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青 森

勇建設㈱

㈱下舘組

当社はワークライフバランス、北海

道あったかファミ

リー 等の 次世 代育 成支 援対 策法
に基 づく 子育 てや 介護
とい った 女性 が働 きや すく 活躍
でき る職 場環 境の 形成
を目指し取組を実施しています
。

Web ページを見る

を
「やる気があれば何でもできる」
「０からスタート」、
言って特別なことは
モットーに当社では、女性だからと
ています。
せず、男性社員と同様に活躍し

所在地

町
〒 039-1101 青森県八戸市大字尻内
字尻内河原 67-1

福 島
福 島

㈱高橋建設

信陵建設㈱
、女子トイレを新
男女兼用トイレを男女別にするため
の制度を設けており
設。また、育児休暇、子育て支援等
、資格取得（大型免
ます。また、仕事の幅が広がるよう
。
許等）費用の補助も行っております
社員は、復興を影か
除染業務をきっかけに入社した女性
完了した暁には、他
ら支えてくれました。無事に業務が
けてもらう予定です。
の業務を準備して、当社に勤務を続

所在地

月崎町 11-4
〒 960-0201 福島県福島市飯坂町字

埼 玉
増木工業㈱
平成 24 年に「頑張る女性を支援す
る会」を発足。「現
場へ の女 性専 用ト イレ の設 置」「親
子出 勤制 度」 など 建
設業への女性の進出を支援するため
に、毎年委員を選出
し勉強会の開催や具体的な改善を提
案・実施しています。

Web ページを見る

明るく元気で会社内で中心的存在と

上げ てお りま す。 仕事 の段 取り

なり、現場を盛り
も早 くテ キパ キ行 動し、

男性が多い職場で一目置かれる立場

リ仕事をこなしております。

所在地

で女性目線でバリバ

〒 966-0802 福島県喜多方市桜ガ丘
2 -116

埼 玉
㈱エム・テック
400 名のうち女性
「社員は家族」をモットーに社員約
女性 社員 が権 限を 持っ
が 3 割程 度在 籍し、各 支店 では
ォローをしています。
て、社員の健康管理も含めたフ
続ける制度を実践
躊躇なく出産・育児を経ながら働き
しています。

Web ページを見る

応援しよう！ 建設業で働く女性、支える企業

東 京

東 京

㈱大林組

大成建設㈱

2014 年 8 月に 大手 初の 女性 現場
所長 が誕 生、 女性 役
職者 比率 は 2014 年現 在 5.1 ％と
業界 トッ プ水 準で す。
2024 年に 女性 役職 者数 を倍 増、
技術 系女 性社 員比 率
10％程度を目標に、男女を問わず活
躍できる環境づくり
を推進しています。

始。 女性 の職 域を 積
2006 年、 本格 的な 取り 組み を開
つく社員が大幅に増
極的に拡大させ、建設現場や営業に
」という目標を掲げ、
「女性管理職数を 2020 年に３倍
加。
組んでいます。
女性社員のキャリア形成支援に取り

Web ページを見る

Web ページを見る

東 京
東 京

鹿島建設㈱

前田建設工業㈱
、新規事業などさまざまな現場の最

土木、建築、設計
前線で活躍する女性たちがいます。

Web ページを見る .1

Web ページを見る .2

Ｗｅｂペ ージ 掲載 の輝 く笑 顔の とお
り、 建設 現場 をは
じめ、設計や研究、営業など様々な
分野で女性が活躍し
ています。子育てをしながら自分の
夢と目標に向かって
活き活きと働いている女性社員も増
えています。

Web ページを見る

東 京
東 京

戸田建設㈱
当社は施工管理職はもちろん、設計
・研究・営業など、
さまざまな分野で女性が活躍してい
ます。今後も女性の
キャリアを支援するため、女性リー
ダー研修の実施や在
宅勤務等の制度導入など積極的に取
り組んでいきます。

Web ページを見る

清水建設㈱
一人の個性や能力
ダイバーシティ推進により、ひとり
指します。女性管理
を最大限活かし、企業価値向上を目
ォーラム、キャリア
職・技術者倍増、全社規模の女性フ
ネットワーク構築等
コンサル、ワークライフバランス、
に積極的に取組んでいます。

Web ページを見る

東 京
㈱オリエンタルコンサルタンツ
員を！もっと女性
もっと多様な人材を！もっと女性社
管理職を！
、ライフステージ
この「もっと！」を実現するために
場環境づくりを目指
に応じた働きやすく・活躍できる職
活動中です。
して女性の働き方検討ワーキングが

