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特定非営利活動法人 女性技術士の会
ニュースレター vol.35

新年度が始まりました。例年になく寒暖差の激しい毎日が続きますが、春を謳歌したいものですね。
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 35 号では、2017 年 12 月～2018 年 4 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
平成 29 年度かながわリケジョ・エンカレッジプログラム（聖園女学院）
日

時：2017 年 12 月 25 日（月）9：00～12：20

場

所：聖園女学院高等学校・中学校

参加者：聖園女学院高等学校・中学校
経

（〒251-0873

藤沢市みその台 1-4）

生徒 14 名（中学１年生～高校３年生）

緯：神奈川県立かながわ男女共同参画センター（かなテラス）より、NPO 法人日本女性技術者科学

者ネットワーク（JNWES1）を通じ、女子中高生の理系志望を促進・支援するための出前講座の依頼が
あり、本法人から講師２名を派遣した（日本女性科学者の会（SJWS2）からも１名派遣）。
講

内

師：全体講演会講師

NPO 法人女性技術士の会

木村

了

工学分野の講師

NPO 法人女性技術士の会

廣瀬

由紀

化学分野の講師

一般社団法人日本女性科学者の会

武井

史恵 氏

容：理工系分野への進学やキャリア形成に関する全般的な説明と講師それぞれの経歴や仕事につい

て講演し、その後、参加した生徒が５～６名のグループに分かれ、ワークショップ形式で講師と一緒に
話し合った。グループワークでは、講師に直接、仕事や進路のことを質問し、「理系進路の魅力」や、
「進路を決めるために必要なこと」「好きなことを仕事にするにはどうすれば良いか」「今、できるこ
とは何か」等について意見を交換した。最後にグループごとに、話し合った内容を生徒達が発表した。
参加生徒の感想（一部抜粋）
・進む道はまっすぐではなく、色んなことを経験すべきというこ
とがわかりました。
・自分の将来の夢や就きたい職業について真剣に考えることがで
きて、本当に良かったです。
・今までただ漠然と理系に進みたいとしか考えていませんでした
が、今日の３名の先生方のお話を聞き、「理系」と言っても、
自分が知らない分野があることがわかりました。
・進路で迷っていましたが、理系に進むと可能性が広がるということがわかりました。将来の道を決める
良い参考になりとても有意義な時間でした。
・一番心に響いたのは「人生は何度でもやり直せる！」ということです。理系に進む女性は少ないけれど
一人じゃない。だから、自分のやりたいことを思い切ってやってみようと思いました。
・理系の道に進みたいと思っていますが、身近に理系の学校や勉強の話を聞ける人がいません。今回の講
座はとても良い機会になりました。
・（講師の経験を聞いて）大学で学んだ学問の範囲を超え、自分が思いもしなかった系統の職についてい
ると知り、人生の中で自分にあった仕事がどんどん変化していき、知見を広げていけるということがお
もしろく思いました。
・自分の目指すべき目標像が定まり、その道の課題が見えてきたように思います。
新年会
日

時：2018 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

参加者：会員 14 名、非会員 1 名、合計 15 名
1

JNWES：Japan network of women engineers and scientists；本法人は JNWES の構成団体

2

SJWS：The Society of Japanese Women Scientists
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概

要：木村理事長の新年の挨拶に続き、出席者全員の近況報告では

公私にわたる最新情報が披露され、和気藹々とした楽しい雰囲気の中
で会員相互の親睦を深めた。初代会長の東山先生もお元気に参加さ
れ、健康の秘訣を紹介された。お料理では、アジアンダイニングであ
る当店の看板メニューのひとつ「コラーゲン鍋」に舌鼓を打った。

