
JFEエンジニアリング株式会社
環境分野
環境プラント、上下水プラント、バイオガスプラント、アクアパイプラインなど
エネルギー分野
LNG受入基地、ガスパイプライン、バイオマス発電プラント、地熱発電プラント、エネルギープラント（VOC処理設備）など
社会インフラ分野
橋梁、沿岸構造物、蒸気タービン、エンジン、クレーンなど
リサイクル・発電事業分野
プラスチック・食品・産業廃棄物等のリサイクル、再生可能エネルギーを中心とした電力小売り事業など
新規事業分野
スマートアグリ、バラスト水処理システム、メディカル、自動せりシステムなど
2003 年 4月
代表取締役社長  大下 元
100 億円
約 3,800 人／グループ全体：約 10,000 人（2021 年 3月）
東京本社：〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目 2番 3号（日比谷国際ビル 22 階）
横浜本社：〒230-8611 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目 1番地
生産拠点／鶴見製作所（神奈川県横浜市）、津製作所（三重県津市）
支社・支店／大阪、名古屋など全国主要都市
海外拠点／ミャンマー、インドネシア、インド、ドイツなど
4,857 億円（2021 年 3月期連結）
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事業所

売上高

わたしたちは、
創っている。

「創る」ことを「楽しむ」、という働き方



わたしたちは、創っている。

技術やスキルを活かして、世の中のために。

かけがえのない時間に想いをはせて、自らや家族のために。

ある時、気づきました。

創る仕事を楽しめる人は、

自分の生き方を創ることも楽しめる人なんだ、と。

JFEエンジニアリングは、

創ることを楽しめる人に、

選ばれる会社でありたいと考えています。
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日本のエネルギーを支えているという
責任と喜びを感じながら
プロジェクトに挑む。

エネルギー本部エネルギープラント事業部

小野　美代子

「日本の社会や産業を支え続けたい」と語る
小野。

設計プランを先輩と確認。鋭い指摘に、豊か
な経験とノウハウを感じる一瞬。

LNG基地の全景。船で到着したLNGは、小野
が担当したプラントを介して火力発電所など
へ送られる。

女性エンジニアを育てようという
気持ちが感じられる環境

　海外から運ばれてくるＬＮＧ（液化天然ガ
ス）を受け入れ、気化させて火力発電所や
ガス会社へ送るプラントのプロセス設計を
担当しています。私が作成した設計図を基
に、各担当エンジニアが気化器やLNGポン

プなどの機器、配管、制御システムを設計し
てプラントはかたちになっていきます。
　プロセス設計は上流工程に位置するた
め、プラントの性能や仕様を決定し、プラン
ト全体を広く把握できるのが魅力ですが、
それだけ責任も重大。各担当エンジニアや
お客様と打合せを重ねながら設計を行い、
建設が終わったら試運転に立ち会って、ガ
スが想定通りに気化され、送られるかどう
か性能をチェックします。
私は入社2年目と3年目に計8か月、現場

で試運転を経験しました。想定した性能
が出ないこともあり、設計の難しさを痛感
させられました。しかし今は、こうした現場
での経験こそがエンジニアとしての視野を

広げ、設計のスキルを向上させるのだなと、
実感しています。
　当社では若手のうちからプロジェクトを
任され、お客様とのやりとりから現場での試
運転まで幅広く経験することができます。エ
ンジニアにとって成長の機会が多く、やりが
いのある環境だと思います。
　また、自分が設計したプラントが実際に稼
働するところを現場で見ることができ、自分
の仕事が日本のエネルギーを支えていると
実感できるところにも大きな喜びがあります。

　私が就職活動をしていたとき、当社は女
性エンジニアの採用に力を入れはじめた頃
で、先輩は2人だけでした。入社前にその両
先輩に会うことができ、男女関係なく活躍
できること、会社にも女性エンジニアを積極
的に育てようという姿勢があることを感じま
した。
　その後、毎年コンスタントに女性エンジニ

アが入社しています。
　実際に仕事をしてみて、性別によるハン
ディを感じることはありません。上司の指導
も男女の区別がなく、ときには厳しくもあり
ます。しかし、優れた技術者に育ってほしい
という気持ちが感じられるので、私も上司の
言葉から一つでも多くを学び取りたいとい
う気持ちになれます。
　今後の目標はエネルギー分野のプロセ
スエンジニアとして成長し、周りから信頼さ
れるエンジニアになること。その先は石油化
学プラントなどへ領域を広げながら経験を
積み、設計全体を統括するエンジニアリン
グマネージャー（※）を目指していきたいと
考えています。
（※）エンジニアリングマネージャー：プロジェクトチームにお
いて、主に設計関係の統括取りまとめを行う。

