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 現在わが国は、生産年齢人口減少の課題克服に向けた社会の変革期を迎えている。女性活躍が経済

成長に不可欠であるとさまざまな施策が展開されるなか、女性技術者や女性管理職の社会の注目度は

高い。女性技術士としての活動紹介と、女性活用の環境整備は企業存続の「必要不可欠な投資」であ

ること、女性活躍推進には男性だけではなく女性の意識改革も必要であることについて述べる。 

 

キーワード：女性登用、女性技術者、女性管理職、女性活用、意識改革  

 

１.はじめに 

活躍のチャンスは逃さず自ら掴み取る。私

はこれまで、男性ばかりの環境にいたせいか、

仕事をする上で女性であることをなるべく表

に出さずにきた。なぜなら、性別に関係のな

い評価を望むのであるから、女性であること

を意識する、またはアピールする必要がなか

ったからである。与えられた職務に対する責

任の重さと求められる成果に性別は関係がな

く、女性の有利な利点をフル活用しつつも、

あえて女性をアピールせずに全力で挑んで管

理職に至っている。しかしながら、数年前か

ら「女性」であることはプラスに働く場面が

たくさんあることを実感している。「女性」と

してさらに貢献すべき時はきた。 

ここでは、女性活躍の加速に向けてさまざ

まな国策が後押しする現在の女性注目度を活

用した活動の紹介と、女性のキャリア開発に

は男女ともに意識改革が必要であることにつ

いて述べてみたい。 

 

２．「女性技術者」「女性管理職」はキーワード 

現在わが国は、生産年齢人口の減少に伴う

GDP の低下が予測されるなか、担い手確保や

生産性の向上など、女性の活躍に向けた環境

整備や雇用促進を加速させている。新聞・機

関誌では女性ロールモデルを取り上げた記事

が目立ち、今や女性の積極的登用は組織のイ

メージアップであり、ある意味、組織のバロ

メータともいえる。 

私の経歴は技術士として少し珍しい。加え

て女性であることも幸いして、機関誌への投

稿や講演など締切りに追われる日々へと変わ

った。チャンスを逃すのが嫌な性分が祟り、

「少々の無理が必要な状態」程度ならば「お

断り」の選択肢は無い。こうして、どのよう

な経歴の持ち主でも自分次第で未来は変わる

こと、土木の楽しさやインフラ整備の重要性

について伝える機会が得られたことに感謝し

ている。 

写真-1 環境計画センターでの講演の様子 
 

また、今年度当初の女性技術士の理事就任

では、建設業界新聞第１面に掲載されており、

女性活躍の注目度を物語っていると感じた。

いまや「女性技術者の活躍」や「女性管理職」

は、社会のキーワードである。 

 

３．女性として社会に向けて発信する 

3.1 女性技術者からのメッセージ 

「女性技術者からのメッセージ」「主婦から



技術士へ」「土木技術者にあこがれて」。これ

らは今まで女性であることをあえて意識して

こなかった私が投稿したタイトルの一部であ

る。 

私は、学生時代に土木を学ぶことなく主婦

となり、子育て中に縁あって山岳トンネルの

現場が職場となった。そこで見た技術者達の

『技』に感銘を受け、彼らのような優れた技

術者になりたいと願ったのがきっかけで今に

至っている。目標を同じくする人による協働

と、経験に培われた者だけが持つ技術や感性

が造り出す構造物は美しく、建設資産をこの

手で遺し引き継ぐ土木の醍醐味を感じた。出

会った当時に感じたこの思いは現在少しも変

わることは無く、学生や女性、そしてインフ

ラ整備の批判に失望する技術者たちに向け、

私が感じた土木の楽しさや醍醐味と技術者が

担う責任を伝えることも私の役目のひとつで

あると感じている。今後も私は、「女性技術士」

としてこれらを伝えていく。 

 

