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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。

　また、男性職員の育児休業取得率についても具体的な目標を定め、男

性職員の家庭生活への関わりを推進し、全ての職員が働き続けやすく、

活躍できる職場環境の整備に取り組んでいます。

　それらの取り組みの一環として、防衛省・自衛隊において、様々な分

野で活躍している女性職員の方々の仕事をする上での心掛けや、キャリ

ア形成をしていく上で直面した困難やその乗り越え方、また育児休業等

を取得した男性職員の取得を通して感じたことや、これから取得を検討

している職員に伝えたいことなどを紹介した「防衛省職員のワークスタ

イル事例集」を作成しました。

　皆様がキャリア形成で悩んだときや、仕事と家庭生活の両立への不安

を感じたときなどに、この事例集で紹介されている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。

　本事例集は防衛省の各機関等で働く職員のワークスタイルの一例を

紹介するものであり、皆様が理想とするワークスタイルとは一致しな

い部分もあるかもしれませんが、様々な事例の中から「参考にできる

ところ」や「共感できるところ」などを探しながら、読んでいただけ

ればと思います。

防衛省職員の皆様へ

目次



1 日のタイム
スケジュールの一例

女性職員へメッ
セージ

MODEL  01 自衛官（幹部）

たくさんのサポートに感謝

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

6:00 起床
7:35 娘登校、出勤
8:15 勤務開始
17:00 勤務終了
17:10 退庁、娘迎え
18:00 帰宅
18:30 夕食、入浴、宿題チェック
21:00 家事や読書
22:30 就寝

古くからの友人パトリック・
智美ご夫妻の絵画展にて
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誰もが仕事と育児を
両立できる時代へ

　うまくいかず行き詰まったときは、社会人としても母親としても失格の烙印を押された気持

ちになり、両立を諦めるべきか迷うことがあります。ですが、様々な人の人生に触れるにつれ、

順風満帆に見える人も皆がそれぞれの家庭の事情を背負っており、仕事を辞めることで解決す

る問題なんて（私の場合）ごく一部なのだと気づかされました。

　何かを諦めたところでどうせ悩みは尽きないのであれば、自分の決めた道を進めるところま

で進んでみてはどうでしょうか。

湯布院駐屯地業務隊長
２等陸佐

小
お や ま だ

山田  万
か ず え

恵

平成１０年	 	３月　第４後方支援連隊補給隊
平成１２年	 	４月　	防衛大学校理工学研究科	

博士前期課程
平成１４年	 	３月　第３後方支援連隊補給隊
平成１７年	 	３月　中部方面後方支援隊本部　結婚
平成１９年	 	３月　需品学校教育部
平成２０年	 	３月　武器学校幹部特修課程（兵站）
平成２１年	 	３月　	需品学校研究部　出産	

（育児休業１年）
平成２４年	 	３月　玖珠駐屯地業務隊
平成２５年	 	８月　	装備施設本部／防衛装備庁調達

事業部（早出遅出勤務）
平成２７年１２月　陸上幕僚監部装備計画部装備計画課需品室
平成３１年		３月　	教育訓練研究本部総合企画部情報企画室
令和元年	 	６月　湯布院駐屯地業務隊

　これまで挫折と失敗の繰り返しで、退職
を考えたことも幾度となくありましたが、
結局両立を続けているのは、辛いことより
得られる喜びのほうが大きいからなのだと
思います。仕事も育児も正解はひとつでは
ありませんが、家族やこれまでお世話に

なった方々に、助
けてよかったと
思ってもらえるよ
うに前を向いて進
んでいこうと思い
ます。

　出産後、様々な配慮をいただき勤務して
きましたが、前々職の陸上幕僚監部では親
に育児を頼らず働く女性はまだ珍しく、期
待より不安いっぱいのスタートでした。
　保育園に通う娘の発熱に備え、病児シッ
ター等活用できるものはすべて登録。同じ
く市ヶ谷勤務の夫が一度帰宅して娘を寝か
しつけ、深夜に私が帰宅したら交代で夫が
出勤（その逆も）の連携プレーも度々。
　業務は、徹底的に効率化する、データは
分類表示し共有する、各担当への指示は丁
寧に事前説明し極力シンプルな作業にして
二度手間を防止する、〆切に余裕があるも
のは数日前に終わらせることを心掛けまし
た。常時多くの〆切を抱えながらも、前倒
しでやっておくと内容を充実させる余裕が
できるので、結果として納得のいく成果を
出せたことが多かったように思います。

　仕事上迷惑をかけたことは数え切れませ
んが、「仕事は代われるけど母親は代われ
ないから」といつも笑顔で送り出してくれ
た上司同僚、娘を預かったり悲惨な失敗談
を一緒に泣いて笑い飛ばしてくれた友人
達、そしていつも応援し支えてくれる夫に
は感謝しかありません。
　市ヶ谷で勤務した約６年の間にも様々な
制度が拡充され、育児する隊員も増えてき
ました。人を大切にする防衛省と陸上自衛
隊の気風も、制度の活用を後押ししている
ように思います。

　
　現在は、西日本最大の日出生台演習場を
管理する湯布院駐屯地業務隊長として、実
家の近くで育児休暇以来ゆっくり娘との時
間を愛しみながら勤務させてもらっていま
す。温かい温泉の湧く温かい部隊で、皆と
一緒に知恵を絞って「隊員が帰りたくなる
駐屯地」作りに取り組むにあたって、これ
までの経験が大いに役立っていると感じま
す。小さな町の中で、地域の役員業務や娘
の学校・習い事を通じて交流が深まり、対
外調整が円滑に進むこともしばしばです。

これまでの選択を正解にできるように
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1 日のタイム
スケジュールの一例

女性職員へメッ
セージ

自衛官（幹部）MODEL  02

すずつき飛行甲板にて

※航海中は２４時間、任務・訓練等に従事します。
※停泊中は、07：30に出勤し、17：30に帰宅します。

6:00 起床
6:15 朝食
8:00 各種訓練等
11:30 昼食
13:00 各種訓練等
16:00 艦上体育、入浴
17:15 夕食
18:30 艦内ミーティング
23:00 就寝

愛艦心

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

自分を好きになる

WORK STYLE 事例集 WORK STYLE 事例集

　女性活躍推進法の施行により、この十数年間における女性の労働環境は着実に改善されつつ
あります。また、結婚・出産を踏まえた女性のキャリアプランへの意識や理解も非常に深まっ
たと思います。ゆえに、「女性登用」の流れを受けて女性職員は活躍のチャンスが得られるこ
とも増えてきたかと思いますが、プレッシャーを感じすぎたり頑張りすぎたりする必要はなく、
真摯に自分の職務に向き合い、周囲の方々と一緒に誠実に勤務すれば良いのではないかと思い
ます。女性が各配置で努力を積み重ね活躍する姿が、ごく当たり前のこととなり、将来的には
「女性活躍」「女性登用」と騒がれることのない社会となることが理想ですね。一緒にその一端
を担っていきましょう。そのためにも、女性職員の方々が、自分の魅力を自ら見出しキャリア
アップに繋げ、自分らしく公私ともに Enjoy してほしいと思います。

乗員とのコミュニケーション

　入隊して間もなく２５年が経過します。陸
上及び艦艇部隊勤務、学生期間を含め様々な
配置・役職を経験いたしました。入隊以降は、
女性艦艇幹部のキャリア開拓とともに歩んで
きたように思います。転勤による新たな勤務
や女性登用に資する補職へのチャレンジに対
して常に不安や葛藤はありましたが、周囲の
方々の支援により充実した勤務をすることが
できました。憧れの艦長職を経て、自分が心
がけてきたことや今改めて思うことについて
述べたいと思います。
　私が勤務において大切にしていること
は、「愛艦心（共に働く仲間、職場・組織
を大事に思う気持ち）」です。この思いが、
苦楽を共にすることにより絆を深め愛着と
なり、勤務への新たな原動力になると実感
しています。
　また、今まで幾つもの異なる配置に就き

ましたが、「配置が人をつくる」と心底感じ
ます。自己の職責を諦めずに誠実に全うす
る行動力（地道な努力や姿勢）があれば、
その熱意は必ず部下や同僚等に伝わり理解
と協力を得られ、自らはやりがいを感じ、
人は大きく成長することができます。そし
て、その積み重ねこそが、自分のキャリア
でありキャリアアップに繋がると思います。

　入隊から十数年間は、やはり女性幹部自
衛官として、気を張って勤務してきたこと
は否めません。そんな私の気持ちをすっと
軽くしてくれたきっかけが２つあります。
　一つは、私の良き理解者であった最愛の
母の言葉です。私が自分のキャリアに悩ん
でいた３０代半ば頃、母は病気で亡くなり
ましたが、母からの「ちゃんと頑張ってい
るのだから、人と比較して一喜一憂せず、
自分を好きになって、自分らしく自衛官と
しても女性としても人生を楽しみなさい。」
という言葉は、私に潜んでいた気負いのよ
うな感情を消し晴れやかな気持ちにしてく
れました。
　もう一つは、異業種や気心の知れた友人

との交流です。なかなか職場以外の人と知
り合う機会は少ないですが、職業・性別・
境遇の違いも相まって、多くの刺激・気づ
き・パワーを得られます。人生において悩
みは尽きないし千差万別、幸せも人それぞ
れです。だからこそ、「自分としっかり向
き合い、自分を受け入れ、明るく前向きに
励む」ことが大切ではないかと思います。

焦らず、気負わず、
見失わず、自分を大切に

平成		８年	 	３月　海上自衛隊入隊
平成１０年	 	２月　試験艦「あすか」機関士
平成１１年	 	３月　陸上自衛隊調査学校（幹部中国語課程）
平成１２年	 	３月　練習艦「しまゆき」水雷士
平成１３年	 	３月　	電子情報支援隊研究指導科研究開発係	

兼　同科環境評価係
平成１４年	 	３月　	幹部候補生学校　教育部教官室普通学科	

兼　学生隊第１学生隊
平成１６年	 	３月　第１術科学校（幹部中級艦艇用兵課程）
平成１７年	 	３月　	護衛艦「やまぎり」艦長付	

（横須賀教育隊臨時勤務）
　　　	　	 	８月　護衛艦「やまぎり」航海長
平成１９年	 	３月　海上幕僚監部総務部総務課広報室
平成２１年	 	３月　補給艦「おうみ」船務長
平成２３年	 	４月　統合幕僚監部防衛計画部防衛課防衛交流班
平成２５年	 	３月　練習艦「かしま」船務長
平成２６年	 	２月　横須賀地方総監部管理部人事課検査係長
　　　　	１１月　幹部学校（幹部特別課程）
平成２８年	 	４月　横須賀海上訓練指導隊指導部長付
　　　　	１０月　同　指導部船務航海科長
平成２９年	 	８月　訓練支援艦「くろべ」艦長
平成３０年１１月　第１術科学校学校教官　教育第１部統率科
令和元年１２月　現　職

護衛艦「すずつき」艦長
２等海佐

相
そ う ま

馬　美
み か

佳
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女性職員へメッ
セージ

自衛官（幹部）

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

MODEL  03

初フルマラソンで完走（沖縄）

1 日のタイム
スケジュールの一例

5:30 起床、お弁当・朝食準備
8:00 出勤
日中 執務

18:00 退庁
20:00 買い物・帰宅・夕食

21:00 ジョギング・体幹トレーニング・
読書等

23:00 就寝

一歩一歩着実に

WORK STYLE 事例集 WORK STYLE 事例集

愛猫に癒されて1日が終了

　出産し、仕事に子育てに無我夢中で走り続けてきた１６年間。いつになったら子育てが楽になるの
だろうと思うことはありましたが、楽になることはないと思います。小さい頃は保育園のお迎えから
寝かしつけるまでの数時間が戦場でした。小・中・高校生になるにつれて段々と親離れ、子離れして
いきますが、心配は尽きません。しかし、この子育てこそが親としても人としても私自身を成長させ
てくれ、沢山の幸せをもたらし、人生をより豊かにしてくれていると感謝しています。また、仕事と
子育ての両立をあまり堅苦しく、大層なことに思いすぎる必要はなく、あくまでも自然体で良いと思
います。
　各種施策及び意識改革が進み、やる気がある女性には活躍できる機会が増えてきました。しかし、
まだ男性も女性も子育てをしながらキャリア形成していくのに十分な環境であるとは言えません。今
いる私たちが制度活用の推進及び意識改革を着実に進めていくことが大切だと思います。

　パイロットになることに憧れ航空自衛隊
に入隊し２７年が経ちました。当時、航空
自衛隊では、女性に「操縦」の門戸さえ開
かれていない時代でした。今や、女性の戦
闘機パイロット誕生に代表されるように、
長い時間をかけながらも、「ガラスの天井
（glass	ceiling）」が徐々にではありますが
取り除かれてきており、女性が活躍できる
場はかなり広がったと感じています。
　山に登ろうとしても目的地まで一瞬で到
達することはありません。目的地まで一歩
一歩が楽しいことばかりでもありません。
目の前に沢山の難問が降ってきた際には、
私はいつも「一歩一歩」と自分に言い聞か
せて、焦らない、でも諦めないとの信条で
前進してきました。時には時代が追いつい
ていないようなことにチャレンジしたこと
もありました。半分は自分のために、半分
は後輩女性のためにとの思いで、自分が実
現できなくても、その行動が、道を開く一

助になる無駄なものではないと信じて。
　ドイツの詩人ゲーテの言葉の通り、「い
つかは目標に通じる歩みを一歩一歩と運ん
でいくのは物足りない。その一歩一歩が目
標なのだし、一歩そのものが価値あるもの
でなければならない」と思います。

　
　これまで仕事と子育ての両立で一番悩ん
だことは、自宅のある東京から九州への子
連れ単身赴任をするか否かを決めなければ
ならない時のことです。緊急事態にも対応
しなければならない職責を担う部隊長とい
う責任ある立場で、子供がいるからとの甘
えは許されない中、３歳の息子と知らない
地で生活していくことができるのか。まだ、
今ほど、職場や自治体のサポートも充実し
ていない時代です。まず、保育園や官舎な
どを見に現地に赴き、市役所でサポートの
状況を確認する等、具体的に行動に踏み切
りました。更に、家族や同僚、上司の励ま
しの言葉にも支えられ、赴任を決意するこ
とができました。その結果、赴任中、周囲
の人々の支えもあり、仕事も成果を出せ、
息子との絆も強めることができました。

まずは一歩を踏み出してみる！

「迷ったらまずは一歩を踏み出してみる」、
振り返れば、この一歩が今のキャリアを築
けた分岐点になっていたと感じています。
　プライベートでは、趣味としてフルマラ
ソンの道に一歩踏み出してみました。２年
前に初フルマラソンで完走、現在、民間の
ランニングクラブに所属し、いつの日かサ
ブ３．５（フルマラソン３時間半切り）達
成を目指し、日々トレーニング中です。

長い道のりも一歩一歩

平成	 	４年	 	３月　	航空自衛隊入隊
平成	 	５年	 	２月　南西航空混成団司令部防衛部
平成	 	７年	 	４月　航空幕僚監部監理部総務課
平成１１年　３月　情報本部（分析官）
平成１４年　３月　航空幕僚監部調査部
平成１５年　３月　航空自衛隊幹部学校入校
　　　　　　　　(指揮幕僚課程)
平成１６年　６月　長男出産：育児休業
　　　　　　　　(平成１６年８月～平成１７年５月)
平成１７年　５月　	作戦情報隊情報資料群企画班長	

