「けんせつ
けんせつ女子ツアー
けんせつ
ツアー＆
＆カフェ
カフェ」女子会録
女子会録
令和元年
年８月８日「けんせつ女子
日「けんせつ女子ツアー＆
日「けんせつ女子ツアー＆カフェ」が開催されました。
カフェ」が開催されました。
「けんせつ女子
「けんせつ女子ツアー＆
ツアー＆カフェ」
カフェ」は、建設業での女性の
建設業での女性の
活躍を推進するため、建設業の第一線で活躍する現役女性
技術者と建設業に興味を持つ県内高等学校女子生徒が、仕
事の魅力や職場の環境等について現場の見学や
事の魅力や職場の環境等について 現場の見学や意見交換
意見交換
をする場として、
する場として、山形県と一般社団法人山形県建設業協会
山形県と一般社団法人山形県建設業協会
が開催したものです。
当日は、５名の女性技術者と
名の女性技術者と１２名の女子高校生
１２名の女子高校生
１２名の女子高校生、
、さら
に山形県立産業技術短期大学校土木エンジニアリング科
の女子学生
の女子学生１名の参加
参加をいただき、
いただき、最上地方の
最上地方の 2 か所の
建設現場を見学してしっかり勉強した後、
を見学してしっかり勉強した後、美味しいランチ
を食べながら
を食べながら女子会風の
女子会風の和やかで
和やかで楽しい意見交換会とな
楽しい意見交換会とな
りました。

女性技術者自己紹介
沼田建設株式会社

安彦陽子さん
安彦陽子さん
入社して 12 年、施工管理技士として勤務してい
施工管理技士として勤務してい
施工管理技士として勤務しています。現在
ます。現在
0 歳(11 か月
か月)・3 歳の女の子を子育てしています。
同じ現場条件・工法の仕事は 1 つもなく日々勉強しながらの仕
事です。幅広い知識・経験・スケジュール管理・コミュニケーショ
ン能力も求められます。考え方の相違で失敗したことはたくさんあ
りますが、次の仕事に生かすよう努力しています
りますが、次の仕事に生かすよう努力しています。
建設に携わる人数は減少傾向にありますが、現在はＩＣＴなど
の技術も様々な形で活用され現場に生かされています。建設の仕事
に少しでも興味があれば是非挑戦して欲しいと思います。

