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■司会 

これより「女性が輝く TOKYO 懇話会」建設業編を開催いたします。冒頭、会議の公開に

ついてご説明いたします。本日の会議の模様は東京都のホームページ上でインターネット

中継により配信されてございます。報道機関の皆様は、懇話会の冒頭まで終了まで取材が

可能です。初めに、小池百合子東京都知事からご挨拶をいただきます。 

 

■小池知事 

皆さん、こんにちは。新宿、東京都庁へようこそお越しくださいました。そして本日は「女

性が輝く TOKYO 懇話会」と題しまして、皆様方の現場の声を伺おうと。そして、お互い

に元気を出していくためにはどうしたらいいか考えていきたいと、このように思っており

ます。 

 言うまでもありませんけれども、東京の、そして日本の人口の半分は女性でございます。

女性の皆さんが十分その力が発揮できないでいるとなれば、それはまさしくもったいない

ことであります。私は以前より未利用エネルギーの最たるものは女性の皆さんじゃないか

と。自分のやりたいこと、ぜひこのことをやってみたい、そして、結婚も子どもも育てて、

あれこれみんな希望があるはずです。それをかなえられる、そういう東京に持っていきた

い。それが、東京が元気になって、そこで皆さんが元気になる秘訣だと思っております。 

 とはいえ、今は人口減少であるとか、国際化の波がぼんぼん来ているとか、それから高

齢化、いろいろな社会的な課題もございます。そして、今、産業が大きく変わろうとして

いると。これらの大きな荒波を皆さんとともに乗り越えて、より住みよい、そして、働き

やすい、生きやすい東京にしていくための模索を続けていきたいと思っております。 

 「女性が輝く TOKYO懇話会」でございますが、昨年度から開催をいたしておりまして、

本日は皆様方のように建設とか土木とか、そういった分野で働いておられる皆様方からお

声を頂戴しようという趣旨でございます。女性が少ない分野で、特に女性がまだまだ力を

発揮できる可能性のある、そういった分野をこれから皆さんお呼びして、お招きをして意

見交換をするということで、合計 3 回いたしますけれども、今日はその 1 回目ということ

でございます。建設業、まだまだ女性が少ないところでもありますが、それだけ伸びしろ

が大きいと言ってもいいのかもしれません。皆様方、建設業の魅力、現場での様々な困っ

たことややりがいがあったこと、いろいろお話があると思います。どうぞ今日は本音のト

ークをぜひお願いをしたいと思っております。ぜひ今日のこの会が実り多い、そして、都

庁へ来てよかったなと思えるような、そんな時間にしていきたいと思っております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

■司会 

ありがとうございました。それでは、ここからの進行につきましては、本日モデレーター

を務めていただきます治部れんげさんにお願いをいたします。治部さんからゲストの皆様
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をご紹介していただきますが、あらかじめお知らせしましたゲストの方から一部変更がご

ざいますので、よろしくお願いします。 

 

■治部 

治部です。どうぞよろしくお願いいたします。座って失礼いたします。私は経済ジャーナ

リストをしているのですが、その傍ら昭和女子大学というところで研究員をしておりまし

て、働く女性に関する調査ですとか、政策提言等々をしております。 

 それでは私の方から、本日お越しいただきました 6 名の建設業で働く女性ゲストの方を

ご紹介させていただきたいと思います。こちら、左回りでご紹介をさし上げたいと思いま

す。こちらの方が、四十物谷綾花さんです。 

 

■小池知事 

珍しいお名前ですよね。 

 

■治部 

そうですね。まずそこですよね。 

 

お名前の由来をもしよかったら後でと思うんですけれども、全国低層住宅労務安全協議会

じゅうたく小町部会さんからのご推薦になります。大和ハウス工業株式会社柏支店にお勤

めで、主に集合住宅の施工管理に従事するなど、現場でご活躍されています。後程現場の

改善を実際になさったお話も伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 こちらが森嶋順子さんでいらっしゃいます。日本建築仕上学会女性ネットワークの会か

らのご推薦です。トーヨー科建株式会社にお勤めで、改修工事を全般に行う専門の工事業

でご活躍をされています。こちらの皆さんはご存じだと思うんですけれども、私もそうで

すし、多分知事も、仕上げというのは何だろうということをお聞きになりたいと思うので、

後程詳しく伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 こちらにお座りの青いお洋服を着ていらっしゃる方は佐藤佳那さんでいらっしゃいます。

一般社団法人建築設備技術者協会設備女子会からのご推薦です。株式会社関電工東京営業

本部にお勤めでいらっしゃいます。主に電気工事等々をご専門にされていらっしゃいまし

て、先程控室でも伺ったんですけれども、なぜ電気工事にご関心を持ったかという、その

経緯のところもぜひ後程伺っていきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから、こちらにお座りなのが桑園亜希子さんでいらっしゃいます。一般社団法人日

本造園建設業協会女性活躍推進部会からのご推薦です。東光園緑化株式会社にお勤めでい

らっしゃいます。主に植物のお仕事をされていらっしゃいまして、本当に植物にお詳しい

ので、このあたりのことも後程伺っていきたいと思います。桑園様には後程プレゼンテー
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ションもお願いする予定です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから、こちらにお座りなのが木村梨絵さんでいらっしゃいます。一般社団法人日本

建設業連合会けんせつ小町部会からのご推薦です。三井住友建設株式会社東京建築支店に

お勤めです。木村様は千葉県内の、多分皆さんが知っている大型ショッピングモールの増

築工事ですとか、そういった、多分これは知っているというようなものにもかかわってい

らっしゃいます。木村様にも後程プレゼンテーションをお願いしております。 

 それから、知事のお隣にお座りなのが村上麻優子様です。一般社団法人土木技術者女性

の会からのご推薦です。鹿島建設株式会社にお勤めで、これまでに首都高のトンネルです

とか、日本橋の再開発ですとか、駅といったような多くの方が利用されている、本当に大

きなものにかかわってこられました。ぜひ詳しくお話を伺っていきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

 続いてディスカッションに入る前に建設業における女性活躍推進の現状というものを見

ていきたいと思います。主にデータのご紹介になるんですけれども、最初のページ、よろ

しくお願いいたします。 

 今、女性の活躍ということが、政府もそうですし、都庁でもとても言っておりまして、

働く女性が増えているんですけれども、まだまだ産業によって隔たりがあるということで

して、今日建設業でご活躍の皆さんにいらしていただいた背景には、業界にいらっしゃる

働く女性の比率がまだ少ないということがあります。これを見ていただくとすごくよく分

かるんですけれども、とても少ないなという感じがします。 

 女性が少ないということだけでなくて、建設業にかかわる、働いていらっしゃる方の数

全体が少なくなってきているという背景がございます。減っていっているわけですね。そ

ういった中で女性の活用、女性の活躍ということが必要とされてきているのかなとも思い

ます。 

 先程申し上げましたけれども、全体で見ると女性の就労者数、すごく増えていますね、

赤いところで見るとお分かりいただけるんですけれども。その一方で、建設業に従事する

女性というのはだんだん減ってきているという状況があるということです。このあたりの

ところを考えるに当たって、おそらく今日お越しの皆さんはすごく今のお仕事に誇りを持

っていらっしゃったり、やりがいを持っていらっしゃったりするんですけども、そのこと

がもっと発信されると、この業界に入ってきたいなという女性が増えてくるのかなという

ことを考えております。 

 次のスライドをお願いします。建設業界に女性が少ない理由としまして業界自体の課題

もあるのかもしれないんですが、それ以前に、そもそも建設業に携われるような専門の勉

強をされている方が少ないということがあります。農学に関しましては半分近くが女性な

んですけれども、それ以外の理学の分野とか工学の分野というのは女性が少ないです。こ

れは世界的に見ても課題とされていまして、いわゆる STEM と呼ばれる理系の分野、
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Science, Technology, Engineering 、数学の分野は女子が学ぶことがすごく少ないので、そ

