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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

■本当は教えたくない「女性にも人気のグルメスポット」　■輝く女性たち「女性の輪を広げていきたい」

現場でドローンもあつかっています

デスクワークもしています

愛犬と遊ぶのが趣味です

奥山　希工事部  工事係

（下都賀支部）　

TEL.028-639-2611㈹　FAX.028-639-2985　URL  http://www.tochiken.or.jp/

特集■　県内初・国内最大規模となる豚熱（CSF）が発生
Sep

Sep

株式会社 山中組

栃木県建設業協会［那須支部］が出動
特集■　県内女性初となる優良建設工事技術者表彰を受賞した

榎本 菜月 さん

私が山中組に入社したきっかけは、子育てが少し落ち
着いたので扶養内勤務からフルタイムで働きたいと思い、
仕事を探していたところ山中組と出会いました。
建設業を全く知らずに飛び込んでしまい、入社当初は
男性社会、重機や車両が行き来し危険と隣り合わせとい
う印象が強く、入社して本当によかったのだろうか、長
く勤めることができるだろうかと不安な気持ちがありま
した。
研修期間中に初めて携わった現場で、日々進められて
いく工事の様子を見ていて、いろいろなことを考えたの
を今でも覚えています。
ですが、山中組の先輩方や業者さんなど様々な方が気
さくに声をかけてくださり、思っていた以上に温かい業
界だと思えるようになっていきました。
危険と隣り合わせだということは事実ですが、安全管
理を学び、安全に対する意識をしっかりと持つことを忘
れずに行動することが大切だと思います。
働き方改革により週休二日制の現場も増え、何よりも
女性用のトイレの設備などもあり、女性が働きやすい環
境も整えられていると思います。入社するまでは、この
ような印象がなかったので、女性でも働ける環境だとい
うことや、女性ならではの発想を発信していける場所だ

ということをもっと知ってもらいたいと思っています。
さらに、入社して一年半経った今では、建設業はもっ
と魅力的なことに溢れていると思うようになりました。
ものづくりとは、人々が生活する上で利便性が向上し、
地域への貢献につながるということです。
その現場に対する先輩方の現場代理人としての責任と
業務に対する姿勢を見て、尊敬する部分がとても多いです。
経験や知識だけではなく、現場に対する思いやチームワー
クを大切にしていること、地域住民とのコミュニケーショ
ンなど目を向けなくてはいけないことがたくさんある中
で、現場を進めていく姿勢を見て、自分も専門的な知識
だけではなく人間性の面でも成長をしていかなくてはい
けないと日々考えるようになりました。
山中組では女性が働きやすい環境を整え、技術者のサ
ポートとして求人募集したと
ころ、女性で初めて採用され
ました。年齢や性別などは関
係なく、成長していける環境
にいられることに、山中組に
入社してよかったと思ってい
ます。
建設業は人との出会いが多
く、中には女性スタッフに出
会うこともあります。その出
会いを大切にし女性の輪を広
げていきたいと思います。

女性の輪を広げていきたい Bratto
Ⅰ

Ⅱ



【写真提供】栃木県

出典：下野新聞社

2021年４月17日、那須塩原市の養豚場で県内初・国内最大規模とな
る豚熱（CSF）が発生したことから、（一社）栃木県建設業協会では
栃木県との『家畜伝染病の発生時における防疫対策への協力に関する
協定（2011年11月に締結）』に基づき、24時間体制での埋却作業を
行うことで感染拡大を防ぎ、地域の安全確保に全力で取り組みました。

豚を埋却するための掘削作業

埋却する豚の運搬作業（フォークリフト）

事前準備

埋却する豚の運搬作業（ダンプ） 埋却作業掘削作業

県内初・国内最大規模となる 豚熱が発生　
●延べ作業日数…74日
●延べ作業人数…1,077名
●延べ処理頭数…39,362頭

掲載日：2021年４月27日 掲載日：2021年４月24日

（CSF）
特 集 I 栃木県建設業協会［那須支部］が出動

（一社）栃木県建設業協会那須支部
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̶今回表彰を受けられた工事で特にご苦労された点などが
あればお聞かせください。
ＩＣＴ活用工事ということで、私自身初めての経験を

