
1/10 

2018/1/31 
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2018年、新しい年が幕をあけました。地域交流部の活動が軌道に乗り、本法⼈の未来に明るい光が差し
込んでいます。すぐそこにある暖かい春の兆しを感じつつ、楽しく活動を進めていきましょう。 
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 34 号では、2017年 9⽉〜2018年 1 月の活動報告、会員からの発信、運営報告、
今後の活動予定などをお届けします。今回も様々な話題に恵まれ、楽しい記事が満載ですので、どうぞお楽
しみください。なお、ニュースレターではみなさまからの投稿記事を募集しますので、仕事のこと、趣味の
ことなど、お気軽に投稿してください。詳細は巻末のアドレスまでお問い合わせください。 
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活動報告 
 （続報）⾒学会「プレイベント〜懇親会〜瑞浪超深地層研究所⾒学」 
 日  時︓９⽉ 1０日（日）13︓00〜11 日（月）16︓00 
 場  所︓トヨタ産業技術記念館・でんきの科学館（プレイベント）、風来坊伏⾒駅店（懇親会）、瑞浪超
深地層研究所（勉強会・⾒学会） 

 活動形態︓プレイベント︔本法人主催、 
勉強会・⾒学会︔原⼦⼒⽂化財団主催（交通費・宿泊費の助成あり） 

 参加者︓18 名（プレイベント 8 名、懇親会 16名、勉強会・⾒学会 15 名） 
 経 緯︓本法人では会員の交流と技術研鑽のために年に⼀度⾒学会を開催しているが、会員が多い東京で
開催されることが多く、全国に会員がいるため、参加者が限られてしまうことが悩みの種であった。今年
は⽇本原⼦⼒⽂化財団の事業を活用し、名古屋での開催となった。  

 概 要︓⽇本原⼦⼒⽂化財団では、⾼レベル放射性廃棄物の地層処分への理解を深めるための勉強会や実
験施設への⾒学会⽀援事業を⾏っている。本⾒学会もこの事業を活用し、岐⾩県の瑞浪超深地層研究所で
勉強会・⾒学会を⾏った。また、前⽇にはプレイベントとしてトヨタ産業技術記念館、でんきの科学館の
⾒学と、懇親会を⾏い、Web上での繋がりだった中部地域の会員と交流を深めることができた（プレイ
ベント、懇親会の様子は「プロジェクト参加報告」参照）。 
瑞浪超深地層研究所では、まず原⼦⼒発電環境整備機構（NUMO1）の講師の方から、地層処分の技術

的特性や将来予測、今後の課題の講義を受け、会員からは技術⾯や管理⾯での様々な質問が活発になされ
た。その後、地下 500mの⽴抗をエレベーターで降下し、様々な実験設備や得られた成果について視察
を⾏った（坑道⾒学の様⼦は「プロジェクト参加報告」参照）。 

 勉強会（9 月 11 日（月）9︓30〜10︓30） 
NUMOの⼭⽥部⻑により、地層処分事業についての講義が⾏われた。 

（１）地層処分事業の概要 
・原⼦⼒発電所で使⽤された燃料は、再処理されて燃料として再
利⽤されるもの以外は、⾼レベル放射性廃液（５％）でありガ
ラス固化体として将来地層処分される。使⽤済燃料は、過去に
海外で再処理されたものもある。ガラス固化体には爆発するよ
うなものは含まれておらず、強い放射線と熱を発する特徴があ
る。 

・放射性物質なので時間と共に減衰するが、⾦属製のオーバーパックでガラス固化体を覆った表⾯でも
1000年後での１時間当たりの線量は東京・ニューヨーク往復の線量レベルとなる。 

・2000年に特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律ができた。⾼レベル廃棄物処分の研究のスタート
は 1962年から、地層処分の研修は 1976年から⾏ってきた。国際的な結論として地層処分が導かれて
いる。 

・フィンランドは、すでに処分地を建設中であり、スウェーデンは安全審査の段階。日本はまだ調査にも
着手できていない段階。 

・地層処分された固化体からの放射性物質が地上に移⾏してくる要因は、地下⽔を介することが考えられ
る。このため、地下⽔による移⾏の影響をどのようにおさえるかが技術的⼒のいれどころ。 

