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無料講座説明会

① 公務員の魅力・国家公務員の職種と仕事内容（行政事務職）

公務員の魅力
人と社会のために働ける一生の仕事である！
公務員の仕事は「人と社会のために，幸せな生活の舞台をつくりだし，支える仕事」です。
私たちが普段生活するなかで，公務員の仕事が関わっていない分野はないといってもよいほ
ど，当たり前に存在しているものなのです。

安定した環境で，長期的視点に立って仕事ができる！
重責を負う公務員は「国家公務員法」や「地方公務員法」でその身分を強力に保障されて
います。ですから，民間企業に比べ比較的長期的視点に立って職務にあたることができます。
法律による身分保障

安定した収入

終身雇用

仕事もプライベートも大切にできる！
公務員は週休二日制などのワークライフバランスに関する取り組みが積極的になされて
おり，民間企業に比べて格段に充実しています。
産前産後休暇

育児休業

育児短時間勤務

介護休暇

高水準で安定した収入がある！
平成 30 年度の公務員の平均年収は，国家
公務員が 674 万円，地方公務員が 664 万円
となっています。民間企業平均の 441 万円
と比較して，国家公務員では 233 万円，地
方公務員では 223 万円の差が見られます。
※1 ＴＡＣが独自に算出した都道府県庁及び政令指定都市の一般
行政職の推定額
※2 ＴＡＣが独自に算出した一般職行政職員の推定額
※3 参考：国税庁民間給与実態統計調査（平成 30 年分）

女性の採用・登用が拡大中！
現在，女性国家公務員の採用・登用の拡大等に関する指針などに基づき，人事院や各府省
が具体的な目標を定め，仕事と家庭生活の両立支援のための様々な取り組み（育児休業・育
児短時間勤務など）を行っています。たとえば，国家一般職において，文部科学省の採用者
に占める女性割合は 5 割を超えるなど，着実に拡大しています。男女問わず活躍できる理想
の職場環境が，公務員の職場にはあるのです。
1

担当：ＴＡＣ公務員講座担任講師 橋口武英

ＴＡＣ公務員講座 無料講座説明会 「ゼロから教えて！公務員！」

国家公務員の職種と仕事内容
1．公務員の種類

「国家公務員」と「地方公務員」

仕事の概要を見てみましょう。公務員は国家公務員と地方公務員の 2 つに大別されます。

国家公務員
行政府

司法府

地方公務員
立法府

基礎行政

1 府 12 省庁・税務署・ハローワーク・裁判所・国会
などに勤務し，各機関が管轄する分野のスペシャリス
トとして活躍します。国家単位のスケールの大きな仕
事に携われることが魅力です。

2．国家公務員とは

広域行政

県庁・市役所・区役所などに勤務し，2～3 年の周期
で様々な部局を異動しながら幅広い分野の業務に携
わります。地域に密着した存在として，時には地域住
民と協働しながら地域独自のまちづくりや行政サー
ビスを提供します。

各国家機関で活躍する公務員

国家公務員の種類と，その概略を紹介しましょう。国の機関はそれぞれの種類ごとに掌握する
業務が決まっています。

(1) 行政府
1 府 12 省庁職員
仕事と使命

【試験名：国家一般職（大卒）／国家総合職（大卒・院卒）】

国家総合職は「政策の企画立案等の高度の知識，技術または経験等を必要
とする業務に従事する職員」と定義され，政策の企画立案を行います。一方，
国家一般職（大卒）は「主として事務
処理等の定型的な業務に従事する職
員」と定義され，政策の実行を行い，
企画立案を支える立場になります。
職場としては，中央省庁（本府省）
と地方機関（出先機関）とに分かれま
す。国家総合職は本府省，国家一般職
は出先機関がメインの職場となります
が，選ぶこともできます。
本府省採用
（霞ヶ関勤務）
地方出先機関採用
（地方勤務）

勤務先

●各府省に採用され，特定分野について専門的業務を行う。
●国の中枢，霞が関で主に企画立案を行い，スケールが大き
な仕事ができる。
●「○○省関東××局」といった出先機関に採用され，管区
内の本局や事務局で活躍。
●採用先や配属先によっては窓口業務もあり，勤務地域はあ
る程度限定される。

内定は各府省から得て，内定先の府省の職員となります。府省をまたいだ
異動はなく，一度入った府省の中でずっと働くことになります。
本府省採用の場合，勤務地は基本的に東京です。地方出先機関採用はブロ
ック採用（関東甲信越地域など）となります。

Ｐｏｉｎｔ!

