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【採用年】 平成22年
【試験区分】 国家公務員Ⅰ種試験
【大学での専攻】 経済学
【略歴】
平成22.4 自治税務局企画課
平成22.8 山梨県総務部市町村課
平成22.4 山梨県総務部財政課
平成23.8 自治行政局地域政策課

地域情報政策室
平成24.8 消防庁消防・救急課救急企画室
平成26.4 現職

皆さんが思い描くこの国の未来はどのようなものでしょうか。

少子高齢化や人口減少が急速に進む現在の日本に対し、明

るい未来を想像するのは難しいかもしれません。こういう時だ

からこそ、「国家」という大きな視点で、自分が生まれ育ったこ

の国を支えたい。将来にわたって人々が安心して暮らせる社

会をつくりたい。私は、日本の未来を創る仕事に大きな魅力と

使命感を感じ、国家公務員を志しました。

入省６年目のいま、全国に１７００以上ある地方自治体を

財政面から支える制度・政策を担当しています。国民生活を

支える教育や福祉といった行政サービスを提供しているのは、

皆さんが住む地方自治体です。地方財政計画の策定などを

通じて、こうした行政サービスに必要な財源を適切に保障して

いくことが我々の役割です。日本の隅々まで見渡し、厳しい財

政状況に直面する地方を支えることが、国民一人一人の生

活を支えることにつながるのだと、日々緊張感と充実感をもっ

て取り組んでいます。

仕事も受験勉強と同じように、困難な課題ほど、解決策を

見出したときの達成感や喜びは大きいものです。地方の再生、

そして日本の再生というやりがいある難問に、是非皆さんも

チャレンジしてみませんか。

長谷川
雄也

総務省
自治財政局財政課

【採用年】 平成24年
【試験区分】 国家公務員Ⅰ種試験
【大学での専攻】 教育学
【略歴】
平成24.4 情報通信国際戦略局

多国間経済室
平成26.7 現職

このパンフレットを手に取っている皆さんの多くは、携帯電話

を持っていると思います。今日皆さんが持っている携帯電話は、

私が高校生だった頃からは考えられないほどのスピードで進化

していますし、これからも日々新しいサービスが出現し、新しい

使い方が生まれていくでしょう。

私の仕事は、そんな携帯電話を始めとした通信サービスを

みんなが安心して使えるためのルール作りです。例えばやり取

りを誰かに盗み見られたり、個人情報が漏れたりすることのな

いよう、あるべき制度について日々考えています。

携帯電話のような「誰もが毎日使う物やサービス」をよりよくす

ることで、社会の役に立てることが、国家公務員として働く一番

の魅力だと思います。

また、国家公務員は日本の代表として国際会議や交渉に

参加することもあります。私もこれまで何度も海外に出張し、外

国政府と協議・交渉を行ってきました。「日本」を背負って世

界と渡り合う経験も、国家公務員ならではだと思います。

これから色々な人・仕事に出会うと思いますが、ぜひ将来

の自分の姿をイメージしつつ、多様な経験を積んでほしいと思

います。みなさんと一緒に働ける日が来るのを楽しみにしてい

ます！

馬場
厚史

総務省
総合通信基盤局
電気通信事業部
消費者行政課



【採用年】 平成24年
【試験区分】 国家公務員Ⅱ種試験
【大学での専攻】 法律
【略歴】
平成24.4 津保護観察所企画調整課
平成26.4 現職

人との強いつながりを実感できることが魅力だと思います。

私自身、罪を犯した人の改善更生、社会復帰の援助に関

する業務や、法務省の人事に関する業務に携わってきました

が、職員だけでなく、保護司をはじめとするボランティアの方な

ど様々な人との出会いがありました。

特に保護観察所で勤務している時は、保護司の方々の存

在に助けられました。保護司の方々は、熱心に仕事に取り組

み、罪を犯した人の改善更生等に協力してくださっています。

私は，人を支える仕事をしている自分自身もまた、人に支えら

れていることを実感しました。だからこそ、厳しい局面でも頑張

ることができています。

法務省の業務は、検察による刑事事件の捜査・公判をはじ

め、罪を犯した人の処罰やその社会復帰の援助、登記制度

の運用など、多岐にわたり、そのどれもが国民一人一人の生

活に影響を及ぼします。

責任は重大ですが、業務の多様性から、様々な業務の人

と関わることができ、非常に刺激的で、自分を高める機会にも

なっています。

人と関わる仕事や、法務省の仕事に少しでも興味がある方

は、ぜひ将来の選択肢の一つに「国家公務員」を加えてみて

はいかがでしょうか。

【採用年】 平成23年
【試験区分】 国家公務員Ⅰ種試験
【大学での専攻】 経済学
【略歴】
平成23.4 関税局関税課
平成25.7 主税局調査課
平成27.4 現職

