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あけましておめでとうございます。本年も、皆さまの

ますますのご活躍をお祈り申し上げます。 

本ニュースレターは、特定非営利活動法人女性技術士

の会会員の皆さまへ、本法人の活動内容を中心にお知ら

せいたします。第 26 号では、2015 年 10～12 月の活動

報告、リレーエッセイ、運営報告、今後の活動予定など

をお届けします。今回も、韓国、カンボジア、東南アジ

アからアフリカまで、国際色豊かな内容となっておりま

す。世界に目を向けるとよいニュースばかりでない昨今

ですが、女性のしなやかさをこの難局に活かしていけれ

ばと思います。  
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活動報告 
 東山セツ子さん 日本技術士会名誉会員の称号を受けてのお祝い会 

 日 時：2015 年 10 月 10 日（土）13：00～15：30 

 場 所：東山さん宅 

 活動形態：自由参加 

 主 催：本法人有志 

 参加者：東山さんの他 7 名参加（石田、岩熊、木村（了）、

中西、氷上、廣瀬、松村） 

 経 緯：（公社）日本技術士会は、満 77 歳以上の会員の

うち、理事、地域本部長、部会長、委員長等を努め、会

の運営に貢献のあった方を名誉会員として認定してい

る。東山さんは、女性技術士の存在が非常に少なかった時代に技術士となり活躍を続けていら

っしゃり、その功績から一昨年名誉会員の称号を受けられた。 

 目 的：本法人が任意団体として発足した時点での会長を務められた東山さんの上記の功績を

ともに喜び、お祝いする。 

 概 要：一昨年は寄せ書きを贈呈し、昨年は 10 月に東山さんのご自宅でのお祝い会が実現した。

お祝い会は遠く名古屋から駆け付けた会員もおり、ランチ形式での和気藹々とした雰囲気の中

で、昔話に花を咲かせたり、現在の活動状況を話し合ったり、東山さんからのご意見を伺った

りと、内容の濃い親睦会となった。 

 

 第 9 回日韓女性技術士交流会 

 日 時：2015 年 10 月 22 日（木）16：00～20：00 

 場 所：大韓民国江原道春川市 南怡島 南門食堂 

 活動形態：韓国技術士会女性委員会との共催 

 参加者：石田、木村（了）、千木良、中西、廣瀬 

 韓国女性技術士 10 名 

 経 緯：9 年前より日韓技術士国際会議のプレイベント

として女性技術士シンポジウムを開催 

 目 的：日韓両国の女性技術士の情報交換・スキル向

上・親睦 

 概 要：今までとは趣向を変えてシンポジウム形式では

なく、南怡島（ナミソム）観光を中心に行われた。これ

は渡航時の観光船安全点検も兼ねていた。島を周遊後、

島内の食堂でそれぞれの活動報告と資料配付を行った。

その後、食事を取りながら歓談し大いに友好を深めつつ

情報交換を行った。 

大会テーマ「持続可能なインフラの構築法」 

・日本側発表 「活動報告」木村（了） 

 「日本水道関係者の持続可能な取り組みの紹介」中西 

・韓国側発表 「活動報告」金淑子委員長  

 
前列中央が東山さん 
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 シンポジウム「女性技術者とワークライフバランス」～現状と課題編～ 

