
輝く女性たち

休日は趣味を満喫しリフレッシュ!!　　　　　　　
SUP（サップ）仲間と一緒に “ はいチーズ!! ”

タブレットを使用した現場管理

測量を担当した『総合スポーツゾーン硬式野球場』にて
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建設工事のご相談は、お近くの建設業協会各支部にお気軽にお問い合わせください。

〒321-0933  栃木県宇都宮市簗瀬町1958-1一般社団法人栃木県建設業協会

■輝く女性たち  「みんなの力を活かしてお客様に満足と感動を!!」
■本当は教えたくない  「女性にも人気のグルメスポット」
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　私は、普通科高校を卒業後、建築科のある大学に進学し、
今年の４月に地元小山市にある㈱斉藤組に就職しました。
　建設業を目指したきっかけは小学生の頃親戚の家の上棟
祭に連れて行ってもらった際、まだ骨組みの状態の家を見
て『私もこれを建てたい！』と子どもながらに感銘を受け
たことです。大学に進学するまでは職人さんに憧れていま
した。体力には自信があり、身体を動かすことが好きでそ
れを仕事に活かせればと思っていましたが、いざ学校に通
い始め、実習の授業を受けた際、男性との体力の差を身に
染みて感じ、職人さんとして働き続けるのは難しいと考え
始めました。そんな時に施工管理という職種を知りました。
『これなら職人さんと一緒に働くことができる』と考え、
現場監督の道に進む決意をしました。
　そして入学から４年が経ち就職活動。なかなか就職先が
決まらない中で大学の先生から薦めていただいたのが斉藤
組でした。
　私は就職するにあたり、地元に愛されお客様を大切にし、
社員はもちろん一緒に働く人を大切にする会社を探してい
ました。斉藤組はそのすべてを基本に考える会社でした。
　先生からの勧めでホームページを見たところ、経営理念
に『お客様に満足を与え感動を与える・仕事を通して働く
人達を活かす』とありました。これに私は運命を感じ絶対
に斉藤組に就職すると心に決め採用試験を受け、無事採用

していただき現在斉藤ファミリーとして日々楽しく働かせ
ていただいております。就職を経験されている方は皆さん
同じだと思いますが、４月の入社式まで緊張と不安でいっ
ぱいでした。けれども建築部長をはじめ、建築部の先輩方
がとても優しく丁寧にご指導してくださるので、今は安心
して出社し充実した毎日を過ごしております。
　入社してから度々、『よく男社会に踏み込もうとした
ね！』と言われます。たしかに最初は、とまどうこともあ
りましたが会社の建築部員の方に私の要望を伝えれば早急
に対応してくださるので、働きやすく改善していただき大
変感謝しております。その分の恩返しをするため日々精進
していきたいと思います。また斉藤組では初の女性技術者
ですので、良いパイオニアとなれるよう女性目線で仕事に
励み実績を残したいと思います。

特集  建設業を志す高校生の職場体験を支援しています!!
『インターンシップ』に参加した当時の高校生が、栃木県建設業協会会員企業へ就職!!
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この情報紙は 　　一般社団法人 栃木県建設業協会 がお届けしています

建築部　益子 結衣

㈱斉藤組 （下都賀支部）　

みんなの力を活かしてお客様に満足と感動を!!
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　近年の建設業界は、就業者の高齢化と相まって若手就業
者の入職率の低下により、これまで培ってきた『技術・技
能』の伝承が案じられており、業界の将来を担う人材の確
保・育成が喫緊の課題となっています。この様な状況の中、
栃木県建設業協会では、国、栃木県および栃木県高等学校
教育研究会工業部会と連携し、平成15年度より土木・建築

系の高校生を対象とした『インターンシップ事業（職場実
習体験）』に取り組み、平成29年度までの受け入れ生徒数
は3,746名になります。
　建設現場等における就業体験を通し実務的な知識や技
術・技能に触れることにより、学習意欲の喚起や主体的な
職業選択能力の向上に努めています。

平成29年度までの受け 入れ生徒数は 3,746名 !!