のことが業界に入っていく女性を入り口の部分で少なくしているという課題があるのでは

ないかということがあります。 

 最後に働き始めてからの課題ですけれども、建設業が全般的に労働時間が長いというこ

とがございます。これは多分現場というものを持っているということがあると思いますが、

一方で、これは知事、先程伸びしろというふうにおっしゃいましたけれども、働き方改革

によってきっと変えていける余地もあるということを意味するんじゃないかと思います。 

 こういった全体の構造を皆さん頭に入れていただいた上で、なるべく楽しいお話を、個

別の話を伺っていきたいと思っております。ちょっと今までのデータをご覧いただいて、

知事はどんなふうにご覧になりましたでしょうか。 

 

■小池知事 

そうですね。やはり建設業とか土木、一般的に男の仕事という、そういうステレオタイプ

的なイメージがあって、何を学ぶかというときの選択肢から外れてしまう傾向があると思

います。 

 でも、今、私が伸びしろがあると言ったのは、むしろ女性が加わることによってその業

界は大きく変わる余地があると思うんですね。そして、女性が加わるからこそ、これまで

になかった生活者の視点であるとか、それから、いろんなデザインの面であるとか、そう

いったこともこれまでとは違う味を出して、味なんて言ったら軽い話になっちゃうかもし

れませんけれど、切り口が変わっていくと様々な変化も生まれてくる。それをやっていた

だけるのが皆さんじゃないかなと。 

 そしてまた、先輩が楽しそうにやっていると。それはまた次の後輩を生むきっかけにも

なってきます。ですから、問題も課題も多いとは思いますけれども、次を育てるというか、

次の人を呼び込むためにも皆さんが働きがいがあって、楽しくて、そして次の人たちもそ

こにまた加わってくるということが、そういう流れをぜひつくっていただきたいなと思い

ます。 

 それにしても労働時間のところ、働き方改革で一番のポイントですけれども、ここはよ

く考えないといけませんね。 

 

■治部 

ありがとうございました。多分皆さんご自身がロールモデルになられることでこれから続

いていく女性も出てくるんじゃないかと思います。それでは、皆さんの中からお二人プレ

ゼンテーションをしていただきたいと思います。まず最初に、三井住友建設株式会社の木

村梨絵様から、どうぞよろしくお願いいたします。 
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■木村 

現場監督の一日、あと、建設業の魅力、現状、そして今後ということで簡単にお話しさせ

ていただければと思います。 

 まず、自己紹介です。私は埼玉県出身でして、中学からは東京都内の女子校の方に入学

しております。ですので、中高の 6年間は女子 100％の中で、そういった世界に身を置いて

おりました。ただ、ここにありますように、大学に入るに当たりまして工学部の建築学科

というところで、先程もありましたけれども、非常に女子学生の少ない学科でして、20 年

近く前ですので、今よりさらに女性が少なく、1割にも満たないようなところに入りました。 

 なぜ建築学科を選んだかといいますと、実は私の父が現場監督をやっておりまして、子

どものころから自宅に図面を持って帰ってくる父のかっこいい姿を見て、いいなと思って

建築に興味を持ったという形になります。 

 その後、大学を卒業してからは現在の三井住友建設に入社しまして、希望の通り現場監

督ということで施工管理部門、外勤に配属になりました。それから 2 現場程、大学の校舎

ですとか、老人ホーム、そういった物件をやった後に結婚をしました。入社して 2 年で結

婚していますのでちょっと早いんですけれども、会社の方が非常に女性が少ないというこ

とでいろいろ気を回していただきまして、結婚したんだから内勤にしてやろうということ

で、結婚してから 3年後には内勤部門に異動になりました。このときはまだ入社してから 5

年程しかたっていませんので、5年もたっていないときですね。ですので、まだまだ外勤で

現場監督としてのスキルをつけたいという気持ちがありましたので、会社の方にはせっか

くの配慮だったんですけれども、また外勤に戻りたいという希望を出しまして、そこから

現在に至るまでずっと現場の方に出ております。 

 今やっている現場が、こういった東京都内の超高層マンションですとか、こちらは竣工

すると 36階建てになる大きなマンションなんですけれども、こちらの現場と、それから先

程もありましたが、今、千葉県内の大型商業施設の現場の施工管理をやっております。 

 こちらの商業施設に関しては、今写真にある通り、1 期、2 期、3 期とあるんですけれど

も、徐々に拡張しているような施設でして、今 3 期工事をやっているんですが、このすべ

ての工事に私は携わっておりまして、最初から最後までこの現場の方の管理をしておりま

す。 

 続いて、現場監督とは一言で言ってどんなことをしているのかということを紹介させて

いただきます。 

 私は、大体朝 8 時、現場の方に出て、ラジオ体操から一日がスタートします。職人さん

と一緒にラジオ体操をして朝礼というものをやります。これは一応前でしゃべっているん

ですけれども、大体 200 人とか 300 人とか、大勢の職人さんの前で安全についての指示で

すとか、注意事項を話したりということで一日がスタートしていきます。 

 その後、現場内をいろいろと、品質ですとか安全の確認のために回るというのが一日の

スタートですね。こちらは何も持たず手ぶらで歩いているんですけど、実際には図面を持
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って、図面と合っているかどうかの確認をしたりとか、不安全な場所がないかとか、そう

いったところを一日最初に見て回るという形です。 

 こういった形で、ちょっと強面の職人さんとも仲良くコミュニケーションを取ったりと

いうことで、建設業、皆さん怖いイメージがあると思うんですけれども、職人さんは非常

に皆さん優しくて、特に女性だからということもあるんですけれども、こうやって皆さん

と仲良くお話をしたりしながら、ついでにあの仕事やっといてねとか、そういうお話をし

て一日やっております。 

 この円グラフを見ていただくと分かる通り、実際には日中は打ち合わせ等の時間が非常

に多くあります。若いころはやはり現場に出ていろいろ作業するという時間も多かったん

ですけれども、もう 16年目になりまして上の方から指示をするということも増えてきまし

たので、今はお施主さんと打ち合わせをしたりですとか、下請業者さんとの打ち合わせを

したりという時間が一日の大半を占めております。 

 夕方また現場の方を確認して、その後残業して、大体最近では働き方改革ということで

残業はなるべく 7 時前には終わろうという目標を持って仕事をしております。大体 7 時過

ぎごろには現場を出てプライベートな時間ですね、習い事ですとか、意見交換会という名

の飲み会をやったりとか、これはちょっとうちの会社の女性技術者を集めて皆さんで話し

ていた、そういった飲み会なんですけれども、こういったことをしたりして帰宅して、私

の場合は、夜帰宅してからが家事の時間というふうになっています。主人がまったく家事

というか、料理ができないので、帰ってから料理をしたりとか、あるいは洗濯をしたりと

いうことで、夜になってから家事をやって、晩酌をして寝るというような一日になってお

ります。 

 続いて、建設業の魅力ということで 4 点程挙げさせていただきました。一番上にある社

会貢献、これがすごく大きいなと思うんですけれども、人々が生活していく上で欠かせな

いものですとか、生活を豊かにするもの、あるいは災害のときの対応ですとか、そういっ

たものをしていく産業ですので、非常に社会貢献度が高いと思っております。 

 また、唯一無二ということで世界に 2 つとない建物ですとか構造物をつくるということ

で、同じように見える建物でも、立地条件が違ったり、施工する時期が違ったりすると、

そのプロセスはずいぶん変わってくるものですので、同じものは 2 つとないというのが建

設業の魅力かと思います。 

 また、一致協力ということで、先程言ったように多くの職人さんをまとめ上げて 1 つの

ものをつくり上げていくということで、出来上がったときの喜びというのも非常に大きい

と言えると思います。 

 それから最後に、未来創造ということで、よく CM でもありますけれども、地図に残る

仕事ですとか、未来に残るということでずっと誇っていけるような仕事ができるというの

も建設業の魅力というふうに言えると思います。 

 続いて、建設業の現状ですね。この 4点についてお話ししたいと思います。 
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 まず、女性活躍推進とか、職場環境改善ということが今言われていますけれども、その

