


あなたは、仕事を何で決めますか？

仕事の内容？
確かに、自分に合った仕事がいいですよね。
家から近いこと？
確かに、ご家族の様子がいつでも見られると安心しますよね。
給料が高いこと？
確かに、お金がなくては生活ができませんよね。

…でも、それだけじゃないですよね？

これから１日の１／３以上の時間を過ごす、いわば第２の我が家。
それが「職場」です。
その職場で心地よく過ごせること。
第２の家族となる上司や同僚たちと困難を乗り越え、成長できること。
そしてもちろん、自分の本当の家族や友達との時間も大切にできること。

今日はあなたに、国家公務員の「職場生活」の魅力をお届けします。
普段あまり見ることのない公務職場にダイブしてみてください。
超過勤務が多いのでは？転勤が大変そう…などの声も多く聞かれますが、
良いところもたくさんあるのです。

「本当にそうなの？」「嘘じゃないの？」
そう思う人もいると思います。
そんな冷静なあなたこそ、
もしかしたら国家公務員に向いているかもしれません。

大切なのは、自分の目で確かめること。

これを読んで、少しでも興味が湧いた人、逆に疑問に思った人、
ぜひ、国家公務員に会いに来てください。

あなたとお話できるのを、楽しみにしています。

な に



国家公務員の仕事・職場に関する意識に迫る！

「国家公務員ってお堅い職場なんでしょう？」

「国民に直接貢献できなさそう…」

国家公務員の職場にそんなイメージを持っていませんか？
今回は、職員意識調査の結果から、
実際に働いている職員が感じている職場や仕事の魅力をご紹介します！

職員意識調査とは…

内容：国家公務員の職場に関する多角的・包括的な意識調査（全85問）
対象：本府省に勤務する職員（約半数の15,907人から回答）
方法：「まったくその通り」から「まったく違う」までの５段階の回答を点数化して集計

本調査では約3.6以上をポジティブな傾向の回答ということにしています

職場の雰囲気は・・・？

明るい雰囲気だと思う

３．７８ 上司に相談・報告しやすい

３．６５

上司が意見を聴いてくれる

３．６４

上司が公平に接してくれる

３．６６

意外と!?明るい公務職場は
話し合う声でいつもにぎやか！

仕事についてどう思っているの・・・？

社会に貢献できていると思う

３．６５

国民に奉仕できていると思う

３．７３

所属する府省について…

ポジティブな傾向の回答（主なもの）

国家・社会像を自分で考えている ３．７６
仕事を工夫・改善している ３．８４
仕事の進め方に裁量がある ３．６４

【その他】

本府省では
国民への奉仕を直接感じる
機会は少ない（２．９２）

けれど…

職員意識調査の詳細は、
人事院「平成28年度年次報告書」第２部に掲載されています
http://www.jinji.go.jp/hakusho/pdf/28_1-2.pdf

上司を信頼している

３．７１

行政への貢献を実感する

３．７１

国家公務員に

誇りを持っている

３．８１

仕事を通じて

成長していると実感する

３．６０

 国家公務員は誇りをもって国民や社会に奉仕しています！

• 行政施策の立案や行政サービスの提供を行う中で、より良い社会の実現に貢献

し、国民に奉仕できることが公務職場の魅力です。

 国家公務員の仕事は挑戦を通じて成長できる仕事です！

• より良い社会の実現を目指して、意欲的・前向きに仕事に取り組む職員が多く、

仕事の進め方には裁量があります。色んな挑戦ができますよ。

 明るい職場と信頼できる上司があなたを待っています！！

結 論
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国家公務員ならではのコンプライアンス

「不正への誘惑が多そう…」 「職場でのハラスメントが心配…」

国家公務員には、法令に従う服務義務が課されていて、職員のコンプライアンスは極めて重要です。
「国民全体の奉仕者」として、高い倫理感をもって規律正しく公正に働く必要があります。

高い倫理感と公正な職務遂行

自分の職場は
法令や倫理を遵守している

４．１１

民間企業から見た国家公務員の倫理感は…？

国家公務員が職務に係る法令や倫理を
遵守することは、職務の執行の公正性に
対する国民の信頼を確保することにつな
がります。
このような職場風土を、今後も維持・

改善していきます。
国家公務員倫理審査会
「公務員倫理に関するアンケート」（平成28年度）

16.8%

62.4%

14.0%

2.8%
0.6%

3.4%

倫理感が高い

全体として倫理感が高いが、

一部に低い者もいる
どちらともいえない

全体として倫理感が低いが、

一部に高い者もいる
倫理感が低い

分からない

ハラスメントの防止

セクハラの防止度

４．０６
パワハラの防止度

３．６１

国家公務員は、平成10年にセクハラを防止するための法令
（人事院規則）を作るなど、ハラスメントのない職場づくりに
積極的に取り組んできました。

性的指向や性自認を
からかいの対象とする言動

育児・介護
ハラスメント

女性の活躍推進

国家公務員は、国家公務員法が定める平等取扱の原則の下、男女問わず能力・実績に基づく昇進管理や
登用を行っています。また、近年では、国を挙げて女性の活躍推進に取り組んでいて、国家公務員につい
ても女性の採用・登用が拡大しています。離職率が低く、働き続けられる職場環境も公務の特徴です。

