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情報通信エンジニアリング業界で活躍している女性社員座談会
～西日本編～

いきいき女性社員の
スゴさの秘密、教えます！

（一社）情報通信エンジニアリング協会

　６月13日（月）、大阪・森ノ宮の情報通信エンジニアリング協会西日本事務所へ、協会
会員会社９社の女性社員に集まっていただき、情報通信エンジニアリング会社で働くにあ
たり影響を与えてくれた先輩・上司についてや、各社の女性社員育成カリキュラム、女性
活躍推進法について、あるいは女性が活躍するための課題、後輩へのメッセージ等につい
て語っていただきました。

Ｑ１ ．影響を与えてくれた先輩・上司

なく、また土木は私だけなので特に

影響を受けたのは、９つ上の女性の

アクセス系の先輩です。現場でもさ

まざまな経験をされており知識も豊

富で、女性だけではなく男性社員や

後輩たちみんなに頼りにされている

方です。現在同じ部署で私の上司と

して働いていますが、今の業務は現

場の知識がないと見積書の作成や発

注者との価格交渉もできません。そ

んな中NTT様からの信頼度も高く、

その姿を見て私もこうなりたいと目

標にしています。

―「これがプロの仕事ですよ」と
いった先輩―
神垣　入社時に新入社員研修のマ
ナー研修で、講師をされた女性の方

座談会模様

司会（本井傳）　それでは、まず仕
事をしている中で、自分自身にとっ

て影響を与えてくれた方、目標とす

る先輩・上司についてお聞かせくだ

さい。

―頼りにしている今の女性上司―
行武　私の会社は技術系の女性が少
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―「一人前のエンジニアになるこ
とが大切である」と気づかせてくれ
た先輩―
川上　私は土木に配属されてちょう
ど１年の時に、電線共同溝工事で初

めて設計・施工管理を担当しました。

その工事の現場代理人兼監理技術者

であった当時入社６年目の先輩に影
響を受けました。先輩の仕事に対す
るひたむきな姿勢や責任感を身近で

感じ、入社当初「男性社員に負けま
せん。」と意気込んでいましたが、
工事を通して自分自身で女性という
壁を作っていたこと、男女関係なく
一人前のエンジニアになることが大
切であることに先輩が気づかせてく
れました。将来、先輩のような現場

代理人になりたいと思いました。

―女性らしい細やかな対応―
井上　私は回線の切り替え工事をす
る際、事前に切替日時を調整し工事

連絡を入れ、承諾をいただく業務を

しています。私が目標とする女性の

先輩は相手のお客様に対し言葉遣い

や聞きやすい声のトーン、速度にも
気遣って、女性らしい細やかな対応
をされており、とても尊敬していま

す。また工事内容をしっかりと理解

して対応されている姿を見て先輩の

ように、声のトーンやお客様に対し

ての気配りや仕事に対する気持ちを

大切に、仕事をしていきたいと思い

ました。

―コミュニケーションの取り方を教
えてくださった先輩―
田中　影響を受けた方は２名おりま
す。まず、私が新入社員だった頃、

会社の説明をしてくださった人事の

方で、研修時から配属後もお会いす

るたびに何かとフォローしてくだ

さった先輩です。気を遣って細かい

ところも見てくださる方で、私もそ

のように後輩を見られたらいいなと

思っています。もうお１人は、工事

調整等の業務を、デスクでこなすだ

けではなく、施工員の方々と日頃か

らお話などして、それぞれの生活を

も考えて工事を割り振る等の、コ

です。たとえばエレベーターに乗っ

たら率先してボタンを押して、他の

人を招き入れ、送り出すように、数

台ある本社ビルのエレベーター内の

操作パネルの位置を教えていただい

た事を今でも鮮明に覚えています。

その方のお話の中で、電話応対の大

会を見学された際、会社の場所を電

話で尋ねられるシーンで、その会社

付近が今どのような状況であるかを

把握され、工事中で通れない道があ

るとか、目印になるものが隠れてし

まっていて、目印にできないという

事まで考慮して説明されていた事を

聞きました。そして、これがプロの
仕事ですよと言われていました。そ
の時、どんな仕事にでも責任を持っ
て自分の仕事を全うできるような女
性になりたいと思いました。

