
今日の土木文化講座全般について､いかがでしたか｡

① 非常に良かった 67 人

② 良かった 71 人

③ どちらとも言えない 0 人

④ あまり良くなかった 0 人

⑤ 良くなかった 0 人

①、②に○をつけた方に伺います。どういう点が良かったですか｡

① 説明の言葉がわかりやすかった 42 人

② 内容や意見がわかりやすかった 45 人

③ 知らなかったことが良く分かった 68 人

④ 身近なテーマで興味がわいた 39 人

⑤ その他 15 人

　　　　　　浅い知識がより深められ有難うございました 感謝します （５８歳男性）

　　　　　　ユーモアがあり興味がわいた　話し上手で退屈しなかった

　　　　　　めったに見られない能衣装の着付けを見せて頂いたこと (５９歳女性)

　　　　　　めったに鑑賞できない能楽を見る事ができてよかった

　　　　　　道の重要性　道の発展によって国のなりたち (５５歳女性)

　　　　　　能について見るの説明が下手だった

　　　　　　先人の知恵､道､勇気とてもよく分かって良かったです

　　　　　　滋賀県に来てこんな歴史文化があったと知り良き里に永住する事に｢ほこり｣を感じました

　　　　　　これから勉強するつもりです 非常によかった

　　　　　　木村先生のお話し､おもしろくもっと聞きたかった (６２歳女性)

　　　　　　限られた時間内で効果的に準備されていることが内容がよくまとめられていた （７２歳女性）

　　　　　　近江の歴史の由来が解り感銘をうけた （７５歳男性）

　　　　　　近江の文化史には興味がありましたのでその土地を思い出しながら聞きました (５９歳女性)

　　　　　　近江商人の全国での活躍が金もうけだけではなく全国各地域で還元をして地元にとけこんだことが

　　　　　　　　　今まで名を残すことになったのでしょう

　　　　　　私は金沢の出身ですので謡､小鼓をならっていました

　　　　　　　　　いろいろ知らないことが多いので面白かったです (８１歳女性)

　　　　　　木村先生のお話は何時間聞いても説得力がある

　　　　　　　　　真木先生も木村先生の話と通ずる｢道｣の重要性を痛感した

　　　　　　　『近江の歴史文化とまちづくり』についてのアンケート結果
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あなたは｢土木｣に対してどんな印象を持っていましたか?

またその印象は今日の土木文化講座でどのように変わりましたか?

｢土木工事｣という印象が、｢生活密着｣であることに変わった (６３歳男性･大津)

私たちの生活を支えているのは､昔から｢土木｣なんだということを改めて感じました (５２歳男性・西宮市･会社員)

私(主婦)は土木とは一部専門家の人たちが集まって専門分野を担っていると思っていましたが､

　　　土木と町と生活の成り立ちが理解できました (６３歳女性・大津市)

歴史と合わせて道の発展を伺うと、よく分かり身近に思いました (５６歳女性)

歴史的にはインフラの整備は国の再編の使命である (８０歳男性)

むずかしく考えていたが､よくわかった (８２歳女性・野洲町)

むずかしく考えていたが､少しわかった （７８歳女性）

みんなで盛り上げていくことが大切だと思った （５２歳女性）

道を作り､町を作り生活圏が広がり､人々の生活が変わってくる､

　　　また人々が活発に成り生活行動が広がった （６６歳男性）

道は歴史を作ってきた｡今後の正しい道づくりをして欲しい (５６歳女性・山科･主婦)

身近なところのまちづくりのはなしなのですごく興味深く聞かせてもらいました (５５歳女性)

町づくり、国づくりの中心､自分の考えと同じに変わりました (７０歳男性・大津市･会社役員)

文化歴史にはあまり関係がないと思っていた (６９歳男性)

古くから､情報伝達､物流を土木が役割となり､食文化･生活防衛の基盤ともなった役割を確認してよかった

日々の生活に大いに関係しているのだと知りました (７１歳女性・大津市) (６０歳男性・大津市)

能はどう関係があるのか非常に不思議な感じでした　近代の街道と土木学会のイメージを新たにしました

能の見方が良くわかります (６０歳女性・志賀町･主婦)

日常の生活にかかわる事柄が全てである事が教えられた (６５歳男性)

