交差してい

るというのも楽しいので、例えば、橋ごとに QR 

コードを貼り付けて、読み込むとその場所から地

下構造が透けて見える、なんていうものがあると

ますます現地に行ってみたくなると思いました。 
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リモートでの街ブライベントをどのように開

催するのか非常に楽しみにしておりました。実際

街ブラする際はゆっくりしたスピードで景色を見

ながらおしゃべりも楽しんで、というのが通例だ

と思いますが、Zoom で配信するに当たり、だら

けないように移動は早送り、解説や構造物を移

す際は等倍再生とメリハリがあって良かったで

す。せっかくなので、名古屋城までたどり着いて

ほしかったです。河川の専門とは離れてしまいま

すが、しゃちほこをおろしているのが見られたら

最高だったのにと思ってしまいました。 

講師の説明だけでなく、実際に皆さんが歩

いた映像とセットだったのがとても良かったです。

自分も一緒に歩いている感覚になりました。ドブ

川だった堀川が、こんなにも素敵に生まれ変わ

っているのに驚きました。堀川の話だけでなく、

名古屋駅の地盤の話（鉄道駅のできる基準）

やグルメ紹介など、多岐にわたる話題でとても

楽しく、時間が短く感じました。堀川の浄化の話

をもう少し詳しく聞きたかったです。どうもありが

とうございました。 

堀川の各橋の紹介があり、土木でも建築の

ように意匠性も考えられていることに興味がわ

きました。ずっと土木設計をやっているため意識

が薄れていましたが、土木でも意匠設計が取り

上げられると面白そうだと思いました。納屋橋は

ライトアップもされるということで、その映像も見

てみたかったです。また、参加者さんのチャットか

ら建設当時の貴重なお話を聞くことができたこ

とも勉強になりました。堀川沿いの映像とともに

解説が入り分かりやすかったです。コロナが収

束しましたら同じ道沿いを歩いてみたくなりまし

た。ありがとうございました。 

ウェブ開催・動画を利用した総会イベントは

初めてだと思いますが、どういうものになるのか

興味津々で参加しました。画面のきりかえや動

画の操作がスムーズで皆で堀川周辺を散歩で

きたようで楽しかったです。スタッフの方々が事

前にしっかりと準備してくださったおかげです

ね！ 

以前、愛知県に住んでいた頃の堀川のイメ

ージと全く異なるのに驚きました。川に親しみを

持って、身近に感じてもらうことで、河川整備へ

の理解も得られるのではと考えます。道頓堀の

ように、観光船が行きかう川になり、カフェでお

茶する人がそれを眺める、なんていう将来を期

待します。 

秀島先生のお話が分かりやすく、また、中西

さんの、業務に携わられている立場からの解説

もいただけて、多角的なお話が聞けたのもよか

ったです。（満点にしなかったのは、「楽しかった」

とチェックしているくせにグルメ紹介が盛り上が

りすぎて、堀川の紹介がかすんでしまった？ か

らです。）終わってみたらあっという間の時間で

した。名古屋に行く機会ができたら、円頓寺商

店街や堀川端を訪れてみたいです。思うような

活動がままならない中でのご準備はご苦労も多

かったことと思います。とても楽しい企画を、どう

もありがとうございました。 

ウェブ開催で、記念行事を再開していただ

きありがとうございます。現場見学等で、その事

業の背景にある、土地の地質的な歴史や街の

成り立ちを知ることは、大変勉強になります。会

員の所属や専門が違うため、各人から異なる目

線で質問や説明があるのも大きな魅力です。準

備から実施まで大変お疲れ様でした。 

大阪の道頓堀と似た整備がされており、興

味深く拝見しました。また、周辺の古い街並みや

古くから残る橋などの土木建造物も興味深く、

名古屋へ行った際には是非、自分の目で確認

したいと思いました。駅が迷惑施設で、名古屋

だけでなく各都市の駅も浸水しやすい地区にあ

るというのは、なるほどと思いました。 
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懇親会 
日時：2021 年 6 月 26 日(土)  19:00 - 21:00   

場所・開催方法：株式会社奥村組名古屋支店 会議室＆ウェブ会議システム（Zoom） 

出席：正会員 33 名 

報告者：高木美香（中部支部） 

 

