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人事院における女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画

平成26年12月26日

人事院総裁決定

（一部改正）平成28年３月17日

Ⅰ 人事院における女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進の基本的考え

方

少子高齢化の進行とともに生産年齢人口が減少する中で、我が国の経済社会が

持続的に発展していくためにも、我が国最大の潜在力である「女性の力」を最大

限発揮できるようにし、「女性が輝く社会」、「男女共同参画社会」を実現するこ

とが重要であり、国は「まず隗より始めよ」の観点から取り組む必要がある。

また、国が率先して女性職員の採用・登用の拡大に取り組み、多様な人材をい

かすダイバーシティマネジメントを進めることは、国民のニーズをきめ細かく把

握し、新しい発想による政策対応や行政サービスを可能とし、子育てや介護を担

う男女を含む組織全員の力を最大限発揮できるようになるなど、政策の質と行政

サービスの向上のためにも必要である。

以上の総合的な視点に基づき女性職員の活躍を推進するに当たっては、男女全

ての職員の「働き方改革」による仕事と生活の調和（ワークライフバランス）を

実現することが不可欠である。

ワークライフバランスの推進は、優秀な人材の確保、継続的勤務の推進、公務

の能率的な運営の観点はもとより、男女ともに育児・介護等時間制約のある職員

が増える中で、公務の持続可能性の向上の観点からも極めて重要である。全ての

職員が働きやすく、その時々の状況に応じた多様で柔軟な働き方を行いつつ公務

を支えるという仕組みへの転換を図ることが急務である。

本取組計画は、こうした考えに沿って、「第４次男女共同参画基本計画」（平

成27年12月27日閣議決定）（以下「第４次基本計画」という。）の定める平成32

年度末（2020年度末）までの目標の達成に向けた取組とともに、「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）（以下「女性活躍

推進法」という。）、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく

特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令」（平成27年内閣府令第61号）及び

「事業主行動計画策定指針」（平成27年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省

告示第１号）を踏まえて平成32年度末までを視野に入れた取組内容について定め

た「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」（平

成26年10月17日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定、平成28年

１月28日一部改正）（以下「取組指針」という。）を踏まえ、人事院における女

性職員活躍と職員のワークライフバランス推進について総合的かつ計画的な取組

を進めるために定めるものである。

取組指針及び本取組計画に基づき、女性職員が働きやすく、ますます活躍でき

るような、また、男女問わず職員が責任と誇りを持って生き生きと働けるような
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環境作りに、今後人事院一丸となって取り組んでいく。

Ⅱ 人事院における女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進に関する状況

と課題

１ 女性職員等の状況と課題

人事院において採用した職員に占める女性職員の割合（過去５年間の採用試

験の種類等別の女性の採用状況）及び非常勤職員に占める女性職員の割合（平

成27年度採用者）は次のとおりである。

採用者に占める女性の割合は、各年次ともおおむね30％を超え、また、合計

でもおおむね30％を超えており、第４次基本計画に定める成果目標（国家公務

員採用試験からの採用者に占める女性の割合30％以上（毎年度）国家公務員採

用総合職試験からの採用者に占める女性の割合30％以上（毎年度））を達成し

ている状況にあることから、現行の女性職員の採用への取組を継続していくこ

とが重要と考えられる。

２ 女性職員の登用状況と課題

人事院における役職段階別女性の在職状況について、第４次基本計画の計画

年度前の状況は、次のようになっている。

常勤職員

年次 計 計 計

24 5 2 (40.0%) 7 3 (42.9%) 12 5 (41.7%)

25 4 1 (25.0%) 10 6 (60.0%) 14 7 (50.0%)

26 8 3 (37.5%) 16 4 (25.0%) 24 7 (29.2%)

27 9 4 (44.4%) 13 4 (30.8%) 22 8 (36.4%)

28 8 3 (37.5%) 20 9 (45.0%) 28 12 (42.9%)

合計 34 13 (38.2%) 66 26 (39.4%) 100 39 (39.0%)

（注1）「総合職」にはⅠ種を、「一般職」にはⅡ種、Ⅲ種を含む。

（注2）「28」年次には内定者を含む。

非常勤職員

計

27 64 58 (90.6%)

女性（割合）

総合職 一般職 合計

女性（割合） 女性（割合） 女性（割合）
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第４次基本計画開始前の時点における女性の在職割合は、いずれの役職段階

においても第４次基本計画に定める成果目標（平成32年度末までに達成すべき

目標）を超えている。

しかし、「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性

が占める割合が、少なくとも30％程度になるよう期待する」という目標（平成

15年６月20日男女共同参画推進本部決定）の達成のためには、今後においても

女性の登用を引き続き推進する必要がある。

３ ワークライフバランスの現状と課題

(1) 超過勤務の状況と課題

人事院における職員の超過勤務（一人当たりの月間平均）の状況を見ると、

「仕事と育児の両立支援プログラム」（次世代育成支援対策推進法に基づく

人事院特定事業主行動計画であり、平成22年度から同26年度までの超過勤務

の縮減、休暇の取得等に関する目標等について定めたもの。）策定前の平成

21年度において30.0時間であったものが、平成26年度において25.6時間と4.

