実施① ８月３０日（火）～９月２日（金）
グループ番号

府省名
内閣府

1
総務省

金融庁

2
法務省

・総務省の業務説明、ワークライフバランスについて
10:00～ ・グループワーク
18:00

・執務室等見学
10:00～ ・グループワーク
18:00 ・女性職員との意見交換

・金融の基本説明・金融庁の業務概要説明
9:30～ ・個人ワーク（実際の情報・資料を用いた演習）
18:15 ・グループワーク（政策立案体験）
・若手職員との座談会（女性総合職・一般職職員）
政策課題説明
9:30～ 政策ワークショップ
18:15 若手職員とのランチ会，省内見学

・ベテラン女性職員との座談会（金融庁でのライフプラン･ キャリアプランを語る）

9:30～ ・グループワーク続き
18:15 ・懇親会
女性の働き方について
9:30～ 政策ワークショップ
18:15 女性職員との座談会
グループワーク（１日目の続き）
9:30～ 女性職員との懇談、意見交換
18:15

防衛省
（事務系）

・オリエンテーション
10:00～ ・防衛政策に係るブリーフィング、グループワーク
18:00 ・女性職員との懇談

・防衛政策に係るブリーフィング、グループワーク
10:00～ ・若手職員との懇談
18:00

・農林水産省概要説明、WLBについて
農林水産省 9:30～ ・政策ワークショップ
（事務系）
17:30

・女性職員講演
9:30～ ・省内ツアー
17:30 ・若手女性職員との懇談

・女性職員からの講話
厚生労働省 9:30～ ・厚生労働行政に関する講義
18:15 ・政策テーマ講義

・女性の働き方についてのグループワーク
9:30～ ・女性職員との座談会
18:15

5
税関

特許庁
（技術系）

・オリエンテーション
9:30～ ・グループワーク
18:00 ・若手職員との座談会

・女性職員のキャリア形成について
9:30～ ・グループワーク
18:00

・組織概要説明
9:30～ ・税関業務説明
17:30 ・東京税関見学

・税関業務説明
9:30～ ・各課室執務室見学
17:30 ・女性職員との懇談、意見交換 など

女性管理職からの講話
9:30～ 知財制度や知財の現状について講義
18:15 庁内見学、審査デモ

政策研究
9:30～ 女性職員との懇談、意見交換
18:15

組織概要・業務説明・研究所見学
防衛装備庁 9:30～ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ「安全保障分野における先進科学技術の活用について」
（技術系）
18:00 研究所勤務女性職員との懇談
警察庁
（技術系）

7

２日目概要
・政策に関する説明等
9:30～ ・執務室見学等
18:15 ・女性職員との懇談、意見交換 など
実施時間

オリエンテーション
9:30～ 女性活躍促進、ＷＬＢ取組説明
18:15 グループワーク

国税庁

6

１日目概要
・政策に関する説明等
9:30～ ・執務室見学等
18:15 ・女性職員との懇談、意見交換 など

警察庁
（事務系）

3

4

７月20日現在

実施時間

警察庁で活躍する女性職員による講演
9:30～ グループワークの説明
18:15 グループワーク（調査研究）

・業務説明、各局訪問（担当職員からの政策説明）
国土交通省 9:30～ ・グループワーク
（技術系）
18:15 ・女性職員との座談会

グループワーク（１日目の続き）
9:30～ 本庁勤務女性職員との懇談
18:00
グループワーク（調査研究）
9:30～ グループワーク（発表）
17:30 女性職員との懇談、意見交換
・各局訪問（担当職員からの政策説明）
9:30～ ・グループワーク
18:15

実施② ９月１３日（火）～１６日（金）
公正取引委員会

8
消費者庁

財務省

9

・公正取引委員会の業務紹介
・女性職員との懇談、意見交換
9:30～ ・就業体験「企業結合審査について」（グループワーク〔課題提示〕） 9:30～ ・就業体験「企業結合審査について」（グループワーク〔討議，発表〕）
18:15
18:15
長官・次長講義
9:45～ グループワーク
18:15 若手女性職員との座談会

グループワーク
9:45～ その他
18:15

・財務省についての説明
9:30～ ・政策課題についてのグループワーク
18:15

・政策課題についてのグループワーク
9:30～ ・女性職員との懇談、意見交換 など
18:15

・金融の基本説明・金融庁の業務概要説明
9:30～ ・個人ワーク（実際の情報・資料を用いた演習）
18:15 ・グループワーク（政策立案体験）
・若手職員との座談会（女性総合職・一般職職員）
・国土交通省の業務概要の説明
国土交通省 10:00～ ・女性職員との懇談、意見交換
（事務系）
18:00 ・女性職員（管理職）による講演
金融庁

10

11

・ベテラン女性職員との座談会（金融庁でのライフプラン･ キャリアプランを語る）

9:30～ ・グループワーク続き
18:15 ・懇親会
・政策ワークショップ
10:00～ ・振り返り
18:00

環境省

組織説明、業務説明、WLB取組の説明
9:30～ 施設・現場等見学
17:30 グループワーク

グループワーク
9:30～ 女性職員との懇談、意見交換
17:30

外務省

外務省の仕事の概要・省内見学
10:00～ テーマ別講義，グループワーク（国際交渉シミュレーション）
17:00 女性職員との座談会

今年の外交カレンダーを振り返って（G７サミット，TICAD，安保理等）
10:00～ グループワーク（ハイレベル会談シミュレーション）
17:00 若手省員との懇談，インターンを振り返って

組織概要説明
経済産業省 9:30～ 女性職員との座談会
18:15 政策シミュレーション

人事院

12
特許庁
（事務系）

政策シミュレーション
9:30～ 女性管理職講演
18:15

・人事院業務概要説明
9:30～ ・女性若手職員との懇談
17:30 ・グループワーク（班別討議）

・グループワーク（班別討議、発表）
9:30～ ・女性幹部職員との懇談
17:30

女性管理職からの講話
9:30～ 知財制度や知財の現状について講義
18:15 庁内見学、審査デモ

政策研究
9:30～ 女性職員との懇談、意見交換
18:15

会計検査の事例研究

13

9:45～
17:30

開講式・基調講演
文部科学省 9:30～ 女性職員との懇談・省内見学
（事務系）
18:00 政策説明

施設見学
9:30～ 政策シミュレーション
18:00 インターンの振り返り・閉講式

防衛省
（技術系）

14
原子力規制庁

15

決算確認等について

会計検査院 9:45～
17:30

・業務概要説明
10:00～ ・現場見学
18:00

・防衛政策に係るグループワーク
10:00～ ・若手職員との懇談
18:00

・業務概要説明
10:00～ ・職場見学
18:00 ・先輩職員との意見交換①
・若手女性職員との交流
・グループワーク

・グループワーク（１日目の続き）
10:00～ ・先輩職員との意見交換
18:00 ・懇親会

・農林水産省概要説明、WLBについて
農林水産省 9:30～ ・政策ワークショップ
（技術系）
17:30

・女性職員講演
9:30～ ・省内ツアー
17:30 ・若手女性職員との懇談

開講式・基調講演
文部科学省 9:30～ 女性職員との懇談・省内見学
（技術系）
18:00 政策説明

施設見学
9:30～ 政策シミュレーション
18:00 インターンの振り返り・閉講式