永井建設株式会社

阿部彩花さん
阿部彩花さん

入社して 3 年目になります。体力には自信があったので、自分に向
年目になります。体力には自信があったので、自分に向
いているのではないかと思い、建設業に入職しました
いているのではないかと思い、建設業に入職しました。高校や専門学
。高校や専門学
校で学んだジャンルとは
校で学んだジャンルとはかけ離れていましたが
かけ離れていましたが
かけ離れていましたが、思い切って
思い切ってチャレン
チャレン
ジしてみようと決めました。
建設業は、道路や橋など、日々の暮らしに関わるものを造る大事な
仕事だと思っています。大きな災害が発生すればすぐに復旧工事を始
める、とても重要な役目を担っていると思います。夏の暑い日、雨や
雪が降る中で仕事をするのは大変ですが、
降る中で仕事をするのは大変ですが、だからこそ完成したときの
降る中で仕事をするのは大変ですが、だからこそ完成したときの
達成感がある仕事です！
会社に入って何かに悩んだ時には「こんなこと聞いていいのか
会社に入って何かに悩んだ時には「こんなこと聞いていいのかな？」とためらう事もありました
な？」とためらう事もありました
が、最近では、いろいろ聞くようにしています。困った時や失敗してしまった時は、会社の皆が力
を合わせてカバーしてくれるので、とても楽しいです
を合わせてカバーしてくれるので、とても 楽しいです。
。
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株式会社柿﨑工務所 遠田真凛さん
入社３年目で
年目です。女子カフェの参加は、高校生の時に初めて
女子カフェの参加は、高校生の時に初めて
女子カフェの参加は、高校生の時に初めて参加
参加
して以来、４回目になります
して以来、４回目になります。
入職のきっかけは、
きっかけは、インターンシップで今の会社
インターンシップで今の会社
インターンシップで今の会社を見学したこと
を見学したこと
です。女性の技術員もいて興味を持ちました。その後
です。女性の技術員もいて興味を持ちました。その後
女性の技術員もいて興味を持ちました。その後、この
この女子カ
女子カ
フェに参加して詳しい話も聞くことができ、面白そうだと思い入職
フェに参加して詳しい話も聞くことができ、面白そうだと思い入職
しました。
地図上に残る仕事をできることは誇らしく思えます。また
地図上に残る仕事をできることは誇らしく思えます。また、少し
少し
ずつ出来上がる工程を見ていると、とてもワクワクします。丁張り
が通っているのを見たときに、今日も頑張って良かったと思います。
株式会社柿﨑工務所 梁瀬優理香さん
梁瀬優理香
父の影響で建設業に興味を持ちました。外で見る重機に興味もあり、
父の影響で建設業に興味を持ち
。外で見る重機に興味もあり、
道路やダム、橋を造ってみたいと思い入職
道路やダム、橋を造ってみたいと思い入職し、13 年目になります。
何もない所に橋や道路ができた時の達成感はとても大きいです。また、
自分が測量し、丁
自分が測量し、丁張りをかけたとおりに出来上がるので、とても気持ち
張りをかけたとおりに出来上がるので、とても気持ち
がいいです。
力仕事はあまりないですが、外仕事なので暑さ寒さ
外仕事なので暑さ寒さ慣れるまで
慣れるまでは
は大変
だと思います。それ以上にやりがいのある仕事ですので、是非技術者になってほしいです。
株式会社八鍬土建
八鍬土建

千葉
千葉明美さん
さん
平成 10 年
年に入社し、
に入社し、20 年になります。高校生、中学生、小学生
年になります 高校生、中学生、小学生
の 3 人の子供がいます
人の子供がいます。
。
幼いころから
幼いころから重機やダンプ、工事現場に興味があり、自分も重機
重機やダンプ、工事現場に興味があり、自分も重機
などを運転して、
などを運転して、仕事をしたいと思いました。
仕事をしたいと思いました。
昨年の 8 月の豪雨災害で被災した護岸の復旧
月の豪雨災害で被災した護岸 の復旧工事の現場代理人と
工事の現場代理人と
して工事を完成させました。
一般土木作業員の女性は、まだまだ少なく、肉体的にも重労働だ
と思われますが、私は毎日の仕事が楽しく、とても充実しています。

コーディネーター
コーディネーター：井上
：井上洋子 建設企画課
建設企画
建設技術主幹
主幹
私は、平成
平成 3 年に県の職員になりました。
の職員になりました。土木技術職です。
の職員になりました。土木技術職です。入職
土木技術職です。入職
した当時は、ほとんど女性はいなかった
した当時は、ほとんど女性はいなかったのですが
、ほとんど女性はいなかった のですが、最近は
、最近は皆さんの
皆さんの
ように土木をやりたいという方が増えて非常にうれしく思います。
これから何年か後
これから何年か後に、どこかの現場で
どこかの現場で皆さんと
どこかの現場で 皆さんとお会いできる
お会いできることを
ことを
とても楽しみにしています。
とても楽しみにしています。
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＝ 建設現場見学 ＝
現場見学の様子

どんな目的で、どのような工事をしているのか、現場で女性技術者の説明を真剣な様子でしっかり
と学びました。時には談笑もあり楽しく技術者の方とお話ができました。
人々のためにある公共工事の大切さを再確認しました。

ドキドキしながら事務所を内覧しました。
みなさん興味津々です。
パネルやプロジェクターを使用し、わかりや
すく解説してくださいました。
また、女性従事者のことを考えた専用の快適
トイレなども見学し、建設業界が女性も働き
トイレなども見学し、建設業界が女性も働き
やすい環境へ変化していること
やすい環境へ変化していることがわかりま
がわかりま
した。
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大規模な河川工事現場に圧倒されながらも、

