TOKYOで輝く
女性たち
～ 運 輸 業 編 ～
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デ ー タ に 見 る 運 輸 業 界 の「 女 性 の 活 躍 」
運 輸 業 界 で は 女 性 の さ ら な る 活 躍 が 期 待 さ れ て い ま す

運輸業は、人やモノを運ぶことで暮らしや経済活動を支えるだけでなく、災害時にはライフラインとしての
役割も担う重要な産業です。力仕事や労働時間が不規則といったイメージから、男性主体の産業となっていま
したが、女性の参画が徐々に進み、女性だけでなく男性にとっても働きやすい職場環境に変わりつつありま
す。今後、女性のさらなる活躍が期待される運輸業界の現状をデータから見ていきます。

データ①

運輸業界の女性就業者数及び女性比率

東京都における産業別女性比率を見ると、
「運輸
業・郵便業」は21%と、
「建設業」の17.3%に次いで
低くなっており、依然として男性比率が高いのが
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現状です。

42.6

しかし、女性の参画が進み、新しい視点が加わる

27.6

ことで、さらなるサービスの向上等が期待される

25.8

21.7
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など、伸びしろが大きい産業であるとも言えます。
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資料：東京都総務局「東京の労働力（平成29年）」より作成

データ②

40.1

女性比率（％）

運輸業・郵便業の業種別女性割合

運輸業にも様々な業種がありますが、特にバス
などに代表される「道路旅客運送業（8.0%）」や「鉄
道業
（8.3%）
」
で女性が少ないことがわかります。
航空運輸業では、客室乗務員等に女性が多いた
め、高い比率を示していますが、整備士やパイロッ
トでは女性はまだ少数派です。

60.0%

50.0%

50.0%

48.3%

44.0%
40.0%

32.3%

19.7%

20.0%

続いて、
「女性が輝くTOKYO懇話会～運輸業編
～」の参加者が活躍する「航空運輸業（整備士）」
「道

8.0%

資料：総務省「労働力調査（平成29年）」より作成

データ③ 【航空運輸業】使用航空機数及び整備士数の推移
リーマンショックや東日本大震災の
影響で一時低迷していた航空業界です
が、平成24年のLCC就航開始によって
航空機数は年々増加し、それを支える
ために不可欠な整備士の増員も求めら
れています。
整備士は力仕事だけでなく、細部の
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あり、女性のさらなる参画が求められ
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資料：
「数字で見る航空2018」より作成
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※平成28年度以降は整備士が保有している各証明の数で延べ人数
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全産業
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データ④ 【道路貨物運送業】道路貨物運送業就業者の年齢構成比
道路貨物運送業では、就業者の高齢

100%

化や若年労働者不足による労働力の不
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足が問題となっています。

80%
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道路貨物運送業就業者の年齢構成比
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を見ると、40歳から54歳までの就業者
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が45.0%を占めており、全産業と比べ
て約10ポイント程度高いことが分か
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40%
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ります。
は、業界全体で女性の活躍推進に取り
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組んでおり、職場環境の整備等が進め
られています。
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こうしたことから、トラック業界で
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資料：総務省「労働力調査（平成29年）」より作成

データ⑤ 【鉄道】女性鉄道従事者数及び女性鉄道運転従事者数
鉄道業界の女性従事者数及び女性鉄
道運転従事者数は年々増加傾向にあり
ますが、まだまだ女性の参画が少なく、
特に鉄道運転従事者が少ないのが現状
です。
鉄道利用者のニーズが多様化する中
で、性別に関わらない多様な価値観や
発想が求められており、女性のさらな
る参画が期待されています。
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800
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22
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27
（年）

資料：総務省「国勢調査」より作成

データ⑥ 【バス】運転者数及び女性比率
バスの運転者に占める女性比率は、
全産業はもちろん、タクシーやトラッ
ク運転手と比較しても非常に低いこと
が分かります。
バス運転手が不足する中、女性の参
画が求められており、女性のライフス
テージに合わせた勤務シフトの作成や
女性バス運転手同士のコミュニティの
形成等、女性が活躍できる環境の整備
が進んできています。
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資料：国土交通省「平成30年版交通政策白書」より作成
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女性が輝くTOKYO懇話会
～運輸業編～

（写真左より）
小田急電鉄株式会社／
■益田 理美さん
株式会社JALエンジニアリング／
■甲斐 瑠美 さん
（モデレーター）ジャーナリスト・昭和女子大学研究員／
■治部 れんげ さん
東京都知事／
■小池 百合子
京浜急行バス株式会社／
■山﨑 美香 さん
東京港運送株式会社／
■齋藤 里奈 さん

皆さんこんにちは。本日は女性が輝く

乗務員の仕事の魅力は、お客さまを安全・安心・快適に

TOKYO懇話会にご参加いただきまして誠にありがと

目的地までお届けして日常を支えるという誇らしい仕

うございます。経済活動の動脈部分を支えている運輸業

事であることです。また、お客さまの生命や財産をお預

■小池知事

界も女性の参画が少ない分野です。その中で働いている
皆さんが何を考えてこの分野を選んだのか、また、実際
に働いて直面している課題等を伺い、女性が輝く東京で
あり続けるために何が必要なのかを共に考えたいと思
います。
◆ゲストプレゼンテーション
■益田

私は2010年4月に新卒で入社し、現在9年目に

なります。就職活動は、さまざまな事業で沿線住民の生
活を豊かにできる点に魅力を感じ、鉄道会社を中心に行
いました。入社後は駅係員、車掌、運転士を経験後、本社
の運転車両部でダイヤ改正を担当しました。2018年7
月から現職に就いています。
5

益田 理美さん

かりする重責を担いながら定時に終着駅まで到着させ
ることが大きなやりがいとなっています。
弊社では2003年より女性乗務員の登用を行ってお
り、現在は業務関係の職場に57名の女性が所属してい
ます。会社の制度や支援を活用し、出産後の復職率は
100％となっています。
◆入職のきっかけ、
仕事の魅力など
■甲斐