背景には、先程もあったように、就業者の高齢化が非常に今進んでおります。ほかの産業

に比べても建設業の若い担い手が非常に少なくて、現場に出るとやはり高齢者が非常に多

くなってきているというのが現状です。 

 そういったことを受けて、若者ですとか女性の建設業への入職、定着の促進が必要とい

うことで職場環境改善ですとか、女性が働きやすい環境をつくろうということを言われて

います。 

 そういった活動の 1 つとして、私が推薦していただいたけんせつ小町委員会というのが

あるんですけれども、けんせつ小町というのは建設業で働くすべての女性の愛称というふ

うに決めております。このマークを見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんけれ

ども、こういったマークを設定して、女性にとっても働きやすくて、働き続けられるよう

な環境の整備をしていこうということが主な目的になっております。 

 活動内容としては、現場環境整備マニュアルとか、そうしたものを作って、現場に女性

専用のトイレをつくりましょうとか、そういったことを進めております。 

 続いて、女性技術者の変遷ということで、先程建設業に従事する女性の数と出ていたん

ですけれども、当社の実績を調べてみました。これは技術者に限定した人数の変遷なんで

すけれども、当社は 10年前は 1.71％しか女性の技術者がいませんでした。2,000人ちょっ

と全体としてはいるんですけれども、そのうちの 38 人しかいなかったというところから、

ことしの 5月の時点で、今 96名まで増えて 4.42％ということになっております。建設業全

体を見ても技術者としてはこれぐらいの比率というふうに聞いていますので、だいぶ増え

てきているなという感覚はあるんですけれども、実際にはまだ 5％にも満たないという、非

常に今女性がまだ少ないというのが現状であります。 

 あと、これが当社の実績なんですけれども、出産、育児、復職、いろいろとバックアッ

プ体制が整えられているんですけれども、5年程前から今に至るまで、当社の女性技術者が

8人出産をしております。その 8人が全員復職しているということで、非常に最近はバック

アップ体制も取れてきていて、育児をしながら仕事ができる環境を整えているのかなと思

っております。 

 最後に、建設業の今後ということで、今抱えている課題としては、やはり建設業に従事

するすべての人、女性に限らず、男性も含めて、皆さんが働きやすい環境の整備をするこ

とが必要だと考えております。離職した女性の再雇用の促進ですとか、あるいは男性の育

児休暇の取得とか、時短勤務への理解というものも必要かなと思います。 

 男性の時短勤務というのは、例えば育児ですとか、あるいは介護、そういったものが必

要な男性もたくさん建設業にはいますので、そういった方たちが時短勤務をすることに対

する周りの理解というのも進めていかなくてはいけないのかなと思っております。 

 私自身のキャリア形成としては今のまま技術者として働き続けたいという気持ちもある

んですけれども、一方でやはり社内外でこういったいろいろな活動に参加して建設業の魅
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力を広めて、どんどん建設業に入職する女性ですとか若者が増えていったらいいなという

ふうにも感じております。手短ではありましたが、私のプレゼンテーションは以上にさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

 

■治部 

木村様、どうもありがとうございました。8人全員復職ってすごいことですよね。会社の配

慮も感じますし、個人的には、木村様がご結婚後に会社の配慮で内勤にしてもらったんだ

けど、私は外勤がいいんだと交渉するところがすごくよくて、ちゃんと個人のニーズとか

希望を聞くというのは大事だと思います。 

 私は小学生の娘がいるんですけど、現場監督の格好がかっこいいので、あの写真とかを

小中学生の女子に見せてあげたらいいんじゃないかなと思いました。ありがとうございま

した。続きましては、桑園亜希子様、よろしくお願いします。 

 

■桑園 

はじめまして。東光園緑化から来ました桑園と申します。自己紹介から始めさせていただ

きます。私は現在、造園施工会社の東光園緑化の管理課に勤務しています。出身は山口県

で、静岡大学農学部を卒業後、カナダに 1 年留学していました。帰国後にテレビ番組製作

会社に就職して科学番組の制作に携わりましたが、いろいろな専門家の方に話を聞くうち

に、やっぱり植物のプロになろうと思い、造園会社に飛び込みました。そこで剪定等の技

術を学んだ後に今の会社に入社して、今は現場代理人として就業しています。 

 仕事内容としては、サンシャイン水族館の植栽管理をはじめ、官民問わず植栽の維持管

理を行っています。既婚で、3歳の娘と現在格闘中です。 

 次に私の仕事です。皆さんは造園建設業をご存知でしょうか。造園建設業は大変職域の

広い仕事です。植物のある場所をイメージしてください。公園や道路、ショッピングモー

ルなど、植物のある場所すべてが対象となります。 

 ほかの建築土木と違う点としては、造園は命のある植物を取り扱う点です。その植物を

メインに、気性や植生、気性を知り、人工材料も取り入れながら人に必要な学びの場です

とか、遊びの場ですとかを美しくつくり、育て、守り、そして、管理していく、そういう

仕事でございます。 

 これは造園の仕事と資格を示した図です。左の基盤となる仕事としまして、施工と施工

管理、維持管理がございます。右は資格についてです。まず、基盤となる国家資格の造園

施工管理技士、土木施工管理技士、造園技能士の 3 つがあります。その下に技術の向上の

ための資格、その代表として日本造園建設業協会が行っております植栽基盤診断士、街路

樹診断士があります。 

 これは街路樹診断士の実技試験の様子です。決められた木に登り、短い時間で正しく樹

木を剪定します。速さはもちろん、剪定後の美しさも審査されます。私は一度落ちました
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が、二度目で無事合格することができました。このような資格を持った技術者が東京の街

路の美観を守っています。 

 それは、この一例です。上は紅葉したラクウショウの並木です。右側は東京都庁舎の周

辺の街路樹です。一番下は絵画館前のイチョウ並木の様子です。 

 また、災害復興の様々な場所でも活躍しています。右は宮城でのがれき処理の様子です。

左側は熊本城で崩れた生け垣の石を取り除き、番号をつけて記録をしているところです。

弊社でも台風による倒木等の緊急対応を行っており、大きなものでは 7 年前に渋谷区の道

玄坂で大きなケヤキが強風により倒れ、タクシーを押しつぶした現場に急行して撤去作業

を行いました。 

 次は、私自身の仕事の状況についてお話しさせていただきます。 

 私の職場は女性 5 名、事務職 3 名、管理課代理人 2 人で、このうち管理課代理人の 1 人

が私となります。私は主に植栽管理の現場を行き来しています。現場では職人さんは男性

ばかりなので、女性はほぼ私 1 人です。そこで作業の指示を行い、作業後の確認を行いま

す。職場では女性 1 人なんですけれども、職人さんはみんな優しくて、冗談を言い合いな

がらも代理人として立ててくれますので、仕事はとてもやりやすい環境にいます。 

 また、子育て中の私には社内で協力体制があります。まず、産休前に比べて担当物件数

の調整をしてもらいました。担当物件の総数を減らしてエリアも自宅や会社から近い場所

に集中してもらいました。早出や急な休みの際は代わりの人が現場に行くように社内で調

整してもらっています。 

 調整が的確だった理由として、私より 2 年前に営業事務の女性が産休から復帰したため

に、子育て中の女性の状況を会社がしっかりと把握していたことがあります。加えて同じ

課の男性社員も現在育児中で、急な早退や休みを取ることがあり、社内全体に子育て中は

こういうものだという理解があります。 

 これは私の仕事の様子です。左上がサンシャイン水族館での植栽手入れの状況です。右

側は都立中央図書館で、高所作業車を使ってイチョウの剪定をしているところです。また、

渋谷区や品川区の公園の樹木調査も主な仕事の 1つとなっています。 

 次に、私の暮らしをお伝えします。私と夫のルールとして、気づいたときに気づいた家

事をやる、できないときに無理してやらないということと、やってもらったことに対して

ありがとうとお礼を言うことがあります。ほんのささいなことでもお互い感謝の言葉を伝

え合うことで気持ちよく家事をすることができています。基本の家事分担は、得意、不得

意で決めています。きれい好きで自宅勤務のだんなは、食器洗いや部屋の掃除、子どもの

保育園の送迎を担当しています。私は食事の準備や子どもの世話を担当しています。料理

は基本焼くだけで、事前に仕込んで冷凍させておくと、簡単でおいしくできます。一番助

かっていることは、家で仕事をしている関係上、夫が保育園の急な呼び出しに対応してく

れることです。そのおかげで私は仕事の段取りをつけて休むことができています。 

 これは夫と一緒に公園で遊ぶ娘です。土日の休みは公園や動物園等に行き、子どもが満
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足するまで遊んでいます。最近は体力がついてきて一日遊ぶと夫も私もくたくたになりま