第 9 回総会および関連行事終了後、オンライ

ンにて懇親会を開催いたしました。 

 
懇親会内では、各支部長に支部紹介をして

いただき、当会が制作協力した土木絵本の紹

介をしました。渡邉弘子前会長から制作秘話を

伺い、出版社とのやりとりに笑う場面もありまし

たがとても大変だったことを知ることができまし

た。 

 
その後のクイズでは、Zoom にも関わらずチャ

ット内にたくさんの回答が書きこまれ、楽しく進

めることができました。 

 

その後のブレイクアウトルームでは 4～5 名の

チームに分かれて支部を越えて交流をしていた

だきました。チームごとに様々な話題で盛り上が

ったようでした。中部支部懇親会メンバーも途

中で飛び入り参加をさせていただき、楽しむこと

ができました。Zoom 開催で大勢の懇親会とい

うことで不安もありましたが、最後のフリータイム

まで話が尽きることなく、無事に開催することが

できました。支部紹介をしてくださった各支部長

の皆さまと土木絵本の紹介をしてくださった渡

邉弘子前会長をはじめとする参加してくださっ

た皆さまのおかげです。本当にありがとございま

した。 

今回はコロナ禍ということで、懇親会メンバー

での事前打合せも Zoom で行いました。Zoom

の画面越しにメンバーのお子様が登場し、打合

せの最後にはお子様からのなぞなぞを解くなど

和やかな雰囲気の中進めていきました。イメー

ジを居酒屋風とし、スタンバイ画面や BGM、次

第を工夫し、開催後に雰囲気が良かったとの声

が聞けたことはとても嬉しかったです。 

 
最後に、Zoom での懇親会開催ということで

不慣れな点もあったかと思いますが、ご参加い

ただいた皆さまありがとうございました。一刻も

早くコロナウイルスが終息し、皆さまと実際に会

って懇親会を開催できる日を楽しみにしており

ます。
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※作成秘話など
の詳細は、第 71
号の正会員・学
生 会 員 限 定 版
で掲載しますの
でお楽しみに！ 

  
【会場の様子①】                          【会場の様子②】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加者 集合写真】 
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第９回総会および関連行事に参加して 