・3.11以降、原⼦⼒発電が減少しているが、現在はガラス固化体を 4 万本以上埋設できる施設 1 カ所の
建設を検討している。費用は 3.7兆円。既に電気料⾦から 1兆円程度が積み⽴てられている｡ 

                                            
1 NUMO: Nuclear Waste Management Organization of Japan 
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・再処理⼯場は⻘森県で建設中で、輸送されて地層処分場に運ばれる予定。 
（2）処分地の選定 

・超深地は、酸素がほとんど無いので腐食等がおきにくく、圧密されているので地下水の動きが遅い、300m
以上なので人為的な影響が及びにくい。 

・避ける場所としては、火山活動、断層面、海水準変動を考慮したうえでの隆起浸食の影響がある場所な
ど。 

・適切な場所の選定︓⽕⼭は半径 15km より外、断層面から一定の幅を避ける、地震動の影響は小さいと
考えられるが（地下は地表の 1/3〜1/5の揺れ）、鉱物資源のない場所が適切。 

・ガラス固化体は、すべて溶けるまでには 7万年以上かかる。さらに⾦属製で厚さ約 20cm でオーバーパ
ック。1000年はオーバーパックが健全で地下⽔とガラス固化体が接触しない。減衰しながら地上にし
み出すが 80万年後で安全基準の 0.01mSv よりさらに小さい 0.00001mSv。 

（3）科学的特性マップ 
・過去に応募自治体が 1件あったが取り下げられた。当時、応募した際にはその理由を⾸⻑が説明するし

かなかったこともあり、国が科学的特性を示すことにした。2015年に国が全⾯に⽴って取り組む基本
方針が閣議決定された。 

・フランスやスウェーデン、フィンランドでは、地域との関係性を重要視している。 
（４）質疑応答 

Q1 ガラスと廃液の質量割合は︖ 
A1 廃液が 2割〜３割程度。 
Q2 ⾼レベル放射性廃棄物とは具体的にどのような核種︖ 
A2 核分裂性のセシウム、ヨウ素、鉄、モリブデンなど。 
Q3 ガラス固化体はこれから増える︖廃炉になったらもっとふえる︖ 
A3 地層処分に該当するようなものは、廃炉では出てこない。廃炉では発生する放射性廃棄物は低レベル

処分場として別途処分されることになる。低レベル処分は電⼒事業者が実施する。 
Q4 ガラス固化体にした後の可逆性とは︖ 
A4 将来技術開発が進んで別の⽅法が適切であると将来に政策変更があったとしても対応できるように、

地層から取り出せるようにしておくという意味。 
Q5 深さは 300mより深いほうが好ましいのではないか︖ 
A5 深ければ深いほど地熱があがる、掘削に費用がかかるなど問題がある。 
Q6 操業終了後は更地にするとあるが、将来への記録は︖ 
A6 記録はなされるが、記録やマーカに対する将来への有効性は国際的にも議論されているところで、利

活用はこれから。 
Q7 世代間倫理、対話として⼥性への活動をあげているのは︖ 
A7 現世代で解決策を進めることが世代間倫理として⼤事との認識。⼥性からは不安を述べられる意⾒が

多く地層処分が不安であるとの中⼼的な意⾒であり、不安の考えにある背景などを理解する上での参
考になる。男性は理屈として理解する上での質問が多いと思われる。 

 
 （続報）第 17回国際⼥性技術者科学者会議（ICWES217） 
 日  時︓2017 年 10月5⽇（⽔）〜8日（土） 

                                            
2 ICWES︓International Conference of Women Engineers and Scientists。国際⼥性技術者科学者ネットワークがトリエンナーレ
(3年に１回)として開催している国際会議の名称。全世界から⼥性技術者・科学者が結集する。 
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 場  所︓インド共和国、ニューデリー アエロシティ、Hotel Pullman New Delhi 
 主  催︓国際⼥性技術者科学者ネットワーク（INWES3）、今回
はインドがホスト国になるので WISE4 India が開催 

