
2020 年度 CVV 活動報告 

 

◇総会・ワークショップ 

2020 年度総会を土木学会関西支部年次学術講演会に併せて 5 月 23 日に開催する予定で

あったが、講演会が中止となったため、実開催を取りやめメール審議とした。会員 34 名中

24 名の参加があり、全員一致で以下の提案内容が承認された。なお、同日開催予定のワー

クショップは中止した。 

◇2019年度 事業報告 

◇2019年度 決算報告（監査報告を含む） 

◇2020年度 役員案について 

◇加入申請について 

◇2020年度 事業計画案について 

◇2020年度 予算案について 

 

◇定例会の開催 

概ね 2か月ごとに定例会を開催し、活動方針や具体的な活動内容を協議している。な

お、今年度はコロナ禍のため開催頻度が減少している。 

① 第一回定例会 

日時：2020 年 7 月 8 日(水) 午後 17 時半から 

場所：（一社）近畿建設協会会議室 

参加者（順不同・敬称略）：16 名（会員・会友） 

古田・川谷・先本・武・夏秋・野坂・中垣・齋木・祝・鈴木・南荘・吉岡・田中・井元・

石原・黒山 

オブザーバー参加：掛 園恵氏 荒武睦子氏 

＜主な議事＞ 

1. 土木学会関西支部への提出書類について（齋木） 

2. 西宮市との打ち合わせ結果について（夏秋） 

3. 神戸市土木の学校の実施状況について（黒山） 

4. インフラメンテナンス国民会議との関係について（中垣） 

5. 舞鶴高専の取り組み紹介、ならびに CVV メンバーへの協力要請について（先本、掛

氏） 

6. その他 

② 第二回定例会 

日時：2020 年 9 月 17 日(水) 午後 17 時半から 

場所：（一社）近畿建設協会会議室 

参加者（順不同・敬称略）：18 名（会員・会友） 

古田・川谷・先本・武・野坂・中垣・齋木・祝・鈴木・南荘・吉岡・田中・石原・宇野・

友廣・島崎・荒武・黒山 



＜主な議事＞ 

1. 土木学会関西支部地域活動賞への応募書類について（黒山） 

2. ホームページの改定作業状況について（田中） 

3. 大和川沿いの橋梁視察について（武） 

4. ホームページの改訂について（田中、黒山） 

5. 土木遺産を中心とした視察について（南荘） 

6. 東小橋小学校での支援について（鈴木） 

7. インフラメンテンス国民会議の活動について（中垣） 

8. その他 

③ 第三回定例会 

日時：2020 年 11 月 19 日(木) 午後 17 時半から 

場所：（一社）近畿建設協会会議室 

参加者（順不同・敬称略）：21 名（会員・会友） 

古田・川谷・先本・武・野坂・中垣・齋木・祝・鈴木・南荘・吉岡・田中・石原・宇野・

友廣・栗田・井元・島崎・夏秋・荒武・黒山    

＜主な議事＞ 

1. 土木学会関西支部地域活動賞受賞について（黒山） 

2. 土木学会本部との協議経過について（川谷） 

3. 市内の土木遺産調査報告（南荘） 

4. 大和川沿いの橋梁踏査について 

5. 東小橋小学校での支援について（鈴木） 

6. インフラメンテンス国民会議の活動について（中垣） 

7. その他 

 

④ 第四回定例会 

日時：2021 年３月 11 日(木) 午後 17 時半から 

場所：（一社）近畿建設協会会議室 

参加者（順不同・敬称略）：20 名（会員・会友） 

古田・川谷・中垣・祝・石原・武・先本・鈴木・栗田・島崎・田中・野坂・吉岡・南荘・

夏秋、齋木、荒武、黒山（会場参加） 

須賀、清水（Zoom 参加） 

その他、地盤工学会関西支部幹事参加 

＜主な議事＞ 

1. 土木学会本部との協議経過、協定締結について（川谷） 

2. 土木学会関西支部年次学術講演会概要集への活動報告掲載（川谷・武） 

3. 京都市内の土木遺産調査の提案（角倉了以関連施設等）（田中・栗田） 

4. 大和川沿いの調査報告について（野坂） 

5. 東小橋小学校での支援について（鈴木） 

6. 地盤工学会関西支部若手セミナー報告（地盤工学会幹事および先本・武・須賀） 



 

