
仕事もプライベートも

欲張りたいあなたへ。

あなたの活躍の場は

ここにあります。

〒100-8901　東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL：03-3501-1608
FAX：03-3501-2080
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「仕事もプライベートも充実させるのは、

欲張りでしょうか」

そんな皆さんの疑問に答えるべく、このパンフレットを作成しました。

現在の日本は、重要課題が山積しており、

経済産業省に求められる役割は大きくなっています。

こうした中、国民の期待に応えられる組織であるために、

大前提として、職員一人一人が仕事に誇りを持ち働き、

職員の意欲に応じた活躍の機会を提供し、

各々の能力を最大限発揮できる職場でありたいと、私達は考えています。

このパンフレットでは、

仕事も、プライベートも追求する職員の具体例を御紹介しています。
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経済産業省を志望した理由は？
嘉数　最初は、地元の産業を活性化したいという思いで、
地方公務員を志望しました。ただ、活性化と言ってもアプ
ローチの仕方は多様で、自治体・国の役割を考え、国家公務
員志望に切りかえました。経済産業省は、業務の幅が広く、
多様な経験ができる点に魅力を感じました。
坂井　私は、元々は弁護士志望でした。でも、大学３年生の
とき、これを一生の仕事にするのか疑問が湧いたんです。
勉強が嫌いだっただけかも知れませんが（笑）。もっと社会
を知りたいし、社会の課題に対して、自分ごととして関わり、
解決したいと思いました。経済産業省には色々なタイプの人
がいて、型にはまらない感じも良いと思いました。
仲田　東日本大震災の後、福島県でのイネの研究に参加。
現場は、ものが壊れ、人もいない状態。「この状況を何とかし
たい！」という思いを強く持ったのがきっかけです。農学部
出身で、経済・法律のことはあまり知りませんでしたが、業務
の中で勉強して社会に貢献したいと思いました。

ずばり経済産業省の魅力は？
坂井　会える人の幅が広いこと。政策をつくるため、その分
野の最先端の人と議論することも沢山ありますよね。これら
を通じ、視野がものすごく広がるのを感じます。
南須原　業務の幅が広く、さまざまな業務を経験できるチャ
ンスがあること。考え方が柔軟な職員が多いことも魅力です。
嘉数　できないことを、どうやってできるようにするか、挑戦
してみるという発想の人が多い気がします。
仲田　今、出向中ですが、外に出てみて、経済産業省は職員間
のチームワークが良いし、実行力というか、勢いがあると思います。

ＷＬＢ（ワークライフバランス）については、
実際のところ、どうですか？
仲田　最近は、テレワークが浸透し、多様な働き方ができる
のが良いですよね。リーズナブルな人も多く、自分の仕事が終
わったら、帰って良いと言われるので、無駄な残業はないと
思います。
南須原　業務が立て込んでいる時でも残業することはほ
とんどなく、時短制度を利用して17:15に退庁しています。
チームで業務の効率化を図ったり、フォロー体制を整えた
り、時間制約がある人もちゃんと仕事ができる環境を整えよ
うとする雰囲気があるのがありがたいです。
坂井　省全体の働き方は大分変わりましたよね。自分が１年
目の時とは全く違うと思います。
嘉数　確かに。入省後、仕事でバリバリ活躍するロールモデ
ルはいるものの、自分はそのスタイルを継続出来るのか、と
悩んだ時期もありました。でも今は、育児しながら色んなポス
トで活躍する女性の先輩が増えて、励みになっています。