Web ページを見る

東 京
㈱建設環境研究所
女性技術者 33 名。女性の部長・

課長もいます。
プロの建設コンサルタントとして、
技術を追求し、働き
やすさを追求し、互いを尊重しなが
ら、ひとり１人が輝
いています。

Web ページを見る

▲ページトップ

応援しよう！ 建設業で働く女性、支える企業

東 京

東 京

国際航業㈱

パシフィックコンサルタンツ㈱

営業系 / 技術系、国内 / 海外問わ

張っ てい る女 性社 員が 100 人以

ず、各地で元気に頑
上。 結婚 や出 産を 経て

キャリアアップしつつ働き続けられ

んでいます！

る環境整備に取り組

社長直轄の室を設
ダイバーシティ経営を推進するため
す。新入社員の３割
置し、経営計画にも位置付けていま
復職者に社長がメッ
以上が女性となるなか、育休からの
しています。
セージを贈るなどきめ細かい応援も

Web ページを見る

Web ページを見る

東 京

東 京
㈱建設技術研究所

㈱綜合技術コンサルタント

ており、その一環
当社は、魅力ある職場づくりを進め
り組んでいます。女
として「ダイバーシティ推進」に取
働き続けるための職
性を含めた多様な社員が活き活きと
場づくりを目指します。

ほぼ全ての技術の部署に女性が在籍
しており、23 人の
女性社員が設計業務に従事して活躍
しています。比率は
20% 程度 です が、 女性 社員 の積
極採 用を 推進 して おり
過去 5 年間、毎年女性の新入社員
が入社しています。

Web ページを見る

Web ページを見る

東 京

東 京

㈲原田左官工業所
女性職人育成は、平成元年から取り

西松建設㈱

現場で働く女性が 8 名、そのうち
結婚・出産・育児休暇
を経て現場に復帰した女性も 2 名い
ます。建設業の女性
の代表として首相官邸を表敬訪問し
た女性もいます。

でき、働く誇りを
全ての社員が、遺憾なく能力を発揮
「女性
場の風土改革」
持てる職場環境づくりのために「職
「女 性の 継続 就業 支援 」
の採 用拡 大」「女 性の 職域 拡大 」
を積極的に実施していきます。

Web ページを見る

Web ページを見る

組んでおり、現在

東 京

東 京
三井住友建設㈱
企業風土づくりを
当社では、多様な人材が活躍できる
躍できるよう、女性
進めています。なかでも、女性が活
支援策の拡充、女性
社員の採用拡大、教育の充実、両立
んでいます。
社員の交流等、積極的に取り組

Web ページを見る

オリエンタル白石㈱
2014 年の春、女性パトロール隊
「美守隊（みまもり
たい ）」を 発足。様 々な 部署 で活
躍す る女 性社 員が 現場
に出 向き、現 場環 境に 女性 目線
の新 たな 風を 吹き 込み、
安全意識と環境の改善で会社全
体を活性化しています。

Web ページを見る

▲ページトップ

応援しよう！ 建設業で働く女性、支える企業

東 京

東 京

㈱松下産業

港シビル㈱

女性現場監督 2 名が 2013 年 4 月新

卒入社。来年度も
部まで行き届いた施
工管理と対応で施主や職人さん
からも好評。入社１年目
で２級建築士取得、若手社員の
見本となっています。
入社予定。女性ならではの視点で細

所在地

N

E

W!

OK !
未経験者 OK ! 普通科 OK ! 文系
ョに育てる新職域「施
建設業界未経験の女子をドボジ
子育 て中 大歓 迎 ! ライ
工管 理事 務」 を確 立。 介護 中・
促進しています。
フイベントに合わせた働き方を

〒 113-0033 東京都文京区本郷
1-34-4

Web ページを見る

東 京

東 京

N

Web ページを見る

W!

能力 を発 揮し、活 き活
当社 では、仕 事を 通じ て自 分の
増えています。建設現場
きと働き続けている女性社員が
者が働きやすい職場
においても、女性技術員や女性技能
環境づくりに努めています。

㈱フジタ

2008 年に「ダ イバ ーシ ティ 社長
方針 」を 掲げ、育 児
介護 との 両立 支援、作 業所・営
業・ 海外 への 女性 の職
域拡 大等 に取 組ん でい ます。女
性総 合職 ネッ トワ ーク
「F-net」では 2007 年より、作業
所意見交換会や意識調
査を継続中です。

所在地

東 京

E

W!

N

東急建設㈱

E

〒 151-8570 東京都渋谷区千駄
ヶ谷 4 丁目
25 番 2 号

新 潟
N

㈱安藤・間

E
W!