させていただきました。いつもそうですが、初めてのこ
とは不安でたくさんの勉強が必要です。周囲の方々にわ
からないことがクリアになるまで質問し続けました。周
りの方のほうが苦労したと思います（笑）

̶この仕事で感じる面白い部分、反対に苦労を感じている
のはどのようなことですか？
建設現場での仕事は一人ではできません。多くの方と

協力して一つの工事を完成させ、実現する喜びを味わえ
ます。また、現場の進め方は十人十色ありますので、ア
イディアを出し合い全員で最適解を導き出すプロセスに
面白さを感じます。苦労していることは、屋外仕事のため、
夏は暑く、冬は寒いことくらいです。

̶今の仕事を選んだきっかけや動機はどのようなことでし
たか？
業種にはあまりこだわりませんでしたが、「社会のため、

地域のため、人のため」という大きな役割を担える存在
として「建設業はかっこいいのでは」と考えました。ち
なみに、家業ですが家族からは大反対されました。

̶当時は大反対されたとのこと。今現在ご家族の意見は変
わられましたか？
家族というか父です。私がいくら頑張っても、「女性は

…」という固定観念が、わずかながらもあるように思い
ます。弊社には私のほかにも２年目の女性技術者が１人
おります。私が結果を出し続けないとその子にも迷惑が
かかるので、女性の先輩として結果にこだわり続けてい
ます。

̶３年前、当協会の座談会に参加されたとき、ご自身のビ
ジョンが明確になり、会社のニーズにも応えるため、と
資格取得に励まれていることを述べられていましたが、
現在も何か資格取得に挑戦されていますか（仕事関係以
外でも結構です）？
現在は、毎日子どもの宿題や勉強をみているため、自

分の勉強は一時中断しています。子どもたちが自分で勉
強できるようになったら、資格の勉強を始めて、一緒に
切磋琢磨したいです。

̶仕事とプライベートを両立するコツを教えてください。
両立ができている感覚はありません。昼間は現場管理

をし、家では主婦として、本業が二つある感覚です。全
力でやってもうまくいかないこともありますが、周りの
人たちのサポートや優しい声のおかげでいつもポジティ
ブにいることができます。

̶責任ある現場管理人のお仕事と、小さなお子さんもいらっ
しゃる榎本さんのストレス発散方法などがあればこちら
もぜひ教えてください。
現場の休憩中、作業員さんたちと冗談を言ったりくだ

らない話をしているだけでも気分が楽になります。また、
家では、お酒を飲みながらドラクエをしたり、家族で桃
鉄をして楽しく過ごしています。

̶最近のマイブームがあれば教えてください。
メダカの繁殖です。もともと生き物の世話をすること

が大好きで、現在は犬、イモリ、ヤドカリ、クワガタ等
いろいろ飼っています。ちなみに、弊社には同じような
趣味の社員が多く、仕事以外の話でも毎日大盛り上がり
しています。

̶今後の夢や目標を教えてください。
まだまだ知識も経験も不足しているので、様々な工種

に携わってみたいです。また、建築施工管理技士の資格
も持っているので、いつかは自分で現場管理をして自宅
を建てることも目標です。

̶次世代を担う若者たちへメッセージをお願いします。
何事にも、全力で、ポジティブに、素直に取り組んで

みてください。仕事もプライベートも充実してくると思
います。また、建設業は世の中になくてはならない仕事
なので、誇りを持って一緒に頑張っていきましょう。

̶この「Bratto（ぶらっと）」の印象などがありましたら教
えてください。
建設業界の方々のご活躍やインタビュー記事を毎回拝

読させていただいております。栃木県建設業協会の皆様
のご活躍は私にとってもとても励みになります。

最後に榎本さんは、「あまりすごい現場監督として取り上
げられると困ります（笑）」とした上で、
「今回の受賞は、ＩＣＴ活用、女性技術者の登用という点
で会社が評価されたと考えます。しかし、優良技術者とし
て評価していただいた理由は、（おこがましくて大変申し訳
ありませんが）地域住民との関係性だと勝手に解釈してい
ます。正直、知識や経験は周りの諸先輩方のほうがはるか
にありますし、私の仕事ぶりは普通です（笑）。ただ、私は
地域住民と積極的にコミュニケーションをとることで、難
しい街なかでも現場を毎回スムーズに進めることができて
います。仲良くなりすぎて、地域の方々との思い出は各現
場でたくさんあり、自治会の新年会や忘年会に呼ばれたり、
現場終わりで夕飯のおかずを作って持たせてくれる地域の
お母さんがいたり。実は現場が終わってから何年たっても
交流があり、可愛がってもらっています。」と打ち明けてく
ださいました。
地域の人々と寄り添い、現場での細やかな心遣いを自然

