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建設業で輝く女性　インタビュー

関連団体の取組

　東京都は、女性も男性も子供もシニアも障害のある方もいきいきと暮
らし、活躍できる「ダイバーシティ」の実現を目指しています。とりわけ、
人口の半分を占める女性の活力は、東京のさらなる発展に欠かせません。

　あらゆる場における女性の活躍を推進するため、都は、様々な分野で活
躍する女性の姿を広く発信しています。平成30年度は、女性が少ない分野
で活躍している方々と知事が語り合う「女性が輝くTOKYO懇話会」を３
回にわたって開催しました。

　第１回懇話会のテーマは「建設業」です。建設業はまだまだ女性が少な
い業界ですが、今後、女性が増えていくことで、新たな活力が吹き込まれ
ることが期待されています。
　懇話会の様子や、建設業界で実際に活躍している女性へのインタ
ビュー、関係団体における女性の活躍推進に向けた取組をご紹介します。
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　国や地方自治体、企業などにより、
様々な分野における女性の活躍が進
められているところですが、依然と
して産業による隔たりがあります。
　都における女性就業者数及び女性
比率を産業別に見ると、建設業は最
も低くなっています。
　しかし、それだけ伸びしろが大き
い産業であるともいえます。

　建設業では、女性の就業者が少な
いだけでなく、働く人の数も減少し
ています。建設業は、生活を支えるイ
ンフラの整備等の重要な役割を果た
しており、その担い手の確保は不可
欠です。
　他の産業と同様に、建設業におい
ても、人口の半分を占める女性の活
躍が期待されています。

　全産業において女性の就業者が大
きく増加している一方で、建設業で
は減少が続いてきました。平成22年
からは微増しているものの、なかな
か増えない状況です。
　女性が働きやすい環境の整備や情
報発信が急務となっており、行政や
建設業界団体等において様々な取組
がなされています。
　次ページではその取組の一部を紹
介します。

　都では、建設業における女性の活躍推進のために、女性技術者の働きやすさ向上に向けた一体的な取組と、
女子学生等の入職促進に向けた情報発信を行っています。
　女性技術者の働きやすさ向上に向けた一体的な取組としては、業界団体と連携し、「東京都 建設業女性活躍
セミナー」を開催し、女性が働きやすい環境整備や女性による現場改善の事例等の共有を図っています。
　また、庁内各局で連携し、週休２日工事※１や女性活躍モデル工事※２の推進を図るなど、女性活躍はもとより長
時間労働の是正・休暇取得の促進、生産性の向上などの視点から、建設業の働き方改革を後押ししています。
　女子学生等の入職促進に向けた情報発信としては、「わたしの住むまちをデザインする仕事」という企画展

（理工チャレンジ（リコチャレ）※３）に出展し、進路選択を控えた女子学生等と建設業をつなぐ機会の確保を
図っています。
　また、東京150年事業の中で親子を含むインフラツアーを実施するなど、子供や保護者の建設業への興味や
理解の促進を図っています。
　さらに、東京都ホームページにインフラポータルサイトを設置し、建設業の現場で活躍する女性の姿やイン
フラ整備の魅力等のメッセージを発信しています。
　引き続き、建設業における女性活躍の推進に取り組み、建設業の魅力向上や担い手確保を図り、将来にわ
たってのインフラ整備や管理を着実に推進していきます。

　一般社団法人 日本建設業連合会 けんせつ小町委員会　

　一般社団法人 土木技術者女性の会　　　　　　　

　一般社団法人 建築設備技術者協会 設備女子会　　

　一般社団法人 日本造園建設業協会 女性活躍推進部会

　日本建築仕上学会 女性ネットワークの会　　　

　全国低層住宅労務安全協議会 じゅうたく小町部会

もっと女性が活躍できる建設業を目指して、幅広い活動を展開しています。………………………p21

女性土木技術者特有の問題を対応していくため、独立した団体として活動しています。…………………p22

建築設備業界で働く女性にとって魅力ある働きやすい環境づくりや、社会的評価の向上を目指しています。…p23

造園業界における女性技術者の技術研鑽はもとより、就業環境の向上を支援しています。…………p24

建築仕上設計・材料・構法・施工等の分野で働く女性技術者が、女性が働きやすい建築業界を目指し活動を行っています。…p25

住宅メーカーで働く女性技術者を中心とし、現場の労働環境改善を目指し活動を行っています。……p26

　都市活動や都民生活を支えるインフラの整備や管理の担い手として、また、災害時の対応など地域の守り手
として重要な役割を果たしている建設業。まだまだ女性の参画が少ない分野ですが、女性がさらに活躍するこ
とで業界に新たな活力が吹き込まれ、女性だけでなく男性にとっても魅力的な産業になっていくはずです。
　女性のさらなる活躍が期待されている建設業界の現状をデータから見ていきます。

データに見る建設業界の「女性の活躍」
建 設 業 界 は 女 性 の 活 躍 が ま す ま す 期 待 さ れ て い る 業 界 で す
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データ②　建設業における就業者数の推移

データ③　女性就業者の推移

理工チャレンジ（リコチャレ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インフラツアー：古川調節池

※１　「週休２日工事」とは、完全週休２日制を実現するため、週休２日の現場閉所等を行う工事です。
※２　「女性活躍モデル工事」とは、女性が働きやすい環境整備を行って女性活躍の場を広げると共に、だれもが働きやすい現場環境づくりを推進す
　　　るため、女性技術者の配置や女性専用の休憩室・トイレの設置等を行う工事です。
※３　理工チャレンジ（リコチャレ）とは、理工系分野に興味がある女子中高生・女子学生が、将来の自分をしっかりイメージして進路選択（チャレン
　　　ジ）することを応援するため、 内閣府男女共同参画局が中心となって行っている取り組みです。

建設業における女性の活躍推進に向けた都の取組

建設業で働く女性を後押しする業界団体
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　建設業界団体においても、建設業界で働く女性がつながりを持ち、情報交換や職場環境を整備するための活動が行
われています。
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■小池知事　皆さん、こんにちは。本日は「女性が輝く

TOKYO懇話会」と題して、皆様方の現場の声を伺いま

す。

　言うまでもなく、人口の半分は女性です。女性が十分

力を発揮できないでいるとなれば、それはまさしくもっ

たいないことです。仕事、結婚、育児など、皆さんいろい

ろな希望があるはずです。それをかなえられる東京にし

ていきたい。それが東京が元気になる秘訣です。

　建設業はまだ女性が少ない分野ですが、それだけ伸び

しろが大きいとも言えます。本日は建設業の魅力ややり

がい、困ったことなどをお聞かせください。よろしくお

願いいたします。

◆建設業における女性の活躍の現状

■治部　最近、女性の活躍ということがさかんにいわれ

ておりますが、現状はまだまだ産業によって隔たりがあ

り、建設業は特に女性の比率が少ない産業です。

　建設業に女性が少ない理由として、そもそも建設業に

携わるための専門分野を学んでいる女性が少ないとい

うことがあります。また、働き始めてからの課題として、

この業界では労働時間が全般的に長いということがあ

ります。これは一方で、働き方の改革によって変えてい

く余地があるということでもあります。

■小池知事　建設業は男の仕事というステレオタイプ

があり、進路を決める際の選択肢から外れてしまう傾向

があると思います。

　しかし、女性が加わることによって、これまでにな

かった生活者の視点が業界に入り、デザイン面などでも

さまざまな変化が生まれてきます。

　先輩が楽しそうにやっていることは後輩を生むきっ

かけになりますので、皆さんにはそうした流れをぜひ

作っていただきたいと思います。

◆ゲストプレゼンテーション

■木村　私は工学部建築学科で学んだ後に現在の会社

に入社し、外勤の施工管理部門に配属になりました。2

つの現場の施工に関わった後に結婚し、会社の配慮で内

勤部門に異動になりましたが、まだ現場監督としてのス

キルを身につけたかったので、現場の希望を出して現在

に至ります。

　現在は都内の超高層マンションと千葉県内の大型商

業施設の施工管理をしています。現場監督の仕事内容を

ひと言でいうと現場管理や職人さんへの指示出しです

が、日中は施主や下請の業者さんとの打ち合わせの時間

が大半を占めています。

　最近は働き方改革ということで、できるだけ19時前

に仕事を終えることを目標としており、帰宅後に料理や

洗濯をして、一息ついて寝るというスケジュールです。

　建設業は若い担い手が非常に少なく、現場でも高齢者

が多くなっています。若者や女性の建設業への入職、定

着を促進するため、職場環境の改善や女性が働きやすい

環境づくりに向けた現場環境整備マニュアル等を作成

しています。

　また、当社では女性技術者の出産、育児、復職に対する

バックアップ体制を整えており、5年程前から今までに

出産した8人全員が復職しています。

　今後のキャリアについては、今のまま技術者として働

き続けたいと考えています。また、社内外で本日のよう

な活動に参加することで、建設業の魅力を広めていきた

いとも感じています。

■桑園　私は農学部を卒業後、数社を経て造園施工会社

に就職し、植栽の維持管理を行っています。既婚で3歳

の娘がおります。

　造園建設業は非常に職域が広く、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です。

都心の街路樹の整備のほか、災害復興の現場にも活躍の

場があります。

　私は主に植栽管理の現場を行き来しています。現場の

職人さんは男性ばかりですが皆やさしく、仕事はとても

やりやすいと感じています。また、会社は子育て中の私

に対するさまざまな協力体制を整えてくれており、担当

物件の数やエリアの調整、早出や急な休みの際の代理の

調整等をしてもらっています。

　暮らしの中では、夫との間で、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、やっ

てもらったことにお礼を言うということをルールとし

ています。家事の分担は得意、不得意で決めており、きれ

い好きで自宅勤務の夫は食器洗いや部屋の掃除、子ども

の保育園の送迎を、私は食事の準備や子どもの世話を担

当しています。

■治部　ありがとうございました。木村さんの話にも共

通しますが、家庭においても会社においても強いサポー

トを得られているということです。そうした雰囲気やサ

ポート体制を社会全体に広めていく必要があると思い

ます。

◆建設業に興味を持ったきっかけ

■治部　建設業に携わっている女性が少ない中、皆さん

はどのようなきっかけで今のお仕事に関心を持たれた

のでしょうか。

■四十物谷　私は、小さいときからマンションなどの広

告の間取り図を集めることが好きでした。将来の仕事に

ついて考えた際、小さいときから好きだったことを仕事

にしようと思いまして、建築学科のある大学に進み、今

の会社に入社しました。

■森嶋　私は技術研究所で仕上げ材料部門の研究をす

る部署にいた際、シーリング材のワーキンググループ

のテープ起こしを依頼されたことがありました。テー

プを聞いているうちに材料は奥が深い、もっと現場を

知りたいという気持ちになりまして、現在に至ってい

ます。

■佐藤　大学では電気工学科を学んでいました。進路を

考えるときにいろいろな業界の話を聞く機会があった

のですが、建設業は世界に1つしかないものをつくれる

という話に惹かれて入社に至りました。

■村上　私は横浜出身で、小学生の頃にみなとみらい地

区の開発が進み、だんだん街が広がってできていく様子

やその模型を見るのが好きでした。そして、将来は私も

まちの開発をしてみたいと思い、この業界に入りまし

た。

◆建設業の魅力

■治部　次に、皆さんが仕事をされていてうれしかった

こと、おもしろいと感じていることをお聞かせくださ

い。

■桑園　私は、弱っている樹木を回復させたときや、お

客様から庭がよくなったと言ってもらえることが非常

に喜びになっています。

■佐藤　電気工事の魅力は、普段見ることのできない部

分を見て、エレベーターなどの設備の動くしくみを知る

ことができることです。また、電気は必ず使うものなの

で、社会の役に立っていると実感できることです。

■村上　現在は鉄道工事、その前は東京駅の丸の内広場

の整備に携わっています。自分たちだけでなく職人さん

と力をあわせてつくったものをお客様に使っていただ

くことが魅力であると思っています。

◆女性が活躍することによる効果

■治部　四十物谷さんは、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　職場環境に関してアンケートを行ったと

