
なでしこ座談会

何故、JFEグループを就職先に選んだのか

馬田： JFEホールディングス社長の馬田で

す。自己紹介も兼ねて、何故 JFEを選んだ

かについてお話します。私は1948年生ま

れの65歳、いわゆる団塊の世代ですので

皆さんのご両親より年齢は上かもしれませ

ん。旧川崎製鉄に1973年に入社し、千葉

製鉄所製鋼部の製造ラインに配属されまし

た。14年間千葉で勤務した後、西日本製鉄

所（倉敷地区）で約7年、東京に20年弱で

現在に至っています。当社への入社の動機

ですが、私は工学部の冶金学科出身だった

ので、就職先は鉄鋼会社に絞っておりまし

た。また、大学院への進学も視野に入れて

いましたので、奨学生を募集している会社

ということで、旧川崎製鉄を選びました。つ

まり「どうしてもこの会社に入りたい」とい

う熱い思いは余り無かったです（笑）。

尾﨑： 馬田社長に自然体でお話し頂けたの

で安心しました（笑）。私の入社は1988年

でいわゆるバブル世代です。配属先の新素

材ハイテク研究所で、希土類磁石や酸化物

超電導材料など新素材の研究開発に携わ

り、1996年からは現在の鉄粉分野で、製品

開発や製造技術の開発を担当しています。

何故 JFEを選んだか―。私は理学部化学科

出身で、液体金属の研究をしていました。当

時はやはり女性の採用は非常に少なく、就

職の選択肢は大学などの研究職か教職の道

しかありませんでした。しかし運良く、大学

院卒業の前年（1986年）に男女雇用機会均

等法が施行されましたので、「最初に採用に

来て頂いた会社に入社しよう」とその時決

意していました。それが旧川崎製鉄です。そ

れに加え、小学生の頃に見たテレビCMが

非常に印象的だったこともあり、少し運命的

なものも感じて入社しました。

谷垣： JFEを選んだ理由－。私は工業高校の

出身で、その時の専攻はインテリア科で木工

製品なども扱っていたのですが、JFE の求人

票を見たことを契機に鉄についていろいろ

調べていくようになり、「鉄って強い、木では

かなわない。面白そう」と思うまでになりま

した。また、親の仕事の関係で、幼い頃から

工具を使った製作や修理には慣れ親しんで

おり、何よりそれ自体が好きでしたので、JFE

に入社しました。現在は、製鉄所でエネル

ギー設備の保全を担当しています。

高田： 私も工業高校の出身ですが、その時

からモノづくりの会社へ進むことを何となく

決めていました。谷垣さんと同じように、JFE

の求人票を契機に「鉄はどうやってつくられ

るのかな。鉄から車や建物はどうやってつく

られるのかな」と興味を持つようになり自

分で鉄について調べました。また、担任の先

生にもJFEを薦められましたので、女性が非

常に少ない職場ということは知ってはいまし

たが、入社を決めました。現在は、ガスなど

のパイプラインやプラント・建築に使用され

るUOE鋼管の精整ラインでの品質検査業

務を担当しています。

當金： 私は2011年に入社し、1年目は広島

県にある呉事業所で現場実習、2年目から

は現在の事業本部でセミサブ※の基本設計

やFLNGと呼ばれる天然ガスの浮体式生産

貯蔵積出設備の設計を担当しています。何

故旧 IHIマリンユナイテッドを選んだかは、

造船の中でも成長分野である海洋開発に携

わりたく、その思いに唯一応えてくれた会社

でしたので入社いたしました。

大野： 1999年の入社で、2013年の1月に

現在の部署に異動となりました。それまで

は、厚板の国内営業をしており、主に重機

メーカーや造船会社を担当させて頂いて

おりました。現在の部署では、主に各種社内

馬田 一
JFEホールディングス代表取締役社長

尾﨑 由紀子
JFEスチール
スチール研究所
鉄粉・磁性材料研究部長

JFEグループは「なでしこ銘柄」に選ばれました。
JFEホールディングスは、経済産業省と東京証券取引所が共催する2013年度の
「なでしこ銘柄」に選定されました。「なでしこ銘柄」は、女性の活躍推進に優れ
中長期の企業価値向上を期待できる上場企業を、投資家に魅力ある銘柄として紹介
することを目的としています。今回JFEグループ各社で進める女性社員の採用や
活躍を促す職場環境づくりなどの取り組みが評価されました。

