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■司会 

お待たせいたしました。これより、女性が輝く TOKYO懇話会運輸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おります。報道機関の皆さまは懇話会の冒頭か

ら終了まで取材が可能です。それでは、始めに、小池百合子東京都知事よりご挨拶申し上

げます。 

 

■小池知事 

皆さん、こんにちは。今日は、女性が輝く TOKYO 懇話会、ご参加いただきまして、誠に

ありがとうございます。この懇話会にはさまざまなジャンルで活躍しておられる女性の

方々、お招きいたしまして、ご苦労、楽しいこと、こうしたいというような夢などなど、

直接伺っているところです。いつも治部さんが皆さんからいろんな意見を引き出していた

だくということで進めております。1回目は建設業の方々、建設業で働く女性の皆さんにお

越しいただきました。自分の好きなことを仕事に選んで、そして、また、仕事の、1日の時

間をやりくりしながらということで、同じ業界の方々なので、それはそれですごく話が通

ずるところもあったりして、そして、また、私にとりましても大変参考になったところで

ございます。 

2回目の今回ですけれども、運輸業界の皆さま方にお集まりをいただいているということ

でございます。運輸業、人さまを運んだり、物を運んだりということで、今物流のほうの

問題というのは大変大きな課題であり、また、時差 Biz などをすることで、どうやって混

雑の分散をしていくかなどなど、とても現代的なというか、今の課題かと思います。経済

活動の動脈の部分を支えておられるかと思いますが、まだまだ女性の参画が少ない分野で、

皆さんバリバリ働いていらっしゃるかと思います。そういう中で、今日は皆様方が何を考

え、また、どういうことからこの分野を、そもそも選ばれたのか、そして、仕事をしてみ

て、こんなことがある、子育てでこういう問題に直面していますと、たぶん女性の多くの

方々が直面しておられる課題、皆さんもお抱えになっていることだと思いますので、今日

はざっくばらんなところでお話を伺えればと思っております。 

本日のゲストは、運輸業といっても、たくさん種類がございます。航空、トラック、鉄

道、バスということで、運輸といっても、いろんな分野があるので、それぞれご事情も違

うかと思いますが、どうぞ今日はこの時間、皆さんとともに、女性が輝く東京であり続け

るために何が必要なのか、共に考えてまいりたいと思います。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。ここからの進行は、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し、治部さんから本日のゲストの皆さまをご紹介いただきます。

それでは、よろしくお願いいたします。 
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■治部氏 

皆さん、こんにちは。本日モデレーターをさせていただきます、ジャーナリストの治部で

す。どうぞよろしくお願いいたします。今日すごく楽しみにしてまいりました。先程知事

がおっしゃったように、皆さんのお仕事って、無いと生活が止まってしまう、仕事も止ま

ってしまう、すごく大事なことで、どんなお仕事なのかとか、あとは、どうしてそのお仕

事を選ばれたということを、私もすごく聞いてみたいなと思って、今日はまいりました。 

まずは、私から、本日おこしいただいた 4 名の運輸業で活躍する女性ゲストの方をご紹

介したいと思います。私のほうから左回りに、時計回りにご紹介していきたいと思います。

こちらが益田理美さんです。益田さんは小田急電鉄株式会社にお勤めです。駅係員、車掌、

運転士といった現場でのご勤務を経て、現在は管理部門の安全マネジメントをご担当され

ています。よろしくお願いします。こちらが齋藤里奈さんです。齋藤さんは東京港運送株

式会社にお勤めです。4トントラックの運転者として、大きなトラックですよね、乳製品や

練り製品の配送業務をご担当されています。よろしくお願いします。これが、齋藤さんが

普段運転されているトラックですよね。かなり大きいですよね。よろしくお願いします。

こちらが山﨑美香さんです。京浜急行バス株式会社にお勤めで、羽田空港発着のリムジン

バスの運転手としてご活躍です。よろしくお願いいたします。こちらが株式会社 JAL エン

ジニアリングにお勤めの、甲斐瑠美さんです。甲斐さんは航空機の整備士として、機体の

整備と、整備の計画や調整をご担当されています。よろしくお願いいたします。 

 本当に運輸といっても、地上を走るもの、空を飛ぶもの、それから、レールの上を走る

ものと、道路と、本当に多様だなということを、皆さんのお仕事からも感じるわけです。

まず、なぜこういった会を都でやっているかというところに関わってくるんですけれども、

運輸業における女性活躍の状況というものを、マクロなデータのほうから見ていきたいと

思います。最初のスライドをお願いいたします。こちら、産業別の女性の就業者と就業比

率なんですけれども、ご覧いただくと分かるように、右から 2番目の丸をした所が運輸業・

郵便業ですね。女性の就労比率というのがすごく低くなっています。第 1 回目に建設業の

方々にお集まりいただいたのも、こういった事情からで、女性が少ない、逆に言えば、今

後活躍の余地がまだまだあるような分野で、皆さんどういうふうにお仕事をされているか

ということを伺っていきたいと思います。 

 運輸業とひと口に申しましても、いろいろなお仕事があります。皆さん、いろいろな所

からいらしています。その中で、一番左側の赤丸をしている航空運輸業に関しては、女性

の割合が結構高くなっていますよね。これはご想像つきますように、客室乗務員の方です

とか、地上の勤務で、結構女性がたくさんいらっしゃるってことなので、少し特殊事情が

あります。その他ですと、道路貨物運送業とか、鉄道業、道路旅客運送業ということにな

ってきますと、女性の割合が非常に低くなってきています。 

 一方で、今度、業界別に見ていくんですけれども、航空業界を見ていきますと、どれぐ

らいの人が利用していくかという実績を見ますと、リーマンショックの後、どんどん下が
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っていって、東日本大震災のときに底を打って、だんだん最近は LCCの就航によって、ど

んどんお客さんが増えてきていることが、非常にグラフでもよく分かるかなと思います。

そういった中で、使用されている航空機の数も増えておりますし、それを整備する整備士

さんも数がすごく増えているということが分かります。平成 27 年と 28 年の差がすごく大

きくなっていますよね。整備士の方の年齢構成、これはかなり山があって、みんないつも

コンスタントに採用されているわけでは必ずしもないのかなという気がいたします。40 代

の半ばの所にすごく大きな山があるんですが、それよりも若い世代ですと、とても減って

いますよね。なので、今後 15年ぐらいでその方たちがリタイヤしていくと、ちょっと人が

減ってきてしまって、困るのかなと思います。一方で、20 代の半ばの所にもう一つ山があ

りますので、その方たちが仕事が続けられることがすごく大事になってくるかなと思いま

す。そのためにいろいろな取り組みがありまして、整備士の方を増やすためにどういうこ

とをしていったらいいかということで、特に若い方の関心を高めるための取り組みとか、

今日のテーマに関わりますけれども、女性の整備士さんを増やすための試みということで、

業界のほうで頑張っておられます。 

 次はトラック業界なんですけれども、こちらも増えてはいるけれども、というところを、

次のスライドから見ていきたいと思います。日本全体が高齢化しているので、全産業で比

較的中高年の割合が高いんですけれども、中でも道路貨物運送業の方というのは中高年の

割合が高くなってきている。全産業と比べて 10パーセントぐらい高くなってきているとい

うことがあります。その一つの、たぶん原因として、労働時間がかなり長くて、きついお

仕事であるということがあるかなと思います。緑色のライン、全産業と比べたときに、運

転手さんの労働時間というものが結構長いことがお分かりいただけるかなと思います。こ

ういった中で、トラック業界としても就業促進に関する取り組みというものをしておりま

して、特に女性の活躍推進を進めていると。トラガールっていうのを、私、今回初めて知

ったんですけど、かわいいですよね。トラックガール、トラガールというものを進めてい

ます。これは国土交通省ということで、中央政府としても進めているという、そういった

ものになっています。全日本トラック協会として、業界団体としても進めている取り組み

ということになります。高校生、これから仕事に就く方たちに、仕事の魅力を伝えるとい

ったことも行われています。 

 次は鉄道業界なんですけれども、鉄道のお仕事に従事する方自体は減ってきているとい

うことが、このグラフからよく分かります。その一方で、女性の鉄道従事者の方、それか

ら、運転士さんが増えてきているということが分かります。結構電車に乗っていますと、

運転士さんってすごく目につくので、最近女性が増えてきたなっていう感じが、私もいた

します。 

バス業界に関しても、こういった状況がありまして、女性の比率というものは今のとこ

ろとても低いというのが現状であります。バス業界におきましても、就業者の平均年齢が

他の産業と比べると高くなっている。高齢化が課題であるということが分かります。そう
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いった中で、女性がバスのドライバーになることもすごく促進されているということが分

