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思い悩むよりも、まず飛び込もう
� あなたも将来を造る仲間になりませんか

1986年大蔵省（現財務省）入省。
証券局、関税局、銀行局、外務
省欧州連合日本政府代表部等を
経て、金融庁へ。その後、監督
局参事官、証券取引等監視委員
会事務局課長、公認会計士・監
査審査会事務局長などを歴任。
2017年7月から現職

　1980年代後半、私が国家公務員として働き始め

た頃、政策立案において、経済・社会のパイが大

きくなる前提での利害調整が大きな役割をもち、ま

た、先駆者としての欧米諸国がいました。30年余

りを経た今、超高齢・人口減少社会が到来、日本は

誰もが未経験の課題に直面し、一方で内外の環境

は複雑化しています。国家公務員にとっては、専門

的知見に裏付けられた洞察力が強く求められるよう

になっています。

　女性を取り巻く環境も大きく変わりました。最初

の頃は、「ここに女性向けの仕事はない」「女性の下

で男性特に年上男性を働かせるわけにいかない」と

真顔で言う人も珍しくありませんでした。入省して

数年目に海外の金融監督当局との関係を担当し、男

女が普通に存在している国際的な会議の場に参加

したとき、日本における疎外感から解放された思い

をしたものです。隔世の感です。

　国家公務員の仕事は多様です。一人一人の国民

や地域が抱える悩みに向き合い解決策を考える、安

心・安全・公正な経済・社会を築くために権限を行

使する、将来を見据えた政策を企画立案する、内外

の関係者との調整・交渉し施策を実現する…、あげ

ていくときりがありません。一人一人を支える原動

力も様々でしょう。使命感、達成感、自分自身の成長、

同僚とともに仕事をする喜びかもしれません。私自

身もその時々様々な思いで仕事に臨んできました

が、日本が金融自由化からバブル崩壊を経て金融危

機へ向かう時代を公務員生活の最初に経験し、「ど
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うすれば失敗を繰り返さないか」という問いに向か

い続ける思いは常にあります。

　皆さんは今、様々な情報を収集し、自分の進路

に思いを巡らしていることでしょう。しかし、過去

と現在が異なるのと同様、現在と将来もまた同じで

はありません。将来は誰にとっても未知の世界です。

国家公務員の仕事に何か興味を感じる部分があっ

たら、思い悩むよりも、まず飛び込んでみませんか。

そしてひとたび飛び込んだら、あなたもまた、将来

を造る一員です。

金融庁

 　証券取引等監視委員会事務局次長

� 天谷　知子
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先輩女性職員からのメッセージ

未来をデザインしてみませんか？
総務省

（内閣官房内閣人事局 内閣参事官 （出向中））

小川　久仁子
　総務省において、2020年代に向けた情

報通信政策のビジョン策定や法改正等の制

度整備、スマートフォン時代の個人情報保

護や青少年保護に向けた官民連携による取

組み、米国・EU等との政策協議、研究開

発の推進など幅広い政策立案に携わる機会

に恵まれてきました。

　国家公務員として、望ましい政策のデザ

インに向けて、幅広い関係者と議論を重ね、

事実関係や政策課題を踏まえて検討を進め

る中で、女性ならではの高い情報感度やコ

ミュニケーション力が役に立つ場面も多く

あります。職場のチームワークの中で仕事

を進め、様々なライフステージを経験しな

がら働く環境もあり、自分の成長を実感で

きる機会が沢山あると思います。

　公私ともに充実した毎日にチャレンジし

て、未来をデザインしてみませんか。

　みなさんと一緒に働けることを楽しみに

しています。 平成７年　郵政省（当時）入省

平成９年　米・タフツ大学フレッチャー法律外交大学院留学

平成17年　産前産後休暇/育児休業

平成18年　総務省 総合通信基盤局国際部国際経済課課長補佐

平成20年　（独）情報通信研究機構 総合企画部評価室長

平成21年　情報通信国際戦略局国際政策課統括補佐

平成23年　総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課企画官

平成25年　総合通信基盤局電波部電波政策課企画官

平成27年　総合通信基盤局電波部移動通信課移動通信企画官

平成28年　個人情報保護委員会事務局参事官

平成30年　現職

Career Step

10年

５年

15年

20年

育児休業

総務省
課長補佐

(独)情報通信
研究機構室長

総務省企画官

個人情報保護
委員会事務局
参事官

留学採用

総務省統括補佐
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自らが成長できる仕事
警察庁
長官官房企画官 兼 人事課理事官