ころ、現場の仮設トイレのイメージが悪かったのです。

そこで女性用に仮設の洋式トイレを現場に設置してみ

たところとても使いやすく、男性からも使いたいという

要望があったので、快適トイレ推進プロジェクトという

ものを発足させ、現場への普及を行っています。

■治部　女性の視点から洋式トイレを入れたところ、男

性にとっても負担が少なくなったとのことで、違う視点

が入ったことによって改善が生まれやすくなったので

すね。

■小池知事　女性が加わることによって新しい視点が

加わる。それによって仕事の仕方が変わってくる。働き

やすさというのは男性にも女性にも共通することです。

女性が加わることによって職場が変わり、ノウハウも蓄

積されて改善されていくのではないかと思います。

◆キャリア形成

■治部　最後に今後のキャリア形成などについてお伺

いしたいと思います。

■森嶋　私は日本建築仕上学会女性ネットワークの会

に所属しています。職場には女性がほとんどいないの

で、この会を通じて、同じ気持ちを持っている人、異業種

の人、異なる会社の人と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。

　会では中学生や高校生向けの体験授業などを実施し

ており、こうした活動を通じて、多くの女性に建設業に

関心をもってもらいたいと思っています。

■村上　2020年のオリンピック・パラリンピックに向

けて工期が決まっているため、現場は土日の休みもない

状態で動いています。そのような中でも、自分は現場で

ずっと働いていきたいと思っています。社内で現場に出

ている女性では私が最年長なので、続く女性の後輩のこ

とも含めて将来を考えているところです。

■治部　皆さんのお話を伺って、自分の中の建設業のイ

メージが大きく変わりました。好きなお仕事をされてい

るからだと思いますが、皆さん生き生きとお話しくださ

いました。

■小池知事　皆さんに本音で語り合っていただき、日々

のさまざまな生活の一片ものぞかせていただく機会に

なりました。時間のやりくりにご苦労もなさっていて、

でも生き生きとしておられます。さらに皆さんが元気で

活躍してくださることを期待しております。

　人口の半分を占める女性が輝くことが東京が輝くこ

とであるとあらためて感じました。ありがとうございま

した。

女 性 が 輝 く T O K Y O 懇 話 会
～ 建 設 業 編 ～

（前列左より）
一般社団法人 日本建設業連合会 けんせつ小町委員会／
三井住友建設株式会社 東京建築支店 設備部
■木村 梨絵 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

日本建築仕上学会 女性ネットワークの会／
トーヨー科建株式会社
■森嶋 順子 さん

（後列左より）
一般社団法人 日本造園建設業協会 女性活躍推進部会／
東光園緑化株式会社 事業部 管理課
■桑園 亜希子 さん

一般社団法人 建築設備技術者協会 設備女子会／
株式会社関電工 東京営業本部 東京総支社 施工チーム
■佐藤 佳那 さん

全国低層住宅労務安全協議会 じゅうたく小町部会／
大和ハウス工業株式会社 柏支社 集合住宅事業部 工事第一課
■四十物谷 綾花 さん

一般社団法人 土木技術者女性の会／
鹿島建設株式会社   メトロ日比谷線虎ノ門新駅（仮称）JV工事事務所
■村上 麻優子 さん

桑園 亜希子さん
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■小池知事　皆さん、こんにちは。本日は「女性が輝く

TOKYO懇話会」と題して、皆様方の現場の声を伺いま

す。

　言うまでもなく、人口の半分は女性です。女性が十分

力を発揮できないでいるとなれば、それはまさしくもっ

たいないことです。仕事、結婚、育児など、皆さんいろい

ろな希望があるはずです。それをかなえられる東京にし

ていきたい。それが東京が元気になる秘訣です。

　建設業はまだ女性が少ない分野ですが、それだけ伸び

しろが大きいとも言えます。本日は建設業の魅力ややり

がい、困ったことなどをお聞かせください。よろしくお

願いいたします。

◆建設業における女性の活躍の現状

■治部　最近、女性の活躍ということがさかんにいわれ

ておりますが、現状はまだまだ産業によって隔たりがあ

り、建設業は特に女性の比率が少ない産業です。

　建設業に女性が少ない理由として、そもそも建設業に

携わるための専門分野を学んでいる女性が少ないとい

うことがあります。また、働き始めてからの課題として、

この業界では労働時間が全般的に長いということがあ

ります。これは一方で、働き方の改革によって変えてい

く余地があるということでもあります。

■小池知事　建設業は男の仕事というステレオタイプ

があり、進路を決める際の選択肢から外れてしまう傾向

があると思います。

　しかし、女性が加わることによって、これまでにな

かった生活者の視点が業界に入り、デザイン面などでも

さまざまな変化が生まれてきます。

　先輩が楽しそうにやっていることは後輩を生むきっ

かけになりますので、皆さんにはそうした流れをぜひ

作っていただきたいと思います。

◆ゲストプレゼンテーション

■木村　私は工学部建築学科で学んだ後に現在の会社

に入社し、外勤の施工管理部門に配属になりました。2

つの現場の施工に関わった後に結婚し、会社の配慮で内

勤部門に異動になりましたが、まだ現場監督としてのス

キルを身につけたかったので、現場の希望を出して現在

に至ります。

　現在は都内の超高層マンションと千葉県内の大型商

業施設の施工管理をしています。現場監督の仕事内容を

ひと言でいうと現場管理や職人さんへの指示出しです

が、日中は施主や下請の業者さんとの打ち合わせの時間

が大半を占めています。

　最近は働き方改革ということで、できるだけ19時前

に仕事を終えることを目標としており、帰宅後に料理や

洗濯をして、一息ついて寝るというスケジュールです。

　建設業は若い担い手が非常に少なく、現場でも高齢者

が多くなっています。若者や女性の建設業への入職、定

着を促進するため、職場環境の改善や女性が働きやすい

環境づくりに向けた現場環境整備マニュアル等を作成

しています。

　また、当社では女性技術者の出産、育児、復職に対する

バックアップ体制を整えており、5年程前から今までに

出産した8人全員が復職しています。

　今後のキャリアについては、今のまま技術者として働

き続けたいと考えています。また、社内外で本日のよう

な活動に参加することで、建設業の魅力を広めていきた

いとも感じています。

■桑園　私は農学部を卒業後、数社を経て造園施工会社

に就職し、植栽の維持管理を行っています。既婚で3歳

の娘がおります。

　造園建設業は非常に職域が広く、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です。

都心の街路樹の整備のほか、災害復興の現場にも活躍の

場があります。

　私は主に植栽管理の現場を行き来しています。現場の

職人さんは男性ばかりですが皆やさしく、仕事はとても

やりやすいと感じています。また、会社は子育て中の私

に対するさまざまな協力体制を整えてくれており、担当

物件の数やエリアの調整、早出や急な休みの際の代理の

調整等をしてもらっています。

　暮らしの中では、夫との間で、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、やっ

てもらったことにお礼を言うということをルールとし

ています。家事の分担は得意、不得意で決めており、きれ

い好きで自宅勤務の夫は食器洗いや部屋の掃除、子ども

の保育園の送迎を、私は食事の準備や子どもの世話を担

当しています。

■治部　ありがとうございました。木村さんの話にも共

通しますが、家庭においても会社においても強いサポー

トを得られているということです。そうした雰囲気やサ

ポート体制を社会全体に広めていく必要があると思い

ます。

◆建設業に興味を持ったきっかけ

■治部　建設業に携わっている女性が少ない中、皆さん

はどのようなきっかけで今のお仕事に関心を持たれた

のでしょうか。

■四十物谷　私は、小さいときからマンションなどの広

告の間取り図を集めることが好きでした。将来の仕事に

ついて考えた際、小さいときから好きだったことを仕事

にしようと思いまして、建築学科のある大学に進み、今

の会社に入社しました。

■森嶋　私は技術研究所で仕上げ材料部門の研究をす

る部署にいた際、シーリング材のワーキンググループ

のテープ起こしを依頼されたことがありました。テー

プを聞いているうちに材料は奥が深い、もっと現場を

知りたいという気持ちになりまして、現在に至ってい

ます。

■佐藤　大学では電気工学科を学んでいました。進路を

考えるときにいろいろな業界の話を聞く機会があった

のですが、建設業は世界に1つしかないものをつくれる

という話に惹かれて入社に至りました。

■村上　私は横浜出身で、小学生の頃にみなとみらい地

区の開発が進み、だんだん街が広がってできていく様子

やその模型を見るのが好きでした。そして、将来は私も

まちの開発をしてみたいと思い、この業界に入りまし

た。

◆建設業の魅力

■治部　次に、皆さんが仕事をされていてうれしかった

こと、おもしろいと感じていることをお聞かせくださ

い。

■桑園　私は、弱っている樹木を回復させたときや、お

客様から庭がよくなったと言ってもらえることが非常

に喜びになっています。

■佐藤　電気工事の魅力は、普段見ることのできない部

分を見て、エレベーターなどの設備の動くしくみを知る

ことができることです。また、電気は必ず使うものなの

で、社会の役に立っていると実感できることです。

■村上　現在は鉄道工事、その前は東京駅の丸の内広場

の整備に携わっています。自分たちだけでなく職人さん

と力をあわせてつくったものをお客様に使っていただ

くことが魅力であると思っています。

◆女性が活躍することによる効果

■治部　四十物谷さんは、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　職場環境に関してアンケートを行ったと