4時間減少している。しかし、平成26年度において月60時間を超えて超過勤

務を行った職員は、延べ329人に上っているなど、なお一層の超過勤務の縮

減が必要と考えられる。なお、非常勤職員の超過勤務は、平成26年度におい

て1.0時間となっている。

(2) 年次休暇の取得状況と課題

人事院における職員の年次休暇の取得日数（一人当たりの年間平均）は、

「仕事と育児の両立支援プログラム」策定前の平成21年において11.5日であ

ったものが、平成27年においては14.0日と着実に増加している。しかし、年

間付与日数は20日であり、更に未使用日数が翌年に繰り越されることが常態

役職段階
計画前

（平成27年7月1日現在）

基本計画
成果目標

（平成32年度末）

指定職相当 6.3% 5.0%

本省課室長相当職 10.8% 7.0%

地方機関課長・本省課長補佐相当職 22.0% 12.0%

係長相当職（本省） 37.6% 30.0%

（注）「本省課室長相当職」は行（一）７級～10級
　　　「地方機関課長・本省課長補佐相当職」は行（一）5・6級
　　　「係長相当職（本省）」は行（一）3・4級
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化していることに鑑みれば、一層の取得の促進が必要と考えられる。なお、

非常勤職員の年次休暇の取得日数は、平成27年において9.2日となっている。

(3) 育児休業等の取得状況と課題

① 女性職員の育児休業について

取得率100％で推移しており、引き続きこれを維持することを目指すこ

とが必要と考えられる。

② 男性職員の育児休業について

人事院における男性職員の育児休業取得率について、第３次基本計画年

度前３年間（平成19年度から同21年度まで）の平均では13.8％のところ、

計画年度当初３年間（平成23年度から同25年度まで）の平均では23.1％、

第４次基本計画の計画年度前（平成26年度）では35.0％となっており、順

調な伸びを示している。

男性の育児休業取得率に関しては、第４次基本計画において、平成32年

の成果目標は国家公務員で13％とされているところ、人事院においては、

既にこの数値を超えており、これまでの取組を継続することが重要と考え

られる。

③ 男性職員の配偶者出産休暇、育児参加のための休暇の取得について

取組指針においては、男性職員の配偶者出産休暇、育児参加のための休

暇について「全ての男性職員が両休暇合計５日以上取得することを目指

す。」ことを目標として、強力に取得促進を図ることとされている。

平成26年度における男性職員の配偶者出産休暇、育児参加のための休暇

を取得した職員の割合は、それぞれ70.0％、55.0％となっており、両休暇

について双方又はいずれかの休暇を取得した職員の割合は75.0％となって

いる。しかしながら、両休暇合計５日以上取得した職員の割合は15.0％に

留まっていることから、なお一層の取得の促進を図ることが必要である。

Ⅲ 職員の仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の推進のための二つの改革

１ 働き方改革

今後、女性だけではなく、共働き世帯の増加とともに、男性も含めて育児や

介護を担うなど時間制約のある職員が増加していくことが見込まれる。こうし

た現状の下で、時間制約のある職員について、その事情に配慮した人事配置（超

過勤務の比較的少ないポストへの異動等）や周囲の職員の負担増による対応は、

もはや限界がきており、女性の就業継続・登用や男女の子育てなどに支障とな

るだけでなく、組織としての持続が困難となる。

このため、時間制約のある職員を含む全ての職員が十分な能力を発揮できる

よう、これまでの価値観・意識を大きく改革するとともに、職場における仕事



- 5 -

改革、時間と場所の柔軟化を進め、男女全ての職員の「働き方改革」によるワ

ークライフバランスを実現する。

(1) 価値観・意識の改革

働き方改革に当たっては、トップからの継続的なメッセージの発出により、

管理職員（課室長級（公務員研修所及び地方事務局（所）を含む。）以下同

じ。）等への浸透を図ることが重要である。このため、以下の取組を推進す

る。

① 事務総長からの定期的なメッセージの発出

働き方改革を具体化し、超過勤務縮減のみならず、テレワークの推進や

休暇の取得促進などを集中的に行う期間として新設されるワークライフバ

ランス推進強化月間（毎年７・８月）において、定例の局長会議の席上、

事務総長から直接各局長等に対し働き方改革に係る管理職員へのメッセー

ジを伝達し、また、当該メッセージについて、同会議メンバーから局内の

管理職員に伝達するとともに、人事課から管理職員全員に電子メールによ

り配信し周知することとする。

② ワークライフバランス推進強化月間における取組

ワークライフバランス推進強化月間は、人事院勧告・報告の時期に当た

り繁忙ではあるが、働き方改革を具体化し、超過勤務縮減、「ゆう活」等

の取組による早期退庁の推進、テレワークの推進や休暇の取得促進などを

行うため、次の取組を集中的に行うこととする。

ア 超過勤務の縮減

(ｱ) 各府省共通のパンフレット、ポスター及び人事課が作成するポスタ

ーの掲示、院内ＬＡＮのパブリックフォルダへの掲載並びに庁内放送

による超過勤務縮減に係る周知、啓発

(ｲ) 管理職員に対する意識啓発のための意識調査の実施

(ｳ) 全職員に対する意識啓発のための在庁状況調査の実施

イ 「ゆう活」等の取組による早期退庁の推進

ウ テレワークの活用に関する周知、啓発

エ 夏季休暇等の利用による１週間以上の連続休暇の取得促進

③ 人事評価への反映

人事評価マニュアルを踏まえ、効率的な業務運営やワークライフバラン

スに資する取組について適切に人事評価へ反映する。特に、幹部職員（審

議官級以上（公務員研修所及び地方事務局を含む。））及び管理職員につ

いては、評価者は、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する

働き方の改革など、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現するため

の取組としてとられた行動等を人事評価へ適切に反映させる。
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人事課においては、上記の対応に資するよう、本取組計画を受けた行動