かります。 

 本当にざっくりなんですけれども、非常に分かりやすいスライドを都の方が作ってくだ

さいまして、全体的に労働者が高齢化しているということ、それから、労働人口が減って

いる中で、女性の活躍というか、女性の参入というものが、本当に産業として求められて

いるということがすごく分かるかなと思います。全体状況を踏まえたところで、これから

個別のそういった業界で活躍されている皆さんのお話を伺っていきたいと思うんですけれ

ども、このデータ、今ざっとご紹介したんですけれども、知事はこれをご覧になって、や

っぱりそうかなとお思いになりましたでしょうか。何かもしご感想ですとか、コメントが

ありましたら、伺うことができますでしょうか。 

 

■小池知事 

トラック業界一つとってみても、非常に人手不足であるとよくいわれますが、どこを見て

もなかなか厳しいなというのを改めて感じました。その中で女性の比率が少ないというこ

とは、逆にいえば、女性が活躍する伸びしろというのはとても大きいというふうに捉えら

れるのではないかなと思います。だけど、トラック業界だったら、運転するだけでなくて、

荷物の積み降ろしなんかもあるわけですか。重たくないですか。 

 

■齋藤氏 

そうですね。 

 

■小池知事 

そういうのって、機械化するとか、何かサポートがあるのかしら。 

 

■齋藤氏 

私はすべて手で行っております。 

 

■小池知事 

だから、その辺のところ、今後のことを考えると、降ろす作業のときの何かプラスアルフ

ァで、運転は別だけれども、プラスアルファが実際重要になってくるわけでしょう。いろ

いろご苦労があると思います。今日はそういうことで、それぞれのお話、聞かせていただ

ければと思います。 

 

■治部氏 

ありがとうございました。そうしましたら、ゲストプレゼンテーションに行きたいと思い

ます。小田急電鉄株式会社の益田理美さまからプレゼンテーションをいただきたいと思い
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ます。運輸業に興味を持たれたきっかけですとか、お仕事の魅力、また、職場環境の整備

に向けたお取り組み等々について、お話を伺いたいと思います。益田様、よろしくお願い

いたします。 

 

■益田氏 

皆さま、あらためまして、こんにちは。小田急電鉄の益田でございます。本日は小池都知

事をはじめまして、東京都の皆さま、このような貴重な機会を頂き、誠にありがとうござ

います。10 分という限られた時間でありますので、少し早口になってしまうところもある

とは思いますが、どうぞお聞きいただけますと幸いでございます。本日、このような内容

で、主に乗務員の仕事にフォーカスしたような形でお話しさせていただきたいと思ってお

ります。まず、自己紹介をさせていただきますが、益田理美と申しまして、現在、小田急

線沿線に住んでおります。今年の 2 月に結婚をいたしまして、現在は夫と 2 人で住んでお

ります。ちなみに社内結婚でございます。趣味は旅行でして、会社の同期ですとか、家族

と、国内外に旅行に行くんですけれども、先程お話、ありましたように、鉄道での旅行も

比較的好きです。 

続きまして、これまでの私の経歴になるんですけれども、2010年の 4月に新卒で入社を

しております。現在 9 年目になります。就職活動は、交通ですとか、生活サービスなど、

さまざまな事業で沿線住民の生活を豊かにすることができる鉄道会社に魅力を感じており

まして、鉄道会社を中心に行ってまいりました。その中で、小田急電鉄、縁があって入社

できたというところでございます。入社後、駅係員、車掌、運転士と経験いたしまして、

本社の運転車両部でダイヤ改正の担当をいたしておりました。2016年 7月からは神奈川県

国際文化観光局に派遣に行っておりまして、インバウンドの仕事を担当させていただいて

いました。今年の 7 月に戻ってきておりまして、現在の職場に就いております。このよう

な形で、鉄道現業ですとか、本社、また、社外に経験させていただいて、本社という形で

経験を積んでいる次第です。 

 続いて、現在の業務についてお話しさせていただきます。現在は本社の運転車両部で安

全マネジメントの担当をしております。具体的には、乗務員の安全意識ですとか、技能の

向上に向けた取り組みの検討、また、運転取り扱い変更のときに、教育ですとか、訓練計

画の立案、お客さまご意見対応などを行っております。主に乗務職場の管理を本社で行っ

ているというところです。 

 続いて、自身のこれまでの経験も踏まえて、小田急線の乗務員の仕事についてご紹介さ

せていただきます。ご存じの方も多いとは思いますが、乗務員は運転士と車掌がおりまし

て、運転士は電車の一番前で操縦をするお仕事、車掌は一番後ろで、扉の操作ですとか、

お客さまのご案内、また、空調扱いを行う仕事です。いずれの乗務員も基本的には新宿か

ら箱根湯本、また、江ノ島、あとは、多摩地区の唐木田まで全線を乗務しております。ま

た、11 日サイクルの泊まり勤務でして、日々異なる宿泊場所に泊まりながら乗務を行って
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おります。例えば、この表なんですけれども、こちらの方の場合、本日、喜多見という所

