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防衛省・自衛隊は、女性職員の活躍と、職員のワークライフバラン
スを一体的に推進するため、「防衛省における女性職員活躍とワーク
ライフバランス推進のための取組計画」を策定し、女性職員の採用・
登用について具体的な目標を定めるなど、意欲と能力のある女性職員
の活躍を推進するための様々な施策に取り組んでいます。

その取り組みの一環として、防衛省各機関において、様々な働き方
やキャリア形成をしてきた女性職員の活躍事例を広く紹介することに
より、女性職員の仕事と家庭生活の両立に関する不安の払拭及びキャ
リア形成の資とすることを目的として、女性職員の活躍紹介事例集を
作成しました。

全国各地で働く女性職員の皆さんが、仕事と家庭生活の両立への不
安を感じたときや、キャリア形成で悩んだときに、この事例集で紹介
されている女性先輩職員の経験やメッセージがひとつの参考になれ
ば幸いです。

また、この場をお借りして、ご協力いただいた職員の皆様に感謝申
し上げます。
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できることを 精一杯やる
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陸上幕僚監部指揮通信システム・
情報部情報課　総合情報班長
１等陸佐
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悩みながらも悩まない

防大入校時から女性の数が少なかっ
たので、男性の中で働くことに違和感は
なかったのですが、部下である男性隊
員のほとんどにとっては、初めての女性
上司であり、戸惑った部分もあったと思
います。そのため、初級幹部の頃は隊員
との距離を縮めるのに悩み、苦労した記
憶があります。結婚して子どもが生まれ
てからは、仕事にも育児にも十分な時間
を費やすことができず、両方とも中途半
端な気がして育児と仕事のバランスに
悩むこともありました。同居している義
母にほとんど育児をお願いしているの
ですが、子どもが小さい頃は、泣いて離
れるのを嫌がる息子を置いて出勤する
度に罪悪感に襲われ、仕事を続ける意
味を考え悶々とすることもありました。
しかし、子どもにとっても２４時間母親
とべったりいるよりも、保育園でお友達
と遊んだり、多くの人と接することも大
事だと考え、仕事ができる環境にある

うちは仕事を続けようと決心し、くよく
よと悩まず、使える時間にメリハリをつ
け、仕事の時間は仕事に集中し、子ども
と過ごす短い時間を大切にしています。
今は、息子も楽しく保育園に通っていま
す。

励ましてくれた方々のおかげで今

がある

昇任のお話をいただいた頃は、子ど
もが小さく病気などで休むことも多
かったので、同僚等に迷惑をかけると
思い、昇任のお話しを受けるべきでは
ないのでは、とも考えました。しかし、
その時の上司が「子どもがいる女性も普
通にキャリアアップできるような組織
にすることが大事」と背中を押してく
れたので、今の私があると思っていま
す。確かに、全ての子どもを持つ女性隊
員が仕事を続けることができる恵まれ
た環境にあるとは限らないとは思いま
すが、自分から必要以上に制約を設け

ることなく、可能な範囲でチャレンジ
することが大切ではないかと思います。
フェイスブックＣＯＯ著の「ＬＥＡＮ・
ＩＮ」という本の中に「女性は制度的な
障害だけではなく、内なる障害とも闘
わなければならない」、つまり、女性は
自ら遠慮したり躊躇したりする傾向が
強く、この意識を変えなければならな
い、という趣旨の内容があり、自分にも
思い当たる節が多く反省しました。女
性が前に出てリードしても普通に感じ
られるような社会を望むならば、まず、
自分が前に出ることが必要なのだとい
うことを考えさせられました。

女性職員へのメッセージ
女性は結婚や出産・育児など自分一人では決めることができないことが多いので、悩んだり、迷う

こともあると思います。その時々で真剣に考え、出した結論が最善と信じて前向きに進むことが大切で
はないかと思います。できないことをくよくよ悩むよりも、できることを精一杯やるしかないと割り切っ
て、周囲への感謝の気持ちを忘れず、皆さんの素晴らしい能力を十分に発揮して仕事もプライベート
も充実した人生を送って欲しいと思います。

5 :00 起床、子どもの弁当作り、洗濯、出勤準備
6 :20 出勤

日　中 業務（ミーティング・会議参加、業務指導、
各種調整等）

22 :00 帰宅、食事、入浴
24 :30 就寝

息子と

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 6年 4月 防衛大学校入校
平成 11年 11月 特科教導隊（第１中隊）
平成 14年 3月 幹部候補生学校教官
平成 16年 3月 第12特科隊
平成 17年 8月 指揮幕僚課程入校
平成 19年 8月 情報保全隊本部
平成 21年 3月  陸上幕僚監部運用支援･情報部

情報課
平成 23年 8月  陸上幕僚監部教育訓練部教育訓

練計画課
平成 25年 3月 研究本部
  5月 長男出産（育児休業8 ヶ月）
平成 27年 3月 国家安全保障局出向
平成 29年 3月 幹部高級課程入校
平成 30年 3月 幹部学校教官
  8月 現　職

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例
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自信をもって。きっと出来る。自分らしく。
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陸上自衛隊第11後方支援隊　
第２整備中隊長
３等陸佐
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「女性初」の責任を前向きな気持

ちに換えて

陸上自衛隊には、部外の理工系大学院
の博士課程（５年間）に行くコースがあ
り、私は女性で初めてそのコースへ進む
機会を頂きました。後に続く後輩にしっ
かりとした道を残そうという思いもあ
り、昼夜を問わず授業、研究活動に精を
出しました。修士課程２年間を経て、博
士課程１年目のとき、教授からデュアル
ディグリープログラムを勧められまし
た。博士課程に在籍しながら、もうひと
つの修士課程に在籍し、２つの学位を並
行的に修めるというプログラムです。よ
り多くの知識を得ることで部隊に還元
できるものも多くなるだろうと思い、ビ
ジネスリーダーの育成を目的とするＭＢ
Ａコースへの進学を決めました。二足の
わらじにより、非常に厳しい生活を余儀
なくされました。授業、課題、研究、学会
発表、論文執筆…。常に締め切りに追わ
れ続けた５年間でした。「もうだめだ」と
思ったこともありましたが、自分を選ん
でくれた人、応援してくれている人のこ
とを思うと、出ない一歩を何とか前に出
して進むことができました。
「女性初」という肩書きはプレッシャー
ではありますが、これにより、頑張ろう
という気持ちに自然となるという点では
いいことでもあると思っています。

女性らしさを生かしたリーダー

シップを実践

若手幹部時代のほとんどを部外の大学
院で過ごした私は、中隊長という職に大
きな不安を感じていました。部隊勤務経
験が少ないうえに、女性の中隊長…。どう
いう風に部隊を指揮すれば良いのかと悩
みました。そんな中、最近では、女性的資
質（利他的、共感力がある、表現力がある、
忍耐強い等）がリーダーに求められている
という研究成果に出会いました。そして、
女性らしさが生かせるリーダーシップス
タイルとしてサーバント・リーダーシップ
というものが提唱されていることを知り
ました。サーバント・リーダーは、部下が
ミッションに向かうことを徹底して支え
るリーダーです。部下の話をよく聞き、共
感し、癒しを与え、部下の成長を
喜びとします。私は、中隊長上番
間、サーバント・リーダーシップ
を取り入れ、女性的資質をもっ
た指揮官は、部隊の成長のため
に必要であるということを実証
できればと思っています。

くじけそうなときは。くじけたとき

には。

平日仕事が忙しくて、休日何もする気が
起きないという週が続いたことがありまし
た。「このままではダメだ…」という不安や
焦りはあるものの、何もできない。そういう
時には、無理にでも環境を変え、自分らしさ
を取り戻そうとしました。以前から通ってい
るお料理教室のレッスンを予約し、外に出る
用事を作って、色々な人やもの、風景に触
れるうちに、だんだんと心が動き始めまし
た。そして、お料理教室でクリエイティブな
作業をしながら、周りの先生や生徒と会話
をしていると、心にハリが生まれ、自然とや
る気が出てきました。くじけそうなときは、
自分が好きなことをやってみると自分らし
さを取り戻せるのではないかと思います。

女性職員へのメッセージ
約６割の女性管理職が、「能力はあるのに昇進には消極的」という調査結果があります。防衛省・自衛隊

においても、それは当てはまるのではないかと思います。男性比率が高い組織の中で、昇進して引っ張って
いこうという気持ちにはなりにくいかもしれません。今、私は女性的資質と親和性の高いサーバント・リーダー
シップを実践し、女性らしくあることが部隊の成長につながるということを確かめようと思っています。
これからの日本には女性の働きが必要不可欠です。そして、女性的資質は組織の成果や満足度の向上に
必要です。みなさんも、どうかありのままに、自分らしく、自信をもって働き続けて欲しいと思います。

6 :00 起床、朝食、身支度
7 :00 出勤、メールチェック等
日　中 執務、会議参加等
20 :00 帰宅
20 :30 夕飯、入浴
22 :00 読書、インターネット等
23 :00 就寝

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

大学院卒業式

趣味のパン作り

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 15年 4月 防衛大学校入校（第51期）
平成 19年 3月 幹部候補生学校（第88期）
  12月 第43普通科連隊第2中隊
平成 20年 3月  西部方面後方支援隊第106全般

支援大隊整備中隊
   火器整備班長
平成 22年 3月  霞ケ浦駐屯地業務隊（筑波大学

院博士課程）
平成 27年 3月  防衛装備庁装備開発官（陸上装

備担当）第１開発室
平成 29年 3月  幹部学校技術高級課程（第45期）
平成 30年 3月 現　職
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感 謝 と 信 頼
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陸上自衛隊西部方面ヘリコプター隊
第３飛行隊　航空操縦士
１等陸尉
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常に感謝の気持ちをもって

操縦士になって約１９年経ちました
が、独身の時とは違い、家庭と仕事を両
立させるため、家族や部隊、上司等の理
解と配慮に感謝して勤務している毎日で
す。結婚して３年経つ頃、夫の実家のあ
る熊本から千葉へ夫と共に転属になりま
したが、親類縁者のいない環境において
も１歳になる娘を育てながら仕事と家庭
を両立させていました。普段は部隊や夫
に早めに勤務調整をしたり、２か所の保
育園に登録をして休日や時間外の仕事に
も対応できるようにしていました。そん
な中で発生した東日本大震災の災害派
遣の時は、当初夫の親に千葉まで来ても
らい子どもの世話をしてもらっていまし
たが、長期化したため熊本へ連れて帰っ
てもらい、臨時に保育園に登録して任務
に対応していました。その後熊本へ転属
して２年経つ頃、熊本地震が発災し、夫
の実家が被災地の中心地だったため職
場に子どもを
連れ、部隊が
臨時に開設し
た家族支援の
ための部屋に
託し災害派遣
に対応してい
ました。この
ように家族や

部隊、上司等に助けられながらなんとか
家庭と仕事の両立を維持できており、家
族や部隊の援助を有難く感じています。
次は自分と同じような立場にある隊員を
フォローしていこうと思っています。

信頼関係を築く

仕事に対する高いモチベーションを
維持するエネルギーは、任務達成時や
任務先での笑顔・お礼、子どもの励まし
の言葉です。これは不安なく家庭と仕事
を両立させることで得られるものだと
思っています。そのためには家族や職場
と信頼関係を築くことが大切だと考え
ています。信頼関係を築くために私が心
掛けていることは①業務予定を早めに
立て、予備を作り不測事態が起きた時も
対応できるようにしておく。②その時々
の状況で出来ることと出来ないことを
明確にして出来ることは全力でする。③
頼るだけではなくギブアンドテイクにな
るように代替を提示する。④些細なこと

でも言葉として発してコミュニケーショ
ンを多くとる。⑤自分の状況と周囲の状
況を理解しあえる環境を構築する。⑥家
族にも現在や今後の仕事の状況、子ども
の状況等の話をしておく。これらの小さ
な積み重ねを毎日実践しながら、仕事や
家族と真摯に向き合い信頼関係を築い
ています。そうす
ることで不安を
抱えながら仕事
をすることがな
くなります。今後
も仕事も家庭も
充実させ両立を
図っていきます。

女性職員へのメッセージ
自衛隊は様々な仕事があります。自分の可能性を信じ、成長していくことができる職場です。ライフイ
ベントとして仕事（キャリア）を含め様々な選択を迫られる時期があると思います。例えば結婚、出産、介
護、単身赴任、キャリアアップのための長期任務・長期入校等その時々で家庭と仕事に関して選択を迫
られることがあります。その時に家庭か仕事かの２択ではなく、自衛隊は職場の支援を得て現職を続けた
り、現職を続けるのは厳しい状況であれば、現職とは違うけれども自分の状況に応じた仕事をすることが
できる選択の幅があります。仕事を諦めることなく続けられる環境は整っていると思います。自分を信じ
て、周囲に感謝し、信頼関係を築きながら今後自分の生活を更に輝くものにしてもらいたいと思います。

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 2年 3月 陸上自衛隊入隊
平成 4年 4月  自衛隊体育学校入校（アーチェ

リー班）
平成 9年 1月 航空学校宇都宮校入校
平成 11年 10月 ウイングマーク取得
平成 12年 3月  西部方面ヘリコプター隊
   （V-107操縦士）
平成 13年 2月 西部方面ヘリコプター隊
   （CH-47操縦士）
平成 19年 2月 長女出産（育児休業４ヶ月）
平成 20年 3月 第１ヘリコプター団
   （CH-47教官操縦士）
平成 26年 3月 現　職

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例
5 :30 起床、朝食、洗濯、お弁当作り
7 :00 出勤
日　中 フライト、業務調整等
18 :30 退庁
19 :00 帰宅、夕食（準備）
21 :00 家事、入浴等
23 :00 就寝

CH-47と

娘と
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一 会一 期
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海上自衛隊第１護衛隊司令
１等海佐

東
あずま

　良
りょう

子
こ

多くの出会いがあって現在が 

ある

気がつけば、海上自衛隊に入隊して
22 年が経過しています。22 年と文字
にすると、非常に長い時間のように感じ
ますが、あっという間だったというのが
実感です。入隊時の自分と、現在の自分
と比べて成長しているなという実感は
ありませんが、まがりなりにも様々な配
置での業務を全うすることができたの
で、少しは成長しているのかなと思って
います。「配置が人をつくる」と良く言
われます。まさに、そのとおりだと思い
ます。なぜ、配置が人をつくることがで
きるのか。その配置で必要とされる知識
を習得することも一つの要因だと思い
ますが、大きな要因は周囲の人、それは
上司だけではなく同僚、部下の存在だと
私は考えています。これまで出会ってき
た上司、同僚及び部下に育ててもらい、
これまで、そして、現在の自分があると
思っています。これからも多くの出会い