 日 時：2015 年 11 月 28 日（土）11：30～14：00 

 場 所：慶応大学三田キャンパス内「社中交歡萬來舎」 

 活動形態：主催事業 

 参加者：会員 15 名、会員外社会人 2 名、学生

4 名（うち 2 名は本法人の震災復興支援事業

対象者） 

 概 要：女性技術者にとって「仕事と生活の

両立＝ワークライフバランス」はとても大き

な課題であり、全 5 回（予定）のシンポジウ

ムを通して、「よりよいワークライフバランス

の実現」について考える。第 1 回は防災分野で活躍する磯打千雅子さんのお話を伺った後、

食事をしながら自己紹介、磯打さんと理事長との対談、全員でのフリートークを通して、ワ

ークライフバランスの現実と課題を探った。この結果は ICWES1での本法人のワークショップ

に役立てたい。 

○ 講 演：磯打千雅子さん 「災害を乗り越えるコツ！、人生を乗り越えるコツ？」 

（本法人正会員、香川大学産官学連

携推進機構特命準教授、専門は地域防

災・事業継続計画 BCP） 

古地図を知ろう！もともとどのよう

な地形だったか？どのような土地利用

だったか？→過去の土地利用が地盤の

強さを物語る。それに応じて災害に備

えよう。 

防災に“レジリエンスエンジニアリング”という考え方があり、4 つの能力「予見、注視、

対処、学習」が必要とされている。ワークライフバランスにも通じる。 

○ ランチタイム＆自己紹介 

食事をしながら、参加者全員で 1 分

間の自己紹介。同時に、講師への質問

やワークライフバンスについての考え

を、各自、質問票に記入いただいた。 

○ 理事長との対談 

子育て・家事を夫と共有するための磯打さんの試み。 

1． プロセスの共有と共感によって必要性を理解し

てもらう 

2．家庭内作業を単純化する（夫でもできるように） 

3．思い込み（こだわり）を捨てる 

4．アウトソーシングする 

5．時短の目標を決める 

                                            
1 ICWES：International Conference of Women Engineers and Scientists（国際女性技術者・科学者会議） 
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○ フリートーク 

仕事と資格、家庭との両立、子どもとの時間の作り方、転職、進路を決めた動機、海外と

日本での仕事の違い、自己研鑽等々、多岐にわたる話題で盛り上がりながら第 1 回は終了し

た。自身の内なる価値観との調整を図りながら試行錯誤でバランスしていくことが大切との

結論に至った。 

また、写真や状況を Facebook「みんなの広場」にライブ投稿し、参加できなかった会員へ

の情報提供を行った（まだの方は是非 Facebook「みんなの広場」に登録して下さい）。 

 

震災復興支援事業対象者の感想 

 A さん（福島工業高等専門学校） 「シンポジウムに参加して」 

この度は、女性技術士の会シンポジウム「女性技術者とワークライフバランス」にご招待いただ

きまして、誠にありがとうございました。わたしは今回が初めての参加となりましたが、先生から

お話をいただくまで、このような活動を行っている団体があることは知りませんでした。夏のイン

ターンシップで女性技術者の方とお話をした際、社会に出る前に、もっと多くの女性技術者の方々

の経験談や考えについての話をお聞きしたいと思いました。しかし、わたしの身の周りには女性技

術者が少なく、そのような機会もなかったことが今回のシンポジウムに参加しようと思ったきっか

けです。 

技術士についてのお話を聞いた中で、“土木分野に対する劣等感があり、資格を取得したことで

自信がついた”というお言葉が自分の中で一番印象に残っています。現在、土木に関する勉強はし

ているものの、知識の少なさを感じているため、この分野の話をすることがあまり好きではありま

せん。しかし、これから仕事をしていく上で、自分に自信がないままではいけないと思っています。

取得がとても難しいと聞いていたため、あまり考えたことはありませんでしたが、取得を目指して

勉強していくことで自分自身のスキルアップにもつながりますし、何より、取得することでその後

の仕事の幅が広がるはずです。今回のお話を聞けたことにより、技術士について関心を持つことが

できました。自分でももう一度調べ直し、将来の技術士取得について行動し始めようと思います。 

また、今回参加されていた方々は、仕事に対する意識がとても高く、活き活きとしていて魅力的

でした。男性が多い分野で活躍し、仕事と生活の両立をすることはとても大変なことだと思います。

なぜなら、女性には仕事の他にも出産、子育てがあるからです。わたしは、参加するにあたり、特

にそのことについてお聞きしたいと考えていました。お話を聞く中で、お子さんがいる方が多くい

らっしゃることに驚きましたし、時間の使い方が上手いという感想を持ちました。内容としては主

に、仕事は前倒しで対応し家庭のことは効率化して行うこと、子育てをしている間に資格を取得す

ることなどです。将来、仕事と子育てを両立する際には、参考にさせていただきたいと思いました。 

後になりましたが、日常ではお会いできないような方々とお話しできたことで、たくさんの刺

激をいただきました。やはり、働く女性はかっこいいです。今回お会いすることのできた方々のよ

うに、わたしもかっこいい女性になりたいと思いました。そのために、今以上に勉強も頑張ろうと

決めました。今回、シンポジウムに参加できたことは、自分にとってとてもいい経験になりました

し、大きな収穫があったと感じています。また、わたしのように、このような活動を行っている団

体があることを知らない学生はたくさんいると思います。このような機会は、将来について考える

上でとてもプラスになりますし、理系を目指す女子も増えるのではないかと思います。また機会が

ありましたら、参加させていただきたいです。どうもありがとうございました。 
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会員からの発信 