す。下は、下ごしらえをして冷凍した食材とレシピ本です。帰宅後短時間で夕食を作らな

ければいけない私の強い味方になっています。 

 次は、私の社会活動です。現在弊社が所属する一般社団法人日本造園建設業協会は、850

社程の会社が会員の全国組織です。ここでは 6 つの委員会があり、その下部組織に部会が

あります。私は造園領域発展戦略委員会の下部組織であります女性活躍推進部会の部会員

です。この部会は 2015 年に発足しました。最初は産休中でしたので、2016 年から活動に

参加しています。 

 女性活躍推進部会のメンバーをご紹介します。全国の支部から選ばれた 17名の女性で活

躍しています。年齢は 30 代から 60 代と幅広く、ポジションも会社代表、管理職と様々で

す。職能も施工、設計、施工管理といろいろで、ライフスタイルも既婚、未婚、離婚、子

育て奮闘中といろいろな立場の女性が活躍しています。活動スタイルとして、主に電子会

議による日常部会運営と、一堂に顔を合わせる会議形式による部会の開催があります。そ

こで主な活動を決定し、活動を行っております。活動には勉強会や各種見学会、講座開催

や講演会などがあります。 

 左上が部会開催の様子です。右上と左下が昨年行った勉強会の様子です。京都に行って、

お寺の庭や枝折り戸づくりを学んだところです。右下が立川の植物材料を育成している会

社に行って、植物の種類や特性を学んでいるところです。 

 最後に、私のモットーと仕事の魅力をお伝えします。 

 モットーは、何事も楽しむです。仕事、育児、家事と、やることは数多くありますが、

義務的ではなく自分から楽しんで積極的に行うように心がけています。ささいな失敗は笑

い飛ばし、心に余裕を持つようにしています。 

 この仕事の一番の魅力は、都会にいて自然の移り変わりを直接感じられることです。ま

た、対象が生き物で、害虫や病気、環境対応と覚えることが幅広く、終わりがないので常

に新鮮な発見があります。また、お客様と直接やりとりをすることが多く、喜ぶお客様の

顔が見られるのは大きなやりがいとなっています。以上、簡単ではございますが、以上で

私のプレゼンテーションを終わります。ご清聴ありがとうございました。 

 

■治部 

桑園様、どうぞありがとうございました。都庁の周りにも木がたくさんきれいにあります

けれど、ああいったものを全部桑園様のようなお仕事でなさっていただいているんだなと

いうことが分かったのと、災害の復興も大変ですね。石をどけるとか、しかもそれを記録

しておくってすごいことだなと思いました。 

 あと、木村様のお話とちょっと共通点があるなと思ったのは、職人さんが優しいですと

いう話で、これはもしかしたら社会のステレオタイプを変えていかなくてはいけないのか

なということと、あと、家庭においても会社においてもすごくサポートを得られていて、
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多分それはきっとお人柄とか、仕事がおできになるので、周りもサポートしてくださると

思うんですけれども、そういう雰囲気というか、いいサポート体制を社会全体にどうした

ら広めていけるかなということを考えていきたいと思います。 

 それでは、知事、お二人のプレゼンをお聞きになりましてどんなご感想をお持ちになり

ましたでしょうか。 

 

■小池知事 

それこそとてもしなやかに、それぞれのお仕事をこなしというかな、お仕事をなさって、

かつ、家庭生活、それぞれエンジョイしておられる、いろんな工夫もしておられるという

ことだと思いました。本当にいいビジネスモデルというか、ロールモデルになってくださ

っているんじゃないかなと思います。 

 木村さん、就寝時間、5時間よ、あれ。大丈夫ですか。ほんと、その辺のところ、大丈夫

かなとちょっと心配になってしまいましたけれど。ほんと、そうやって一人一人実績を積

み重ねておられるのはとてもすてきなことだし、肩ひじ張ってないし、とてもすてきだな

と思いました。ありがとうございました。 

 

■治部 ありがとうございました。そうしましたら、ほかのゲストの方にもぜひお話を伺

っていきたいと思います。最初にデータでお見せしたんですけれども、建設業自体には携

わる女性が少ないんですけど、そういった中で皆さんご活躍をされているわけで、どうい

ったきっかけで今のお仕事に関心を持たれたかというところをきっと皆さん興味があると

思うので、順番にお聞きしていきたいと思います。四十物谷様から、よろしいでしょうか。 

 

■四十物谷 

私が建設業に興味を持ったきっかけなんですけれど、まず、小さいときから家のポストに

広告でマンション、新築マンションとかの間取り図を集めるのがすごい好きで、そこから、

それは小さいときからだったんですけれども、高校 2 年生のときに将来の仕事を何をしよ

うと考えたときに、ずっと小さいときから好きだったものを仕事にしようと思いまして、

大学は建築学科のある大学に進みました。ハウスメーカーの施工管理という仕事をやって

みたいということで、入社してから施工管理に行ったのではなく、入社する前から施工管

理の仕事をやろうと思いまして今の会社に入社いたしました。 

 

■治部 

好きなことがお仕事になっている、すごく幸せなキャリアですよね。 

 

■四十物谷 

そうですね。実際に仕事をやってみて、入社する前と入社した後では仕事に対してイメー
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ジの違いはあったんですけれども、実際やってみたらもちろんつらいこともありますけれ

ども、楽しいことも多いので、この仕事を続けていこうと思っています。 

 

■治部 

ありがとうございました。森嶋様はいかがでしょうか。どういったきっかけで今のお仕事

に入られましたか。 

 

■森嶋 

私は皆様とちょっと違うかもしれないんですけれども、最初は違う業界にいまして、ある

きっかけで、技術研究所の仕上げ材料部門、仕上げというのは建物の化粧のもので、塗装

やらクロスやら、床の材料やらの研究をする部署にいました。そこでとあるときに上司に、

シーリング材というもののワーキンググループのテープ起こしを依頼されまして、そこで

テープを聞いているうちに、北海道の寒冷地の方の職人さんたちのお話だったんですけれ

ども、その話を聞いて、材料は奥が深いなと。寒冷地では寒冷地の気象条件に合わせた材

料を開発しなくちゃいけないというのを見まして、現場のものを知りたいな、実際それを

使ってくれる現場の人たちを自分の目で見てみたいという思いになりまして、そこから少

しずつ現場に行きたいという発想が生まれて、今現在の会社に至っています。ただその当

時は、現場に女性はあまりいなかったです。その当時、もう 20年近く前なのでいなかった

んですが、そのときは、ちょっと考えは浅いかもしれないんですけども、逆に女性がいな

いからこそやってみたいという思いで入りました。 

 

■治部 

テープ起こしを聞いて関心を持つって、すごい好奇心というか、感度が高くていらっしゃ

ったんだなと思いますけど、やりたいことを声に出して言うと、意外とかなうということ

なのかなとも思いました。 

 

■森嶋 

そうですね。そういうふうなことを、私が今までやってきたことを思うとできないことは

ないのかなという、業界は違えど、突然建設業に入ってもいろいろ勉強したりとか、資格

を取ったりすれば、今後も業界にちゃんと仕事ができるかなということは自分が身をてい

して経験したことです。 

 

■治部 

ありがとうございました。佐藤様はいかがでしょうか。 
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■佐藤 

私は大学で電気工学科の方で学んでいたんですけれども、進路を考えるときに、漠然とも

のづくりに携わりたいなというぐらいの気持ちでいろいろ調べていて、メーカーですとか、

電力ですとか、いろいろな業界の話を聞く機会があったんですけど、その中で建設業の話

を聞いたときに、いろんなものづくりがある中で本当に世界に 1 つしかないものをつくれ

るというのに引かれて、今の会社の方を調べたりするようになって、入社するに至りまし

た。 

 

■治部 

ありがとうございました。皆さん自分で考えて、関心を持ってという、すごく自主性を持

ってキャリアを考えているなという感じがいたします。村上様はいかがですか。 

 

■村上 

私は横浜出身なんですけども、ちょうど小学生ぐらいのときにみなとみらいが開発されて

いくような時期でして、だんだんとまちが広がってできていく様子を見て、将来は私もこ

ういうところをつくってみたいなと。そのときにみなとみらいの模型が大好きだったので、

そこから自分でまちとか、開発をしたいと思うようになったのが最初のきっかけです。あ

とは大学生になってからのインターンシップで実際にゼネコンに行って、現場を体験して、

それでゼネコンに入ろうというふうに決めました。 

 