若手のうちから担当を任され
エンジニアとして成長

小野　美代子 2011年入社
基礎工学研究科化学工学専攻修了
大学・大学院で化学工学を学ぶ。就活時は、プラントの構
想や仕様決定を行い、プラント全体を把握できるプロセ
スエンジニアになりたいと考え、エンジニアリング企業を
志望。ＪＦＥエンジニアリングの若手に仕事を任せる社風、
エネルギーや都市環境など多様なプラントに携われる事
業内容に興味を覚え、応募を決意。先輩社員たちの人柄
の良さにも惹かれ、入社にいたる。

6：15　起床

独身時代は寮に住んでいた
が、結婚して現在は借上社宅。
通勤所要時間は30分程度。

7：45　出社

メールチェックなどをしてから
設計業務に取りかかる。下の
写真は、いつも持ち歩いている
仕事道具。

9：00　設計業務

担当しているプラントの検討書
など設計に関わる書類を作
成。この間もお客様や社内の
関連部署とメールや電話でや
りとりなどがある。

12：00　昼食

社員食堂を利用。

23：30　就寝17：00　退社

買い物をして帰宅し、夕食を
作る。

15：00　社内ミーティング

エンジニアリングマネージャー
とプラントの設計計画につい
てすり合わせ。制御、機械など
関連部署のエンジニアと打合
せを行う日もある。

Holiday 休日の過ごし方

同僚や友人と食事に出かけ、リフレッシュ！
趣味は海外旅行。大型連休など長く休めるときは、思い切っ
た遠出を楽しむ。写真は、マチュ・ピチュへ行ったときのもの。

1
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 7：45　東京本社に出社

メールのチェックや、打合せの
資料を確認。

9：00　打合せ
事前に送っておいた図面、検討書などを見ながら、詳細を詰めていく。
昼食もお客様と一緒にとり、夕方まで打合せが続くことが多い。
お客様を訪問して打合せする場合は、日帰り、または1泊出張になる。

お客様と打合せ
がある場合

設計
E n g i n e e r i n g

E

あくなき挑戦とたゆまぬ努力、それがくらしを創る人の姿です。
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恵まれた環境で
自己の成長に集中

　調達はプロジェクトに必要な部品や資
材、システムなどをベンダーから購入する
仕事です。まず設計部門が作成する仕様
に沿って複数の会社から見積をとり、価格
や納入条件などの交渉を重ねてベンダー
を絞り込み、正式契約。プロジェクトのス
タート後は、必要な性能・品質を満たして
いるかを厳重に確認しつつ、スケジュール
通り確実に納入されるようコントロールし
ていきます。
　大切なのは社内の各部門とベンダーを
的確につなぐこと。全体を見渡し、作業の
遅れなどに気を配りながら、進行を調整し
ていきます。苦労を重ねて無事プロジェクト
が完遂したときはうれしいですね。
　これまでの仕事で一番印象深いのは2

年弱のマレーシア駐在です。現地の下水
処理施設やパイプライン、ごみ焼却発電プ
ラントなど様々なプロジェクトで調達を担当
しました。調達先も現地企業が多くなり、マ

レー系・中国系・インド系と多民族国家のマ
レーシア人を相手に、商習慣や価値観がそ
れぞれ異なる中、コミュニケーションをとる
のにとても苦労しました。
　特に痛感したのは日本人の「常識」が通
用しないということでした。機材の製作を遅
延させないためには、相手の言葉を鵜呑み
にせず、常に工場などに足を運ぶこと。そし
て、現場で現物を確認しながら、プロジェク
トにとっていかにこの機材が大事かといっ
たことを辛抱強く説明すること。現地企業と
付き合うには、こうした地道な取り組みが大
切だということを知りました。

　2015年11月に帰国してからは、国内向
けのバイオマス発電用蒸気タービンや太
陽光発電用のパネル調達を担当。新しい
事業分野で予算額も大きく、契約書も複雑
で価格交渉も難しいのですが、それだけに
スキルを磨くことができています。 

　今後は、プロジェクト・プロキュアメント・マ
ネージャー（※）として、担当プロジェクトの
すべての調達品に携わっていく予定です。
意欲と能力次第で仕事の幅を広げること
ができ、成長していける環境にとてもやりが
いを感じています。
　当社の特色は人が温かく、フランクに
話せる雰囲気があること。私は調達部門
初の女性総合職として、キャリア採用で
入社しましたが、他の社員との距離を感
じることなく仕事をしています。こうした環
境が自身のスキルアップを速めていること
は言うまでもありません。
（※）プロジェクト・プロキュアメント・マネージャー：プロジェ
クトチームにおいて、一連の調達サービスを統括する。