会員からの発信
山本敬子さん（上下水道部門）

「思いがけない WaQuAC-Net の日本水大賞受賞」

私が現在活動している NGO の WaQuAC-Net(ワクワクネット)
が 2017 年に第 19 回日本水大賞厚生労働大臣賞を受賞しました。
皆様ご存知ない方も多いと思いますが、日本水大賞というのは、
水循環系の健全化や水防災に対する安全性の向上に寄与する活動
に取り組む個人、NGO/NPO、学校や企業、行政などに贈られる賞
で、日本水大賞委員会、及び国土交通省の主催で 1999 年より実
施されているものです。各団体の応募の中から、毎年優れた活動
に対して 1) 大賞（グランプリ）、2) 国土交通・環境・厚生労働・
農林水産・文部科学・経済産業の各大臣賞、3) 市民活動賞、4) 国際貢献賞、5) 未来開拓賞、6)審査部会特
別賞、8)ストックホルム青少年水大賞が贈られるものです。
WaQuAC-Net は、インターネットを通して途上国の水道技術者と情報や水道技術の知識・経験を共有し
し、水道技術者の能力向上、延いては途上国に安全な水の供給を実現する目的で 2008 年に元 JICA 水道専
門家を中心に設立されました。その活動は主に次の通りです。
1. ホームページの立上：ホームページ上に会報を含む活動情報を掲載しています。http://waquac.net/
2. 会報発行：年 4 回日本語版と英語版の会報に活動情報を載せて発行しています。
3. Q&A：途上国の会員または海外で活動する日本の会員が、水道に関する問題を抱えた時に、ネットワー
クを通して会員に質問し、主に日本の専門家（会員）が解決策を回答する活動です。最近は海外会員の回
答もあります。
4. 専門家の派遣：日本の専門家（会員）を途上国に派遣し、共同調査・研究、技術指導、セミナーの開催な
どを行います。タイの首都圏水道公社（MWA）とは技術協力の MOU(覚書)を結んでいるので、タイへの
派遣回数が多くなっています。
5. 海外会員の日本での活動支援：会員が留学生・研修生・研究発表者として来日した時に、懇親会を含めた
様々な支援を行っています（例えば、修士論文作成の支援、研修生の研修課題や視察先の提案、悩み相談、
研究発表者の会場での手続き支援等）。
6. 国内での勉強会開催：東京・大阪・福岡で、5 名程度から 30 名程度を集めて勉強会を開催しています。
内容としては、水道分野の国際協力の現状や途上国の水問題などです。
会員数は現在日本の会員 65 名（民間企業 23、自治体 19、 国関係 11、公益法人 3、退職者等 9）、海外
会員 68 名（タイ 29、カンボジア 26、ベトナム 5、インドネシア 3、ラオス、ミャンマー、フィリピン各 1、
マラウイ 1、ザンビア 1）合計 133 名です。
会員の勧めで、日本水大賞に応募しましたが、私たちは大変地味な活動
をしており選ばれるとは思っていませんでした。人材育成は短期間で完成
するものではなく、小規模ながら、長期的に個人同士が交流しながら能力
向上を目指す私たちの活動が認められたのでしょうか。
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思いがけず受賞が決まって多くの会員が喜んでくれたことで、日本水大賞の受賞は本当に良かったと思っ
ています。また、知名度が少し上がり、何より運営資金に乏しい WaQuAC-Net に 50 万円の副賞は、ありが
たいものでした。今年、WaQuAC-Net は 10 周年を迎えます。2 月、３月にかけて事務局としてタイ、カン
ボジアを訪問し、当地の会員と交流を深めると共に、今後の活動について話し合いをしてきました。成長著
しい東南アジアの国々の現状をしっかりと把握しながら、実情に沿った活動を続けていきたいと考えていま
す。
宮本伸子さん（建設部門）

「技術を学ぶことと教えること―体験型学びの重要性」

私は、白書に「もはや戦後ではない」と言われた年に生まれ、高度経済成長期とともに育ったのだと、最近
実感しています。理系ベースの環境で育ち、されど芸術的なものにもあこがれ、一番身近な兄弟が建築学科
に進学したことなどから、建築学科に進学して、そこから技術を学ぶことが始まりました。
卒業後、建築設計を生業とすることを目標にテイク･ナイン計画設計研究所という設計事務所に入りました
が、設計の業務の中では形にこだわる芸術的な分野より、プランニングという技術的な分野の方が向いてい
るらしいと感じるようになりました。そこから更に都市計画やまちづくりコンサルタント系の業務も担って
いる事務所であったことから、地方の調査や計画作りに突入して、結果として二足のわらじを履くことにな
りました。ということで、そこまで学生時代から 20 年余りは、私にとって技術は「常に新しいこと、知らな
いことを学ぶもの」であり、インターネットがなかった時代ですから本と現場から吸収をしてきました。
ところが、20 世紀が終わる頃、建設系の現場の技術者が不足しているということから、現場の技術者・技
能者の地位の向上と次世代の育成を目標とする団体の活動を事務所で応援することになり、その延長線上で
大学づくり（現在の「ものつくり大学」）に本格的に入ることとなり、教える立場（厳密に言うと教え方を考
える立場）に変わりました。2001 年 4 月のものつくり大学開学までは、建設工事の推進責任者としての技
術者の立場と兼務していましたが、開学後は教務課主幹→学生課長→教務・情報課長と立場が変わりつつも、
大学を取り巻く変革の中で、ものつくり大学らしい教育とは何かを教員とともに考え、提案をしてきました。
開学後 17 年の中で、現代の若年層に最も不足しているのは、体験によ
る実感ではないかと感じています。特に技術については、書籍等で得る知
識も大事ですが、体験から得られるものは、頭より体や心にとどまるので
はないかと思います。私自身、40 年近く経った現在において、大学で受け
た授業で覚えていることは、見学や設計、実験など、体験による実感を伴
うもののみと感じています。

