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人事院は、人事行政に関する公正の確保と国家公務員の利益の保護等の事務をつかさどる中立・第
三者機関です。人事管理の中立・公正性の確保のため、公開平等の採用試験や全府省横断的な研修等
を行うこと、労働基本権制約の代償措置として、給与等の勤務条件の改定等を勧告することなどによ
り、公務運営の基盤である人事行政を公正に、かつ効果的に運用することを使命としています。

昨今、国民生活は急速な技術革新などにより豊かで便利になる一方、格差拡大を指摘する声、大規
模災害や将来の国際経済情勢に対する不安の声も生じています。国の行政を担う職員には、このよう
な国民の声に的確に応えるため、専門知識を磨き、課題解決力、マネジメント力を向上させて多様な
課題に果敢に取り組んでいくことがより一層求められています。
人事院の職員は、社会の情勢に対応した人事施策を企画・立案し、展開することにより、幅広い行
政を担う国家公務員の活動をしっかりと支え、国民から信頼される公務運営が確保されるよう、日々
様々な課題に取り組んでいるのです。

例えば、現在、ワークライフバランス（WLB）の推進など働き方改革が社会全体の重要な課題と
なっています。人事院としても、育児休業や介護休暇などの両立支援制度やフレックスタイム制の拡
充、その利用促進を行うとともに、超過勤務に上限を設定することにより長時間勤務の縮減を目指す
など働きやすい公務の職場づくりに積極的に取り組んでいます。さらに、労働力人口の減少が急速に
進み、高齢者がその能力や経験を十分に発揮できるような環境の整備が社会全体で喫緊の課題となっ
ている状況の中で、定年延長をはじめ様々な施策の検討も中長期的視点を踏まえて行っています。

人事院は大きな組織ではありませんが、その分風通しの良さとアットホームな職場の雰囲気は他に
勝るとも劣らないと自負しています。また、WLB施策を所管する組織として、働きやすい職場の実
現にも率先して取り組んでいます。

国家行政を支える有為な人材を確保し、能力を高め、そしてその能力を最大限に発揮して活躍でき
るような環境を整備する。「人が主役」という強い信念を持ち、こうした取組みに情熱を持って挑む
志のある方、是非、人事院で一緒に仕事をしませんか。

人事院事務総局総括審議官
松尾 恵美子

※　中央が筆者
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森田	航	(もりた わたる)

給与局給与第二課

	 9：15	 出勤

メールチェックを終えスケジュールを確認
し、優先すべき業務から取りかかります。

	10：00	 各府省に対するヒアリング

級別定数改定にあたり、担当府省の人事管理
や改定要求の内容を把握するためヒアリング
を実施します。

	12：00	 昼休み

同期とおいしいランチを食べ気分転換しま
す。

	13：00	 改定案の作成

ヒアリングの内容を踏まえ、府省間のバラン
スに配慮しながら級別定数の改定案の作成を
開始します。

	16：30	 係長へ改定案の説明

	係長から的確な指摘を受けます。勤務条件
に係る重要な案件ですから、１回で自分の案
が通ることはまずありません。

	18：15	 休憩

級別定数の改定時期は１時間の休憩をとっ
て、別の府省を担当する係員３名と夕飯を食
べに行きます。担当する府省は異なりますが、
同じ業務を行っているので係員同士で相談し
ながら支え合っています。

	19：15	 改定案の修正

係長から受けた指摘を踏まえ改定案を練り直
し、ブラッシュアップします。

	21：15	 係長へ修正した改定案の説明

再度時間をいただき、係長へ修正した改定案
について説明します。

	22：30	 退庁

一段落したところで、今日の進捗状況を踏ま
え明日のスケジュールを確認し退庁します。
級別定数改定案の作成は短期間で行うため退
庁する時間が遅くなりますが、級別定数改定
案の作成時期以外は定時退庁が基本です。

学生時代の友人と出かけることが多いです。この日は箱根に行き温
泉に入りました。温泉あがりの麦酒は格別です。

休日の過ごし方

１日の仕事の流れ

　「人事院の仕事がしたい」と思ったことから志望しました。「人」を
支える仕事がしたいと考え就職活動を行っていた中で、人事院のパ
ンフレットや説明会を通して、国民生活を支える国家公務員を支え
るという人事院の役割、そして熱い想いを持って生き生きと働いて
いる職員の方々の魅力に引き込まれました。

人事院を志望した理由は何ですか。

　スケジュールと優先順位を考え、業務を計画的に進められるよう
心がけています。同時期に複数の業務を行うことが多いため、自分
の作業スピードを考えながら、締切日までに確実に処理できるよう
努めています。

仕事をする上で心がけていることは何ですか。

　小さなことに疑問を持ち、業務の本質を理解した上で行動し、自
分の意見を出せるようになることが目標です。今は目先の業務をこ
なすことに精一杯ですが、業務の目的や従前の考え方等を正確に理
解し、質の高い業務を行えるようになりたいと思います。

仕事における今後の目標を教えてください。

　職員が活躍するためには安心して働ける環境が重要です。国家公
務員を支えることにより国民生活に貢献する、この仕事は人事院で
しかできません。人事院の仕事がしたいと思ったら是非、説明会や
官庁訪問に足を運んでいただき、人事院の魅力、職員の熱意を肌で
感じてください。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。

	平成28年	４月	 採用一般職
	 	 	 人事課
	　　30年	４月	 現職

　国家公務員の給与は、仕事の種類（行政職、医療職等）、困難さ、
責任の度合いに応じて職務の級（行政職（一）なら１級～10級まで
あります。）が決められています。
　私の仕事は、担当府省の級別定数（昇格の枠）の改定案（増やした
り減らしたりする）を作成し、国家公務員を給与の面から支えるこ
とです。困難な業務をこなし成績が優秀でも、昇格できる枠がなけ
れば上位の級に上がることができません。担当府省の実態を把握し
た上で職務・職責を評価し、頑張っている人が報われるよう級別定
数を改定することにより、国家公務員が安心して働ける環境を整備
するという非常に責任が重く、やりがいのある仕事です。
　職務・職責を適切に評価するために全国各地の様々な機関へ出張
し、現場の声を聞き、時には業務を体験させていただき、担当府省
の現場の実態の把握に努めています。

現在どのような仕事をしていますか。
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平山	万里 (ひらやま まり)

人材局試験課

	 9：30	 出勤

コーヒー牛乳を作りつつ、今日の業務スケ
ジュールを確認します。

	10：00	 試験関係資料仕分け作業

人手が必要な作業は課内職員全体で行いま
す。共用の長机で誰かが作業をしていると周
りの人が自然と声を掛けて協力し合う、フォ
ローの手厚い職場が大好きです。

	12：00	 お昼

お昼休み中に問合せの電話が鳴ることもある
ので、お弁当を持参して自席にいる日も多い
ですが、職場近辺のお店に詳しい先輩にラン
チに連れて行っていただくことも。

	13：00	 試験の実施のための書類作成

試験を実施する上でミスは絶対に起こっては
なりません。円滑にミスなく試験が執り行わ
れるよう、試験当日の実施の流れや注意事項
を作成します。

	17：00	 試験に関する問合せの電話対応

試験の受験者や申込みを考えている方、その
ご家族の方などから日々さまざまな問合せが
あります。電話を切るときに「電話してよかっ
た！」「試験受けてみようかな？」と思っても
らえるよう、真摯な対応を心がけています。

	20：00	 退庁

試験期間中は作業が多く、定時に帰れないこ
とも多いですが、今日はここまでやろうと決
めて集中して作業に当たります。一緒に残業
していた同僚と頑張ったご褒美においしい物
を食べて、帰宅します。

平日は全力で仕事をし、休日は全力で心身を休めるか全力で遊びま
す。平日が忙しかった週末は、１日中布団から出ない日も。写真
は全力で遊んだ日で、
始発電車に乗って某
大型フェスを満喫し
てきました。

休日の過ごし方

１日の仕事の流れ

　志望理由は２つあります。
　初めて「人事院」の存在を意識したのは大学３年次、参加した各府省
の説明会の主催が人事院と知った時でした。その後、採用試験を受け
た時にも「人事院」の青い腕章をした職員さんを見て、国家公務員人
生の幕開けに深く関わる仕事に魅力を感じたのが１つ目の理由です。
　そして、日頃から公務員に纏わる給与や勤務環境などの色々な噂
を耳にする中、「これってほんとかな？」と思うことがあり、「制度
を所管している人事院に入ればきっとその疑問が解ける！」と考え
たのが２つ目の理由です。

