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座談会

－板東久美子消費者庁長官を囲んで－

「女性技術士の活躍に向けた期待」
Expectation for the Activity of Women Professional Engineers

板東久美子，石田佳子，廣瀬由紀，中田よしみ，相良純子，佐野愛美
月刊『技術士』7 月号は特別企画として，本会の男女共同参画推進委員会の全面的協力を得て，『女性技術士の活
躍』をメインテーマとしました。その冒頭を飾る企画として，内閣府の男女共同参画局長も務められました，板東
久美子消費者庁長官をお訪ねし，石田佳子男女共同参画推進委員会委員長はじめ各年代の女性会員で囲み，これか
らの女性技術士の活躍について多いに語って戴きました。（広報委員会）
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石田

佳子（いしだ

男女共同参画推進委員長

よしこ）

技術士（衛生工学／建設／総合技術監理部門）

（株）環境技研コンサルタント勤務。専攻は高分子工学。当時の日本は公害問題が深刻であったことより，環境ア
セスメントに興味を持ち現在の会社に就職。入社後は，一貫して廃棄物処理に関する業務に携わる。建設コンサル
タントでは技術士は必須であり，自身のキャリアの幅を広げるため複数部門の取得にチャレンジ。

廣瀬

由紀（ひろせ

ゆき） 技術士（情報工学部門）

（株）山下設計勤務。高校生のころに一生続けられる専門的な仕事に就きたいという考えから工学部に進む。ゼネ
コン勤務後，現在の設計事務所に転職。この業界では，一級建築士の資格は持っていて当たり前。新しい環境で自
分の実力を認めてもらうには，ということで技術士を取得。

中田

よしみ（なかた

よしみ） 技術士（原子力・放射線部門）

（株）日立プラントコンストラクション勤務。高校生のときにオープンスクールで，実物の原子炉を見て「やりた
い」と思い，進路を変え原子力の道に入る。平成 16 年に原子力・放射線部門ができたときは，子どもも手間の掛
かる時期であったのと，転職などもあって技術士の取得は全く考えていなかったが，その後転職先の上司から勧め
られ挑戦。

相良

純子（さがら

じゅんこ） 技術士（建設／総合技術監理部門）

（株）建設技術研究所勤務。高校時代にカナダに留学，約 70カ国からの生徒が在学するインターナショナルスクー
ルで世界の問題に触れた。中立的な立場から世界の社会的課題の解決に貢献できる職業をめざし，土木工学を専
攻。国際的に活躍することをめざし，キャリアアップのため転職も経験。現在は建設コンサルタントで，河川計画
や防災分野の業務に従事。建設部門では河川と建設環境の技術士。

佐野

愛美（さの

まなみ） 技術士補（応用理学部門）

公益財団法人廃棄物・3R 研究財団勤務。家族がみな理工系である。女性が自分で稼いで食べていくには技術の道
が一番確実と思い，機械系の学科へ。自動車の部品会社に就職，生産技術を担当。現在 2 才児の母。育休中に会社
が移転し，復帰が難しく転職。専門も変わり，現在は，廃棄物に関する調査研究，教育活動に携わる。勉強して新
しい技術を身に付けたい。