それぞれの想いを胸に現場を見つめます。

技術者のみなさん
お忙しいなか、ありがとうございました。
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けんせつ
けんせつ女子
女子カフ
カフェ
＝ 意見交換会
意見交換会・
・質疑応答
質疑応答
テーマ１

＝

進路について

Ｑ：大卒と高卒
大卒と高卒の違いは？
の違いは？取得できる資格に違いはあるの
取得できる資格に違いはあるの
取得できる資格に違いはあるの？
Ａ： 建設業に就職するまでの道としては、高校卒業後すぐ
に建設業に就職する場合と、大学に進学して勉強した後
で就職する場合とがあります。高卒の場合は、即戦力と
就職する場合とがあります。高卒の場合は、即戦力と
して先輩と一緒にいろいろな現場を経験しながら成長
していくことになります。大学進学の場合
していくことになります。大学進学の場合は、土木工学
、土木工学
をより専門的に学ぶことになります。
より専門的に学ぶことになります。土木技術
土木技術に関する
に関する
研究をしたり、様々な論文を読んだり書いたり
様々な論文を読んだり書いたりしますの
しますの
で、論理
で、論理的な思考
的な思考が養われます
が養われます。また、
。また、大学は全国から
全国から
人が集まります
集まりますので
ので、全国区の友達
全国区の友達ができます。
ができます。
このほか、会社に入ってからの給料や
このほか、会社に入ってからの 給料や昇進に関して
昇進に関して、
大卒と高卒で違いが出てくると思います。
大卒と高卒で違いが出てくると思います。また、技術系公務員
技術系公務員の場合、受験区分
技術系公務員
受験区分が大卒程度だ
と上級、高卒だ
と上級、高卒だと初級・中級
と初級・中級ということ
と初級・中級ということになります。
になります。
橋などの大規模な建設工事の場合、工事現場を統括する主任技術者として、
橋などの大規模な建設工事の場合、工事現場を統括する主任技術者として、
工事現場を統括する主任技術者として、１級土木施工管
１級土木施工管
理技士という
理技士という国家
国家資格が必要になりますが、大卒の場合、
資格が必要になりますが、大卒の場合、
資格が必要になりますが、大卒の場合、資格取得に
資格取得に必要な
必要な実務経験年数が短
経験年数が短
縮されます。
縮されます。土木施工管理技士については、
土木施工管理技士については、
土木施工管理技士については、県立産業技術短期大学校土木エンジニアリング科
産業技術短期大学校土木エンジニアリング科
ですと、大卒と同じ時期に１級にチャレンジできることになりますので、
ですと、大卒と同じ時期に１級にチャレンジできることになりますので、
にチャレンジできることになりますので、短大に行くという道
短大に行くという道
もあります。
（コーディネーター）
テーマ２