3.2 子供にサイエンスを 

日本技術士会に入会して以来ほぼ毎年、「堺

科学教育フェスタ」に参加している。堺市は

科学教育に力を入れており、年に1度学生を

対象とした大規模な科学に触れるイベントが

開かれる。昨年は4,500人もの来場者数で、 

写真-2 会場の様子 
 

日本技術士会近畿本部のブースも定員オーバ

ーと大盛況であった。 

日本技術士会近畿本部のブースでは、「割り 

箸を使って橋を作る」「惑星・衛星模型製作」

「飛行機のなぞ、ペーパークラフト制作」な

どの教室を出展した。小学校未就学のお子さ

まから中学生までの参加があり、いつも大盛 

況である。私は講師の補助を担当しているが、

女性講師・女性スタッフの存在は参加する母

子ともに親しみやすい様子で、女性目線の対

応ができていると感じる。また、今年の参加

者は女子児童が大半を占めており、将来の女

性技術者誕生に期待するところである。 

写真-3 割り箸を使って橋を作る 
 

3.3 地域産学官との連携に向けた対談リレー 

 技術士制度の変革期を迎える中で、「制度の

さらなる充実と技術士の産業界での活躍促進

による日本および国際社会の発展」を目的と

した与党技術士議員連盟も発足した。当会も

さらに各界に向けた積極的アプローチを図り、

上記目標の実現を目指さなければならない。 

現在近畿本部では、産学官との連携を深め、

技術士活躍の場の拡大に向けた下記のような

趣旨による「地域産学官と技術士の対談リレ

ー」を企画中である。 

① 組織における技術士の位置づけを再認識 

② 技術士活躍の場の拡大に向けたニーズと

課題の掘り起こし 

③ 技術士の活用・貢献の可能性について具

体的意見をもってアピールの機会にする 

④ コミュニケーションの機会を設けること

による「技術士」の意識付け 

第１弾は国土交通省近畿地方整備局長との

対談を予定しているが、産業界によっては技

術士の認知度が低い部門も存在し、建設産業

以外にこそアプローチが必要であると考えて



いる。双方向のコミュニケーションにより新

しい発想や方向性が生まれることに期待して、

21 部門が一堂に会するプロフェッショナル

集団として挑みたい。 

一歩踏み出し行動することにより、必ず得

るものはある。 

 

４．女性活躍推進は企業存続の投資 

現在、生産年齢人口の減少はわが国の大き

な課題であり、労働力の低下を和らげようと

さまざまな施策で高齢者・女性の活用を加速

させている。特に、建設業においては従事者

の高齢化と若手入職者の減少が顕著に見られ、

担い手確保と生産性の向上は建設産業縮小回

避の深刻な課題となっている。解決策として

ICT の活用や適正利潤の確保、女性の活用推

進などの取組みが官民一体でなされているが、

とりわけ女性活用の注目度は高い。その一つ

の理由として、就業希望者数全体の7割超を

女性が占める 1）現状から潜在的労働者として

の多さが挙げられる。また、長期的キャリア

形成の観点より、女性の活躍に期待するもの

である。 

表-1 平均就業希望者数１） 

男女の別 就業希望者数 

男性 106万人 

女性 274万人 

 

 当社も現在女性技術者の採用に力を入れ、

女性が働きやすい現場環境整備を推進中であ

るが、未だ「女性技術者」の不利な点に目を

向け、男性技術者であれば不要な「設備の増

設」などに抵抗を感じる男性技術者は少なく

ない。いま企業のトップが伝えるべきことは、

近い将来、高齢者だけではなく女性の力も加

えなければそれぞれの負担が増えるにもかか

わらず生産性は向上しないこと、企業の維持

さえも困難になる恐れのあるわが国や建設産

業界の現状であり、女性活躍のための環境整

備は企業存続のためのいわば「必要不可欠な

投資」であるという企業方針の宣言である。

明確かつ強い経営者のコミットメントがなけ

れば、組織の意識改革は始まらない。変わり

ゆく社会のニーズに合わせ、安全整備や品質

確保などのさまざまな対応がこれまでもなさ

れたように、女性活躍のための環境整備は企

業存続の必要経費といえる。 

今後、長期雇用の可能性、キャリア形成、

潜在的労働者数の観点から、担い手不足によ

る企業の縮小・合併を回避する方策の一つと

して女性の雇用促進を加速する企業は急増す

る。女性がわが国のGDPに大きく影響を及ぼ

す時代が到来したのである。 

 