を大切に、これまでの出会いに感謝しつ
つ、少しでも成長していきたいと思って
います。

メリハリを持って主導的に

同じ仕事をしていても、指示待ちの「受
け身」の姿勢だと、どうしても「やらされ
ている」感が拭いきれません。また、自
分で業務をコントロールすることができ
ず、時間だけがダラダラと過ぎてしまう
ことも多いと思います。「受け身」では仕
事とプライベートのメリハリをつけるこ
とができず、モチベーションも上がりま
せん。そうなると、ずっと仕事に追われ
ているように感じ、行き詰まって…とい
う悪循環に陥りがちです。そうならない
ために、私は自ら業務の取り組み方法を
考え、主導的に実施することにより、仕
事をコントロールし、メリハリをつける
よう心がけています。行き詰まった時は
思い切って、全く違うことをすることに

より、頭をクリアにして、新たな気持ち
で業務に取り組むようにしています。

着任（訓示）

第30次・第31次派遣海賊対処行動水上部隊指揮官交代

女性職員へのメッセージ
どんなに経験を積んでも、新たな配置への不安は常にあります。また、ライフイベントにより自分を
取り巻く環境が大きく変わる事も多いと思います。その変化は不安だけをもたらすと考えがちです。し
かし、逆に考えれば、変化があることは、日々に新鮮さをもたらし、新たな発見を見つけることができ
る環境とも言えます。これまで、物事をある一つの面からしか見ていなかったことが、実は違う面から
見てみると全く違うことに気付けたりします。変化から不安だけを感じるのではなく、新たな発見を楽
しみ、仕事へのアプローチをいろいろと変えるなど挑戦してみることが必要だと思います。
また、実施する前に一人で考えて悩んでいた事が、挑戦してみると、案外、上手くいく事も多いと思います。
「案ずるより産むが易し」とりあえずやってみよう、挑戦してみようという、一歩踏み出すことが、新た
な世界を広げる重要な鍵だと考えています。

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 8年 3月 海上自衛隊入隊
平成 10年 2月 練習艦「みねぐも」
平成 11年 11月 練習艦「かしま」
平成 12年 12月 練習艦隊司令部
平成 13年 9月 海上幕僚監部防衛部防衛課防衛班
   （兼）海上自衛隊幹部学校
平成 14年 12月 練習艦「あきぐも」航海長
平成 16年 3月 幹部中級課程（航海）
平成 17年 3月 試験艦「あすか」航海長
平成 18年 8月 練習艦「しまゆき」船務長
平成 20年 3月  海上幕僚監部人事教育部人事計画

課制度班
平成 21年 3月 指揮幕僚課程
平成 22年 3月  護衛艦隊司令部幕僚（艦艇安全幕

僚）
平成 24年 1月 練習艦「かしま」副長
平成 25年 3月 練習艦「せとゆき」艦長
平成 27年 3月 幹部高級課程・統合高級課程
平成 28年 3月  海上幕僚監部人事教育部人事計画

課要員班長
平成 30年 3月 現　職

5 :30 起床
5 :45 艦橋で部下等からの報告受け
6 :25 朝食
8 :00 各種訓練等

11 :30 昼食
13 :00 各種訓練等
15 :00 艦上体育
16 :30 入浴
17 :15 夕食
18 :15 隊司令部ミーティング
19 :00 部隊内ミーティング
23 :00 就寝
※ 航海中は24時間、任務、訓練等の繰り返しです。

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例
護衛艦にて航海中の場合
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どんな時でも 楽しむ気持ちをもって
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海上自衛隊練習艦「やまゆき」　船務長
３等海佐

扇
おおぎ

　理
り

恵
え

子
こ

一番大切なものは何か

海上自衛隊に入隊し、主に艦艇勤務を
しながら10 年が経ちました。艦艇勤務を
続けるか悩んだことは多くありましたが、
一番悩んだことが育児休業復帰後の娘の
ことでした。育児休業に入る前から、復職
後は広島県江田島市にある第１術科学校

（艦艇乗員を養成する教育機関）で学生と
して１年間勤務することが決まっていま
した。同時期に夫も艦艇乗組が決まって
いたため、学生期間に私が娘の面倒を見
ることは非常に難しい状況でした。この
状況下で考えたことが、娘にとって一番
大切なものは何かということです。そう
考えた時に、両親が常に娘の傍にいるこ
とができない状況では、常に娘に寄り添
い世話をできる人が傍にいることが一番
大切だと考え、主に夫の両親に娘の面倒
を見てもらうことを決心しました。

現在は、娘にも寂しい思いをさせてし
まっていますが、休日や休暇の期間を利
用して可能な限り娘との時間を確保して
います。これからの勤務も、様々な課題を

乗り越えなければなりませんが、常に娘
や家族にとって何が一番大事なのかを考
えて勤務していきたいと考えています。

何事も前向きに

艦艇勤務を楽しむために大切にしてい
ることは、常に前向きに物事を考えるこ
とです。長期の出港や困難な訓練も、そ
れをいかに乗り越えるか前向きに考える
ことで、嫌だと思っていることでも何と
かなるように思えてきます。嫌だという
感情は、不安なところや分からないとこ
ろがあるために湧き上がってくるもので
す。そのため、分からないことがあれば、
一人で抱え込まずに幹部の先輩や頼りに
なるパート長（艦艇における各職域の最
先任の海曹）に相談することで、積極的
に解消するように努めています。任務を
乗り切るためには、一人で悩んでいても
決して上手くいきません。艦全体として
目的を達成するために、自分は何をする
べきなのかを考え、不安な点を潰してい
くことで前向きに勤務に取り組むことが

できると考えています。
何事にも前向きに取り組んでみること

で、今まで嫌に思っていたことにも達成
できたときの喜びを感じることができま
す。大変なことが多い艦艇勤務ですが、
何事にも楽しみを見つけながら前向きに
勤務に取り組むことを大事にしていきた
いです。

出港中の艦橋勤務 曳船指揮を行っているところ

艦橋立直中

女性職員へのメッセージ
結婚や出産、子どもの預け先等で今後の勤務について悩むことが出てくると思います。私も育児休

業からの復帰で悩んだときは、女性の先輩に相談に乗ってもらい、自分がとるべき道を決めてきまし
た。また、勤務を続ける上で、頼ることができる人を増やすことが大切になってきます。親族が近くに
いないときは、行政のサービスで利用できるものがないか、両立支援制度で活用できるものがないか
を考えてみてください。その上で、勤務を続けるためには自分にとって何が一番大切なのかを見失わ
ないように、前向きに勤務できる環境を整えていきましょう。

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 20年 3月 海上自衛隊入隊　幹部候補生学校
平成 21年 3月 遠洋練習航海
  9月 訓練支援艦「くろべ」
平成 22年 12月 練習艦「しまゆき」
平成 23年 9月 潜水艦救難母艦「ちよだ」
平成 24年 12月 練習艦隊司令部
平成 26年 1月 護衛艦「てるづき」航海長
平成 27年 3月 海上幕僚監部情報課
平成 28年 3月 長女出産（育児休業１１ヶ月）
平成 29年 3月 幹部中級航海課程
平成 30年 3月 現　職

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例
5 :45 起床

6 :30 帰艦（艦艇では、登庁することを「帰艦」
と言います。）

7 :15 オペレーション（当日の作業や訓練の内
容を確認します。）

8 :00 始業
16 :45 終業

18 :30 出艦（艦艇では、退庁することを「出艦」
と言います。）
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もって、仕事は楽しく自信と誇りを
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どんな仕事でも輝ける

幹部任官からこれまでに 16 のポスト
を経験しました。時には、同じようなポ
ストを繰り返したこともありました。そ
んな時、一度経験したことを踏まえて、
仕事の中身を見直し、効率や品質を上げ
ることに取り組みました。同じ職場の仲
間とともに課題の解決に取り組んだ後
は、充実感と一体感を得ることが出来ま
した。自分の人事に文句を言って、そこ
での仕事の品質を上げる努力をしない
人も見てきましたが、とてももったいな
いことだと思います。自分が配置された
どんなポストでも、真剣に取り組み、成
果を残すことで、達成感が得られるとと
もに、輝けると思います。

そして、異動に伴う離任の際に、それ
までの職場での出来事を振り返ると涙
がこぼれます。感情を制御できないのは
情けない話で恐縮ですが、一緒に勤務し
苦楽を共にした仲間との別れに、涙と共
に充実感に包まれます。自衛隊は、多く

の人と関わることができて、精強な部隊
の一員として誇りをもって勤務できる
素晴らしい組織だと思います。

何にでも価値がある～忙しさは

自らの能力向上のチャンス～

部隊指揮官として勤務する際には、
「指揮」と「統御」について常に考えてい
ました。特に、部隊の力を高めるために
は、やる気を起こさせてやらせる「統御」
をいかにするかを考えました。価値を見
つけて価値を伝える、即ち「仕事を任せ
て、意義を伝え、よく見て、ほめる」こと
が本当に大切だと、経験を重ねる中で気
付きました。自分自身でも、自分に任せ
られた仕事の意味、意義、目的を考える
ことを通じて、自分の果たすべき役割を
認識することで、やりがいを見出してい
ます。これまでも、成功体験だけでなく、
数々の失敗もしてきましたが、その失敗
が自分に教えてくれた価値を考えると、

失敗にも意味があって、成長の糧となっ
ていることがわかりました。

また、家族とのかかわりの中で、忙し
い毎日の中で汲々とする時期もあると
思います。そんな日々でも、「時間の使
い方が上手に
なり、効率よ
く仕事をする
能力を高める
チャンス」と
と ら え れ ば、
楽しく仕事に
取り組めるの
で は な い で
しょうか。

航空幕僚監部人事教育部　援護業務課長
１等空佐

荒
あ ら

武
た け

　香
か

織
お り

女性職員へのメッセージ
私が自衛隊に入隊した当時は、男女雇用機会均等法施行から数年が経過し、幹部候補生学校では、

学生隊の編成が以前の女性だけの区隊から男女混合となりました。部隊に配属となってからも、男女
の別なく人事管理をしていただき、各種訓練指揮官も経験しました。これまで、性差による不公平を感
じることなく勤務経験を積むことが出来たと実感しています。家庭を持ち子どもが生まれてからは、家
族の協力と周囲の支援に支えられて勤務を継続できたと感謝しています。家事や育児、介護といったプ
ライベートでの仕事は、一人で抱え込むことなく、周囲で支え合う必要があると思います。よく義父が、
「困ったときはお互いさま。」と言って助けてくれたことを思い出します。今は、自分が誰かを支えられる
時期だと思っています。支えが必要な一時は、周囲の支援に甘えることも大事ではないでしょうか。

5 :00 起床
7 :30 出勤　メールチェック等
日　中 会議、業務調整、報告、企業訪問等
18 :00 異業種交流会
21 :00 帰宅
23 :00 就寝

部隊の仲間と共に

等々力渓谷にて
これまでの主な経歴（プロフィール）

平成 2年 3月 航空自衛隊入隊（一般幹部候補生）
平成 3年 3月 任官　中部航空警戒管制団（入間）
平成 5年 2月 長男出産（育児休業取得なし）
平成 6年 10月 第３補給処
平成 7年 5月 次男出産（育児休業取得なし）
平成 10年 3月 警戒航空隊（三沢）
平成 13年 3月 第１補給処
平成 15年 8月 航空幕僚監部装備部補給課
平成 18年 8月  中部航空警戒管制団（入間）  

補給隊長
平成 20年 6月 補給本部計画部
平成 21年 12月  航空幕僚監部装備部補給課 　 

補給第１班長
平成 23年 8月 幹部学校付
平成 24年 8月 補給本部　計画部補給課長　
平成 26年 4月 補給本部　第１部長
平成 27年 10月  航空幕僚監部装備計画部  

整備・補給課　整備・補給調整官
平成 29年 4月 第2航空団　基地業務群司令
平成 30年 8月 現　職

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例
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はい！ よろこんで！

15 16

航空自衛隊南西航空警戒管制団
南西防空管制群　防空管制隊長
２等空佐

中
な か

岡
お か

　絵
え

梨
り

子
こ

体を整える。

私は航空自衛隊で兵器管制官という
運用の仕事をしています。若い頃には
夜勤があり、加えて三度の飯より宴会
が好きだったので生活が乱れがちでし
た。

そんな生活習慣が改善されたのは結
婚してからです。夫は結婚当初は民間
企業に勤めており別居状態でしたが、
同居を実現するためにどちらが離職す
るかという争いで私に敗れ、今は自宅
で自営業をしています。自由が効く職
業柄、私の異動に合わせ転属先にも付
いてきてくれるようになり、私は転勤
の話に「はい！よろこんで！」と即応で
きるようになりました。

夫は、日々の生活を大事にする人で
す。特に体調管理の根源である睡眠時
間の確保にはうるさいです。当初は睡
眠欲がやたらと強いだけと思っていた
のですが、体調を崩すことなく全力で
仕事に臨めているのはそのお陰だと今

は思っています。
仕事は掛けた時間の長さではなく成

果の質が重要です。運用職では瞬時の
判断にも質の高さが求められます。今
のような隊長職ですと、不摂生の影響
は隊全体に及びます。普段の睡眠や食
事、整理整頓などの些細なことが仕事
に影響を与えます。仕事のパフォーマ
ンスを上げるには職場での過ごし方よ
りも、それ以外の私生活こそ重要だと
思います。私は仕事ではまず「はい！よ
ろこんで！」と受け止めることを可能
な限り心掛けていますが、そんな心の
ゆとりも万全な体調から生まれます。

目標をもつ。

主人と結婚する際に、明確な目標を
持っていたことが、私が結婚後も離職
しなかった理由の１つです。私は戦闘
機操縦者に憧れて航空自衛官になりま
したが、当時は門戸も開かれてなかっ
た上に、航空身体検査でもあっさり落
ちました。しかし、その後に兵器管制官

という職種に就いてからは、作戦に携
わることにやりがいを感じるようにな
りました。また、やがて将来は先任管制
官や隊長職につきたいという具体的な
目標もできました。

