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新しい緑の息吹を感じるなか、職場や地域で新たな出会いとともに活動をスタートされているか

と思います。熊本・大分県では、甚大な地震災害が発生しました。内陸直下型地震は、日本全国ど

こで起きてもおかしくありません。被災された地域の１日も早い復興をお祈りいたします。 

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みなさまへ、本法人の活動内容

を中心にお知らせいたします。第 27 号では、2015 年 11 月～2016 年 2 月の活動報告、震災復興支

援事業参加者の声、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。 
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活動報告 
 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～」アンケートのまとめ 

（このシンポジウムの詳細については、ニュースレターVol.26 に掲載） 

 概 要：2015 年 11 月 28 日に開催された本法人主催のシンポジウムは 22 名の参加者があり、

20 名の方がアンケートに答えて下さった。下記のアンケート結果を参考に、今年度のシンポジ

ウムの内容について企画部会で検討を行う。皆様からのご意見もお待ちしております。 

 アンケート結果 

 
○ 参加動機：ワークライフバランス（WLB）に課題を感じている方が最も多く 40％、課題は

ないけれど知っておきたい方が 25％、合計 65％の方が WLB に対する関心、講師である磯打

さんのご専門（地域防災）に興味があった方が 20％であった。 

○ 所属：ベテラン社会人の方が約半数であった。 

○ 学生・若手の感想 

・大先輩方の経験、本音を聞くことができた。面白くとても参考になった。 

・就活、就職を超えてさらにその先の人生設計を考えるきっかけになった。 

・転職、子育ての話などとても参考になった。 

・先輩たちの一日のスケジュールを知りたいと思った。 

○ 中堅・ベテランの感想 

・自分が満足できるように行動するのが大事だと思った。 

・夫の協力が必要であることがわかった。 

・今日の話は本来の女性技術士の会のこれからの方向を示している感じを受けた。 

・WLB はこれという結論はなく個人が自分で考えることだと思うが、ざっくばらんな話をして

大変面白かった。 

・WLB は自分の中でやるべきことに優先順位をつけ実現させることが重要、そのためには社会

の制度が充実していないと実現できないが･･･。 

・個々人、配偶者により事情が違うので、課題を共有しにくいのが課題と思う。個人や女性だ

けの課題にするのではなく、社会全体で男性とともに考えていくにはどうすればよいか。性

差にこだわる気持ちはないが、女性が仕事をすることが会社や社会にプラスになるというこ

とを、もっとわかりやすくアピールしてもよいのではないかと思う。 

・日本のように政治が安定していて、移民の問題も少なく、国民が（一応）平等な国において

めざすべきは、北欧型の民主主義ではないかということ。高給をとり、贅をつくす人もいな

いけれど、薄給で生活苦にあえぐ人もいない。そんな多くの人々が幸せをわけあえる社会に

なればと思っている（GDP（Gross Domestic Product）より GHP（Gross National Happiness））。 
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 参加者の感想：講師の磯打さんは地域防災における危機管理の考え方を家事育児のコントロー

ルに活かしておられた。確かに業務の管理と家事の管理には共通するところもあるが、どんな

にわがままな施主や上司・部下も育児や介護の突発性にはかなわない。フリーディスカッショ

ンでは様々な経験談が飛び交い、WLB には正解がないと感じた。多様性は認められつつあるが、

社会制度が追いついていないことが最も課題かもしれない。 

 

 「親子で考える理系の夢への挑戦」（in 長崎）での講演 

 日 時：2015 年 12 月 20 日（日） 

 場 所：長崎国際大学（佐世保市） 

 活動形態：一般社団法人日本女性科学者の会からの依頼講演 

 主 催：内閣府・一般社団法人日本女性科学者の会 

 参加者：一般参加者 124 名、大学生及び大学関係者 22 名、主催関係者 13 名、講演者 5 名 

 目 的：女性が働き続けることの必要性および重要性の啓発と、様々な理工系分野で働く女性

科学技術者の事例を紹介するとともに、参加者全員の話し合いにより「自分の将来の仕事」に

ついて自ら考えることを目的として開催された。 

 概 要：3 部構成で【第１部】は日本社会事業大学 理事長 潮谷義子氏による基調講演「生命

の不思議を知る」に続き、「理系での挑戦−夢を仕事に−」と題して 4 名の科学技術者による講演

が行われた。その中で本法人は木村理事長により「女性技術者と資格」と題し、技術士の視点

から、資格の本当の意味、技術の世界の面白さについて講演した。【第 2 部】はグループディス

カッションで、学生ファシリテーターと参加者が 9 グループに分かれ、それぞれ「理系への挑

戦〜期待と支援〜」、「夢を仕事に〜あなたが創る未来に向けて〜」のテーマについて議論した。 

【第 3 部】ではグループ発表と講評が行われ、様々な提案や課題を共有することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真出典：一般社団法人日本女性科学者の会 