兼人事班長
平成２０年　８月　作戦情報隊第２警戒資料隊長
平成２１年　８月　情報本部（分析官／調整官）
平成２６年　３月　航空自衛隊幹部学校入校
　　　　　　　　(幹部高級課程)
　　　　	１０月　統合幕僚学校入校
　　　　　　　　(統合高級課程)
平成２７年１２月　内閣官房出向
令和元年　５月　現職

航空自衛隊幹部学校教育部主任教官
１等空佐

福
ふ く だ

田　裕
ゆ う こ

子
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女性職員へメッ
セージ

MODEL  01 自衛官（准曹）

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

新隊員激励

1 日のタイム
スケジュールの一例

5:00 起床
5:30 運動
8:30 勤務開始
17:15 勤務終了
19:00 帰宅

〜 夕飯・趣味・入浴
23:00 就寝

　３人の怪獣のような息子たちの子育ては近所の友達や周囲の方たちに助けられながら！仕事

は上司・同僚・後輩に助けられながら！助けられっぱなしの私です。だからこそ「自分もでき

る限り誰かの力になりたい」という気持ちは大きくなります。そして育児休業など職場を長期

にわたり離れることもありますが、普段から頑張っているあなたなら「必ず戻ってきてね！」

と言われるはず。だからこそ普段が大事です。そして頑張っている後輩に「必ず戻ってきてね！」

と言ってあげてください。まだ見ぬこれからの後輩たちにより良い環境を残すことは、今いる

我々しかできない最大の責任だと思っています。

我が家の怪獣共 戦友

　入隊して、昭和～平成～令和と！３５年
が経ちました。「子育てと仕事の両立」は
誰にとっても、どんな仕事であっても大変
な事です。『永遠の課題』とも言えると思
います。私も子供の寝顔を見ながら「寂し
い思いをさせているのではないか？」「母
親失格？」と落ち込んだ事もあります。で
も、ある時遅くなり慌てて保育園に迎えに
行くと「なんで迎えに来たの？もっと保育
園にいたかったのに！」と叱られ、またあ
る時は、寝坊をしてお弁当が間に合わずコ
ンビニのオムライスを持って保育園に行か
せると「今日は一日中、嬉しそうにオムラ
イスを抱えてたよ」と先生から言われ・・・
「私がいないと寂しいのでは」「私の作った
お弁当が一番うれしいはず」と思っていた
のは私だけ？もっと子供の社会性や「生き
る力」を信じていいのかなと思うようにな
りました。成長の過程ではプチ不登校、友
達とのトラブル、学校からの嬉しくない「お
呼び出し」等々、ひと通り経験させてくれ

ました。若い男子隊員に話をすると「大丈
夫っすよ」「俺も母ちゃん泣かせてました」
と励まされ、そんな隊員達はたまに息子た
ちに説教をしてくれたり、今でも飲みに連
れて行ってくれたりしています。今では「う
ちの子は親だけでなくたくさんの人に成長
を見守られて幸せだ！」と思っています。
この「永遠の課題」には制度や環境の改善
がもちろん必要ですが、もしかしたら「考
え方の変化」も必要なのかもしれません。

　
　自衛隊の任務が多様化する中、女性を取
り巻く環境や制度も大きく変わり、更に求
められる期待値も高くなっています。そん
な中で私が東部方面隊最先任上級曹長をさ
せていただけたのはけっして私の力ではあ
りません。大きな理由の一つに今までの女
性自衛官の先輩方の並々ならぬ努力により
「性別に関係なく」という意識をこの組織
に根付かせてくれたおかげだと思っていま
す。そして今は多くの職域が解放されチャ
レンジの機会がたくさんあります。どうか
自分の可能性に蓋をせず、いろんなことに
挑戦して欲しいと思います。それは自分の

「おかげ様」と「せっかくだから」

成長につながるだけではなく、組織のため
になり、これからの後輩たちのためでもあ
ります。かつて私は「居心地の良いところ
で人は成長しない」と言われたことがあり
ます。本当にそのとおりだと実感していま
す。皆さんも多くの先輩たちが築き上げて
くれた今に「おかげ様で」という感謝の気
持ちを持って、色々なチャンスを与えてく
れた組織に「せっかくだから」というチャ
レンジ精神を持って自分の成長とともに、
より多くの歴史を作り上げてください。

挑め！永遠の課題に

今いる我々ができること！
今いる我々がやるべきこと！

昭和６０年　　　　陸上自衛隊入隊（２等陸士）
平成元年　　　　３曹昇任
平成	 	２年	 	３月　女性自衛官教育隊
平成	 	６年	 	１月　長男出産
平成	 	８年	 	８月　第１２後方支援連隊　武器大隊
　　　　　　　		第１２後方支援隊　第１整備中隊
平成	 	９年	 	８月　次男出産
平成１４年	 	５月　三男出産
平成２０年	 	３月　相馬原駐屯地業務隊
平成２６年	 	３月　第１２ヘリコプター隊
平成２７年	 	３月　	第１２旅団司令部付隊	

（旅団最先任室業務陸曹）
平成２９年	 	３月　	東部方面総監部付隊	

（東方最先任室業務陸曹）
平成３０年１２月　現　職

東部方面隊最先任上級曹長
准陸尉

斉
さ い き

木　学
ま な み

美
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女性職員へメッ
セージ

自衛官（准曹）

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

人事班先輩２名による説明

MODEL  02

1 日のタイム
スケジュールの一例

6:00 起床、家事
7:20 通勤
7:35 こども園送り
8:30 登庁
日中 業務

16:30 退庁

17:30 こども園迎え（残業（概ね20:00
位）がある場合は夫が迎え）

17:50 帰宅

帰宅後 家事（夫と当番制）、夕食、入浴、
家族との時間

23:30 就寝

　私は入隊してからの年数が浅く、育児休業の期間等は仕事から離れていたので仕事に関する知識
や経験が乏しいと感じています。会計業務の規則は日々変化していますので復帰した頃には覚えて
いた規則が全く異なっていることもあります。
　育児休業から復帰するのはとても不安でしたが陸曹教育隊の教官の「自分を超えろ」という言葉
を胸に経験や知識を少しでも埋めようと昨日よりも今日、今日よりも明日の気持ちをもって、日々
自分を超えられるように努力しています。
　上司や同僚等、周りに相談し、頼ることや行政のサービス、両立支援制度を活用することは仕事
と家庭を両立させるために必要だと思っています。自分が支援を受けたこと、実施したことを次へ
つなげたいと思います。

大好きな列車 パパと

両立支援制度の活用

自分の経験が誰かのために

　育児休業から復帰する前に『自宅』『こ
ども園』『職場』の往復にどれだけの時間
がかかるのか？１日のタイムスケジュール
がどうなるのか？など具体的に考えること
によりいろいろな問題点が出てきました。
両立支援制度の担当部署である人事班の先
輩２名はどちらも子育て中であり、経験談
や現在の両立支援制度について親身になっ
て教えていただきました。その中で子供の
送迎のため育児時間を利用したい旨を伝え
ると、「休憩時間の短縮を利用した早出遅
出勤務と併用してはどうか。」と提案して
くださいました。制度の併用ができること
を教えてもらい、「自分に合う制度はどの
制度なのか。併用するかどうか。」を考え「育
児時間」と「早出遅出勤務」を併用してい
ます。
　子供の送迎等で勤務時間等が限られてい

ますが仕事と育児を両立させて充実した毎
日を送っています。どのような制度があり
自分がどのように利用できるかを知ってお
くことはとても大切だと思いました。

　
　仕事と育児を両立させるために実施して
いることが２つあります。
　１つ目は、私達夫婦は同じ会計職種の自
衛官なので勤務等によっては夫婦共に不在
することがあります。それを踏まえて、勤
務地から少し離れていますが、両親に協力
をお願いしやすいように私の実家近くに住
んだことです。私自身、両親共に自衛官で
当時は今よりも育児等に関する制度が少な
く、小さい頃は祖父母の家にいることがあ
りました。息子にも同じような経験をさせ
てしまうことにはなってしまいますが、両
親に助けてもらいながらも家族が一緒にい
る時間をできるだけ長くとれるようにして
います。
　２つ目は、夫婦ともにプライベートを充
実させることです。夫も私も慣れない育児
をしながら仕事をするのは思うようにはで
きず大変です。両親に子供を預け夫と２人

仕事と育児を両立させるために

で出かけたり、夫に息子と 2人で過ごし
てもらい 1人の時間を作る等、仕事や母
親（父親）としての自分から離れる時間を
作ることでリフレッシュすることができ、
仕事や育児へのモチベーションアップにつ
ながっています。

平成２５年	 	３月　陸上自衛隊入隊（自衛官候補生）
　　　　　９月　北海道補給処調達会計部
平成２９年	 	８月　北部方面会計隊第３２５会計隊
平成３０年１０月　	長男出産：育児休業	

（平成３１年１月～令和２年４月）
令和	 	２年	 	３月　現職

※夫：第３２４会計隊（東千歳駐屯地）

北部方面会計隊本部（札幌駐屯地）　
業務科会計班債権係

３等陸曹

長
お さ な い

内  愛
え り か

莉華
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1 日のタイム
スケジュールの一例

女性職員へメッ
セージ

自衛官（准曹）

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

令和２年２月７日　先任伍長交代式

MODEL  03

4:30 起床

5:40 帰艦、ミーティング（艦艇では、登
庁することを「帰艦」と言います。）

日中 業務（メールチェック、艦内での調
整、各部隊先任伍長との調整等）

19:00 上陸、帰宅、夕食（艦艇では、退庁
することを「上陸」と言います。）

20:00 宅トレ（YouTube）、入浴、読書等
22:30 就寝

　女性はライフイベントによって、人生設計が大きく変わります。私が今まで出会った諸先輩

方、後輩も、たくましく勤務しています。今は各種制度が充実し、働きやすい環境になってい

ます。本人のやる気があれば、男女問わず様々な役職に就くことができることも、この組織の

魅力ではないでしょうか。頑張っていたら、周りは必ず応援してくれます。そして、「あの時

助けてもらった。」と感じたら、今度は後輩に手を差し伸べて「恩送り」をしてあげて下さい。

私も今、できることをやっていきます。

　「今」を楽しみつつ、共に頑張りましょう！

先任海曹室のメンバーと！

　若い頃は、体力差等男性隊員と比べてし
まう自分がいて、「男に生まれたらよかっ
た！」と思っていました。私は運がいいこ
とに、困った時、導いてくれる上司や先輩
がいました。その方達のおかげで今の私が
あります。今は、「女に生まれてよかった！
（どこかで聞いたことのあるセリフです
が。）」と思っていますのでご心配なく！
　前配置の上司、海上自衛隊先任伍長から、
「迫田はこれからどうなりたいの？」と質
問されました。その時は明確なビジョンが
見えておらず、上司からの問いかけに、「自
分にできることは何だろう？」と考えまし
た。「できるなら、もう一度艦艇勤務をし
てみたい。そのことがきっかけで、女性の
選択肢が増えたら嬉しい。」と思い、希望
を伝えました。そして、ありがたいことに
今この仕事をしています。１４年ぶりの艦
艇勤務ですが、周りの方々の協力、助けが
あり、楽しく勤務しています。私は本当に
人に恵まれています。「あの人苦手だな～」
と思うこともありましたが、今となっては、

それを含めて「あの時あの人と出会えてよ
かった。」と思っています。

　
　私の母勤務地は広島県呉市です。前配置
で初めて異任し、海上幕僚監部勤務（東京
都新宿区市ヶ谷）となり、上京することに
なりました。業務を通じ、全国の先任伍長、
他幕の方々と接する機会を頂きました。
　プライベートでは、フルマラソンデ
ビュー、皇居ランデビュー、旅行等楽しみ
ました。公私ともに、この時出会った方々
は、かけがえのない「財産」であり、たく
さん影響を受けました。今の勤務にも生き
ています。
　現在は艦艇勤務のため制約はあります
が、その中でも「楽しみ」を見つけていま　
す。私は子供を産んだ経験はありませんが、
部隊の隊員と関わるとき、ついお母さん目
線になってしまいます。「先任伍長」とい
う役職を通じて「エアー子育て」を体験さ
せてもらっています。頑張っている彼・彼
女達を見たとき、元気をもらいます。彼ら
の成長も楽しみのひとつです。そして、楽
しみといえば、食事！「てんりゅう」は食
事がとても美味しく、海上自衛隊で一番美

「今」を楽しむ

味しい！と私は思います。給養員（調理、
隊員に食事を提供する仕事を担当）及び諸
役員の皆様、いつもありがとうございます。
また、平成２７年に取得した産業カウンセ
ラーの資格は、今の仕事に役立っています。
今後の相談業務に生かすため、自分自身の
スキルアップのためにも、合間を見つけて
学んでいきたいです。

一期一会

出会いに感謝

平成	 	６年	 	４月　海上自衛隊入隊
平成	 	７年	 	３月　練習艦「かとり」（部隊実習）
平成	 	８年	 	３月　練習艦「なつぐも」
平成１０年	 	３月　	第１１海上訓練指導隊	

（現・標的機整備隊）
平成１２年　３月　訓練支援艦「てんりゅう」
平成１７年　９月　呉地方総監部管理部総務課
平成２３年１０月　標的機整備隊
平成２８年　３月　呉地方総監部管理部総務課
平成２９年　７月　海上幕僚監部総務部総務課
令和元年１０月　訓練支援艦「てんりゅう」
令和		２年　２月　現職

訓練支援艦「てんりゅう」先任伍長
海曹長

迫
さ こ だ

田　和
か ず み

美

※�停泊中は、美味しい朝食＆昼食、出港中は、３食美味しい
食事を頂いています。
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女性職員へメッ
セージ

自衛官（准曹）

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

夫と子（舞鶴にて）

MODEL  04

1 日のタイム
スケジュールの一例

5:30 起床
7:00 保育園送り
7:20 出勤、申し継ぎ等
日中 業務

17:15 退庁、保育園迎え
18:00 帰宅、家事、夕食
20:00 入浴、洗濯、寝かしつけ
21:30 就寝

　各家庭それぞれの事情や状況がある中で、育児や勤務をされていると思います。周りの人が経験し

たことが、必ずしも自分に当てはまるとは限りません。色々な人のやり方を1つの参考にし、自分が

その時必要な職場や地域の両立支援制度等を上手く活用することが大事ではないかと思います。

　最近では男性職員のための制度も増え、新しい制度もいつの間にかできていたり、各部隊の規則

等にも助けられることがあります。普段から育児に関する両立支援制度に関心を持ち、よりよい環

境の中で、その時の自分に合った力が出せたらと感じます。

　最後に、制度はあっても最終的には職場の方に頼る部分が大きいです。助けられた部分は感謝し、

別の形で返していけるよう、日々過ごしていけるといいなと思います。

総監部庁舎前にて　

　私は結婚後１年くらいまでは電測員とし
て勤務していましたが、その後は気象に職
種替えし、長男を授かった時は、気象員と
して航空部隊で勤務をしていました。
　航空部隊の気象員は夜勤もあるシフト制
の特殊勤務になります。妊娠が確定し上司
に報告すると、母体保護のためすぐに夜勤
が免除となり、日中の業務を中心に勤務し
ました。その年は艦艇勤務の夫が海外出港
等でほぼ不在となる状況だっただけに、夜
勤が免除となったことは心身ともにとても
助かりました。長男の育休中に次男を授か
り、産休に切り替える時も職場の協力もあ
りスムーズに移行ができました。
　しかし、育休から復帰したその日に保育
園からの呼び出しがかかり、その後も長男、
次男と保育園から呼び出される日々が続
き、仕事に集中することができませんでし
た。職場の同僚には申し訳なかったのです
が、職場の理解
と、夫と協力し
合う事で何とか
過ごすことがで
きました。