ころ、現場の仮設トイレのイメージが悪かったのです。

そこで女性用に仮設の洋式トイレを現場に設置してみ

たところとても使いやすく、男性からも使いたいという

要望があったので、快適トイレ推進プロジェクトという

ものを発足させ、現場への普及を行っています。

■治部　女性の視点から洋式トイレを入れたところ、男

性にとっても負担が少なくなったとのことで、違う視点

が入ったことによって改善が生まれやすくなったので

すね。

■小池知事　女性が加わることによって新しい視点が

加わる。それによって仕事の仕方が変わってくる。働き

やすさというのは男性にも女性にも共通することです。

女性が加わることによって職場が変わり、ノウハウも蓄

積されて改善されていくのではないかと思います。

◆キャリア形成

■治部　最後に今後のキャリア形成などについてお伺

いしたいと思います。

■森嶋　私は日本建築仕上学会女性ネットワークの会

に所属しています。職場には女性がほとんどいないの

で、この会を通じて、同じ気持ちを持っている人、異業種

の人、異なる会社の人と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。

　会では中学生や高校生向けの体験授業などを実施し

ており、こうした活動を通じて、多くの女性に建設業に

関心をもってもらいたいと思っています。

■村上　2020年のオリンピック・パラリンピックに向

けて工期が決まっているため、現場は土日の休みもない

状態で動いています。そのような中でも、自分は現場で

ずっと働いていきたいと思っています。社内で現場に出

ている女性では私が最年長なので、続く女性の後輩のこ

とも含めて将来を考えているところです。

■治部　皆さんのお話を伺って、自分の中の建設業のイ

メージが大きく変わりました。好きなお仕事をされてい

るからだと思いますが、皆さん生き生きとお話しくださ

いました。

■小池知事　皆さんに本音で語り合っていただき、日々

のさまざまな生活の一片ものぞかせていただく機会に

なりました。時間のやりくりにご苦労もなさっていて、

でも生き生きとしておられます。さらに皆さんが元気で

活躍してくださることを期待しております。

　人口の半分を占める女性が輝くことが東京が輝くこ

とであるとあらためて感じました。ありがとうございま

した。

佐藤 佳那さん

四十物谷 綾花さん

木村 梨絵さん　

森嶋 順子さん

村上 麻優子さん

女性が輝く T O K Y O 懇 話 会 ～ 建 設 業 編 ～
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■現在の仕事に興味をもったきっかけ
　父が建築関係の仕事をしていたため、家で建築物の図
面を目にすることがありました。また、子供の頃は新聞
折込広告に載っていた住宅の図面を見るのが好きで、そ
んな幼いころの記憶が、現在の仕事に興味をもったきっ
かけの一つだと思います。

■現在の仕事に就いた経緯
　大学では建築学科を専攻していました。先輩の多くは
この業界で活躍しています。三井住友建設に勤めている
先輩からゼミの教授に学生を紹介してほしいという依
頼があり、教授から「一番元気な女性を紹介するよ」と推
薦されたのが私でした。

■現在の業務内容
　都内の集合住宅と千葉の病院の設備工事全般を担当
しています。病院の前は大型アウトレットを担当してい
ました。
　集合住宅の場合、モデルルームやパンフレットが作ら
れた段階でお客様に提供するものは決まっています。空
調や換気、照明、給排水等の設備が図面通りになってい
るかを確認しながら完成を目指すのが設備の仕事です。
　今年の春まで関わっていた大型アウトレットは、オー
プン工事と2度の増築におけるすべての内装監理を担
当しました。各テナントが発注する店舗のデザイン、設
計、工事の内容が、避難経路や消防設備の設置などの法

的基準をクリアしているかを確認し、必要な場合は改善
を求めます。煙感知器や空調機を増設する場合の見積書
の作成や金額交渉なども行います。

■仕事の魅力とやりがいを感じるとき
　自分が作ったと自信をもって言える施設がある、とい
うことでしょうか。家族や友人にも自慢できますし、マ
スコミで人気のスポットとして紹介されると嬉しいで
すね。
　一般建築の場合は引き渡しの半年後、1年後に定期点
検を行います。その際に施設を利用されている方から

「きれいな施設を作ってくれてありがとう」などと声を
掛けていただけることがあり、そんな時はこの仕事をし
ていてよかったと思います。
　また、女性の視点を活かせることもあります。どん
な建物にも欠かせない設備であるトイレですが、パウ
ダールームの使い勝手など、女性の視点から自分の意
見を反映させることができることもやりがいにつな
がっています。

■仕事で大変なこと、苦労すること等
　どの現場も時間との勝負だということです。アウト
レットの場合はオープン日が決まっています。50軒以
上のテナントの図面チェック、見積作成、金額交渉など
の業務が山積みでした。一時的に業務量が増えて大変で
したが、何とか乗り切った経験があります。

■ライフ・ワーク・バランス（生活と仕事の両立）
　仕事を始めた当初は今よりもっと女性が少なかった
ので、同期の男性より早く仕事を覚えようと必死で、頑
張りすぎて疲れていました。もう少し力を抜いていいん
だと気づいたのは２つ目の現場が終わってからでした。
ちょうど結婚した頃でもあり、プライベートとのバラン
スをとらないと両方中途半端になると思い、自分のでき
る範囲で仕事をしていこうと割り切ることができまし
た。
　今は忙しいときでも週の中で予定を組み、土曜日は早
く仕事を切り上げて友人と会う、ノー残業デーには早く
帰って家族と夕食をとるなど、メリハリをつけています。

■プライベート、休日の過ごし方
　休日は外出することが多く、友人と会ったり、アウト
ドア、スポーツ観戦、ゴルフなどアクティブに過ごすこ
とが好きです。連休が取れると家族や友人とキャンプや
登山に出かけることが多いです。
　登山は友人に誘われて始めたばかりですが、八ヶ岳の
赤岳にも挑戦し、無事登頂しました。次の目標は富士山
です。ゴルフは父の勧めで始めたのですが、最近では上
司や同僚、下請け業者さんや職人さんにもお誘い頂く機
会が増え、仕事のコミュニケーションにも役立っていま
す。

■女性がもっと活躍するために必要なこと
　当社の場合、女性の待遇は男性と変わらないので、や
る気さえあれば誰でも活躍できますし、子育てしながら

勤務を継続するためのさまざまな制度もあります。
　業界全体としては、どうしても時間に縛られる職場環
境なので、工程に余裕をもたせて計画を立てるとか、職
人さんもすべて週休2日にするとか、体制を変化させれ
ば女性が働き続けられる業界になると思います。

■自身の将来像（今後のキャリア形成や目標について）
　現場で技術系の仕事を続けたいと思っています。担当
現場も商業施設やゴルフ場など、自分が手を挙げて担当
してきたものが多いので、今後も未経験の案件に取り組
んでみたいですね。
　また、最近はけんせつ小町などの活動で社外の方と接
する機会が多くなり、いろいろな意見を聞いて、見習う
べき点や業界の課題を意識できるようになりました。今
後はその思いを業界の改善や発展に還元できるような
活動をしていきたいと考えています。
　具体的には、女性技術者や技能者の増加、女性が働き
やすい職場環境の実現、その延長線上として男女共に働
きやすい環境の実現等ですね。

Interview

三井住友建設株式会社
東京建築支店 設備部

木村 梨絵さん

建 築

一般社団法人 
日本建設業連合会 けんせつ小町委員会

　この仕事の一番の魅力は、結果が
目に見える形として残ることで
す。集合住宅や商業施設、病院や
学校など、自分が関わった施設で
人々が生活し、楽しんでくれてい
るということは誇らしいことで
す。
　この業界はヘルメットをかぶって
いつも現場にいるイメージや体力勝負の
ように見られるかもしれませんが、実際はデスクワークも多い
仕事です。図面チェックや書類作成、打ち合わせ等、オフィス業
務は多くあります。そうした実情をもっと知ってもらい、この業
界で働く女性がもっと増えていくことを願っています。

朝7時30分には現場到着。仕事のあとは習
い事や意見交換会に参加します。
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■現在の仕事に興味をもったきっかけ
　小学生のころ、出身地の横浜ではみなとみらい
（MM）地区の開発が進められていました。出来上がっ
ていくMM地区の様子を目にして、将来はこんな仕事
に就きたいと漠然と思っていました。将来について考
えていた高校生の時、そのころの気持ちを思い出して
工学部建築工学科を目指しました。

■この仕事についた経緯
　興味を持ったのは住宅等の小規模なものではなくビ
ルなど大規模な構造物でしたので、進路を切り替え、大
学の建設工学科では主に土木工学を学びました。就職
活動では建設関係の仕事をしている叔父や大学の先輩
の意見を参考に現在の会社に就職を決めました。

■仕事内容
　現場の施工管理を希望していましたが、初めに配属
されたのはトンネルや岩盤関係の研究部門でした。入
社後4年経った頃、現場への異動願を出して入社当初の
念願が叶いました。
　入社当初から現場に配属されていた同期と比べて4
年のブランクがあるので、新入社員と同じ気持ちで1日
中現場にいて、現場監督としての経験を積んでいきま
した。現場に慣れてからは管理の範囲を徐々に広げた
り、計画書の作成、工事全体の工程管理も担当するよう
になりました。工事を進める上で必要な施工主や周辺

ビルとの交渉、警察等の関係者との協議も行いました。
　2017年に第一子を出産しました。育児休業から復職
する際、支店の管理部門や土木系の入札対応などの部
署に異動することもできたのですが、現場にいたいと
いう思いが強く、現在は現場事務所の内勤として工務
を担当しています。
　具体的な業務内容は、土木工事ではよくあることで
すが、掘削していたらコンクリートが埋まっている等、
当初想定していなかった事態が起こった場合の設計変
更資料や見積の作成などです。

■仕事の魅力
　大きな工事が完成するたびに達成感を得ることがで
きます。特に印象に残っているのは五反田の首都高さ
んの現場です。中央環状品川線のトンネル工事で、主に
山岳部のトンネルに用いられる工法を採用しました。
ただし都市部なので発破はしませんし、地表面の沈下
防止を考慮しながらの施工となりました。両側からト
ンネルを掘り進めていき、わずかな穴から向こう側の
光が見えたときには、作業員さんたちと喜びを分かち
合いました。