私たち栃木県建設業協会

高校生職場体験を
会員企業が

受け入れています

建設業を志す高校生の
職場体験を支援しています!!
栃木県立

環境土木科・建築デザイン科

宇都宮工業高等学校

栃木県立

建設工学科

今市工業高等学校

栃木県立

農業工学科

宇都宮白楊高等学校

栃木県立

農業土木科

栃木農業高等学校

栃木県立

建設工学科

那須清峰高等学校

栃木県立

建設科

真岡工業高等学校

栃木県立

建築システム科・造園土木科

小山北桜高等学校

建築科

足利大学附属高等学校

※平成25年度より開始
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入社
３年目

入社
３年目

入社
１年目

中村土建㈱
建築部

宇都宮支部

増渕裕都さん

吉栄工業㈱
工事部

下都賀支部

永木 誠さん

㈱荒牧組
建築部

塩谷支部

和氣大河さん

建設業労働災害防止協会 栃木県支部

建設業労働災害防止協会 栃木県支部では、『インタ
ーンシップ』の事前送り出し教育を実施しています。
多くの労働災害は、「この位は大丈夫だろう」といっ
た安易な行動や危険軽視から発生しています。
どんな産業でもケガをするリスクがあることを学び、
また、正しい知識と行動で防ぐこともできることを自
覚し、『インターンシップ』に臨んで頂くよう取り組
んでいます。

安全実習教育安全実習教育

栃木県建設業協会会員各社によるインターン
シップ受入の他、様々な現場見学会を実施し
ています。現場での実体験を通して、実務的
な知識や技能・技術を直接学ぶことにより、
学習意欲を高め、かつ建設業に対する正しい
認識づくりに取り組んでいます。

『現場見学会』『現場見学会』

実体験を通じた
◀PowerPoint の視覚効果を
　活用し様々な事例を講義 ◀ 先進の ICT 土木導入現場にて

　 ドローンの活用方法に感嘆 !!

大規模な建築工事
「総合スポーツゾーン」
（宇都宮市西川田町）を見学▶

『インターンシップ』に参加した当時の高校生が、 栃木県建設業協会会員企業へ就職!!

保護具（保護帽・安全帯・防塵マスク▶
・保護手袋等）の正しい着用と誤った
着用方法を体験で学ぶ

当時17歳の私は設計の仕事に就きたいと考え
ていたので『現場監督』という仕事について
初めて考える機会となりました。インターン
シップを通して様々な思いがありましたが、
その中で、目まぐるしく変化する現場の中で
職人と共に一つの建物を作り上げていく現場
監督という仕事が『カッコいい』と感じた事
が当時の率直な感想です。

数年経ち、実際に建築現場で建物を建ててい
く中で、当時は見えなかった厳しい環境での
仕事もありますが、その一つ一つにやりがい
を感じられる仕事だと思っています。また、
建物が出来上がった時の達成感は他の何にも
代えられない喜びがあります。今後は、あの
時自分自身で感じた『カッコいい仕事』がで
きるような現場監督を目指します。

５日間のインターンシップをとおして、貴重
な現場見学やさまざまな作業を経験すること
ができました。
参加するまでは、漠然と建設会社は堅苦しい
というイメージを持っていましたが、期間中
お世話になった先輩はとても明るく、学生の
私でもわかるよう一つ一つ丁寧に教えてもら
い、また同じく高校を卒業して入社した自分
の経験談等アドバイスをいただき、進路の選
択に非常に役立ちました。

入社してあっという間に３年目に入りまし
た。今では現場での仕事もおぼえ書類作成も
できるようになりました。先輩方も入社時と
変わらずやさしく指導してくださいます。
いろいろな資格も取らせていただきました。
仕事は主に外での作業が多いので、夏は暑く
冬は寒いですが、現場が完成した時の達成感
はとても気持ちが良いです。

インターンシップで母校の中学校の体育館の
新設に立会い、物を作る達成感を学びまし
た。私が参加したのは、校舎と体育館を繋ぐ
渡り廊下のコンクリート打ちだけでしたが、
ちょうど強風の中だったため作業は辛いこと
が多かったのです。しかし地元の子供たちが
使っていく建物の一部を自分が作ったと思う
と、それだけで大きな達成感を感じることが
できました。

入社してからは、人との繋がりの大きさを学
びました。建物を一棟建てるにしても一人で
は何もできません。設計者がいて、監督がい
て、建物を建てる職人さん、その他多くの職
の方々がいます。私はその中で監督をしてい
ます。監督は現場の中で一番多くの職の方々
と接します。私は現場の方々に「この人のた
めなら」と言われるような監督になりたいと
思っています。そのために私は人との繋がり
を大切にしたいと思っています。