女性の採用割合 女性管理職の割合 女性の離職率（H27）
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★フレックスタイム制を全面導入しています！

平成28年度から原則としてすべての職員が希望する勤務時間数や時間帯を申告できるようになりました。

★超過勤務の縮減に向けて頑張っています！
大臣、事務次官等からメッセージを発信して価値観・意識の改革を行ったり、それぞれの職場で
業務効率化などの仕事改革を行うことにより、超過勤務の縮減を図っています。

★「ゆう活」・ＷＬＢ推進強化月間（７・８月）で夏を楽しもう！
国家公務員にとって、夏はＷＬＢの季節！「ゆう活」でいつもより早く帰って、アフター５を
楽しみます。ＷＬＢ推進強化月間には、休暇取得促進や業務の見直し等を行っています。

★いつでもどこでも働けるテレワークへ！
テレワークについては、本格的活用に向けた環境整備を行っているところですが、
2020年までには、リモートアクセス機能が全府省に導入される予定です。

みんな気になるワーク・ライフ・バランス

「休みはちゃんと取れるかな…」
「育児と両立できるかな…」

仕事はもちろん頑張りたいけれど、自分の時間や家族との生活も大切にしたいですよね。
忙しいイメージの国家公務員ですが、メリハリのある職業生活も魅力の一つです。

休日・休暇の平均日数
（平成27年）

男性の育児休業取得率
（平成27年度）
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休暇・休業の取得しやすさは・・・？

柔軟で効率的なワークスタイルへ

充実した両立支援制度

〔人事院・総務省・厚生労働省調査〕 〔人事院・総務省・厚生労働省調査〕

育児休業が取りやすい！

男女問わず育児休業を取得しやすい環境（女性は
100％！男性は他業種の３倍以上！）なので、夫婦
一緒に、夫婦交互になど、夫婦の仕事や家庭の事情
に応じて育児休業を活用できます。

様々な働き方が選べるので
職場復帰も安心です！

育児短時間勤務、早出・遅出勤務など、様々な制度
を活用して、子どもや保育園の都合に合わせて働け
ます。急な発熱などには「子の看護休暇」もあるの
でさらに安心！

実は介護のための制度も充実しています！

介護なんてまだまだ先だと思っていませんか？
大切な家族の「その時」は突然やってきます。
離れて暮らすご両親なども含め、家族のために介護
ができる様々な制度があります。

「配偶者同行休業制度」をご存じですか？

せっかく頑張って就職したのに、結婚相手の海外転
勤や留学で仕事を辞めるなんてもったいない！
国家公務員には、配偶者の海外転勤等について行く
ために最大３年間休業できる制度がありますよ。
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地方機関職員研修

新採用
職員研修

中堅
係員研修

係長研修
管理
監督者研修

幹部行政官セミナー
（管区機関局部長級）

自分を成長させてくれる色々な経験

あなたを「一人」にさせず、「一人前」にする
それが、国家公務員の人材育成です！

研修は自分を成長させてくれるだけでなく、様々な立場や境遇の仲間と出会い、絆を育む貴重な経験です。
留学や海外出張、在外公館や国際機関での勤務など、国際的な経験ができることも魅力の一つ。
様々なサポートを受けて、我が国を背負うプロフェッショナルになりましょう！

係長級 課長補佐級 課長級 審議官・局長級

役職段階別研修

（Ⅱ・Ⅲ種・
一般職登用研修）

行政フォーラム
課長補佐級

(女性管理職養成コース)

行政研修
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係 員 級
特別課程

係 長 級
特別課程

課長補佐級
特別課程

充実の研修制度

海外での多様な経験

海外勤務
3,500人以上

在外公館（大使館・総領事館・政府代表部）や
国際機関などへの派遣・出向の
チャンスがたくさんあります！

海外留学
約250人

外国の大学院に留学し、制度や政策を
研究することができます！

外国の政府・国際機関などへの
派遣研修もあります

海外出張・
外国政府との交渉など

多数！

国内でも国際的経験や語学力を
活かせる仕事が

たくさんあります！

以下の各府省合同研修のほか、各府省や人事院で様々な人材育成が行われています。

女性管理職登用のための研修やマネジメント能力向上の研修など、
他にも様々なメニューが用意されています！
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やっぱり気になるエトセトラ

