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独立行政法人等女性参画状況調査の結果について 

 

平 成 2 5 年 1 2 月 

内閣府男女共同参画局 

 

 

Ⅰ 調査の目的 

 

第３次男女共同参画基本計画－女性の参画拡大は喫緊の課題 

第３次男女共同参画基本計画（平成 22 年 12 月閣議決定）において、政策・方

針決定過程への女性の参画の拡大は我が国の社会にとって喫緊の課題とされ、

「社会のあらゆる分野において、２０２０年までに、指導的地位に女性が占める

割合が、少なくとも３０％程度になるよう期待する」という目標が明記されてい

る。目標の達成に向けて、政府は各種施策の実施を進めているところである。 

 

独立行政法人等における女性の参画拡大への積極的取組 

独立行政法人、特殊法人及び認可法人（以下「独立行政法人等」という。）に

おける女性の参画の拡大については、同計画に具体的施策が掲げられており、独

立行政法人等は国や地方公共団体とともに積極的に取り組むことが必要とされ

ている。 

 

独立行政法人等に対する施策推進のための基礎資料獲得、施策促進 

上記状況を踏まえ、独立行政法人等における今後の施策の推進に向けた基礎資

料を得るため、女性の参画状況及び取組の実態についての定例的な調査を行うこ

ととする。 

さらに、調査結果の公表・フィードバックにより、各独立行政法人等の積極的

な取組を促す。 

 

 

Ⅱ 調査の対象 

  ・独立行政法人（101 法人） 

・特殊法人（33 法人） 

・認可法人（９法人）                  計 143 法人 
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Ⅲ 調査結果 

 

１．職員・役員に占める女性の割合（平成 25年４月１日現在） 

(１) 職員 

  ① 全常勤職員（図表１） 

     独立行政法人等において、全常勤職員に占める女性の割合は 34.2％と３割を

超えている。 

この点、看護師に占める女性の割合は 92.6％と非常に高い。また、女性職員

のうち看護師の占める割合は 43.2％で女性看護師数が多く、全常勤職員に占め

る女性の割合を引き上げているものと考えられる。 

そこで、看護師を除いて集計を行ったところ、全常勤職員に占める女性の割

合は 23.1％となった。（図表４） 

 

図表１：全常勤職員に占める女性の割合（法人計・看護師を除く） 

 

 

② 管理職（図表２、３） 

管理職に占める女性の割合は全常勤職員と比べると低い。課長相当職に占め

る女性の割合は 12.5％、部長相当職に占める女性の割合は 6.4％となっている。 

また、①と同じく、看護師を除いて集計を行ったところ、課長相当職は 7.1％、

部長相当職は 4.0％となった。 

 

図表２：課長相当職に占める女性の割合（法人計・看護師を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全常勤職員（法人計） 全常勤職員（看護師を除く） 

課長相当職（法人計） 課長相当職（看護師を除く） 
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図表３：部長相当職に占める女性の割合（法人計・看護師を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４：職員に占める女性の割合（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 役員（図表５） 

女性役員のいる法人は 33 法人（23.1％）であり、全法人における役員に占め

る女性の割合は 3.8％（49 人）となっている。 

 

図表５：役員に占める女性の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 管理職に占める女性の割合の分布状況（図表６） 

独立行政法人等ごとに、職員・管理職・役員に占める女性の割合にばらつきが

あり、特に、管理職（課長相当職及び部長相当職）に占める女性の割合は法人ご

とに大きく異なる。 

部長相当職（法人計） 部長相当職（看護師を除く） 

※( )はうち常勤役員。 

総数(人) 女性(人) 女性割合(%) 総数(人) 女性(人) 女性割合(%) 総数(人) 女性(人) 男性(人) 女性割合(%)

全法人　計 535,630 183,022 34.2 65,438 8,167 12.5 13,027 835 12,192 6.4

看護師を除く 450,244 103,936 23.1 61,459 4,337 7.1 12,695 507 12,188 4.0

看護師 85,386 79,086 92.6 3,979 3,830 96.3 332 328 4 98.8

全常勤職員 課長相当職 部長相当職

全法人 計 1,303 (943) 49 (13) 3.8 (1.4)

