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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.38
寒さが本格化していますが、いかがお過ごしで
すか？

寒い季節は美術館めぐりや屋内レジャ

ーをゆっくり楽しむのもいいですね。写真は日本
庭園ランキングで 16 年連続日本一に選ばれた足
立美術館です。冬景色も素敵でした。
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 38 号では、2018 年 10 月～2019 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。
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）第 12 回日韓女性技術士交流会
日

時：2018 年 10 月 17 日（水）15：00～20：30

場

所：神戸市産業振興センター 6F 特別会議室

活動形態：日本技術士会との共催
参加者：本法人から 9 名（沼澤、岩熊、氷上、中⻄、廣瀬、萩原、⻘木、石田、磯打）他４名、
韓国側女性技術士 8 名、通訳 1 名
経

緯：12 年前（2006 年）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「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～」
両国活動報告
日本側論文発表「プレキャストコンクリート部材を⽤いた組立式 PC 桟橋」⻘木治子 氏
韓国側論文発表「未来の都市、釜⼭」李承憙 氏
日本側活動報告は、新しい理事会体制を説明する内容だった。韓国側活動報告も、委員長が変わり、こ
れまでの活動を振り返りつつ、次の目標に向かっているという発表だった。韓国側でも女子学生向け冊子
の作成に取り組むなど、日本側の活動が新しい取組への刺激となっていることが理解できた。
論文発表は、まず日本側から、PC 桟橋の建設方法やそのメリットなどについて、写真を使ってわかり
やすく説明がなされた。韓国側は釜⼭で実際に進んでいるスマートシティ（エコデジタルシティ）構想に
ついて興味深い説明がなされた。
その後、旧神戸居留地⼗五番館に移動して食事会を行い、終了後は夜の南京町を散策しながらホテルへ
戻った。
次回開催：2019 年 10 月 24 日（木）大韓民国 高陽（コヤン）市

予定

日韓両国の技術士会会長、交流委員会委員長、兵庫県支部長と共に
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（続報）INWES1 APNN2 2018 CONFERENCE in ベトナム（ハノイ）
日

時：2018 年 10 月 18 日（木）～20 日（土）

場

所：第一日目・二日目；Center for Women and

Development (CWD)
第三日目；Trang An & Ninh Binh
活動形態：参加
参加者：16 ヶ国、320 名、うち日本からの参加者
は 14 名（本法人からの参加者；6 名（井本、木村
（了）、千木良、中野、仁田、宮地）（他団体としての参加者も含む））
概

要：第 8 回目となる APNN 国際会議が 2018 年 10 月 18～20 日にベトナム・ハノイで開催された。

本会議は、アジアの女性科学者や技術者が研究成果や政策、および最新の情報を交換するための場として、
毎年異なる加盟国で開催される。ハノイ会議の参加者は 16 ヶ国から 320 名（海外からの参加者 70 名）
で、過去最高との発表があった。最終日の 10 月 20 日は「ベトナム女性の日」でもあり、会議は国を挙
げて注目された。
第一日目：ベトナム女性連合（Vietnam Women's Union, VWU）会長 Dr. Nguyen Thi Thu Ha、ベト
ナム科学技術省 副大臣 Dr. Tran Van Tung、INWES 会長 Gail Mattson、INWES-APNN 議長 Dr.
Chia-Li Wu によるスピーチで開幕した。続いて、各国からのカントリーレポートである。
日本からは、⼭口理栄氏（育休コンサルタント、JNWES3事

発表する⼭口理栄氏

務局）より、JNWES の活動、日本の女性研究者ジェンダー平
等の目標と現状、STEM 教育4の支援強化等が報告された。また、
最近問題となった医科大学入学試験での男女格差について話
題提供があった。会場からは、医科大学問題についてのアクシ
ョンプランや、アクションすることで良い契機になるのではな
いかという意見があった。また、少子高齢化の対策はどのよう
に考えているのかという質問も出た。
（詳細は https://youtu.be/y8h9dBhd_co