５．男性だけではなく女性も意識改革を 

 わが国における女性管理職の割合は微増を

続けてはいるものの、諸外国に比べてかなり

低い。さらに、厚生労働省の調査では建設業

界に女性管理職の占める割合は平均 1.4％2）

と、産業別に見て最下位である。 

以前、女性管理職が少ない（いない）理由

第１位は、「女性本人が希望しない」というメ

ディア 3）の調査結果に驚いた覚えがある。管

理職への昇進を打診されたのであれば、相応

の力量を持ち合わせているであろうにもかか

わらず、なぜ本人が希望しないのか。検索の

結果、理由として以下のようなコラムが目に

ついた。4） 

① 人間関係 

② 自分に自信がない 

③ 仕事バランスの制度が整っていない 

人生設計は本人の自由であり、どのような

キャリアを目指すかは本人次第であるが、こ

のような結果は企業にとって残念な損失であ

ることに違いない。女性役員が１人以上いる

企業では、能力の範囲拡大やガバナンス強化

等により破綻確率を 20%減らせるとの調査結

果もあり 5)、女性管理職の育成は企業の抱え

る大きな課題でもある。コラムに見たこれら

回答は、家事・育児・介護と仕事の両立可能



な社会環境の整備や周囲の意識改革だけでは

なく、併せて女性の意識改革の必要性も表し

ているといえる。 

一方で、女性管理職の割合が高い海外では、

家庭の事情に配慮した意識環境が整っている

と聞く。家庭の事情で職場を離れることに周

囲は抵抗を示さず、男女協力の体制が整って

いるようだ。しかし彼女たちは決して周囲の

肝要さに甘えているだけではなく、「成果」が

あって「協力」が得られ、「成果」を評価され

て管理職という立場を得ている。 

対してわが国では、スキルと責任や時間の

使い方に不安を感じる女性は多い様子である。

しかしながら、決して管理職が「ハードな仕

事」とは限らないことを知っていただきたい。

要は、部下に自分の負担を委譲しつつ育成し、

チームとして成果を出せば良いのである。与

えられた仕事には、管理職だけではなくどの

ような立場でも責任を負っている。 

私の今の職責は、チーム(企業)全体を良い

方向に導き、次世代に引き渡すことである。

そこに判断と責任は付きものであり、時には

厳しいことを言うこともあるが、決して全社

員に好かれことが私の職責では無いと覚悟し

ている。そして、部下は現在も私をしっかり

と補助しており、管理職を重荷に思うことは

ない。むしろ自分の意見を組織の運営に生か

せることを嬉しく思っている。ぜひ、自分と

周りの力を信じて、組織の中核を担うことに

チャレンジしていただきたい。 

写真-4 男性管理職のなかで 
 

いまわが国は、国策として女性の社会進出

を後押しする社会へと変わった。男性だけで

はなく、女性も意識改革をもって社会の変革

に挑むことで、日本経済の発展は間違いなく

実現する。 

 

５． おわりに 

私は「女性技術士」であり「女性管理職」

である。今後も訪れるチャンスは全て掴み取

り、女性の強みを生かしてできる限りの貢献

で応えたい。併せて、組織全体を最適な方向

に誘導し、人財を育成することにも貢献する。

そうしていずれ、私が存在せずとも組織が前

進を続けるのであれば、これほど嬉しいこと

はないのである。 

自身活躍の場は自ら創る。ガラスの天井を

打ち破り、新しい社会を創るのは女性の力で

あると確信する日はすぐそこに。 
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