―「企業は人なり」―
街道　影響を受けた人は２人いま
す。１人は、人を大切にと教えてく

ださった上司です。「企業は人なり」
とよく耳にしますが、育成業務に従

事してから特に意識をしています。

　もの作りはたとえ失敗してもお金

と時間をかけることにより、再度作

り直しはできますが、人はそのよう

にはいきません。新入社員が社会人

としてうまくスタートし、３年目の

フォローアップ研修までメンタル面

も含めて支援するように心がけてい

ます。先輩社員として接しやすい雰

囲気作りを心がけて、今後も相談し

やすい人となれるように努力してい

きたいと思います。

　もう１人は自分が新入社員の時に

お世話になった女性の先輩です。ふ

とした時に、「この頃どう？」と、

声をかけてもらうと何でも話せる自

分がいました。私も女性であるとい

う特徴を活かし、和やかな空気で、

何でも話せるような環境を作れる人

になりたいと望んでいます。

とう道内の排水ポンプ故障による浸水確認
状況

川上 由委（かわかみ　ゆい）
NDS㈱　NTT事業本部名古屋支店　エンジニアリング部基盤担当に所属
2014年入社
現在、基盤設備工事の設計・施工管理業務に従事し、主にNTT一般総合工事や民需工
事（電線共同溝本体工事および設備工事）を担当。
その他、とう道の点検・修繕や測量等さまざまな業務に携わっている。

いきいき女性社員のスゴさの秘密、教えます！
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ミュニケーションの取り方を教えて
くださった先輩を尊敬しています。

―「空元気も元気のうちよ」と教え
られた作業員の方―
宇野（理）　目標とする先輩が１名
と影響を受けた人が１名ずついま

す。

　まず、目標としている先輩は、同

じ土木部署の女性の先輩で、会社説

明会の時から、「採用活動ではこう

いう気持ちで臨んだらいいよ、採用

活動というのは自分を見つめ直すこ

とだから、あまり固くならなくてい

いよ」と教えてくれた先輩です。入

社後は私のチューターとして、「何

でもやってみていいよ。もしできな

いことがあったら私がフォローする

から」と言われ、とても心強かった

のを今でも覚えています。いま、

ちょうどその先輩と同じ年齢になり

ましたが、追いつけている気が全く

しません。これからもずっと目標に

なる先輩だと思っています。

ら思い切ってやってみようという気

持ちになりました。ある民地折衝で

は、自分の言葉でお客様へ説明をし

ていた時、分からなくて詰まったと

ころをサッとフォローしてくれまし

た。上司はその言葉通り、私が失敗

したり、分からなくて振り返ったと

きにはちゃんとサポートしてくれた

ので、ありがたかったなと思いま

す。「やり直し」と書類を突き返さ

れたこともありましたが、仕事に対

する姿勢など、大事なことを教わっ

たと思っています。

―「工事は段取り８割で、仕事は２
割だから」―
宇野（裕）　私は現在の部署に配属
され６年目で、要所要所で指導して

いただいている先輩方がいます。私

が現場で工事長として、任された

LANケーブルの新設工事での出来

事です。工事前日に工事指示の内容

を読み違えたのに気づき、急いで新

しいものに作りかえましたが完璧な

準備ではないまま工事日を迎え、結

果初めての工事で大失敗をしてしま

いました。

　悔しくて業務車両で落ち込んでい

た時、先輩から教わった事は、「工
事は段取り８分で、仕事は２分だか
ら」段取りとは、仕事に取り掛かる
前の下準備であり、段取りをしっか

り行わないから今回の結果になった

のだと強く指導していただきまし

た。まだまだ経験が浅いのでより一

層段取り重視で仕事に取り組まなけ

ればならないと痛感しました。それ

からは、事前調査、資材準備、施工、

開通試験、完成図書までスムーズに

現場が動くように「段取り重視」で

業務に励んでいます。

　影響を与えてくれた人は、入社後

初めて配属された現場で、半年間

いっしょに仕事をした作業員の方で

す。初めての現場管理でレベル測量

や品質の管理が思うように進まず、

帰りの車の中で泣きながら帰ってい

ました。その様子を作業員さんに見

られていたようで、電話がかかって

きました。「車の中で泣きよったろ

う。（笑）。悔しい思いをしとるやろ
うけど、ちゃんと分かっとるよ！空
元気も元気のうちよ！」と励まされ
ました。いまでも影響を受けた人だ

と思っています。　

―「とりあえず自分の力でやってみ
ろ。あとの責任は取ってやる」―
近江　影響を与えられたのは、設計
業務のOJTで出会った上司です。私

は、仕事で失敗するのを恐れて、尻

込みすることがよくありました。そ

んな私に、上司は、「とりあえず自
分の力でやってみろ。あとの責任は
取ってやる」と言ってくれ、それな

借用状況説明・切り替え手順についての打
ち合わせ風景

井上 ちさと（いのうえ　ちさと）
シーキューブ㈱　NTT事業グル―プ　アクセス事業本部　愛知支店付
㈱シーキューブ愛知出向　名古屋南営業所に所属
2009年入社
現在、愛知県大府市にある営業所でサービス総合工事の工事長補佐として、主に切替
借用業務に従事。工事を行う際に対象となる重要回線のお客様に対し切替日時の案内
や借用を行っている。
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司会　次は、会社が取り組んでいる
女性社員に対する育成カリキュラム