高校3年生の夏に福岡空港の管制塔に上る機

会があり、大きな航空機が離発着する姿に衝撃を受け
て、半年後には千葉の航空機整備科に入学していまし

齋藤 里奈さん

ています。

た。
航空業界で働く魅力は、公共性の高い移動手段として

■齋藤

18歳のときに自動車免許を取得し、車の運転

だけではなく旅のお手伝いをしているという側面が大

が好きになったのがこの仕事についた最初のきっかけ

きく、
空を飛ぶという非日常を提供できることです。

です。ドライブ中に見かける大型トラックに惹かれて中

女性が活躍しやすい職場環境をつくっていくため、女
性同士のミーティングを開催して意見を収集し、会社と

型免許を取得し、運送会社に入社しました。現在は4ト
ントラックで食品の配送業務を行っています。

共有しています。また、弊社ではライフステージで必要

この仕事の魅力は、一生懸命積み込みをした商品がコ

な手続き等を解説した「出産・育児とキャリアの両立支

ンビニやスーパーを経てお客さまの手に行き渡ること

援ガイド」を作成しています。3人の子供がいる私もこ

です。また、ライフラインである物流の一端を担う者と

れを参考にしてきました。

して、誇りを感じています。

働く上で困ったこととしては、私は東京在住ではない

入社当初はマニュアル車の操作とトラックの大きさ

のですが、復職にあたって子供が保育園に入れるかとい

に慣れるまで苦労しました。ＡＴ車が主流を占める中、

う不安がありました。

マニュアル免許を取得する女性は少数派です。免許支援

■治部

制度の充実やＡＴ仕様のトラック普及など、業界全体で

都内でも働く母親がとても増えていますが、都

の待機児童対策について知事にお聞きします。
■小池知事

の体制の整備が必要だと思います。

東京都は人口が多いこともあり待機児童

も非常に多く、私がこの2年間で最も力を入れてきた課
題のひとつです。
これまで、保育士の増員、報酬面のサポート、都立公園
等の施設への保育施設建設等の対策を取ってきました。
都は、2019年度末までの待機児童の解消と6万人分の
保育サービス利用児童の増加を目指しており、着々と進
めています。
今年度は予算を1,576億円を確保して取り組んでい
ます。私が就任する前年と比較すると約600億円増とな
ります。いろいろな業界で女性がいきいきと働き、かつ、
子育てもしっかりできる体制をとっていきたいと考え
6

はまだ珍しいので、アナウンスがさわやかですねとか、
運転が丁寧でよかった等の言葉をいただくとうれしい
ですね。
◆ライフ・ワーク・バランス
■治部

続きまして皆さんにライフ・ワーク・バランス

についてお聞きします。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。
山﨑 美香さん

■山﨑

車の運転好きが高じて、今の会社にバスガイド

■小池知事

ワークの前にライフ、人生ということで、

ひっくり返しています。

として入社しました。女性が運転手になるなど考えられ

■甲斐

ない20年以上も前のことです。その後、運転手として

を済ませます。6時に家族を起こして朝食と出かける準

テーマパークのアトラクションバスやホテル間のシャ

備をし、7時に出勤します。途中保育園に寄って職場に

トルバスの乗務を経験しました。

８時に到着します。ほぼデスクワークですが、ヘルメッ

朝はだいたい4時に起床して、洗濯や掃除など

2020年のオリンピックを機に日本の玄関口である

ト姿で現場に出向くこともよくあります。業務終了が

羽田空港のリムジンバス運転手を女性にしようという

18時、19時に帰宅、21時30分頃に子供が就寝してから

弊社の取組がきっかけで現職につきました。女性専用の

が自由時間となります。

完全個室のベッドや休憩室、シャワー室等を整備し、女

■齋藤

性ドライバーの増加を図るというプロジェクトです。

を出ます。10時45分に会社に到着、トラックで共同配

仕事の大きな魅力は、お客さまと毎日コミュニケー
ションがとれることです。女性のリムジンバスの運転手

朝9時に起床し朝食と出勤準備、9時45分に家

送センターへ向かいます。荷物を積み込んで大田区のセ
ンターまで配送し、一旦戻ります。その後近隣への配送、
給油や空箱回収、終業点呼等を済ませると21時頃です。
22時に帰宅し、2時に就寝しています。
■益田

私は2パターンをご紹介します。まず本社勤務

では、7時に起床して8時に出勤、会社到着が9時頃です。
９時半から17時45分までの就業時間内は、本社または
沿線各地の事業所での会議のほか、連絡調整や資料作成
等のデスクワークを行っています。終業後は買い物をし
て19時帰宅、就寝は24時です。
乗務員時代のスケジュールについては、担当行路に
よって何百パターンとある中の一例をご紹介します。7
時半に起床、10時に新宿へ出社、アルコールチェック、
点呼等を行い、新宿―箱根湯本間を特急で往復、休憩を
取って、新宿―百合ヶ丘間を担当します。21時半に新宿
に戻って宿泊所に泊まり、翌日の始発に備えます。3時
半起床、4時16分宿舎出発、電車の点検を済ませて5時
に乗務開始です。新宿から相模大野まで乗務し、新宿に
甲斐 瑠美さん

7

戻って終了となります。

女性が輝くTOKYO懇話会～運輸業編～
■山﨑

私も一例ですが、5時30分に起床、準備を済ま

せて出社します。アルコールチェック等の乗車準備をし
て7時15分から11時15分まで羽田―横浜間に乗務し
ます。休憩後12時から14時30分まで羽田―都心間に乗
務、14時30分から17時30分まで休憩です。このように
長い休憩がある時は女性専用の休憩室で仮眠をとるこ
ともあります。17時30分から20時30分まで羽田―大
井町間に乗務し、給油、洗車等を済ませて業務終了です。
帰宅後は食事、
入浴等の後、23時30分頃に就寝します。
◆メッセージ
■治部

最後に、これから就職やキャリアを考える女性

へのメッセージをお願いします。
■甲斐

航空機整備は男性の職業というイメージが強

■山﨑

最初はみなさん不安だと思いますが、少しずつ

いと思いますが、やってみたいという気持ちさえあれば

女性が働きやすい環境が整いつつありますので、運輸業

それが原動力となります。狭い場所での細かい女性向き

に興味のある人がいたら是非チャレンジしてほしいで

の作業も多々あります。女性整備士が少数派ではなくな

す。そして、女性運転手が今後ますます増えていくこと

るよう、たくさんの方と一緒に働きたいと思っておりま

を期待しています。

す。

■治部

■齋藤

この業界は圧倒的に男性の割合が高いのです

ありがとうございます。最後に知事からご挨拶

をお願いします。

が、女性の丁寧さと細やかさは、ものを安全に確実に届

■小池知事

けるという業務にとても向いています。どんどん女性に

ことによって、みなさまの苦労を読み取ることができま

進出していただき、少しでも華やかな業界になっていく

した。これからも社会の大動脈を動かしているというプ

ことを願っています。

ライドを持ってやっていただきたいと思います。

■益田

タイムスケジュールを紹介していただく

女性は各自の描いているライフプランが男性

こんなに複雑な交通体系でありながら1分違えずに

以上に多様です。女性が増えていくことによってそのよ

動いているというのは、日本の宝、奇跡です。それを担っ

うな事例が増えて周囲の理解も深まり、女性が働きやす

ているみなさまが語ってくださったメッセージが次の

い職場へと変化していきます。そのような業界の変化を

女性の方々へ届くよう、工夫をしていきたいと思いま

期待しています。

す。
本日は本当にありがとうございました。

知事にひとつお伺いします。私は来週から新しい職務
に就くのですが、女性初という冠がついてプレッシャー
を感じることもあります。女性初の都知事として気を付
けていること、
アドバイスなどがあればお願いします。
■小池知事

女性でも男性でも仕事は基本的に同じで

すから、肩肘張らずにやるべきことをしていけばいいと
思います。もし失敗することがあっても、その経験を後
輩に伝えることで女性がさらに前進できますので、頑
張ってください。
8

