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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。
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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。
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これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

MODEL
0 1

自衛官(幹部)

女性職員へのメッセージ

一日のタイムスケジュールの例

5:20 起床・朝食と夕食作り
7:40 小学校登校班見守り当番（当番日のみ時間休）
9:30 勤務開始（通常8:30）

18:00 退庁
19:00 夕食、入浴、子供の宿題面倒見等
20:30 長女習い事のお迎え、長女夕食等
22:00 洗濯、片付け等
23:30 就寝

意志あるところに道は開ける

【　　　　　　　　　　　】ダブルケアを支えてくれるもの

小５・小１の娘と認知症の母と同居し、自
衛官の夫は単身赴任中です。これまでの勤
務上、仕事と家庭の両立について大きな悩み
に直面したことが２回あります。①次女が
先天性の病を持って生まれ、複数回の入院手
術が必要となった時、②次女の育休終了直後
に母が認知症の診断を受けた時です。①は
職場の理解により、育休を延長し治療を完
了。この間、自衛隊の制度である育児休業に
伴う「任期付自衛官」も採用していただけま
した。②については母から育児支援を受け
て職場に恩返しをしようと思っていた矢先
であり、自分が育児・介護のダブルケア問題
に直面するとは想定外でした。現在では、子
供用にママ友と自治体のファミリーサポー
ター、母用にケアマネージャーや訪問看護
師、ヘルパーの力を借りるなど社会的な制度
も活用し自力で頑張りすぎない態勢を整え
ました。自衛隊
には各種緊急事
態用に、とりあ
えず子供を連れ
て 出 勤 で き る

「緊急登庁支援
制度」があるた
め、そちらに登
録しつつ親族の
預け先も確保し

公私ともに希望をはっきり伝えましょう
キャリア形成上、ベストな出産時期に関する相談をたびたび受けます。部隊に迷惑をかけたくない、同期

に比べて職務経験が不足するなど、職務に真摯に取り組もうとするからこそ悩んでいる様です。そんな時
には「キャリア形成の希望とライフプランを明確にして上司や周囲に伝えるように」と話しています。私自
身も同じ悩みを持ったことがありますが、私は指揮幕僚課程卒業後に子供を２人産みたいという希望と産
後は職務経験をきちんと積みたいという考えを面接の際に上司に伝え、組織ニーズとの調整を行っていた
だきました。私の次女の産後のように計画通りに行かないことも多々ありますが、意思表示をしないと周
囲が女性の迷いや事情を察し過ぎて、挑戦の機会を与えることを控えてしまう場合も考えられます。見通
せない先の先まで悩みすぎて一歩を踏み出さないのではなく、意志あるところに道は開けると信じて、まず
は希望を口に出してみましょう。

ています。職場は男女ともに雑談の中で公
私の悩みを共有し合える明るい雰囲気のた
め、悩みを笑いに変えつつ、自衛隊の充実し
た両立支援制度に感謝して前向きな気持ち
で勤務しています。

【　　　　　　　　　　　】自衛官である誇りとやりがい

家族支援・遺族援護が現職務であり、各種
事態対応時には早朝・深夜・泊まり込みの勤
務もあるため、子供には「世の中が大変な時
ほど両親は家にいない」と常々伝え、自活能
力を高めるよう促しています。以前は「子供
を置いて出勤なんてありえない」と娘に言
われ罪悪感もありましたが、今では長女が一
番頼りになる存在に。先日、地震対応で深夜
に出勤した際には、長女が「家のことは何と
かするから」と送り出してくれました。子供
は最近、両親が自衛官であることを友人から

「かっこいい！」と言われることも多く、密
かに喜んでいるようですし、緊急対応時に子
供の面倒見をお願いしているママ友たちは

「自衛隊の力になれるならいつでも協力する
よ！」と言ってくれます。こうした自衛隊が
守るべき人たちを実感できる時、自衛官であ
ることを誇りに思います。また、現在のポス

トは実生活の経験や知識をそのまま職務に
活かせるため大変やりがいがありますし、適
性をきちんと見てくれる人事の温かさを感
じます。転勤もありますが、夫は単身赴任先
からオンラインで宿題の面倒を見たりして
絆を深め、子供は夫の赴任先を「別荘」と呼
び、セレブ気分で訪問を楽しんでいます。

自活能力向上中

オンラインでお父さんと勉強中

平成……7年……4月… 防衛大学校入校　　
平成11年……4月… 幹部候補生学校入校
平成11年10月… 北部方面会計隊本部
平成13年……3月… 第325会計隊（会計班長）
平成15年10月… 第345会計隊（契約班長）
平成18年……8月… 幹部学校指揮幕僚課程入校
平成20年……8月… 第334会計隊長
平成22年……3月… 研究本部研究員
平成23年……1月… 長女出産（育児休業取得9カ月）
平成24年……3月… 陸上幕僚監部人事部人事計画課
平成26年……8月… 幹部学校（現:教育訓練研究本部）
… 教官
平成27年……3月… 次女出産（育児休業取得2年9カ月）
平成31年……3月… 幹部高級課程・統合高級課程入校
令和……2年……3月… 現職

陸上幕僚監部人事教育部厚生課
家族支援班長
１等陸佐

與
よ と う

藤 …みゆき
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これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

自衛官(幹部)

女性職員へのメッセージ

MODEL
0 2

5:30 起床
洗濯、夕食準備、朝食準備、朝食

9:00 保育園送りの後、出勤

日　中 資料作成、資料、文書等確認、会議出席、
各種調整

17:30 退庁

18:30 保育園迎え後、帰宅
入浴、夕食準備、夕食、後片付け

20:30 子供との時間（読書、寝かしつけ）
22:30 就寝

日々、模索中

【　　　　　　　　　　　】今できることをする

防衛大学校での地球科学科専攻がきっか
けで気象海洋幹部を希望して以降、艦艇勤務
等を経てキャリア形成し、現在は海洋幕僚と
して勤務しています。

保育園に通う息子の育児との両立のため、
フレックスタイム制と休憩時間の短縮を活
用して奮闘中ですが、職場の上司同僚、母、
主人の支援があって勤務できているのが現
状です。

適切なワークライフバランスのもと、食事
は手料理で、20時頃には寝かしつけたいと
いう理想の子育て像がありましたが、現実は
疲れていても眠りたい時に眠れず、息子が発
熱しては夜通し看病し、そのまま翌日出勤す
る等、心身の疲れから、復職後２か月経過し
ないうちに肺炎と診断されました。２歳の
息子を残して入院できず、九州の母の支援を
得て、点滴のために毎日通院しました。それ
からは理想の子育ての追求をやめ、今できる
ことをするようにしています。現在は、息子

現在、様々な両立支援制度が普及しており、十分恵まれた環境であると言われますが、子育て世代
は、仕事、育児、家事におわれて、心の余裕がなくなることもあるかと思います。そういう時は、周囲
の女性職員との会話をおすすめします。会話し、共感してもらうことで、気晴らしにもなり、学ぶこ
とも多いと思います。私も、女性職員との会話から息子の虫歯予防のためのフッ素塗布を知ったり、
予防接種を思い出させてもらった経験があります。女性職員同士の会話や情報交換、これもワークラ
イフバランスの推進に繋がる一つの要素だと思います。
状況によっては、もっと仕事に時間をかけたい時もあり、日々葛藤がありますが、仕事も育児も今
できることをできる範囲でやっていき、将来、私に心も時間も余裕がもてるような時がきたら、同じ
ような仲間を支えられる存在になりたいと思います。

も６歳で徐々に育児が楽になっていますが、
親子ともに精神面はまだ余裕がありません。
私が当直の日、息子が夜中に泣いていた話を
聞くと胸が痛む一方で、心の余裕のなさから
息子に「早くして」等、強い言葉を発してし
まい、本当はこんな言葉をかけたくなかった
と後悔することもあります。以前は、子供に
時間をかけること＝愛情だと思っていまし
たが、最近は、息子との接し方、密度を大切
にしており、表情や動作を見逃さないように
しています。

【　　　　　　　　　　　】時々自分に甘く

私の仕事に対するモチベーションアップ
方法は、主に次の４つです。

１つ目は配置された役職において「何か
１つでも後に繋がる仕事を行う」という気持
ちです。文にすると大げさですが、組織に寄
与したい気持ちを日々持ちながら勤務して
います。２つ目は「家族との時間」です。息
子の笑顔と言葉が私にとって栄養ドリンク
であり、明日の力への源です。最近では「マ
マ、結婚しましょう」という言葉に癒されて
います（経験者の主人が息子にやめといた方
がいいよと言っていますが）。３つ目は「自

分への褒美」です。私は何か目標達成した
時、例えば、気象予報士国家資格に合格した
時等、記念に残る物を購入しています。４つ
目は「自分の時間確保」です。子供が小さい
うちは、難しいですが、子供が寝た後に録画
したドラマを見た
り、温泉旅館の雑
誌を見て息抜きす
るのが、私の些細
な楽しみです。

今後も時には自
分 に 甘 く、モ チ
ベーションアップ
していきます。

職場の女性隊員と

週末は三笠公園へ

平成……7年……4月… 防衛大学校入校
平成11年……3月… 海上自衛隊入隊
平成12年……9月… 練習艦「あおくも」通信士
平成14年……1月… 練習艦「しまゆき」水雷士
平成14年11月… 海上自衛隊幹部候補生学校学生隊
… 第1学生隊長付
平成17年……2月… 岩国航空基地隊気象班
平成17年11月… 気象大学校（研修部特修科予報課程）
平成19年……3月… 大湊地方総監部防衛部第3幕僚室
平成20年12月… 第24航空隊小松島航空基地隊
… 気象係長
平成23年……3月… 海上幕僚監部総務部総務課広報室
平成25年……3月… 第1術科学校（幹部専攻科課程）
平成26年……3月… 気象資料管理隊統合気象中枢係長
平成27年……6月… 長男出産:育児休業
… （平成27年8月〜平成29年4月）
平成29年……4月… 対潜資料隊気象科長
平成30年12月… 対潜資料隊海洋科長
令和……2年……8月… 現職

海洋業務・対潜支援群司令部
海洋幕僚
２等海佐

川
か わ の

野 …亜
あ き こ

希子
一日のタイムスケジュールの例

4 5



これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

自衛官(幹部)

女性職員へのメッセージ

MODEL
0 3

4:30 起床
5:30 登庁、ランニング（長男のお弁当作りは夫）
7:00 勤務開始（フレックスタイム制を利用）

16:30 退庁（フレックスタイム制を利用）　

17:10 買い物・帰宅・夕食・子の送迎（塾など）・
家事等

23:00 就寝

感謝、笑顔、元気と突破力

【　　　　　　　　　　　】先輩方の汗と涙の結晶を次の世代へ

航空自衛隊に入隊し19年が経ちました。
厳しい防大での学生生活や部隊勤務の中で
多くの困難や自分ではどうにもならない苦
難にぶつかってきました。そんな時は周囲
の方々に支えられ職場からも多大な配慮を
頂きました。特に、女性の先輩方の実体験を
踏まえたアドバイスは、とても大きな励みと
なりました。

これまで計４回の単身赴任中、様々な経験
をしました。子供の転園や転校を繰り返し、
夫（１等空曹）と子供を残し単身赴任したり、
時には両親に１年間孫守りしてもらったり、
その時々で「できること」をやってきました。

振り返ってみると、以前は育児や介護に関
する制度があまり浸透しておらず、上司の理
解を得られなかった方も多いと思います。
特に、男性の育児休業取得はハードルが高
く、私の夫も過去に部隊訓練に支障が出ると
いう理由で却下されたことがあります。現
在は、先輩方が苦労を重ねて道を切り拓いて

育児は小学校卒業でひと段落と思われがちですが、中高生になっても悩みは尽きません。転校時
期のリミットは？夫妻のどちらが単身赴任する？反抗期の子供とどう向き合う？受験は？と悩まれ
る方も多いと思います。子どもを抱えあるいは親等を介護しながら勤務する場合、異動や配置先に一
定の配慮をして頂く必要があります。自身の経験上、「（条件付きでも）できること、できないこと、で
きる範囲」と、少し踏み込んで上司や同僚に意思表示すれば、「それは物理的に仕方ないね」、「こうし
たら頑張れる？」と、もう一段上の具体的な解決策を勧められることも出てくるでしょう。我が国の
将来を担う子供たちにとって魅力的な組織を作るためにも、「できない理由」よりも、「できるように
する」ためのきっかけ作りを大切にしていけたらいいですね！

下さったお陰で、制度の整備や周囲の理解も
進み、男女とも働きやすい環境になったと思
います。まずは、制度が整備された背景等を
理解し、任務に支障のない範囲で個々に最大
限活用し、制度をより身近なものにしていく
ことが、今後の組織の発展に繋がるのではな
いかと感じます。

【　　　　　　　　　　　】悩んでも、負けずにやってみよう！

乳飲み子を抱え、第23警戒群（輪島）に単
身赴任中の2007（平成19）年３月、能登半島
地震が発生。上司から「子供は皆で見よう、
職場に連れて来なさい。想定内だよ！」と言
われました。数年後に緊急登庁支援制度が
整備され、すぐに登録しました。

２度目の子連れ単身赴任先の航空教育集
団司令部（浜松）では、女性隊員、男性隊員、
官舎の奥様方からも「夜中でも子供を見る
から遠慮なく言ってね！」と声かけを頂き、
突発時への対応の選択肢がぐっと広がりま
した。

空幕会計課では、女性で初めて空自の予算
編成を担当。バリバリの男社会、激務…。「出
産より怖いものはないから何とかなる！」
と前向きに考えていたものの、現実は他律的

な業務と数字と帰宅時間確保との闘いに泣
かされる日々。時間を気にせず働ける男性
を恨めしく思い、自分を責めること数知れ
ず。それでも独りで抱え込ませない上司、い
つも明るい先輩や同僚、心が折れそうになっ
た私を励まして下さる調整先の方々のお陰
で何とか耐えました。その後、業務も見直し
され、女性の割合は増加し、働き方も改善さ
れたと聞いています。

この先も壁にぶつかることがあると思い
ますが、周りの方々への感謝の気持ちを忘れ
ず、後輩たち
に 繋 が る よ
う、時には壁
をブチ破りな
がら前進でき
ればと思いま
す。

上司の指導受け

ランニングを終えた次男（中１）と

平成11年……4月… 防衛大学校入校
平成15年……3月… 航空自衛隊入隊
平成15年……9月… 第3輸送航空隊基地業務群会計隊（美保）
平成16年……3月… 第3航空団基地業務群会計隊（三沢）

／結婚、長男出産（育児休業:平成
18年4月〜10月）

平成19年……1月… 第23警戒群会計小隊長（兼）管理
小隊長（輪島）／子連れ単身赴任
／次男出産（育児休業:平成20年8
月〜平成21年2月）

平成21年……3月… 第1警戒群会計小隊長（兼）総括班
長（笠取山）／単身解消

平成23年10月〜12月　米国出張（国外訓練）
平成24年……3月… 航空教育集団司令部総務部会計課予

算班長（浜松）／子連れ単身赴任
平成26年……4月… 航空自衛隊幹部学校入校（指揮幕

僚課程）（目黒）／単身赴任…（子供
実家）

平成27年……3月… 補給本部第4部・武器弾薬部（係長、
班長）（十条）／単身解消

平成29年……3月… 航空幕僚監部総務部会計課予算班
（市ヶ谷）

平成30年……7月… 第1航空団…基地業務群会計隊長
（浜松）／単身赴任

令和……2年……3月… 現職（入間）／単身解消

中部航空方面隊司令部総務部会計課長
（入間）
２等空佐

上
う え や ま

山 …貴
た か こ

子

一日のタイムスケジュールの例
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これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

MODEL
0 1

自衛官(准曹)

女性職員へのメッセージ

6:00 起床、家事、朝食
7:30 登庁
日中 業務

18:00 退庁
18:20 帰宅、入浴
19:00 家事、夕食、娘との団欒
23:00 就寝

為すべき事を為せ

【　　　　　　　　　　　】娘の言葉

娘が３歳になった翌春、私は市ヶ谷駐屯地
に異動しました。自宅から電車で約１時間
半。毎朝５時過ぎの電車に乗る生活が始ま
りました。子育ては夫や実母に任せきりで、
実母からは母親としての自覚を持つよう何
度も注意されましたが聞く耳持たずの状態
でした。