マレーシア駐在で
鍛えられた対応力

上島　伸子 2013年（キャリア入社）
学芸学部国際関係学科卒
子どもの頃から海外に興味があり、高校時代にイギリス
へ短期留学。大学では国際経済学を学び、CO2排出権取
引について研究した。事業を通じて国際貢献ができる仕
事を志望し、通関支援企業で4年弱、その後プラント向け
大型部品メーカーの調達部門で4年経験を積んだ。下水
処理場、ごみ焼却発電プラントなどくらしの基盤を支える
仕事がしたいと考え、ＪＦＥエンジニアリングに入社。

調達のプロフェッショナルとして
海外プロジェクトの
円滑な進行を支える。

調達
P r o c u r e m e n t

P

調達本部

上島　伸子

「女性はお買い物好き。価格と品質をみて購
入を決定する調達業務は適している」と語る
上島。

調達業務は打合せが多い仕事。社内でも各種
部門の社員と頻繁にミーティングを行う。

マレーシア駐在時に担当した、産業廃棄物焼
却プラント。

6：00　起床

クアラルンプールのオフィスに
近いコンドミニアムを日本人
駐在員数名で借りていて、同
じ車に乗って約5分で出社。

12：00　昼食

帰りに上司、エンジニアと昼
食。ローカル社員と一緒の場
合、屋台などで現地の料理を
食べることも多い。

16：00　日本とTV会議

日本を拠点としたプロジェクト
について、日本のプロジェクト
部門・設計部門にマレーシア
での進行状況を説明。

15：00　打合せ

ベンダーB社の営業が来社。異
なるプロジェクトの調達品につ
いて、価格・納期などを打合
せ。見積段階や契約段階、建
設段階などフェーズの異なる
複数のプロジェクトが、同時進
行している。

13：00　帰社

メールチェック、資料作成など
デスクワーク。

17：30　デスクワーク

打合せ、会議の内容を受けて、
必要な調査や確認、書類作成
などを行う。

18：30　退社

帰りは徒歩。途中でスーパー
に寄って買い物し、帰宅して料
理を作ることが多い。ジムで汗
を流してから帰宅することもあ
れば、会社の人たちと飲み会
を開くことも。

マ
レ
ー
シ
ア
で
の
例

8：00　出社

メールチェック、返信などを済
ませてから、社内ミーティング。
1日のスケジュール確認などを
行う。

10：00　ベンダーA社訪問

上司（インド人）、設計エンジニ
ア（マレーシア人）とベンダー
の工場を訪ね、進行中のプロ
ジェクト用機材の製作進行状
況を確認。

1
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

あくなき挑戦とたゆまぬ努力、それがくらしを創る人の姿です。
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海外の現場で鍛えられた
経験を活かし、

世界中で求められるエンジニアを目指す。

建設
C o n s t r u c t i o n

C

シビルエンジニアリングセンター

奥田　文

土木工学を専攻していた奥田。「建築も担当
するようになり、技術の広がりにやりがいを
感じています」。

設計通りに建設を進めるために、現地での視認
は欠かせない作業。

2014年、ミャンマーのヤンゴン（ダラ地区）に
完成したフェリー桟橋。

土木から建築へ
広がる専門領域

　シビルエンジニアとして、社内の各事業
部門が手掛けるプロジェクトの土木建築
を、工事の計画・見積から設計・工事管理ま
で一貫して担当しています。現在手掛けて
いるのは東南アジアを中心とした海外案
件。建設中のミャンマーのごみ焼却発電プ
ラントのほか、見積段階のものや、まもなく
受注契約が完了するものまで、あらゆる段
階の案件に携わっています。
　計画・見積から受注・着工まで長い期間
を要し、精神的にハードなことも少なくあり
ませんが、工事がスタートして設備が実際
にできていくのを見ると、ものづくりの喜び
を感じます。発展途上国のインフラ整備に
貢献できるのも大きなやりがいです。
　海外の建設現場を経験したのは2014

年、ミャンマーのフェリー桟橋建設プロジェ
クトでした。最初は工事開始に必要な書類
を作成するため2か月滞在の予定だったの
ですが、日本人エンジニアがもう1人必要に