　その時に、いつ呼び出しの連絡がきても
対応できるよう、出勤している時間を大切
に仕事をなるべく早く片付けるように意識
を変えました。また、私が急遽抜けた際の
申し継ぎを用意しておくことで、自分や周
りが慌てることのないようにすることも役
立ったかと思います。

　
　その後まもなくして、私は教育のため、
第１術科学校（艦艇乗員を養成する教育機
関、広島県江田島市）に約半年間入校する
ことになりました。私も夫も両親は片親し
かおらず、自分達の親に頼ることができな
いため、以前から話し合ってその期間は夫
に育児休業を取得してもらうことにしてい
ました。当直等仕事の心配がなくなり、長
男は保育園にも預けられるため、夫のこと
はそれほど心配はしていませんでしたが、
子供達が初めて私と離れることが気掛かり
でした。
　そんな心配の中、入校後すぐに新型コロ
ナウイルスの関係で、子供を保育園に預け
ることができなくなり、夫が１日中育児と
家事に奮闘することになりました。私も移
動制限で自宅に帰れず、もやもやした気持

家族との時間のカタチ

ちで学校生活を過ごしていましたが、どう
しようもないと割り切り、休日にテレビ電
話で家族と話すことにしました。家族には
予想外の事で大変な思いをさせてしまいま
したが、普段こんなに父親と過ごすことは
ないので、そういった時間ができたことは
よかったのかなと感じています。
　男性の育児休
業取得者はまだま
だ少ないですが、
家族や職場の方々
と前もって相談
し、仕事と家庭と
のバランスが取れ
る選択をしていけ
たらいいのではな
いかと思います。

慌てないために

その時の自分にできる
選択肢を

平成22年	 	４月　海上自衛隊入隊
　　　　		 	8月　補給艦「ましゅう」
平成23年	 	9月　舞鶴地方総監部防衛部第３幕僚室
平成24年	11月　第１術科学校　海士電測課程
平成26年	12月　	第23航空隊舞鶴航空基地隊	

運航班気象係
平成27年	 	3月　	第１術科学校　海士気象海洋課程　
平成28年	12月　	長男出産：育児休業	

（平成29年2月～次男産休(特別
休暇)に切替）

平成30年	 	9月　	次男出産：育児休業	
（平成30年10月～令和元年9月）

令和	 	2年	 	3月　第１術科学校　海曹気象海洋課程
　　　　		 	7月　現職

舞鶴地方総監部防衛部第３幕僚室
３等海曹

森
も り た

田  美
み ほ こ

保子
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女性職員へメッ
セージ

自衛官（准曹）

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

勤務状況

MODEL  05

1 日のタイム
スケジュールの一例

4:30 起床、朝食、夕食作り、たまに
筋トレ

7:50 登庁、コーヒーブレイク、メー
ルチェック

日中 業務、昼休みに駆け足

18:15
退庁（火曜日はフレックスで
16:30 退庁、習い事の迎え、娘
と一緒に入浴、夕食準備をしな
がら音楽を聞く）

19:30 帰宅、夕食（夕食は家族揃って）
20:10 入浴、洗濯
21:15 娘と一緒に就寝

　近年は男女共同参画やワークライフバランスに焦点が当てられ、現場の部隊にいる隊員も制度を
利用できる環境が整ってきたのではないかと思います。しかし、育児と仕事の両立に理解のある隊
員ばかりではなく、子供が小さいうちは両立に悩むことがあるかもしれません。また、同期や後輩
よりもキャリアが遅れることに悩むことがあるかもしれません。でも、大丈夫！育児に手がかかる
のは一時です。子供は確実に成長します。それとともに自分もやりくりが上手になります。キャリ
アも心配することはありません。地道に誠実に努力をしていれば確実に取り戻せます。「日はまた
昇る。」私の好きな言葉です。苦しい時はその時が全てのように感じますが、いつか心が晴れる時
が来ます。私もまだまだ子育てが続きます。頑張りすぎず、ボチボチ行きましょう。

家族写真　娘がお手伝い

辛い時こそ目の前の一歩から

日はまた昇る。

　平成６年に警戒管制員として防空管制隊
に配置された当初は、女性は結婚したら警
戒管制員を諦め、退職するか総務へ職種転
換するのが一般的な時代でした。その様な
環境にあり、第１の関門は結婚です。結婚
後、如何にして警戒管制員として現場に残
るか。当時は若かったこともあり、結婚の
「け」の字もない頃から、自分は結婚して
も続けたい、ということを先任空曹、小隊
長に言い続けました。そして、一日も早く
一人前の警戒管制員として認めてもらえる
ように必死で勉強しました。その甲斐あっ
てか第一線から退くことなく第１関門を切
り抜けましたが、その後も何かと「女性は
ダメだ」と言われることがあり、その度に
「またか」と落ち込み、見返すためにまた
頑張る、の繰り返しで今に至ります。
　時代が流れ、今は女性が女性であること
を昔ほど意識せずに勤務できる環境になり
ました。それでも、心無いことを言われ傷

ついたり、育児との両立で悩んだりするこ
とがあると思います。そんな時は、できな
いことを嘆くより、まずは目の前の一歩か
ら、です。こつこつ積み重ねた努力は絶対
に裏切りません。

　
　子供が出来てからは、仕事に割ける時間
が限られるため、ＴＯ　ＤＯリストを作る
ようになりました（簡単なメモですが）。
そうすることで、突然帰らなければならな
くなった時もどこ迄終わらせなければなら
ないか、翌日はどこから始めなければなら
ないか、が一目瞭然で抜けもなくなります。
そして何より、帰宅途中や帰宅後に仕事の
ことを考えずに済み、自然と気持ちの切り
替えができています。この気持ちの切り替
えが私にとっては重要で、育児休業からの
復帰後に気持ちの切り替えが上手くいかな
かった頃は家庭も仕事も余裕がありません
でした。今は家では子供に全力対処です。
少し前まで抱っこ、抱っこで甘えるだけ
だった娘が小２になった今、私の帰宅が遅
くなると夕食の準備を手伝ってくれるよう
になりました。帰宅後の娘との時間は何よ

ＴＯ ＤＯリストと気持ちの切り替え

りの癒しであり私の仕事へのモチベーショ
ンとなっています。子供が小さいうちは自
分の時間も限られます。上手に両立する秘
訣は、毎日のルーティーンの中で気持ちの
切り替えが出来る様になること、子供との
会話やちょっと
したことに幸せ
を見いだしモチ
ベーションとす
ることができる
様になることで
はないかと思い
ます。

平成	 	６年	 	４月　航空自衛隊入隊
　　　　	１２月　中部防空管制群防空管制隊
平成１２年	 	３月　第５術科学校第１教育部教育第２科
平成１８年	 	３月　航空教育集団司令部教育部教育第２課
平成２４年	 	３月　中部航空方面隊司令部防衛部運用課
　　　　	１０月　	長女出産：育児休業	

（平成24年12月～平成25年11月）
平成２５年１１月　中部航空方面隊司令部防衛部防衛課
平成２８年	 	８月　航空幕僚監部総務部総務課基地対策室
令和	 	２年	 	３月　現職　

中部航空警戒管制団司令部人事部訓練班
空曹長

半
は ん ざ わ

澤　陽
よ う こ

子
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女性職員へメッ
セージ

自衛官（准曹）

４女とイベントに参加

MODEL  06

20歳から３歳までの
５人の子供たち

４女とファミリーサポート
交流会に参加

1 日のタイム
スケジュールの一例

4:45 起床、夕飯作り、洗濯、掃除、
学校からの配布物確認

6:45 子供達起床（各自で朝食準備）、
長男のお世話

8:10 出勤

日中 航空交通管制業務、勤務管理業
務等の事務

18:00 退庁
18:45 帰宅、夕食
20:00 片付け、入浴、洗濯
22:00 寝かしつけ、就寝

　今は防衛省の両立支援制度だけではなく、各自治体が行う子育て支援制度も充実してきています。
私も、ファミリーサポートや病児保育制度に助けられたからこその今があります。とはいえ、支援
制度は地域によって違いがあり、お子さんが小さいうちは特に、部隊が期待する勤務（例えばシフ
ト勤務等）に100％答えることが難しいことがあると思います。思うように働けないもどかしさに
悩む方も多いことでしょう。
　だからこそ、両立を選んだのならば、使える制度は積極的に活用する。制度や権利にあぐらをか
かず、周りの理解と協力に感謝しながら、その時の自分にできることを精一杯やればいいと思いま
す。そこを理解してくれる方が職場に１人でもいればめっけもん！くらいの楽な気持ちで！

　私達航空管制員は、国土交通省による４
種類の管制技能試験を受験します。全資格
取得までの訓練期間が長く（資格取得のた
め転属する場合もあります。）、技量維持
や転属も考えるとライフプランを立てに
くい職種かもしれません。私の場合、小牧
管制隊での実務経験が少ないまま次女を
出産した時は、育児休業から職場復帰後
の技量回復に大変苦労しました。そのため
３人目以降は自宅にアンテナを立て、育時
休業中でも、日中に航空無線を聞き、飛行
場の近くに行ってイメージトレーニングす
る等、技量維持に努めました。そして去年、
美保管制隊に異動し、進入管制及びター
ミナルレーダー管制業務の訓練を開始。膨
大な勉強量が必要でしたが、当時一番下
の子はまだ２歳であったため、帰宅後の勉
強はほぼ不可能でした。そこで子供達の

起きていない早朝や、ボイスレコーダーや
単語帳アプリを利用した「ながら、すきま」
時間の活用（トイレでさえも）、事情を話
した上で保育園の延長保育時間も最大限活
用し、何とか乗り切れました。時には主人
に他の子達を頼み、受験生の次女を連れて
カフェで一緒に勉強したことも。「時間は
作れる。」「いくつになってもやればでき
る。」を子供達にも体現できたかなと思い
ます。

　
　育児が一番きつかった約９年前、長女は
10歳、下の３人は保育園児でした。とに
かく時間がなかったため、食材の宅配や
ネットスーパー、通販を利用し、買い物は
ほとんど行きませんでした。市の助成で浮
いた保育園費で週１回の家事サービスを利
用するほか、食洗機などの便利な家電サマ
にも助けてもらいました。一方、当時はラ
ンニング中に大好きなロックを聴くこと
が、ひとり時間の確保と息抜きのための大
切な時間でした。そのために早朝コインラ
ンドリーを利用し、洗濯物を干す時間を省
略し、乾燥中にランニングするという合わ

息抜きとメリハリが大切

せ技も使っていました。（これは今も実践
中！）手を抜けるところはとことん抜く。
息抜きを持つ。そのための投資はボーナス
使ってでも確保する。そんなメリハリが両
立には必要なのかもしれません。

時間は作れる。やればできる。

権利や制度にあぐらをかかずに、
その時できることを精一杯やる。

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

平成	 	４年	 	３月　航空自衛隊入隊
　　　　		 	７月　入間管制隊
平成	 	７年	 	４月　航空交通管制技能証明（飛行場管制業務）取得
平成	 	８年	 	４月　航空交通管制技能証明（着陸誘導管制業務）取得
平成１２年	 	２月　	長女出産　育児休業	

（平成１２年３月～１１月）
平成１６年	 	４月　岐阜管制隊
　　　　		 	５月　小牧管制準備隊（のちの小牧管制隊）
（平成１７年２月　国土交通省から小牧管制隊へ管制業務移管）
平成１７年１１月　	次女出産　育児休業	

（平成１８年１月～１０月）
平成２０年	 	１月　	３女出産　育児休業	

（平成２０年３月～５月）
平成２２年１２月　	４女出産　育児休業	

（平成２３年１月～５月）
平成２９年	 	２月　管制班先任空曹
　　　　		 	７月　	長男出産　育児休業	

（平成２９年９月～平成３０年３月）
　　　　　　　　育児休業後、管制班先任空曹に復帰
令和元年	 	８月　美保管制隊
令和	 	２年１０月　	航空交通管制技能証明（進入管制、	

ターミナルレーダー管制業務）取得

美保管制隊　管制班員（管制係先任）
空曹長

秋
あ き よ し

吉　知
と も こ

子
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女性職員へメッ
セージ

MODEL  01 事務官等

事務次官へ女性活躍推進に関する説明

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

1 日のタイム
スケジュールの一例

6:00 起床
7:00 朝食、愛犬と散歩、洗濯
9:30 出勤、メールチェック等
日中 打ち合わせ、決裁、資料読み込み等

19:00 退庁

20:00 夕食、愛犬の世話、インターネット、
読書等

24:30 就寝

　私は、技官として採用され、技術的で専門的な業務に従事していましたが、その後、様々な

職域を経験し、現在は人事分野に就いています。採用された時には想像もしていなかった未来

です。職域の変化や短期で様々な分野の業務を担当するということは、専門的な業務の習熟と

いう観点ではやや物足りない感がありますが、反面、他分野の職域の人達との交流は、新たな

知識の獲得・視野を広げるための貴重な機会でもあります。

　そうして得たものは、様々な困難に直面した時に乗り越える力となるものだと思います。い

ろんな分野にチャレンジしてみてください。

　今は女性職員が様々な職域で活躍してい
る姿を見ますが、私が採用された当時は、
まだ多くの部署が「男性の仕事場」という
雰囲気が色濃くありました。女性職員の数
も少なかったせいか、私が配属されるポス
トでは「女性初」という枕詞がつくことが
多くありました。まさに防衛省版の女性の
社会進出が本格化する転換期ともいえる時
期でもあり、大きく変化する環境の中で
様々な苦労もありました。
　そのような中で、私なりにもどうにか乗
り越えて来られたのは、厳しくも温かく指
導してくれる上司に恵まれたことや、親身
に支えてくれる先輩や同僚に出会えたこと
により、様々な局面において多くの示唆を
得ることができたからだと思います。また、
私は日頃から挑戦することをむやみに怖れ
ない、困った時には一人で抱え込まず周囲

の力を借りることを心掛けています。それ
を実践することにより、業務が立て込んで
逼迫した状況であっても、「きっとなんと
かできる！」と楽観的に考えられる度胸が
身につき、その結果、仕事をこなす楽しさ
や達成感を得ることができました。
　これからも女性の働く場は更に拡大して
いき、防衛省の内外を問わずあらゆる部署
で勤務する機会が増えると思います。私が
他省庁への出向を経験した際、初めは異文
化の世界に飛び込むような不安な気持ちも
ありましたが、実際に他省庁の職員と仕事
してみると、新しい発見に溢れていて勉強
になることが非常に多く、新しい友人を含
め貴重な財産を得ることができました。

　
　良い仕事をするには、心身のコンディ
ションを常に良好な状態にしておくことが
理想です。私は、仕事と仕事以外の時間を
しっかり切り替えることが大切だと思って
いるので、心身のリフレッシュのために、
週末にはジムで運動したり、登山や散歩で
都会の喧騒を離れることで非日常的な空間
に身を置いたり、カラオケを大声で歌った