娘が14歳のとき、私は念願であった米陸
軍上級曹長課程への留学が叶いました。こ
の留学に娘を同行させたことから、これまで
の生活は一変しました。異国の地での二人
暮らしにより、恥ずかしながら娘と私が互い
をよく知らなかったことに気付かされ、１年
半の留学間でようやく母娘としての体を成
したと感じました。

留学中、それまでの娘に対する世話が十分
でなかったことについて謝罪した私に、娘は

「ママが頑張っていたことは知ってたから大
丈夫だったよ。」と言ってくれました。その
言葉に、私は母親であり自衛官である自分が

短距離を走るスピードで長距離を走り続けることはできません。走る距離に応じて私たちは出す
スピードを変えていると思います。
家事や仕事も同じ。長く継続するためにスタミナを維持しなくてはならない一方で、ここぞ！と
いうときには迅速性や体力が必要とされます。疲れてしまわないよう、かつ必要な時機を失わないよ
う、メリハリをつけて家事や仕事を進めていくことが重要だと思います。
もちろん休息も大切です。仕事や家事を終えた後は、少しでも自身のための時間を作ってくださ
い。わずかな時間であっても自分自身のためだけの時間は、心身をリフレッシュさせるとともに個人
を充実させてくれると思います。

どうあるべきかを考えるようになりました。
今も娘と二人暮らしです。私は仕事と家

庭とのバランスを心掛けるようになりまし
た。離れて暮らす夫は週末に来てくれます。
何事においても快く私の背中を押してくれ
る夫に感謝しつつ、もうしばらく娘と二人の
時間を楽しみたいと思っています。

【　　　　　　　　　　　】目標と計画

中国明朝の学者兼官僚であった馮応京が
著した「月令広義」の一節に「一日の計は晨

（朝）にあり、一年の計は春にあり、一生の計
は勤にあり、一家の計は身にあり。」という
文があります。これは「四計」と呼ばれ、生
活を充実させるための四つの計画と言われ
ています。職務遂行に当たり、私はこの中の

「一日の計は晨にあり、一年の計は春にあり」
を常に留意しています。

目標を立てると、自ずとその目標に向けた
予定や計画が出来上がります。私はそれを
細分化し、月ごとや日々のノルマを決めて業
務を進めるよう心掛けています。私の一日
は翌日すべき事項をリストアップして終了
し、翌朝はその優先順位を決めてから仕事に
取り掛かります。業務の進捗状況、特に一連
の手順に滞りがないかを確認することによ
り、自身の健康やメンタルの状態を同時に把
握できています。

予定どおり業務を進めることができれば
自分を褒めて次の予定を作り、できなければ
反省して組みなおす。時には机上が用紙や
付箋紙だらけになることもありますが、入隊
以来幾度もの失敗を重ねて、この業務要領が
自分に最適であると思うようになりました。
リストに「完了」と記入するときは充実感に
満たされます。

留学間のホワイトハウス研修（右端が娘）

平成……7年……4月… 陸上自衛隊入隊
　　　　　9月… 第12通信大隊
平成12年……3月… 調査学校語学教育部
平成13年……3月… 小平学校語学教育部
　　　　10月… 米国国防省語学研修所陸曹特別語学

課程留学
平成15年10月… 長女出産
平成19年……3月… 中央情報隊情報処理隊
平成28年……8月… 中央情報隊情報処理隊先任上級曹長
平成30年……2月… 米陸軍上級曹長課程留学
令和元年…… 8月… 陸上総隊司令部付隊（日米共同部

勤務）
令和……3年……3月… 現職

陸上総隊司令部日米共同部先任陸曹
准陸尉

大
お お つ か

塚 …和
わ か こ

佳子

第１軍団（前方）先任上級曹長と調整

一日のタイムスケジュールの例

8 9



これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

自衛官(准曹)

女性職員へのメッセージ

MODEL
0 2

6:30 起床
6:30～6:40 朝食準備（夫担当）身支度等
7:55～17:00 勤務
18:00～21:00 家事等
21:00～23:00 子供のプリント等確認、晩酌
23:00 就寝

前向きに。
笑顔で過ごすために。

【　　　　　　　　　　　】子供の預け先に苦労した日々

私が勤務している音楽隊での派遣演奏の
多くは土日や祝日がほとんどで、演奏会の場
所によっては出発や帰りの時間がとても早
かったり遅かったりします。

私と夫は、同じ音楽隊で勤務をしています
ので子供が小さいうちは、派遣演奏の際に子
供の預け先をどうするのか、その段取りをす
るのに苦労しました。

住んでいた地域の子育てサポートをじっ
くりと調べ、有難いことに早朝深夜にも対応
してくださるヘルパーさんがいたので、その
方々には何度もお世話になりました。

長期の出張の際は、離れて暮らす実家の母
に無理を言って自宅まで来てもらい子守を
してもらった事もありました。

今振り返ると苦労はありましたが周囲の
方々に助けられ、何より子供たちは沢山の
方々に愛情をもらいながら逞しく育ってい
ると感じています。

手のかからなくなった今では、子供たちで

女性は、妊娠、出産、育児…と仕事を続けていく上で、特に子供が小さいうちは体力的にも精神的
にも大変なことが沢山あり、そんな時にどうしても子供のため家族のためと自分の気持ちを置き去
りにしてしまう事もあるかと思います。
職場や地域の両立支援制度をうまく活用しながら、家族や友人、上司や同僚など、相談できる人がい

れば頼ってみる。そして、ほんの少しの時間でもいいから自分のためだけの時間を作ってリラックス
やリフレッシュをするなど、自分が機嫌よく笑顔でいられる方法を考えてみることをお勧めします。
お互いに笑顔で前向きに頑張りましょう！

留守番はもちろん簡単な食事などは自分た
ちで作って食べてくれています。

【　　　　　　　　　　　】自分を大切にする

仕事をしながら子育てをしていると、職場
に迷惑をかけてしまっているという罪悪感
や、家を空けることが多く子供たちに寂しい
思いをさせているのではないか、また、家事
など家庭の事もきちんとこなさなくては…
など悩むことがあります。

そんな時は『まずは自分自身が笑顔でい
られることが子供のため家族のため、そして
仕事を続けていくために大切なのでは？』
と気持ちを切り替えるようにしていて、その
為に心がけている事がいくつかあります。

まず、仕事は常に前向きに取り組んで向上
心と感謝の気
持ちを忘れな
いこと。

そして家事
や育児に関し
ては夫と話し
合い、分担を
しながらも無
理 は し な い

で、手を抜けるところは多少お金がかかって
も手を抜く。留守番をしてくれている子供
たちが家の中を散らかしていても、まあいい
かの気持ちで気にしない。

また、月に何度かは自分の為だけの時間を
作らせてもらい、趣味を楽しみ、大好きな飲
み歩き食べ歩きをしてストレス発散をして
います。

仕事も子育ても前向きに取り組むために、
自分の気持ちを大切にしながら過ごすこと
が大切なのではないかと感じています。

打楽器奏者の他に歌を歌うことも
あります

息子たちと香川県栗林公
園にて

趣味のキャンプで大好き
なお酒と共に

平成10年……3月… 陸上自衛隊入隊
平成10年10月… 第2混成団音楽隊
平成16年……1月… 3曹昇任
平成16年……5月… 結婚
平成18年……3月… 第14音楽隊(部隊改編による)
平成18年12月… 長男出産…育児休業
… (平成19年1月〜平成19年6月)
平成23年……7月… 2曹昇任
平成23年……9月… 次男出産…育児休業
… (平成23年11月〜平成24年6月)
令和……2年……8月… 東北方面音楽隊
令和……3年11月… 現職

東北方面音楽隊（仙台）
音楽陸曹（打楽器担当）

２等陸曹

緒
お が た

方 …綾
あ や か

夏

音楽隊では打楽器奏者として演奏しています

一日のタイムスケジュールの例
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これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

自衛官(准曹)

女性職員へのメッセージ

MODEL
0 3

5:00 起床

5:30 帰艦（艦艇では、登庁することを「帰艦」と
言います。）

日中 艦内で業務

17:00 上陸（艦艇では、退庁することを「上陸」と
言います。）

18:00 買い物等を済ませて帰宅
帰宅後家事

19:30 息子が帰宅後食事
20:30 家事の続き、明日の準備
23:00 就寝

できることは精一杯、
できないことは仕方なし

【　　　　　　　　　　　】一人でなんでもするには限界がある

平成19年に長男を出産しましたが、生後
５か月のときに長男に持病とそれに伴う障
害があることが分かりました。治療のため、
産後の育休とは別に息子が２歳の時にも育
休を取得しました。息子は現在中学２年生
ですが、数年に一度の間隔で検査入院をする
ため、付き添いが必要です。不規則な艦艇勤
務の主人にはサポートを期待できず、休暇取
得により部隊に迷惑をかけるのが忍びなく
退職を考えたこともありましたが、その時の
先輩方の温かい励まし、実家の両親や保育所
の先生方のサポート等、とにかく周りに支え
られてここまで続けることができました。
今ほど育児隊員に対する理解や制度が整っ
ていなかった時代だったので、子の看病のた
め当直を抜いてもらう調整に奔走したり、残
業ができないので課業内で仕事が終わるよ
うに必死だったり、また周囲から頼られたと
きには何でも対応できるよう頑張っていた
つもりですが、当時の上司からは「子供のこ
となんか仕事に持ち込むな」と指導を受け
たこともありました。そのような生活の中
で私が気付いたことは「一人で全部しない」
ことです。例えば、どうしても子供を迎えに
行けないときは職場の先輩や実家の両親に
助けてもらったり、また食事についても時間
がないときは無理せずお惣菜を買ったり外
食で済まし、子供との時間をお金で買うつも

ワークライフバランスという言葉とともに育児隊員に対する制度が整ってきたように感じています。そ
の制度をしっかり活用し、子供との時間を楽しんでください。配偶者が船乗りとなれば不在の時間も長く、
一人で育児、家事、仕事をこなさなければならず、時間はいくらあっても足りないと思います。保育所を利
用する期間は子供を預けるのが簡単ですが、小学校になると度々休みになり、児童会（学童）の開会時間も
保育所に比べとても短いため、『「小学校の壁」は厚く高いなぁ。』と思う日も来ると思います。ですが一人で
抱えず、気持ちの消化不良を起こさないことが大切だと思います。私は先輩に話を聞いてもらうだけでも
気持ちが楽になりましたし、同僚と話をするだけでも明るい気持ちになりました。テレビに出ている完璧
な親みたいになる必要はないと思います。親も子供と一緒に成長していくものだと思います。子供が親に
頼ってくるのは人生のうちのほんの短い時間だけです。その時間を大切にして欲しいと思います。

りで何とか時間を作っていました。このよ
うに考え方を変えたことで随分と気持ちが
楽になり精神的に余裕が生まれました。今
思うと、仕事だけでなく子供と遊ぶことすら
使命といった強迫観念に駆られ自分を追い
込むことで肉体的にも精神的にも余裕がな
かったと思います。

【　　　　　　　　　　　】自分らしくいること

「できることを精一杯しよう」「自分を偽ら
ず誰に対しても誠実でいよう」と決め、自分
に与えられた職務については、誰にも負けな
いようにしようと決意し努力したおかげか、
周りや他部隊の方から頼ってもらうことも
増え、仕事にやりがいと責任を感じることが
できるようになりました。子育てに多少余
裕ができ、主人が陸上勤務となったタイミン
グで「女性潜水艦乗員募集」の話が舞い込ん
できたので試しに応募したところ、採用とな
りました。まさか艦艇勤務から10年以上離
れ、子供のいる身で潜水艦勤務になるとは
思っていませんでしたが、現在「みちしお」
に配属され１年が経ちました。女性１号と
いうことで乗員の方の戸惑いも多くあった
と思いますが、たくさんの準備と気遣いをし

ていただき毎日楽しく過ごしています。い
つも自分らしくいるためには、周りからそれ
でもいいと認めてもらえるように努力をし
なくてはいけません。制限のある中で「でき
ることは限られている」と思うのではなく

「できることを何でもやっていく」と思うこ
とで、心も明るくなるし周りもよく見えてき
ます。そんな自分を支えてくれる主人や両
親をはじめ上司、同僚に感謝し、笑って過ご
せる毎日に幸せを感じています。

当直海曹として自衛艦旗
を掲揚

艦橋交話員として勤務

平成12年……4月… 海上自衛隊入隊
平成12年……9月… 第1術科学校海士通信課程入校
平成13年……3月… 第1術科学校海曹士専修科
… モールス課程入校
平成13年……7月… 試験艦「あすか」船務科
… （部隊実習）
平成14年……3月… 呉地方総監部防衛部第5幕僚室
平成15年……5月… 海曹士無線従事者特別講習課程入校
平成15年……9月… 練習艦「あきぐも」船務科
平成17年……2月… 練習艦「あさぎり」船務科
平成18年……3月… 呉地方総監部防衛部第1幕僚室
平成19年11月… 長男出産:育児休業
平成21年……8月… 育児休業（長男入院のため再取得）
平成27年……6月… 呉警備隊本部運用班
平成28年……4月… 第1術科学校海曹通信課程入校
平成28年……9月… 呉警備隊本部運用班
令和……2年……2月… 海曹士潜水艦課程入校
令和……2年……6月… 練習潜水艦「みちしお」部隊実習
令和……2年10月… 練習潜水艦「みちしお」船務科
令和……3年10月… 呉教育隊海曹上級課程入校
令和……3年10月… 現職

練習潜水艦「みちしお」船務科通信員
１等海曹

中
な か も と

元 …陽
よ う こ

子
一日のタイムスケジュールの例
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これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

自衛官(准曹)

女性職員へのメッセージ

MODEL
0 4

5:20 起床、朝食準備
6:10 出勤（当直日は05:40出勤）

日　中 業務（学生の教務に合わせて業務を行います。）
18:00 退庁
18:30 買い物を済ませ帰宅、家事、夕食準備
19:00 習い事迎え、夕食
20:30 入浴、洗濯等
21:00 後片付け、家族との時間
22:00 自分の時間
23:00 就寝

冬は必ず春となる

【　　　　　　　　　　　】やるだけやってみる

次男が保育園年長の秋、第２術科学校（神
奈川県横須賀市）への入校が決まりました。
応急工作員という艦艇職域でありながら、艦
艇勤務から13年も離れ陸上部隊勤務だった
ので、知識及び技量ともに低下しており、入
校するのに不安しかありませんでした。し
かし、いずれ通る道だし、やるだけやってみ
て駄目ならその時考えよう！と前向きに考
えました。当時艦艇勤務だった夫が上司に
異動の理解を得て、入校の約２か月前に陸上
部隊勤務になり、学校関連、学童、習い事や
家事（主に料理）を一緒に行い、入校に備え
ました。夫は艦艇勤務が長く、夫一人で長期
間子どもの面倒をみることがなかったので、
約５か月間の入校はとても心配でしたが、同
じ佐世保市内にある夫の実家に、学童や習い
事の送迎を支援してもらい助かりました。
また、入校先の横須賀は遠距離であまり帰省
できないため、空いた短い時間でも毎日家族
と電話して、その日あった出来事を共有し、

私の体験として、子どもが園児のときはよく発熱で呼び出しが、小学生になると怪我や物損で学校から呼
び出しがかかりました。「子育てに終わりはない」とよく言われるように、子どもの成長とともに、悩みや心
配事の内容が変わり、これからもまだまだ手が掛かります。私自身時間に追われ、子どもに対して苛立ち、
怒った自分を責めてしまうこともありました。きついな、疲れたなと思ったそんな時は「朝早く起きて朝ご
はん作ったな、私えらい！」「今日は８回おむつ替えたな、私すごい！」等と、まず自分を褒めてあげましょ
う。やって当たり前のことでしょう？と思われるかもしれませんが、当たり前のことを当たり前にするこ
と自体がすごいことだと思いますし、同じく仕事でも言えることだと思います。また、自分の仕事に責任を
持つことはもちろんですが、自分の仕事に限らず困ったことや気付きがあれば声に出し、皆で過ごしやすい
環境をつくっていけば、家庭と仕事の両立もうまくいくと思います。