1．女性技術士との出会い
【石田】 本日は，皆さんお忙しい

仕事を地道かつ着実に積み重ねてい

が求められていると思っています。

中，お時間をいただきありがとうご

る人たちが多いのではないでしょう

【板東】 技術士のように技術者の中

ざいます。

か。そういう人たちをもう少し前面

でも指導的な役割を期待されている

板東さんは政府機関で要職を務めて

に押し出して，こういう人たちが活

人たちは，日本の社会や組織におい

いらっしゃいますが，これまで女性

躍しているというのを見せていくこ

ては，こつこつ業務を積み上げなが

の技術者や技術士に対しどのような

とが必要だと思います。

ら力を付けてその役割を担っていく

印象をお持ちでしょうか。

特に，安全・安心に関わるような分

ケースが多いと思います。特に女性

【板東】 日本の社会や企業において

野とか，消費者側に立って技術を考

の場合には，子育てとか家庭生活と

は技術分野にいる女性がまだ圧倒的

える場面での女性の活躍を大いに期

の関係を両立させながら，とにかく

に少ないと思います。特に女性技術

待したいと思います。

長く役割を果たしていくことが最低
限必要になってきます。

士は圧倒的に少なく，今日お集まり

【石田】 女性技術士やリーダーとし

の皆さんもまだまだフロンティアで

て活躍できる人を多くするために

【石田】 板東さんは，女性が少ない

いらっしゃると思います。

は，ベースとなる女性技術者を多く

世界の中でキャリアを積んで来られ

女性技術士の方々には，それぞれの

しないといけない，そのための活動

ていますが，そこで考えられてきた
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図1

女性技術士はどのくらい！

平成 27 年度末（平成 28 年 3 月末）の登録者は 1 415 人。男女合わせた登録者
の 1.65 ％。平成 19 年度からは毎年 100 人を超える合格者があり，数は少ない
ものの，女性技術士は確実に増加している。
一方，工学系に学ぶ女子学生は平成 25 年度 12.3 ％（農学は 43.6 ％，理学は
26.2％）＊である。理工系進学者が減る中で，女子学生は増加傾向にあり，将来技
術士に挑戦することが期待される。

ことをお聞かせ頂けますか。
【板東】 子育てしている人は同じだ
と思いますが，急に子どもが熱を出
しお迎えに行く必要がでた時など，

（＊文部科学省学校基本調査）

【石田】 確かにいろいろなことを瞬

るマネジメント手法のようなものを

時に考えなくてはいけない場面は良

日常生活の上で知らず知らずの内に

くあります。

体得することができたと感じていま

【板東】 いろいろな思いや事情を抱

す。周りの女性を見ていても，しな

瞬時にいろいろ考えるわけです。

えながら働いて苦労した分，いろい

やかさというか，非常に適応力が高

仕事ではいつもそういうことを考え

ろな人たちの立場や苦労に配慮しな

いと思います。長く仕事を続けてい

ざるを得ないところがあり，日常的

ければ，チームの力をアップできな

く上で，一つの仕事にしがみ付くだ

にそういう判断を求められるような

いことが良く分かります。そういう

けではない柔軟性も感じます。人間

訓練もしてきたと思います。それら

視点を知らず知らずに身に付けてき

関係の上では，女性ならではの心遣

を通して，私も仕事上のいろいろな

たので，ちょっとやそっとのことで

いや細かい気配りなどを発揮しコ

苦労とかリスクに直面するというこ

はあまり動揺しないのが女性技術者

ミュニケーションをスムーズにする

とを恐れないようにたくましくなっ

ではないでしょうか。

ことができます。

たという感じがします。

【廣瀬】 私も時間管理をはじめとす

2．社会を変える必要がある
【石田】 板東さんは，内閣府では男

だと言われてはいるけれども，今ま

くて男性も一緒になって変えていか

女共同参画推進の最前線にいらっ

での働き方に合わさないといけない

ないといけないと考えました。そう

しゃってご苦労されたのでは。

ようでは，明るい希望や将来を描き

いう意味で『女性の活躍にはワーク

にくいと感じました。

ライフバランスを！』と言いまし

が多い職場だったのでそんなに苦労

そこでワークライフバランスとか，

た。安倍内閣では女性の活躍は政権

はありませんでしたが，若干逆風的

働き方とか，社会の考え方とかのい

としても最優先事項になっています

なものもあって，女性の活躍が重要

ろいろな仕組みを，女性だけではな

し，経済にとっても非常に重要な位

【板東】 内閣府のときは，割合女性
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置付けになっています。