■気持ちが軽くなった言葉など
　現場に配属されて間もないころ、協力会社さんから
「頑張りすぎだから、もう少し力を抜いたらどう？」「一
生懸命やりすぎだよ」と言われて気持ちが少し軽く

なったことがあります。現場経験が同期より遅れてい
る、早く追いつきたい、と焦っていた時期です。

■ライフ・ワーク・バランス（生活と仕事の両立）
　出産後、9か月の育児休暇を取得して職場に復帰しま
した。私の復職後は夫が育児休暇を1か月取得しました。
夫の部署で男性の育児休暇取得は初めてだったのです
が、せっかくの子供との時間なのでと夫が自ら希望を出
しました。
　子供の保育園は7時15分から18時15分まで預かって
くれますが、子供の病気で休んだり早退しなくてはなら
ない場合もあり、周囲の協力で対応しています。現在の
業務は担当別に分かれており、自分のペースでできるこ
とも幸いしています。
　家庭では家事全般を私が担当し、その間の子供の面倒
を夫に任せている、という形です。それがお互い無理の
ないスタイルみたいです。

■プライベート、休日の過ごし方
　夫婦ともに土日が休日なので、近頃は子供と近所の
公園に行ったり、買い物をして過ごすことが多いです。

■女性がもっと活躍するために必要なこと
　男性の意識改革が一番重要だと思います。社内では、
女性を部下に持つ男性上司向けの研修が行われていま
す。当初の受講対象は所長クラスでしたが、初級管理者
の研修にも同様の内容が組み込まれ、今では課長代理
クラスにも拡大されています。

　育児は女性の仕事だと思っている人が上の世代には
まだ多いですが、早くその考えから脱却してほしいと
思います。出産以外は男性も女性も同様に取り組めま
す。子供はお母さんだけでなく、夫婦の子供なのですか
ら。子育てしているから仕事はそこそこでいい、ではな
く、男女共に子育ても仕事もするのが当たり前という
環境になってほしいと思います。

■自身の将来像（今後のキャリア形成や目標）
　現場業務に従事する社員としてステップアップして
いきたいと考えています。通常は工事課長、監理技術
者、副所長、所長というステップがあります。女性だか
ら、子供がいるから、ということと関係なく、自分の実
力で登れるステップを、一般的な土木関係の社員が進
む道を歩みたいと思います。
　入社してからの年次を考えるとそろそろ専門分野が
決まってくる時期です。この仕事は大まかに分けると
鉄道、道路、臨海、トンネル、ダム、造成があり、それぞれ
必要な資格等があるためです。
　最近は鉄道の仕事を担当することが多いので、この
まま鉄道関係かと思っています。鉄道の場合、会社ごと
に線路に立ち入る資格の取得が必要となります。現在
持っているのはJR東日本の資格だけですが、東京地下
鉄の資格も機会があれば取得する予定です。

Interview

鹿島建設株式会社

村上 麻優子さん

土 木

　過去を振り返ると、20代のころ
はもっと時間的余裕もあって、仕
事に対するエネルギーもあり
余っていたように感じます。働
き方改革ももちろん大切です
が、目の前の課題に向かって全力
で取り組むことを、若い時こそ精
一杯やってほしいと思います。
　鹿島の本来の仕事は現場で施工をす
ることです。働き方改革という意味では、本来の仕事である現場
にも子育てをしている社員がいるということが、将来を変える
一歩になると考えています。人生において仕事をしている時間
はとても長いので、信念を持って取り組むことのできる仕事を
ぜひ探し、見つけてみて下さい。
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家事・身仕度

家事、翌日の
夕食作りなど

睡眠

一般社団法人
土木技術者女性の会

夕食

昼食
休憩

保育園のお迎え
帰宅・夕食準備

業務 業務

通勤

出勤前の家事時間は、夫が子供の世話をし
てくれます。

タイム
スケジュール
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はありませんが、長期プロジェクトに関わり、完成後し
ばらく経って近くを通りかかったときに、ちゃんと運用
されているのを見かけると、自分の仕事に誇りを感じま
す。

■これまでに苦労したこと
　現在は月曜日から金曜日までの週5日勤務ですが、現
場勤務の頃は休みが日曜日だけで、土曜祝日も交代で勤
務がありました。まれに夜間の立ち合いもあり、独身の
ときはともかく、家族ができてからは調整に苦労しまし
た。
　今は内勤なのでそうした苦労はありませんが、子供が
まだ2歳半なので、体調を崩して保育園から連絡が入る
ことが度々あります。その場合は仕事を途中で抜けたり
休んだりするので、そのための仕事の調整が今は一番大
変です。

■力づけられた先輩の言葉など
　「100点取ろうと思うな」です。書類作りをはじめ、ど
んな仕事に対しても、合格点を目指せばいい、完璧でな
くてもいいから必要とされる部分をやりなさい、とアド
バイスをいただいて楽になりました。
　また、若いうちは大変だよ、とも言われます。はじめの
うちは現場の流れがわからず、次に何が起こるのか、何
を準備すべきかがわからないため、毎日の出来事に振り
回されているような気持になるからです。でも、次第に

■現在の仕事に興味をもったきっかけ
　もともと理系の教科が好きであり、技術者の祖父の話
を聞いてものづくりは楽しそうだと思っていたので、工
業大学の電気工学科へ進みました。電気を選んだのは、
生活のあらゆるところで使われる電気に興味を感じて
いたからです。
　また、関電工で働いている先輩の「ひとつしかないも
のを作れる仕事」という言葉が決め手となりました。
メーカーでは1つの製品を量産しますが、建設業では、
その建物に応じた設備を個々に作り上げ、自分が関わっ
た完全オーダーメイドの建物が何十年も残ります。そこ
に魅力を感じました。

■仕事内容
　入社して7年間は現場の仕事をしていました。複合施
設の新築等の大きなプロジェクトに関わり、経験した現
場数は３～４件です。新築の建設現場で電気工事の施工
管理者、つまり現場の責任者をしていました。関係会社
や部署との連絡や現場の職人さんを束ねる業務です。
　産休を取得する前に現在の内勤に異動しました。現場
のころは新築を扱っていましたが、現在、主に扱ってい
るのは改修工事です。図面作成や技術計算、書類作成な
どを行っています。

■仕事のやりがい
　この仕事は、出来上がった建物の利用者と直接の接点

仕事の流れが把握できるようになると、現場を管理する
心構えもできてくるから楽になるよ、と言われ、力づけ
られました。

■入社前後での職場イメージのギャップ
　入社前は、理系の仕事は黙々とモノに向き合ってする
ものだと思っていました。職人さんも自分の仕事だけに
向き合っているイメージだったのですが、実際にこの世
界に入ってみると、コミュニケーション力がとても必要
だということがわかりました。
　現場を取りまとめる施工管理者として関わる相手は、
ゼネコンの建築担当者や設備担当者、同じ下請業者や空
調衛生会社の社員等さまざまです。しっかりコミュニ
ケーションをとることで、現場がスムーズに進み、失敗
も少なくなります。
　人見知りの自分にとっては慣れるまで大変でした。初
めのうちは電話をかけるのさえ気が重かったのですが、
今は電話で聞いた方が早いと思えるまでになり、成長で
きたと思っています。

■自身の将来像
　子供が成長したら現場に戻りたい気持ちはあります。
以前は新築工事を担当しており、自分の案件にのみ接し
ていましたが、今は、新築だけでなく改修工事のさまざ
まな資料に触れることができます。新築と改修ではやり
方が全く違うので、とても勉強になります。
　新築の場合、接触するのは主にゼネコンですが、改修

の場合は直接お客様と接することも多く、お客様がいる
場所で工事を進めることもあり、気を遣う部分ややり
方、考え方が違います。部屋のレイアウトを変えるから、
コンセントをどこに移設するか、それとも増やした方が
いいかなど、そんな経験が現場に戻ったときにきっと生
かせるはずで、今は蓄積の時期だと思っています。

Interview

株式会社関電工 
東京営業本部 東京総支社 施工チーム

佐藤 佳那さん

電 気

　技術系の仕事に就く女性は年々増
えていますが、全体から見ればまだ
少数派です。結婚、子育てしながら
続けて行けるか不安を感じる人も
多いと思います。私の場合は復職
時に周囲に「このような働き方に
なります！」と周囲にアピールした
ので、現在のやむを得ない早退や残業
できない状況を温かく見守ってくれてい
ると思っています。
　必要な資格は実務経験がないと得られないものが多いため、
入社してから資格をとることの方が圧倒的に多いです。私も入
社後に電気工事士1種・2種、電気施工管理技士、第3種電気主任
技術者の資格を取得しました。
　この仕事の魅力を一言で表現すると、普段私たちが生活でお
世話になっている電気機器の中身を知ることができること、世
界に１つだけのオーダーメイドの仕組みを作れることです。ま
だ男性が多い業界ですが、女性の視点が加わることで、新しいア
イデアが生まれる可能性が出てきます。是非多くの女性にこの
仕事を選んでいただきたいです。
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睡眠

業務

 通勤

業務

家事など

家事、食事、
風呂など
　 
保育園のお迎え、
買い物など

昼食
休憩

起床時間は朝4時。子供が寝ている間に、家
事や掃除を済ませてしまいます。

タイム
スケジュール

一般社団法人
建築設備技術者協会 設備女子会
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■造園業に興味をもったきっかけ
　山口県の自然豊かな地域で育った私にとって、山や樹
木は身近な存在でした。幼いころから樹木には興味があ
りましたが、今考えると、きっかけは小学校6年生のと
きでした。小学校の校舎建替のため道路を整備すること
になり、毎年見事な花を咲かせていた桜並木がすべて伐
採されてしまったのです。子供ながらにとても残念だっ
たことを覚えています。そのような経験もあって大学は
農学部へ進み、林学系の学問を学びました。

■この仕事についた経緯
　大学卒業後、1年間カナダでボランティアをしていま
した。自然保護に興味があり、ゴミ置き場にされそうに
なっていた湿地帯を保護する活動に参加しました。
　帰国後は、さまざまな経験ができることに魅力を感じ
てテレビ番組の制作会社に就職し、科学番組の制作等に
関わっていました。仕事で大学の先生の話を聞く機会が
多く、話を聞くうちに自分がなりたいのは樹木のプロだ
と気づいて転職しました。学んだのは林学系なのになぜ
造園業かというと、山の中で樹木を伐採するより、立派
に育て、形を整えるほうが自分には合うと感じたからで
す。