羽石　千代
　私は、世の中のために役立つ仕事がしたい、安全な社会を実現するための仕事に携わりたいとの思い

で警察庁を志望しました。子どもが生まれてからは、「子どもに誇れる仕事を続けたい」との思いで、職

場や家族の協力も得ながら、海外出張、都道府県警察の課長、警察署長、警察庁理事官としての勤務など、

多様な経験をすることができました。入庁して20年を経て思うのは、「経験が人を育てる」ということです。

子どもが小さいうちは大変なこともありましたが、地方も含めた多様な職場・立場で多くの経験をするこ

とで、仕事の幅が広がり、社会人として成長できたと考えています。国家公務員は、若いうちから責任あ

る仕事を任されますし、子育てをしながら、やりがいを持って取り組むことができます。どうぞ皆さんも、

自らが成長できる仕事、人生を懸けるにふさわしい仕事を選んでください。

平成10年　警察庁採用
平成13年　米・カリフォルニア大学ロサンゼルス校留学
平成16年　産前産後休暇/育児休業
平成17年　三重県警察本部 刑事部捜査第二課長
平成18年　刑事局組織犯罪対策部国際捜査管理官付 
　　　　　課長補佐
平成19年　産前産後休暇/育児休業
平成21年　長官官房給与厚生課課長補佐
平成24年　警視庁 荻窪警察署長
平成26年　刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課理事官
平成27年　長官官房企画官兼刑事局組織犯罪対策部 
　　　　　組織犯罪対策企画課理事官
平成29年　長官官房企画官兼刑事局刑事企画課理事官
同年８月　現職

Career Step

５年

10年

15年

警察庁 課長補佐

育児休業
都道府県警察
課長

警視庁
警察署長

警察庁
理事官

育児休業

留学採用
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ある日の
スケジュール

9:00 登庁

9:30 課内会議

10:00 資料作成

12:00 近くに勤める友人とランチへ

14:00 内閣官房で関係省庁会議に出席

16:00 企業との打ち合わせ

20:00 退庁、同僚と飲みにいく

国家公務員の魅力 ～先輩女性職員の声～

土地・建設産業局
不動産市場整備課 調査係長

丸山　頼子
国土交通省

貿易経済協力局 総務課 課長補佐

徳住　ゆりか経済産業省

平成26年 国土交通省採用（総合職（大卒程度）・法律）
 観光庁総務課
平成27年 観光庁観光産業課
平成28年 現職

平成24年 経済産業省採用（Ⅰ種・理工Ⅰ）
 貿易経済協力局通商金融・経済協力課
平成25年 貿易経済協力局資金協力課
平成26年 内閣官房出向
平成26年 経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課
平成28年 コロンビア大学ビジネススクール（MBA取得）
平成30年 現職

ある日のスケジュール

9:30 登庁

10:00 コンサル会社との打ち合わせ

12:00 同期とランチへ

13:00 会議に向けた資料作成

16:00 不動産会社との打ち合わせ

18:30 同じ部署の女子会へ
（プライベート）

　現在は、日本の不動産市場の透明性の向上を目標に、最新の不
動産情報の収集や発信に携わっています。先日は、官民が参加す
る国際会議で日本の施策を紹介する機会もありました。現在の部
署には女性職員や民間・自治体からの出向者も多く、日々刺激を
もらっています。
　国土交通省は、社会資本整備や交通・観光分野を幅広く所管し
ており、業務が生活に密着していること、また国際的な業務に携
わる機会も多いことなどが、大きな魅力と感じています。

ローカルにもグローバルにも活躍できる職場です！

　入省以来、外国政府・国際機関との交渉、独立行政法人の設立、
組織令改正、産業政策立案など、本当に様々なことを経験してき
ました。部署が頻繁に変わるとキャッチアップが大変と思う方も
いるかもしれませんが、むしろ知的好奇心をくすぐる新しい出会
いにいつもわくわくしています。
　普段は男女の分け隔てなく働いていますが、省内若手女子を集
めた大規模な女子会や、女性の先輩を囲むランチ会が開催される
など、女性のネットワークやケアも充実しています。