植田文子（九州支部） 

 
入会してから数年が経ちますが、遠方である

ことを理由にこれまで総会に参加しないまま過

ぎてしまい、今回が初参加となりました。私にとっ

ての初めての総会となった第９回通常総会は、

もともと全国の会員の皆さまと直接お会いした

ことがない私にとって、実際に会う以上に緊張す

る一方、家を空けることなく参加できる、遠方で

あっても参加しやすいオンライン開催となりまし

た。 

関連行事の相席喫茶〜名古屋堀川沿い歩く

〜も、オンラインを利用した企画となっており、い

ったいどのように進められるのかと、参加前から

とても楽しみにしておりました。実際に参加して

みると、作成された動画と詳しい解説による臨

場感、またチャットを用いた LIVE 感。青木支部

長のコメント捌きもすばらしく、まるでもう一度見

たい番組のような、想像以上の楽しい時間とな

り、かつ多くのことを学ぶ事ができました。 

昨年度まで下水道の部署にいたため、堀川

への大雨時の汚水の流入や水質改善への取

組みは特に興味深く、再開発とあわせて川の周

辺が本当に魅力的な空間となっているのを感じ、

堀川沿いは、ぜひいつか実際に訪れたい場所と

なりました。明治時代には鉄道は迷惑施設であ

ったため、地盤の悪い土地に駅が作られたこと、

そのため、浸水が多いということも驚きかつ納

得で、とても勉強になりました。会のなかでも話

題となっていましたが、土木における意匠設計と

いう考え方、堀川にかかる橋にはお洒落な橋が

たくさんあり、土木は安全・安心なくらしを支える

仕事というだけでなく、まちの魅力を高める仕事

でもあるとつくづく思いました。 

私事ではありますが、実は私、中学・高校時

代を名古屋で過ごしておりまして、錦橋や桜橋

などは何度も通っていたのです。でも、こういっ

てはなんですが、当時は橋というものに全く興

味もなく、何の意識もせずただただ通っておりま

して、今あらためて

もう一度行きたいと

いう気持ちでいっぱ

いです。できれば桜

の季節に。 

懇 親 会で は、 土

木学習絵本『ドボジ

ョママに聞く土木の

世界』作成秘話を

お聞きすることができ、事実や思いを伝えること

の難しさ、土木への誤解あるある(?) に、画面

を前にして一人、思わずうなずいたり笑ったりし

てしまいました。 

そしてグループトーク。初対面でいきなりオン

ライン…と初め少し緊張していましたが、いざ飛

び込めば、え？ もう終わり？ 話し足りない！ と

いうくらいあっという間に時間が過ぎてしまいま

した。 

全国つながっていると思うと、心強いというか

なんだか不思議な感覚ですね。 

中部支部の皆さまは企画から運営まであり

がとうございました。 

中部地方の名物紹介も、旅先でご飯やお土

産を選ぶような楽しさがありましたし、それこそ

昔よく食べていたスガキヤ（中学生の小遣いで

も気軽に食べられる）も懐かしく思いました。 

そして、会議やイベントでもオンラインという選

択肢ができた今の時代、業務上でもとても参考

になる会でした。とはいえ、オンラインだけではな

く、また直接皆さまにお会いできる機会も楽しみ

にしております 

 

 

総会の感想と今後やりたいこと 

佐伯亮子（九州支部） 

 
１．総会の感想 

本田支部長からのお誘いで「土木技術者女

性の会」に参加して早 3 年が経過しようという

中で、初めて総会に出席させていただきました。 
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コロナ禍以前の総

会に出席していな

いため、集合会議

での雰囲気との違

いをお伝えできな

いのですが、土曜

日にも関わらず多

くの方が参加され

ており、いつもなが

らに女性の会の皆さまの団結力に驚いた次第

です。議事進行も厳かな雰囲気で執り行われ、

私は画面のこちら側でなぜかかなり緊張してお

り、気づいたら終始正座で参加しておりました。 

九州支部の設立記念式典もリモートで行い、

準備等大変でしたが、総会もリモートでの開催

ということで、事務局の方々は大変ご苦労され

たことと思います。お疲れ様でした。私は仕事で

その後の楽しそうなイベントや懇親会に参加で

きなかったのですが、九州支部役員のグループ

ラインから楽しそうな雰囲気が伝わってきており

ました。次回はぜひとも参加させていただきたい

と思います！ 

 

２．今後やりたいこと 

以前、九州支部役員会にて、今後やりたいこ

とを話し合った際に、“普段は入れない工事現

場の現場見学会”といったアイデアが出ました。

集合会議が禁止されている今、リモートだからこ

そできることを考えるのはどの支部も必須にな

ってきているかと思います。リモートだからできな

いではなく、リモートだからこそできることに発想 

を転換し、同じものを違う場所から共有する利

点を活かしたアイデアが必要なのだなと痛感し

ました。そうなれば日本だけに留まらず海外の

女性との交流も出来てしまいます。先日、会社の

関 係 で GWA （ Global Women ’ s 

Association）という団体と出会いました。世界

中の女性を対象に、女性が世界で活躍するた

めのネットワーク構築、知識や情報の交換をし

ながらお互いを高め合っていこうと様々な活動

をされている団体です。 

活動の中には「女子学生スピーチコンテスト」

「グローバル女子会」や「コミュ力アップセミナ

ー」等、何だか楽しそうな響きのイベントを毎年

実施されています。女子会や国際交流会には、

李登輝元総統や蓮舫さんも参加されていました。

いきなり海外と聞くと尻込みしてしまいそうです

が、今後は国際交流も夢ではない！ と思った次

第です。ご興味のある方はぜひとも HP を覗い

てみてください。 

話が大きく脱線し、私自身何だかかなり気が

大きくなっておりますが、今後の活動を考える際

には、今私たちにできることではなく、今私たち

がやりたいことは何かを考えて行けたらと思い

ます。今後とも皆さんと一緒にアイデア交換等

できれば幸いです。引き続きよろしくお願いいた

します。 

 
【GWA10 周年記念イベント】 

 

 
【コロナ前ギリギリに見た自由の女神】 
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リモート総会と懇親会に参加して 

