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地元とつながり、地域おこしにも協力する
レンジャーという仕事

Point
❶	 	国立公園の自然保護官（レンジャー）としてキャリアをスタート。
❷	 	ゲルフ大学大学院（カナダ）へ修士課程留学、米国で長男を出産し国連機関で仕事をしながら長男

の育児。次男の出産後はご主人が育休休業を取得（9 カ月）。
❸	 	地域振興なくして自然は守られないことを実感。現職では生物多様性および生態系サービスに関連

する国内施策・国際協力の推進等を行う。

女性活躍支援

〜魅力あふれる女性リーダー特集〜
　女性活躍推進法が今年４月からスタートし、301 名以上の企業は行動目標を定めなければなりません。政府は
2020 年に女性管理職比率 3 割を目標としており、官民挙げて取り組んでいます。本誌では、男性が中心の職場にお
いて、魅力あふれる女性リーダーにスポットを当てて連載をしています。

聞き手
宮原 淳二（みやはら じゅんじ）
ダイバーシティ＆ワークライフバランス推進部長

早稲田大学卒業後、化粧品大手の資生堂に入社。2011年 1月より東レ経営研究所に転職。企業年や自治体などワー
クライフバランスや講演を多数実施。働き方改善の企業コンサルティング経験も豊富。社外活動では、内閣官房すべ
ての女性が輝く社会づくり推進本部「暮らしの質」向上検討会・座長、文部科学省・中央教育審議会幼児部局専門員
など歴任。

環境省 自然環境局
生物多様性地球戦略企画室長
中尾 文子（なかお ふみこ）氏
東京大学農学部卒、ゲルフ大学大学院造園学修士。環境庁（当時）中部山岳国立公園管理事務所を皮切りに、国
立公園、野生生物の保護管理、自然再生、エコツーリズム等の自然保護行政に携わった他、生物多様性条約の資
金メカニズムである地球環境ファシリティにおいて発展途上国支援、国連大学においてSATOYAMAイニシアチ
ブの発足等を行う。2015 年から現職。趣味は登山と三味線。

ライター
フリージャーナリスト
土井 弘美（どい ひろみ）

立教大学卒業後、出版関係の業務に従事。科学雑誌『ニュートン』、ファッション業界誌『チャネラー』等を経て現在
フリーランスで活動。中国でのビジネス経験も有。

　中尾文子さんは1991年に環境省に入省され、当

時の中部山岳国立公園管理事務所に配属されました。

この国立公園でのフィールドワークをスタートに、本

省での勤務、アメリカでの国連機関勤務と、多彩な

キャリアをお持ちです。その間にご結婚され、２人の

お子さんにも恵まれました。多忙な毎日の中で、仕事

と育児をどう両立されたのでしょうか。また、現在は

生物多様性地球戦略企画室長という要職についておら

れますが、男性とは異なるマネジメント手法を取って

おられるのでしょうか。まずこのあたりについて、お
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話をお伺いしたいと思います。

――そもそも、環境省へ入省しようと思われたきっか

けは、どのようなものだったのでしょうか。

中尾　自然環境に関わる仕事をしたいと思い、大
学に入学したときは、農芸化学を専攻し食糧の増
産をしたいと考えていました。しかし、遺伝子組
み換え技術は電子顕微鏡でとても小さい遺伝子を
確認するもので肉眼では見えません。日々研究室
に閉じこもって実験をする生活よりも、元来外に
出るのが好きなタイプだったので、農芸化学の分
野は自分には向いてないなと感じ始めていまし
た。そんな矢先、環境省に勤めている研究室の先
輩（女性）に会ったのです。
　先輩は、富士箱根伊豆国立公園内に自然保護官

（レンジャー）として勤務しており、「年上の男性
たちの意見調整をするのが大変だ」と言いながら
も、とてもやりがいを感じているように映りまし
た。自然環境を守ることは、地域おこしにもつな
がり、そういった仕事のほうが自分には向いてい
るし、頑張れると思ったのです。