Before

Before

Before

After

After

After
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岩原産業㈱　小田林明美さん

イケメン店長に
会ってください♡

㈱テツカ産業
手塚 誠さん

アズマ原総業㈱　原 賢一郎さん

おしゃれ
変わり種
うどんです

女子会にも
おすすめです

いつも、
たくさんのケ～キが
並んでるよっ～

本当に
  おいしい、
コーヒー
です

女性にも
人気のお店
です

ボリューム満点
お酒も充実

食事の最後の
鶏ガラスープが
最高です

リトルスノー

オーナー自ら原木を刻み組み上げたログハウス。外観はまるでペンション。店内は
暖炉に天窓と癒される空間での食と会話を楽しめます。
季節の食材を生かした創作料理（要予約）が自慢です。おすすめは、リトルハン
バーグとエビフライ。ハンバーグにエビフライ２本、パンorライス、サラダ、スー
プがついて1,000円、和風ソースをたっぷりかけて召し上がれ。本日のパスタは、
サラダとスープ、ミニデザートがついて700円で食べられます。
また、宴会や食事会ができるロフトがあり女子会におすすめです。

住 河内郡上三川町しらさぎ1-21-1
℡
休 月曜日
0285-56-7796 11：30～14：00

17：00～21：00
営

patisserie  Roche パティスリーロッシュ

白い外壁に青いドアが印象的な、昨年オープンしたばかりのケーキ屋さん。競輪場
通りと大錦橋通りの間、住宅が立ち並ぶ細い道沿いにあり、愛らしい外装はぱっと
目を引きます。毎日30種類以上のケーキが並び、旬のフルーツをふんだんに使っ
た、季節感あふれる限定商品も多数取り扱っていらっしゃいます。また、ここは常
時焼き菓子が充実していることも魅力のひとつ。種類ごとにバラ売りしているもの
もあれば、かわいいラッピングが施されたプレゼント用のお品も、さまざまなサイ
ズで取りそろえられています。ぜひお立ち寄りください。（駐車場／５台） 

住 宇都宮市錦3-7-40
℡ 028-678-9195 
休 火曜日

炭火焼  飛菜鶏  -ひなどり-
住 宇都宮市春日町14-7 17：30～23：30営

自家焙煎珈琲  かめとかめ

ＦＫＤ宇都宮店から車で５分もかからない閑静な住宅街に、三角屋根と青い看板が
目印の小さな珈琲屋があります。店内で焙煎した新鮮なコーヒー豆が購入でき、
コーヒー好きへのギフトにもピッタリ。ご予算、お好みに合わせてお作りします。
店内はほっこりできる空間で喫茶スペースもあります。お好きなコーヒーを一杯ご
とにドリップ。コーヒーのお供には絶品トーストやスコーン・カボチャのプリンな
ど人気のスイーツも揃えております。プチ贅沢な自分時間を過ごしてみてはいかが
でしょうか。

宇都宮中央郵便局近くの和食店です。愛媛県直送の魚介類と栃木の地場野菜を中心
に使った割烹料理と醸造酒を取りそろえています。
天然鯛を丸ごと一匹使った鯛めしはシンプルながらも奥深い味わいで、お祝い事や
宴席を盛り立てる自慢の一品です。

住 宇都宮市錦3-1-7
℡
休 木曜日、第２・４金曜日
028-611-3976

10：30～18：00営

10：00～19：00営

てっぱん焼き  わん温one

市役所近くの鉄板焼きや焼き鳥などワイワイ楽しみながらお食事ができるお店です♪
もんじ焼きとハイボールで750円～と、ちょい飲みにも最適！店内は15名様より貸切
可能です。駅からのアクセスも良好です。お車でお越しの方は近くに駐車場も用意さ
れています。お店の方にお気軽に声をかけてください。

住 宇都宮市中央2-5-12
（宇都宮市役所から徒歩２分 シンボルロード沿い）

休 不定休
18：00～翌朝5：00営

かもし家
住 宇都宮市中央5-17-20
℡ 028-341-8278

11：30～14：00（L.O13：30）
17：30～22：00（最終入店20：30）

営
休 日曜日・祝日・第１月曜日

住 河内郡上三川町東汗1306-4
℡ 0285-57-0258

田んぼの中でありながら月間2,000人以上が通う絶品うどん。人気ラーメン店がそのノウハ
ウを活かして出店したうどん店で、製麺やスープのいたるところにその技術が垣間見えま
す。麺は高級国産小麦粉を２種類ブレンドし製麺・熟成させ、腰がありのど越しの良い仕
上げに。麺を活かすスープや提供スタイルは今までの“うどんの概念”に捉われることのな
い変わり種の数々。メニューに普通のうどんは見当たらず、『岩のりと背脂の肉うどん』
や『豆乳明太うどん』などなど、メニューを選ぶことが楽しみであり悩ましくもあります。
店内は“田んぼの中”のイメージを一掃するような和モダン調のオシャレな雰囲気です。
広々とゆったり過ごせる居心地の良い空間で
絶品のうどんを。（駐車場／16台） 