不安を解消するようにしました。家族４人
が一緒にいることはできなくとも、心を密に
して過ごすことができた貴重な時間であっ
たように思います。

【　　　　　　　　　　　】ＯＮとＯＦＦ

私は、術科学校修業後、佐世保を母港とす
る補給艦「おうみ」での勤務となりました。
子育てをしながらの13年ぶりの艦艇勤務は
不安でいっぱいでしたが、家族の協力のも
と、上司や後輩に教えてもらいながら、
WAVE長（海曹士女性自衛官の先任者）や機
関科応急工作員として勤務しました。艦艇
勤務は、一度の出港が数日のこともあれば、
数週間に及ぶこともあります。出港すると
私生活から離れる分、休日は子ども達や後輩
とドライブやカフェ巡りで一緒に過ごす時
間を楽しみ、「やるときはやる、休む時はと
ことん休む」ことで、ONとOFFの切り替え
に心掛けました。仕事と子育てで忙しい毎
日でも、好きな歌を聴いたり、美味しいもの
を食べたりと、わずかな時間でもホッと息抜
きができれば、精神的にも楽になり、また明
日も頑張ろうとモチベーションを維持する
ことができるのではないかと思います。

現在は、教官として新入隊員や海曹予定者
の教育に当たっています。朝は早く、子ども
達が起きる前には出勤し、日没後に帰宅する
日々を送っています。仕事で忙しい夫も主
婦ならぬ主夫となり家事を分担し、子育てに
も協力的です。小学生の子ども達も、お風呂
掃除や皿洗い等を手伝ってくれ、家族みんな
が自分にできることをして助け合っていま
す。学校行事にも可能な限り参加し、仕事と
育児の両立には、職場や家族の理解と協力が
必要不可欠
だと改めて
実感してい
ます。

休日に家族で釣り堀へ

平成16年……3月… 海上自衛隊入隊
　　　　………7月… 佐世保警備隊…佐世保港務隊
平成17年……1月… 佐世保警備隊…水中処分母船5号
　　　　………4月… 海士応急工作課程
　　　　………9月… 佐世保警備隊　水中処分母船5号
平成20年……3月… 佐世保教育隊総務科
平成21年……2月… 横須賀教育隊（臨時勤務）
平成21年11月… 長男出産:育児休業
… （平成22年1月〜平成23年1月）
平成24年……8月… 佐世保地方総監部管理部総務課
平成25年……4月… 次男出産:育児休業
… （平成25年6月〜平成26年4月）
平成30年……3月… 佐世保教育隊教育部
令和元年10月… 海曹応急工作課程
令和……2年……3月… 補給艦「おうみ」機関科
令和……3年……3月… 現職

佐世保教育隊教育部…教官
２等海曹

須
す と う

藤 …和
か ず え

枝

陸上警備の教務にて 補給艦「おうみ」
応急工作員集合！

一日のタイムスケジュールの例
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これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

自衛官(准曹)

女性職員へのメッセージ

MODEL
0 5

5:30 起床、身支度、朝食準備
7:30 出勤（夫の勤務時は保育園を経由して出勤）

日中 業務（※フレックスタイム制を利用）
※�0715-1845の時間帯で状況に応じて柔軟に時間を設定

16:15 帰宅（夫の勤務時は保育園を経由して帰宅）
19:45 寝かしつけ（勤務で不在の時は夫に頼む）

20:30 洗濯、片付け、翌日の食事と保育園の準備等
自分時間（勉強、晩酌、ドラマ鑑賞）

23:00 就寝

育児と好きな仕事が両立できている今
支えてくれる人たちに感謝

【　　　　　　　　　　　】子どもたちの生活リズムを大切に

子どもたちの生活リズムを変えないよう
にするため、私はフレックスタイム制を大い
に活用しています。夫は自衛官ではなく隔
日の24時間勤務と休日を組み合わせた勤務
形態のため、二人のどちらかが保育園の送迎
ができるように、勤務時間を毎日変えていま
す。この制度は私たちの育児や勤務スタイ
ルにとても合っていて、夫の勤務時間や私の
業務内容に合わせて勤務時間を柔軟に設定
できます。また、通勤時は混雑することが多
いのですが、勤務時間が設定できることによ
り混雑から解放され、忙しい朝も子どもたち
と一緒に過ごせる貴重な時間となっていま
す。また、勤務時間は業務だけでなく子ども
たちの状況を見て調整しています。以前は
夕方のぐずりが酷く寝かしつけも私でない
と嫌がる日が多かったため、子どもたちが起
きる前に出勤し、早く帰宅していました。今
は、子どもたちの朝の支度に時間がかかるの
と（そのため、朝食や化粧は通勤時になるこ
ともあります。）、夜は夫だけで対応可能に
なったため、現
在の勤務時間と
しています。今
後もフレックス
タイム制を活用
し、可能な限り
子どもたちに合

私の所属する航空機動衛生隊は、長距離患者搬送という任務のほか、国内外における訓練等も多い部隊で
す。私は育児のためそのような任務等になかなか参加できず、部隊の留守を預かる隊員として残ることが多
いです。そのたびに参加できない悔しさや他の隊員への申し訳なさを感じています。私だけでなく育児をし
ている皆さんは、少なからず同じ様な思いで勤務しているのではないでしょうか。私は、「家族からの協力と
職場の理解を得て、ワークライフバランスに関連する制度を最大限活用しながら仕事も最大限の力でやる。」
をモットーに育児と仕事に打ち込んでいます。このことは、家族や職場のよき理解のもと現在進行形です。
多くの方は、時間に追われる日々をお過ごしかと思いますが、子どもたちがもう少し成長するまでの「今」

を大切にしながら、子どもたちにとってよりよい時間を過ごすため、ほんの少しの辛抱だと思って頑張って
いきましょう。
子どもたちの母親は自分しかいないのですから。

わせた勤務ができればと考えています。

【　　　　　　　　　　　】自分時間を捻出する

私は、准看護師、救急救命士の資格を有し
た衛生員として勤務していますが、その練度
の維持及び向上のため、２年間のうちに80
時間以上の病院研修と救急車に同乗する消
防署研修を経て能力検定に合格することが
必要になります。研修等の時間の捻出は、
日々幼児二人を子育てする中で大変なとき
もありますが、育児も自衛官としてのキャリ
アも大切にしたいので、家族と職場の協力を
最大限得て、保有特技の練度の維持及び向上
に努めています。そのためにはとにかく時
間が必要です。帰宅後は子どもたちを一刻
も早く寝かそうとバタバタしています。ち
なみに寝かしつけの際には、イヤホンをして
好きなアイドルや芸人のラジオを聴いてい

ます。これはなかなか寝つかない子どもた
ちに対しても穏やかでいるための対策です

（笑）。便利家電にも頼っています。ロボット
掃除機、食洗機及び衣類乾燥機等も自分時間
を捻出するための大切な相棒です。これら
の時間の捻出は、勉強のためだけでなく、夫
と二人で会話をしたり、晩酌しながらドラマ
を観たりと、慌ただしい一日をリセットする
ためでもあり、自分の中でとても大切にして
います。長い通勤時間も音楽や英語を聴く
等、貴重な自分時間となっています。

大好きなドライフラワーを
もらいました

子どもたちとお揃いの
セーター

階段掃除は長女におまかせ お調子者の次女

平成18年……3月… 航空自衛隊入隊
平成18年……7月… 初級衛生員課程入校
平成18年……9月… 第12飛行教育団衛生隊（防府北）
平成22年……4月… 衛生技術員課程入校
平成24年……3月… 准看護師免許取得
平成24年……4月… 救急救命士課程入校
平成25年……3月… 救急救命士免許取得
平成25年……3月… 第11飛行教育団衛生隊（静浜）
平成26年10月… 結婚
平成27年……7月… 第4補給処高蔵寺支処（高蔵寺）
平成29年……2月… 長女出産、育児休業
平成30年……4月… 職場復帰
平成30年……8月… 航空機動衛生隊（小牧）
平成30年12月… 次女出産、育児休業
令和……2年……4月… 職場復帰
令和……3年11月… 現職

航空機動衛生隊総括班運用係（小牧）
２等空曹

小
お だ

田 …智
ち え

永

「フレックスタイム」を掲示し
て勤務しています

一日のタイムスケジュールの例
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これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

自衛官(准曹)

女性職員へのメッセージ

MODEL
0 6

4:30 起床　朝食、お弁当作り
7:00 出勤　作業内容確認
日中 装備品の支援整備

17:30 退庁
17:45 帰宅
18:30 夕食
20:00 入浴

入浴後～就寝前 家族と近況報告等
23:30 就寝

夢叶い、
仕事を続けていられることに感謝

【　　　　　　　　　　　】身近な人とともに歩むライフプランを
陸上自衛官の父の姿に憧れ、幼い頃からの夢

であった自衛官になりはや31年、結婚・出産を
経験し、28年間育児と仕事を両立してきました。
長女を出産した当時は現在のような育児休業制
度はありませんでした。運よく新生児を預かっ
てくれる保育園があったため、産後休暇後すぐ
に職場に復帰できました。夫は買い物、私は子供
の送迎と役割分担をして育児と仕事の両立がで
きました。その後、夫は幹部自衛官になり、長
男、二女の出産時を含め、夫が単身赴任で不在に
することが多くなりました。夫の不在期間は14
年間に及び、その期間の育児と仕事はワンオペ
レーションだったので両立に苦慮しました。週
末は夫が赴任先から帰宅し、食材の買い出し及
び子供たちを遊びに連れて行ってくれたので、
何とか休息することができました。両立が難し
いと思ったのは、幼い子供たちが立て続けに体
調を崩し仕事を休むことが多くなった時です。
育児と仕事の両立も「もはやこれまでか…」と
いう時に両親が実家の福島から駆けつけてくれ
たり、あるいは静岡の姉が子供たちを預かって
くれたりしたおかげで、困難な状況を打開する
ことができました。

仕事の面においても、突発的な休暇取得にも
業務の引継ぎを円滑に行えるように工夫してい
ました。当時、私は総括班で食需伝票の作成など 育児と仕事の両立は体力よりも精神的負担が大きいと思います。時には可愛い我が子を疎ましく思って

しまうこともあります。そして、そんな自分を責めて涙する日があると思います。１日の終わりに少しでも
「自分時間」を作れるといいですね。例えば好きな曲を１曲聞き終わるまでは他のことをしないなど。１曲
分の時間を惜しく思うかもしれませんが、わずかな時間でも休息を大事にして下さい。
もう一つ、季節を感じてください。我が家の３人の子供達は同じ保育園に通っていましたが、３人目の子

供の卒園式の日に満開の桜の木々を見てハッとしました。８回も桜の季節が巡っていたのに、その時まで
保育園の桜の見事さに気付けていなかったのです。季節の移り変わりよりも早いスピードで子供は成長し
てしまいます。保育園にお迎えに行った時の「聞いて、聞いて」は子供と同じ目線まで下りて聞いてくださ
い。「お家に帰ってからね」ではなく、その時に聞いてあげて下さい。嬉しかったこと、嫌だったことを一番
に聞いてほしいのはママやパパなのですから。

を担当していました。担当業務が計画性、規則性
のあるものだったので、あらかじめ予測可能な
提出書類を事前に準備し、業務の流れと進捗状
況を明示しておく等の工夫を凝らすことによ
り、育児と仕事の両立をしていました。

結婚以前から、結婚、出産について思い描いて
いたものの、子育てをしながら仕事を続けてい
る自分については想像していませんでした。現
在、子育ては一段落し、幼い頃からの「夢」を断
念することなく仕事を続けられています。今ま
での勤務でお世話になった上司、先輩、後輩のご
支援を頂いたことは元より、夫、両親、姉、何よ
りも自衛官である母を応援してくれた子供たち
に感謝しています。

【　　　　　　　　　　　】航空自衛隊における男女共同参画
推進等ハンドブックを活用しよう

航空自衛官の皆さん、航空幕僚監部人事教育
部人事教育計画課が作成しているハンドブック
を活用しましょう。「出産・育児に関する両立支
援制度」は女性自衛官だけではなく男性自衛官
も育児に積極的に参加できる制度です。そして、
このハンドブックは既婚者だけのものではあり
ません。新隊員の方にこそ、このハンドブックを
活用し、長く自衛官を続けていくための人生計
画を立てる参考にしてほしいと思います。また、
出産・育児だけではなく、介護休暇に関する制度
もあります。大切な家族の介護をしながら仕事
を続けるワークスタイルも考えられます。

子育てが一段落した現在の私は、昨年から単

身赴任になり、仕事や趣味にまい進しています。
今年は「2020東京オリンピック」ロードレー

ス支援という貴重な経験をさせていただきまし
た。プライベートでは、趣味のマンホールカード
収集という楽しみができ、カード発行市町村を
旅行雑誌の地図で探しては、カードと名物グル
メの一挙両得を画策しています。

家族の部隊見学
（偵空隊ファミ
リーデー）

平成……2年……3月… 航空自衛隊入隊　　
平成……2年……7月… 中部航空警戒管制団整備補給群補

給隊（入間）
平成……5年……5月… 長女出産
平成……7年……7月… 3等空曹
平成……8年……5月… 偵察航空隊整備群装備隊（百里）
平成11年……2月… 長男出産
平成13年……7月… 二女出産
平成13年……9月〜平成14年……7月　育児休業取得
平成17年……1月… 2等空曹
平成21年……3月… 偵察航空隊偵察整備隊（百里）
平成31年……1月… 1等空曹　
令和……2年……3月… 現職

第２航空団整備補給群装備隊武器小隊
支援班員（千歳）
１等空曹

古
ふ る い え

家 …陽
よ う こ

子
一日のタイムスケジュールの例

勤務時の様子（BL-4操縦）

長男の陸自入隊
（教育隊�古家３等陸曹）

令和３年度子女入隊表彰状

二女�勤務風景2
（北施隊１作隊�古家士長）
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これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

事務官等

女性職員へのメッセージ

MODEL
0 1

一日のタイムスケジュールの例

6:00 起床、ストレッチ、朝食
9:30 出勤

日中

打ち合わせ、決裁、パートナー国主催オン
ライン会議参加・プレゼン、議長を務める
国際会議の企画立案・国連や各国政府関係
者との調整等

20:00 帰宅、軽食、入浴

22:00 国外の家族・友人とスカイプ、メール
チェック等

23:00 就寝

好奇心を持ち、
変化を楽しみながら自分らしく成長を

【　　　　　　　　　　　】人と比較せず、自身の基軸を大切に

2019年9月に防衛省に新設された現在の
ポストに着任しました。日本の組織で勤務
するのは６年ぶりで、独特な防衛省自衛隊用
語や複雑な組織構成を理解するのに最初は
苦労しました。新設ポストのため前任がお
らず、外部からきた者として防衛省にどのよ
うな貢献ができるのか模索する日々が続き
ましたが、上司や同僚とコミュニケーション
を取りながら、自身の専門知識や経験を役立
てる分野や案件を特定していき仕事の幅を
少しずつ広げました。また、着任した頃はコ
ロナ前だったので積極的に国外の会議や研
修・訓練に参加し、諸外国の国防関係者との
ネットワーク構築を試みました。

キャリア形成においては、自分にとり何が
大切かを自身に問い続けることが大切と思
います。他人と同じである必要はありませ
ん。例えば私のキャリアは日本の組織（政
府）と国際機関の交互勤務で形成されてきま
したが、私にとっては環境の変化は心地よ

防衛省は男性の割合が多いですが、女性にとり仕事のしやすい環境作りにしっかり取り組んでい
ると感じます。ただ、無意識に「男性」「女性」で線を引いている人はいまだ一定数いると思います。
もし、女性であるからという理由で男性と同じ機会が与えられない場合は遠慮なく声を上げ、固定観
念にとらわれる人の意識を変えて欲しいと思います。
男女関わらず強く勧めたいのは、積極的に仕事場の外で様々な分野の人と交流することです。職
場に籠っていても視野は広がらないし、柔軟な発想も生まれません。今はオンラインでも様々な勉強
会やイベントが開催され、日本にいながら外国とも簡単にコミュニケーションが取れます。色々な機
会を最大限有効活用し、自分の世界をさらに広げていきましょう！