人事院を志望した理由は何ですか。

　国家公務員になるための一般的な方法は人事院の実施する国家公
務員採用試験に合格することです。試験課では、各試験が全国で統
一的に、適正かつ公平に行われるよう、実施に関する様々な事務を行
っています。毎年、大勢の国家公務員志望者が試験を受験しています。
また試験当日は、人事院職員だけではなく、関係する各府省の職員
総出で試験を実施します。たくさんの方と関わる大事な仕事です。

現在どのような仕事をしていますか。

　現在の仕事は試験の日程や実施に関する規程などによりある程度
「枠」が決まっていることが多いのですが、その枠の中でどれだけ工
夫ができるか、能動的に考えて仕事を進めようと心がけています。

仕事をする上で心がけていることは何ですか。

　周りにいい影響を与えられる職員になりたいです。「周り」という
のは、一緒に働いている職員の方、仕事上関わりのある方など「人」
はもちろん、日頃働く「職場環境」も、担当している「業務」も、ひい
ては「世の中」もです。目の前の仕事や人に全力で向き合いプラスの
効果を生み出していき、よりよい日本を作る一助となれたら、と大
それたことを考えていますが、人事院ではきっとそれが実現できる
と思っています！

仕事における今後の目標を教えてください。

　人事院を志望した理由は上記のとおりでしたが、最終的に就職先
を人事院に決めたのは、官庁訪問で職員の方と接した時に「こんな
職員さんと仕事したい！」と強く感じたからです。仕事に対する考
え方や仕事の進め方など、あんな風になりたい！と尊敬する方がた
くさんいます。仕事をしていて大変なこともありますが、周りの方
の温かさでまた頑張ろう、と思えます。ぜひ説明会などに参加して、
人事院職員の魅力を知っていただきたいです。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。

	平成25年	４月	 採用一般職
	 	 	 職員福祉局職員福祉課
	　　26年	４月	 東北事務局第二課
	　　28年	４月	 現職
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矢生	彩 (やいき あや)

内閣官房内閣人事局主査

	 9：30	 出勤

メールを確認し、朝刊をチェックします。気
になる報道があった場合は、室内で議論する
こともあります。

	10：00	 資料の作成

幹部に説明する案件について、資料を作成し
ます。日々状況が変わるため、説明に行くギ
リギリまで資料を修正する必要があります。

	12：00	 昼休み

持参したお弁当を食べます。昼休み中もメー
ルは常に確認します。

	13：00	 人事院の制度について説明

人事院が所管する制度について、上司から質
問を受けることがあります。そういうときは、
自分で法令を調べたり、人事院の担当者に聞
いたりして情報をまとめ、上司に説明します。

	15：00	 資料の確認

各府省から提出された資料を確認し、必要に
応じて各府省に照会の電話をかけます。資料
が整ったら、内容を上司に説明します。

	18：30	 退庁

国会の状況等を確認し、対応の必要がなけれ
ば、なるべく早く帰ります。

休日は愛猫のさくちゃんをたっぷ
り可愛がります。写真はさくちゃ
んに猫用おやつのちゅ～るをあげ
るところ。また、夫婦揃って映画
好きなので、話題の映画は映画館
に観に行きます。配信サービスを
活用して、土日で５本観ることも
あります。

休日の過ごし方

１日の仕事の流れ

　国家公務員の幹部職員等について適格性審査を実施し、幹部候補
者名簿の更新等を行っています。

現在どのような仕事をしていますか。

　人事院の良さは、なんといっても「働く人の温かさ」です。人事院
以外で働くのは初めてだったので、出向するときは大変不安でしたし、
慣れない環境で当初は戸惑いも沢山ありました。しかしそんな時、人
事院の先輩方に、励ましのメールや出向先での仕事の仕方のアドバ
イスをもらったり、会って話を聞いてもらったり、沢山の支援をして
いただきました。そのおかげで、出向先でも前向きに働くことができ
ているのだと思います。人事院で働く人は、皆さん真面目で温かい。
これまでもそう思っていましたが、出向して、より一層その思いを強
くしました。

出向してみて気づいた人事院の良さを教えてください。

　人事院は給与や勤務条件など様々な制度を所管しています。その
ため出向先では、人事院の制度全般について質問を受けます。そう
いうときは、自分で法令を調べたり、人事院の担当者に聞いたり
して勉強するのですが、「こういう制度まで人事院が定めていたの
か！」と驚くことが何度もありました。あらためて、人事行政を所
掌する人事院の業務について、その幅広さを実感しています。

人事院以外で勤務して人事院に対する見方は変わりましたか。

　私が今働いている部署は、各府省からの出向者で構成されていま
す。出向者同士で話をしていると、考えたことのなかった取組みが
他府省で実施されていたり、これまで当たり前だと思っていたこと
が人事院外ではそうでなかったり、沢山の気づきが得られます。色々
な府省の方と一緒に働く機会はとても貴重です。この経験と人の縁
は、今後も大切にしたいと思います。

出向先での経験を今後どのように活かしていきたいですか。

　数ある府省庁の中で、人事院に興味を持っていただきありがとう
ございます。少しでも人事院をいいなと思ってくださった方は、是
非とも説明会に話を聞きに来てください。説明会にいる人事院の職
員は、将来もしかしたら皆さんの上司や先輩になるかもしれない人
たちです。直接話を聞いてみて、人事院で働く自分をイメージし、
一緒に働きたいと思っていただけたら、是非人事院を志望してくだ
さい。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。

	平成23年	４月	 採用Ⅱ種
	 	 	 公務員研修所教務部総務課
	　　24年	４月	 会計課
	　　26年	４月	 関東事務局第二課
	　　28年	４月	 人材局研修推進課
	　　30年	４月	 現職
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坂本	武之 (さかもと たけゆき)

公正取引委員会事務総局
官房人事課給与係長

	 9：15	 出勤

前日に退庁してから今朝までにきているメー
ルの確認。

	 9：30	 月例給与の支給事務

先月からの変更者を中心にしっかり確認。間
違いなく払われて当然ですが、確認する立場
としては、ミスがないか毎回一苦労です。

	11：00	 地方事務所から諸手当にかかる照会対応

ある事案について、超過勤務手当の支給可否
について照会。
今回は問題なく支給することができそうな事
案でした。

	12：00	 昼休み

下の売店で弁当を買って、午後の仕事のため
に英気を養います。

	13：30	 昇給について課長に説明

職員の処遇にかかる問題ですから、責任重大。
課長説明は、長いときで１時間くらいかかる
ときもあります。

	15：00	 査定当局からの要求書関係にかかる照会対応

	先日提出した要求書関係について、査定当
局から照会のお電話。
今回は、その場で回答できる内容でした。

	17：00	 改正給与法対応

人事院勧告の影響を改めて感じる瞬間です。

	18：15	 退庁

翌日にやることの優先順位づけをして定時退
庁。

共働きなので、週末は夫婦揃って
１週間分の買い物をしています。
家事は五分五分を目標にしていま
すが、どうしても妻の方が日常的
に多く家事を負担してくれている
ので、買い物の荷物ぐらいは持た
せてもらってます。

休日の過ごし方

　公正取引委員会の人事課で、職員の給与の決定や支給、級別定数
（人事院が各府省ごとに定める職務の級別の適用職員数（枠））の管
理、勤務時間制度の運用などの業務に携わっています。特に職員の
給与の決定については、職員の処遇に直接関わってきますので、責
任の重い業務です。
　これらの業務は、ある意味人事院の所管している制度の縮図です
ので、大変ですが、制度を横断的に勉強できるよい機会だと思って
おります。

現在どのような仕事をしていますか。

　他省庁に在籍している立場としては、人事院は本当に親身になっ
て各省庁が直面している問題を考えてくれているなと感じます。級
別定数の査定時には厳しい意見をもらうこともありますが、改めて

「他省庁のために働く人事院」というものを感じます。
　また、人事院の人たちは本当に面倒見がいい人たちばかりだと感
じます。出向中でも、先輩や元上司に飲みに連れて行ってもらったり、
気にかけてもらったりと、周りの人に恵まれ幸せだなと感じます。