参照。）

発表を聴き入る VAFIM 会長（中）と
APNN 議長（左）

夕刻から、ベトナム女性博物館に移動。結婚、出産、家族の生活などの儀式や習慣、戦争中の様子を見
学した。博物館広場で開催された VWU 主催のガラディナーは、在ベトナムのバングラディッシュ大使と
オランダ大使の挨拶で幕開けし、最後は恒例の各国パフォーマンスで締めくくられた。

日本からの参加者とベトナム人スタッフ

ベトナム女性博物館で説明を聴く参加者

1

INWES：International Network of Women Engineers and Scientists、JNWES3 は INWES の加盟団体

2

APNN：Asia Pacific Nation Network、INWES におけるアジア・パシフィック諸国のネットワーク

3

JNWES：Japan Network of Woman Engineers and Scientists、本法人は JNWES の構成団体

4

STEM 教育：Science，Technology, Engineering and Mathematics、科学・技術・工学・数学の教育分野の総称
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第二日目：午前中には、3 つのテーマでワークショップが同時に開催された。
3 つのテーマ；①第 4 次産業革命時のサイエンスとテクノロジーにおけるジェンダーとジェンダー平等、
②栄養と食物安全、③災害リスクマネジメントと気候変動適応
②のセッションでは、愛知大学の功刀教授より「日本の食品安全システム－特徴と課題」、モンゴルか
らはジャンクフードの普及などの食生活の変化による肥満の問題、ベトナムからは安全性の試験方法や有
機食品の生産について発表があった。
③のセッションでは、ベトナム環境省から気候変動部門の Director-General である Dr. Pham Van
Tan Deputy より、ベトナムの環境問題の総括（気温上昇、主に枯葉剤の影響除去を主眼とした土壌改良、
中国からの黄砂影響等）、ネパールからは橋の棟梁について等の発表があった。
午後からは、ベトナムの国連女性代表による「ジェンダー視点の災害リスク軽減および気候変動適応」、
マレーシアの LeadWoman 社 CEO による「女性役員のためのキャリア支援」に関する発表があった。
その後、クロージングセッションでハノイ宣言が承認された。すべてのプログラムが終了し、VAFIW
（Vietnam Association for Intellectual Women）主催の Farewell party が開催され、民俗芸能、スポ
ンサー主催のファッションショーなど、豊かなおもてなしで、各国からの参加者と親交を深めた。
第三日目：ニンビン省チャンアン（Trang An）世界遺産を訪問した。私たちが分乗した２台のバスは、
道中パトカーに先導されるという高待遇。残念ながら雨天のため川下りはできなかったが、東南アジア最
大規模のバイディン寺を拝観。ニンビン省人民委員会主催の昼食パーティーで締めくくった。
参加者の感想：直前のアジェンダの変更、急遽決まった 2 日目の Farewell party など運営面での課題は
あったと思うが、空港でのピックアップから始まり、食事やお土産の配慮、趣向を凝らした Farewell
Party、親しみやすい笑顔で迎えてくださったベトナム主催者のホスピタリティーが随所に溢れていた。
ベトナム女性科学者・技術者は成果を挙げているが、仕事も家事も担う彼女たちは、男性の 2～3 倍の
努力をしているという報告が科学技術省 副大臣（男性）からあった。就業している女性は多いが、高い
ポジションにつけないというのも、日本と事情が似ていると感じた。
ハノイの街は、経済が急速に発展している国ならではの躍動感と力強さが感じられた。アジア諸国の変
化のスピードには驚かされる。ベトナムの生産年齢人口は約 70%。少子高齢化が進み、世界の中で存在
感を失っていく日本との勢いの違いをひしひしと感じた。制度はできても進みが遅く、20 年前とあまり
変わらない報告しかできない事に忸怩たる想いである。少しずつでも進んでいけば、と今まで活動してき
たが、大きなアクションがない限り大きな変化は望めない、と思うこの頃である。
シンポジウム「女性技術者とワークライフバランス」ダイバーシティ＆インクルージョン編
日