坂井　私も、初めの頃、子供を産んだら、仕事はどうなるのかと
いう不安がありました。でも、自分がいざやってみると、限られた
時間で成果を出せるよう、生産性をより意識するようになったか
なと思います。ＷＬＢは、一部の特別な人のためでなく、皆それ
ぞれに生活や、考え方があり、それらを共有し、高め合っていく
のが大切だと思います。上司（男性）が、「この週は妻が出張だ
から、自分が早く帰る」ということもあります。一方で、女性はライ
フイベントの前に、できるだけ経験値を高めることが、後のキャ
リアプランに関わってくると思います。そういう意味で、若い頃か
ら沢山の仕事を任せてもらえるので、いい経験になりますね。
仲田　育児をしながら働くのは、とても大変ではないですか？
坂井　家に帰っても自分の時間がなく、常に自転車をこいで
いる感覚です。常にハイテンション（笑）。
南須原　分かります（笑）。でも、子供が大きくなって、私は、
少しずつ落ち着ける時間が取れ始めたところです。
仲田　ご自身の子供はやっぱり可愛いですか？
坂井　とても可愛いです！また、子供と自分は違う、思い通
りにならないと日々痛感するので、職場のマネジメントにも繋
がる発見があります。試行錯誤ですが、自分の考えを押しつ
ける前に、部下がどうしたいのかを考えるようになりました。
南須原　育児が落ち着いたら、新しいことに挑戦したいで
す。海外勤務とか。嘉数さんは、留学されていたんですよね。
嘉数　ポートランド州立大学に１年間留学して、大学で通商
政策や公共政策を学んできました。

これから就職する方へ伝えたいことは？
坂井　就活中は、「どういう人なら入れるのか」を考えがちで
すが、「自分が何をしたいか」を大切にして欲しいです。

仲田　私も、何がしたいかが一番重要だと思います。結婚・
出産を始め、計画通りいかないことは沢山あるはずです
が、想定外のことが起こっても、自分がやりたい仕事なら
頑張れると思います。
嘉数　当初はバリバリ仕事をしたいと思って入省しました
が、ライフステージに応じて直面する課題や事情も変わりま
す。結果論ですが、多様な働き方が用意されていた職場で
あったことは良かったと思っています。
南須原　国家公務員は残業が多いというイメージがある学
生も多いと聞きますが、働く環境は、変わりつつあることも
知って欲しいですね。実態を知りたい方は、是非、説明会に
お越しください（笑）。

■経済産業省政策の広報業務を行う。2016年は米国に留学。留学で鍛え
た英語力を活かし、今後は国際関係の業務にも挑戦していきたいそう。経済
産業省テニス部のキャプテンを務める。

嘉数 優香
大臣官房広報室係長　
平成２１年入省（一般職大卒・行政）

■環境省に出向し環境白書や環境統計を担当。同期と仲が良く、同期旅行
やランチでリフレッシュしている。2017年度から留学予定のため、最近の週末
は英語の勉強に励む。

仲田 積実
環境省総合環境政策局企画調査室主査（出向中）
平成２５年入省（総合職院卒・化学・生物・薬学）

■省エネルギー推進のための支援制度（補助金・低利融資）を担当。５才、３
才の子のお母さん。子供が成長し、最近は、少し自分の時間を持てるように
なってきたところ。

南須原 美恵
資源エネルギー庁省エネルギー課　係長
平成２０年入省（一般職大卒・物理）

■企業のダイバーシティ経営の推進を担う。課のマネジメントも担当。２才の
子を持ち、育児経験が現在の業務にも活かせている。子供とのお喋りが毎日
の楽しみ。

坂井 萌
経済産業政策局経済社会政策室室長補佐
平成２１年入省（総合職・法律）

柔軟な発想とバランス感覚、そして自分ら しさ。これが私たちのワーキングスタイル。

Atsumi Nakata Yoshie Nasuhara Moe SakaiYuka Kakazu
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Yuko Toda

