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事務総局総括審議官　西 浩明

　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・公正性を
確保するため、採用試験や各府省合同研修の実施等を行うこと、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。

　行政を取り巻く現在の状況を見ると、国民生活においては、ICT化の推
進等により利便性が向上する一方、格差拡大についての懸念、大規模災
害や国内外の社会経済情勢に対する不安の声も生じてきています。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、期待される役割
を果たせるよう、それぞれの分野における専門性を高め、課題を把握し解
決する能力、マネジメント力等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
ます。
　近年、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が、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等により超過勤務の縮減を目指すなど働きや
すい職場作りへの積極的な取組がその一例です。
　さらに、少子高齢化により労働力人口の減少が急速に進み、高齢者がこ
れまでに培ってきた知識や経験を活かして社会の発展に貢献できるよう
な環境の整備が喫緊の課題となっている中で、中長期的な視点も踏まえ
つつ、定年延長を始め様々な施策についての検討を行ってきています。

　人事院は、府省等の中では大きな組織ではありませんが、その分風通し
が良くアットホームな雰囲気であり、WLB施策を所管する立場からも、働
きやすい職場の実現に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、人事院の使命と役
割にやりがいを感じ、こうした取組に向上心と情熱を持って挑む、そのよう
な志のある方を待っています。

メッセージ総括審議官からの
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メッセージ先輩職員からの

仕事をする上で心がけていることは何ですか。
　常に上司や先輩の仕事の進め方を見るように心がけています。人事院
に入庁して２年目。まだまだ試行錯誤の日々が続きます。初めての業務に
戸惑うことはもちろん、どうすれば業務を効率的にこなせるか、業務の相
手方にどう説明するか等を考えなければなりません。そうした時に人事院
には、丁寧に教えてくれる面倒見のいい職員が多くおりますし、何より働
く姿から学べることが沢山あります。数多くの業務を順序立ててこなすこ
と、上司や相手に説明するための話の構成など、仕事をする上での基礎
的な部分は、常に周囲から学び、自分の力にしていきたいと思います。

仕事における今後の目標を教えてください。
　「将来、社会を背負う方々に公務の魅力を知ってもらうこと、また、
国家公務員の仕事に関心のある方々に、より公務の魅力を感じてもらう
こと。」それが現在携わる業務における目標です。人材確保対策室の仕
事は、主に国家公務員の採用に関わる業務を担っており、将来の人材を
確保することは、より良い社会を将来にわたって実現するために重要な
課題だと考えています。
　人事院は、国家公務員の採用から退職まで、人の人生に関わる仕事を
しています。そのため業務も幅広いので、今後携わる業務においても、課
題意識を持ち、しっかり目標を定めて仕事をしていきたいと思います。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　人事は「ひと・こと」と書くけれど、「自分事」のように考えられる人にしか
務まらない。
　この言葉は、人事院に入庁する前に、ある職員の方から聴いた言葉で、人事
の仕事は、常に相手や関係者のことを考える必要があります。人事院は、この
言葉のとおりの職場で、職員一人ひとりが人のことを考えながら仕事に取り
組んでいます。だからこそ、若手職員が発言しやすい空気もあり、人事院は人
生の多くの時間を過ごす職場として、素晴らしいと感じています。あなたの最
大限の力を引き出すことができる職場は、まさに人事院ではないでしょうか。

人事院を志望した理由は何ですか。
　大学在学中に、授業の一環として各府省の職員の話を聴く機会があり
ました。どの府省の職員も、活き活きと自府省の施策について語っており、
誇りを持って働いていることが伝わってきました。その姿を見たことをきっ
かけに、より良い社会の実現のために、より多くの国家公務員が誇りを
持って働ける環境を整えたいと考え、数ある府省の中でも、国家公務員を
支える役割を担う人事院を選びました。
　人事院に入庁した現在でも同じ思いです。人事院職員として何ができる
かを考え続けていきたいです。

現在どのような仕事をしていますか。
　人材確保対策室では、将来、国家公務員として活躍する有為な人材を
確保するため、公務の魅力を伝える仕事をしています。具体的には、各府
省が合同で実施する説明会を開催したり、国家公務員採用試験制度に関
するガイダンスを実施したりしています。また、メールマガジンやＳＮＳを用
いた情報発信も行っています。
　自分自身が学生時代に参加していた説明会や、活用していた情報ツール
に、現在は実施、運営する側として関われていることにやりがいを感じます。

平成25年10月   採用一般職
    会計課
 27年 ４月   北海道事務局第一課
 29年 ４月   北海道事務局第二課
 31年 ４月  現職

横山 祐太
給与局給与第二課

前向きに、熱い気持ちを持ったものになってくると強く感じています。

仕事における今後の目標を教えてください。
　「信頼される職員になること」
　人事院は他府省に比べて規模が小さいことから、一度同じ部署等で働
いた人とまた何度か同じ環境で働く機会に恵まれます。その時に「横山さ
んは信頼できるから、一緒に働くことができて安心です」と思ってもらえる
ような職員になりたいと思っています。そのための一つとして、自分が担当
する分野については誰よりも詳しくなるくらいの気持ちで勉強し、周りの
方々に論理的に説明する力をつけることが当面の課題だと感じています。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　国家公務員が採用されてから退職するまでの約４０年間のライフス
テージにおいて、良くも悪くも予期しないことが起こるかもしれません。そ
の時に、人事院が作った制度等により、多くの職員が安心して活き活きと
働き続けることのできる姿を想像してみてください。とてもやりがいのある
仕事だと思いませんか？この仕事は人事院でしかできません。少しでも興
味を持っていただけたら、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！お待ちしています！

人事院を志望した理由は何ですか。
　就職活動等をしていく中で、これから約４０年に渡る長い社会人生活を
活き活きと過ごしていくためには、働く環境がとても大切だと思っていまし
た。より良い環境で働くための仕組み等を作る仕事に就きたいなと考えて
いく中で、この国をより良くするために懸命に働く国家公務員が安心して
活き活きと働き続けることのできる環境を「制度」でしっかり守ってあげた
い、そして、その「制度」を誰もが使うことのできる環境にしたいと思いまし
た。その想いを叶えることができる場所が人事院であったので、人事院を
志望しました。