JFEグループでは、持続的な成長に向け、
女性の活躍を推進しています。
JFEグループでは、持続的な成長のための企業体質の確立に向けた施策の一つとして、女性がより活躍できる

職場環境づくりを念頭にダイバーシティの推進に取り組んでいます※。今回は、2013年度の「なでしこ銘柄」に

選定されたことを契機に、JFEホールディングスの馬田社長とグループ各社の女性による「座談会」を企画。現状

と今後のJFEグループについて“ありのまま”を語って頂きました。本紙面では、その一部をご紹介いたします。
※ JFEホールディングス、JFEスチール、JFEエンジニアリング、JFE商事の総合職社員のうち、女性は約9％の519人。2013年度入社（総合職）301人のうち62人、
 事務系112人のうち約4割（47人）は女性（2013年4月時点）

なでしこ座談会

※ セミサブ：セミサブマーシブル
　 （Semi-Submersible）の 略。
構造物の下部が半分海面下に沈み
込んでいる半潜水式の浮体構造物

谷垣 早耶
JFEスチール 東日本製鉄所（京浜地区）
エネルギー部　エネルギー室
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研修の企画・運営に携わっています。5月に

は、当社の総合職40名弱を引率して、西日

本製鉄所（倉敷地区）に見学へ行ってきまし

た。なぜ商社を選んだかですが、私は兼ね

てより人との繋がりの中で仕事をしたいとい

う思いを持っていたため、商社への入社を

希望しました。

原岡： 旧日本鋼管に入社し、企画管理部原

価管理室に配属になりました。管理会計を

9年間担当した後、子会社管理や子会社再

編業務を経て、2010年4月から現在の人

事を担当しています。何故 JFEを選んだか

は、私自身が橋やごみ焼却炉といったプラン

トのアドミニストレータ業務に携わり、これ

を私が作った！と言いたかったからです。

岡本： 私は、2002年の最後の旧川崎製鉄

入社です。西日本製鉄所（倉敷地区）の総務

部労働人事室に配属になり、現場の方々の

人事管理を担当していました。何故 JFEを選

んだかですが、小学生の頃に倉敷の工場を

見学し、広大な敷地と迫力ある鉄づくりに圧

倒され、その体験が私の脳裏に強烈に焼き

付いたからです。その後、学生時代に旧川

崎製鉄の方に出会い、そこから鉄鋼メー

カーで働くことに現実的な憧れを抱くように

なり、入社へと至りました。

仕事と家庭を両立させるにはどうしたら
よいか

馬田： 有難うございました。入社の動機も多

様であることがわかりました。次に、「仕事と

家庭を両立させるにはどうしたらよいか」に

ついて、話し合ってみましょう。忌憚のない

お話をお聞かせください。

岡本： 私には、5歳、3歳、1歳の3人の子供

がいます。子供の世話がありますので、残業

は難しいのですが、独身の時より、時間当た

りの生産性は随分と高まりました。子供のい

ない時は、時間を使えるだけ使うせいか、仕

事のことが頭から離れず、ドンヨリとして疲

れが取れないこともありました。ですが、子

馬田：私も製鉄所に20年以上勤務しておりました。当時の現場

はまさに“男の世界”でしたから、女性が現場で働くことは、私に

とっては未知のことです。現場で苦労している点を是非お聞かせ

ください。

谷垣：普段仕事をしている事務所には女性用のシャワーやトイ

レを設置して頂いています。しかし、日々一人で担当地区の発

電所や変電所といった各施設を車で数十分かけて巡回してい

るのですが、広大な製鉄所の中の各施設の女子トイレは、男性

用に比べるとまだ数が少ないので困ることもありますね。

高田：私の職場でも女性用のシャワーやトイレを設置して頂いて

いるのですが、簡易男子トイレに入っている男性を目にすることが

あり、近くを通る際は、青空を見上げながら静かに立ち去るように

しています。逆に男性社員の方が慌ててらっしゃったりして（笑）。

馬田：広い製鉄所のあらゆる場所に女子トイレを設置するには

多少時間を要すとは思います。しかし今後は製造現場で女性

社員の方々が増えていく訳ですし、生活基盤の一つとして必要

な投資は進めていきたいと思います。

谷垣：改善された事例もあるんです。例えば、巡回先の発電所

のドアが錆付いていたせいか凄く重くて開けられなかったので

すが、使用頻度の高いドアは修理して頂きました。ただ、幾つ

