
【くらしてミーティング】 令和元年度の取り組み

⽇時 取組項⽬ 概要

R1.
6⽉

1⽇
（⼟）⼟⽊学会中国⽀部研究発表会 くらしてミーティングの取り組み内容を紹介

19⽇
（⽕）第1回ボードメンバー会議

今年度の年間計画、ワークライフバランスに関
する意⾒交換会

ー⽉刊誌「道路」掲載 くらしてミーティングの取り組み内容を紹介

8⽉ 2⽇
（⽔）⼥性職員講演会・意⾒交換会

（第⼀部）ベテラン⼥性職員による講演会
（第⼆部）⼥性職員意⾒交換会

19⽇
（⽉）けんせつ⼩町意⾒交換会in⼭⼝

国・県・建設会社共同で⼥⼦学⽣（⾼校・⾼
専）と意⾒交換会を実施

10⽉ 23⽇
（⽔）広島⼤学 パネルディスカッション

「社会基盤分野の仕事と⼥性技術者の活躍」
の講義において、各業種の⼥性技術者による
パネルディスカッションを実施

11⽉ 1〜2⽇
(⾦、⼟)建設業に携わる⼥性による意⾒交換会

しまね建設産業イメージアップ⼥⼦会主催の意
⾒交換会に参加

14⽇
(⽊）

本州四国連絡⾼速道路(株)との意
⾒交換会及び施設点検

本州四国連絡⾼速道路の⼥性技術職員と
意⾒交換および道の駅施設等の点検を実施

12⽉ 2⽇
（⽉）現場安全衛⽣パトロール 砂防⼯事の現場安全衛⽣パトロールを実施。

3⽇
（⽕）第2回ボードメンバー会議 今年度の実施報告と取組内容の確認

26⽇
（⽊）くらしてMカレンダー交換会

しまね建設産業イメージアップ⼥⼦会とのカレン
ダー交換を実施

R2.
1⽉

24⽇
（⾦）

総会
第3回ボードメンバー会議

くらしてＭ、各団体等の取り組み報告、意⾒交
換を実施

1⽉
〜2⽉ 道の駅点検フォローアップ H29に⾏った道の駅点検のフォローアップを

⾏う。

R1.8.19
けんせつ⼩町意⾒交換会

令和元年度の取り組み内容

R1.10.23
広島⼤学パネルディスカッション

R1.11.1〜2
建設業に携わる⼥性による
意⾒交換会（島根県）

R1.11.14
本四との意⾒交換会

R1.12.2
現場安全衛⽣点検

R1.8.2
⼥性職員講演会
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［くらしてミーティング］⼥性職員講演会・意⾒交換会
〜⼥性がもっと活躍できる職場を⽬指して〜

○整備局職員及びこれから職員となる（かもしれない）学⽣のみなさんに、⼥性職員による講演会と意⾒交換会を⾏いました。
○この講演会・意⾒交換会には、職員及び⼤学や⾼専の学⽣など約80名に参加いただきました。

⼥性職員による講演会 意⾒交換会

〈参加者の声〉
・⼥性職員の話を直接聞けたことで、将来の具体なイ
メージがわかり安⼼した。
・携わっている分野に⼥性がいないため不安に思っていた
が、事務所内には多くの⼥性がいることを知れて良かった。

〈講演︓仕事と⽣活について〉
・⼦どもの誕⽣による仕事の変化
や当時感じたことについて紹介

▼整備局職員間で意⾒交換

【R1.8.2】

〈講演︓仕事と家庭の両⽴〉
・仕事と家庭を上⼿に両⽴させて
いくために⾏ってきたこれまでの取
組（制度活⽤等）について紹介

講演会の様⼦

〈参加者の声〉
・将来、仕事と家庭の両⽴に
ついて不安な⾯もあったが、
様々な制度を活⽤できること
が分かり安⼼した。

▲⼥⼦学⽣と⼥性職員で意⾒交換

女子学生が持っていた
不安・疑問について一
緒に話し合いました！
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[けんせつ⼩町]⼥⼦学⽣を対象とした座談会・⼯事⾒学会に参加
 2017年から山口県内の女子学生等に対し、建設業の最新技術や魅力、女性も活躍できる建設業について理

解を深めてもらうために開催。（今回3回目、 主催：山口県 共催：（一社）山口県建設業協会、山口河川国道事務所）

 山口県内の高校・高専に通う３２名の女子学生、中国地方整備局・山口県庁・周南市役所・民間で働く「け
んせつ小町」１７名が参加。

 建設機械操作等のVR体験や学生と「けんせつ小町」とのランチ座談会を行いました。また、国道２号富海拡
幅事業の事業内容や整備効果を紹介し、実際に現場においてICT技術による機械施工の様子を見学しました。