㈱加藤組

私たちは「安全はすべてに優先する
」の安全衛生基本方
針のもと、競争力の源として女性の
力を活かす職場づくり
を進めています。子育て中の女性社
員も増えており、幅広
い年代の女性が、さまざまな分野で
活躍しています。

人材 は適 材適 所。 建設 機械 施工
技士 、土 木施 工管 理
技士 、経 理事 務士 など 、あ らゆ
る分 野で 女性 が輝 く職
場で す。

Web ページを見る

Web ページを見る

新 潟

新 潟

㈱大島組

㈱小野組
ことの出来る女性
物事を柔らかく分かりやすく伝える
産業の広報活動や住
ならではの伝達能力を活かし、建設
コラボレーション等
民の方々への工事説明、別産業との
ます。
を担当し、楽しく明るく頑張ってい

Web ページを見る

当社では、事務職員４名、土木技術
者１名、建築技術
者１名の計６名の女性社員がおりま
す。みんな責任と自
覚を持って働いています。
各現場の日々の活動状況等を紹介す
る「大島組ブログ」
では、現場で働く女性技術者の様子
が分かる写真などを
UP しています。

Web ページを見る

▲ページトップ

応援しよう！ 建設業で働く女性、支える企業

新 潟

新 潟

㈱笠原建設

㈱森下組

土木３名、建 築４名の 女性 技術 者が
活躍 中。 働き やす
い快 適な 作業 環境 を整 備し てい
ます。そ の一 環と して、
通気性の良い作業服・ヘルメットの
採用、女性専用トイ
レ・休憩所等の設置を積極的に行っ
ています。

所在地

〒 949-1352 新潟県糸魚川市大字能
生 1155-6

築士）が活躍して
当社では、女性建築技術者（１級建
で設 計・ 施工 管理 をし、
おり ます。女 性な らで はの 視点
評価を得ています。

所在地

大字神立
〒 949-6102 新潟県南魚沼郡湯沢町
130 番地

福 井
石 川

西田建設㈱

加賀建設㈱
者。そして、新しく
子育てしながら仕事に励む女性技術
術者が、お互い協力
土木の世界に飛び込んできた女性技
りを行っています。
しながら女性が働きやすい現場づく

女性の能力・可能性を活かす働きや

部門、コミュニケーションが活発に

進んでいます。

すい職場環境。各
なり、業務も円滑に

Web ページを見る

Web ページを見る

静 岡

岐 阜
㈱市川工務店
技術系の女性社員により女性技術者
の会「けんけんぱ」
を発足。普段異なる部署で働く女性
技術者同士が仕事の
悩みやスキルアップについて意見交
流し、誰もが働きや
すい意識作りや仕組みを提案してい
きます。

Web ページを見る

㈱石井組
蔭で、現場内の整理整
当社の現場で活躍する女性のお
くなりコミュニケー
頓が行き渡り、現場の男性達も優し
。また、当社は資格取得
ションもスムーズになりました
派な所長となって現
の後押しも積極的に行い、今では立
場を全面的にまかせています。

所在地

町
〒 416-8659 静岡県富士市水戸島元
4 番10号

大 阪

大 阪

㈱竹中工務店

㈱奥村組
とともに、ワーク・
女性社員の積極的採用、育成を行う
育児・介護と仕事の
ライフ・バランスの実現を目指し、
て、誰もが生き生き
両立を支援する制度の充実等を通じ
組みます。
と働き活躍できる職場づくりに取り

Web ページを見る

女性の職域拡大、能力開発、管理職

の両立支援等女性の就業継続、キャ

り組んでいます。

登用、仕事と家庭
リア形成を目的に取

Web ページを見る

▲ページトップ

応援しよう！ 建設業で働く女性、支える企業

兵 庫
㈱柄谷工務店
女性建築技術者は現在４名
が在籍し、デンマークハウ
ス部門では営業から設計、
施工管理とお客様と密着し
女
性ならではのきめ細かい気
遣いが好評です。また設計
部
門でもこれからの活躍が期
待されています。

所在地

〒 660-0873 兵庫県尼崎市
玄番南之町 4 番地

島 根
カナツ技建工業㈱
分に発揮されるよ
弊社では、女性の持ち味と能力が十
さしい職場づくりに
う異動配置に配慮するなど女性にや
者が家事や子育てを
努めています。その結果、女性技術
じながら建設現場で
こなしつつ生きがいと働きがいを感
がんばっています。

所在地

636 番地
〒 690-8550 島根県松江市春日町

島 根
松江土建㈱
住宅・リフォーム部門では、５名の
女性が営業、設計
業務を担当しています。女性の視点
によるイベント企画・
運営、住まいや暮しの提案は、お客
様からご好評をいた
だいています。