田んぼの中の絶品  うどん花むすび

住 宇都宮市屋板町317-1
℡ 028-656-8488
水曜日（祝日の場合は営業）

11：30～14：00
17：30～22：00
（L.O 21：00）

営

テレビでも取り上げられ、有名人も通った都内の人気店
が宇都宮、インターパーク近くに移転。味もボリューム
も大満足のお好み焼きはもちろん、宇都宮には少ない本
格的もんじゃ焼き、牛筋料理、自慢の『カットステーキ』、
『日光天然かき氷』なども人気。老若男女に愛される名
店です。宴会コースも充実！飲み放題付きで 3,500  円～
6,000 円（税込）週末は是非ご予約を !（駐車場／ 25 台） 

お好み焼き・もんじゃ焼き
スズヤヨシモリ 

℡
休 月曜日（祝日の場合のみ火曜日）
028-645-2248

℡ 028-688-8221

岩のりと背脂の

肉うどん 900円

豆乳明太うどん
950円

リトルハンバーグと
エビフライ 1,000円

本日のパスタ
700円

新鮮な国産鶏の各部位を全国から厳選し、毎日取り寄せています。そして、ひとつ
ひとつ丁寧に備長炭で焼き上げています。この本物の味を求めて、遠方から足を運
ぶお客様が多いそうで、知る人ぞ知る存在感抜群の名店です。
「鶏を堪能してもらいたい」というマスターの思いから、食事の最後には鶏ガラスー
プがいただけます。飛菜鶏名物のセリが入った透明のスープは見た目も非常に美し
く、しつこさのない鶏の脂と絶妙な塩加減、鶏の旨みが凝縮された香りは、お酒を
飲んだ後でも後を引きます。

休

HP http://kamoshiya.info

営 11：00～15：00
18：00～20：30　※夜の営業は週末（金・土・日）のみ

休 木曜日（不定休あり）
HP https://www.udonhanamusubi.jp/

会員行きつけの地元に根付く栃建協

中村土建㈱
渡邉幸雄さん

㈱カクタ技建
佐々木隆さん

晋豊建設㈱　阿久津信一さん

㈲若林造園土木
若林昌幸さん

「栃建協（とちけんきょう）」：一般社団法人栃木県建設業協会の略称。各地域に根付いている建設業者が情報をお届けしています。 栃木県建設業協会は、県民の安全・安心な暮らしを守るため、日々、活動しています。
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岩原産業㈱　小田林明美さん

イケメン店長に
会ってください♡

㈱テツカ産業
手塚 誠さん

アズマ原総業㈱　原 賢一郎さん

おしゃれ
変わり種
うどんです

女子会にも
おすすめです

いつも、
たくさんのケ～キが
並んでるよっ～

本当に
  おいしい、
コーヒー
です

女性にも
人気のお店
です

ボリューム満点
お酒も充実

食事の最後の
鶏ガラスープが
最高です

リトルスノー

オーナー自ら原木を刻み組み上げたログハウス。外観はまるでペンション。店内は
暖炉に天窓と癒される空間での食と会話を楽しめます。
季節の食材を生かした創作料理（要予約）が自慢です。おすすめは、リトルハン
バーグとエビフライ。ハンバーグにエビフライ２本、パンorライス、サラダ、スー
プがついて1,000円、和風ソースをたっぷりかけて召し上がれ。本日のパスタは、
サラダとスープ、ミニデザートがついて700円で食べられます。
また、宴会や食事会ができるロフトがあり女子会におすすめです。

住 河内郡上三川町しらさぎ1-21-1
℡
休 月曜日
0285-56-7796 11：30～14：00

17：00～21：00
営

patisserie  Roche パティスリーロッシュ

白い外壁に青いドアが印象的な、昨年オープンしたばかりのケーキ屋さん。競輪場
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目を引きます。毎日30種類以上のケーキが並び、旬のフルーツをふんだんに使っ
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住 宇都宮市錦3-7-40
℡ 028-678-9195 
休 火曜日

炭火焼  飛菜鶏  -ひなどり-
住 宇都宮市春日町14-7 17：30～23：30営

自家焙煎珈琲  かめとかめ
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かもし家
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営
休 日曜日・祝日・第１月曜日
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