
この職場、好きです。
⼥性いきいき 中国地⽅整備局

くらしてミーティングプレゼンツ

「くらしてミーティング」は、⼥性の感性を活かしたよりよいインフラ整備・管理及び渉外活動を⾏うために設⽴
されました。中国地⽅整備局で働く⼥性職員で構成されています。

このページは、⼥性職員の業務や家庭と仕事の両⽴、⽇常⽣活などを紹介するとともに、充実した育児休暇制度等
を紹介し、⼀⼈でも多くの⼥⼦学⽣の皆さんに安⼼して中国地⽅整備局の⾨⼾を叩いてもらいたいという気持ちでつ
くりました。

この⼤好きな職場で、皆さんと⼀緒に仕事ができることを楽しみにしています。

※「くらして」とは、「暮らしの担い⼿」を意味します。

も



私たちの中国地⽅のことを⼀緒に考えませんか？

⼭⼝河川国道事務所
道路管理第⼆課 係員

祖⽥ 実幸
平成２６年度⼊省／⼟⽊

中国地⽅整備局を選んだ理由

実際に⼊省してみてどうですか？

学⽣へのメッセージ
夢がない仕事だと⾔われているようですが、

そんなことはありません。私達は中国地⽅の発
展を担ってます!!かっこよくないですか？
夢でいっぱいです!
仕事もプライベートも充実させたい⼈。
ぜひ中国地⽅整備局へ⼊省してください!!

これからの⽬標、夢
わからないことだらけの毎⽇ですが、⼀歩⼀歩

確実に前進していきたいと思います。
私のモットーは「なにごとも楽しく」なので
仕事も楽しめるようにがんばります!!

地域や⼈を守る仕事につきたいという漠然と
した思いをもっていて、学校での説明会やイン
ターンを経験して「ここで働きたい」と思いま
した。
転勤を伴う仕事ですが、私は地元である中国

地⽅内の転勤を魅⼒に感じています。

⼊省前は残業が無いイメージでしたが、実際
仕事が多く新採でも遅くまで残ることもありま
す。忙しい⽇が続くこともありますが、計画的
に余裕のあるスケジュールを⽴てて無理せず
帰ってます。仕事で⼀番⼤切なのは健康だと実
感しています。
今は毎⽇が勉強です。現場で実際に⾒ながら

機械名、材料名、⼯事名を理解しながら⼀つず
つ仕事を覚えていってます。



⺠間から整備局へ。やりがいを実感！

企画部技術管理課
係員

川⻄ ⾥紗
平成21年度⼊省／⼟⽊

中国地⽅整備局を選んだ理由

これまでに印象に残っている仕事は？

学⽣へのメッセージ
プライベートも充実させられて、仕事もしっ

かり頑張れる職場で、⼀緒に働きませんか？

仕事以外の楽しみは？
休⽇は、⾃分の趣味や旅⾏に

⾏ったりして楽しんでいます。
まだまだ初⼼者ですが、⼭登

り、華道などを通して気持ちが
リフレッシュするので、次の仕
事への頑張りに繋がっています。

中国地⽅整備局に⼊省する前は、⺠間の会社に
勤めていました。
前職の時は、今と違う業種だったのですが、そ

れなりに楽しい会社勤めをしていました。
ある時、⾃分がやりたい仕事は今の仕事？？

と⾃問した時に、違うなと思ったんです。
⼤きな道路事業の構造物や橋梁を作ることが出

来る仕事がやりたいと思ったので、整備局を選び
ました。
また、ずっと仕事を続けたいと思っていたので、

⼥性の技術系職員が多かった事も決め⼿でした。

⼊省して３年⽬から約３年間担当した、橋梁の
掛替え⼯事です。
新規に作る橋梁や構造物の⼯事を担当する事は

よくありますが、既存の橋梁を壊して元々あった
場所に新設するというのは珍しい⼯事なので、担
当出来たことは、良い経験になったと思います。
橋梁の撤去⼯事が始まり、計画通りに進まない