についてお聞きします。

街道　ITEA計画のマネジメント系
研修に女性社員も率先して受講する

よう計画をしています。また、女性

活躍推進法が制定されたことから、

今年度より、石川県主催の女性を対

象とした女性キャリアアップ研修、

ビジネス力アップ研修等が企画さ

れ、会社としても積極的に受講する

ように取り組んでいます。

宇野（理）　西部電気工業の取組み
策としては、今年２月に社外セミ

ナーで、女性リーダー育成研修を
行っています。受講生も先生も女性

で、社外で女性社長に講話をしてい

ただき、少しずつ進めていくという

形です。

井上　シーキューブでは、NTT様
からお２方お招きして、キャリアに

なるための心構えやモチベーション

についての話を伺いました。社員全

体が働きやすい職場になるための

ワーキング活動を行い、委員会を立

ち上げ、３期目に向けて現在も続け

ています。気持ちよく仕事ができる
職場になればいいなと思っていま
す。

　また、一般職の女性社員を対象に

リーダーになるための女性キャリア

開発研修やステップアップする挑戦

意識を高めるための女性キャリアデ

ザイン研修なども取り組んでいま
す。
行武　SYSKENでは、女性社員研
修を人事部の方で何回かやったこと

はあるのですが、近年では女性社員

を年に１～２人選出し、県が行って

いる社外の研修を受講しています。

また、女性活躍推進法が制定された

ことで、本年度に計画、立案し、実

施は来年度以降になると思います

が、女性社員の育成研修の実施、女

性社員面談が予定されています。具

体的には、職場のリーダーとして、

ひとつ上のステージで活躍する意欲

と能力の醸成を目的とした女性リー

ダー研修、全女性を対象とし、長期

的視点でキャリアを考えるスタート

アップキャリア研修です。SYSKEN

で働く社員と臨時者も含めて女性な
らではの目線でできることはないか
というワーキングをしていこうとい

う取組みも動いています。

―「メンター制度」と「茶話会」―
田中　ミライト・テクノロジーズでは
６年前からメンター制度というものが
実施されています。新入社員に１年

間、気軽に相談できる同性の先輩社

員がつくというものです。男女関係

ない制度ですが、ただでさえ女子が

少ない環境の中で、女子新入社員に

とっては非常にありがたく、頼りにな

る存在となっています。その他には、

組合主催の茶話会というものがあっ
てお茶をしながら育休の取り方など

先輩と話す機会もあり、毎回趣向を

凝らした内容で開催されています。

新入社員　業務知識基礎研修

街道 智恵（かいどう　ともえ）
北陸電話工事㈱　経営企画本部　人材開発室　育成企画課に所属
1998年入社
現在、研修機関との調整、社外講師との折衝も含め研修計画の策定実施に従事。
自社研修管理システムの改善や外部システムとのデータ連携を行う等の業務の効率化
施策の推進も担当。
会社の基本は「人」との思いから、関係部門と連携しながら奮闘中。

Ｑ２．　会社が取り組む女性社員に対する育成カリキュラムは？

Ｑ３．女性活躍推進法をどのように感じているか？

司会　次は、女性活躍推進法が制定
されましたが、皆さんはどのように

感じていらっしゃるかお聞きしま

す。良いと思っている方、良くない

と思っている方に挙手をお願いしま

す。まず良いと思っている人は手を

挙げてもらってもいいですか？　４

人。では、良くないというのはほか

の方５名ですか？　なぜ良いと思わ

れたのですか。

―「女性の活躍の場が増える」―
宇野（裕）　実際に工事をしている
過程で、女性に出会うことはほとん

いきいき女性社員のスゴさの秘密、教えます！
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どなく、例えば新築の工事現場に入