く、自分らしくあるために良いバランスに
なっています。また、仕事は、「自身の専門知
識と経験を活かしながら新しいことを経験
し、学べること」、「弱い立場にいる人の役に
立つこと」を基軸にしてきました。皆さんは
何を重要視しますか？

【　　　　　　　　　　　】オンオフはしっかり分けて。悩んだ時は問題を客観視

人権人道分野で活動したいとビジョンが
定まり留学する前、将来を模索していた20
代が一番悩ましかったです。しかし20代に
経験した仕事が現在のスキルのベースと
なっており、人生において無駄な経験はない
と感じます。

仕事で困難や悩みに直面した時には自分
の立場を客観的に見ます。紛争地で、人々が
その日の命を次の日につなぐために必死に
生きる姿と、失われていく命の両方を毎日見
てきた経験を思い返し、「私の悩みは小さな
こと」と思い直します。

突発的に発生したことへの対処を除き、翌
日万全な体調で仕事に取り組むためにも早
く帰るようにしています。国際機関では、残
業する人＝時間管理が上手でない人と思わ
れますし、自分の時間がいかに貴重かという

意識が強いです。時間と労力を効率よく使
うために、1日の終わりに翌日のto doをリ
スト化し、1日の始まりにそれに目を通し作
業を始めます。

日本はとても美しく、平和で、インフラが
整備され、サービスが良質な素晴らしい国で
すので、日本にい
る間は、国内旅行
をしたり、和食を
楽しんだり、家族
や友人と過ごす
時間を大切にし、
心身ともに健康
で穏やかな毎日
を過ごすよう心
がけています。 PKO専門家会議の共同議長と

して会合主催

2003年… 英国ロンドン大学修士課程修了
2004年… 外務省在ジュネーブ国際機関
… 日本政府代表部
… 人権担当専門調査員
2007年… 国連（ILOジュネーブ本部）
… 強制労働撲滅特別行動計画
… プロジェクトマネジャー
… （中央アジア担当）
2012年… 内閣府国際平和協力本部事務局
… 国際平和協力研究員
2013年… 国際赤十字（ICRC）
… 南スーダン、ウガンダ、エチオピア、
… フィリピン・ミンダナオ事務所
… Protection…Delegate,…Head…of…Office
2018年… 国連PKO専門家教官
… (Subject…Matter…Expert)
2019年9月… 現職

防衛政策局参事官付
インド太平洋地域協力企画官

防衛部員

松
ま つ ざ わ

沢 …朝
と も こ

子

ヨルダン軍PKO要員へジェンダー研修付与
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これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

事務官等

女性職員へのメッセージ

MODEL
0 2

一日のタイムスケジュールの例

5:30 起床
長女のお弁当作り、愛犬の世話

10:00

出勤
メールチェック、各機関人事担当者からの
ヒアリング、課内ミーティング、報告資料
作成等

19:00頃　退庁
20:00　長女の学校の予定確認、夕食、入浴、家事
23:30 就寝

仕事も家庭も、
今この時間を大切に

【　　　　　　　　　　　】どんな経験も大切

これまで人事業務を中心に経験を重ねて
きました。人事は「ひとごと」と書きますが、
相手の顔は見えなくても、決して「ひとご
と」とは思わずに、誰かのためになるよう
に、と常に意識して業務にやりがいを感じて
きました。

また、外務省に出向し、G20大阪サミット
の支援をする機会をいただいた時は、同じ国
家公務員なのにこんなにも組織風土が違う
のかと、視野が広がったことが印象的です。
この出向は、配偶者同行休業（米国）から復
職した後のことだったのですが、外国プレス
の方に英語で対応することもあり、休業して
いた間の語学の勉強が役に立ちました。休
業で職場から離れることに心配もありまし

私は育児休業を２回、さらに配偶者同行休業も取得しました。その中で、仕事では得られない貴重
な経験や大切な友人と巡り合うことができ、人間として一回り成長できた時間だったと思います。た
だ私もそうでしたが、育児休業等を取得した方は、周りより自分の経験不足を痛感することもあるか
もしれません。そんな時は、孔子の「止まりさえしなければ、どんなにゆっくりでも進めばいい。」と
いう言葉にあるように、ゆっくりでもいいので立ち止まることなく、進むことを心がければいいと思
います。そして、今まで支えてくれた上司、同僚、家族に感謝して、今度は自分が両立を頑張る人の支
えになれれば嬉しいです。

たが、その時間を有意義に過ごしていれば、
業務に役立つこともあると実感した経験で
した。

そして、少しずつ責任ある立場になってい
く中、現在は内局における繁忙な業務で、
日々悩んだり、時には落ち込むこともありま
す。そんな時は、「どんな経験もきっと役に
立つはず」と考えるようにしています。

【　　　　　　　　　　　】何事も楽しむ

長男が大学生になり、育児と言えるのは中
学生の長女だけとなりましたが、子供達が成
長していく中で、親としての心配は尽きない
ものです。でも、今しか経験できないことを
共有したい、と「今この瞬間」を楽しむよう
にしています。例えば、家族一緒の外食や旅
行だけでなく、ちょっと時間ができた時に長
女とウォーキングをしながら、学校のことや
お友達のこと、行きたい旅行先のことなどで
盛り上がったり、免許取り立ての長男が運転
する車に、スリルを味わいながら乗ることも
大切な時間です。また、毎朝早く起きてお弁
当を作っていますが、いずれ終わってしまう
と思うと、これも貴重な時間だと思えます。

現在の業務は、障害のある職員の活躍推進

や防衛省の事務官等の人事施策の企画、立案
の検討などで、様々な意見交換の場に出席し
たり、全国の基地へ出張することもあり、
日々多忙ですが、これも「今しかできない経
験」として楽しむようにしています。

家族でスキューバダイビング

平成……9年……4月… 防衛庁入庁
… 航空幕僚監部総務部総務課
平成10年……4月… 航空教育集団司令部人事課職員人

事管理室
平成11年12月… 長官官房秘書課
平成14年……8月… 航空自衛隊幹部学校人事課主任
平成15年……3月… 長男出産:育児休業
… （平成15年5月〜平成17年3月）
平成17年……4月… 航空中央業務隊統計科係長
平成18年……6月… 長女出産:育児休業
… （平成18年8月〜平成21年6月）
平成23年……4月… 航空幕僚監部人事教育部補任課服

務室…主任
平成25年……4月… 人事教育局厚生課係長
平成27年……8月… 配偶者同行休業（〜平成30年7月）

（米国ロサンゼルス）
平成30年……8月… 航空幕僚監部人事教育部補任課職

員人事管理室補任専門官
令和元年…… 5月〜……6月　外務省出向
　　　　　　　　　　……（G20大阪サミット支援）
令和……3年……2月… 現職

大臣官房秘書課部員
防衛部員

鳥
と り こ え

越 …美
み え

江

G20大阪サミットの支援
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これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

事務官等

女性職員へのメッセージ

MODEL
0 3

一日のタイムスケジュールの例

5:30 起床、家事
7:00 子供達起床、朝食
8:00 保育園送り
8:30 出勤
日中 業務

17:15 退庁、保育園迎え
18:00 帰宅、夕食
19:00 片付け、子供との時間
20:00 入浴
21:00 寝かしつけ
22:30 就寝

自分の選択を最大限楽しむ

【　　　　　　　　　　　】責任と、謙虚さと、笑顔を

大学時代、仕事と育児を両立されている女
性の先生の話に感銘を受け、自分もそういう
人生を歩みたいと思うようになりました。
幸運にも現在、その頃思い描いていたような
日々を送ることができています。家族のサ
ポートのみならず、所属する学科の先生方を
始めとする多くの方々のご理解とご協力が
あってこその今です。また、両立支援制度の
恩恵も受けています。本当に感謝の念しか
ありません。

仕事を続けてはいても、育児となると自分
のことは二の次で、結果的に仕事面でも「今
は我慢」と自分に言い聞かせなければなら
ないこともあります。ただ、ある時ふと、我
慢するというのは結局、自分の選択に責任を
持つことなのだなと思うことがありました。
自分が大切にしたい事柄を実現するために、
それ以外の物事に優先順位をつけることも
自身の選択に他ならないからです。ゆえに、
我慢と感じることも自分の選択の結果で

振り返ると、仕事と育児の両立に憧れを抱いた時に、私自身は、どちらかひとつを選ぶという発想自体を
手放してしまったように思います。そのせいなのか、もしくは持って生まれた性格なのか、ある時期の数年
にわたる私の人生目標は「貪欲に生きる」でした。きっと、現実と理想のギャップのようなものに直面し、
もがいていたのでしょう。しかもそれが、ある程度長く続いたのです。それでも、別の目標を立てようと思
える時がきました。
もし、私個人の極めて限られた経験からお伝えできることがあるとすれば、それは、叶えたい夢があるな

らば、例え時間がかかっても貪欲に、実現させようとやってみてはどうでしょうか、ということです。もち
ろん、結果は分かりません。ただ、仮に一歩を踏み出してみた結果が期待外れのものであっても、それを中
継地点のひとつにすぎないと思える柔軟性があれば、明るい未来が待っているように思います。

あって、そのことで卑屈さやストレスを抱え
るべきではないと考えると、気持ちが軽くな
りました。むしろ必要なのは、自分の選択と
その結果を真摯に受け入れるという謙虚な
姿勢であると自分に言い聞かせています。
そして、気持ちを明るくするためにも、笑顔
でいることを心がけています。

【　　　　　　　　　　　】前倒しと先取りで機嫌よく

とはいえ、個人的には、常に機嫌よくいる
というのはとても難しいことだと感じてい
ます。1人目を出産した際の復職後は、慣れ
ない保育園の送迎、帰宅後の家事や子供の世
話に追われ、生活を楽しむ余裕がありません
でした。一番つらかったのは、時間に追われ
る中で自分の精神状態が悪化し、イライラが
強くなると、子供が体調を崩してしまうこと
です。仕事の締切り間際にこうした状況に
陥ることが多く、この悪循環をどうすれば絶
てるのか思い悩みました。

試行錯誤の末に辿り着いたのは、「前倒し
と先取り」です。やるべきことを時間内にこ
なせるようにできることは前もってやって
おく、という社会人としては当然のことで
す。それすら守れない時期があったのはお

恥ずかしいことですが、これをきちんと実践
することで、仕事と育児の両立が格段に楽し
くなり、公私の切り替えもうまくいくように
なりました。結果的に、自由時間が増え、精
神的な余裕も保てるようになりました。そ
のお蔭で、例えばプライベートでは、中断し
ていた家庭菜園を再開することができまし
た。ジャガイモを収穫した際には、娘と料理
対決をしました。審査員の夫の判定は、「引
き分け」でした。

家族で家庭菜園 水やりが朝の日課に

平成17年11月〜平成20年10月
… 在ヨルダン日本大使館専門調査員
平成20年12月〜平成24年9月
… 公益財団法人中東調査会研究員
平成24年10月… 現職
平成26年11月… 長女出産:育児休業
… （平成26年12月〜平成27年8月）
令和元年……7月… 次女出産:育児休業
… （令和元年9月〜令和2年4月）

防衛大学校人文社会科学群
国際関係学科准教授

防衛教官

江
え ざ き

﨑 …智
ち え

絵

講義風景
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これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

事務官等

女性職員へのメッセージ

MODEL
0 4

一日のタイムスケジュールの例

5:30 起床、身支度、保育園準備等
6:30頃 出発

7:00頃 保育園預け
通勤

8:45 出勤
日中 出納業務、書類点検等（昼休憩:1300~1330）

17:00 退庁
18:30頃 保育園迎え
19:15頃 帰宅、夕食準備等、子ども入浴（父と）
19:50 食事、片付け、入浴、家族との時間等

22:00頃 寝かしつけ、洗濯、翌日準備等
24:00 就寝
※…遅出勤務と休憩時間の短縮を利用し、仕事と育児の両立
を図った働き方を実施

子供と一緒に成長

【　　　　　　　　　　　】不安と感謝

私は約１年半の育児休業の復帰と異動が
ほぼ同時であり、自分自身の変化と息子の保
育園入園等で環境が一気に変化することに
なりました。間もなく復職、という時期には
正直不安もありました。そんな中で迎えた４
月。復職前後で上司や職場の皆さんが相談
に乗ってくださり、遅出勤務と休憩時間短縮
の制度を利用して仕事と育児の両立を図る
こととなりました。息子の保育園の送り迎え
や毎日の登園準備等、今までとは時間の流れ
が大きく変わりました。とにかく早く過ぎる
時間にしがみつき、息子に負担がかからない
よう、できるだけ効率を重視して行動するよ
うにしています。また、現在の職務である共
済係長は初めての経験であり、職場の皆さん
のご助力なしでは到底職務を全うすること
はできません。ここでも出来る限り効率を重
んじ、適時の確認や報告を心掛け、不安や問
題の早期解決を図っています。その結果、い

仕事と育児の両立はそれぞれの環境で難しさが大きく変わってきます。「〇〇さんができたから私
もできるはず。できなくちゃ。」なんてこともありません。無理をしてボロボロのお母さんを子供さん
達も見たくないと思います。だからこそ制度利用やその仕組みを理解して、自分に無理がない様にプ
ランを立ててみるのが大切だと思います。とは言え、やってみないとわからないことも沢山あります。
また、私は夫が同じ事務官なので職場と家庭の不安や問題を相談できることも恵まれていると感
じています。皆さんも誰か気軽に相談できる人を見つけてください。できれば職場とそれ以外それ
ぞれに。誰かに話せる、聞いてもらえることで、気持ちは大きく変わります。一緒にじっくり頑張り
ましょう。そしていつか後輩の女性職員にアドバイスする立場にもなってあげてください。

まのところご迷惑をお掛けしながらも家庭
と仕事を両立できています。まだ数ヶ月程度
の時間ですが、よく言えば充実、悪く言えば
あっという間でした。その上で今思うこと
は、自分は本当に職場に恵まれており、感謝
の気持ちでいっぱいだということです。

【　　　　　　　　　　　】楽しみながら時短

すべてのお母さんに言えることだと思い
ますが、息子が生まれてからはなかなか自分
の自由な時間を確保するのは難しくなりま
した。復職となればなおさらです。そんな中
だからこそ日常のちょっとした時間を有効
活用できるようになりました。通勤中は
ネットショッピングや読書。時間に余裕が
あるときは少しだけ手の込んだ料理を楽し
みながら作ってみたりもします。限られた

時間をうまく使え
ると達成感もあり
ますし、短時間の
息抜きにもなって
います。

育児休業中と復
職後の１日は勿論
同 じ24時 間 で す

が、時間に対する考えや使い方は大きく変わ
りました。これからも時間をうまく作って、
家族で過ごす一日一日を大切に過ごしてい
きたいと思います。

入園式にて

休日に家族と喫茶店にて 初めての苺狩り

平成19年……4月… 防衛省入省
… 自衛隊広島地方協力本部総務課
平成22年……4月… 自衛隊阪神病院総務部会計課
平成22年……7月… 事務官等中級係員集合教育
平成25年……1月… 結婚
平成25年……4月… 山口駐屯地業務隊厚生科共済班貯

金係
平成26年……4月… 山口駐屯地業務隊総務科防府支援

班共済主任
平成28年……4月… 海田市駐屯地業務隊厚生科共済班

貯金係
平成30年……1月… 事務官等管理課程
平成30年……4月… 海田市駐屯地業務隊厚生科
… 共済班長期経理主任
令和元年 ……8月… 長男出産…育児休業
… (令和元年10月〜令和3年3月)
令和……3年……4月… 現職

姫路駐屯地業務隊厚生科
共済班共済係長
防衛事務官

濵
は ま だ
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職場にて
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これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

事務官等

女性職員へのメッセージ

MODEL
0 5

一日のタイムスケジュールの例

6:00 起床、お弁当作り、夕飯の支度
6:45 子供（次男）を朝練に送り
8:00 子供（長女）を学校に送りながら出勤

19:00 退庁
19:15 帰宅、家事等
23:00 就寝

今自分ができることを精一杯頑張れば、
いつか誰かが認めてくれる

【　　　　　　　　　　　】心の支え

入省して20年、何度か仕事を辞めようか
考えた時期がありました。

次男出産後に復職したとき、次男は７か月
でした。１歳前ということもあって、長男・
長女のときにはあまりなかった保育園から
の呼び出しが毎日のようにあり、出勤直後に
迎えに行くようなことも多々ありました。
日々周りの方々に迷惑をかけてしまってい
る状況に、このまま仕事を続けていていいの
か悩んだ時期でした。