私がそんな目標を持てたのは、当時
に女性初の隊長になられた方がいらっ
しゃったことが大きいです。具体例を
示していただけたことで、目標も努力
の方向性も明確になりました。航空自
衛隊は今や全ての職域に女性が配置で
きるようになり、2018 年の夏には戦闘
機操縦者も誕生しました。若い方にも、
先駆者の方々やその実現に尽力された
方々に感謝しつつ、仕事の上での明確
な目標を持ってほしいと思います。

女性職員へのメッセージ
女性は周りの目を気にして遠慮しすぎる傾向があると日頃から感じます。
昔とは違い、女性だからという理由で機会が奪われることは少なくなりました。ワークライフバラン

スを考慮した制度の導入も進み、女性が働く環境は自衛隊でも向上しつつあります。ぜひ、自ら機会を
求めて積極的になってほしいです。周りの目を気にしすぎると、内向的になりいつまでも自信はつきま
せん。積極的な姿勢を支持して応援してくれる上司や先輩・同僚はきっとたくさんいます。

5 :30 起床
6 :30 登庁
8 :15 課業開始

17 :00 課業終了

18 :00 退庁（訓練等あった場合は、終了まで）
懇親会等

22 :00 就寝

米軍との懇親会職場の仲間と

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 9年 4月 防衛大学校入校
平成 13年 9月 西部航空警戒管制団防空管制隊
平成 18年 8月 防衛大学校訓練部
平成 20年 4月 警戒航空隊第602飛行隊
平成 23年 8月 中部航空警戒管制団防空管制隊
平成 26年 4月 幹部学校付
平成 27年 3月  南西航空混成団司令部（現南西

航空方面隊）防衛部
平成 28年 3月 航空幕僚監部運用支援・情報部
平成 30年 4月 現　職

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

「気にしない。」」
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変化しながら 前進あるのみ！
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航空自衛隊航空中央業務隊　総務科長
３等空佐

平
ひ ら

川
か わ

　啓
け い

子
こ

道は拓ける！はず

夫と子ども２人に私の実母を加えた私た
ち５人家族は、これまで度々赴任形態を変
えてきました。全員揃っての生活、夫だけ
がいない生活、実母がいない核家族生活。
異動の度にくっついたり離れたり、よく言
えばいつも新鮮、悪く言えば落ち着きのな
い生活です。新しい生活環境となる度に適
応力や、忍耐力を試される思いです。

当然、これまでの全てが順調だった訳
がありません。家庭内での衝突、子どもの
学校問題でのトラブル発生と、どこの家庭
でも起こる事が我が家にも沢山起こりま
した。次々に現れる「神様、次はこれです
か？？」と天を仰ぎたくなるような、数々の
問題をクリアすることで得た教訓は、「現実
を素直に受け入れて、できることをやる。」
でした。明日がすぐにやってきて、スムーズ
に子ども達を送り出さなくてはならない毎
日に追われる立場としては、悩んでいる暇
などありません。困りごとを発信して頼れ

るものは全部頼り、相談できそうな人を探
して知恵を借りる。そうして何かの行動を
しているうちに問題は解消されてきました。
解決方法も一つではなく、そのときできる
ことを、全部、とにかくやってみる。

結果、子ども達はどんどん育っている
し、笑ってもいるし、夫も、寂しい単身勤務
に耐えながら元気に働いています。これか
らも泣いたり笑ったりを繰り返しながら、周
囲に助けや知恵を請いつつ、深く考え込ま
ずに、今できることを懸命にやるだけです。

「必ず道は拓ける！」はずです。

応援ありがとう！

私は主に総務系の配置を多く経験してき
ました。仕えた指揮官の意図企図に沿った
行事やイベントを立案、計画調整し、実行
することは、大きな達成感を得られる一方
で背負う重圧と過程の苦しみは毎回相当な
ものです。準備に要する期間はそれぞれで
すが、その苦しみの過程において前進する
ためのエネルギーは、いつも職場の人々に
貰っています。調整役として頭を下げて回る

ことの多い分、その姿を見ている人から「い
つも大変ですね。」とよく声を掛けて貰いま
す。自分勝手に解釈し、この声かけは、「いつ
も見てますよ。」という声援だということにし
ています。人は声援を受けると張り切るもの
で、単純な私には効果てきめんです。そん
なことで？と笑われそうですがこれが私の
モチベーションアップ方法。声を掛けられる
ことをうれしく感じ始めてから、私からも気
づいたら職場の人々の働きに積極的に声を
掛けるようになりました。それぞれに苦しみ
ながら自分の仕事を全うするのが仕事場。

「ちゃんと見てるよ。」とみんなが発信し合い、
応援し合いながら役割をきちんと果たして
いける仕事場では効率も上がると信じてい
ます。

女性職員へのメッセージ
内務生活をしていた時期に先輩や後輩と職場の状況を日々 情報交換し、愚痴や悩みを自然に分かち合えた
時期は、視野を広く持つという点において大変貴重な機会でした。その後の生活でも、所属を越えた友人知人
とのコミュニケーションは閉塞感の打破や、解決法の発見に大変役立ちました。何事も指揮系統が優位になり
がちな組織ですが、それに依らない集団や仲間はピンチの時にびっくりするほど助けになります。子育て、家庭
内紛争、介護等職場では口にしづらい問題でもあっさりと解決の糸口を見つけられる情報源になり得ます。
横のつながりを大切にして、独りで頑張らずに大いに人を頼りながら進みましょう。

5 :00 起床、朝食、弁当作り
7 :30 登庁
日　中 資料作成、業務調整、報告、会議等
18 :00 退庁　買い物等
19 :30 帰宅、夕食
20 :30 子どもとの時間、入浴、翌日の準備等
22 :00 自分の時間
23 :00 就寝

通勤、通学前のワンショット
（防府南基地勤務時）

遠くで頑張ってるお父さんへ 
「みんな元気だよ！」

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

これまでの主な経歴（プロフィール）
昭和 61年 7月  航空自衛隊入隊 　 

保安管制群飛行管理隊
昭和 63年 9月  保安管制気象団司令部  

（現航空支援集団司令部）
平成 5年 4月 航空救難団小松救難隊
平成 8年 3月 航空救難団飛行群
平成 11年 3月 幹部任官　航空教育隊
平成 13年 3月 中部防空管制群本部
平成 14年 8月 中部航空警戒管制団司令部
  11月 長女出産（育児休業取得なし）
平成 16年 8月 第12飛行教育団整備補給群
平成 18年 8月  補給本部総務部  

（長女連れ（母連れ）単身）
平成 20年 3月  第12飛行教育団司令部
平成 23年 1月  長男出産（育児休業１年）
平成 24年 6月  北部航空方面隊司令部総務部
平成 27年 4月  航空教育隊司令部
平成 29年 8月 現　職
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陸上自衛官【准曹】

出会いは 成長の種
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たくさん経験すること

「そこでしかできない事に挑戦した方
がいい。」これは私が過去に上司から言わ
れて強く心に残っている言葉です。その
おかげで今の充実した生活があると思っ
ています。その部隊でしか経験できない
職務に就かせていただいたり、その地域
特有の行事に携わらせていただいたりと、
これまで幅広い職務を経験させていただ
きました。様々な経験を積んだことで、多
くの出会いを得ました。出会いは更なる
チャンスや繋がりをもたらしてくれます。
現在勤務させていただいている場所は、
まさに出会いがもたらしてくれた新しい
チャンスでした。女性自衛官がほとんど
いない環境での勤務は初めてだったので、
最初は不安だらけでしたが、周りの方々
の支えのおかげで安心し、少しずつ自信
へと繋がっていきました。職種の本来業
務からは少し離れた職務ですが、毎日が
新鮮でとても楽しい勤務です。しかしな
がら、原点は忘れずにしっかりと自分らし
く、これまで私を成長させてくれたすべ

ての方に感謝しながら、これからも日々
頑張りたいと思っています。

女性の多い職場

自衛隊に入隊して新隊員教育が終わ
り、私に与えられた職種は、会計科でし
た。会計科とは、駐屯地に所属する隊員
の給与の支払いや、部隊が必要とする物
資の調達等を行う職種です。平素は駐
屯時においてのデスクワークを恒常業
務としています。ほかの職種に比べて女
性自衛官の割合が高いため、勤務しやす
い環境にあります。休憩時間に同じ職場
の方とたあいもない話をすること、単純
なことですが大事なことだと思ってい
ます。特に女性同士だと悩みなども相談
しやすいので、同じ職場にいる女性の存
在はとても心強く感じます。

時間を有効活用するために

仕事を効率的に進めるために、目標設
定をしています。更に、業務に優先順位
をつけることです。あとは、出勤したら

まず最初に最新の状況を確認し、その日
にしなければならないことを頭の中で組
み立てています。うまくいかない時もも
ちろんありますが、そういう時はすぐ切
り替えて次を考えるようにしています。
仕事全体が見えていると先行的に行え、
自由な時間を捻出することが可能です。
休暇を取得して旅行をするなど、自分の
ために時間を費やす楽しみが増えます。
また、自由な時間を作ることはモチベー
ションアップにも繋がります。そのほか、
悩み事は一人では抱え込まないように
し、誰かに話すことで、前に進むための
ヒントや勇気をいただいています。

陸上幕僚監部監理部会計課総括班
総括係
１等陸曹

相
あ い

内
う ち

　絵
え

里
り

加
か

職場の仲間と

女性職員へのメッセージ
今は自衛隊でも女性活躍の場がどんどん拡大されていますので、更に両立支援制度は大事なも

のになってくると思います。仕事と家庭などとの両立は、必ず誰かの力を借りなければできませ
ん。悩みは一人で抱え込まず、相談して解決することで相手に自分の状況がわかってもらえます。
両立支援制度をより活用しやすい環境へ、そしてたくさんの女性がより働きやすい職場環境へと
変化し、生き生きとした生活を送れるようになっていくことを願っています。

5 :00 起床

6 :30
出勤
清掃、メールチェック、スケジュール確
認、書類作成・配布等

8 :30 課業開始

日　中 資料作成、業務調整、文書業務、庶務業務
等

17 :15 課業終了
スケジュール確認、書類整備等

19 :30 退庁
20 :00 ジョギング等
21 :30 夕食、入浴等
23 :00 就寝

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 12年 3月 陸上自衛隊入隊（補士10期）
  8月 東北方面隊第380会計隊
平成 15年 10月  第64期（１次）陸曹候補生課程

入校
平成 16年 1月  第126期初級陸曹特技課程（会

計）入校
  4月 第６師団司令部付隊
平成 19年 8月 東北方面会計隊本部
平成 22年 3月 東北方面会計隊第380会計隊
平成 28年 3月 現　職



奉仕の心を忘 れずに、今の自分に出来ること
M o d e l  2

海上自衛官【准曹】
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海上自衛隊第４術科学校　先任伍長
海曹長

坂
さ か

本
も と

　和
か ず

枝
え

人（部隊）のために

海上自衛隊の活動に必要な物資を準
備し提供する補給という職種を希望し
たのは、補給を教える第４術科学校（経
理、補給、調理を担当する者を養成する
教育機関）が私の出身地である京都府舞
鶴市にあったこと、教育隊の班長が補
給員であったことが理由でした。１７
期曹候から女性の採用が始まり、良く
も悪くも注目され、どうやったら認め
てもらえるのか、受け入れてもらえる
のか悩んだ時期もありました。３等海
曹に昇任し、現在まで「辞めたい」と一
度も思うことなくやってこられたのは、
厳しい中にも思いやりのある指導のも
と、「人（部隊）のために」尽力する姿を
自らが手本として示してくださった上
司や先輩に出会えたからです。

補給の仕事は幅が広く、全国の担当
者や関係各所と調整しながら仕事を進

めていきます。任務の多様化・予算削
減・人員不足と苦労することも多いで
すが、「人（部隊）のために何が出来る
か」チームが一丸となり取り組み、成し
遂げた達成感は何ものにも変えがたく、
大きな自信へと繋がります。

第４術科学校先任伍長として、経理・
監理・補給・給養の後方支援に携わる
学生に、「人（部隊）のために」尽くす喜
び等を伝えていけたらと考えています。

新たな気づきを求めて

仕事は「明るく楽しく前向きに」皆が
同じ目的に向かって邁進することが大
事です。そのためには、コミュニケー
ションを図り、お互い協力し助けあい、
誰もが意見が言い合える環境づくりが
大切だと感じています。

また、プライベートを充実させるた
めに、余暇を使って様々な講習に参加
し自己研鑽に努め、自衛隊以外の世界
の考え方を聴き学ぶことで、いかに自

分が組織に守られているかを知ること
があり、そこに感謝の心が生まれ「明る
く楽しく前向きに」仕事をする原動力
となっています。

そして、そこで得た情報や知識を職
場で共有することで、新たな「気づき」
が生まれ、それが「人（部隊）のために」
なるアイデアとなり、皆で成し遂げた
時には大きな喜びと自信となり、モチ
ベーションアップに繋がっています。

女性職員へのメッセージ
入隊時の目標、昇任時の目標、その節目節目に掲げた目標に向かって進むことは大切なことで

す。しかし自分自身や周囲の環境・状況が変わりその通りにいかないこともあると思います。そ
んな時には一度立ち止まり、振り返り、またその時々にあった目標を立て直せばいいと思います。
「今の自分に出来ること」を見つけて、少しずつプラスしながら、「焦らず・気負わず」一人一人が
活躍してほしいと思います。

文化部課外活動（お茶とお菓子を楽しむ会）

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 4年 3月 海上自衛隊入隊（Y-17期曹候）
  9月 海士補給課程
  12月  練習艦「まきぐも」（艦艇部隊実

習）
平成 5年 7月  徳島航空基地隊補給隊（航空部

隊実習）
平成 6年 3月 舞鶴補給所管制部
平成 10年 12月 舞鶴造修補給所艦船部
平成 14年 6月 第４術科学校教育第２部
平成 18年 8月 舞鶴造修補給所武器部
平成 22年 10月 舞鶴造修補給所計画調整部
平成 24年 4月 第23航空隊第231整備補給隊
平成 27年 5月 舞鶴造修補給所武器部
平成 30年 6月 第４術科学校総務課
  7月 現　職

5 :30 起床　身支度等
6 :15 朝食
7 :10 出勤
7 :30 メール等確認
8 :00 課業開始
8 :15 ミーティング
9 :00 業務資料等作成

12 :00 昼食（月５回～ 10回学校長と学生との
会食に参加）

13 :00 構内巡回・各種会報参加
16 :45 課業終了
17 :00 文化部課外活動（お茶とお菓子を楽しむ会）
19 :00 退庁
19 :30 夕食
23 :00 就寝