事もありましたが、計画通りに作業が進んでいる
ことを現場で⾒たときは、⼯事の途中でしたが、
やりがいを感じられました。



理想の⼈⽣プランが実現出来る！

中国技術事務所
防災・技術課 係員

⼩倉 佳名⼦
平成１７年度⼊省／⼟⽊

中国地⽅整備局を選んだ理由

家庭との両⽴

学⽣へのメッセージ
仕事も⼦育ても両⽅充実させたい！
そんな⽅におすすめの職場です。

防災・技術課の仕事って？

いざ災害が起きたときに
中国技術事務所が保有する
災害対策機械を出すための
防災計画を⽴てたり、⽇本
の技術⼒向上のために⼤学
や⺠間、県市と連携して交
流会を開催しています。

⼤学⽣の時にインターンシップで太⽥川河川事務
所に来たのがきっかけでした。
その時に、国の仕事の規模や地域との関わりを知

り、ここで働きたいと思うようになりました。
また、その時に出産されても働いている⼥性職員

さんを⾒て、⾃分が将来ずっと働いていけるイメー
ジが持てたのも、中国地⽅整備局を選んだ⼤きな
きっかけだと思います。

現在、３歳と１歳の⼦供がいますが、早出勤
務制度を利⽤して、終業時刻を早めて保育園に
迎えに⾏っています。他にも⼦の看護休暇など
様々な制度があり、働きながら⼦育てをしやす
い環境が整っています。
そのような制度と、朝⼦供を保育園に送って

くれる主⼈の協⼒、同じ職
場の⽅々の理解で、仕事も
ただ働くだけでなく、技官
としてやりがいのある仕事
が出来、充実した職場ライ
フを送れています。

照明⾞による夜間作業



仕事もプライベートも経験豊かに。

福⼭河川国道事務所
河川管理課
河川⼯務係⻑

植 奈央⼦
平成11年度⼊省／⼟⽊

中国地⽅整備局を選んだ理由

これまで印象に残った仕事は？

学⽣へのメッセージ
ここは、河川、道路、港湾など様々な仕事を経

験することができる職場です。また、⼥性が働き
易い環境で、家庭と仕事を両⽴している⽅もたく
さんいます。まだまだ⼥性職員は少ないですが、
みなさんと⼀緒に仕事ができる⽇を楽しみにして
います。

転居を伴う転勤について
２〜３年に１回のペースで転居を伴う転勤をし

ています。正直、引っ越し作業は⼤変ですが、い
ろんな街に住むことができ、とても良い経験をし
てきたと思っています。

まず、公務員を選んだのは、⼟⽊の世界でも
⼥性がしっかりと働ける場所だと思ったからで
す。男性が多い世界なので、体⼒差等で⼥性の
活躍が難しい分野もあると思うので・・・。そ
の中でも国⼟交通省は幅広く⼤きな事業に携わ
れると思い、⼊省を考えました。

河川の出張所で管理係⻑をしていたとき、それ
まであまり直に聞くことができなかった地域の⽅
の声をたくさん聞いて仕事をしたことです。時に
はつらい時もありましたが、私たちの仕事をみな
さんが必要としていると感じたとき、そして、
「ありがとう」と声をかけてもらった時は整備局
で仕事してよかったと思いました。とても勉強に
なった３年間でした。

芦田川のマスコット
「むらさきちゃん」



楽しく仕事できる職場です。

太⽥川河川事務所
広島⻄部砂防出張所
⽤地係⻑

福本 淳⼦
平成10年度⼊省／⾏政

中国地⽅整備局を選んだ理由
⼤学時代に⺠法や⾏政法を学び、ゼミで⾏

政関係を専攻しておりましたので、公務員を
希望しました。中国地⽅整備局は、主に中国
地⽅の中で転勤することになります。中国５
県の⾊々なところに住み、その地域の基盤と
なる河川や道路に関係した仕事をやってみた
いという思いがありましたので中国地⽅整備
局を希望しました。