現在どのような仕事をしていますか。
　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が決められています。私の仕事の一つに、「級別定
数改定」という各府省の級別定数（昇格できる枠）の改定案を作成し、国家
公務員を給与の面から支える仕事があります。困難な業務に取り組み組織
に貢献し、成績が優秀であっても、昇格できる枠がなければ上位の級に上
がることができず、士気も下がってしまいます。担当府省の実態を把握した
上で職務・職責を評価し、頑張っている職員が報われるよう級別定数を改
定することにより、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、熱い気持ちで取り組むことのできる仕事です。
　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向き、
現場の声を聞いたり実際に業務を体験したりと、担当府省の現場の実態
の把握にも努めています。

仕事をする上で心がけていることは何ですか。
「自分から積極的に情報を取りに行くこと」
　この言葉を常に意識して行動するようにしています。待ちの姿勢で
あっても勉強できることはあるかと思いますが、自分から積極的に動く
ことにより、待っていただけでは得ることのできなかった情報等を得る
ことができるようになり、仕事への取組み姿勢も、自然とこれまでより

メッセージ先輩職員からの

平成30年 ４月   採用一般職
    現職

藤邊 希望
人材局企画課（人材確保対策室）
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メッセージ先輩職員からの

仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。
　係員とチームで仕事をして、頼り頼られながら困難な業務を滞りなく
遂行していくことで、係の長としてマネジメントをする立場での成長を感
じます。
　例えば、組織・チームとして成果を出していくためにはどうすればい
いのか、いつまでに内容をまとめればいいのか、どんな問題が起こりう
るのか、その対処方法はどうするのかなどを想定して、先手を打つこと
を心掛け、その考え方を係員と共有しながら実践してきました。その中
で、係員のフレッシュな意見や良いアイディアに刺激を受け、チームとし
てより良い仕事ができたときには達成感があります。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　人事院はコンパクトな組織でとにかく風通しがよく、問題解決に前向き
な環境が整っています。働く上で困ったことを見聞きしたり、問題を発見し
たり、「あれ？この考え方は古くて時代にそぐわないのではないかな？」と疑
問に思ったら、もっと良いアイディアを考えて、上司や周りへ気軽に相談で
きる前向きな環境があります。
　そんな人事院で、国家公務員一人ひとりが持てる力を十分に発揮するた
めに、人事制度を通して国家公務員全体を支えることにやりがいを感じ、社
会に貢献したいという皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

人事院の魅力は何ですか。
　国家公務員一人ひとりが持てる力を十分に発揮するための「支え」にな
れることが魅力です。
　国家公務員が国民全体の奉仕者として公共の利益のために働くために
は、安心して働ける環境を整えることが重要です。そのために公正な試験
制度を設けたり、民間企業に準拠した給与を決めたり、リフレッシュするた
めの休暇や病気になった時の休暇を定めたり、公平な昇進を担保したり、
時には職場を離れた研修を企画し、研鑽の機会を提供したりと、国家公務
員の採用から退職まで全てのライフステージに関わり、支え続けています。

現在どのような仕事をしていますか。
　北海道事務局の人事・給与・会計・文書管理など内部管理の仕事をし
ています。イメージしやすい「事務職」の仕事で、いつもパソコンに向かって
います。北海道事務局職員の採用活動、毎月の給与計算、勤務時間の管
理、必要な物品の購入、入居している庁舎管理にかかる経費の支払い、情
報の機密性を保持するための情報セキュリティの遵守、事務室の工事が
あれば、入札や立会いもします。最近では特に公文書の適正な管理がます
ます求められているところ、厳格な運用に努めています。しかし、事務室内
の電灯が切れれば交換だってする、何でも屋さんな部分もあります。

やりがいを感じるのはどんなときですか。
　総務係の仕事は毎月の繰り返しのものが多いですが、「今月も滞りなく
進めることができた」という小さな達成感を積み重ねることと、ただ漫然
と毎月同じことをこなしていくのではなく、少しずつでも改善していくこと
に、やりがいを見出すことができます。
　また、採用活動や会計実地検査の受検などの大掛かりな業務では、課
を跨いでチーム一丸となって対応します。無事に終えると、日々やってきた
ことに間違いはなかったと胸を撫で下ろしつつ、このチームだからいい仕
事ができたとやりがいを感じます。

平成16年10月  採用Ⅱ種
    給与局給与第一課
 18年 ４月   北海道事務局第二課
 20年10月  給与局給与第一課
 22年 ８月  給与局給与第二課
 24年 ４月   沖縄事務所総務課主査
 26年 ３月   会計課主計班主査
 28年 ４月   総務課秘書（事務総長秘書）
 29年 6月   現職

金森 正宏

給与局給与第三課
手当第二班第一係長

やりがいを感じるのはどんなときですか。
　人事院の大きな仕事の一つに「給与等の勤務条件の改定等を勧告す
る」というものがあります。この勧告に至るまでには、様々なことを検討
していかなければなりませんので、大変な面も多く苦労するのも事実で
す。しかし、勧告という大きな目標に向かって人事院全体で取り組む中
で、その一端を担うことができることには大きなやりがいを感じますし、
苦労してきたものが実際の勧告として実を結び、国会において法律改正
がなされたときには感慨深いものがあります。

仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。
　概ね２～３年で人事異動のローテーションがありますので、異動するた
びに一から勉強しなおすという面では大変な部分がありますが、仕事の仕
方・進め方というのはどの部署においても共通事項であり重要なことです。
これまでの経験を活かし、次に起こること等を想像しながら仕事を進めら
れたときなどは少しは成長できたのかなと思います。また、多くの仕事はひ
とりで完結するものではないので、上司や関係してきそうな部署への事前
の情報共有や早め早めの相談などは、小さなことではありますが非常に重
要なことだと感じています。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　採用から１５年ほど経ちましたが、採用前は「人事院」という存在をほと
んど知りませんでした。たまたま説明会で人事院のブースに立ち寄ったの
がきっかけで人事院の業務に興味を持ちましたが、当時の選択は間違い
ではなかったと確信しています。こんなことがやりたいという漠然とした思
いの中に「人事行政」というキーワードは入ってきづらいかもしれません
が、国家公務員を縁の下から支えるという人事院の仕事はなくてはならな
いものです。説明会や官庁訪問などを通じて、実際に働いている職員の生
の声を聞き、その雰囲気を感じ取っていただければと思います。その中で
「人事院」を選択していただければ幸いです。

人事院の魅力は何ですか。
　人事院は人事行政の専門機関として、国家公務員の採用から退職に至る
までの様 な々場面における勤務条件を整備することで、人事制度という側面
から各府省の職員がより良い仕事ができるよう支えています。このため自ら
の勤務条件を良くするために働くことができるというのは魅力の一つだと思
います。また、小規模官庁ということもあり、組織に埋もれることなく職員一
人ひとりが輝けるチャンスが多いと感じています。若いうちから様 な々経験を
積むことができるので、ステップアップしやすい環境が整っていることも、人
事院の魅力です。

現在どのような仕事をしていますか。
　国家公務員の給与は、民間企業における基本給に相当する俸給と各種
手当から成り立っています。現在は、給与のうち、手当制度を所管する部署
で、扶養手当・住居手当・単身赴任手当を担当し、制度の企画立案から各府
省の運用指導などの業務を行っています。手当制度の企画立案において
は、手当の支給対象職員や支給額などについて検討していきますが、そもそ
も手当はどうあるべきなのかといった観点も含め、公務の状況はもちろんの
こと、民間の状況や社会情勢など様々なものを考慮して決定していかなけ
ればなりません。

メッセージ先輩職員からの

平成18年  1月  採用Ⅱ種
    北海道事務局総務課
 19年 ４月   北海道事務局第二課
 21年12月  給与局給与第三課
 24年 １月  外務省総合外交政策局国連企画調整課
    国際機関人事センター
 26年 ４月   総務課秘書（人事官秘書）
 27年 ４月   北海道事務局総務課研修係長
 28年 ４月   北海道事務局第二課任用係長
 29年 ４月   現職

福井 宏介
北海道事務局総務課総務係長
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メッセージ先輩職員からの

仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。
　どのような仕事であっても、自分一人だけで完結するものはなく、
様々な人達との関わりの中で業務を進めていくことになります。その
際、重要になることは、業務に関わる人達それぞれの立場に立って考え
る視点を持つことだと思います。業務に慣れるまでは自分の立場でしか
考えることができなかったのですが、様々な業務を経験し、また上司や
先輩からのアドバイスによって、少しずつではありますが、様々な立場に
立って考える視点を持ちながら業務を進めていくことができるように
なったのではないかと思います。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　このパンフレットをご覧いただきありがとうございます。皆さんは今人生
で大きな岐路に立っていると思います。不安なこともたくさんあると思いま
すが、せっかくの機会ですので、しっかりと自分自身に向き合い、なりたい自
分を想像して、自らの未来を切り開いていってください。今でしか会えない
人達もたくさんいると思います。その出会いを大切に、自分の思いを大事
にしながら進んでいけば、きっと皆さんに一番合う居場所が見つかるはず
です。それが人事院であればとても嬉しいです。

人事院の魅力は何ですか。
　人事院は国家公務員の採用、人材育成、勤務時間や給与などの勤務条
件の制度を担当しており、この国を支える国家公務員という「人」を主役と
し、一人ひとりが活躍できる環境を作っていくことが人事院の役割の一つ
です。だからこそ、人事院では人を「人財」としてとらえており、人を大切に
するという考えが自然と浸透しているように思います。小規模な役所です
が、その分職員同士の繋がりが強く、お互いに切磋琢磨しながら、若いう
ちから様々な業務を経験し、挑戦できる環境が整っていることが人事院の
大きな魅力だと思います。

現在どのような仕事をしていますか。
　国家公務員が懲戒処分等の不利益処分を受け、その処分が不服だとし
て申立てを行った場合にその内容を審査して受理又は却下を決定したり、
受理された事案について公平委員として調査を行ったりしています。申立
てを行う国家公務員にとって、人事院は「職員救済の最後の砦」であり、人
事院の判断は行政機関における最終判断となります。その人事院の下す
判断の基になる調査を行うことになりますので、その責任の大きさを肝に
銘じ、常に、中立・公正な立場に立ち、当事者の話に耳を傾け、正しい判断
ができるように心がけています。

仕事をしている中で大変だったことは何ですか。
　現在担当している業務は、人事院が公正妥当な判断ができるよう、公
平委員会が判断に必要な調査を行い、公平委員会としての意見をまと
めることですが、意見をまとめるに当たっては、処分が行われた背景や
申立人がどのようなことに不服を感じているのかなど一つ一つ丁寧に検
討していく必要があります。また、これらに加え、各事案に関係する様々
な制度を正しく理解することも必要です。迅速に事案を処理していくこ
とが求められる中で、慎重に検討を進めながら、判断に必要な事項を的
確に絞り込み、必要な証言や証拠資料を集めていくこと、それは現在の
業務のやりがいでもありますが、大変なところでもあります。

平成  8年 ４月  採用Ⅱ種
    九州事務局第二課
 11年 ４月   九州事務局総務課
 13年 4月  勤務条件局給与第二課
 15年 ４月   総務省自治行政局公務員部公務員課
    公務員第四係長
 18年 ４月   国家公務員倫理審査会事務局
    倫理企画専門官（参事官付）
 20年 ４月   公平審査局調整課制度班法規係長
 22年 １月   総務課秘書（事務総長秘書）
 24年 ４月   給与局給与第二課審査班審査第四係長
 25年 ４月   給与局給与第二課審査班審査第三係長
 27年 ４月   給与局給与第二課審査班審査第一係長
 28年 ４月   職員福祉局職員福祉課勤務条件調査官
 30年 ９月  現職