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例



つの恩返しを感謝と少しず
M o d e l  3

航空自衛官【准曹】
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力を抜いて

入隊してから 26 年が経ちます。その
間、結婚、２度の出産と育児休業の取得
を経験してきました。そして、主人が幹
部自衛官ということと私の職務上の都
合で、次女が１歳になる前から主人の
単身赴任生活が始まりました。それか
らがとても慌ただしい毎日の始まりで
した。当時は育児休業制度はあったも
のの、今のように充実した両立支援制
度はなく、育児休業から復帰した私は、
とにかく職場にだけは迷惑をかけられ
ないという気持ちで毎日を気を張った
状態で勤務していました。しかしなが
ら、小さい子どもは突発的な体調不良
がよく起こるため、急に休みを取らな
ければならないことも多々ありました。
また、職場においては、当直勤務等に家

庭事情を配慮していただきましたが、
結果、職場内で反感を買ってしまうこ
ともありました。子育てにおいても時
間に追われる日々が続き、楽しむ余裕
もありませんでした。そんな時、「もう
少し肩の力を抜きなさい。」と先輩方か
ら声をかけていただき、その一言でと
ても楽な気持ちになり、仕事と育児の
両立を楽しみながら毎日を送ることが
できました。

子育ても落ち着いた今は、主人に代
わり私が単身赴任中です。全く想像し
ていませんでしたが、皆様のお蔭で仕
事を続けていられることに感謝してお
ります。

自分の時間

仕事と育児を両立させていく中で、
自分の時間も大切にしたいという思い
はありました。子どもが小さいころは
自分の時間を見つけることが難しかっ
たのですが、市のファミリーサポート

センターを活用したり、友人に子ども
を預けたりと、少しでも気持ちをリフ
レッシュする時間を設けることで、仕
事や子育てに常に新鮮な気持ちで向き
合えた気がします。育児が落ち着いた
今は、職場における自分の地位や立場
も当時と違いますので、仕事の大変さ
は常に感じていますが、その中でも、自
分の時間をしっかり作り、心身ともに
リフレッシュし、心に余裕を持つこと
が仕事に対するモチベーションアップ
に繋がっていると考えます。

航空自衛隊航空保安管制群本部防衛部　
航空管制班員
空曹長

田
た

中
な か
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ゆ う

子
こ

女性職員へのメッセージ
仕事と育児の両立は、近年の充実した両立支援制度がありながらも悩みは尽きないもので

す。また、自分に完璧さを求めるが故に、心と体のバランスを失う女性も少なくありません。少
し「力を抜いて」みてはどうでしょうか。時には周りや支援制度を「頼って」みてはどうでしょ
うか。それからまた頑張り少しずつ組織に貢献できたらいいと思います。

バレーボールでリフレッシュ

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 4年 8月  航空自衛隊入隊  

（第25期新隊員(女子)）
  12月 百里管制隊
平成 10年 3月 入間管制隊
平成 11年 12月 長女出産（育児休業１年）
平成 13年 8月 千歳管制隊
平成 17年 3月 次女出産
   （育児休業１年）
平成 29年 4月 現　職

5 :00 起床、洗濯、朝食
6 :45 出勤

7 :00 報告資料の作成、業務調整、
メールチェック等

19 :00 退庁
19 :30 バレーボールの練習
21 :30 夕食、入浴、翌日の準備等
23 :00 読書等
24 :00 就寝

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例



事務官
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私なりに、 私らしく
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１ 歩踏み出す勇気を

現在入庁 18 年目になります。多種多様な
案件が次々に舞い込み毎日が忙しく過ぎる中、
円滑に業務を進めるには、早期に方向性を打
ち出し迅速にアプローチすることが勝負とな
ることが多いと感じており、優先順位を決めて
どう対応していくか、また、業務効率化への意
識や機運の高まりもあり、本当に必要な作業
か見直しながら業務にあたっています。過去
に未経験の業務を任された時、これまで培っ
た経験がいかせず不安に思うこともありまし
た。しかし、周囲からの助けを受けつつ一歩一
歩業務を進めていくうちに自ずと知識も蓄積
され、意外なところでその知識が役立ちます。
振り返ると、仕事に対しての意欲や好奇心は、
経験を重ねることで徐々に持てるようになり
ました。今思うのは、初めからできないと決め
込まず、興味と関心を持って１歩踏み出す勇気
を持つことが大事だということです。例えば、
気の進まなかった出向や研修への参加では、
様々な経歴の他省庁職員と議論し、考えも及
ばない観点を指摘され目から鱗が落ちるよう

な経験もしましたし、視野が広がったと感じま
した。チャレンジには不安が伴いますが、不安
を乗り越えた先に未知の景色が見えてくる楽
しみがあると思います。人生にとっても糧にな
りますので、自信はなくても新しいことにチャ
レンジする気概を持って仕事をしていきたい
です。

私に合ったモチベーションアップ

の方法

①身近なロールモデルの活用：最適なロー
ルモデルがいれば、参考にして将来を明確に
思い描き、目標を設定することで努力の方策
が見えてきます。しかし、経歴や生活環境は千
差万別で、単純に自分にあてはまる人を見つ
けるのは困難です。ですので、最適を追求する
より、学べるところは学び、盗めるところは盗
むという身近なロールモデルのいいとこ取り
をして将来をイメージしています。②○○まで
にしたい 10 のこと：毎年「今年したい 10 の
こと」という目標を立てその達成に向け予定を
組みます。仕事においても10 の目標を立てま
す。業務を効率的に進められますし、目標を達

成していく度にやる気も出ます。もちろん、達
成後の自分へのご褒美も忘れません。③プラ
イベートの充実：希望しない部署での勤務や
向かないポストに就くことで、仕事に対する魅
力ややりがいが薄れることがあります。仕事に
モチベーションを求めるのが難しいなら、仕事
を頑張るためのモチベーションをプライベー
トに見出してもいいと思います。退庁後や休日
に楽しみが待っていると、仕事でも重い腰が
上がるのではないでしょうか。

人事教育局人事計画・補任課
再就職等監視室　部員
防衛部員

八
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か ず
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み

女性職員へのメッセージ
大臣官房秘書課で勤務していた際、女性職員から様 な々お話を聞くことができました。女性職員は、仕事

に対しての熱意や斬新なアイデアを持っている方が多い一方、その時点では仕事よりも家庭に軸足を置きた
い人もいらっしゃいました。女性活躍とは、それぞれに捉え方は違いますし、こうあるべきと押し付けられるも
のではないと思います。10人いれば10人それぞれのキャリアプランがあり、価値観も歩んできた道もまるで
違います。従って、女性活躍とは、闇雲にキャリアアップを後押しするだけのものではなく、女性のライフプラ
ンにおいて幅広い選択肢を提供するものであってほしいと思います。私は、自分のライフスタイルに合わせた
働き方ができ、女性職員はこうあるべきという考え方に縛られすぎず、気負わず、向上心を持って仕事とプラ
イベートを潤いあるものにして、その時 の々ベストを尽くすことができればいいのかなと思っています。

休日のホームパーティ再就職等規制制度の周知教育

課業後の意見交換会
これまでの主な経歴（プロフィール）

平成 13年 4月  防衛庁入庁  
陸上自衛隊郡山駐屯地業務隊

平成 16年 4月 自衛隊仙台病院総務部医事課
平成 19年 4月  陸上幕僚監部監理部総務課広

報室
平成 21年 4月 大臣官房広報課（主任）
平成 24年 4月  防衛政策局調査課情報保全企

画室（係長）
平成 26年 4月 大臣官房秘書課（係長）
平成 28年 4月  内閣府再就職等監視委員会事

務局（主査、参事官補佐）
平成 30年 4月 現　職

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

6 :30 起床、お弁当作り
9 :15 出勤、メールチェック等
日　中 資料作成、打合わせ、対外調整等

19 :00 退庁
夕食（友人との会食や異業種交流会等）

21 :00 帰宅、入浴、家事等
22 :00 趣味の時間（DVD鑑賞、読書等）
24 :30 就寝
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経 験 を 糧 に
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陸上自衛隊中央業務支援隊総務部厚生科　
共済班長
防衛事務官

小
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の
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時代の変化と共に

定年まで２年をきりました。採用当初、育
児休業制度すらなかった時代から、今や「男
性も育児休業を」と時代の変化を感じます。
当時、長女が生まれた時代には育児休業制
度もなく、次女が生まれた際に初めて取得
しました。復職後、仕事との両立は予測不能
の毎日で、泣いたり笑ったり喜怒哀楽のぎっ
しり詰まった、大変でしたが貴重で大切な
時間でした。（後になるとこんな感じです。）
ただし、周囲の理解があってのことでした。
今は両立支援制度も整い選択肢も増えまし
たが、どんなに制度が進んでも当たり前と
思わず、周囲への感謝の気持ちは持ち続け
て欲しいと思います。

怒涛の子育てもひと段落、さあ仕事と
思った 40 代半ば、時代は女性登用に向かっ
ていました。ここでまた一難。意欲はあるも
のの育児のブランクが長く、ポストに見合っ
た経験も実力も乏しいという現実でした。と
は言ってもやるしかなく、取りあえず過去の
書類をあたり、知り合いを総動員して知識知
恵を借り、同じ職務の人達と情報交換した

り、多くの人に助けられ今に至っています。
子育てや仕事に夢中になって悪戦苦闘し

ている時は気づきませんが、そんな経験こ
そが自分の糧になり、成長を助けてくれた
と感じる今日この頃です。

隙間時間活用法

子育ての頃時間に追われた後遺症でしょ
うか、未だに隙間時間を埋めるのが好きで
す。代表的なのが通勤電車、昔は一人にな
れる貴重な時間でした。ラジオ講座、資格
試験の勉強など随分前向きな時代もありま
したが（ものにはなってはいません。）今は
もっぱら読書です。家ではほとんど読めな
いのですが、不思議と電車の中は進みます。
始発を待っての読書タイムは私の至福のひ
とときです。「市ヶ谷」のアナウンスにがっ
かりする事もしばしばです。

もうひとつの活用方法はお昼休みのラン
ニングです。ほんの２０分くらいですが、外
の空気を吸い込みながら体を動かすことは
健康にはもちろん、気分をリセットするには

とても効果的です。なんだかイライラする
時、煮詰まった時、外に出て歩くだけでも不
思議と落ち着き、いいアイデアさえ浮かん
できます。2018 年の１月、職場のノリで出
た勝田マラソンで思いがけずフルを完走で
きたのは、隙間時間活用の集大成かもしれ
ません。

時間は限られた方が能率が上がるもので
す。子育て中も集中力で乗り切って下さい。

女性職員へのメッセージ
先輩としてアドバイスという事でいろいろ考えました。私はこうでしたとは言えますが、それが皆さ

んに当てはまるかどうか。人それぞれ性格も価値観もまた環境も違うわけですから、道徳的な事を除
いては働き方に正解はないのでしょう。積極的にバリバリやる人、地道に専門的知識を追求する人、人
とのコミュニケーションを大切にする人、また趣味や家庭を大事にする人、それぞれ「仕事」という核
をしっかり持ちつつ、その中で自分にあったスタイルを見つけていければいいと思います。もちろん組
織の一員であることは忘れてはいけませんが、個人が充実する事で仕事や組織に相乗効果をもたらし
ます。途中で軌道修正もあると思いますが、他と比べない自分なりの働き方を見つけてください。

家族オリエンテーションで共済事業について説明

マラソン大会出走前これまでの主な経歴（プロフィール）
昭和 57年 4月  防衛庁入庁 　 

陸上自衛隊通信補給処総務部
昭和 58年 8月 陸上幕僚監部人事部募集課
昭和 62年 4月  陸上幕僚監部調査部調査第２別

室
  11月 長女出産
平成 2年 4月 陸上自衛隊通信補給処総務部
平成 4年 12月 次女出産（育児休業５ヶ月）
平成 5年 8月  陸上自衛隊北海道地区補給処苗

穂支処
平成 10年 4月 陸上自衛隊習志野駐屯地業務隊
平成 14年 4月 陸上幕僚監部監理部総務課
平成 17年 4月 陸上自衛隊幹部学校総務部
平成 20年 4月  陸上自衛隊関東補給処松戸支処

総務部
平成 23年 4月 自衛隊千葉地方協力本部総務課
平成 26年 4月 陸上自衛隊衛生学校総務部
平成 28年 4月 陸上自衛隊施設学校総務部
平成 30年 4月 現　職

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

5 :30 起床、お弁当作り
8 :10 出勤、メールチェック等
日　中 資料作成、業務調整、ミーティング等
19 :30 帰宅、夕食
21 :00 後片付け、入浴等
22 :00 自由時間（テレビ鑑賞、読書等）
24 :00 就寝
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取り敢えず、 １ 歩前へ
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海上自衛隊艦船補給処管理部会計課　
会計班長
防衛事務官
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全てを受け入れて

入庁して 39 年が過ぎ、その中で最も
大きな出来事は、平成２年に主人を病気
で亡くした事です。育児・家事・仕事そ
れから主人の面会、考える余裕も無く時
間に追われるように毎日を過ごしなが
ら、今出来る事をやらなければ一生後悔
するという思いで無我夢中で走り続け
ました。そして、主人の命が尽きた時、
私の頭の中に浮かんだのは、世の中に
は、どんなに努力をしても駄目なものが
あるのだということでした。だから努力
をしないという事ではなく、自分に出来
ることは全てやったのだから、結果に対
しては全てを受け入れ、今から続く未来
へ向かって前進し続けることでした。

そして子育てに一段落した頃、親の介
護が始まり、個人の状況によって違うと
思いますが、親が出来なくなった事に対
して全ての面倒をみるのではなく、親が
今出来る事を守るために手を貸そうと
決め、その為には助けを求められたら許

す限り何をおいても駆けつけ、必要以上
には手を貸さない、そして常に笑顔で接
しようと決めました。この常に笑顔でと
いうものが一番難しく、もう限界と感じ
たら用事を理由に一度その場を離れ、気
持ちが落ち着いたら戻っていました。

誰かの為に出来る事

私が入庁した頃の女性事務官は、寿
退職するか定年まで庶務として勤務す
ることが当たり前の時代でしたが、時代
の流れと共に専門的な職種に就くよう
になり、昇任し、長の付く配置に就くよ
うになりました。そのような変化をすぐ
に受け入れられた訳ではなく、大きな戸
惑いを感じていたことを覚えています。
しかし、「この配置に女性が就くのは初
めて。」という言葉に何度か直面した時、
生き生きと働く若い人達を見ているう
ちに、この人達の為に今の自分がするべ
き事は、綺麗に舗装された道を作ること
は出来なくても、獣道くらいなら私にも