“国家公務員”と聞いて、どのような職業を想像しますか？

例えば、日曜夕方のお茶の間で楽しまれる「サザエさん」。日

本の一般的な家族の日常を描いたテレビ番組ですが、その中

で国家公務員が登場することはほとんどありません。なぜなら、

国家公務員の仕事は、普段は気づかないけれども、みなさん

が生活する上で必要不可欠な制度や政策を扱うからです。

まさに普段は気づかないことかもしれませんが、日本政府

の借金は1,000兆円を超えています。私の仕事は、この極め

て危険な水準まで悪化した日本の財政状況を改善することで

す。借金がここまで膨れ上がった大きな要因は過去・現在の

世代が享受するサービスに見合った負担をしてこなかったこと

です。現状を放置すれば、その返済は今後生まれ来る将来

世代が負担することになります。そのため、今、私は財務省の

一職員として、日本の財政状況を少しでも改善し、大きなビ

ジョンの策定からその実現に向けた細かい制度改正まで、幅

広い業務に取り組んでいます。

困難な状況に直面した時に、目を背けてしまえば、取り返し

がつかなくなります。国民生活を預かるというプレッシャーは精

神的にも身体的にも相当なものです。しかし、私たち国家公務

員は、どのような苦境に立たされようとも、国民生活の向上と

いうミッションのために奮闘し続けます。このような私たちの仕

事に関して、少しでも共感したり、心が熱くなったりすることがあ

れば、霞ヶ関というやりがいのある職場にぜひとも飛び込んで

きて欲しいです。

平井
実希

法務省
大臣官房人事課

櫻井
とおる

財務省
主計局調査課



【採用年】 平成22年
【試験区分】 国家公務員Ⅰ種試験
【大学での専攻】 薬学
【略歴】

平成22.4 医薬食品局審査管理課
化学物質安全対策室

平成24.8 保険局医療課
平成26.10 現職

私が国家公務員を志したのは、目先の利益を上げることで

はなく、長期的な視点に立って、社会全体の幸福を追求する

ことができると思ったからです。

厚生労働省に入省してはや６年目、この間、工業用化学物

質の規制、医療保険制度、医薬品の承認審査などに携わっ

てきました。いずれも国民の皆さんの生活に密接に関わってい

るものです。

また、その他にも、危険ドラッグ対策、ジェネリック医薬品の

使用推進など、薬事行政のトピックは、皆さんも耳にしたことが

あるような社会的な関心が高いものも多いと感じます。

自分が関わった仕事が翌日の新聞に掲載されたり、テレビ

で特集されたりすることも多々あり、常に緊張感もあります。ま

た、実際に日々直面する課題は難しいものばかり…。

しかし、周りには、日本をより良くしたいという高い志を持った

仲間がいます。

上司や同僚と議論を繰り返し、新しい制度を作り上げる過程は

とてもやりがいがあり、国家公務員ならではの仕事なのだと感

じています。

皆さんも、日本社会の幸福のため、厚生労働省で一緒に働

いてみませんか？

【採用年】 平成21年
【試験区分】 国家公務員Ⅰ種試験
【大学での専攻】 文学
【略歴】
平成21 技術会議事務局総務課
平成23 水産庁漁政部水産経営課
平成25 内閣府規制改革推進室
平成27 現職