 活動形態︓INWESの加盟団体である⽇本⼥性技術者科学者ネット
ワーク（JNWES5） の構成員として参加 

 対象者︓INWES のメンバー及び一般 
 参加者︓⽊村（了）、⽊村（弘）、宮地、中野、千⽊良、他、⽇
本から 2 名 

 テーマ︓ビジョン 2025「国家の持続的かつ包括的な成⻑を達成す
るための科学技術ロードマップを設計する」 

 概 要︓ 
・７月５日︔開会式では、WISE India のプレジデントMs. Sangeeta 
Wijの歓迎挨拶、INWESのプレジデント Dr. Kong-Jong Lee のスピ
ーチが⾏われた。 
・７月６〜７日︔各国代表によるセッション・ワークショップ・パネ
ルディスカッション等が⾏われた。７⽇午前中には INWES年次総会
が⾏われ、各セクションの発表、新理事メンバーの選出が⾏われた。
この会議で、これまで 6 年間務めた菅原香代子氏に替わり、本法人の中野亜久了⽒が新理事に選出された。
本法人は、7 日に「世界の⼥性技術者に聞いてみよう “Let's talk about working” 」と題した全 5 回シリー
ズの第 3 回目として「ジェンダーフリー」をテーマとしたワークショップを開催した。3 ヵ国から代表者を
招き、日本の発表者も含めて４名のパネリストに各国のジェンダーフリー事情を発表してもらった。 

司会  中野亜久了⽒ 
４ヵ国のパネリスト 

マレーシア︓Dr. Wai Yie Leong 
インド︓Ms. Sangeeta Wij 
イギリス︓Dr. Katie Perry とご令嬢のMs. Holly Perry 
日本︓宮地奈保子氏 

会場に集まった約30名の各国⼥性科学技術者及び男性参加者と活発
な討論が⾏われた。当日別室では、会員の木村弘子氏による「土壌浄
化法」の技術発表も⾏われ、会場からは盛んな拍手を頂いた。 
また、ICWES17最終日の7⽇は恒例のガラディナーが開催されたが、
「インド流おもてなし」は殊のほか華やかで、インド色豊かな食事と
光と⾳があふれるアトラクションが盛りだくさんだった。各国の⺠族
衣装を身にまとった参加者たちは、打楽器の生バンドに促され中央ホ
ールに繰り出し、最後は華麗なダンスパーティーとして終宴を迎えた。 
・７月８日︔新理事による会議が開催され、INWES のプレジデントを２期６年間務めた韓国の Dr. Kong-Joo 
Lee が退任し、米国の Ms. Gail G. Mattson が新プレジデントに就任した。 

 

                                            
3 INWES︓International Network of Women Engineers and Scientists。本法人は INWES の構成団体である。 
4 WISE︓Women in Science and Engineering 
5 JNWES︓Japan Network of Women Engineers and Scientists。本法人は JNWES の構成団体である。 

開会式 

日本からの参加者のテーブル 

ガラディナーのプログラム 

⽇・印の⺠族⾐装をまとった参加者 
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 第 8 回 ⽇中韓⼥性科学技術指導者フォーラム 
 日  時︓2017年 10 月 7 日（土） 
 場  所︓中国上海市 東華大学 
 活動形態︓JNWES の構成団体と
しての参加 

 主 催︓中国 CWAST6 
 参加者︓約 200 名、インターネ
ット同時中継で 55 万人以上が視
聴（主催者発表） 

 経 緯︓中国 CWAST、韓国 KOFWST7、日本 JNWES が MOU に基づき、持ち回りで開催している。 
 概  要︓「⼥性のリーダーシップ」、「教育のロールモデル」、そ
して「⼥性と⾰新」の３セッションが設けられ、それぞれ⽇中韓の
代表者が発表した。JNWES 構成団体からの発表及び担当は以下の
とおり。 
（a） ⽇本⼥性科学者の会（SJWS8）︔⽇本の⼥性科学者に関するデ

ータの発表 
（b） ⽇本⼥性技術者フォーラム（JWEF9）︔⼥⼦中⾼⽣夏の学校

についての活動報告、ならびに産業界における⼥性とイノベ
ーションについての事例報告 

（c） ⼥性技術⼠の会（JSPEW10）︔「教育のロールモデル」のセ
ッションの司会（元本法人会員の松田徳子氏が担当） 

なお、次回（2019年）は JNWES が主催予定。 
 

 （続報）第 11回⽇韓⼥性技術⼠交流会 
 日  時︓2017年 10 月 26 日（木）17︓00〜 21︓00 
 場  所︓釜山広域市 ロッテホテル釜山 アテネルーム 
 主 催︓韓国技術士会⼥性委員会 
 活動形態︓共催 
 参加者︓木村（了）・氷上・中⻄・廣瀬・千⽊良・萩原・加藤（祐）
の本法人から 7 名、他１名 
韓国側⼥性技術⼠ 15 名、他 1 名 