国家一般職・国家総合職ともに官庁訪問を経て，機関ごとに内定が出ます。
試験の実施主体は人事院ですが，採用・内定は省庁ごとです。

担当：ＴＡＣ公務員講座担任講師 橋口武英
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Ｃｏｌｕｍｎ①

《国家総合職は昇進のスピードが早い！》

国家総合職とはいわゆるキャリア官僚です。将来各省庁のリーダーとなることが求められ，幅広い
見識を身に付けるため，早くから幹部養成コースを歩み，人事異動を繰り返しながら，多彩な職務を
経験します。昇任のスピードも速く，若くして政策の企画や立案といった責任ある仕事を任されます。
係員

⇒

係長
4 年～

⇒

課長補佐

⇒

10 年～

課長

⇒

20 年～

政策・企画の立案，法律の制定・改正，業界指導

審議官
統括官
局長
30 年～

⇒

事務次官
35 年～

外国・政治家・他省との交渉

※ 課長より上は競争です。その競争から外れると「天下り」などもあります（独立行政法人や関係業界の民間企業
に再就職するという道をたどります）
。政治の世界（議員・首長）や学者の世界への転身もあります。
※ 総務省・警察庁などは地方への出向がほぼ確実に存在します。転勤が多い省庁といえます。
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外務専門職員
仕事と使命

【試験名：外務省専門職】

高い語学能力と専門知識を武器に，関連地域の社会，文化，
歴史等に通じた専門家です。担当言語を母国語とする特定の
国（地域）に駐在し，経済，安保，国連，経済協力，条約等
様々な分野で日本との橋渡しをします。
交渉と
情報分析
ＯＤＡ
邦人保護
活動
広報・
文化交流

勤務先

通訳や外交文章の翻訳，政治・経済の状況分析，動向予測を行う。相
手国の政府や議会関係者とのネットワークを作ることも役割。
日本の専門家の技術指導や資金援助の実施にあたり，日本と相手国の
橋渡しを行う。その国の人々の生活を向上させるために活動。
海外に渡航している日本人の事故や急病，犯罪に巻き込まれた時などの
対応を行う。テロや大規模自然災害の緊急事態が発生した場合にも対応。
現地の報道機関に対する情報提供や誤解に基づく報道に対する反論
などを行う。公演・展示事業などを通じて日本の現代文化を紹介する。

外務省本省と世界 200 か所の在外公館（大使館・総領事館・政府代表部）
を 3～4 年程度の間隔で勤務します。

Ｐｏｉｎｔ!

外務省が独自に実施する採用試験です。研修が非常に充実しており，外務
省研修所や海外の大学での留学を経て，担当語のプロフェッショナルになる
ことができます。内定後は，在任中の半分が海外での仕事となります。

Ｃｏｌｕｍｎ②

《外交官になる道は 2 つある！》

外交官は主に国家総合職試験と外務省専門職試験を経て採用されています。同じ外交官でも採用試験
によって，求められる役割や職務が異なるのです。
国家総合職に最終合格した後，
官庁訪問で外務省に内定する

外務省専門職に最終合格する

国家総合職試験は人事院が実施しています。将来幹部
職員になることが期待されます。
◆広範な職域をもち，組織をリードするゼネラリスト
◆主要先進国を中心に多数の国に駐在
◆外務省本省勤務の割合が高い
◆政策決定にダイレクトに携わる

外務省専門職採用試験は外務省が独自に実施していま
す。
各言語の専門家として活躍することが期待されます。
◆高度な専門性を駆使するスペシャリスト
◆担当言語を母国語とする特定の国（地域）に駐在
◆在外公館での勤務の割合が高い
◆担当地域の情報を収集・分析し，政策立案を支える

どちらも別途コースが設定されていますので，興味があればガイダンスにも参加してみましょう！

担当：ＴＡＣ公務員講座担任講師 橋口武英
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国税専門官
仕事と使命

【試験名：国税専門官】

税務署や国税局に勤務し，法律・経済・会計に関する知識で，
申告納税制度を支える税務のスペシャリストです。国税専門官
とは①国税調査官，②国税徴収官，③国税査察官の総称です。
国税調査官
国税徴収官
国税査察官

勤務先

個人・会社を訪問し，適正な申告が行われているか調査・指導を行う。
税金の督促や滞納処分を行うとともに，納税に関する指導などを行う。
悪質な脱税の疑いのある者に対し差押え・強制捜査・告発を行う。

税務大学校等で税金に関する基礎的事項を習得します。研修終了後，第 1
次試験地を所轄する国税局所管の税務署に配属されます。たとえば東京国税
局採用だと，東京都・神奈川県・千葉県・山梨県内，関東信越国税局採用だ
と，埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・長野県・新潟県での勤務となります。

Ｐｏｉｎｔ!