農林水産省の役割は、生きるために不可欠な「食料」

の確保と、それを支える「農林水産業」の発展を図るこ

とです。私は入省後、農学研究の促進や、漁協の支援な

どに携わり、現在は、農村振興のための様々な支援を行

う部署で働いています。

実際に国家公務員になってみて、社会のルールは人が

考え議論して決めているということがよくわかりました。

たとえば、農村振興の方法の１つに、農業用ダムや用水

路などのインフラ整備がありますが、ダムなどの大規模

施設を建設する時には、「関係者の同意を適切に取る」

「環境に配慮する」といった決まりがあります。これら

は法律、政令、省令、告示などの様々なレベルの法令に

定められており、世の中の変化に応じて日々見直しを

行っています。特に省令や告示の中には、頻繁に改正す

るものが多くあります。

実際に法令が適用される場面を考えながら、 1 つ 1 

つルールを検討する。大きな制度改正ほど、検討すべき

課題も多く大変ですが、農家の方をはじめ多くの人の生

活に影響します。地道な仕事ではありますが、責任とや

りがいを感じます。

皆さんも農林水産省で、日本の食料を守るためのより

良い社会の仕組みについて一緒に考えてみませんか？

横山萌

厚生労働省
医薬食品局
審査管理課

丹野
美佳

農林水産省
農村振興局総務課



【採用年】 平成21年
【試験区分】 国家公務員Ⅱ種試験
【大学での専攻】 文教育学部

グローバル文化学環
【略歴】

平成21.4 商務情報政策局
情報通信機器課

平成23.5 資源エネルギー庁
原子力安全・保安院特別調査課

平成24.5 資源エネルギー庁
電力・ガス事業部政策課

平成26.6 貿易経済協力局資金協力課

入省２年目に起きた東日本大震災は私にとって大き

な衝撃を受けた出来事でした。私は個社や個人の利益で

はなく、日本全体の利益を考えて行動できるところに魅

力を感じ、経済産業省で働く道を選びました。しかし、

震災後、原子力安全・保安院や資源エネルギー庁での原

発事故対応や電力システム改革に取り組むこととなり、

国の責任は何か、果たすべき役割は何か、今後の日本の

ために何をしなければならないのかというのを、改めて

考えさせられました。資源エネルギー庁では、震災後の

電力供給の在り方を変える電気事業法の改正を担当しま

した。電力は日本経済と国民生活の根幹であり、その在

り方を変革する業務は、精神的にも体力的にも大変もの

でしたが、志高く尊敬できる上司や同僚と結束すること

で、何とか乗り越えることができました。

このような業務を行いつつも、私は結婚、妊娠、出産

を経験し、現在、毎日、双子と向き合う日々を送ってい

ます。

国家公務員は育児休業などの制度も充実しており、女

性として私生活を大切にしつつ、やりがいのある仕事に

取り組める職場です。ぜひ一緒に働いてみませんか？

【採用年】 平成21年
【試験区分】 国家公務員Ⅰ種試験
【大学での専攻】 統計学
【略歴】

平成21.4 特許審査第四部
電子商取引

平成26.4 総務部企画調査課
平成27.4 現職

皆さんの夢は何ですか？私の夢は放送作家として魅力

あるコンテンツを創ることでした。その後色々な出会い

や経験を経て、コンテンツやアイデアを保護する側の仕

事に興味を持つようになり、今は特許庁で審査官として

働いています。

審査官の仕事は、理系の専門知識をもとに最先端の技

術に関する様々な発明（例えばスマートフォンの節電技

術やフリック入力技術）が過去にない優れたものかを判

断する審査業務が中心です。審査の結果付与される特許

権は強力な権利なので、社会的責任は大きく、プレッ

シャーも強いです。ですが、仕事をやり遂げたときに感

じる達成感も格別です。

また、入庁６年目には企画調査課で、革新的な事業戦

略を進める企業を知的財産の面から支援する施策を企

画・立案する業務に携わりました。日々得られる大量の

情報を如何に役立てていくか頭を悩ませる日々は非常に

チャレンジングでしたが、自分の仕事に対して好意的な

意見を頂いたときは、大きなやり甲斐を感じました。

皆さんの夢を実現する仕事や職業は、きっと一つでは

ありません。積極的に色々なことにチャレンジし、興味

の幅を広げて下さい。そして、知的財産行政に興味を持

たれたなら、是非一緒に働きましょう。

神野
可奈子

経済産業省
育児休業中

岡北
有平

特許庁
審査第四部
情報処理



【採用年】 平成23年
【試験区分】 国家公務員Ⅰ種試験
【大学での専攻】 工学
【略歴】

平成23.4 中国地方整備局
太田川河川事務所

調査設計第一課
平成24.4 島根県土木部道路建設課
平成25.4 大臣官房技術調査課
平成26.4 都市局街路交通施設課
平成27.4 現職

みなさんこんにちは！国土交通省の三國谷と申します。

国土交通省の使命のひとつは、「くらしと経済を支

える」ことだと思います。くらしの中にあたりまえに