株式会社 JAL エンジニアリング

航空

成田航空機整備センター 企画・計画グループ

甲斐 瑠美さん

■興味をもったきっかけ

できないことも多々ある為、そのような状況に対応しつ

空港の管制塔の見学をさせてもらったのがきっかけで

つ、
1日数十機もある航空機の整備作業の内容や整備に必

す。それまで間近で見たことがなかった飛行機の大きさ

要な整備士数のバランスを考えて計画を立てています。

と重量感に圧倒され、この機体に一番近くで触れることの
できる整備士になりたいと強く思いました。

■仕事の魅力、やりがい
機体が検査・整備をされ、お客さまがご搭乗される

■現在の仕事に就いた経緯
すぐに最短で整備士になる方法を調べて、千葉の職業
開発短期大学校に入学しました。

ターミナルに移動したときは、航空機がいきいきとまぶ
しく見えます。航空機は運航・客室乗務員は勿論、給油や
清掃、機内食、空港ゲートなどを担当する沢山の仲間に

日本航空から出向していた教官から社風などを聞い

よって1便が大切に準備されます。多くの人の手を経た

て魅力を感じていたことと、会社見学で見た先輩整備士

機体を最後に見送れる整備士という立場はとても恵ま

のいきいきとした動き、チームワークの良さを見て、是

れておりやりがいを感じます。

非この会社で働きたいと思い、
1999年に入社しました。

また、航空機が出発する際にお辞儀して手を振ってお
見送りしますが、機内のお客さまが手を振り返してくれ

■業務内容

るのが見えたときはとてもうれしかったです。

入社して6年間は客室整備部に配属され、お客さまに
一番近い椅子や機内の整備に携わりました。その後、夜
間帯に実施される機体全般の整備を担当し、国家資格で

整備作業には力仕事もあります。新人のころ、自分の

ある一等航空整備士を取得してからは運航整備を主に

力だけでは動かせない重い部品を前にして途方に暮れ

行いながら経験を積みました。

たこともありました。そんなとき先輩から、てこの原理

現在は企画・計画グループに所属しています。具体的

を使えばいいとヒントをもらいました。普段使っている

には、航空機が安全・快適に飛行する為に、いつどこでど

工具を組み合わせることで、重い部品でも自分だけで動

のような整備を行うのか計画を立てる仕事です。

かすことができる。そのことを学んでからは、手に負え

基本的な整備内容と実施時期は、航空機メーカーの指
示に沿って行いますが、整備予定だった航空機が天候の
影響で戻ってこないなど、外的要因により予定通り整備
9

■これまでに苦労したこと

ないから他の人に頼るのではなく、先ずは自分なりに工
夫してみようと思えるようになりました。

Interview
なぎ、
長靴も男性用サイズが主流で不便でしたが、
切った

■力づけられた先輩のアドバイス
整備作業は絶対にミスが許されない仕事です。その重

り詰め物をしたりと工夫して使用していました。
ですが、

みを考えると緊張で上手く体が動かず作業が進まない

あるとき先輩から、使いにくいのを自分が我慢していた

こともありました。そんなとき、この整備作業はチーム

ら、
後輩も同じように我慢することになると言われて、
確

で進めているものなので、ひとりで抱えこまなくてもい

かにそうだと思いました。
そこで女性ミーティングを開催

いとアドバイスをもらい、気持ちが軽くなったことがあ

してその議事録を会社と共有したことで、
徐々に女性サイ

ります。勿論、自分が担当する箇所は責任を持って確実

ズの軍手やつなぎも配備されるようになりました。

に作業を進められるよう日々技術も磨きますが、少しで

現在は間接業務
（デスクワーク）
も含めると約300名の

も機体の感触が違うと感じたら周囲にも確認してもら

女性社員がいます。女性社員の中には、出産後、子供を預

い、
チームワーク良く作業を進めています。

ける場所が見つからないかも、という不安な点もあるか
と思います。
実際、
長男の時は育児休暇を希望通り取得す

■ライフ・ワーク・バランス
（生活と仕事との両立）

ることが出来ましたが、次男と三男のときは保育園の欠

私が月曜から金曜までの日勤、夫が夜勤もあるシフト

員を待つ必要があったため不安な日々を過ごしました。

勤務です。
夫がいないときの育児と家事は私がしています

社内に託児施設が欲しいと思った時期もありましたが、

が、
夫が家にいるときは、
保育園のお迎えや子供の宿題の

最近では近くのホテル内に空港職員が利用できる託児所

相手をするなど、
積極的に育児に関わってくれています。

が開設され、
少しずつ環境が改善されています。
過去には
子供を預ける場所がなく退職された方もいらっしゃいま
したが、
今では出産しても復職する人がほとんどです。

■休日の過ごし方
休日は子供たちと一緒に出掛けることが多いです。
小学
生２人、
保育園児１人、
3人ともみんな体を動かしたい盛り

■今後のキャリア形成や目標について

なので、
自転車で空港が見渡せる公園によく行きます。
子供

現在は家庭の事情もありデスクワークに就いていま

たちも飛行機が大好きなので、
お気に入りの飛行機や珍し

すが、子供の手が離れたら現場に復帰し、後輩のロール

い飛行機が飛んでくるとすごく興奮して楽しんでいます。

モデルになれたらと思います。航空整備士業界では、そ
れぞれの機種によってライセンスがありますので、復帰
したらまた新しい機種に合わせて取得する予定です。

■職場環境の改善に向けた取組、
課題等
入社した当初は、控室の一角を仕切って女性用ロッ
カールームにしていましたが、
女性の少ない職場なので仕
方ないと思っていました。
また、
整備作業で使う軍手やつ

タイム
スケジュール
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夜は家事時間の確保が難しいため、朝早く
起きて洗濯や掃除を行っています。
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4

睡眠

10

整備士の仕事は、オイルまみれの
力仕事ばかりではありません。特
に私が最初に配属された客室整
備等は美観と快適性を重視する、
女性の視点が生かされる部署で
す。また、小さな空間にさまざま
な装置が配備されているので、指や
腕が細い方が作業しやすく、自分のサ
イズでよかったと思うことも多々ありま
した。興味のある方は、是非ホームページをご覧ください。きっ
と作業の楽しさをわかってもらえるはずです。