 経 緯︓10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 

 概  要︓ 
大会テーマ「気候変化と自然災害への挑戦と対応」 
両国活動報告 

                                            
6 CWAST︓China Women’s Association for Science and Technology 
7 KOFWST︓Korean Federation of Women Science and Technology 
8 SJWS︓The Society of Japanese Women Scientists 
9 JWEF︓Japan Women Engineers Forum 
10 JSPEW︓The Japan Society for Professional Engineers of Women 

「教育のロールモデル」セッション 
の司会の様子 

⽇中韓の⼥性リーダーが⼀堂に集合 

懇親会での⽇韓理事⻑ 

会議後の集合写真 
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⽇本側論⽂発表「海洋生物八放サンゴのアレルギーと蛍光タンパク質の研究」加藤祐子 
韓国側論⽂発表「消えゆく⼤韓⺠国の野⽣花」徐英今 
 日本側活動報告は、この 1年間に特に活発に⾏われた国際部の活動を中心に発表した。韓国側活動報告
は、10年間の歩みを総括する内容だった。お互いの活動が、よい刺激となり新しい取組への原動⼒とな
っていることが理解できた。 
 論⽂発表は、日本側は学術的な内容でサンゴの研究がどのようになされるのか興味を持って聞くことが
できた。韓国側は韓国固有の希少な植物が絶滅の危機にさらされているということが多くの写真とともに
紹介された。時間の関係で論⽂発表への質疑応答は懇親会場へ移動してから⾏われた。 
 韓国側 李芝衡⽒、⽇本側 廣瀬会員に対して、この 10年間の開催についての貢献を表して感謝牌と
記念品が贈られた。 
 その後、会場を近くの海鮮料理店に移動して友好を深め合い、来年の再開を約束した。 

 次回開催︓2018年 10 月 17 日（水）15︓00〜 神⼾市産業振興センター 予定 
 
プロジェクト参加報告 
 高岡美佳さん（建設部門） 「プレ⾒学会、懇親会に参加して」 

9 月 11 日（月）の瑞浪超深地層研究所⾒学にあたり、前泊にて名古屋⼊りするメ
ンバーと⼀緒に「トヨタ産業技術博物館」「でんきの科学館」に⾏ってきました。 

「トヨタ産業技術博物館」では、繊維機械や紡績技術の明治、大正時代から現
在に⾄るまでの発展の様⼦や国産⾃動⾞が出来るまでの困難な道のりを、機械の
実物展示や実演で分かりやすく学ぶ事が出来ました。参加したメンバーも興味
津々に展⽰機械を⾒たり触ったり、ガイドの⽅々にアレコレ質問したりと、とて
も楽しそうでした。「モノづくり名古屋」を実感して頂けたかと思います。 

「でんきの科学館」では、瑞浪超深地層研究所⾒学を翌⽇に控えた技術⼠の⾒学という事で、熱烈歓迎を
受け、原⼦⼒や原⼦⼒廃棄物処理について詳しく説明をして頂きました。⾒学会本番に向け「ココを詳しく
⾒学しよう︕ココを詳しく質問してみよう︕」と興味が⼀層深まりました。ただ、参加したメンバーが、根
掘り葉掘り質問をしたため、ガイドの方が少々困っていました。 

明治時代の機織り機の実演 「国産⾃動⾞ができるまで」の説明に聴き入る トヨタ⾃動⾞の⼯場（ライン）の展示 

原⼦⼒発電に関する予習中 燃料の模型 ⾒学歓迎のサイネージ 
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  地⽅での⾒学会が実現し、普段なかなか会えないメンバーとの交流
も深まり、地⽅の魅⼒をアピールする機会になった事を、地域交流部
のメンバーとして感謝しております。 