なり、約半年間、土木の建設現場に通うこ
とになりました。現地の協力会社へ依頼し
ていた工事に遅れが生じたり、焦るあまり
作業を急いだ結果、問題が発生して結局
作業をやり直すことになったりと、トラブルや
失敗が多々発生。しかし、人を説得し、動い
てもらうことや、そのために必要な技術的な
知識の重要性など学ぶことも多く、自分を
大きく成長させてくれた経験でした。

　私は土木専門のエンジニアだったので
すが、今所属している部署では建築も手
掛けるため、技術領域が大きく広がりまし
た。日々 の業務を通じて勉強しているほか、
現在 1 級建築士の資格取得を目指して週
末には学校にも通っています。
　職場には約100人の土木建築エンジニ
アがいますが、携わった国や地域などバッ
クグラウンドは多種多様。建築基準は世
界共通ではないため、担当地域によって

は自分の知識が通用しないこともあります。
部署内に各地の建築を熟知している方が
いるというのは、とても心強いです。同時に、
私も深い知識を身につけたいという刺激に
もなっています。
　上司には「若いうちに知識や技術を
集中的にインプットして、その上で、マネ
ジメント力を身につけていくといいよ」と
言われています。その言葉をモチベーショ
ンに替えて、貪欲に技術やスキルを身に
つけたいと思っています。そして、国内
外を問わず、いかなる案件でもイニシア
ティブを握れるエンジニアに成長していき
たいですね。

自分の設計したものが
実際にできあがっていく喜び

6：00　起床

軽く朝食をとって寮を出る。会
社まで１回の乗り換えですむ。
通勤所要時間は30分程度。

8：30　朝礼

部署の連絡・注意事項などを
確認・共有。

9：00　ミーティング

ミャンマーのごみ焼却発電プ
ラントの設備担当グループと
試運転要領書・取扱説明書の
作成について打合せ。

13：00　建築設計図修正

契約受注に向けて最終調整中
の海外プロジェクトについて、
客先から仕様の変更要請があ
り、午後一杯かけて修正対応。

12：00　昼食

職場の同僚と社員食堂を利用
することが多い。

11：00　技術対応

ミャンマーの同プロジェクトの
プラント設計担当からコンク
リート壁の強度について確認
依頼があり、対応。

19：00　退社

途中で夕食をとってから帰宅。
資格取得の勉強をして就寝。

Holiday 休日の過ごし方

現在は資格取得のため、学校
に通っている。時間を作って友
人と会ったりジョギングをした
りして気分転換することも。

7：50　出社

メールチェック、返信などを済
ませる。

奥田　文 2013年入社（キャリア入社）
工学系研究科社会基盤学専攻修了
大学から土木工学を学び、大学院では国際プロジェクト
を研究。新卒でゼネコンに就職し、国内外のプロジェクト
の施工管理、入札業務において5年間の経験を積む。多
様な事業を展開しているＪＦＥエンジニアリングならば、土
木工学に留まらず技術の幅を広げられると感じ、入社を
決意した。

1
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

あくなき挑戦とたゆまぬ努力、それがくらしを創る人の姿です。
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　入社から4年間はプロセス設計のエンジニアとして、地方自治
体のごみ焼却発電プラント建設プロジェクトで詳細設計を担当
しました。プロセス設計はプラント全体の仕組みを考え、主要な設
備を設計する仕事。様々な部署のエンジニアと連携し、設計して
いきます。
　最初のプロジェクトでは排ガス処理設備を担当。機械や電気、
制御などエンジニアリングの知識を基礎から勉強しながら、必死に
設計業務に取り組み、きれいな空気しか排出しないというプラント
のポリシーに応えることができました。次に取り組んだプロジェクト
では蒸気発電設備を設計。廃棄物を燃やして発生させた蒸気で
電気を作りだす、ごみ焼却発電プラントの中核設備のひとつです。
タービンに関わる各部署のエンジニアと検討を重ね、お客様であ
る自治体が求める高い発電効率を目指しました。

　入社4年目に結婚し、翌年の7月に出産。復帰後の初仕事は、産

休前に担当していた発電設備の試運転でした。試運転とは、プラ
ントが仕様通りに稼働しているか確認し、調整を施す工程。プラン
トの完成度と当社の信用がかかった重要なフェーズです。
　実は、試運転開始直後に仕様に沿った性能を出せるプラント
は、ほぼありません。設備同士の設定が合っていなかったり、動か
してみてわかるエネルギーロスがあったりするからです。この時も、
燃焼効率や発電効率を安定的に実現するため、現地へ何度も通
いました。目標値に届かない原因を探り、仮説を立ててはパラメー
ターの設定を変えていく。ついに求めていた数値が出た瞬間は、う
れしかったですね。同時に、設計した設備が目の前で動き始め、こ
の先何十年も地域に貢献するのだと思うと感慨深いものがありま
した。また、自分が設計したプラントの試運転に携わることで、設計
をする上でより考慮すべき点など、次のプロジェクトに活かせる知
見を得ることもできました。貴重な経験だったと感じています。　
　現在は計画グループで、プロジェクトの計画・提案段階の設計を
手掛けています。魅力は、プロジェクトに最初から関われること。こ
れまで担当してきた詳細設計・試運転の経験と合わせ、プロジェク
ト全体を見通せるエンジニアになることが今後の目標です。