作ることが出来ると考えました。
人は、自分の為には頑張れなくても、

誰かの為になら頑張れるものです。目の
前の書類は、この書類を次に受け取る人
の為に、この発表資料は、発表を見る人
の為に、そして、全ては今までお世話に
なった人達と後に続く若い人達のため
に。そう考えると、何だかやる気が出て
くるのです。それでも、無理かもしれな
いと思ったら、取り敢えず１歩だけ足を
踏み出してみましょう。他の人達より遅
いかもしれないけれど、足を止めさえし
なければ、いつか目標にたどり着く。私
は、そう信じています。

女性職員へのメッセージ
まだまだ育児や介護は、女性の手に委ねられているのが現実です。その反面仕事は男性と同じレベ
ルが求められています。無理をしてその両方の間で悩むのではなく、自分の人生を一人で悩まずに家
族と共に見つめ、様々なステップに相応しい時を見極めてください。私は、入校や遠方への転勤を、常
に娘と両親と共に考え、何が出来ないかではなく、何が（いつ）出来るかで選択して来ました。
見知らぬ土地や初めての職種は、少なからず不安になります。しかし、その不安の為に大切な時間

を費やさないでください。そこには、初めて見る景色や人との触れ合いがあります。私は、何処へ行っ
てもスーパーマーケットを歩いたときの驚きや感動に心を躍らせていました。

会計課オールスタッフ

これまでの主な経歴（プロフィール）
昭和 54年 4月  防衛庁入庁　海上自衛隊横須賀地方総

監部管理部人事課
昭和 56年 4月  海上自衛隊横須賀地方総監部副官付
昭和 58年 9月 海上自衛隊第２術科学校総務部
昭和 62年 11月  海上自衛隊横須賀基地業務隊会計課
昭和 63年 11月 長女出産
平成 7年 4月  海上自衛隊横須賀地方総監部経理部契

約課
平成 10年 4月 海上自衛隊運用開発隊総務科
平成 13年 4月  海上自衛隊横須賀地方総監部経理部経

理課
平成 16年 4月  海上自衛隊横須賀教育隊補給科経理係

長
平成 18年 4月  海上自衛隊東京業務隊会計科経理係長
平成 20年 4月  海上自衛隊八戸航空基地隊八戸経理隊

契約班長
平成 22年 4月  海上自衛隊横須賀基地業務隊本部会計

科経理係長（兼）補給係長
  9月 （兼）給養係長
平成 25年 4月  海上自衛隊下総航空基地隊下総経理隊

出納班長
平成 27年 4月  海上自衛隊佐世保地方総監部経理部監

査課会計監査専門官
平成 29年 4月 現　職

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

6 :00 起床、畑の世話、朝食
8 :15 出勤
日　中 書類チェック、報告資料作成、各種調整等
17 :00 退庁
18 :00 炊事、洗濯等
19 :00 夕食、片付け
21 :00 テレビ観賞、入浴
23 :00 就寝
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私なりのワー クライフバランスを目指して
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航空自衛隊航空開発実験集団司令部　
総務部人事課職員人事管理室　
補任専門官
防衛事務官
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周囲の理解と協力に支えられ

私は、一昨年育児休業から復職し、現
在、２歳の子どもを抱える中、片道約２
時間の通勤をしています。

復職にあたり、近所に住む夫の両親
のサポートを得ることになりましたが、
復職から半年ほどで夫の両親が病に倒
れ、一切のサポートが望めなくなってし
まいました。久しぶりの仕事に加え、家
事、育児に頻発する子どもの病気や夜泣
きの対応など綱渡りの生活が続く中、こ
のまま頑張れるのかと不安でいっぱい
になりましたが、先ずは上司に相談し、

「フレックスタイム制」や「休憩時間の
短縮」などの制度を利用させていただく
ことにするとともに、夫と話し合い、朝
の支度や保育園の送迎など、夫に協力し
てもらえる事はお願いすることにしま
した。また、家事に関しては、食材の宅
配サービスの利用、週末に総菜を作り置

くなど、手間をかけすぎない工夫もする
ようにしました。そうしていくうちに、
私達なりの仕事と家庭のバランスが掴
めてきた気がします。

仕事を続けていく上で、「周囲の理解」
と「家族の協力」は不可欠なものだと思
います。そこに自身の努力をプラスする
ことで、仕事と家庭の両立を図っていけ
ればと考えています。

仕事の楽しさを知る

「子どもの笑顔」と「仕事の楽しさ」が私
にとってのやる気の元となっています。

現職では、職員人事管理室補任専門官
として事務官等の人事業務を担当して
いますが、「人」は組織にとって貴重な
財産であり、その「人」に採用から退職
まで関わることのできる人事という仕
事には大きな魅力を感じています。

しかし、若い頃、同じような仕事が続
いた時など、モチベーションの維持が難
しいと感じることもありました。その様

な時は、「長期的、短期的な目標を立て
ること」、「自身が行っている業務の意味
や結果、改善点を考えて仕事をするこ
と」を心がけてきました。そうしていく
うちに、少しずつ自身の担当する仕事の
意味が理解出来るようになり、仕事の

「難しさ」とともに「楽しさ」も分かるよ
うになってきた気がします。

私にとって、「家庭」はベースとなる大
切な場所ですが、「仕事」も自分を表現す
ることのできる大切な場所となっていま
す。これからも、私なりのペースで、どち
らも楽しんでいけたらと願っています。

女性職員へのメッセージ
現在、仕事をする上で、過去の経験や出会いに助けられたと感じることが多くあります。
長い人生においては、家族の状況や自身の状態などにより思い通りにならない時もあると思

いますが、頑張れる時にはしっかり頑張ること、どんな事にも真摯に取り組むことが未来の糧
になるのではないでしょうか。
ただ、努力だけではどうにもならないこともあります。そんな時は、一人で抱え込まず、周囲

に話してみてはいかがでしょうか。意外と道は拓けてくるものだと思います。
息子とのひと時を活力に

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 12年 6月  防衛庁入庁 　 

航空自衛隊第１補給処総務課
平成 15年 4月  航空幕僚監部人事教育部補任課

人事第１班
平成 18年 4月  航空幕僚監部人事教育部補任課

職員人事管理室
平成 20年 4月  航空自衛隊中部航空方面隊司令

部総務部人事課
平成 23年 4月 人事教育局衛生官付
平成 25年 4月  航空自衛隊航空中央業務隊  

総務科
平成 28年 5月 長男出産（育児休業10 ヶ月）
平成 29年 4月  現　職（「フレックスタイム制」、

「休憩時間の短縮」利用中）

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

4 :45 起床、身支度等
5 :15 出勤
7 :15 登庁、メールチェック等
日　中 資料作成、調整等
16 :45 退庁
18 :30 保育園迎え
19 :15 帰宅、家事、子どもの世話、食事等
21 :30 子ども就寝、後片付け、保育園準備等
22 :30 自分時間（読書等）
23 :30 就寝



事務官
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楽しみながら 前を向いて！！
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防衛監察本部総務課　秘書係長
防衛事務官

梁
や な

瀬
せ

　陽
よ う

子
こ

周囲に支えられて

仕事でも生活でも私は「楽しむ」というこ
とを目指しています。今までの勤務経験で
は、大変だったことはあっても楽しくなかっ
たという職場はありませんでした。どの勤
務場所でも、様々な業務を通じて、勤務自
体を楽しむことができ、さらに自分の知識
と経験を深めてこられたと感じています。
その理由を考えたときに、「人との交流」と

「自分の業務に興味を持つ」ということが大
きいのではないかと思いました。
「自分の業務に興味を持つ」といっても、

希望に叶った業務に就くことはなかなか難
しいことですが、自分に与えられた業務に
対し、興味を持って向き合うことは、仕事を
楽しむことができる近道だと私は考えてい
ます。担当したことのない業務でも、実際に
行ってみると意外にも自分に合っているこ
とがあります。まずは受け入れ、そして、興
味を持つことが業務に向き合う始まりだと

思っています。「人との交流」という面では、
職場においても家庭においても周囲に支え
られていることを強く感じています。そし
て、その支えこそが私が楽しく勤務できる
大きな要素であると思います。改めて考え
てみると、多くの人との関わりが私の原動
力であると思いました。

陸上自衛隊通信学校での勤務時、会計班
長から文書班長へと異動になり、業務を進
めるためにどのようにしたらいいのかと考
えていた時期がありました。しかし、自分が
学んでいくことで、当時の学校長を始め、各
担当者からも協力していただき、徐々に学
校全体で協力を得ることができるようにな
りました。

周囲の支えがあって、私は担当したことの
ない業務に対し正面から向き合い、前に進む
ことができ、このことが私の中に一つの業務
の土台を作ってくれた大きな経験となり、現
在の業務にも活かすことができています。

働きやすい環境を自分で作る

仕事をするとき、私は心をフラットにする
ことをイメージし、明るく挨拶することに努
めています。これは自分が気持ちよく仕事を

していくために心がけていることですが、相
手に対して「ちょっと苦手だな」と思ってい
ると、その相手に雰囲気などで伝わることが
あります。お互いに嫌な思いをすることのな
いよう、どのような状況でも変わらずに対応
ができるよう、そして明るく挨拶することを
意識し、同時に自分の気持ちも上げていって
います。自分が自然体で過ごせる環境を自
分で作っていくことに努めています。

また、自分自身の気持ちをリセットするた
めには、毎日短くても自分の時間を持つよう
にし、好きなように過ごしています。大体は
読書や家族との会話などですが、仕事に関
連して興味を持った資格取得に勤しんでみ
たり、土日には女子会を催してみたりとその
時自分がやりたいことをやって、自分の中に
ある色々なことをリセットし、また仕事に向
き合うようにしています。

女性職員へのメッセージ
初めて幹部の秘書になった時は、周囲の先輩秘書の方々の素敵な対応を見て、私も同じようにでき

たらと思い、話し方や電話対応などを学んでいきました。人それぞれなので、まったく同じにはできま
せんが、自分がどうなりたいかを考えることは、目標の一つとなり、仕事にも生活にも張りが出てきま
す。自分を大いに成長させ楽しませる人生にするため、お互い頑張っていきましょう。

過去の勤務先での同僚との旅行やランチ会防衛監察監へ所掌業務の説明

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 10年 4月  防衛庁入庁 　 

陸上自衛隊湯布院駐屯地業務隊
平成 11年 4月 長官官房総務課
平成 13年 4月 長官官房秘書課
平成 14年 1月 防衛局防衛政策課
平成 15年 8月 長官官房秘書課
平成 19年 9月 陸上自衛隊中央会計隊
平成 23年 4月  陸上自衛隊通信学校総務部総務

課会計班長
平成 24年 4月  陸上自衛隊通信学校総務部総務

課文書班長
平成 26年 4月  陸上幕僚監部装備部武器･化学

課総括班予算専門官
平成 28年 4月  防衛監察本部統括監察官付第２

監察班監察調査官
平成 30年 4月 現　職　※夫　単身赴任

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

6 :15 起床
7 :00 朝食
9 :15 出勤
日　中 日程調整、文書審査等
19 :00 退庁
20 :30 帰宅・夕食
21 :30 自分の時間（読書等）
23 :30 就寝
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周囲の協力があっ てこそのワーク・ライフ・バランス
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北海道防衛局千歳防衛事務所　
施設第一係長
防衛事務官

須
す

藤
ど う

　真
ま

奈
な

美
み

子どもたちと一緒に私も成長し

ています

私には、長男（10 歳）と長女（６歳）がい
ます。長男、長女ともに、出産後、産前産後
休暇と育児休業を合わせて約１年間取得し、
復職後は子どもたちが保育園や新しい生活
に慣れることを優先し、育児時間や子の看
護のための特別休暇を有効的に利用させて
もらいました。

今思い返してみると、急な発熱や病気で
保育園から呼び出され、仕事を休まなけれ
ばならなかったり、長男と長女が別々の保
育園に通う状況となり、送迎が大変だった
り、仕事から帰ってきても、やらなければな
らない事が山ほどあり、自分の時間もなか
なか無い中、疲れが溜まり、体力的にもキツ
イ時期もありました。

そんな日々の中、長女が３歳だったころ、
夕食を終えてウトウトしていた私の目を盗
み、家から脱走。交通量の多い国道を渡り、
大人が歩い
て も 10 分
はかかる駅
ま で 行 き、
一人で地下
鉄に乗って
しまったの
です。今で
は笑い話で
すが、あの

ときは、生きた心地がしませんでした。
子どもは、大人が想像もしない行動をしま

す。その度にハラハラさせられたり、ドキドキ
したり、毎日ドタバタです。でも、子ども達が
成長していくと同時に、私自身も子どもから
色々な事を学び、成長させてもらっています。

私生活と仕事、共に充実したい

子どもが生まれてからは、私生活と仕事
の両立のため、タイムマネジメント（行動管
理）が１番の課題となりました。常に時間に
追われていた中、「ワーク・ライフ・バランス」
を実践する為の考え方や取組方法に関する
女性キャリアアップ研修を受講する機会が
あり、両立のためには、力を入れるところと
抜くところを見極め、限られた時間内で効
率的に行う事が重要だという事を認識しま
した。私生活や仕事など全てにおいて、仕上
げのレベルを事前に確認し、「緊急度」と「重
要度」の優先順位をつけること、完璧ではな
いギリギリ合格主義、自分でもできるハー
ドルの低いロールモデルを目標に、私生活

と仕事、共に質と効率の向上を目指すこと
を心掛けています。そうすれば、自然と好循
環になることから、モチベーションも上が
り、さらにまた、仕事も私生活も充実します。

また、職場においては、まわりに頼ってみ
る「任せるスキル」を身に付け、業務の進捗
状況の共有や、自分が不在になった場合で
も、誰かのフォローで仕事が進むように、個
人ではなく、チームで進める事が大切だと
思っています。そのためには、コミュニケー
ション力を高め、風通しのよいチーム作りに
率先して取り組むことで、自分自身も職場
全体の活気も出てくるのではないかと思い
ます。

女性職員へのメッセージ
私生活と仕事の両立は、本当に大変です。自分の思うようには進まず、常に想定外の連続。でも、時間が経

てば、それなりにやれるものです。一生懸命やり過ぎないこと。そして、周囲の協力も必要です。全てを一人で
完璧にやるのは、無理なので、周囲の人に頼ってみて下さい。そして、感謝の気持ちを忘れないで下さい。
仕事をしているせいで、子どもとの時間が足りないのではと少なからず悩んだ事もあります。その分、一緒に