月額 年間給与

係員
25歳 188,400円 3,060,000円

30歳 222,900円 3,620,000円

係長
35歳 269,700円 4,437,000円

40歳 297,900円 4,901,000円

地方機関課長 50歳 411,400円 6,640,000円

本府省課長補佐 35歳 436,160円 7,169,000円

本府省課長 50歳 745,200円 12,459,000円

※ 俸給（行政職俸給表（一））、地域手当、本府省業務調整手当などを基礎に算出
※ 扶養親族がいない場合を想定

扶養手当

配偶者 10,000円（月額）

子１人につき 8,000円（月額）

住居手当

賃貸マンション等の入居者

最高 27,000円（月額）

単身赴任手当

単身赴任している職員

最高 100,000円（月額）

本府省業務調整手当

本府省勤務の職員

6,300円～41,800円（月額）

期末・勤勉手当（ボーナス）

年２回（６月・12月）

計４．３月分

※ そのほか、超過勤務手当、通勤
手当、地域手当、広域異動手当
など、状況に応じて様々な手当
が支給されます

給与について

異動・転勤について

あなたの仕事ぶりに給与制度も応えます！

国家公務員の給与は、仕事の内容や責任の度合いに応じて決定されています。
また、昇給・昇格や勤勉手当の額は勤務成績などに応じて決定されるので、仕事を一生懸命頑張れば、
さらに多くの給与がもらえます！
きめ細かな手当が措置されていることも国家公務員の特徴です。

新しい毎日があなたを待っています

国家公務員は異動や転勤が頻繁にあるらしい？という声をよく聞きます。
事実、異動は１～３年に１回程度ありますし、転勤（転居を伴う異動）がある場合もありますが、
一定のエリア内の転勤のみの場合もありますし、出産・育児などのライフイベントにも配慮しています。

新しい仕事や一人暮らしに
最初は緊張しましたが、
上司や同僚に支えられ

公私ともに成長できました

本省で携わった政策を
現場で実際に運用できるのも

地方転勤の魅力！
本府省に帰ったら

政策に反映させたいです

２～３年に一度の異動は
心機一転のチャンス！
新たな仲間との出会いも
たくさんあって飽きません

本省に初着任した時は
スピード感に驚きましたが、
国全体の動きがよく見えて
ダイナミズムを感じました！

転勤した土地は第２の故郷！
観光では味わえない

ぬくもり溢れる経験ができます

結婚・出産直後なので
当分は官署内の異動のみですが、
転勤は良い経験だったので、
結婚前に転勤して良かったです
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国 家 公 務 員 試 験 採 用 情 報 N A V I

国家公務員に興味を持ったらまずはここ！試験・採用等に関する情報が満載です。
採用試験の受験案内や試験問題例、セミナー・講演、官庁訪問等の情報も掲載中！

http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

F a ｃ e ｂ ｏ ｏ ｋ

最新情報はここからチェック！
各府省の仕事の魅力や国家公務員の日常など様々な情報を写真付きでお届けします。

https://www.facebook.com/jinjiin.saiyo

メ ー ル マ ガ ジ ン

国家公務員に関する情報を手軽に知りたい方に、新着情報定期便！
各種セミナー等のイベント情報や採用試験に関する情報を
週１回（毎週金曜日）お届けしています。

http://www.jinji.go.jp/saiyo/merumaga/mailmagazine.htm

人事院 人材局 企画課 人材確保対策室
〒100-8913 東京都千代田区霞が関１－２－３
TEL：０３－３５８１－５３１４（直通）
FAX：０３－３５８１－６７５５

※内閣人事局や各府省のホームページもぜひチェックしてみてください
（独自のイベント情報や求める人材像などが掲載されています）

いかがでしたか？
少しでも新しい魅力を見つけていただけたなら、とっても嬉しいです

とはいえ、百聞は一見にしかず！ぜひお近くのイベントを覗いてみてください
熱い生の声を聞けば、きっともっと国家公務員を好きになっていただけると思います！

（平成29年９月作成）

９月～２月 ３月～

霞が関特別講演
（女性のための霞が関特別講演）

各府省の第一線で活躍する職員が
政策立案の様子を

熱く語ってくれる講演です
（全国７地域 計39回）

ダイナミズムを感じよう！

霞が関OPENゼミ

就職活動の本番はここから！

霞が関にある官庁に実際に行って
仕事の魅力や働き方について
じっくり聞いてみよう！

総合職中央省庁セミナー
一般職各府省合同業務説明会

採用試験受験志望者に
全国各地で公務の魅力や

求める人材像を各府省がＰＲ！

お近くのイベントを
お見逃しなく！

公務研究セミナー
（女性のための公務研究セミナー）

各府省が仕事の魅力をＰＲする
合同業務説明会です

（全国７地域 計13回）

たくさんの府省に
直接話を聞けるチャンス！

MORE I N FORMAT ION

他にも全国で様々なイベントを開催中！
各府省の説明会やインターンシップにも行ってみよう！


