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授乳等のための休暇

育児を行う職員の深夜勤務・時間外勤務の制限

育児を行う職員の早出遅出勤務

子の看護等のための休暇

妊娠障害のための休暇

産後休暇

育児休業

育児短時間勤務
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部分休業

妊産婦である女性職員の危険有害業務の就業制限

妊娠中の女性職員の業務軽減

妊産婦である女性職員の時間外勤務・休日勤務・深夜勤務の制限

妊産婦である女性職員の保健指導・健康診査休暇

妊娠中女性職員の通勤緩和のための休暇

産前休暇

妊娠 ８週間前 出産 ８週間後

個人のライフステージに合わせた制度が充実

女性の活躍を支援

女性活躍推進プロジェクト
チームリーダー（警部）

育児休業は最長３年
３歳に満たない子を養育するために、３歳の誕生

日の前日まで、育児休業をすることができます。

仕事と育児の両立支援制度が充実
年次休暇の他につわり等妊娠障害や子の看護

等のための特別休暇、育児短時間勤務等の制度
があります。

復帰後のサポート体制が充実
復帰前には、職場復帰前の研修があるほか、担

当者が配属先や働き方に関して相談に応じます。
復帰後には、「仕事と育児の両立支援ポスト」に

配置されるなど組織的な支援が受けられます。

各種制度は男性職員も利用可能
各種制度（一部を除く。）は、配偶者の就業の有

無にかかわらず利用が可能です。

仕事と家庭の両立

男性職員の育児への参画を

サポートしています！

私には３人の子どもがいますが、

子どもの夏休みに合わせ、妻
の負担を軽減するために育児

休業を取得しました。

休業中、私は、好きな料理を
主に担当しました。子どもたち

と遊ぶ時間が増え、日を追う

ごとにスクスクと成長していく姿
を妻と２人で見届けることが出

来て本当によかったですし、妻

や子どもたちの思いを汲み取
ることが出来るようになり、より

一層、家族との絆を深めること

が出来る時間となりました。

【男性職員の育児休業】

警察署刑事第一課
巡査部長
令和元年８月１日から
８月３１日までの１か月
育児休業を取得これまで男性の職場と思われてきた警察ですが、女性警察

職員が増えています。それはやはり警察の仕事に女性が必
要だからだと思います。

岐阜県警察では全ての女性警察職員がそれぞれの特性を
活かし、活躍できる場がたくさんあります。活躍できる場所は
これからもどんどん広がっていきます。

女性が活躍できる組織にするため、プロジェクトチームも立ち
上がっています。

あなたが「やりたい」「やってよかった」と思える場所がきっと
あります。

〇女性活躍推進プロジェクトチーム

女性が働きやすい職場環境づくりを推進

〇スキルアップ研修が充実

新人研修だけじゃない、継続的な教養

〇メンター制度

先輩が後輩をフォローアップする制度

〇女性の管理職登用拡大

家庭との両立をしながらキャリアアップ

〇再採用制度

子育て等の事情によりやむを得ず中途

退職した場合でも職場復帰が可能

警察官である私は、長男出産から連続
して育児休業を取得しております。
この夏、夫が１カ月の育児休業を取得
しました。まさか夫婦一緒に育児に専
念できる時間が持てるとは夢にも思わ
なかったので、とても貴重な経験が出
来ました。その時間が持てたことで、夫
は子どもたちの性格や、生活・行動
パターンを理解してくれたり、普段目に
見えない苦労やストレスを共感してくれ
ました。

今後、私が職場復帰したときの不安は
尽きませんが、今回、夫が子どもたちを
深く知ってくれたり、私の気持ちに寄り
添ってくれるなど精神的なサポートがあ
れば、仕事への意欲が上がるのではな
いかと思います。



私が警察官になった理由
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学校生活について

警察学校
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現在の仕事について

生活安全警察
警部補
S62年拝命

私が警察官になった理由
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現在の仕事について

刑事警察
巡査部長
H14年拝命

女性が活躍する場所は

広がっている

事件・事故等にいち早く駆けつけ、

市民の安全・安心を守る

私が警察官になった理由

現在の仕事について

ＯＦＦタイム

警察官として第一歩

どんなときでも

仲間がそばにいるから大丈夫

人に寄り添い、その思いに応える

私が警察官になった理由

Message
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現在の仕事について

交通警察
巡査

H29年拝命
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警備警察
巡査部長
H24年拝命

私が警察職員になった理由

Message
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科学捜査研究所
主任研究員
H25年拝命