10

東京港運送株式会社

運送

齋藤 里奈さん
■興味をもったきっかけ、仕事についた経緯
18歳で自動車免許を取得してから、ドライブ中に見
かけるトラックに興味をひかれるようになりました。大

費される商品のため、夏場はトラックの最大積荷量
3250キロが連日ほぼ満載となりますが、寒い季節にな
ると夏の約半量ほどの積荷量という状況です。

きな車体を自由に操るドライバーに憧れて、自分でも操
作してみたいと思ったのがきっかけです。

■仕事の魅力、やりがい

トラックを運転するための中型免許取得には、普通免

配送を担当しているカット野菜は、私がときどき利用

許取得から2年以上の期間が必要です。高校卒業後2年

する回転すし店にも納品されています。店のメニューに

間は生活建材の会社で事務職に就き、その後中型免許を

自分が運んだ野菜が使われているのを見ると、物流の一

取得して現在の会社に入社しました。元々身体を動かす

端を支えていることを再認識できてうれしく思います。

ことと食べることが好きで、食品を配送する仕事に就き

また、女性が少ない業界なので、センターに納品す

たいと思ったのが入社の理由です。

る際に「がんばっているね」等の声掛けをしていただ
くこともあり、もっとがんばろうと前向きな気持ちに

■仕事内容
現在は、主にコンビニエンスストアやスーパーの共同

なります。
2018年7月には、東京都トラック協会ドライバーコ

配送センター間の輸送を担当しています。具体的には、

ンテスト女性部門で第2位をいただきました。このコ

デザートや乳製品を弊社近くのセンターで積み込み、大

ンテストは学科と実技があり、関係法令や安全運転、

田区のセンターに納品後、一旦帰社してから再び近隣の

交通公害防止、エコドライブ等の知識と技能を競い合

センター数か所に配送します。帰社途中に昭島のセン

うものです。女性参加者の少ない中ではありますが、

ターからカット野菜を積み込んで入間や日高のセン

表彰してもらえたことはとてもうれしく、今後の励み

ターに配送することもあります。

になりました。

毎日運転していると大きな事故を目にすることもあ
ります。事故を起こさないよう、運転には最善の注意を
払っています。
積荷量は曜日や季節によって変化します。大田区は企

11

■これまでに苦労したこと
AT車限定の普通免許しか持っていなかったので、マ
ニュアル車の運転に慣れるまでは苦労しました。また、

業が多いため、企業が休みとなる週末に向けて積荷量は

入社以前は軽自動車しか運転していなかったので、車体

減少します。また、扱っている積荷が暑い季節に多く消

の感覚をつかむまで約3か月かかりました。

Interview
積荷についても、商品や商品を積んでいるパレットの

食品の配送は細かい単位で納品することが多く、また

形や大きさはさまざまなので、荷崩れしないように積み

商品を丁寧に扱う必要もあるので、女性向きの仕事とい

込む工夫をしなければなりません。最初は先輩のアドバ

えます。最近では、パンの配送やコンビニの店舗配送で

イスを聞きながら徐々にコツをつかんでいきました。

活躍している女性ドライバーも多く見かけます。

設備面では、納品先に女性用トイレがないことが多

納品先で女性用トイレなどの整備が追い付いていな

く、苦労しています。共同配送センターには従業員用ま

いという課題はありますが、今後女性ドライバーがもっ

たはドライバー用トイレがありますが、男女共用の場所

と増えて改善されることを期待しています。

が多いので、できるだけ高速道路等のトイレを利用して
■今後のキャリア形成や目標について

います。

今年3月にフォークリフト運転技能講習を受講して
■ライフ・ワーク・バランス
（生活と仕事の両立）

免許を取る予定です。学科1日実技4日の合計5日間の

私はまだ独身ですが、以前は子育てと両立していた先

講習です。取得すれば倉庫内の積荷移動はもちろん、

輩もいました。今後、ライフスタイルが変化した場合は、

パレットごとの荷物の積み下ろしも可能になり、仕事

会社と相談して休日や勤務時間帯等を調整したいと

の幅を広げることができます。また、いずれは大型免

思っています。

許を取得して20トントラックにも乗れるようになり
たいです。

■プライベート、
休日の過ごし方
最近新しい車を購入したのでドライブすることが多
く、先日はいちご狩りに秩父まで足を延ばしました。あ
とは平日なかなか会えない友人と会っておしゃべりし
たりしています。
■女性が活躍できる職場環境について
若い女性でマニュアル免許を取得する人は少ないの
で、入社してからマニュアル免許を取れるような制度が
あれば良いと思います。また、小回りの利く2トント
ラックをもっと導入して女性向きの配送コースを設定
すれば、
より多くの女性が活躍できると思います。

タイム
スケジュール

業務時間が自身の生活リズムと合ってお
り、働きやすさを感じています。
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仕事ともいえます。重い荷物もあ
りますが、小分けにして運搬した
りパワーリフトを利用すること
で女性でも十分対応は可能です。ま
た、マニュアル免許を取得していない
女性が多い現在、オートマチックの中型
トラックを所有する会社も増えています。
トラックの運転席は普通車よりも高い位置にあるので、遠く
を見通せる気持ちよさもあります。車体の大きさの感覚さえつ
かめれば、トラックはとても運転しやすい車です。興味のある方
は、是非この世界に飛び込んできてください。
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小田急電鉄株式会社

鉄道

喜多見車掌区助役

益田 理美さん

■興味をもったきっかけ、仕事に就いた経緯

間や休日の取得状況を管理する仕事です。この車掌区に

鉄道会社は、単なる交通機関としてだけでなく、沿線

は約140人の乗務員が所属していますが、出勤時刻は1

地域の開発等、様々な事業を通じて沿線住民の生活を豊

分単位で異なります。また、臨時運行等に対応するため

かにすることができ、魅力であると感じていました。ま

休日返上で勤務に就く乗務員もいます。そのように不規

た、他社との相互直通運転や複々線化事業等、企業利益

則な勤務をしている乗務員が適正に休日を取得できて

を追求するだけでなく、お客さまの利便性のために投資

いるか、残業時間は基準以下かどうか、健康は維持でき

を惜しまない点にも興味を持っていました。

ているか等を毎月チェックしています。

大学では経済学を学び、在学中に簿記会計の資格を取
得していました。鉄道で旅行することが好きだったこと

■仕事の魅力、やりがい

と、弊社が行っていた複々線化事業のような長期的計画

現在は、毎日乗務員を送り出し、無事に乗務を終えた

を経理面で支えたいという思いもあり、鉄道会社を中心

時に迎え入れることや、急な臨時運行等に対処して無事

に就職活動をしました。

に運行させられたとき等にやりがいを感じています。ま
た、乗務員とのコミュニケーションを密にするように努

■仕事内容
第一線で働いている人を支える立場になりたいと思
い、総合職で入社しました。入社後、駅員として3か月、

めることで、明るい職場運営に貢献できているとも感じ
ています。
数年前に担当したダイヤ改正では、速達性の高い列車

グループ会社の研修を経て車掌、運転士をそれぞれ1年

種別である快速急行を大幅に増発しました。このダイヤ

ずつ務めた後本社に異動し、ダイヤ改正を担当しまし

が運行されれば、新宿から遠方の地域に住んでいる方々

た。その後神奈川県庁に派遣されてインバウンドの仕事

の便利性の向上にも繋がりますし、一日の平均乗降者数

に従事し、弊社に戻って現在に至ります。

である約210万人の方々の生活を支えているという実

2018年9月から、喜多見車掌区で助役を務めていま
す。私の担当職務は、乗務員の安全管理と労務管理です。

感もありましたので、実際に新しいダイヤが運行された
ときの達成感は大きいものでした。

安全管理は乗務員が安全に乗務できる状態かを確認す
る仕事で、アルコール検査や視力に問題がないこと、乗
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■これまでに苦労したこと