可能性は無限大、
いつも知的好奇心をくすぐる仕事
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ある日の
スケジュール

9:00 登庁

9:30 人事異動の処理

10:00 資料作成

12:00 同期とランチへ

16:00 地方農政局等人事担当者とのテレビ会議準備

18:45 退庁

20:00 帰宅、旦那さんとの食事

21:00 家事（後片付け・洗濯など）

22:00 就寝

自然環境局 野生生物課 計画係長

篠﨑　さえか環　境　省

大臣官房 秘書課 地方人事班
地方人事第１係

篠　莉奈
農林水産省

平成17年 環境省採用（Ⅱ種・農学）
 九州地方環境事務所阿蘇自然保護官事務所
平成19年 中部地方環境事務所長野自然環境事務所国立公園課
平成21年 関東地方環境事務所国立公園課
平成23年 九州地方環境事務所那覇自然環境事務所野生生物課
平成26年 近畿地方環境事務所竹野自然保護官事務所
平成28年 中部地方環境事務所国立公園課
平成30年 現職

平成28年 農林水産省採用（一般職（大卒程度）・行政）
 食料産業局食文化・市場開拓課総務班総括係
平成29年 大臣官房秘書課地方人事班任用第１係
平成30年 現職

ある日のスケジュール

9:30 登庁

12:00 同僚とランチへ

14:00 事業者と
打ち合わせ

18:30 退庁

20:00 スポーツクラブ

　これまで、地方の事務所で自然保護に関する業務に携わってき
ました。環境省は地方の事務所が多く、異動する度に、その地域
に沿ったやり方での仕事が求められます。地域になじめず悩むと
きもありますが、地域と向き合いながらの仕事は、自分の仕事が
どのように地域に反映されているのかを実感することができ、大
変やりがいのある仕事です。また、旅行だけでは気づくことので
きない地域の魅力を感じることができたり、多くの出会いがあっ
たりと、様々な知識や経験を積むことができる仕事です。

自然、人、文化、たくさんの出会いがあります。
　地方農政局も含めた農林水産省全体の人事異動の管理を行って
います。省全体の人の動きを管理するとともに、人事制度を勉強
し、多様なライフスタイルに合わせた働き方のサポートができる
ことにやりがいを感じています。
　また、平成30年５月に結婚し、結婚休暇を使い、１週間新婚
旅行に行きました。家庭と仕事の両立など不安を感じる中で、先
例となる女性職員が多く、話を聞ける機会が身近にあることも農
林水産省の魅力だと感じています。

食が人をつくり、人が食をつくる！！！

共働きのため、
早く帰宅した方が
夕食を作るように
しています。
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フィールドは全世界
国家公務員の職場は国内だけではありません。海外留学や海外勤務の機会があり、世界中で活躍できます。

文部科学省
高等教育局 学生・留学生課 専門官
馬渡　寛子
Ｑ１　留学の魅力や留学を通して得たことを教えてください。

　本省勤務において課題意識を持っていたような関心事項について、異なる
角度から学ぶ機会が得られ、またクラスメイトとのディスカッションを通じ
てそれを深めていくことができるという、非常に楽しく貴重な経験をするこ
とができました。
　また、クラスメイトや教授をはじめ、留学先での人との出会い、文化との
出会いは、人生における大きな財産になったと思います。仲の良かった友人
とは帰国から2年経った今でも連絡をとりあっています。

Ｑ２　帰国後、どのように留学の経験を活かしていますか。
　現在、大学生等向けの奨学金事業をはじめ、高等教育費の負担軽減を担当
していますが、諸外国の政策について短時間で必要な情報を調べて報告する
ことが必要になる機会も多く、留学中に身に着けた文献調査の能力が生かせ
ていると思います。
　また、留学中、統計や計量経済学を使った教育政策分析についても学びま
したが、帰国後、調査研究論文などで所掌分野に関することを勉強したり、
事業委託による調査研究を行ったり、有識者の先生方とディスカッションし
たりする際にも大いに役立っています。

平成21年 文部科学省採用（Ⅰ種・法律）
 大臣官房文教施設企画部施設助成課
平成23年 生涯学習政策局参事官付教育情報施策調整係
 （平成24年～同係長）
平成24年 初等中等教育局児童生徒課企画係長
平成25年 人事院長期在外研究員・アメリカ留学
 （ミシガン大学（教育学、公共政策））
平成27年 大臣官房国際課企画係長
平成29年 現職