私が警察職員になった理由

Message
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現在の仕事について現在の仕事について

署会計課
主事

H29年拝命

子どもたちが

安全安心に育つ社会に貢献したい

社会の平和を守るため、

任務遂行中

私が警察官になった理由

現在の仕事について

交通事故撲滅に向け、

交通ＤＪポリス出動中

専門分野の技術で

犯人を追い詰める！

ＯＦＦタイム

小さい頃から、制服姿でパトカーに乗
り、勤務している姿がカッコいい！人を
助ける仕事がしたい！ と漠然とした憧
れがありました。高校３年生のときに参
加した就職説明会で、女性警察官か
らの「大変なこともあるけど、全てが人
を助けることにつながっている、この仕
事に誇りを持っている。」という言葉に
心を打たれ、警察官を志望しました。

警察学校入校前は、教官は厳しいというイメージでしたが、私たちのことを思い
全力で応援してくれます。体力に自信がない私ですが、課外にランニングをして
体力ＵＰに励んでいます。
仲間と切磋琢磨して真夏の術科訓練をやり抜き通したことが、今では最高の思
い出です☆

夕食後などの休み時間は、リビングに
集まって、仲間と一緒にお菓子を食
べながら、おしゃべりをして盛りあがっ
ています。
学校生活は辛いこともありますが、仲
間と声をかけ合ったり、分からないこと
にぶつかったときは、一緒に考えたり
できることに絆を感じています。

警察学校の生活は、一緒に頑張る同期生や応援し

てくださる教官、そして家族の支えで乗り越えることが出来ます。警察官と

いう仕事は、全て人を助けることにつながっています。一緒に岐阜の安全

を守る強い警察官になってみませんか。

性犯罪被害に遭った知人から相談を
受けたとき、心に大きな傷を負った姿
を目の当たりにして、同じように苦しん
でいる女性被害者を減らしたい、相談
しやすい環境を作りたい、私が代わり
となって犯罪に立ち向いたいと思い、
警察官を志望しました。

地域課機動警ら係として、日々パトロール活動をしています。各種事案の初動
対応や、職務質問による犯罪検挙や交通指導取締りなどを行っています。一番
印象に残っているのは、盗撮犯人を初めて現場で逮捕した瞬間です。
とても緊張しましたが、被害者の方から「安心しました。」という声を聞いたとき
は、警察官になって本当に良かったと思いました。

毎月１回は同期生と集まってご飯をしたり、近況報
告をしたりしています。１当直休暇をとれば４日ほ
ど連続した休みができるので、旅行計画を立て、
県外の友達に会いに行ったり、母親と遠出して、リ
フレッシュしています！

困っている人を助けたい！という気持ちがあれば十

分です。決して楽な仕事ではありませんが、仲間の存在や市民の方から

の感謝の声が励みとなります。一緒に仕事が出来ることを楽しみにしてい

ます。

教師、新聞記者、刑事など活動的な
仕事に就きたくて迷っている中、「そう
だ！警察なら仕事によって何にでもな
れるんじゃないか。」と思いました。
子どもたちと触れ合うとき、怪我のある
人を救護するとき、人の話を聴くとき、
場面によって様々な仕事の顔が必要
とされる、理想通りの職業でした。

犯罪抑止対策係として、街頭犯罪や侵入犯罪の抑止対策などを担当していま
す。社会的に弱い子どもや女性の視点を大切に、分かりやすく効果的な「犯罪
の予防」を日々考えています。

自宅には、小・中・高の二男一女がいて、仕事よ
りも忙しい休日を送っています。三人ともバスケッ
トボールをしていますが、それぞれスポーツへの
思いも能力の違いもあるので、親子で悩み苦しみ
ながら、少しずつ成長を感じるのが楽しみです。

資格や特技を活かせる職業はありますが、警察は、

失敗や苦い経験など人生のすべてを仕事に活かせますし、３０代よりも

４０代、４０代よりも今の方が充実していると感じます。同じ一日は二度と　

ありません。警察で自分を試してみてください。

他の職業では経験できないような仕
事をしてみたかったことや、海外等で
の語学研修制度があることを知り、何
の資格も持っていない私でも何かでき
ることがあるかもしれないと思い、警察
官になりました。

現在、捜査第一課で、児童虐待、高齢者虐待等の人身安全関連事案や、性
犯罪捜査等に従事していますが、ベトナム語の指定通訳員も兼務し、取調べや
事情聴取の通訳等もしております。

休日には、子どもたちと思いっきり
遊び、家中の掃除をします。
また趣味のガーデニングや、子ども
たちがまだ寝ている間にジムに通い
筋トレするなど、リフレッシュしていま
す。