そんな時、当時の上司から「今は周りの人
たちにいっぱい迷惑をかけてもいいんだよ。
でもその分、自分に余裕ができたら、今度は
周りの人たちを助けてあげればいいんだか
ら。」と言っていただいたことにより、少し
気持ちに余裕が持てるようになりました。
また当時、夫が単身赴任中ということもあ
り、子供３人を私一人で育てている状況でし
た。「今が一番つらい時期だと思うけど、子

子育てをしていく上で、悩みは尽きないと思います。小さい頃はケガや病気に、大きくなってから
は進路や生活に悩まされ…いつだって思い通りにいかない日々ですが、過ぎてしまえばこんなこと
もあったなと思えるようになるはずです。
子育ては、人それぞれで、家庭によって違うのは当たり前なので、何が正解なのか答えはないと思
います。『育児と仕事の両立』なんて堅苦しく考えず、その時々にできることをやっていければいい
のではないかと思います。子育て真っただ中では難しいかもしれませんが、日々楽しんで過ごしま
しょう。

供３人を一人で育てるなんて状況の人はな
かなかいないと思うよ。だから今を乗り越
えられれば、どんな状況にも立ち向かえるは
ずだし、人一倍子育ての苦しみも理解してい
る分、同じように子育てしている人たちの背
中を押してあげられるような人になれるん
じゃないかな。」と言っていただいたことが、
今も仕事を続けていく上で、とても大きな心
の支えとなっています。

【　　　　　　　　　　　】家族は見守ってくれている

同じように子育てをしながら働く人のた
めに、少しでも力になれればと働いてきまし
たが、夫や子供たちに我慢や負担を強いてし
まっているのも事実です。

保育園や学童保育の迎えはいつも最後
だったり、子供たちに食事の支度を任せたり
…家事、育児、仕事どれも中途半端な状態
だったように感じます。

しかし、そんな状況でも、長男は中学生に
なった頃から「事務官になりたい」と言って
くれるようになりました。家事も子育ても
ほぼ放置気味で過ごしていた私と、まさか同
じ職業になりたいなんて言ってもらえると
思っていなかったので、とても驚いたのと同

時に、仕事を頑張っていることを感じていて
くれていたんだと、感慨深い気持ちでいっぱ
いでした。

今でも『家事と仕事の両立』ができている
なんて、とても言えるような状態ではありま
せんが、そんな状況でも文句ひとつ言わず、
黙って見守っていてくれる主人に感謝しつ
つ、今後も自分ができることをやっていけれ
ばと思います。

自宅にて長男と

平成13年……4月… 防衛庁入庁
… 航空補給処…計画部情報処理課
… システム管理班…システム管理係
平成17年……2月… 長男出産:育児休業
… （平成17年4月〜平成18年4月）
平成18年11月… 長女出産:育児休業
… （平成19年1月〜平成20年3月）
平成20年……8月… 次男出産:育児休業
… （平成20年10月〜平成21年4月）
平成21年……4月… 航空補給処…管理部総務課総務班
… 総務係
平成23年……4月… 厚木航空基地隊…厚木厚生隊共済班
平成25年……4月… 航空補給処…航空機部航空機整備課

機器管理班部品管理係
平成29年……4月… 補給本部…管理部総務課総務班
… （共済）
平成31年……4月… 航空補給処…航空機部航空機補給課

航空武器管制班…入庫係長
令和……3年……4月… 現職

航空補給処…航空機部航空機整備課
機器管理班機器管理係長

防衛事務官
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これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

事務官等

女性職員へのメッセージ

MODEL
0 6

一日のタイムスケジュールの例

5:00 起床
7:20 出勤、スケジュール確認、メールチェック等
日中 書類確認、資料作成、担当ミーティング等

17:00 課業終了
17:30 基地内体育館でクラブ活動（バドミントン）
21:30 帰宅
22:30 就寝

頑張りすぎず挑戦を楽しんでみる

【　　　　　　　　　　　】健康管理と周囲のサポートに感謝

仕事に向かう心の持ち方として、「何とか
なるかな」と、ちょっとだけ挑戦してみると
前向きに仕事が出来、無理せず先に進めると
思います。

また、育児・介護と仕事の両立を図るため
には、自分が健康でなければなりません。心
身ともに毎日健康でいることが、とても大切
なことです。元気に仕事をするために、よく
寝て、よく食べ、適度に運動し、家族や職場
の人と雑談してよく笑い、心身のコンディ
ションを保つことを心がけています。

育児と仕事の両立は本当に大変です。で
も、私の経験では、協力者を増やすことが今
まで乗り切れた最善の解決策のように思い
ます。どうしても仕事を休めない時期に子
供が水疱瘡を患った時、実家の両親の協力を
得るため、夜中に高速道路を３時間かけて車
で連れて行ったこともありました。その後、
田舎で一人暮らしをしていた義母と約10年
間同居した際は、義母からの協力を得ること

日々の心がけとして、「頑張りすぎない。でも常に目標を持ち、少し挑戦してみる。」ことが大事だと思い
ます。一生懸命頑張って考えても解決しない問題もあると思います。そんな時には、誰かに相談してみて下
さい。自分以外の人の意見を聞いてみるともっと柔軟な考えが生まれます。また、助言をもらうことで自分
一人では解決できない問題は往々にして解決します。色々な職場でそれぞれ経験されている方達が、喜ん
で聞き、話してくれます。きっと貴重な意見と解決策が見つかるはずです。
また、育児は楽しいですが、休みがありません。子供が幼い時、会社を定年退職された近所の女性に「し

んどいと思うけど３年頑張りぃ。そしたら楽になるから。」と言われました。それから３年後、当時はまだま
だ手がかかり、ちっとも楽になりませんでした（笑）が、その言葉を思い出し、「あと３年！！」と頑張ってき
て、気が付けば育児の大変な時期は終わっていました。皆さんも疲れたら「あと３年」をキーワードに頑
張ってみて下さい。きっと楽になる時が訪れるはずです。

ができました。身内以外では、子供の友達の
お母さんも、私の出勤時間が早いことで、登
校までの時間に子供を毎日預かってくれま
した。このように、私は様々な人に協力して
もらいながら今までやってくることができ
ました。これまで協力して下さった方々に
は感謝の気持ちでいっぱいです。

【　　　　　　　　　　　】自分時間を作る

心身のバランスを保ち、良い仕事をするた
めには、自分の楽しみの時間を作ることが大
事であり、ワークライフバランスに必要な時
間管理と積極的な取り組みに日頃から留意
しています。私の場合、週２～３回バドミン
トンをすることが良い気分転換になってい
ます。スポーツでも、語学でも、料理でも、

やってみることで充実した気分になれると
思います。その結果、「自分時間」を楽しみに
して「今日も仕事を頑張ろう！！」と前向き
な心持ちになります。

そのために私の「仕事術」としては、自ら
の業務を処理すべき時期により分類し、さら
に優先順位を付け、それを紙に書き出し、終
わ っ た ら 消 す と
いった手法をとっ
ています。一つ一
つ業務が終わるた
びごとに、気持ち
が 整 理 さ れ る の
で、仕事へのモチ
ベーションの向上
にも役立っている
と思います。

基地内での余暇活動（バドミントン）

自宅にて

平成……3年……4月… 防衛庁入庁
… 陸上自衛隊関西補給処（宇治）
平成……9年……9月… 事務官等中級係員集合教育
平成10年10月… 第1子出産
平成12年……8月… 第2子出産
平成21年……4月… 自衛隊滋賀地方協力本部援護課予

備自衛官係長
平成21年……8月… 女性職員（係員級）研修
平成22年……8月〜9月　事務官等管理課程入校
平成26年……4月… 自衛隊阪神病院総務課文書係長

（川西）
平成28年……4月… 陸上自衛隊大津駐屯地厚生科共済

班長（大津）
平成30年……5月〜7月　厚生幹部B課程入校
平成31年……4月… 現職
令和……3年……7月〜8月　地方防衛局等上級研修

幹部候補生学校業務部業務課厚生班長
防衛事務官

加
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これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

事務官等

女性職員へのメッセージ

MODEL
0 7

一日のタイムスケジュールの例

5:00 起床、身支度、朝食づくり
8:00 出勤
日中 業務調整、資料作成等

16:45 退庁
17:45 学童、保育園迎え
18:10 帰宅、息子の宿題確認、入浴
19:30 夕食
20:00 洗濯、片付け
21:30 就寝

明るく前向きに
辛い時は助け合う

【　　　　　　　　　　　】働き方の変化

息子が幼い時、フレックスタイム制等はま
だ導入されておらず、限られた時間の中で仕
事と育児を両立させるのは本当に大変でし
た。繁忙期は遠方に住む夫の母に来てもら
い、保育園の送迎から家事をサポートしてい
ただき何度も助けられました。令和２年の復
帰後は休憩時間の短縮とフレックスタイム
制を活用させていただき、夫婦でスケジュー
ル管理アプリを使い、情報共有しながら協力
して頑張っています。最近はテレワーク、在
宅勤務が多くなったので、「お母さん、お仕事
やめたの？」と息子に言われました。赤ちゃ
んの時から「出勤して仕事をする母」を見て
きた息子にとっても、「家で仕事をする母」
は大きな変化だったようです。育児と仕事が
両立できる制度が増え、子供の成長に合わせ
て、制度を上手く利用しながら自分の働き方
も変えていくという、“ワークライフバラン
ス”を実現させているところです。

息子の時は保育園もすぐ決まり、職場復帰
もスムーズにできたのですが、娘の時は待機

20代の頃、母が突然重い病気になり入院しました。仕事中心の生活をしていた私にとって、親の介
護もまだまだ先と準備していなかったし、家族のことだから職場の人には相談できない、と勝手に思
い込んでいました。今は、あの時もっと周りに相談して母と過ごす時間を作れば良かったと後悔して
います。親の介護も育児も自分の将来を見据えてしっかり準備して、仕事を自分のライフスタイルの
一部だと認識して切り離さず考え、困ったら周りに相談することが本当に大事だと思います。今は私
も夫と協力して仕事・育児に奮闘する日々の中で、姉や叔母に相談したり、夫の両親にサポートしてい
ただいたり、職場の上司や同僚に助けていただいています。感謝の気持ちを忘れずに、辛い時は身近な
人を頼りましょう。そして誰かに助けてもらったら、その分誰かの助けになってあげてください(^_^)

児童問題に直面し、予定していた４月に復帰
できませんでした。このまま復帰できな
かったら、手当もなくなるし、昇級にも影響
が出るのでは…と不安で精神的に追い込ま
れましたが、先輩方から「子育てに集中でき
るのは今だけだよ。逆にこの時期を大切
に。」とアドバイスいただき、なんとか前向
きに乗り切ることができました。

【　　　　　　　　　　　】明るく元気に楽しく過ごす

私の趣味は旅行で、年に数回、家族と温泉
地に行ったり、おいしい物を食べてリフレッ
シュしています。博物館に行くことも好き
で、今は家族と一緒にロンドン自然史博物館
に行くことが夢です。旅行の予定が決まる
と仕事も自然と捗ります！

育児には思いも寄らないことが起こり、業
務との関係で葛藤する毎日です。でも、辛い
時こそ「どうにかなる！大丈夫！」と思って
持ち前の明るさを武器に前向きに乗り切っ
ています。毎日元気に笑って過ごすことで
家族、周りの人にも明るい気持ちが広がれば
いいなと思います。

今は、防衛問題セミナーの実施を中心とす
る業務で、地方防衛局が地方における防衛政

策の拠点として役割を果たすための防衛政
策の広報をしています。自衛官に憧れたこと
がきっかけで防衛省職員になった私にとっ
て、自分が好きなものを知ってもらうという
広報の仕事は大変やりがいを感じ、毎日楽し
いです。自衛官・事務官、昼夜通して国防の
ために一生懸命働いている皆様の業務や防
衛政策をどんどん発信していきたいです。

子供たちとアスレチック
息子の絵画展表彰式
にて

娘の大好きな絵本の
キャラクターと

平成14年……4月… 防衛施設庁入庁
… 業務部労務管理課給与厚生室
平成19年……4月… 業務部業務課
平成21年……4月… 地方協力局周辺環境整備課
平成23年……4月… 地方協力局労務管理課
平成24年……5月… 長男出産:育児休業
… （平成24年7月〜平成25年3月）
平成25年……4月… 職場復帰
平成26年……4月… 北関東防衛局企画部施設対策計画

課調整交付金係長
平成29年……4月… 北関東防衛局企画部施設対策計画

課再編交付金係長
平成30年……4月… 北関東防衛局企画部地方協力基盤

整備課協力確保係長
平成30年12月… 長女出産:育児休業
　　　… （平成31年2月~令和2年8月）
令和……2年……8月… 現職

北関東防衛局企画部
地方協力基盤整備課協力確保係長

防衛事務官
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これまでの主な経歴（キャリアパス年表）

事務官等

女性職員へのメッセージ

MODEL
0 8

一日のタイムスケジュールの例

5:00 起床、子供の朝食準備
5:30 弁当作り
7:00 長女登校
7:40 二女登校（登校班の見守り）

8:00 出勤
業務

19:00 退庁
20:00 買物・夕飯・おしゃべり
22:00 子供達就寝
23:00 洗濯等家事
24:00 就寝

自分らしく

仕事も子育ても自分らしく。
自分らしい家事、自分らしい子育て。「母

親が元気なくてどうする！」と言い聞かせ、
私が私らしくいるために、時間を見つけて同
級生と旅行に行ったり、趣味のテニスに没頭
したりしました。それを許してくれた夫に
感謝です。

そのおかげで、現在中学生と小学生の娘２
人はすくすく育ち、現在も楽しく子育てがで
きています。

【　　　　　　　　　　　】ステキな環境に恵まれて

私が第一子を妊娠し、産休・育休で不在す
る…周りに迷惑がかかる…と悩みましたが、
上司に伝えた時の「おめでとう!!」の第一声
と笑顔は忘れられません。

子供の運動会で、忙しい時期に休暇を取り
たいと伝えた時、「子供のイベントは何より
も優先しなさい！」と言われたこと。

子供の熱発で、学校から連絡が来たと伝え
た時、「机の上は、そのままでいい！聞きた

料理・洗濯・掃除・子育て…私は、全くこなせていません。こっちを一生懸命やったら、あっちがお
ろそかに……。でも、一生懸命なところを見ていてくれる人がいます。経験している先輩たちがいま
す。優先すべき時は、連続休暇をとってもいいんです。課業終了と同時に「お疲れさまでした～」で
もいいんです。ただ、その環境に驕らないこと。職場の協力なしに、子育てはできないことを頭の片
隅に置くことだけは忘れないでください。

いことがあればメールするから！すぐ帰り
なさい！」と言われたこと。

防衛省において、上司となる方が男性であ
ることがほとんどですが、素晴らしい職場環
境に恵まれて、安心して子育てをすることが
できています。

今まで、付き添いが必要な時期の子供の入
院や夫の単身赴任、冗談のように上の子から
下の子へバトンタッチしていく流行性の病
気なども経験してきました。その時々に利
用した特別休暇や、私が職場の上司・同僚か
ら言われて嬉しかったこと、ホッと胸をなで
おろしたことをその時と同じ立場の職員の
方に伝えていくように心がけています。

【　　　　　　　　　　　】タイミングを大切に

何事にも、タイミングというものがあります。
結婚や出産もそうかもしれません。子育

て中においても、なんでもかんでもできませ
ん！というわけではありません。この時期
なら研修に参加できます。この時期なら泊
まりで入校が可能です。この時期なら残業
ができます…等できる時期、できない時期が
必ずあります。子育て中で、夫が単身赴任で
…となれば、何よりも家庭を優先します。近

くに親族が引っ越してきたり、たまたま子供
の面倒を見てくれる人が側にいる時もあっ
たりします。

まだまだ色々なことを吸収しなければな
らない時期、“できる時”のタイミングを逃さ
ずに学ぶことができると、自分のスキルアッ
プにつながると
思いますし、そ
のような時期に
学びの道を作っ
てくれた職場の
皆さまに感謝し
ています。

