
制作：国家公務員魅力ＰＲ委員会
（平成29年度女子学生政策ワークショップ）

女子大生が考える

国家公務員の魅力

５つの視点から解明します！

人事院マスコットキャラクター
「KOHちゃん」



平成 2 9年９月、「人事院女子学生政策ワークショップ」（２日間）で、

1 8名の女子大生たちに、国家公務員の魅力をＰＲするリーフレットを作成

していただきました。

①女性の採用・登用拡大、②人材育成、③仕事と生活の両立、④給与、

⑤職場の雰囲気や仕事のやりがいという５つの視点から、資料を探したり

職員にインタビューしたりして、一生懸命検討し、完成させた力作です！



女性が活躍する未来へ

･女性のための公務研究セミナー

･女性のための霞が関特別講演

･女子学生のための試験制度ガイダ
ンス

･女性職員キャリアアップ研修

･女性職員登用推進セミナー

・行政研修女性管理職養成コース

☆女性国家公務員の採用割合について

今どのくらいいるの～？

全体の3分の1以上は
女性なんだね！

どんな制度があるの？

☆女性が働きやすい制度・環境・体験談

～主な制度～
･育児休業
･産前産後休暇
･早出遅出勤務
･子の看護休暇
･介護休暇
･介護時間
･保育時間

先輩・同期関係
なく相談しやす
い環境

制度利用率の
高さ

〈Y.Nさんの体験談〉
私には2人の子どもがいます。
出産の際には、産前休暇と育
児休業の制度を使いました。
また、子どもが体調を崩した
時には、子の看護休暇を使う
ことができました。育児中も
メールマガジンを通じて職場
の情報を共有してくれていま
した。

これからますます女性の活
躍が期待できそうだね！ ☆女性登用の目標達成のための取り組み

（国家公務員プロフィールより）
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国家公務員の人材育成の魅力はOJT(On the Job Training:
普段の公務の中で成長する)とOff-JT(Off the Job Training:
通常公務を離れ、研修、セミナー、民間との交流で経験を
積む)を相互に活かし、個々の職員のキャリア形成、人生
形成をサポートする点にあります。

OJT

Off-JT

・２～３年ごとの部局異動によって多
様な職務を経験することで、専門
性、マネジメント能力を高めることが
でき、その後のキャリア形成に大き
くつなげることができます。

・各部局では、上司による職務スキ
ルアップのためのアドバイスや、積
極的に皆が意見を言いやすい雰囲
気作りによって仕事での成長が促
進されます！

・時代や個々の職員のニーズに合わせ
て、多様で充実した研修制度やセミ
ナーを受けることができ、職員全体の
モチベーションアップにもつながりま
す。
ex）海外研修、女性職員キャリアアップ
研修、役職段階別研修

・自己啓発等休業制度を使えば、国家
公務員という立場のまま大学に通った
り、国際貢献活動に参加したりできま
す。復職後もそれを生かすキャリアパ
スに就けるのが魅力です。

によって

によって

Ｓさん

Ｎさん

国家公務員の

Ｈ15年に金融庁に入庁したＮさんは、より専門性を深め、自分のキャリア経験

を積むために米国留学を決意。その後、そこで学んだ金融規則等の知識を用
いて財務省や金融庁の課長補佐に就任。しかし、このタイミングで、夫のパリ
転勤が決まる。Ｎさんは育休の延長や配偶者同行休業の取得を検討したが、
早く復帰して海外での勤務経験を積みたいというＮさんの希望を人事が尊重
し、パリにある経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）日本政府代表部で勤務することが
決定。現在では、海外でキャリアを積みながら、家族とともに幸せな生活を
送っている。

Ｈ９年に科学技術庁に入庁したＳさん。Ｈ12年から米国で長期在外研修を

経て、統合後の文部省に戻る。東京大学事務局で国際関係業務に従事し
たのち、Ｈ18年から長男出産にともなう産前・産後休暇、育児休暇を取得。

復帰後は、基本的に定時で退庁としつつ、内閣府やＯＥＣＤ（パリ）、研究所
での業務を経験する。子供が４歳のときに夫婦ともに赴任となったパリで
は、充実した３年間を過ごす。自らが様々な職務を経て、多様な経験や新し
いネットワークを得ながら、現在室長として働くＳさん。自身が納得できる働
き方のバランスを発見しよう、というメッセージを後輩に向けて発信してい
る。

『女性国家公務員のワークスタイル事例集』より
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仕事と生活の両立
1. 国家公務員と民間企業の働きやすさを比較しました！

・女性の離職率

・育児休業取得率

国家公務員は民間企業に比べて
女性の離職率が低い！
特に24歳~34歳までの間は
差が顕著なのが分かるね。

男女共に国家公務員は民間企業よりも育児
休業の取得率が高い！
女性職員はほぼ100%育児休業を取得、男
性の育児休業取得率も近年上昇中！！

私は、育児短時間勤務を利用して、1年間
1日5時間勤務をしていました。勤務時間を
10時から16時にすることで、子どもの保育

園の送り迎えや夕食の支度を妻と協力し
てすることができました。子どもと過ごす時
間をもつことができたのに加え、限られた
時間の中で仕事の段取りを考えて効率よく
取り組むきっかけにもなりました。この他に
も、子どもが病気になったときには子の看
護休暇を利用して看病をしています。