詳細は，http://www.sjws.info/event/sjws_mews118_4-6.pdf にて報告されています． 
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 新年会 

 日 時：2016 年 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 

 参加者：正会員 21 名、一般参加者 2 名（新規入会予定者） 

 概 要：節分をすぎた週の土曜夕刻、理事会から場所を移動して、NPO 女性技術士の会の新年

会 2016 が開催された。理事長挨拶に加え、参加者全員から公私にわたる最新情報の紹介があり、

様々な分野の話題が満載であった。今回は開始と終了時刻を例年より早く設定し、遠方から参

加の方でも 20 時の新幹線でその日のうちに帰宅できるように配慮した。男性の会員も 2 名参加

され、盛況裏に終わった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ポートフォリオ Vol.2 増刷 

 概 要：2013 年 8 月にポートフォリオ Vol.2 を発行して、約 2

年半、印刷部数 520 冊が残り 10 冊となった。これまでに、高専

や大学から求められ、多くの部数を納めてきた。また、公益社

団法人 日本技術士会の男女共同参画推進委員会が主催してい

る「技術サロン」に参加する女子学生や女性社会人にも配布し

てきた。 

前回の Vol.1 は約 4 年で在庫がなくなり、Vol.2 として内容を

刷新したものを発行したが、今回は vol.2 の発行から期間が短か

ったので、活動記録や活動報告のページだけを改訂して 300 冊

を増刷した。 
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震災復興支援事業対象者の感想 

 B さん （福島工業高等専門学校 産業技術システム工学専攻） 「シンポジウムに参加して」 

今回のシンポジウム1を通して、女性が働く職場の現状や悩みについて理解を深めることができ、

とてもよい貴重な経験になりました。女性技術者の方の経験談だけではなく、昼食をとりながら自

己紹介や意見交換をする機会もあり、リラックスした気持ちで参加者の皆様と交流しながら仕事と

生活のバランスについて考えることができたため、有意義な時間を過ごすことができました。 

シンポジウムに参加する前は、ニュース等で女性の社会進出に関する話題を見ていると、現代で

は女性の社会進出は進み、夫婦共働きの家庭も大きく増えている今ですが、女性の社会進出を阻ん

でいる環境や問題がたくさんあり、男女平等とはまだ言えないと感じることがありました。例えば、

女性の社会進出において、出産・育児と仕事の両立が大きな問題となっていることです。福利厚生

の一つとして育児休暇制度を設けている会社は多くあるそうですが、職場の環境によっては人手不

足による忙しさ等で育児休暇を取りづらく、制度を活用できていない人が多いという現状がありま

す。また、一度育児のために長期休暇をとった女性の復帰を歓迎しない職場もあるようで、育児休

暇を利用することをためらって、辞めてしまう女性がいることも耳にしたことがありました。未だ

にこのような時代錯誤なケースが存在するという悲しい現状があることに、私はこれから就職活動

をするにあたり、不安がありました。そのため社会で活躍されている先輩のお話や同年代の意見な

どを聴くことで、女性が働くことへの不安を解消したり、今後の人生設計の参考になるのではない

かと思い参加しました。 

シンポジウムでは、実際に女性技術者として活躍されている方々の経験談や意見を伺ったことで、

仕事と家庭、特に育児を上手にこなすためには夫の協力が必要不可欠であることなどワークライフ

バランスをとることの大切さを学ぶことができました。最初は仕事と家庭の両立の大変さや、職場

において女性だからという理由で認められず悔しい思いをしたことがあること等の話を聴いて、少

し不安になりましたが、参加者の皆様のいろいろな話を聴いているうちに、これまでうまく家庭と

仕事を両立させて、職場においても成功されている方々もたくさんいるのだから、自分もきっと努

力次第でできるようになるだろうと自信を持てるようになりました。また、同じように参加されて

いた方々は、自分の仕事や学業に対するモチベーションの高い方ばかりで、資格を取ったことで“相

手にしてもらえる”ようになったり、“自信がついた”というお話を聞きました。資格は自分を高

めてくれるものでもあり、他者から認めてもらうために有効なものであることが改めて分かり、資

格を持つということの重要性を感じました。さらに話し合いの中で出た“何事にも迷わず大変なこ

とに挑戦することで、だんだん自分に力が付く”という言葉に共感し、どんなに忙しくてもまた、

難しい仕事でも諦めずにやり遂げようとする姿勢を大事にしようと思いました。 

私はより一層学業に精進し、シンポジウムで得たものを今後の就職活動や社会生活に活かしてい

きたいと思います。このたびは大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 

リレーエッセイ 

 磯打千雅子さん（建設部門・総合技術監理部門） 「新理事就任のご挨拶」 

 地域交流部※担当理事として就任いたしました磯打（いそうち）です。現在岡山県倉敷市在住で、

勤務場所は香川県高松市です。2012 年 3 月末までは神奈川県川崎市の建設コンサルタントに 16 年

                                            
1 シンポジウム：2015 年 11 月 28 日開催の本法人主催のシンポジウム「女性技術者とワークライフ

バランス～現状と課題編～」。本法人の「震災復興支援事業」として、福島の学生さんを招待した。 
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間勤めておりましたが、翌 4 月より香川県高松市の香川大学に勤務しております。建設コンサルタ