躍するため，男性管理職の方に何か

この先本当に必要になってくること

若い人たちが夢を持って，積極的に

アドバイスをいただけますか。

です。

前に出ていこうという気持ちになれ

【板東】 アドバイスとまではいかな

男性の場合も，内面ではみんないろ

るような状況を作って行かないと，

いかもしれませんが，今，企業活動

いろな事情や希望を持っていて，そ

また社会の大きな枠組みが変わって

や経済の発展を考えるときに，新し

ういう人たちを生かせているのか，

行かないと，本当の意味での男女共

い価値を生み出していくことは他と

が今大きな変化の中で問われている

同参画や女性の活躍は進まない，と

の差別化も含めて非常に重要です。

のではないかと思っています。「ダ

実感しています。

同じような価値観で，今までの延長

イバーシティーを生かすマネジメン

【石田】 男女共同参画と言うとどう

線上で動いていてはなかなか競争力

ト」を真剣に考えないと組織の発展

しても女性がクローズアップされま

が持てない。このためには，女性に

や競争力の面で後れを取ることにな

すが，男性も働き方や意識を変えて

限らずですが，多様な人たちのダイ

りかねないと思います。

もらう必要がありますね。そのよう

バーシティーということが，いろい

【石田】 相良さんは，海外で学ばれ

な中，板東さんはどのように取り組

ろな組織の中で欠かせないことに

ましたが，会社はその経験を高く評

んで来られたのでしょうか。

なっていると思います。

価していますか。

【板東】 自分一人ではなくて，いろ

私も消費者庁にいますと，その強み

【相良】 今の職場では，最近は女性

いろな人たちと一緒に挑戦していく

とともに難しさも感じています。消

社員も増え，出産で一時休んでも復

というのは非常に楽しいことだと

費者庁はいろいろな省庁の連合体で

帰する人も多くなっています。外国

思っています。前向きに考えれば考

す。また企業の技術系の人もいる

人社員も増えてきており，私の下に

えるほど道は開けると，今までの経

し，管理栄養士，薬剤師，弁護士な

もいます。会社も多様性を重視し，

験でそう思います。いろいろな人と

ど専門的な資格を持っている人もい

いろいろな働き方が可能な職場づく

一緒に仕事をすることで，自分一人

て非常に多様です。ただその強みを

りを今進めているところだと思いま

ではできないことが実現できたとい

生かしていくのは結構難しい。共通

す。私の海外経験が評価されている

う手応えを積み重ねてきたなという

の意識もうまくつくりながら，一人

かはわかりませんが，これまでの経

思いがします。

一人のいろいろな事情や希望も把握

験や視点などが，業務や会社の中

【 石 田 】 現 在， 女 性 技 術 士 は 約

し，そこにできる限り柔軟に対応し

で，何かしらの形で役に立っていれ

1 400 人で，技術士全体の 1.7 ％

ていけるような組織の在り方が必要

ばいいなと思います。

で す。10 年 前 は 0.8 ％ で し た の

です。そうしていかないと日本の企

で，比率は 2 倍にはなっています

業とか技術の分野は成り立っていか

が，数はまだまだ少ない状況にあり

ないと思うのです。これは女性を生

【相良】 私はカナダの大学，アメリ

ます（図 1）。女性が技術分野で活

かすというだけの問題ではなくて，

カの大学院で土木工学を勉強しまし

【石田】 海外で女性の働き方の違い
は感じましたか。

7
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たが，学生の 3 割から 4 割は女性で

板東さんの「これまでの働き方に女

女性には，それだからこその強みが

日本より多いと思います。また，海

性が合わせないといけないというの

あると思います。ダイバーシティー

外で出会った女性技術者たちは，自

では，女性のさらなる活躍をといっ

が進むことで，個々人の強みを会社

分は社会や会社にこんな貢献ができ

ても難しい」というお話は，そのと

や社会が，積極的に生かせる形に

る，自分にはこんな価値があるとい

おりだと思います。私は，独身なの

なっていけばいいと思います。