総数(人) 女性(人) 女性割合(%)
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女性管理職割合に応じて法人を分類すると、143 法人中、女性管理職が 20％以

上の法人が 16 法人（11.2％）であるのに対し、女性管理職が５％未満の法人が

52 法人（36.4％）、女性管理職がいない法人は 31 法人（21.7％）となっている。 

 

図表６：管理職（課長相当職及び部長相当職）に占める女性の割合 

 
 

(４) 研究に従事する職員（図表７） 

研究に従事する職員がいると回答した 53 法人において、研究に従事する職員

に占める女性の割合は 18.7％となっている。 

 

図表７：研究に従事する職員に占める女性の割合 

  

 

 

 

 

 

 

 

２．採用者に占める女性の割合（図表８、９） 

平成 25 年度の採用者（新規学卒者）に占める女性の割合は 55.4％であり、女性

が半数を超えている。 

しかし、看護師を除いて集計すると、採用者（新規学卒者）に占める女性の割合

は 32.5％となった。 
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※( )はうち常勤職員。 

全法人 計 17,928 (14,553) 3,352 (1,939) 18.7 (13.3)
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図表８：平成 25 年度の採用者（新規学卒者）に占める女性の割合 

（法人計・看護師を除く） 

 

 

 

図表９：平成 25 年度の採用者に占める女性の割合（表） 

 

 

 

３．育児休業の取得状況 

  平成 24 年度中に育児休業を取得した職員は、3,849 人（女性 3,743 人、男性 106

人）である（図表 14）。そのうち常勤職員は 3,549 人（女性 3,462 人、男性 87 人）、

非常勤職員は 300 人（女性 281 人、男性 19 人）となっている。 

また、平成 24 年度中に育児休業が取得可能となった常勤職員数に占める育児休

業を取得した職員の割合（以下、「育児休業取得率」という。）を男女別にみると、

女性は 89.0％、男性は 1.5％となっている。 

※ 平成 24 年度中に育児休業が取得可能となった職員とは、男性職員にあっては平成 24 年度中に

配偶者が出産した者、女性職員にあっては平成 24 年度中に産後休暇が終了した者（平成 24 年２

月３日から平成 25 年２月２日までに出産した者）をいう。 

 

図表 14：平成 24 年度中の育児休業取得者数、育児休業取得率 

   

89.0  

1.5  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

女性 

男性 

(％) 

新規学卒者（法人計） 新規学卒者（看護師を除く） 

総数(人) 女性(人) 女性割合(%) 総数(人) 女性(人) 女性割合(%) 総数(人) 女性(人) 女性割合(%)

全法人　計 18,824 10,014 53.2 10,523 5,828 55.4 8,301 4,186 50.4

看護師を除く 12,859 4,704 36.6 6,361 2,069 32.5 6,498 2,635 40.6

看護師 5,965 5,310 89.0 4,162 3,759 90.3 1,803 1,551 86.0

新規学卒者 中途採用者（出向者等を含む。）
平成25年度採用者　計
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４．ポジティブ・アクションの取組状況 

(１) ポジティブ・アクションの取組 

女性の採用や登用の拡大に向けた取組について聞いたところ、「仕事と生活の

両立のための制度の活用を促進する」取組を行っている独立行政法人等は 119 法

人（83.2％）で、最も多かった。次いで、「性別により偏った評価をすることが

ないよう人事考課基準を明確に定める」が 94 法人（65.7％）、「女性がいない又

は少ない職務について、意欲と能力のある女性を積極的に採用する」及び「女性

がいない又は少ない職務・役割について、意欲と能力のある女性を積極的に登用

する」がそれぞれ 79 法人（55.2％）であった（図表 15）。 

他方で、取組を行っておらず、行う予定もないと回答した独立行政法人等は、

12 法人（8.4％）あった。また、個別の取組を行っていない理由として「性別の

区別なく対応している」「既に女性職員（又は管理職）の割合が高い」ことなど

が挙げられた。 

 