仕事について

Ｑ：勤務時間は
勤務時間はどのくらい
どのくらい？
Ａ：・私の会社は朝の８時から１７時までです
私の会社は朝の８時から１７時までです
私の会社は朝の８時から１７時までですが、８時に始められるように、７時半くらいに出勤
が、８時に始められるように、７時半くらいに出勤
して、残
して、残業する
業する場合もあります。
場合もあります。
⇒残業はどれくらいありますか。
⇒残業はどれくらいありますか
⇒
⇒遅いときは２２時くらいまでです。
遅いときは２２時くらいまでです。
・私の会社も８時から１７時が勤務時間です。
私の会社も８時から１７時が勤務時間です。
私の会社も８時から１７時が勤務時間です。８時に
８時に
ミーティングしてから
ミーティングしてから作業開始という感じです。私
作業開始という感じです。私
の場合はできるだけ
の場合はできるだけ残業
残業しないようにしています
しないようにしています
が、
、工事完成前の時期はどうしても忙しくなるので、
工事完成前の時期はどうしても忙しくなるので、
残業することがあります。ただその場合でも毎日で
残業することがあります。ただその場合でも毎日で
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はありません。
・私の会社は
私の会社は７時半から１７時までになっていま
７時半から１７時までになっていま
７時半から１７時までになっています
すが、休憩時間が長いので、実労働は他の方
が、休憩時間が長いので、実労働は他の方
が、休憩時間が長いので、実労働は他の方と
と
変わらないと思います
変わらないと思います。私の場合、朝子どもを保育園に送ってから出勤しているので、８時
私の場合、朝子どもを保育園に送ってから出勤しているので、８時
に出勤させてもらっています。残業に関しても、ほとんど毎日１８時から１８時半くらいに
に出勤させてもらっています。残業に関しても、ほとんど毎日１８時から１８時半くらいに
は帰れていますが、工事内容の変更があったときや完成検査の前になると２０時、２１時と
なることはあります。ただ苦になるというほどではありません。
Ｑ：現場監督のどんなところが大変
現場監督のどんなところが大変？
現場監督のどんなところが大変
Ａ：・作業員の
作業員の皆さん
皆さんは私よりも経験年数が多いので、
私よりも経験年数が多いので、
私よりも経験年数が多いので、話をする際には
話をする際には嫌な言い方にならないよう
嫌な言い方にならないよう
に、伝え方に気を
に、伝え方に気を配っています
います。
・大抵の場合、作業員の方は年上なので、コミュニケーションの取り方
大抵の場合、作業員の方は年上なので、コミュニケーションの取り方について大変だなと思
大抵の場合、作業員の方は年上なので、コミュニケーションの取り方について大変だなと思
うことはあります
うことはあります。また、現場ごとに工法が異なるので、やったことのない、新しいものが
また、現場ごとに工法が異なるので、やったことのない、新しいものが
出てくると、勉強しなければなりません。
Ｑ：急に休まなければならないときは
急に休まなければならないときはどうしているの
急に休まなければならないときはどうしているの？
？
Ａ：・会社の就業日の関係で、なかなか土曜日に休めないこ
会社の就業日の関係で、なかなか土曜日に休めないこ
とは
とはありますが、子どもの具合が悪くなったり、行事
ありますが、子どもの具合が悪くなったり、行事
があったりした場合は、周りの人が嫌な顔せずに助け
てくれますので、
てくれますので、休むことができています
休むことができています
休むことができています。
・私も土曜日は勤務日ですが、緊急の場合は上司に連絡
私も土曜日は勤務日ですが、緊急の場合は上司に連絡
すれば問題なく休めます。また、今は
今は同じ現場
現場を 2
人で担当していて、お互いにスケジュール管理をしっ
かりしていますので、私が急に休んでも問題なく現場
は進んでいきます。
Ｑ：この仕事をやってきて良かったと思うことは
この仕事をやってきて良かったと思うことは
この仕事をやってきて良かったと思うことは？
Ａ：・私の仕事は肉体労働で、重いものを持ったり、つらい仕事がたくさんあったりし
私の仕事は肉体労働で、重いものを持ったり、つらい仕事がたくさんあったりし
私の仕事は肉体労働で、重いものを持ったり、つらい仕事がたくさんあったりしますが、
ますが、
何と言っても現場が完成した時が一番この仕事をしていて良かったと思います
何と言っても現場が完成した時が一番この仕事をしていて良かったと思います。
。
・橋などの場合は地図に残るものなので、この仕事をやっていて良かったと思います
橋などの場合は地図に残るものなので、この仕事をやっていて良かったと思います
橋などの場合は地図に残るものなので、この仕事をやっていて良かったと思います。
Ｑ：女性が少ないことで大変だったことは
女性が少ないことで大変だったことは？
女性が少ないことで大変だったことは？
Ａ：・私が入った
私が入った頃はまだ
頃はまだ現場事務所なども
現場事務所なども
現場事務所なども禁煙ではなく
禁煙ではなく大変でしたが
大変でしたが、その後禁煙
、その後禁煙になりました
になりました
になりました。
また、トイレも快適トイレになるなど
トイレも快適トイレになるなど、
、ハードの面では良くなりました
ハードの面では良くなりました
良くなりました。
。力仕事に関しては、
重いものを持って歩いていると、周りで助けてくれます
重いものを持って歩いていると、周りで助けてくれますので大丈夫です
ので大丈夫です
ので大丈夫です。
・周りの男性はとても優しいです
周りの男性はとても優しいです。入社した
周りの男性はとても優しいです 入社した時は女性が私１
時は女性が私１人
人だけで、当時はトイレも酷かっ
で、当時はトイレも酷かっ
たの
のですが、
ですが、最近は快適トイレや女性専用トイレになって
最近は快適トイレや女性専用トイレになって、
、良い環境に変わってきています
良い環境に変わってきています。
。
テーマ３