井上由美（東日本支部） 

 
去る 2021 年 6 月

26 日、名古屋で行

われた通常総会と懇

親会に参加しました。

その感想を書くにあ

たって、少し振り返っ

てみます。 

この会の存在は学

生時代に新聞記事

か何かで知っていましたが、九州在住では縁が

ないと思っていました。九州でも活動が始まった

のを見て 2017 年に入会しましたが、総会や関

連行事は何となくハードルが高く、参加できずに

いました。福島に異動すると、自由な時間が増え

たことと、物理的な距離も縮まり、2019 年の東

京開催の総会に初めて参加しました。しかしな

がら、知り合いもいないし、関連行事に参加する

勇気もなく、せっかくリアルで総会に出席したの

に、挨拶しかしないまま、そそくさと退散するとい

う寂しい状況でした（実は人見知りで）。東日本

支部の行事に参加させていただくうちに少しず

つ知り合いも増えてきたので、ちゃんと参加しよ

う！ と思い始めたところで、コロナ禍となり、

2020 年、2021年とリモートでの総会参加とな

りました。 

リモートでの総会は、準備された方々のご苦

労は感じつつも、残念ながら「聞くだけ」になっ

てしまいます。大事な審議の場ではあるとは言え、

会員の皆さんと時間を共有したい、懇親会した

いというのが本音です。リモートでの懇親会も楽

しいけれど、やはり、リアルにその土地で美味し

いものを食べて飲んで、おしゃべりしたいですね。 

過去の感想文を拝見しましたが、見学会や観

光を絡めて、写真もたくさん載っていて、とても

羨ましく思いました。懇親会にしっかり準備をし

て、食べ物の写真くらい撮れば良かったと反省

です。いやぁ、リモート参加の感想文を盛り上げ

るのは至難の業です(笑)。 

末筆ながら、中部支部の皆さま、会長はじめ

役員の皆さま、準備や当日の進行、お疲れ様で

した。 

来年こそは日常を取り戻して、リアルに集まれ

ることを期待しております。 

 

 

コロナ禍での総会・関連行事 

に参加して 

宇原慧美（東日本支部） 
 

１．ウェブ会議シス

テムによる総会 

本会の総会には

何度か参加してい

ますが、昨年からコ

ロナ禍ということで

始まったウェブ会

議システムによる

総会参加は今回で

2 回目となります。例年の総会では会員さん同

士の真剣な意見交換等あり刺激を受けることや、

全国から会員さんが集まるためか会場にご当

地お菓子が置いてあったこともありそれが楽し

みだったこともあったので、傍聴のみの総会は

淡々とした感じがありました。それでも、発言者

の方の背景の工夫があり分かりやすくなってい

たり前回からパワーアップしているところもあり、

中部支部さんの総会にかける思いが伝わってき

たような気がしました。 

総会で１年に１度お会いできていた方たちに

コロナ禍で直接お会いすることができないのは

寂しくも感じますが、ウェブ会議システムによる

総会は移動時間等気にせず気軽に参加できる

ので、これはこれで良い点があるかもと思いまし

た。 

２．関連行事 

例年の総会での楽しみであった現場見学会

と素敵なお店での懇親会に代わり、今回はウェ

ブ開催での行事があるということで関連行事に

参加してみました。関連行事が始まる前から気
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分が上がるような企画があり中部支部さんすご

い！ と思ったのが前述した総会での密かな楽し

みにしていたご当地もの、ウェブなので手に取る

ことはできませんが、中部支部イチ押しグルメの

紹介です。美味しそうなたくさんのグルメの解説

つき写真が延々と映し出されて、始まる前からい

つもの総会に参加しているような気分にさせて

もらいました。 

 
【中部支部のイチ押しグルメ例】 

 

本編では秀島先生と中部支部の方たちが実

際に堀川沿いを歩いている映像を解説付きで

見ることができ、私も堀川沿いを一緒に歩いて

いるような気分になれました。私は閲覧している

だけでしたが、円頓寺商店街が映し出されたと

きに、商店街の天井にチェーンが無数について

おりなんだろう？ と思っていたら、チャットで同じ

質問をされている方がいて、その場ですぐに回

答があり実際にその場を歩いて質問しているよ

うな臨場感も楽しめました。こちらの答えは七夕

祭りのお飾り用ということでした。 

 
【気になった商店街のチェーン】 

 

