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平成２７年度土木学会四国支部 第２１回技術研究発表会 

若手土木技術者の交流サロン 

子育て女性技術者が辞めずにすむ働き方の実践法 

～イクメン・イクボスも集まれ！～ 
日時：平成２７年５月２３日（土）１３：１０～１４：５３ 

場所：香川大学工学部 ６号館 ２階 ６２０２教室 

趣旨：日本は、出産で仕事を辞める女性が５０％

以上います。女性はライフステージがキャ

リア形成に大きくかかわっています。 

しかし、結婚しても出産しても、仕事を

辞めなくていい生き方、仕事のスタイルが

あります。 

女性技術者がこれから社会に出たとき、

そして立ち止まったとき、どのようにすれ

ばいいのかについて情報を共有し、女性だ

けでなくイクメン・イクボスとの交流も深めたいとも考えています。 

プログラム： 

◇趣旨説明 香川高専 内田百合子 

◇講演者（１人８分×５名） 

１．子育て中の若手技術者 高松市役所 都市整備局 河港課 主査 国田様 

２．子育て中の若手技術者 香川県 中讃土木事務所 道路第一課 村川様 

３．子育て中の若手技術者 （株）四電技術コンサルタント 甲斐佳子（かいよしこ）様 

４．子育て中の若手技術者 復建調査設計（株） 四国支社設計課 岩井様 

５．子育て中のイクメン  香川高等専門学校 大賀祐介様 

◇フリートーク 

◇ベリーショート・スピーチ 

内容： 

13:10～13:15 趣旨説明 香川高専 内田百合子                       

・なぜ続けられないか？  

・日本では、出産するために退職する女性はどのくらいいるでしょうか？ 

５０％ 第１子出産で退職する女性は５４．１％（２０１０年５月） 

これは、先進国の中で、異常な数字。 

 

13:15～13:21 高松市役所 都市整備局 河港課 主査 國田様                

・高松市役所で、最初の女性技術者。 

・彼女がトップランナーとして走ってくれているので、後が続いていけている。 
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○市役所の子育て休暇制度 

・女性技術者として経験したことを話したい。 

・高松市役所に入って１５年目。市役所で初めての女性土木技術者。 

・工事の発注や台風への対応、若手の指導にもあたっている。 

・工事の発注をするので現場に出るが、現場

の人に相手にしてもらえず、市民の方に「姉

ちゃんでは話しにならん」、後輩と現場に行

っても私の話を聞いてもらえない・・・。 

・できるだけコミュニケーションをとるよう

にし、作業員のおじ様たちと仲良くなり、

信頼関係を構築。 

・私の悩みは、結婚、子育て、家事。主人も

建設会社に勤めているので、私のことを良く理解し、サポートしてくれている。 

 

○必要なもの 

・家族の協力 働くことに対して、配偶者の理解 

・職場：お互いのワークライフバランスを考える 

 

・「お母さんのように、働くお母さんになりたい」との子供の小学校での作文。嬉しかった。 

・女性技術者ということで、最初はいやな思いもいっぱいしましたが、今はおじさまたちと、女

性の視線を活かして仕事をしていきたい。 

 

13:21～13:38 香川県 中讃土木事務所 道路第一課 村川様                 

・休暇復帰、間もない村上さん 

・平成１４年に入庁、２年後に結婚し、子供は二人。実家は５分ほどのところにあるが、あまり

頼れない状況。二人目の育休を開けたばかりです。 

 

○現在の仕事 

・道路第一課の担当業務：県道工事の調査・設計・施工及び監督 

・交通安全事業、橋梁長寿命化対策、維持管理 

 

○私（女性）が土木で働いて苦労したこと 

①外観で判断される（女性と言うだけで・・・）：「あんた誰？」との言葉 

②体力の違い：土木技術者ということで、台風の現場に行くことがあるが、男の人と同じように

は動けない。体力の違いはあるもの、それは割り切って、そこは男の人に任せて、私は記録と

かその他のことをしっかりとする。 

③結婚、出産、育児休業、仕事復帰：結婚で支障はない。しかし、出産、育児は仕事との両立は
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難しい。（子供の病気など）突然休まねばならないようなことに備えて、上司と情報共有、デー

タの共有もする工夫をしている。インフルエンザなどの際には高松市の育児支援も活用してい

る。香川県の場合は、災害の待機表を作る段階で、待機が可能か聞かれ、配慮いただいている。 

 