務行路等を確認します。時には、列車に乗車して乗務員

ダイヤ改正の仕事には大変苦労しました。すべての列

の作業確認・指導もします。労務管理は乗務員の勤務時

車について、5秒単位で各駅の発着時刻を設定するだけ

Interview
でなく、車両数や乗務員数が決まっている中で、車両検

もなく18年になります。子育て中の女性乗務員が仕事

査のスケジュールも考慮して行路に車両を充てていく

を続けられるよう宿泊勤務免除や短時間勤務の制度、ま

作業などもあり、企画立案から運行開始までに約1年か

た、それらの利用者が乗務できる行路も実態に合わせて

かりました。同じ列車に対して、ある駅では1分早くし

徐々に増えており、個人の環境に合わせて働き方を選ぶ

てほしい、またある駅では1分遅くしてほしい等、異な

ことができるようになっています。

るリクエストがあった場合は、それぞれ調整して対応す

今後の課題としては、子育て中の女性の発想力を活か

る必要がありました。長期的な作業で残業も続き、心身

した新しいポジションの創設が必要だと感じています。

共にこたえました。

女性乗務員が事務方の仕事の一部を担うことや、地方に

現在苦労していることは、自身が経験していない、例

例を見る観光列車のコンシェルジュ等です。これまでの

えばロマンスカーという特急列車の乗務員等を指導す

固定観念から脱却することで、個人と会社の双方にとっ

る立場にあるということです。そのような場合、相手も

て良い結果が生まれると考えています。

私が経験していないことは知っているので、こちらから
疑問を投げかけ教えてもらいながら、相手が自ら気づき
を得られるような働きかけを行っています。

■今後のキャリア形成や目標について
まだ子供はいませんが、将来的には子育てしながら
キャリアも積んでいきたいと考えています。

■ライフ・ワーク・バランス
（生活と仕事の両立）

仕事面では、現在の立場になってまだ4か月なので、

同じ会社に勤務している夫との二人暮らしです。炊事

これから多くのことを吸収してきめ細かな指導を現場

は主に私で、それ以外は夫が担当していますが、お互い

で行っていくつもりです。また、乗務員は誰かが休むと

無理のないように分担して生活しています。

他の誰かが代わりにその穴埋めをしなければなりませ
ん。そのような環境の中でも、誰もがいきいきと働ける
職場作りを目指していきたいと思っています。

■プライベート、
休日の過ごし方
最近は新居に移ったばかりということもあり、夫と休
日が重なったときには互いの両親や友人を自宅に招い
ています。また、共通の趣味が旅行なので、国内はもちろ
ん海外に行くこともあります。
■女性が活躍できる職場環境について
弊社で女性乗務員の採用が本格的に始まってからま

タイム
スケジュール
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出勤時間が異なる乗務員の管理を行うた
め、宿泊を伴う勤務を基本としています。

身支度
通勤
準備

21:00

業務
(引継ぎ、
点呼等)

24:00

昼食
休憩

22:00
23:00
1:00

けるという重責を担っています

4:00

8:00

業務

えるとともに安全に目的地まで届

3:00

業務
6:00
(収入関係
7:00
事務作業等)
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10:00
11:00

｜メッセージ
乗務員の仕事は、人々の生活を支

2:00

5:00

休憩

業務
(打合せ、
労務管理等)

仮眠

ので、終着駅に無事到着したとき
の達成感はとても大きいです。ま
た、お客さまからさまざまな声を
直接聞くことができる素晴らしい

業務（引継ぎ等）
帰宅
家事、自由時間

仕事です。
乗務員はお客さまと直接接するので、
女性ならではのきめ細やかなサービスで今度ますます活躍でき
ると思います。関心のある方は是非チャレンジしてください。
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京浜急行バス株式会社

バス

山﨑 美香さん
■興味を持ったきっかけ

具体的な業務内容としては、運転やお客さま対応、車内ア

もともと車の運転が好きで、交通系の職業に興味があ

ナウンス等も含めた乗務、担当する車両の清掃の他、お客

りました。18歳ですぐに運転免許を取得したのですが、私

さまの乗降時に荷物係がいない時間帯にはお客さまの

が就職した当時は女性運転士の募集がなかったため、現

荷物対応をする場合もあります。

在の会社にバスガイドとして入社しました。
その数年後、テーマパークに転職し、普通免許でも可能
だった園内アトラクションバスの運転をしていましたが、

■仕事の魅力、
やりがい
女性運転士はまだ少ないため、お客さまから「かっこい

本物の大型バスを運転したいと強く思うようになり大型

いですね」
「 女性は運転が丁寧ですね」等の声を掛けてい

の免許を取得しました。

ただくことがあり、それが仕事をする上での励みとなって
います。また、良い意味でも悪い意味でも注目されること

■現在の仕事に就いた経緯
しばらくバス運転士の仕事から離れていましたが、偶

が多く、その緊張感が仕事のモチベーションを高めてくれ
ます。

然弊社の女性運転士募集の情報を見つけて興味を持ち

バス運転士を始めたころは運転技術がなかなか伴わ

ました。その内容は、2020年の東京オリンピック開催ま

ず、長らくコンプレックスになっていたので、お客さまか

でに、羽田空港ターミナル間無料連絡バスの運転士をす

ら運転技術をほめていただくとうれしいですね。

べて女性にするというプロジェクトで、女性の大量採用に

お客さまから降車時や後日郵送で、お礼の手紙をいた

備えIDカードを持っている者だけが利用できる女性専用

だいたこともあります。
「 渋滞の中、的確な車線変更をし

施設の新設も魅力でした。

ていただいたので予定の便に間に合いました。ありがとう
ございました。」や「担当外の荷物の積み下ろしを手伝っ

■業務内容
入社後2年半は羽田空港ターミナル間無料連絡バスに
乗務していました。その後上司から勧められて路線バスを

ていただきありがとうございました。」等、お客さまが
ちょっとしたことに気付いてくださっていることがわかる
と、毎日の乗務にもやりがいを感じます。

半年、そして現在は羽田から東京・大井町・横浜の3路線
を走るリムジンバスに乗務しています。担当する路線は日
によって変わり、1路線の往復を繰り返す日もあれば3路
線すべてを走る日もあります。
15

■仕事で大変なこと、苦労すること等
現在乗務しているリムジンバスは、ドアが前方1か所し
かなく空気の循環が悪いため、車内温度にはいつも気を

Interview
遣っています。気候やお客さま数によっても左右されます

■女性が活躍できる職場環境

のですべてのお客さまに快適に過ごしていただくことは

以前の会社は男性運転士がほとんどでしたので、私も

難しく、運転以外の部分でも気を配る必要があるのが大

負けまいという気持ちで男性と同じシフトをこなしていま

変なことのひとつです。

した。弊社では女性が働きやすい環境が整えられており

また、リムジンバスの荷物の積み下ろしは担当がいるた
め、
基本的には運転士の業務ではありませんが、
担当が不
在で運転士も手伝えない場合にお客さまからご意見をい
ただくこともあり、
対応に苦慮することもあります。

休暇もとりやすいので、無理のない働き方ができている
と感じています。
しかし、思うように女性運転士の数は増えていないの
が現状です。その原因のひとつとして考えられるのは、シ
フトの長さや早朝または深夜勤務です。通勤に時間がか