チャットも盛り上がっていましたが、参加者さん

から当時の貴重なお話し等も聞くことができ、ウ

ェブでも楽しめました。エンドロールまであり完

成度が高く、名古屋に行ったような気分になれ

た関連行事でした。今まで各支部の総会に参

加している中、唯一中部支部での現地総会に

だけ参加したことがなかったため、ウェブ会議シ

ステムのみでなく現地での開催ができるように

なったときはぜひ名古屋に行ってみたいと思い

ました。 

懇親会には参加できませんでしたが、きっと

楽しい時間になっただろうなと想像できます。中

部支部の皆さま、総会に携われた皆さま、総会

に工夫あふれる関連行事の開催、大変な中で

の準備だったと思いますがありがとうございまし

た。1 日も早くマスクを外して、皆さんとお会いで

きる日がくることを楽しみにしています。 

 

 

祝！ 総会関連行事 再開 

古谷祥恵（西日本支部） 

 
今年度の総会の

開催と成立、そして

議事が申し送りされ

ることなく全て承認

されたことを喜んで

おります。役員の皆

さま、総会幹事支部

である中部支部の

皆さま、大変お疲れ

様でした。心より御礼申し上げます。 

昨年同様、総会はリモート開催となり、開催地

区ではない私も傍聴で参加することができまし

た。また会員数の増加に伴い、十分な規模の会

場を手配することが年々困難になってきているこ

とは総会開催における課題の一つでしたが、そ

れもクリアしました。 

とは言え、やはり会員同士の交流も大切で、

総会の楽しみでもあります。最も重要なことは、

会の在り方・方針を決める総会そのものである

ことは言うまでもないことですが、毎年楽しみに

参加する会員さんにとっての総会とは、懇親会

やその地域のことを肌で感じることができる見

学会、あるいは知見を広める勉強会という関連
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行事も含む全てではないでしょうか。当会の会

員は幅広い年代で構成され、所属する組織も

様々です。見学会では、同じ現場を見ても違った

視点で質問が出るので毎回大変参考になりま

す。交流を持った先輩世代の会員さんを見て目

標を持つ、あるいは同年代の様子に刺激を受け、

互いに切磋琢磨する方もおられるでしょう。先輩

世代は若手のやる気やパワーを肌で感じ、活力

を貰っています。直接の対話が生まれる場、会

員同士の輪に入りやすい場は、総会関連行事と、

懇親会ですので、今年度、総会関連行事を再

開してくださったことは、本当に嬉しい限りです。 

今回中部支部が企画してくださった「相席喫

茶」は、名古屋市の堀川周辺を散策した動画を

見ながら、リモート参加者が水辺整備事業や街

の賑わいづくりの様子を見学するものです。

Zoom のチャット機能を利用し、随時コメントを

投稿して雑談を交えながら、時には投稿者や参

加者に呼びかけて会話しました。その地域や事

業に詳しい会員さんから補足説明があったり、

熱心な会員さんの質問から話題が展開すること

があったり、リアルで実施する見学会と同様、会

話は弾み街歩きを楽しむことができました。また、

ご当地グルメの紹介もあり、（これだけは実際に

味わうことができませんが）次の中部支部開催

の楽しみが増えました。 

以下は私の想像になりますが、総会関連行事

を再開するにあたって、リモートで実施できる形

を検討すること、会員同士が対話する状況を作

ること、開催地ならではの地域の特徴や雰囲気

が伝わるようなものにすること…他にも様々なこ

とを考えてくださったことでしょう。手間暇かけて

準備をしてくださったことが画面越しに伝わりま

した。中部支部の皆さま、本当にありがとうござ

いました。 

さて、新型コロナの流行を機に、スマホでも参

加可能な行事ができました。まだ会の活動未体

験の会員の方、何かに参加してみませんか。最

初の一歩のハードルはかなり低くなっていると

思います。発言やコメントの投稿をしなくても、見

るだけ、聴くだけの参加もＯＫ（ですよね？）。折

角のご縁ですから、活動を通じて是非ご自身の

仕事やプライベートを充実させてください。 

 
【静岡県内で店舗展開するファミリーレストラン 

                 「さわやか」のハンバーグ】 

 