平成……6年……4月… 防衛庁入庁
平成12年……3月… 結婚
平成19年……7月… 長女出産
平成22年……6月… 二女出産
平成25年……4月… 中央病院総務部
平成28年……4月… 中央業務支援隊総務部
平成31年……4月… 補給統制本部装備計画部
令和……3年10月… 現職

防衛装備庁長官官房人事官付調整係長
防衛事務官

濵
は ま だ

田 … 都
みやこ

いとこ達と一緒に

仲良し姉妹？

34 35



MODEL
0 1

自衛官(幹部)

妻からのコメント

育児休暇・休業取得までの流れ

一日のタイムスケジュールの例

6:00 起　床
6:30 朝　食
7:00 掃除・洗濯

10:00 買い出し・子供の遊び相手（交互）
12:00 昼　食
13:00 料理・長男のお昼寝
15:00 外出（長男と公園に散策）
17:00 風呂・夕食
20:30 ミルク、歯磨き
21:00 寝かしつけ

親子の関係を学ぶきっかけに

妻は、新型コロナウイルスが流行し始めた
令和２年１月第１子長男を無事出産しまし
た。しかし、出産後に妻の体調が悪化し、生後
６ヵ月頃には育児も思うように出来なくなり、
今までよく状況を確認して頂いていた上司に
相談したところ育児休業を勧められました。

当初は、同僚等への負担や収入の減少等に
より育児休業以外の両立支援制度も検討し
ましたが、勤務状況の緩和だけでは根本的な
解決にはならないところが多く、子供が１歳
半になるまでの半年間、妻の体調回復と子供
に安全に楽しく暮らせる環境を創出するた
め育児休業取得を決意しました。

もともと夫婦共に子供好きでしたが、初め
ての育児であり、本に書いてある通りにはい
かないことも多くありました。成長の段階
にあわせた育児や教育への匙加減も解らず、
また、コロナ禍で外出も思うようにできず、
両親や保健所等への電話相談等を頼りに乗
り越えてきました。

気持ちや気合いだけでやってきましたが、
育児休業取得後は、妻と育児や家事について

出産後の体調の変化だけでなく、新型コロナウイルスが流行し、本来受けられるはずの保健所や病院での育児支援も十分に
受けられない状況でしたが、職場の皆様のご理解を頂き、今回主人が育児休業を取得できたことに大変感謝しております。
育児休業取得当初は家事と育児を主人にほぼ任せるような状況でしたが、段階的にお互いの負担や家事を調整していくこ

とで、無理なく体調も回復し、現在は家事と育児の両立が出来るようになりました。また、半年間の育児休業期間は長いようで
短い期間でしたが、子供に対する教育の仕方や方向性もお互いに理解することができた貴重な時間だったと感じております。
誰しも出産、育児は予定通りに進まず、不安や悩みを抱えることも多く、また、夫婦の意見の食い違いや突然の出来事に直面

し、更に泣きたくなることも多々あると思いますが「何かあった時に頼れる人がいる」「支援を得られる制度がある」と理解で
きるだけでも大変安心できる材料になると思います。私もまだまだ子育てに奮闘中ですが、これから子育てを予定されている
ご主人や奥様に広く育児への制度が普及され、今後更に安心して楽しく子育てが出来る社会になることを願っております。

見直すことで、夫婦での負担の仕方やお互い
の体調管理も含め話し合うことができ、改善
する事が出来たように思います。子供の状況
は常に変化し、乳幼児は思い通りにいかない
事も多かったですが、「今何が問題で、どこを
解決しようとしているのか」を育児に忙殺さ
れるなかでも敢えて落ち着いて夫婦で話し
あう機会を作ることは大切だと感じました。

育児休業を取得してみて、子供の初めての
経験を見ることや一緒に歩行訓練をしたりし
て、子供の成長を日々感じることができ、大
変貴重な経験になりました。「こういう性格な
んだ。これが好きなんだ。ここで笑うんだ。」
等々、幼いながら子供の個性を理解できたこ
とは、今後の育児への糧になると思います。
甘やかし過ぎたせいか「パパ、パパ」と連呼さ
れますが、子供から愛されていることを実感
します。育児休業が終わり、子供と接する時
間は減りますが、この相思相愛の親子関係が
ずっと続くように頑張りたいと思います。

最後に、上司、同僚の皆様には育児休業取
得間の業務負担、復職にあたっての業務調整
や、育児休業に際し、温かく見守っていただ
けたことに大変感謝しております。これか
らも仕事と家庭のバランスを図りつつ、今回
の経験を活かして勤務していきたいと思い

ます。育児の大変さを痛感しましたので、今
後は、妻のワークライフバランスも配慮しつ
つ、職場で育児休業を取りやすい環境を醸成
したいと思います。

初めての動物園（ゾウさん） 乗り物大好き

高い高いが大好き 初めてのお靴トレーニング

令和……2年……1月… 第1子（長男）誕生
… 配偶者出産特別休暇・育児参加特

別休暇（Child…Care7）、子の看護
のための特別休暇（予防接種・健
康診断のため）を取得

令和……2年……8月… 育児休業取得について上司に相談
令和……2年12月… 育児休業開始
令和……3年……6月… 職務復帰

東部方面混成団団本部第３科訓練班長
３等陸佐

眞
ま し も

下 … 翼
つばさ

体力検定（戦技）にて 職場にて
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自衛官(幹部)

育児休暇・休業取得までの流れ

MODEL
0 2

一日のタイムスケジュールの例

妻からのコメント

6:00 起床
7:15 朝食
8:00 長男登校
8:30 次男保育園送り
9:00 洗濯、掃除等の家事

12:00 昼食
15:00 長男下校
18:00 次男保育園迎え
19:00 夕食
20:00 入浴
21:00 沐浴
23:00 就寝

ついに取得！育児休業
～本当の家事と闘いました～

私は令和３年７月、第３子出生の機に１カ
月の育児休業（以下「育休」という。）を初め
て取得しました。

育休の制度は認識していたものの、長男及
び次男出生時はいずれも里帰り出産であり、
義父母の支援が得られたことから、３人目に
おいても当初は同様に考えていました。し
かし、長男の就学があり、何よりも新型コロ
ナウィルス感染症が全国的に拡大したこと
で、里帰り出産し親の支援を得ることが難し
くなりました。かくして私は妻から出産時
の育休取得の相談を受けることになりまし
たが、正直なところあまり積極的にはなれま
せんでした。その理由はやはり仕事であり、
自分の所掌業務を同僚に負担させることに
抵抗がありました。迷った末に、上司に相談
したところ「基本的に育休は取得すべきも
の」というアドバイスをいただき、そして同
僚も快く業務を引き受けてくれたため、育休
の取得を決意しました。

育休中最も大変だった時期は、妻の入院期
間でした。毎朝、息子２人を起床させ、朝食か
ら通学、通園までの一連の流れは時間との闘
いでした。日中も掃除、洗濯と、言葉でいえば

これまでは里帰り出産で実家のサポートを受けられましたが、今回は長男が
小学校に進学したことで、長期の帰省が難しくなりました。加えて、コロナ渦で
遠方に住む互いの親を呼び寄せることも難しい状況です。そんな我が家の実情
を区役所の窓口や妊婦健診で伝えると、決まって夫の育休取得を強く勧められ
たものです。こうした経緯もあり、夫には早い段階から育休取得を働きかけてい
ました。しかし、出産予定日付近が夫の職場の繁忙期と重なっており、前向きな
返答をもらえないまま不安の中で臨月を迎えました。結果的には出産前から在
宅勤務、出産後はそのまま育休に入ってもらえたので、夫には感謝しています。
私の入院中、夫は一人ですべての家事と２人の育児をこなし、退院時には既に
疲労困憊でしたが、私が少しでも体を休められるよう努力してくれました。これ
まで里帰り出産だったため、新生児のお世話に関してはほぼ初心者の夫です。
特に沐浴は３人目にして初挑戦でした。慣れないことが多かったと思いますが、
末っ子がかわいくて仕方ない様子で、育児を楽しんでいる姿が印象的でした。
育休が終了した現在、物理的に時間は限られてしまいますが、夫にはこれから

も父親として積極的に家事・育児を担ってもらいたいです。
末筆ながら、夫の育休取得にご理解とご協力をいただきました上司ならびに

同僚の皆様に、この場をお借りして改めて御礼申し上げます。

育児休業については、国や組織の
施策として取得が推進されていると
はいえ、実態も雰囲気もまだまだ向
上の途上にあると思います。そのた
め、本人がこの制度を利用すること
に内心遠慮しているところがあるの
ではないかと思い、期間やタイミン
グなど最適な取得方法について共に
考えました。
各家族の事情に寄り添い、職場か
ら逆に提案してあげるぐらいが丁度
良いと思っています。

簡単ですが、洗濯は干して終わりではなく、
畳んで所定の位置に収める、食器洗浄後は棚
に収めるといった作業もあり、それらが意外
にも負担であることを、恥ずかしながら改め
て感じることとなりました。そして、これらの
家事を今まで妻が働きながら行っていたとい
うことに感謝せずにはいられませんでした。

妻の退院後、第３子と初対面し５人家族と
しての生活がスタートしました。産後間もな
い妻と乳児が加わり、さらに大変になるかと
不安に思っていましたが、妻が家にいること
で子供が安心し、我が家に平穏が訪れたよう
な雰囲気になりました。家事についても、
徐々に妻と分担することでワンオペから解放
され、楽しさも感じられるようになりました。

約１カ月の育休を終え仕事に復帰したと
ころ、上司、同僚は温かく迎えてくれました。
特に業務については同僚が手分けして全て
処置してくれており、復帰後、残業に追われ
るようなこともなく、スムーズに再開するこ
とができました。育児という言わば「個人的
な事情」に職場が温かく、そして自然に支援
してくれたことに有りがたさを感じました。

今回３人目にして初めて取得した育休は、

家事の大変さを理解し、妻の負担を減らすと
いうこと以上に、家庭の充実につながる大き
な意義がありました。それは、育児を通じ家
事の大変さや楽しさを夫婦で、さらには長男
や次男を含む家族全員で共有できたことで
す。育休を終えて、家事の負担が再び妻に戻
りつつありますが、努めて早く帰宅し、父親
として、夫として積極的に務めを果たしてい
きたいと思います。

将来、食べ物に困ることなく、
健康でありますように

３人目にして初挑戦
の沐浴

令和……2年12月… 妻の妊娠（第3子）が判明
… 夫婦で育児休業の取得について話

し合う
令和……3年……1月… 上司に妻の妊娠を報告
……　　　　…4月… 長男が小学校に入学
……　　　　…6月… 上司に育児休業の取得希望を報告
……　　　　…7月… 第3子誕生
… 育児休業開始
……　　　　…8月… 職場復帰

海上幕僚監部防衛部防衛課業務計画班
３等海佐

飯
い さ か い

盛 … 守
まもる

育休取得は、皆さまのおかげでした

上司からのコメント
海上幕僚監部防衛部防衛課業務計画班長

堀
ほりうち
内…智

ともはる
治
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MODEL
0 1

自衛官(准曹)

妻からのコメント

育児休暇・休業取得までの流れ

6:00 起床、長女の栄養注入
7:00 朝食、長男の送り出し
9:00 二女の幼稚園送り出し

10:00 長女の栄養注入
11:00 二男の沐浴
13:00 家事
14:00 長女の栄養注入
15:00 訪問看護師と長女の入浴介助
16:00 夕食の準備
17:00 二女の幼稚園迎え
18:00 夕食、長女の栄養注入
19:00 長男、二女と入浴
20:00 寝かしつけ
21:00 家事
24:00 就寝、長女の栄養注入
3:00 長女のおむつ替え、体位変換

今助けてもらっている分、
今後恩返しをしたい

私は今回、二男（第４子）の育児のために
令和２年10月から１年間の育児休業を取得
しました。長女（第２子）は「先天性ミオパ
チー」という難病の筋疾患で、寝たきりで
す。さらに生後３ヶ月の時、40分間の心肺停
止状態となり、人工呼吸器を装着している医
療的ケア児であるため、日常的に自宅で医療
的生活支援が必要で、普段は妻が看護を行っ
ています。

妻の第４子妊娠が明らかになったとき、長
女の看護と第４子の育児による妻の負担を
上司や同僚の先輩方に相談したところ、「育
児休業を取得して、しっかりと家庭の土台作
りをしなさい。周りには、後から恩返しすれ
ば良いんだよ。」と快く育児休業を受け入れ
て頂きました。私の部隊では育児休業を取
得した前例がなかったにも関わらず、取得ま
での手続きや準備をスムーズに進めて頂き
ました。休業中の業務についても「こちらの
ことは心配しなくて良いから、家族のために
頑張っておいで。」と温かい言葉をいただき、
安心して育児休業に入ることができました。

育児休業中は、主に長女の看護や入院の付
き添いをすることが多かったのですが、二男

第２子が障害児のためこれからの家族構成を考えましたが、私は子供が大好きで一人でも多く兄弟児が居た方が、今後
長女を家族で支えていけると思い、願ったところ第４子まで恵まれました。
妊娠６ヶ月で子宮頸がん手術の影響で切迫早産と診断された時も、主人の上司や同僚の方々にとても心配して頂き、兄
弟児のことも主人に安心して任せることができました。思えば、主人の職場の方々には出産前から大変助けられています。
無事出産後は、主人が長女の看護を全てしてくれたおかげで、私は二男の育児に専念することができました。私が体調を
崩した時は、主人が一生懸命ミルクをあげてくれ、育児以外でも率先して家事をしてくれました。主人が育児休業を取って
くれていなかったら、子供たちを育てることはできなかったと思います。
主人は復職後も、フレックスタイム制を利用して帰ってきてくれるので、私にはできない長女の入浴などをしてくれて、
大変助かっています。友達から「育児休業が取れる自衛隊は良い職場だね。」とよく言われますが、本当に、主人が自衛官で
良かったと思っています。そしてなにより、私たち家族を助けてくれた主人の職場の上司や同僚の方々には感謝しかあり
ません。本当にありがとうございました。

の沐浴やおむつ交換、家事など、私にできる
ことは全て行いました。二男はミルクを嫌
がったため完全母乳でしたが、妻の体調が悪
いときはなんとかミルクを飲んでもらおう
と奮闘しました。今振り返ると、かけがえの
ない大切な思い出となりました。あっという
間に１年が過ぎて復職の日がきました。ドキ
ドキしながら職場に行くと上司や同僚に笑
顔で「おはよう！育休どうだった？今日から
またよろしく！」と、育児休業前と変わらな
い温かい言葉をかけて頂きました。育児休業
中に変更のあった業務内容等についても先
輩方に指導して頂き、復職後もスムーズに業
務に取り組むことができています。

育児休業の取得には、上司や同僚の理解や
協力は絶対に必要だと思います。私の職場
は上述のとおり大変恵まれた風通しの良い
素晴らしい職場です。育児休業中の業務を
サポートして頂いたことや、前向きな言葉を
頂けた事全てに感謝しています。これから
部隊のために一層尽力し、恩返しができれば
と思っています。

ワークライフバランスの推進で少子化対
策が行われている昨今、妻一人に育児を任
せっきりにする俗に言う「ワンオペ」は問題
があると思います。「仕事と育児を両立でき
る自衛隊」と認識される第一歩として、現在

育児中の方、またはこれから育児をされる方
は、育児休業を取得されてみてはいかがで
しょうか。

休日に子供たちと公園にお出かけ

手に噛みつく二男 居宅型児童発達支援員と
父の日プレゼント作成

令和……2年……1月… 妻の妊娠（第4子）が分かり、上司
に育児休業を取得したい旨を相談

令和……2年……6月… 定期通院時、切迫早産と診断され
妻入院

令和……2年10月… 二男（第4子）誕生、特別休暇
（Child…Care7）、育児休業を取得

令和……3年10月… 職場復帰、フレックスタイム制を
利用開始（現在も利用中）

西部航空方面隊司令部支援飛行隊
整備班員（板付）
３等空曹

山
や ま し た

下 …国
く に あ き

晃
一日のタイムスケジュールの例

絵本の読み聞かせ
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MODEL
0 1

事務官等

妻からのコメント

育児休暇・休業取得までの流れ

7:00 起床
7:30 朝食、洗濯、掃除
8:30 始業

12:00 昼食
17:15 終業
17:30 子供と近所を散歩
19:00 夕食
20:00　皿洗い、入浴（子供とのお風呂は夫婦交互）
21:00 子供の寝かしつけ
24:00 就寝