■現在の仕事内容
　主な仕事は樹木のメンテナンスです。担当している現
場は約30で、街路樹、公園、マンションの植栽地、商業施

設などさまざまです。毎日数か所の現場を回り、調査や
職人さんへの指示、依頼主とのコミュニケーションを
行っています。合間には書類の作成も行います。
　このように施工管理をするポジションを現場代理人
と言います。依頼主とコミュニケーションを取り、意向
を職人さんに伝えるのですが、大きな現場では複数の会
社の職人さんを束ねる役割もあります。

■仕事の魅力
　水族館のマリンガーデンの植栽管理も担当している
のですが、エントランスをハロウィンのイメージで飾り
つけたところ、依頼主が「これはすごい！」と驚いてくれ
たんです。そのときはプロとして、よっしゃ！と思いま
したね。本当にうれしかったです。

■これまでに苦労したこと
　造園についてはほとんど学んでこなかったので、最初
は戸惑いました。多くの専門用語があるのですが、職人
さんは当たり前のように指示を仰いでくるので大変で
した。
　また、事前に調べて依頼主と打ち合わせをする必要が
あるのに、それらをしないで現場に入って大失敗したこ
ともあります。今ではわからないことはすぐに周囲の職
人さんや先輩に聞くことにしています。
　水族館の担当を任されたときは他の現場との違いに
戸惑いました。他の現場の場合、弱っている樹木には肥

料をあげたりして元気になるのを待つのですが、商業
施設である水族館の場合、お客様は一生に一度来るか来
ないかなので、一瞬一瞬をきれいに維持する必要があり
ます。そのため見栄えの悪い木があったらすぐに撤去
し、代わりを配置します。そういう考えを受け入れるの
に時間がかかりましたが、この経験によって、それぞれ
の現場で重要なことは何かを考えるようになりました。

■ライフ・ワーク・バランス（生活と仕事の両立）
　子供は3歳になります。7時半に夫と子供に見送られ
て出勤し、18時半頃ふたりが待つ自宅に帰宅するとい
う毎日です。保育園の送迎は夫の担当、主な家事の担当
は私ですが、状況に応じてそれぞれできることをすると
いう感じです。
　基本的には土日が休日ですが、土曜日に出勤しなけれ
ばならないこともあります。そのときは子供を保育園に
預け、そのかわりになるべく月曜日に休みをとって子供

と過ごすよう心掛けています。
　出産にあたっては会社にいろいろ配慮をしていただ
きました。産休前は小さい物件を合わせると100以上の
現場を回していましたが、現在は30弱で、担当エリアも
会社から近い範囲にしてもらっています。子育て中で残
業ができない状況も理解してもらっており、困っていた
ら周囲がフォローしてくれます。
　子育てしながら仕事を続けることは、残業が難しかっ
たり急に早退しなければならなかったり、ある意味ハン
デを抱えることだと思っています。自分の価値を高める
必要があると考え、産休明けに1級土木施工管理技士の
資格を取りました。今は樹木医と１級造園施工管理技士
の3つの資格を持っています。

■これから目指したいこと
　これまで、樹木を植えたりフェンスを作ったりといっ
た単体のメンテナンスをしてきましたが、例えば新しい
公園をゼロから作り上げていくなど、計画全体に関わる
ことをしてみたいです。それには電気配線や水道配管の
知識も必要になってきます。
　もうひとつは樹木の良さ、大切さを伝えていきたいと
考えています。落ち葉が邪魔だから落ちる前に枝を切っ
てほしいと依頼されることもあるのですが、樹木には葉
の栄養分を吸収し、いらなくなった葉だけを落とすとい
うサイクルがあるので、葉を落とす前に切られると栄養
を回収できなくなってしまいます。みんなにもっと樹木
のことを理解してもらい、樹木と人間がお互い無理する
ことなく共存できる社会にしていく仕事もしてみたい
ですね。

Interview
一般社団法人
日本造園建設業協会 女性活躍推進部会

東光園緑化株式会社
事業部 管理課

桑園 亜希子さん

造 園

　造園業というと「庭造り」を思い浮
かべる人が多いと思いますが、公園
や街路樹、マンションや商業施設
など、活躍の場は私たちの身近な
ところにたくさんあります。植物
が好きならば絶対楽しいと思える
仕事ですし、樹木は生き物なので同
じことの繰り返しはありません。毎日
新しい発見や喜びを感じることのできる
仕事です。
　造園はこれまで男性中心の業界でしたが、コミュニケーショ
ン能力の高い女性が活躍するようになれば、男性とは違った感
性を発揮して、この業界に新しい風を吹き込むことができ、業界
のパイオニアになれると思います。
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休憩
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■現在の仕事に興味をもったきっかけ
　父が建築関係の仕事をしていて、カタールやエジプト
で現地の人に技術指導をした話などを聞いて育ちまし
たので、建築関係の仕事は身近な存在でした。
　現在の会社に入社する前は、建築仕上げ材料の研究部
門で塗装やシーリング材の研究補助をしていました。そ
して、これらの仕上材を利用することで古い建物がどの
ように再生されるのか見てみたい、関わりたいと思うよ
うになり、この会社に入社しました。

■現在の業務内容
　ビルやマンションの改修工事を行っています。この仕
事は、改修が必要な建物のオーナーへの営業から、建物
の調査、見積、契約後の現場管理、引き渡しまでを一貫し
て行います。営業も兼ねているのは、どのように改修す
ればよいかをお客様に提案するためです。
　ほぼ毎朝、直接現場に出勤し、責任者として現場の段
取りを行います。職人さんに指示を出したり、施工主と
職人さんの間を取り持ったりして夕方まで過ごすこと
が多いです。4時過ぎに会社へ戻り、書類整理などを
行っています。

■仕事のやりがい・苦労
　この仕事は、計画を立てて工事を始めても、うまくい
かなかったり工程を変更しなくてはならないことがあ
ります。試行錯誤して工事を終え、施工主に引き渡した

時はやりきった達成感を感じます。大変な思いをした
分、喜びも大きいです。
　改修工事では使っている建物を改修するので、騒音や
異臭などのクレームにつながることがあります。事前に
要因を想定して計画しますが、それでも問題が発生して
工事が暗礁に乗り上げることがあります。そのようなと
きは一人で考え込まず、職人さんなど人の意見に耳を傾
けて打開策を見出します。
　マンションの改修では、居住者にとっては私たちがい
るだけで違和感があります。また、病院や食品工場など
の稼働中の施設では、それぞれ気を付けなければいけな
い点が異なります。クレーム窓口という立場なので苦労
は多いですが、そんな経験が次の仕事に生かせると思っ
ています。
　現在勤務している千葉営業所ができた当初も大変で
した。事務所で待っていて仕事が来るわけではないの
で、毎日自転車で営業していました。見積を作成しても
仕事につながらず成果が出ない日々でした。努力が実っ
たのは2年近く経ってからです。

■力づけられた先輩の言葉など
　入社のとき、当時の社長に言われた「これからは建築
も女性が活躍する時代なんだから頑張ってやってみな
いか」という言葉です。「わからないところは教育するか
ら挑戦してやってみろ」と言われて現場に入ることがで
きました。

　元請けさんからは、「女性だからって特別扱いはしな
い。だめなところは叱るし言いたいことは言うけど、頑
張ってやれ」と言われ、それが励みになりました。

■ライフ・ワーク・バランス（生活と仕事の両立）
　高校生の息子、父、弟との4人暮らしです。家事はずっ
と母に任せていましたが、母が亡くなってからは私がす
べて担当しています。息子の駅への送り迎えは家族で協
力し、現場の朝礼指示、夕方の打合せ等ができるよう調整
しています。
　息子が幼い頃は今ほど育休や時短勤務などの制度が
整っていませんでしたので、認可保育園と無認可保育
園、小学生になってからは学童と無認可、休日出勤のと
きは両親の力を借りるなどして乗り切ってきました。仕
事に就いて時間が経っていなかったので、できないと思
われたくなく、意地を張って頑張っていました。

■プライベート、休日の過ごし方
　身体を動かすことが好きなので、ストレス発散はジム

で汗をかくことです。また、土日はだいたい息子の野球
の練習や試合に足を運んで大きな声で応援しており、
それもストレス発散になっています。

■建設業界に入って感じたこと
　現場に入って数年はいろいろと大変でした。20年前
は現場に女性はほとんどいなかったので上司もどう指
示したらいいかわからず、こちらもどうしたらいいか
わからず、双方戸惑っていました。
　トイレや着替える場所にも困りました。トイレは男
女一緒でしたし、着替える場所がないので家から作業
着を着て行ったこともあります。最近は女性も少しず
つ増えてきたので以前のような心配はなくなりまし
た。女子トイレは使用しやすいよう裏に設置してくれ
たり、通常は施錠して使用するときだけカギを貸して
くれたりするようになりました。

■職場環境の改善に向けた取組、課題
　この業界も女性が増えてきましたが、女性が働き続
けるためには、もっと子育て世代を対象とした制度の
改善が必要だと感じています。結婚、出産、育児という
ライフステージを進んでいく女性が安心して働き続け
られる態勢を充実させれば女性の数も増え、さらに女
性が働きやすい環境の整備につながると思います。

■今後の目標
　もっとこの業界に女性が増えてほしいと思っていま
す。入って来た彼女たちに、この仕事のすばらしさや、
自分がこれまで得てきた経験、女性だからできること、
建築業界の面白さなど、さまざまなことを伝えていき
たいですね。

Interview
日本建築仕上学会
女性ネットワークの会

トーヨー科建 株式会社
工事営業部 次長

森嶋 順子さん

仕 上 げ

　女性の戦力を求められている
今、沢山の女性が建設業界に入
り、実績を作ることによって、環
境も更に進化していくと思い
ます。一人一人が自身で建設業
界を変える思いで飛び込んで欲
しいです。
  そして、結婚・出産・育児などのラ
イフステージで職場を離れる時期が
あっても、自身の知識を生かして、仕事の楽しさを多くの方
が再認識できることを期待しています。
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■現在の仕事に就いたきっかけ
　出身は熊本なのですが、両親が厳しく、自宅から通
える大学が第一条件でした。条件を満たしていた工学
部の土木系の学科に入学し、海洋系の研究室に所属し
ていました。
　卒業後は建築系の会社に就職しようと考えていま
した。外で体を動かすことが好きだったので、設計な
ど室内の仕事ではなく施工だと思い、現場監督に興味
を持ちました。