■これまでに自分が力づけられた先輩の言葉など

かる社員の場合、早朝や深夜に乗務するためには自宅か

リムジンバスの経験がまだ浅いこともあり、周囲からさ

らの通勤では対応不可能ですので、シフトによっては1週

まざまなサポートをしていただいています。疲れた顔をし

間連続で帰れないこともあります。今後はそのような課

て営業所に戻ってくると「今日はどうだった？」と話しやす

題解決に取り組む必要があります。

い雰囲気を作ってくれて、とても助かっています。
以前の職場でのことですが、
「何かを始めるのに遅いと
いうことはない」
と言っていただいたことがあります。
この
言葉があったからこそ、大型二種免許を取得してバスの
運転士になった現在の自分があるのだと思っています。

■自身の将来像
リムジンバスに乗務し始めて1年経っていないので、現
在はリムジンバスでがんばりたいと思っています。
また、羽田空港ターミナル間無料連絡バスに乗務して
いる女性の中でリムジンバスに興味を持っている社員も
いますので、自分が今の仕事の良さを伝えることで、将来

■ライフ・ワーク・バランス（生活と仕事の両立）
掃除や洗濯は、基本的には私がやっていますが、家族に

的には仲間を増やしていきたいとも思っています。

お願いすることもあります。
■プライベート、
休日の過ごし方
基本的には週休2日、連続で休みはとれます。家でゆっ
くりすることもあれば、定期的に旅行に行ったり、友人と
食事をするなどして過ごしています。

タイム
スケジュール
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担当する路線・シフトは、日によって変わ
り、泊まり勤務の日もあります。
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自由時間

｜メッセージ
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睡眠

19

弊社の女性運転士の中には、
運転に
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身支度
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通勤

業務

17

7

路線1往復ごとに
30分～1時間の休憩

16

8
9

15
14
13

12

6

11

10

関係ない業種から転職した人もいま
す。この仕事で必要な要素は、注意
深さや反射神経、
瞬時の判断力など
で、前職の経験ではありません。入
社してからの指導体制も充実してい
ますし、
バスの運転は車体の大きさに
慣れさえすれば本当に楽しい仕事です。
まだ女性の少ない業種ですが、女性が増
えることで女性にとっても男性にとっても働きやすい職場に変わる
と思います。
運転が好きな人や興味のある人は、
是非チャレンジして
ほしいと思います。
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Interview

株式会社 JAL エンジニアリング

立花麻貴子
▪女性整備士の増加と会社の取り組み

他の業界同様、航空業界でも人手不足の問題を抱えて

現在、弊社には約4,000名の社員が従事しており、その

いますので、女性社員には長く働いてもらいたいと思っ

うち約300名が女性です。また、
女性整備士は約130名お

ています。幸いなことに、
制度の充実とその利用率アップ

り、
その数は年々増加しています。2017年度と2018年度

の成果もあり、
女性の離職率は年々減少傾向にあります。

はそれぞれ約20名の女性整備士が入社しました。
増加する女性社員のさまざまな意見を職場に反映させ
ていくために、年代別の女性ミーティングを昨年から開

▪女性整備士としての視点
男性が多い職場であるからこそ、女性の視点が重要で

催しています。ミーティングでは、
制服などの備品改良や、

す。女性の意見を取り入れることによって職場環境が改善

社内制度に関する意見がありました。弊社には、
配偶者が

され、
男性社員にとっても働きやすい職場となり、
作業効

フルタイム勤務であれば現場に所属したまま日勤で仕事

率にもよい影響を与えます。また、
より幅広い視点から物

を続けられたり、
子供が小学3年生になるまで時短勤務が

事を考えることにより、
お客さまへのサービスの向上にも

認められるなど、子育て中の社員が利用できるさまざま

つながっていきます。

な制度が整っています。しかし、
こうした制度があまり知
られていないとのことでした。この意見を会社と共有し、

▪航空整備士を目指す女性へのメッセージ

社内制度をわかりやすく説明するサイトを立ち上げまし

航空整備士は男性の中心の職業であるとの先入観は持

た。こうした取り組みにより、
女性社員がより働きやすい

たずに、興味のある方はどんどんこの業界に入ってきて

職場環境を目指しています。

もらいたいです。整備作業には、
女性の視点も必ず必要で
す。女性がいきいきと働けるよう、
社内制度の充実を今後

▪女性が働きやすい環境の整備
弊社としては、
これからも多くの女性に活躍してもらい

も図っていきますので、心配せずにこの業界に飛び込ん
できてください。

たいと思っています。
そのためには制度の充実が重要だと考えています。例え
ば、
弊社には、
配偶者が転勤した際に休職して同行できる
「配偶者同行制度」
がありますが、
現在は利用できる回数が
限られています。今後は利用できる回数を増やすなど、
もっ
と現場の声に寄り添った制度の改善を検討しています。
▪近年の変化
過去3年間を見ると、産休・育休を取得した女性社員の
ほとんどが職場復帰しており、復職率は97.6% となって
います。また、男性社員の育休取得率も上昇傾向にあり、
多くが1か月以上の休暇を取得しています。
【直近3年間の男性社員の育休取得状況】
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2015年度

8名 ( うち 5名が1か月以上取得 )