ごみ焼却発電プラントの
プロセス設計を担当

設計した設備の試運転に立ち会い、
エンジニアとして大きく成長

ごみ焼却発電プラントのプロセ
ス機器を設計する部署に配属
され、地方自治体施設向けの
排ガス処理設備や発電用蒸気
系設備の設計、排ガス処理関
係システムの開発を担当。

4月～7月、新規事業の創出や業
務改革を目的に設置された、全
社横断型の社長直属プロジェク
トチームに参加。新規事業などを
企画・立案。

8月、休業前と同じ部署で仕事
復帰。かつて設計を手掛けて
いた地方自治体のごみ焼却
発電プラントの試運転立ち会
いや、新規案件の設計業務を
担当。

産休・育児休業に入る。 同じ部署の計画グループに異
動し、プラントの仕様や配置計
画といった提案段階から受注
後の詳細設計まで一貫して手
掛けることに。

１～４年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目

上流設計から試運転まで、
一気通貫で携わった知識や経験を活かし、
プロジェクトを俯瞰できるエンジニアへ。

環境本部 環境プラント事業部
2010 年入社　環境創生工学専攻修了

板倉　彩夏

　私が入社した当時、発電設備のマーケットは低迷を極めていまし
た。1年目はバイオマス発電のボイラ担当としてアフターフォロー業務に
従事し、2年目からは新規開拓も受け持つようになりましたが、受注は
非常に厳しい状況でした。
　その頃に話をいただいたのが、ある発電設備の改造案件。化石燃
料で動いていたボイラを、バイオマスであるパームヤシ殻も燃料に使え
るボイラへ改造したい、これがお客様からの要望でした。私は初受注
を目指し、技術部門と協力して活動をスタートしました。
　技術部門は求められるパームヤシの燃焼性を確認するため、ボイラ
の改造・燃焼試験を実施、私は窓口として問い合わせへの対応や見
積の取りまとめなどを担当しました。特にお客様からの技術的な質問
に対しては、技術部門に頻繁にコンタクトを取って迅速に回答できる
よう努めました。
　最終的にパームヤシ殻100％でも燃焼可能だという確認ができ、受
注が決まったときには、すでに2年という年月が経っていました。契約
締結からさらに１年かけて工事は完了。引き合いから受注、工事まで
手掛けたことで、大きな達成感を味わえたことはいうまでもありません。

また、お客様への対応、営業と技術者が一丸となって取り組むことの
大切さ、そのための社内のまとめ方など、営業に必要な意識と行動力
を身につけることができました。今思えば、この案件は私の仕事におけ
る基礎をつくったともいえます。

　新たな挑戦の機会が訪れたのは 5年目のこと。大型の発電
設備に高い技術力を持つ海外メーカーとの提携協議へ参加す
ることになったのです。当社を知らない相手に、何をどうアピー
ルするべきか、協議に向けて徹底的に考えました。海外メーカー
と無事に提携した翌々年には、この設備を採用した日本最大級
の発電設備の受注につなげることもできました。
　最近は再生可能エネルギーの利用促進や電力自由化などの
社会的背景を追い風に、大型プロジェクトの引き合いが飛躍的
に増加。今の私には、お客様の事業内容や経営計画などを総
合的に評価し、お客様・当社双方のメリットを最大化できる提
案が求められています。今後も知識や交渉力、調整力の向上に
努め、キャリアを重ねるごとに、より戦略的な提案ができる営業
へと成長していきたいですね。