るとトイレ等、環境整備がまだなさ

れていないところがあるので、女性

が増えると良いと思います。例えば

深夜業務など分け隔てなくやらなけ

ればいけないなど、体力的な面では

しんどいとは思いますが、活躍の場
が増えるという意味で良いのではな
いかなと期待しています。

―意識が変わる―
近江　建設業界は女性が少なすぎる
ので、女性がこの業界に飛び込む

きっかけになるかなという気持ちも

あります。ただ、働く環境というの

は制度だけではなくて、働く職場の

人々の意識が大きく影響すると思い

ます。女性技術者が増えたとして

も、もし現場へ出るとなると周囲の

理解がないと難しい部分もあるはず

です。いろいろ問題はあると思いま

すが、こうした制度面の変化をきっ

かけにして、徐々に意識も変わって
いけばいいなと期待しています。

の入社率が増え、結婚や出産後の対

応や制度・環境についても会社全体

で考えることができ、離職率が少な

くなるのが理想です。

　確かに女性だけの法案という考え

はあまりよくない部分もあると思い

ますが、見直すきっかけを作るとい

う面では制定されて良かったのかな

と思います。

司会　逆に良くないと思っている
方々のご意見も聞きたいのですが。

―「女性に特化する必要性があるの
かという疑問」―
行武　良くないというよりは、女性
に特化する必要があるのかなという

思いがあります。これまで男女平等

で育ってきているので、現場代理人

の時も男性と女性で比べられたこと

はなかったです。私は女性だからと
いって特別に優遇されたくないとい
う思いがあるので、女性に特化する
必要性があるのかなという疑問があ
ります。会社は女性活躍推進法に基

づく行動計画を策定していて、目標

の数値を達成するために女性を必要

以上に昇格させようとするのではな

いかと。そうではなく、男女関係な

く個人個人の能力を見てほしいと思

います。

―社会および業界全体として動いて
いくことが必要―
神垣　私は男女雇用機会均等法の関
係で、女性の総合職で男性と一緒と

言われて会社に入社しました。私自

身も男性に負けたくないというか、

特に区別されたくない、頑張ろうと

いう一心で入ったのですが、男性社

会の中で、不条理なところを感じる

事もあり、正直、現場で女性である

という理由でつらい思いをしたこと

もありました。女性に特化したこう

いう法律を作ることそのものが問題

なのではないかと思います。例え

―もっと女性にこの仕事に興味を
持ってもらえる―
田中　女性社員が全社員の何割い
て、離職率がこうなっていてという

ものを、数値面で見ることは今まで

なかったのですが、この制度がで

き、会社のホームページに掲載され

たことで、現状を知ることができま

した。会社の方針も知ることができ

るので、将来、自分がこうしたいで

すという話を上司にしやすくなるか

と思います。また、外から何をして

いるのかが分からない業界だと思う

ので、学生向けのパンフレットに女

性社員もこういう仕事をしています

という内容を載せると、もっと女性
にこの仕事に興味を持ってもらえる
という期待もあります。

―自分たちの仕事の見える化―
井上　今回法案が制定されて、会社
自体が取り組んでくださることで、

私たちの仕事を見える化し、女性の
業務・職種の幅を明確にできるかと

思います。そして興味を持った女性

既存通信機器への設定変更および確認作業

宇野 裕子（うの　ゆうこ）
日本電通㈱　ITエンジニアリング事業部　エンジニアリング部　ソリューションサー
ビス担当に所属
2010年入社
現在、PBX・LAN工事が中心の部署に所属。工事責任者として従事し、主な業務内
容は、LAN工事およびネットワーク機器の設定・設置業務を担当。
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ば、採用や管理者を数字化された時

に、「あいつは女だから採用された

のだ。管理職になれたのだ。」と

いった見方をされがちなところもあ

るのではないかと思います。今から

社会および業界全体として動いてい
くことが必要かなと感じました。

―働きやすい環境の定着化―
街道　女性活躍推進法や男女雇用機
会均等法があり、家事と子育ては男

女平等と言いながらも、現実は社会

通念的に、やはり女性に多く負担が

かかると思うのです。法律改正によ

り、女性が働きやすい環境が少しず

つ定着化する方向に向いていくと思

いますが、まだまだこれからだと思

います。法律の制定で終わりではな

く、働きやすい環境を作る意識を普

及していくことが課題だと思ってい

ます。

―「女性の目線だけになってしまっ
たら、うまくいかないこともあるの
ではないか」―
川上　私が３年前に就活していた時
には、すでに女性をどんどん受け入

れる態勢は業界にあったと思いま

す。NDSは女性活躍推進法で５年

間に女性社員数の30％アップを計

画しています（20人増）。私は目標

数字を掲げ、若い女性がたくさん入

社することに疑問を感じます。通信

建設業界は今まで男性社会で成り

立ってきたので、女性の目線だけに
なってしまったら、うまくいかない
こともあるのではないかと思いま
す。女性社員が増えることで体力的

な問題や家庭との両立等くじけてし
まう人数も増えると思います。男性
社会であるからこそ、徐々に女性が

増えていってほしいです。

―「本当に正しい目で評価してもら
えているのかどうか不安」―
宇野（理）　反対というよりは疑問
です。女性の活躍推進法の制定に

よって「女の人だから受かりやす

い」とか、「女の人だから出世しや

すい」とかがついて回ってしまうの

ではないかという不安があります。

男性が多い職場というのは分かって
入ってきているわけですし、ちやほ
やされたいからとか、出世しやすい
からと思って飛び込んだわけではあ
りません。この業界に入ったのは自
分自身の夢がここにあったからで