出向してみて気づいた人事院の良さを教えてください。

　人事院以外で勤務しているからこそ、各省庁の方が人事院の専門
的知識・知見をいかに頼りにしているかが分かりました。
　出向先では、自分の担当外のことでも当然知っているものとして
聞かれますので、間違いがないよう制度を確認しながら対応してい
ます。

人事院以外で勤務して人事院に対する見方は変わりましたか。

　出向先での業務を通じて、他府省の直面している具体的な問題や
勤務状況を垣間見ることができました。これは、出向したからこそ
得られる経験です。
　人事院は各省庁あってのものだと思いますので、多くの国家公務
員の方が安心して仕事に取り組めるよう、出向先での経験を活かし
ていければと思っております。

出向先での経験を今後どのように活かしていきたいですか。

　人事院の仕事は、国家公務員一人ひとりが充実して働くことので
きるように支えていく、とてもやりがいのあるものだと思います。
　少しでも人事院の業務に興味を持たれた方、是非、人事院に訪問
してみてください。きっと一緒に働きたいと思っていただけるはず
です。一緒に働ける日を楽しみにしております。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。

	平成22年	10月	 採用Ⅱ種
	 	 	 会計課
	　　25年	４月	 人事課
	　　28年	４月	 関東事務局第一課
	　　30年	４月	 現職

１日の仕事の流れ



※　右手前が筆者
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高橋	さおり (たかはし さおり)

職員福祉局補償課
災害補償専門官

	 8：30	 出勤

息子の保育園への送りは夫の担当。２人を送
り出したら、出勤します。席について、一息
ついたら、仕事モードに。

	10：00	 グループミーティング

グループで１週間に１度ミーティングをしま
す。各府省からの照会事項等について議論を
することもあります。

	12：00	 お昼休み

自席でお弁当を食べます。たまには、外食を
したり、銀座に買い物に行ったり気分転換を
することもあります。

	14：00	 照会対応

担当する府省等から災害補償の認定に係る電
話照会があります。すぐに答えられるもので
なければ、一旦引き取って、過去の事例など
を調べ、回答案を作成し、グループで検討し
た上で回答します。

	16：15	 退庁

本来の勤務時間は午後５時１５分までです
が、育児時間の制度を利用し、勤務時間を短
縮して、毎日この時間に退庁しています。こ
の後は、保育園にお迎え、買い物、夕食の支
度・・・とまだまだ１日は終わりません。

休日は家族で水族館、動物園など
に遊びに行きます。写真は、おさ
かな好きの息子と金魚すくいにチ
ャレンジしているところです。

休日の過ごし方

　人事院は国家公務員が採用されてから退職するまでのライフステ
ージに関わる様々な制度を担当しており、国家公務員が安心して職
務に専念できるよう、勤務条件等を整えるという重要な役割を担っ
ています。
　また、私は育児休業から復帰して現在２年目ですが、人事院には
仕事と育児を両立しながら、活躍している先輩職員がたくさんいる
ことがとても心強く、その点も魅力であると思っています。　

人事院の魅力は何ですか。

　一般職の国家公務員が公務上の災害（負傷、疾病等）又は通勤によ
る災害を受けた場合の災害補償に関する業務を担当しています。人
事院への協議が必要となる事案については、調査を行い、検討を重
ね、公務上の災害又は通勤による災害と認定できるか等について判
断をします。被災した職員への影響は非常に大きいものであり、入
念に調査を行いながらも、迅速に処理ができるよう心がけています。

現在どのような仕事をしていますか。

　これまで人事異動によりいくつかの部署を経験してきましたが、
経験したことのない業務につくときは慣れるまでには苦労がありま
す。特に、私は今の補償課に異動する前は、官房部局や総務担当な
どで定型的な業務を担当することが多く、また、災害補償の制度は
非常に難しく、慣れるまでは大変でした。

仕事をしている中で大変だったことは何ですか。

　その「秘訣」を見つけるために、試行錯誤する毎日ですが、仕事で
は、勤務時間が限られていることに加え、子供の病気で突発的に休
むこともあるため、できるだけスケジュールを前倒して進めるよう
にし、情報は同じグループの職員と共有することを心がけています。
また、家事は家事代行サービスや便利な家電などを利用し、可能な
限り「手抜き」をし、空いた時間があれば、子供と遊んだり、自分が
リフレッシュしたりするために使うようにしています。

育児と仕事を両立させるための秘訣は何ですか。

　人事院の業務に関心を持っていただいた方は、ぜひ説明会に足を
運んでいただき、人事院職員と話をしてみてください。人事院の業
務についてより理解していただけると思いますし、一緒に働きたい
と思えるような先輩職員がいると思います。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。

	平成18年	４月	 採用Ⅱ種
	 	 	 人材局企画課
	　　20年	４月	 総務課
	　　21年	１月	 関東事務局第二課
	　　23年	４月	 関東事務局第一課
	　　24年	４月	 人事課
	　　26年	４月	 給与局給与第一課総務班主査
	　　27年	３月	 育児休業
	　　29年	４月	 職務復帰
	 	 	 職員福祉局職員福祉課総務班主査
	　　30年	４月	 現職

１日の仕事の流れ



7

高木	邦宏 (たかぎ くにひろ)

関東事務局第二課
総合職試験第一係長

	 9：30	 出勤

子供を保育園に送ってから出勤します。通勤
時間中は録画したドラマを見るのが日課で
す。出勤したら、まずは今日はどの業務を行
うのか、チームで簡単に打合せをします。

	10：00	 試験関係資料の作成・点検

試験を円滑に進めるためには、正確な資料が
必要です。昨年度の経験をもとに資料をブ
ラッシュアップしていきます。

	12：00	 昼食

関東事務局に来てからは、同期とお昼を取っ
ています。同期は気兼ねなく色々相談できる
ので大切だなと改めて感じます。

	13：00	 受験者からの問い合わせに対応

就職がかかる受験者からの問い合わせは、真
剣そのもの。こちらもその思いに応えるべ
く、誠意を持って対応することを心がけてい
ます。

	15：00	 関係部署との情報共有

関係部署との綿密な情報共有が試験を安定的
に実施するための鍵だと感じます。

	18：00	 チーム内での打合せ

終業時刻を前に、本日中にやらなければなら
ないことや明日の予定をチームで確認し、情
報共有します。この繰り返しによって、チー
ムの意識が統一され、同じ方向を見て仕事が
できると感じます。

	19：30	 退庁

試験実施前の準備期間はどうしても残業に
なってしまうことがあります。しかし、業務
を整理して、残業が最小限になるよう工夫し
ています。

人事院に入ってから、職場の仲間や友人とフットサルを続けていま
す。最近は年齢からか回数が少なくなっていますが、楽しいひとと
きです。

休日の過ごし方

	平成15年	４月	 採用Ⅱ種
	 	 	 勤務条件局給与第一課
	　　16年	１月	 関東事務局第二課
	　　18年	１月	 関東事務局第一課
	　　19年	４月	 会計課
	 	８月	 人事課
	　　22年	４月	 地方公務員災害補償基金企画課
	 	 	 企画係長
	　　25年	６月	 総務課秘書
	　　28年	４月	 現職

１日の仕事の流れ

　人事院は、国家公務員の皆さんが元気に働けるよう職場の勤務条
件を整えている人事のプロ集団です。時代の変化によって、勤務条
件に求められるものも変化していくわけですが、今このパンフレッ
トを読んでいる皆さんの新しい感覚や、「職場がこうあってほしい」
という率直な思いをそのまま仕事に直結させ活かしていける部分が
魅力だと感じます。

人事院の魅力は何ですか。

　皆さんが今後受験を控えている国家公務員採用試験の実施や業務
説明会の企画などの募集関係業務に携わっています。皆さんの人生
の大きな転機となる「就職」に関わることですから、間違いがあって
はいけないという高い緊張感と、皆さんが就職活動期間を振り返っ
た時に「あの時の説明会が就職の決め手になった」と思ってもらえる
ような企画ができるよう、強い使命感を持って仕事に臨んでいます。

現在どのような仕事をしていますか。

　係長級に昇任してからは、出向先で東日本大震災への対応を、人
事院に戻ってからは秘書業務、試験実施業務を経験しました。仕事
内容は違えども、どれも直接「人」に関わる業務でしたが、自分の仕
事によって関わった方々が少しでも笑顔になってもらえた時には、
自分にも誰かの役に立てるような仕事ができるということを実感で
き、やりがいやモチベーションに感じます。