で泊まり勤務、16日は経堂で泊まり勤務、18、19日とお休みで、また泊まり明けとなって

おり、11 日サイクルを 1 周すると、今度 9 月の 25 日はまた泊まりという形で、繰り返し

勤務をしているという状況です。 

 ここで乗務員の仕事の魅力について紹介させていただければと思います。お客さまを、

先程もお話、あったんですが、安全・安心・快適に目的地までお届けするということを使

命に、日々乗務しておりまして、お客さまの当たり前の日常を支えるというところのでき

る、誇らしい仕事というふうに感じております。また、お子さまからも憧れられる存在で

すね。よく声を掛けられたりなどもしています。先程からも話ししているとおり、日々乗

務ばかり行っているというイメージを持たれるとも思うんですけれども、例えば試験に合

格すれば、ロマンスカーという特急電車の乗務ができたりとか、指導者・管理者というふ

うにステップアップして、仕事も幅広くなっていくというところも可能でございます。一

方で、少しのミスも許されず、お客様の生命ですとか、財産をお預かりする、重責を担っ

ているところですとか、また、泊まり勤務の中、心身状態を常に一定に保つ必要のある、

高い集中力が求められるという点で、大変だと感じる部分も、正直なところ、あります。

しかし、その分、無事に、定時に終端駅まで到着したときの達成感ですとか、やりがいが

とても大きい仕事になっています。また、365日、誰かしらが勤務しなければならないとい

うような仕事にはなるんですけれども、サイクル勤務、先程お話ししたとおりのため、先

の予定が比較的立てやすいというのも特徴であります。 

 続いて、女性乗務員についてご紹介させていただきます。当社では 2003年より女性乗務

員の登用を行っております。現在は乗務関係の職場は 57名の女性が所属しております。な

お、この 5 パーセントという数字は、大体私鉄各社さまの乗務の職場という意味では、同

程度となっております。また、参考なんですけれども、駅係員ですとか、保線係を含めた

鉄道現業としては、当社の場合 6 パーセントで、全社では 8 パーセントの割合で女性が在

籍しているというところで、先程治部さまからお話、あったような、8パーセントという数

字と同じ程度というところです。乗務の話に戻りまして、年代は 18 歳から 40 歳と、比較

的若い世代が活躍しております。また、2016 年には初の女性指導者が誕生しまして、部下

の指導を行っています。そして、57名のうち 11名が母親です。妊娠すると、乗務から外れ

る必要があったり、復帰後の育児との両立に対する不安などから、昔は妊娠が分かった時

点で退社する方も少なくなかったというのが事実なんですけれども、現在は 100 パーセン

トの方が制度・支援を活用しまして、仕事と育児の両立をしており、充実したライフスタ

イルを送っております。 

 続いて、女性が活躍するために、私が大切だと感じることについてお話しさせていただ

きたいと思います。こちらに職場、家庭という形で書いているんですけれども、それぞれ

の事情、例えば職場では、不規則な勤務であったり、ダイヤ乱れ時にはすぐに帰ることが

できなかったり、自身の描くキャリアプランをどう実現するかですとか、また、他社との
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意見交換会などの業務外活動と書いているんですが、いわゆる飲み会ですね、こういった

ものが多かったり、そういった事情があったりですとか、家庭では、子供が何人ぐらい欲

しいであったり、あとは、子供を含めた家族の健康状態、あとは、実家に協力が得られる

かなど、そういった事情がそれぞれある中で、双方から理解を得るということが一番重要

ではないかと思っています。また、理解を得るためには、何かあったときに一方的にその

とき伝えるというのではなく、日頃からコミュニケーションをとって、周囲の方々と信頼

関係を構築することによって、それが大切だと感じております。そういったことを日々意

識して取り組んでいる次第です。 

 最後になりますが、当社の取り組みについて紹介させていただきます。当社ではダイバ

ーシティ＆インクルージョン宣言を制定しておりまして、社内外に広く発信をしておりま

す。女性に限らず、すべての社員が対象となっておりまして、それぞれを取り巻く環境で

すとか、価値観、考え方が異なるということを受け入れまして、左の表のようなさまざま

な制度を活用しながら、自分らしい働き方の選択を推進するというところで、全社的に取

り組んでいるということを知っていただけますと幸いでございます。以上をもちまして私

の発表とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

■治部氏 

益田さま、どうもありがとうございました。プレゼンテーションの中でも、時間通りに動

く、しかも、小田急線って新宿からかなり長いじゃないですか。あそこを時間通りに全部

着くって、考えただけで気の張るお仕事ですよね。 

 

■益田氏 

そうですね。実際にダイヤの作成自体にも関わっていたというのがあるんですが、実は駅

の表示ですと、分単位で書いていると思うんですが、実は 5 秒単位でダイヤを作っており

まして、乗務員の方も、5 秒ですとか、10 秒単位で、時間を計って、出発させたり、到着

するため、遅れないように操作しているというところです。 

 

■治部氏 

きっと知事のスケジュールも秒単位ではないかと推測するんですけれども、すごいことを

聞いてしまったという感じですね。ありがとうございました。結構外国の友人で、東京と

かで働いている方で、お国に帰るときに、すごく東京よかったということの 1 つで、電車

が必ず時間通りに来ると。これはどんな先進国であっても、私の国に帰ったらこんなこと

はあり得ないので、すごく東京はよかったって言ってくる、その背景にこういうご苦労が

あるということがよく分かりました。ありがとうございます。あと、やりがいの中で、子

供からの、注目があるということがありました。私、ちょうど今小学生の娘が居るんです

けれども、電車の運転士さんですとか、知事もそうなんですけれども、今まで女性が就い
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ていなかった仕事に女性が就いているということが見えるということは、若い世代にとっ

て、ものすごく重要なことですよね。私たちが大人になったらこういうものになれるかも

しれないということは、すごく夢を持つことにつながりますので、ぜひ今後もご活躍を、

個人的にも願っています。ありがとうございました。知事、今、益田さんのプレゼンテー

ションをお聞きになって、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 

確かに始発電車は誰かが動かさないといけないっていうことは、その時間に居なくちゃい

けない、動かないですから。ということで、始発から動かすために経堂に泊まったり、そ

ういうローテーションで、ずっとあちこちに泊まられるわけですね。ご結婚されたばかり

で、社内結婚だったら理解があるっていうことなんでしょうか。 

 

■益田氏 

現在は、私自身は乗務員ではないんですが、57名居て、母親 11名ですけど、それ以外にも

結婚している者もおりまして、乗務員同士の結婚ですと、サイクルがまったく合わずに、

なかなか苦慮しているという話も聞いておりますが、そのような中で、お互い理解しなが

ら、それぞれのベストな形で働いているという形になっております。 

 

■治部氏 

ありがとうございました。次に益田さん以外の方からも、現在のお仕事に興味を持たれた

きっかけですとか、お仕事をされていく上での魅力とか、今後女性がもっと活躍していく

上で必要な職場環境の整備などについて、お話を伺っていきたいと思います。ここからは

五十音順に、まずは、甲斐さまからお話を伺ってもよろしいでしょうか。お仕事について 3

点、伺っていきたいと思います。 

 

■甲斐氏 

よろしくお願いいたします。私が航空機の整備に興味を持ったきっかけについてお話しさ

せていただきます。私が航空業界に入ったきっかけとしましては、小さいころから気持ち

を温めていたわけではなくて、急に転機が訪れたような状況でした。大学受験を控えた夏

の時期だったんですけれども、知り合いの方のお誘いで福岡空港の管制塔に上る機会がた

またまありまして、そちらを見学させていただいたときに、もともと地元が空港から遠い

地域だったので、飛行機を見るとき、いつも空の小さな飛行機しか見たことがなかったん

ですけれども、管制塔からとても大きな航空機が離発着している姿を見て、非常に衝撃を

受けまして、どうしてあんな鉄の塊が飛ぶんだろうっていうふうに思ってしまいまして、

何とかこの職業に携われないかって、その瞬間に思いました。それで、それまでは大学進

学っていうところをクローズアップしていたものが、何とか航空業界に携わりたい、でき
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ればそれを自分の手で触りたいっていうところに行きまして、急いで、どうやったらなれ