 浦郷昭子さん（建設部門：建設環境） 「循環型生産への期待」 

私は、環境コンサルタントとしておもに途上国にて発電

所開発や送電線開発などの環境アセスメントや環境管理の

業務を行っている。 近は、ベトナム、バングラデシュ、

インド、ネパール、スリランカ、ウガンダ、エジプトなど

に出かけている。このような国に出かけると様々なことを

感じるが、今回は日本の製造業の技術を途上国で生かす可

能性について書いてみる。 

途上国でよく見かける日本製品の筆頭は自動車だ。しか

しよく見るとその多くが中古車で新車ではない。輸入中古

車に 100%以上の課税がかけられても、飛ぶように売れる。日本車の中古車は資産のようになって

いて、製造後 10 年のものと 15 年のものの価格はあまり変わらず、購入した中古車も購入時と同じ

くらいの価格で転売されている。壊れても修理し、改造し、何年にもわたって使い続けている。40

年以上経過したと思われるような日本車がガス燃料車に改造されて走っていたり、盗品なのか偽物

なのか中古品なのかわからないような自動車部品パーツ屋が各所に存在し、繁盛している。流通経

路や整備状況に問題があるが、破棄されることなく様々な形でリサイクルされている点では、丁寧

に使われていると感心する。 

一方、自動車以外の日本製品にあまり出会うことが少ないのが残念である。水がうまく流れない

トイレ、ぐらぐらする水栓、水滴が落ちてくるエアコン、電気を大量に使う冷蔵庫、いずれも使い

勝手が悪いうえ、すぐ壊れ、リサイクル不能。途上国では物流に問題があるうえ、新製品が売れず、

買い替え需要も利益率も低いため、日本企業が入り込みにくいのは理解できる。しかし、このよう

に質の悪い製品があふれかえり、リサイクルもされずに破棄される現状を見るとどうにもやりきれ

ない。日本の製品を何とか途上国の人に使ってもらえないだろうか。 

途上国に行くと日本人のまじめさと優秀さを改めて感じる。日本

人であれば、 低限の機能があり、壊れにくく、修理しやすく、リ

サイクル可能で、現地の生活スタイルに合った製品を開発すること

は簡単であろう。人件費の安い途上国では、かえって国内よりも循

環型生産のビジネスモデルが成功しやすいかもしれない。複数メー

カーでの国際物流や部品の共通化、パーツに分解可能にすることで

修理を容易にし単純なものから複雑な多種のオプションに対応、ス

マホによるコントロールでボタンを削減、3D プリンターを使った部

品の現地生産、各社共同のリサイクルセンターを検討したり、現地

物流センターやリサイクル工場を ODA の支援で整備するなどオール

ジャパンで取り組むことでコストを下げるのも良いだろう。 

有名メーカーが業績を落とし、優秀な技術者の能力を生かしきれていない国内の状況を見るにつ

け、このような形で日本の技術者が生かされ、素晴らしい日本製品が世界に広がって欲しいと思う。

残念なことに日本人は一つの技術を特化させることはうまいが、総合的・戦略的視野を持つ国際契

約業務に強い人材が不足している。料理や家計を戦略的に切盛りできる女性技術者は、潜在的に総

合力が備わっており交渉力もある。今後彼女たちが積極的に海外に出て総合力を発揮し、この夢物

語を実現させることを期待している。  

 
エジプトの女子学生たちと 

 
インドの野菜売り 
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リレーエッセイ 

 山本敬子さん（水道部門） 「9 年ぶりにカンボジアの仲間と再会」 

イルミネーションで輝いている高層ビルが、懐かしい

カンボジアの首都プノンペン市水道公社の真ん前に出現

して絶句。2015 年 10 月 25 日から 30 日まで久しぶりに

訪れたプノンペン市。話には聞いていましたが、実際に

遭遇してみると 9 年という時間の経過とその間のプノン

ペンの経済発展を感じざるを得ませんでした。 

2003 年から 2006 年まで JICA の水道人材育成プロジェ

クトで住んでいたプノンペン市。空港から市内中心部ま

での道路の両側も、前とは違っていてどこを走っている