やりがいを感じるのはどのような時ですか。

　過去の経験から、業務を進めるに当たって問題や障害になりそう
なことを予想し、それを早めに上司や同僚に相談しながら準備がで
きた時です。危険察知能力のようなものだと自分では感じています
が、これも上司や同僚に相談しやすい環境のもとで仕事をすること
ができたからだと感じています。

仕事を通じて成長したと感じるのはどのような時ですか。

　人事院では、時代とともに移り変わる人事制度を研究し、制度に
変えていくチャレンジングな仕事が皆さんを待っています。私たち
と一緒に「みんなが安心して元気に働ける職場」を考えてみません
か。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。

※　最後列中央が筆者
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手塚	舞子 (てづか まいこ)

公平審査局職員相談課
職員相談業務室職員相談官

	 9：00	 出勤

職員相談の受付時間は９時からなので、早速
電話対応が始まります。

	10：00	 資料作成

相談を受けた内容を報告書にまとめます。ま
た、そのほかの資料の作成なども相談の合間
の時間を使うなどして作成します。

	12：00	 お昼

子供が所属する少年野球の連絡や学校に提出
する書類の作成などを、この時間を活用して
済ませることも。
同僚と外食することもあり、気分転換になり
ます。

	13：00	 相談対応

メールでの職員相談が着信し、対応を検討し
て回答作成作業に入ります。

	15：00	 面談

面談での相談があり対応します。相談者から
のお話を聴き、説明やアドバイスを行います。

	17：00	 退庁

やり残した仕事があれば、課員に分かるよう
に整理して退庁します。
ここからは、子供のお迎え、晩ご飯、お風呂
と一気に母親モードに突入します。

休日はもっぱら上の子が所属
する少年野球チームの応援で
す。野球は全く知らなかった
私ですが、すっかりはまって
しまい、試合スコアを付けら
れるようになりました。

休日の過ごし方

	平成14年	４月	 採用Ⅱ種
	 	 	 総務局総務課
	　　16年	４月	 人事課
	　　18年	４月	 関東事務局総務課
	　　21年	１月	 育児休業
	　　22年	４月	 職務復帰
	 	 	 関東事務局第二課
	　　23年	４月	 人材局（首席試験専門官付）
	 	10月	 人材局試験専門官（首席試験専門官付）
	　　25年	１月	 育児休業
	　　26年	４月	 職務復帰
	 	 	 公平審査局審理官（首席審理官付）
	　　30年	４月	 現職

１日の仕事の流れ

　人事院は、職員数としては小さな組織ですが、国家公務員の人事
管理制度を幅広く所掌しており、国家公務員のライフステージに大
きく関わっています。国家公務員の皆さんが安心して働ける環境を
作るための施策は多岐にわたり、また、その内容は働き方や生活に
密に関連しているので、その成果を身近に感じることができるのが
魅力ではないかと思います。

人事院の魅力は何ですか。

　人事院では一般職の国家公務員からの、超過勤務、休暇、パワー・
ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、いじめや嫌がらせな
どのさまざまな悩み事や苦情について広く相談に応じています。私
は職員相談員として、相談者の悩みを解決すべく、制度の説明やア
ドバイス等を行い、問題の迅速かつ適切な解決を図っています。

現在どのような仕事をしていますか。

　相談者からの悩み事は多岐にわたるため、制度の説明やアドバイ
スを行うためには、相談員も相応の知識を必要とします。そのため、
さまざまな制度について勉強の毎日です。そんな毎日の中で、相談
者から、「相談してよかった。ありがとう。」と言っていただけるこ
ともあり、そのようなときにはこちらも嬉しくなります。

やりがいを感じるのはどんなときですか。

　現在は子供にもそれほど手が掛からなくなりましたが、振り返っ
てみれば、一人目の復帰当初はどちらも満点にしたい気持ちと満点
にはとてもできない現実とで悩み、どちらの効率も落ちていたよう
に思います。今は、２つ併せて満点になれば十分！育児には必ず落
ち着くときが来るのでいつか恩返ししようと割り切るようにしてい
ます（とはいえ職場にも子供にも感謝の気持ちは忘れずに！）。技術
的な秘訣はいろいろあると思いますが、精神的にはそれが前向きな
気持ちで働くための私の秘訣です。

育児と仕事を両立させるための秘訣は何ですか。

　国家公務員人生は長いです。ぜひ、説明会等に参加いただき、実
際に一緒に働く職員と接してみてください。そうすることで、より
一層人事院の魅力を分かっていただけるのではないかと思います。
皆さんのお越しをお待ちしています。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
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中村	大輔 (なかむら だいすけ)

北海道事務局第一課専門官

休日は、北海道内各地をドライブ
しています。本州では見られない
雄大な景色に心が癒やされます。

休日の過ごし方

	平成10年	４月	 採用Ⅱ種
	 	 	 任用局試験課
	 12年	４月	 関東事務局第二課
	 14年	４月	 関東事務局総務課
	 15年	４月	 総務局会計課
	 17年	４月	 九州事務局第二課試験係長
	 19年	４月	 九州事務局第二課任用係長
	 20年	４月	 職員福祉局国際課国際専門官
	 23年	４月	 外務省在トロント日本国総領事館副領事
	 25年	４月	 外務省在トロント日本国総領事館領事
	 26年	５月	 国際課国際専門官
	 28年	４月	 北海道事務局第一課公平勤務係長
	 29年	４月	 北海道事務局第一課給与係長
	 30年	４月	 現職

	 7：45	 出勤

フレックス制度を利用し、早めに出勤してい
ます。札幌では、このぐらいの時間であれば
地下鉄も空いており、快適に通勤することが
できます。

	 8：00	 照会対応

私の課では、道内にある国の機関からの人
事・給与制度等についての問合せに応じてい
ます。回答内容は、その制度が適用される職
員の生活に影響を与えるものですので、課員
が受けた照会にはすべてに目をとおし、間違
いのない回答となるよう確認しています。

	11：00	 企業経営者との意見交換に関する報告書の作成

先日訪問しインタビューを行った苫小牧市の
経営者からの現地の雇用情勢等に関する情報
について、その報告書を作成します。人事院
の地方事務局では、これらの活動を通じて、
地方の実情を本院へ伝え、本院の施策に関与
しています。

	12：00	 昼食

職場の近所にある美味しいスープカレーのお
店に行った後、職場の向かいにある大通公園
でゆっくりします。

	13：00	 説明会資料の作成等

近日中に行う給与制度関係の説明会のプレゼ
ン資料、説明原稿を作成します。これらによ
り、制度が地方の現場において適正に施行さ
れるよう努めています。

	16：30	 退庁

フレックス制度を利用しているため、早めに
帰宅できます。スキー場が市内にもあるため、
冬であれば仕事帰りにスキーに行くこともで
きます。

１日の仕事の流れ

　国家公務員を対象にさまざまな施策を行っている人事院ですが、
一番の”顧客”は各機関の人事担当者です。相手方も人事に精通して
いる方々ばかりですので、仕事上のやり取りにおいてはこちらも高
い専門性が求められます。したがって、常に勉強が必要となります
が、そういった環境において仕事ができるということは幸せなこと
だと思っています。

人事院の魅力は何ですか。

　道内にある国の機関の人事担当者に対して人事・給与制度に関す
る説明会を行ったり、各機関担当者から相談を受けて個別の事例へ
の法令の適用について助言等を行ったりしています。
　また、道内の民間企業を訪問し、給与制度等の調査や経営者との
意見交換を行い、地域の雇用情勢等について本院へ報告するといっ
たことも行っています。

現在どのような仕事をしていますか。

　例えば昨年、北海道で地震がありましたが、震源地のそばに住む
単身赴任中の職員の住宅が被害を受け、その職員が遠方の自宅に避
難しそこから通勤しようとした場合、通勤手当、住居手当、単身赴
任手当の取扱いをどうするかといった相談事例がありました。個別
の事例への法令の適用に当たっては判断に迷うケースも存在しま
す。関係者が納得できる良い解決策が見つかったとき、やりがいを
感じます。

