
 国土交通省近畿地方整備局 

Kinki Regional Development Bureau  

  Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

近畿地方整備局  
配布日時 

            

平成 30 年 6 月 19 日 

14 時 00 分 資料配布  
 

件     名 

 

女の子集まれ！建設現場でワクワク体験！！  

夏休み 読売テレビ新社屋等の建設現場で見学・体験 

  

概     要 
 
 
 
 
 
 

国土交通省では、建設業における女性活躍を推進するため、平成 26 年 8 月

に日建連を含む建設5団体と共同で「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」

を策定し、官民一体となり様々な取り組みを実施しているところです。 

その一環として、建設業の仕事内容や魅力を伝え、女性も活躍できる建設業

に対する理解を深めてもらうため、今年度も日建連主催の「けんせつ小町活躍

現場見学会」が、平成 30 年 7 月 24 日～8月 24 日の間に全国 19 カ所の建設現

場で開催されます。 

○実施主体：（一社）日本建設業連合会（国土交通省後援） 

○対 象 者：女子小中学生とその保護者 

○近畿のスケジュール 

 7 月 24 日（火）大阪府大阪市中央区城見（テレビスタジオ・事務所） 

 7 月 25 日（水）大阪府摂津市千里丘新町（マンション） 

 7 月 28 日（土）滋賀県草津市大路（共同住宅・店舗） 

 8 月 1 日（水）大阪府大阪市東淀川区柴島（鉄道） 

 8 月 10 日（金）福井県福井市下莇生田町（新幹線・道路橋） 

なお、近畿地方整備局では『魅せる現場』と題して、一般の方を対象に立ち

入りを制限している工事現場等の見学を実施しています。 

https://www.kkr.mlit.go.jp/kengaku/guide/index.html 

  

取 扱 い  

  

配布場所 近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 大阪府政記者会、滋賀

県政記者クラブ、福井県政記者クラブ 

  

問 合 せ 先 
 

【問合せ先】 

国土交通省 近畿地方整備局 

建政部 建設産業第一課 課長   髙城 辰哉（内線 6141） 

建設産業第一課 課長補佐 山本 宜弘（内線 6144） 

        電話 ０６－６９４２－１１４１（代） 

【見学会申込み・取材に関する問い合わせ先】 

一般社団法人 日本建設業連合会 広報部 

     電話 ０３－３５５３－４０９５ 



    
 

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ８ 日  

土地・建設産業局建設市場整備課 
 

女の子集まれ！工事現場でワクワク体験！！  
～好評につき第４弾！「けんせつ小町活躍現場見学会」が開催されます～ 

 

 国土交通省が後援し、一般社団法人日本建設業連合会（以下「日建連」）が主催する、

女子小学生・中学生とその保護者を対象とした「けんせつ小町活躍現場見学会」が平成

３０年７月２４日～８月２４日の間、全国１９カ所の工事現場で開催されます。 

               

国土交通省では、建設業における女性活躍を推進するため、平成２６年８月に日建連

を含む建設５団体と共同で「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」を策定し、官民

一体となり様々な取組を実施しているところです。 

その一環として、今年度も、建設業の仕事内容や魅力を伝え、女性も活躍できる建設

業に対する理解を深めてもらうため、「けんせつ小町活躍現場見学会」を全面的に応援

します。 

「けんせつ小町活躍現場見学会」は、夏休みの特別企画として、女子小学生・中学生

及びその保護者を対象として平成２７年度より開催されており、平成２７年度は１４カ

所で４０１名、２８年度は１５カ所で４１４名、２９年度は１５カ所で３８４名の方に

参加いただきました。 

好評につき、第４弾となる今年度は、開催箇所を更に増やし１９カ所で開催します。

普段は入れない工事現場で、「けんせつ小町」たちがカッコ良く活躍する姿を知る絶好

の機会です。夏休みを利用して是非ご参加ください！ 

※「けんせつ小町」は建設業で働くすべての女性の愛称です  

＜開催の概要＞                        

１．開催期間：平成３０年７月２４日（火）～８月２４日（金） 

２．実施場所：全国１９カ所の工事現場 ～ 別紙参照 

３．対 象 者：女子小中学生とその保護者 

４．プログラム：女性が主体的に活躍する工事現場見学、お仕事体験コーナー 

けんせつ小町との交流 など 

５．主   催：一般社団法人日本建設業連合会 （後 援：国土交通省） 

６．申 込 方 法：日建連ＨＰより（http://www.nikkenren.com/entry/komachikengakukai/2018/index.html） 