治療と育児の両立
～育休を含む色々な制度のフル活用～

助け合いながらの育児
令和２年末頃、出産とともに夫の病気が発覚し、不安で押しつぶされそうになりながらの子育てがスタートしました。当
初は手探り状態でしたが、夫の治療が進み、子供との新しい生活に慣れるにつれ、先行きの不安は少しずつですが解消され
ていきました。
私は１年程度育休を取得していますが、お互いの両親は遠方にいて頼れないため、私が体調を崩したときや外せない用
事があるときに夫に子供の世話をお願いすることが多々ありました。子供を夫に託して一人で外出できたことは良い気分
転換になりました。とはいえ、すぐに子供が恋しくなり、早めに予定を切り上げて帰ることも多かったのですが。
育児について何も知識がないまま母親となりましたが、子供の体調の変化など自分ひとりでは判断が難しいときにすぐ
に相談できる人が傍にいることは、大きな安心感につながりました。互いに助け合いながら育児する機会をいただいたこ
とに感謝しております。

令和……2年夏頃… 育児休業の取得について上司と相談
……　　　……10月… 里帰り出産のため妻が帰郷
……　　　……11月… 長男（第一子）誕生、病院での検査
……　　　……12月… 希少がん（ユーイング肉腫）の確

定診断、治療開始、有休消化、育
児休業開始

令和……3年……1月… 育児休業終了、病気休暇開始、秘
書課に所属部署の相談

……　　　…………3月… 右足の手術、病気休暇終了
……　　　…………4月… 所属部署異動、テレワークによる

一部職場復帰
……　　　……12月… 治療終了
令和……4年……1月… 職場復帰

整備計画局施設技術管理官付
防護施設研究室部員

防衛技官

前
ま え お か

岡 …健
け ん い ち ろ う

一郎 一日のタイムスケジュールの例 テレワーク中の
1日

私がご紹介する内容は育児休業の取得経
験だけではなく、病気の治療と子育てを両立
するために、育休・病休・テレワークといっ
たあらゆる制度、ツールを活用しながら、家
族と過ごした貴重な一年間になります。

遡ること令和２年の夏頃。妻が妊娠安定期
に入ったこともあり、年明けに妻と子供が東
京に戻ってきてからの一ヶ月程度を育休に充
てることに決めました。既に所属部署の男性
職員の間でも育休取得が進んでいたため、先
輩パパ達に相談しながら育児プランシートを
作成し、上司にもご快諾いただけました。

あとは12月の出産予定日を待つのみでし
たが、ある日、右足大腿部にしこりを発見。
念のために病院で検査を受けた結果、このし
こりが希少がんの一種であることが判明し
ました。確定診断の一週間前には、予定日よ
り早く子供が産まれていたため、「仕事の引
き継ぎはどう
しよう！？」、

「出 生 届 を 役
所に出さない
と!」と目先の
ことで天手古

舞いに。各種事務処理はなんとか間に合い
ましたが、ちょうど業務も繁忙期を迎えよう
としていた所なので、急遽職場を離れてしま
うことに後ろめたさを覚えました。しかし、
同僚や上司から、「業務のことは心配しなく
て良い。今は治療に専念して、ばっちり体を
治してこい。前岡の帰りを待ってるぜ。」と
励まされ、思わず泣きそうになりました。

ひとまず年内は有休消化に充て、年末から
一ヶ月程度、育休を取得しました。その後、
育休を延期することも考えましたが、育休と
病休の収入を天秤にかけて、病休に切り替え
ることに。

育休・病休中は、家庭内に子育てという新
たな役割がもたらされましたが、私は元々家
事が好きなタイプ（特に料理）だったことも
あり、妻との特段の相談がなくとも、スムーズ
に新しい生活に移行できたように思います。

その後、令和
３年４月にテレ
ワークにて一部
職場復帰を果た
すことになりま
したが、上司の
理解もあり、現
在 は 病 気 の 治
療・子育て・仕

事を鼎立させながら、充実した毎日を過ごし
ています。私のような例は珍しいかと思い
ますが、ノート型端末への移行が進めば子育
てをしながら自宅でテレワークを行うこと
が当たり前になるかもしれませんね。

男性職員でも育休を取得することが当た
り前になってきているので、お子様が産まれ
そうな場合は迷わず上司や同僚に相談して
みて下さい。

休日は家族で近くの公園へ

テレワーク後の息子との時間

入院中の勤務風景

家族３人
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事務官等

妻からのコメント

育児休暇・休業取得までの流れ

MODEL
0 2

5:30 起床
6:00 朝食
6:30 出勤
7:30 課業開始

16:15 課業終了
17:00 帰宅
17:15 子供と入浴
18:00 夕食
19:00 家事
20:30 長女と二女の寝かしつけ
22:00 就寝

積極的な育児参加！！

頼ることの大切さ
長女と二女の出産の際は、里帰り出産だったこともあって、あまり不安に思うことはなかったのですが、今

回は小学校や幼稚園のことをやりながら三女の育児をやらなければならないというプレッシャーに出産前か
ら不安なことばかり考えていました。
退院する前は不安な気持ちが強く食事も喉に通らないこともありましたが、少しずつ育児をやっていく中で

夫が子供たちの世話や家事をしてくれることで徐々に不安が解消していきました。また、私が体調の悪い時は
育児を優先してくれる夫には感謝しています。
夫の「一人で頑張る必要はないよ。」という言葉に励まされ、なんとか楽しく育児ができています。これから

色々な悩みも出てくるかと思いますが、相談しながら一緒に頑張っていきましょう。

令和……2年10月… 第3子妊娠
令和……3年……6月… 配偶者出産特別休暇・育児参加特

別休暇（Child…Care7）を取得
… 併せて早出遅出勤務を利用
令和……3年……7月… 長女の入院に伴い子の看護のため

の特別休暇を取得

福岡地方協力本部人事係長
防衛事務官

小
こ ま つ

松 …幸
こ う た

太 一日のタイムスケジュールの例

私の家族構成は私と妻、長女（小２）、二女
（年中）、三女（０歳）の５人家族です。

長女と二女の出産の際は、妻の実家へ里帰
り出産だったこともあり、親族の支援がもら
えたため、長期の休暇を必要とはしませんで
した。今回の三女出産は、長女の小学校もあ
ることから里帰り出産ができない状況で、妻
が１週間入院することもあり、これまでは妻
の手伝い程度しか育児を考えていなかった
私に自分がやらなきゃいけないと積極的に
育児に関わろうと考えるきっかけにもなり
ました。

休暇は、出産の日からChild Care 7と土日
の休日を含め11日間を取得し、主に小学校
の準備、幼稚園送迎、家事全般をやりました
が、改めて育児と家事の大変さを痛感させら
れることとなりました。

長女と二女の世話だけでも大変なのに三
女が退院したら妻に大きな負担がかかるだ
ろうと思い、退院後は早出遅出勤務を利用し
課業終了を１時間早め、帰宅後は子供たちの

入浴や家事のサ
ポートをして妻
の負担を軽くす
ることができれ
ばと利用させて
い た だ き ま し
た。また、子供
たちと接する機
会を増やせたこ
とで家庭内での

コミュニケーションを取ることができたと
感じております。

三女出産から１カ月過ぎた頃、我が家に事
件が起こりました。長女が腹痛を訴えていた
ため、夜間の救急病院へ受診したところ、急
性虫垂炎との診断、翌日に手術をして入院を
することになってしまいました。よりによっ
てこんな育児が大変な時にどうしようかと
思いましたが、入院間は新型コロナウイルス
の影響で面会禁止、妻は三女の育児をしなけ
ればならないため、私が付き添い入院をする
しかない状況でした。朝一番で職場へ相談し
入院間は休暇を取得することにしました。そ
の際、10日間程の入院期間を子の看護のた
めの休暇（特別休暇）を利用させていただ
き、突然休暇が必要となった場面でこのよう
な休暇制度があり、非常に助かりました。

今回Child Care 
7、早出遅出勤務、
子の看護のため
の休暇を利用さ
せていただきま
したが、福岡地本
では積極的な制
度活用が推奨さ
れており、職場の
皆様のご協力と

制度へのご理解が極めて重要であると感じ
ます。

今は男性の育児休業も推奨される時代で
す。子供の成長も育児の大変さも今しか味
わい感じることができません。これから育
児に携わる方は、制度を積極的に利用しては
いかがでしょうか。

三女誕生

子供たちと公園へ

幼稚園の送迎
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事務官等

妻からのコメント

育児休暇・休業取得までの流れ

MODEL
0 3

6:00 起床
6:10 保育園の準備
6:40 朝食
7:30 保育園に子どもを預ける
8:10 出勤（両立支援制度活用による遅出出勤）

17:15 子どもの迎え、夕食の買い物
19:00 保育園の様子を聞きながら夕食
20:00 入浴
20:30 子どもの就寝準備
21:00 絵本を読んでから寝かしつけ
22:00 皿洗い、洗たく等の家事
23:00 趣味（カリンバ演奏）
23:30 就　寝

育休取得後も温かい職場

夫は常 「々できる人ができることをすればいい」と言います。
長女を産んでから１か月が経った頃、私の様子を見て察したのか、夫が私の肩を抱いて「もっと俺を頼ってほしい。」と言
い、次の日には年次休暇を取得し私に休養する時間をくれました。私が家に帰ると、「毎日こんなに大変なんだね。いつもあ
りがとう。」と労いの言葉をかけてくれて、その日から今まで以上に家事や育児を夫がしてくれるようになりました。
１年後に夫が育児休業、私が職場復帰という反対の立場になると「今日は公園でたくさん歩いたよ。ご飯をおかわりして
食べたよ」等、楽しそうに毎日写真付きで教えてくれたので安心して働くことができました。
現在は入校中のため、週末しか家族に会うことができませんが、育児休業での経験を活かし工夫しながら子育てする夫
なので心配せずに学生生活を送っています。
育児休業を取得する前後の期間は大変なこともありますが、長期的に見ると活かせることが多くあります。皆さんも旦
那様の育児休業を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

平成26年12月… 妻の妊娠（第1子）が判明
平成27年……8月… 長女（第1子）誕生（Child…Care7）

を取得
　　　　……9月… 夫婦で育児休業の取得について話

し合う
　　　…………11月… 上司へ育児休業の取得希望を報告
平成28年……9月… 育児休業開始
平成29年……4月… 職場復帰

海上自衛隊舞鶴造修補給所計画
調整部需品管制科一般用品係員

防衛事務官

古
ふ る さ わ

澤 …晃
こ う い ち

一

一日のタイムスケジュールの例

私には、６歳の娘と２歳の息子がいます。
妻は海上自衛官で、現在キャリアアップのた
め半年程度教育機関に入校しています。そ
のため私は今、フレックスタイム制を活用
し、毎朝子どもを保育園へ送ってから少し遅
めに職場へ出勤しています。

そんな私が育児休業取得を考えたのは、娘
が産まれて、少し落ち着いた頃に妻と育児休
業期間について話し合いをしていた時でし
た。私が事務官である以上、全国転勤や単身
赴任も考えなければいけない時期があるの
で、今のうちに娘と過ごせる時間を育児休業
でたくさん取ったら？と妻から提案された
ことが契機となりました。

それにより、真剣に育児休業を取得しよう
と思い、娘の離乳時期や、夫婦それぞれがど
の程度育児休業を取得するかたくさん話し
合い、娘が１歳になるまでは妻が、そして引
き続き年度が変わるまでの約半年を私が取
得しようと決めました。このことを職場の
上司に相談した時は、働き方改革や、男性の
育児休業取得向上の取り組みを始めていた
時期でもあり、とても気軽に相談ができまし
たし、快く受け入れてくれたのを今でも覚え

ています。
私は娘が１歳になったタイミングで育児

休業を取得したので、新しい言葉をたくさん
喋るようになったり、家の階段を登ってみた
りと、中には少し冷や冷やする時もありまし
たが、娘の日に日に新しいことができるよう
になっていく、成長していく姿をその時々で
見ることができ、とても嬉しく感動しました。

育児休業を終了し、息子も生まれ２歳に
なった今、妻は先程述べたように教育機関に
入校していますが、入校期間中も、職場には
色々な面で配慮してもらっています。今の
私の配置は、事務官でも当直がありますが、
妻の入校期間中は当直に入らない方が良い
のではないかと心温かい声をかけて頂く等、
育児休業だけに限らず、フレックスタイム制
の活用や当直免除といった様々なサポート
を受けています。

そして、これらサポートを受ける一方で、
私は、育児休業中に身に付けた家事や育児の
能力と、育児休業を通して子どもの事がもっ
と知りたくなり、昨年取得した保育士資格の
知識技術を活用して、楽しみながら育児と仕
事を両立しています。このように育児休業
を取得したことで身に付けた知識や能力が
数年経った今でも子育てに活かされていて、
充実感と幸福感を存分に味わっています。

これから子どもが産まれてくる男性職員
は、育児休業を取得することによって職場に
迷惑をかけるのではと考える方もいるかもし
れませんが、私のような既に育児休業を取得
した者を筆頭に応援しサポートします！次は
あなたの番です。今しかない子どもとの時間
を楽しく大切にされることを提案します。

散策するのが大好きな
父と子

緑が多い公園で天気が
良く思わず日向ぼっこ

昼休みの一時�feat.オカリナ
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事務官等

妻からのコメント

育児休暇・休業取得までの流れ

MODEL
0 4

2:00 起床、おむつ交換、ミルク、寝かしつけ
4:00 おむつ交換、ミルク、寝かしつけ
6:00 おむつ交換、ミルク、寝かしつけ
8:00 朝食
8:30 洗濯
9:00 掃除、買い出し

10:00 おむつ交換、ミルク、寝かしつけ
12:00 昼食、食器洗い
13:00 沐浴、ミルク、寝かしつけ
15:00 おやつ、昼寝
16:00 おむつ交換、ミルク、寝かしつけ
17:00 晩御飯づくり
18:00 夕食、食器洗い
19:00 おむつ交換、ミルク、寝かしつけ後入浴
21:00 就寝準備
22:00 おむつ交換、ミルク、寝かしつけ
22:30 就寝

絆を深める

私の妊娠中と出産後は、新型コロナウイルスのニュースばかりで、ワクチン接種も始まらず、沖縄県の感染
率は高止まりしている状況でした。産前はもちろん、産後の外出は私の実家と病院のみ、出産育児に関する教
室などは開催されず、まわりに小さな子どものいる友人もいないため、育児に関する情報は雑誌とネットしか
なくて、とても不安でした。また、長らく自由に外出することができずストレスも溜まっていました。そんな
中、夫が育児休業を取ると言ってくれて、家族の事を大事に思ってくれていると感じ、とても嬉しかったのを
覚えています。ただ、制度が整備されているとはいえ、私の周りで育児休業を取得した男性はおらず、夫の仕事
への影響が心配でしたが、職場の方々のご理解もあり、取得することが出来ました。ありがたいことに息子も
すくすくと育ち、夫が抱っこをするといつもニコニコして機嫌が良いです。初めての寝返りは夫に先を越され
たので、パパと喋るのが先か、ママと喋るのが先か、今から楽しみです。

令和……2年……8月… 妻の妊娠（第1子）がわかる
… 夫婦で育児休業の取得について話

し合う
令和……3年……3月… 上司に育児休業の希望を伝える
令和……3年……4月… 長男（第1子）誕生、特別休暇

（Child…Care7）を7日取得
令和……3年……6月… 育児休業開始
令和……3年……8月… 職場復帰

第９航空団基地業務群業務隊
給養小隊調理係
防衛技官

伊
い さ

佐 …真
ま さ か ず

和

一日のタイムスケジュールの例

沖縄の暑い夏、令和２年８月末のある日、
妻から嬉しい妊娠の知らせを受けました。
二人にとって初めての子供であり、育児経験
のない妻に育児を任せきりにするという選
択肢はなく、私は育児休業を取得することに
決めました。上司に２か月間の育児休業の
取得について相談したところ、快く取得を推
奨されました。令和３年３月中旬に、妻が切
迫早産の可能性があると担当医から言われ、
出産予定日の１か月前から産婦人科に入院
することになりましたが、新型コロナウイル
ス感染防止のため、妻と面会することができ
ず寂しかった思い出があります。４月に入
り、妻の担当医から、自然分娩よりも帝王切
開の方が母子共に体の負担が少ないと言わ
れたため、妻と相談し、帝王切開の手術を選
択しました。手術当日は、コロナ禍でありな
がらも、医師の特別な配慮により、妻の病室
で手術が終わるのを待つことができました。
無事に手術が終わり、暫くすると先生が息子