るのか、私自身、普通高校だったので、まったく工業系の高校でもないですし、どういっ

たルートで行けばいいかが分からなかったんですけれども、急いで調べまして、専門学校

や大学の学科を手当たり次第探しました。それで、ちょっと興味を持った学校が、すでに

申し込みが始まっている時期でして、深く考える間もなく、まずは申し込んで受験をして、

半年後にはそこの航空機整備科に身を置いたというところでした。 

 私が航空業界の中で働く中で非常に魅力として感じているものなんですけれども、まず、

1 つ目は、公共性の高い乗り物として、ビジネスや帰省の段階で、近距離から長距離まで、

非常に移動手段としての役目を担うだけではなくて、旅としてのお手伝いをしているとい

うところが非常に大きいかなと感じています。空を飛ぶっていう非日常のおまけが付いて

いるので、それぞれの大切な思い出づくりの場にもなるのではないかなと感じております。

先程鉄道の益田さまもおっしゃっていましたけど、整備の業界は少しのミスが大きな事故

につながる可能性もありまして、非常に作業中は気を張る仕事ではあるんですけれども、

一生懸命作業を整えて、その後、お客さまが飛行機に乗られている状況を確認して、目的

地までの間にいろいろなことを皆さんが考える空間を、安全で、安心で、快適につくり上

げられる、それを、また、喜んでいただけたときに、非常にやりがいを感じます。また、

航空機 1 便を運航するに当たりまして、運航乗務員、パイロットの方はもちろん、客室乗

務員の方もそうなんですけれども、他に、地上スタッフ、あとは、もちろん私たち整備も

そうなんですけれども、機内食を作る方だったり、清掃を担う方だったり、本当にさまざ

まな業種の方が携わっている職業です。その皆さんが手を掛けてつくり上げた飛行機を、

最後に、安全で、安心で、快適な空間がつくり上げられたっていうのを確認して、運航乗

務員に手渡しするのが整備の役目の一つです。たくさんの方がつくり上げた機材を、最後

にお見送りすることができることも、非常にやりがいを感じている一つです。また、海外

から日本にいらっしゃるお客さまが最初に日本っていうのを感じられるのも、本邦航空会

社の中でおもてなしを感じられたときなのかなと思っています。そういった瞬間に自分た

ちの仕事がつながっているっていうことを感じられるのも魅力を感じております。 

 女性が活躍できる職場環境について、今までの経験からお話しさせていただくと、私が

入社した 20年前には女性整備士というのは非常に少なくて、自分が男性の業界に身を置く

っていうことの覚悟があったからか、あまり施設・設備に関して、使いづらさっていうの

は気になっていなかったんですけれども、ただ、先輩から、それでいいの？ っていうふ

うに聞かれまして、大して不都合は感じていなかったといえど、私が我慢していると、後

ろに来る後輩も皆、我慢することになるぞというお声掛けをいただいて、自分が道をつく

っているんだなって、ハッとしたことがありまして、それ以降は女性整備士が集まってミ

ーティングを持つ場を年に数回設けまして、議事の内容を会社と共有したりして、少しず

つ、例えばつなぎのサイズが大きいものしかなくて、いつも袖を切って合わせていたりと

か、あとは、軍手をはめても指先がブカブカだったりとか、そういった提言をさせていた
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だいて、それに合わせて会社側もサイズを整えてくださって、どんどん環境がよくなって

いったなと感じています。ミーティングの中で以前から話が出ていたのが、女性がこれか

ら何年も仕事を続けていく中で、結婚して、妊娠して、出産してっていうライフイベント

を迎えるイメージが湧かないだったり、体を使って整備を行っている中で、自分がどうや

ってそのライフイベントを迎えることができるのか、不安に感じるっていう意見があった

ので、それも会社に伝えたところ、会社のほうですごく見やすい図解をつくっていただき

まして、出産・育児とキャリアの両立支援ガイドっていうものを作成いただいて、いつで

も社員が見られる所にアップしていただきました。ですので、まだ結婚していない女性整

備士の方も、こういう形で自分はこれからもずっと整備士を続けていけるんだなっていう

のが目で見て分かる状態になっています。今スライドを出していただいているんですけれ

ど、まず、左手の図解というほうが、ざっくりとこういう形になりますという絵になって

います。まだ妊娠を経験されていない方は、こちらのほうを見て、何となくこうなってい

くんだなというのが分かる状況です。妊娠したら、会社に伝えて、業務の内容を相談した

りっていう流れがざっくり書いてあります。右手になりますのが、妊娠から職場復帰まで

の手続きとあるんですけれども、こちらが会社と、あとは、社会健康保険と、ハローワー

ク、それぞれに分かれていまして、それぞれに書類の提出時期がきちんと明記されていま

す。私も育児・出産を経験していますけど、こちらをバイブルとして常に見ながら過ごし

てきた形になります。 

 

■治部氏 

すごいですね。さすが充実していらっしゃいますよね。これの他にもいろいろな環境づく

りがあるんですか。 

 

■甲斐氏 

こちらの図解をつくっていただいた他に、弊社では女性整備士が妊娠したと分かった時点

で、会社と相談して、日頃は作業に当たっているんですけれど、このまま続けていきます

か、もしくは、体調と相談してデスクワークに移りますかっていう選択肢があったり、ま

た、体も思うように、おなかが大きくなってきてっていう状況で、随時相談させていただ

いて、自分が今どうすれば安心して働き続けられるかっていうのを常に気遣っていただけ

て、選択肢をたくさん設けていただけています。また、出産後の復職のときもそうなんで

すけれども、基本的には元の職場に戻るっていうところはあるんですけれども、その中で、

自分の今の育児の状況だったり、家庭の状況で、シフトが夜間帯の仕事が難しいとか、そ

ういったところも相談の上、復職の職場を選ばせていただけるので、実際私の場合には、

両方とも地元が近くなくて、おじいちゃん、おばあちゃんの手助けも得られそうにないっ

ていうところで、自分たちで何とかしたいっていうところがありまして、私の主人もシフ

ト勤務をしておりますので、両方が夜間、空けるわけにはいかないっていうところもあっ
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て、今はデスクワークの日勤に移らせていただいています。あとは、私も復職のときには 6

時間の時短勤務をさせていただいて、小さい時期も乗り切れたというところがあります。

私には子供が 3人おりまして、小学校 4年生と、1年生、あと、一番下が年中さんで、もう

すぐ 5歳になります。 

 

■治部氏 

すごく女性が少ない職というイメージでしたけれども、そういう中で 3 人出産して、お仕

事を続けていけるっていうのは、すごく会社としても続けてほしいという気持ちとか、サ

ポートであるとか、コミュニケーションをしっかりされている印象を持って、ぜひ他の業

界も参考にしてほしいなと思ったんですけれども、とても充実した支援体制があるように

お見受けするんですけど、何か課題とか、お困りになったことって、これまでにあります

か。 

 

■甲斐氏 

職場のほうは非常に親身になって相談させていただける環境にあって、大変恵まれている

なと感じるんですけれども、私は東京在住ではないんですが、保育園に入るときっていう

のが非常に人生の中で大きな山場を迎えまして、なかなか保育園に入れそうにないってい

う不安が、出産の直後から、保育園ちょっと厳しいらしいとか、市役所に相談に行っても、

今は定員で埋まっていますとかっていうお話の中で、保育園が決まるまでは常に不安を抱

えている状態でした。出産後は 1 年間の育児休職ってあるんですけれど、できるだけお休

みを頂ける間は自分で子育てしたいっていう方も少なくはないと思うんですけれども、わ

れわれの自治体ではなかなか保育園に入れないということで、ちょくちょく市役所にご相

談に伺って、今だったら入れるとか、そういった情報を聞いて、私の場合も、次男と三男

については、9カ月のときに復職しないと入れないっていう状況で、急きょ育休を短くさせ

ていただいたという経緯があります。周囲の方にも同様のことをよく耳にしていまして、

長く一緒に居たかったけど、だからといって、保育園が決まらないと、予定通りに復職で

きないのでっていうところがあったので、育児をもう少し長くできる期間が欲しいなと思

うところは感じたところでありました。 

 

