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りもしましたね︵笑︶︒でもその
分︑完成した時の感動はひとしお
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のも面白いな﹄と興味がわ

合う機会があり﹃こういう

職種でしたが︑図面と向き

﹁建設とは直接関係のない

吉武さん︒

カタチにしてくれる︒そこには性

現場の方々が経験と知識をもって︑

﹃こうしたい﹄ものを提案して︑

いですね︒私は建築の分野から

﹁性別を気にすることはあまりな

りする立場です︒

指示を出したり︑意見を総括した

ます︒現場においては男性の中で︑

現場管理︑打合せ等︑多岐に渡り

る吉武さんの業務内容は︑設計︑
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女性の皆さんが建設業に携わるこ

分野がありますよね︒たくさんの
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なと思います︒

徐々に増えているとはいえ︑ま
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力は高まると言われます︒
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始められました︒

﹁消費税が上がる直前︑駆け込み

特に困難な状況の時ほど︑団結

仕事も子育ても
精一杯頑張りたくて

吉武さんは葛藤などなかっ
始が延びてくれないかなと思った

需要の時期に行った大規模な古民

たのでしょうか︒

な技術があっ
てこそ︑今の
建設ができる

土木・建築分野を学ぶ高校生に
まで︑最大

了︶になる

盤︵圧密完

た﹂などの声が聞かれました︒

けれど︑迫力がありすごいと思っ

た﹂﹁実際の現場は少し怖かった

心に
に残
残る
る体
体験
験が
が︑
︑
未来
来へ
への
の道
道を
を照
照ら
らし
し出
出す
す
心
未
実際の現場を見てもらい︑その魅

んだと分かっ

力と重要性を知ってもらおうと︑
要するとい

学させてもら

生は﹁今回見

同校の長岡先

引率された

で約
われる軟弱

年を

︵一社︶山口県建設業協会では︑
毎年県内各地で建設現場見学会を

地盤ですが︑

日に行われた田布施農工高

まだ︑建設とはどういうことを

った１年生は
やるのかが手探りの状態︒実際

年に
同地で開催

の現場を見せてもらうことで具
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等学校1年生

回世界ス

される﹁第

にある﹁小郡ジャンクション︵仮

ンボリ ー﹂に合わせ︑プレロード

カウトジャ

り︑これからの進路選択の際に

体的なイメージも掴みやすくな

初めに訪れたのは︑山口市小郡

した︒

称︶﹂の建設現場︒主要県道山口

も大変参考になると思います︒
建築土木の分野の中で︑自分に

盛土という工法を用いて︑圧密沈

が強くないとダメなのか﹂など︑

﹁土木の仕事をするにはやはり力

させてもらい

に興味深く見

めてで︑本当

もらうのは初

ジをお願いします︒
﹁女性は子育てが始まると︑どう
しても時間や体力的に余裕がなく
なって︑仕事を続けられない︒そ
の後も復帰はできないんじゃない
か⁚という不安を持たれている方
も多いかと思いますが︑子育てに
もいずれ終わりがきます︒パート
タイムでもいいので自分のできる
範囲で︑仕事と繋がっておくと︑
本格的な復帰もしやすいのではな
いでしょうか︒また︑若くて仕事
に打ち込める時期には︑できるだ
け資格をとって︑手に職をつけて
おくと役立ちます︒
子供達が成人し︑仕事に打ち込
める今︑私は仕事が本当に楽しい
です︒いくつになっても︑やりが
いがもてる︒好きだから続けられ
人材不足を受け︑国も建設業の

る仕事だと思っています﹂
女性就業者を増やす施策を積極的
に行っている昨今︒男性と女性が
共に働きやすい業界となることで︑
建設業が新たなステージに進むこ
とを期待しています︒

■建築系学科

■土木系学科
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4校
山口農業高等学校

合計
38名

下促進を行っています︒

生徒の皆さんは︑事業の概要に

さまざまな質問が飛びました︒ま

ました︒出来

岩国工業高等学校
山口宇部線道路改良事業（小郡ジャンクション）
8月21日
一般県道中ノ関港線道路改良工事現場見学

宇部線の改良工事の一環として進

す﹂とおっしゃっていました︒

ついて説明を受けた後︑橋の上部

た︑下水管設置工事の現場にも生

上がったものを見るのとはまた違

35名
下関中央工業高等学校

められているもので︑地域高規格

また同じく引率された安田先生

工と下部工の現場をそれ

徒の代表が入らせてもらい︑階段

った迫力があり︑生徒達も興奮し

6月17日
22名

合った道を見つけて欲しいで
生徒の皆さんも圧倒されていまし

は﹁私自身︑現場を見学させて

ぞれ見学し︑実際の足場

を下りるところから作業中に注意

ているのが分かりました︒その気

柳井商工高等学校

6月18日

にも及ぶ広大な現場に︑
たが︑技術者の方の熱心な説明を

にも上がらせてもらうこ

すべき点まで︑現場ならではの話

の未来に期待を膨らませておられ

35名

柚木川通常砂防工事
ＪＲ山口線第６阿武川橋梁工事

約

道との連結により︑時間短縮と山

受け︑﹁雨の日はどうするのか﹂

とに︒メッシュシートの

を聞くことができました︒最後に

持ちを意欲に繋げて︑頑張って欲

ました︒

6月11日
萩商工高等学校

道路の山口宇部道路と中国自動車
陰・山陽地域の交流促進などを目

覆いを緊張の面持ちでく

しいと思っています﹂と︑生徒達

的としています︒

ぐり︑作業現場を目の前

技術者の方から﹁無駄なことは何
て︑やる気をもってこの仕事につ

萩商工高等学校
19名

●ヨシタケ建設（株） リフォーム担当 二級建築士
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もないので︑色々なことを経験し
いてほしい﹂との激励を受け︑和

からの建設業を支える人材に育っ

30名
6月13日

吉武 瑞恵 さん
にすると驚きの声が上が
その後昼食を挟んで︑

やかな空気の中︑笑顔で見学を終

っていました︒
山口きらら博記念公園 都

えました︒

今回参加された皆さんが︑これ
市公園整備工事現場へ︒

てくれることを願っています︒

6月5日

岩国工業高等学校
35名
（保護者11名）

山口県立宇部高等学校
管理棟新築工事 現場見学

一般県道中ノ関港線道路改良工事現場見学
6月17日
三田尻中関港海岸高潮対策排水機場
建設工事現場見学

（株）

埋め立て地であるこの場

生徒さんにお話を伺うと﹁色々

下関中央工業高等学校

WOMAN

田布施農工高等学校／環境土木科
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6校
合計
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30名
田布施農工高等学校

周南県営住宅新築工事 現場見学

5月29日
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学校名

6月11日

山口宇部線道路改良事業
（小郡ジャンクション）
山口きらら博記念公園都市公園整備

25
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対象生徒
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学校名
対象生徒
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実施日

徳山商工高等学校
（保護者14名）
実施日

6月4日
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所は︑しっかりとした地

2014年度 高校生現場見学会 参加校（延べ10校 327名）
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