に会わせてく
れました。母
子共に健康で
あり、無事に
生まれてきて
くれたことに
感謝の気持ち
でいっぱいに
なりました。
妻は退院後、
妻の実家で５

月末まで両親に子育てを教わりながら過ご
し、６月に自宅へ戻った後に夫婦二人での子
育てが始まりました。

息子にミルクをあげることはすぐに慣れ
ましたが、沐浴はなかなか上手くいかず、と
ても苦労し、息子を泣かせてしまうこともし
ばしばありました。また、息子が突然泣き出
した時は、原因が分からず、なぜ泣いている
のだろうと悩むことが多くありましたが、妻
と二人でなんとか乗り越えました。息子の笑
顔を見ると悩みや疲れは全て吹き飛びます。
育児休業から約１か月が経過し、子供の成長
を見守る余裕が生まれる中で、息子の100日
記念を無事迎えることができました。育児休
業を取得したことにより、充実した日々を過
ごし、家族の
絆を深めるこ
とができまし
た。長いと思
われていた育
児休業もあっ
という間に終
わり、８月か
ら職務に復帰
しました。育
児休業取得期
間中は、コロ

ナ禍による緊急事態宣言により、部隊では交
代制勤務が始まる慌ただしい中であったに
もかかわらず、快く育児休業を取得させてい
ただいた上司、先輩、同僚、そして後輩達に、
妻共々心から感謝しております。

最後に、私は育児休業の取得により、子供
と貴重な時間を過ごすとともに、妻と協力し
育児に取り組む等、家族との絆を一層深める
ことができました。まずは上司等に相談し、
積極的に育児休業を取得してはいかがで
しょうか。

見あげる息子

微笑み
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事務官等

妻からのコメント

育児休暇・休業取得までの流れ

MODEL
0 5

7:00 起床
7:30 朝食
9:00 長男を保育園へ送る

10:00 洗濯、掃除
12:00 昼食
14:00 食材等の買い出し
17:00 長男のお迎え
18:00 夕食
19:00 入浴
21:00 長男の寝かしつけ
22:00 食器洗い等
24:00 就寝

子供と一緒に成長する

頼りになりました
第２子の出産に伴い、夫が２か月の育児休業を取得してくれました。今回は帝王切開での出産で、私は産後

２週間ほど入院していました。退院までの間は、夫の両親や私の両親の協力も得ながら、長男のお世話や家事
を頑張ってくれました。私が退院してからも、食器洗いや洗濯、料理など家事をしてくれたり、長男と公園で遊
んでくれたりしてくれたおかげで、私は気持ちに余裕をもって、長女の面倒を見ることができました。また、コ
ロナ禍で生まれたばかりの子は外に出すのが怖い中、夫がいてくれたおかげで、出産や育児に関する手続きを
スムーズに済ませることができました。
育児休業を取得してくれた夫をはじめ、快く育児休業に送り出して頂いた職場の上司や同僚の方々には大変

感謝しています。

令和……2年……4月… 妻の妊娠（第2子）が判明
　　　　………8月… 上司に育児休業取得の意向を伝える
　　　　10月… 長女誕生、特別休暇（Child…Care7）

を取得
　　　　11月… 育児休業取得
令和……3年……1月… 職場復帰

沖縄防衛局管理部施設取得
第2課賃借契約第1係

防衛事務官

中
な か む ら

村 … 武
たける

一日のタイムスケジュールの例

私は現在、妻と３歳の長男（第１子）、１歳
の長女（第２子）の４人で暮らしています。
第1子である長男の出産の際には、前職を退
職し、国家公務員試験の勉強期間であったた
め、積極的に育児に参加することができまし
た。今回の長女の出産にあたっては、仕事を
持ちながらの育児となるため、職場へ迷惑を
かけないか不安がありましたが、上司に相談
してみたところ、快く育児休業の取得を勧め
て頂きました。

育児休業期間中は、主に家事や長男のお世
話を担っていましたが、新型コロナウイルス
感染症の影響で、保育園が休園になり、長男
の面倒を見ながら家事をこなしていかなけ
ればなりません。当時２歳の長男は、持ち前
のわんぱくさに長女の誕生による赤ちゃん
返りが重なり、初めは面倒を見ながら家事を
こなすことなど不可能に思えました。しか

し、長女に向きがちであった愛情を長男にも
向けることで、赤ちゃん返りが緩和され、空
き時間ができ、家事も効率よく行えるように
なりました。また、長男も妹ができて喜び、
これまで見られなかった表情や仕草を見せ
てくれるようになり、とても幸せな気持ちに
なりました。このような育児休業を通して、
改めて家庭を守る大変さと妻への感謝の気
持ちが強くなり、親としての成長を感じまし
た。

育児休業を終えて職場に復帰してからも、
保育園への送り迎えや洗濯、食器洗い等の家
事は行っています。仕事に関しても家事や
育児に積極的に参加することで、家庭に対し
ての後ろめたさがなくなり、より一層集中で
きるようになっていると思います。

これから子供が生まれる方へ。育児に関
する制度の取得に向けて、仕事や家事、育児
等に対して様々な不安があると思いますが、
私は育児に関する制度の取得を強くお勧め
します。長い目で見れば、子供に手がかかる
期間は長くありませんし、生まれたばかりの
子供の可愛さはその時にしか見られません。
また、休業中に家事・育児に参加すること
で、家族の距離が一気に縮まります。仕事に
関しても、上司や同僚がきっとカバーしてく

れると思いますので、積極的に活用して頂き
たいと思います。

長女（当時８カ月）と近所の公園を散歩

長男（当時２才）とプール遊び
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事務官等

育児休暇・休業取得までの流れ

MODEL
0 6

4:30 ミルク、おむつ替え
7:00 起床、朝食、皿洗い
8:00 子供起床、ミルク、おむつ替え
9:30 掃除、洗濯等の家事

11:00 ミルク、おむつ替え
12:00 昼食、皿洗い
14:00 ミルク、おむつ替え
15:00 外出（買い出し等）
17:00 ミルク、おむつ替え
18:00 子供の沐浴
19:00 ミルク、おむつ替え
20:00 子供の寝かしつけ
20:30 夕食、皿洗い
21:30 入浴
23:00 ミルク、おむつ替え　
24:00 就寝
2:00 ミルク、おむつ替え

妻との二人三脚

令和……3年……4月… 上司に育児休業希望を伝える
　　　　………5月… 長男・長女誕生（第1子・第2子）、

特別休暇(Child…Care7)を7日間取得
　　　　………6月… 育児休業開始
　　　　………7月… 職場復帰

防衛装備庁装備政策部
装備保全管理官付専門官

防衛事務官

川
か わ し ま

島 …大
ひ ろ き

輝

一日のタイムスケジュールの例

我が家は双子でしたので、私も育児におい
てメインプレイヤーになる必要があると自
覚しており、育児休業の取得を希望しており
ました。出産予定が５月下旬であったこと
から４月の新部署で育児休業を取得できる
か不安でしたが、上司から快諾をいただき、
感謝するとともに安堵しました。育児休業
から職場に復帰した後は、子供のワクチン接
種等で『子の看護のための特別休暇』を取得
したり、テレワークを週に数度実施できるよ
うご配慮いただいたりしております。

育児休業をして良かったと思うことは、家
族４人で過ごす時間が持てたことはもちろ
んですが、育児にスタートから関わったこと
で自分が家事・育児で何が得意で何が不得
意なのかがわかり、どのように家庭に貢献で
きるのか考えるきっかけになったことです。
仕事に関しては、必要な業務が終わったら一
刻も早く帰ることが家庭貢献になると育児
休業の日々を過ごす中でよくわかったので、
育児休業後は日中の業務も効率を意識して
行うようにしています。

仕事には代わりがいますが親に代わりは
おらず、仕事よりも育児の方が本当に大変だ
と身に染みて思います。双子のためお世話
のタイミングがバラバラになることが多い
ですが、同時に泣いたときなど大人が二人い
なければ対応が難しい状況もあります。こ
のため、テレワーク中も妻がどうしても手が
離せない時は自分が抱っこ紐で抱っこしな
がらパソコンを打つこともあります。妻が
一番大変なのは言うまでもありませんが、仕
事で日中いない分、夜や朝は可能な限り自分
が頑張るようにしています。妻にしかでき
ないこともありますが、育児休業の取得をす
ることでどのように子育てをしたいか妻と
話し合う良い機会ともなりました。妻の笑
顔は家庭の笑顔であり、子にとっても良い環
境となるので、妻の話をよく聞いて育児を一
緒に頑張ることが大事だと思います。三つ
子の魂百までと言いますし、妻と一緒に頑
張った育児は何にも代えがたい夫婦の絆と
なり、育児休業を取得することができて本当
に良かったと思っています。職場環境にも

よると思いますが、可能な限り多くの男性が
育児休業を取得し、家族との貴重な時間を持
つことができるよう願っております。

近所の公園で散歩 近所のショッピング街にて

お宮参り

妻からのコメント
出産前までは夫が新部署に異動したばかりで毎日忙しそうにしていた
ため、育児休業の取得は難しいのではないかと思っていました。しかし
職場の方々から理解を得られ、特別休暇と育児休業を組み合わせて約２
か月間、夫の協力を得ることができました。初産で双子を授かったため
右も左もわからぬまま睡眠不足の中で必死に赤ちゃん二人と向き合う
日々でしたので、夫の協力なしでは産後は乗り切れなかったと思いま
す。夫の育児休業の取得を許可し不在間を補ってくださった職場の方々
には心から感謝しております。また、育児休業中も職場復帰後も変わら
ず、育児の大変さを理解して家庭に貢献してくれている夫にも感謝して
います。出勤時はなるべく早く帰宅するよう心掛けてくれているようで
すし、週に数回テレワークを利用した際には昼休みやテレワーク後に育
児・家事を積極的に行ってくれているので助かっています。育児休業期
間がなければ、夫と子育てについてゆっくり話し合う時間もなかなか取
れなかったと思いますし、夫が育児・家事全般のスキルを磨き私が外出
しても安心して任せられるまでになることは難しかったと思います。

川島さんの復帰後にお話を聞き、まさ
にその時にしかできない役割を果たす
ための、育児と仕事との両立支援の重要
性を痛感しました。
今回は、グループの上司や同僚が業務
をカバーする必要があり、また異動から
間もなく本人にとっても大変なことも
あったかと思います。今後とも「取得す
ることが当たり前」にできるように、職
員の育児休業等の取得中・復帰後にも、
円滑に業務を継続できるような職場づ
くりを工夫したいと考えています。

上司からのコメント
装備政策部装備保全管理官付総括班長

市
いちかわ
川…瑠

る み こ
美子
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短期介護休暇（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。

妊産婦の保健指導及び
健康診査のための特別休暇

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。

不妊治療に係る通院等の
ための特別休暇

不妊治療に係る通院等の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

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。

妊娠中の職員の通勤緩和の
ための特別休暇

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。

産前特別休暇

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。

産後特別休暇

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。

保育時間確保のための特別休暇

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。

介護休暇

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。

介護時間

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。

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
職員が、その子を看護する場合に取得すること
が可能です。

育児短時間勤務（自衛官除く）

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。

育児時間

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。

育児休業

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。

配偶者の出産特別休暇

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。

育児参加のための特別休暇

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。

早出遅出勤務

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。

フレックスタイム制

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。

超過勤務の制限（自衛官除く）

制度を利用できる職員

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。超過勤務の免除（自衛官除く）

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。

○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、
　所属する人事担当部署までお問い合わせください。

休憩時間の短縮

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。

・・・ 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

の紹介

妊娠・出産に関する制度 育児に関する制度

介護に関する制度 育児・介護共通

妊娠・出産・育児・介護共通

妊娠前に関する制度両
立 援
支 制

度

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 な々両立支援制度が用意されています！
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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。

▶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

男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得促進について
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

○ 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の作成
・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。

「男の産休・育休等」取得計画書兼フォローシート

様式例 作成責任者

作成年月日：○○年○月○日 【上司職員（管理職員）】 【部局長等】
更新年月日（最新）：○○年○月○日 所属： 所属：

役職： 役職：
氏名： 氏名：

１．基本情報

所属 氏名

配偶者の出産予定日

【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

取得プラン

（１）８週以内

取得日数 土日連続

（２）８週超～1年以内

取得日数 土日連続

【参考】

（☆２） から
（☆３） まで

1か月未満（30日換算）

取得可能期間（自動計算）

（１）と（２）の合計

（１）の合計

具体的内容

1か月未満（30日換算）

期間 種類
日単位

時間単位

自動計算

まで

まで

配偶者出産休暇
　（２日の範囲内）

入院等の日から産後２週（☆１）までの間 （☆１）

育児参加休暇
　（５日の範囲内）

産前６週（☆２）から産後８週（☆３）までの間
　（☆２産前に取得できるのは、小学校未就学の子を養育する場合に限られる）

自動計算
小計

合計（日換算）

育児休業 子が３歳（☆４）になるまで

概要

（☆４）

小計
合計（日換算）

期間 種類
日単位

時間単位

子の生年月日（出生後に記入）

具体的内容

（３）２・３年目

２年目以降となる理由

取得日数 土日連続

□（子の出生の３～２か月前）人事当局に、本シート（２．まで記入済）で取得計画を報告（必要に応じて、代替要員等の手配を依頼）
□（子の出生の２～１か月前）部下と引継ぎ等のために面談等を行い、必要に応じて業務遂行計画を作成

３．実績管理
・取得実績（月別・休暇種類別）

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

□ 取得の都度、実績を記入するとともに、期首面談等の機会を活用して定期的に取得実績（計画通りに取得できているか）を確認

時期

1か月未満（30日換算）

合計の取得日数（2年目以降を含む）が「１か月未満」となる場合及び取得しない場合には、その理由

取得月

（１）～（３）の合計

具体的内容期間 種類
日単位

時間単位

自動計算
小計

合計（日換算）

□ 取得計画の内容を確認（推奨する「１か月以上」「１年以内・８週以内」を満たしているか、2年目以降の場合は十分な理由が記載されているか）

【自動計算】

種類
単月 累計

【要確認項目】

防衛省

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。

2022年４月14日

2022年４月14日～ 15日
2022年４月18日～ 22日
2022年４月25日
2022年５月
2022年６月

2022年６月
2022年６月16日～ 10月
2022年９月
2023年４月１日～ 19日

2022年４月
2022年４月
2022年４月
2022年６月
2022年７月
2022年８月
2022年９月
2022年９月
2022年10月
2023年２～３月

８週以内
８週以内
８週以内

８週超１年以内
８週超１年以内
８週超１年以内
８週超１年以内
８週超１年以内
８週超１年以内
８週超１年以内

配偶者出産休暇
育児参加休暇

代休
年次休暇
年次休暇

子の看護休暇
年次休暇
年次休暇
年次休暇
育児休業

2
5
1

3
2

1
1
30

2
7
8
8
11
13
13
14
14
15

2
4
6
6
8
8
8
10
10
10

0
0
0
16
16
16
34
34
34
34

4
11
14
16
21
23
25
28
29
59

2
2
2

2

2

16

18

連続取得
連続取得
４月3日（日）１日勤務
５月中取得
月～金の連続休暇を月２回

月～金の連続休暇を月２回
毎週、火・木に各２時間（早帰り）
長男の保育園行事に参加
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

配偶者出産休暇
育児参加休暇

代休
育児休業
年次休暇

年次休暇
年次休暇
年次休暇

育児短時間勤務

2
5
1
31
2

41
47

2

1

3
20

2
2

2

6

2

2

0

80

40

120

2022年４月14日

ワークくん

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（2023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

自動計算されます
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