やりがいを感じるのはどんなときですか。

　私は、東京の本院で採用されましたが、福岡や札幌、カナダのト
ロントでも勤務する機会に恵まれました。地方における行政の現場
や、海外から日本を見つめる経験を得たことで、大局的な観点から
行政を考えることができるようになったと思います。

仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。

　人事行政というと、狭いカテゴリーのように感じられるかもしれ
ません。しかしながら、人事は組織の要諦ですので、行政全般に渡
る幅広い知識が必要となってきます。
　仕事を通して、地方にある国の出先機関等の行政の現場を視察し
たり、外国政府の人事行政機関の方々と情報交換等を行ったりする
機会に恵まれるなど、日々刺激を受けることができる職場だと思い
ます。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。



10

上月	拓也 （こうづき たくや）

会計課長補佐（主計班）

可能な限り、家族と一緒に過ごし
ています。
子どもが日々成長していく姿に癒
やされています。

休日の過ごし方

	平成７年	４月	 採用Ⅱ種
	 	 	 管理局総務課
	　　９年	４月	 管理局人事課
	　　11年	４月	 給与局給与第二課
	　　14年	４月	 総務省自治行政局公務員部公務員課
	 	 	 給与能率推進室調査係長
	　　16年	４月	 総務省自治行政局公務員部公務員課
	 	 	 給与能率推進室能率係長
	　　17年	４月	 職員福祉局職員福祉課
	 	 	 勤務時間第一班主査
	　　20年	４月	 給与局給与第三課手当第一班第二係長
	　　22年	２月	 給与局給与第二課制度班制度第一係長
	　　25年	４月	 給与局給与第二課専門官
	　　27年	４月	 企画法制課企画専門官
	　　29年	４月	 現職

	 9：10	 出勤

班全体の予定とメールをチェックしてから、
仕事を始めます。今日は、院幹部へ翌年度の
予算についての報告をする必要があるので、
幹部秘書に幹部のご都合を伺います。

	11：00	 院内他部署との打合せ

今年度の予算の執行状況、今後の執行につい
て、関係する他の部署と打合せです。持ち込
んだ資料について説明し、必要な情報を共有
して意見交換を行い、今後すべきことを整理
します。

	12：00	 休憩時間

隣の庁舎で購入したお弁当を食べてから、読
みかけの本を読みます。10分程度の仮眠も
取りました。

	13：30	 院幹部への報告

翌年度の予算について、院幹部へ報告します。
課長から資料についてご説明いただき、院幹
部から個別の事項についてご質問があったと
きに回答します。ご説明した内容についてご
承知いただくことができました。

	16：00	 他部署からの相談対応

部下から、他の部署から受けた今後の予算執
行に関する相談について、報告を受けます。
疑問があることを何点か聞いて、問題がない
ことを確認して了承します。

	20：00	 退庁

本日中に処理すべき書類の確認が終了。明日
の予定を見て、事前に準備すべきことがない
か確認してから、退庁します。

１日の仕事の流れ

　人事院は、国民の皆さまに直接サービスを提供する訳ではなく、
どちらかというと裏方的なところです。しかし、その講じる施策は
直接対象となる一般職の国家公務員だけでなく、特別職の国家公務
員や地方公務員、民間企業等にまで影響することもある、重要なも
のです。また、人事院全体の職員数は本院、地方機関等を合わせて
も六百数十名とあまり大きな組織ではありませんが、職場では活発
に議論もできて、一人ひとりの力を発揮することができる職場なの
ではないかと思います。

人事院の魅力は何ですか。

　人事院の事業の実施に必要な予算の要求及び執行管理を行っています。
　予算の要求では、人事院内の各局等から次年度の事業の実施に必要な
経費を聴取し、必要性を判断して取りまとめ、財政当局に要求します。
　予算の執行管理では、各局等が実施する事業に要する経費を把握し、予
算が効率的・効果的に執行されるよう確認を行っています。

現在どのような仕事をしていますか。

　現在担当する予算の要求は、翌年度の人事院の仕事を実施するた
めの予算を確保することです。
　国の予算の主な財源は税金ですので、不必要・過大な要求をする
ことは厳に慎まなければなりませんが、効率的・効果的な事業の実
施に努めて、必要な予算を確保することができたときに、達成感を
感じます。

やりがいを感じるのはどんなときですか。

　国家公務員は、多くの場合２年や３年で新たな部署に異動します。
そういった異動を繰り返して、いろいろな部署で、業務の知識はも
とより、業務の進め方、他の部署との調整の仕方、問題が生じたと
きの対処の仕方などを経験してきました。
　新しい部署に異動しても、そういった知識や経験等を活かして、ま
た、新たに知識等を身につけて業務を処理していくことができるよう
になっていくことで、少しは成長したのではないかと感じています。

仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。

　国家公務員には多種多様な仕事がありますが、人事院は国民の皆
さまに直接サービスを提供する訳ではなく、どちらかというと裏方的
なところです。しかし、人事院が担っている人事行政は、国家公務
員が働いていく上で必要な採用、給与、休暇等に関する制度の設計
や運用等を担当するものであり、なくてはならない重要なものです。
　パンフレット等で人事院の業務に少しでも興味が湧きましたら、是
非話を聞きに来てください。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
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山田	裕美 （やまだ ゆみ）

給与局給与第一課長補佐
（俸給班）

	 9：30	 出勤

まずはパソコンを起動、１日はメールの
チェックと業務状況の確認から始まります。

	10：00	 班内打ち合わせ

本年度の給与の改定作業を経て、来年度に向
けての問題点の洗い出しや留意点等をグルー
プ内で確認し、今後の検討につなげます。

	12：00	 昼休み

勤務時間中は自席で仕事をすることが多いの
で、休憩時間は気分転換や近況報告もかねて
同僚と食事をしたり、家の用事をすませたり、
貴重な１時間です。

	14：00	 検討課題についての意見交換

複数の課をまたぐ検討課題について、それぞ
れの担当者が集まって課題への対応案や問題
点について忌憚のない意見交換を行います。

	19：15	 退庁

この日は少し超過勤務になってしまいました
が、普段からなるべく定時退庁を心がけてい
ます。マイ定時退庁日はヴァイオリンのレッ
スンがある水曜日です。

大人の習い事でヴァ
イオリンを始めて10
年。歩みはゆっくりで
すが、弦楽アンサンブ
ルのグループに入った
り演奏会に行ったり、
日々の生活の中で貴重
なリフレッシュの時間
になっています。

休日の過ごし方

	平成５年	４月	 採用Ⅱ種
	 	 	 管理局総務課
	　　６年	４月	 管理局人事課
	　　８年	４月	 給与局給与第一課
	　　11年	７月	 育児休業
	　　12年	４月	 職務復帰
	 	 	 管理局総務課
	　　13年	４月	 育児休業
	　　14年	２月	 職務復帰
	 	 	 総務局総務課総務班主査
	　　17年	４月	 給与局給与第一課情報統計官
	　　20年	４月	 日本人事行政研究所研究部長
	　　21年	４月	 職員福祉局審査課職員団体班主査
	　　24年	４月	 総務課調整班主査
	　　26年	４月	 人材局研修指導課研修研究官
	　　28年	４月	 給与局給与第一課専門官
	　　29年	４月	 現職

１日の仕事の流れ

　人事院の仕事は、ニュースになったり国民と直接接することは多
くはありませんが、所掌するのは、国家公務員として働く人の採用
から退職に至るまで、公務員人生の全般に関わる身近で幅の広い仕
事です。また、２～３年で人事異動があり、部署もあまり固定化さ
れないので、人事院の様々な業務に携わることが可能です。次に自
分がどんな仕事を担当するのか採用から何年たっても未知数のとこ
ろがあり、その点も面白みを感じます。

人事院の魅力は何ですか。

　国では民間企業における基本給のことを「俸給」、基本給を具体的
に決めている賃金テーブルのことを「俸給表」といいます。日本全国
に様々な職種の国家公務員が在職していますので、国には職種別に
11種類17表の俸給表があります。給与水準は民間企業と合わせる
ことを基本としていますので、それに則りつつ、国家公務員が能力
を発揮し、安心して職務に専念できるよう、俸給表の額を改定した
り、俸給表に関する調査研究を行ったりしています。

現在どのような仕事をしていますか。

　現在担当している俸給表に携わる仕事は、民間企業や国の給与の
データ等たくさんの種類の数字を扱います。俸給表の改定について
思案する中で、それらの数値を検証し、様々な考えを巡らせて何パ
ターンもの改定案を作成した結果、決定した改定内容が国会で承認
され、実際に国家公務員の誰かが使う給与の額になった時は感慨深
いものがあります。