す。だからこそ、会社としての目標

値をクリアするために、ある程度の

ところで目をつぶって、（管理職に）

上げちゃおうとなってしまうのでは

ないかなと思い、本当に正しい目で
評価してもらえているのかどうか不
安になります。ただ、女性社員は増
えてほしいので、女性受けしやすい

内容をパンフレットに掲載して「女

性が活躍していますよ」ということ

を沢山アピールしていただけるのは

大歓迎です。

司会　制度に対して良し悪しの答え
を出したかったわけではなく、皆さ

んがどういう感想をお持ちなのかと

いう事をお聞きしたかったのです。

ありがとうございます。

現地調査立会のスケジュール調整

田中 美保（たなか　みほ）
㈱ミライト・テクノロジーズ　NTT事業本部　西日本事業部　アクセス部に所属
2009年入社
現在、現地調査立会業務（AM代行業務）の受注・調整・完了の処理業務に従事。

Ｑ４．　女性がさらに通建会社で活躍するための課題は？

司会　今後女性が活躍するために、
どんなことをクリアすればもっと女

性が活躍できるのか。これは、後輩

に対しても１つのエールとして周り

の環境にしろ、自身のことにして

も、個人的に思うことをいただけた

らと思います。

―育てることも大事、周りの環境が
大事―
田中　気になる点を言うと、男性の
意識の問題です。普通に話している
中で、「お前な」と言われたりしま

す。言葉遣い１つ、同じことを説明

するのでも、なぜその言葉を使うの

いきいき女性社員のスゴさの秘密、教えます！
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簡単ではないですが、「こういう所

が不得手だよ」と具体的に指摘して

いただくと、それを知ることで初め

て個人の成長につながっていくと思

います。しかし、なにもかも聞いて

しまう姿勢では自分の経験値になら

ないので、できる限り自ら考え行動

するよう心がけていますが、やはり

言ってほしいこともあるなと思うと

きがあります。

―とりあえずやってみて―
川上　チャンスを自分で掴みに行く
こと。できるできないは考えずに

「やります。」とまずチャレンジする

こと。とりあえずやってみて、大変
なこともあると思いますが、泣いて

努力した結果は後から必ずついてき

ます。また、女性だけでなく、男性

の相談できる味方を作ることも大事

だと思います。

―強いところは伸ばしていけるよう
なサポートがあると、もっと活躍の
場は広がる―
近江　建設業界で仕事をしていくの
であれば、現場の知識は必要だと感

じています。しかし、男性社員から

は、女性を現場に出させるのに、戸
惑いとか心配の声をよく耳にしま
す。現場の作業にもいろいろありま

すが、スコップを持って穴掘って電

柱を立てられるのかと聞かれたら、

男性と同じようにできるとは言えま

せん。でも、接続作業だったり、配

線だったり、細やかさを必要とする

作業とか、お客様とコミュニケー

ションを取らないといけない宅内作
業では、むしろ女性がもっと活躍で
きるのではないかと思うのです。強
み・弱みは、女性と男性では違うの

で、弱いところは弱いところとして

受け入れて、強みを伸ばしていける
ようなサポートがあると、もっと活
躍の場は広がるのではないかと感じ

います。しかし今後入社してくる後

輩たちにその方法が正しいのか、伝
え方ひとつで冷たい教え方になって
しまうような気がして、悩んでいま
す。今後、同じ部署に入ってくる女
性の後輩にどのように接していけば
いいのか、教えるということはすご
く難しいことだなと思います。「自
分たちはこうやって学んできたの