※見学会の申込や本イベントの取材に関する照会は、日本建設業連

合会までお問合せください。 

一般社団法人 日本建設業連合会広報部 電話 03-3553-4095 

 

 

 
 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

国土交通省 土地・建設産業局 建設市場整備課 

建設市場整備推進官 西畑（内線24823） 主査 渡邊（内線24824） 

 電話 03-5253-8111(代表) 03-5253-8281(直通) ＦＡＸ 03-5253-1555 

 





2018年6月13日更新

No 土木/建築 分類 開催日時 工事名 施工会社
受入
人数

工事場所・最寄駅等

1 関西
大阪府
大阪市

建築 テレビスタジオ・事務所
7/24(火)

10:00～12:00
読売テレビ新社屋建設計画 (株)竹中工務店 20

大阪府大阪市中央区城見1丁目3番2
（JR京橋駅から徒歩10分）

2 関西
大阪府
摂津市

建築 マンション
7/25(水)

10:00～12:00
(仮称)摂津市千里丘新町Ａ敷地計画建設工事（Ⅱ・Ⅲ工区） (株)長谷工コーポレーション 20

大阪府摂津市千里丘新町701他
（JR京都線岸部駅から徒歩10分）

3 関東 東京都 土木 港・海底トンネル
7/26(木)

10:00～12:00
東京湾クルーズ（大型客船ターミナル・東京臨港道路南北線建
設工事）

五洋建設(株) 30
東京都江東区新木場2-3-1
（各線新木場駅からバスで移動）

4 関東 東京都 土木 高速道路
7/27(金)

10:00～12:00
東京外環中央ＪＣＴ北側ランプ工事 鹿島建設(株) 20

東京都三鷹市北野３丁目地先
（JR中央線三鷹駅からバスで移動）

5 関西
滋賀県
草津市

建築 共同住宅・店舗
7/28(土)

10:00～12:00
北中西・栄町地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物新
築工事

西松建設(株) 20
滋賀県草津市大路１丁目字北ノ町407-1
（R東海道山陽本線草津駅から徒歩5分）

6 四国
徳島県
徳島市

土木 橋脚
7/31(火)

10:00～12:00
平成29-30年度 沖洲高架橋下部（P17、P18）工事 戸田建設(株) 15

徳島県徳島市南沖洲4丁目379-6
（JR徳島駅からバスで移動）

7 関西
大阪府
大阪市

土木 鉄道
8/1(水)

14:00～16:00
阪急淡路高架工事 (株)鴻池組 40

大阪府大阪市東淀川区柴島3-9-16
（阪急京都線宗禅寺駅から徒歩10分）

8 関東 東京都 建築 共同住宅
8/3(金)

10:00～12:00
都営住宅建替工事 株木建設(株) 20

東京都江東区南砂三丁目11番地先
（地下鉄東西線南砂町駅から徒歩3分）

9 関東 東京都 土木 下水道施設
8/3(金)

14:00～16:00
吾嬬ポンプ所施設工事 飛島建設(株) 20

東京都墨田区立花5-6-2
（東武亀戸線小村井駅から徒歩5分）

10 中部
静岡県
駿東郡

土木 橋
8/5(日)

10:00～12:00
新東名高速道路 柳島高架橋工事 オリエンタル白石(株) 30

静岡県駿東郡小山町柳島～湯船
（JR東京駅またはJR御殿場線駿河小山駅からバスで移動）

11 関東 東京都 土木 高速道路
8/7(火)

10:00～12:00
(修)臨海副都心出口基礎・擁壁その他工事 (株)奥村組 20

東京都江東区青海2-7-4（※現場事務所住所）
（ゆりかもめ船の科学館駅からバスで移動）

12 関東
神奈川県
川崎市

土木 下水処理施設
8/7(火)

14:00～16:00
入江崎水処理センター改築土木その10工事 前田建設工業(株) 18

神奈川県川崎市川崎区小島町10-1　大師河原ポンプ場内
（京急大師線小島新田駅から徒歩5分）

13 中部
静岡県
駿東郡

土木 トンネル
8/9(木)