伊藤 弘巳

職員福祉局職員福祉課長補佐
（健康安全対策推進室健康班）

仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。
　これまで複数の人事異動を経験し、その度に新たな仕事を覚えるのに
苦労し、余裕がない感じで仕事をしているという状況を繰り返しています
が、各ポストで得られた知識や経験は何らかの形で新たな仕事に役立て
られるので、その点では成長したと思います。また、業務の都合上、他府省
との調整などが必要な場面において、以前は上司に頼っていた部分を自
分で対応して、望ましい方向で調整できたような場合は成長したと感じら
れます。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　採用後は、様々な部署に配属され、様々な仕事を経験することができ、
時には制度改正に携わることがあると思います。自分のやりたい仕事が
あったとしても、希望どおりの仕事ができるとは限りません。長い公務員人
生を考えると、与えられた場所で与えられた仕事に全力を尽くすことは当
然として、いい人に恵まれるか、出会いがあるかということも重要であると
思います。人事院に来ていただければ、きっと、そのような出会いがあると
思います。

人事院の魅力は何ですか。
　人事院では、人事行政の専門機関として、採用から退職までの公務員
人生全体に関わる制度を所掌しておりますので、国の行政を支える国家
公務員が活き活きと働ける環境づくりに携わることができます。また、人事
院内の各局の部署を横断的に人事異動をするので、任用、給与、勤務時
間・休暇など様々な制度を担当することができます。しかも、制度改正に関
わった場合には、それが自分の職場環境に反映されるので、自分の関わっ
た仕事が職場にどのように影響するかを実感することができ、それは大き
な魅力であると思います。

現在どのような仕事をしていますか。
　国家公務員が健康な状態で勤務できるよう、健康管理に関して様々な
基準が人事院規則で定められており、そうした制度の運用や規則等の改
正の検討などを行っています。昨年４月には、超過勤務の上限時間の設定
に合わせて、職員の健康確保措置の強化（月１００時間以上の超過勤務
を行った職員等に対して、申出がなくとも医師による面接指導を行うこと
を義務付けるなど）を行いました。その他、健康管理に関する各種調査な
ども行っています。

やりがいを感じるのはどんなときですか。
　国家公務員の勤務条件は民間準拠が原則なので、民間に準じて制度
を導入・改正しますが、民間の制度をそのまま取り入れるのではなく、
公務の実情に合うような制度とするための検討を行います。制度の内容
によっては、非常に苦労することがありますが、自分の仕事の結果が、
直接の対象となる一般職の国家公務員だけでなく、国の制度を参考に
している特別職の国家公務員、地方公務員及び民間組織等にまで影響
を与えるものであるということを考えると、よりやりがいを感じます。

メッセージ先輩職員からの

平成17年  4月  採用Ⅱ種
    公平審査局調整課
 18年 ４月   総務課
 20年 ４月   人事課
 21年 8月   育児休業
 22年 ４月   職務復帰
    公平審査局調整課
 23年12月  育児休業
 24年 ４月   職務復帰
 25年 ４月   国家公務員倫理審査会事務局（参事官付）
        10月  国家公務員倫理審査会事務局
    倫理企画専門官（参事官付）
 27年 ４月   人事課能率厚生管理室能率・厚生係長
 30年 ４月   現職

友藤　舞

公平審査局調整課
制度班事案係長
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メッセージ先輩職員からの

仕事をしている中で大変だったことは何ですか。
　施策を策定する時、課題の解決に向かう時には、その検討を効果的・
効率的に進めることを念頭に置きながら、何のためにやるのかやこだわ
るべき点を見極め、段階を踏み着実に進めていくことが必要です。その
過程で、どうすれば上手く検討を進めることができるのか、どう説明した
らポイントを押さえた分かりやすい説明ができるか等々、試行錯誤する
こともあります。自分の責任で業務を進めつつ、決定までたどり着くの
が難しかったり煮詰まってしまったりした場合は、課長や班員に相談し、
同僚に協力を仰ぎうまく乗り切る、そのタイミングを適時に判断するこ
とも大切だと思っています。

仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。
　複数の業務を同時に進めなければいけないことがありますが、それぞ
れの進捗について責任を持ち、業務が重なった際もなるべく平常心で混
乱せずに適時適切な指示を出し、業務が進められるように心がけてい
ます。難しい調整が必要な場面や行うべき仕事をうまく回せなかった時
は自分の力不足に落ち込むこともありますが、部下や同僚の協力を得な
がら難しい仕事を最後までやり終えた時はチームの皆で労いたい気持
ちでいっぱいになります。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　人事院の業務は新聞等で報道される機会もあまりないので、採用後に
どんな仕事をするのか未知の部分も多いと思います。ですが、このパンフ
レットや業務説明会で少しでも人事院に興味を持たれた方は、ぜひ人事
院へ足を運んで職員の話を直接聞いてみてください。きっと皆さんが思っ
ている以上の、人事院の仕事の広がりやそこで働く職員の魅力を見出して
いただけると思います。皆さんと一緒に働けるのを楽しみにしています。

人事院の魅力は何ですか。
　人事院が携わるのは国家公務員の勤務環境を整備するという仕事で
す。その仕事を通じて、国家公務員の知れば知るほど奥深い多種多様な業
務や、職員の実態に触れることができます。各府省の公務員が安心して働
ける環境を作ることを通じて、その府省の業務も幅広く知ることができる、
これは人事院で働く大きな醍醐味だと思います。また、比較的小規模な組
織なので、院全体の仕事のおおよそが把握でき、２～３年ごとの人事異動
を通じて、業務が固定されることなく幅広い経験を積むことができます。