入学式の様子（左側司会者が筆者）

ものつくり大学は実習が多い（授業時間の半分程度）大学としてアピールしています。高校までにものづ
くりを経験する授業をあまり受けてこなかった普通科高校からの進学者が 7 割程度いますので、作業着や安
全靴を購入し、安全手帳で安全の心得を身につけるところから始め、総合機械学科（2017 年度までは製造学
科）では機械加工、溶接、電気回路から 3Ｄプリンター等の実習と設計など、建設学科では木造、ＲＣ造、鉄
骨造、足場等の実習と各種建物等の設計などがあります。講義系の授業でも、見学や実例紹介などもあり、
チームで協力してひとつのものをつくる授業などでコミュニケーション力も養おうとしています。また、40
日間の長期のインターンシップを企業に入れていただくことで、究極の
社会人基礎力の育成を目指しています。
そして、ものづくりを実践する課外活動（学生フォーミュラ、技能五
輪大会出場など）を推奨し、プロジェクトごとに予算を確保しています。
中でも学科を超えて大学全体で取り組んでいる建築家ル・コルビュジエ
の作品を再現するプロジェクトとして、カップマルタンの休暇小屋（コ
カップマルタンの休暇小屋（ル・コ
ルビュジエ作）のレプリカを制作

ルビュジエの最後の住まい）を、現地での詳細実測を元にマイナスねじ
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1 本から加工して学内にレプリカとして制作し、世界遺産となった空間を日本で実感していただけると自負
しています。
このような体験による実感を持った学びは、14 期までの卒業生の多くが、仕事の現場でも何らかの形で役
に立った、あるいは学んで良かったと言っており、今しばらく積み上げると、体験型の学びの効果が評価さ
れてくるのではないかと考えています。

【シリーズ企画】技術士の部門紹介

第6回

渡辺美樹さん（水産部門/水産水域環境）

水産部門/水産水域環境

「海がすき、いきものがすき」

「水産部門/水産水域環境」の概要紹介
水産部門の技術士数は、技術士 21 部門の中では少なく、全技術士のおよそ 0.8％（平成 28 年度末で
690 人）を占めています。
水産部門は「漁業及び増養殖」、「水産加工」、「水産土木」、「水産水域環境」の 4 つの選択科目に
分かれています。このうち「水産水域環境」は河川・湖沼・海岸・海洋における水棲生物の生息場及びそ
の周辺の環境の保全、水域環境修復・代替措置、環境評価その他の水産水域環境に関する事項に関する技
術分野です。平成 31 年度から、「水産水域環境」は「漁業及び増養殖」と統合され、「水産資源および
水域環境」となるようです。
水産部門の技術士の所属は、水産試験場等の研究機関、水産食品加工会社、漁船・魚群探知機等のメー
カー、海洋環境調査や水産土木関係の会社、建設コンサルタント等広範囲であると考えられます。私は、
水産試験場か水族館に就職したかったのですが、残念ながら願いは叶いませんでした。
現在の私の担当業務の紹介
私は、理学部生物学科を卒業後、現在 2 つめの建設コンサルタントに所属して
います。水産部門の技術士に合格したのは、今から 21 年前（1997 年）です。水
産や海に関わるようになったのは、小さい頃から生物が好きで、海によく遊びに
行っていたこと、大学で学術探検部（ダイビング）に入ったこと、海洋植物学研
究室に入り海藻の生態や藻場造成に取組んだことが背景になっています。
会社に入ってからは、藻場造成、河川やダム周辺の自然環境調査、環境アセスメント等生物に関わる業務
を担当してきました。仕事での潜水は、30 歳半ばまでやっていました。現在は動植物の保全の検討のほかプ
ロポーザル資料の作成もしています。
保全の検討では、この植物や動物がこれから 10 年後や 30 年後、50 年後にも生育、生息していることを
思い描いています。業務の中でやれることは限られますが、自分が関わり、わずかでも貢献できることにや
りがいを感じます。しかし、本当にどうなったのか 10 年後はまだ自分でみられるかもしれませんが、それ以
降はほぼ無理なことです。
生物にずっと関わってきましたが、考えていたようにならなかったことは多々
あります。いきもの相手なので、ある意味当たり前のことですが、だからこそ難
しくもありおもしろくもあるといえます。たとえば、植物の移植では、早い段階
で枯死すると予測した場所が、良好であろうと考えた場所に比べてはるかに生存
率が高かったことがありました。生育の制限要因として一番効くと考えた条件が
意外とそうでもなかったとわかりました。また、魚類の分布調査でも、さすがに
ここにはいないだろうと思うようなところで確認されることがあります。どうし
てこんなところに･･･いるんだ･･･、本当に驚きでした。
思い込みや決めつけをしないでやってみること、それが大切だと思います。そうすることで発見の芽を摘
まずにすみます。
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建設コンサルタント業界では、技術士は仕事をする上で、なくてはならない資格です。国や県が発注する
業務を受注するための資格要件として、技術士が挙げられているからです。
しかし、私が担当するような案件では、技術士の該当部門・分野はほとんどが建設部門（建設環境）であ
り、水産部門（水産水域環境）が必須となる案件はありませんでした。このため、後に建設部門（建設環境）
を取得しました。これからも、広い意味で環境と関わりながら日々研鑽に努めたいと考えています。