■治部氏 

東京在住ではないということで、少し状況は違うかもしれないんですけれども、東京都内

においても働く母親がとても増えていて、私もその一人なんですけれども、都でも待機児

童の対策は非常に力を入れていると思うので、ちょっとここで知事に待機児童対策につい

て、東京都の話なので、直接は結び付かないかもしれませんが、ぜひお話を伺えたらと思

うんですけれども。 
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■小池知事 

世界を見回しますと、いろんな分野に女性が進出して、そして、いきいき働いて、そして、

ご家庭も持って、お子さんを育ててっていうのが、特別なことじゃなくて、当たり前のよ

うに行われていますね。ところが、日本の場合は、家内と言ったり、奥さんと言ったり、

そもそもその言葉一つ一つ取ってみても、女性が外で働くということは、特に戦前から戦

後間もなくぐらい、高度成長までぐらいでしょうかね。これは当たり前という状況だった

かと思います、家内っていうのが。だから、社会保障制度なんかもそれに従ってできてい

るということです。特に女性の厚生年金の話なんか、まさしくそういったところかと思い

ます。時代は過ぎて、私は、他の国でできていて、日本でできないことはないじゃないか

と思っておりますが、特に東京というのは、いわゆる待機児童というお子さんが、人口が

多いということもありますけれども、現実に非常に多い。もったいないなと、私、常々思

っておりまして、最もこの 2年間、力を入れてきた課題ではあります。 

いろんな取り組みをやっておりまして、保育士さんを増やす、保育士さんのなり手がな

かなか、報酬の面で、かなわないということで、国からの補助もありますけれども、都と

して、そういった保育士さんをお給料の部分でサポートするとか、やってきました。そし

て、都立の公園とか、都が持っているさまざまな施設があるんですが、都立公園なんかは

大きいですから、広大な面積を有していたりしますので、そこに都立の保育施設をつくり、

運営はそれぞれ区市町村なんですけれども、そういった形で、だいぶ待機児童問題ってい

うのが、今、行けども、行けども、答えは出ないんですけれども、数字でご紹介するなら

ば、今年の 4 月 1 日現在の都内における待機児童数は、去年に比べて 3,000 人以上減少し

ました。3,172名の減少、それでも 5,414名という待機児童がおられるということでありま

す。2019 年度末までの待機児童解消ということを目指しているんですけれど、これからも

区市町村が実際に運営の要になってくるんですけれども、しっかりそこを都として連携し

ながら、保育サービスの整備をこれからももっと加速させていきたいと考えております。 

それから、児童人口が都では増えてきていると。それから、女性の就業率も上昇してい

る。それだけに保育サービスが必要になってくるわけでありますけれども、でも、今申し

上げた、2019 年度末までの、最初に知事に就任してから、そこに至るまでの 3 年間で、6

万人分の保育サービスの利用児童数の増加、これを目指すことにしておりまして、こちら

のほうも着々と進んではおります。今年度は保育所というハードをつくると、そこに働く

保育人材の確保と定着に向けた支援、それから、ベビーシッター利用支援をしようという

ことなど、とにかく女性が輝いてこそ東京も輝く、そして、また、小さなお子さんたちが

この東京で大きく育ってほしいということであります。それは家族を応援するという意味

でもありますが、予算で言いますと、1,576億円という数字を付けまして、それ何？ えら

いたくさんねと思われると思いますけれども、これは私が知事に就任する前の年と比べま

すと、約 600 億円ドカンと増やしました。こういう都の姿勢が女性にも多く伝わり始めて

いるのかなと思います。それぞれ皆さん、人生計画というものがおありだと思います。計
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画は計画であって、予定は予定であって、決定ではないと。でも、自分の選んだ仕事を働

きながら子育てもできるということを、皆さんの人生計画の中に入れていただくと、それ

は、結婚し、子供を産みという、まさしく人生計画が立てられるというものだと思います。

よって、都としまして、いろんな業界で働く女性の皆さんがいきいきと働き、かつ、子育

てもしっかりできるという体制、ぜひ私はとっていきたい。そういう意味で、運輸の皆さ

ま方の業界でもいきいきと働いていただけるように、これからも応援していきたいと、こ

う思っています。 

 

■治部氏 

ありがとうございます。すごく大事なところだと思うんですけど、結構女性の活躍って、

いろんな所で、報道で言われるんですけれども、女性たち自身が、本当？ って思うこと

があって、それはたぶんですけれども、今の知事のお話でいうと、予算にすごい全部表れ

ていると思うんですよ。数字で 600 億近く予算で付けるっていうことによって、本気度と

いうか、本当に応援しますということが表れているんじゃないかなって、私、経済記者出

身なので、今思った次第です。では、続きまして、他の方々からも、ぜひこのディスカッ

ションテーマについてお話を伺っていきたいと思います。次、齋藤さまから、お仕事に興

味を持ったきっかけですとか、お仕事の魅力ですとか、職場環境について、お話を伺えま

すでしょうか。 

 

■齋藤氏 

よろしくお願いいたします。この仕事に興味を持ったきっかけなのですが、18 歳のときに

自動車免許を取得し、車の運転が好きになり、道中で見掛けるトラックドライバーを見て、

私も大きなトラックを運転してみたいと思い、中型免許を取得し、運送会社に入社いたし

ました。先程も写真でご紹介していただいたのですが、今現在は 4 トントラックに乗って

いて、食品の配送業務を行っております。 

続きまして、働く中で感じる魅力についてお話しさせていただきます。自分で一生懸命

積み込みをした商品が、コンビニやスーパーなどの店頭に並べられ、お客さまの手に行き

渡ることに、とても喜びを感じております。また、物流はライフラインです。普段意識せ

ずに、何気なく手に取っている商品が、災害時には物流がストップし、消費者の元へ届か

なくなってしまいます。普段一つ一つ手に取っている商品が、絶え間ない物流活動によっ

て支えられていますので、その一端を担う者として誇りを感じながら働いています。長時

間労働が叫ばれているこの業界ですが、デスクワークでは得られない経験・体験を得るこ

とができますし、行く先々でさまざまな人と出会えるのも魅力の一つだと感じております。 

 続きまして、女性が活躍できる職場環境についてお話しさせていただきます。苦労した

ことなんですが、もともと持っていた免許がオートマ限定免許でした。トラックの運転は

初めてでしたので、マニュアルの操作や、トラックのサイズ感に慣れるのに、とても苦労
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しました。普通車におきましては、現在オートマ車が普及されている中、なかなかマニュ

アル免許を取る女性は少ないと思います。免許支援制度の充実や、トラックの普及など、

女性が働きやすい環境づくりがされれば、この業界においても女性が活躍できると思いま

す。 

 

■治部氏 

当たり前のように、スーパーとかコンビニで、冷たいものをパッと買って、パッと食べら

れるのは、齋藤さんみたいな方が一生懸命お仕事をされているからなんだなっていうふう

に思いました。トラック業界はすごく特に男性が多いイメージがあるんですけれども、そ

の中で数少ない若い女性ということで、何かご苦労というのはあったりしますでしょうか。 

 

■齋藤氏 

この業界は圧倒的に男性が多いという点で苦労はあります。例えばトイレや更衣室などの

施設面、体力面、時にはハラスメントを受ける可能性があります。弊社では、施設面にお

いては、ある程度対応されてきましたが、納品先においては、対応されている所、そうで

ない所の差があります。トラックドライバーは、納品に出てしまえば、自社の管理職の目

に届かぬ所での作業となりますので、仮に納品先でハラスメントを受ける場合は、その場

で自分で切り抜ける必要があります。自社だけでの取り組みではなく、この業界全体が女

性ドライバーへの意識と対応の成熟さが必要だと思います。 

 

■治部氏 

今伺ったところ、とても大事だと思うんですけれども、1つの会社だけが頑張っても、女性

の活躍はなかなか難しくて、お取引先等々も含めたビジネス社会全体とか、場合によって

はお客さんとかの意識も変えていく必要があって、すごく社会的な課題でもあるんだなと

思いました。どうもありがとうございました。 

 

■齋藤氏 

ありがとうございます。 

 

■治部氏 

続きまして、山﨑さま、伺えますでしょうか。お仕事について、よろしくお願いします。 

 

■山﨑氏 

よろしくお願いいたします。興味を持ったきっかけとしまして、もともと乗り物や車の運

転がすごく好きでして、ただ、就職を最初に考えたときが、まだ 20 年以上前でしたので、

そのころは、バスはもちろん、鉄道のほうも、女性が運転手になるっていう考えはまった
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くないような時代でして、そのときに、運転手ではなく、バスガイドとして、今の会社に