うことを，積極的にアピールする人

で，子育て等の壁にまだ直面してい

が多いように思います。

ませんが，いろいろな経験を積んだ

3．子育てや介護との両立
【石田】 中田さんは二人の子どもさ

る強みがあったからですか。

活躍できる企業なのだという見方に

【中田】 いえ，技術士になって私の

やっと気が付いてきています。この

周りで「よく頑張ったね」と言って

点に力を入れていかないと優秀な学

【中田】 私の場合，共働きをよい事

くれたのは夫だけでした。仕事でも

生が入ってくれませんし，女性も男

と考え心の中で「もしこの仕事が嫌

技術士が必ずしも必要ではありませ

性も同じように活躍できる組織づく

だと感じたら辞めてもいい」と思っ

ん。しかし職場以外では技術士だか

りが重要だという雰囲気にようやく

ていました。仕事に対する意見を遠

らこそいろいろな人と関わることが

なってきたところです。

慮しないで言えていました。自分が

できました。例えば，一般の人に放

【板東】 これから 5 年，10 年たつ

何とかしなきゃと思う心もあるので

射線と放射能の違いについて話がで

と団塊の世代が 75 歳以上になり，

すが，楽しんで働こうと思っていた

きる機会を得られたことなどは技術

ある意味で要介護世代になってきま

ので多分今まで続けられたのかな。

士になってすごく良かったと感じた

す。そうすると，介護のために会社

保育園から電話が掛かってきたらど

ことのひとつです。

を休まざるを得ないとか，そんなに

んをたくましく育てながら長く仕事
を続けられています。

うしようとか，「休み過ぎじゃない

【廣瀬】 私の職場では女性の管理職

長時間働けません，転勤できません

の？」と言われたらどうしようと

は管理職の 1 ％しかいません。し

という人が突然増えてくることが考

か，と思ったこともありますが，ど

かし，20 代，30 代は 3 割近く女性

えられます。出産・育児は推測がつ

う思われてもいいと腹を据えたこと

がいて，最近は出産後仕事に復帰す

きますが，介護はいきなり来て，そ

が功を奏したと思います。

る人が非常に増えています。会社

れも管理職とか中堅になる人が関係

も，女性が活躍できる企業は男性も

する可能性が大きくあります。誰か

【石田】 それは，技術士になってい

8
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がちょっといなくなったら動かなく

【中田】 私の場合も，介護をしな

とか，カミングアウトしてくれれば

なる組織であってはいけない。そう

きゃいけないけど，実家と自宅が離

組織の中で考えられることがありま

いうリスク対応も含めて車のハンド

れているので，結局誰かに頼らざる

す。本当にいろいろな人たちが様々

ルで言えば遊びの部分がないと組織

を得ない，という問題があります。

な事情を抱えており，女性の問題だ

が回らないのではないでしょうか。

介護の場合はなかなか自分から言え

けではない。特に技術者の場合辞め

何かあったときに，組織全体でカ

ない人が多いように思います。会社

られたら企業にとって大きな損失に

バーできる体制がやはり重要になっ

とかチーム内で苦しいと言ってくれ

なると思います。代わりが利かない

てくるのだと思います。

たら協力できることがいろいろとあ

貴重な人たちが生きがいを持って働

ると思うのですが。

けて，組織としてもうまく機能して

【石田】 介護，子育ても含めて組織
全体をどうマネジメントしていけば
良いかが大切になってきますね。

【板東】 打ち合わせや会議の持ち方

いくやり方が重要ですね。

もちょっとこういうふうにしようか

4．女性ならではのリスクマネジメントを
【石田】 ここで，改めて現職の消費
者庁長官として，技術士に対しての
思いを語っていただけますか。
【板東】 消費者庁に来て改めて安
全・安心に対する信頼の確保はすご
く重要だなと思いました（図 2）
。
安全・安心というのは，何もその製
品が本来持っているものだけではな
くて，それに人間が関わってきま
す。人間の行動がどういうふうに関
わるのかという想定はかなり幅広く
しないといけないし，どれくらい想
像力を働かせていくかということが