〈参加者の声〉
・実際に働いている⼥性技術者たちのリアルな
体験談を聞けて不安なことも減り、⾃分の将
来を安⼼して考えられるようになった。
・実際に建設機械が動いているのを⾒たのが初
めてなので、⼟をどう掘削しているのかなど分
かって良かった。座談会で「以前より⼥性が働
きやすくなった」と聞いて嬉しくなった。

【R1.8.19】

みんなで記念撮影

機械が⼤きい︕すごい︕
（タイヤローラー）

普段はどんなことをしてい
ますか︖
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［くらしてミーティング］広島⼤学の講義に参加

 広島大学の講義「社会基盤分野の仕事と女性技術者の活躍」にパネラーとして女性技術職員が
参加。自身の国土交通省における技術者の仕事やライフワークバランスを紹介。

 講義には1年生８７名（うち女子学生20名）が出席。熱心にパネラーの話しを聞き、ディス
カッションにより理解を深めていました。

〈学⽣の声〉
・⼥性の社会への参加及び働きやすい会社にしようとい
う仕組みや雰囲気があることがとても良い傾向だと思っ
た。
・育児と仕事の両⽴に仕⽅について知れて良かった。活
躍される⼥性技術者が多くいることを改めて実感した。

【R1.10.23】

説明する加國係長

学生からの質問に答えるパネラー熱心に聴講する学生
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［くらしてミーティング］建設業に携わる⼥性による意⾒交換会に参加しました︕
 将来の建設業が老若男女問わず選ばれる職業となることを目指し、建設業の魅力を学生や他産業で働く女性

などに発信するため、建設業に携わる女性同士で、”建設業界で働く魅力”について意見交換を行いました。
（主催：しまね建設産業イメージアップ女子会）

 中国地整からは、７名が参加しました。

●湖陵多伎道路久村地区改良第９工事（松江国道）

実際に操縦
している人

気になることを熱心に質問！

出雲大社 神門通り

5



施設点検の様⼦（鴻ノ池SA）意⾒交換会の様⼦

 ⼥性活躍の場を拡げていくため、本州四国連絡⾼速道路㈱との意⾒交換会及び施設点検を実施しました。
 意⾒交換会では、くらしてMの取り組みや本州四国連絡⾼速道路㈱の働き⽅改⾰の取り組み紹介、また、
くらしてMの「道の駅点検」を参考にして、瀬⼾中央⾃動⾞道の鴻ノ池SAで施設点検を⾏いました。

 双⽅の取り組みを共有し今後の⼥性活躍につなげていくことができ、とても有意義なものとなりました。

【くらしてミーティング】本州四国連絡⾼速道路㈱との意⾒交換会及び施設点検を実施
【R1.11.14】

ランチミーティングでの
意見交換もしました♪

くらしてMの取り組みを紹介！

とっても綺麗で
使いやすい！

そんな取り組み
をしていたなんて
知らなかった！

超勤縮減のた
めの取り組み
があります

働き方改革とし
て、最新技術
「サーフェス」を
用いた点検も
行いました！

離れた場所からでも、
指令者（岡山管理セ
ンター内）の指示を確
認することができる！

岡山管理センター 平下副所長

くらしてMの取り組みを知ることができ、大変参

考になった。また、双方の取り組みを共有するこ
とができ、より一層の女性活躍や働き方改革に
つなげていけることができると思う。ぜひ、これを

機に、今後も協力しあっていけたら嬉しい。

6



意⾒交換会の様⼦安全衛⽣パトロールの様⼦

○今回、中国地⽅整備局で初めて、くらしてミーティングメンバーによる「砂防⼯事現場の安全衛⽣パトロール」を⾏いました。
○まずは、トイレや作業場の状況をパトロールし、その後班ごとに分かれて気づき事項のとりまとめや発表を⾏いました。
○開催後に頂いた現場からの声では、「あまり気がつかなかったところへの意⾒があって参考になった」「今後も同様な交流を
図り、有効な関係を築いていきたい」など嬉しいお声を頂くことができました。

【くらしてミーティング】砂防⼯事現場の安全衛⽣パトロールを実施しました 【R1.12.2】

▲施工業者から工事概要の説明

安全・衛生面についてみんなでパトロール！

工夫している点は
ありますか？

▲現場での工夫について質問

班ごとにとりまとめた結果を
発表し、みんなで共有しま
した。

現場での良かった点・悪かった点について班ごとに意見交換

トイレに消臭剤があって良かった！
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しまね建設産業イメージアップ⼥⼦会（島根県）とカレンダー交換を⾏いました