（筆者は中央）

（筆者は
右から２番目）

法務省
（外務省 在ニューヨーク日本国総領事館 領事　（出向中））
稲本　薫
Ｑ１　在外公館での仕事内容を教えてください。

　主として、訪日外国人への査証発給、司法共助、当地に滞在する日本人の
安全確保等に係る対応を行っています。
　査証業務では、ニューヨークという土地柄、130を超える国籍、多様な職
業の人々から申請がありますが、観光立国や対日投資など国益の視点を踏ま
えつつ、テロ対策を含む水際対策の一端を担う使命を着実に果たせるよう、
法務省で得た知識や経験を活かしながら対応しています。また、多くの日本
人が滞在する当地では、事件事故等の緊急事態時などに迅速的確に対応でき
るよう、日々緊張感を持ち情報収集等に努めています。

Ｑ２　在外公館での勤務でどんなことを得ましたか。
　業務や生活を通じ、米国の制度を肌で感じて学ぶことで、日本国内の諸制
度をより相対化して捉え考える良い機会になったと思います。ちょうど政権
交代による移民政策等の転換期に、米国で勤務できたことは貴重な経験とな
りました。また、国を越えた人脈の広がりのほか、異なる文化、価値観を有
する人達と直に交流することを通じて、歴史的背景や国民性等も踏まえた複
眼的思考やバランス感覚も少しは磨かれたように思います。
　日本においても社会の多様化が進む中、今後の業務で課題に直面したとき
に、最善策を見つけ出すためのヒントとして活かしていければと思います。

平成13年 法務省採用（Ⅰ種・法律）
平成19年 法務省入国管理局審判課
平成20年 外務省経済局経済連携課
平成21年 法務省大臣官房秘書課
平成23年 内閣官房副長官補付
 （安全保障・危機管理担当）
平成26年 法務省入国管理局出入国管理情報官付
平成28年 現職
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女性の活躍を推進
　平成27年12月に第４次男女共同参画基本計画が策定され、平成28年４月には「女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する法律」が完全施行されるなど、日本における女性活躍推進は新たなステージに入り
ました。
　そのような中で、「まず隗より始めよ」として、国家公務員から率先して、以下の「３つの改革と９つの
取組」を進めています。

女性の
活躍推進の
ための改革

育児・介護等と
両立して活躍
できるための
改革

働き方改革

•女性の採用の拡大

•女性の登用目標達成に向けた計画的育成

•女性のキャリア形成支援、意欲の向上

•男性の家庭生活への関わりを促進

•子育てをしながら活躍できる職場へ

•保育の確保

•職場における仕事改革
残業の必要性の事前確認を徹底
法令、国会、予算等業務効率化で仕事にメリハリを

•価値観・意識の改革
「今日は早期退庁を！」組織のトップから職員に継続的なメッセージ
ワークライフバランス実現への取組を上司の人事評価に反映

•働く時間と場所の柔軟化
フレックスタイム制の活用
テレワークの推進
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女性職員キャリアアップ研修
【本府省及び地方機関の係長級以上の女性職員を対象】
マネジメント能力開発の機会や人的ネットワーク形成の機会の付与等を
目的とした研修です。

行政研修（課長補佐級）女性管理職養成コース
【本府省課長補佐級の女性職員を対象】
課長補佐級女性職員が円滑に昇任していくことを支援するための官民の
女性リーダーとの意見交換やリーダーシップ、部下のマネジメントなど
に関する研修です。

女性の更なる登用推進に向けた研修
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育児も仕事も充実！

ワークライフバランス（仕事と生活の調和）のための制度

外務省（内閣府 沖縄振興局総務課係長（出向中））
大嶽　馨乃子

妊娠

出産

１歳

３歳

小学校入学

産前休暇・産後休暇
出産の６週間前から８週間
後までの休暇 配偶者出産休暇

妻の出産の付添いなどの
ための休暇

育児参加のための休暇
妻の産前・産後休暇中に就学前
の子を養育するための休暇

育児休業
子を養育するための休業

（子が３歳になるまで）
子の看護休暇
子の急な発熱などの際の
看護のための休暇

（子が就学するまで）

育児短時間勤務
子を養育するための
短時間での勤務

（子が就学するまで）

早出遅出勤務
放課後児童クラブへ
の送迎などのための
勤務時間帯の変更

　まだ職務復帰をしたばかりで手探りの状態ではありますが、感謝の気持ちと情
報共有を忘れないように心掛けています。子どもができてから一層、自分の生活
が家族、同僚、保育園の先生等多くの人に支えられていることを実感しています。
それぞれの方への感謝を忘れず、言葉で伝えると共に、家族にも同僚にも様々な
場面で自分の代わりを頼まなければならない時があるので、娘や自分の状況をこ
まめに共有するようにしています。