現在どのような仕事をしていますか。
　国家公務員として採用される際は、採用試験に合格後「採用候補者名
簿」という合格者名簿に掲載され、その名簿を基に各府省が行った採用
面接の結果、採用となります。国家公務員の採用試験は一般職（大卒程
度）の他にも様々な試験がありますが、それぞれの試験について各府省の
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、各府省の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て「採用候補者名簿」を管理したりし
ています。また、国家公務員の任用実態を把握し人事施策の検討に役立
てられるよう、一般職の国家公務員の採用や離職状況等の調査・とりまと
めを行っています。

昭和61年 ４月  採用Ⅱ種
    給与局給与第一課
平成 元年 ４月  管理局人事課
  ３年 4月  給与局給与第二課
  ５年 ４月   外務省在トロント日本国総領事館副領事
  ８年 ５月   管理局国際課調査研究班主査
  ９年 ４月   管理局国際課国際研究官
 11年 １月   給与局給与第二課制度班制度第一係長
 14年 ４月   公平審査局調整課制度班法規係長
 17年 ４月   外務省大臣官房人事課課長補佐
 20年 ４月   企画法制課企画専門官
 22年 ４月   給与局給与第二課専門官
 25年 ４月   外務省総合外交政策局国連企画調整課
  　国際機関人事センター課長補佐
 27年 ４月   公平審査局主任審理官（首席審理官付）
 28年 ４月   国際課長補佐（総括）
 31年 ４月  現職

綾部 悟始
職員福祉局審査課監査室長

　米国連邦政府公務員の各府省での研修プログラム作成、アジア諸国人
事行政担当機関職員の招へい事業の企画に従事できたとともに、国際交
流事業に外務省での出向経験（在外公館での勤務や国際機関への日本
人職員の採用支援業務の経験）も活かすことができ、国際交流を通じてい
ろいろな経験が得られました。
　これらの事業を通じて、幅広く公務員制度に関する理解を深める必要性、
英語を通じたコミュニケーションのスキル・アップの重要性を学ぶことがで
きたとともに、諸外国公務員のポジティブな考え方やプレゼン能力の高さ、
積極的に物事に取り組む姿勢など、大変参考になるものが得られました。

人事院が求める人材とは・・・。
　１０年後、２０年後の将来は、国家公務員の職場環境には様々な変化
が見られると思います。そのような時代において、公務員の職場環境を考
えていくためには、幅広い視野を有すること、積極的に物事に取り組む意
欲があること、柔軟な対応ができる能力や深い洞察力を有することが、重
要になってくると思います。これらの能力のいずれかをお持ちであれば、必
ず人事院で活躍できる場所はあると思います。
　このパンフレットを手にされているあなたにとって、“やりがいがある”、
“ワクワクする気持ちになれる”、“学ぶことがいろいろある”、そんな職場は
人事院ではないでしょうか。

人事院は魅力ある仕事に出会える職場です。
　人事院に採用されると、国家公務員の採用から退職までのライフス
テージに関わる様々な仕事が待ち受けています。
　若手のうちから、採用説明会等のイベントの企画、民間企業を訪問して
行う民間給与実態調査、各府省人事担当者への勤務時間・休暇制度や
給与制度などの説明会実施、各府省職員向け研修のカリキュラム作成な
ど、やりがいをもって積極的に取り組んでいます。
　このように人事院は、全国津々浦々で働く国家公務員を支える魅力ある
仕事に出会える職場です。

人事院で私が成長できた仕事はこれです。
①人事院の主要業務の一つである給与勧告作業
　採用されてすぐに配属された給与第一課は、人事院の給与勧告を担当
する部署でした。給与勧告の作業のため、資料作成やデータ入力・分析業
務などをこなす多忙な日々を経て、給与勧告が国会及び内閣に提出され、
テレビや新聞で報道された時の達成感は今でもよく憶えています。
　給与勧告作業を通じて、どんな仕事であっても一つ一つ丁寧に取り組
むことの大切さ、自分の役割を考えて「One Team」として働くことを学び
ました。
②能力・実績に基づく人事管理を推進するための人事制度の構築
　国家公務員の能力・実績に基づく人事管理を推進するため、平成２１
年に新たな人事評価制度が導入されました。人事評価を活用した任用・
給与等の制度構築に向け、各府省担当者や職員団体との意見交換、職員
向けリーフレット・マニュアル作成作業など、国家公務員全体に影響が及
ぶ新たな施策の導入に向けた仕事に、“ワクワクする気持ち”で取り組んで
いました。
　この新たな施策導入に向けた対応を通じて、理解を得るための粘り強
い交渉力や様々な業務を効率よく処理していく段取り力を備えることの重
要性を学びました。
③グローバル社会に対応する国際交流事業の推進

メッセージ先輩職員からの

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   給与局給与第一課長補佐（俸給班）
 31年 ４月   現職

山田 裕美
人材局企画課長補佐（任用班）
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メッセージ先輩職員からの

「やってみたいこと」が見つかる。
　人事院は、国家公務員の人事行政を所掌する中立・第三者機関とし
て、国家公務員の給与や勤務時間をはじめとする勤務条件の改定や、任
免の基準の設定、採用試験の実施等を担当しています。国家公務員の
働き方改革やワークライフバランス、女性職員の採用・登用の推進など
もその任務です。
　人事院は小さな組織、少ないスタッフで広い分野をカバーするため、
一人ひとりが様々な分野の人事行政のスペシャリストになることが期待
されています。若い人にもそれぞれの部署で責任ある仕事が割り当てら
れます。国家公務員の勤務条件等に関する様々な制度の企画立案・実
施に限らず、人材確保、研修、公平審査、倫理保持等々の人事行政の各
分野での仕事を経験することができますし、人事行政の第一線を担う地
方事務局での勤務や他府省への出向などの機会も用意されています。
　また、中立・第三者機関という、一般の府省とは異なるポジションにあ
ることも人事院の魅力です。人事行政の対象である国家公務員や、国
民・有識者等の意見を聴き、人事院として検討し判断して政策を実施す
る、そうした一連の仕事を自らの手で行う機会が得られるでしょう。
　あなたが「やってみたいこと」は、きっと人事院で見つかると思います。