このあと懇親会会場へ。「風来坊」で名古屋名物手羽先を堪能しま
した。 

 
 市岡恵利⼦さん（建設部門） 「超深地層実験施設⾒学 〜未知の世界へ潜入しました〜」 

つなぎの作業着、ヘルメット、安全ベスト、安全靴に着替え、いよいよ地下 500m
の世界へ向かいます。エレベーターは 6km/hで主⽴坑を降下。最後は螺旋階段を
下りて、⽴坑底部に到着。気温は 23℃。そこから横に坑道が伸びています。坑道
の上半は、コンクリート吹付がされていますが、下半は地下 500m のカチカチの
花崗岩がむき出しです。さらに坑道から何本ものボーリング抗が掘られ、地下水の
動きや岩盤の変位等が観測されています。坑道の周りには約 1,500ｔ/㎡の⼒がか
かっています。水圧だけでも 500t/㎡。この⽴坑全体に流⼊してくる⽔は 800ｔ/

日もあるそうです。 
坑道の先の止水壁の向こうでは、坑道空間に地下水を戻す実験をしています。もう満タンになり、充満さ

れた地下⽔圧による周辺岩盤の変位を計測しているそうです。耐⾼圧のテレビカメラで中の様⼦が⾒られる
はずでしたが、吹付コンクリートが溶けて⽩濁してしまい⾒えないそうです。⾼圧がかかるとそんなに簡単
にコンクリートが溶けてしまうなんて驚きです。水を抜いた後のチェックが興味深いです。 

このように、実際に地下に放射能廃棄物を埋める時、そして埋め戻した後の地下の変化を観察し、安全性
を確認する技術が研究されています。また、地上に比べ地下 500m 地点では地震による揺れが約 5 分の１程
度になるという観測結果も出ています。ここからも地下の安全性が確認できます。 
地層断⾯図を⾒ると、この主⽴坑はまさに断層破砕帯に沿って掘られているのです。さぞや難⼯事だった

かと思いきや、地下深い破砕帯は⻲裂部分がしっかり粘⼟で充填され完全に固結しているため、ほとんど⽔
も出ず掘りやすかったということです。掘削した状態では、⽴坑周辺ぐるっと破砕帯の状況が観察できて貴
重な資料となったそうです。 
この施設は瑞浪市有地にあり、平成 34年までの借地期限だそうですが、せっかくこれほどの実験環境を

整えたのですから、じっくりいろいろな実験を⾏って、最⼤限活⽤してほしいと思います。 
私⾃⾝は、勉強不⾜の⾯もあり、原⼦⼒発電の是非については何とも⾔えないところがありますが、すで

に発生している高レベル放射性廃棄物については、少しでも将来世代に負担をかけないよう、現世代が責任
を持って処理しなければなりません。そのためにも当施設の研究が大きな成果を残せることを心から期待し
ます。  

坑道の様子 止水壁の様子 換気⽴坑底部 

名古屋の手羽先を堪能した懇親会 
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会員からの発信 
 八百屋さやかさん（衛生工学部門）「7年ぶりの再会ネパール」 

私は⻘年海外協⼒隊として、2007年から 2010年までの間の 2年半、ネパー
ルに派遣されていました。今年12月に7年ぶりにネパールに再訪しましたので、
その様子をご報告したいと思います。 
その前に、皆さんはネパールをご存知でしょうか︖意外と知らない⽅も多いの

で、ここで少し紹介いたします。ネパール（正式にはネパール連邦⺠主共和国）
はインドと中国の大国に挟まれた人口約 2600万⼈の国で、⾯積は北海道の 1.8
倍程度、エベレストを含むヒマラヤ⼭脈のある 8000m 地帯から標高の 70m の
タライ平原まで高低差の大きい国です。またネパールは仏陀の生誕地でもあり、
⽣誕地のルンビニ周辺には多くの仏教寺院が⾒られます。産業は観光業と農業が

主な産業ですが、GDP は 693 ドルであり（2013年 IMF データ）、後発開発途上国に分類されています。 
私はネパールへは「環境教育」という職種で派遣され、業務内容は廃棄物管理システム構築を目的とした

ごみ教育を担っていました。ネパールの廃棄物管理は他途上国でも
よく⾒られるように、都市化に伴い増加していく廃棄物に対して管
理が追い付いておらず、最終処分場は 2 年間の短期使⽤のために
建設されたものをもう 11年も使⽤し続けています。結局、ごみの
分別は未だに始まっておらず、無分別のごみが処分場に⼤量に運ば
れてきます。7年間で変わっていなかったことの一つはこのごみ問
題でしょう。依然として深刻で、医療廃棄物は病院敷地の端に⽳を
掘って埋められていました。 
⼀⽅、今回変化していたことは電⼒事情でした。私が滞在してい