若い世代こそ、
未来を見据えた制度を創れる。

Nao Nishikawa

最適なワークライフバランスを
自然体で実現していきたい。

印象に残る仕事を教えてください。
特に印象に残る仕事は、東日本大震災直後に、将来の

日本のエネルギーミックスの選択肢を提示したことで

す。経済成長率、人口予測等のマクロ指標から将来の

エネルギー需要を推計し、省エネの進展度を個別技

術等から積み上げて試算するとともに、安定供給、経

済効率性、環境への適合、安全性という観点から、各

エネルギー源をどのように組み合わせて供給すると、

どのような経済的影響があるか等を示して国民的議

論を促進しました。昼夜、休日を問わず説明や議論を

重ねながら、将来の「この国のかたち」を描いていくと

いうエネルギー政策のダイナミズムを実感できた仕事

でした。

育児経験を経て、働き方は変わりましたか？
育児を経験し、一緒に働く職員が日頃職場で見せてい

る姿は、いわばその方の一面に過ぎないものであっ

て、背景にそれぞれに配慮すべき事情を抱えている可

能性があることに改めて思いが至り、そうした事情なども

踏まえたマネジメントの検討を意識するようになりました。

また、働き方についても、たとえば確認や承認はメールで

可とする等、業務の合理化、効率化を意識する一方で、コ

ミュニケーション不足とならないよう、情報や状況の共有

を積極的に図り、なるべく自ら声かけをすることを心がけ

ています。

職場の先輩がワーキングマザーだったその方のお母様の言葉として紹介してくれました。目の前のことに忙殺される日々の中
でも、ふと立ち止まって長期的な視野で物事を考えるきっかけや時間を与えてくれるとともに、今しかないこの瞬間もきちんと
大切にして行こうと思わせてくれる言葉です。

「仕事と家庭の両立で忙しいと言っている時期が人生の華でもある」

現在の仕事を教えてください。
IoT/ビッグデータ/人工知能といった技術革新によって、

今この時代は、急激に経済社会構造が変化するタイミン

グにあります。企業の競争力強化のためには、それらの

技術革新を世界に先駆けて実現し、取り入れていくこと

が重要です。しかし、既存のルールや制度が実態と乖離

し新たなビジネスモデルの妨げになっていたり、人工知

能によって雇用が奪われる等の不安感が示されたりと、

変革に際しては未だ多くの課題があります。

それら課題の解決に向け、IT人材の需給を見据えた

人材育成の取組の方向性についての検討や、多様な

データの利活用を可能とする新たなルール整備等を

行っています。

これら経済社会の構造変化を捉え、既存のルール・制度を

見直し、現代・将来に向けて適切な制度を構築していくこ

とは、法律等のツールを有する政府にしかできないことで

あり、非常に大きな責任を伴う職務だということを日々実

感しています。

IT関連の社会変革については、まさに自分達やより若い世

代こそが「デジタルネイティブ」であり、この先の未来を描

くにあたって大きな役割を担っていくべき存在です。先輩

方の経験値や過去の政策検討の蓄積に頼るだけでなく、

自ら社会制度のあるべき方向性を考え、具体的な政策立

案を担っていきたいと思います。

登庁。メールの確
認や一日の課内の
会議スケジュール
の調整などを行う。

09:30 12:00 13:00 15:00 18:00 21:00

午後の業務開始。
関係課や、データ
利活用を進める事
業者の方などと打
合せ。

打合せやヒアリン
グの結果を課内に
シェア。次の検討
会に向けた資料を
作成。

作成した資料案に
ついて、上司へ相
談。今後の取組の
方向性について議
論する。

上司の指摘を踏まえ
て資料などを修正し、
メールで共有。翌日の
スケジュールを確認し
て帰宅。多少遅くなっ
ても、なるべくごはん
は家で食べる派。

お昼休み。食堂で
買ったお弁当をデ
スクで食べること
が多い。

1DAY Schedule

現在の部局で、たびたび上司から掛けられている言葉です。
突き放しているようにも聞こえますが、まさにデジタル化の波の真っ只中を過ごした私たち若手に対し、主体的に政策の在り
方を考えるよう後押ししてくれる言葉と感じます。ともすれば先輩方に頼りがちな局面で、はっとさせられます。

「全部お前が考えるんだよ。」
心に残っている言葉

心に残っている言葉
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戸田 悠子
商務情報政策局
情報経済課
平成25年入省
総合職事務系