入社をいたしました。ガイドのころは、まさか自分が運転席のほうに座る仕事をするとは

まったく思っていませんで、その後、一度今の会社を退職したんですけれども、その後に、

千葉県にある某テーマパークで、園内でアトラクションの 2 階建てバスを運転していたん

ですけれども、そのときは園内なので、普通免許で運転ができたんですが、そのときに本

物のバスに乗りたいなと考えるようになりまして、大型 2 種免許を取得いたしました。大

型 2 種免許を取ってすぐに園外を走るバスに乗ることができまして、そのときはホテルの

シャトルバスと、あとは、全国各地でイベントをやるんですけれども、イベントで全国を

回ったり、とてもやりがいのある仕事をさせていただいていたんですけれども、そこは 5

年ぐらいで一度退職いたしました。 

 その後に、たまたま今の会社で、3 年前ぐらいだったんですけれども、2020 年の東京オ

リンピックに向けて、日本の玄関口でもある羽田空港の、女性を積極的に採用しようとい

う、羽田空港のシャトルバスの運転手を女性に今後していこうということになりまして、

そちらで弊社でも、そのころから、今スライドで見ていただいているんですけれども、女

性専用の施設としまして、ID カードがないと入れない安全な施設になっているんですけれ

ども、カプセルホテルみたいな完全個室のベッドですとか、女性専用の休憩室、シャワー

室、ロッカールームなど、そういったものをつくっていくというプロジェクトに興味を持

ちまして、今の会社に運転手として戻ることになりました。 

 仕事の魅力についてなんですけれども、弊社は結構他の会社に比べて、女性ドライバー

というのが多いほうだと思うんですけれども、私が乗っているリムジンバスというのは、

今自分の営業所で、私を含めて 2 人しか居ないので、お客さまから結構、女性なんですね

とか、格好いいですねと言っていただいたり、あとは、女性なので運転が丁寧でいいです

ねとか、あとは、アナウンスが爽やかでよかったですねなんていう声を頂いたりできまし

て、あとは、乗り降りされるときに、いろいろ気軽に声を掛けていただけるのも、女性な

らではだからかなと思っております。あと、益田さんのお話にもありましたけど、お子さ

まからも憧れられる職業だと思っているので、手を振っていただけたり、降りるときに、

本当に小さなお子さまが、ありがとうとか言って降りていただけると、やっていてよかっ

たなと思います。あとは、女性がまだ少ないので、常に、いい意味でも、悪い意味でも、

目立ちますので、いろんな面で見られているっていう意識も高まりますし、自分のモチベ

ーションアップにもつながっているんではないかなと思っております。 

 

■治部氏 

うちの子供が、バスの運転手さんが女性だと、すごい喜んで、女の人だったねって必ず言

うので、今日も教えてあげようかなと思ったんですけれども、今伺っていて、女性という

こともありますが、バスガイドさんとしてのキャリアが、もしかしたら今のお仕事、接客

であるとか、やりとりに、すごく生きていらっしゃるのかなと思って、上手にキャリアチ



第二回「女性が輝く TOKYO懇話会」運輸業編 議事録（平成 30年 9月 14日開催） 

 

16 

 

ェンジを、キャリアシフトをされてこられた印象を持ちましたけど、それは目標というよ

りも、たまたまそういうふうになっていったっていう感じですか。 

 

■山﨑氏 

そうですね。最初から描いていた目標ではなく、ガイドを辞めたきっかけも、若いうちに

他の所も見てみようという、いろんなことを経験してみたいなというのがありまして、一

度辞めて、その後、違う所でいろいろお仕事をさせていただいて、結局古巣に戻りました。 

 

■治部氏 

ありがとうございます。お話にありました、オリンピックに向けて女性の運転手さんを増

やすというところ、まさに東京のすごく今力を入れている政策だなと思って、すごくぴっ

たりなエピソードだと思ったんですけれども、知事、今のお話伺って、どんなふうにご覧

になりましたでしょうか。 

 

■小池知事 

いろいろキャリアが、無意識のうちにでも、ずっとつながっていますよね、いろいろタイ

トルは違えども。よくそうやってこれまでのご経験を生かしておられるなと思いました。

でも、どちらも車、トラックやバスということで、図体が大きい車だとは思いますけれど

も、慣れると問題ない？ 楽しい？ 曲がり角なんて、特に普通の車と違うじゃないです

か。 

 

■山﨑氏 

自分の後ろにタイヤがあるので、曲がるときは、本当に早めにハンドルを切ってしまうと、

曲がり切れなかったり、最初はすごく戸惑いましたけれども、今は慣れてきて、何とか乗

らせていただいています。 

 

■小池知事 

会社のほうもこうやって、先程、女性の宿舎をつくっているということは、それだけ女性

の方にも期待している表れなんだろうというふうにも思いますよね。 

 

■治部氏 

ありがとうございました。続きましては、皆さんにライフ・ワーク・バランス、東京都で

はライフ・ワーク・バランスと、ライフを先に言うようにしていますね。 

 

■小池知事 

ワークの前にライフがあるだろうと、人生だろうということで、ひっくり返しています。 
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■治部氏 

甲斐さまから、ライフ・ワーク・バランスについてお伺いしていきたいと思うんですけれ

ども、よろしくお願いします。 

 

■甲斐氏 

私の 1 日のスケジュールをご説明させていただきます。まず、朝ですが、大体 4 時を目標

に、4時に起床するように心掛けています。家事をしっかりやる時間がなかなか夜、取れな

くて、朝に洗濯をしたり、あとは、子供が居るとできない掃除とかを朝に片付けたいとい

うところがありまして、4時に起きるようにしています。その後、6時に、子供たち、なら

びに、主人を起こしまして、みんなで朝食を取ります。ここからは戦場みたいにドタバタ

が始まるんですけれども、7時には自宅を出る流れになります。出勤しながら保育園に送り

届けまして、その後、8時に大体職場に着いたら、今ご覧いただいているとおり、私はほぼ

デスクワークなんですけれども、整備の計画を行っている関係上、現場の方にどのぐらい

大変な作業かとか、どのぐらいのお時間で終わるのかとか、細かく調整をする必要があり

まして、現場のほうにヘルメットをかぶって出向くことが多いです。ほぼほぼ 1 日のお仕

事を 18時までさせていただいて、その後は、小学生チームは児童ホームにお願いしている

関係もあって、保育園と児童ホームを経由しまして、自宅へ帰ります。19時に帰りまして、

その後、調理して、食事をして、子供のお風呂まで一気に片付け、一緒に時間を過ごしま

して、その後、小学生チームは宿題が毎日出ますので、宿題をやりながら、三男はお兄ち

ゃんたちの邪魔をしないように背中に置いておくっていうお写真になっていますが、宿題

を見る時間もつくっています。その後、子供の寝かしつけを行いまして、その後、自分の

時間が始まるという形なんですけれども、すべて自分でやっていると書いてはいるものの、

もちろん主人がシフトで居るときには、保育園の送りだったり、お迎えだったりは、もち

ろんお願いしますし、宿題対応もよろしくって協力いただくことも多々あります。夜のう

ちにできなかったことを朝やるっていうふうに申し上げたんですけど、うまく時間が使え

て、夜できたときには、自分へのご褒美として 5 時まで寝るとか、そういうこともやりな

がら、毎日過ごしております。 

 

■治部氏 

早いですね、4時っていうのは。前回建設業の方も早かったんですよね。 

 

■小池知事 

睡眠時間、スッと寝たとして、11時から 4時までって、5時間で足りている？ 

 

■甲斐氏 
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眠たいなと思うことはあるんですけれども、そのために、私は今、月曜日から金曜日の勤

務ですので、週末に、起きないぞって決めて、ゆっくり寝ようと思うんですが、週末にな

ると、なぜか子供たちが早く起きるっていう現象があって、それで起きることはあります。

この時間で自分の体の中のリズムが今のところできているので、起きなくていい日も大体

この時間に目が覚めるようになっています。 

 

■治部氏 

ありがとうございました。次は齋藤さまのスケジュールをお話しいただけますでしょうか。

よろしくお願いします。 

 