何気なく通っている道にもそれぞれ深い歴史があるのだなあと改めて思いました (６８歳女性・中主町)

　土木というのは橋とか建物とかしか思い浮かばなかったんですが

　この催しに参加してもっと広い意味があるのだということがわかりました

土木は市民とつながっていたとは思わなかった　土木について勉強不足だった (６２歳男性・草津･自営業)

土木は､広い範囲でいろいろなことがあるのだとわかりました

土木の幅の広さが良くわかった (６６歳男性・大津市)

土木の事はあまり知りません (７０歳女性)

土木のお話をもう少し現代の身近な話でして欲しい (女性)

土木のイメージを少しだけ広くすることになりました (６４歳男性)

土木の意味､内容が少しわかったようです （７８歳女性・大津市）

土木に関して今まで無知でしたが今回の講座でよく分かりました (６７歳男性・京都市)

土木と文化は別だと思っておりましたが､すべてかかわって商業も発展していると感じました

(６７歳女性)

土木とは近代的と思っていたので､このような伝統的なテーマでとてもよかった (５６歳女性)
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あなたは｢土木｣に対してどんな印象を持っていましたか?

またその印象は今日の土木文化講座でどのように変わりましたか?

一般市民対象の計画が良かった　従来の土木のイメージと異なってよかった(６６歳男性･八幡･会社員)

土木と市民の生活との関係がわかりやすくなった (６１歳男性・茨木市･会社員)

土木とは道の修理や橋建設と思っていたが広範囲でいろいろあることがわかった (８１歳女性･大津市)

土木が文化や歴史に関係があるとは思っていなかったが､今回良くわかった (６７歳女性･大津市)

土木と文化は別だと思って居りましたがすべてが関わって商業も発展していると感じました

(６７歳女性･大津市)

土木というと工事というようなイメージでしたが､今日のお話を聞いて

　　　自分なりに密着したなくてはならないものだと感じました (４５歳女性)

土木という言葉で表す範囲が正直どこからどこまでというのが不明だったけれど､長さ､広さがわかったように思う

(２８歳女性・京都市･主婦)

　人々が土木という自然からの恩恵によって生かされているのだと感じた

土木という言葉からはわかりにくいものにある　実際は広い意味につかわれるのだなと思った

(４５歳女性・京田辺)

土木とは何かわからなかったが国の栄と商人とのかかわり､発展のなりたち(５５歳女性･大阪市･主婦)

土木というかけ離れた存在に思っていたが人のあるところに必ずある身近なものということを思い直した

　今後もよき理解者でいたいと思う (６０歳男性・神戸市･会社員)

土木事業の背景にある歴史文化を学ぶことによって､単なる工事だけのことではないという事を感じた

(６３歳男性･高槻市)

土木が町づくり､道づくりなど古くからある技術だとわかりました （４８歳男性）

土木学会ででの文化講座を開いておられることを始めて知りました　非常によかった (７７歳男性･大津市･自営業)

土木､道の必要性に必要であることがわかった　ただ無駄に作るのではなく､経済性を考えることが必要である

（６２歳男性）

土木､道､文化といろいろつながっているのだと思いました (５９歳女性・大津市･主婦)

土建屋さんというイメージを持っていましたが､シビルと聞いてそうあるべきと納得いたしました

(５８歳男性・高槻市･無職)

土木事業に日本的なもの､歴史的なもの､伝統的なものなどが組み込まれて､

　　事業､企画がされたならどんなにすばらしいことか､

　　外国に行っても他府県に行ってもどこでも同じ街づくりでないことを願う (６２歳女性・大津市・主婦)

道路について意識を大変深くしました (８５歳女性・大津市)

道路工事他､あまり良い印象はなかったのですが､市民のための工学を聞き私たちの生活により近く感じました

(５４歳女性・草津市)

道路改修計画について管理の横の連絡により尚一層スムーズに実施していただけれは幸いです

(７８歳男性・甲西町)

手むずかしい､硬いイメージがありました　土木の意味が少し理解できるようになり大変ためになりました

（５４歳女性）
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あなたは｢土木｣に対してどんな印象を持っていましたか?

またその印象は今日の土木文化講座でどのように変わりましたか?