■治部 

実はさっき控室で話しているときに、入ってみたら女性は少なかったんだけれども、入る

段階で皆さん女性が少ないとか、あまりそういうことは考えていらっしゃらなかったんで

すね。専攻に関してもご関心のあることを極めていったという感じなので、そこがすごく

私は共通点があって、好きなことが先にあるというところがいいなと思いました。 

 先程プレゼンの中でお話しいただいた方もいらっしゃるんですけど、次のスライドをお

願いできますでしょうか。 

 やはり皆さん、ご自身がつくっていらっしゃるものとか、かかわっていらっしゃるプロ

ジェクトにすごく愛着が強いなという感じがしたんですけれども、今やっていてすごくう

れしいときとか、よかったと思うときっていうのは何かありますか。 

 

■桑園 

ほかの建築土木とは、ちょっと造園は違うんですけれども、樹木の手入れが主な仕事で、

弱っている樹木をうまく回復させたときですとか、自分がこの庭にこれがいいと思う木を

入れたときに、お客様が、ああ、すごい、庭がよくなったというふうに言ってもらえるこ

とがすごい喜びになりますね。 
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 あと、お客様に樹木の、植物のこととかをお伝えして、よく分かったわというふうに言

ってもらえると、そういう伝えるということもできるので、そこはすごいやりがいになっ

ています。 

 

■治部 

ありがとうございます。たしか四十物谷様、1つ、改善を実際に手がけられたところがあっ

たと伺いましたが。 

 

■四十物谷 

職場環境に関してなんですけれども、私、じゅうたく小町部会という団体に所属していま

して、実際、部会の中でアンケートを行ったときに、仮設トイレがイメージが悪いという

ことで、私自身も実際入社した当初は使用していなかったんですけれども、平成 27年から

女性専用トイレとしまして洋式トイレの仮設トイレを現場に設置して、従来の和式の仮設

トイレと洋式トイレ、女性専用ということで現場に入れて、実際使ってみたところ、とて

もやっぱり使いやすいんですね。実際今は小学校でも、だんだん和式が少なくなってきて

いて、和式の使い方が分からないお子さんとか、いらっしゃいますね。実際現場の職人さ

ん、男性の方なんですけれども、洋式のトイレを使っていただいたときに、やっぱり高齢

者の方だと座ったり立ったりする姿勢がつらいということで、男性の方たちも使ってみた

いという声を聞きました。 

 では、女性専用トイレではなくて男女兼用の仮設トイレということで、快適トイレ推進

プロジェクトというのを始めまして、住宅メーカー、仮設トイレメーカー、レンタル業者

の方々と快適トイレ推進プロジェクトというものを低住協の方で発足させまして、現在快

適トイレの住宅現場への普及を行っています。 

 その普及に伴って、災害のときにも、現場に仮設トイレが足りないという声も聞きまし

て、建設現場に快適トイレを置くことによって災害時にも活用できるようにと普及を行っ

ています。 

 

■治部 

おそらく最初、女性という視点から現場に洋式トイレを入れられたと思うんですけども、

男性にとってもその方が負担が少なかったということで、これ、多分ダイバーシティの意

味だと思うんですが、違う視点が入ってくることによってだんだんよくなっていくとか、

新しく改善が生まれやすくなるというところのお話だったかなと思うんですけれども、さ

っき実は控室で話をしていて、2つ論点が出てきて、やはり女性が少ない中で女性が働きや

すくしていく必要があるねというお話と、いやいや、女性とか男性とか、意識せずに能力

を発揮したいよねと。大体女性活躍の議論ってこの 2 つが出てきてぐるぐる回るんですけ

れども、知事、その辺りどういうふうにお考えになりますか。 
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■小池知事 

そうですね。やっぱり女性が加わることによって新しい視点が加わる。それによって、例

えばイノベーション、イノベーションというのは単に技術とか機械とか、そういうことだ

けじゃなくて仕事の仕方なども変わってきたりですね。さっき木村さんもおっしゃってい

たとは思いますけれども、働きやすいというのは、別に男性でも女性でも同じことで、そ

こをまさしく今、働き方改革ということが一番大きなテーマになっておりますけれども、

そこをやはり女性が加わることによって職場が変わっていき、最初は戸惑いもあるけれど

も、例えば先輩の方で子育ての方がいらしたりすると、そういうのって企業側の方も、事

業者側の方もノウハウが蓄積されて、そして、自然にそこは改善されていくのじゃないか

なと。 

 今、いろんなところで戸惑いがあると思うんですけれども、でも、建設関係の分野でも

こうやって既にロールモデルの皆さんがおられることで、きっといろんな切り口、新しい

切り口が働き方、そして事業者の考え方そのものも既に変わりつつあるんじゃないかなと

思っています。 

 

■治部 

ちょっとスライドをまた戻していただいて、私、佐藤様に電気工事のどういうところがお

もしろいかというのを聞きたいと思っているのですが、よろしいでしょうか。 

 

■佐藤 

電気工事の魅力は、やはり今使っている建物とかで電気が要らないものってないと思うん

ですけど、その中身を普段見ることができない部分まで見られるというのが魅力的で、普

段使っているエレベーターですとか、照明器具だったりとか、あと、コンセントまで、ど

ういうふうに作られていて、どういうふうに動いているということを知ることができると

いうのが、私は魅力的だと思います。 

 あとは、電気、必ず使うので、社会の役に立っているなと感じられることも大きな魅力

の 1つだと思っております。 

 

■治部 

ありがとうございました。確かにあって当たり前と思って使っているので、ブレーカーが

落ちるだけで大騒ぎするのが素人ですけれども、中身の仕組みを知っていると、きっとま

た全然違うんでしょうね。ありがとうございます。 

 村上様はいかがですか。小学生の時のみなとみらいの模型のお話がありましたが、実際

にそのようなお仕事に携わっていらっしゃいますよね、駅等で。 
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■村上 

そうですね。今は鉄道工事に携わっているんですけれども、その前は東京駅の丸の内側で

広場の整備をさせていただいていました。そういったところを実際つくって、まちの皆さ

んに使っていただくというのはすごく魅力のあることです。 

 先程プレゼンテーションの中でもお話がありましたけれども、そこに至るまでの経緯が

やっぱり重要で、自分たち、私たちだけではできなくて、職人さん一人一人の力があって

初めてものができるので、みんなで力を合わせてつくって、実際お客様に使ってもらうと

いうのが一番の魅力だと思ってます。 

 

■治部 

森嶋様にちょっと仕上げのことをもう少し伺いたいんですけれども、今実際現場に出てい

かれるようになって、何か仕上げてこれはおもしろかったというようなプロジェクトとか

というのはありますでしょうか。 

 

■森嶋 

私の職業というか現場は、主に新築ではなくて改修工事、老朽化した建物とか、10 年、20

年たった建物をきれいにする、直すという工事を全般的にやっております。実際、建物を

直すにはどうしたらよいか。まずそこを計画をしなくてはいけないので、どうしたらきれ

いに元に戻るかという計画をやっております。最近ですと、まったく計画段階なんですけ

ども、歴史建物の保存物を現状に復元したいというお客さんの要望があって、そこに今携

わってやっております。100年前の建物だったりとかするので、そのときの現状の写真を見

ながら、そのときはどうだったのかということを今試行錯誤しながら、では、私たちがど

うやって補修して、直してやっていくべきかということを今やっております。 

 

■治部 

ありがとうございました。論点がまだあるんですけども、実は今日皆さんおいでいただく

ときに、知事とお話しできるということでいらしていただいていると思うんですね。おそ

らく知事に質問してみたいとか、お聞きになってみたいことがあるんじゃないかなと思う

んですけれども、せっかくなので何か皆さんから知事にお聞きになりたいことがあったら、

ぜひ伺ってみたいなと思います。といっても全然今のは打ち合わせなしに私が振っている

ので、お考えになっていただく間に私の方から伺ってみたいと思うんですが、業界に女性

が少ないという意味では建設業もそうですし、政治の世界もまったく同じだなと思うんで

すね。やはり女性が少ない業界で活躍されてきてトップに行かれている知事からご覧にな

って、皆さんにアドバイスであるとか、何かあったらぜひお願いしたいなと思っています。 
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■小池知事 