図表 15 ポジティブ・アクションの取組（複数回答あり） 
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計画を策定 
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男性に対する啓発 

人事考課基準を明確に定める 
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行っている 

今後行う予定 有 

(％) 

取得可能者数(人) 取得者数（人） 取得率（％） 取得可能者数(人) 取得者数（人） 取得率（％）

常勤　計 3,889 3,462 89.0 5,792 87 1.5

非常勤　計 － 281 － － 19 －

女性 男性
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(２) 契約における男女共同参画等の取組 

契約における男女共同参画やワーク・ライフ・バランスの項目設定等の取組を

行っている独立行政法人等は、１法人（都市再生機構）あった。 

当該法人は、一定の契約において、男女共同参画に係る取組について、育児支

援措置、女性の職域拡大、セクハラ防止対策などへの取組状況により評価を行っ

ている。 

 

 

【参考】ポジティブ・アクションの取組事例（概要） 

 

 

〔推進体制を整備〕49 法人 

  ○ 男女共同参画に関する総合的な推進方策について審議するため「男女共同参

画推進委員会」を設置。（国立高等専門学校機構、日本原子力研究開発機構） 

  ○ 本部及び内部研究所の役員・幹部職員で構成される「男女共同参画本部」を

最高意思決定機関として、女性の参画拡大等の男女共同参画の推進に取り組ん

でいる。また、具体的な取組の実施は本部の「男女共同参画推進室」及び内部

研究所の男女共同参画推進責任者、女性研究者支援担当責任者を通じて、男女

共同参画社会の実現に向けた総合的な取組を推進する体制としている。（農

業・食品産業技術総合研究機構） 

  ○ 管理部門に女性支援を専門とする専門職を配置している。（国立環境研究所） 

  ○ 外部の有識者に男女共同参画主監を委嘱。（科学技術振興機構） 

 

〔問題点の調査・分析〕44 法人 

  ○ 年に一度、女性職員の採用・登用拡大に関する現状把握及び問題点の調査分

析を行っている。（国立印刷局） 

  ○ 経営計画において女性管理職数の目標値を設定し、毎年達成値を把握。（中

日本高速道路株式会社） 

  ○ 社員意識調査や制度利用率、男女社員数に関する定点観測調査を実施し、制

度利用状況や社員の男女役割分担意識、昇格に関する男女差等を分析。（日本

電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 

  ○ 職員の意識調査を実施し、ワーク・ライフ・バランス、女性職員のキャリア

形成に関わる状況や問題点について調査・分析。（森林総合研究所） 

    ○ 「男女共同参画に関する懇談会」を設置し、学園における男女共同参画の現

状の分析を行っている。（放送大学学園） 

  ○ 研究開発力強化法第２４条第１項に基づき策定した「人材活用等に関する方

針を実施していくに当たり、保育施設の設置等の検討や女性職員数、女性管理

職拡大への課題等を分析。（放射線医学総合研究所） 

  

〔計画を策定〕44 法人 

  ○ 業務における男女共同参画の推進、役職員への男女共同参画の啓発活動の推

進、組織運営上の意思決定における男女共同参画の推進等を進める「男女共同



 

 

8 

 

参画行動計画（５年間）」を策定し、定期的（毎年度）に点検するとともに、

点検結果に基づき必要に応じて改善。（農業・食品産業技術総合研究機構） 

○ 「指導的地位にある女性研究者の比率を少なくとも 10％程度」「事務管理職

に占める女性比率 10%程度」とする計画を策定。（理化学研究所） 

  ○ 女性管理職比率目標（平成 30 年 4 月時点 5％）を策定。（株式会社日本政策

金融公庫） 

○ 女性研究者については意欲ある女性研究者を積極的に活用し、その能力を存

分に発揮できるよう支援することとする「女性研究者支援方針」を定め、研究

と家庭生活の両立支援等に取り組んでいる。（農業・食品産業技術総合研究機

構） 

  ○ 女性職員が職位者に占める割合を 2018 年には 10％、2023 年には 15％にす

ることを目指している。（日本銀行） 

   