いる時は、愛情たっぷりに接しようと心掛けています。実際のところは、「早くやりなさい」と、怒ってばかりなの
ですが。でも、「大好きだよ～」と言葉にして伝える事を最低１日に１回はやっています。そうすると子どもも「大
好きだよ～」と笑顔で言ってくれて、そんな子どもの為にまた仕事も頑張ろうと思えますし、そんな頑張っている
母の姿を見て、子どもも成長してくれると私は信じています。

子供達と北大散策（秋を探しに）千歳防衛事務所の職員みんなで

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 5年 4月  防衛庁入庁　札幌防衛施設局施

設部施設管理課
平成 8年 4月 札幌防衛施設局総務部総務課
平成 11年 4月  札幌防衛施設局事業部施設対策

第二課
平成 14年 4月 札幌防衛施設局建設部設備課
平成 17年 4月  札幌防衛施設局総務部総務課

（秘書）
平成 18年 8月  札幌防衛施設局建設部建設企画課
平成 20年 4月 長男出産（育児休業10 ヶ月）
平成 21年 4月 北海道防衛局調達部土木課
平成 22年 4月 （兼）調達計画課
平成 24年 4月 北海道防衛局調達部設備課
  10月 長女出産（育児休業10 ヶ月）
平成 29年 4月 北海道防衛局管理部業務課
平成 30年 4月 現　職

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

5 :00 起床、自分と子どもの身支度、朝食
6 :45 出勤
8 :20 登庁
日　中 問い合わせの対応、資料作成等
17 :15 退庁
19 :00 帰宅、夕食（準備）
19 :30 後片付け、家事、入浴、翌日の準備等
22 :00 自分時間（テレビ鑑賞、ストレッチ等）
23 :00 就寝
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人生、楽あれ ば苦あり、苦あれば楽あり
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九州防衛局総務部総務課　係長
防衛事務官

本
ほ ん

房
ぼ う

　さおり

魔法の言葉

私は、防衛省に入省して、今年で 26
年目になります。昔の職場は、女性職
員は少なく雑用をやることも一般的な
状況で、周りの男性職員が慌ただしく
働く姿に圧倒されたことを思い出しま
す。最近では、女性職員も増え色々な方
面で活躍する場面が多く見られるよう
になり、時代が進んだなと嬉しく思い
ます。

これまで、何度となく仕事や家庭の
ことで壁にぶつかり「もう無理…」と思
うことがありました。そんな時、周りの
先輩や同僚から、「ちょっとランチ行こ
うか」「女子会しようか」と良いタイミ
ングで言葉をかけていただき、励まさ
れ、元気づけられてきました。以前先輩
に、「なんで凹んでいるとわかったので
すか。」と聞いたとき、「私があなたと同
じぐらいのときに同じような顔をして
いたら、自分も先輩方に気をかけても

らったからね。今は私がその番なのよ。
次はあなたが先輩になった時、後輩に
してあげてね。」と言われました。年を
重ね、まさに今その番が自分に回って
きていますが、まだまだです。幾つに
なっても「感じる力」を養い、魔法の言
葉で周りを元気づけられるよう頑張っ
ていきたいと思います。

週休２日

「私、サザエさん症候群かも」と意味
のない宣言を家族にし、1 週間が始ま
ります。月曜日、さすがにバタバタして
調整事も多いのですが、昼休み、同僚
とたあいもない会話に盛り上がり、元
気を分けてもらい、「午後からも頑張ろ
う」と思う。今週末は、「あのお店に行
こう！」、来週は「娘が帰ってくる！」
色々な予定をカレンダーに書き込み、
それに向けて５日間は仕事に集中しま
す。目先のことですが、週末、予定変更
をしなくて済むように、自分なりにタ
イムスケジュールを管理し仕事をして
います。

こ れ か ら も 仕 事 を 続 け て い く 中
で、大変なこともあると思いますが、
ちょっとした楽しみを日々見つけ、過
ごしていきたいです。

女性職員へのメッセージ
子育てもキャリアアップを目指すのも、人それぞれその時のタイミングや状況によって変

わってくるものです。人は人、自分は自分と頭ではわかっていても、なかなか割り切ることが
できない場面は多くあります。人のことを気にしても状況は変わらないので、そんな時は、自
分らしく輝ける方法を見つけてみてください。きっと楽しい時間になると思います。

愛犬チャイとリフレッシュ

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 4年 4月  防衛施設庁入庁　建設部建設企

画課
平成 6年 12月 長女出産（育児休業約５ヶ月）
平成 12年 5月 次女出産（育児休業約６ヶ月）
平成 14年 4月  福岡防衛施設局建設部建設企画

課
平成 17年 4月  福岡防衛施設局施設部施設企画

課
平成 23年 4月 九州防衛局小倉防衛事務所
平成 26年 4月 九州防衛局総務部総務課
平成 28年 4月 九州防衛局総務部会計課
平成 30年 4月 現　職

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

5 :00 起床、お弁当、朝食、夕食作り
8 :15 出勤、メールチェック等
日　中 文書管理業務等、資料作成
20 :00 退庁
20 :30 帰宅、夕食
22 :00 愛犬と散歩
22 :30 入浴、洗濯等
24 :00 就寝
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いつもハッピー フェイスでいられるように
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沖縄防衛局労務管理官付　
労務対策第１係長
防衛事務官

西
に し

田
だ

　篤
あ つ

子
こ

周りの協力とスケジュール管理

現在は庶務業務に従事しており、旅
費、超勤等業務の他に、局内の他部や外
部からの問い合わせ、室員の業務のサ
ポート等もあり、できるだけ室内の状
況に目を配るようにしています。

また、私も完璧にできているわけで
はないのですが、仕事を効率的に進め
るにはスケジュール管理と、資料やデー
タの管理・整理が重要だと思います。
特にデータ管理や活用ができると報告
物や提出物の作成に係る時間を短縮で
きると感じています。

現在は育児時間を取得していますが、
子どもが生まれるまでは、何も考えず
に職場では仕事をして、休日は自分の
時間でした。今は職場にいられる時間
も限られるため、時間内にその日中に
処理すべき業務をこなさなければなら
ないので集中して、効率よく業務を進
めるよう心掛け、多忙な時期は日にち

と時間を決めて残業するようにしてい
ます。

また、退庁後に緊急の対応が入った
時などは、上司や同僚に対応してもらっ
たことなどもあり、円滑に業務を進め
ることができるのも職場や家族の協力
あってこそです。仕事をしながら育児
をしていくことは非常に大変ですが、
時間管理の仕方や、業務スケジュール
の立て方等を見直していく機会になっ
たと思います。

頭の切り替え

一歩職場を出たら仕事のことは考え
ないことです。もっとも、家ではイヤ
イヤ盛りの息子と対峙するため、考え
られないというのもありますが、休日
は近くの海に行ったり、公園で過ごし、
自然に触れつつ子どもとの時間やプラ
イベートを思い切り楽しむことでリフ
レッシュしています。その分、平日は仕
事に一生懸命取り組むことができるの

で、仕事に対するモチベーションアッ
プに繋がっています。今できることを
楽しみながら一生懸命過ごしつつ、職
場でも、家でも頭を切り替えて、今自分
の目の前の物事、人に全力を尽くすこ
とを心掛けています。

女性職員へのメッセージ
女性を取り巻く社会状況も変わり、生き方や働き方の選択肢も幅広くなり、色々な分野で活躍し

ている女性職員も多くなりましたが、どんな生き方、働き方がベストだということを決めるのは自分
自身だと思います。日々仕事と家事育児でいっぱいいっぱいになっている方もたくさんいらっしゃ
ると思いますし、私もその一人ですが、「ママはいつもハッピーフェイスがいい！」と息子に言われ
て、はっとすることもあります。仕事や子育ては思うようにはいかないことも多いですが、全てを一
人で完璧にこなそうとせず、少し周囲の手を借りる、少し家事の手を抜いてみる、その分はいずれ
違う形でお返しすると考えてみてもいいのではないでしょうか。

同僚の送別会にて

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 10年 5月  防衛施設庁入庁 　 

那覇防衛施設局  
施設部施設取得第1課

平成 12年 4月  那覇防衛施設局  
施設部施設企画課

平成 15年 4月  那覇防衛施設局  
総務部会計課

平成 23年 4月  独立行政法人駐留軍等労働者労
務管理機構沖縄支部給与課

平成 25年 4月  沖縄防衛局  
労務管理官付

平成 26年 3月 長男出産（育児休業１年5 ヶ月）
平成 27年 10月  沖縄防衛局  

管理部施設取得第２課
平成 29年 4月 現　職

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

5 :30 起床、朝食準備、お弁当準備
8 :30 出勤、メールチエック等
日　中 庶務業務
16 :45 退庁
18 :00 買い物等して帰宅
19 :00 夕食、片付け、子どもの宿題を見る
21 :00 子どもを寝かせる
23 :00 翌日の準備をして就寝



M o d e l  1

ポジティブ ・ シンキング

事務官等【語学】
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地方協力局労務管理課　渉外係長
防衛事務官

西
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や ま
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子
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ハプニングの連続

長男が保育園に通っていた頃、会議中
に保育園から、「現在の体温は、37.0 度
です。」、「37.1 度になりました。」と、何
度も熱の状況報告電話がかかってきた
ことがありました。会議が終了するま
で、お迎えが必要な 37.5 度には至らず、
保育園へ長男を迎えに行くと、「37.5
度にならないよう熱を抑えておきまし
た。」と先生に言われ、どうやって熱を
抑えたのだろう、と不思議に思ったこと
が今でも記憶に残っております。

また長女については、「頭が痛いと言
うので、早めに帰宅させたい。」と保育
園から連絡が入ったため、急いで保育園
へ向かうと、保育園前の歩道に先生方が
並んでおり、娘を乗せた救急車を見送っ
ていたところでした。私は青ざめてタク
シーを拾い、病院まで追いかけていきま
したが、この時の心境は、今でも良く覚
えています。結果としては、娘は緊急を

要しない症状で助かりました。
このように、仕事と育児をする

上で様々なハプニングがあり苦労
しましたが、職場の理解と家族の
協力のおかげで、これまで仕事を
続けて来られました。

一期一会

今後労働力人口が減少する日本では、
女性が働き続けることが益々重要にな
り、子どもがいても働き続けることは、
それだけで、「日本の労働力不足」と「女
性の社会進出」に貢献しているのではな
いかと考えています。そのため、先ずは
それを働く上でのモチベーションにし
ております。

次に、私はこれまで仕事上で、様々な
人と出会う機会がありました。在日米軍
の軍人や地方自治体の方を始めとして、
研修を通じてアーミテージ元国務副長
官、マイケル・グリーンＣＳＩＳ副理事
長等、普段会うことのできない人に会う
貴重な経験をさせていただきました。

このように、仕事を通じて様々な人と
出会い、色々な人の所作から学ぶこと
で、仕事に対するモチベーションを上げ
るようにしています。

女性職員へのメッセージ
仕事と育児をしていく中で、予想外の出来事はつきものです。そのため、一喜一憂することが多いで

すが、今流行りの「ポジティブ・シンキング」をお勧めします。自分も決して実行できているわけでは
ありませんが、「ポジティブ・シンキング」は、「ストレスが溜まりにくい」、「仕事の成長速度が速い」等
のメリットのほか、「若返り効果」まであるそうです。例えば、ジャパネットたかたの社長等も、「ポジ
ティブ・シンキング」を実践しており、仕事上、間違った判断をしても、失敗を受け入れ、すぐに対応
するようにしているそうです。
仕事と育児の両立の仕方は千差万別ですが、完璧にこなす必要はなく、その時々の失敗から学んで

成長できればいいのではないでしょうか。

アーミテージ元国務副長官と

子ども達

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 9年 9月  防衛施設庁入庁　施設部主席連

絡調整官付
平成 19年 3月 長女出産（育児休業２年２ヶ月）
平成 21年 8月 長男出産（育児休業５ヶ月）
平成 22年 4月 経理装備局施設技術官付
平成 25年 4月  地方協力局地方協力企画課在日

米軍調整室
平成 28年 8月 地方協力局地方調整課
平成 30年 4月 現　職

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

6 :30 起床、朝食作り等
9 :30 出勤
日　中 資料の翻訳作業等
18 :15 退庁
19 :10 帰宅、夕食準備
20 :00 洗濯、子どもの宿題確認等
21 :00 （週２回、バレエ教室まで子どもをお迎え）
21 :30 入浴
23 :00 就寝



事務官等【土木】
M o d e l  2

全ては良い方 向に進んでいる！
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南関東防衛局調達部調達計画課　
計画調整第４係長
防衛技官
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発想の転換

家族は、同じ防衛技官の夫と 15 歳の
長女､ そして 13 歳の次女の４人家族で
す。

子どもが幼かった頃は風邪をひいた
り、熱が出たり、怪我をしたり、保育園
からの電話で何回早退したか分かりま
せん。当時の上司と同僚にはだいぶお世
話になりました。そして、「この恩は絶
対に返そう」と心に決めました。

この環境で仕事を続けていくには、家
族全員病気をしないこと、母親の家事
の負担を減らすこと、この２つが大事だ
と考え、「毎日運動をする」、「家族全員
で家事をする」というルールを決めまし
た。家族全員交代で犬の散歩（毎日運動）
をするようになり、その甲斐あって今で
は、家族全員風邪もひかず、昨年度は皆
勤賞でした。

私が残業で遅くなった日の夕飯は長
女が作り、残りの家事は次女が片付け
て待っていてくれます。洗濯物を干すこ
とや玄関の掃除は、子どもたちの仕事で
す。子どもが幼い頃（今もですが）、夫は
帰りが遅く、誰にも頼ることが出来ない
環境を少し憂いたこともありましたが、
忙しい母親の姿を見て育ったため、娘た
ちは家事が出来るようになりました。

不便な環境も、考え方を変えたらきっ
と上手くいきます。

趣味を持つ、資格試験を受ける

やはり、仕事に対してアグレッシブに
なるには、私生活の充実は欠かせない
のではないでしょうか。週末の趣味でス
トレスを発散させてよく寝たら、月曜日
を、すっきりと迎えられます。仕事や子
育てで悶々とした時にも、趣味があれば
心の切り替えが出来ます。