た 7年前は、停電が⽇常でした。ネパールの電⼒は 100％⽔⼒発電。⽔の無い乾季は発電が出来ないという
事を理由に毎⽇ 18 時間の計画停電が実施されていました。しかし、今回の訪問時に停電はありませんでし
た。この停電解消の理由は、発電規模が拡⼤した訳ではなく、電⼒会社の代表が変わったという理由でした。
以前の代表は産業界から賄賂を貰っていたため産業優先で供給していたとか、裏でインドに売電していたた
め国内供給ができなかったなど諸説あり、真相は不明ではありましたが、とにかく個⼈の利権によって⽣活
を左右されてしまうこの国の難しさを肌で感じました。現在、電⼒が供給されたからか、ネパール⼈の⼦ど
もから大人まで、手にはスマートフォンがありました。ほとんどの人が Facebook アカウントを持ち、簡単
に連絡が取れるようになりました。当時は⼿紙も届かないことが多く、電⼒がないため通信機器もほとんど
使用できない状況でしたが、飛躍的に通信環境は向上したのでしょう。現在は Facebook で毎日ネパールか
らメッセージが届きます。 

私はネパールでの活動を機に、廃棄物分野の道に進み始めました。
⽇本では⽇常的に⾏われている廃棄物管理が、途上国ではシステム
として確⽴されるまでの障害が多く、多くの途上国は未だ⼗分に管
理できているとは⾔えません。⽇本の技術の多くがエネルギーを必
要とすることも、途上国へは技術移転のハードルとなることを私は
この国から学びました。連絡が密に取れるようになった今、現地の
状況を密に把握し、今後もネパールに対して現地に適した技術支援
を続けたいと思っています。経験豊富な技術士諸先輩方のお知恵も
頂きたく思いますので、引き続きよろしくお願い致します。 

最終処分場の様子(2017年 12 月) 

 
⼈⼒のスクールバス 



9/10 

 
【シリーズ企画】技術士の部門紹介 第 5 回 化学部門/セラミックス及び無機化学製品 
 志田あづささん（化学部門/セラミックス及び無機化学製品） 「公設試験研究機関」   
 化学部門/セラミックス及び無機化学製品の概要紹介 

 化学部門は５つの選択科目、「セラミックス及び無機化学製品」、「有機化学製品」、「燃料及び潤滑油」、「⾼
分⼦製品」、「化学装置及び設備」で構成されています。「セラミックス及び無機化学製品」は、⽂字通り、⾦
属酸化物や窒化物といったセラミックスや、セメント、ガラスおよび窯業関連技術などが含まれます。業務
の要件として技術士化学部門が必要な職務がある訳ではないので、化学部門の技術士の所属はかなり多岐に
渡っていると思いますが、化学、あるいは材料関連の企業に勤務する（勤務していた）技術者が⼀般的なの
ではないかと思います。 