13:30～15:30
新東名高速道路 谷ヶ山トンネル西工事 三井住友建設(株) 30

静岡県駿東郡小山町菅沼1839-1
（JR御殿場駅からバスで移動）

14 関西
福井県
福井市

土木 橋
8/10(金)

10:00～12:00
北陸新幹線、福井橋りょう工事 東急建設(株) 40

福井県福井市下莇生田町33番1号
（JR福井駅からバスで移動）

15 中部
愛知県

尾張旭市
建築 病院

8/18(土)
10:00～12:00

旭労災病院新棟整備工事 佐藤工業(株) 20
愛知県尾張旭市平子町北61番地
（JR中央本線春日井駅からバスで移動/車での来場可）

16 中国
広島県
広島市

土木 トンネル
8/21(火)

15:00～17:00
広島高速5号線シールドトンネル工事 (株)大林組 30

広島県広島市東区二葉の里2-1-33
（JR広島駅から徒歩10分）

17 関東
神奈川県
横浜市

建築・土木 鉄道・駅舎
8/22(水)

14:00～16:00
相鉄・JR直通線、羽沢駅新築他工事 鉄建建設(株) 16

神奈川県横浜市神奈川区羽沢南2丁目
（JR横浜駅からバスで移動）

18 四国
高知県
高知市

建築 市役所
8/23(木)

14:00～16:00
高知市新庁舎建設工事 大成建設(株) 20

高知県高知市本町五丁目28番1他
（土佐電鉄県庁前電停から徒歩2分）

19 関東 東京都 建築 学校
8/24(金)

10:00～12:00
江戸川区立葛西小学校・葛西中学校改築工事 (株)フジタ 20

東京都江戸川区中葛西二丁目4番34号
（東西線葛西駅から徒歩10分）

２０１８（平成３０）年度けんせつ小町活躍現場見学会　開催日程一覧

地区



 

 

   2018.06.18 

２０１８年度 けんせつ小町活躍現場見学会を開催 

 

一般社団法人日本建設業連合会（日建連）は、もっと女性が活躍できる建設業を目

指して様々な活動を展開しておりますが、その活動の一環として、本年度も「けんせ

つ小町活躍現場見学会」を開催します。２０１５年度から開始した同見学会も、本年

度で４回目となります。 

 

【開催趣旨】 中長期的に建設業への入職を目指す女性の増加を図るため、女子小中

学生およびその保護者を対象とし、普段見る機会の少ない建設現場や

そこで活躍する女性技術者・技能者を見学していただき、建設業の仕

事内容や魅力、女性も活躍できる建設業の理解を深めてもらう。 

 

【主催】   一般社団法人 日本建設業連合会 

【後援】   国土交通省 

【対象者】  女子小中学生とその保護者 

 

【実施場所】 ①読売テレビ新社屋建設計画 

 ７月２４日（火）１０：００～１２：００ 

 大阪市中央区城見１－３－２ 

②（仮称）摂津市千里丘新町Ａ敷地計画建設工事（Ⅱ・Ⅲ工区） 

 ７月２５日（水）１０：００～１２：００ 

 摂津市千里丘新町７０１他 

③北中西・栄町地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物新築 

工事         

        ７月２８日（土）１０：００～１２：００ 

        草津市大路１丁目字北ノ町４０７－１ 

       ④阪急淡路高架工事 

        ８月１日（水）１４：００～１６：００ 

        大阪市東淀川区柴島３-９-１６ 

       ⑤北陸新幹線、福井橋りょう工事 

        ８月１０日（金）１０：００～１２：００ 

        福井市下莇生田町３３－１ 

 

 

【プログラム】女性が主体的に活躍する工事現場見学 

       お仕事体験コーナー 

けんせつ小町との交流        など 

 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



 

 

【取材】   全現場において取材を歓迎します 

見学会の２日前までに、下記、またはメールにてお申込みください 

（申し込み後、詳細についてご連絡します） 

    メールアドレス kengakukai@nikkenren.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先        (一社)日本建設業連合会 担当： 広報部  

                     Tel:03-3553-4095  FAX:03-3551-4954 

                        東京都中央区八丁堀 2-5-1 東京建設会館 



 

 
 

けんせつ小町活躍現場見学会について 

 
２０１８年６月 

(一社)日本建設業連合会 

 １.けんせつ小町とは 

 