か開けられないドアは、まだ存在しますけれど（笑）。

高田：そうですね。確かに悩みというか、まだまだこれからの部

分はあると思うのですが、同じ社員、同僚として、先輩社員の

方々が私たちを受け入れてくれているのはとても嬉しいことだ

と思います。娘のように（？）可愛がってくれるので仕事はとて

も楽しいですよ！

供ができてからは、仕事と家事・育児のオ

ン・オフの切替えがうまくできるようになり、

翌日また新たな気持ちで仕事に取り組めま

す。子供の世話で肉体的には本当にヘトヘ

トに疲れますが（笑）。

尾﨑： そうですよね。私も子供を3人、無我

夢中で育てたのでわかります。現在は3人

とも大学生になり、岡本さんとは違って、肉

体的には楽なのですが、経済的に厳しいとい

う状況です（笑）。育児・介護休業法が施行

された年に、双子が生まれましたので、育児

休業を1年間取得しました。

岡本： 私の場合は、主人が同じ社内で働い

ていますので、子供の発熱などの時は、2人

で緊急会議をして、どっちが休むかを毎回決

めています。例えば、午前中が私で、午後は

主人という時もあります。お互いが別々の

会社の場合は、子供の世話で休暇を取る調

整は難しいかもしれないなと感じます。

尾﨑： 私もそう思います。今後JFEで女性社

員が増えてくると、社内結婚も増えていくかも

しれません。でも、社内結婚かそうでないかに

かかわらず、男性社員がもっと育児休業を取

得したり、時短制度を活用しやすくするなどの

風土づくりが必要になってくると思います。

原岡： 私の部署の男性も育児休業を取得し

ました。「しっかり取得しなさい」と申し伝え

ましたが、休暇は2週間程度でした。2週間

以上、仕事から離れるのは心理的に怖いの

だと、その時思いました。

馬田： そうですね。仕事から離れることに対

する恐怖感みたいなものがあると思いま

す。出張や研修等では2ヶ月くらいのブラン

クは平気なんですから、気持ちの問題とい

うこともあるかもしれません。世の中には、

「男性には2ヶ月間、社会勉強の期間として

育児休業の取得を義務付けるべき」と提案

する人もいるぐらいです。

尾﨑： それはとても良いことだと思います。

私たちも男性と同じ条件で採用される訳で

すから、同じような働きを求められます。た

だ、家庭においての役割は恐らく、女性の方

が多いと思うのですが、男性にはしっかりと

体験してもらいたい所です。

原岡： 最近は、夫婦で話し合い、男性が専業

主夫という家庭もあるかと思います。ただ、

これは私の想像なのですが、男性が公園デ

ビューでママ友と仲良く一緒にやれるかと

言ったら、たぶんママ友の方が受け入れてく

れないかもしれません。会社内外ともに意

識を変えていかなくてはなりませんので、簡

単ではないと思います。

馬田： JFEエンジニアリングでは、保育施設

「JFE保育園こどもの森」を運営しています

が、利用状況はどうですか。

原岡： 社員の車通勤を許可して利用を促進

しています。土日は地域の方々への貢献も

含めて、一般向けの一時保育も実施してい

ますので、徐々に利用者は増えている状況

です。

大野： JFE商事では、育児休業中の社員と情

報交換する「Jママミーティング」を年3回

のペースで開催しています。

原岡： 育児休業もそうですが、介護も多くの

人が直面する課題だと思います。今後は、

在宅勤務制度を導入できればと考えていま

す。全ての職種にまで広げることは難しいで

すが、ある程度の範囲に限定すれば、よい仕

組みが構築できると思っています。

馬田： そうですね。JFEグループとしてもこ

れから先の様々な問題に対応していかなけ

ればなりませんし、柔軟な制度設計によって

対応は十分可能だと思います。ところで、

JFEグループは、「常に世界最高の技術を

もって社会に貢献します」を企業理念に掲

げておりますので、製造技術やノウハウの蓄

積で成り立つ製造現場で育児休業などの制

度を活用していただくためには、いろいろと

“製鉄の現場”に足を踏み入れた女性社員の体験談

岡本 絵里子
JFEホールディングス
財務・IR部　IR室

原岡 恵子
JFEエンジニアリング
人事部長
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課題がありますね。