のか車の窓からきょろきょろしました。とにかく車が多

い。昔よく泊って大好きなサンウェイホテルにチェックインして、ロビーを見渡すとそこは 9 年前

と変わらないたたずまいで一安心。良くケーキを食べたレストラン、笑顔がやさしいフロントの人、

暑い外から帰って、体がすっぽりと包まれる大きな椅子で一休みしたバー。どこも同じで一気に気

分は 9 年前に戻ってしまいました。 

翌日からは以前一緒に働いた人々を訪問して、インタビューです。久しぶりの人もいれば、日本

に良く来て付き合いが続いている人もいます。公式に約束をしていない人は昼休みに、水道公社の

食堂で会ったり、彼らの職場をのぞいたりして話をしました。 

女性で人事部の部長をしているナリさんは、プロジェクトの

時に能力が伸びた忘れられない人で、彼女の向上心に合わせて

いろんな研修を準備しました。 初はバンコクへの 1 週間のマ

ネージメント研修、次の年は日本で 1 カ月の人材育成研修、そ

の翌年には 3 年間の成果を日本で発表しました。彼女は夜間大

学に通い、仕事も熱心で、上司に認められ昇格していきました。

9 年ぶりの再開では抱き合って喜びました。まるで昨日まで一緒

に働いていたかのように、すぐに打ち解けました。昔と変わら

ず、おしゃれでいきいきしたナリさんとは今後、会えることは

ないとしても友人で居続けるでしょう。 

もう一人、副総裁をしているビソットさん。彼は日本

にたびたび来るので、そのたびに会っていて、我が家に

も来たことのある人です。かれは敬虔な仏教徒でとても

静かな人ですが、環境問題に頭を痛めていて、もう手遅

れだと嘆いていました。内には熱いものを秘めている人

です。私が訪問する時期、彼はアメリカに出張していま

したが、私が行くと知らせると予定を早く切り上げて、

帰っていました。彼のオフィスでは環境問題で話が弾み

ました。 

短い滞在でしたが、とにかく会いたかった人には会え

て、大満足の旅でした。今後もカンボジアの水道関係者とはネットを通しての技術交流を続けてい

きます。  

 

 
経済発展を感じさせる夜のプノンペン 

 

 
ナリさんとの再会 

 

 
沈殿池上に設置したソーラーパネル 
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運営報告 

 
主体 日時 議題 

理事会 12 月 12 日（土）10：00～12：00 
各部会活動報告、新理事の選任および現理事の重任について、

来年度の活動体制と活動計画、シンポジウム報告とこれからの

方向 他 

事務局 － 入退会管理、資金管理、Web 確認 他 

企画部会 メールによる活動 シンポジウム開催準備分担、開催後とりまとめ 

広報部会 1 月 20 日（水）18：30～21：00 
理事会協議内容の伝達、ニュースレター(Vol.26､Vol.27)につい

て、「リレーエッセイ」に代わる企画について、冊子改訂につ

いて 

国際部会 分担作業および 12/25 纏め作業 
APNN 報告書作成（各自担当部分の作成） 
JNWES 運営委員会参加 

 

今後の活動予定 

 新年会 

 日 時：2 月 6 日（土）17：30～19：30 

 場 所：トラットリア パパミラノ サピアタワー店（千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー3F） 

http://r.gnavi.co.jp/g851552/ 

 会 費：5,000 円 

 申 込：下記フォームから申し込んで下さい。 

PC・スマホ共用： https://ws.formzu.net/fgen/S35403620/ 

携帯電話専用  ： https://ws.formzu.net/mfgen/S35403620/ 

申込み後のキャンセルはメールにて 2 月 4 日（木）朝までに 

event-jspew@freeml.com まで。 

（それ以降はキャンセル料をいただく可能性があります） 

※会員同士の親睦を図りたいと考えていますので、ぜひご参加ください。 

 