無我夢中で挑み
初受注に成功

大型プロジェクトの受注につながった
海外メーカーとの提携交渉

低迷から追い風の時代へ、
時流に鍛えられたハートとスキルで、
戦略的プロジェクトを組成できる営業へ。

エネルギー本部 営業統括部
2009 年入社　商学部卒

三浦　友理恵

Personal History

既存発電設備のボイラのアフ
ターサービスを担当。

休止していた発電設備を大改造
して稼働させるプロジェクトの営
業活動がスタート。

ボイラに加えて蒸気タービンも
担当に。

海外の発電機器メーカーとの
提携協議に参加。提携を検討
するため上司と海外出張。

2年目から手掛けていた大型
改造工事と、新規蒸気タービン
の受注に成功。私生活では結
婚も。

提携メーカーの設備を採用し
た大型発電設備の建設プロ
ジェクトを正式受注。

１年目 2～3年目 4年目 5年目 7～8年目

Personal History

くらしを創る社員たちは、自らキャリアも創ります。

10 11



仕事と生活が相乗効果を発揮できるような
ワークライフバランスを創っていく

岩崎

阿部

阿部

岩崎

阿部

海外営業の経験者として入社後、岩崎さんには
ODA案件の組成を担当してもらったね。当時、我
が社には海外案件で実績のある女性営業が少な
かったので、どんな仕事をしてくれるのか大いに期
待していました。見事に応えてくれて、頼もしく思っ
たよ。
ありがとうございます。商社時代は化学品原料の
営業をしていました。当時はエンジニアリング業界
さえ知りませんでしたが、5年越し、10年越しに案
件を育てていくチームワークは非常にやりがいがあ
ります。
日本でのODA案件の営業は、官庁や商社、コン
サルティング会社などと連携しながら創り上げていく
わけだけど、最近では相手先にも女性の担当者や
決定権者が多くなってきている。我が社に優秀な
女性の営業担当がいて、女性としての感性を先
方と共有しながら円滑にプロジェクトを進めていくこ
とができたのは、プラスになったと思うよ。

入社後まもなく出産・育児休業に入り、営業部に
復帰しました。当時はほぼ毎週子供が熱を出し、
大変な思いもしましたが、阿部さんをはじめ、周囲
のサポートのおかげで働き続けることができました。
シンガポールでの重要なミッションを任されたとき
は、とてもうれしかったです。
エンジニアリング会社にとって、人材は最大の財
産。だからこそ、ワーキングマザーの復帰をはじ
め、より多くの社員が働きやすい環境を整えている
んだね。

出産・育児休業を経て
ODAプロジェクトの組成に尽力

支援制度や IT ツールを活用して
育児と仕事を両立

ＪＦＥエンジニアリングは
これからますます女性が活躍できる会社に

岩崎

阿部

岩崎

阿部

岩崎

阿部

岩崎

阿部

岩崎

阿部

岩崎

阿部

子育て中の人は、男性も女性も時短勤務などの支
援制度や ITツールをうまく活用して効率的に仕事
をしている。岩崎さんも日本にいた頃、時短制度を
活用していたけど、効率的に仕事をするのがうま
い！と思っていたよ。
そんな風に見ていてくださったんですね（笑）。こち
らこそ、阿部さんが上司でとても助かりました。アウ
トプットさえしっかりできていれば、固定観念にとら
われず多様な働き方を尊重してくださるので、結果
を残すことを目標に働くことができ、やる気を起こす
原動力にもなりました。相談すると的確なアドバイス
をいただけるので、非常にありがたく思っています。
ワーキングマザーだけでなく、ワーキングファザーも
いるし、親の介護をする人もいる。今のマネジメン
トは、そうした人たちを尊重しながら、いかに能力を
発揮してもらうかを考えることが大切だと思う。私も
どれだけできているかわからないけれど、部下の話
をできるだけ聞きながら、働きやすい環境をつくっ
ていこうと心掛けているよ。
阿部さんは部下のワークライフバランスを尊重して
話を聞いてくださるので、非常に相談しやすかった
です。部内も子育てをする同僚に理解があります
ね。これは会社の方針だけでなく、阿部さんの
チームビルディングの成果でもあったと思います。

シンガポールでは、また新しいチャレンジが始まっ
ているけど、岩崎さんならしっかり結果を出してくれ
そうだね。
日本ではお客様が日本の政府機関でしたが、こちら
でのお客様は東南アジア各国の政府機関。大きく
異なる部分もありますが、日本で仕掛けたODA案
件をこちらで具現化し、完結させるのが仕事です。
これで海外プロジェクトの過程をトータルに経験す
ることができるので、営業としてさらに成長できると
思っています。
東南アジアの各地を飛び回って営業活動する忙し
い日々 が続くと思うけど、シンガポールは空港へのア
クセスも良いから、活動しやすいのでは？