談合による競争のない世界､これは田中角栄さんからの影響が大きいシャブコンによる低品質手向きが

　常識といわれている世界､文化から品位ある業界への脱皮をはかって欲しい (６７歳男性)

建物全般そのものというイメージからとても身近な広範囲にわたるものと大きく変わりもっと聞きたかったです

(２９歳女性・大津市)

政治上で行なわれているものを受身の形で取り入れるだけと思っていたが､市民からの発信も必要と感じた

(６０歳女性・大津市)

生活に役立つものだと感じました

自然環境との調和や防災が新しい建材でどう変化したか、興味が出てきた (６３歳女性･大津市)

新旧の文化を育む国づくりを１００年の計画で見直すことを行政に望む (６９歳男・彦根)

住民自身の意識改革が必要 (６４歳男性)

自分の年齢からすると子供の頃から土木といえば土方の人の荒々しい力仕事で柄が悪いという印象が残ります

（８１歳男性）

今回の話は家庭で話したい

｢近江の街道と土木学会｣に対するイメージを新たにした

　現代のいろいろな土木機械をつかって作業現場は隔世の感があります

滋賀県をもっとみんなに知ってもらいたい （６５歳女性）

今日の講座は非常に良かったとは思いますが､なぜ今一般の方に何の必要があり

　　　何を考えてこのような場をもたれるようになったのか

高速道路､ダムなどのイメージを持っていました　今日の講座をお聞きして､もっと身近なものになりました

(５８歳女性・大津・会社員)

工事という印象であったが､市民のための総合的なものと初めて知った (２９歳男･大津市・研究員)

講座を聞いてすぐ､どう印象が変わったとはわかりませんが、何かより身近に感じられました

(６２歳女性)

公共事業が悪者にされているが､今日のお話の中近江商人が社会貢献の話があり大変良かった

(５７歳男性・福知山・会社員)

公共機関のインフラ整備等が、他種の文化と溶け込めばよいと思う （公務員男性)

県民としてのこれからの人に誇りを持っていきたいと思います (６０歳女性･大津市)

興味がでてきた (６３歳男性・大津市･無職)

今日の土木文化講座を聞いて近江の歴史文化とまちづくり、近江商人にみる歴史等の２件とも

　　　滋賀県内にながらあまり知らないことが多かったので大変楽しく聞けてよい勉強になった

（５７歳女性）

かねがね土木という言葉は身近なものでしたが､文化とのつながりがこんな風になるとは思ってなかった

(７６歳男性・大津)

歴史とあわせて道の発展を伺うと､よく分かり身近に思う （５６歳女性･大津市･主婦)

硬いものが身近なものに変化､生活そのものであること
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あなたは｢土木｣に対してどんな印象を持っていましたか?

またその印象は今日の土木文化講座でどのように変わりましたか?

いろんな文化の石末に土木があるということを理解できました (５６歳男性･大阪市･会社役員)

今までは何も関心がありませんでしたが､本を見せてもらっていろいろ先を見、

　　安全を考えありがたいことと思いました (７１歳女性)

今までは単純なとらえ方でしたが､講座に参加さしていただき生活の密着度の深さに改めて感じました

　もっと自然を大切に活用をと思います (６７歳女性・大津市)

今まで土木が文化や歴史に関係があるとは思っていませんでしたが､今日のご挨拶でよくわかりました

(６７歳女性)

今まであまり土木に対して関心がなかったがとても興味深く聞けてよかった (８１歳女性・大津市)

今まで｢土木｣というと単に｢土木工事｣という印象があったが､本講座を聞いて

　　　更に生活に密着しているとの感を深くした

今ひとつ理解いたしておりません　わからない (５３歳女性・大津市･主婦)

｢土木学会｣という名前　｢会｣があることを､今回の催しで始めて知りました (６６歳女性・安土町･団体職員)

｢土木｣と文化との関連が良く理解できたことが良かったと思う (７０歳女性・大津市)

｢土木｣というのは非常に硬いものだと思っていたが、歴史的な側面から見るととてもおもしろいと思うようになった

(２８歳女性･大津市･家事)

今後参加したい講演会の内容があればお書きください

第２弾をやってほしい (８１歳女性) 伝統芸能 （６０歳男性）

民俗芸能 (５０歳男性) 琵琶湖を取り巻いての環境について

(５５歳女性・山科･主婦)