ント時代は、技術士は建設部門の河川砂防で取得いたしましたが、土木構造物の維持補修、砂防ダ

ムの設計、災害対応のソフト等、様々な事業を担当いたしました。 

 現職の所属は、四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構（略称：IECMS）の地域強靭化研究

センターで主に防災分野での地域連携に係る研究業務を担当しています。 

 さて、ちょうど４年前に首都圏から地方へ移住してまいりましたが、地方にきてあらためて思う

ことは、首都圏の人材の豊富さです。例えば、地方で（といっても、私は四国しか知りませんが）

イベントを企画すると担い手がいつも同じになり参加者も偏りがちです。また、自己啓発や業務上

でセミナー等に参加したくても、大阪、東京開催の場合がほとんどでよほどの時間と予算がなけれ

ば、気軽に参加するといったことが難しく、非常に残念です。こういった点では、首都圏と比較し

て地方はスキルアップや人的交流の観点では機会が少なく、人によっては刺激がないと感じるかも

しれません。 

 一方で、もてる技術や能力を社会で実現させるには、地方でスタートする場合は首都圏と比較し

て壁が低いと感じました。何がしかの目的で活動を始める際に、地域のキーマンとなる方をみつけ

れば、おのずと道が開けます。これは、ステークホルダーが複雑でない地方の良い点かもしれませ

ん。特に私のように地域をテーマとした研究

を扱っている者には、地域の方々とのネット

ワークが欠かせません。加えて、学生も実践

研究として地域の方と協働させて頂くこと

により、講義では得られないノウハウや“肌

感”を学ぶことができます。 

 ただし、これから私たちが考えるべきは、

地方だとか首都圏といったスケールではな

く、オールジャパンでどうなのかという視点

です。一歩海外に出ればそのような発言が求

められます。この視点は、日本全国どこにいよ

うと常に頭の隅において、今後技術士として何

を学び、どのように社会と関わっていくのかを

考えていく必要があると思っております。 

 地域交流部担当理事として、今後地方に在住

する会員のみなさんが「女性技術士の会に所属

していてよかった！」と思っていただけるよう

な活動をしていきたいと思っております。 

 どうか引き続きご指導のほど、どうぞよろし

くお願いいたします。※地域交流部の設立は 5 月 21 日の総会で正式決議される予定です。 

 

運営報告 
   

主体 日時 議題 

理事会 
2 月 6 日（土）14：30～16：30 各部会報告、今年度の活動の総括と来年度の活動予定、地方会員と

の交流・活動、総会準備、日韓女性技術士交流会、他 

4 月 9 日（土）10：00～12：00 各部会報告、総会資料確認、今年度の活動計画、Web サイト運営

状況、見学会・勉強会の地方開催、他 

倉敷市自宅付近の風景 水路が多く趣があります

（写真右下は娘（1歳）） 

香川県坂出市の通称：讃岐富士（飯豊山） 

瀬戸内特異の地質でおにぎり型の小山が多くあります



7/8 

主体 日時 議題 

事務局 － 入退会管理、資金管理、Web 確認 等 

企画部 適宜 見学会について（メールで意見徴収） 

広報部 4 月 21 日（木）19：00～21：00 理事会協議内容の伝達、ニュースレター(Vol.27､Vol.28)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 適宜 JNWES 運営活動、APNN 資金調達及び協賛大学訪問 

   

今後の活動予定 

 第 9 回通常総会 

 日 時：5 月 21 日（土） 総会・講演会：14：00～17：00 

 場 所：アカデミー茗台（めいだい）7 階洋室（東京都文京区春日 2-9-5 東京メトロ丸の内線 

茗荷谷駅（1 番出口）から徒歩 10 分） 

 内 容：総会・講演会（終了後、懇親会予定） 

講演会：「健康に老いる」（ご自身の経歴や健康に歳を重ねるためのハウツーについて、漢方

の専門家の観点からお話しいただきます。） 

講 師：大倉多美子氏（薬学博士、社団法人 日本女性科学者の会 前会長、現在は、慶応義塾

大学医学部先端医科学研究所でご活躍です。） 
 懇親会：18：00～20：00 涵徳亭美都屋（かんとくていみとや）（東京都文京区後楽 1-6-6） 

会 費：4,000 円程度 

 出欠申込：http://pej-lady.org/    お問合せ：soumu-pelady@freeml.com 

 