そうですね。シンガポールは日没が 19時半と遅い
ので、仕事後の子供との時間に心のゆとりができま
す。保育園送迎バスがあり、住込みのメイドさんが
いて、女性が働くのが当たり前の社会では、働く女
性の背中を押してくれる環境が整っていて刺激的
です。我が家も無事住込みのメイドさんが決まり、
公私ともにチャレンジングな環境です。
私としてはシンガポールでしっかり実績や人脈を築
いて、東南アジアのことなら何でも任せられるキー
パーソンに成長してくれることを願っています。
東南アジアは色々な国があって、それぞれ発展段階
が違いますから、世界の中でも特に活気のある市場
ですよね。この地域で海外プロジェクトの経験を積
んでいくというのが、今の私として目指しているところ
です。仕事も生活も、特に日本でなければできない
わけではありませんから、やり方にこだわらず、新し
い働き方やライフスタイルを創っていきたいですね。

海外部門は当社としては女性が多い方だけど、
それでも比率は２割くらい。まだまだ増やしていく
必要があるね。先程話した通り、国内外問わず
政府機関には女性の職員も多いので、当社も営
業の最前線でもっと女性に活躍してもらいたいな。
私も女性の営業が増えればいいなと思っています。
多様な働き方を促す環境をさらに充実させていけ
ば、向上心あふれる人材が入ってきて、さらにい
い会社になっていくと思います。

シンガポール駐在の岩崎さんと本社の阿部さんに、
TV会議システムを使って対談してもらいました。

岩崎　めぐみ阿部　吉郎
法学部卒、1986年入社。長年、海外事業に携わり、数々のプロジェクトを統括。
岩崎が入社以来、ODA案件などの開拓を進める中で、連携をとった上司でもある。
阿部自身も2013年～2015年にシンガポール駐在を経験。現在は帰国し、シンガ
ポールを拠点に活動している岩崎らと連携をとりながら海外ビジネスの拡充を
推進している。

常務執行役員
総合政策学部卒、2011年キャリア入社。総合商社で化学品の原料販売を約6年間担
当後、長期スパンで営業活動を展開するインフラビジネスを手掛けたいと、ＪＦＥエン
ジニアリングに転職。以来、出産に伴い一時的に業務を離れるものの、一貫して東南
アジアを中心としたODA案件に携わる。2016年7月からシンガポール駐在。現在、東
南アジア・日本でビジネスを手掛ける夫とともに、親子3人でシンガポールに在住。

JFE エンジニアリング　シンガポール

多様な働き方への理解を背に受け、
次なるチャレンジへと歩み続ける。

ライフステージに沿ったくらしを創る、それが JFE エンジニアリングの社員です。
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橋梁の建設現場で施工の計画・管理を担当しています。搬入された数
メートルにおよぶ部材や、細かい部材を現場で組み立てた大きな部材
を、数ミリ単位の精度で所定の位置に設置するのが橋梁建設の醍醐
味。徐々にでき上がる構造物の大きさにやりがいと責任の重さを感じま
す。今担当している橋が完成すれば、東京湾岸の交通アクセスが大幅
に改善されます。これからも、橋梁を通してくらしやすく快適なまちをつ
くり続けていきたいですね。

社会インフラ本部　橋梁事業部（現所属：同 海外事業部）
2016 年入社　都市地域社会専攻修了藤井 美久

経理部で、固定資産および特別目的会社の経理業務などを担当してい
ます。配属から間もないため、聞こえてくる言葉はまるで外国語。私の的
外れな質問に快く答えてくださる先輩のように、早く専門性を身につけ
たいという気持ちが、今のやる気の源です。弊社には、知識・経験とも豊
かで周囲から頼られる一方、ご家族も大切にされている女性の先輩がた
くさんいます。先輩のように専門知識を高め、キャリアプランやライフプ
ランも描き……モチベーションは高まるばかりです。

就活時、土木分野で学んだことを活かして多くの産業と関わりたいと
思っていたので、受注した案件の土木建築部分を一括して担当する部署
がある弊社は魅力的でした。念願かない、現在その部署でエネルギープ
ラントの仕様決定や見積りなどを担当しています。私より、年齢も経験も
ずいぶん上の方ばかりとのやり取りになりますが、遠慮は禁物です。しっ
かり発言し、情報発信をしなければ、設計に影響が出たり、プロジェクト
が滞ったりすることも。重要な役目にやりがいを感じています。

飼料プラント内の機械設備を駆動・制御するために必要な設備設計と
配置計画を担当しています。世界中のくらしの質を向上したいと考えて
入社し、飼料プラントを通してその夢に一歩近づけたと感じています。い
つかは、一人前の電気計装技術者として海外プラントを担当したいです
ね。でも目下のところ、担当中のプラントが完成し、そこで製造された飼
料からおいしいお肉がつくられることが一番の楽しみ。焼肉を食べるた
び、実はワクワクしています。

