
女性技術者ネットワーク

「希望」
「常に前進」を表す
ガーベラの刺繍

結婚後、仕事を続けるか悩みました。そんな
ときに上司が、仕事を続けられるように考え
てくれていることを知ったこと、私が載って
いたパンフレットで、入社を決めたと言って
くれる後輩がいたことで、自分の経験したこ
とを後輩のために活かしたいと思い、仕事
を続けようと思いました。

出向期間中に妊娠し、辞めるという考えはあり
ませんでしたが、漠然とした不安がありました。
NEE の女性技術者ネットワークに参加して、
働きやすくなるように社内制度が整備された
り、会社全体で働く女性を応援していこうとい
う気風を感じたので、この会社なら出産後も
働き続けられると思い転職しました。

部分休業を利用しているので、迷惑をかけ
ていると思うし、やっぱり心苦しいです。で
すが、私と同じように制度を利用して働い
ているママ社員や、お子さんの看護のため
休まれる男性社員も周りにいるので、「自分
だけじゃない！」と思えます。同僚、上司に
恵まれ、働きやすい環境にあると思います。

会社のバックアップのもと、
私たち女性ならではの目線で、安全で長く
働きやすい職場の環境整備・改善に取り組み、
社内外に情報を発信しています。
その他、仕事やライフイベントに関わる
相談の場にもなっています。
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NEXCO 東日本グループ会社等
合同女性技術者会議の開催

HP を利用した情報発信

女子学生向けパンフレットの作成

活動について社内へ情報発信    　  …etc.

これまでの取り組み

自分の経験を活かして、
女性が働き続けやすい会社に。
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子供を起こす

夕食準備・
保育園お迎え

退勤 出勤

子供の寝かしつけ・
家事（夫と分担）

夕食・入浴

仕事本社 情報システム部 システム管理課 

保坂 都 （入社 3 年目・土木職）

女性用作業着導入 !
 私たちが発案！

1 日の
スケジュール



常に助けられていますが、重い荷物を運んでもらったり、高いところの確認をし
てもらうことです。ただし、「女性だから」という言い訳はしないように気を付け
ています。

やりがいを感じるとき

通信職は保守点検が主な業務なので、他
職種のように自分の仕事が形となって目に
見えるものはあまりなく、縁の下の力持ち
の様な部分が多いです。ですが、点検中に
不具合がある場所を発見した時や、故障が
出た時に、正常に機能するよう復旧させた
時に達成感とやりがいを感じます。

北海道から三郷への異動

内示をもらった時は関東に住めるワクワ
ク感もありましたが、北海道には特有の
設備もいくつかあるので、この特別な環
境でもう少し学んでおけたらよかったな
と思いました。三郷は夏ものすごく暑くて
辛かったですが、女の子の同期と勤務地
が近くなってうれしいです。

私は学校で学んだ事を活かすことが出来るのでこの会社に就職しま
した。入社してからもたくさん勉強する機会はあるので心配しなくても
大丈夫です。就活頑張ってください。

大変だったこと

今まさに大変だと感じていることが現場
に出ることです。夏は猛暑や炎天下、冬
は冷たい風や雨（または雪）の中で工事
の立ち合いがあり、想像以上に大変でし
た。その分現場では得られるものも大き
いので、得た知識や経験を取りこぼさな
いよう、心がけています。

プライベートと仕事の両立

今年は試験が終わったら旅行する！と心
に決めて試験勉強に励み、その後熊本・
宮崎で一人旅をしてきました。思いがけ
ない出会いや経験が出来ました。社会人
になったら難しいかな、と思っていた趣
味が続くどころか新しく興味を持つこと
も増えていて、毎日が充実しています。

大変だったこと

入社して数年は、自他ともに認めるくらい
車の運転が苦手でした。乗車している上
司や先輩社員には怖い思いをさせてしま
いましたが、運転する時間が増えるにつ
れて、自然と上達していきました。慣れて
きたときが危ないと気を引き締め、日々安
全運転を心がけています。

本社所属と事務所所属の違い

本社は割と自由な雰囲気があります。調
査設計を行っていたこともあり、自分の
ペースで業務にあたっていました。現在
は現場を担当しています。事務所が一丸
となって “いっしょにがんばっていこう” と
いう思いで日々尽力しており、現場の最
前線にあることを意識しています。