■プロフィール

入省後、人材政策に携わる。

ＩＯＴ、ビッグデータ等の新
しい技術の利活用のため
のルール設計に携わる。

西川 奈緒
産業技術環境局
地球環境対策室　課長補佐
平成１５年入省
総合職事務系

■プロフィール

入省後、日米経済対話等の
通商政策に携わる。

エネルギー基本計画の策
定に携わる。

国連の気候変動交渉を始め
とする国際交渉に携わる。

育児休業取得（約１年間）。

コロンビア大学国際公共
政策大学院で国際関係論
を勉強（２年間）。



09:30 10:00 12:00 12:45 13:00 17:00

中井 有希
大臣官房調査統計グループ
調査分析支援室　課長補佐
平成９年入省
一般職行政系

登庁
（30分育児時間）。
メールの確認。

ランチ
省内ママ友と行く
ことも多いです！

午後の業務開始
（１５分休憩時間

短縮）。

相談対応など。 退庁
（３０分育児時間）。

会議など。

1DAY Schedule

Yuki Nakai

経済産業省は、様 な々可能性と選択肢を
与えてくれる職場です。

印象に残る仕事を教えてください。
どの仕事も、それぞれに印象に残っています。

ＮＥＸＩ（日本貿易保険）出向時代は、格付結果が企

業の輸出に影響を与えることから、どこまでＮＥＸＩが

リスクをとれるのかを上司と議論して格付を決定した

りしました。自分の仕事が直接世の中の役に立ってい

ることを実感できて、本当におもしろかったです。徳島

県阿南市役所への出向は、カルチャーショックの一言

でしたが、地元の様々な人たちとの出会い等、経済産

業省の中では経験できないことをたくさん経験できま

した。中小企業庁時代は、国会や審議会対応、予算要

求など、役人としての基本的な仕事が盛りだくさんでし

た。係長として課内を采配するという苦労も経験しま

した。人生で一番忙しかったのも、この時です。その

他の部署についても、そこでの経験からそれぞれに得

られたものがたくさんあったと思います。

　仕事のやりがいについては、ささいなことでも自分の

行った仕事について他人から「助かりました」と喜んでい

ただける時に感じます。

育児経験を経て働き方は変わりましたか？　
育児によって、時間については制約ができたものの、逆に

仕事の処理方法の思考が変わり、デッドラインから逆算し

た最短の方法で最善の効果が得られる方法を事前に意識

するようになりました。そういう意味において、育児経験は

自分にプラスの影響を与えてくれていると感じています。

Q1.育休取得のきっかけは？

一人目の子育てをする中で、もっと主体的に子育てに

関わりたいという気持ちが芽生え、二人目の時には育

休を取得する決心。嫁に育休を取得したいことを相談

して快く了解してくれたのも決め手の一つです。

Q2.育休取得に当たっての準備

取得を決心してすぐに、当時所属の上司に相談し、次

の異動先で具体的な期間を相談しました。育休取得に

当たっては、業務を一人で抱えないようにすることを意

識していました。

Q3.実際に取得してこうかんじた！

子と共有できる時間や夫婦が向き合う時間がとても重

要であり、家族がそろって夕飯を取るなどのありふれ

た日常がとても大切であることを実感しました。

また、社会人になってから1週間を超える休暇をとることは

通常なかなかないため、良いリフレッシュ休暇となり人生

がリセットされたように感じました。ちなみに、復職初日は

初心に返りすぎて初登庁の日よりも緊張しました。

Q4.職場復帰してからの変化

復職後は、定時退庁する日と、残業する日のメリハリをつ

けて仕事することを意識し、現在省内で行っている月一有

休取得の取組を先駆けて

実践しました。
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■プロフィール

Fumito Sasaki妻の妊娠前から育休取得を準備

佐々木 文人
産業技術環境局
研究開発課
平成１９年入省
一般職技術系

育休取得までの流れ2011年
10月

2012年
3月

2012年
11月

2013年
6月

2013年
7月

2013年
12月

職場復職育休取得を
決意

上司に相談

妻の
妊娠判明
（第2子）

妻出産 育休承認書を
提出

育児休業開始
（妻：職場復帰）

佐々木さんは、育休前に担当業務を同室員に引き継ぐための準備をしっかりやって
くれたので、業務継続は支障なく進みました。加えて、派遣員にも室の庶務的業務を
分担できるよう工夫するなどしてくれました。本人曰く「やれることは全部やっておき
ました」でしたので、育休を認めることへの不安はなかったです。育休取得後は、しば
しば、電話で問い合わせることもありましたが、「今、子供を迎えにいってきた」など、
生活感のある中で業務の話をしたことが懐かしく思い出されます。

