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ほくりく女子 女性だからこそできる地域づくりが、ある。

金沢河川国道事務所

経理課

平野 星香

北陸の広範・多岐に渡る国土づくりの現場で、多くの女性が活躍

また、仕事と家庭・育児を両立しながら働く女性も多く、周囲も理

女性の先輩に学びながら、自分を高める。

聡舗の雰薗気について
とても和やかな雰囲気で、 分からないことや困ったことがあっ

た時は、 上司や先抜方が優しく丁寧に教えてくれます． よりよい

業務を行えるよう鼠行錯設しながら 、 いつも勉強されている皆

さんの婆をみて、 私もそうなりたいと患いました．

女性ならではの回線、発想が仕事の中でS軍備されたこと
女性の先筆方は、 業務における気配り、 周囲の方への心遣い

をさりげなくされていて、 いつも明るく元気で、 とても7・に仕

事をこなされています． 私は＂だ評価されるような仕事が出来

ていませんが 、 先量直方のように素敵な女性になれるよう 、 と れ

からも多くのことを吸収させてもらいたいと患っています．

北陸地方霊備局を志望する女性ヘメッセ四ジ
北陸地方建備局i阜、 男性と女性、 事務系と技術系とは関係な

く、 誰もが活.できる聡場です．

，軽微な先量産聡員もたくさんいる

中で 、 自分自身を高めながら仕

事をすることが出来ると思いま

す． 私はまだこの世界に足をii

み入れたばかりですが、 一緒に

がんばる仲間を待っていますl

平成27年入省（事務｝ d支払に関する繁務を担当

大規模事業の最前線で、活躍できることは大きな魅力。

:ff:陵地方聾剣局を志望した想曲 技術系は特に、 男社会のイメージが強く、 家庭を持った女性が
ちょうど進路を悩んでいる時に 、 中国地方での大雨による土 長く仕事を続けるのは厳しいのではないかと不安がありました

砂災害があり、 多数の被害者が発生した事に衝撃を受け、 他人 が、育児休業制度や動務時間短縮など上手く制度を活用しなが

事ではないと思ったのがきっか ら、 育児と仕事を両立している女性が多いです． 家庭に入った

け． そういった自然災害から地鰻 後の女性でも十分活躍できる職場だと思います．

」 を守る為 、 国交省ならではのダ 北陸地方.備局を志望する女性ヘメッセージ

富山河川国道事務所

高岡国道維持出猿所管理第＝係長

笹原 有紀

イナミックな事業に機わりたいと 私もとれまで 、砂防・河川など経験し、取務は多般にわたりま
思い入省を決意しました． すが 、 最前線で大規模な事業iこ携われるは園受省の商事力だと
入省官官後に綴じたギャップに 思います． また、 多くの女性織員が家庭と両立しながら活躍して

ついて いるよい職場です． 北陸地盤でー緒に働いてみませんか．

信濃川下流河川事務所

調査設計標

瀧川 E 紗子
＊平成22年入省｛緩術） ＊河川事業の調査・設計を担当

女性だからこそ気づけることが、たくさんある。

女性ならではの回線、発想が仕事の中で解価されたこと
初めての工事監督業務に従事した僚に、 自分が担当した現舗

で女性が働きやすい現場の労働環績について検討する繍会を

被けたことだと思います．との提案がきっかげとなって、女性が

働きやすい現場事務所のトイレや休惣11の佐織等について、組

織全体で検討会が実施され 、 建般業の労働現場改嘗に向けて

動き出したことはとてもうれしく思いました．

女性隊員に求められていると思う役割
組織のー員として、

ー人前に仕事をこなすことだと思います

が、 しいて冨えは、 建設業を明るいイメージにすることが役割の

ーっと思います．

北陸地方建備局を志望する女性ヘメッセージ
仕事ですから厳しいときもありますが、 その分やりがいはあり

ます． 転勤が気になる方もいるか 圃圃E’F醐圃四四圃圃’

もしれませんが、 それはデメリッ

トではなく、結婚などで遠方に行

くことになっても柔軟な対応がで

きる組織だと思います．あまり深

〈考えすぎずに自分の目緩に向

かつてほしいと思います．

平成14年入省（技術｝ 4維持修繕工事、 交通安全対策工事の工事監錆及び道路管理を担当 ’‘平成19年、平成21年に育児休眠を取得

しています。女性だから、という区別なくみんなで切碓琢磨し合い、奮闘しています。

解し協力しあう環境が登ってい志す。国を創る大きく幅広い事業に、ー緒に取り組んでみませんか！

働きながらの子育ては大変だけど、自然体でいることが大切。

仕事をする際に心がけていること 女性自由民に求められていると思う役割
子供が2人おり、 突然体調を崩すことがあるので、 明白も出動 特に男性破員と違ったものを求められてはいないと思っている