平成24年 外務省採用（Ⅰ種・法律）
 アジア大洋州局南部アジア部南西アジア課
平成26年 在外研修（英国）
平成28年 在シンガポール日本国大使館　二等書記官
平成29年 出産，産前産後休暇及び育児休業
 （合計で約１年）
平成30年 欧州局政策課
同年７月 現職

•産前産後休暇
•育児休業
•育児時間

利用していた制度
利用している制度

ある日のスケジュール

5:00
（子供に起こされる形で）
起床
授乳・家族の朝食準備

8:00
自宅出発

9:20
登庁、業務開始
上司との打ち合わせ、
外出、資料作成等

17:30
子どものお迎え

（保育園）

7:00
朝食、シャワー、
出勤準備、保育園準備、
夫と分担しながら家事

（ごみだし、食後片付け、洗濯等）

18:00
帰宅
子どもの夕飯準備、
夕飯、お風呂、授乳

16:45
退庁

22:30
就寝

20:00
子ども就寝
自分の夕飯、家事

（洗濯、食後片付け、掃除等）

※このほかにも様々な支援制度があります。
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セミナー・講演のご案内

　上記の他、大学に出向いて行う試験制度ガイダンスや公務研究セミナー、総合職中央省庁セミナー、 
一般職各府省合同業務説明会、霞が関OPEN ゼミ、霞が関特別講演など様々なイベントを実施しています。

地方事務局（所）名 電話番号 所在地

人事院　北海道事務局 011-241-1248 〒060-0042　札幌市中央区大通西12丁目

　　　　東北事務局 022-221-2022 〒980-0014　仙台市青葉区本町3-2-23

　　　　関東事務局 048-740-2006 〒330-9712　さいたま市中央区新都心1-1

　　　　中部事務局 052-961-6838 〒460-0001　名古屋市中区三の丸2-5-1

　　　　近畿事務局 06-4796-2191 〒553-8513　大阪市福島区福島1-1-60

　　　　中国事務局 082-228-1183 〒730-0012　広島市中区上八丁堀6-30

　　　　四国事務局 087-880-7442 〒760-0019　高松市サンポート3-33

　　　　九州事務局 092-431-7733 〒812-0013　福岡市博多区博多駅東2-11-1

　　　　沖縄事務所 098-834-8400 〒900-0022　那覇市樋川1-15-15

人事院地方事務局（所）の連絡先

詳しい情報は、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「説明会・セミナー」を
ご覧ください。

女性のための霞が関特別講演

　国の行政の最前線で活躍している女性国
家公務員が、現在携わっている重要な行政
課題について、育児など私生活と両立しな
がら取り組んできた経験と共に、女性なら
ではの視点から、わかりやすく講演します。
　より多くの女性に国家公務員の仕事の魅
力や実際の働きぶりなどに理解や関心を深
めてもらいたいと思っています。

女性のための公務研究セミナー

　本府省で働く女性国家公務員が、仕事の
やりがい、仕事と家庭生活の調和など様々
な情報を発信します。国家公務員として働
いている女性職員が、仕事とプライベート
のバランスをどのようにとり、職場でどの
ように活躍しているのか直接聞けるチャン
スです。また、各府省個別に質問を受けて
もらうこともできるので、この場で疑問や
不安を解消してしまいましょう。



人 事 院

女 性 の た め の

国家公務員ガイド

人 事 院

国家公務員試験採用情報NAVI

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）
FAX：03‒3581‒6755

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

国家公務員試験採用情報 Facebook

メールマガジン　国家公務員試験採用情報NEWS

内閣人事局のホームページ ～国家公務員 Career Guide～
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/recruit/index.html

踏みだそう あなたが輝く 公務の世界