女性技術者に聞きたいこと
技術者に聞きたいこと

Ｑ：この仕事のやりがいは
この仕事のやりがいは
この仕事のやりがいは？
Ａ：・何もないところに
何もないところに
何もないところに道路や橋など
橋などが出来上がっていく、地域の皆さんの安全安心を守るものが
が出来上がっていく、地域の皆さんの安全安心を守るものが
出来上がっていく様子を見ることができることです。私の場合、県外からの作業員の方と話
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ができることも
ができることも楽しいです。
楽しいです。
・目に見える、地図に残るものを作ることができること
目に見える、地図に残るものを作ることができること
目に見える、地図に残るものを作ることができることです。
。また、災害の時には復旧作業を
災害の時には復旧作業を
行うなど、地域の人々と関わる大切な仕事だと思っています。
行うなど、地域の人々と関わる大切な仕事だと思っています。
・大変な仕事ではありますが、
大変な仕事ではありますが、工事が完成した時にや
りがいを感じます。
・何十メートルといった大きな構造物が出来上がると
すごく迫力がありますし、また最近自分の現場を持
自分の現場を持
つようになって、工事の完成検査で発注者から
工事の完成検査で発注者から完成
完成
と認められた時の達成感は格別です。
Ｑ：技術者と技能者の違いは
技術者と技能者の違いは どちらが大変？
技術者と技能者の違いは？どちらが大変？
Ａ：・技能者の場合、
技能者の場合、
技能者の場合、現場でブロック積みや型枠、左官仕
ブロック積みや型枠、左官仕
事など、色々な仕事をしなければなりません
事など、色々な仕事をしなければなりません。
。重
機やダンプに
機やダンプに乗
乗ったりもし
もします。
・私は現場監督（技術者）ですが、技能者さんとの大
私は現場監督（技術者）ですが、技能者さんとの大
きな違いは、現場の
きな違いは、現場の管理だと思います。現場監督は
管理だと思います。現場監督は
発注者との
発注者との打合せのほか
打合せのほか、
、工程や工事材料の管理な
どを行い
どを行います。
ます。どちらが大変だとは一概には言えま
せん。
⇒技術者と技能者、どちらが大変だと
⇒技術者と技能者、どちらが大変だとは言えません
は言えません
が、どちらが自分に合っているかというが大事
が、どちらが自分に合っているかというが大事だ
と思います。（コーディネーター
（コーディネーター）
）
Ｑ：就職するまでにやっておいた方が良いことは
就職するまでにやっておいた方が良いことは
就職するまでにやっておいた方が良いことは？
Ａ：・取れる資格は取っておいた方がいいと思います。
取れる資格は取っておいた方がいいと思います。
Ｑ：技術者として一番大変だったこと
技術者として一番大変だったことは？
技術者として一番大変だったこと
Ａ：・私自身は発注者とのコミュニケーション
私自身は発注者とのコミュニケーション
私自身は発注者とのコミュニケーションが大変だと感じることがあります
が大変だと感じることがあります
が大変だと感じることがあります。私自身分からな
私自身分からな
いところが
いところが多々
多々ある一方、
、発注者の担当者は
発注者の担当者は全て
全て分かって話をす
話をするので、
るので、話についていくの
ついていくの
が大変だったことがあります。
大変だったことがあります。
・発注者
発注者から見れば
から見れば私たちはプロなので、工法や
私たちはプロなので、工法や
私たちはプロなので、工法や計算
計算などについて
などについていろいろな質問をして
いろいろな質問をしてきま
いろいろな質問をしてきま
す。それに対して的確に答えなければならず、
それに対して的確に答えなければならず、技術者としては分からないとは言えないので、
勉強しなければいけません。高校生の時より社会人になった今の方が勉強しています
勉強しなければいけません。高校生の時より社会人になった今 の方が勉強しています(笑)。
の方が勉強しています
。
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テーマ４