家庭との両⽴
現在、育児短時間勤務の制度を利⽤しており

ます。⼦供の迎えや通院等がありますので、こ
のような制度があり⼤変助かっております。⼦
供が病気や怪我をしたときには、特別休暇を取
ることもできます。制度が整っておりますので、
家庭との両⽴をしながら働く⼥性にとってとて
も働きやすい職場だと思います。

学⽣へのメッセージ
中国地⽅の⽣活基盤を整備するための業務に

⾊々な側⾯から携わることができます。現場に
⾏くと、国の事業の壮⼤さも実感できます。
家庭と仕事を両⽴されている⼥性職員の⽅も

多く、楽しく仕事できる職場です。

職場の雰囲気は？
とてもアットホームな職場

です。上司や同僚の⽅にも恵
まれ、とても楽しく仕事をし
ております。



中国地⽅整備局を選んで良かった。

企画部企画課
教習係⻑

富⽥ 紀⼦
平成８年度⼊省／⼟⽊

中国地⽅整備局を選んだ理由
｢いつか家庭を持っても働き続けられる仕事に就

きたい｣という思いから公務員になりたかったので
すが、規模の⼤きさやいろいろな地域を知ることが
出来る魅⼒に惹かれ、国を選びました。それまで実
家暮らしだったこともあって、このままずっと地元
だけにいるよりも、もっと沢⼭の出会いや出来事を
経験したいと思ったんです。
現在、２⼈の⼦どもがいますが、同じ⼟⽊職の主

⼈をはじめ、親、職場の⽅々にサポートしてもらい
ながら働き続けることが出来ています。

これまでに印象に残った仕事は？
地域や部署によって仕事は様々です。橋梁や堤防

⼯事の発注、砂防ダムの設計など⾊々やりましたが、
係員の頃トンネル⼯事の現場監督をやらせてもらっ
たことが印象に残っています。
係⻑になってからは、出前講座や⽔辺の安全教室

など地域連携の仕事も多くやっていますが、地域の
⽅に喜ばれると嬉しくなります。

学⽣へのメッセージ
定期的に仕事が変わるので、マンネリ感もなく、

職場の雰囲気もいいので楽しいですよ！
男⼥に仕事の違いもないので、キャリアアップし

たい⼈にもおすすめです。

転居を伴う転勤について
⼦どもが⼩さいうちは、家族で⼀緒に転勤させても

らっていましたが、その⼟地で家族ぐるみの付き合い
をする友達が出来て遊んだり、近くの観光地にたくさ
ん出かけて楽しみました。
現在は広島勤務なので、家から通える範囲の職場が

いくつかあり、異動はしていますが、住居地としては
７年⽬になります。

マツダスタジアムで防災フェア ⽔辺の安全教室

川の危険だけじゃなく、
遊び⽅も教えちゃいます。
川へダーイブ！



＊輝き続けられる職場＊

広島港湾・空港整備事務所
施⼯プロセス管理官

北浦 直⼦
平成６年度⼊省／⼟⽊

仕事内容と仕事のおもしろさ
仕事は「⼯事の現場監督」です。現場の⼟質や想

定される地震動といった⾃然条件から設計された図
⾯をもとに、決められた期⽇までに現地に構造物を
作っていくことをマネジメントする仕事です。⾃然
相⼿なので計画どおりに施⼯できないことが多く、
また、現場近隣企業の企業活動への⽀障を最⼩限に
抑えるための調整による計画変更もあります。悩み
つつ、相談しつつ・・・・現場作業を待たせること
なく判断し、⽅向を決めていくことは⼤変なことで
す。でも、苦労して調整した結果、無事、⼯事が完
成した時の達成感はやりがいにもつながります。