そうですね。政治の世界に特に女性が少ないというのは日本の特徴と言ったらあれですけ

れども、世界のランキングで、様々な指標があるんですが、毎年公表されているあるラン

キングでは、これだけ女性が輝くとか、活躍とか言っているわりにはどんどんランキング

を下げているという現状です。 

 一言で言うと、それは、私は日本が何もせずに女性の活躍と言っているだけではなくて、

ほかの国の方が女性をもっと生かそうという意志が固い、そして、実際にそれが進んでい

るということにほかならないと思っております。 

 だから、私は政治の世界もそうでありますけれども、もっともっと女性はここまでよと

か、何か制約を決めずに進めていけば必ず、「求めよさらば与えられん」じゃないですけれ

ども、そこは必ず道ができてくるものだと思います。 

 それから、ほかの諸外国を回ってみましても、女性は当たり前のようにトップでいたり、

当たり前のようにいろんな業界でばりばり働いていたりということがあります。どうも日

本の場合は女性の働く分野のみならず、すごく自縄自縛に陥るケースが多いんじゃないか

なと思うんですね。それが結果として今日本が置かれている立場が、女性のランキングだ

けじゃなくてずるずると下がってしまっている状況なのではないかなと思います。 

 今ワールドカップをやっているけれども、あそこの周りの広告を見ていると、いくつか

知っているグローバル企業はあるけれども、全然知らない企業がいっぱい出てて、それは

新興国の会社がスポンサーになっていると。あれを見ていると、昔は日本の企業がばんば

んああいうところにスポンサーで出ていたのが、今は多分ゼロだという話。 

 事程左様に、私は、ここは女性がまさしくどんどん活躍することが、こうやってちょっ

と停滞気味の日本を元気づかせる一番の方法なんじゃないだろうかなと思っております。 

 政治の世界は少ないというのは、大変だと。男の世界だと思われているからだと思いま

すけれども、やはり物事を決める場所が政治なので、そこに女性がいないと、意思決定の

場にいないとなかなか変わらない。ですから、皆さんも意思決定の場に行けるように頑張

っていただきたいなと思っております。 

 

■治部 

皆さんから何かお聞きになりたいこととか、もしあったらぜひ、いかがですか。 

 

■木村 

私も 16年前に建設業に入りましたので、当時は非常に女性が今以上に少なかったんですけ

れども、やはり女性だからといって、当時、先程知事はしなやかにとおっしゃっていただ

いたんですが、当時は非常に肩ひじを張って、ばかにされないように頑張ろうというよう

な気持ちで建設業に入ったというのがあります。 

 知事も非常に女性が少ない中、初めての女性の知事ということで、何か女性だからとい
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うことで、例えば苦労したことですとか、あるいは、女性だからここだけは気をつけてや

っておこうとか、何か思いを持ってやられていたことがあったら教えてください。 

 

■小池知事 

あまりないんです。あまりないんですが、でも、せっかく初めての東京の女性知事になっ

たんだから、やはり未活用エネルギーの女性がもっともっと東京で生かされればいいなと

思っていますので、待機児童対策とか、今は例の児童虐待の話、ありますよね。やはりこ

こなども、より心を込めて対応、対策が出ればいいなと思っていますし、女性だからとい

う部分もプラスアルファでありますが、基本は、行政というのはある意味お堅く、そして、

継続でという、ベースはできるだけ外さないようにしようと思っています。ただ、変える

べきは変えると思っているところは大胆に変えていこうというふうに思っています。要は、

後から後悔するよりは、すべきだなと思ったことは行うという考え方であります。 

 

■治部 

ほかに何かお聞きになりたいこととかあったりしませんか。どうですか。 

 

■小池知事 

東京駅、あれ、私がつくったのよというのは、すごいですね。 

 

■治部 

誰にでも通じますよね。残っている論点に行きたいと思うんですけれども、これまで皆さ

ん職場で、4番の女性が活躍できる職場環境、職場で、とはいえ、これは女性が少ないから

なのか、ほかの業界にもあると思うんですけれども、職場で苦労されたこととか、それを

どういうふうに乗り越えたかとか、上司とか先輩のアドバイスでこういうことがよかった

よみたいなことがもしある方、いらっしゃいましたらお話を伺ってもよろしいですか。ど

なたかいらっしゃいますか。いかがですか。 

 

■村上 

ちょっと話が違うかもしれないんですけれども、私、女性を活用することをこれからどん

どん増やしていくにはどうしたらよいかというのを思うことがあるんですけれども、私の

会社で「やらせてみよう、思い切って、やってみよう思い切り」というスローガンがあっ

たんですよね。やっぱり女性だからといって危ないところは行けないとか、早朝だからち

ょっと女性はとか、夜遅いから女性はとか、女だからということを考えないで、周りの人

がやらせてみてください。やらせてみることによって、女性はそれを返してきます、やり

ます。だから、それを声を大にして言いたいなというところはあります。 
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■治部 

お互い遠慮しちゃうようなところがあったというところでしょうかね。いかがですか。四

十物谷さん。 

 

■四十物谷 

女性が活躍できる職場環境としてなんですが、実際、女性出産・育児としていく中で、育

休という制度が女性が取らなきゃいけない制度だと思っている男性の方も多くて、男性の

方にアンケートを行った内容としては、育休が取りにくい理由として、前例がない。そも

そも有休が取りにくい仕事場であるということが挙げられていて、意識改革というか、男

性が積極的に育休であったり、そういう制度を使っていくような前例をつくっていくこと

によって女性の現場復帰が早くなったりとか、出産して、内勤ではなくて現場へ出ていく

職業として復帰できるような職場環境をつくっていくことが今後大事な制度であったり、

取り組みであったりと思います。 

 

■治部 

今のお話に関連して桑園様の会社では、前例が 2 つぐらいあったことによってご自身が働

きやすかったということなんですけれども、どんな感じで、例えば最初に育休を取った方

の経験とか、復帰後の皆さんのサポートの仕方というのが、おそらく皆さんにちゃんと知

識として共有されたのかなという気がするんですけれども、どんなふうになされたんでし

ょうか。 

 

■桑園 

やはり最初の 2 年前の営業事務の女性が復帰する際には社内でも検討が入ったらしいんで

すけれども、実際復帰されて、急な休みとかもあるんですけれども、会社にしっかりと来

て仕事はできているということと、あと、どのくらい休むかということが会社としても把

握ができましたので、それで次に私が復帰するときに、このくらいの仕事量だったらでき

るんじゃないかというのを、会社側がシミュレーションできたんだと思います。実際何も

分からない状態ですと、入って、どういう状態で仕事ができるのかというのが分からない

と、会社側も二の足を踏んだんだと思うんですけれども。その営業事務の女性が休むとき

にも、今日は彼女、子どもが熱を出して休みだから、ほかのサポートに入ってほしいとい

うことが社内でも回っていましたので、そういうことがあって社内全体が、子育てする人

はこういう働き方をするというのが実際経験として分かっていたので、私のときにも協力

体制がしっかりできていたんだと思います。 

 

■治部 

それをちゃんとみんながサポートするというのが、すごくいい雰囲気の会社なんじゃない
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かなと思いました。 

 出産に限らずなんですけれども、今、四十物谷様からお話もあったんですが、女性がワ

ーク・ライフ・バランスを取りやすいということだけじゃなくて、男性も今、共働きが増

えているので、どちらにとっても働きやすいようにしていくということが必要なのかなと

思うんですけれども、そういったところで、多分大企業ですとまた制度の整い方とかも違

ってくるのかなという気がしておりまして、村上様のお勤め先では、その辺りの就労継続

とか、もしくは男女ともに事情があったりするときにどうやって続けていくかというサポ

ートの制度とか仕組みを周辺で見聞きすることはありますでしょうか。 

 