人事院を目指してほしい。
　やってみたいことやチャレンジできる場所を探している人は、まず人事
院を候補に入れて検討してみてください。やりたいことを決めている人も、
人事院で様々な経験を積む中で、やりたいことを深めることができるはず
です。私の経験から自信を持って、あなたの勤務先として人事院を推薦し
ます。
　前向きにチャレンジしたいと思っている人は、ぜひ人事院を目指してみ
てください。一緒に働ける日を心待ちにしています。

これまでの経験を振り返ってみて。
　私は、人材局（当時は任用局）企画課に採用されてから３０年余り国家
公務員として勤務して、これまでに官房部局、職員福祉局、人材局、給与局
の４局での勤務を経験し、総務や人事などの内部管理、短時間勤務職員
の休暇制度や地域手当・広域異動手当の創設、セクハラ防止や多様で優
秀な人材を公務に確保するための施策の実施などを担当してきました。ま
た、人事院の地方機関の一つである沖縄事務所での勤務、外務省や内閣
官房への出向も経験しました。
　仕事なのである意味当然かもしれませんが、苦労したことも大変だった
こともありました。それと同時に、興味を持てる仕事に取り組む機会を与
えられたと感じています。特に、様々な施策の企画立案や実施に携われた
ことは大きな財産になったと思いますし、出向先の府省でその府省ならで
はの考え方や行動原理を学べたことや、生まれ育った東京以外の土地で
勤務できたことは、新しい経験を通じて視野を広げたり、物事の考え方を
培ったりできる良い機会となったと思います。
　人事院は、あなたにいろいろな機会を与えてくれる、新しいことにもチャ
レンジさせてくれる職場だと言えると思います。

昭和58年 ４月  採用中級
    北海道事務局第二課
 60年 ４月   北海道事務局総務課
 62年 ４月   北海道事務局第一課
平成 ２年 ４月  北海道事務局第二課
  ４年 4月  管理局総務課総務班主査
  ６年 ４月   職員局職員課服務班主査
  ８年 ４月   給与局給与第二課審査第二班審査第三係長
  ９年 ４月   給与局給与第二課審査第一班審査第二係長
 10年 ４月   給与局給与第二課制度班制度第一係長
       12月   管理局総務課秘書（事務総長秘書）
 13年 １月   総務局総務課情報管理専門官
 　　  ４月   外務省大臣官房在外公館課課長補佐
 15年 ４月   外務省大臣官房人事課課長補佐
 17年 ４月   給与局給与第一課企画室勤務条件企画官
 18年 ４月   北海道事務局第二課長
 20年 ４月   北海道事務局第一課長
 21年 １月   総務課長補佐（国会班）
 24年 ４月   人材局企画課長補佐（審査班）
 26年 ４月   総務課広報情報室長
 28年 ４月   沖縄事務所長
 30年 ４月   職員福祉局職員団体審議官付参事官
 31年 ４月  現職

大場 昌弘
近畿事務局長

フステージに関わる人事院職員として、いっそのことすべての国家公務員
を支える側に回り、各府省の職員が安心して公務に専念できる環境を提
供することで、少し違った形で国民の安全・安心に貢献してみませんか。
　人事院では他府省の仕事を直接見に行くこと（監査、調査）ができます。
また、希望する職員には、出向という形で他府省の業務を直接経験できる
機会が各場面で用意されていますので、様々な業務に出会うことができま

）。たしまいらもてせか行も間年４に省務外は私（。す

最後に～転勤は嫌ですか～
　私の経歴を見ていただくと分かるように、人事院には転勤があります。
（ただし私のような広域異動はレアケースですので安心してください。）
　働き方改革が進む中、人事管理における転勤の在り方も変わると思い
ますが、現在でも人事院の転勤は、結婚や子どもの教育、親の介護等の事
情に対して相当配慮されたものとなっています。それでも転勤に不安を
持っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ私に相談に来てください。必ず

）。すで緒内はに課事人んろちも（。すましたいえ教おを策決解
　パンフレットには現実と違って聞き心地のいいことばかり書いてあると
思えてならない方、ぜひ人事院の職場を覗いてください。必ずあなたを惹
きつける何かが見つかるはずです。

最年長者のページです！
　本文差し込みの写真は、平成３０年度（１名：研修担当）と平成３１年度
（２名：総務担当、試験担当）に採用された職員との、給与制度の勉強を兼
ねた意見交換会の風景です。職場の風通しを良くするためだけでなく、私
にとっても若手職員から斬新な考え方を吸収できるとても大切な機会で
す。このように人事院には役職段階の垣根を越えて自由に意見交換・情報

の話の外以れそ、りよ話の事仕、おな（。すまりあが土風場職るきでが換交
時間の方が長いです。）
　さて、昭和が終わり、平成が終わり、そして令和が始まりましたが、それ
ぞれの時代を経験したベテランのページまでよくぞ読み進んでくださいま
した。これからの国家公務員そして人事院を背負っていただく皆さんに、
様々な年齢層の先輩から人事院の魅力や働きがいについて、多くのメッ
セージを伝えさせていただきましたが、このページは、一人の年寄りの独り
言として読んでいただけたら幸いです。

あなたはなぜ国家公務員を志望したのですか？
　「税関職員として、水際で麻薬や拳銃等の社会悪物品を取り締まること
で国民の安全・安心を守りたい」、「ハローワークの窓口で、困っている国
民と直接向き合う仕事がしたい」、「大学で学んだ法律の知識を活かせる
検察事務官として働きたい」からですか？それとももっと漠然と「自分の夢

き働てしと者仕奉の体全民国「、」るあで業職るあのいがき働るきで現実を
たかった」からですか？いずれも正しい志望動機ですし、勤務先を選択す
る際にとても大切なことだと思います。でも最後にもう一度「自分はなぜ国
家公務員になりたいと思ったのか」考えてみてください。その先に人事院と
いう選択肢は残りませんか？