警察は、子育てのための休暇や制度など女性に対

する手厚いサポートが充実しているので、仕事と育児を両立することが出

来る職場です。また、女性警察官が求められる場面は多くあり、やりがい

のある職場だと思いますので、是非一緒に頑張りましょう！

私は、将来の夢やなりたい職業という
のは特にありませんでしたが、大学・大
学院と理系の道に進み、就職活動す
る時期になり、「地元で就職したい、こ
れまで培った知識を活かした仕事がし
たい」と思い、科捜研を志望しました。

科捜研には４つの係があり、私は法医系に所属しています。法医系の主な仕事
はDNA型鑑定と顔画像鑑定ですが、地道な作業を繰り返すことが多く、常に求
める結果が出るとは限りません。また、鑑定によって導き出された結果は、確固
たる証拠として裁判に用いられるものであり、常に慎重かつ確実な鑑定を行わな
ければならないというプレッシャーがのしかかりますが、その分やりがいを持つこと
が出来ます。

心身ともにリフレッシュするために、ライブ
や水族館へ行ったりします。
好きなものに癒されることで、仕事へのモ
チベーションをあげています。仕事と私生
活、どちらかに重点を置きすぎるのではな
く、調和を図り、メリハリある生活を目指し
ています。

警察という仕事は多様な要素が必要となる職種で

すが、一番重要なのは、人や社会の役に立つ仕事がしたいという気持ち

だと思います。最初は不安なことも多いと思いますが、少しでもこの仕事

に興味を持ち、やってみたいと思っていただけたら嬉しいです。

大学で学校教育を学ぶ過程で、岐阜
の子どもたちは他県の子供に比べて
近所の人に挨拶をしたり、地域行事に
参加する割合が高いことを知りまし
た。私自身も生まれ育った岐阜が好
きで、そんな故郷を守る仕事がした
い、安全安心に育つ社会に貢献した
いと思い、志望しました。

落とし物を預かったり、落とした方にお返しする拾得物業務や、職員の給与事務
などを担当しています。拾得物は受理件数が多く一つ一つ確認するのは大変で
すが、落とした方に返還する際の笑顔や感謝の声をいただくと、とても嬉しくなり
ます。

旅行によく出かけます。その土地の有名な物や旬
の物を調べて食べに行きます。今の目標は、春の
いちご狩りを始め、さくらんぼやメロン、桃狩りなど、
あらゆる果物狩りを制覇することです。

男性職員ばかりの職場では女性が働きにくいのでは

と思われがちですが、現在、女性職員の活躍に向けてサポート体制がと

ても充実しつつあります。女性だから難しいのではなく、女性だからこそ出

来ることを武器にして、積極的に取り組める方を募集してます！

私が学生時代に、不審者に遭遇して
交番に駆け込んだときに、優しく接して
くれた凛とした姿の女性警察官の姿に
憧れをいだき、警察官を志望しまし
た。

交通窓口業務や交通事故防止活動を担当しています。
昨今の高齢運転者による交通死亡事故等を受け、毎日のように窓口には免許
証の自主返納希望者が訪れますが、交通事故情勢や傾向等を説明させてい
ただくと「丁寧に説明してくれてありがとう、気持ちよく免許証を返すことができ
る。」との言葉をいただき、自身の仕事のやりがいを感じています。

日頃の疲れを癒すために、ネコカフェに行った
り、友人と一緒に美味しいものを食べたり、人気
のある観光地までドライブなどして、リフレッシュし
ています☆

警察官はどんな仕事にも負けない「やりがい」のある

職業です。また業務内容が多岐にわたるのも魅力です。どの部門も県民

の安全を守ることが第一です。人を思いやる気持ちがある方、ぜひ警察

官になって岐阜県の治安を一緒に守りましょう！

高校２年生の冬に、警察２４時という
番組の中で、大きな白バイを華麗に
操る女性隊員の姿を見たことをきっか
けとして、警察官になることを目指しま
した。

テロ対策や警衛警護、不法残留等事案の取締り、台風・地震などの災害対策
等を担当しています。
特に印象に残っていることは、皇族の方が当県に御来訪され警衛に従事したと
きのことです。離県される際に、お声をかけていただき、任務を終えたときの達成
感が忘れられません。

休日は、温泉やショッピングをして楽しんでいま
す。
大好きな♡ディズニーランドへは毎年行ってい
ます。
最近は、主人の影響で釣りも始めました。

警察学校は、厳しい訓練もありますが、同期生とい

う同じ目標に向かって切磋琢磨出来る仲間が出来ます。卒業した今も同

期生の存在には本当に助けられています。警察の仕事は多種多様でや

りがいのある仕事ですので、ぜひ一緒に仕事をしましょう。