オフの過ごし方

りして、明日への活力を養っています。
　また、我が家には犬がいますが、平日は
どうしても構ってあげられる時間が少なく、
出張の際にはペットホテルに預けたりしな
ければなりません。その分、一緒にいられ
る時間は、
たくさんの
愛情を注い
で大切に過
ごしていま
す。愛犬と
の暮らしは	、		
とても楽し
く大きな癒
しが得られ
ています。

変化を恐れず、ポジティブに

平成　６年　４月　	防衛施設庁入庁	
（福岡防衛施設局建設部設備課）

平成　９年　４月　東京防衛施設局建設部設備課
平成１３年　４月　防衛施設庁建設部設備課
平成１４年　４月　	横浜防衛施設局建設部設備課	

設備第四係長
平成１７年　８月　	防衛医科大学校事務局経理部施設課	

工務第１係長
平成２０年　４月　	運用企画局情報通信・研究課	

情報システム係長、専門官、部員
平成２５年　８月　	装備施設本部監査課	

上席監査補佐官
平成２７年　４月　	内閣府本府公共サービス改革推進室	

参事官補佐
平成２８年　４月　	総務省行政管理局	

公共サービス改革推進室　参事官補佐
平成２９年　４月　大臣官房企画評価課　評価班長
平成３１年　３月　現職

環境の変化を上手に活用して、
新たなチャレンジを

愛犬と公園にて
人事教育局人事計画・補任課ワークライフ

バランス推進企画室長	
防衛部員

緑
み ど り か わ

川  桂
け い こ

子
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女性職員へメッ
セージ

事務官等

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

週末はパートナーと登山で気分転換
（後方は2020年に山頂間際まで登ったモンブラン）

MODEL  02

1 日のタイム
スケジュールの一例

7:00 起床、報道の確認、瞑想
9:20 出勤
日中 打ち合わせ、会議、報道対応

22:00 帰宅、ジョギング、入浴
24:30 パートナーとの国際テレビ電話
25:00 就寝

　過去３年間、国連や関連国際機関と関わる仕事をしてきました。国連は少し前から、男女比率
50：50を目指し、会議出席者や発言者の男女比率を集計し、ジェンダーバランスが悪いイベント
に参加しないこともあります。そういう環境から戻ると、防衛省はまだまだ男性多数の組織と実感
します。
　少数派として肩身が狭い思いをすることがあるかもしれません。悩みを相談できる先輩、同僚の
ネットワークを大切にし、ご自身も後輩の相談には積極的に応じるようにしてください。危機管理
組織の一員としての重責はストレスを伴うものです。定期的な運動や良質な食生活を通して健康を
維持し、ストレスとうまく付き合い、自己投資を通して、自身の成長を実感することが大切です。

スイストーストマスターズのメンバーとのオンライン
ミーティング

　入省時、内局で最初に女性部員になり高
官通訳として活躍されていた上司から、過
去の仕事内容を伺いながら、希望ポストを
探していくことができました。また、仕事
の調整先や会議同席者、出張同行者などか
ら業務を伺い、次のポストが見つかること
もありました。
　行きたいポストに必要な技術が備わって
いなければ、組織からの研修機会を待つの
ではなく、自己投資をして必要なスキルを
身につけることです。希望しなかった部署
に配置になっても、必ず学びはあります。
与えられた場所で誠実に勤務していれば、
次に希望の部署から声がかかることもあり
ます。前向きに取り組むことが大切です。
　仕事を効率的に進めるために心がけてい
ることは、必要な作業を細分化したら、作
業時間と軌道修正に必要な見直す時間をあ

らかじめスケジューラーにブロックし、工
程に無理がないか見えるようにすることで
す。全体を見て、期日に間に合わない可能
性があるものは、作業を分担するか、期日
を調整するか、成果物を簡略化できるか、
上司に余裕をもって相談するようにしてい
ます。

　
　しっかり休まなければ良い仕事はできま
せん。休日は、しっかり眠り、ジョギング
などで汗を流すようにしています。運動の
際は、オーティオブックを活用しています。
通勤時や入浴時も合わせると、週に１、２
冊は消化できるので、もはや生活に欠かせ
ないツールです。
　まとまった時間を確保できる週末は、自
己投資の時間として、コロナ禍の影響でコ
ンテンツが充実したオンライン講義を最大
限活用し、語学やプロジェクト管理理論を
学習しています。前赴任地のスイスで始め
たパブリックスピーキングとリーダーシッ
プを学ぶ場であるトーストマスターズクラ
ブもオンライン開催に切り替わったため、
各国の友人との交流を維持する場として継

公私にメリハリを

続しています。
　家族との時間も大切にしています。スイ
ス在住のフランス人パートナーとは、時差
の関係で平日は話す時間が限られているた
め、週末は常にテレビ電話回線を繋いでお
き、離れていても話しやすい環境を維持し
ています。遠慮せずに聞いてみる

希望する将来の自分を
具体的にイメージ

平成１１年	 	４月　防衛庁入庁
平成１４年	 	４月　防衛局調査課情報運用企画室
平成１５年	 	４月　長官官房文書課国際室
平成１８年	 	８月　モントレー国際大学院留学
平成１９年	 	５月　防衛政策局国際企画課主任
平成２４年	 	9月　	防衛政策局日米防衛協力課	

専門官、部員
平成２7年10月　防衛政策局戦略企画課部員
平成２９年	 	９月　	外務省軍縮会議日本政府代表部

（スイス）
令和		２年	 	９月　現職

防衛政策局参事官付総括班長（先任部員）
防衛部員

大
お お わ た り

渡　陽
よ う こ

子
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女性職員へメッ
セージ

事務官等

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

総務課の皆さん

MODEL  03

休日に家族でお出かけ

1 日のタイム
スケジュールの一例

5:00 起床
6:45 出勤
日中 資料作成、業務調整等

16:00 退庁
17:30 帰宅、子どもとの時間、家事等
22:30 就寝

　仕事に限らず、人生は選択の連続だと思います。働きながら結婚、出産、育児をする中で、

たくさんの決断をすることでしょう。その時その時に下した決断が果たして正しかったのか、

最善の策だったのか、思い悩むこともあるかもしれません。でも、人生の選択に正解も不正解

もないと思いませんか？どんな決断を下したとしても、自分の選んだ道が最善だったと思える

ように努力するのみです（欲張りすぎないのがポイントです！）。何か大きな決断をしなければ

いけない場面でも、あまり深刻に考え過ぎずとりあえず一歩踏み出してみて、上手く行かなかっ

たら軌道修正をしながら、より良い未来を目指して前向きに進んでいって欲しいと思います！

　私は現在、早出遅出勤務の制度を利用さ
せていただき、退庁時間を１時間ほど繰り
上げて帰らせてもらっています。そのおか
げで帰宅してから子どもを寝かせるまでの
嵐のような時間を、少しでも余裕をもって
過ごすことができ、非常に助かっています。
特に長女が小学校低学年の時は、早めに寝
かせないと体力不足で疲れ切ってしまい、
学校生活にも支障をきたしてしまうので、
本当に助かりました。
　他方、残業することが難しい分、仕事の
進め方で気を付けていることは、早めに方
向性を検討して上司に指導を仰ぐこと、処
置する優先順位を良く考えること、こまめ
に進捗状況を報告することです。子どもの
体調不良などで急に休むこともあるかもし
れないので、なるべく周囲に迷惑をかけな
いように、これらのことに気を付けていま

す。上手く行かないことも多いですが、周
囲の理解と協力があって利用させていただ
いている制度なので、感謝の気持ちを忘れ
ずに日々勤務したいと思っています。

　
　私の仕事へのモチベーションアップの方
法は、やり遂げて達成感を感じている自分、
周囲の信頼を得ている自分、気持ち良く余
暇を過ごしている自分を想像してみること
です。逆に、いい加減なことをして最悪の
状況に陥っている自分を想像してみること
も効果的です。今までの経験を振り返って
みて、大変な時期こそ自分自身成長できた
のだと感じています。真っ只中にいるとき
はとてもそんなことを感じられる余裕もな
く、ただただ必死に取り組んでいるだけで
すが、やり遂げてみて初めて「あきらめず
に頑張って良かった」と思えることが多
かったです。
　それから、十数年勤務してみて、仕事は
自己実現の場の一つであると感じていま
す。今まで自分が経験してきたこと、そこ
から学んできたことを発揮する場であり、
そこに達成感や充実感を感じて、また新た

自己実現の場の一つとして

な仕事に取り組む意欲が湧いてくるのだと
思います。今はまだ子どもも小さく、周囲
に助けられることの方が圧倒的に多いです
が、少しずつこの恩返しをしながら、目の
前の仕事に一つ一つ真摯に取り組んで、最
終的に「充実した自衛隊勤務だった」と思
えるように頑張っていきたいと思います。方向性と優先順位を

感謝を忘れず、
何事も明るく前向きに

平成１３年１１月　防衛庁入庁
　　　　　　　	陸上自衛隊姫路駐屯地業務隊厚生科
平成１６年	 	４月　	陸上自衛隊中部方面総監部	

人事部人事課職員人事管理室
平成１８年	 	４月　陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊厚生科
平成１9年	 	４月　	陸上幕僚監部人事部補任課	

職員人事管理室
平成２１年	 	４月　	陸上自衛隊中部方面総監部	

人事部人事課服務班
平成２３年　３月　	長女出産：育児休業	

（平成２３年５月～平成２４年３月）
　　　　	　４月　自衛隊大阪地方協力本部　総務課
平成２６年　４月　	次女出産：育児休業	

（平成２６年６月～平成２７年９月）
平成２９年　４月　自衛隊滋賀地方協力本部　総務課
平成３０年　７月　	長男出産：育児休業	

（平成３０年９月～令和２年３月）
令和　２年　４月　現職

自衛隊滋賀地方協力本部
総務課　総務班長補佐

防衛事務官

小
お や ま だ

山田  由
よ し え

枝
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女性職員へメッ
セージ

事務官等

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

笑いの絶えない職場です。

MODEL  04

1 日のタイム
スケジュールの一例

5:30 起床、身支度、お弁当作り
7:45 出勤（予定価格計算、調書作成等）

18:00頃 退庁
19:00頃 帰宅、入浴、夕食作り
19:40 夕食、後片付け

20:30
息子の勉強・学校からのプリン
ト確認、野球チーム父母会の仕
事等、洗濯、掃除

23:00 就寝

　昨今のコロナ禍で、保育園や幼稚園が休園となる中、小さいお子さんをお持ちの方々が懸命

に働く姿は、何とも言えず心に沁みました。たとえ今は仕事が辛くても、子育てが大変でも、

ふと、心が軽くなる日が必ず来ます。自分の決めた道を信じて、進み続けて欲しいと思います。

　また、時代の変化と共に、制度改革や勤務環境改善が進み、働く女性がどんどん増えていま

す。そんな変化の時代を生きる世代だからこそ、今があるのを当たり前と思わず、苦難を乗り

越えて来られた先輩方に感謝の気持ちを持って、精一杯、自分らしく働きましょう。

息子の遠征先にて、お母さん方と

あり、時に上司や同僚と意見が食い違うの
も、一つの面白さだと感じています。周り
への感謝を忘れないことで、仕事に対して
自分なりの楽しさを見つける余裕が生ま
れ、より良い仕事が生まれるものと思って
います。

　
　休日の私は、平日よりも早起きです。野
球をしている息子のため、練習場所までの
送迎や、朝４時に起きて、朝のうちにその
日の夕ご飯の準備までを済ませてから、車
を運転して県外での遠征試合に同行する日
が続くこともありました。当然のように自
分の時間は減ってしまいましたが、ひたむ
きにプレーする子供たちの姿は見ていて
清々しい気持ちになりますし、同じような
境遇のお母さんたちと話す時間も楽しいも
のです。
　息子のサポートに加えて、週末に一週間
分の買い出しや、その他の家事をまとめて
こなし、たまには気心の知れた友人と食事
をしたりと、隙間時間をパズルのように組
み合わせながら、スケジュールが目一杯の
週末をいつも過ごしています。この多忙な

忙しい休日こそ、私にとってのリフレッシュ　入庁から１８年が過ぎました。あっとい
う間、と言ってしまえばそれまでですが、
私なりに辛いことや悲しいことも経験し、
この仕事を続けることが難しいと感じた時
期もありました。仕事に対して情熱が持て
ず、迷い、悩んだ時期もあれば、反対に、
「もっとできるはず」とか「職場に迷惑を
かけたらダメ」といった自分のプライドの
せいで、幼かった息子にたくさん我慢をさ
せてしまったこともありました。　　
　それでも、働く私を応援してくれる家族
と、子育てとの両立を応援してくれた上司
や先輩、色々な方に支えて頂いたおかげで、
今も働くことができています。
　現在の職場では、様々な契約に係る予定
価格計算を担当しています。適法、適　　
正な会計処理が求められる中に、自分なり
の考え方や理論を反映できるのが醍醐味で

週末を過ごし、「やり切った」気持ちにな
ることが、私のモチベーションを維持する
秘訣かもしれません。そして、あと数年後、
今より自分の時間が増えたら、何をして過
ごそうかと考えることも、今の楽しみの一
つです。

感謝の気持は、楽しみの源

限りある時間を大切に
自分らしく生きる

平成１４年	 	４月　防衛庁入庁
　　　　　　　		大湊造修補給所　総務科総務係
平成１５年	 	４月　横須賀地方総監部管理部施設課　施設係
平成１７年	 	６月　海上幕僚監部人事教育部補任課
　　　　　　　		兼ねて　運用局衛生官付
平成１８年	 	７月　兼ねて　人事教育局衛生官付　
　　　　	 	９月　	海上自衛隊航空補給処　管理部	

総務課総務班総務係
　　　　	１２月　長男出産（～育児休業）
平成２０年	 	７月　	八戸航空基地隊	

八戸航空衛生隊薬務班
平成２３年	 	４月　第２整備補給隊　第２補給隊物品管制班
平成２５年	 	４月　	横須賀基地業務隊	

本部厚生科共済第２係
平成２８年	 	４月　	横須賀地方総監部管理部	

施設課　管財係員
令和元年１０月　	横須賀地方総監部管理部施設課	

管財係管財主任
令和	 	２年	 	４月　現職

横須賀地方総監部経理部原価計算課
原価計算係課付主任
防衛事務官

宮
み や な が

永　満
ま み

美
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女性職員へメッ
セージ

事務官等

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

勤務状況

MODEL  05

1 日のタイム
スケジュールの一例

5:30 起床　朝食　お弁当作り
8:15 出勤　メールチェック等
日中 資料の作成及び点検　各種調整

17:00 退庁
18:00 市内図書館
18:30 帰宅
19:00 ランニング
20:00 夕食（準備）
21:00 後片付け　洗濯　入浴
22:00 読書
23:30 就寝