全部まとめて実現してみませんか！
　国家公務員には様々な職域があります。そこで働く職員の給与体系や
勤務時間などもすべてが同じではなく、職種や勤務地によって異なってい
ます。そこで私から提案が一つ、採用前から退職後まで国家公務員のライ

メッセージ先輩職員からの

昭和62年 ４月  採用Ⅱ種
    任用局企画課
平成 ２年 ４月  管理局人事課
  ４年 4月  給与局給与第二課
  ６年 ４月   沖縄事務所調査課主査
  ７年 ４月   沖縄事務所総務課主査
   　　９月   管理局国際課調査研究班主査
  ８年 ４月  外務省在トロント日本国総領事館副領事
 11年 ５月   管理局国際課国際専門官
 12年 ４月   管理局人事課給与班給与第一係長
 13年 ９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
 15年 ９月   勤務条件局給与第一課俸給班主査
 17年 ２月   給与局給与第三課地域手当調整官
 19年 ４月   職員福祉局職員福祉課長補佐

）班二第間時務勤（    
 22年 ４月   総務課長補佐（調整班）
 25年 ４月   企画法制課企画専門官
 27年 ４月   人事課長補佐（人事班）
 28年 ４月   人事課人事企画官
 30年 ４月   職員福祉局企画官
 31年 ４月  現職

一之瀬 徹
人材局参事官
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メッセージ出向中／海外勤務職員からの

出向してみて気づいた人事院の良さ
　私は、環境省大臣官房秘書課で、環境省の職員の給与の決定や退職手
当の計算、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））の管理などの業務に携わっております。特に、職員の給与の決
定については、職員１人ひとりがどれだけの給与をもらえるのかを決める
作業ですので、とても責任の重い仕事です。このパンフレットを読まれてい
る方の中には、単に給与を決めるだけだから簡単ではないか、と思われる
方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には、給与に関する法令だけで
六法が１つ出版されるほどの量があり、非常に難解なものとなっています。
　そのため、職員１人ひとりの給与を決めていく過程では、どうしても分か
らない部分が出てきます。こういった場合に、給与の法令を所管している
人事院に質問すると、人事院の職員は他府省が直面している問題につい
て、親身になって考え、適切な方法を教えてくれます。出向元のことですの
で、あまり褒めすぎないようにしないといけませんが、改めて「他府省のた
めに働く人事院」というものを感じました。

出向先での経験を経て
　私は環境省での業務を通じて、環境省が直面している具体的な問題
を肌で感じることができました。この経験は、出向したからこそ得られ
た経験です。
　また、人事院は給与をはじめとした各種の人事制度を作っております
が、これらの制度を運用する立場を経験させていただき、運用側からの
視点を得られたことは、大変貴重に感じています。
　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に、環境省で
の経験を人事院に戻った際に還元していきたいと思います。

出向してみて気付いた人事院の良さ
　私は現在、地方自治体の職員の公務災害や通勤災害の認定に関する事
務を担当しています。実際の認定は各都道府県及び政令指定都市に置か
れる基金の支部において行われますが、私が所属する本部補償課では、公
務災害及び通勤災害の認定基準等を定め、その運用について、支部に対し
て助言指導や研修を行うとともに、脳・心臓疾患事案、精神疾患事案、石綿
事案など本部協議を要することとされている事案の協議等を通じて、公正
な補償の実施と判断の統一性の確保を図っています。
　出向した当初は不安も大きかったですが、人事院の元上司や同僚だった
方々が連絡をくださったり、先輩や同期、後輩に元気づけてもらったり、人事
担当の方も色 と々気に掛けてくださるなど、出向後も人事院の方 に々精神的
に支えていただいています。こうして改めて考えてみると、人事院には「人」との
繋がりを大切にする雰囲気が組織全体にあるのではないかと思います。
　また、女性職員の観点から見ると、人事院には活躍されている女性職員
が多くおり、身近にロールモデルとなる上司や先輩もたくさんいるので、とて
も心強いです。その一方で、私のように子育て中でも出向させていただける
など、男女問わず様々な業務にチャレンジさせていただける環境があると感
じます。

出向経験を今後どのように活かすか
　現在の職場には、地方自治体や総務省からの出向者が多いので、物の見
方・考え方、仕事の進め方など様々であり、新たな気付きを得る機会がたく
さんあります。また、業務や同僚の話などを通して、地方自治体や他府省の
様 な々業務、勤務条件等を知ることができ、非常に勉強になっています。
　今後、これらの貴重な経験を活かして、物事を多角的に捉え、柔軟な考え
方ができるよう常に意識して業務に取り組んでいきたいと思っています。

メッセージ出向中／海外勤務職員からの

鈴木 宏明
環境省大臣官房秘書課給与係長

川俣 友紀
地方公務員災害補償基金補償課認定第二係長

Tell me what YOU CAN DO for us first, please.
　フィジー共和国にある日本大使館の開発協力班に所属し、フィジー、
キリバス、ツバル、ナウル及びバヌアツ計５か国に対するＯＤＡ（政府
開発援助）に関する業務全般を担当しています。日本のＯＤＡは「要請
主義」を基本としていて、相手国政府からの要望に基づいて検討がなさ
れます。このため、私の仕事はまず先方の要望を聴取することから始ま
ります。冒頭のフレーズはフィジー政府の潜在的な要望を探るべく政府
機関、各国外交団、国際機関等を行脚していた際に、とある政府高官か
らいただいた言葉です。当時は相手の要望を聞き取ることに躍起になっ
て大切なことに気がついていませんでした。自分は何ができるか、どれ
だけの価値を提供できるか、どんな変化をもたらすことができるか。真
のニーズを捉えて要望のその先を具体化するには傾聴だけでは足りず、
これらの観点・姿勢が不可欠だと学びました。