できるかどうかわからない、 ということが常に念頭にあります． のですが、 女性だからといって甘えず、かといって頑張りすぎず、

共有フォルダなどを活用した情 卑屈になるとともなく、自然体でいるととを心がけています．

報の共有化や、 締め切りのある 北陸地方建備局を志望する女性ヘメッセ叩ジ

ものについて早めの対応を心 必要があれば休日出動をすることもありますし、忙しいときに

がけ、 突然休むことになっても、 は残業もありますが、 頑強った分、 やりがいも感じられると思いま

かける迷感が最低限で済むよう す． さまざまな休慣や時短勤務等の制度もあるので、 子供を産

にと考えてい＂す． み、 育てながら働くととは可能です． 一緒にがんばりましょう． 新潟港湾・空港.備事務所

海洋環I寛課 調査係長

早田 泰子
＊平成1 1年入省（技術｝ ＊各種調査の発注及び監督を担当 ＊平成18年、 22年に育兜休阪を取得

働きながら子育てがしやすい環境が整っている職場。

仕司Eにやりがいを感じる時
現在担当している繁務は地元自治体や住民とのつながりもあ

り、 そ乙に住む人々から問合せ要望をたくさん頂きます． 中には

無理灘.もありますが 、 『早急に対応してもらってありがとうJ

と感謝の気持ちを頂いたときは本当にうれしくなり 、 自分の仕

事にとても欝りを感じる瞬間です．

体力働負です ． 子供遠からたくさ んパワーをもらって臼々頑

張っていますl

北陸地方.備局を志望する女性ヘメッセージ

阿賀野川河川事務所

胡桃山出張所 管理第ー係長

関川 智子

ワ四クライフバランスについて
毎日帰ったらまず学緩や幼稚園での出来事を伺いたりしなが

ら子供とー舗に過ごす時間をとり、子供達が寝たあとに家事を

済ませるようにしています． 男の子3人なので、 とにかく毎日が

仕事と家庭を両立させている

女性聡員がたくさんいます． そし

てそんな働くママをフ方ローして

くれる、 上司や同僚もたくさんい

ます． 働きながら子育てしやすい

環境が建っていて、 たくさんの女

性が活纏している聡場です！

＊平成10年入省（事務） ＊河川の静認可事務 、 ー般庶務関係を担当 ＊平成16年 、 平成19年 、平成22年に育児休蝦を取得

仕事は厳しい時もあるけれど、その分やりがいもある。

女性ならではの目線、発売震が仕事の中で僻領されたこと 育児をする女性に配慮されたポストについていると綴じるか
小学生と保積者を対象とした広報イベントの企画・運営をす 配属について希望を伝えることができる健会があります． 残

る機会がありました． 自頃の自分を娠り返り、 子どもがいかにあ 業があまりできないこと、 過動に時間をかけられないことを予め

きずに参加できるか 、 母親が土 伝えており、 そのような立舗でも充分に仕事ができる業務に機

木や災書という題材に興味を

持つにはどのような構成にする

かを考え企画したと乙ろ 、 参加

者に愚後まで喜んで穆加して

もらうことができました．

わらせていただきています．

:I:陸地方建鋪局を志望する女性ヘメッセージ
盤舗局の仕事は 、 大きな責任のある仕事です． 厳しく忙しい

面もありますが、 仕事は勿自由のこと 、 家事や育！尾を頑強ってい

る人が多く、 因ったこと悩んでいることにも絡かが手を差し伸べ

てくれる優しい環境です．安心して董備局へきてください．

総務部 総務線

適正業務指導係長

渡漫 貴子
‘平成6年入省（事務） 4出強所での道路管理業務を経験後 、 総務系ー般事務を担当 f・平成18年、平成20年に育児休眠を取得



Balance ork-Life 

－バランスライフクワ ．

仕事と家庭生活の両立支援制度

昨今ではワーク・ライフ・バランスを重視する方向性が高まってきており、北陸地方整備局でも男性・女性が共に

仕事と家庭生活を両立しながら聴務に取り組むことを支援するための嫌々な制度があります．

．利用できる制度

生後1年来湯の子を養育する場合出産する渇合3禽未満の子どもを養育する場合

保育時間
子が1縁に遣するまで、1日2固それぞれ

30分以内

産前・産後休暇
直前6週間、直後8週間

（多胎妊般の場合は産前14週間｝

育児休業
配偶者の就業等の状況にかかわらず

取得可飽

rj＿，副.• ，，凶Eゆ，:i;�，＆ll,�s肩・l ｛，一
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早出遅出勤務
子の看護休暇

年5自
（対象となる子が2人以上の場合は年10日）

育児時間
1自の勤務時間の－$（2時間まで｝を

12 

始業ー終業時閣の繰り上げ又は繰り下げて勤務

11 国
外国でIll務等をする�偶者と

外国において生活を共にする場合
配偶者、 父母、 子‘掴父母、 様、

兄競飾鯨等を介複する場合
配偶者、 父母、 子、 祖父母、 孫、

兄弟飾鎌等を介蔵する場合

配偶者同行休業
3年を超えない範囲

短期介護休暇
年5日

（対量と�る璽介担者i,2人以上の壇舎は年10自）

介護休暇
6ヶ月の期間内で必要と認められる期間

勤務しないことが可能

．育児休業期間の状況

・
資。＠

出典・国家公務員女性ガイド人事院
（男女針。26年度実績）

蒐轟轟

＠育児婚時間勤務 ⑤膏児時間
＠早出遭出勤務

⑥環夜勤務組過勤務制限 ＠超過勤務の免除 ．＠環夜勧務超過勤務制限J

．利用できる期間（妊娠から就学まで）

＠漂曹E臨傭�鴎外勤務制霞
健康鯵葺車び保健福事面正面面－－11191専章穂務免除

提務経減暗
通動組和

体阜、 捕貴のための麗務事意.務処陣
画面圃E重量圃

ζ一一一③保育時間

・ i

... 

£i 

H

Rリ必

育児・介穫等の理由により合宿研修受自障が困鎌な鵬貝（係員から線長銀の金蔵員｝を対愈にワーク
ライフバランスなど仕司匹と..の両立をilめて考える機会を提供する研修を実施してい�す．卜研修キャリアサボ ー