体で行える、榎本さん。後に続く後輩にも目を向ける、こ
んなたおやかな女性が建設業のイメージを変えていくので
はないか、今後もその姿に注目です。

県内女性初となる
優良建設工事技術者表彰※を受賞した

榎本 菜月さん
えの もと な つき

現場での検測作業 事務所での書類作成 熱中症予防のため、作業員の体調管理も現場管理の大切な仕事です

休日は管理を手掛けた現場（遊歩道）を子どもたちと散歩したりします 受賞対象となった国道119号 水無バイパスの舗装工事現場

完成後の現場に興味を持ってくれた地域の子どもとのふれあい

榎本建設株式会社
◆仕事内容／現場管理（土木）

栃木県が発注し、県内建設業者が施工した建設工事で、過去５年間に優秀な成績を残した技術者に贈られる
「優良建設工事技術者表彰」（今年度受賞者 54 名）を、女性として初めて受賞された榎本建設㈱（日光市）
榎本菜月さんのお話を伺うことができました。

※栃木県優良建設工事技術者表彰について
栃木県では優秀な技術者を表彰することで、技術者の意欲
向上や工事技術の継承の促進を図るとともに、減少してい
る若年技術者の確保と育成に貢献し、県内建設業の持続的
発展を目的としています。

（１級土木・２級建築施工管理技士）

Interview
Special

特 集 Ⅱ
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65 マルホ建設㈱　星豪紀さん

ありTAKE OUT

森のレストラン  益子の茶屋３号店

●本日の前菜の盛り合わせ
●鹿児島県産和牛を使った
　ミートソース
　パッパルデッレ
●本日のお魚料理
　オマールエビの瞬間焼き
　イカスミのソース

ポークステーキ定食
１,320円

古墳カレー １,320円

Anello
住 さくら市北草川１丁目1-1
11：30～14：30（L.O.14：00）
18：00～22：00（L.O.21：00）

営

休 月曜日（祝日の場合は翌日）

℡ 028-678-9747

あり

フェニックス

ひさご製菓店

住 大田原市中央1-14-11
営 11：00 ～ 17：00（ケーキ売れ切れ次第閉店）
月・火・水曜日休

℡ 050-1442-8466

ありＰ

大田原市の古くからの中心市街地中央にある少し分かり
にくい場所にある人気のお店です。若いオーナーの感性
で作り出される季節のケーキは売り切れ次第閉店のため、
オープン時には並んでいる方が多いのでそれが目印にお
店を見つけることができるでしょう。
一つ一つ丁寧な仕事から作り出されるケーキや焼き菓子
は一度口にしてみると納得できるおいしさです。
何事にも前向きで探求心を持って作り出されるお菓子た
ちはもっともっと進化を続けることでしょう。おいしく
て隠れ家的な人気店です。いい意味で教えたくないお店
ですがぜひ訪れてみてください。

℡ 0285-70-2223
［月～木・土・日・祝・祝前］
　11：00～17：00（L.O.16：30）
営

民家を抜けて、人里離れた森の中を進む。やがて道は細
くなり不安に思っていたら目の前が開けてきた♪益子の
森のレストランです。駐車場は広く、車もたくさん停
まっています。
森のレストランのランチは、日替わりのおすすめ前菜プ
レート付きのセットランチになります（ドリンクバー、
スイーツは別注文となります）。
今回は和室に通されましたが、地下の席や１階、２階は
広々とした空間で、次回はこっちがいいなぁなんて思いな
がら和牛ハンバーグとカレ－・デザ－トを注文。どのメ
ニュ－もすべておいしく、安心してご来店いただけます。