仕事をしている中でやりがいを感じるのはどんなときですか。

　困難に直面した時に、あまり深刻に考えすぎず、家族や職場の上
司・同僚等の相談に乗ってもらえる人と話をするだけでも、気持ち
が軽くなることがあります。育児と仕事のどちらも100％を求め
すぎず、自分なりにその両方がうまくいく点（妥協点に近いかもし
れませんが・・）を探しながら前向きな気持ちでいることが、結果
として両立につながってきたのかなと思います。

育児と仕事を両立させるための秘訣は何ですか。

　向上心を持って仕事へ取り組む姿勢があれば、様々な業務にチャ
レンジできる機会があり、それをサポートする環境も人事院にはあ
ると思います。この人事院の魅力をたくさんの方に知っていただけ
ると嬉しいです。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。

※　左から２人目が筆者



※　中央が筆者
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山岡	美智代 (やまおか みちよ)

人材局企画課長補佐（任用班）

	 9：20	 出勤

パソコンを立ち上げ、メールチェック。

	10：00	 課内会議＆班内への周知

課内は７つに担当が分かれており、定期的な
情報交換と課題共有は重要です。

	11：00	 調査ものの回答案作成

統計関連の調査は今年特に多く、回答内容に
不備がないように注意して資料作成。

	12：00	 昼食

近くの公園を歩いてつかの間のリフレッシュ
をします。

	13：15	 選考採用の事前相談

選考採用で協議が必要な場合、各省庁から事
前相談をうけて内容を検討します。

	15：00	 地方事務局との調整

各事務局の意向を確認しながら、統一的な業
務計画を立てていきます。

	17：00	 会議資料の原稿検討

採用試験の名簿管理をしていることから、各
種資料のオーダーも多く数字は要チェックで
す。

	18：00	 定員増員要求の資料作成

増員要求の追加資料の作成依頼があり、ポイ
ントがわかりやすい資料を作成します。

	19：00	 退庁

週末の２日間は自由に
できるはずが、この頃
は疲れているからと自
分に言い訳してテレビ
前で過ごすことが多く
なっています。写真は、
夏季休暇で北海道旅行
へ行った時の心洗われ
た景色です。

休日の過ごし方

	昭和62年	４月	 採用Ⅱ種
	 	 	 管理局総務課
	平成１年	４月	 管理局人事課
	　　４年	４月	 管理局研修審議室
	　　５年	12月	 育児休業
	　　６年	９月	 職務復帰
	　　７年	４月	 公務員研修所教務部教務課主査
	　　９年	４月	 公務員研修所教務部教務第二課主査
	　　10年	４月	 職員局福祉課安全班主査
	　　13年	４月	 関東事務局第二課試験第三係長
	　　15年	４月	 関東事務局第二課試験第一係長
	　　16年	４月	 給与局給与第一課調査第一班主査
	　　18年	４月	 人材局企画課任用指導官
	　　21年	４月	 人事課専門官
	　　24年	４月	 公平審査局調整課長補佐（総務班）
	　　26年	４月	 関東事務局第二課長
	　　29年	４月	 現職

１日の仕事の流れ

　何のために行うのかという共通認識が持ちやすい職場ではないか
と思います。これまで外部の人と関わる現場の仕事が多かったので
すが、行政研修ではどのようなカリキュラムが効果的で何を意識付
けとして参加者に持ち帰ってもらいたいか、民間給与調査では、全
国の人事委員会と共同で比較に必要な給与データをいかに収集する
か、採用試験では、全国一律で行う統一試験を公正に適正に実施す
るなど、行き着く先は国家公務員の信頼を得ることを目標に日々の
仕事を積み上げています。

人事院の魅力は何ですか。

　国家公務員の採用試験について、各省の採用ニーズを把握し、受
験者の動向を踏まえて合格者数は何人出したらよいかを検討した
り、各省採用担当者がいつでも採用面接ができるように、合格者の
意向を適切に反映した採用候補者名簿を管理しています。また、一
般職国家公務員の採用や離職等の任用状況調査を行い、ホームペー
ジで公表しています。

現在どのような仕事をしていますか。

　人から褒められ、感謝されることがあれば嬉しいのでしょうが、
なかなかその機会には巡り会えません。それでも少しでも喜びがあ
れば次も頑張ろうという気持ちになるものです。準備が慌ただしか
ったが業務が無事終了した、担当係に依頼した仕事が予想以上に早
く仕上がった、上司への説明がうまくいって順調に案件が通ったな
どもやりがいに感じています。

やりがいを感じるのはどんなときですか。

　子供の成長に合わせて、育児の関わり方も変化しており、どうし
ても母親が必要な時、父親と共同して分担する時、第３者のサービ
スを利用する時、子供の自立を促す時など試行錯誤しながらあっと
いう間に娘の成人式でした。振り返って思うことは、１人で抱え込
まずに人に頼ること、完璧を求めず早めに相談すること、感謝の気
持ちを持ってできることとできないことを相手に正確に伝えること
かなと思います。

育児と仕事を両立させるための秘訣は何ですか

　人から何をしてもらえるのか、職場が何を与えてくれるのかとい
うより、そこで何が吸収できるのか、興味を持てる仕事、魅力的な
人がいるか、時には直感も大事にして、他の人のアドバイスがあっ
ても最後は自分で決めてくださいね。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
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好岡	厚徳 (よしおか あつのり)

四国事務局長

休日はとにかく体を動かしています。写真は、秋に中部以西の五つ
の人事院地方事務局対抗で行われたソフトボール大会の打上げで
す。特訓の甲斐あって、優勝カップが４年ぶりに四国事務局に帰っ
てきました。

休日の過ごし方

	昭和59年	４月	 採用中級
	 	 	 四国事務局第二課
	　　63年	３月	 管理局人事課
	平成２年	４月	 給与局給与第二課
	　　４年	４月	 自治省行政局公務員部
	 	 	 能率安全推進室定員管理係長
	　　６年	４月	 管理局総務課調整班主査
	　　８年	４月	 管理局人事課給与班給与第一係長
	　　10年	４月	 任用局企画課制度班主査
	　　13年	４月	 人材局企画課専門官
	　　15年	４月	 人材局企画課任用指導官
	　　16年	３月	 内閣官房行政改革推進事務局
	 	 	 公務員制度等改革推進室
	　　17年	１月	 国家公務員倫理審査会事務局
	 	 	 倫理審査官（参事官付）
	　　18年	４月	 総務課長補佐（調整班）
	　　20年	４月	 給与局給与第三課長補佐（手当第一班）
	　　23年	４月	 人事課長補佐（人事班）
	　　25年	４月	 人事課人事企画官
	　　27年	４月	 人事課能率厚生管理室長
	　　29年	４月	 現職

　人事院に採用されたときに、新人紹介の「一言」欄に、「全力投球」
と書きました。その気持ちを忘れずにこれまでやってきたつもりで
す。困難な仕事もありましたが、その時は無我夢中。職業人生も終
盤を迎えて思い返してみると、人事院で取り組ませていただいた仕
事は、どれもが全力を注ぐにふさわしい面白い仕事だったなあと改
めて思っています。
　何事も全力で当たれば人事院があなたを育ててくれます。人事院
の職員になるために特別なものはいりません。「全力でやろう」その
気持ちだけ持って人事院に来てください。

「全力を注ぐ」価値があります

　「役に立たない」という言葉が嫌いです。何とか、組織の、世の中
の役に立ちたい。そのためには、「より良く役割を果たさなければ
ならない」と思ってきました。私個人も、人事院という組織もそう
あらねばならないと思います。
　公務員のために、働きやすい仕組みをつくったり、適切な処遇を
確保したりなど、人事行政を通じて「役に立つ」、そのためのヒント
は、いろいろなところにあります。まず、職員や当局、また国民の

「こうあってほしい」というサインを見逃さない目や耳、感覚を持つ
こと。そして、どうやればそれが実現できるのか、現場の実態をよ
く見て「納得性が高い」、「使える」制度や仕組みをつくることが、人
事院がより良く役割を果たすために大切なことだと考えます。
　人事院の仕事を通じて、「役に立ちたい」を実現しましょう。