■齋藤氏 

お願いいたします。朝、大体 9時ぐらいに起きまして、朝食と支度をして、9時 45分に家

を出まして、10時 45分ごろ会社に出社します。始業点呼を行い、アルコールチェック等を

した後、トラックに乗り換えて、積み込みのセンターに向かいます。積み込みを終えたら

配送に向かうんですが、川崎だったり、東京都の大田区のほうに、いつも配送に行ってお

ります。その後、また別の仕事で積み込み先に戻り、近場で荷物を降ろした後、空箱を降

ろしたり、給油をしたり、終業点呼をして、1 日の業務を終え、9 時ごろから 10 時ぐらい

までに帰宅をしています。その後は、家で食事をしたり、お風呂をして、夜中の 12時ごろ

に自分の寝る準備が終わって、その後にテレビを見たり、音楽を聴いたりなど、自由時間

を取り、夜中の 2時ごろから朝の 9時ごろまで、睡眠が大好きなので、7時間寝ています。 

 

■治部氏 

ありがとうございました。でも、本当に全部自分でやるんですね。積み込んだり、空箱で

あるとか、給油とかっていうのは、本当に関連すること、お一人でやるんだなって、今の

写真を見て思いました。そういうお仕事だということ、勉強になりました、すごく。あと、

アルコールチェックっていうのを、この写真で初めて見たんですけれども、こういう機械

があるものなんですね。でも、前日飲み会とかはないようにしているのでしょうか。。 

 

■齋藤氏 

めったにお酒を飲むことはないんですけど、アルコールが出てしまったら運転ができない

ので、もし飲む場合は、かなり 10時間など、時間を取るように気を付けています。 

 

■治部氏 

すごくお仕事の特徴がよく分かって、ありがとうございました。次に益田さまのスケジュ

ールを教えていただけますでしょうか。 
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■益田氏 

私のほうは 2 パターン用意させていただきまして、まずは、今の勤務になります。本社で

の勤務の状況になるんですけれども、7 時に起きまして、1 時間ぐらい身支度を行い、8 時

ぐらいに家を出て、通勤をします。通勤時間、1時間ぐらいなんですけれども、早めに着い

て、準備をしまして、9 時半から 17 時 45 分が現在勤務時間になっております。日によっ

て異なるんですけれども、現業といって、沿線の各地にそういった乗務員の詰め所、事業

所がありますので、そちらに行って会議をしたり、本社内で会議があったり、あと、連絡

調整、資料作成などを行って過ごしております。退社時間になりまして、帰宅の途中で買

い物をして、19 時ぐらいに着きまして、その後、調理ですとか行って、夕食をしておりま

す。夫が泊まり勤務ですので、夫が居るときは、夫も家事に協力してもらいながらやって

いるという形です。私も寝るのが好きなので、0時ぐらいに寝て、7時間ぐらい睡眠をとっ

ております。 

続いて、泊まり勤務のこちらのほうですね。乗務員時代の過ごし方になりまして、この

例ですと、303と書いてある右側のものが行路の表になっておりまして、乗務員の方はこの

番号が、何百パターンとあるんですけれども、この番号が一人一人にその日の行路という

ことで与えられて乗務している形です。この行路は、新・泊まりと書いてあって、新宿に

泊まるという勤務で、出勤も新宿から始まっている行路になります。この乗務をする場合

ですと、これに間に合うように出勤ということで、7時半ぐらいに起きて、出勤というとこ

ろで、10 時くらいに出社をして、着替えでしたり、乗務準備を行って、私も齋藤さんと一

緒で、バスの方もそうだと思うんですけど、アルコールのチェックなど、点呼を行ってお

ります。他の方もそうだと思うんですけど、お昼時間がずれたりとかしますので、ちょっ

と早めにお昼を取ったりというふうにしながら、乗務開始になります。まず、1 つ目の 11

時 47分、12時と書いてある行路が、新宿から箱根湯本、湯というとこが箱根湯本で、行っ

て帰ってくるという特急の行路になるんですけれども、新宿から箱根湯本の往復をして、

また少し休憩で、次の 15 時 56 分と書いてある行路が、今度は新宿から新百合ケ丘の快速

急行の、3045 と書いてあったりするのが、列車の運用番号といいますか、列車自体の番号

になっておりまして、この電車に乗って、今度夕食を取ってというような形で、この行路

に従って列車に乗務するという形になっております。この日は 21時半に新宿に最後帰って

きまして、新宿の宿泊所で泊まります。 

 次のページになりまして、304番が新宿の明けの始業になりまして、今度は 4時 16と書

いてあるのが詰め所を出る時間になりますので、それに合わせるために、大体 3 時半ぐら

いに起きて、準備をします。この下に書いてある、始発ですね。5時発車の電車になりまし

て、この 4時 16分から 5時の間は出庫点検を、電車の点検ですね。ブレーキがちゃんと動

くかとか、扉がちゃんと開いたり、閉じたりできるかとか、そういった点検を行いまして、

5 時から電車乗務開始で、この行路は新宿から新松田に行って、相模大野まで乗る行路で、

大体 2時間 40分ぐらいずっと乗りっぱなしというところです。最後、3520という行路で、
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新宿まで最終的に戻ってきまして退社で、この日はこの時間で乗務が終わりで、303と 304

で、2 日間働いたことになりまして、その後、帰った後は自由ですので、寝たりですとか、

お友達と遊んだりと、好きなふうに過ごすことができます。このような形になっておりま

す。 

 

■治部氏 

鉄道のダイヤが本当にきっちりしている。改めて、これによって 1 分遅れない電車ができ

ているんだって、すごく感動しました。ありがとうございました。面白かった。ありがと

うございます。山﨑さま、お願いいたします。 

 

■山﨑氏 

私の 1 日のスケジュールなんですけれども、これは日勤と書いてあるんですけれども、私

も益田さんと同じように、泊まり勤務も時々あったりしまして、毎日のようにシフトが違

うので、本当に一例なんですけども、まず、この日は、横浜線と、東京線と、大井町と、

全部の、1 日横浜だけっていうのもあったり、大井町だけっていうのもあるんですけども、

全部の路線に乗るダイヤでして、5時半ごろに起きまして、それから支度をして、今通って

いる所が、家がとても近いので、15 分ぐらいで出勤ができまして、出勤をしてからはロッ

カーで着替えたりして、その後、スライドに出ていますけれども、アルコールチェックで

すとか、点検をしまして、その後、乗り込んで、出発という形になります。普段乗ってい

るバスは、この赤白のバスですね。最初に 7時 15分に出庫しまして、11時 15分ごろまで

は、羽田空港から横浜、YCAT という所があるんですけれども、そちらまでを結ぶ路線を

担当いたしまして、その後、11時 15分から 12時ごろまで、休憩の時間ももちろん毎日違

うので、ご飯を食べる時間とかもすごく不規則になるんですけども、休憩を取りまして、

その後、12時から 14時 30分までが東京線ですね。空港から東京に向かう路線を担当いた

します。その後は、14 時 30 分から 17 時 30 分まで長めの休憩があるんですけれども、こ

ういった長い休憩があるときもあれば、本当に 1 時間ごとの休憩がちょこちょこあるシフ

トなどもありまして、この日はちょうど長い休憩があるので、このときに仮眠を取ったり

とか、先程の休憩室が使えるので、休憩を取ったり、仮眠を取ったりしています。17時 30

分にまた出庫しまして、今度は 20 時 30 分まで羽田空港から大井町の路線を担当いたしま

す。20時 30分ごろに車庫に戻ってまいりまして、その後に、給油ですとか、あとは、洗車

をしたり、最後、終業点呼を行って、勤務終了という形になります。また 15分ぐらいで帰

宅できるので、帰ってからは、家のことをちょこっとしたりですとか、お風呂とか、自由

時間、ほっとできる時間といいますか、ありまして、23時 30分ごろに就寝という形になり

ます。 
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■治部氏 

ありがとうございます。やっぱり時間がきちんとしているということが分かりました。 

 