時：2018 年 11 月 17 日（土）11：00～15：00

場

所：Place W（プレイス W）東京都千代田区九段北 4-3-26 政文堂ビル 1F

主

催：本法人

参加者：16 名（会員 13 名、非会員 3 名）
概

要：本法人のシリーズ企画であるシンポジウム「女性技術者とワークライフバランス」の第 4 回目と

して、今回は「ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）」をテーマに、パシフィックコンサルタンツ
で D&I を推進されている飯島玲子氏を講師にお招きし基調講演をお願いした。今回は昼食をはさんでの
時間帯の開催とし、午後からは実際に手を動かし考えるワークショップも行った。会員だけではなく、企
業内でダイバーシティを担当されている方や、これから取り組む方にとっても有益な時間となった。
参加者の感想：飯島氏の話は、理論と体験的知見とのバランスがとれた心に沁みるもので、正攻法でダメ
なら裏技で、という実践家ならではのアイディアが満載だった。企業の D&I の取り組みが、経営トップ
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の人財戦略の危機感の認識に端を発していることは特筆すべきで、ボトムアップ・トップダウン双方から
の洗練された手法の必要性が理解できた。後半は、「エニアグラム（9 種の類型化）による人間関係」、
「アンコンシャスバイアス（無意識の偏見）」をテーマとしたワークショップを行い、参加者の意識が 1
ｍｍ動いたように感じた。
アンケート結果：参加 16 名中、10 名からアンケ

★満足度

ートを回収した。80％が満点（とても満足）であ
ついては、スコア平均で 4.5 であった。その他、開
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・昼の時間帯はとてもよいと思いました。
・週末で都合がつけやすく、ランチの時間も色々な話が聞けて良かった。
＜運営についての感想・ご意見＞
・会員外、一般への参加募集をした方がいい。
・グループのシャッフルについて、もう少しうまくできると良かった。
・自分のこれからに役立つ情報を得ることができてとても有意義でした。

（速報）勉強会

～禅とお茶で味わう新春勉強会～

日

時：2019 年 1 月 27 日（日）14：00～17：00

場

所：ダイナミックアート館

主

催：本法人と JWEF（日本女性技術者フォーラム）との共催

参加者：19 名（本法人会員 14 名、JWEF 会員 3 名、非会員 2 名）
概

要：瞑想と茶会を体験する勉強会。調身、調息、調心は茶道に通じる。心をフラットにすることは仕

事にも役立つとのことで、海外では会議前に瞑想を取り入れている会社もあるそうだ。
（速報）本法人設立 25 周年記念行事・2019 年新年会
日

時：2019 年 1 月 27 日（日）17：30～19：30

場

所：ダイナミックアート館

主

催：本法人

参加者：19 名（本法人会員 14 名、非会員 5 名）
概

要：25 年の活動を振り返りながら、立食形式での新年会を開催した。
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会員からの発信
吉川サナエさん（環境部門）

「市民記者になって」

2018 年の 4 月に養成講座を経て市民記者になりました。市民記者とは、神奈川新聞紙面に記事を提供
する記者で、事務局は公益財団法人かわさき市民活動センターです。
市民記者は川崎市内でボランティアや市民活動を行っている団体などを取材し、記事を執筆します。取
材先の決定や調整、写真撮影は自分でします。記事は毎週土曜日の川崎版「市民発」というコーナーに掲
載されます。現在、編集委員は 20 人ほどいて交代で記事を書いています。
私は約 10 年前に川崎市の環境局を定年退職しました。在職中の仕事は主に水質調
査でした。その後、2012 年に川崎市の環境局を卒業した技術者で「NPO 法人環境
研究会かわさき」を設立し、現在は、川崎の公害の語り部として活動しています。
主な活動内容は、
「川崎の環境