「役に立ちたい」を実現します

　人の成長のための近道は、「あの人のようになりたい」と思えるロ
ールモデルを見つけることだと言われています。私にも、何人もそ
う思える先輩がいます。
　家族のように部下を温かく見守ってくださる方。とにかくパワフ
ルで、常にチャレンジしている方。行動の軸となる考えを持ち、い
つもぶれずに行動している方。そんな立派な先輩方の背中に、いろ
いろなことを教わりました。
　人事院に入れば、必ず、あなたの「いつかこうなりたい」人に出会
えます。
　それでは、これで、私が「いつかこうなりたい」と思う先輩の一人
である三田さんに次のページを引き継ぎます。

「いつかこうなりたい」人に出会えます

※　前列右から２人目が筆者
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三田	顕寛 (みた あきひろ)

公平審査局審議官

イベントの打ち上げ会

職場の外でもワクワク！

	昭和57年	４月	 採用中級
	 	 	 中部事務局総務課
	　　58年	４月	 中部事務局第二課
	　　60年	10月	 中部事務局第一課
	平成２年	４月	 任用局企画課庶務班主査
	　　４年	４月	 管理局人事課能率厚生管理室能率係長
	　　６年	４月	 給与局給与第三課手当第一班第二係長
	　　７年	４月	 給与局給与第三課手当第二班第二係長
	　　８年	４月	 給与局給与第三課手当第二班第一係長
	　　９年	４月	 給与局給与第三課企画班主査
	　　10年	３月	 総務庁人事局給与第１係長
	　　11年	４月	 任用局企画課専門官
	　　13年	４月	 中部事務局第二課専門官
	　　14年	４月	 中部事務局総務課専門官
	　　15年	４月	 中部事務局第二課長
	　　16年	４月	 給与局給与第三課長補佐（手当第一班）
	　　20年	４月	 総務課長補佐（調整班）
	　　22年	４月	 職員福祉局審査課長補佐（総括）
	　　23年	４月	 事務総局調査職
	　　25年	４月	 四国事務局長
	　　27年	４月	 人材局参事官
	　　29年	４月	 給与局給与第三課長
	　　31年	１月	 現職

　「先輩職員からのメッセージ」をここまで読み進めていただきあり
がとう！
　ページが進むにつれ段々とプロフィールが増えてきました（歳を
重ねています）が、どの世代でも、いきいき感、わくわく感は変わ
っていないと思いませんか？そんな仕事が人事院にはあります！
　国家公務員がいきいき・わくわくと働くことができる環境を整備
しつつ、自らもいきいき・わくわくと活躍する先輩職員がいます。
一緒に、いきいき・わくわく働いてみませんか！！

ようこそベテランのページへ！

　我が国の課題、何が思い浮かびますか？
　各府省・各機関のパンフレットを見ると、2020年東京オリンピ
ック・パラリンピック大会等を見据えたテロ対策、サイバー犯罪・
サイバー攻撃対策、治安・海上保安、外国人旅行者急増等に対応す
るＣＩＱ（税関・出入国管理・検疫）、外交、震災復興、環境、防災、
少子・高齢化、エネルギー対策など、我が国の直面する重要課題
に取り組んでいる国家公務員が全国各地にいることが分かります。
様々な課題に直面する国家公務員が意欲的・能率的に働くことので
きる勤務条件を整えていくことは、我が国の課題への取組を推進す
る原動力になります。
　一人ひとりの国家公務員の仕事を見つめ、向かい合い、適切な処遇
を確保する公務運営の基盤づくり・環境整備に参画してみませんか！！

我が国の重要課題を推進！

　人事院は国家公務員の採用から退職・高齢期雇用までの人事管理
全般を担っています。つまり、人事院で働く全ての職員が人事のプ
ロフェッショナルです。
　採用された職員一人ひとりには、面倒見のよい先輩職員がメンタ
ーとしてつきます。メンターも上司も同僚も人事のプロフェッショ
ナルとして、ワークはもちろんライフにも的確なアドバイスをして
くれます。
　人事のプロフェッショナルに囲まれた安心できる環境で、皆さん
のフレッシュな視点・感性・能力を思う存分発揮してみませんか！！

人事のプロフェッショナルに囲まれて！

　国家公務員に関心を持っているあなた、人事院のドアをノックし
てみませんか！！
　笑顔あふれる先輩職員が迎えてくれます！
　幅広く・奥深い人事行政の魅力や、仕事を通して自らが成長でき
る職場であることを、肌で感じることができます。

お待ちしています！

※　右手前が筆者
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西濃	数万

青木	仁志

山口	春佳

保坂	朝子

藤邊	希望

渡邊	典仁

新規採用職員からの
メッセージ

会計課

公務員研修所
教務部総務課

東北事務局総務課

人事課

人材局企画課
（人材確保対策室）

北海道事務局総務課

人事院は、勤務に関する諸条件の整備・採用試験の実施な
ど、"人"という観点で行政に携わっているため、職場の風通
し・職員の人柄が良く、とても働きやすい組織だと思います。
国の基盤行政である人事行政に興味を持たれている方は是
非、人事院の門をたたいてみてください。人事院の魅力を
感じ取ってもらえると思います。

人事院は国家公務員のインフラ整備ともいえる重要な役割
を担っております。そのため、業務内容は多岐にわたり、
自分自身の業務にやりがいを感じることができます。また、
職場の雰囲気も風通しがよく、若手職員が働きやすい職場
だと思いますので、その魅力を説明会等で感じていただけ
たら幸いです。

私は「国家公務員を支える」という仕事に興味を持ち、また職
員の人柄にも惹かれて就職先を人事院に決めました。地方
事務局は少人数の組織であるため、１年目から試験業務や各
種調査等の様々な仕事ができ、責任ややりがいを感じること
ができます。ぜひ人事院に興味を持っていただき、業務説
明会等で直接その魅力を感じていただければと思います！

人事院のパンフレットを手に取って、最後までご覧いただ
きありがとうございます。人事院はその業務内容が魅力的
なのはもちろんですが、一番の魅力はそこで働く人たちだ
と思います。私は「この人のようになりたい」と思える先輩
職員に沢山出会うことができました。ご自分の興味・関心
と向き合った上で、それが人事院にあると思っていただけ
たならば嬉しく思います。

人事院の業務は、人事院だけでなく国家公務員全体の人材
確保にも関わっています。昨年度まで国家公務員を目指す
立場だったことが、公務の魅力を伝える上で役立っており、
さらに、公務の魅力をより深く考えることができる職場で
す。是非皆さんも、人事院で国家公務員として働くことの
新たな魅力を見つけてみませんか。

自身の就職において感じていた「人との繋がりを大切にし、
人を支える仕事がしたい」という想いを、人事院で働き始め
てから日々実感しています。「人」を支え、育てていくと同
時に自身が成長できる職場に興味がある方は、是非人事院
を選択肢に入れていただければ幸いです。共に働ける日を
楽しみにお待ちしております。



人事院で働きたいと思った一番の決め手は職員の方々の人柄で
した。人事院は少数の組織なのでアットホームな雰囲気があり、
また一年目から主体的に業務に携われるのも魅力です。人を支
えるといった重要な役割をもつ人事院を選択肢の一つとして考
えていただき、また説明会等で職員の方々の雰囲気を感じてい
ただけると幸いです。
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吉永	佳史
関東事務局第二課

人事院は国家公務員の働き方を良くしていこう！という立
場にありますが、そもそも人事院職員も国家公務員です。
そのため、「まずは自分たちから」という意識が高く、非常
に働きやすい職場だと感じています。また責任の重い仕事
を任されることも多いのでとてもやりがいがあります。ぜ
ひ説明会等に参加して人事院の魅力に触れてみてください。

高木	未織
中部事務局第二課

人事院は、国家公務員の採用から退職に至るまでの人事制
度を担当しています。私はそんな国家公務員を支える仕事
に魅力を感じ、人事院を志望しました。まずは、様々な説
明会に足を運んでみてください。その中で、将来の選択肢
の一つとして、人事院を考えてもらえると嬉しいです。皆
さんと共に働ける日を楽しみにしています！

江種	優介
九州事務局第二課

人事院は、国家公務員を採用から退職まで支える重要な仕
事を担っており、業務内容は多岐にわたります。業務を通
じて各機関の担当者と接する機会が多く、公務全体を知る
ことができ、日々新しい発見があります。人と接するのが
好きな方、探究心のある方は、是非一度人事院に足を運ん
でみてください。