――ご自身も、2年間「中部山岳国立公園管理事務所」

に勤務なさいました。レンジャーとして働いたわけで

すが、印象に残った出来事はどんなことでしょう。

中尾　国立公園は自然の保護と利用を目的として
います。アメリカ等の国立公園と異なり、日本の

国立公園は原生的な自然だけでなく、里地里山の
ような人々の暮らしの場も園内にあることが珍し
くありません。主に開発規制により自然を保護し
ていますので、例えばスキー場、旅館の方々の「施
設を拡張したい」「目立つ色彩に建物を変えたい」
という意向は、法令に照らして難しいこともあり
ます。「自分の土地だから勝手にさせてほしい」と
思われる方もいらっしゃらない訳ではないですが、
国立公園は自然が最大の観光資源であり、破壊す
ると戻すことは難しいこと、また街並みの美観は
統一感が重要であること等を説明しご理解いただ
いています。
　一方、利用促進の観点からも地域の方々との協
力が必要です。今でも印象に残っている出来事が、
白骨温泉という古い温泉街で若旦那の方々が集
まって「白骨まちづくり委員会」を発足させたこ
とです。私も委員会のメンバーに加えていただき、

「白骨温泉を美しくしよう」という観点から議論を
重ね、計画を立てて温泉街のデザインを統一して
いきました。この時は地域との一体感を、身をもっ
て体験し、とてもやりがいを感じました。例えば
公衆トイレ等の公共施設の設置と維持管理などは、
地域の方々の協力がないとできません。レンジャー
は、国家公務員でありながら、現場に非常に近い
のが醍醐味だと思います。

――レンジャーとして大切なことは、地域と密接につ

ながっていくということでもあるのでしょうか。

中尾　その通りです。大前提として「自然を守り
たい」という強い思いがあり、そのためにどう行
動したら良いのかを地域の人たちに働きかけてい
く。地域の振興に自然が役立つと考え、本音で語
り合う素晴らしさがあります。地域の振興なくし
て、自然保護は語れません。経済発展と自然保護は、
決して対立するものではないと私は思います。地
元の人たちは気さくな方ばかりで、スキーも教え
ていただきました。本当によくしてくださいまし
たし、今でも感謝しています。
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――当時、大変だったことはありますか。

中尾　山あいの小さな村で、近所にお店もほとん
どなく、週末に買いだめしておかないと食べるも
のがなくなってしまうことです。大学時代から一
人暮らしには慣れていたのですが、コンビニに行
けない生活がこんなに大変なのかと心底思いまし
た。官舎に住んでいましたが、周囲に女性の独身
者はいませんでした。でも時々上司の家にお邪魔
してご家族と一緒に食事をさせてもらうなど、家
庭的な雰囲気がありました。
　最初は生活するだけで精いっぱいでしたが、徐々
に慣れ、官舎のそばの梓川に来る、鳥の声などを
楽しむゆとりが持てるようになり、任期を終えて
引っ越すときはとても寂しかったです。

国連機関に勤務しながら長男を育てる

――霞が関の本省に異動し、同じ環境庁（当時）職員

のご主人とご結婚。その後、人事院長期在外研究員制

度によってカナダに留学されました。そして、入省か

ら8年目でご長男を出産なさいます。

中尾　「子どもが欲しい」ということは、入省時の
面接の時にも申し上げておりました。でも、あま
りに忙しすぎて難しい。出産したら周りに迷惑を
かけるのでは、と悩みました。局内では出産して
働いているキャリアの女性は 1 人もいませんで 
した。
　当時の審議官と出張した際、「子どもができても、
組織なんだから代わりの人員を配置できるし大丈
夫。一人ひとりの幸せが大切だな」とアドバイス
をいただきました。この言葉がなかったら、出産
していなかったと思います。上司のこうした姿勢
は本当にありがたいと思いました。
　懐妊してからも、平常通りフルタイムの仕事を
していました。とにかく、毎日午後 10 時には退
庁しようとがんばっていましたが、流産しそうに
なり、友人から「無理すると赤ちゃんがかわいそ