に」と思ったら、溝ができてしまう

ようにも感じます。そうなってしま

わないよう、教え方、伝え方をもう

一度見直さないといけないなと思い

ます。

―「自分の技術を盗め」―
宇野（裕）　「技術を見て盗め」と言
われることは多いです。私の部署で

は、各々が工事長として現場を持っ

ていて、工事完成までのプロセスが

異なっています。多くの良い例がた

くさんあるので自分がやりやすい方

法や技術に変え、新しいやり方とし

て吸収しています。また、自分の弱

点や悪いところに自ら気づくことは

だろう？という方もいますので、伝
えるということと、聞くということ
の研修をもっと取り入れる等すれば
いいと思います。ただ女性を増やす

だけでなく育てることも大事ですの
で、周りの環境が大切だと思いまし
た。

―１人ひとりそれぞれの教え方―
井上　人によってはポンッと渡さ
れ、説明があまりない方もいます。

場合によってはすこし突き放された

ように感じる時があります。すぐに

聞ける環境であれば良いのですがコ

ミュニケーションが取れていないと

１人で悩んでしまうかもしれないで

す。１人ひとりそれぞれの教え方が
あり、今後自分が教える立場になっ

たときにどのように教えていけばい

いのか悩むかもしれないですね。

―「教え方がものすごく難しい」―
宇野（理）　私自身は「これを見れ
ば分かるから」と習ってきたし、他

の先輩もそうやって習ってきたと思

品質保証センタ社員へ全数検査での欠点発
生状況説明模様

神垣 京子（かみがき　きょうこ）
㈱ソルコム　安全品質管理本部　品質保証部　品質検査担当に所属
1996年入社
現在、NTT工事の品質・検査に関わる総括業務に従事。
アクセス系全数検査を実施している品質保証センタの運営およびNTT検査資格取得
についてのインストラクターとして社内研修を実施。また、NTT西日本様による検査
WGに参画し、全数写真検査移行について対応中。
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協力会社さんがするので、力に関し

てはあまり問題に思ったことはな

かったです。工具を持ってくる必要

があった時に、工具がちょっと重た

いなみたいなことはあっても、別に

持てない範囲ではないという感じで

す。段取りよくやれば工事はうまく

いくので、女性だからという問題に

はならなく、思ったよりは心配いら
ないよということを広く浸透してほ
しいと思います。困ったことがあっ

ても、それは男性も同じ経験をする

と思いますし。困難なことや経験し

ていないことは、ぜひ自ら経験した

方がいいと思っています。

―「子どもにとって母親は１人しか
いない」―
街道　私は１人目を出産して仕事に
復帰した時に上司から、「子どもが

できたら今までみたいに自分の時間

だけで仕事ができなくなるから、仕

事か子育てかの判断が難しくなると

思う。仕事は代替できる人が他にも
いますが、子どもにとって母親は１

分の中での勝手な葛藤があって、こ
の葛藤を自分の中でうまく整理をつ
けることが難しいのです。今後、通
建業界だけではなく、子育てにも社

会にも貢献していけるようになれば

なと思います。あと、職場で「あの

子ちょっと最近変だね」というよう

なことについて、女性の方が感じる
力が強いのではないかと思います。
今後は、お客様と１対１で対応する

サービスも増えてくると思うので、

きめ細かい配慮ができる女性の特徴
を生かした現場での作業というのも
できたらと思います。折衝は女性が

細かい配慮をして、例えば、電柱の

位置１つにしても、子どもが見えに

くく危ないからここはもうちょっと

こっちに寄せた方がいいとか、違う

面での配慮も女性の方ができること

があるので、新たな活躍できる場が

できればいいなと思います。

―「思ったよりは心配いらないよ」―
行武　私は自分が配属になって設計
や、工事長をした時、実際の作業は

ています。

司会　それに工具や材料が改良され
ればもっと活躍の場が広がるかもし

れませんね。例えばですがアクセス

についてであれば力仕事のいる建柱

だとスポンジの様なやわらかく軽い

電柱が開発され掘削後に電柱を建柱

し、水をかけるとコンクリートの様

に固い電柱ができるみたいになれ

ば、どんどん女性だけでもできます

ね。

―お互い尊重し合って切磋琢磨―
街道　取り組む業務は基本的には男
性と同じだと思うのですが、女性と

しての特徴があり、それを生かした

業務分担があると思います。例え

ば、女性は「重量物の運搬」、「仕事

と家庭との両立」ではハンディがあ

る反面、新入社員の悩みを聞き、き

め細かいフォローや、女性新入社員

の相談等は支援しやすい状況にあり

ます。男性・女性それぞれの特徴を

活かした役割分担をし、その違いを

理解した上でお互い尊重し、切磋琢
磨することが大切であり、そんな会
社のムードを作りあげていくこと

が、これからの課題だと思っていま

す。

―「きめ細かい配慮ができる女性の
特徴を生かして」―
神垣　私が現場で初めて工事を持た
せていただいたときに、右も左も何

も分からないのにポンと工事がやっ

てきて、夜も帰らず、事務所で仮眠

して、そのまま現場に行ってみたい

な感じで…。毎日夜中は当たり前な

生活でしたが、がむしゃらに頑張り

ました。その後、結婚・出産し、家

庭を持ってくると、「私何でもやり

ます。どこでも行きますので、やら

せてください」というのが、正直言

えなくなりました。仕事はやりた

い。けど、家庭は守りたいという自
現場作業員と会話しながら写真をチェック
している様子

近江 明加（おおみ　はるか）
四国通建㈱　通信設備本部　アクセス部に所属
2013年入社
現在、一般工事・管理CP工事とサービス総合工事の全数検査業務に従事。
安心・安全な設備を提供するため、現場から送られてくる施工記録写真の検査を日々
行っている。