○仕事と家庭を両立するために家庭での工夫 

・朝は、夫婦協力して、どちらかが家事（洗濯、風呂掃除）をし、他方が子供の準備に付き合う。 

・朝夫婦で協力し合うことで、少しの余裕ができ、夜の料理の食材の準備をしておいたりもする。 

・お風呂を溜めながら子供を遊ばせ、夕食の準備。子供の遊びが終わればすぐにお風呂に入れる。 

・私が残業の日は、祖父に頼っている。 

・夫婦二人で残業したときは帰りが遅く、実家へ迎えにいく時間が遅くなり、寝ている子供を起

こさずにどう連れて帰るか・・・ 

・職場では、みなさんに迷惑をかけ申し訳なく思っているが、育児世代の方もいて、理解者が多

く助かっている。 

 

○出産して良かったこと 

・残業ができないので、時間を有効活用、早めの段取り、仕事にメリハリをつけるように。お昼

休みに食材を買うなどの段取りも。 

・朝型生活で体調改善。 

・現場での視点の変化 小さな段差にも目が向けられるようになった。 

・迎えに行った時の子供たちの満面の笑みは、癒されている。 

 

・県庁には、現在２２に人の女性土木技術者がいる。互いに悩みを言い合えるなど、コミュニケ

ーションも良好で、一人も女性技術者はやめていない。 

・このような女性技術者が話のできる場面が大事と思う。 

 

13:38～13:52 （株）四電技術コンサルタント 甲斐佳子（かいよしこ）様           

・入り口にあるぬいぐるみ「ヨンチータ」のある会社（四電技術コンサルタント）から来ました。 

・環境部門 道路やダムができる前の微生物や水質の調査、保全対策の提案をしている。 

・妊娠から復職までの間に不安だったことや、会社とのつながりについて話す。 

 

○妊娠～出産 

・管理技術者をしているとき妊娠を知った。夫は単身赴任中。 

・仕事の調整・わりふり：人に頼むことと、自分でやることを分けた。 

  頼む：現場の作業、車の運転、管理技術者（継続中の業務は除く）、委員、ＷＧ 

  やります：現場作業（重要時）、時間外勤務（超勤ゼロにはできなかった）、担当技術者 
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○出産～育児休暇 

・自分の時間がない、産後の体が辛い、子供の発達が大丈夫か、ストレスフルな生活 ← ある

程度予想していたことなので、復職の計画を立てた。 

 

 自分の準備：いつもはできないこと、資格の勉強、料理などをやる 

       会社とのつながり 

       体調管理 

 子供の準備：いっしょの時間、育児日記 

       予防接種、血液検査 

       保育園申請、慣らし保育 慣らし保育が１ヶ月ほどあるので、１時間ほどしか預

かってもらえない。この時期には病気もよくするので、育児休暇中に慣らし保育

までを終えていた方が良い。 

 

○復職後 

・仕事の調整、わりふり（会社・家族） 

  頼む：時間外勤務（時間短縮勤務）、管理技術者、勤務時間（時短）以降の現場、出張 

  やります：担当技術者、バックアップ業務、勤務時間（時短）までの現場、出張、適宜応相

談（繁忙期、緊急時） 

 

○家庭と仕事の両立のために 

・体は一つしかありません 

 やることのリストアップ（優先順位付け） 

 やることはまとめてやる（効率的な時間管理） 

 整理整頓、情報共有 

 人に頼む、頼まれる 

 体調管理 自分が体調を崩すと周りに影響するので、自分の体調管理 

 

・周りの人の協力（会社・家族） 

 育児と仕事の両立に対する理解、手助け 

 福利施設の充実 

 ワークライフマネジメント 

 育児者の業務フォローを評価する仕組み 

 女性同士の連携、情報交換 

 

13:52～14:07 復建調査設計（株） 四国支社設計課 岩井様                 

・愛媛の旦那との週末婚という形で、互いの生活を維持している。 

・香川県庁は３００人にのうち２０人ほどの女性技術者。 



H27.05.23 若手土木技術者の交流サロン 

 ５ 

・自分が大学生時代の、学生のうち女性は１割、今は２割ほどに増えている。 

 

○女性が仕事を続けるために必要なこと 

◇働く意欲と仕事の環境について 

・働く女性のターニングポイント 

 ①独身：９０％ 自分のやる気 

 ②結婚：９０％ 週末婚を実施 家族の理解 

 ③妊娠：６０％ 仕事量の軽減 上司・同僚の理解 

 ④出産：４０％ 主に会社制度、育児休暇、雇用保険 

 ⑤復帰：７０％ 週末婚継続 家族の理解協力が必須 

 総合判断：７０％ 会社も大事だが、自分のやる気・環境が最も大切！ 

 

○独身時代～現在（子育て中） 

・子育て中に計画をたて、旦那の実家のある高松への転勤願いを出した。 

・都市計画を専門分野としていたが、高松では都市計画だけでなく、今は河川の勉強をしている。 

・旦那さんの実家に協力してもらっている。 

・復職後、保育園からもう２回、「迎えに来てください」との連絡があり、帰れるような会社の中

での人間関係が大事。 

 