　近年、防衛省も女性職員が増えました。とは言え、数的には圧倒的に男性が多くまだまだ男

性社会とも言えるでしょう。しかし確実に女性の働く職場や業務は広がり、活躍の場はどんど

ん増えています。少し前までは、「『女性であること』を活かして…。」との言葉をよく耳にし

ました。でも、今は違います。男性でも女性でも得意・不得意、長所・短所はあり、一人ひと

り違います。個を活かし、いかに社会に貢献するか、その一点に限ると思います。社会貢献へ

のアプローチの仕方や方法は人それぞれです。男女の働き方にとらわれず、あなた個人の長所

を活かし、開かれた組織で活躍をされることを期待します。

和歌山県新宮市の天空ハーフ
マラソンに参加しました

市の図書館で大好きな作家さん
の文芸書を借りました

　入庁以来、様々な内容の仕事、異なる環
境で勤務をしてきました。異動の都度、共
通していたのは、仕事は一人で行うのでは
なく、常に上司、同僚などに支えられて成
り立っているということ。そのことを理解
し、周囲の声に良く耳を傾け、支援に感謝
しつつ、地道にコツコツと経験を積み重ね
ることがキャリアアップには必要だと思い
ます。仕事も人も巡りあわせです。困難な
仕事や初めての仕事は緊張し、自分にはで
きるのだろうか、周囲とうまくやっていけ
るだろうかと不安になります。経験を積ん
だ今でも、毎回緊張と不安が押し寄せます。
自分が乗り越えるべき課題だと前向きにと
らえ、一つ一つ、仕事も人間関係も積み上
げ、自分の糧にすることがキャリアアップ
する一番の早道。全国の様々な場所の職場
で、多種多様の仕事を学び、周囲の人と真
摯に向き合い信頼関係を築くことが仕事を
続ける上での楽しみです。自分をブラッ
シュアップさせましょう。仕事も人も巡り

あわせ。全てのことを学び終えたとき、ま
た新たな学びのための巡りあわせが訪れま
す。多くの巡りあわせを経験した今、日日
是勉強、日日是成長、日日是好日です。

　
　私は３年ほど前、年次休暇、短期介護休
暇（特別休暇）、介護休暇を組み合わせて
約４ヶ月間、職場を離れ母の介護に専念し
ました。母の介護を経験して感じたことは、
介護は社会との繋がりが切れ孤立するとい
うことです。介護が必要となったとき、介
護に専念したい気持ちで早々に答えを出し
てしまいがちですが、介護中の生活及び介
護が終わった後の自分の人生も設計して行
動する必要があります。
　私の場合は、両立支援制度を活用すべく、
上司、人事担当者に相談し、周囲の方々の協
力を得て介護休暇を取得することができまし
た。結果、仕事を辞めることなく無事復帰し、
現在も働き続けることができています。
　休暇の４ヶ月間は、悔いを残すことなく
母の介護ができ、最期を看取ることができ
ました。あの時、制度の利用を申し出て、
二つ返事でＯＫしていただいた上司、忙し
い中、不在間の支援をしていただいた理解

両立支援制度の活用と周囲への感謝

ある同僚及び人事的な配置を考慮いただい
た人事担当者にとても感謝しています。制
度を利用できることは、周囲の方々の理解、
サポート及び配慮があってこそだと思いま
す。自分がサポートする側になった時、今
の気持ちを忘れず、恩返しのつもりで快諾
したいと思っています。地道な積み重ね。信頼関係を築く。

仕事も人も巡りあわせ。多くの巡りあわせを経験
にできる職場で自身の世界観を広げています。

平成１１年	 	４月　防衛庁入庁　
航空中央業務隊兼ねて航空幕僚監部監理部会計課
平成１２年	 	４月　航空自衛隊第４航空団（松島基地）
平成１５年	 	４月　航空中央業務隊
平成１８年	 	４月　航空幕僚監部総務部会計課
平成２２年	 	４月　	経理装備局システム装備課通信・	

電子システム班調整係長
平成２４年	 	４月　	航空自衛隊幹部候補生学校	

業務部会計課給与班長
　　　　　　　　（奈良基地）
平成２７年	 	４月　	航空中央業務隊会計科契約第２班	

契約専門官
平成３０年	 	４月　	航空幕僚監部人事教育部教育課	

計画班研修専門官
　　　　　	９月　	介護のため休暇	

（年次休暇　短期介護休暇　介護
休暇）

平成３１年	 	１月　職場復帰
令和	 	２年	 	４月　現職

第２補給処業務部会計課給与班長
防衛事務官

大
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女性職員へメッ
セージ

事務官等

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

職場にて

MODEL  06

1 日のタイム
スケジュールの一例

6:30 起床
10:00 出勤、メールチェック
日中 執務、会議等

21:00 帰宅、夕食、入浴、家事等
22:30 趣味の時間（音楽鑑賞、読書等）
24:00 就寝

　仕事でも人生においてもですが、時代の変化に対応できるように、少しずつでも常に自分自

身を向上させ続けることが、私は大切だと思っています。そうすることで、新たな課題に直面

した際にも乗り越えるハードルが下がるのではないかと考えているからです。

　皆さんと私の経験してきた道は、時代も背景も異なり、決して同じ道ではないと思いますが、

少しでも参考になる部分があれば幸いです。

娘たちとの台湾旅行

　この原稿依頼をいただいて、改めて自分
のスタンスを見つめてみると、仕事に限ら
ずですが、「前向きな気持ちでいること」「自
分自身を向上させ続けること」を意識して
きたように思います。
　例えば、新しいことに挑戦するのは不安
も多くありますが、その際は「やると決め
るかできないと諦めるかは自分次第、だか
ら気持ちを前向きに切り替え、取りあえず
やってみよう。」と、自分に言い聞かせて
います。そう覚悟して一歩踏み出して見る
と、困難なこともありますが、その時々の
上司や同僚に助けられながら、様々な経験
や新たな人脈を築くことができたのではな
いかと思います。
　そして、新しいことへの挑戦は常に新し
い知識を自分に与えてくれ、自分自身を向
上させてくれます。最初は苦しくとも理解
できれば取るに
足らないことも
多くあります。
もちろん、この
ような考え方が
いつでもできる
訳ではありませ
んが、そんな経

験を積むことで、自分の見える世界や考え
方の幅を広げることができるのではないか
と思います。
　現在は建築課に配属され、初めて沢山の
職員をマネジメントするという新たな経験
をさせていただいています。課長職を経験
した先輩からは、「課長になると見える世界
が変わるよ」と言われてきましたが、何よ
りも課員がまるで自分の子供のような今ま
でに無い不思議な感覚を味わっています。
　人をマネジメントするということは、そ
の人の人生に大きく関わることであり、責
任のある難しい仕事だと感じていますが、
これからも前を向いて、邁進していきたい
と思います。

　
　私には 2人の娘がいます。
　子育て中は、仕事と家事を両立させるの
は大変でしたが、ほかの家事は手抜きをし
ても食事だけはきちんと３食作っていたこ
とが功を奏したのか、長女が大学生になっ
た頃から、自然に夕食を作ってくれるよう
になり、今では二女も含め、ほとんどの家
事を分担してくれるようになりました。成

子育て後には楽しみが来る

人となった娘たちとは親子というより友達
のような関係で、買い物や旅行、週末を一
緒に過ごし、女子トークで盛り上がること
もあります。
　子育てピーク時は、無我夢中で、もう一
度やりなさいと言われてもできる気がしま
せんが、その当時の職場の方々の理解が
あったからこそ、こうやって乗り越えられ
たのだと思います。
　今は娘たちと過ごす時間が、私の一番の
楽しみです。

前向きに気持ちを切り替える

気持ちを前向きに。できないと
諦めず、取りあえずやってみる。

平成	 	3年	 	1月　防衛施設庁入庁（広島防衛施設局）
（平成8年3月～平成9年3月　長女出産による育児休暇）
（平成10年10月～平成11年10月　二女出産による育児休暇）
平成17年	 	4月　	東京防衛施設局	

建設部　建築課　係長
平成24年	 	4月　	法務省　大臣官房施設課　	

統括施設設計官
平成26年	 	4月　	北関東防衛局　調達部　	

建築課　工事検査官
平成28年	 	4月　	整備計画局　施設技術管理官	

防護施設研究室　専門官
平成29年	 	4月　同上　部員
平成30年	 	4月　	整備計画局　施設計画課	

施設政策室　施設政策班部員
令和	 	２年	 	7月　現職

北関東防衛局　調達部　建築課長
防衛技官

白
し ら い し

石　弥
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1 日のタイム
スケジュールの一例

女性職員へメッ
セージ

事務官等

これまでの主な経歴
（キャリアパス年表）

MODEL  07

6:30 起床
8:30 保育園送り
9:30 出勤
日中 資料作成、業務調整等

16:15 退庁
17:30 保育園迎え
18:30 お風呂、夕食
21:00 寝かしつけ
22:00 就寝

　やるべき事が沢山あるけれど時間は無限にあるわけではなくて…。

　そんな中で余裕が無くなってしまい、いっぱいいっぱいになってしまうかもしれません。で

も通勤中の少しの間に好きな音楽を聴いたり昼休みに職場の友人とランチして色々話したり復

帰したら忙しいだけではなく楽しい事も増えました。

　仕事と育児の両立に不安を抱えているかもしれませんが、一歩踏み出してしまえば案外なん

とかなるものです。何かをあきらめたりせず仕事も、育児も、自分の楽しみも、と欲張ってみ

てもいいかもしれませんね。

娘とディズニーデート

職場にて

てもらい精神的に余裕が持てるようになり
ました。
　職場の方々の理解と協力のおかげでこう
して日々勤務できているのだととても感謝
しております。

　
　初めての育児は想像していたよりも大変
で、まるで未知の生物との戦いの日々でし
た（笑）
　３歳になった今では「ママお仕事頑張っ
てきてね♡」と言いながら私の頭を撫でて
くれるまでに成長し、ドタバタしながらも
優しさに包まれた朝を迎えてから出勤して
います。
　今までのように仕事帰りに飲みに行った
りはできなくなったけれどお昼休みに友人
と話しながら美味しい物を食べてリフレッ
シュしたり、通勤中に好きな音楽を聴いた
りして、久しぶりのわたし時間も楽しみな
がら仕事と育児の両立をはかっています。
　また職場に相談にのってくれる先輩、後
輩がいるので仕事や育児のストレスをうま
く発散できているのだと思います。
　「忙しいから大変ではない、忙しいから

職場は龍宮城にもなる？

　子供の出産を終え、復職する時期が近づ
くにつれて今までとは違い時間の制限があ
る中での勤務、休職中のブランク、退庁後
に待ち受けている家事や育児への対応な
ど、本当に仕事と育児の両立ができるのか
不安でいっぱいになっていきました。
　その中で配属されたのは、育児休暇に入
る前と同じ部署。ゼロからのスタートでは
ありませんでしたが、規則が改正されてい
たり、システムが新しくなっていたりして、
今まで通りの勤務とはいきませんでした。
　しかし、上司や同僚の助けもあり少しず
つ感覚を取り戻していきました。また育児
についても周囲がとても理解を示してくだ
さり、育児時間の取得や週に数日テレワー
クの実施をさせてもらっています。「育児
もしっかりできるようにみんなで協力する
からね」と上司からあたたかい言葉もかけ

こそ充実している。」
　小学校の時の恩師の言葉を思い出して、
忙しい中にも楽しみを見つけて日々笑顔で
自分らしく過ごしていけたらいいなと思い
ます。

玉手箱を開けても老けなかった浦島太郎

小さな幸せを見逃さない　
心のゆとりを大切に

平成１７年	 	１月　防衛庁入庁

　　　　　　　		契約本部　総務課副本部長秘書　

平成１８年	 	７月　装備施設本部　航空機第２課回転翼室

平成２０年	 	８月　内部部局　大臣官房広報課報道室

平成２４年	 	４月　装備施設本部　武器課弾火薬室

平成２６年	 	４月　装備施設本部　原価管理課　

平成２7年10月　	防衛装備庁　調達管理部	

原価管理官　

平成２９年	 	５月　	長女出産：育児休業	

（平成２9年7月～令和２年4月）

令和	 	２年	 	４月　現職

防衛装備庁調達管理部原価管理官
防衛事務官

上
う え の

野  由
ゆ り か

梨香
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妻からのコメン
ト

MODEL  01 自衛官（幹部）

両立支援制度利用までの流れ

家族写真

1 日のタイムスケジュール
（両立支援制度利用中）の一例

6:00 起床
6:30 朝食、長男の送り出し
9:00 ペットの散歩、掃除、洗濯など
12:00 昼食
15:00 長男の習い事への送り、買い出し
16:00 ペットの散歩
17:00 長女の沐浴、夕食の準備
19:00 長男の迎え
19:30 夕食
21:00 皿洗いなど
23:00 就寝

　夫が「育児休業を取る」と言ってくれたときは、長男のときには無かったことなので、あまり期待はしていま
せんでした。妊娠中は、あまり体調が優れず、妊娠後期には入院することになってしまいましたが、夫は献身的
にサポートしてくれました。
　二人目とは言え、十数年ぶりの出産であり、決して順調とは言えなかったことから、とても不安でした。出産
の兆候を伝えたところ、自宅から離れた病院だったにもかかわらず、直ちに駆けつけてくれたことに驚いたのを
覚えています。
　育児休業中の夫は、本当によく育児や家事をこなしてくれました。頼れる相手が家にいてくれるだけでも、精神
的な支えになったと思います。長男のときも、ここまでやってくれていたらと思ったのは正直な気持ちです。
　あまりほめ過ぎると調子に乗らないか心配ですが、夫のおかげで育児が楽しめていると思います。そして、夫
は本当にいい職場の上司・同僚の方々に恵まれたと思います。

育児写真

とるだけ育休にしない

　約１１年前に長男が生まれたときは、正直、
「夫は仕事、妻は育児」という考えがありま
した。長男が成長するにつれ、もっと妻をサ
ポートしておけばよかった、もっと育児に参
加しておけばよかったと後悔しました。
　妻の第２子妊娠が明らかになったときか
ら、「絶対に育児休業を取り、妻を全面的
にサポートする。」と決め、上司に相談し
ました。上司は快く受け入れてくれ、休業
間の業務分担を速やかに実施してくれまし
た。上司があらかじめ担当者を割り振って
くれたおかげで、スムーズな申し送りがで
きたと思います。
　妻は妊娠中、切迫流産のおそれがあり、
医師から絶対安静を指示されたため、午前
中のみ登庁し、帰宅後に自身と妻の昼食を
準備し、午後からはテレワークを行い、課
業終了後速やかに、家事全般を実施してい
ました。更に、妊娠後期には妊娠高血圧症
候群と診断され、出産まで入院することに
なったため、毎日、家事全般と妻の見舞い
を行っていました。
　出勤しようとした朝、入院中の妻から出
産兆候の電話があり、上司に連絡後、直ち

に病院に駆け付けたため、長男のときには
かなわなかった出産に立ち会うことができ
ました。生まれた長女は若干の低体重で
あったため、念のため同じ病院内のＮＩＣ
Ｕに入院することになりました。妻が先に
退院しましたが、長女入院中は、育児参加
のための特別休暇を取得し、妻と毎日病院
に通いました。
　数日後、長女は何の心配もなく退院する
ことができました。それから約１か月間、
育児休業を取得しました。
　毎日の沐浴も、私が率先して行いました。
育児休業が終了した今も、早く帰宅できた
日や、休日は私が一緒に入浴しています。
　これから育児休業を取得しようと考えて
いる男性職員の方は、くれぐれも「家でゆっ
くりしよう」なんて考えず、家族のために
全力で働いてもらいたいと思います。
　育児休業に入る前は、とても長いように
感じましたが、あっと言う間に終わってし
まったように感じました。妻は、私の育児
休業が終了することを残念がってくれまし
たので、それだけ役に立つことができたも
のと思います。
　育児休業を取得するということは、当然、
その間の業務は誰かが請け負うことになりま