２．インタビューしてみました！ ・Oさん

私は、産後休暇と育児休業を取得しました。仕
事をするのが好きだったので、子どもが9ヶ月の

時にフルタイムで復帰しました。子どもが小さい
頃は、熱を出して保育園から呼び出しがあるこ
とも多々ありましたが、職場の皆さんの理解と
支えのおかげで、有給休暇を活用しつつ乗り切
ることができ、本当に感謝しています。自分の
両親に手伝ってもらったり、地元で自分と同じよ
うに子育てをしながら働いているお母さんたちと
協力し合いながら、できる限り仕事を引き受け
るようにしています。職場で子育て経験のある
職員と子育てについて情報交換できるのも魅力
だと思います。

・Mさん

※育児短時間勤務：未就学児を養育するため、通常より短い勤務時間で勤務すること
※子の看護休暇：未就学児を看護するための休暇（年５回）

３．こんな制度もあります！

・テレワーク勤務
仕事を自宅に持ち帰り行う勤務方法

・フレックスタイム制度
総勤務時間数を変えずに日ごとの勤務時間数、勤務時間帯を
変更する制度

フレックスタイム

出
勤 勤務 家事･育児帰

宅
テレワーク

テレワーク

活用例

月～水は１時間多めに勤務し、木・金は１時間半早めに退庁

月～水

始業

８時間４５分

６時間１５分

定時

木・金

参照：人事院「仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査」厚生労働省「平成27年度雇用均等基本調査」の結果概要

K
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「5年目くらいから
金銭的に余裕が
出てきました。」

・努力次第
能力・実績に基づく人事評価により、給与
が上がる。

・昇格、昇給の自由性
採用時の総合職・一般職の給与差を、後に
埋められる。

・育休手当
給与の半分が支給される。

・復職後の給与
休職前と同額、またはそれ以上
の給与がもらえる。

「民間企業に勤める友人が
出産を機に退職していく中で、
働き続けて給与がもらえる
恵まれた環境でした。」

・給与変動の少なさ
民間企業全体の給与水準に準拠してい
る為、景気に左右されにくい。
ボーナス（期末手当・勤勉手当）は、年2
回の支給が確実に行われる。

達成感

安心感

安定感

女
性
登
用

や
り
が
い

給

与

両

立

人
材
育
成

生涯の職場としての給与

20代

50代

30～40代
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

部下の意見の傾聴

相談・報告のしやすさ

上司への信頼度

メンバーのサポート

情報交換

明るい雰囲気

まったくその通り どちらかといえばその通り どちらともいえない どちらかといえば違う まったく違う

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今の仕事のやりがいの実感
仕事を通じた成長実感

権限委譲

女性活躍推進
能力本位の昇進

人事評価の納得感

まったくその通り どちらかといえばその通り どちらともいえない どちらかといえば違う まったく違う

公務員ってまじめな人
ばっかりで、個々に仕
事をこなしていそ
う。。。

平成28年度年次報告書より

このグラフから職場には明るい雰囲気があり、情報交換や悩みを抱えている職員へ
の声かけなども行われていて、コミュニケーションも積極的に行われていることがわ
かる。また、上司は部下とのコミュニケーションを心がけていて、部下からも信頼され
ていることがわかる。

Q、職場の雰囲気はどうですか？
A、仕事に対してはみんな真面目ですが気さくでフレ

ンドリーな人が多く、仕事以外の話もよくしていま
す。上司も部下も分け隔てなく話せる雰囲気です。
また、チームで助け合う仕事が多く、メンバーの仕
事をそれぞれ把握し、一人で抱えこむ人がいないよ
う、常に心がけています。

Q、女性への理解はありますか？
A、男性の上司から「いつから育休とるの？」と言葉がけ

をしてくれるほど、産休・育休制度が当たり前です。仕
事と家庭を両立している先輩女性社員が職場に多いの
で、育休後の不安もありません。周りの人にも相談しや
すい環境です。

Q、やりがいを感じた仕事はありますか？
A1、官邸からの仕事のために自分が作ったプロ

ジェクトが機能したとき、そのときの国の方向性に
関わったことを実感し、大きなやりがいを感じまし
た。
A2、自分が調査して作成した資料が国会やメディ

アで使用されたことを知ったときは、成果が目に見
えて達成感を得られました。
Q、仕事で男女に違いはありますか？
A、全くありません。女性であっても様々な仕事

にチャレンジできますし、地方や海外で働く機
会もあります。ステップアップのための研修も受
けられます。

職場の雰囲気についての国家公務員への調査結果

公務員の仕事っ
て、自分の創造性
を活かせるの？

女性も活躍できる
の？

仕事のやりがいについての国家公務員への調査結果

このグラフから、職員は挑戦しがいのある仕事を任さ
れ、それに取り組むことによって成長ができていると感
じていることがわかります。また、女性も十分に活躍で
きる場であるといえます。

平成28年度年次報告書より
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ベ ン ト に 行 こ うイ ！

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

電話：０３－３５８１－５３１４（直通）
メールアドレス：saiyou.npa@jinji.go.jp

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

メ ー ル マ ガ ジ ン

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

F a ｃ e ｂ ｏ ｏ ｋ

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

動画も配信しています（国家公務員試験採用情報 NAVIチャンネル）

国 家 公 務 員 試 験 採 用 情 報 N A V I

（平成29年度9月作成）

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！

９月～２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！

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！

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！