富澤	智博
関東事務局総務課

我が国には数多くの官庁がありますが、中でも人事院は様々
な人事・給与制度を通して、国を支えている国家公務員を
支えていく官庁です。いろいろな官庁の説明会等に参加し
ていく中で、働きたいと思う職場を見つけたとき、それが
人事院であれば幸いです。まずは説明会で、私たちとお話
ししましょう。お待ちしてます。

玉谷	明希光
中部事務局総務課

説明会に参加したときに職員の方が楽しく働いていること
に魅力を感じ人事院を志望しました。実際に働いてみると
苦労もたくさんありますが、それ以上に楽しいことの方が
多いです。魅力的な省庁ばかりでどこを志望するかを迷わ
れている方も多いと思いますが、熱意のある皆さんと一緒
に働けることを人事院でお待ちしています。

福田	実穂
近畿事務局第二課

採用、給与、休暇制度など業務を通じて「国家公務員の人生
に関わることができる」というところが人事院の魅力だと感
じています。
就職活動は悩むことも多く大変かと思いますが、最善の結
果が出せるように頑張ってください。応援しています。皆
さんと働ける日が来ることを楽しみにしております。

沖縄事務所調査課

我那覇	宗汰



若手職員に聞く「人事院」
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１位　人事行政、人材育成に魅力
・人事行政という国の行政の基盤的業務に興味
・「人」が高いパフォーマンスを発揮できる環境作り 

 がしたい
・「人事」と「行政」の両方に携われる唯一の組織
・人の成長に携わる仕事に興味
・人事評価制度等、新たな人事行政の施策に魅力
・働く環境の改善を早く、直接的に実現できる場所
・国家公務員のマネジメントに携わることに興味
・「人」を相手にする業務に魅力　etc.･･･

２位「国を支える国家公務員」を支える仕事
・様々な分野で活躍している国家公務員を支えたい
・国家公務員を支える業務に興味　etc.･･･

その他
・広い視野を持ち国益のために働きたい
・より多くの人々の役に立てる
・公務員バッシングについて国民の誤解を解きたい
・公務に対する世間の風向きを変えられる可能性を感 

 じた
・説明会で出会った職員の「人」柄に惹かれた

１位　チームワーク、風通しのよい職場
・明るい職員が多い
・和気藹々として楽しい
・上司に相談しやすい
・係や課を超えて協力しあえる
・先輩職員の指導が丁寧
・温かく見守ってくれる人が多い
・チームワークを大切にする
・コミュニケーションがとりやすい　etc.･･･

２位　若手が働きやすい職場
・新人をおおらかに育てる雰囲気
・若手の成長を応援する風土
・若手でもいろいろなことに挑戦できる
・職場が小さいので積極的な提言が可能
・自由に発言でき意見が取り入れられやすい
　etc.･･･

・人に対する思いやりを持つこと
・人に魅力を感じること、人として魅力的であること
・「人を支えたい」という気持ちを常に持ち続けること
・人に関心を持ち、配慮する気持ちを忘れないこと
・人のために何かしたいという気持ちを持つこと
・人と人との繋がりを大切にすること
・相手の立場を考えた上で行動すること
・官民問わず、「働くこと・人」について、関心を持つ

こと
・社会の変化に敏感であること
・民間企業を含め、「働き方」について広く興味を持つ

こと
・様々なことに対して、アンテナを張っていること
・新鮮な目で物事を見ること
・幅広い視野を持ち、それを業務に活かすバランス感覚
・広い視野を持ち、人との交流の中で様々なことを吸収

すること
・先入観を持たずにいろいろなことにチャレンジするこ

と
・柔軟な対応力と円滑な人間関係を構築できるコミュニ

ケーション力
・実際に制度を運用する各省の実態に気を配ること
・現実の人事をしっかりとイメージすること
・様々な場面での「説明力」
・新しいことに積極的に挑戦したいと思うこと
・困難にチャレンジしていく心。あきらめないこと
・第三者機関として、公平かつ公正に物事を考えること
・自分が周りに期待されていることは何かを考えること
・採用から退職までにずっと関わる仕事ということを忘

れないこと
・人事院職員としてだけでなく、国家公務員という意識

を持つこと

人事院の志望動機

職場の雰囲気

人事院職員として必要だと思うことQ1

Q2

Q3



採用活動情報
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　人事院は、性別・出身大学学部に関係なく、人物本位で採用しており、女性の採用を積極的に行っています。

　平成26年度以降の採用試験最終合格者からの採用（内定）者数は下表のとおりです。

採用状況を教えてください。また、女性は何名程度採用していますか。Q1

A1

　人事院では、国家公務員の人事行政に関する幅広い分野の業務を行うことから、①主体的に考え、②自ら行動

することができる人材を求めています。また、多様な分野、立場の人々を相手に仕事をするので、③円滑な人間

関係を構築できることも重要な要素です。

人事院では、どのような人材を求めていますか。Q2

A2

　最初は受験した地域試験の区分に応じた地域での勤務となりますが、その後は地域をこえて転勤することもあ

ります。

転勤はありますか。Q3

A3

　人事院独自の研修としては、採用１年目に、人事行政一般についての基礎知識を習得するための新規採用職員

研修、人事院の進める諸施策に係る基礎的な知識の涵養を図り、行政能力の向上を目指す人事行政研修及び約半

年間の英会話講習があります。その他、採用３年目の３年目フォローアップ研修、さらに、役職に応じた研修が

用意されています。

採用後はどのような研修がありますか。Q4

A4

　任用、給与、人材育成など人事行政の各分野は相互に関連していることから、人事院職員には、限られた分野

の専門家ではなく「人事行政のプロ」として活躍することが期待されています。このため、職員は、局をまたいで

様々な分野の経験をしながら育成されていくこととなります。

　一般職試験からの採用者については、最初は総務的な業務を担当する場合が多くなっていますが、２、３年程

度のローテーションで異動を行う中で、能力・適性に応じて各局における企画立案業務等を担当しつつ、将来の

人事院を担う人材となるべく経験を積んでいただくこととなります。

採用後のキャリアパスはどうなっていますか。Q5

A5

　人事院人材局企画課人材確保対策室が主催している説明会のほか、人事院人事課独自で大学や本院で説明会を

行っています。説明会の情報はホームページに随時掲載しますので、そちらでご確認ください。（人事院職員採

用情報　https://www.jinji.go.jp/jinjika/jinjika.html）

業務説明会等の予定はどのようになっていますか。Q6

A6

平成30年度試験

21

11

平成29年度試験

13

5

平成28年度試験

6

3

平成27年度試験

20

9

平成26年度試験

13

4

採用数

うち女性

（注）採用数には地方事務局での採用を含む



※各地方事務局（所）での採用につきましては、当該地方事務局（所）へお問合わせ下さい。
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公務員研修所
北海道事務局
東 北 事 務 局
関 東 事 務 局
中 部 事 務 局
近 畿 事 務 局
中 国 事 務 局
四 国 事 務 局
九 州 事 務 局
沖 縄 事 務 所

【地下鉄　霞ヶ関駅　最寄り出口】
地下鉄　丸ノ内線：B3ab／日比谷線：A10／千代田線：C1

〒358-0014	入間市宮寺3131
〒060-0042	札幌市中央区大通西12丁目
〒980-0014	仙台市青葉区本町3-2-23
〒330-9712	さいたま市中央区新都心1-1
〒460-0001	名古屋市中区三の丸2-5-1
〒553-8513	大阪市福島区福島1-1-60
〒730-0012	広島市中区上八丁堀6-30
〒760-0019	高松市サンポート3-33
〒812-0013	福岡市博多区博多駅東2-11-1
〒900-0022	那覇市樋川1-15-15

☎04-2934-1291
☎011-251-2600
☎022-221-2001
☎048-740-2001
☎052-961-6830
☎06-4796-2171
☎082-228-1181
☎087-880-7440
☎092-431-7731
☎098-834-8400

電話　03-3581-5311　内線2154
東京都千代田区霞が関1-2-3

ホームページ　https：//www.jinji.go.jp/jinjika/jinjika.html

研修所、各地方事務局（所）所在地

財 務 省

霞
ヶ
関

丸
ノ
内
線

千
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