いきいき女性社員のスゴさの秘密、教えます！
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お話を伺い、目頭が熱くなりまし

た。私のように結婚、出産と不安に

感じている方もいらっしゃると思い

ますので、不安の解消というのが１

つの課題でもあると思います。ま

た、この場でお話を伺う事ができ、

気持ちが楽になりました。

先、結婚して子どもができたときに

元の職場に戻ってバリバリ仕事した

いという気持ちはあるのですが、家

庭の事を考えると仕事を置いてでも

子どもの方を優先して早く帰りたい

という気持ちも少しあるのですごく

悩んでいます。今、街道さんからの

人しかいないということを心にとめ
て、自分の人生を考え、家庭と仕事
を両立することに頑張ってほしい」
と言ってもらった言葉がとても心に

残っています。自分も結婚する前

は、仕事がすごく楽しくて、没頭し

ていました。でも、子どもがいると

保育園にお迎えに行く時間とかで

は、保育園で最後の１人になるのは

やっぱりかわいそうという母親の感

情が出てきて優先するようにしまし

た。自分１人しかできない仕事とい
うのは良くないと思います。仕事の
優先順位をつけ、計画を立てて、早

めの業務処理に心がけるのはもちろ

んですが、それでも完了が困難にな

る場合は、組織として仕事を進めて

いくことが必要であり、複数の人で

助け合える仕組みを作ることが大切

だと思っています。一生懸命やって

いれば周りからも理解してもらえる

と思います。

―「家庭と仕事の両立」―
井上　一番いま悩んでいるのが、家
庭と仕事の両立についてです。この

地中探査機を使用した現場調査

宇野 理絵（うの　りえ）
西部電気工業㈱  社会基盤事業部　NTT基盤設備担当に所属
2012年入社
現在、福岡支社でNTT基盤設備工事の設計業務に従事。
主な業務は、道路管理者との打合せ、現場調査、設計図面の作成、道路占用書類の作
成。

Ｑ５．後輩社員へのメッセージ

司会　最後に、後輩に向けてのメッ
セージを一言ずついただきたいと思

います。

―やる気のある人―
宇野（裕）　普段業務を行っていて
思うことは、一生懸命に頑張ってい

ると、周りが自然と困ったときに助

けていただけることが多いです。女

性活躍推進法が制定され、女性がよ

り一層活躍できる社会に変わってき

ているので、やる気のある人は通建
業界にチャレンジして欲しいと思い
ます。また、大変だったこと・失敗
したことなど、どんどん色々な経験

をしていけば絶対に今後の知識・経

験として蓄積されるのでともに頑

張っていきましょう。

―「遠慮せずに聞くこと」と「相談
すること」―
近江　私はまだ入社して４年目です
が、大事だなと思うのは、遠慮せず
に聞くことと相談することです。仕
事で分からないことがあれば質問し

てみるとか、やりたいことがあれば

やりたいと言ってみるとか、コミュ
ニケーションを取るのが大事かなと
思います。周りの男性社員と休憩時

間に雑談していると、「俺もどう接

していいか分からんのよ」とよく言

われます。お互いに戸惑いはあると

思いますが、自分の殻に閉じこもら
ずに、オープンになれたらいいです
よね。お互いに頑張りましょうと言
いたいです。

―「何事も前向きに」“発想の転換”―
宇野（理）　「女性だから簡単にでき
ること」というのは、少なからずあ

ると思います。一方で、「同じよう

にできないもどかしさ」や「うまく

いったのは実力ではなくて、女性だ

からなのかな」とついつい感じてし

まうこともあるかと思います。しか

し、いま行っている業務について

は、女性だからできないことはあり

ませんし、性別にかかわらず、大切

なのは今、自分ができることを最大

限頑張ることだと思います。

　もし今後、女性であるがためにで
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域もありますので、チャレンジする
気持ちだけは忘れずに取り組んで