また、社会人になって学生時代の友人
と話をすると、民間企業の第一線で活躍
する彼らは、当然のように資格試験を受
けています。
「これでは水をあけられる」と思い、私

も時間を見つけて勉強し、１級土木施工
管理技士の資格を取りました。我々国家
公務員は、普段資格がなくても困りませ
んが、民間ではこの資格が無いと、現場の
担当者である監理技術者になれません。

私たちも、何か目標を決めて、その目
標に向かって進むということが大切な
のではないでしょうか。

女性職員へのメッセージ
働く女性にとって、仕事と子育ての両立は永遠のテーマだと思います。実際に仕事をしながら子どもを

育ててみると、思うようにいかないことが多く、イライラしたり落ち込んだりします。周りと比べて悲しくな
ることもあるかもしれません。しかし、「全ては良い方向に進んでいる！！！」と強い気持ちで目の前のこと
を坦 と々こなしていく、これが一番の特効薬だと思います。子どもが小さい頃のアルバムを見返すと、と
ても懐かしく、不思議と大変だったことも温かい思い出になっていました。
もし、あなたが今大変だとしたら、周りには手を差し伸べてくれる先輩方がたくさんいます。ひとりで抱
え込まずに、すぐに相談してみてください。そして、その困難を乗り越えた時、きっと成長しています。
私も、当時周りの人に助けてもらったように、そんなみなさんの力になりたいと思います。

週末は趣味のお稽古で心をリフレッシュ

時には持ち寄りランチで上司と同僚と楽しくランチ

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 10年 4月  防衛施設庁入庁 　 

大阪防衛施設局建設部土木課
平成 12年 4月  東京防衛施設局建設部建設企画

課
平成 15年 5月 長女出産（育児休業１年７ヶ月）
平成 17年 4月 次女出産（育児休業２年９ヶ月）
平成 20年 4月 南関東防衛局調達部土木課
平成 26年 4月  南関東防衛局調達部調達計画課　

係長
平成 30年 4月 現　職

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

5 :30 起床
5 :40 朝食、お弁当作り、犬の散歩（交代制）
9 :00 出勤

17 :45 退庁
19 :00 帰宅、犬の散歩（交代制）、夕飯、片付け

22 :30 洗濯、次の日のお弁当の準備、入浴、学校
関係の書類処理等

23 :30 趣味の時間（読書等）
24 :00 就寝



事務官等【教育】
M o d e l  3

周囲の人に支 えられ、学生たちに育てられ

45 46

防衛大学校人文社会科学群長
防衛教官
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継続は力なり

防衛大学校で人文地理学、歴史地理学
の授業を担当しています。防衛大学校で
一番新しい「人間文化学科」設立以降は、
卒業研究指導も担うようになり、昨年か
ら一般の大学院に当たる「総合安全保障
研究科」の論文指導にも加わらせていた
だいています。卒業後に幹部自衛官にな
る学生には、人間社会の歴史や心理につ
いての知識や理解を持った安全保障の専
門家になる力量が求められると考え、他
の教職員の方々と日々協力しています。

私自身は好きな研究の道を志して大学
院に進学し、幸い研究教育職に就くこと
ができました。研究の世界も日々進化す
る中で、学会発表や学会誌への投稿を続
けるにはエネルギーが必要です。子ども
が小さいうちは、関西の大学で教鞭をと
る夫にも、母にも九州から出てきてもらっ
て週末の学会参加を乗り切りました。今
は週末も学校や部活で子どもたちも留守
ですが、母には今も助けてもらっていま
す。家族や職場の同僚の助けなくしては、

続けて来られなかったと、日々感謝です。

若者の成長が励み

防大での勤務も、子育ても、若者の成
長を実感できる幸せな仕事だと感じてい
ます。自分はその分年齢を重ね、疲れやす
く、睡眠時間の確保が課題です。でも卒業
生は経験を積み、立派な姿を見せてくれま
す。結婚式に呼ばれると、本当に幸せな気
持ちになりますし、最近では、「子どもが生
まれました！」の連絡も多く、孫があちこち
に増えているような気持ちになります。

娘二人は受験期に突入してしまい、帰
りが遅くなるので、駅まで迎えに行く毎
日です。20 時に寝てくれていた頃に比べ
て、親の研究や休息の時間は減っていま
すが、学校の話を聞きながら帰宅し、夕食
に付き合う時間は、コミュニケーションを
取り、お互いのストレスを発散する機会と
なっています。

グローバルな時代に生きていく若者
が、厳しい現実を乗り切っていけるよう
尽力する、という長い目線で自分の仕事

を見られるようになったのは、出産育児
のおかげです。子育てを通じて、学生たち
が授業の他、訓練や校友会（部活動）でも
頑張っていることも実感できました。

女子の卒業生が家庭の事情などで退職
し、もったいないと感じることも多いで
す。一度退職しても再任用などで力を発
揮するケースが増えて欲しいです。

女性職員へのメッセージ
日々のお仕事お疲れさまです。子育てや介護は女性に負担がかかりがちですが、女性も仕事を続ける
前提で、みんなで乗り切る方法を探せるようになるといいですね。完璧を目指して０か100か、と考える
のではなく、周囲の力を借りながら、できる範囲で続けてみる、という選択肢もあるといいと思います。
疲れて自信がなくなった時は、仲の良い同僚と昼食をとったり、なるべく早く寝たりして、自分を大切に

するよう心がけています。「良く頑張っているね」と自分で自分を褒めてあげるのも、感謝の気持ちと笑顔
が復活する気がして、おすすめです。

人間文化学科の校外研修（62期）

卒研学生（63期）と研究室にてこれまでの主な経歴（プロフィール）
平成 9年 4月 防衛大学校人文科学教室　助手
平成 10年 4月 防衛大学校人文科学教室　講師
平成 12年 4月 長女出産（育児休業５ヶ月）
平成 13年 4月 人間文化学科１期生進級
平成 15年 2月 次女出産（育児休業６ヶ月）
平成 17年 4月  防衛大学校人間文化学科 　 

助教授
平成 19年 4月  防衛大学校人間文化学科 　 

准教授
平成 25年 3月  奈良女子大学より博士（文学）

取得
  10月 防衛大学校人間文化学科　教授
平成 28年 4月 防衛大学校人間文化学科長
平成 30年 4月 現　職

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

5 :20 起床、朝食・お弁当の準備
8 :30 出勤、メールチェック
日　中 授業、会議、授業準備
18 :00 退庁

19 :30 買い物、帰宅、家事（１～２週間に１度、
ジムへ）

20 :00 入浴、研究
22 :00 子どもを駅まで迎え
23 :00 子どもとの時間
24 :00 就寝



事務官等【医療】
M o d e l  4

好きな仕事が続けら れるのは、周囲の人の理解と協力のおかげ
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防衛医科大学校病院看護部看護師長
防衛技官
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仕事と子育ての両立� 　 

～判断と選択～

長男を出産した時は、まだまだワーク
ライフバランスという言葉は浸透して
いませんでした。夫も私も実家が遠方で
あったため、復職は難しいと思っていま
したが、保育園の先生や地域の子育てサ
ポート、近所の友人、何より夫に助けられ
復職し、子育てと仕事の両立を開始しま
した。

しかし、子育ては思うように行かず、夜
勤の出勤間際にぐずられたり、子どもが
熱を出してどうしても仕事を休まなけれ
ばならない時には、このまま仕事を続けて
いけるのだろうかと思い悩みました。そ
んな時「やってみるよ。なんとかなるさ。」
と前向きな夫と、「困った時は、いつでも
助けるよ。」と言ってくれる地域の子育て
サポートの方々、「仕事の代わりはいるけ
ど、お母さんは一人だから一緒にいてあ
げてね。」と急なお休みの連絡に対応して
くれた上司や同僚の言葉に何度となく救
われました。

月日は流れ、下の子も小学生になりま
した。今の私は、出産・育児をしながら
仕事をする若い方々をサポートする側に
なってきました。子育てに関わらず、それ
ぞれの仕事や人生への考え方を確認しな
がら、これからも、やりがいを持って働け
る職場環境作りを心がけていきたいです。

家族の頑張る姿が、モチベー

ションに繋がっています。

数年前までは、私の仕事の都合に合
わせて子どもたちを、送り迎えしてい
ました。

現在は、学校、塾、部活、習い事…子
どもたちの活躍の場面を応援するため
に夫婦であちこち移動することが増え
てきました。中でも、試合、運動会、発
表会など、子どもたちが日々の取り組
みの成果を発揮する場面では、ドキド
キしながら我が子の成長を見守ること
の喜びを感じています。

このように、めまぐるしく過ぎてい
く日々ではありますが子育て期だから
こそ、頑張れることもあります。子ども
はどんどん大きくなって、気付けば置
いて行かれそうな勢いです。「家族がそ
れぞれ頑張っている。私も家族に負け
ないように、自分のことを頑張ろう。」

と夫や子どもたちの頑張りを翌日から
の仕事への活力に繋げています。

女性職員へのメッセージ
看護師は、人を生活者として捉え、その人が心身ともに健やかに過ごせるように手助けする、命に寄り添

うプロフェッショナルです。人との関わりを生業とするだけでなく、専門的な知識・技術のブラッシュアップ
は欠かせません。
私の場合は、年齢を重ねていく中で、看護という仕事を行う上で、これだけは自信があるという分野を持っ

ておきたいと思うようになりました。今まで、患者さんから教わってきた多くのことを、その方 に々は還せない
けれど、目の前にいる患者さんに還元していきたいと思い、４年前に糖尿病看護認定看護師という資格を取
得しました。現在は、管理業務をしながら病院内だけではなく、地域も含めた活動を行っています。
大きな役割を担っていく中では、悩みや不安は尽きませんが、そんな時は肩の力を少し抜いて、「先月はど

んなことで悩んでいたかな。今と同じ悩みじゃなかった。だったら、今の悩みもそう長くは続かない。誰かに
話してみようかな。」と思うようにしています。

3人の子どもたちと旅行先で

糖尿病無料相談会での療養指導場面

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 8年 3月  防衛庁入庁 　 

防衛医科大学校病院
平成 16年 5月 長男出産（育児休業５ヶ月）
  10月 外来勤務
平成 18年 3月 長女出産（育児休業11 ヶ月）
平成 21年 3月 次男出産（育児休業13 ヶ月）
平成 25年 4月  防衛医科大学校病院 　 

副看護師長
平成 28年 4月 防衛医科大学校病院　看護師長
    消化器内科・感染症呼吸器内科

病棟勤務
平成30年  4月 現　職　集中治療室勤務

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

5 :30 起床　朝食作りなど
7 :35 子どもたちを送り出し　出勤
8 :00 登庁

日　中 看護業務　会議出席　医師・他部門との
調整

18 :00 退庁

18 :30 帰宅　夕食準備　子どもの宿題・学校の
関連の連絡内容の処理

19 :00 家族で夕食、洗濯・その他の家事
22 :00 自己研鑽・外部研修の資料作成など
23 :30 就寝



事務官等【研究】
M o d e l  5

良い仕事に向 けた運気は自分で作り出すもの
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防衛研究所理論研究部社会・経済研究室
（国際連合1540委員会専門家グループ）
防衛教官
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議論を通した多様性の尊重

多様な文化圏の人たちの集まる環境
で仕事をすると、必ずしも自分にとっ
ての常識が通用するわけではありませ
ん。同じ文章を読んでいても、同じ解釈
をしているとは限りません。異なる社
会、政治背景から来ている人たちと共
にひとつの目標に向かって協力するこ
とは簡単ではありません。毎回、新たな
任務に取り組む時には不安があります
が、議論を重ねながら、一つ一つのス
テップをクリアしていく時に、達成感
や喜びがあります。

心がけていることは、自分の価値観
をしっかり持ち、説明できるようにす
ること。そして他人の価値観を尊重し
理解するために話し合うこと。その過
程を通して共通の目的を明確にするこ
と。もしも両者が折り合えない時には、
直球勝負せずにうまく避ける道を探す
こと。こうしたプロセスを通して、自分
の味方になってくれる人のネットワー
クがどんどん広がります。前の業務で
意見の相違により議論した相手が、次
の業務の時には自分の味方になってく
れるということが頻繁に起こるように
なります。そんな時、仕事のやりがいを
感じますし、また次も頑張ろうと思え
ます。

自分を褒める

毎日、夜寝る前に必ず自分を褒めるこ
とを習慣にしています。往々にして失敗
や、うまくいかなかったことがずっと頭
に残ってしまって、自分に自信がなくな
ることがあります。翌日に向かって自分
に自信を取り戻すために、必ず、夜寝る
前にその日一日を振り返り、自分を褒め
るようにしています。そしてしっかり眠
ることによって、自分の中に良い運気を
呼び込み、翌朝起きたときにエネルギー
が体に充満しているような気がします。

朝は必ず鏡に向かってしっかり笑顔
を作ります。良い運気と笑顔は、良い
仕事へとつなげるための必須条件だと
思っています。これを継続することに
よって、いつも穏やかな気持ちで人に接
することができ、仕事への集中力も高
まっている気がします。それでも嫌なこ
とがあった時には、職場の外の友人たち
と飲んで楽しい話をして、気持ちを切り
替えるようにしています。職場関係者と

しか会わずにいると、世界が狭くなりま
すから、できるだけ職場の外の友人たち
と付き合い、仕事とプライベートをしっ
かり分けることも、仕事に集中するため
には必要だと思っています。

女性職員へのメッセージ
多国籍の環境で勤務するにあたっては、女性であることの強みもたくさんあります。出張で、アジア、
アフリカ、中東など世界のさまざまな地域に行く機会がありますが、どの国に行っても活躍する女性に
出会う機会があり、大いに勇気付けられています。そして女性である私自身が参加することで、会議に
出席している女性たちが積極的に意見を共有してくれたと感じるとき、自分が女性であることの強み
を感じます。いま、世界ではどんどん女性の活躍の場が広がっており、女性の活躍促進が潮流になっ
ています。こうした時代の潮流を担う女性の一人であるということを意識して職務にあたることによっ
て、自分の世界も必ず開けてくると思います。

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 12年 4月 愛知県豊田市役所入庁
平成 15年 8月 英国サセックス大学留学
平成 17年 6月  日本政府化学兵器禁止機関常駐