高田： 私の場合ですと、グラインダー作業を

1ミリ単位で削っていく際に、感覚が研ぎ澄

まされていくに従って、「今、1ミリ削った、

2ミリ削った」が感覚的にわかるようになっ

てきます。ただ、期間が空くとその感覚は薄

れていきます。また、パイプを転がして移動

させる際も、同じ設備でも場所によってパイ

プの重さや曲がりが変わってきますので、長

年続けていないとグラインダー同様、感覚

は薄れていくと思います。

パイオニアとしてのこれからの目標

馬田： 現在 JFEグループでは、第4次中期経

営計画（2012～2014年度）を進めていま

す。国内収益基盤の強化や新商品の開発、

プロセス技術の開発などに注力し、皆さん

日々取り組まれていると思います。その一

方で、グループ全体で女性の役割拡大にも

努めています。そのような状況の中で、最後

に皆さんの目標をお聞かせください。

當金： 私は海洋開発の仕事に携わっていま

すので、目標はやはり自分の設計した海洋

構造物を造りたい―。そしてドックから曳航

され大海原へと旅立つ姿を、この目で見と

どけたいです。しかし現状は、韓国や欧米勢

にアドバンテージがあり、日本は中々、海洋

開発に参入できないというもどかしさがあ

ります。

馬田： 確かに現状はそうですね。しかし、海

洋開発は日本の中でも今一番脚光を浴びて

いる分野の一つです。ジャパン マリンユナ

イテッドのブラジルの会社への出資も足掛

りに、海上基地建設まで到達してもらいたい

ですね。

當金： はい。当社も合併後は海洋開発に関

わる技術者が増えましたので、皆でこれから

一旗あげよう！と頑張っているところです。ま

た、私の年代から技術職の女性が増えてき

ましたので、育児休業等の制度を周囲の理

解も得ながら上手に活用し、後輩達の為に

道を整備していくことも、私たちの仕事だと

思っています。

大野： 入社時お世話になった先輩方は、多

忙な中でも楽しく仕事をこなし、なおかつ上

司からも頼りにされる存在でした。そんな先

輩方を近くで見ていて、いつしか先輩方のよ

うに仕事をすることが私の目標になりまし

た。現在は人材育成の担当をしていますが、

若手社員から見てあの時の先輩のような存

在に、私もなっていたいなと思います。

馬田： ＪＦＥスチールでは、ダイバーシティ推

進室を設置して女性の活躍の場を広げる取

り組みを推進していますが、ＪＦＥ商事でもそ

のような人材育成プログラムはあるのです

か。

大野： はい、実務を身に付けた中堅一般職

を集めての工場見学などを開催しています。

直近では、JFEスチールの製鉄所とJFE物流

の荷役ヤードの見学会を実施しましたが、普

段携わる業務の現場を目の当たりにでき、

参加者からは非常に好評でした。

馬田： JFEスチールや JFEエンジニアリング

といった製造業と違い、商社は設備を持って

いませんから、ノウハウや人の成長が全てで

すね。是非、活躍する女性を増やしていって

ください。

原岡： 私は、普通に女性が仕事をできる会

社になって欲しいと思っています。全員社員

で、ただ女性という個性を持っているだけで

すので。私は事務系総合職女性として最初

の採用だったのですが、男性社員が多い中

で、それに合わせて上手く動くことを心掛け

てきました。しかしその結果、他の社員の

方々は、女性社員はこういうものという意識

を持ってしまったかもしれない、それが後輩

の女性達を縛っているかもしれないと思うよ