家庭との両⽴
｢仕事は結婚・出産まで」というママ友が多い時代でし

た。そんな時代にも関わらず、産休、育休、復職が普通と
思えるくらい制度が整っていたので、あまり悩まずに出産
後も仕事を続けることができました。⼦供が⼩さい頃は急
な発熱や⾏事で仕事を休むことも多く、職場の皆さんには
ずいぶん迷惑をかけたのですが「⼦供が⼩さいうちは仕⽅
ない」と、フォローして下さり、今でも感謝しています。
主⼈もそんな職場の⼀員であり、正直、私より⼦育てに時
間を費やしてくれました。（現在も）
今では⼦供も中⾼⽣になり、どんな仕事をしているか聞か
れることもあります。⼦供とこんな話ができるのも働き続
けることができたおかげだと実感しています。

学⽣へのメッセージ
⾃分のキャリアを⼈⽣の節⽬で失うのは、

もったいないと思います。⼈⽣設計も⽴てに
くいですよね。先を⾒通すことのできる職場
で⼀緒に働きませんか？

これまでに印象に残った仕事は？
海外の⽅：

JICA研修⽣に
広島空港の技
術を紹介しま
した。
（もちろん、
通訳付き）

世界で１つ！
『⼈⼯地盤』
安全な着陸に
必要な計器が
のってます。

私



妊娠

出産

１歳

３歳

産前休暇（産前６週間）

産後休暇（産後８週間）

育児休業（無給）
・・・３歳まで取得可能
※１歳に達するまでは共済
組合から「育児休業手当
金」が支給されます。

深夜勤務、時間外勤務の制限
健康診査等のための職務専念義務免除
業務軽減・通勤緩和
休息・補食のための職務専念義務免除

保育
時間

超過勤務
の免除

深夜勤務及び
超過勤務の制限

育児短時間勤務 ※

育児時間 ※

子の看護休暇

早出遅出勤務

休憩時間短縮

女性職員が出産・育児に活用できる制度は充実しています！

この他、年次休暇（１年につき20日（前年か
らの繰り越し（20日以内）があればそれを加
えた日数）が利用可能

～各制度を組み合わせることで仕事と育児の両立が可能です～

授乳・託児所への送迎等の
ため、１日２回それぞれ30分
以内取得可能

通院、健診等のため年５日間取得可能
（子どもが２人以上の場合は10日間）

１日２時間以内（30分単位）
始業時・終業時に取得可能

通常週38時間45分勤務のところ、
週19時間25分、19時間35分、
23時間15分、または24時間35分
のいずれかに短縮可能

復職

●青字の制度は男性職員
も利用できます。

放課後児童ｸﾗﾌﾞ

・・・・多胎妊娠時は１４週間

小学校
入学

●育児短時間勤務、
育児時間の利用
は給与減額を伴います。



私たちはこのように制度を利用しています！

勤 務 勤 務休憩

8:30 12:00 13:00 17:15

育児短時間勤務

勤 務 （早出） 勤 務 （早出）
休憩
短縮

定時勤務

12:25

9:00 16:00

子供が１歳６ヶ月、
週１９時間３５分の
短時間勤務をしています
（３時間５５分／日）

16:15

子供が５歳、保育園送迎
で遅出勤務、休憩時間短
縮と育児時間を利用してい
ます（６時間１５分／日）

子供が小学１年生、児童
館の迎えのため早出勤務
と休憩時間短縮を利用し
ています（ﾌﾙﾀｲﾑ勤務）

子供がインフルエンザにかかったとき、看護
休暇を利用しました！
職員の夫も利用できるので助かります。

１歳６ヶ月健診のため、看護休暇を利用しま
した。学校行事などで年次休暇が必要なの
で、看護休暇が使えると便利です。

７時間４５分／日
３８時間４５分／週

8:30

勤 務 （遅出） 勤 務 （遅出）
育 児
時 間

休憩
短縮

育児短時間勤務のパターン
週１９時間２５分・・・７時間４５分×２日半
週１９時間３５分・・・３時間５５分×５日
週２３時間１５分・・・７時間４５分×３日
週２４時間３５分・・・４時間５５分×５日

12:45

12:30

17:30

Aさんの場合

Bさんの場合

8:00

Cさんの場合