事例や目標設定例を示すとともに、幹部職員及び管理職員に係る個々の人

事評価記録書を確認し、高い評価結果に結びついた行動や実際に設定され

た業績目標の中で、効率的な業務運営やワークライフバランスに資すると

思われる優良事例があればこれを取りまとめ、周知することとする。

(2) 職場における仕事改革

ワークライフバランス推進に向けた取組は、一律に行うだけではなく、各

課等の実情に合わせた取組を行うことが重要である。また、それぞれの職員

が自ら職場環境の改善策を考えることが、実効性のある取組や風土づくりに

つながる。

このため、以下により各課等ごとの改革に取り組む。

① 職場ごとの改革並びにその実施手順及び実施体制

・ 各課等ごとに、業務体制の見直し、不必要な業務の洗い出し等を通

じた業務の効率化や職場環境の改善策を議論・策定し、事後的に評価

して更なる改善につなげる取組（ＰＤＣＡ）を実施する。

・ 各課等における取組の状況や、改善による効果については、一定期

間ごとに総務課において取りまとめ、人事院女性職員活躍・ワークラ

イフバランス推進本部に報告を行う。各課等における取組のうち、ワ

ークライフバランスの推進に特に効果を挙げたと認められるものにつ

いては、院内に広く共有し、各課等ごとの事情にも配慮しつつ他課等

においても導入していくこととする。

② 超過勤務、休暇の取得状況等の事務総長等による状況把握とそれを踏ま

えた縮減・取得促進方策

ア 事務総長による超過勤務等の把握

部局ごとの超過勤務や各種休暇の取得など、職員の勤務状況を事務総

長が直接把握した上で、徹底した削減、取得促進努力を行うことが重要

である。

このため、毎月の超過勤務について、毎月の本院各局ごとの、職員一

人当たりの平均時間、月60時間超職員数及び22時を超えて在庁する職員

の１日の平均人数を定例の局長会議の場で報告を行うことに加え、毎年

の各局ごとの職員一人当たりの平均休暇取得状況（年次休暇及び夏季休

暇）についても報告を行うこととする。

イ 超過勤務の縮減のための取組

ⅰ 毎年、人事課が本院職員の月平均の超過勤務時間の上限目標を設

定した上で、各局において局ごとの上限目標及び具体的取組事項を

決定する。また、公務員研修所及び地方事務局（所）において、そ

れぞれの機関ごとに目標を設定した上で、超過勤務の縮減に取り組
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む。特に、特定の職員に過重な負担をかけることがないよう配慮す

る必要があることから、月60時間超職員の削減に重点的に取り組む。

ⅱ 定時退庁日（毎週水曜日及び金曜日）及び育児の日として定めた

日（毎月19日）に庁内放送により定時退庁、早期退庁を促進する。

ⅲ 各局各課において院内統一の定時退庁日のほかに原則月１回の定

時退庁日を設定する。

ⅳ 以上のほか、次の事項に積極的に取り組むよう奨励する。

・ 監督者は率先して定時退庁、早期退庁を行うよう努めるととも

に、職員が退庁しやすい雰囲気づくりを心掛ける。

・ 繁忙部署の監督者は、交替などの方法により職員を少なくとも

週一度は定時退庁させるよう、公務員研修所及び地方事務局（所）

を含めた全体目標を設定した上で、全人事院として一層の超過勤

務の縮減に取り組む。

ⅴ 部内の会議、打合せ等に関して、その効率的運営に努め、原則と

して勤務時間内に終了する。

ⅵ その他上記アの超過勤務の状況把握を踏まえて必要と考えられる

事項。

ウ 休暇の取得促進のための取組

(ｱ) 具体の取組事項

ⅰ 月１回は計画的に年次休暇を取得することが可能となるよう「休

暇等計画表」を活用する。

ⅱ 次の連続休暇の取得を奨励する。

・ 夏季における夏季休暇と合わせた１週間以上の連続休暇

・ 公務員生活や家庭生活の節目（勤続○年、結婚○周年等）など

における心身のリフレッシュのための連続休暇

・ ゴールデンウィーク期間等における連続休暇

・ 勧告作業、法令・予算案の作成、行事の準備等一定程度繁忙な

期間が継続するプロジェクトの終了後における連続休暇

(ｲ) 年次休暇の年間の取得目標

上記(ｱ)により、「職員一人当たりの年次休暇の年間取得日数を平

成25年の13.6日から平成32年までに16日以上とすることを目標に取り

組む。

なお、各年の年次休暇の取得目標については、前年の取得状況を踏

まえつつ、前記イのⅰの超過勤務時間の上限目標の設定の時期に併せ

て設定することとする。

③ 法令等協議業務、国会関係業務、調査等業務、法案等作成業務など、府

省等に共通した事務の合理化の方策

ア 協議ルールの厳格化・徹底

政策の検討等に際し、各府省に意見照会等を行う場合には、取組指針
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Ⅱ１(2)③アに掲げられた事項を遵守し、協議先府省の超過勤務を極力