○協力体制 

・家族、ファミリーサポート、会社、上司などの協力体制 

・自分がどうしたいのか、将来ビジョンを持っていることが重要と思っている。 

 

○恩師からの言葉 

・Ｍ字カーブ（恩師の言葉：女性の能力はＭ字カーブ！） 

・頑張っていれば、今のＭ字カーブよりも能力は上がっていく。 

・女性の仕事に理解のあるパートナーを見つけること！ 

 

○最後に 

・仕事を辞めることは簡単です。 

・辞める前に、"続けるために”ってことを考えましょう。 

・そしたら、色んな方法や可能性が見つかります。 

 

14:07～14:19 イクメン 香川高等専門学校 大賀祐介                    

・今日はお子さんの運動会です。それを抜け出してお話しに来ていただきました。なので、プレ

ゼンが終わったら運動会に戻らなければなりません。 
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○私の仕事 

・学生実験・実習 時間に縛りのある仕事をしている。 

・小学生向け科学体験教室 

 

○私の育児休業取得体験 

・長女の誕生時に育児休業を取得 

・「パパママ育児プラス」を利用 

  １回目：妻の産後休暇中 

  ２回目：子供が１歳になってからの２ヶ月 

・香川高専では初めての男性の育休取得 

・上司・同僚からの理解は問題なし 

 人員補充をしてもらえた →専門性が高い分野でも、,補充は必要 

 

○１回目（産後休暇中） 

・里帰り出産はせず → 家事＋子供の世話を二人三脚で 

・育休を取ると決める前から決まっていた仕事 → 飛び石での育休 

 

○２回目（１最後） 

・１歳の誕生日で妻とバトンタッチ：１回目と違って、家事も子育ても全て一人 

・気をつけたこと：家に閉じこもらず外に出よう → 子育て広場にいく 

・気がついたこと：気が抜けない、休みがない、夕方妻が帰ってくるとホッとする 

         子育てには２４時間、３６５日休みがないことがわかった。 

 

○育児休業を取って良かったこと 

・子供との距離が近くなった:２４時間一緒にいることでわかること、出来ることが増えた 

・時間に対する意識の変化があった：仕事は効率よく、子育てはのんびりと 

・仕事のやり方が変わった：他の人にもわかりやすい、引き継ぎしやすい仕事のやり方 

 

○苦労した点 

・制度の認知不足 

・１回目の育児休業中に総務から電話 「育児休暇として認められないから、有給で」との

間違った対応 → 前例がなかったため、育児休暇の取り方を担当者が勘違い 

・２回目の育児休業中に人事からの電話 「パパママ育休プラスの対象外なので、育児休業

給付金が受けられません」 → 前例がなかったため、ハローワークの職員の知識不足 

 

○スムーズに育児休業を取得するためには 

・制度を良く理解する（自身も周りも） 



H27.05.23 若手土木技術者の交流サロン 

 ７ 

・補充を必ず入れてもらう → 周りの人にも自分にも負担ならない継続できるシステムが大事 

・日頃から誰かが代われるやり方で仕事をする 

・専門性が高い職種ほど育児休業が取りにくいと思っている → その人にしかできないこ

とって意外と少ない 

・つねに引き継ぎを意識すると効率よい仕事が出来る 

・子育てには突然がいっぱい（発熱、入院） 

 

・本当にその人にしかできない仕事はない。親は、子育ては、親にしかできない。 

 

14:19～14:42 フリートーク                                

 

 

男①Ｑ：仕事で大事なこととして、引き継ぎ、効率の良い仕事ができるということで、どんな工夫

をしているか。 

Ａ：自分にしかできないノウハウで仕事をやっていると、人に任せられない。今やっている仕事を、

明日あの人に任せてもいいような仕事のやり方を作ることに重点を置いている。 

 

男②Ｑ：担当者が制度をよく理解してなくて、ハローワークからの「育休の適用にならない」との

ことに戦ったとのこと。その戦えたパワーの源は？ 

 

大賀Ａ：育休をとるにあたって、その制度の内容をしっかりと勉強した。だから、あやまちにも気

づけ、戦うことができた。 

 

コンサルタント 男③Ｑ：当社も女性技術者が増え、今年度２割となった。女性の能力を活かすた

めに職場環境の整備が必要と思っている。それなりの制度は充実していると思っているが、中

小企業なので、急に人員の補充といってもなかなか難しい。しかし、女性の能力をいかに活か

すかが企業の生死に関わっている。「これが一番良かった」ということがあれば、あるいは、

こういうことが追加できないかということがあればご意見を。 
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甲斐Ａ：時短勤務が選べたこと。１日に最大３時間、時短勤務ができる。育休を１年とれるが、そ