〔女性を積極的に採用〕79 法人 

  ○ 複数の応募者が同水準の評価である場合は、女性を優先して採用。（防災科

学技術研究所） 

  ○ 各種会議、研修等において、女性教職員採用・登用促進のための取組（女性

のみの公募が可能であること等）を周知。（国立高等専門学校機構） 

  ○ 「採用・登用拡大計画」で女性職員の採用について数値目標を設定。（農林

水産消費安全技術センター） 

  ○ 官庁訪問時等の業務説明の際に女性職員を派遣。（製品評価技術基盤機構） 

  ○ 募集用パンフレットにおいて女性を掲載するなど、募集時におけるアプロー

チの強化及び面接官に対する意識啓蒙を実施。（国立印刷局） 

  ○ 女子学生限定の説明会に参画。（日本郵政グループ） 

    ○ テニュアトラック制度により、女性がいない職務に女性を採用。（森林総合

研究所） 

  ○ 将来の職位者候補である総合職・特定職の採用者のうち 30％を目途として、

女性を採用していく方針。（日本銀行） 

 

〔女性を積極的に登用〕79 法人 

  ○ 女性職員の意欲の啓発・増進を行うとともに、上位官職への任用を目的とし

た研修へ積極的に参加させるよう努めている。（国立印刷局） 

  ○ 人事交流や出向により、採用及び役職への登用を積極的に行っている。（国

立女性教育会館、教員研修センター） 

  ○ 女性がいない又は少ない職務・役割に積極的に人事配置を行っている。（防

災科学技術研究所、日本貿易振興機構、土木研究所、阪神高速道路株式会社） 

  ○ 意欲と能力のある一般職の女性社員が総合職へコース転換できる公募制度

を導入。（中日本高速道路株式会社） 

  ○ 預金等窓口のリーダーとなる職位を設け、女性職員の活躍機会の一層の拡大

に取り組んでいる。（株式会社商工組合中央金庫） 

 

〔女性の研修を積極的に実施〕18 法人 
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○ 女性管理職候補者育成プログラムを実施。（株式会社日本政策金融公庫） 

○ 人事院が実施するメンター養成研修等に積極的に参加させている。（農林水

産消費安全技術センター） 

○ 国際学会への女性参加、女性の英語論文作成支援などを行う国際経験蓄積プ

ログラムを実施。（農業環境技術研究所） 

  ○ 職員が自主的に行う研修（各種講座の受講等）について研修助成金を支給す

る制度を整備。（国立大学財務・経営センター） 

 

〔男性に対する啓発〕46 法人 

○ ホームページ、各種セミナー・シンポジウム、階層別研修等において、男女

共同参画の推進についての意識啓発を随時行っている。（農業・食品産業技術

総合研究機構） 

○ イントラネット内に男女共同参画のコーナーを設け情報を発信。（国際農林

水産業研究センター、石油天然ガス・金属鉱物資源機構） 

○ 毎月発行する社内報において、女性活躍推進に関する取り組みに関する記事

を掲載。（中日本高速道路株式会社） 

○ 役員部長会議等の場で機会あるごとに、女性の参画拡大の重要性について啓

発。（農林水産消費安全技術センター） 

○ 育児休業制度などを利用する社員の上司への制度説明や継続的な情報提供

を実施。（新関西国際空港株式会社） 

○ 女性社員とその直属の上司に対して、双方のコミュニケーションを深める研

修を実施。（日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電

話株式会社） 

○ 管理職研修における多様化プログラムの新設。（日本たばこ産業株式会社） 

  ○ グループ報に育児休業取得の推進に関する情報を掲載。（日本郵政グループ） 

 

〔人事考課基準を明確に定める〕95 法人 

  ○ 国と同様の人事評価制度を導入し、評価基準を明文化。（種苗管理センター） 

  ○ 男女で偏りがないよう人事考課実施前に評価者に対して指導。（国立印刷局、

国立女性教育会館） 

  ○ 評価の方法等を記載した職員人事評価制度のマニュアルを作成し、学園内ネ

ットワーク上で周知。（放送大学学園） 

  ○ 育児休業期間は評価を受けるための在級年数から除算しない。（国立女性教

育会館、産業技術総合研究所） 

 