2016年度

17名
（うち13名が1か月以上取得）

2017年度

19名
（うち15名が1か月以上取得）

総務部

谷口 麻貴子さん

Interview

東京港運送株式会社

立花麻貴子
▪弊社及び業界の現状

▪女性が働きやすい環境

現在、弊社の社員178名中26名が女性で、そのうち21

まずは、トイレ等の設備面の改善が必要だと感じてい

名がドライバーとして従事しています。弊社は食品配送を

ます。弊社だけの問題であればすぐに改善できますが、そ

担っており、定期ルートの配送割合が多いです。そのため

れでは問題解決になりません。女性が参入しやすい環境

規則正しい勤務が可能となり、他社と比較して女性ドライ

整備を業界全体で考えなければいけない時期にきている

バーの割合が高い状況にあります。

と思います。

建材等を扱う配送の場合は積荷やルートが毎回変更す

これまでの運送業は、長時間労働、汚い、給料が安いと

る可能性もあり、女性が担当するにはハードルが高いかも

いうような悪いイメージがありましたが、今後はそのイ

しれません。このようにトラック業界の場合は、積荷の種

メージを払拭する必要性を感じています。是非多くの人材

類等によって女性では対応が難しいものもありますが、工

に就業していただき、特に女性にはトラガールとして活躍

夫次第で女性でも対応可能な分野は十分あります。

していただきたいと思っています。そのためには、時短勤
務や体力がなくても対応できる設備、子育てと両立した働

▪女性ドライバーの採用について
近年トラック輸送は、男女の区別なく就業できる仕事に

き方等、さまざまな働き方を選べる業界にしていかなけれ
ばいけないと思っています。

なりつつあります。以前は長時間労働、肉体労働で男性の
職場というイメージがありましたが、仕事の質という点で

▪これからこの業界を目指す女性へ

考えれば女性の方が丁寧な作業をしてくれますので、今後

物流とは人々の生活を根底から支えているライフライ

も積極的に女性ドライバーを採用したいと考えています。

ンであり、その一端を担えることがこの仕事に従事してい

作業効率という点でも、荷物の積み下ろしの際、男性の

る者の誇りだと感じています。

方が一度に多くの荷物を運搬できるので一見効率がいい

例えば、ある商品が消費者の手に届くまでには、畑から

ように見えますが、無理して一度に多くを運搬しようとする

工場へ、工場から倉庫へ、倉庫から配送センターへ、配送

あまり失敗することもあり、また、輸送中に渋滞に遭う可

センターから店舗へ、そして消費者の手に届きます。その

能性も考えれば、少ない分量を丁寧に積み下ろしする女性

一連の流れを担っているのが物流なのです。

と効率面で大差はありません。

近年物流の業界でも女性の活躍の場は徐々に広がって
いますので、興味のある方は是非チャレンジしてください。

▪育児との両立体制について
現在、社内に子育て中の女性社員はいますが、育児休暇
を取得した社員はこれまでいません。一旦退社して、子育
てが落ち着いてから戻ってくる形が一般的です。ルート配
送を日々行うためには時短勤務での対応は難しく、また、
育児休暇を取得した社員の代わりに穴埋めをする人材の
確保が必然だからです。
それらに対応するには、料金体制の見直し等業界全体
の改革が必要だと感じています。ですが、育児休暇の取得
に関していえば、事前にある程度予定の立てられることで
もあり、今後対応策を検討したいと考えています。

代表

田中 秀明さん
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Interview

小田急電鉄株式会社

立花麻貴子
▪経営理念
弊社は創立以来、鉄道事業、不動産業、生活サービス事
業など幅広く事業を展開しており、
お客さまの
「かけがえ
のない時間 ( とき )」と「ゆたかなくらし」の実現に貢献す
ることを経営理念に掲げ、お客さまに選ばれる沿線を目

感できる業務シフトを作成し、モチベーションアップ
を図りました。
２．働き方の段階的支援策
短時間勤務だけでなく、深夜業免除により１日の労

指しそれぞれの事業を推進しています。

働時間は変えずに日勤勤務を行ったり、時間外労働を

▪ワークライフバランス推進の取組

免除したり、宿泊回数を選択したり…家族を含めた本

弊社はダイバーシティ＆インクルージョンを推進して

人の環境に合わせて働き方を選択できる仕組みにして

おり、仕事と家庭の両立支援はその一環として取り組ん

います。また、
お子さんの年齢が制度の取得対象であれ

でいます。2018年２月に「ダイバーシティ＆インクルー

ば、
何回でも働き方を変更することができます。

ジョン宣言」
の発表を行いました。宣言内容は
『
「認め合う
活かし育む創り出す」
～多様性を認め合い、
個の力を活か

３．メッセージの発信
全社的な取組として、トップメッセージを記載した

し育み、
新たな価値を創り出す組織へ～』
というもので、

ハンドブックを作成したり、産休前に本人、上司、人事

１．
一人ひとりの、
属性を超えたあらゆる
「価値観」
「考え方」

部で必ずプレママ面談を行うほか、産育休中の社員向

「ライフスタイル」
「能力」
「経験」などを大切にし、お互

けセミナーを年２回開催するなど、
会社や人事からメッ

いを認め合いながら、
協働していくこと
２．
一人ひとりが成長し、
個の力をチームで活かし育むこ

セージを発信する機会を設けました。また、
ライフイベ
ントの有無に関わらず女性のキャリアを考える機会と

とにより、
いきいきわくわく働くことのできる職場環

して、
「女性活躍推進ワークショップ」
を開催しています。

境の実現を目指すこと

今後も、誰でもいきいき働くことができる環境づくり

３．あらゆる視点を最大限に活かし、
新たな価値を創り出
すことで、
お客さまの
「かけがえのない時間 ( とき )」
と
「ゆたかなくらし」
の実現に貢献すること

に取り組んでまいります。
▪この業界を目指す女性に向けたメッセージ
弊社は1999年に女性の深夜業が解禁されてから本格

を基本方針として掲げております。今回はその中でも

的に採用を開始した経緯もあり、まだまだ男性の多い職

鉄道現業部門における育児や介護などのライフイベント

場ですが、お客さまのニーズが多様化していく事業環境

への対応に関する取組を紹介します。

を考慮すると、性別関係なく、多様な人材が共存し、多様

2013年頃より、
育児中に活用できる制度を手厚くする

な価値観や発想を生み出すことが重要です。

など、
復職支援に取り組んだ結果、
育児を理由とした離職者

弊社女性社員からは、
「女性はライフステージの影響を

は減少したものの、
「復職」
が目的となり、
復職後の能力発揮

受けやすいと言われるが、だからこそ『女性、妻、母、会社

やキャリア形成までにはいたりませんでした。これを受け、

員として』
多面的な視点を業務に活かせることが強み。
「
」自

「仕事と育児を両立して活躍し、
長期的な視点でキャリアを

身の経験を活かしたサービスでお客さまに喜んでいただ

描ける」
ことを重点課題として以下の施策を講じました。

いたときに会社としての魅力が向上し、自分が成長して

１．短時間勤務制度で活躍できる業務シフトの作成

いる実感を得られる。
」
との声もあがっています。

1日の業務内容が定められている運転や駅部門では、
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りました。短時間勤務でも責任感や職場への貢献を実

変わり行く時代にあわせていきいきと躍動感のある組

労働時間を短縮すると通常の業務シフトではなく補助

織へと更に進化させていくために、社員一人ひとりに活

的な業務を行うことが多く、それまで培ってきた鉄道

躍していただきたいと思っています。同じ想いをもった

係員としてのスキルを発揮しきれないという課題があ

方と一緒に働くことができるのを楽しみにしています。

Interview

京浜急行バス株式会社

立花麻貴子
▪女性運転士の積極的な採用
現在は若年層の車離れが進んでおり、男性でさえ免許
を所持していない人が増加しています。運転士が不足する
中、採用活動のターゲットを女性にも広げるという方針を
立てたのが、女性運転士採用の始まりでした。

シャワールーム等を備えた女性専用の施設です。この建物
はIC カードを所持していないと入室できないため、安心し
て利用できると女性社員から好評を得ています。
今後は、
制度面についての検討が必要です。弊社にはまだ、
運転士を続けながら出産育児を経験した女性はおりません。

弊社のバスが運行する羽田空港は、東京又は日本を初

ですが、そのようなケースに対応する準備は必要だと思い

めて訪れる人が利用する空港であり、日本の玄関口です。

ます。例えば、乗務できない時期には案内係や電話応対等

そのような場所で、女性特有のホスピタリティを発揮して、

に業種を変更するなど、さまざまなケースを想定して育児

やさしさや思いやり、おもてなしの心を発信していきたい

との両立を継続できるような制度の確立を検討したいと

と考え、女性運転士を積極的に採用しています。

考えています。

現在弊社に所属している運転士約1,400名のうち、女性
はわずか30名ほどです。中には、動物看護師やエステティ
シャン、アパレルなど、さまざまな職種から転職して活躍し
ている運転士がいます。
運転士は男性の職業だという先入観が根強く、それを打
ち破るためにも女性が十分に活躍できる職場であることを、
今後も発信し続けたいと思っています。