生じさせないようにする。

イ 国会関係業務の合理化・効率化

国会関係業務については、これまでも必要最低限の人数での対応や答

弁案作成の迅速化等の取組を進めてきたところであるが、一層の合理化

・効率化を図ることが必要である。このため、総務課及び各課長等が状

況に応じて最適な待機方法を判断・指示することや各局内で当番制を敷

くこと等により国会待機等に係る負担を軽減するとともに、各府省の取

組を参考に、答弁資料作成過程の一層の合理化・効率化について検討を

進める。

ウ 査定・審査業務の簡素化・効率化の推進

人事院が行う査定・審査業務については、これまでも効率化・簡素化

のための取組を進めてきたところであるが、ヒアリング・作業依頼等に

関し、取組指針Ⅱ１(2)③ウに掲げられた事項を遵守することとした上

で、より一層各府省の負担の軽減に資する取組について検討を行い、可

能なものから実施に移すこととする。

エ 調査等の必要性の吟味、効率的実施の徹底

複数の府省を対象とする調査や照会で相当の作業量を伴うものについ

ては、取組指針Ⅱ１(2)③エに掲げられた事項を遵守することとした上

で、各府省の負担を軽減する観点から、調査項目・手法等について不断

の見直しを行う。

オ 取組に係る実効性の確保

上記アからエまでの取組については、一定期間ごとに総務課が実施状

況を取りまとめ、人事院女性職員活躍・ワークライフバランス推進本部

に報告を行うとともに、必要に応じ、各局に対し指導等を行う。

④ 法案等作成業務の合理化の推進

ア 法案等担当者の育成や法案等作成体制の整備

適切な人事ローテーション等を通じて法案等担当者の計画的な育成を

行うとともに、特定の職員に法案等作成作業が集中しないよう次の取組

を行う。

(ｱ) 平時からの法令確認など作業準備及び法制実務研修の実施

(ｲ) 合理的な作業スケジュールの設定

(ｳ) 作業量に応じた人的体制やダブルチェック体制の整備

(ｴ) 幹部職員の作業過程における適切な関与

なお、幹部職員は、スケジュールや作業量を勘案しつつ、作業担当職

員の超過勤務を極力生じさせないようにする。

イ 法令審査事務の合理化

法案等作成作業の省力化・平準化のために有効と判断する場合には、

審査担当部署と協議し、又は同部署の指示により、個々の事案の特性に
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応じた資料の簡素化を図るとともに、資料の提出時期や方法等の合理化

を図る。

また、審査スケジュールを共有するとともに、審査の進捗状況に応じ

た、法案等作成部署と審査担当部署の待機（解除）連絡を励行する。

さらに、審査の過程における作業についても、スケジュールや作業量

を勘案して行うことにより、審査担当職員及び作業担当職員の超過勤務

を極力生じさせないようにする。

(3) 働く時間と場所の柔軟化

これまでの勤務時間管理は、職場に全職員が同じ時間帯に出勤しているこ

とを前提として行われてきたが、ＩＣＴの進展により職場に出勤しなくても

同等の業務遂行が可能となりつつあるほか、業務の繁閑等の事情や個人の抱

える事情を踏まえ、勤務時間についても柔軟化することがより効率的、効果

的であると考えられる場合も想定される。このため、テレワークを活用でき

るよう推進するとともに、働き方改革を後押しする。

① テレワークの推進

政府においては、職場から端末等を持ち帰らずとも、自宅ＰＣ等から職

場内のシステムにアクセスできる政府共通プラットフォーム上の機能の活

用の促進を図るとされているが、人事院としてこの環境によりテレワーク

が実施できるのは、次期サーバの入替期に当たる平成30年を待つこととな

る。

それまでの間においては、現在のセキュリティ状況を踏まえて、政府共

通プラットフォームを使用しない環境下におけるテレワークとして実施す

る。

② フレックスタイム制の活用

平成28年４月から原則として全ての職員を対象に拡充されるフレックス

タイム制について、人事院においても適正な公務運営の確保に配慮しつつ、

その円滑な実施を図ることとする。また、希望する職員には可能な限り適

用するよう努め、特に育児や介護を行う職員からの希望については、でき

る限り希望どおりに対応できるようにするなど配慮する。

人事院におけるフレックスタイム制の概要は次のとおりとする。

ア イ以外の職員（交替制職員を除く。）

・ １日の最短勤務時間 ６時間

・ コアタイム 10：00～12：00、13：00～16：00

・ フレキシブルタイム：7：00～10：00、16：00～22：00

イ 育児又は介護を行う職員

・ 週休日 土日に加えて週１日の週休日を設けることも可能

・ １日の最短勤務時間 ４時間
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・ コアタイム 13：00～15：00