琵琶湖疎水事業､地元大津市への影響について 近江の街道､歴史と浪漫 (６２歳男性・大津市･無職)

(４９歳男性・野洲・会社員) 土木遺産の旅 (５４歳男性・大阪府池田市)

景観､市民への生活､水への営業 日本の古典文化と土木学会について

文化講座や講演会 (７０歳女性･大津市) (６２歳男性・草津市･自営)

ダム問題 伝統産業と文化 (２８歳女性)

(７７歳男性・大津市･自営業) 街道の文化遺産 (６７歳女性･大津市)

東海道､中山道ウォーク （３９歳女性） 近江の宿場町と住民の生活 （６６歳男性）

滅びた寺など､なぜ消滅したかなどの講演 高速道路の事 （５２歳女性・大津市）

（４８歳男性） 能

土木工事の苦労はなしなど (５７歳男性) 地元有力企業の詳細紹介 （６８歳男性）

琵琶湖の形勢の生い立ちについて 若い人たちに興味がある催し（文楽､狂言）

（７５歳男性） 現代の最新土木工法､技術について

道の駅､パーキングエリアの構造と立地条件 各種の文化紹介

（７２歳女性・志賀町） 道､近江の橋について (６８歳女性)
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今後参加したい講演会の内容があればお書きください

街並保存と地域活性化の位置づけの話し 琵琶湖に関するテーマ （５４歳女性）

(６３歳女性・大津市) 道路計画と計画路線 (７６歳男性・大津市)

ウォーリス建築について (５９歳女性) 土木技術の発展の歴史 (５８歳男性)

神社､建築物について (７１歳女性) 歴史講座､文化講座 (６５歳男性)

文化や歴史の事 (６０歳女性) 歌舞伎 (５６歳男性)

不法駐車対策､駐輪問題 （３９歳男性） 工事について

近江歴史街道についてもっと詳しく 庭園､石庭美術 (６０歳女性・志賀町･主婦)

歴史的建造物の立てられた由来と地域とのかかわり 大唐西域記のシルクロード、道の浪漫と現状

(６３歳男性) （８１歳男性）

｢橋｣について話が聞きたい (６８歳女性･中主） 能の着つけ､舞に感動　次回が楽しみ

(５７歳女性･大津･主婦)

当支部では土木の工事現場や施設の見学会を開催しています｡

見学してみたいと思われる土木の工事現場や施設があればお書き下さい｡

トンネル工事 (７６歳男性・大津市) 遺跡 （７４歳女性）

ダム現場 (６６歳女性) 放水路 (６０歳男性･大津市)

ダム工事 (６７歳女性･大津市) 道路

びわこホテル後の庭園 (４５歳女性) 高齢者用ホーム （６７歳女性）

瓦のふきかえ （４８歳男性） 橋の現場､道の駅 (６１歳男性)

古民家等の修復工事現場 (６３歳男性) 橋りょうの｢はり｣の工事見学

平城京 (女性) (５０歳男性･安土町･団体職員)

五重塔などの中心柱の空間､穴 （７２歳女性） 第２名神工事現場

ホール（音響設備の良い）の建物 (６３歳女性) (５７歳男性・福知山･会社員)

地下水路工事現場 古民家等の修復等の現場見学

京都南･西部の道路状況 (７０歳男性・大津市) (６３歳男性･大津市・無職)

発掘の見学 （６５歳女性・大津市） 近江の歴史的地理学にかかわる建物

現場における近江機械の見学 (７８歳男性･甲西町) (２９歳女性)

新幹線に関する見学 BBCの社内施設見学 （６８歳男性）

大津IC見学 （５２歳女性） コンクリートや建設物の耐震構造検査現場

マンション建設現場 (６７歳男性)

古寺､古城の再生現場 （５８歳男性・近江八幡） 千里の開発区域

砂防事業 (５６歳男性･八幡･公務員) （３９歳男性・大阪･公務員）

無形､有形文化財の建造物を見た (６０歳女性・大津市) 空港・南郷洗ぜき (７７歳男性・大津市･自営)

下水処理場の見学 （７５歳男性・大津） 土木の工事現場 (６８歳女性)

古城ツアー 車石が布設されている現場 (５４歳男性・西宮市･会社員)