 女子中高生夏の学校 2016 ～科学・技術・人との出会い～ 

 日 時：2016 年 8 月 7 日（日）（ポスター展示）  

 場 所：（独）国立女性教育会館（埼玉県比企郡嵐山町菅谷 728 番地） 

 対 象：理系を目指す女子中高生および保護者・教員 

 概 要：本企画は、（独）国立女性教育会館（NWEC）が、国立研究開発法人 科学技術振興機

構（JST）の「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」の委託を受けて毎年実施している

もので、本法人も協賛参加し、ブースを設け、ポスター展示、理系の職域紹介およびキャリア

相談等を行っている。2014 年度より、本法人で制作した冊子「理系の仕事って？」を配布して、

大学の学部選択とその後の職業との関連について、分かり易く説明している。 

（※今年度のポスター展示は日曜日となりますので、スケジュール確保をお願い致します。） 

 

 APNN2 国際会議（in ニュージーランド） 

 日 時：2016 年 8 月 17（水）、18 日（木） 

 場 所：ウエリントン 

 概 要：去年の APNN in Mongolia に引き続き日本が議長国での開催で、アジア各国から我々

と同じ科学技術部門で活躍する女性たちが集合する。会議 1 日目はカントリーレポートによる

各国の現状に関する話し合い、2 日目は各国の女性技術者・科学者の発表が行われる予定。 

開催に関する詳細な内容は、全体メールや本法人 Web サイトで逐次お知らせいたしますの

で、参加希望者はスケジュールを空けておいてください。 

                                            
2 APNN：Asia ＆ Pacific Nations Network（INWES（International Network of Women Engineers ＆ 
Scientist）のアジア地域ネットワーク） 



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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参加の制限は特にありません。時期的にもお盆休みを利用できる日程なので、是非、国際

会議にご参加下さい。 

 連絡先：個人的に質問のある方は、国際部担当木村 r-kimura@sakae-sekkei.co.jp まで。 

 

 第 10 回日韓女性技術士交流会 （※参加者募集中） 

 日 時：2016 年 10 月 2 日（日）15：00～18：00 

 場 所：栃木県日光市鬼怒川温泉ホテル三日月（日光市鬼怒川温泉大原 1400） 

 主 催：女性技術士の会 

 経 緯：（公社）日本技術士会 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研鑽・情報交換・親睦 
 概 要：両国の技術発表と活動報告、意見交換、文化交流 

シンポジウム後、同会場で食事会（18：00～20：00） 
 参 考：（公社）日本技術士会主催 第 46 回日韓技術士国際会議 

10 月 3 日（月）～4 日（火）開催 
テーマ「伝統技術と最新技術の融合と発展」（予定） 

 

技術士をめざして 

 小西花実さん（農学部・地域生体システム学科3 年） 「土木工学の視点から環境問題を考えたい」 

私は今大学 3 年生であり、今後の進路や就職について考える段階にあります。そのため、技術士

になるということの前にまだまだ段階があるので、今回はまず、私が勉強していることや、将来や

りたいと思っていることなどについて書きたいと思います。 

私は現在、大学で農業環境工学を専攻しており、土木工学について学んでいます。もともと私が

農学部に入学した理由は、環境問題に興味があったからでした。入学した頃の私は、大好きな自然

や動物を保護するようなことを勉強したいと思っており、土木工学を勉強しようとは全く思っても

いませんでした。そんな私が土木工学の道を専攻したことにはもちろん理由があります。 

その理由というのは、環境問題の改善を目指すとき、生物系の知識だけでは限界があると感じた

ことにあります。環境のことや生態系のことを考えることはとても大切なことではありますが、そ

れだけでは何の解決にもならないのではないかと勉強する中で感じました。また、私たちの生活は、

既存の自然を切り開く形で成り立っている側面もあるため、人間生活と自然環境の両者をバランス

よく考えなければなりません。このようなことを考えているとき、土木とは、私たちの生活を支え

る根本的な存在でありながら、直接的に自然を対象としており、環境と最前線で向き合うことがで

きる分野であると気づきました。そこで私は、土木工学の視点から環境問題を考えてみたいと思い

ました。 

将来は、土木工学の知識を生かせる仕事がしたいと思っており、建設コンサルタントの仕事に興

味があります。専門知識を習得した技術士となって、自分の仕事に誇りとやりがいを感じながら働

くことができたら本望です。そのためにも、今は大学でできる勉強や実験・実習に真剣に取り組み、

目標に向かっていけたらよいと思います。 

 

  