■現在の業務内容
　施工管理者、つまり現場監督をしています。現場の
安全管理、品質管理、工程管理などの仕事です。
　現在は店舗併用や賃貸併用といった大型物件を扱
う部署にいます。構造や工程、工期も以前担当してい
た戸建とは異なり、事業所の要請を受けて現場に派遣
されています。約半年間の工期中、現場に常駐して現
場管理やお客様との連絡、事務処理をしています。
　以前は福岡や大分で約5年間戸建の現場監督をして
いました。担当物件は多い人では10棟以上となること
もあり、私も7～8棟は常に抱えていました。一日で回
れる現場は4～5棟ですが、毎日車で現場に行き、職方
やお客様と打ち合わせをしていました。
　仕事内容は現在も基本的には同じですが、担当物件
が複数から単数に変わって電話の数が格段と少なく
なりました。現場に常駐しているため、ほとんどの課

題はその場で集中して改善に取り組めるようになり
ました。

■仕事の魅力とやりがいを感じるとき
　戸建を担当していたときはお客様との距離が近く、
「完成してうれしい」「ありがとう」といった言葉をか
けていただけたのがうれしかったですね。
　一番印象に残っているのは、住宅が出来上がったと
きお客様が泣いて喜んでくださったことです。マイ
ホームにとてもこだわりをお持ちの方で、図面だけで
イメージしにくい部分は何度も現場で一緒に確認しな
がら進めた上での完成でした。お客様から喜んでいた
だけたときに、現場監督としてやりがいを感じます。
　大きな物件を扱うようになってからは、使用するク
レーン車や取り付ける柱も大きくなり、現場で働いて
いる実感がより大きい気がします。

■大変なこと、苦労すること
　戸建を担当していた時は、一つの現場が終了しても
常に現場は現在進行形で、管理が大変でした。現在は
物件の規模が大きいため現場で働く人数も多く、職人
さんたちの管理を一人で行うことが大変です。

■力づけられた先輩の言葉など
　戸建担当のころ、忙しさのあまり自分だけでは解決
できない状態になったことがあります。上司や先輩が

気に掛けてくれ、まず上司が私から電話を取り上げた
ことで着信から解放され、気持ちが軽くなりました。
また、自分が担当していた現場を全て他の人に振り分
けてもらい、一旦現場から遠ざかることで落ち着いて
考える余裕ができました。私は現場以外の事務処理一
切を引き受け、担当者が現場に専念できるよう心掛け
ました。
　一緒に仕事をしていると「そろそろフォローが必要
だ」というのがわかるので、担当者同士で協力し合う
ことが大切だと思います。

■ライフ・ワーク・バランス（生活と仕事の両立）
　結婚当初は私が九州、夫が関東と別居婚だったのです
が、異動願を出して約1年後、関東に転勤しました。
　家事分担は特に決めていません。お互い一人暮らしが
長かったので家事はひと通りできますし、できる方がす
るという形です。

■プライベート、休日の過ごし方
　休日は身体を休めることに専念し、屋内でのんびり
過ごしていることが多いですね。私が土日、夫が水日
と休みが1日しか重ならないので、土曜日は自分の自
由時間、日曜日は一緒に買い物に行くなど二人の時間
を過ごしています。

■女性が活躍できる職場環境
　弊社では、2006年3月に5.5％だった女性技術者の
比率が2018年4月には12.7％まで伸びました。女性
用サイズのヘルメットや安全帯を作ったりトイレを
整備するなど、職場環境も整いつつあります。
　とはいえ女性の現場監督はまだ少なく、女性の工事
担当者は一人だけという事業所もあります。そんな女
性たちをフォローするため、情報交換の場を定期的に
設け、悩みを打ち明けたり解決策を考えたり、後進の
ための改善策を検討する会を提供しています。
　職場環境の改善は重要な課題です。女性が働きやす
い環境は男性にとっても働きやすく、建設業界全体の
働きやすさにつながるからです。

■自身の将来像（今後のキャリア形成や目標）
　現場が好きなのでずっと現場に携わりたいと思っ
ています。将来は子供を育てながら現場監督として働
き続け、状況によっては一時的に内勤やサポート側に
回ることもあるかもしれませんが、いずれは現場に復
帰して、ひとつのロールモデルを後輩に示すことがで
きればと思います。

Interview

大和ハウス工業株式会社
東京本社　住宅事業推進部

山下 絵里子さん

建 築

　何もない更地に建物が建って人が
住んだり店に人が集ったり、そう
いう形に残る仕事を自分が管理
して完成してお客様に喜んでも
らえる職種はなかなかないので、
そこがこの仕事の一番の魅力だと
思っています。
　子育てをしながら現場監督をして
いる方に話を聞くと、現場では、自分のす
べきことをこなしていれば調整により融通がきくこともあるの
で、内勤よりも働きやすいという意見もあります。また、お客様
とのコミュニケーションが重要な職種でもありますので、そう
いう意味では女性向きの仕事だと思います。興味のある方はど
んどん目指してほしいです。
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■設立の経緯と目的
　日建連は将来的な技能者不足を解消するため、新規入職者90万人
の確保を目標として揚げており、うち20万人は女性に入職してもら
いたいと考えています。そのためには、これまで男性中心であった建
設業を、女性が持てる力を存分に発揮できる建設業に再構築する必
要があります。2014年には「もっと女性が活躍できる建設業へ向け
た国土交通省と建設業5団体の対談」の開催を経て、「もっと女性が活
躍できる建設業を目指して―日建連の決意―」を発表しました。
  その後すぐに取り組み始めたのが、①技術系女性社員の比率を5
年間で倍増、10年間で10％程度引き上げ　②女性管理職を5年間で
倍増、10年で3倍程度　③現場環境を改善するためのマニュアル策
定　④「けんせつ小町工事チーム」の日建連登録とHPでの紹介、の4
項目です。2014年には、建設業で活躍する女性技術者・技能者の愛
称を一般公募し、2,940件の応募作品の中から「けんせつ小町」を採
用しました。幸いこの名称は皆様に広く親しまれ、PRの一助となっ
ています。
　2015年1月には「けんせつ小町」のロゴマークも発表しました。
これはヘルメットを桜の花びらに見立てたもので、建設業で日々明
るく活躍している女性を表しています。このロゴマークは、ステッ
カーやピンバッジ、そして工事現場の仮囲いにも使われています。
　　
■活動内容
　女性の活躍を推進するため、幅広い活動を展開しています。建設
業で働いている女性はまだまだ少数派です。会社という枠にとら
われず女性技術者・技能者全体の親睦を深めることを目的に、先達
の女性を講師に迎えたセミナーやフォーラム、交流会を定期的に
開催しています。
　2015年には建設業で働いているすべての女性の活躍支援とし
て「けんせつ小町活躍推進表彰」を創設しました。これは建設業で
働く女性の活躍推進に寄与した個人、作業所、職場等に贈られるも
ので、例えば女性の力を発揮しやすい現場作りの取組等、毎年約
10件が表彰の対象となっています。
　女性が働きやすい現場環境を整えるため、「『けんせつ小町』が働
きやすい現場環境整備マニュアル」と「マニュアルチェックリス
ト」も作成しました。これによって、建設現場の女性用トイレや更
衣室、パウダールーム、休憩室が大幅に改善され、会員企業以外か
らもこのマニュアルを活用しているという声が届いています。
　また、毎年夏休みには、女子小中学生とその保護者を対象とした

「けんせつ小町現場見学会」を開催し、コンクリートを錬るなど職
人の仕事を体験してもらったり最新技術に触れてもらうことに
よって、ものづくりの面白さを伝えています。参加した子どもたち
からは面白かったという感想を多くもらっており、将来の職業選
択のひとつとなってもらえればと期待しています。また保護者か
らは、現場が予想以上にきれいで安全なことに驚いたということ
を多くいただいており、これまでの３Kのようなイメージを払拭

できていると実感しています。
　業界の内外に向けたPR活動にも積極的に取り組んでおり、けんせ
つ小町のロゴマークをあしらったピンバッジ、シール、垂れ幕等の販
売、HPやFacebookでの活動紹介をしています。また、今年の8月から
は女性技能者の実際の声をお届けする「技能者STORY」のWEB連載
を開始しました。彼女たちがどのように入職し、日々の仕事と向き
合っているのかや、将来に向けた展望などを紹介しています。

■環境の変化
　女性が今より少なかったときは、女性にどう働いてもらえばい
いのかわからず現場に戸惑いも見られましたが、徐々に女性が増
えることによって女性が働きやすい環境がわかるようになり、そ
れに沿った仕組み作りが始まったという段階です。
　最近は女性の現場監督も多く見られるようになりました。現場では
職長さんにどのような意図で指示をしたのか、どのくらい急ぎなの
か、他の仕事との絡みはどうなっているのかといった意思疎通が重要
となります。それがうまくいかないと思わぬ事故や品質の問題が起
こったり、チームワークが狂ったりしますが、女性の現場監督は高い
コミュニケーション能力を発揮して現場を円滑に進行してくれます。
　仕事に取り組む姿勢についても、女性が増えたことで変化が見
られました。例えば、子育て中の女性社員が保育園のお迎えのため
に限られた時間の中で効率よく業務をこなす姿を見て、これこそ
が働き方改革だと周囲の男性社員が気づかされています。

■今後の課題
　今後の課題としては２つ挙げられます。
　１つめは、女性が働きたくなるような環境の整備です。男性の場
合、建設業の魅力はモノが出来上がること、それだけで満足できま
す。ですが、女性に仕事のやりがいだけを強調しても志願者は増え
ません。今後は現場の規模に関わらず、女性が働きやすいと捉えて
もらえる職場環境にしていく必要性を感じています。
　２つめは、女性が産休・育休を経ても働きやすい仕組み作りで
す。産休・育休中はどうしても職場と隔たりを感じてしまうのが現
状ですが、何らかの形で職場とのつながりを維持しつつ、休暇明
け、スムーズに職場復帰できるような工夫を模索中です。

■これからこの業界を目指す女性に向けて
　建設業の面白さは、何といっても自分が作ったモノが何十年も
この世界に残るということです。自分の子どもに自慢できる仕事
です。そのためには、もちろんさまざまな苦労もありますし、職場
環境も他業種と比べて決していいとはいえません。
　現在、業界をあげて改善に向けて動き出しています。モノづくり
の醍醐味を味わいながら、私生活も充実し子育てもできる、そのよ
うな建設業界にしていきますので、志のある方は是非この業界を
目指してください。

