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2012年度 女性技術者会議

心に響け ! 熱きこの思い
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女性技術者が建設産業を魅力的に する !!
日建協では、建設産業におけるワーク・ライフ・バ
ランスを実現するためには、女性技術者の視点が必要
と考え、女性技術者会議を開催しています。これまで
の会議では、女性が働きやすい職場は誰にとっても働
きやすいと考え、作業所の環境や制度について検討を
してきましたが、そもそも女性技術者の人数が少ないと
の声が聞かれました。
今回参加した女性技術者にアンケートをすると、6割
の女性技術者が、知り合いの女性技術者は10名以下と
答えました。そこで、今年の女性技術者会議は、
「建設
産業に女性技術者が増えるためには」をテーマとして開
催しました。

～女性技術者が増えたら、建設産業は変わるんです ～
2012.12.14

2012年度 女性技術者会議より

・ 女子トイレ、 男子トイレ両方設けると、 現場の環境評価点がアップするんです。
・ 女性技術者がいると新聞等で紹介される時があるので、 会社のイメージアップにつながります。

女性技術者が増えたら、企業や建設産業のイメージアップにつながります
・ 女性と男性では体力面、 体格面で大きな差があり
ます。 男性が簡単に行ける場所でも、 私は行きに
くいし、 危ないと感じることがあるんです。 女性
目線で危ないと思うところは、 たぶん男性にとっ
ても危ないと思います。 そういう時は、 昇降階
段を設置する、 安全看板を付けるなど、 安全設
備を設置するようにしています。 私に限らず、 男

「女性技術者の実体験！ 作業所は変わるんです。」

性にとっても安全になったと思います。

女性技術者が増えることで建設産業は変わるのだろうか？ と思う方もいるかもしれませんが、女性技術者が一人いるだけ
で作業所は変わるんです。だから女性技術者が増えると、建設産業は変わるんです。

女性技術者が増えたら、女性ならではの視点から安全意識が高まります

では、作業所はどう変わったのか？ 女性技術者の実体験を聞いてみました。そして、その体験をもとに、建設産業に女
性技術者が増えたら建設産業がどう変わるかをみんなで考えてみました。

・ 根切り工事で、 土圧の計測をする時、 男性の技術者が担当の場合は切梁上で土圧計の
確認を実施しますが、 私が担当した時に土圧計を外に付けてくれました。 安全に作業

・ 私が赴任した時の作業所では、 詰所が汗臭かっ

ができるように周りが配慮してくれてうれしかったです。

たり、 作業着を脱ぎ散らかしていたんですけど、

・ 腰が痛くならないよう配慮して、 所長がクッション性のある安全帯を配ってくれました。

私が赴任してしばらくしたら、 女性の目を気に
して、 詰所をキレイに使うようになりました。

女性技術者が増えたら、お互いに気配りをするようになります

女性技術者が増えたら、現場をキレイにしたくなります
・ 女性技術者がいると、 発注者や近隣の方が会話をしやすいと言ってくれました。
・ 女性技術者がいると作業所のコミュニケーションがスムーズになったと言われ
ました。 おしゃべりできる力が大事なこともあるんです。

女性技術者会議を終えて ―「建設産業に女性技術者が増えるためには」
建設産業は他の産業に比べ女性の進出が遅れています。しかし、建設産業
には少ないながらも女性技術者が、現場監督や現場支援業務で活躍をしてい

女性技術者が増えたら、コミュニケーションが活発になります

ます。そして、その職場は男性のみの職場とは一味違う魅力あるものになっ
ているようです。このような魅力ある職場を増やしたいと思いませんか?
建設産業に男女を問わず働きやすい職場が増え、誰にとっても魅力的な産
業になった時、建設産業のワーク・ライフ・バランスも実現できるのではない

講演．「育児と仕事の両立」･･･三井住友建設社員組合

藤原亜紀子さん

出産・育児を経験した人の話を聞きたいという女性技術者の声から、結婚や出産、育児と仕事の両
立について、実体験をもとに藤原さんに講演をしていただきました。
藤原さんが入社した当時は建設産業内の各社が女性技術者の採用を本格的に始めた頃でした。当