  「けんせつ小町」は建設業で働くすべての女性の愛称。土木以外の分野（建築、設備、機械等） 

も幅広く含んだ建設業で活躍する女性の愛称を求める声を受けて、一般公募により応募された 

２,９４０件の作品のなかから、日建連会員企業の女性技術者１７名で構成する選考審査会に 

より平成２６年１０月に選定された。 

 

 ２.ロゴマークについて 

 

建設業には女性が力を発揮できる仕事が数多くあること、そしてすでに多くの女性が建設業の 

  いろいろな場面で活躍していることを広く知っていただきたいという想いをこめて平成２７年 

１月に決定。 

ヘルメットをオレンジ系の花びらに見立て、建設業で明るく活き活きと活躍する女性を表現 

しており、５枚の花びらは、建設業の重要なファクターであるＱ(品質)、Ｃ(費用)、Ｄ(工期)、 

Ｓ(安全)、Ｅ(環境)にちなんでいる。 

  当会ではピンバッヂやヘルメット用シールを作成し、会員企業などに広く配布して普及活動に 

  努めている。 

 

 ３.女性活躍推進に関する当会の主な活動について 

 

２０１４年３月  女性技能労働者活用のためのアクションプラン公表 

２０１４年８月  「もっと女性が活躍できる建設業を目指して ～日建連の決意～」公表 

２０１４年８月  多数の女性が施工に従事する「けんせつ小町工事チーム＊」の登録制度開始 

  ２０１４年 1O 月  建設業で活躍する女性の愛称「けんせつ小町」を決定 

  ２０１５年１月  けんせつ小町ロゴマークを決定 

  ２０１５年４月  けんせつ小町委員会発足 

  ２０１５年４月  けんせつ小町が働きやすい現場環境整備マニュアルを策定 

  ２０１５年 10 月  けんせつ小町が働きやすい現場環境整備マニュアルのチェックリストを策定 

  ２０１６年３月  第１回けんせつ小町活躍推進表彰を実施 

  ２０１６年９月  第１回けんせつ小町セミナーを開催 

  ２０１７年４月  けんせつ小町ホームページ リニューアルサイトを公開 

                                (＊)旧称：なでしこ工事チーム 

 

 

 



 

 

 

 ４.けんせつ小町活躍現場見学会について 

 

  官民共同により５年で女性倍増を目標として２０１４年８月に策定された「もっと女性が活躍 

できる建設業行動計画」の取組みの一環として、“建設業界は男社会”というイメージを打破 

するため、国土交通省後援のもと２０１５年度より実施。今回で４回目。 

普段見る機会の少ない建設現場やそこで活き活きと働く女性技術者・技能者に触れることで、 

建設業の仕事内容や魅力、楽しさを一般の方に知ってもらうことを目的としている。 

 

  ＜見学会の内容（一例）＞ 

    ＊鉄筋の結束や左官仕事などの一部を実際に体験することで、ものづくりの 

おもしろさや楽しさを体感してもらう 

＊女性専用更衣室やトイレなどが整備された現場を見て、女性も働きやすい 

環境が整えられつつあることを保護者にも知ってもらう 

＊笑顔で力強く働く女性たちに触れることで、建設業には女性が活躍できる 

フィールドがたくさんあることを知ってもらう  

 

５.取材の申し込み方法 

 

  ①ご希望の見学会開催の２日前を締め切りとさせていただきます。普段立ち入ることの 

   できない工事現場という特性上、事前に登録のない方はご参加いただけません。 

    ＜申込方法＞ 

     必要事項を添えて、kengakukai@nikkenren.or.jp までお申し込みください。 

     ・会社名と所属 ・氏名（漢字とかな） ・連絡先（電話番号とアドレス）  

     ・ご希望の見学会名  ・テレビカメラの有無 

   

  ②運動靴など動きやすい靴でお越しください。 

   （サンダルやヒールのある靴では現場内に入場できません） 

  ③服装はそれぞれの現場の指示に従ってください。 

    (後日、改めてご連絡します) 

  ④参加者への取材などは、見学会の進行の妨げにならないようご配慮をお願いします。 

  ⑤見学会の様子を放映する場合には、必ず事前にご連絡の上、後日放送データを当会に 

ご提供ください。 

 

 

【本件の問い合わせ先】 

                            一般社団法人日本建設業連合会 広報部 

                            Tel：０３－３５５３－４０９５ 

 