◇土木学会選奨土木遺産（関西支部管内）の調査および市民向け広報資料作成 

今年度より関西支部管内の選奨土木遺産の現地調査や文献収集を実施し、市民向け広報

資料作成を始めることとした。その第一回調査として京都市内の土木遺産を調査し、調査

結果を CVVホームページに掲載した。なお、メンバーによる調査に先立って、選奨土木遺

産関西支部推薦委員会委員の坂下泰幸氏を招いて事前調査を実施し、土木遺産としての価

値を共有した。また、資料確認のための検討会を主要メンバーで開催した。 

① 事前調査 

 日時：2020年 10月 7日 

 場所 京都市内一円 

 参加者：坂下氏、南荘、黒山 

② 資料確認検討会 

 日時：2020年 10月 28日 

 場所 会議室(大阪ﾒﾄﾛ中津駅付近) 

 参加者：友廣、南荘、黒山 

③ 京都市内土木遺産調査 

 日時：2020年 10月 30日 

 場所 京都市内一円 

 参加者：友廣、南荘、祝、川谷、栗田、田中、中垣、野坂、森、鈴木、吉岡、石原、

井元 

 

◇大和川沿いの橋梁および土木関連施設調査 

過年度より取り組んでいる名橋調査の一環として大和川に架かる橋梁および付近の土木

関連施設の調査を実施し、市民向け広報資料作成を始めることとした。第一回調査として、

大和川付け替え付近での現地見学を実施し、その調査結果を CVVホームページに掲載した。 

 日時：2020年 11月 21日 

 場所 大和川(柏原市、羽曳野市付近) 

 参加者：祝、宇野、先本、栗田、武、田中、中垣、野坂、南荘、森、石原、井元 

 

◇今後の活動充実に向けた調査・検討 

今後の活動内容の拡大や充実に向け、内部での検討とともに各種団体へのヒアリングや

関係機関での協議を実施した。 

① 自治体訪問 

過年度より交流のある西宮市を訪問し、次年度以降の CVVの活動支援について協議した。 

 日時：2020年 3月 26日 

 場所 西宮市役所 

 参加者：友廣、夏秋（ＣＶＶ） 

酒見都市総括室長ならびにその後任の溝口勝也氏（西宮市） 

② 神戸市土木の学校運営委員会出席 



過年度より支援している神戸市土木の学校の運営委員会に出席し、同会の今後の活動内

容と CVVのかかわりを調整した。 

 日時：2020年 8月 20日 

 場所 神戸市役所 

 参加者：黒山 

③ 広報資料打合せ 

活動内容や概要をまとめた広報資料の改定ならびにホームページの充実に向けて、メン

バー間で協議するとともに専門企業へのヒアリングならびに具体的作成内容に関する打合

せを実施した。 

i. メンバーによる協議（方針確認） 

 日時：2020年３月 25日 

 場所 土木学会関西支部 

 参加者：川谷、森、塩野谷、祝、田中、黒山 

ii. 専門企業へのヒアリング（広報資料、HPに関する意見交換） 

 日時：2020年 6月 9日 

 場所 (一財)都市技術センター 

 参加者：森、田中、黒山（ＣＶＶ） 桐村氏（ワンネットシステム㈱） 

iii. メンバーおよび専門企業による協議（HP改訂方針に関する協議） 

 日時：2020年 7月 21日 

 場所 ワンネットシステム㈱ 

 参加者：森、田中、黒山（ＣＶＶ） 桐村氏（ワンネットシステム㈱） 

iv. メンバーおよび専門企業による協議（具体的作成方針について） 

 日時：2020年 9月 11日 

 場所 土木学会関西支部 

 参加者：森、田中、黒山（ＣＶＶ） 桐村氏（ワンネットシステム㈱） 

④ 学童保育への支援内容の検討 

過年度より検討している大阪市東成区東小橋小学校の学童保育での支援について、より

具体的な活動内容について、ワーキンググループ内で検討するともに小学校関係者との会

合を持った。 

第一回打ち合わせ 

 日時：2020年 7月 31日 

 場所 清流館フリースペース(川西能勢口駅付近) 

 参加者：祝、鈴木、石原 

第二回打ち合わせ（小学校関係者を交えた打ち合わせ） 

 日時：2020年 10月 24日 

 場所 東小橋小学校 

 参加者：祝、鈴木、石原 

第三回打ち合わせ（小学校関係者を交えた打ち合わせ） 

 日時：2021年３月 12日 



 場所 東小橋小学校 

 参加者：祝、鈴木、石原 

 

 