図2

消費者庁の役割と使命に関するパンフレット（表紙・目次）

すごく重要だと考えています。消費
情報を伝えるかなどソフト面も重要

者版事故調と言われている消費者安

【相良】 私は治水や防災などの分野

全調査委員会はまさにそういうこと

で社会インフラをつくる仕事をして

をいろいろ検討しています。技術者

いますが，消費者にとってはメリッ

【廣瀬】 今までは技術者は比較的寡

としてもヒューマンファクターに関

トがなかなか分かりにくいものだと

黙で，正しい結果だけ出せばいいと

する感性，想像力をより強く持って

思います。ただインフラなしには，

いうふうに考えがちだったと思いま

もらうことは重要です。特に指導的

安全・安心な暮らしも持続可能な社

す。震災を契機に一般の人たちが正

な役割を果たす人たちには，いかに

会も築けません。私自身はそういう

しく判断できるための情報を技術者

してそういう人材を育成していく

仕事に関われることにやりがいを感

が説明する責任があるのではないか

か，ということがとても重要だと思

じています。

と強く感じています。

です。

【板東】 治水・防災というのは災害

また津波というのは建築学と非常に

また，女性の活躍によって新しい技

時の個人がどのような行動をとるか

関係が深いのですが，直接の専門で

術の在り方やアプローチがより広

にもすごく関わってきます。防潮堤

はないのでこれまで口を出さなかっ

がってくればいいなと思います。

を高くするか，それとも行動を予測

たのです。しかし，建築家の目から

し，何がポイントになるのか。

見れば津波にはどういう建物が強い

います。

【石田】 私たちは女性として，生活
者，消費者，そして技術者の目を

【相良】 そうですね。技術はハード

かということはわかるので，専門の

持っています。女性らしい視点が生

だけではない，というのはまさにそ

周囲にももう少し目を向けて意見を

かされるところは多いでしょう。

のとおりだと思います。どのように

出していかなければと思っていま
9
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す。特に技術士になる前は考えたこ