代表団（在オランダ大使館）
   専門調査員
平成 21年 7月  日本政府軍縮代表部専門調査員

（在スイス・ジュネーブ）
平成 23年 9月  内閣府国際平和協力本部事務局

国際平和協力研究員
平成 25年 4月 防衛省入省　防衛研究所
平成 26年 3月 国際基督教大学博士号取得
平成 30年 4月 現　職（在米国ニューヨーク）

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

7 :00 起床
8 :30 出勤、メールチェック等

日　中
グループ内調整会議、各国政府国連代表
部との会議、国連軍縮部との調整会議、
資料作成、出張準備、出張報告書作成等

18 :00 帰宅
19 :00 ジムでランニング、習い事、食事会等
20 :00 夕食、その後読書等
24 :00 就寝

会議での発表はいつも緊張します

防研同僚とNYCでの再会
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自分なりの 貢献を
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防衛装備庁
長官官房装備開発官（統合装備担当）付
海上配備型誘導武器システム開発室
主任研究官
防衛技官

藤
ふ じ

田
た

　恵
え

理
り

華
か

できることに着目して柔軟に

我が国の総合ミサイル防空の一翼を
担う SM-3 ブロック IIA の日米共同開発
事業を担当する部署に勤務しています。
現在は数多くの貴重な研究・開発事業
関連の文書管理や物品管理等業務を慎
重に進めるとともに、米国での大規模な
発射試験へ参加する等、幅広く多岐にわ
たる業務を担当しています。

一方、家庭ではまだ小さい子どもが二
人おり、近くに頼れる者もおらず、毎日
時間に追われた生活をしています。産後
は残業や出張が難しいことや、急用で休
まざるを得ないこともあるだろうと、育
児短時間勤務、フレックスタイム制等を
活用し、なるべく計画的に仕事を進める
ようにしていましたが、実際にはアクシ
デントは思わぬタイミングで起こりま
した。これから重要な会議という時に子
どもの怪我の連絡が来たり、出張の日に
子どもが熱を出したり。仕事に穴を開け
ることにとても負い目を感じ、家庭では
仕事のために子どもに我慢させている
ことにも負い目を感じ、その両方のスト
レスが何よりつらいものでした。でも、
子育て経験のある先輩女性職員の方々
に「よくあることで、今だけのことだか
ら大丈夫」と励まされ、しだいに自分な
りの貢献ができればいい、と思えるよう
になりました。

使えるものは使う

仕事に対するモチベーションを維持
し続けるには、何よりも自分と家族の心
身の健康が重要だと思っています。育
休後間もない頃、一人で抱え込むしかな
いと思い込んで毎日のように夜中まで
頑張ってしまい、病気になったことがあ
りました。健康を維持するためには時間
の余裕が必要であることを痛感した出
来事でした。それ以来、便利な家電や外
注サービスなどお金で解決できるもの
は積極的に活用するようになり、以前よ
り時間の余裕ができました。また、子ど
もが寝た後、夫婦で残業や出張のスケ
ジュール調整をしたり、雑談しながら家
庭のビジョンを共有することで、一人で
抱え込まずに済むようにもなりました。
一番身近な家族に一番の協力者になっ
てもらうと心強いものです。また、つい
遠慮しがちですが、仕事上の配慮が必要
な場合は早めに同僚や上司に相談する
ことも重要だと感じています。

女性職員へのメッセージ
内閣府が平成２８年に発表した「男女共同参画社会に関する世論調査」で、女性の働き方について

「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」と答えた人が過半数を超えたというニュースがあ
りました。今後ますます子育てをしながら働く女性は増え、子どもがいると仕事で貢献できる時間が短
くなってしまうという悩みを持つ人も男女ともに増えていくと思います。だから、どうせ自分は子ども
がいて仕事にフルコミットできない女だから、とあきらめたりせず、仕事にも家庭にも楽しく積極的に
関わっていけるよう、使える制度は活用し、便利な家電やサービスも活用し、頼れる人はあてにして柔
軟に乗り越えていってほしいと思います。

自衛隊のイベントで子どもたちと自衛官の制服試着

これまでの主な経歴（プロフィール）
平成 18年 4月  防衛庁入庁 　 

技術研究本部総務部総務課付
  9月 技術研究本部航空装備研究所
平成 20年 9月  （兼）技術研究本部先進技術推

進センター
平成 22年 9月 長男出産（育児休業１年６ヶ月）
平成 24年 4月 技術研究本部航空装備研究所
平成 25年 8月 次男出産（育児休業１年６ヶ月）
平成 27年 10月  防衛装備庁航空装備研究所誘導

武器技術研究部
   光電波誘導研究室研究員
平成 28年 7月  防衛装備庁航空装備研究所誘導

武器技術研究部
   光電波誘導研究室主任研究官
平成 30年 1月  （併）長官官房装備開発官（統合

装備担当）付第５開発室付
    （併）長官官房装備開発官（統合

装備担当）付海上配備型誘導武
器システム開発室

  4月 現　職

１ 日 の タ イ ム
スケジュールの

一例

6 :30 起床・身支度・朝食
8 :30 登庁
日　中 会議、資料作成、業務調整等
17 :20 退庁、保育園迎え
18 :30 夕食準備
19 :00 夕食、後片付け
20 :00 子の世話（宿題、翌日の準備、入浴等）
22 :00 家事、夫との調整等
23 :30 就寝
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育児休業
子が３歳に達する日まで、休業すること
ができます。

早出遅出勤務
小学校未就学児の養育や放課後児童クラ
ブ等に通う小学校等就学児の送迎、親族
の介護のため、１日の勤務時間帯をずら
して勤務することができます。

超過勤務の免除（自衛官除く）
妊娠中若しくは出産後１年以内の女性職
員又は３歳に満たない子を養育する職員
については、超過勤務をしないことが認
められます。

フレックスタイム制の特例
小学校６年生までの子を養育する職員、
親族を介護する職員は、通常のフレック
スタイム制より柔軟な仕組みを利用する
ことができます。

休憩時間の短縮
通勤時の混雑が妊娠中の職員の負担になる
場合、小学校未就学児の養育や小学校等就
学児を送迎する場合、親族を介護する場合
等に休憩時間を短縮することができます。

超過勤務の制限（自衛官除く）
小学校未就学児の養育や親族の介護のた
め、超過勤務を制限することができます。

子の看護のための特別休暇
小学校未就学児の看護のために年５日
（小学校未就学児が２人以上の場合は10
日）まで休暇を取得することができます。

育児短時間勤務（自衛官除く）
小学校未就学児を養育するために、週
38時間45分より短い勤務時間で勤務す
ることができます。

保育時間確保のための特別休暇
生後１年未満の子を養育するため、１日
２回それぞれ30分以内で休暇を取得す
ることができます。

夫婦円満の秘訣は『Child�Care7』にあり？ まだまだあります！男性職員が取得できる育児に関する両立支援制度。
もちろん女性職員も取得可能です！

○防衛省ホームページにおいても各種情報がご覧になれます。
　 「防衛省職員のための両立支援ハンドブック」は制度をわかりやすく解説  

した冊子です。ぜひご覧になってください。
○女性活躍・ＷＬＢ推進、両立支援制度などに関するお問合せはこちら
　人事教育局人事計画・補任課　☎03-3268-3111（内線：8-6-20654、20666）

小学校就学前の子を養育するために、勤
務時間の始め又は終わりにつき１日を通
じ２時間まで取得することが可能です。
� （30分単位）

育児時間

「女性の愛情曲線」は女性のライフス
テージ別に、夫や子どもへの愛情の配分が
どのように変わるかを調査したものです。
　結婚直後は夫への愛情が一番になりま
すが、出産とともに子どもへと愛情が移
り、夫への愛情は急降下を見せます。
　その後、子どもの成長に伴い夫への愛情
が回復するグループと低迷するグループ
に二極化しますが、その運命を決めるカギ
が「乳幼児期の夫の育児参加」であること
がこの調査で分かっています。

出典：内閣官房内閣人事局「男性職員の育児休業

等取得促進ハンドブックイクメンパスポート（平

成30年度版）」

東レ研究所ダイバーシティ&ワー
クライフバランス研究部長　渥美
由善著「夫婦の愛情曲線の変遷」

妻の入退院や出産時の付添い、
入院中の世話、子の出生の届出等

おむつ替え、生まれた子への授
乳、上の子の世話等

⇒ 妻の入院等の日から出産後２
週間までに取得可能

⇒ 産後期間（出産後８週間）
までに取得可能

どちらも時間単位に分割して取得が可能

「女性の愛情曲線」
女性のライフステージ別に、夫や子どもへの愛情の配分が
どのように変わるかを調査したもの

彼・夫

子ども

仕事

趣味

その他

独身
時代

結婚
直後

出産
直後

乳幼
児期

小学
入学

中学
入学

高校
入学

90
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この育児期に男性職員のみが取得できる特別休暇
それが Child  Care7 !

Child
Care7
Child
Care7

Child Care7
合わせて5日以上取得

配偶者の出産
特別休暇

育児参加のた
めの特別休暇2日 5日

＝ ＋

小学校就学前の上の子のお世話
であれば産前期間の取得も可能
です！

防衛省 国家公務員全体

27年度

60.0％

40.0％

20.0％

0.0％
28年度 29年度

39.0％

51.9％

30.8％

16.2％
25.0％

39.1％
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イクメン増えてます！ ～育児休業を取得した男性職員をレポート～
既婚女性自衛官の約８割、既婚女性事務官等の約半数の配偶者が防衛省職員なのです！
男性職員の家庭生活（家事・育児・介護等）への参画推進は女性の活躍推進のためにも不可
欠です。ここでは、育児休業等を取得したイクメン男性職員の声を紹介します。

陸上自衛隊第１普通科連隊第１中隊　小銃手
２等陸曹

上
う え

田
だ

　遼
りょう

平
へ い

防衛装備庁調達事業部電子音響調達官付　係員
防衛事務官

本
も と

松
ま つ

　直
な お

樹
き

海上自衛隊第４整備補給隊電整隊基地器材班
２等海曹

齋
さ い

藤
と う

　正
ま さ

和
か ず

私は、同一駐屯地で勤務する幹部自衛官である妻の入校にあた
り、育児休業を取得しました。育児休業取得当初は不安や抵抗感
がありましたが、子どもと一緒に過ごした時間はかけがえのない
もので、多くの経験を得ることができました。
現在、女性活躍の施策が社会全体として促進されていますが、

今回の育児休業取得を通じて、活躍を求められる女性の厳しい状
況を感じました。私が家事・育児を一人で行うことに対して、多く
の方は応援してくれましたが、世の中の女性は同じことをしても
称賛されることは殆どなく、更には男性と同等に働くことを要求
されています。女性の活躍の場を広げるためには、夫が積極的に
妻の厳しい状況を分かち合う必要があると強く感じました。
夫の育児・家事への参画、特に育児休業の取得には職場の理解・

協力が不可欠です。多忙の中、長期間の育児休業を認めてくれた
部隊に心から感謝するとともに、今後もこの流れが促進されるよ
う様々な形で貢献していきたいと思います。

子どもが６か月頃の時に３週間育児休業を取得しました。生
まれる前から取得を考えていましたが、業務上の都合や男性職
員の取得率が低いことなどから思いとどまっていました。しか
し、妻に任せてばかりではいけないと思い、上司に相談したと
ころ快く承諾していただきました。
育児休業は非常に良い機会でした。寝かしつけなど苦労する

ことはありましたが、子どもと接する機会が増えたことで心の
距離が縮まったと感じています。また、出産してから夫婦で話
し合う機会があまりなかったため、育児について話し合えたこ
とで妻の心のケアにも繋がったのではないかと感じています。
男性職員の育児休業取得率は未だに低いと思います。業務上

の都合などもあり、中々言い出せないもどかしさもあるかもし
れません。私の経験が少しでも男性職員の背中を押すことがで
きれば幸いです。

「育児ってこんなに大変だったんだ」というのが感想です。妻の
入校や昇任が控えていましたが、市内の保育園の空きがなく、復
帰を焦っていたので、私が育児休業の取得を決めました。男性の
育児休業は珍しいので、職場の皆は驚いていましたが、快く承諾し
てくれました。
妻の育児休業中は、毎日可愛い子どもと過ごせて羨ましいと思っ

ていましたが、いざ子どもと過ごしてみると大変なことの連続でし
た。最初は子どもが発する喃語も理解できず、子どもは泣いてばかり
で、自分も泣きたい毎日を過ごしていました。しかし何より子どもの
成長をそばで感じられることが嬉しかったので、頑張ることができま
した。特に娘が初めて歩き出した姿を見たときは一番感動しました。
復帰した現在は、保育園の送迎や家事を妻と協力してこなして

います。急遽、職場を休まなければならない時もあるので、仕事を
一人で抱え込まず共有するようにしており、バックアップしてくれ
る職場の皆には感謝しています。

自衛官
24％

自衛官
80％

事務官等
25％

事務官等
2％

事務官等
2％

（平成 30年 1月 1日現在）

女性自衛官の
配偶者の職業
女性自衛官の
配偶者の職業

女性事務官等
配偶者の職業
女性事務官等
配偶者の職業

育児休業取得者数（男性）

男性の育休取得者は
年々増加しています！
男性の育休取得者は
年々増加しています！

その他
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その他
18％
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H27年度 H28年度 H29年度

これまで取得した両立支援制度
●Child Care 7：２日
●育児休業：約６ケ月（平成３０年４月～同年９月）

これまで取得した両立支援制度
●Child Care7：７日
●育児休業：約３週間（平成29年６月～同年７月）
●フレックスタイム制：現在利用中（平成30年10月～現在）

これまで取得した両立支援制度
●Child Care7：６日
●育児休業：約７ヶ月（平成29年10月~平成30年４月）
●フレックスタイム制：現在利用中（平成30年５月～現在）

当たり前の大変さ 育児休業は貴重な経験

子どもの育児の難しさと素晴らしさ

妻からのメッセージ
長期間、職場を離れて育児に専念してくれた夫、そしてご理解頂いた部隊

の方々に心から感謝しています。男性の育児休業取得等、共働き子育て世帯
が今以上に両立しやすい環境が整っていくことを願っています。

妻からのメッセージ
夫が育児休業を取得したことにより、子どもとゆっくり向き合える時間が増

えました。また、趣味を再開させたり、１人で買い物に行ったりと自分の時間を
持つことが出来て、リフレッシュも出来たのでとても良かったです。

妻からのメッセージ
正直、主人に育児が務まるわけがないと思っていましたが、育児と家事をこなせる

ようになった姿を見て、子どもの成長だけでなく、主人の成長も感じ、２倍の感動を
得ることができました。半年間頑張ってくれた主人には100点をあげたいです。