 

初めての総会参加 

松本恵美（中部支部） 

 
私は今回初めて総会に参加させていただき

ました。コロナ禍のため、残念ながら今回も昨年

に引続き全てZoomによるリモート開催。通常は

２日間に渡って開催されるとのことですが、今回

は１日での開催となりました。今回の幹事は中

部支部で、数か月前からメールやチャット等で

総会開催に向けて、準備のためのやりとりが頻

繁に飛び交っていました。当日は、オンラインな

らではの配信トラブルが心配されていましたが、

問題が発生することなく無事に終えることがで

きました。私は、当日の参加者の出欠確認しか

役に立てませんでしたが、準備や段取り、進行

等々に携わった皆さま、本当にお疲れ様でした。 

総会では、リハーサルのときから緊張感が漂

っていて出欠確認担当の私までドキドキしてしま

いました。本番は、別室から出欠確認を行いな

がら総会の様子を画面越しで見守ることとなり
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ました。総会終了後に会場へ向かうと、会場で

進行をされていたメンバー皆さんの安堵感から、

総会の重大さを改めて実感しました。総会関連

行事では、コロナ禍で見学会ができなかったた

め、事前に中部支部メンバー数名の方と名古屋

工業大学教授の秀島先生が一緒に名古屋堀

川に沿ってぶらり散歩を行い、当日は中部支部

の支部長が解説をしながらその様子を動画で

流しました。秀島先生は母校の教授であり、学

生時代に受けた授業を思い出し、どんなぶらり

散歩になるのかと授業とはまた違ったわくわく

感があり開催前から楽しみにしていました。堀

川は、私もドブ川のイメージしかありませんでし

たが、ぶらり散歩の様子を見たり秀島先生の解

説を聞いたりしているうちに今度自分も堀川沿

いをぶらり散歩してみたいなという気持ちになり

ました。今回の動画で一番の驚いたことは、秀

島先生がＳＵＰ(スタンドアップパドルボード)を

やっていらっしゃるという点でした。動画の後に

は、名古屋の食べ物について紹介があり、改め

て名古屋は名物が多いことを実感。紹介の間、

リアルタイムで皆さんがチャットに質問や各地の

情報、ツッコミ等の書込みをしてくださり、大盛

況でした。参加者同士が対面できないオンライ

ン開催では、開催側から参加側への一方通行

になりがちですが、チャットでコメントを下さる方

やそれを拾って投げかける支部長のパスでこん

なに盛り上がれるのだなと感動してしまいました。

懇親会は、残念ながら参加ができませんでした

が、また機会があれば参加してみたいです。この

ような機会を下さった皆さま、ありがとうござい

ました。 

 
【ぶらり散歩の状況】 

 
【名古屋名物の紹介】 

メディア掲載 
会のウェブサイトに最新情報を掲載しています。 
https://www.womencivilengineers.com/related-article 

 
サポーターおよび新規会員募集 

一般社団法人土木技術者女性の会では、当会の活動をさらにパワーアップするため、私たちの理念
に賛同し、継続して活動を応援してくださる「サポーター」を広く募集いたします。皆さまのご支援をどう
ぞよろしくお願いします！ 

https://www.womencivilengineers.com/admission/membership-type 
 
寄附制度のご案内 

土木技術者女性の会は、土木学会誌（1982 年 9 月号）に掲載された「座談会：女性土木技術者お
おいに語る」がきっかけで 1983 年 1 月に発足しました。任意団体として 30 年の長きにわたり活動を
し、2013 年 11 月 18 日（土木の日）に一般社団法人 土木技術者女性の会として新たなスタートを
切りました。全国規模での総会、見学会やセミナー、シンポジウムや支部による活動などを通じて、女性
土木技術者、将来の女性土木技術者に対して幅広い年齢層のロールモデル提供の場、指導者育成の
場、キャリア継続支援の場を提供しています。 

つきましては、当会の社会貢献活動への取組みをご理解いただき、ぜひ、一般社団法人 土木技術者
女性の会への御寄附をお願い申し上げます。 

https://www.womencivilengineers.com/donation/guidance 
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防災コラム 