でしょうか。
日建協ではもっと女性技術者が増え、その力を発揮できる環境を整えるこ
とが建設産業を魅力的な産業にするきっかけになると考え、加盟組合企業を
はじめ、各所に意見発信をしていきます。

初は働き続けるという強い意思はなかったそうですが、
「自分がしっかりしなければ女性の採用がなく
なるかもしれない」と思い、仕事をしていたそうです。
結婚、出産等により仕事の継続について悩んだ時には「生活環境が変わるのだから、今までと同様
に働こうとするのではなく、どのようにすれば働き続けられるかを考えることが自分にとっても会社にとっても重要であり、
後輩の女性が仕事を続けるきっかけになる」と前向きに考えることにしたそうです。また、お子さんが自社で建設したビ
ルを指差し、友達に“ママの作ったビル”と説明をした時、
「仕事を続けていて良かった」と感じたそうです。
今回の講演を聞いた女性技術者のみなさんにとって、働く上での参考になったと思います。
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2012 年度 女性技術者会議参加者（敬称略、50 音順）計 23 名
伊澤美幸 ( ピーエス三菱労組 )、 岡松はるな （錢高労組）、 置田 彩 ( ハザマユニオン )、 小原理恵 ( 飛島労組 )、 小池真弥 （アサヌマユニオン）
児玉ひと美 （佐藤職組）、 塩瀨奈保美 ( 安藤職組 )、 清水郁子 ( 鉄建職組 )、 進 綾乃 ( シミズユニオン )、 菅沼安奈 ( シミズユニオン )
相馬慧子 ( ハザマユニオン )、 中村佳代 ( 錢高労組 )、 中村茉莉 ( 西松職組 )、 野村奈緒 ( 安藤職組 )、 富士本佳亜 ( フジタ職組 )
藤原亜紀子 ( 三井住友社組 )、 逸見佳奈 ( 戸田職組 )、 松川 愛 ( 奥村職組 )、 三島由佳 （ピーエス三菱労組）、 山根 澄 （アサヌマユニオン）
オブザーバー ： 大髙和久里 （内閣府男女共同参画局推進課）、 中村実加 （東洋大学 4 年生）、 林 未華 （東洋大学４年生）
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休暇をどうとる、
どう過ごす How Do You Get & Spend Your HOLIDAYS ?
異動時休暇にアニバーサリー休暇、 現場ひといき休暇に振替休日など、 それぞれの会社の休暇制度
を利用した方に登場していただきました。 皆さんは休暇をとるために効率的に業務をこなすなどの工夫を