す。そのためには、職場の上司及び同僚の理
解と協力は欠かすことができないことから、
関係者の方々には本当に感謝しています。
　育児休業は終了しましたが、これからも
積極的に育児に関わっていきたいと思って
います。

平成３１年	２月　	妻の妊娠（第２子）が分かり、上司に
育児休業を取得したい旨を相談

令和元年	６月　	切迫流産のおそれがあり、絶対安静
を指示されたため、課業後速やかに
家事ができるよう、午後テレワーク
を実施

　　　　１１月　	定期通院時、妊娠高血圧症候群と
診断され入院	
長女誕生（立ち合い出産）、低体重
のためNICUに入院	
妻が先に退院、育児参加のための
特別休暇で毎日病院へ

　　　　１２月　	長女退院後、約１か月の育児休業を
取得

令和	２年	１月　復職

航空幕僚監部人事教育部人事計画課制度班員
２等空佐

大
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MODEL  01 自衛官（准曹）

妻からのコメント両立支援制度利用までの流れ

家族4人で ご飯を待っている子供たち

1日のタイムスケジュール
（両立支援制度利用中）の一例

6:00 起床、朝食準備
7:00 朝　食
9:00 掃除、洗濯
10:00 子育て支援へ（近傍保育園）
12:00 昼　食
13:00 お昼寝
15:00 遊び（おもちゃ、絵本読み聞かせ等）
17:00 夕　食
19:00 子供と入浴
20:30 寝かしつけ
21:00 就　寝

　私は、入校中でしたので週末帰ることもなく、

子育ては全て主人に任せきりでしたが、「今日は

こんなのを作ってみたよ。」と離乳食の写真が毎

日届き、「初めて立ったよ」「支援センターで絵を

描いたよ」と、子供たちの様子を細かく教えてく

れ、楽しく子育てしてくれました。初めて歩いた

り、ミルクから離乳食になったりと、子供たちに

一番変化がある時期で大変だったと思いますが、

自ら考え、工夫しながら子育てしている姿を見て、

私は安心して学ぶことができ、今でも主人と主人

の部隊の皆様には本当に感謝しています。現在も、

私が単身赴任で離れているため、子育ては主人が

中心となって頑張ってくれています。でも、育児

休業で家事は何でもできるようになり、子供たち

との結びつきも私より深い関係となっている主人

なので、心強いです。また、私も中隊の隊員が少

しでも子育てに関わることができるようにこの経

験を伝えて、仕事と子育ての両立に協力していき

たいと思います。

大きくなるにつれて、離乳食にも好き嫌い
が出てくるようになり、好きなものは食べ
るが嫌いなものはイヤイヤして口も開けて
くれないようになりました。時には、口の
中に入れたが、嫌いなものとわかるや
ブーーーッと口から吐き出してしまうこと
もあり、片付けが大変だなぁと思ったこと
もありました。妻の入校中には、子供たち
にとっては一番変化があるときであり、言
葉を話し始めたり、ハイハイから、つかま
り立ちになり、ついには一人で歩けるよう
になる時期でもありました。そんな子供た
ちの変化を、妻にも見せようと写真を撮っ
たり、動画を撮ったりして、妻の携帯電話
に送り、喜びを共有できたことは、今でも
良い思い出です。
　現在、妻は単身赴任で北海道に行ってい
ます。小学生となった子供たちにイライラ
してしまうこともたくさんありますが、育
児休業で子育てした経験と、同居している
母の協力により何とか子供たちを育ててい

　育児休業を取得したきっかけは、妻のＡ
ＯＣ入校でした。双子が生まれてから妻が
育児休業を取得していましたが、９月から
ＡＯＣ入校が決まっており、一か月前の８
月に職場に復帰したいとのことで、私は８
月から４月に子供たちが保育園に入園する
までの、約８か月間育児休業を取得しまし
た。取得するにあたり、私はあまり部隊へ
の影響については考えておりませんでし
た。私の部隊は、装輪車両の整備を任務と
する部隊であり、私が抜けても他の隊員に
より業務は可能だと考えていたからです。
しかし、部隊の任務は車両整備業務だけで
はないので、今思うと、育児休業を取得す
ることを理解し、貴重な時間を与えてくれ
た中隊や小隊の方々には、感謝の気持ちし
かありません。
　育児休業に入ると、朝昼晩の離乳食づく
り、掃除、洗濯等、育児と家事の両立がと
ても大変で、普段の妻の苦労がその時に
なってようやくわかりました。午前中の洗
濯が終わると、子供たちが通う予定の保育
園で行われている子育て支援センターに連
れて行き、同年代の子供たちと遊ばせたり
子育てで疑問に思っていることを、先生方
に聞いて解決したりしました。子供たちも

ます。あの時の時間が今の子育てにも自信
を与えてくれていると思うと、育児休業を
取得して本当に良かったと思います。これ
から育児休業の取得を検討している方は、
自分の置かれている環境にもよりますが、
自分の子供と密に接する機会はなかなか無
いと思いますので、是非とも育児休業を取
得してみてはいかがでしょうか。
　最後に、この文章を書いていてまだ床に
就かない私に対して娘が、「何を書いてい
るの？」と聞いてきたので、「お父さんみ
たいに子供と一緒にいる時間をいっぱい取
れる人が増えるように書いているんだよ。」
と言ったら、娘はにっこり笑ってうなずき
ながら眠りにつきました。

「あの時も」そして
「これからも」育メン継続宣言

平成25年１２月　双子誕生
　　　　　　　		妻育児休業取得　
平成２６年	８月　育児休業開始
　　　　　９月　妻ＡＯＣ（武器学校）入校　　　　
平成２７年		４月　	職場復帰	

（双子については、保育園入園）

第１２後方支援隊　第１整備中隊　
車両整備小隊　装輪車整備陸曹

１等陸曹

荻
お ぎ や

谷　康
や す の り

則

第１２後方支援隊第１整備中隊車両整備小隊
工作回収班長

佐
さ さ き

々木 和
か ず お

男

風呂上がりにクリームを塗る
ところ

おやつを食べる子供たち

荻谷１曹から育児休業取得の申し出が
あった時は、まだ中隊で前例がなかった
ので戸惑いましたが、本人や家族の不安
を解消できるならと思い中隊長に相談し
たところ、こころよく承諾してもらえ育
児休業を取得させる事ができました。こ
れからも子供が生まれた隊員にこの制度
を利用してもらうため、勤務先の小隊や
中隊の理解と本人が安心して育児に専念
できるよう業務のサポート態勢を確立し
ていきたいと思います。

「みんなで育てる」育休制度
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妻からのコメン
ト

自衛官（准曹）

両立支援制度利用までの流れ

海図作業中

練習艦「はたかぜ」艦上にて

　コロナ禍での里帰り出産のため、2週間の自宅隔離や制限のある通院など変則的なことの多い出産でしたが、
主人の育児休業のおかげで不安なく過ごすことができました。
　しかし、育児休業前主人が横浜にいたこともあり、休暇期間が二転三転し、少し不安になることがありました
が、上級部隊である第1練習隊と呉地方総監部の配慮、調整により当初の予定より早く休暇が取得できたことで
家族そろって里帰りすることができました。休暇期間中は率先して遊びたい盛りの2歳の長男と遊んでくれ、掃
除洗濯をしてくれたので、私はとても快適な妊婦生活を送り、スピード安産で出産することができました。
　育児休業中は出港等で不在になることが多かった主人に対し、控えめだった長男が立派なお父さん子になり
ました。第2子が生まれた際も、さほど赤ちゃん返りもなく新生児の育児に専念することができました。そし
て何より夫婦で子供の成長を見ることができ、笑顔の絶えないとても幸せな期間を過ごすことができました。
この期間はこれからの夫婦円満の糧になると思います。

MODEL  02

　今回、長男 (第 1子）のときできなかっ
た立ち会い出産及び里帰り出産の希望があ
り、長男 ( 第 1 子）の育児のために育児
休業を取得しました。取得期間は、当初 5
月中旬頃を希望していましたが、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止に伴う 2週間自
宅待機の制限があったことから、4月末か
ら 7月末まで取得しました。育児休業を
取得した時期は、護衛艦から練習艦への艦
種変更及び改修工事も終わり多忙を極めて
いましたが、職場の上司、同僚が育児休業
に対し理解し協力してくれたので、育児休
業の取得しやすい環境であり、ありがた
かったです。
　帰省先は私の実家でしたが、一緒に帰省
したため、妻も肩身の狭い思いもせずにす
み、世間でよくある嫁姑問題も生起しませ
んでした。妻は臨月を迎えており母体を第
一に考えてもらい、私は長男（第 1 子）

を実家近くの児童館や山川で自然を満喫さ
せました。夕食後は入浴、寝る前は毎晩し
てあげたかった絵本の読み聞かせもできま
した。最近は長男（第 1子）も兄としての
自覚ができてきたのか、次男（第 2子）が
泣いていると頭をなでてあげたりしてくれ
ます。優しく接している姿を見ると大変頼
もしく思います。
　職場復帰となると身構えてしまい不安で
したが、周囲もサポートしてくれたので必
要以上に気負うこともなかったと思いま
す。初めて育児休業を経験したことで長男
（第 1子）の成長、そして次男 ( 第 2 子）
の誕生の瞬間に立ち会うことができ、強く
父親としての責任を自覚しました。
　今後パパになる人には家族でゆっくり過
ごす時間を作ることで、育児の楽しさを共
有することが夫婦円満の秘訣につながると
思います。色々な事情があるとは思います
が、育児休業の必要を感じたならば取得す
ることをお勧めします。家族を守れるのは
あなたしかいません。家族を守ってあげて
ください。

今しかない時間を大切に

令和元年	 	9月　妻の妊娠(第2子)がわかる。
　　　　12月　育児休業の取得について話し合う。
　　　　　　　	上司に取得の希望を伝える。
令和	 2年	 4月　育児休業開始
　　　	　		6月　	次男(第2子)誕生、特別休暇	

(Child　Care7)を取得
　　　　			7月　職場復帰

練習艦「はたかぜ」　船務科
2等海曹

坊
ぼ う こ い

古居  光
み つ ひ ろ

宏

1 日のタイムスケジュール
（両立支援制度利用中）の一例

6:00 起床
7:00 朝食
8:00 洗濯、掃除
10:00 外出（児童館）
12:00 昼食
14:00 昼寝
16:30 おやつ、散歩
18:30 夕食
20:00 入浴
20:30 就寝準備
21:00 寝かしつけ
22:30 就寝
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MODEL  01 事務官等

両立支援制度利用までの流れ

子供の仕事、ご飯を食べるお手伝い

沐浴は貴重な思い出。
気持ちよさそうにしてました

仕事再開後、二人の時も
仲良く遊んでいます

で妻が不在のときは、朝から夜まで二人で
一緒に過ごしています。
　次に、産後は圧倒的に家庭での業務（家
事・育児）が増える中で夫婦それぞれの仕
事が再開するため、双方ともストレスを感
じる場面が急増すると思いますが、育休中
に試行錯誤しながら、お互いの役割分担や
価値観のすり合わせができた結果、夫婦で
ストレスを溜め込む場面は少なくなったと
思います。（他方、育休中の試行錯誤がな
いと、こうはいかなかったと思います。）
　取得して良かった点は他にもあります
が、育休はその期間中のみならず、仕事再
開後に、複利のようによいことが続いてい
くということが、取得してみての実感です。
　最後に、育休の取得は、働き盛りの職員
が職場を離れることから、短期的には戦力
ダウンとなる側面はあると思います（職場
の方々に本当に感謝しております）。
　一方、実際に育休取得の当事者となって

　私は、早い段階から家族と相談して育休
取得を決め、第一子出産の２か月後から約
一年間の育休を取得しました。その主な理
由は、まず、私自身が積極的に育児参加し
たいとの意向を持っていたこと、次に、出
産前は、仕事の都合で妻と一緒に過ごす時
間がほとんどなく、家族の時間をあまり持
てなかったことなどです。
　私の場合は妻も長期の育休の取得を歓迎
してくれましたが、休業期間や取得のタイ
ミングは、家庭の都合や仕事の状況で人そ
れぞれだと思います。（妻からしっかり仕
事して稼いでくることを求められるお父さ
んもいると思いますので、）それぞれにとっ
てのよりよい育児参加の選択肢として育休
を考えることが大切だと思います。
　育休を通じて、乳児期から娘の育児に参
加できたことは何よりの喜びでしたが、今
は、その恩恵はその後の生活に長く及ぶもの
であり、父親としてだけでなく、パートナー
としても成長できたと実感しています。
　まず、育休後は妻も職場復帰しましたが、
１才から現在（２才）にかけて、娘は私と
二人きりでいることも全く問題なく、仕事

感じたことは、長期的に見た場合、育休を
通じて職員の生活の土台である家庭環境が
良くなること、育児・介護等の多様な生活
環境で仕事に取り組む職員への受容力が上
がること、これから出産・育児を迎える世
代にとって魅力的な職場に近づくことな
ど、優秀な職員の採用・定着につながり、
この組織を強くする取り組みだと考えるよ
うになりました。
　ぜひ、皆さんそれぞれにとっての、より
よい育児・生活環境をつくる選択肢として、
男性の育児休業を検討してみてください。

パートナーとして
成長する育休

平成３0年春前　	育児休業取得について所属部署・	
秘書課と相談

　　　　	５月　第一子出産
　　　　	７月　育児休業開始
令和元年	６月　職場復帰

大臣官房企画評価課（先任部員）
防衛部員

髙
た か つ

津　真
まこと

1 日のタイムスケジュール
（両立支援制度利用中）の一例

7:00 起床
8:00 朝食

9:00 子供と一緒に近所を散歩・部屋
の中で遊ぶ

10:30 家族で食材・生活用品等の買い
もの

12:00 昼食（交互に担当）
13:30 娘のお昼寝
16:00 妻の祖父母の家まで散歩
18:00 夕食（交互に担当）
19:00 沐浴
21:00 就寝

妻からのコメント

　長期の育休の取得のおかげで実家の近くで過ご

せたことは、私や両親にとって、楽しく幸せで貴

重な時間となりました。

　また、復帰後、私の仕事が土日メインのため、

夫にまだ 1歳の娘と 1日一緒に過ごしてもらう

のに、長期の育休期間が役立ったことは間違いあ

りません。その期間がなければ、安心して仕事が

できなかったかもしれません。

　元々、自分のことは自分で済ませてきた夫婦で

したが、子供が産まれたことにより、準備ひとつ

をとってもお互いにモノや時間を共有して進めな

ければならず、最初は戸惑いの連続でした。それ

を徐々に擦り合わせていけたことも良かったと思

います。

　育児は、乳幼児の時期が肝心だと思います。子

供だけではなくパートナーとしても。その時期を

夫婦一緒に長く過ごさせてもらい、夫や夫の職場

の方に感謝しています。これからも協力しつつ、

割り切りつつ、楽しく過ごせるよう子供と成長し

たいと思います。

整備計画局施設計画課長

宮
み や も と

本 康
や す ひ ろ

宏

髙津さんから、職務復帰後、感謝ととも

に育休中の様子なども聞き、あらためて

その重要性を教えられました。髙津さん

も育休前に業務を整理して引き継ぎ、同

僚や部下も通常業務プラスαを引き受け

るなど、大変なところもあったと思いま

す。秘書課も後任を早めに充ててくれま

した。関係者みんなでサポートして育休

を「取る」だけでなく、「成功させる」と

いうマインドが大事になると思います。

上司からのコメント

「チームで育休をサポート」
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妻からのコメン
ト

事務官等

両立支援制度利用までの流れ

職場にて 休日に子どもと公園にお出かけ

MODEL  02

休日に自宅で子どもと遊び

　平日は仕事で夫の帰宅が遅い日が多く、これからもずっと１人で育児と家事をしていくことに不安を
抱いていました。そんな中、私の不安を感じて、少しでも育児に関わる時間を増やそうとしている夫の
姿を見て、漠然とした不安も無くなりました。
　子どもの定期検診や予防接種の際には、休暇を取って欠かさずに付き添ってくれ、夫婦で息子の成長
について向き合う良い機会になっています。フレックスタイムや休みの日は、夫が率先して家事をして
くれて、息子の面倒を見てくれるので、息抜きの時間もできるようになっています。
　夫がある程度の育児と家事ができるようになり、自分に何かあっても夫が何とかしてくれるという安
心感があります。以前より、家族の時間が増え、夫婦・家族の絆もより一層深まったと思います。仕事
が忙しい中でも、父親としての責任を持って子どもと向き合ってくれた夫に、感謝しています。