運営報告
主

体

日

時

理

事

会

2 月 10 日（土）14：00～16：00

企

画

部

メールによる活動

広

報

部

4 月 23 日（月）18：30～20：45

国

際

部

地域交流部
事

務

議

題

部会報告、活動総括と予定、総会準備、かなテラス活動報告、JNWES に
ついて
見学会の最終報告書、アンケート調査への協力
理事会協議事項の伝達、ニュースレター（Vol.35、Vol.36）
、冊子改訂、
広報部の新体制について

4 月 16 日（月）JNWES 総会に出席

理事長・理事の選出（理事長 木村了、理事 宮地、運営委員 沼澤）

メールによる活動

APNN の準備

メールによる活動

各地の会員活動状況の情報収集および発信

局

－

入退会管理、資金管理、Web 確認 等

今後の活動予定
第 11 回通常総会
日

時：2018 年 5 月 12 日（土）14：00～17：00（総会・講演会）

場

所：慶応義塾大学三田キャンパス内

住

所：東京都港区三田２ー１５ー４５慶應大学三田キャンパス３階

社中交歡

萬來舍（しゃちゅうこうかん

ばんらいしゃ）

総会（14：00～15：00）
第 1 号議案：平成 29 年度事業報告及び収支決算に関する件
第２号議案：平成 30 年度事業計画及び収支予算に関する件
講演会（15：15～17：00）（正会員以外はここから参加できます）
○ 講演テーマ 1：遠隔操作ロボット「Orihime」について
「もう一つの体「分身ロボット」のつくる未来
ー開発の軌跡と新しい社会参加のありかたについてー」
【講演者】オリィ研究所 創業者兼取締役 COO 結城明姫（あき）様
○ 講演テーマ 2：INWES3 APNN4、GWST5、ICWES6への出張報告会
【講演者】木村（了）ほか
懇親会（17：00～19：00）（総会・講演会終了後、引き続き同じ会場で懇親会を予定）
会

費：5,000 円

出欠申込：https://ws.formzu.net/dist/S22795233/
3

INWES：International Network of Women Engineers and Scientists；本法人は INWES の加盟団体

4

APNN：Asia and Pacific Nations Network；INWES におけるアジア・太平洋地域諸国のネットワーク

5

GWST：Global Women in Science and Technology

6

ICWES：International Conference of Women Engineers and Scientists；INWES 主催の国際会議
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女子中高生夏の学校 2018

～科学・技術・人との出会い～

日

時：2018 年 8 月 10 日（金）13：00～15：00（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）

対象者：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」の委託を受けて実施しているもので、本法人も
2009 年より毎年参加し、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
きた。今年度からは、JST の委託事業ではなく、NWEC 独自のイベントとして開催される。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金曜日の午後の予定ですので、スケジュール調整を宜しくお願いします。）
第 12 回日韓女性技術士交流会
日

時：2018 年 10 月 17 日（水）15：00～18：00

場

所：神戸市産業振興会館

概

要：15：00～18:00

シンポジウム（発表者募集中）

18：00～20：00
参

神戸市中央区東川崎町 1-8-4

近隣で懇親会を予定

考：（公社）日本技術士会主催

第 48 回

日韓技術士国際会議

10 月 18 日（木）～19 日（金）

ホテルオークラ神戸
大会テーマ「次世代スマートシティの展望と技術士の役割
～経済・社会・技術要素の融合～」（予定）
INWES APNN 2018 in ハノイ
日