アニバーサリー休暇

必ず休むんだ！という意識が大事
安藤建設職員組合

行い、 そして休暇では思う存分リフレッシュしています。 休暇のとり方、 過ごし方の参考にしてください ！

異動時休暇

やりたいことをするために！

どのような記念日に休暇を
とり、何をしましたか？

休暇をとるために
工夫したことはありますか？

西松建設職員組合

結婚記念日に取得しました。仕事が忙

休暇取得日は随分前から決定している

しく、家族の寝顔ばかり拝む日々です

ので、その日に向けて終わらせるべき仕

が、この機会を利用して妻のご両親と

事は終わらせます。休暇当日の引継書

一緒に１泊2日の軽井沢旅行へ行きまし

を作成、前日までに先輩・後輩・業者

た。アウトレットでショッピングをした

に根回しをして･･･。せっかくの休暇です

り、娘といちご狩りやスキー場で雪遊び

ので仕事の電話が来ないように、それ

をしたりして楽しみました。平日でもあ

でいて極力現場の方々に迷惑かけない

り、非常に空いていて、のびのびと過

ように段取りをして休暇に入りました。

岩本 泰典さん

ごす事ができたことも良かったです。ホ

社会人である限り、何らかのチームで仕
事をしているので、チームに迷惑をかけ

テルの露天風呂でゆったりすることもで

休暇制度について･･･

き、心身ともに癒された気がします。

一番大事な事は、まず、「この日に必

また一つ家族の思い出が増え、有意義

ず休むんだ！」という自己意識の高揚だ

段取りであると考えています。休みは待

な休暇を取得できたと思いました。

と思います。自ら休みを決めて、行く

っていても取れません。「休みに向けて

休暇に何をしましたか？

場所まで決めれば、ひとまずその日ま

仕事をする」気持ちでこれからの仕事を

で頑張れば休めると気持ちを盛り上げる

こなしていきたいと思います。

異動時休暇を取得の際は海外、国内

ことが出来ます。それによって自然と仕

を問わず旅行に出かけることが多いです

事が効率的な方向に進むと思っていま

ね。前回は家族でハワイに出かけました。

す。その上で周囲の協力を得て、よう

現場の竣工前は人間的な暮らしができ

暇の際には、2月末の竣工と同時に休暇

すくなります」と、休暇を取得する事

ない程忙しく、心身ともに疲れて、ゆ

を取得するため、3か月前から計画しま

を応援してくれますね。

っくりとしたい気持ちもありましたが、

した。この頃は現場にとって非常に忙し

のんびりする旅行よりも、家族とたっぷ

い時期でしたが、敢えてこの時期に休む

り遊ぶ旅行にしました。竣工前は遊ぶ

という宣言をしたことで、その後竣工ま

次の異動時休暇の計画は？

時間もなかなか取れなかったので、子

で頑張っていけたと思います。

今の現場が竣工した後は、生まれ故郷

供は大喜びでしたね。仕事から完全に
離れて、家族と過ごすことで、日頃の

の網走で流氷を子供に是非見せたいと考

やく休暇が取れるのかなと思います。

異動時休暇

戸田建設職員組合

重要な事です。それが引継ぎであり、

☆アニバーサリー休暇とは…☆
本人・配偶者・子女の誕生日、結婚記念日、
子女の入学式・卒業式などの記念日を対象と
し、年間５日間を上限として取得できる休暇。

御澤 昇明さん

休暇に何をしましたか？

に仕事をすることを心がけました。具体

およそ予測はしていたものの、休暇が

て洗い出した後、優先順位、期日、担

的には、竣工までに必要な仕事をすべ

えています。オホーツクの海に広がる壮

疲れもストレスも吹っ飛び、充実した休
暇を過ごすことが出来ました。もちろん、

メリハリある仕事をするためには、リ

残ると思いますからね。その為に今は少

出産時期と重なり、妻の出産に立ち会

当者を決め、その内容に沿った工程表

しハードですが竣工まで頑張りますよ !!