こまで取らずに復職した。在宅勤務とか、家に仕事を持って帰れるような、パソコン・ネット

ワークとか、そんな仕事のやり方が許されるのならありがたい。 

 

岩井Ａ：１２月から産休に入り、年度末に向け、技術を持っていない派遣会社の人を入れ対応。復

職後すでに保育園の迎えが２回あり、慣らし保育が２週間あるとしても、最初の２～３ヶ月、

時短があればと思う。 

 

男①Ｑ：岩井さん 週末婚でも、夫にどう協力してもらえるとありがたいか、サポートできること

はなにがあるか。 

 

岩井Ａ：四国内なので、東予は２時間圏内で、週末に家族とのコミュニケーションをとってもらう、

週末に３時間だけ自分の時間をとっている。ネイルや買い物など、リフレッシュしている。平

日に子供の給食会、親子参観など、旦那さんにも休暇を取ってもらって出てもらっている。 

 

男②Ｃ：私の職場にも新採として女性技術者が配属された。今日、皆さんが紹介されたような女性

だからという苦労よりも、女性だから早く覚えてもらえるとか、地域の方々との打ち合わせで

も気にかけてもらえるなど、女性ならではのメリットを活かせている。もちろん、まだ妊娠、

出産といった場面を経験していないので、女性の良いところだけを今は享受している状況。女

性ならではの様々な苦労があること、今日紹介があった「慣らし保育まで育休中に終えておく

こと」といったようなポイントなど、今日集まっている女性の方でも知らない、気づいていな

かったことではないか。今日のような情報を共有する機会が大事。 

 

内田Ｑ：「女性は信用ならん、心配だ」という言葉が出るなか、こつこつと仕事をし、信頼をつちか

うことを言われたが、なかなか信頼を得られず、現場に出られず、デスクワークばかり。転職

を余儀なくなった女性技術者がいた。 

 

岩井Ｃ：女性のメリットは男性が思うよりたくさんある。ワークショップでも、大変なお年寄りも

女性には怒れない。男性よりも覚えてもらいやすい、物腰が柔らかい、会社は女性を上手に使

って。女性の使い方を自分の中でも理解して。 

 

甲斐Ｃ：年輩の方、女性が一人で打ち合わせに行くと「何や？」と言われる方がいるので、必ず男

性を一人連れていく。相手に合わせて、若い方、現場に近い方、・・・と男性を選ぶ。仕事を

信頼してもらわなければならないので、私が行った方が信頼されるなら私が行きますし、別の

人が良いなら、その人に行かせます。 

 

村川Ｃ：女の人だから内業。妊娠していたりすると、上司の方は気を使って内業。「私はここまでで
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きます」と、上司としっかりと話ができたら、女の人でも役に立てる仕事ができるのでは。 

 

内田Ｃ：アンケートで出るのは、現場の散らかっているところを整理整頓させるのは女性、住民の

人に安心してもらえるのは女性、警戒される場面も女性だと安心感を持って話してもらえる。

体力面の差はあっても、女性の良さを活かしていける。 

 

14:42～14:53 ベリーショート・スピーチ                          

①高知工科大学 

・橋梁を造りたい 

・就職活動で企業の方と話していて、良い意味で私自身を見てくれている。 

・女性の現場見学会のために東京に行ってきた。育休、産休を取っている方と会え、自分のこと

を考える機会となった。 

 

②まちづくり 

・歩いて楽しめる散歩町 

・コンペを通じて女性と男性では目のつけるところが違うなと感じた。 

 

③琴平町の景観計画 

・屋外広告物を無くしたまち 

・将来自分の仕事を自分の子供に自慢して、「かっこいいお母さん」と呼ばれたい 

 

④高知工科大学 

・避難シミュレーターを検討している 

 

⑤徳島大学 

・男性に負けない技術者になりたい 

 

⑥香川高専 

・高松土木女性の会 

・女子が教える、女子が伝える土木のイベントなどをやっている 

・女子がもっと活躍できるようキャリア支援 

 

⑦高知高専 

・はちきんなんど会 昨年会長をしていた 

・阿南、高松高専と交流し、イベントへの参加や、交流会 保育園の先生へ防災の紹介 

 

内田：今日をスタートに、いろいろなネットワークが続けていけたら。社会で活躍し、社会に定着
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できる女性技術者でありたい。 

 

－ 以上 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持ち帰り用の手提げ袋の準備が「女子力」のあらわれ！？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お土産にいただいたテトラポットの文鎮 