・ フレキシブルタイム 7：00～12：00、15：00～22：00

③ 早出遅出勤務の活用促進

早出遅出勤務については、現在、育児若しくは介護を行う職員又は修学

等のため特に必要と認められる職員の早出遅出勤務及び育児・介護を行う

職員等の休憩時間の特例（職員の勤務時間の特例に関する規程）を設けて

いるところ、定められた勤務時間については、次のとおりである。

・ 最も早い区分は午前７時から午後３時45分まで、最も遅い区分は

午後１時15分から午後10時まで

・ 休憩時間は午後０時から午後１時まで（最も遅い区分にあっては

午後６時から午後７時まで）の１時間とするが、45分又は30分に短

縮することが可能

なお、早出遅出勤務に関しては、このほか、超過勤務による疲労蓄積を

防止するための早出遅出勤務や国家公務員における「ゆう活」のための職

員の早出遅出勤務を整備している。

このように、職員のニーズに応じた早出遅出勤務に係る仕組みは既に整

備されていることから、今後とも規程の周知とともに、職員が安んじて早

出遅出勤務を活用できるよう、監督者の理解促進や職場の雰囲気の醸成に

一層努めていくこととする。

２ 育児・介護等と両立して活躍できるための改革

仕事と家庭の両立支援制度の導入は進んでいるものの、制度等を利用しなが

ら職員がワークライフバランスを実現しつつ活躍していくためには、いまだに

障害のある場合も多い。このため、男女問わず職員の状況に応じたきめ細かい

対応や配慮を行うこと等により、全ての職員が活躍できる職場環境を整備する

必要がある。

(1) 男性の家庭生活への関わりの推進

① 男性の家庭生活への関わりの推進に係る雰囲気の醸成

ア 管理職員に対する意識啓発

管理職員に対する意識啓発のため、前記１(1)①のワークライフバラ

ンス推進強化月間に発出する事務総長からのメッセージにおいて、男性

職員の家庭生活（家事、育児、介護等）の参画促進に向けた内容を盛り

込む。

イ 監督者及び人事課による男性職員の状況把握

後記(2)①イの「出生予定連絡票」を基に人事課が職員に対して必要

な事項を確認することとし、なお当該確認の結果必要と認める事項に関

して職員の監督者に伝達するなど、男性の家庭生活への関わりをサポー

トする。
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また、同じく後記(2)①イの「職務状況等調査」において監督者が聴

取した職員の育児に関する希望に関して、必要に応じて人事課が当該職

員から直接詳細に状況を把握することにより、職員をサポートする。

② 育児休業・休暇等の取得の促進

ア 育児休業の取得の促進

人事院における男性職員の育児休業取得率は、前記Ⅱ３(3)②のとお

り35.0％（平成26年度）となっており、既に第４次基本計画に定める平

成32年度までの政府全体の目標（13％）を超えている。

人事院においては、平成24年に「人事院育メン応援団」を立ち上げた

ところ、その活動内容として、

・ これから子育てを行う男性職員からの相談に育児休業取得経験者が

応じる「育メンター・育メンティー」制度の創設

・ 院内ＬＡＮに設置した専用掲示板への、育児休業取得経験者の生の

声をまとめた「育児休業取得経験者インタビュー」、育児に関わる職

員を支援するための各種制度をまとめた「育児ハンドブック」、監督

者等に対する意識啓発のための「「育メン」応援してますかチェック

シート」の掲載、男性職員を対象とする育児休業取得講座の開催など、

男性職員が育児休業を取得しやすい環境作りを進めてきたところであ

り、引き続きこうした取組を継続する。

イ 休暇の取得促進

男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇については、取

組指針において「全ての男性職員が両休暇合計５日以上取得することを

目指す。」ことを目標とし、強力に取得促進を図ることとされているこ

とから、人事院においてもこれを目標に取得促進に取り組むこととする。

(2) 子育てや介護をしながら活躍できる職場へ

育児・介護等の時間制約のある職員でも活躍できる職場にする必要があ

る。子育て期に育児休業や短時間勤務、育児時間等の両立支援制度の利用は

しやすくなってきているが、重要な仕事が経験できずキャリア形成ができな

いといったことが生じないよう、子育てもキャリアも目指せる能力発揮を促

す人事管理を進める必要がある。

① 両立支援制度の利用と育児休業復帰後の支援

ア 管理職員に対する意識啓発

管理職員に対する意識啓発のため、前記１(1)①のワークライフバラ

ンス推進強化月間に発出する事務総長からのメッセージにおいて、両立

支援制度の理解の促進に向けた内容を盛り込む。

イ 監督者及び人事課による職員の状況把握

子の誕生が見込まれる職員は、できるだけ速やかに監督者及び人事課
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に申し出ることとしているところ、今後においては、より円滑な両立支