うことができました。子供の誕生という

を作成して、進捗管理をしました。計

大な風景は子供の心に良い思い出として

ず、理解を得ることも休みを取るうえで

強い意志と効率的な仕事で休暇を取得、妻の出産に立ち会えた

自分にとって休暇とは？

旅行の費用を捻出するため「旅行積み

フレッシュする時間が非常に大事だと思

立て貯金」も欠かしませんよ。

います。そのためにも異動時の休暇は

自分にとって歴史的な出来事に居合わせ

画的に仕事をすることで、計画通りに休

私にとっては無くてはならないもので

ることができたこと、そしてなにより大

暇を取得できたと思います。

休暇をとるために
工夫したことはありますか？

す。また休暇は「何となく過ごす」の

事な時に妻のそばにいることができたこ

ではなく、
「やりたいことをするから休

とは本当に良かったと思います。産後の

む」事が大切だと思っています。その

入院期間中は、妻とともに病室で寝泊ま

大事です。また、休暇の取得には必ず

休暇を取得するためには、まず一番大

為に早くから休暇の計画を立て、周り

りし、育児の助けをしました。合わせて、

仲間の協力が必要となりますので、そ

事な事は、休暇を取得するという強い意

の協力を得ながら自分の仕事を調整して

出産前にできなかった育児レッスンを受

の分、自分だけではなく仲間の仕事にも

います。

け、順調に父親としてのスタートを切る

協力的でいることも大切だと思います。

志です。いつ頃、どのくらい休暇を取得
するか自分で目標をたてて、周りに宣言

私が、周囲の人と休暇について話を

ことができました。この休暇は人生で最

最後に、会社には現場の規模、状況

して周知をすることですね。そうする事

することで、現場でも休暇の話題が増

も貴重な体験をしたと思いますね。

で、
「いつまでに書類をまとめなければ

えて、その結果現場全体の休暇の取得
へ繋がっていることが嬉しく思います。

休暇制度について感じることは？

置をお願いしたいと思います。人がいな

ならないか」
「いつまでに誰と引継ぎす
るか」という事に早くから計画立てて取

私の休暇取得によって周りの人の負担が

休暇をとるために
工夫したことはありますか？

休暇を取得するという強い意志を持

を終わらせるために休暇を取得できない

異動時休暇を取得するために、効率的

ち、効率的に仕事をこなしていくことが

ことがあるからです。

り組むことができます。前回の異動時休
8
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休暇をどうとる、
どう過ごす
振替休日

How Do You Get & Spend Your HOLIDAYS ?
休暇でリフレッシュ ！ とは若干趣を異にしますが、 育児休職された方にも登場いただきました。 休みの