▪これからこの業界を目指す女性へのメッセージ
バスの運転士はシフト勤務で生活が不規則な職業だと
思われがちですが、夜勤明けの昼間や午後番の日の午前
中など平日でもプライベートな予定を入れやすい業界とも
いえます。
大型バスの運転士というこれまで経験のない職業に不
安を感じている方もいると思いますが、弊社の研修制度は

▪女性運転士の活躍による効果

大変充実しています。運転技術を教える専門部署や接客

女性運転士の柔らかく温かな応対はお客さまから好評

の専門講師による指導、実車訓練によるアナウンス、マイ

を得ています。実際、羽田空港ターミナル間無料連絡バス

クのボリュームの加減まで指導を受けられますので、興味

に女性運転士を起用してから弊社に寄せられるご意見が

のある方は是非お問い合わせください。

約半分になったという調査結果が出ています。
また、女性運転士は職場にとってもなくてはならない存
在です。女性がいることによって、営業所の雰囲気が和み、
社員全体の離職率の低下にも貢献していると思います。
将来的には女性にも、運転士の指導や運行管理者とい
う立場に就いてもらいたいと考えています。運行管理者とは、
運転士への指示出し、勤務割り当て等、日々の運行を円滑
に行うための管理をする役目です。そのように営業所の中

女性専用の休憩室

心としての役割を担ってほしいと期待しています。
▪女性が活躍できる職場環境の整備
女性運転士の採用を積極的に始めるにあたり、弊社は
まず、女性が働きやすい施設面の充実に取り組みました。
ミニキッチンを備えた休憩所やプライベートが保てる仮眠室、

女性専用シャワールーム
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Interview

一般社団法人東京都トラック協会

立花麻貴子
▪トラック輸送の現状と課題
トラックには、国土交通省から許可を受けた運送事業
者使う営業用トラック（緑ナンバープレート）と自社の

▪女性従業者比率の増加に向けた取組
東ト協では、女性従事者の比率を上げるための検討を
行ってきました。

荷物を運ぶ自家用車（白ナンバープレート）があります。

例えば、全国開催される東京都代表のドライバーコン

東京都トラック協会（以下「東ト協」という。）は営業用ト

テストでは、女性部門の設置を以前から行っています。

ラック事業者の団体です。都内のトラック運送事業者が
保有するトラック台数は、都内で登録されたトラック全
体の約1／5ですが輸送効率は自家用と比べて９倍となっ
ています。
トラック輸送は、
ドアツードアでの輸配送であるため、
輸送にかかる時間、コスト、サービスで他のモードより
も利便性が高く、国内貨物輸送量では90％以上を運んで
います。物流がトラック輸送に移り、鉄道、航空貨物、国
内船舶のトータルは10％以下となっています。
このような中で、
トラック業界は労働集約産業ですが、
若年労働者不足や高齢化が顕著に表れ始め、労働人口減
少が起きています。トラック輸送は正に3K
（きつい、汚い、

また、エコドライブでの取組で東ト協では独自の環境・

危険）と言われていたため、女性が働くにはかなりハー

安全対策としてグリーン・エコプロジェクトを実施して

ドルが高く、それに加えて大きなトラック運転すること

いますが、
その中でも女性活用として管理者、
ドライバー

が女性向けでなかったことなどの参入障壁がありました。

についても積極的に参加しています。これは東京都の環

現在は重厚長大の基幹産業から消費者物流の軽薄短少

境対策で知事が評価する「東京都貨物輸送評価制度」に

の移り変わりが多くなり、宅配の配達個数も42億個とな

も貢献している事業です。

るなど社会情勢の変化が物流業界には大きな影響がで
てきています。
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ドライバーコンテスト
（女性部門）の様子

また、東ト協では女性経営者等による組織として、平
成３年に婦人部を設立しました。１４年に改称し、女性

そして、現在ではドライバー等が3万人不足、10年後

部として女性視点での取組を活発に行っています。例え

には24万人不足とも言われています。また、トラックド

ば、交通安全週間に地元警察署長を訪問して行う、事故

ライバー等の就業従事者数は83万人で40歳未満の若い

の傾向と対策の話合いや、交通遺児及び保護者のテーマ

就業者数は全体の約28％であり、50歳以上が約40％を

パークへの招待等を行っています。

占めるなど高齢化が進んでいます。その中でも女性の比

今後は、女性が入職しやすくなるような様々な施策を

率は就業者数全体で18.3％、ドライバー等輸送・機械運

具体的に展開し、運送従事者の女性比率が１０％になる

転従事者は2.4％と低い状況です。

ことを目標に取り組んでいきたいと思っています。

Interview

一般社団法人女性バス運転手協会

立花麻貴子
▪設立の経緯と目的

▪業界を目指す女性に向けて

一般社団法人女性バス運転手協会は、女性バス運転手

バス運転手という職業はあまり馴染みのないものか

の採用を通して、日本において女性バス運転手が職業と

もしれません。しかし、地域の足を支えるバスは、公共イ

して定着するとともに、交通インフラの安定及び発展に

ンフラとして非常に大切なものであり、社会に貢献でき

寄与することを目的として、2017年9月に設立しました。

る素晴らしい職業です。最近では小型のバスやオートマ

現在、
バス運転手は慢性的に不足しており社会問題となっ

車の導入だけでなく、子育てを頑張るママさんに合わせ

ていますが、その一方で女性バス運転手の割合は全体の

たシフトを組むバス会社も増えてきており、バス運転手

約1.7% に過ぎません。今後、バス運転手不足問題を解決

は決して男性しかできない職業ではありません。運転が

するためには、
女性の積極的な採用が必要と考えており、

好きな方や社会貢献意欲の高い方はぜひバス運転手に

そのために働く環境の改善や女性バス運転手同士の新

チャレンジして頂きたいと思います。

しいコミュニティの形成など、女性バス運転手が1人で
も多く誕生するような環境を作っていく予定です。

▪その他
バス運転手不足は今後の日本の交通インフラを左右

▪活動内容

する大きな問題であり、その解決には女性の積極的な採

当協会では、バス運転手という職業を一般の女性にも

用を行っていく必要があります。女性が安心してバス業

知ってもらうため、様々な活動を行っております。当協

界に飛び込み、バス運転手として活躍できる環境を整備

会主催のイベントである「女性バス運転手の会」では、現

していくため、当協会は今後も様々な調査や提言、イベ

役の女性バス運転手とこれからバス運転手を目指す女

ント等の活動を行っていくとともに、法人会員として、

性が参加し、
さまざまな交流を図ることができます。また、

女性バス運転手の活躍を応援頂けるバス会社様や、現役

女性バス運転手に関するさまざまな調査も行っており、

女性バス運転手の方とバス運転手になりたい女性の方

そこから出てきた課題を解決するための提言や改善を

を対象とした個人会員の皆様と力をあわせ、女性採用の

図る活動も行っております。さらに、当協会代表の中嶋

活性化を目指していきたいと考えています。

美恵が各地で女性バス運転手の採用に関しての講演な
ども行っており、
活動範囲は日本全国に広がっています。
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