 第 9 回通常総会 

 日 時：5 月 21 日（土）午後 

 場 所：未定 

 概 要：総会および講演会（終了後懇親会予定） 

 講演会「漢方と健康（仮題）」 

※詳細（総会や懇親会の出欠届、講演会講師紹介など）は、4 月中旬以降 ML でお知らせしま

すので、ご確認ください。 

 

訃報 

 会員の村岡政子さんが 2015 年 11 月 21 日に亡くなられました。 

謹んでご冥福をお祈りいたします。 

 



ニュースレターについてのご意見・ご感想はこちらまで：info@pej-lady.org 
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技術士をめざして 

 江部杏奈さん（農業環境工学専攻） 「持続可能な都市をめざして」 

先日、シンポジウム「女性技術者とワークライフバランス」に参

加させていただきました、東京農工大学修士1年の江部と申します。

私たちの専攻では農業土木に関する科目を中心に勉強していますが、

各研究室は単なる土木技術の枠を超えて、環境問題に強く関心をも

っており、それぞれの分野で持続可能性を追求して研究しているよ

うに思います。私の所属する研究室では、数値シミュレーション技

術（特に気象分野）を利用して、気候変動と農業・人間活動にかか

わる様々な研究を行っています。わたしは大学の実習で、夏季にお

いて森林が驚くほど涼しく快適な空間を作り出すことを体感したのをきっかけに、緑の持つ「天然

のクーラー」機能をもっと都市に導入したいと考えるようになり、その機能を定量的に評価すべく、

緑地や都市の作り出す気象環境をシミュレーションする研究をしています。 

私が技術士の資格を知ったのは、学部時代に設計製図の授業で女性技術士の会理事長をされてい

る木村先生に出会ったことがきっかけです。当時、このまま勉強をつづけて、果たして女性として

家庭をもちながら仕事を続けられる人生が待っているのだろうか、もんもんと考え将来に漠然と不

安を抱いていた私にとって、先生が家庭を持ちながらも造園設計の仕事を生き生きとされているこ

とに驚き、感銘を受けたのを覚えています。もともと都市緑地に興味を持っていたのもあり、その

後はただ解析するだけでなく、どのように配置するのか？どのように設計するのか？といった都市

計画やランドスケープデザインに興味を持ち始め、造園学会主催のデザインワークショップに参加

したり、設計補助のアルバイトをしたりとデザインの領域にも足を踏み入れるようになりました。 

そんな私の夢は、緑を通して都市の省エネに貢献すること。私は2011年の震災翌日に大学受験を

控え、停電に見舞われながらろうそくの下で 後の勉強をするという印象深い体験をしました。今

まで当たり前だった豊富な電力供給がその後幾日も制限を受け、エネルギーの創出、消費、配分と

いったことをもっと見直す必要があると強く感じるようになりました。もっとも震災後は、国をあ

げて再生可能エネルギーの技術開発が急速に行われるようになりましたが、一方でそのようなエネ

ルギーは決して原子力並みの大規模な発電は期待できないともいわれています。やはり、エネルギ

ーは創るだけでなく、節約することも大事なのだと思います。そのような背景から、近年極端にな

りつつある気象を、緑によって調整し、快適な環境を創るためのエネルギー（冷暖房など）を節約

する、地球の調整機能を 大限に使う、そのような都市づくりに貢献できればと思います。具体的

には、造園設計の仕事を通し、都市の緑を増やしていきつつ、それらが都市のオアシスとして 大

限機能を発揮すべく、数値解析を取り入れてデザインをより 適化したい、そんな野望を抱いてお

ります。 

とはいっても、今の私には設計経験がほとんどないため、空間を設計するということを真摯に学

ぶ必要があります。技術を下支えする知識と経験をこれから一から積み上げ、立派な技術者を目指

して邁進しなくてはなりません。先日のシンポジウムでは、技術士の資格をとることで一段上の自

信と責任をもって活躍されている女性の方が、家庭との両立に奮闘されているお話をたくさん伺い

ました。私の目指すべきところはそこにあるのだろうと思います。決して楽な道ではないと思いま

すが、素晴らしいロールモデルがいて、その方々と交流を持てる場所があるということに感謝して、

頑張りたいと思います。 