■村上 

育児に限らず、介護についても休業を取れるような体制はもちろんあるんですけれども、

わが家の場合は、私も土木職で、夫も同じ会社でして、子どもが生まれたときに育児をし

たいということで、夫の方が育児休業を取りました。1カ月半ぐらいだったんですけれども、

その部署で初めて取るということだったのでなかなか大変だったみたいなんですが、それ

で休暇を取って、子どもと家事と向き合って今に至るので、今も急なお休みとかは分け合

って、私だけに負担がかからないようにということで家庭内はしています。 

 そういったことも社内ではこれから少しずつなんですけれども、多分広がっていけばい

いなということで、夫婦ともどもそんな考え方です。 

 

■治部 

私、女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議というところの委員をしているんですけれども、こ

の間のテーマが、男性の家事・育児参加だったんですね。やっぱり女性の活躍といいまし

ても、人間 1 人しかいませんから、外で 1 人分働いて、家事・育児 1 人分やるって無理じ

ゃないですか、物理的に。やはり女性が外に出ていくことと男性が家庭とか地域のことを

分けるというのは、完全に一緒に進めていく必要があるなと思っておりましたので、今日

はお話を伺っていて、すごく納得感がありました。ありがとうございます。 

 そうしましたら、次のトピックとしまして、ライフ・ワーク・バランス、これ、都では

ワーク・ライフ・バランスではなくてライフ・ワーク・バランスというふうに知事がおっ

しゃっているんですけれども、一日のスケジュール、先程木村様と桑園様のお話を伺った

んですけれども、あとの 4 人の方にもご用意いただいておりますので、そうしましたら、

村上様からご紹介いただいてよろしいでしょうか。 

 

■村上 

円グラフにある通りなんですけれども、基本は朝起床、身支度して、朝食準備、子どもの

身支度と保育園の送りは夫が担当しています。私は夕方お迎えに行くので、その分朝は少

し早く会社に行くようにしています。7時半には事務所に着くように行って、今現在は工事
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事務所なんですけれども、その中で設計変更といいまして、土木職は自然の条件とか、何

が出てくるか分からないといった条件も多いので、そういったところを契約を見直してお

金を取ってくるというところの仕事をしておりますので、午前も午後もそういった仕事の

書類作成等をメインで行っています。 

 夕方は保育園のお迎えに行って、夕食の準備、お風呂に入って、子どもがまだゼロ歳な

ので、8時には寝てしまいますので、その後は自分の自由時間で、たまにはビールを飲んだ

りして 11時ぐらいに寝ます。以上です。 

 

■治部 

お昼寝の時間がちゃんとあるところが、つまり、5 時 15 分に毎日起きるって結構大変なこ

とで、それはやっぱりお昼寝がすごく効くという感じですか。 

 

■村上 

そうですね。事務所にお弁当が届くものしか食べないようにしているので、外には食べに

行かないでお昼寝の時間を取っています。 

 

■治部  

ライフ・ワーク・バランスですよね、まさに自分の体力を確保する。ありがとうございま

した。次のスライドをお願いします。四十物谷様、お願いします。 

 

■四十物谷 

私は基本現場へ朝直行していまして、8時に現場朝礼、ラジオ体操を行いまして、現場が 1

つではないので、複数の現場を回っています。午前中は大体現場回りで、何かトラブルが

あったら対処したりとか、そこの現場の職人さんの方たちとコミュニケーションを取った

りして、お昼 12時から昼食、午後にまたほかの現場に回りまして、進捗状況を確認したり

します。 

 大体 15時に支社に戻りまして会議、現場書類の作成などを行いまして、基本的に施工店

さんとの打ち合わせなんですけれども、会社でやることもありますが、どうしても施工店

さんの数が多いので電話でのやりとりが主になっています。大体 19時ぐらいに退社しまし

て、20 時に帰宅して、それから自分の時間ということで家事をしたり、あとは資格の勉強

を行ったりして、大体 24時に就寝ということです。 

 

■治部 

ありがとうございます。やっぱり朝礼というのがお仕事上の特徴。皆さん結構朝礼がある

なと思ったんですけど、朝、一般の事業会社より早いですよね、スタートが。これは天気

にもよったりするんですか。 
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■四十物谷 

工事の内容としては、もし天気が悪かったりすれば、作業を行う場合もありますが、基本

的にはどこかしらの現場は動いているので、そこの現場に行って、朝、連絡調整を行った

り、現場朝礼を行ったりしています。 

 

■治部 

ありがとうございます。では、次のスライドをお願いします。佐藤様、お願いします。 

 

■佐藤 

私は起きて、最初に家事と掃除を子どもが寝ているうちにやってしまって、子どもが起き

てからは子どもの朝食でしたり、着替え等、保育園に送り出す準備をしています。基本的

に保育園の送り迎えは夫が、仕事が遅くならなかったり、早く行かないときはお願いして、

その時間に私は通勤をしています。 

 私の今の勤務状態なんですけど、現場にはほとんど出ずに、事務所の方で図面を制作し

たりとか、あとは技術計算を行ったりしています。昼の休憩を挟んで、引き続き午後も定

時の 17時まで午前中の作業を引き続き行っています。 

 帰宅してからは夫がお迎えに行っている間に夕食の準備をして、夕食を食べて、片づけ、

あとは子どものお風呂であったり、寝かしつけを終わらせてから自分のお風呂であったり、

自由時間で、大体 22時前後に就寝という形になっています。 

 先程の控室の話でも、朝が早いというふうにおっしゃられていたんですけど、寝るのも

その代わり早くて、朝早いのは睡眠時間を確保するためで、寝る時間を決めてしまわない

とずるずると夜更かしをしてしまって、睡眠時間が短くなってしまうと一日がつらいので、

6時間睡眠を確保するために早起きをするようにしています。もともと早起きが得意だとい

うのもあるんですけれども、こういうふうなスケジュールで一日過ごしています。 

 

■治部 

私が出版社出身で、すごい朝も遅く、だらしない生活だったせいかもしれないんですけど、

皆さんすごいきっちりとしているなと思いました。 

 あと、家事・育児をシェアしているというのが、今日の 1 つの大きな発見でして、女性

が少ない業界でも出産後も就労継続されている方って、家庭内が男女平等なんだというの

が、今日の発見として非常によかったなと思っています。睡眠時間が 10時から 4時まで固

定ですか。飲み会に行って遅くなっちゃうとかというときもありますか。 

 

■四十物谷 

そうですね。そういう飲み会とかに出席するときは遅くなっちゃうんですけど、そういう
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ときは家事の時間を減らしてゆっくり寝ていたりすることもあります。 

 

■治部 

どうもありがとうございました。では、次のスライドをお願いします。森嶋様。 

 

■森嶋 

私は 5 時半に起床しまして、家事、高校球児の息子がいますので、お弁当は必須、量も多

いんですけども、朝食の支度をしております。6時半に子どもの送り出しとともに、同じ時

刻に私も出かけます。出かけて通勤するんですが。朝礼は 8時になりますので、7時半に現

場に到着したら、職人さんと打ち合わせをしながら朝礼に参加、朝礼参加が終わって朝礼

が終わると 8時 15分ぐらいに施工の指示、本日の作業内容等々、不具合がないかとか、施

工管理の状態を見ながら現場巡回をします。12 時から 1 時まで昼休みになります。私の方

も、やっぱり現場が 1 つではなくていくつもの現場を掛け持ちしていますので、午前中の

うちに 1件回るときもあるし、2件、3件というときもありますので、そのような形で動い

ております。 

 午後はまた、いつもいつもではないんですけれども、新しい現場の現地の調査をして次

の仕事につなげることをしています。その中で調査と打ち合わせを行って、大体 3時、4時

ぐらいに帰社をして、その結果を、見積もり作業と報告書作業を、写真整理等々を夕方過

ぎ、19 時まで行うような形になっています。大体 7 時過ぎぐらいに帰社をして家に着くよ

うな形になります。19 時 45 分ぐらいに、45 分ぐらいかかるんですけども、着くような形

いなります。 

 帰ってから家事、家のご飯の支度、食事等々を済ませて、食事を済ませた後に、また私、

朝早くに家事がなかなかできないので、起きれないので、前の日に済ませて、洗濯等々、

お弁当の支度とか、下ごしらえとかして、すべてが終わってからお風呂、自由時間になっ

て、11時半から 12時ぐらいに就寝ということになります。 

 