働き続けるために必要なことについて

技術者の皆さんは、子育てなどをしながら仕事をしていると思いますが、何のために働く
○ 女性技術者の皆さんは、子育てなどをしながら仕事をしていると思いますが、何のために働く
のか、仕事を続けていくのか、というところを
のか、仕事を続けていくのか、というところを皆さんに聞いてみたいと思います。
皆さんに聞いてみたいと思います。（コーディネ
ーター）
）
・私の場合は、自分のために仕事をしていますが、幸運にも好きな
私の場合は、自分のために仕事をしていますが、幸運にも好きな建設業の
私の場合は、自分のために仕事をしていますが、幸運にも好きな 建設業の仕事をすることが
仕事をすることが
できています
できています。
。
・お金のために
お金のために仕事をしていることは確かですが
仕事をしていることは確かですが
仕事をしていることは確かですが、好きな仕事でないと続かないので、
、好きな仕事でないと続かないので、
、好きな仕事でないと続かないので、今すご
今すご
く良い
良い環境で仕事することができて
環境で仕事することができて幸せです。
環境で仕事することができて幸せです。
・一番は、この仕事が面白いこともありますし、
・一番は、この仕事が面白いこともありますし、生活のため
生活のためということもあります
ということもあります
ということもあります。
○やはり、少しでも好きなことを仕事にして
やはり、少しでも好きなことを仕事にして
やはり、少しでも好きなことを仕事にして、少しでも長く、それぞれの道でプロフェッショナル
少しでも長く、それぞれの道でプロフェッショナル
として頑張ってもらいたいと思います。（
（コーディネーター
コーディネーター）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎県立産業技術短期大学校
産業技術短期大学校 土木エンジニアリング科の紹介（千葉陽子 准教授）
教授）
土木系の高等教育機関として、平成２９年４月に土木エンジニアリング科が産業技術短期大学校
に新設され、３年目になります。今年の４月に１期生が
卒業しましたが、全員県内に就職しています。
土木技術者の職種は、まず現場管理の責任者であるプ
ロジェクトマネージャーの仕事、それから、測量や設計
などコンサルタントとしての仕事といった、主に２つの
方面があります。本科のカリキュラムとしては、技能者
ではなく技術者の養成を行っています。実践的にすぐ使
える技術の習得を目指しており、UAV
える技術の習得を目指しており、
や３次元 CAD の活用など、新たなニーズに対応した幅広
い知識の習得ができるように授業を行っています。
大きな目標として、在学中の２級土木施工管理技士学科の合格があります。１期生、
大きな目標として、在学中の２級土木施工管理技士学科の合格があります。１期生、2 期生ともに
１００％合格しています。資格取得については、本科の卒業生は１級土木施工管理技士を４年制大
１００％合格しています。資格取得については、本科の卒業生は１級土木施工管理技士を４年制大
学卒業の場合と同時期に受験することが可能となっています。
カリキュラムについては、専門学の他、施工管理実習や測量実習、材料試験などの実習を主体とし
た授業になっています。
た授業になっています。2 年生になると、ゼミナールというものがあって、大体４、５人が１人の
先生に付いて卒業研究を行います。企業実習については、１年生、２年生で１回ずつあります。ま
た、ICT 実習として、ドローンを飛ばして空撮する実習があります。この他、インフラメンテナン
スに関して、橋梁施設の点検に関する科目を組んでおり
スに関して、橋梁施設の点検に関する科目を組んでおり、これは他にはないと思います。本校と他
、これは他にはないと思います。本校と他
の学校との違いは、実習が充実しているところで、校外現場実習の時間も多くとっています。
CAD 製図については、一人一台のパソコンがありますので、学生それぞれがしっかり学習に取
り組むことができます。
この他、校内行事として体育祭やオープンキャンパスなど様々なイベントもあります。
土木技術者は道路や橋など地図に残る仕事に携われます。自分が造ったんだよとみんなに言えま
すので、やっていて良かったと思えます。また、現場が一つ一つ違うので、考えなければいけない
ことも多いですが、それ
それがまた楽しいとも言えます。
がまた楽しいとも言えます。 皆さんのご入学を心からお待ちしています。
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★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
全体の意見交換は終了です。残った時間は、各グループでのフリートークの時間としました。
全体の意見交換は終了です。残った時間は、各グループでの フリートークの時間としました。
どうしても聞いておきたいこと、新たに不安に思ったこと、他校との交流など、笑い声と笑顔が
どうしても聞いておきたいこと、新たに不安に思ったこと、他校との交流など、笑い声と笑顔が
絶えず、
絶えず、テーブルごと
テーブルごとに大いに盛り上がっていたようです。
大いに盛り上がっていたようです。
楽しい時間は“あっ”という間に過ぎ、閉会の時間です。最後は、みんなで記念写真を撮り、
それぞれの夢に向かって女子生徒たちは帰路についたのでした。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★
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「けんせつ女子ツアー＆カフェ」どうだった？？
高校生女子カフェアンケート結果
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＜そう思った理由＞
【是非就職したい】
・実際に働いている人達に話を聞くことができて、
・実際に働いている人達に話を聞くことができて、や
りがいを感じることができるとわかったから。
・⼥性でも⼟⽊で安⼼して働けることがわかったから。
・⼥性でも⼟⽊で安⼼して働けることがわかったから。
・現場で働いている⼥性作業員の姿がとてもかっこよ
・現場で働いている⼥性作業員の姿がとてもかっこよ
かったから。
・話を聞いて関⼼を持ったから。
・話を聞いて関⼼を持ったから。
【わからない】
・現場では監督などをするよりも、発注したり計画を
・現場では監督などをするよりも、発注したり計画を
⽴てたりする仕事がしたいから。
【不安を持った】
・将来に絶対って事はないから。
・将来に絶対って事はないから。