仮設トイレ  

～建設現場と災害現場の意外な関係～ 

 
 

現在の日本列島では、毎年の様に「これま

で経験したことの無い大雨」と表現される豪

雨が降り、災害も頻発しています。そして、

大地震の発生も変わらず危惧されています。 

最近では感染症の心配も加わり、被災した

際には「在宅避難」も推奨されていますが、

自宅の損傷がひどい場合は避難所へ行くこ

とも想定されます。その時に避難所のトイレ、

使える状況なのでしょうか…？ 

災害によって上下水道が被害を受けた場

合、当たり前ですが避難所にある常設の水洗

トイレは使えなくなります。従って、避難者

は災害用のトイレを使う事となります。災害

用トイレには、避難所に備蓄されているもの

（マンホールトイレ・簡易トイレ・携帯トイ

レ等）と発災後に国や自治体の手配で届けら

れる「仮設トイレ」があります。 

 
【簡易トイレ(例)】 【仮設トイレ(例)】 

 

実はこの「仮設トイレ」、普段建設現場で

使われているトイレなのです。 

日本の仮設トイレは、そのおよそ 8 割が

建設現場で使われていると言われています

（残りはイベント現場等）。発災時には、そ

の時点でレンタル会社等に在庫としてあっ

たトイレが避難所に送られます。しかし、建

設現場で使われるトイレはご存知の様に和

式が大半を占めていますので、必然的に避難

所に届くものも和式が多くなってしまいま

す。これでは避難したいわゆる「弱者」と言

われる高齢者や子ども、妊娠している女性、

障がいを持った方等が使いにくいトイレと

なります。もちろん健康な避難者にとっても

使いやすいと言えるようなものではないの

で、不評となるのは想像できます。 

 
【余剰在庫における、 

洋式トイレと和式トイレの比率】 
出典：(一社)日本トイレ協会 災害・仮設トイレ研究会 

 

しかし、2016 年から国土交通省が直轄現

場への「快適トイレ」設置の原則化を行った

ことで近年この状況は変わり始めています。 

「快適トイレ」とは、洋式（洋風）便器、

水洗機能等、全部で１７の仕様を満たした、

男女ともに使いやすい仮設トイレを指しま

す。 

 
【快適トイレの標準仕様】出典：国土交通省 
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建設業界における労働環境改善や担い手

不足解消を目指すためのこの取組みは「快適

トイレ」の流通を促し、少しずつではありま

すが全国に広がっています。そして、最近の

豪雨災害では多くの「快適トイレ」が避難所

に設置されました。 

 

国土交通省直轄現場での快適トイレ設置

率は、平成 30 年度で 45.6％（全国平均）。

導入時は25％でしたからその広がりがお分

かりになるかと思います。しかし全国の建設

現場における直轄現場の割合は半分以下と

考えられ（2020 年度建設投資の比率より

推察）、公共の建築、民間の工事現場にも導

入が進めば「快適トイレ」の数はさらに増や

すことが可能です。実際に、国交省だけでは

なく全国の自治体でも国交省の仕様に準じ

た「快適トイレ」の制度を取り入れたり、民

間の建設会社や住宅業界でも独自に「快適ト

イレ」の導入を行うなどの取組みが見られま

す。 

皆さんの現場への「快適トイレ」の設置が、

災害時に大切な人が避難所で使うトイレと

なります。現場の環境をより良くし、さらに

災害時のトイレ環境も良くなる一石二鳥の

トイレ改善に、少しだけ興味を持っていただ

ければ幸いです。 

 

 
【快適トイレ(例)】出典：（一社）日本トイレ協会災害・仮設トイレ研究会 

 

まとめ：熊本好美(東日本支部) 
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2021年度の運営委員をご紹介します。当会の運営は、このほかにも各組織・各支部に多くの有志

によるスタッフが所属し、支えられています。スタッフは随時募集していますので、興味のある方は所属

する支部の支部長までご連絡ください。 

 
：理事 

【●●】：勤務先業種 

 