 担当業務の紹介 
 私は横浜市の工業技術支援センターに勤務しています。各都道府県には地
域の中⼩企業製造業を対象に技術⽀援を⾏う公設試験研究機関があるのです
が、⼀部の政令指定都市にも同様の技術⽀援機関を持つところがあります。
横浜市の他には、名古屋市、京都市、大阪市、広島市にこうした機関があり
ます。公設試験研究機関では、主として依頼試験の形で、製品や部品に折損
や変⾊などの不具合が⽣じた場合に、分析・試験や観察などを通じて、その
発生原因を企業の担当者とともに追究したり、新製品開発に対して、分析や
試験を⾏って評価したりする仕事をしています。実際に装置を使⽤して評価
を⾏う「技術者」の部分と、⼯程や材料の特性を理解して、解決⽅法を⽰す
「技術アドバイザー」の両面が必要になる業務なので、日々新しい技術をフォローしていくのが難しいと感
じています。ほかに、関連する技術分野のセミナーを企画・運営したりしています。夏休み時期には、小学
⽣を対象に理科実験教室なども開催しました。 
 現在の職務における技術分野は、特にめっきや真空下での⾦属蒸着技術を中⼼としているため、こうした
表⾯処理技術全般に関係する部門としては、化学部門の他、応⽤理学、⾦属、電気電⼦などが該当します。
前述のように技術士資格が必須の仕事ではないので、それぞれの大学での専攻分野などによって部門を決め
ていることが多いと思います。私も、最初に職場の先輩から受験を勧められたときは、⾦属部門を紹介され
ましたが、⼤学の専攻が化学科で材料関連の研究室だった経緯もあり、最終的に化学部門を選びました。 
 私が化学部門の試験に合格したのは平成 12年度でしたので、いつの間にか17年も経ってしまいましたが、
最初の頃は技術⼠⾃体の認知度もあまり⾼くはなく、「そんな資格があるんですね。初めて知りました。」と
言われることも実はありました。それを機会に技術士のことを知り、興味を持って技術士を目指す方もいて、
少しは普及に貢献できたかもしれません。最近では知る方のほうが多くなり、説明をしなくても、「技術士な
んですね。」と言われるようになりました。技術士の資格を持ってよかったと感じることは、⽇々、お⾒えに
なる企業の技術者の方々とお会いして、技術的な相談を受けるときに、技術士だと分かると信頼感がより増
すように思うことです。技術⽀援機関なので、技術⼠の所属数は機関のステータスとなるのですが、残念な
がら職場の技術⼠は増えていません。次につなげる努⼒をしないといけないなあと思っているところです。
ちなみに横浜市役所として⾒ると、⾃治体では様々な仕事が存在するので、建築、機械、電気、⽔道などの
部門の技術⼠資格を持っている⽅も相当数いるようです。部門によっては勉強会などを⾏っていることもあ
るようですが、化学部門は少数派で仕事内容も少し変わり種なこともあり、技術士の横のつながりもありま
せん。企業の方で、○○会社技術士会などのお話を伺うとちょっとうらやましく思ってしまいます。ですが、
職務柄、⾃治体の技術アドバイザーを務めてくださっている技術⼠とお話しする機会があり、独⽴して技術
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⼠事務所を⽴ち上げていらっしゃる諸先輩⽅の体験談を伺ったり、最近の技術動向なども情報交換できたり
するので貴重な時間になっています。 
 公設試験研究機関は、技術⽀援だけでなく、実際にはコスト意識や⼈の管理なども含めた企業経営⽀援に
つながっているため、幅広い視野が必要になっています。今後も多面的な支援ができるように技術士として
努めていきたいと思います。 
 

運営報告 
 

主  体 日  時 議   題 

理 事 会 12 月 10 日（日）10︓00〜12︓00 
ICWES及び⽇韓⼥性技術⼠交流会及び⽇中韓⼥性技術者フォーラム参加
報告、JNWES 運営体制改正、かなテラス参加について来年度の活動体制と
活動計画、シンポジュウム報告とこれからの方向他 

企 画 部 １月 25 日（木）19︓00〜21︓00 来年度活動（⾒学会、シンポジウム、出前講座）について審議 

広 報 部 1 月 16 日（火）18︓30〜20︓30 理事会協議事項の伝達、ニュースレター（Vol.34、Vol.35）、 
ニュースレターと Web サイトの位置付け、他 

国 際 部 担当者のみ打合せ作業  
その他メールでの活動 

APNN2017 報告書作成 
ICWES17 報告書作成、 
第 11 回⽇韓⼥性技術⼠交流会報告書作成 

地域交流部 企画部とメールでの活動 ⾒学会準備・開催・報告 

事 務 局 ― ⼊退会管理、資⾦管理、Web 確認 等 

 
今後の活動予定 
 新年会 
 日 時︓ 2016年 2 月 10 日（土）18︓00〜20︓00 
 場 所︓アジアンダイニング 個室居酒屋 AJIWAI 東京 八重洲店 
 対象者︓会員及び本法人に興味をお持ちの方 
 参加費︓5,000円 
 申込・キャンセル︓2 月 7 日昼までにお願いいたします。 
 会員同士の親睦を図りたいと考えていますので、ぜひご参加下さい。 
2 月 7 日朝までに、下記の参加申込フォームからお申込みください。 
https://ws.formzu.net/fgen/S35403620/ 

 
 
 
 
 
 
 

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 
2018年第 1 号 通巻第 34 号 発⾏責任者︓特定非営利活動法⼈ ⼥性技術⼠の会 理事⻑ ⽊村了 