研修制度が充実しており，専門知識・技能を身につけることができます。
また，勤続年数に応じて，税理士の科目合格や税理士資格が得られます。

財務専門官
仕事と使命

【試験名：財務専門官】

財務省の出先機関である財務局の職員です。地域社会と財
務省・金融庁を繋ぐ財政・金融のプロとして地域に貢献しま
す。国有財産の活用・予算執行調査・財政融資資金の活用・
地域金融の円滑化・地域経済の調査や報告など，幅広い業務
に携わります。
財政の仕事
国有財産の仕事
金融の仕事

勤務先

国の予算が効率的に使われているかをチェック。財政投融資のヒ
アリングなど。
国有財産の貸付や管理を行い，地域を活性化させる。
銀行，信用金庫，信用組合などの検査を行う。

財務省研修所で基礎知識を習得後，全国の財務局に配属されます。各地の
財務局単位で採用されますので，採用局管内で 2～3 年のサイクルで異動があ
ります。希望すれば財務省・金融庁の本省に出向する機会が得られる場合も
あります。

Ｐｏｉｎｔ!

最終合格者は職場訪問を行って内定を獲得する必要があります。
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労働基準監督官
仕事と使命

【試験名：労働基準監督官Ａ】

労働関係法令に基づき，労働条件や安全・衛生の確保・改
善のための仕事に携わります。民間企業の労働者を護る労働Ｇ
メンです。
臨検監督
災害調査
司法処分

勤務先

事業場に立ち入り，労働条件や健康管理状況等につ
いて調査・指導を行う。
災害発生状況や原因等について調査し，再発防止の
ために指導を行う。
違反に対し，刑事訴訟法に基づく特別司法警察員と
して捜査・送検を行う。

厚生労働省職員となり，全国の都道府県労働局・労働基準監督署に配属さ
れます。異動は 2～3 年毎で全国規模となります。

Ｐｏｉｎｔ!

他の職種に比べて庁外業務が多く，様々な人生経験を経た人と接する機会
が多くあるといえます。

(2) 司法府
裁判所事務官
仕事と使命

【試験名：裁判所一般職（大卒）】

裁判所のスムーズな運用を図るための一般事務や裁判手続の補助作業を担
当します。裁判の円滑な進行のためのコートマネージャーとして活躍します。

勤務先

各裁判所（受験した高等裁判所管轄内）の裁判部門・司法行政部門へ配属
されます。まずは，裁判所事務官として裁判部門に配属されることが多いと
いえます。
裁判部門
司法行政部門

法廷事務や裁判手続の補助作業を担当。
法務・会計・人事など，一般事務を担当。

たとえば，東京高等裁判所の管轄地域での採用になると，
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬
県・静岡県・山梨県・長野県・新潟県のいずれかの裁判所で
の勤務となります。
Ｐｏｉｎｔ!

内部の昇任試験により裁判所書記官へのステップアップの道が開かれてい
ます。書記官は，裁判立会・調書作成・公判スケジュールの管理など，より
深く裁判に関わることができます。

担当：ＴＡＣ公務員講座担任講師 橋口武英
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(3) 立法府
衆議院／参議院事務局職員
仕事と使命

【試験名：衆議院事務局職員総合職・一般職／参議院事務局職員総合職】

会議運営部門・調査部門・総務部門に分かれ，各議会の運営の
サポートを担当します。国権の最高機関で，議会制民主主義を陰
で支える，重要かつ緊張を要する仕事といえます。

勤務先

原則として国会や周辺施設での勤務となりますから，転居を伴うような地
方転勤がありません。

Ｐｏｉｎｔ!

例年，採用人数が少なく倍率が高いので，試験戦略上注意してください。
なお，衆議院・参議院はそれぞれ別々の機関であり，別々に試験が実施され
ます。
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