今・昔

大気編、自動車対策編、水環境編、廃棄物

編」の本の編纂と出前講座、講演会の実施です。公害を知らない教師や若手の市職
員、中高生などが対象です。
今回、市民記者を目指したきっかけは、かつて「NPO 法人環境研究会かわさき」に市民記者から取材
を受けたことです。新聞に掲載されることにより活動を広く知ってもらえる、同時に会員のモチベーショ
ンも上がるという効果を実感しました。川崎市には地道に活動を続けている多くの活動団体があります。
今度は自分が市民記者になりそのような団体に光を当て、より輝いてもらいたいと思うようになりました。
今までに 4 本の記事を書きました。デビュー作品は「海風の
森をＭＡＺＵつくる会」です。臨海部で皆が憩える森づくりに
奮闘する会員の姿を書きました。2 作目は「ぴんころの会」。
捨てられてしまう衣類などの不⽤品を企業の商品開発さなが
らに高い技術で生まれ変わらせる過程を追いました。3 作目は
「幸えほんの会」
。37 年間子どもたちに絵本の読み聞かせをし
ている人たちの喜びを書きました。そして 4 作目は理美容師が
カンボジアに小学校を建設するために 2006 年から毎年チャリ
ティーカットを開催している社会貢献について書きました。
どの団体も目的は違いますが熱い思いは同じです。その思い
をたった 520 字にまとめなくてはなりません。その思いが読
者に伝わる記事を書きたいと思います。
出来上がった記事をその団体が HP にアップしたり、活動場
所に貼ってもらったりして喜んでもらっています。やって良か
ったと思える瞬間です。また取材をとおしていろいろな人達と
知り合えること、川崎を再発見できること
も大きな魅力です。自分が豊かになるよう
な気がします。これからも多くの団体の元気を伝えていきたいと思います。
そして、今年私はセブンティになります。楽しい 70 代に乾杯！！
【シリーズ企画】技術士の部門紹介

第9回

経営工学部門/生産マネジメント

沼澤 朋子さん（経営工学部門/生産マネジメント）

「ものづくりニッポンの要石を目指して」

経営工学部門/生産マネジメントの概要紹介
経営工学部門には、「生産マネジメント」「サービスマネジメント」「ロジステック」「数理・情報」
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「金融工学」の５つの科目があります（平成 30 年度

試験まで）。

生産マネジメントでは、工場の生産計画・原価管理・品質管理などを中心とした技法に関する専門性を問
われます。
食品のパッケージに「本製品の製造ラインでは、○○を含む製品を製造しています」と記載されている
のをよく見かけると思います。つまり、多くの製造業は、同じモノを機械的に毎日つくるのではなく、多
種多様な製品を安定した品質・適正な価格・納期で届けなくてはなりません。これには、それぞれ製品そ
のものの設計（固有技術）に加え、生産マネジメントという管理技術が必要になります。
どのような原料をいつ仕入れ、どのように機械設備を段取りし、お客様にどのように届けるのかを的確
に判断することは非常に重要であり、判断を誤ると作りすぎによる黒字倒産（会計上売上がないと原価と
ならないため、決算上は黒字でも資金繰りが苦しくて倒産するケース）にもなりかねません。
グローバル化がますます進み、多様なサプライヤーさんから材料を購入し、多様なお客様にモノやコト
をお届けしなくてはなりません。国が違えば、法律も異なり、想定外のリスクに直面する時代となってい
ます。世の中のあらゆることにアンテナを立て、ものづくりニッポンを支える要石となるのが経営工学部
門の技術士の使命と感じています。
自分の担当業務の紹介
現在は、サプライチェーンマネージメント部という部署で、企業内のグローバルな調達のルールの策定
や運⽤のための仕組みづくり・教育コンテンツの提供に取り組んでいます。当然ですが、資材を適切な契
約のもと、適切な品質・価格・納期（QCD）で購入することは、従来から行われています。これに加え、
複数の国で柔軟に生産を行うための各拠点の認識の統一やサプライヤーの CSR（Corporate Social
Responsibility）の意識の統一を行うための仕組みづくりに取り組んでいます。
→CSR と調達については、技術士会会員向けの CPD 講演のサイトに掲載しています。
https://www.engineer.or.jp/kaiin/password/cpd/pecpd001.php
CSR といっても、人権から環境まで範囲が広くまじめに取り組むととても時間も体力も続きません。し
かし、社内での先陣がおらず手探りで進めることが多いなかで、技術士という資格によるツテで先進企業
様の取り組みをヒアリングさせていただけるというメリットを感じています。
もともと、私は、開発エンジニアで新人配属となったものの、年齢を重ねるとコス
ト改善のアドバイザー的な業務を担うようになっています。この時、生産マネジメン
トの手法の１つの VE（Value Engineering：価値工学）における上位の資格を取得
しました。この資格をきっかけに技術士も取得することができ、2018 年にこの分野
において普及功労賞を頂くことができました。私のような一介の女性社員でもいろい
ろと人生経験ができるということは、資格取得の効果なのかなと感じています。
趣味の弓道では、称号をいただいたことがきっかけで、母校の女子大の弓道部へのコーチの依頼があり、
月に何度か大学に足を運ぶことになりました。弓を通して、少しでも、彼女たちが未来のリーダーに近づ
けるように応援できればと思っています。
運営報告
主