援制度の利用や育児休業復帰後の支援のため、職員が申し出るべき事項

（出産予定日、配偶者の状況、保育の状況、両立支援制度の利用に関す

る意向等）を「出生予定連絡票」として様式化し、提出された連絡票を

基に人事課が職員に対して必要な事項を確認することとし、なお当該確

認の結果必要と認める事項に関して職員の監督者に伝達することとす

る。

また、毎年10月に行う「職務状況等調査」の監督者ヒアリングにおい

て、子の誕生が見込まれる職員又は小学生までの子を養育中の職員につ

いては、今後の育児休業、育児時間等の制度利用に関する意向や保育施

設への子の迎え等のための勤務上の配慮についての希望を聴取すること

としている（平成26年度から実施）。この希望聴取結果は、人事課に伝

達されることとなっており、必要に応じて人事課が当該職員から直接詳

細に状況を把握することにより職員をサポートする。

ウ 能力・実績に基づく昇任・昇格

育児休業、育児短時間勤務等の両立支援制度を利用したことにより昇

任・昇格に不利益とならないよう、能力・実績に基づき昇任・昇格の判

断を行う。

エ 育児休業からの円滑な復帰

前記イの「出生予定連絡票」を用いて、産前休暇取得前においてあら

かじめ育児休業からの復帰希望時期、復帰後の育児支援制度の活用希望

等について確認を行う。

さらに、育児休業から復帰する職員については、現在、復帰後の勤務

に関して人事課が個別に希望を聴取しているところ、今後においては、

必要事項をシステム的に把握できるよう、復帰後における育児を考慮し

た働き方に関する希望等（育児時間の取得、保育施設への子の迎えのた

めの定時退庁等配慮を希望する事項やその期間等）について聴取するた

めの「育児プラン、キャリア形成等に関する聴取事項シート」を作成し、

それを基に人事課において職員と面談し、必要事項を聴取の上、復帰時

及び復帰後の配置等に活用する。なお、介護休暇を取得する職員に関し

ても、同様に、介護の状況、働き方に関する希望等についてシートを作

成の上、人事課において面談を行いその後の配置等に活用する。

オ 代替要員の確保

一定期間以上育児休業を取得する職員の代替要員には可能な限り常勤

職員を配置することとし、代替要員の配置に当たって院内全体を見渡し

た効率的な人事運用の実施、一定の産前・産後休暇や育児休業の取得者

数が生じることを踏まえた採用方針の策定、新たに措置された別枠定員

（産前・産後休暇、育児短時間勤務、育児時間等の取得実態に応じて措

置された定員）の活用等、代替要員の確保に向けた人事運用面の対応を

行う。
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カ 非常勤職員への周知

在職期間が１年以上であるなど一定の要件を満たす非常勤職員につい

ても、育児休業、育児時間、介護休暇等の両立支援制度を利用できるこ

とにつき周知を図る。

② 育児休業取得中の職員への支援

育児休業取得職員が育児休業から円滑に復帰するためには、職務への意

欲と職務に必要となる知識や技能等を取得期間中も維持するなどして、育

児と仕事の両立に向けて効率的に業務を遂行するための知識やノウハウを

持つ必要がある。また、育児休業取得職員が育児休業後の具体的なキャリ

アイメージを持ち、職務への意欲を持って復帰できるよう、以下のような

支援を行う。

ア 「キャリアモチベーション研修」等への参加の促進

院内で実施する研修については、希望があれば育児休業取得職員も参

加させることとしているところであり、「キャリアモチベーション研修」

（後記Ⅳ３(1)①イ）についても同様とする。

また、内閣人事局が実施する育児休業取得職員等を対象としたセミナ

ーについても職員を積極的に参加させるとともに、同局が作成するｅ－

ラーニングを活用し、育児休業取得職員を支援する。

イ 職場の情報の伝達

育児休業取得職員に対しては、毎月、「人事院月報」、「人事異動速報」

等を送付して職場の情報を伝達しているところ、さらに、平成27年度か

ら実施した産前・産後休暇中及び育児休業中の職員を対象とするメール

マガジンの発行を継続し、育児休業等職員への情報提供を充実させる。

(3) 保育の確保

育児を行う職員のための保育の確保については、人事院の職員数や予算規

模では独自の保育施設を整備することは困難であることから、他府省の保育

施設を利用できるよう、当該府省に協力を要請するとともに、職員に対して、

他府省の保育施設、職場に近い保育施設、シッターサービス等の育児支援サ

ービスに関する情報提供を行うこととする。

Ⅳ 女性の活躍推進のための改革

１ 女性の採用の拡大

女性の採用の拡大に向けて、国家公務員採用試験からの採用者に占める女性

の割合については、第４次基本計画を踏まえ、次のとおり目標（毎年度）を定

める。

ア 国家公務員採用試験からの採用者に占める女性割合 30％以上

イ 国家公務員採用総合職試験からの採用者に占める女性割合 30％以上
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また、このため、国家公務員採用試験の申込者・合格者の拡大に向けた取組