Interview

渡辺 博司常務執行役日本建設業連合会

一般社団法人日本建設業連合会 
けんせつ小町委員会

一般社団法人
土木技術者女性の会

■設立の経緯と目的
　1982年に開催された座談会※において、全国で孤軍奮闘してい
る女性の土木技術者同士が情報交換できるような会を結成しよう
と意気投合し、翌1983年1月に有志約30名が任意団体「土木技術
者女性の会」を発足させました。以降、他の団体と連携を取りつつ
一貫として独立した団体として活動を続けています。2013年11
月18日(土木の日)には法人格を取得し、「一般社団法人 土木技術
者女性の会」となりました。
　本会では土木界で働く女性技術者のキャリア継続に向けた環境
づくりのために、発足当時から次のような目的を掲げています。
　1.　土木界で働く女性技術者同士のはげましあい
　2.　土木界で働く女性技術者の知識向上
　3.　女性にとって魅力のある、働きやすい土木界の環境作り
　4.　女性土木技術者の社会的評価の向上
　5.　土木技術者を目指す女性へのアドバイス（次世代の育成）
※「座談会・女性土木技術者おおいに語る」（主催：(公社)土木学会）

■活動内容
(1)活動全般について
　本会は、官公庁、コンサルタント、建設会社等のさまざまな業種
に所属する約400名が会員として在籍しており、全国を北海道、東
日本、中部、西日本の四つの支部に分けて活動しています。年に1
度、全国の会員が集まる総会を開催するほか、各支部で現場見学会
や勉強会を開催し、また、会員同士の親睦を図るため、年2回、会誌

「輪(りん)」を発行しています。
(2) 「Civil Engineerへの扉」の発行
　土木技術者を目指す女性のための就職支援冊子「Civ i l  
Engineerへの扉」を制作・発行しています。1999年版、2006 年
版、2017年版があり、2017年版では、電子ブックをウェブサイト
上で一般に公開しています。またこの冊子は、(公社)土木学会の

「土木広報大賞2018」で審査員賞を受賞しました。
(3)次世代育成について
　各支部において、土木技術者を目指す女性との現場見学会や意
見交換会、キャリアセミナーを開催し、土木界で働くことに興味を
持つ学生が抱える不安や悩みなどの解消に努めています。2018
年度からは、内閣府男女共同参画局が推進する「理工チャレンジ

（リコチャレ）」に参加をするなど、さらに下の代の育成にも力を入
れています。
(4)坑内労働の規制緩和
　会員からの相談に応え、労働基準法に残っていた女性の坑内労
働禁止の規制緩和に取り組みました。東京都や日本経済団体連合
会（当時）、日本土木工業協会（当時）に要望書を提出するなどした
結果、2007年改正労働基準法において、就労制限の範囲が大幅に
緩和され、「技術上の管理および指導の業務」が行えるようになりま
した。

(5) 内閣府「平成26年度女性のチャレンジ賞」の受賞
　女性が自らの意欲と能力で未来を切り開いていくロールモデル
団体としての実績が認められ、内閣府より「平成26年度女性の
チャレンジ賞」を受賞しました。

■取組の成果や取組による環境の変化
①土木界全体に向けて
　本会の会員数は、設立時の約30名から35年経った現在では、10
倍以上になっています。土木界に占める女性の全体数はまだまだ
少ないですが、採用人数という「量」の懸念は払拭されていくはず
です。これからは、業務を担当する機会、研鑽や育成の機会、昇格・
昇進の機会、同等の業務を担う場合の給与体制や福利厚生制度等
の均等化など、採用した人材に対する待遇という「質」の向上にシ
フトさせていくことが重要です。キャリア継続と女性リーダー育
成に向けての環境づくりのために、これからも活動を続けていき
ます。
②土木界で働いている女性に向けて
　本会には様々な職種の人たちが在籍しています。周囲にロール
モデルが不在で、将来に不安をおぼえる女性のみなさんへ。ぜひ一
度、本会の活動内容をWebサイトでご覧ください。きっと貴女の
キャリア形成の一助となることでしょう。
③これから土木界を目指す女性に向けて
　今は働き方改革が推進され、働く女性をバックアップする制度
も整ってきています。みなさんが就職するときには、もっと改善さ
れていることでしょう。
　土木界で貴女と一緒に働けることを楽しみにしています。

Interview

【Webサイト】
http://www.womencivilengineers.com/

【Facebook】
https://b-m.facebook.com/WomenCivilEngineers/

【Civil Engineerへの扉 2017年版】
http://www.womencivilengineers.com/book-introduction/ce2017

会のWebサイト Civil Engineerへの扉
 2017年版
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■設立の経緯と目的
　（一社）建築設備技術者協会（以下、協会）は今後ますます増えて
いくであろう女性技術者の情報発信の場を設けることにより、女
性の活躍の場を広げ、より一層の社会貢献につなげることを目的
として、2012年11月18日の「建築設備士の日」に設備女子会を発
足しました。（毎年11月18日は、建築設備士制度が発足した記念
日として記念行事を開催しています。）
　建築設備業界も年々女性技術者は増えていますが、彼女たちが
長く仕事を続けていくために必要な自分の将来像を描けるような
ロールモデルが身近にあまりいないのが現状です。そのため、企業
の枠を超えて女性技術者同士が交流し、親睦を図り、情報交換がで
きるような場を提供するような活動を続けています。

■活動内容
　当協会の広報活動の一環として活動を始めた当初のメンバーは、
設備女子会運営委員会幹事の女性4名でした。現在の会員登録数は
約650名となり、北海道から九州・沖縄まで全国に広がっています。
　躍進の大きな要因として、2015年度国土交通省の「もっと女性が
活躍できる建設業」地域協働推進事業で採択されたことがありま
す。これをきっかけとして、全国8地域にある協会の各支部に支部
設備女子会が次々に発足しました。
　また、「設備女子の働き方に関するアンケート調査結果報告書」を
作成し、設備女子会員のほか、建築設備六団体協議会（（一社）日本空
調衛生工事業協会、（一社）日本電設工業協会、（公社）空気調和・衛生
工学会、（一社）電気設備学会、（一社）日本設備設計事務所協会連合
会および当協会）の会員企業の方々に配布したことも設備女子会を
全国の関係企業の方々に知っていただく良い機会となりました。
　設備女子会の具体的な事業として、見学会や講演会、交流会等を
本部・支部ごとにそれぞれ年間3回前後開催しています。東京の本
部主催の見学会は、大手町の「3×3 Lab Future」、田町駅東口再開
発エリア「スマートエネルギーセンター」、新菱冷熱工業株式会社本
社ビル、ダイキンソリューションプラザ 「フーハ東京」、パナソニッ
ク東京汐留ビルなどにご協力いただき実施してきました。
　また、大学から専門の先生をお招きして建築設備に関わる最新技
術などをテーマとした講演会を開催しています。第1回講演会は、
早稲田大学の田辺新一教授による「これからの建築設備－省エネと
快適性」、第2回講演会は、工学院大学の野部達夫教授による「建築設
備を文化にしよう」、第3回講演会は東京大学の赤司泰義教授によ
る「建築設備の新しい職域と職能」、そして昨年度の第4回講演会は、

芝浦工業大学の秋元孝之教授による「健康・快適なゼロエネルギー
建築の動向と課題」と題して、ご講演いただきました。
　また、新しい試みとして昨年度はグループ討議を開催しました。
パネラーとして大手建設業に勤務している方、社内初女性管理職に
なった方、産休・育休を経て復帰した子育て中の方がそれぞれの立
場からのテーマで発表した後、参加者がグループに分かれてディス
カッションを行うものです。参加者にはディスカッションの場で
色々な悩み等を吐露する方もいらっしゃいます。必ずしも解決策が
見つかるわけではありませんが、悩みを共有することで、大変なの
は、自分ひとりだけじゃないということに気づきます。また、生き生
きと活躍している先輩女子会員の姿やその経験談に励まされ、引き
続き頑張っていこうという勇気をもらえたという感想もいただい
ています。

■この業界で働く女性へ
　大学で実施した出張教室でのアンケートで「この業界で働いてい
る人は、もっと性格がきつそうと思っていました」や「出張教室にき
た女性技術者たちが雰囲気の柔らかい人でびっくりしました」など
の感想を男子学生からもいただくのですが、これはイメージが先行
しているということです。
　この「きつそう」やよく3Kとか7Kなどの言葉をこの業界のイメー
ジとして使われる場合があります。「きつい、きたない」などのＫを
別のＫ、例えば「きらいじゃない、この仕事が好き」のＫに変えてい
き、ものづくりの素晴らしさ、自分が関わったプロジェクトが完成
した時の喜びや誇らしさをこれからこの業界に入ってくる後輩た
ちに伝えていくことが必要だと思います。

■これからこの業界を目指す女性へ
　空調・衛生設備、電気設備などは日常生活でとても身近なもので
すが、普段人目に触れない部分を扱う仕事も建築設備業界にはあ
り、イメージしにくい部分もあります。近年注目されている働く人
の健康と生産性の向上にもつながるスマートウェルネスオフィス
等、設備に関わる技術者が必要とされ活躍できる場は、ますます増
え続けています。
　男性中心とされてきた業界
でしたが、女性だからこそ気
づく点や女性ならではの視点
が重要視されつつあると思い
ます。女性技術者を積極的に
採用している企業も増加して
いるところです。ものづくり
が好きな人であれば男女問わ
ず、是非、進路選択肢のひとつ
として考えてみてください。

Interview

横石ひとみ総務課長

■設立の経緯と目的
　日本造園建設業協会では、平成26年度事業計画において「少子・
高齢化、国土強靭化、国際化、高度情報化など経済社会の先行きを
新たな視点をもって受け止め、次代の造園建設業界を担う若手の
人材の育成や女性の登用、活動の海外展開などの諸課題に取組む
ことが重要となっている」とし、アクションプログラム推進等特別
委員会の部会として女性就業促進検討部会を設立しました。平成
28年度には造園領域発展戦略委員会の部会のひとつとして女性
活躍推進部会に名称を変更し、現在に至っています。
　女性技術者･技能者への技術研鑽はもとより、業界で就業する多
様な女性の仕事と日常生活の両立、維持向上を可能とし、長期に楽
しく就業できるよう、就業環境の向上を支援しています。

■活動内容
・冊子「女子力アップで二人三脚ワーキング」の作成
・冊子「造園建設業の仕事入門」の作成
・新樹種生産のナーセリー視察
・プレゼンテーション入門、伝統技術（枝折り戸等の竹加工技術）の 
  勉強会開催
・農業高校へのヒアリング
・造園学科、園芸学科大学の生徒を対象とした造園建設業の講座開催
・ワークショップ「最初が肝心！造園を知ろう」出前講座の地域別開催
・平成30年度「第１回女性が輝くTOKYO懇話会－建設業編」への参加
・建設産業女性活躍推進ネットワークへの参加
・建設産業女性活躍セミナー全国大会への参加