 島根県で活躍する「しまね建設産業イメージアップ⼥⼦会」とのカレンダー交換を島根県庁にて⾏いました。
 また、意⾒交換も併せて⾏い、今年度の取組状況やカレンダー作成で⼯夫したこと等を話し合いました。
 当カレンダーについては、年間を通し、様々な場⾯でやりがいをもって活き活きと働く姿を表現し、更なる⼥性活
躍を⽣む「好循環」へ導くとともに、男⼥問わず誰もが働きやすい職場を⽰すことで、多くの⼊職者を導くための
リクルート活動などに活⽤していきます。

◆カレンダー交換会 ◆意⾒交換の様⼦

くらしてミーティング 2020年カレンダーしまね建設産業イメージアップ⼥⼦会 2020年カレンダー

【R1.12.26】
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［くらしてミーティング］道の駅をフォローアップ点検しました 【R2.1~R2.2】

 平成２９年度に実施した道の駅点検のフォローアップを行いました。各県数か所をピックアッ
プし、１６か所の道の駅において前回点検から変わったところを確認しました。

 「案内看板の設置」、「カバーの設置」等、道の駅ごとの様々な工夫がされており、前回より
も利用しやすくなっていました。

道の駅点検の背景
道路は｢新しく造る｣から
｢安全で快適に利⽤する｣時代へ

道の駅は｢地域とともにつくる個性豊かなにぎわいの場｣
直轄管理施設の中でも⼀般ユーザーが特に多い

2020年に向けた
インバンウド対策

点検の様⼦ ⼯夫例

案内が新しく設置され、
遠くからでもトイレで
あることが分かりやす
くなっていました！

9

掃除用具がキレイに収納され、
植物が飾られていました。

キレイな手洗い場に、心もリフ
レッシュできました♪



・⼥性職員講演会 ・現場安全衛⽣パトロール
・道の駅点検フォローアップ ・意⾒交換会、現場⾒学会
・広報(⽉刊誌「道路」、Facebook・HP・カレンダー） 等

《第⼀部》中国地⽅における建設業⼥性躍進の取組報告

 ⼥性の感性を活かしたインフラ整備・管理と情報共有を⽬的に活動している｢くらしてミーティング｣の令和元年度総会を開催しました。
（中国地整⼥性職員２４名、外部機関１１名（６機関）︓合計３５名）

 第⼀部では、｢中国地⽅における建設業⼥性躍進の取組報告」と題して、くらしてミーティングの他にしまね建設産業イメージアップ⼥⼦会・なでしこ
BC連携・とっとり建設☆⼥星ネットワーク・広島県の⽅に発表して頂きました。

 第⼆部では、中国地整・外部機関と⾃由な意⾒交換会を⾏い、普段の取り組みや感じていること等について話し合いました。

令和元年度 くらしてミーティング総会を開催

《第⼆部》意⾒交換会

《外部機関参加者》
⿃取県︓⿃取県１名 、とっとり建設☆⼥星ネットワーク３名、

⿃取県⼟⽊施⼯管理技⼠会２名
島根県︓しまね建設産業ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ⼥⼦会３名
岡⼭県︓なでしこBC連携企業１名
広島県︓広島県１名

【R2.1.24】

⽔⾕局⻑
開会挨拶

６班に分かれて
自由に意見交換！

■くらしてミーティング

⼋尋部⻑
閉会挨拶

中国地方整備局 くらしてミーティング

辻田係長 大道技官 長田係長 川本技官

とっとり建設☆
女星ネットワーク

井中さん

広島県
竹岡さん

なでしこBC連携
古江さん

しまね女子会
川井さん

■しまね建設産業ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ⼥⼦会
・イメージアップカレンダー・冊⼦制作
・⼩学⽣や親⼦を対象としたＤＩＹ講座
・建設業に携わる⼥性による意⾒交換会

■なでしこBC連携企業
・なでしこパトロール ・防災応援会
・意⾒交換会
・2019最優秀レジリエンス賞 等

■とっとり建設☆⼥性ネットワーク
・現場⾒学会
・⼩中学⽣への魅⼒発信講座
・けんせつ絵本おはなし会 等

■広島県
・意⾒交換会、情報共有 等

⼥性活躍の促進に向けた取組、
仕事で困っていることの解決⽅法
など、様々な内容を意⾒交換しま
した。

司会
三上技官

10