約 2 ～3 年に 1 回異動を経験してきました。異動が多いことに魅力を
感じていますが、感じ方は人それぞれだと思います。どうしても譲れない
ところはしっかり確認し、就職先を選択していただければと思います。

やりがいを感じるとき

「描いた空間を現場につくり、お客様に喜
んで頂けたとき」です。現場ができあがり草
花が成長してくると、SNS での評判も上々
でお客様にも喜んで頂けて、とても嬉し
かったです。現場は維持管理あってのこと
なので、関わるすべての方への感謝を忘れ
ずに、これからも取組んでいきたいです。

海外研修について

4 年目の夏、アメリカにて 3 ヶ月間実務
研修に参加しました。日本では考えられ
ないようなハプニングも起こりましたが、
普段とは異なる環境やスケールのなか、
問題に直面してもチームの状況と自分
の役割を把握し解決する姿勢を学ぶこ
とができました。

異動が不安に感じる方もいると思いますが、私は楽しみだったりしま
す。色々な街に住むことができますし、断捨離ができます。就職活動は
チャレンジの連続ですが、その先を想像してどうか楽しんでください。

ＮＥＥでは多くの女性技術者が活躍をしています。
そんな女性技術者の働き方について、女性目線・男性目線で質問してみました。

NEE で活躍する女性技術者の、
仕事・プライベートについて、リアルな声を集めました！

もちろん出られます。作業着は当然、ヘルメットや安全靴も女性用のものを着
用して男性と同じように現場に行っています。

男性が多い職場で働く《女性技術者》の方々に聞いてみました 女性技術者と働く《男性社員》の方々に聞いてみました
上司に言われて
嬉しかったひとこと

モチベーションを
あげる方法

休日の過ごし方 仕事中に眠くなったら？

女性でも現場に出られますか？

男性社員に助けられていることはありますか？

仕事と家庭の両立を応援してくれるムードがあります。育休や時短制度などを利
用しながら働いているので、迷惑をかけずに仕事ができるように努力しています。

ライフイベントが発生しても働き続けられますか？

業務に関して女性ならではの視点での意見が出てきたり、女性用のお
手洗いの調査などで助かっています。また、職場が明るくなり、雰囲気が
よくなったように感じます。

業務や男性ばかりの環境に対応できるのか、接し方への不安はありまし
たが、女性の感性を生かした仕事や明るく華やかな雰囲気になるので
は、という期待がありました。

女性技術者が配属になると聞いたとき
どのような心境でしたか？

女性技術者が配属になって
よかったと思うことはなんですか？

糸賀 成美 2 年目

さいたま総合保全事務所 
さいたま（工）施設施工管理課

川﨑 靖子 7 年目
佐久道路事務所　佐久施工管理課

富樫 渓 5 年目

さいたま総合保全事務所 
さいたま（工）施工管理課

須藤 雪羽 2 年目
三郷道路事務所 三郷施設保全二課

施設
通信 土木

施設
建築

土木
造園

女性技術者インタビュー

最初の印象とは異なり、男性社員との大きな違いはないと思います。む
しろ、男性技術者より向上心や社会人として仕事に取り組む姿勢がしっ
かりとしていると感じました。

女性技術者と共に働く前後で考えに違いはありましたか？

事務の女性の方がいるのであまり女性 1 人という感じはありません。始めは
戸惑いもありましたが、同期や先輩方が優しいので今は毎日楽しく仕事をし
ています。

男性の多い職場はどうですか？

何に重きを置いて就活するかは人それぞれですが、自分らしさを大切
にして欲しいな、と思います。皆さんの就活が納得のいく結果になるよ
う、応援しています！

「責任は
オレがとる」

（半日休みを取ろうとしたら）
「全日休みで良いんだぞ」

（資料を見せたら）
「これは、
すげえなぁ～」

作業着の時に
可愛いヘアゴムで

髪を結ぶ

ヘルメットと
安全チョッキをつけると

気合が入ります
お気に入りの
腕時計をつける

おいしいおやつ
を食べる !

英会話

友達とランチ

好きなアーティストの
LIVE

ショッピング
猫と一緒に遊ぶ ! 風に当たって

気分転換

トイレに行く

休憩時間に
思い切って仮眠！

ブラックコーヒーと
チョコレート