を進める。

(1) 広報活動の推進

内閣人事局及び人事院で行う広報活動についてこれらの機関と連携、協力

する。

また、人事院を志望する国家公務員採用試験受験者等を対象としたパンフ

レットへの女性先輩職員の掲載、説明会における女性職員の活用などを引き

続き積極的に行う。

(2) 女性職員の中途採用の拡大

内閣人事局が行う女性向けの府省横断的な広報活動について連携、協力す

るとともに、経験者採用試験の活用等外部女性人材の採用に取り組む。

(3) 育児等を理由に国家公務員を中途退職した職員が再度公務において活躍で

きるための取組

人事課において、中途退職者の連絡先の把握等に努める。

２ 女性の登用目標達成に向けた計画的育成

(1) 女性の登用の拡大

女性の登用の拡大に向けて、各役職段階における女性の占める割合につい

ては、第４次基本計画を踏まえ、次のとおり目標（32年度末まで）を定める。

ア 指定職相当 10％以上

イ 本院課室長相当職（行(一)7級～10級相当） 14％以上

ウ 地方機関課長・本院課長補佐相当職（行(一)5級・6級相当）24％以上

エ 係長相当職（本院） 38％以上

(2) 人事管理の見直し

① 女性の登用の実態把握及び分析

人事院採用者（出向者を含む。）について、採用試験の種類別に、各役

職段階に登用されている女性職員の割合と各役職段階における最も若い採

用年次以上の職員に占める女性職員の割合を比較すると、地方機関課長・

本院課長補佐相当職以上では登用割合と在職割合がほぼ均衡しているもの

の、本院課・室長相当職以上では、特に本院のⅡ種・Ⅲ種等について、登

用割合が在職割合を大きく下回り登用が進んでいない実態があるところ、

その原因の一つとして、これまでの女性職員の育成過程において、企画立

案ポストの経験がないなど配置された職域が限られていたり、業務や部下

の適切な管理が求められる課長補佐ポストの経験がないなど、管理職員に

求められる能力を培うために必要な幅広い経験を付与されてこなかった職

員が少なくないということが考えられる。
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なお、今後登用を進めていくべき係長級以下の職員については、Ⅰ種、

Ⅱ種・Ⅲ種等とも女性職員の在職割合が３割を超えており、女性の登用拡

大に向けて人材プールが形成されるつつあることから、これら若手職員を

どのように育成していくかが今後の女性登用の拡大の鍵となる。

② 女性の登用実態を踏まえた育成・配置・登用のための取組

ア 幅広い職務経験の付与

管理職員に昇進させるために必要な能力を培うためには、制度の企画

立案に携わるポスト、業務や部下を適切に管理することが求められるポ

ストを経験させておく必要があるところ、このようなポストを出産・育

児期に入る前の若年で経験させることについては限界があることから、

ある程度中長期的な育成プランをもって臨まなければ、結果としていわ

ゆる育成期と出産・育児期が重なりこのような経験がないか又は不十分

なため、組織において重要な役割を担う管理職員に登用できないという

ことになるおそれがある。また、このような管理職員に登用されるまで

の過程において経験させるべきポスト（登用者経験ポスト）については、

多くが繁忙部署であり、現実問題として一定の超過勤務を前提とせざる

を得ないことから、業務の円滑な実施の観点から育児のために時間的な

制約のある職員を配置することが困難なものが多い。このため、全体的

な超過勤務縮減に向けての取組を強化するとともに、登用者経験ポスト

の中でも比較的超過勤務が少なく周囲のサポート体制があれば育児と両

立し得ると考えられるポストを含め、登用者経験ポストに育児中の職員

を積極的に就けるなど、女性職員に幅広い職務経験を付与するための取

組を継続していく必要がある。

イ 年次等にとらわれない研修受講機会の付与

院内職員向けに行う階層別研修は、Ⅱ種・Ⅲ種等職員向けの３年目フ

ォローアップ研修、係長級研修及び課長補佐級研修があるが、係長級研

修にあっては係長昇任後３年から10年まで、課長補佐級研修にあっては

昇任後１年から７年までの対象期間内に全員に受講させることを基本と

しており、育児等により研修が受講できないことがないように配慮して

いるところ、今後ともこの取組を継続する。

③ 転勤に関する配慮

転勤については、それ自体を管理職員への登用の要件とはしていないが、

女性職員本人の希望を踏まえつつ、出産・子育て期等を迎える前の若いう

ちに転勤させたり出産・子育て期等を越えてから転勤させることにより必

要な経験を積ませるなど、登用に向けた柔軟な育成を行う。

(3) 管理職員の意識改革

女性職員の登用の拡大に向けた管理職員向けの啓発活動について、平成27
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年度において人事課長を参加させた「女性職員登用推進セミナー」など、内