り，不安を感じているのは消費者で

題です。

とがなかったのですが，技術者とし

す。くい打ちデータ改ざん問題は，

消費者である国民に対して必要な情

ての社会的責任や技術者倫理を技術

企業間の関係で生じている話かもし

報が提供されることは当然ですが，

士の役目としていかなければいけな

れませんが，最終的に安全を脅かさ

それに対して専門技術的な面からも

いと思っています。

れるのは消費者なのです。

サポートもあるということが必要に

【板東】 倫理とかコンプライアンス

また，バス事故もそうですが，価格

なってくると思います。

面で，ここ最近問題になっているこ

が安ければいいという話ではない。

【石田】 消費者庁は消費者教育にも

とは BtoB の話が多いのですが，最

しかし，情報が提供されないと合理

とても力を入れておられ，それを

終的にいろいろな不利益を受けた

的な選択がどこまで確保されるか問

WEB サイトで公開されています。

5．リスクコミュニケーションと女性
【佐野】 育児をしていて情報リテラ

基準と，放射線の基準

シーに関して気になる事がありま

との間で，今も悩んで

す。最近はネット上での自分に都合

います。技術者として

のいい書き込みや人の意見を鵜呑み

「疫学的な調査もあっ

にしてしまう親がいると感じます。

て，問題ないです」と

SNS や質問サイトで，素人があた

言っても，すぐには納

かも専門家のように病気や発達のこ

得してもらえません。

とを発言しているのをよく目にしま

ネットの情報に踊らさ

す。かかりつけの小児科の先生から

れない，自分で判断で

聞いた話では，ネットの情報を根拠

きる消費者や母親，父

にして，医者に「こういう病気みた

親になってほしい。安

いだからこういう薬を出して下さ

心して暮らすために，

い」と言ってくる親がいるそうで

どうしたら良いのか一

す。どんなに衣食住に安全対策をし

緒に考えられるような

ても情報を適切に扱えないと，子ど

関係作りをしたいと

もを危険にさらしてしまいます。物

思っています。

理的な安全だけでは子どもを守れな

図3 リ
 スクコミュニケーションのための
ミニパンフレット（表紙）

【板東】 消費者庁もそ

いので，私たち消費者も力を付けて

の点には頭を悩ませています（図

【廣瀬】 情報リテラシーの重要性を

いくことが必要だと思います。

3）
。リスクコミュニケーションは

どうやってみんなに伝えていくかが

【石田】 賢い消費者というのでしょ

いろいろな分野で重要です。特に放

難しくて悩んでいます。身近な人に

うか，子どもたちもそういう中で

射能と食品の関係とか，食品添加物

聞かれれば答えることはできます

育ってくると，科学的な知識がもっ

とか農薬とかに関わるリスクにも，

が，もっと広い範囲に効果的に伝え

と身につきますよね。

全くのゼロリスクはありません。あ

る方法については，これから探って

【中田】 東日本大震災の後，社内・

るリスクをゼロにしようとすると別

いきたいと思っています。

外で何に気をつけて，どのように行

のリスクが増します（例えば添加物

【相良】 今自分がやっている仕事の

動すればよいかたずねられました。

による保存期間など）
。それをバラ

ことでも，多くの対象にきちんと伝

例えば，野菜はどのくらい洗えば大

ンスよく，いろいろなリスクについ

えていくためには，さらに幅広い知

丈夫なのかとか。放射能を測定して

て知りつつどう判断していくのかと

識をもっていないといけない。適切

基準値以下のものが市場に出回って

いう全体的な力が求められます。

な情報を伝えるためには，勉強が必

いるので，私は土さえ落としていれ

【中田】 月刊『技術士』の 2 月号

ば大丈夫と思うのですが，もっと丁

に，書かれていた「親子サイエンス

【板東】 女性技術者は相対的に見

寧に洗ったほうが安心できる人がい

サロン」というファミリーで学べる

て，男性の技術者に比べてコミュニ

ます。その人が安全・安心と感じる

やり方もすてきだなと思いました。

ケーション力が豊かな人が多いので
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はないかと思います。今日もお話を

ミュニケーションというのは，技術

要です。ぜひ女性としての特質を生

聞いてますますそう感じました。コ

を安全に使い利用していくのにも必

かしてもらいたいと思います。

【石田】 最後に改めて技術士や日本

心強く思います。ぜひ，技術が変わ

今の社内の仕事です。それを社内だ

技術士会，また男女共同参画推進委

ると世の中が変わる，社会が変わ

けではなくて，一般の社会に向けて

員会に向けたメッセージをいただけ

る。その大きな起爆剤となられるこ

発信したい。女の人もいろいろな分

ればと思います。

とを期待したいと思います。

野で活躍できることを少しでも体現

6．女性技術士への期待

【板東】 私自身技術士の仕事を十分

【石田】 板東さんの期待を受け皆さ

できたら嬉しいと思っています。

には理解できていないかもしれませ

ん方からも抱負を一言ずつお願いし

【廣瀬】 先ほど女性技術士は少ない

んが，技術士は，倫理面も含めて，

ます。

という話がありましたが，実際日本

技術者として指導的な役割を果たし

【佐野】 これから技術の世界で生き

技術士会で活動していると，女性の

ていくことができる力を持った人で

ていこうという若い女性に，家庭も

存在感は大きいと思います。これか

すから，日本技術士会にはその技術

自分も犠牲にしないで仕事を続けて

らも女性が発言しないと男性が気付

士が活躍できる分野をもっと広げて

いく生き方でいいんだよということ

かないことも多いと思いますので，

いくような活動を期待したいと思い

を言えるようになりたいと思いま

頑張っていきたいと思います。

ます。技術士という資格は，技術に

す。そのために早く技術士になって

【石田】 板東さんからいろいろお話

対する信頼性や広がりを支えていく

長く仕事を続けて，それを証明でき

を伺い，技術士は男女を問わず社会

非常に重要な資格です。日本技術士

るようになりたいと思います。

のオピニオンリーダーにならなくて

会はそういう人たちによって構成さ

【相良】 これまで目の前の仕事を一

はいけない，社会に正しい情報を正

れているだけではなく，レベルアッ

つ一つこなし，やり遂げたときの達

しく伝えていく責任があることを一

プも制度の普及も図っている。技術

成感を原動力として，今ここにいま

層強く感じています。日本が科学技

士に活躍をしてもらうことのプラス

す。今後もこれまでの技術士として

術創造立国として持続的成長をして

の面はすごく多いと思いますので，

の経験や実績をコアにしていきたい

いくためには女性技術士が最前線で

大いに期待したい。

と思っています。また若い世代に，

活躍できるようにならなければと

しかも，女性の活躍はまだまだこれ

楽しくやりがいのある仕事があると

思っています。板東さんのエールに

からですし，女性を含め多様な人た

いうことを知らせる役割も担ってい

応え，男女共同参画推進委員会でも

ちの技術分野のダイバーシティーを

かなければいけないと思います。

女性の技術者教育や育成に力を入れ

切り開く先頭として男女共同参画推

【中田】 放射線ってこうだよという

て行きたいと思います。今日は，長

進委員会が活動されることはとても

基礎的知識を教えるというのが私の

時間ありがとうございました。
（了）
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