時：2018 年 10 月 18 日（木）～20 日（土）

場

所：ベトナム（ハノイ）

主

催：Viet Nam Association for intellectual women (VAFIW)

概

要：1 日目

APNN

ミーティング

2 日目

カンファレンス

3 日目

ツアー（チャンアン洞窟予定）

昨年横浜で開催した INWES APNN 2017 のベトナム版。申し込み方法等の詳細が分かり次第、全体メ
ールでお知らせし、本法人 Web サイトに掲載予定。
ベトナムはとても魅力的な国のようです。国際会議に一緒に参加して、ベトナムについて見聞を広げま
せんか？
訃報
会員の高橋淳子さんが 2018 年 4 月 11 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。
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技術士を目指して
太田智子さん（修習技術者：建設部門）

「点をつなぐ～その先にあるもの」

太田智子と申します。私の出身は、江戸時代に栄えた「江戸四宿」の
一つである板橋です。区内を流れる石神井川には、地名の由来でもある
「板橋」という橋が架かっています。現在はコンクリート橋ですが、欄
干には木目模様を施し、江戸時代の板張りの木橋の雰囲気が楽しめる粋
な演出がしてあります。
私の最終学歴は高校卒業（普通科）です。当時は「コギャル」や「安室
奈美恵」が大流行、日焼けサロンで焼いて、クシュクシュの靴下がトレ
ンドでした。（ちなみに私はトレンドに乗れませんでしたが。）就職は「氷河期世代」の後期にあたり、女性
が４年生大学卒業後、正社員での雇用をしてもらうのが難しい時代であったことを覚えています。そんな不
安定な社会背景もあり、
「一生の仕事」を本気で決められませんでした。正社員で低収入、体を張って高収入、
もしくは、フリーターで自由を取るのか、選択肢は多くありませんでした。私は「職人」として社会にでよ
うと決めました（高収入を選びました）。ここが、私の社会人としての始まり、原点です。
「職人」として内装工・鉄筋工・配管工を経験しました。どれも一人前になる前に転職してきたので胸を
張って「職人」でしたとは言えませんが、ただ、この時の経験は、今でも仕事や生活に役に立っております。
いろいろな現場に行ったので道路情報に詳しくなったり、
おじさんとの人間関係の築き方や簡単な DIY やら、
習得したものは職業から得られる技術だけではなく、人間力に至る部分もあります。職人を辞める転機は、
仕事帰りの事故でした。1 ヶ月の療養が必要なケガを負ってしまったときに、体を張って生計を立てること
に限界を感じてしまいました。ここで私は「職人」人生を終わりにしました。会社から解雇されていたので
失業保険の手続きをしにハローワークへ行くと職業訓練校と出会いました。ちょっとでも長く失業保険をも
らいたいという不健全な気持ちから、都立職業訓練校の短期課程の「CAD 製図科」へ入校し、建築・土木・
電気など製図の学習をしました。訓練を終えた時、今までの経験を「点」と捉え、線につなごうと考えまし
た。現場を理解している設計者となり、社会に貢献すると決めました。ここが「職人（技能者）」から「技術
者」へのターニングポイントです。あれから 16 年、私はコンクリート二次製品のメーカーで働いておりま
す。今日も技術部門で土木製品を中心に設計業務を行っております。
技術士を受験しようと思ったきっかけは、私の「点」のゴールとして資
格の勉強を終わりにしたい、名刺に技術士と入れたい、職業上、女性は持
っていた方が有利だからなど、受験動機を挙げるととても利己的で恥ずか
しいのですが、ここは正直に記述します。
一次試験は土木分野の資格を近年に受験していたので、それほど苦労せ
ずに合格できました。二次試験は簡単に合格できないと噂に聞いていたの
で、ビビった私はもう少し経験を積んでからにしようかなと受験を１年見送りました。1 年遅れで「修習ガ
イダンス 2017」に参加し、私自身が「修習技術者」であることを知りました。ガイダンスに参加する前は、
筆記試験・口答試験に合格すれば技術士になれるのだと安易な考えをもっていましたが、参加後、
「修習技術
者」の意味を理解しました。
私は、土木技術者であり「修習技術者」です。この先にある技術士は一つの通過「点」です。ゴールではあ
りません。技術者である限り自己研鑽を重ねて社会に貢献していこうと思います。
女性技術士会の皆様、執筆の機会を与えていただき、ありがとうございました。
ニュースレターをお読みの皆様、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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 2 号 通巻第 35 号 発行責任者：特定非営利活動法人 女性技術士の会 理事長 宮地奈保子
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