上司からの
コメント

子育てもそうですが、私のお弁当まで作っ
てくれるなど家事を率先してやってくれた
ことにとても感謝しています。
また、次男の子育てのタイミングで家にい
てくれたため、既に物心がついていた長男
は夫と過ごす時間の中で自転車に乗れる
ようになったりサッカーが上手になったり、
一番恩恵を受けたのは長男でした。

妻からのコメント

入省後、幹部秘書を経験し
た後、アジアを中心とした
通商政策に携わる。

徳島県阿南市に副市長とし
て出向。副市長としてマネジ
メントも経験。

統計コンシェルジュとして、各
種統計の利活用を推進する。

育児休業取得（２人のお子
さんの育児）。

ＮＥＸＩ（独立行政法人日
本貿易保険）に出向し、与
信担当として各企業の審
査・格付けを実施。

中小企業政策に携わる。

北海道帰省中。３人の息子と、クラーク博士の前でBoys, be ambitious！

第2子誕生時、育児休業の取得を決意～経済産業省では、男女関係なく多様な働き方を推進しています～

省内男性職員の育児休業取得を
推進するために作成したポスター



妊娠 小学校
卒業

小学校
入学

三歳一歳出産

配偶者が外国で勤務等する場合は、配偶者と生活を共にするため、３年を超えない範囲で休業できる制度。

経済産業省では、省内外で働き方改革を進めています。省内の働き方改革の柱としては、①多様で効率的な働き方の
推進（残業時間削減、テレワーク、フレックスタイム等）、②職員の意欲に応える組織的なサポートを実施しています。
また、社会全体のダイバーシティ推進、ライフスタイルの変革に向けた取組も実施しています。

10 11

女性採用・登用データ 経済産業省　働き方改革

両立支援制度 研修制度

配偶者同行休業制度

（平成２８年７月１日現在。特許庁含む。）

女性職員割合女性採用割合

通勤緩和

産後休暇産前休暇

妊産婦健診のための勤務免除

育児短時間勤務

育児休業

育児時間

早出遅出

休憩時間の短縮

保育時間

子の看護休暇

在宅勤務（テレワーク）

フレックスタイム制

METI パパママBBL（ランチをもって、パパママが交流する機会の提供。４ヶ月に１回程度のペースで実施中）

超過勤務の制限又は免除 深夜勤務、
超過勤務の制限

休息・補食のための
勤務免除

深夜勤務及び
時間外勤務の制限

40.8%

男性
59.2%

男性
77.7%

22.3%

女性職員の
産休取得率は

100%！

月末の金曜日に、日常よりも少し豊かな時
間を過ごすプレミアムフライデー。ライフ
スタイルの変革を目指す取組を実施。

経済産業省で働き方改革を省内で進める
べくロゴを作成！

育休中職員向け研修の様子。
子連れで研修受講中！

育児休業からの復職時には、復職者向け研修や復職者面談も実施しています。

人材育成のための多様な研修メニューを用意しております。主なメニューを御紹介します！

職員全体の職務遂行能力の
ベースとなる基礎知識の付与、
レベル別のスキル強化の

機会の提供。

ベーススキル

英語圏、中国語圏、
フランス語圏、スペイン語圏、
ロシア語圏等への留学。

高度な知識の習得、政策立案の深掘り、
ネットワーク強化等、
一定期間集中して
能力開発に取り組む。

留学

ゆう活により生まれる
夕方の時間に合わせて、
職員が必要なスキルや

最新の社会・経済の動向を学ぶ
勉強会を開催。

ゆう活勉強会

役職に応じて求められる能力・
スキルに関する基礎知識の習得、
向上を目的とした階層別研修を実施。

 階層別研修

職員の状況や
役割に応じた研修を提供。

 特定職員向け

新規採用者研修

係長研修
英語（通信・通学）

各種英語試験

簿記・財務分析
課長補佐研修

管理職研修

育休中職員向け研修

海外赴任前研修

メンター研修

秘書研修

● 管理職

● 課長補佐

● 係長

8.3%

17.1%

30.1%

女性登用割合
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