入社後2年間、国内で下水処理設備の設計や技術開発に携わり、現在
は、ベトナムに新設される下水処理場建設工事のプロジェクトメン
バーとして現地に駐在しています。初の海外、初の現場なので、新入社
員に逆戻りしたような感覚です。しかし、水処理に使われる特有の機
器を扱った国内での経験が存分に活きています。チームで動くことが
多い会社なので、みんなで働くことが好きな人ならば楽しくしっかり成
長できますよ。

入社以来、ごみ焼却発電プラントの営業をしています。特に印象に残って
いるのは、入社2年目で担当を任された案件。半年にわたる提案準備期
間は、精神的にも体力的にもハードでしたが、エンジニアなど多くの関係
者の努力を結集し、無事受注に導くことができました。“くらしの礎を創る”
使命に人生を懸ける価値を感じて入社を決めましたが、受注が決まった
瞬間は、まさにその価値を実感し、この上なくうれしかったです。今後もこ
の思いを忘れずに日々の業務に励んでいきたいと思っています。

住む人がもっと好きになる
街をつくりたい

経理部（現所属：人事部）
2016 年入社　環境資源学専攻修了小倉 加世子

プロとして、人として、
憧れの対象がたくさん！

シビルエンジニアリングセンター
2015 年入社　理工学部卒山本 紗穏里

若手も要になれる、
それが魅力の職場

制御技術センター
2015 年入社　生体機能工学専攻修了今本 翔

食で人を笑顔にする、
それも可能な会社

環境本部　海外事業部（現所属：同 エンジニアリングセンター）
2014 年入社　環境創生工学専攻修了坂槙 有紀恵

大阪支店　環境営業部
2016 年入社　法学部卒西澤 正章

水を通して社会に貢献！
ただいま海外勤務中

モチベーションの源泉は、
社会の発展に寄与する実感

支援制度

社員それぞれが能力を発揮して活躍できるように、JFEエンジニアリングでは、各種支援制度を設定しています。
法で定められている制度内容よりも手厚く設定しており、より多くの社員が活用できるようになっています。

働きやすい環境を目指して

働きやすい環境づくりとその浸透を目指し、「創る」企業ならではの実行力で具体的な取り決めや取り組みを進めています。

育児休業

育児休業回数

配偶者出産時休暇

育児短時間勤務

失効年休の積立

子の看護休暇

介護休業

企業内保育園

子が1才まで

原則として1回

定めなし

小学校就学まで

定めなし

3年

定めなし

最長2年6ヶ月

再取得可

特別有給休暇5日

小学校6年生終了まで（2時間/日）

3年（分割取得可）

2012年に横浜に自社専用保育園開設

JFE エンジニアリング法定

失効年休（5日/年、最大60日積立可能）を介護、
学校行事への参加などに利用可能

子の看護、学校行事などのため、
子の人数にかかわらず
10日間/年の休暇（無給）取得が可能

仕事と暮らしの両立をサポートするため
下記のような具体的な取り決めを実行し
ています。
・ 定時退社日の設定
・ 20時以降残業原則禁止

ワークライフバランスの推進

独身寮は、東京都・神奈川県に計5ヶ所。ま
た、社員が希望する物件を会社が借り上
げ、独身寮・社宅として利用することもでき
ます。

独身寮・社宅

横浜本社に近いJR鶴見駅ビル内に保育
施設を開設しています。

企業内保育施設「子どもの森」

部長以上の管理職を対象に、上司と部下
の関係にスポットを当てたイクボス研修を
実施しています。
＜イクボスとは＞
以下を満たしている上司・経営者・管理職
① 部下の私生活とキャリアを応援
② 自らも、ワークライフバランスを満喫
③ 組織の目標（利益など）を達成

イクボス

自ら成長していける力を身につけて、目指
すキャリアと向き合っていけるように、各
種研修メニューを用意しています。
・ 階層別研修
・ 語学研修
・ 女性社員向け研修
・ 技術研修　など

研修制度

幅広い年次の技術系女性社員が定期的
に集まり、部署を超えた交流の場を設け
ています。
業務にこだわらない様々な話ができるだ
けでなく、キャリアを積む先輩社員の姿を
見ることで、若手社員が自分のキャリアに
ついて考えるきっかけとなっています。

リケジョ会

年5日
（2人以上は10日）

若手社員が語る JFE エンジニアリング JFE エンジニアリングの支援体制
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