うだ」と言われたこともあります。後輩の人達に
はこのような真似はしてほしくないです。

――ご主人のアメリカ赴任と同時に、渡米されて長男

をアメリカでご出産されることになりました。その

後、ワシントンDCにある「地球環境ファシリティ

（GEF）」に派遣されました。

中尾　出産してからは、母、義母、主人の妹と自
分の妹がアメリカに来て育児の手伝いをしてくれ
ました。日本のような保健師による手厚い指導は
ないので、相談する相手がいるだけでも有り難かっ
たです。GEF では基本的に職員は定時で退庁しま
す。インターネットから仕事のファイルにアクセ
スできるので、自宅でも仕事ができます。日本と
違い、仕事と育児を両立する環境は整っていまし
たね。渡米した年の 9 月末に出産、産休と育休を
経て翌 2 月から勤務を始めました。GEF には私の
任期が終わった後も、環境省から職員を継続して
派遣しています。

――GEFでは、具体的にどのようなお仕事をなさっ

ていたのでしょう。

中尾　GEF は 180 カ国以上の国がお金を出し合っ
て作った基金を運用し、発展途上国の環境問題に
取り組んでいます。基本的にはプロジェクトの補
助金申請の審査をする仕事で、以前国立公園で働
いていた経験がとても役に立ちました。プロジェ
クトが終わった後も現地で持続できるような事業
なのかという視点が、大切だと思います。
　仕事は大変でした。国連機関なので、職員の出
身国や文化的背景がさまざまです。さらに競争社
会でもあるので、気を遣いましたし理解が難しい
ことも起こりました。環境省に戻ってきて、仕事
に専念できるということは実は当たり前のことで
はなくて、有り難いことなのだと実感しました。
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男性の育休取得は
女性へのキャリア支援につながる

――次男を出産後、半年ほどで本省（自然環境局野生

生物課）に復帰なさいます。このとき、ご主人が9

カ月の育児休暇を取得なさいました。思い切ったこと

をなさいましたね。

中尾　夫の側が育休を取るのは、当時あまり例が
ありませんでした。夫も非常に忙しい時期だった
のですが、育休を取ってもらって本当に良かった
と思いましたし、理解をしてくださった、夫の周
囲の方々に感謝しています。
　主人は「育児がこんなに大変だったとは。仕事
の方が楽だった」と言っていました。育児の大変
さを分かってもらえるだけでも、大きな意味があ
ると思います。多くの男性が育児休暇を取るよう
になれば、出産・育児に関する意識も高まるので
はないでしょうか。女性のキャリア支援にもつな
がると思いますね。

――環境省では結婚・出産を経ても継続勤務される女

性が増え、仕事と育児の両立支援に対する理解も進み

つつあります。

中尾　環境省の女性レンジャーは現在約 90 人で、
産休、育休を取得しているのは 10 人くらいです。
現在は時短勤務制度もあります。女性職員は 20
代から 30 代が多いので出産のピークはこれから

といえるでしょう。
　2016 年は 9 名の女性レンジャーが採用され、レ
ンジャーの採用総数 16 名の過半数を占めること
になりました。これで、約 360 名中 100 名の女性
レンジャーが勤務することになります。レンジャー
同士のカップルも増え、子どもが小さいうちは同
じ管内で暮らせるような配慮もされています。
　子どもがいますと、PTA などを通じて社会との
関係性が生まれてきます。母親の輪に入ることが
でき、ともに施設の整備や自然観察のプログラム
を考えることができます。まだ男性が意思決定を
することの多い地域社会で、女性の目線を入れる
ことはとても大切です。
　また、子どもを通じて人格形成の上で自然とふ
れ合うことの重要性や環境の役割を考えるように
なります。その意味でも、子どもをもちたいとい
う人たちの希望がかなえられるようにすることが、
大切ではないかと思います。