閣人事局及び人事院の行う啓発活動に積極的に職員を参加させる。

また、前記Ⅲ１(1)①のワークライフバランス推進強化月間に発出する事

務総長からのメッセージにおいて、女性の登用を図る観点からの従来の意識

や慣行の改革、女性職員のキャリア形成支援等意欲を向上させる取組の重要

性についての明確なメッセージをその内容として盛り込む。

３ 女性職員のキャリア形成支援、意欲向上

(1) キャリアパスモデルの提示等によるキャリア形成支援

① 若手女性職員の意欲の向上

ア 企画立案ポスト等への採用後早い段階での配置

能力ある女性職員が家庭責任を負いながらも仕事にチャレンジしよう

という意欲を保ちつつ勤務を続けられるようにするためには、採用後の

なるべく早い段階で企画立案ポスト等に配置するなどの工夫が必要とな

ると考えられる。

人事院においては、これまでも男女の別なく人事配置を行ってきてい

る。Ⅰ種職員については、早いうちから企画立案ポスト等に配置してい

るが、Ⅱ種・Ⅲ種等職員の場合には、最初は庶務的ポストに配置した上

で、能力と適性に応じて企画立案ポスト等に配置している。企画立案ポ

スト等の数の関係から、Ⅱ種・Ⅲ種等職員のうち能力と適性があると考

えられるもの全てについて早い段階でそのようなポストに配置すること

には限界があるが、係長としての配置も含めなるべく早く企画立案ポス

ト等を経験させられるよう配慮を行うこととする。

また、育児期に昇任を希望しなかった等の理由により結果として昇任

が遅れている職員についても、優れた潜在的な能力を持つ女性職員に対

しては、多様な職務機会の付与や研修等の必要な支援を積極的に行い、

意欲、スキル等を高め、昇任スピードを加速する。

イ 「キャリアモチベーション研修」の実施

院内先輩女性職員からの体験談の紹介、後輩女性職員へのアドバイス、

質疑応答等を内容とする「キャリアモチベーション研修」を平成27年度

から新設したところであり、引き続き実施していく。

ウ 内閣人事局等が実施する研修への参加

内閣人事局及び人事院が実施する若手女性職員のキャリアイメージ形

成支援による意欲向上研修やこれらの能力向上のための研修に職員を積

極的に参加させるとともに、内閣人事局が行う活躍する女性職員が歩ん

できたキャリアパスの事例や先輩職員からの経験談等のキャリアパスモ

デルの紹介を活用して若手女性職員の意欲の向上を図る。

② ロールモデルとなる人材の育成等

人事院においては、本院課・室長相当職以上に占める女性の割合が10％
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を超えるなど、ロールモデルとなる人材は着実に増加しつつあるところ、

今後とも女性職員の登用に努める。

また、様々な分野で活躍する女性職員をロールモデルとして取り上げた

内閣人事局作成の活躍事例集を職員に周知して積極的に活用する。

③ キャリア形成のための人事課による面談

前記Ⅲ２(2)①エの育児休業から復帰する職員に対する「育児プラン、

キャリア形成等に関する聴取事項シート」にキャリア形成のイメージ（子

の成長段階に応じた働き方のイメージ）を記載させ、これを基に人事課に

おいて具体的な希望を聴取する。また、前記Ⅲ２(2)①イの毎年10月に行

う「職務状況等調査」の監督者ヒアリングの際に把握した職員の事情、意

向について、必要に応じて人事課が直接確認を行う。

これらの情報に関しては、人事課において職員のキャリア形成に活用す

るとともに、必要に応じて職員の管理者に対しても通知し職員のキャリア

形成への配慮を求めることとする。

(2) 女性職員が抱える悩みや心配事の相談ができる体制づくり

人事院メンター制度については、長期の育児休業から復帰した女性職員の

うち希望するものについても対象とし、職業生活に関するキャリアアップに

ついてのアドバイスを求められた場合には、助言、指導を行うこととしてい

る。

また、係長以上の役職段階にある女性職員が先輩職員（女性のチャレンジ

サポーター）に対して、気軽に、キャリアに関する相談、育児や介護と仕事

の両立に関する相談を行えるようにすることにより女性の活躍を支援する

「女性のチャレンジサポーター」を平成24年度に設置している。

しかしながら、長期の育児休業から復帰した女性職員のメンター制度につ

いては、これまで活用実績はなく、また、女性のチャレンジサポーターの活

用実績として人事課が把握しているものは１件にとどまっている。

女性職員の多くは、これらの制度を活用するまでもなく、身近な同僚や先

輩職員に相談を行うことで悩みや心配事を解消しているとも考えられるとこ

ろではあるが、今後においては、職員からの申出を待つのではなく、人事課

から積極的にその利用を働きかけることにより、仕事と家庭の両立や将来の

キャリア形成に悩む女性職員に対するサポートとなるよう、その有効な活用

を図ることとする。

また、女性職員向けの研修への職員の参加を通じて府省横断的な人的ネッ

トワークの形成を促進する。

Ⅴ 女性職員の採用・登用の拡大及び職員の仕事と生活の調和の推進に向けた推進

体制等
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１ 事務総長のリーダーシップの下での全院的かつ継続的な取組推進

(1) 全院的な推進体制の整備

事務総長のリーダーシップの下、人事院における女性職員の採用・登用の

拡大及び職員の仕事と生活の調和の推進を図るため、事務総長を本部長とし

官房三課長、各局筆頭課長等を構成員とする「人事院女性職員活躍・ワーク

ライフバランス推進本部」を平成26年12月１日に設置した。

(2) 担当官等の設置

人事院における女性職員の採用・登用の拡大及び職員の仕事と生活の調和

の推進に関する事務の中核を担う者として、「女性職員活躍・ワークライフ

バランス推進担当官」を平成26年12月１日に設置し、人事企画官をもって充

てることとした。

また、公務員研修所又は地方事務局（所）における女性職員の採用・登用

の拡大及び職員の仕事と生活の調和の推進に関する事務を行う者として、「女

性職員活躍・ワークライフバランス推進担当者」を平成26年12月１日に設置

し、公務員研修所教務部総務課長及び各地方事務局（所）総務課長をもって

充てることとした。

２ 本取組計画のフォローアップの実施等

本取組計画に基づく取組状況を毎年１回フォローアップし、女性職員活躍・

ワークライフバランス推進協議会に報告する。

あわせて、当該フォローアップ結果をその後の取組等に反映させるＰＤＣＡ

サイクルを確立する。

また、女性職員の採用・登用状況、男女の育児休業取得状況並びに男性職員

の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得状況について公表を行う。

以 上