女性が建設業で働くためには何が必要か
・何のために働くのかや、自分の仕事に誇りをもつこと。
何のために働くのかや、自分の仕事に誇りをもつこと。
・技術と技能どちらも必要
技術と技能どちらも必要
・周囲の理解、結婚・出産しても働き続けられる職場環境
周囲の理解、結婚・出産しても働き続けられる職場環境
周囲の理解、結婚・出産しても働き続けられる職場環境。
・コミュニケーション力は必ず必要
コミュニケーション力は必ず必要。
コミュニケーション力は必ず必要
・女性作業員への配慮
女性作業員への配慮
女性作業員への配慮。
・一番は自分の気持ちでやりたいと思えば働ける
一番は自分の気持ちでやりたいと思えば働ける
一番は自分の気持ちでやりたいと思えば働ける。
など

その他、意見・感想
・県外に就職して、違う県の人と仕事をして学びたい
県外に就職して、違う県の人と仕事をして学びたい
県外に就職して、違う県の人と仕事をして学びたい。
。
・女子カフェで
女子カフェで多くの意見を聞けて、本当に貴重な体験でした。
多くの意見を聞けて、本当に貴重な体験でした。
・もっと他の高校の方とも話がしてみたかった
もっと他の高校の方とも話がしてみたかった
もっと他の高校の方とも話がしてみたかった。
・今回の体験は、とても参考になったのでよかった
今回の体験は、とても参考になったのでよかった
今回の体験は、とても参考になったのでよかった。
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