■治部 

お弁当、立派ですよね。ありがとうございます。でも、皆さんお仕事、やっぱり午前中に

外で現場を見たり、回られて、午後に書類を作成するという感じの流れが多いのかなと思

うんですけれども、ちょっとライフ・ワーク・バランスに関連しまして、今働き方改革っ

て、多分どの業界でも、どの会社でも言われていると思うんですけれども、皆さんのなさ

っている業務の中で、比較的お若くて社歴の浅い方はあまり昔と比較というのはないかも

しれないんですけれども、昔よりも業務が効率化されたとか、逆に働き方改革でちょっと

大変になったところとか、何かお仕事に影響が出ていることって、もし思いつく方、いら

したら、どなたか。いかがですか。 
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■木村 

やはり入社した 15年ちょっと前のころは、建設業というと、本当に就業時間が長くて、朝

8時から当然現場は始まるんですけれども、5時に職人さんが帰った後、それから打ち合わ

せをしたりとか、会議の開始が 7 時とか 8 時とかというのが当たり前の時代でした。それ

が今では、やはり会議は必ず時間内にやろうということで、就業時間の 8 時から 5 時の間

に必ず会議をやるというふうになったりですとか、あるいは、それぞれ残業当番みたいな

ものをつくって、残業を早く切り上げようという声をかける当番をつくったりということ

で、皆さんがなるべく早く帰れるようにということで書類等も簡易化されたり、そういっ

た動きがだいぶここ数年で出てきているかなというふうに感じます。ですので、帰社時間

も皆だいぶ昔よりも早くなって、残業時間も非常に減ってきているかなというふうに感じ

ます。 

 

■治部 

やっぱり影響が出ているんだなというふうに今思ったんですけれども、いかがでいらっし

ゃいますか、四十物谷さん。 

 

■四十物谷 

私自身がまだ社歴が浅いので、昔との比較というものができないんですけれども、実際私

は土日休みで週休 2 日なんですけれども、現場自体は土曜日も動いていますので、土曜日

にどうしても電話がかかってきてしまうということで、基本、土曜日は休みでも、プライ

ベートでどこか出かけていても、携帯は基本的に持ち歩くというのが原則となっていまし

て、今回の働き方改革で 4 週 5 休ということで、土日も現場も休みの日が徐々に導入され

ていまして、今後土曜日、もう仕事のことは気にしなくてもいいような仕事ができていく

のかなと思っています。 

 

■治部 

森嶋様はいかがですか。 

 

■森嶋 

私はゼネコンさんの仕事をしている専門工事業なんですけども、現場でもノー残業デーを

採用しているところがありまして、水曜日にはノー残業デーで、職人さんは 16時半には作

業を終了して、17 時には撤収ということで徹底しております。これは 2 年ぐらい前から行

っていることで、最初はそんなことできるわけないという声がすごく上がっていました。

ただ、始めていくうちに、みんなそれが当たり前のようにだんだんなってきまして、今日

はノー残業デーだから、仕事の配分を考えて仕事をするということが多くなりました。 

 付け加えて、最近は週休 2 日制を建設業でも導入していますので、月に 2 回は土曜日を
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お休みにしようという取り組みをしていまして、やはりそこもだんだんだんだん浸透して

きていまして、よって私も土曜日が休めるようになりました。なので、そこら辺がすごく

改善されたような気がします。 

 

■治部 

着実に現場に下りてきている感じがするんですけども、桑園様、植物は土日も関係なく育

つというか、別に 1日、2日では育たないとしてもまったく天候次第じゃないですか。お仕

事は今どんな感じですか。 

 

■桑園 

私は現場代理人で、直接作業をするのではないんですけれども、やはり土曜日、日曜日は

さすがにないんですけれども、虫が発生したですとか、木が邪魔だという電話が入ってく

るんですけど、自分が休みの場合は電話を受けて、そのまま職人さんの方に出動できない

かというふうな確認をして現場に行ってもらうような形が多いので、直接自分が現場に行

って作業をしてはいないので、その辺は先程の携帯を手放さないということだけ守ってい

れば、現場は回るようにはなっています。 

 

■治部 

そうしましたら、ちょっと用意しました最後のトピックに移りたいんですけれども、キャ

リア形成について、皆さんの中で何人かお伺いしたいと思うんですけれども、知事からは、

女性もどんどんトップへということをお話をいただいておりますが、皆さん、今後どんな

お仕事をされていきたいかとか、今後の展望ですとか、こんなプロジェクトをやってみた

いみたいなこととか、社長になりたいみたいな、ここで宣言していただいてもいいかなと

思うんですけれども、何かぜひ今後のこんなことを考えていますとか、会社に限らず、場

合によっては皆さん様々なネットワークにかかわっていらっしゃると思いますので、業界

全体の活性化に関するようなことでもいいんですけれども、何かこういうことを今後され

たいということがありましたら。森嶋さんは控室でお伺いしたような気がするんですが。 

 

■森嶋 

私は日本建築仕上学会女性ネットワークの会という会に所属しております。私の職場が、

女性がほとんどいないので、なかなか同じ女性同士の話を聞くことが少ないので、この会

を通じて同じ気持ちを持っている方、異業種というか、業種が違う人がいるんですけれど

も、または会社の違う人、その人たちの横のつながりを持って、コミュニケーションを取

って、いろいろなものを取り入れていこうと思っています。 

 今は、活動としては講演会をやったりとか、先程言っていた中学校の現場の体験授業、

そういうものも会の中でやるようにして、何件か取り扱いしています。高校生、女子高校
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生の左官工事をやったりとかもしました。皆さん、興味を持ってすごくやられて、中には

ものづくり、おもしろいねと言ってくれる学生さんもいたので、そういう活動を通じてた

くさんの女性が建設業に向かって入ってみたいという思いが少しでも伝わればいいなと思

って今活動しております。 

 

■治部 

ありがとうございました。そうしましたら、村上様はいかがでしょうか。今まさに取り組

んでいらっしゃるプロジェクトがすごく大きいので、きっとそれをまずということかと思

いますけれども。 

 

■村上 

そうですね。今、私の現場ではオリンピック、2020 年のオリンピックに向けて工期が決ま

っているので、正直土日のお休みもない状態で現場は動いています。私自身は土日、お休

みはいただいているんですけれども、そういった中で、これから自分としては現場でずっ

とこの後も働いていきたいとは思っているんですが、今現在お金関係をやっていて、これ

からどういうふうにキャリアを形成していこうかなというのは、まだまだ悩んでいるとこ

ろですし、現場に出ている中で、弊社の中で私が年が一番上なので、そういった中でもこ

れからどうしていこうかな、後輩のことも含めてどうしていこうかなというのはちょっと

まだ考えている途中です。 

 

■治部 

何か今日伺っていた中で、短い時間でしたけれども、建設業のイメージがすごく変わった

というか、多分皆さんご自身が好きなお仕事をされているからだと思うんですけど、すご

く生き生きとお話をいただいたので、こういった取り組みが都のウェブサイト等々でも発

信されると思うんですけれども、より多くの方に伝わったらいいなと思いました。今日は

どうもありがとうございました。そうしましたら、知事から最後に一言、ご挨拶をいただ

けますでしょうか。 

 

■小池知事 

皆さん、とても本音、そして、日々の様々な生活の一片をのぞかせていただくような、そ

んな機会になりました。みんな早起きなんだなと思って、そして、時間のやりくりという

のに大変ご苦労もなさっている。でも、皆さん、今日も生き生きとしておられます。子育

てもそれぞれのお子さんの成長に応じて、高校球児なんですか。そして、まだゼロ歳。い

ろんな経験をこうやって業界の中の女性同士で、また改善策をみんなで見つけていくとか、

ぜひこの機会にさらに皆さんが元気で、そして活躍してくださることを期待をいたしてい

ます。 
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 こういうところを直してくれたらいいのになということで、行政などでお手伝いができ

ることがございましたら、どうぞおっしゃっていただきたいと思います。人口の半分は女

性、この女性が輝くこと、それは東京が輝くことだというふうにあらためて今日は感じた、

そんな懇談会になりました。本当にありがとうございました。これからも病気やけがなど、

気をつけながら頑張っていただきたいと存じます。ありがとうございました。 

 

■司会 

ありがとうございました。これをもちまして、女性が輝くＴＯＫＹＯ懇話会、建設業編を

終了いたします。どうもありがとうございました。 

 

 

（終了） 