島 根
㈱金見工務店
性社 員で す。20 代
現在 の社 員数 は 43名。内９名 が女
現場管理者、設計士
の女性社員が４名おり、建築部では
の作成、材料の手配
として、また家具木工部では製作図
。
など、皆一生懸命がんばっています
的に行っています
積極
援を
当社では、資格取得への支
しています。
ので、日々、キャリアアップを目指
ン応援サイトに女
厚生労働省のポジティブ・アクショ
積極的取組等を登録
性社員の能力発揮を促進するための
け！地元企業のキラ
しています。また、テレビ番組「輝
女性 キラ 星た ちと して、
星た ち」 に建 築業 界で 活躍 する
紹介されました。

Web ページは近日公開

島 根
㈲角田工務店
弊社は現在社員12 名中、女性が
6名おります。その中
には、一級建築士 1 名、一級施工
管理技士 1 名、二級建
築士 2 名の女性技術者が現場で活
躍しております。また、
『住 まい るＮ ｅｔ 』住 宅の 相談
窓口 は、 パー トさ ん含 め
全て女性のみで活動し、子育て世代
のパートさんも 3 名
いきいきと働いています。受付に女
性を配置することで
堅苦しさを無くし、現場でも女性目
線できめ細かいサー
ビスを目指し、働きやすい職場の提
供に努めております。

Web ページを見る

Web ページを見る

徳 島
㈱フジタ建設コンサルタント

島 根
高橋建設㈱
技術職まで、女性
私どもの会社は、事務職から現場の
のポジションで活躍し、
職員が 20 年以上前からそれぞれ
作りを推進してきま
ひとり一人が働き甲斐の持てる職場
けると信じています。
した。今後も創意工夫で成長してい

成する家庭、介護
当社では、次世代を担う子どもを育
て、子育てや介護を
者を抱える家族、この両家族におい
成 15 年 7 月に 制定 され
しや すい 職場 環境 を目 指し、平
策を推進しています。
た“次世代支援対策法”に則った方

Web ページを見る

Web ページを見る

▲ページトップ

応援しよう！ 建設業で働く女性、支える企業

愛 媛

福 岡

㈱塩見組

㈱大藪組

現場で働く女性が 3名います。現場

の安全管理はもと

より測量や、市や県との監督さんと
の打合せをはじめ現
場管理を主として行っています。女
性であってもいざ仕
事となれば、男性女性といっている
場合でもなく、まし
て全体の仕事の進捗状態も管理する
とあっては、その苦
労もひとしおかと思います。でも本
人達は従順に活動的
に動いているし、とてもこの土木工
事業界が好きだそう
です。大いに期待しています。

所在地

愛媛県新居浜市宮原町 6-31

営業や設計、現場
社員の約 1/4 が女性。事務職のほか
ト、作業服に身を包
監督など技術系でも活躍。ヘルメッ
子育 て中 のマ マも 2 名。
み現 場を キビ キビ 仕切 りま す。
援しています。女性
思い描くライフスタイルの実現を応
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福 岡
㈱今村組

福 岡

当社では、総勢 36 名の社員のう

㈱アルシスホーム
女性 社員 は 5 名。 うち、2 名は 事務
刀流。作業服姿も似合っています。

所在地

と現 場を こな す二

多駅前
〒 812-0011 福岡県福岡市博多区博
3 丁目 14 番 10 号

福 岡
㈲ゼムケンサービス
女性一級建築士、デザイナーなどで

女性建築デザイン
チーム（JKDT）を結成。
「五感設計」の手法を用い、マー
ケティングから設計・施工まで女性
の立場や気持ちに寄り
添ったきめ細かな空間づくりを行っ
ています。平成 25 年
度経済産業省「ダイバーシティ経営
企業 100 選」
、平成 26
年度「女性が輝く先進企業」内閣府
特命担当大臣賞受賞。

Web ページを見る

ち女性が 16名在籍し
ており、設計・住宅・リフォームな
どの部署で男女の隔
てなく頑張ってもらってます。

所在地

〒 837-0927 福岡県大牟田市中白川
町 2-38

鹿児島
森建設㈱
リート技士、現場
ダンプ運転手、重機運転手、コンク
社員 で「 こま ち会 」を
管理 など ５名 の現 場で 働く 女性
ですが、これから交流の
作っています。発足したばかり
輪が広がると思います。

所在地

29 番 23号
〒 890-0055 鹿児島市上荒田町

鹿児島
コーアツ工業㈱
当社 は、 女性 社員 によ るパ トロ
ール 隊 『美 観警 備隊
美レンジャー』を発足し、職場の安
全衛生パトロールや
現場見学会、PR 活動の支援等を主
に活動しています。

Web ページを見る

「応援しよう！建設業で働く女性、支える企業」は、女性活躍を支える建設企業を建設業団体を通じて公募を行う等した上で、
各企業より寄せられたアピールポイントと、当該企業の Web ページ又は所在地を原則そのまま掲載しているものです。
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