制度を活用しようと上司に相談しました。
　上司からは、「男性の育児参加のために
様々な両立支援制度があるので、積極的に
活用し、育児にしっかり参加しなさい」と
背中を押して頂き、自分に合った育児参加
の方法として、特別休暇を取得して子ども
の健診への付添うことや、休暇を週末に取
得することで土日と連接して育児や家事を
率先的に行い、妻を育児・家事から解放す
る時間を作りました。また、多忙な業務の
中でも柔軟に育児の時間を確保できるフ
レックスタイム制を活用し、業務スケ
ジュールや家庭のイベントを見ながら、始
業時刻を週に１日午後以降に設定し、平日
にも育児の時間を確保しています。
　育児に積極的に関わるようになってか
ら、家族との交流が仕事のモチベーション
アップに繋がり、限られた時間で効率的に
業務を進めるために、優先順位を工夫し、
自分の働き方を見直す良いきっかけにもな
りました。今では、仕事・家庭の予定をど
うやって両立して組み立てるかが、楽しみ
になっています。
　家庭の在り方は千差万別ですが、男性も
仕事が忙しいからと諦めずに少しでも多く
育児をして、孤独な育児をなくすことが、

　私の場合、育児休業は取得していませんが、
育児のための特別休暇や年次休暇、フレック
スタイム制を上手く活用して、仕事と両立し
ながら妻と協力して育児をしています。
　第１子となる長男が生まれて、退院の付
添いから家事や子の世話等のために、
ChildCare7 に年次休暇を加えて１０日間
休暇を取得しました。その際、育児と家事
を１人ですることの大変さを痛感しました
が、私が仕事で帰宅が遅くなることもよく
あり、妻が専業主婦であったため、育児と
家事は妻に任せるようになりました。
　しかし、息子の成長につれ、妻の負担が
増していく中、「自分が父親としての責任
を果たしているのか」と疑問を抱くように
なり、少しでも自分が育児をする時間を確
保しようと考えました。
　私の場合、妻が専業主婦で第１子の育児
であり、諸々の事情で苦労しながら育児を
している方と比較すると、負担は比べもの
になりませんが、それでも妻だけに孤独な
育児をさせずに、子どもの成長を一緒に
日々実感したいという思いから、両立支援

家庭の絆を深めながら、自分を成長させる
ためには重要なのではないでしょうか。そ
のためにも、男性が活用できる豊富な両立
支援制度がありますので、少しでも多く育
児の時間を確保するために、ぜひ活用され
てはいかがでしょうか。

多忙な業務の中でも工夫し、
男性も育児の時間を

平成３１年	２月　妻の妊娠（第１子）がわかる

令和元年１１月　	長男（第１子）が誕生、特別休暇

（Child	Care7）を取得

令和	２年	８月　	フレックスタイム制を利用開始	

（現在も利用中）

中部方面総監部人事部人事課総括班
人事企画主任
防衛事務官

赤
た か と き

時　拓
た く ま

馬

1 日のタイムスケジュール
（両立支援制度利用中）の一例

6:00 起　床
7:00 朝　食
8:00 洗濯、掃除等の家事
10:00 外出（息子と近所の公園に）
12:00 昼　食
13:00 出　勤
18:00 退　庁
18:30 夕　食
19:00 入　浴
20:00 子供の歯磨き等の就寝準備
22:30 就　寝

※�フレックスタイムを利用して、午後以降に仕事を開始する
日の例
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妻からのコメン
ト

事務官等

両立支援制度利用までの流れ

MODEL  03

娘たちと

　上の子２人の出産時は、両親などにサポートしてもらったこともあり、育児休業の取得については特
にお願いしませんでしたが、今回、長男（第３子）出産に伴い、夫にはある程度まとまった休暇を取っ
てほしく、育児休業を取得することとなりました。
　産後入院中には、夫と娘２人の生活で、学校などの準備要領が分からない夫から何度も電話があり、
見えないながらもバタバタしているのだろうなと感じることもあり多少？の不安はありました。育児休
業中は、特に私の体調を気遣い、大半の家事等をこなしてくれて非常に助かりました。育児休業を終え
た今でも、早く帰った日には何が食べたい？と夕食を作ってくれたり、長男をあやしたり、娘たちの宿
題を見てくれたりと、これまで以上のパパになってくれたと感じています。
　今回育児休業を取得してくれたことで、家族の時間が増え、子供たちもすっかりパパっ子になり、家
族の絆も強くなり賑やかな生活を過ごしています。パパ、これからも色々とよろしくね！

ばかりであり、起床後、娘２人の朝食準備に
始まり、夜の寝かしつけまで目の回るような
日々で、すべてにおいて一杯一杯でした。日
が経つにつれて、そのローテーションにも慣
れ、育児休業が終わる頃には娘２人と一緒に
夕食を作るなどの余裕もでき、娘たちの「パ
パ遊んで～」という言葉が増えたような気が
します。１か月間という短期間ではありまし
たが、これまで以上に妻の大変さ、ありがた
さを実感し、改めて父親としての自覚が強く
なりました。職場復帰した今でも、少しでも
役に立てればと思い、長男の予防接種時など
には特別休暇を取得し、子供の遊び相手、家
事を率先して行うよう意識しながら過ごして
います。
　今回、初めての育児休業を取得し、家族と
過ごす時間は、とても大切な時間であり、ま
だまだ自分自身も様々な面で子供たちと共に
成長していかなければならないと再認識させ
られました。
　これから子供が産まれる方も、父親として
の自覚を持ち、子供の人数に関わらず、１人
目からでも率先して育児をすることで、子供、
ご家族とのコミュニケーションがとれ、子供
たちの成長を直接感じることができ、よりよ
い充実した生活が送れるものと考えます。ま

　私は、令和２年９月に１か月間の育児休業
を取得しました。長女（小１）及び二女（幼
稚園年中）出生時はいずれも里帰り出産であ
り、お互いの両親など親族の支援が得られた
こともあり、役所手続き及び妻及び子供の通
院時に休暇を取得する程度でした。
　令和元年１０月、妻の妊娠を知り、当初は
これまで同様お互いの両親の支援を得ようと
楽観的に考えていました。年が明け、新型コ
ロナウイルス感染症が流行していく中で、当
初の考えではいけないと思い、妻と育児休業
の取得について話し合いました。業務に支障
のない程度で育児休業を取得できれば、妻
の負担が少しでも軽減される、また、家族と
過ごす時間が増えるものと考え、話し合いの
結果、１か月間の取得を計画することとしま
した。育児休業取得にあたり、上司に相談し
たところ快く了承され、周りの方々の後押し
もありました。
　育児休業中、私は、主に娘２人の世話及び
家事全般を行うこととしました。妻が入院中
であった初めの
１週間程度は、
娘２人との生活
となりました。
新型コロナの影
響で小学校、幼
稚園が始業した

ずは遠慮せずに奥様、上司とご相談されては
いかがでしょうか。

育児の大切さ

令和元年１０月　妻の妊娠（第３子）がわかる
令和２年	 	１月　	夫婦で育児休業の取得について	

話し合う
　　　			 	２月　上司に育児休業の希望を伝える
　　　			 	８月　	長男（第３子）誕生、特別休暇	

（Child	Care7）を７日間取得
　　　			 	９月　育児休業を取得
　　　		１０月　職場復帰

横須賀基地業務隊会計科補給係科付主任
防衛事務官

渡
と ま り

真利  将
ま さ か つ

勝

1 日のタイムスケジュール
（両立支援制度利用中）の一例

7:00 起床、朝食

8:00 幼稚園、小学校への送り（長女、
次女）

9:00 家事（洗濯、掃除等）
12:00 昼食
14:00 幼稚園、小学校への迎え

16:00 外出（近所の公園、食料買い出
し等）

18:00 入浴
19:00 夕食
20:00 家事（食器洗い、洗濯物片付け等）
21:00 寝かしつけ、就寝
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妻からのコメン
ト

事務官等

両立支援制度利用までの流れ

MODEL  04

　現在、私は防衛装備庁調達事業部で非常勤として勤務しています。
　これは、夫の岐阜基地勤務の際、防衛装備庁岐阜試験場で非常勤として勤務し、夫の異動後、私自身
も継続勤務を希望したことが始まりです。
　異動後、通勤は１時間以上、子供たちの小学校入学・保育所転園等、壁はいくつかありましたが、夫
が遅出勤務を利用し、子供たちの朝の支度と送り出しを一手に引き受けてくれました。おかげで私は子
供たちが目覚める前に出勤し、夕方は早めに退庁し学童保育等へお迎えに行くことができています。こ
れもそれぞれの職場の皆さまの支えがあってこそと感謝しております。
　また、夫は子供たちに栄養バランスを考え工夫した朝食を食べさせてくれる等、家事・育児を一緒に
頑張ってくれています。私にも「無理しないでいいよ」といつも言葉をかけてくれます。その言葉がま
た私の力の源になっている気がします。いつもありがとう。

　その後、岐阜基地勤務となり、勤務場所が
近く、帰宅時間も早くなったことで、子供の
迎えや入浴、寝かしつけなど、多少できるよ
うになっていました。
　このような状況で異動調整があり、引き続
き育児に取り組みたいとの思いから勤務先に
対する要望事項として遅出勤務の利用をお願
いしました。
　子供との朝は戦場です。朝食をなかなか食
べない、保育園の準備が進まない、しかし、
出かける時間は決まっています。また子供が
朝、体調を崩した時など、妻はすでに出勤し
ていますので、私が休暇を取得して対応する
ことになります。出張や会議に関して時間調
整は必須であり、職場の理解は欠かせません。
幸い、上司、同僚の方々から様々なご配慮を
頂き、無事に２年が過ぎようとしています。
　育児にかかわる制度は、特別休暇に関する
ものや勤務時間に関するもの等、多種多様で
す。仕事上、考慮が必要なことも多くあるか
と思いますが、子供に手がかかる期間はそう
長くはありません。また、この期間が最もか
わいい時だとも思います。この時期にかかわ
らないなんてもったいない！　小さなお子さ
んをお持ちの方、これからお子さんが生まれ

　私には、現在８歳と５歳の男の子がおり、
遅出勤務を利用して、小学校と保育園へ送っ
てから出勤しています。私がこの制度の利用
を考え始めたきっかけは異動調整でした。当
時は岐阜基地に勤務しており、住居は基地近
傍の官舎（通勤時間徒歩10分！）で、子供
の保育園や妻の勤務先もごくごく近傍でし
た。しかし、次の勤務地ではこんな良好な環
境はなかなか望めません。妻は転居を伴う異
動があったとしても仕事の継続を望んでいま
したし、私もその考えに賛成していました。
そこで、仕事と育児を両立できる方法を調べ
たところ、勤務時間を自由に設定できる遅出
勤務の制度を知りました。　
　長男が生まれた時、妻は仕事を退職し、育
児に専念していました。当時、私は繁忙部署
で勤務しており、休日は育児をできるだけ担
当したつもりですが、平日にはほとんど育児
にかかわることはできず、妻に多くの負担を
かけているという思いがありました。また、
次男が生まれた時も、妻の再就職先が自宅の
近傍かつ敷地内に保育施設があることもあ
り、この時も任せきりになっていました。

る方、男性隊員は、ぜひこれらの制度を積極
的に活用していただきたいと思います。かかわらないなんて

もったいない！

平成３０年１１月　	異動先における遅出勤務の要望を
人事へ伝達

平成３１年	 	４月　早出遅出勤務請求書提出、承認
　　同　　		同　遅出勤務開始

航空自衛隊補給本部計画部補給課
装備基準専門官
防衛事務官

副
そ え じ ま

島　孝
た か の ぶ

信

1 日のタイムスケジュール
（両立支援制度利用中）の一例

4:50 妻起床
6:00 起床
6:20 妻出勤、朝食準備
6:30 子供起床
6:45 朝食
7:50 長男登校、次男保育園送り
9:20 登庁
16:30 妻　学童保育、保育園迎え
18:15 退庁
19:30 帰宅、夕食
20:30 子供の入浴、寝かしつけ
22:00 読書等、趣味の時間
24:00 就寝

家族写真

家族写真勤務状況
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妻からのコメン
ト

事務官等

両立支援制度利用までの流れ

業務調整

MODEL  05

子供との休日

　２人目の出産を機に、夫が１か月の育児休業を取ってくれました。今回はコロナ禍での出産で、長男
の保育所の自粛も重なり、産後の体がボロボロな中、夫が長男のお世話や家事全般を苦戦しながらも頑
張ってくれたお陰で、赤ちゃんのお世話だけに集中することができました。また、日中疲れている時は
安心して体を休めることができ、改めてありがたかったなと思います。家事と育児は全くの別物で、子
供が増える毎に違う大変さがあります。
　最初の出産では全てが初めてで余裕がなく、正解のない育児のやり方に頭を悩ませていたことを考え
ると、１人目の時から育児休業を取ってもらい、この悩みを一緒に共有できたら良かったなと今なら思
います。
　男性の育児休業、まだまだ馴染みのない中、このような環境を整えてくれた職場や協力していただい
た周りの方々に感謝しています。

ルスに負けない」となってしまいました。
長男の通う保育所にもコロナの影響が出て
きた時には、親が育児休業中であれば自宅
保育を進められていました。そのため、自
宅で長男をみることになり、自宅で子供と
過ごす時間も増えて心身共に充実した日々
を過ごせました。育児休業中、特に心がけ
ていたことは長女ばかりを可愛がると長男
が嫉妬してしまうので、やや長男よりに可
愛がろうと思いました。これは今も継続中
です。長男も妹ができて喜んでいて、自ら
進んで妹のお世話をする様子は、長男の成
長を感じることができ微笑ましくなります。
　短いようで長い１ヶ月の育児休業も終わ
り、７月には職場復帰をしましたが、遅出
出勤は継続しており、現在も長男を保育所
へ送っています。休日や仕事が早く終わる
時には、子供をお風呂に入れ、歯磨きをし、
寝かしつけもできる限り率先して行ってい
ます。まだまだ、妻のように手早くこなせ
ませんが、楽しみながら育児していければ
いいなと思っています。
　これから取得を検討している方へ、最近
は男性の育児休業も認められる時代になっ
てきていますが、仕事が忙しいとその分、
同僚や上司に負担をかけると悩んでしまう