ある道路や川、自動車や電車、飛行機や空港、港、そ

してみなさんが暮らすまちや建物などなど。これらの

「インフラ」を造ったり、日々使えるように維持管理

したり、様々なルールを決めたりすることこそ、国土

交通省の任務です。

就職して１年目に広島の太田川河川事務所に勤務し

た際、大雨のときでも洪水から地域を守るよう川を整

備しながら、日常の中では地域の人々がどうしたら川

ともっと触れ合えるようになるのかを考えていました。

例えば、地元の小学生と一緒に川に入り、どんな生き

物が住んでいるのか調査したりもしました。現在の本

省での勤務では、まちの道路や、河川をより親しみや

すく、安全にするための政策を日本全国スケールで企

画立案する仕事などを経験し、日々勉強しています。

「現場」で地域一丸となる仕事、「霞ヶ関」で日本

全国を見渡す仕事、両極端に見えますが、どちらもく

らしと経済を支える、国土交通省の重要な仕事です。

そして、その両方を自分自身で経験し、現場で気づい

たことを本省で政策に反映したり、逆に全国的な動き

をその地域の取り組みに導入したりできるのが国土交

通省の仕事の魅力だと感じます。

【採用年】 平成21年
【試験区分】 国家公務員Ⅱ種試験
【大学での専攻】 気象学
【略歴】
平成21.4 釧路地方気象台技術課
平成23.4 新千歳航空測候所

女満別空港出張所
平成26.3 現職

幼いころから雨が好きでした。高校生になり、大学選

択の先に職業も考え始めたとき、好きなこと＝「食べる

こと」「動物」「雨」が浮かびました。その中で一番具

現化しそうな「雨」に関する仕事を目指し、２年生半ば

くらいから気象学が学べる大学を志望しました。

その後、大学では気象学を専攻し、地方気象台に採用

となりました。気象庁といえば、天気予報。気象どっぷ

りだ！と思っていたのですが…。天気予報や観測以外に

も、地震火山や測器保守、広報活動など、さまざまな業

務があり戸惑いました。

でも今、気象庁で私が一番好きなところはまさに業務

が幅広いところ。興味さえあれば専攻分野以外でも挑戦

できます（入庁前はこんなに航空の知識が増えるとは思

わなかった！）。もちろん技術官庁なので、専門性の高

い部署もあり各分野の最先端に携わることもできます。

このようにさまざまな業務がありますが、共通してい

るのは「国民を自然災害から守る情報」のため。そして、

各種情報がすぐにテレビなどで放送されるのを見るとや

りがいと責任を強く感じます。

「国民を自然災害から守るため」に働きたい！という

方、どんな分野の方も活躍できると思います。お待ちし

ています！

三國谷
隆伸

国土交通省
水管理・
国土保全局
河川計画課

山村
育代

気象庁
新千歳空港測候所
観測課



【採用年】 平成22年
【試験区分】 国家公務員Ⅱ種試験
【大学での専攻】 林学
【略歴】

平成22年4月入省。静岡で生まれ育ち、環境問題に興味を
持ったことをきっかけに、林学を学び自然に関わる仕事をし
たいと環境省レンジャーへ。環境省自然環境局野生生物課外
来生物対策室、東北地方環境事務所国立公園・保全整備課、
大山隠岐国立公園（大山蒜山地域）を経て、平成26年1月から
足摺宇和海国立公園のレンジャーとして日々現地の自然を勉
強中。

私の仕事は、自然保護官（通称：レンジャー）。主に

全国の国立公園や野生生物の保護や管理を行っています。

勤務地は全国で、私はこれまでに北は東北、南は四国と

渡り歩いてきました。その中で私が感じるこの仕事の最

大の魅力は、「人との出会い」です。日本という１つの

国でも地域毎に本当に色々な人がいて、そこで培われた

文化があり、その文化とともに成り立つ自然があること

に気づきました。地域の人々とのつながりの中で、その

ことに直に触れ、日々行く先々で新しい発見を得られる

ことが最大の魅力だと思います。

私がこの仕事を目指したのは高校生の頃、砂漠地緑化

の番組を見て自然に関わりたいと憧れたことがきっかけ

でした。高校の先生に「自然に携わる仕事で食べていけ

るのか。」と言われましたが、それは二の次。「知りた

い、やってみたい」という感情で進んできました。目標

を決めて歩きはじめようとしている皆さんには「こんな

ことがやりたい！」という憧れや思いを大切にして、大

いに夢を見てもらいたいと思います。仕事はあくまで１

つのステップ。どんな風に生きていきたいかを考え、そ

の中で自然に関わる仕事に興味をもってくれる人がいた

らうれしいです。

秋山
祐貴

環境省
中国四国
地方環境事務所
高松事務所
土佐清水
自然保護官事務所

あなたの本気が
日本の未来を

切り拓く！



人事院 人材局 企画課
〒 1 0 0 - 8 9 1 3 東京都千代田区霞が関１－２－３
電話：0 3 - 3 5 8 1 - 7 7 2 2 （直通）
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