■力を入れている取組、取組によりもたらされた効果・環境の変
　化などについて
　造園業界における女性の就業環境支援のツールとなる小冊子

（二人三脚ワーキング、造園建設業の仕事入門）2冊を作成し、これ
らを活用した地域別の出前講座に取り組んでいます。仕事や暮ら
しぶりなどを冊子を基に解説した後、男女や立場を問わない参加
者全員でのワークショップを行います。この方法により聞く立場
のみならず、参加し発言して、経験や技術の違いなどの自己確認が
できます。女性、新入社員、経営者等とのコミュニケーションを図
る場ともなり、社外環境を知る機会となります。また経営者は、女
性就業者の立場や考え方の理解が深まります。この出前講座の継
続により、就業者が仕事への理解を深めることで、現状の課題とさ
れる高い離職率の歯止めの一助になリます。さらに、大学、高校へ

の出前講座は、業種の理解と誘導手法の一つとして担い手の育成
に繋がると考えています。

■建設（造園）業界全体に向けて　
　造園建設業はプロフェッショナルな技術と総合力を要する仕事
から、花植えなど比較的体力を必要としない、シンプルな作業の仕
事まで多種多様です。また、サービス関連、インタープリテーション
関連等のソフト分野の企画運営の仕事も造園建設業界の仕事のひ
とつで、幅広で多くの人材を登用できる業種です。業界団体や企業
は、人材の個性に応じた育成手法や仕事に対する企業倫理等必要用
件を整え、男女や年齢を問わず多様な分野から個性的な人材の獲得
に広報力を持って取り組むことが重要と考えています。また時代の
変革期には就業者の前向きな学習力が必要であり、社外での学びの
機会を積極的に活用、推進することを期待したいです。

■この業界で働く女性に向けて
　スピードを求められる現代にあって、造園の仕事は、作り、育て、
守るといったインターバルの長い仕事で、子育てにも通じます。「子
は親の鏡」といいますが、仕事の成果は如実にあらわれ、きちんと仕
事に向き合い、携わった時間分が人を育て、仕事をした空間と人の
成長の歴史となります。長く携わるほど、自分磨きができる仕事で
あることを信じて取り組んでいただきたいです。

■これからこの業界を目指す女性に向けて
　造園の仕事は男性の仕事と思われがちですが、昨今では多くの作
業が機械化されていることや、職域が広がり、女性を受け入れる環
境は大きく変化し、拡大しています。
　まさに『デザイン ウィズ ネイチャー』はイアン・マックハーグの
示唆にとんだ言葉です。人もまた自然の一部として生きる生物であ
り、大きな自然と対峙するのが造園業の仕事です。自然の有り様に
沿い、人を、植物を、空間を育てる気概を持つ多様な分野の女性に参
入していただけることを期待したいです。

Interview

竹下 香里設備女子会事務局長

一般社団法人建築設備技術者協会　 一般社団法人日本造園建設業協会
女性活躍推進部会
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Interview

熊野 康子

日本建築仕上学会　女性ネットワークの会

前田 直子

全国低層住宅労務安全協議会
じゅうたく小町部会

■設立の経緯と目的
　2014年、建築仕上関連技術で働く女性の交流の場として設立
されました。母体である日本建築仕上学会は建築の仕上げに特化
した団体で、会員数は現在320名の学会です。
　女性ネットワークの会の設立目的は２つあります。１つめは業
界内での女性のネットワーク構築です。政府の女性の職域拡大に
向けた取組などによって建築業界でも女性の採用は拡大しました
が、全体から見れば女性はまだまだ少数派です。各社内及び業界内
でのネットワークも少ないので、その状況をフォローして働く女
性を応援しようと考えました。
　２つめの目的は、若手女性技術者の育成です。現在、大学で建築
を学んでも建築業界に進まない若者が男女を問わず増えていま
す。大学生も参加できる見学会や講演会を開催することによって、
建築業界離れを食い止めたいと思っています。

■活動内容
　活動を開始した2014年から続けているのは学会誌「FINEX」へ
の連載、東京都美術館での講演会、現場見学会などです。翌年以降
活動の幅は徐々に広がり、現場で働く女性へのアンケート実施、作
業服座談会、大会学術講演会、論文発表、作業服試着会、学生向けの
現場見学会、建築再生展への出展、鳶１グランプリに副審査委員長
としての参加、次世代への建築仕上PRとしての女子高校生左官体
験、「今、建築仕上女子がアツい」出版等、さまざまな取組を行って
まいりました。
　また、活動5年目を迎えた今年は、東京、大阪、名古屋、札幌の4都
市で5周年記念講演会及びトークイベントを開催しました。講演
者には女性のパイオニアとして建築業界で活動を続けている先生
方をお迎えし、各地で大好評をいただきました。
　建築仕上業界で働く女性の存在を広く知ってもらうため、広報
活動にも力を入れています。2015年に実施したアンケートが新
聞で取り上げられてから次第に取材は増え始め、現在は平均して
月1回程度の取材申し込みがあります。また、求人雑誌「POWER 
WORK」の特集記事やミドリ安全のカタログ掲載等、取材以外の
さまざまな媒体にも掲載させていただいています。

■建築仕上業界で働く女性に向けて
　現場で働く女性が増えつつあり、女性の職域が広がることはと
てもよい傾向だと思っています。しかし、この業界で働く女性が多
くなればなるほど、活躍が期待されるようになります。

　建築業界はまだ男性中心の考え方が残っており、やりにくさを
感じる面もあると思いますが、少しずつ良い方向に変わりつつあ
ります。初めから自分には無理だと決めつけないで、まずは何にで
もチャレンジしてください。結果はもちろん大切ですが、周囲はそ
の過程も見ています。一生懸命取り組めば、きっと自身の向上に役
立ちますので、頑張って前進してください。
　仕事を続けていく上で子育てとの両立は大変なことです。私自
身も子育てを経験しています。それを続けることによって自分が
周囲にどのような効果を及ぼすことができるのか、そんなことを
心の片隅において働き続けてほしいと思っています。

■設立の経緯と目的
　全国低層住宅労務安全協議会（以下、低住協）の中で活動する部
会のひとつとして、2016年4月に設立されました。構成メンバー
の中心となっているのは関東地区で活躍しているハウスメーカー
の女性技術者です。
　設立の主な目的は女性同士の交流です。この業界でも女性の現
場監督がいる会社はまだまだ少なく、低住協に参加している約50
社中8社くらいです。そこで、会社という枠を超えて女性同士で情
報交換や仲間作りをする場を作ろうということで、低住協からの
声掛けによって始まりました。

■活動内容
　じゅうたく小町部会の開催は基本的には2か月に1回で、メン
バーはそれぞれキャリア班、広報班、現場環境班に分かれて活動を
しています。
　キャリア班では、主に自分自身のキャリアや今後について、ま
た、子育てとの両立等についての課題に取り組んでいます。具体的
には、アンケートを実施して年代差や男女差による問題点を顕在
化し改善案を会社に提案することなどですが、この活動によって
少しでも働きやすい会社に変わっていってほしいという思ってい
ます。
　広報班では、さまざまな取材協力のほか、労働基準監督署で話を
する機会をいただいたり、しずおか建設まつりなどのイベントへ
の参加、じゅうたく小町のパンフレットやロゴマーク作りを通じ
て団体の知名度アップを図っています。
　現場環境班では、女性に特化した環境ではなく、女性目線で働き
やすい環境作りを目指しています。これまでの主な成果として「快
適トイレ」があります。これは、大規模なゼネコンの建築現場で取
り入れられている女性仕様のトイレを、狭い住宅現場にも適応で
きるように工夫したもので、働く人はもちろん近隣の住民にも配
慮した仕様になっています。
　他団体との交流としては、けんせつ小町や土木技術者女性の会、
女性ネットワークの会への見学会もさせていただきました。当会
より歴史のある団体を見学することによって、運営方法や女性が
少ない環境で活躍し続けていくためのヒントを得たいと思ってい
ます。

■今後の課題
　働き方改革法案の成立等によって、働きやすい職場環境作りの

整備が進んでいますが、よりよい環境に変わるために必要なのは、
働いている人の意識改革だと思います。
　例えば、育児休暇は女性がとるのは当たり前という意識がまだ
根強く残っているので、男性が希望した場合、実際の取得には大き
な壁が存在するのが現実です。男性だから女性だからということ
で考えることなく、育児や介護を希望する人が休暇を取得でき、働
きたい人が希望する形で働ける、そんな環境に変わっていってほ
しいですね。

■これからこの業界を目指す女性に向けて
　自分が手掛けたものが残る、ということがこの仕事の一番の魅力
です。また、完成したときお客様に喜んでいただけるのもうれしい
ですね。建築というのはひとりだけの力ではできないものですか
ら、職人さんと一緒に作り上げていく、その過程が楽しいです。興味
があったら是非この業界を目指してください。

Interview

部会長

日本建築仕上会　女性ネットワークの会の活動

団体の活動が掲載された冊子

2014年　学会誌「FINEX」連載開始
　　　　  第１回講演会（川口とし子さん）
　　　　  現場見学会

2015年　ミサワパーク東京見学会
　　　　  現場で働く女性のアンケート実施（第一回）
　　　     第２回講演会（服部道江さん）
　　　　  作業服座談会
　　　　  大会学術講演会　論文発表3件

2016年　作業服試着会
　　　　  学生向け現場見学会
　　　　  建築再生展出展（東京）
　　　　  「POWER WORK」特集記事
　　　　  第３回講演会（服部道江さん・宮川理香さん）
　　　　  ミドリ安全株式会社カタログ掲載

2017年　小規模現場見学会
　　　　  鳶１グランプリ副審査委員長
　　　　  じゅうたく小町　1周年記念式典出席
　　　　  建築再生展出展（東京）
　　　　  第4回講演会（鳥生由起江さん）
　　　　  現場で働く女性のアンケート実施（第二回）
　　　　  「建設産業女性活躍セミナー」パネリスト
　　　　  女子高校生に左官体験を実施
　　　　  北海道建設産業ふれあい展出展

2018年　建築再生展出展
　　　　  KENTEN　セミナー・展示会
　　　　  5周年記念講演会  東京（川口とし子さん・門田真乍子さん・
　　　　　　　　　　　　　服部道江さん）
　　　　　　　　　　　　   大阪（鳥生由起江さん・奥田章子さん）
　　　　　　　　　　　　   名古屋（児島奈央美さん・長谷川恵美さん・
　　　　　　　　　　　　   楢崎早百合さん）
　　　　　　　　　　　　　札幌（奥田章子さん・熊野康子さん）
　　　　  5周年記念図書「今、建築仕上女子がアツい」出版
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