地下鉄やトンネル工事現場 (６３歳男性･大津) 湖や川の工事　自然復活工事 (５８歳男性･高槻市･無職)

6



当支部では土木の工事現場や施設の見学会を開催しています｡

見学してみたいと思われる土木の工事現場や施設があればお書き下さい｡

新しい道をつくっているところ (３９歳女性･大津) 西大津ﾊﾞｲﾊﾟｽ､宇佐山､トンネル工事

(５６歳女性・大津市)

豊郷小学校等ウォーリマ建築の見学 (５９歳女性･大津市･主婦)

見学会等､開催のお知らせをどこで知るのですか (６３歳女性･大津市)

作業員がはいているスソの広がったズボンの広がっている理由は何か (８１歳男性･大津市)

『土木』についてもっと知りたいことや質問があれば自由に書いてください｡

また、今日の講座について､もっとこうして欲しいなどのご要望があれば書いてください｡

近江の国の話を聞きたい

一人一人の声を汲み取って欲しい

回数を多くしてほしかた (６７歳男性・大津市･無職)

講座を聞きたい

環境基準を決める苦労の話しを聞きたい (６６歳女性)

休日に行なって欲しい

ダムの役割など知りたい (６０歳男性・大津市)

工事費用について知りたい (６０歳男性)

希望者全員が参加できたらもっと良かった （６８歳男性）

建築造成の話を聞きたい （５８歳男性）

催し､PRをもっとして欲しい (６３歳男性)

滋賀に立派な能楽堂が建ってよかったです (６０歳女性)

道づくりについて､論議

外に出て､見学､話を聞きたい (５５歳女性･山科･主婦)

またお話しを聞く機会があれば参加したい (５６歳女性・大津市･主婦)

土木をアピールしてほしい （６２歳男性）

一里塚について (６３歳男性･守山市･会社員)

講演１個､能楽が１個が良かった（集中力が持続できなかったため） (２８歳女性)

パネル､パワーポイントなど､見ながら説明を聞きたい (６１歳男性・茨木市･主婦)

メモが取れるテーブル付の開場がよい （６８歳男性・大津市･無職）

コーヒー､お茶のサービスがあったらうれしかった

｢土木｣をもっともっといろんな角度から見る機会を作って欲しい

土木の進展とそれに伴うリスク､自然に対する影響が聞きたい (２８歳女性・京都市･主婦)

体の悪い人も利用しやすい環境作りの工事をしてもらいたい (５６歳男性)

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布物で｢土木｣と記載する場合は｢土木とは｣を掲載しておいた方がよい (４６歳女性・大津市)
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『土木』についてもっと知りたいことや質問があれば自由に書いてください｡

また、今日の講座について､もっとこうして欲しいなどのご要望があれば書いてください｡

橋について構造･建築方法を教えて欲しい (６２歳男性･草津･自営)

今日の講座は私たちにとって最適だった (７７歳男性･大津･自営)

｢土木｣をテーマにした会でこれだけ女性を集めるのは意外｡ (５４歳男性･池田市)

近江の国の魅力に感動､最高 (５０歳女性･志賀町･自営)

木村先生の話がわかりやすかった (６０歳女性･志賀町･主婦)

街道を歩くウォーキングイベントを期待 (５０歳男性･安土町･団体職員)

有意義は講座に参加することができた (６３歳･高槻市)

東海道や北陸道の道の意味がよくわかった

｢八幡堀･彦根城｣のように大津も魅力ある町になるよう期待 (６８歳女性･中主町)

真木先生のまちづくりの話に感激しました (６７歳女性･大津)

会が毎年開かれていることをはじめて知った｡今後も参加したい (６３歳男性･大津)

｢能｣にひかれて参加したが､想像以上におもしろかった (２８歳女性･大津)

土木学会の重要性を感じた (８５歳女性･大津市)

地球温暖化を防ぐ工事にも頑張って欲しい (５６歳男性･八幡･公務員)

着付けを見せていただけることは少ないと思いますので非常に嬉しく見せていただきました(５３歳女性･大津市･主婦)

講座情報を是非郵送､連絡願いたい (６１歳男性･守山市･無職)

道への投資の経済性アピールが必要と考える (６２歳男性･甲南町)
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