　育児休業を取得することに悩んでいる方
へ、育児休業で周りに助けられた分、職場復
帰後に頑張ればいいと思います。まずは上司
に相談を。

と思います。仕事は大事ですが、家庭はもっ
と大事にしていきたいものです。上司や同
僚は鬼ではありません。きっとあなたの力
になってくれる
と思います。

育児休業をきっかけに
メリハリのある働き方へ

令和	 	１年	 	８月　妻の妊娠（第２子）がわかる
　　　　　　　　	夫婦で育児休暇・休業取得に	

ついて話し合う
　　　　	１２月　上司に育児休業の希望を伝える
令和	 	２年	 	５月　	長女（第２子）誕生、特別休暇	

（Child	Care7）を７日取得
　　　　　	６月　育児休業開始
　　　　　７月　職場復帰

沖縄防衛局管理部業務課事故補償第２係長
防衛技官

高
た か ら

良　光
ひかる

1 日のタイムスケジュール
（両立支援制度利用中）の一例

7:00 起床
7:30 朝食
8:30 洗濯

9:30 長男を保育所へ送る（途中から
コロナで自粛）

12:00 昼食
15:00 夕食の買い出し
16:30 長男を保育所から迎える
17:30 入浴
18:00 夕食

20:30 子供の歯磨きなど就寝準備、寝
かしつけ

21:00 皿洗い、洗濯物の片づけなどの家事
24:00 就寝

　長男の出産の時は、妻の両親や叔母の助
けを得るため、妻は１ヶ月ほど実家に戻っ
ていました。育児のベテラン方に任せられ
るので私もその方が安心でした。
　今回、待望の長女が生まれると分かった時
に、元気いっぱいの長男の面倒をみる必要が
あると、１ヶ月という短期間ではありますが
育児休業を取得することを決意しました。
　育児休業の希望を上司に相談する時は何
と言われるか不安でしたが、上司や同僚も
快く応援して頂きました。１ヶ月だけとは
思いながらも周りに迷惑を掛けるという思
いもあったのですが、職場復帰したら頑張
ればいいやと後ろめたいと悩む必要はない
なと思い直しました。
　育児休業中は、コロナウイルスがニュー
スで多く流れ、長男の口癖も「コロナウイ
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妻からのコメン
ト

事務官等

両立支援制度利用までの流れ

初めての水族館

MODEL  06

近所の公園で

　出産前までは主人が毎日仕事で忙しそうで、子育ては私一人で行うのだろうなと思って、不

安でいっぱいでしたが、出産後は一緒に子育てをしてくれています。

　また、主人が一緒に子育てをしてくれていることで、不安を共有出来たり、一人の時間を作

れるのでイライラも半減しています。

　仕事も大変だと思いますが、これからも子育てを一緒に頑張っていけたら嬉しいです。

　少しずつ生活のリズムが出来てくると子供
の成長を感じる余裕も出てきました。声を出
して笑ったり、おもちゃを握りしめ一人で遊
んだりと少しずつ出来ることが増え、その成
長の瞬間を見られた時は育児休業を取得して
良かったなと思います。
　育児休業を終え職場に復帰した後も、子供
が病気にかかった時は看護の為に休めるのか
等、今後のことについて心配ではありました
が、防衛省には子の看護のための特別休暇や
フレックスタイム制など様々な育児に対する
サポート制度があるので必要に応じて活用
し、妻とともに子育てを楽しみながら毎日を
過ごしたいと思います。
　これから、育児休業の取得を考えている男
性職員へ。様々な事情があるかと思いますが、
家族で話し合い、育児休業が必要だなと少し
でも思われたら短い期間でも取得されること
をお勧めします。そして、職場の皆様には、
育児休業の取得について相談しやすい環境を
整備していただけると良いと思います。

子育てを楽しむ

令和２年	 	４月　上司に育児休業希望を伝える
　　　			 	６月　	長男誕生（第１子）誕生、特別休暇

（Child	Care７）を７日間取得
　　　　	８月　育児休業開始
　　　　	９月　職場復帰

防衛装備庁　岐阜試験場
防衛技官

白
し ら い

井　啓
ひ ろ と も

友

1 日のタイムスケジュール
（両立支援制度利用中）の一例

6:00 起床
6:30 ミルク
7:00 朝食
9:30 掃除、洗濯等の家事
10:00 ミルク
12:00 昼食
13:30 ミルク
14:00 外出（買い出し、散歩）
17:00 ミルク
17:30 沐浴と入浴
19:00 子供の寝かしつけ
19:30 ミルク
20:00 夕食
22:30 就寝
2:00 ミルク

　長男（第１子）誕生ということもあり、妻
と協力して初めての子育てをやりたいという
気持ちから育児休業を約１カ月間取得しまし
た。
　育児休業については里帰り出産であったた
め、３人一緒の生活をスタ―トするタイミン
グで開始しました。
　子供中心の３人での生活は予想以上に大変
でした。
　最初は、妻に「なんでも任せろ！！」と言っ
ていたのですが、突然泣き始め、何をしても
泣き止まない我が子に初日からあたふたしま
した。しかも、泣き止まない我が子を妻が抱っ
こするとすぐ泣き止んだ時には「さすが母親
だな」と感心すると同時に少し悲しく感じま
した。
　育児休業中は、主に子供のお風呂や掃除・
洗濯・食事といった家事を主に行いました。
妻のサポートになっていたかはわかりません
が、不器用なりに毎日頑張りました。
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○	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」は制度を分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、両立支援制度に関するお問い合わせはこちら
　人事教育局人事計画・補任課
　☎ 03-3268-3111（内線：8-6-20654、20666）

防衛省の全ての職員が、
柔軟で多様な勤務を可能とするため、
様々な両立支援制度が用意されています！

妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が、保健
指導及び健康診査を受ける場合に取得すること
が可能です。

妊産婦の保健指導及び健康
診査のための特別休暇

負傷、疾病又は老齢により２週間以上にわたり
日常生活を営むのに支障がある者（要介護者）
の介護その他の世話を行うため、１の年におい
て５日の範囲内で取得することが可能です。

短期介護休暇（特別休暇）

妊娠中もしくは出産後１年以内の女性職員、３
歳未満の子を養育する職員又は要介護者を介護
する職員の超過勤務を免除する制度

超過勤務の免除
（自衛官除く）

妻が出産する場合に、男性職員がその出産に係
る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を
養育する場合に取得することが可能です。

育児参加のための特別休暇

育児（未就学児の養育及び就学児の学童保育へ
の送迎）、介護、その他（修学や業務による疲
労蓄積の防止等）のために、１日の勤務時間の
長さを変えることなく、始業・終業時刻を繰り
上げ又は繰り下げて勤務することができる制度
です。

早出遅出勤務

妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持の
ため、適宜休息し、又は補食するために取得す
ることが可能です。

妊娠中の休息、補食のため
の特別休暇

要介護者の介護を行うために、通算６月までの
期間内において勤務しないことが認められる制
度です。

介護休暇

休憩時間が 60 分の場合は 45 分又は 30 分、
休憩時間が 45分の場合は 30分に短縮するこ
とができる制度

休憩時間の短縮

生後１歳未満の子を育てる職員が、その子の保
育（授乳や託児所等への送迎等）に必要と認め
られる場合に取得することが可能です。

保育時間確保のための特別
休暇

職員から申告が行われた場合、隊務又は公務の
運営に支障がない範囲内において、始業及び終
業の時刻について職員の申告を考慮し、勤務時
間を割り振る制度です。
育児又は介護を行う職員や障害を持つ職員につ
いては、全員が勤務しなければならない時間帯
（コアタイム）を短縮し、より柔軟な勤務形態
とすることが可能です。

フレックスタイム制

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混
雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があ
ると認められる場合に取得することが可能です。

妊娠中の職員の通勤緩和の
ための特別休暇

要介護者の介護を行うために、１日の勤務時間う
ち２時間を超えない範囲で勤務しないことが認め
られる制度です。

介護時間

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
職員が、その子を看護する場合に取得すること
が可能です。

子の看護のための特別休暇

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
職員又は要介護者を介護する職員の超過勤務を
制限する制度です。

超過勤務の制限
（自衛官除く）

６週間（多胎妊娠の場合は 14週間）以内に出
産予定の女性職員が申し出た場合に、出産日ま
での期間に取得することが可能です。

産前特別休暇

子を養育するため、子が３歳に達する日まで、
取得することが可能です。

育児休業

出産日の翌日から８週間を経過するまでの期間
に取得することが可能です。

産後特別休暇

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
ため、週 38 時間 45 分より短い勤務時間で勤
務することが可能です。

育児短時間勤務
（自衛官除く）

妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うため、
男性職員が取得することが可能です。

配偶者の出産特別休暇
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
ため、勤務時間の始め又は終わりにおいて、１
日を通じて２時間を超えない範囲内で 30分単
位で取得することが可能です。

育児時間

両立支援制度の紹介

妊娠・出産に関する制度

介護に関する制度

妊娠・出産・育児・介護共通

育児に関する制度

育児・介護共通

制度を利用できる職員

… 男女ともに利用できる制度

… 女性職員のみ利用できる制度

… 男性職員のみ利用できる制度
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WORK STYLE 事例集

男性職員の育児に伴う休暇・休業

○子の出生が見込まれる男性職員の上司は、本人の意向に沿った取得計画を作成
　・合計１か月以上の休暇・休業の取得を前提に、上司は取得を勧奨します。
　・�事前に業務分担の見直し等の環境整備を行い、取得期間中の円滑な隊務運営を確
保するようにします。

　・�取得時期は本人の判断によりますが、原則、子の出生１年後までとし、出産後の
女性の心身両面の負担を踏まえ、�Child�Care７取得可能期限までに一定期間まと
めての取得を推奨します。

○幹部職員のリーダーシップ発揮、人事担当部署の積極的な関与
　・�幹部職員：定期的なメッセージの発信、取組状況の確認、必要な対策を実施する
ようにしてください。

　・�人事担当部署：子の出生が見込まれる男性職員の把握、取得状況の進捗を確認。
取得意向のない場合や、計画と実績の間に乖離がある場合には、本人等に確認す
るなど、積極的に関与するようにしてください。

○人事評価への反映
　・�幹部職員、課室長級の管理職員その他直属の上司等の取組状況は人事評価に反映
されます。

○対象となる休暇・休業の種類
　�　①育児休業、②育児短時間勤務、③育児時間、④Child�Care７（配偶者出産休暇及
び育児参加のための休暇）、⑤保育時間、⑥子の看護のための休暇、⑦短期介護休暇、
⑧介護休暇、⑨介護時間、⑩年次休暇、⑪代休（週休日等と連続するものに限る。）

○休暇・休業の日数のカウント方法
　�・�育児休業については、開始日から終了日までの日数、それ以外については、取得日
数をカウントし、日数が３０日以上となったものを「１か月以上」と考えます。

　・�週休日等と連続し、あわせて育児への参画に活用する場合には、当該週休日等の日
数も合わせてカウントできます。

　・�時間単位で取得したものについては、日数単位に換算します（７時間45分＝１日）。

　　例＞�（土日）月火水木金（土日）→９日、金（土日）→３日

男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得を促進するための取組

令和２年度から、子どもが生まれた全ての男性職員が１か月以上を目途に育児に伴う
休暇・休業を取得できることを目指し、取組を進めていきます。

男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得促進について

令和２年度以降に部下の男性職員から子の出生予定の報告を受けた管理職員は、休暇・休業
の取得を勧奨するとともに、部下の取得プランをもとに取得計画兼フォローシートを策定し、
取得実績を管理しましょう。

男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得計画兼フォローシート

「男の産休・育休等」取得計画書兼フォローシート
1. 基本情報

所属 防衛省 氏名 ワークくん
配偶者の出産予定日 2021 年４月 20 日（火） 子の生年月日（出生後に記入） 2021年４月20日（火）

【要確認項目】
□ 部下に取得を勧奨（「1か月以上」、「なるべく1年以内に取得かつ 8 週間以内に一定期間まとめ取り」）
□ 取得プランの作成、長期休業の場合は早期申し出を依頼
□ 人事当局に、本シート（1. まで記入済）で、部下の子の出生予定（配偶者の出産予定日）を報告

2. 取得計画

家族状況 妻はフルタイムで勤務しているが、子の出生後、次年度の保育園入園まで１年間ほど育児休業を取得予定。長男（３歳）
がおり、保育園に通園中。妻の実家は現住所から車で 10 分程。

取得プラン
妻が育児休業を取得するため、①出産直後のサポートのため、男の産休と育休をあわせてひと月半程度連続取得し、②土
日も含めた家事育児分担のための定期的な年休取得と、③長男の保育園送り迎え等のために時間単位の年休の取得、④妻
の職務復帰直後（2022 年 4 月から1ヶ月半ほど）の保育園送り迎えのため育児短時間勤務（週 23 時間15 分）を希望

　⑴ 8週以内

期間 種類 日単位 時間単位 具体的内容取得日数 土日連続
2021年４月20日～21日 配偶者出産休暇 ２ ２ 連続取得
2021年４月22日～28日 育児参加休暇 ５ ２ 連続取得
2021年４月30日 代休 １ ４月11日（日）１日勤務
2021年５月 育児休業 ３ ５月中取得
2021年６月 年次休暇 12 ２ 月～金の連続休暇を月２回

自動計算
小計 41 ６ ０

合計（日換算） 47

　⑵ 8週超〜1年以内

期間 種類
日単位

時間単位 具体的内容
取得日数 土日連続

2021年６月 年次休暇 ２ ２ 月～金の連続休暇を月２回
2021年６月16日 年次休暇 ８0 毎週、火・木に各２時間（早帰り）
2021年９月 年次休暇 １ 長男の保育園行事に参加

2022年４月１日～19日 育児短時間勤務 ４0
妻の職務復帰後の保育園送り迎えのため週
23 時間 15 分に短縮

自動計算
小計 ３ ２ 12

合計（日換算） 20 ０

3. 実績管理
　・取得実績（月別・休暇種類別）

【自動計算】

取得月 時期 種類
単月 累計

取得日数 土日連続 時間単位 取得日数 土日連続 時間単位 日換算
2021年４月 ８週以内 配偶者出産休暇 ２ ２ ２ ２ ０ ４
2021年４月 ８週以内 育児参加休暇 ５ ２ ７ ４ ０ 11
2021年４月 ８週以内 代休 １ ２ ８ ６ ０ 14
2021年６月 ８週超1年以内 年次休暇 16 ８ ６ 16 16
2021年７月 ８週超1年以内 年次休暇 ３ ２ 11 ８ 16 21
2021年８月 ８週超1年以内 子の看護休暇 ２ 13 ８ 16 23
2021年９月 ８週超1年以内 年次休暇 18 13 ８ 34 25
2021年９月 ８週超1年以内 年次休暇 １ ２ 14 10 34 28
2022年１月 ８週超1年以内 年次休暇 １ 14 10 34 29
2022年２月～３月 ８週超1年以内 育児休業 ３０ 15 10 34 59
2022年４月1日～19日 ８週超1年以内 育児短時間勤務 40 45 10 74 65

０ ０ ０ ０

⑴の合計 1か月未満（30日未満）

⑴と⑵の合計 1か月未満（30日未満）

自動計算されます

自動計算されます
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