企画広報局担当 
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  お知らせ   
 

当会のウェブ会議用オリジナル背景ができました  
当会のシンボル・ロゴを基にしたウェブ会議用のオリジナル背景を作成しました。正会員・学生会

員の皆さまには自由にご使用いただけます。ご自身のお名前などを入れて作成いただくことも可能で

す。使用状況は、総会の開催報告 p.3、4 にも掲載されていますのでご覧ください。 

 

背景データや名前入り背景の作成方法、Zoom での設定方法などを当会ウェブサイトの会員ペー

ジに掲載しましたので、ぜひご活用ください。 

https://www.womencivilengineers.com/members/symbol 

※会員ページログイン → 会員ページ →  

シンボル・ロゴを使用した各種フォーマット → Web 会議用オリジナル背景 

 

 
 



<編集後記> 
藤代祥子 （編集長/中部支部） 

今回は、第 9 回通常総会が特集記事となっていますが、堅苦しい記事ではなく、趣向を凝らした関連行
事等もご紹介しています。参加が叶わなかった方にも街歩きやグルメ紹介などを楽しんでいただけるよう、
可能な限り掲載したのでぜひご覧ください。ちなみに、懇親会ではドボジョママ絵本の作成秘話などがあ
ったのですが、そちらは次号の正会員・学生会員限定版で取り上げますのでお楽しみに！ 
 

福島香菜子 （北海道支部） 
今回、初めて本格的な編集をさせて頂きました。Word を使いこなせないコンプレックスがありましたが、

実際の課題を与えられたことで知らない機能の発見ができました♪ (←多分皆さんご存じかも？！) 
 
生野静香 （東日本支部） 

３年ほど前、中部地区の川沿いで磁気探査の現場に張り付いていたことを思い出しました。 
当時は楽しむ余裕が無かったのですが、改めて中部愛に溢れた本号にほっこりです。 
総会開催にあたって、準備や進行など運営に携われた皆さま、そしてお忙しい中、参加して下さった皆さま、
本当にありがとうございました。機を見て、青木支部長の“庭”へ遊びに行ってみたいと思います。 

 
熊本好美 （東日本支部） 

感染症拡大も落ち着きつつあり、各地で展示会の開催やそのご来場者も増加傾向にあります。私も弊社
の出展に携わっていますが、中でも建設業に関連する展示会は非常に活発だと感じますので、乗り遅れな
いようしっかり仕事をしていきたいなと思う毎日です。 

 
飴田千慧 （中部支部） 

はじめて「輪」の編集作業に関わらせていただきました。明るい話題が少ないコロナ禍ですが、街歩きに
グルメに盛りだくさんの記事が完成されているので、私自身もお仕事と絡めて行ってみたいなとワクワクし
てしまいました。編集に関しては、自分のスキルのなさで皆さまに大変ご迷惑をおかけしました・・・ 
 
 

角崎由貴子 （西日本支部） 
今回も組織図の作成を申し付かり僭越ながら作成させて頂きました。今年はマイナーチェンジを行ってみ

たのですが、皆さんお気づきになりましたか？新型コロナウイルスの終息に目途が立つどころか、新たな株ま
で出現してきておりますが、会員の皆様が一堂に会しての総会が開催され、生き生きと活動される皆様にお
会いできる時期が来ることを願って、これからも日々精進していきたいなぁと思います。 

 
高橋典子 （九州支部） 

総会の関連行事・懇親会で、名古屋の堀川沿いを歩く疑似体験ができ、このコロナ禍でも旅行気分を
楽しみリフレッシュできました！青木支部長のイントネーション大好きです！ 
 

「輪」への投稿・ご意見は「輪」編集委員へ、 

その他のお問い合わせ、ご意見は事務局まで、お願いします。 

「輪」編集委員：rin@womencivilengineers.com 

事務局：infoswce@womencivilengineers.com 

 

【「輪」編集委員】 

藤代祥子（編集長/中部）/福島香菜子（北海道） 

生野静香（東日本）/熊本好美（東日本） 

岡本茉莉（中部）/飴田千慧（中部） 

角崎由貴子（西日本）/高橋典子（九州支部） 

 

 

【事務局】 

佐藤亜紀子（事務局長） 
〒150-0002                               

東京都渋谷区渋谷三丁目 1 番 9 号矢沢ビル 4 階 

TEL 050-3738-4975                 

https://www.womencivilengineers.com 
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