家族と共に過ごす時間が何より大事
青木あすなろ建設職員組合

山田 貴久さん

見に行ったり･･･。もちろんそんなに遠い

できたことです。

ところに行かなくても、近くの公園や買
ます。このようにみんなで一緒にいろい

休日をとるために、現場は
どのようにあるべきですか？

ろな経験をすることで、家族として成長

現場に配属される人数がある程度いな

していくのかなと思っています。

ければ振替休日の取得は難しいと思いま

休日をとるために
工夫したことはありますか？

す。特に2、3人の現場だと交代要員が

い物に行ってのんびりと過ごすこともあり

休日に何をしましたか？

制度を利用する上で参考になることをたくさん語っていただいています。

子供の笑顔を見るときが幸せを感じる瞬間
フジタ職員組合

村上 拓也さん

育児休職制度の概要と、休
みをとると決めたきっかけは？

の休まらない大変な作業とは思いもしま

少なく、休日取得のハードルは高いと考

子供の出産後、申し出により男女を問

ましたが、一方で、子供の笑顔を垣間

えられますし、実際そのような現場も多

わず休 職することができます。私は

見たり、時折流れる平穏な時間の流れ

私の現場は、職員全員が必ず週休2日

いのが現状です。また上司が率先して休

2010年3月から4月にかけて1 ヶ月間休

に浸ったりした際には、疲れも癒され、

を取れるように業務を工夫しています。

んでいるかどうかも若い社員にとって重

職しました。きっかけは三男の出産で

幸福感を得ることができました。

例えば、担当の業務は２人以上で行い、

要なポイントです。上司の方々には若手

す。妻は専業主婦だったのですが、小

1人が休んでもカバーできるような体制が

の手本となるべく計画的に休みを取って

学校に上がる長男と幼稚園の次男の二

ほしいですね。

人の世話をしながら家事を行い、その

せんでしたね。これまで聞き流してきた
妻の愚痴をそのまま体感する日々となり

休職するために
工夫したことはありますか？

できるだけ家族で一緒に遊ぶ時間を作

できています。また、翌月の現場スケジ

るようにしています。普段は現場が忙し

ュールを早い段階で打合せし、そこで休

上乳幼児の面倒を見ることは難しい状況

く仕事に振り回されがちですが、計画的

みの予定まで決めてしまいます。これで

でした。休職について上司に相談したと

突発な業務に対応できるような体制づ

に休みを取って家族と過ごす時間は私に

各々が休みに向かって仕事の配分を考え

ころ、「家族のサポートを優先してあげ

くりを心がけました。具体的にはメール、

とって無くてならない貴重な時間だと思

るようになり、業務の効率化にも繋がり

なさい」と快い後押しを頂けたこともあ

携帯電話といったモバイル機器を活用す

っています。これまで振替休日でいろい

ました。さらに現場にとって良かったこと

り、思い切って休む決心をしました。

ることで、家事の合間にメールチェック、

ろ出かけましたね。例えば、ディズニー

は、職員が仕事のオン・オフをはっきり

ランドやサファリパークに行ったり、海を

させたことで、明るく楽しい職場環境が

現場ひといき休暇

返信をしたり、電話での打ち合わせを

休職期間中は主にどんな
ことをしていましたか？

司・同僚に代役を依頼しました。別途、
引継書類は整備していたので、その内
容を基に適宜フォローして頂きました。

育児休職制度について･･･

行ったりするようにしました。デスクワ

今回休職制度を利用しましたが、休職

ークの比較的少ない営業職ということも

となると給与は支払われません。育児

あり、環境は整えやすかった方だと思い

で男性が休む場合は、育児を分担しき

お互い様の精神で現場の全員が休暇を取得

妻の育児サポートと家事全般を行いま

ます。ただ、客先に訪問せずに電話や

れない妻をフォローする場合が多いの

した。具体的には、長男・次男の送り

メールで話を済ませることについては一

で、その間は無収入状態となる可能性

シミズユニオン

迎え、炊事（食事・弁当）、洗濯、掃除、

抹の不安があったのですが、事情を説

が高いと思われます。私の場合、妻を

買い物などです。不慣れなことばかり

明すると皆さん理解を示すとともに、好

フォローすべき期間が1ケ月程度と短か

土田 晃博さん

休暇に何をしましたか？

得していくことが大事です。もちろん現場

で当初は手間取りました。家事は、経

意的に接して頂けました。中には、あま

ったため、費用対効果を考えて休む判

普段東京で現場勤務しておりますが、

ひといき休暇に限らず、全ての休暇制度

験を積むにつれ効率よく進めることがで

り聞かない話題ということでかえって興

断ができました。しかし、長い期間で

なかなか休む機会もなく家族サービスを

の利用にあたって「お互い様の精神」をも

きましたが、子供の世話については想

味を持って頂けるなど、思わぬプラスの

あれば経済面の懸念から、休むことは

する機会もありませんでした。そこで昨

つことで、会社全体の休暇取得率の向上

定どおりに進まないことが多く、最後ま

効果があったりもしました。しかしなが

難しかったと思います。今後は、失効

年、現場ひといき休暇を利用して関西の

につながっていくのではないかと思います。

で非効率的なままでした。小さな子供

ら、会議など、対面して進めなければ

有休の活用のほか、有給化、つまり休

の面倒を毎日見続けることがこれほど気

ならない場面もあるため、その際は上

暇化を検討するなど、今まで以上に社

妻の実家に遊びに行ってきました。平日

員が仕事と子育てを両立させやすい職

にひょっこり現れた息子達に義父は大喜

場環境づくりを会社と組合には推進して

び。少しばかりの親孝行のつもりでした
が、仕事ばかりで迷惑かけている妻にも

それに沿って休みを消化する形にしまし

いい思いをしてもらったかなと満足できる

た。上司を交えて、工程とにらみ合いな

休暇になりました。

がらメンバーが休める日程を調整した結

休暇をとるために
工夫したことはありますか？

果、上司も含めてメンバー全員が休暇を

自分ひとりだけが現場で休暇を取得す
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育児休職

取得できましたよ。

休暇制度について･･･

るわけにはいきません。同じ現場にいる

現 場はチームで仕事をしていますので、

メンバーが、同じように休暇を取得できる

チームのメンバーに不公平感が生まれる

ようにすることが大事です。そのために、

と、休暇を取得できなくなるばかりか、仕

メンバーが交代で順番に休暇を取得でき

事もきっとうまくいかなくなります。
「お互

るように事前にきちんと計画を立てて、

い様の精神」をもって計画的に休暇を取

日建協 Compass Vol. 797

2013.3

いってほしいですね。

☆現場ひといき休暇とは…☆
作業所に勤務する者が1年間現場異動休暇を
取得する機会がなかった場合、つまり現場の
異動がなかった場合に5日間取得できる休暇。

日建協 Compass Vol. 797

2013.3
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