アネッロ

TAKE OUT

ぜひぜひ、
食べに来て
くださいね
(* ‘∀‘)

両店とも
小さなお子さん連れ
でも楽しめます。

さくら市に自慢できるイタリア料理屋さんがあります。
フレンチの巨匠、坂井宏行さんの元で修行経験し、その
後イタリア料理に転身されて25年、イタリア料理一筋で、
日々研究と挑戦をしている注目のシェフです。店内は、
シェフが料理をする姿や、音・香りが感じられるオープ
ンキッチン。地産地消を基本に、季節に合わせた素材を
県・国を超えて取り入れた食材はシェフの手にかかれば、
色彩鮮やかな一皿に変わります。どれをとっても芸術的
な盛り付けや、濃厚で味わい深いソースに感動しちゃい
ます。ミートソースは、ゴロっとしたお肉が柔らかで、
チーズとパスタの味わいが絶妙。頑張ったご褒美に食べ
たくなる味ですが、『もっと気楽に来てください♪』と
シェフはお話ししてくださいました。

益子の茶屋
住 芳賀郡益子町益子3527-7
10：30～16：30営

休 月曜日

陶芸の里、益子町のカフェレストラン「益子の茶屋」で
す。店内はアンティーク調のレトロな雰囲気。木造りの
店内や家具。益子焼きで楽しむ自家製スイーツ・季節の
ランチ・茶屋のドリンクバーな
どがゆっくり楽しめます。近く
には「かぼ茶庵」や「森ぱん」
などもあり、ブラブラするには
最適です。また、１階には陶芸
体験教室があり、土に触れ合う
こともできます。

佐藤建設工業㈱　佐藤美香さん

㈱舘林工業　舘林純平さん

㈱阿久津土建
阿久津友理子さん

湯津上村民食堂
住 大田原市湯津上 5-776
営 11：30 ～ 15：00（L.O. 14：00）
※御予約制でディナーも可
月曜日・第４火曜日休

℡ 0287-98-8200

HP https://earth-g-w.com/yuzukami/
湯津上村民食堂＠栃木県大田原市湯津上

㈱荒牧組　杉山彩子さん

小さなケーキ屋、焼き菓子店

ありTAKE OUT

ぜひ、
足を運んで
みてはいかが
でしょうか。

那須連山をのぞむ小高い丘陵地にある湯津上で採れた新
鮮な野菜や食材で、薬膳をテーマにした料理が食べられ
る『湯津上村民食堂』。ランチセットの内容は、メイン
ディッシュ＋サラダ＋日替わり味噌汁と、バランスの取
れた食事が堪能できます。全20種類とメニューが豊富な
ところも魅力の一つ。その中でも女性人気No.1が古墳カ
レー、男性人気No.１がポークステーキ定食、さらに、女
性も嬉しいデザートも充実しています。お弁当・ドリン
ク・デザートはテイクアウトも対応しています。

ゆづかみ

男性も女性も
大満足の

湯津上村民食堂。

ゆ づ かみ

住 さくら市氏家1854-24
営 11：00 ～ 22：00（L.O. 21：30）

phoenix.1970
水曜日休

℡ 028-682-9441

Kissa＆Deli Phoenix
ありTAKE OUT

1970年より氏家駅東口の駅前に立地する、親子２代で営
んでいる喫茶店です。お父さんの代の常連さんから、息
子さんのお料理のファンの方々まで、幅広い世代に愛さ
れているアットホームなお店です。2021年８月にリ
ニューアルオープンしたばかり！昭和と令和の融合が感
じられる雰囲気です。お料理は、季節の野菜や果物を使
用したメニューになっています。ランチのおススメは、
柔らか豚肉の網焼きと温度卵の丼仕立てです。昔から愛
されている、ナポリタンや焼きそばも絶品です。季節に
合ったオリジナルのデザートもイチ押しです。テイクア
ウトメニューも充実しています！

℡ 0285-72-9210

ありTAKE OUT

住 芳賀郡益子町益子 4037

休 金曜日

季節の
フルーツの

タルトやケーキが
最高です!!

最新情報は
SNSで
チェック!!

会員行きつけの地元に根付く栃建協