うになりました。皆が伸び伸びと自然体で仕

事をできるようになって欲しいですし、その

環境を作るのも私の役割と考え、最近は周

囲に対し敢えて女性視点の発言もするよう

にしています。

岡本： 原岡さんのお話を伺いながら、まだま

だやるべき事の多さに気づかされます。そ

の一方で、入社して12年が経ちましたが、

女性社員がコンスタントに入社するようにな

り、以前より特別な感じは薄れてきて、仕事

のしやすさを実感しています。これから10

年、20年と積み重ねることで、より多くの女

性が活躍する素晴らしい会社になっていくと

思います。個人的な目標で言うと、先日、入

社当時の部長が退職されたのですが、その

方から「今は一番大変だと思うが、40代に

なったら、きっと花が咲くから、その時まで

一所懸命頑張れ！」という言葉を贈って頂き

ました。今の仕事に一所懸命取り組むこと

で社内外の信頼を得て、40代に花を咲かせ

たいと思います。

尾﨑： 私の場合は、雇用機会均等法の施行

後まもなく入社した世代の社員ということも

あって、むしろ「新しい制度のもとで入社し

たのだから、フロンティアとして最後まで勤

め上げよう」と思っていました。それが今で

も一つの目標です。もう一つは研究部長と

して10年後に繋がる革新的な製品・技術の

開発を成し遂げることです。一つでも多く開

発して、現場の谷垣さんや高田さんに繋い

でいきたいと思います。

谷垣： 頑張ります。私の入社した当時は、配

属先で「女子が来るぞ」と少し壁がある感じ

でしたが、自分らしくいることで、今では皆

さん受け入れてくださっています。ただ、私

が今の職場での初めての女性社員というこ

ともあり、“女性がどこまでできるか”の基

準になるかもしれません。後輩となる女性

社員達のためにも、あらゆる場面で手を抜

かずに精一杯やることを目標にしています。

高田： 私の目標は、製品の検査工程での資

格を取得することです。まだ私は資格を持っ

ていないため、その度に先輩を呼ばないと

いけません。それが悔しい。もう一つの目

標は、溶接管工場において、造管部門と精

整部門の連携をさらに良くすることです。高

品質のUOE鋼管をより多く出荷することが、

両部門の共通の目的ですから、「精整女子」

の私と「造管女子」の同期の子で意見を出

し合い、上司に提案していこうと思います。

馬田： 素晴らしいですね。是非、皆さんの職

場で改善を進めてください。本日はお集ま

り頂き有難うございました。皆さんのお話し

を伺いながら、「さすが JFEのなでしこ達、

皆さん芯のある方ばかり」と心底思いまし

たし、今後 JFEに入社される女性も大変心

強いのではと思います。皆さんを模範とし

て女性が JFEの中で活き活きと育っていく

―。そういう循環で、益々、女性が入社する

会社になるのではないか―。そういう思い

を抱きました。今後もダイバーシティを推進

して、様々な個性を持った社員がもっと活躍

していける職場環境作りに取り組んでいき

たいと考えています。パイオニアとしての

皆さんの益々の活躍に期待しています。

當金 末由妃
ジャパン マリン ユナイテッド
海洋・エンジニアリング事業本部
技術部　計画グループ

高田 美緒
JFEスチール 西日本製鉄所（福山地区）
溶接管部　溶接管工場

大野 千枝
JFE商事
人事総務部　人材育成チーム
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