仕事をしていることで、育児のみに没頭してい
るのとは違う見方もできる

――環境省では、まだ女性の管理職は少ないようで

す。男性とは異なるマネジメント方法を採っていらっ

しゃいますか。

中尾　確かに、環境省の女性管理職は 1 割に満た
ないと思いますが、自分がそれほど男性と違うマ
ネジメント方法を採っているとは思っていません。
　あえて言うならば、自分自身はお酒がきらいで
はありませんが、飲み会に参加するとどうしても
家にいる時間が少なくなるので、参加を控えるこ
とがあるということでしょうか。男性には飲む場
所でしか言えないこともありますよね。それなら、
日頃からお酒なしで何でも言い合える関係を築い
ていこう、と思ったのです。職場でのコミュニケー
ションを円滑化することは意識していますね。周
囲に声掛けするなど、昼間の時間帯になるべく意
思疎通を心がけています。その辺りは酒場でのコ
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（聞き手　宮原よりコメント）
中尾室長の「地域振興なくして自然は守られな

い」という言葉は、入省した最初の赴任地、中部
山岳国立公園管理事務所で得た経験が大きかった
ように感じます。自然を活かした地方創生は訪日
観光客の増加もあり今後も注目される分野です。
また最近では女性の自然保護官（女性レンジャー）
が増えており、在籍者の４人に１人が女性といわ

れています。女性の視点を活かした自然環境保護
は、中尾さんのように結婚、出産、育児というラ
イフイベントを経て、仕事では現業、海外、本省、
そして管理職という多彩なキャリアは後輩への良
きロールモデルとなるでしょう。また仕事上の悩
みを本人だけで抱え込まず、上司や周囲に相談す
ることで道が開けることを中尾さんから伺えたこ
とで、後に続く女性が勇気を持てると思います。

ミュニケーションを得意とする男性と違ったスタ
イルかもしれませんね。
　また、週に 1 回は情報共有と意思疎通のために
室内会議を開きます。会議の際には、ダラダラし
ないよう、効率的な運営を心がけています。

――これから出産・育児を迎える後輩たちに、一言ア

ドバイスをお願いします。

中尾　女性は、育児、子どもの病気や学校の成績
などに関してとかく自分を責めてしまいます。「自
分が仕事をしているから、子どものことまで行き
届かなかった」と思うのではなく、仕事をしてい
ることで育児の上で得るものも大きいということ
を知ってほしいです。私もそうだったのですが、
共働きをされている上司に「仕事をしていること
で、違う見方もできるんじゃないか」とアドバイ
スをいただいたのがきっかけで、このように思え
るようになりました。
　その点は、男性の方が上手かもしれません。主
人が育休を取っていた時にそう思いました。私は
育児休業の時は子どものことに全力投球していま

したが、主人はバランス良く、自分の時間も大切
にしていました。その時々で気持ちを切り替え、
育児と仕事を両立させてほしいと思います。また
私の場合、上司や周囲に相談することで道が開け
たこともあったので、抱え込まずに助けを求める
ことも重要ではないかと思っています。
　
――最後に、お子さま方と自然にふれ合う機会を持て

ていますか。

中尾　時間がある限り、子どもたちと外に出かけ
るようにしています。保育園に通っていた時は送
り迎えは、なるべく緑があるところを一緒に歩き、
虫や鳥を見つけることを日常としていました。お
かげで、2 人とも虫好きに育ちました。虫を好き
になるとその虫がいる環境に目が行くようになる
んですよね。息子たちも成長して中学生と小学生
になり、この頃は一緒に山登りに行くことが多く
なりました。自分が自然環境保護という仕事で得
た経験を息子たちに伝えていきたいですし、家族
で一緒に自然にふれる時間は私にとってとても大
切な時間です。
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