いってほしいと思います。女性なら

ではの家庭と仕事のバランスで戸惑
うということは、皆さん誰しも通る
道だと思います。そういう時は１人
で悩まないで、先輩や上司、もしく

は女性の先輩などに悩みを相談しな

がら、自分の人生を切り開いていっ

て欲しいと思います。あとから頑

張ってよかったという思いがきっと

来ると思いますので、そういうこと

を伝えていってあげたいと思いま

す。

―「自分の居場所、帰ってこいよっ
て言われる場所を作っていただけた
ら」―
神垣　私も現場で一番大変な思いを
している時に、社員は２～３名の職

場にいたことがあって、誰も見てく

れてないと思っていました。数年経

ち私が異動になる際、一緒に仕事を

していた現場の方が送別会を開いて

くださり、「偉くなって帰ってこい
よ」と言われました。地元でもない

―「努力している人をみんな見てい
る」―
川上　電線共同溝工事を担当した時
は、現場に直行直帰の業務でした。

男性の先輩と協力会社さんと一緒に

施工していました。慣れない仕事は

体力的に辛い部分もありましたが、

大変なときに周りに上司や先輩もい

なく、もう辞めたいと思うこともあ

りました。無事工事が終了し、半年

後に支店へ戻るとみんなが努力した

成果を認めてくださっていました。

「よく帰ってきたな。絶対途中で投

げ出して帰ってくると思っていた。」

と言われ、努力している人をみんな
見ているのだなと感じました。つら
い時に頑張ることで、のちに自分に

プラスになることがたくさんありま

した。支えあって一緒に頑張ってい

きましょうと伝えたいです。

―「家庭と仕事のバランス」誰しも
が通る道―
街道　私は、通建業界は男性主体の
イメージが強いと思っているのです

が、女性の方が適しているという領

きないことがあるならば、「別の部

分で頑張るので、他は任せてくださ

い！」と胸を張って言えるぐらい、

何事も前向きに考えることが大事だ
なと思っています。“発想の転換”
女性であることをマイナスに捉える

のか、プラスに捉えるのかは自分次

第なのではないかと思います。

―「コミュニケーション」と「見せ
方」―
田中　男性も女性も周りの方とコ
ミュニケーションを取るのが不安な
のかなと思うことがあります。この

業界だと協力会社の方や派遣の方と

コミュニケーションを取るのも大事

です。また、上司となると普段話す

ことができない場合もたくさんあり

ますし、ずっと自分を見てもらえる

位置にいる方ではない方もいると思

いますので、コミュニケーションだ

けでなく見せ方も工夫してもらえた
ら、もっと自分の頑張りを見てもら

えるし、職場的にもこんなことがで

きているというのを見せていけるか

なと思います。女性でも男性でも、

努力や工夫次第で評価してもらえる

ことを伝えたいです。

―「コミュニケーション」と「挑
戦」―
井上　挨拶はコミュニケーションの
第一歩だと思っています。簡単なよ

うですごく勇気がいります。みんな

が率先して挨拶すれば会社の雰囲気

も良くなりますし、１人で悩まず協

力し合える環境も作れます。また女

性だからできない、だからチャレン

ジしないとか一線を引いて諦めるの

ではなく、女性だってやればできる

んだ、やってみようという挑戦を諦
めないで欲しいですね。わたしも頑

張っていきたいです。

見積書作成風景

行武 里恵（ゆくたけ　りえ）
㈱SYSKEN　NTT営業部に所属
2007年入社
現在はNTT工事（土木）の一般工事、サービス総合工事、簡易総合工事、ドコモ工事
の積算業務に従事しており、見積書作成および発注者との価格交渉を実施。

いきいき女性社員のスゴさの秘密、教えます！
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場所でそういう言葉をかけていただ

き、ちゃんと見ていただいていたん

だというのが、すごく感謝だったで

すね。どんな場所に置かれても、ど

いよって言われる場所を作っていた
だけたらと思います。

―「頑張れば周りは絶対見ている」―
行武　私は上司から「仕事を頑張れ
ば周りは絶対見ている。」と言われ
ました。ただ、仕事をすることはコ
ミュニケーションが不可欠です。な
ので、職場でのコミュニケーション

や雰囲気づくりが大事だと思いま

す。雰囲気が良ければ、仕事も頑張

れるし、コミュニケーションも取れ

る。そしたら、職場全体でさらに仕

事を頑張れると思います。ですから

後輩には職場でコミュニケーション

や雰囲気づくりにも積極的に取り組

んで欲しいと思います。

司会　ありがとうございました。
せっかく先輩方もいらっしゃって、

また同世代のメンバーもいて、共有

も図れていますので、今後もどんど

ん交流を深めていただけたらいいな

と思いますので、よろしくお願いい

たします。

んな仕事の内容でも頑張ってやって

いれば、自分の居場所というのはで

きてくると思います。とにかく足を

踏み入れて自分の居場所、帰ってこ

笑顔はじける出席者のみなさん

公開講座インストラクター
光ファイバーの仕組みについて説明模様

本井傳 伸栄（ほんいでん　のぶえ）
（一社）情報通信エンジニアリング協会　東日本研修センタ　アクセス部門に所属
2006年入社
情報通信エンジニアリング協会　女性初のインストラクター
㈱ミライトから昨年３月より情報通信エンジニアリング協会に出向。
いろいろな会社の方と触れる機会やさまざまな業務を経験させていただけるため発見
や驚き、チャレンジの毎日。