〔両立のための制度の活用促進〕119 法人 

○ 育児や介護など仕事と生活の両立に関する制度・手続き等をまとめたハンド

ブック等の作成。（理化学研究所、日本年金機構ほか多数） 

○ 担当部署が開設しているＨＰや社内イントラネット等において各種制度を

紹介。（情報通信研究機構、造幣局） 

○ 各種会議、研修等において、産前・産後休暇、育児休業の代替職員補充に関

する予算措置等を周知。（国立高等専門学校機構） 
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○ ワーク・ライフ・バランスセミナー（介護に関する勉強会等）の開催。（産

業技術総合研究所） 

○ 採用時の会社説明会、採用後の職員研修において育児休業等の制度を紹介。

（医薬品医療機器総合機構） 

○ 本人あるいは配偶者が出産の予定がある場合には個別に両立支援制度につ

いて説明。（福祉医療機構） 

○ ワーク・ライフ・バランス推進委員会を設置。（放射線医学総合研究所） 

○ 子供の出生前後における父親の連続休暇取得を促進。（大学評価・学位授与

機構） 

○ 育児休業中の職員に対し組織の動向等を定期的に情報提供。職場復帰に際し

ては事前に育児休業中の変更事項等を説明するなど、円滑な職場復帰のサポー

ト等を実施。（福祉医療機構） 

○ 産後休暇や育児休業を取得する職員の代替要員の確保に努めている。（医薬

品医療機器総合機構、日本年金機構） 

○ 民間託児施設やベビーシッターの利用料の一部を助成したり、制度事業所内

に妊産婦用の休憩室や一時預り保育室等の施設を設けたりすること等による

保育支援。（防災科学技術研究所ほか多数） 

 

【参考（記載された取組事項から抜粋）】仕事と生活の両立のための制度等 

・ 家族の看護・介護のために、前年度に失効した年休分を一定程度積み立て

（上限有）活用できる制度。（国民生活センター） 

・ 職員が子供の通学する学校の行事に参加する場合等で業務の運営に支障が

ないと認めるときに取得可能な特別休暇（無給）。（統計センター） 

・ フレックスタイムや専門型裁量労働制、在宅勤務制度などの勤務制度。（統

計センター、労働安全衛生総合研究所ほか多数） 

   ・ ノー残業デー（週２回等）の設定。（国立女性教育会館、高齢・障害・求

職者雇用支援機構ほか多数） 

・ 外部専門会社のサービスも活用した、病気休暇・休職中の職員に対するケ

ア、予防のためのケア。（日本貿易振興機構） 

・ 状況に応じて勤務地を限定する制度（転勤なし）を試行的に実施。（中小

企業基盤整備機構） 

・ 出産、育児等の事由により、研究業務に従事できない期間を有する任期付

職員が、雇用期間の延長を希望する場合は、雇用期間を延長できる。（酒類

総合研究所） 

・ 結婚、出産、育児等により退職した正規職員に対する再雇用制度。（日本

年金機構） 

 

〔職場環境・風土を改善〕74 法人 

○ 「行動規範」及び「セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程」を

制定し、相談窓口を設置するとともに、全体研修会等で周知。（酒類総合研究

所、日本学生支援機構） 

○ ハラスメント規程の再整備を行い、女性職員を相談員に任命。（航空大学校） 
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○ お茶出し・コピー・庶務業務等は各自で実施。（都市再生機構ほか多数） 

 

〔その他〕22 法人 

  ○ 男女共同参画推進とその連携のためのコンソーシアムに参加し、情報交換等

を行っている。（防災科学技術研究所） 

  ○ 妊娠、育児又は介護中の研究系職員の支援者配置。（理化学研究所、農業環

境技術研究所） 

  ○ 理事長主導による女性を含めた勉強会を行い、教育訓練を実施。（奄美群島

振興開発基金） 

 

 

以   上    