体

日

時

議

題

理

事

会

2018 年
12 月 9 日（日）10：00～11：30

部会報告、活動総括と予定、新年会・勉強会開催計画、25 周年記念新年会
について

企

画

部

2018 年
12 月 15 日（土）20：00～21：30

企画部イベント、シンポジウム＆勉強会打合せ。初の試みで、Skype 会議
を実施した。

広

報

部

2019 年
1 月 21 日（月）18：30～20：00

理事会協議事項の伝達、ニュースレター（Vol.38、Vol.39）
、来年度の冊子
改訂について、他
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国

際

部

地域交流部
事

務

2018 年
12 月 26 日（木）18：30～20：00

JNWES 委員会参加（木村了、宮地、沼澤）2019 年度活動について（日中
韓女性科学技術指導者フォーラム、APNN など）

メールによる活動

会員からの活動ニーズ調査、会員活動情報の発信

局

－

入退会管理、資金管理、Web 確認 等

今後の活動予定
第 12 回通常総会
日

時：2019 年 5 月第 3 週 or 第 4 週の土曜日を予定

※ 時間、場所等は、決定後、ML や Web サイトでお知らせします。
2019 年度の国際会議の日程
APNN：2019 年 9 月 19 日（木）～21 日（土）

ネパール（カトマンズ）

日中韓女性科学技術指導者フォーラム：2019 年 10 月 11 日（金）
日韓女性技術士交流会：2019 年 10 月 24 日（木）

日本（東京都）

大韓民国（高陽（コヤン）市）

技術士を目指して
加倉井聖子さん（修習技術者：建設部門）

「心地のいい居場所づくりの実現に向けて」

造園設計を仕事にしています、加倉井聖子と申します。
この仕事について５年目になり、昨年は登録ランドスケープアーキテクト（RLA）を取得してようやく設
計の仕事にも慣れてきたところですが、設計者としては未熟でまだまだ学ぶ事が沢⼭あります。
私はこの仕事を通して『居場所づくり』について模索し、設計で実現
させる事が今の目標です。ランドスケープはその土地の気候、歴史、人
など場所によって様々な条件があり、
時代によって求められる事も変わ
ります。理想かもしれませんが、時が経つほど育っていくような、居心
地が良い場所、人が集まる場所、一人の時間を大切にできる場所、そん
な空間がまちの中に増えれば生活がもっと豊かになると考えています。
最近は住空間の設計をする事も多く、近隣住民との団らんの場や子育
て世代の集える場、気軽に利⽤できる滞留スポットなど、様々な日常の
居場所づくりについて模索しています。
この仕事は技術はもちろんですが、利⽤者に沿った幅広い物の見方や
柔軟な考え方の必要性を感じています。趣味で始めた合唱では３０代～
６０代くらいまでの幅広い年齢層の方々とお話する機会があり、そこで
得た様々な価値観や考え方などは、普段の生活だけでは得られなかった

シティコート下連雀管理棟
イメージ図（上）と現況（下）

ものが多く、仕事にも活きていると感じています。
余談ですが、仕事ばかり考えていると行き詰ってしまうので、時々大学時代の友人達とまち歩きをして、
最新の話題スポットや巨匠の作品などを巡ってあれこれ言い合っていると、知らない知識を補充し合えたり、
新しい発見があり、仕事への意欲も上がるので学生時代の友人にはとても感謝しています。
これからも仕事だけでなく沢⼭の人生経験を積んで、利⽤者に成長させてもらえるような心地のいい居場
所づくりを目指します。そのためにもまずは技術士を取得し、更なるスキルアップをしたいと思います。
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
2019 年第 1 号 通巻第 38 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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