■山﨑氏 

そうですね。バスは、やはり時間通りに。あとは、特に横浜線なんかは他の車との絡みも

あったりしますので、多い時間帯ですと、朝とか、夕方は、5分ごとにバスが動いたりして

いますので、前の車のことも考えながら走ったりするので、最初は大変でしたね。今は慣

れてきて、何キロぐらいでここを走っていけば、大体このぐらいで着くっていうのが、や

っと分かってはきましたけれども、渋滞していると、そういうわけにもいきませんので。 

 

■治部氏 

ありがとうございました。結構盛り上がったので、実は 1 つ質問をスキップしなきゃいけ

なくなったんですけれども、そろそろまとめに入っていきたいと思うんですけれども、こ

れから、たぶん皆さんのお写真、知事と一緒に撮ったお写真とかが、また出ていったりす

ると、こういうお仕事をしたいなって思う若い方たちが出てくると思うんですね。これか

ら就職やキャリアを考える女性に対して、ぜひお仕事の魅力ですとか、後輩に対するメッ

セージを、それぞれお一人 1 分ぐらいでまとめていただけたらということで、もし益田さ

んは、可能でしたら、知事にぜひご質問したいことがあるということなので、せっかくの

機会なので、聞いていただけたらと思うんですが、そしたら、甲斐さまから順番にいって

いきましょう。 

 

■甲斐氏 

私たちどもの航空機整備に関しましては、男性の職業というイメージが強いかもしれない

んですけれども、やってみたいという気持ちがあれば、それが原動力となって、何でも可

能になると感じています。女性が少ないと、まだ制度が足りないところもあるのかもしれ

ないんですけれども、それをみんなでつくっていくというところもありますし、まだまだ

これからどんどん自分たちが働きやすいような環境をつくっていけるのではないかなと思

っていますので、一緒に頑張っていけたらなと思うところです。男性がもちろん重量物な

どを取り扱うこともありますし、力がいる場面も多々あるんですけれども、一方で、狭い

所に手が男性の方ではなかなか入らないとか、女性のほうが細かい作業に慣れているとか、

いろんな場面で女性整備士のほうが得意なんじゃないかなと思う面も多々ありますので、

どんどんと一緒に活躍できるように、女性整備士が少数派ではなくなるように、たくさん

の方と一緒にこれからも続けていけたらなと思っております。 

 

■治部氏 

ありがとうございました。では、齋藤様、お願いします。 
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■齋藤氏 

今後としましては、運転技術を高めていき、大型免許を取得したいと考えております。い

まだにこの業界は圧倒的に男性の割合がとても高いです。女性が働きやすい業界ですかと

聞かれたら、はい、そうですとは絶対に言い切ることができません。しかしながら、女性

の丁寧さと、細かさは、ものを安全に、確実に届けるという業務にとても向いていると思

います。この業界は女性が活躍できるように方策を練っている最中です。今後もどんどん

女性に進出していただき、少しでも華やかな業界になっていくことを願っています。以上

です。 

 

■治部氏 

ありがとうございました。では、益田様、お願いします。 

 

■益田氏 

私といたしましては、皆さんもお話しされているとおりで、特に女性って、一人一人描い

ているライフプランが、男性以上に、それぞれ異なっていくというところで、女性が増え

ていくにつれて、そういった事例っていうんですか、いろんなパターンが増えていくと、

周りの方もより理解が深まって、こういう人も居るんだっていうのがあると思うので、み

んなで悩みながら、業界みんなで盛り上げていけたらといいなと思っております。 

そして、質問の機会を頂けるということで、ありがとうございます。皆さんもそうかも

しれないんですけど、私自身も女性少ない中で、来週からも新しい仕事をさせていただく

んですけれど、そのときに女性初とかっていう言葉がすぐ頭に付くような形で、今もそう

ですし、これからも女性初の何々になってほしいなんていうお話なども伺っていて、そう

いったところがちょっとプレッシャーだなと思ったりする部分もあるんですが、小池都知

事は、女性初の都知事でトップとして東京都をまとめられている存在で、その中で気を付

けていることですとか、アドバイスなどがあれば、お願いできればと思います。 

 

■小池知事 

今度また新しいお仕事ということ、頑張っていただきたいと思います。女性だからといっ

ても、男性と仕事は基本的には同じだと思いますので、あんまり肩肘張らずに、ナチュラ

ルに、しっかりやるべきことをしていかれればいいと思います。時には女性として、まっ

たく初めてのことで、男性はなんだかんだ言いながら、経験を伝えていってる、見えない

システムがあると思うんですけど、女性はそれ、なかなかなくて、ですから、まったく初

めてで、地雷原を踏むようなこともたくさんあるんだけれども、でも、その後は、逆に、

次の方にその経験則が伝えられて、そして、普通に、どんな分野でも女性がやってみたい

と思うような仕事をこなし、かつ、それが誇りに思えるようになるんじゃないかなと思っ



第二回「女性が輝く TOKYO懇話会」運輸業編 議事録（平成 30年 9月 14日開催） 

 

23 

 

ています。頑張ってください。 

 

■益田氏 

ありがとうございます。 

 

■治部氏 

ありがとうございました。では、山﨑様、お願いします。 

 

■山﨑氏 

私も最初は羽田空港内だけを走る無料連絡バスの運転手として、今の会社に入社したんで

すけれども、今は一般路線を経て、リムジンに乗れているんですけども、最初は皆さん、

すごく不安、自分もそうでしたし、不安でいっぱいだと思うんですけれども、バスの業界

とか、他の女性が輝く乗り物系といいますか、運輸業に興味がある方がいたら、だんだん

と、少しずつではありますけれども、女性も働きやすい職場環境っていうのをつくってい

っていると思うので、ぜひ迷っている方が居たら、チャレンジしていただいて、女性の運

転手がどんどん増えていったらいいなと思っております。 

 

■治部氏 

ありがとうございます。そうしましたら、最後に知事からエンディングのご挨拶いただけ

たらと思います。お願いします。 

 

■小池知事 

毎回それぞれの 1 日の時間割というのを見せていただいて、あれがとても分かりやすいで

すね。どんなにご苦労もあったりするのか、そこから読み取れるというものであります。

女性が輝く TOKYO 懇話会、業界編 2 回目ということですけれども、これからも交通、そ

して、また、運送、航空、それぞれ似て非なるところがあるかもしれませんが、これから

も社会の大きな動脈を動かしているというプライドを持ってやっていただきたいと思いま

す。また、齋藤さんは、さっきハラスメントがあるっていう話、それはいろいろ想像する

に、あら、お姉ちゃんだと思って、いろんな声を掛ける人が居るんだろうなと想像すると

ころなんですけれども、そこをひらりとかわして、これからもしっかり仕事をしていただ

きたいし、それから、始発での皆さんの頑張りっていうのは、本当にそれこそが 1 分たが

えず、飛行機もそうでありますけれども、こんなに複雑な交通体系でありながら、それが 1

分とたがえずに動いているっていうのは、これは日本の宝だと思います。奇跡だと思いま

す。毎日が奇跡なので、みんな気が付いていないだけで、それを担っておられる女性の皆

さんが、今日は自分の言葉でいろいろ語っていただきました。またこのメッセージが次の

女性の方々へ届くように工夫をしていきたいと思っていますし、それから、困難な場面、
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場合、そういったことを、どのようにして改善していくのか、今日のお話をベースにしな

がら、また進めてまいりたいと思っております。本当に今日はありがとうございました。

また交通ということで、お気を付けて。 

 

■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、運輸業編を終

了いたします。 

 

 

 

（終了） 