出向で得た気づき
　出向先では組織の一員として着任初日から職務を全うすることはもちろ
んのこと、本来の専門性を付加価値として発揮することが求められます。
一見すると現在の仕事は人事院の業務からかけ離れているように見えるか
もしれません。しかし、国の内外を問わず人間社会で働く限り、「つまるとこ
ろは人」であり、人事行政に関する知識とセンスほど汎用的に生かせるも
のはないことを再確認しました。他方で、出向経験を通じて人事院はその
ポテンシャルを生かし切れてないとも感じました。人事院がやるべき課題
は山積しており、人事院の職場・仕事は決して甘くはありませんが、そのよ
うな状況だからこそ、新しい時代をつくる優秀な人材が必要です。我こそは
という方をお待ちしております。

井戸 奈津子
総務省行政管理局副管理官（政府共通プラットフォーム）

大平 弘太郎
外務省在フィジー日本国大使館二等書記官

平成 20年 ４月 採用Ⅱ種
   中部事務局第二課
 22年 10月 中部事務局第一課
 25年 ４月 中部事務局総務課
 28年 ４月 会計課主計班主査
 31年 ４月 現職

平成 23年 ４月 採用Ⅱ種
   関東事務局第二課
 25年 ４月 会計課
 27年 ２月 育児休業
  ３月 職務復帰
  ４月 給与局給与第二課
 28年 ４月 国際課
 29年 ４月 外務省在フィジー日本国大使館三等書記官
 31年 ４月 現職

デジタル・ガバメントな毎日
　私の所属する総務省行政管理局では、行政分野へのICTの活用や業務
等の見直しにより、行政の合理化、効率化等の向上や国民の利便性の向上
を図ることを目的としたデジタル・ガバメントを推進しています。また、政府横
断的な情報システムを整備して各府省にサービスを提供をしており、私は、
主として職員認証サービス（GIMA）の企画・運用を担当しています。
　また、職場はペーパーレスが徹底されているため、会議や打合せでは、資
料をモニターに映したり、端末で確認したりと、紙文化に慣れていた私には、
初めは戸惑うことも多くありましたが、ようやく最近慣れてきました。
　今では、週一ペースでテレワークをして、班員からSkypeで報告を受けた
り、システム開発事業者とWeb会議したりと、ついこの間まで、情報システム
とは全く無縁だった私も、日々苦労はありますが、楽しみながら、よりよい働
き方を模索・実践しています。

離れて分かる人事院の温かさ
　出向経験は今回で２回目です。出向の良さは、人事院とは全く違う業
務に取り組めること、そして、今まで接点のなかった他府省の人たちと働
くことが出来て、人間関係が拡がることだと思います。係長時代に出向し
た内閣官房と同様、今回も各府省や民間企業からの出向者で構成されて
いる組織で働いています。そのため、自由な雰囲気がありますが、一方
で、面倒見の良さに欠けるところがあります。
　その点、人事院は大きな組織ではないこともあり、「いつも誰かが見て
いてくれる」という安心感があります。そして、「人を育てる」意識が高い
人がたくさんいる組織だとも感じます。離れてみると、人事院の温かさは
本当に貴重で、働いていく上では、大事なことだということをひしひしと
感じます。ぜひ、あなたも人事院で一緒に働いてみませんか？

平成 ８年 ４月

 ９年 ４月
 11年 ４月
 12月 ４月
 14年 ４月

 15年 ４月
 

採用Ⅱ種
管理局総務課
給与局給与第四課
関東事務局総務課
関東事務局第一課
勤務条件局
給与第二課
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

 18年 ４月
 
 20年 12月
 21年 12月
 22年 ４月

 28年 ４月

 31年 ４月

給与局給与第三課
手当第二班第二係長
人材局試験専門官
（首席試験専門官付）
育児休業
職務復帰
公平審査局審理官
（首席審理官付）
人材局研修推進課
研修研究官
現職

平成 17年 ４月

 18年 ４月
 19年 ９月
 21年 ４月

 23年 ５月
 24年 ４月

採用Ⅱ種
人材局企画課
人事課
育児休業
職務復帰
人材局研修調整課
育児休業
職務復帰
給与局給与第二課

 25年 ４月

  10月

 29年 ４月

 30年 ４月

公平審査局
（首席審理官付）
公平審査局審理官
（首席審理官付）
公平審査局職員相談課
職員相談業務室
職員相談官
現職

左が筆者（キリバスにて撮影）

左から２番目が筆者
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近藤 伸行
公平審査局調整課制度班法規係長

一日の仕事の流れ 一日の仕事の流れ

平 基子
給与局給与第一課情報統計官

平成 17年 １月 採用Ⅱ種
   職員福祉局（参事官付）
 18年 10月 給与局給与第一課
 20年 ９月 人事課
 23年 ４月 職員福祉局職員福祉課
 24年 12月 育児休業
 25年 ４月 職務復帰
  10月 職員福祉局職員福祉課勤務時間第二班主査
 26年 ４月 職員福祉局職員福祉課企画班主査
 27年 ４月 人材局研修推進課研修支援官
 28年 ４月 育児休業
 29年 ４月 職務復帰
   総務課広報室広報専門官
 31年４月  現職

平成20年 10月 採用Ⅱ種
   北海道事務局第二課
 22年 10月 北海道事務局第一課
 25年 ４月 北海道事務局総務課
 26年 ３月 総務課
 28年 ４月 内閣官房内閣人事局任用第二係長
 30年 ４月 人材局企画課採用企画班主査
  12月 育児休業
 31年 １月 職務復帰
  ４月 現職

現在どのような仕事をしていますか。
　公平審査や苦情相談の制度に関する企画・立案などを担当しています。
最近では裁判所で民事訴訟手続のＩＴ化の検討が進められていますので
その情報収集を行い、公平審査においてもIT化により効率化が図れない
か、班内で議論を行っています。
　このほか、公平審査の事案担当者として、審査を申し立てた職員や当該
職員が所属する機関等に対し事情の聴取をしたり、関係資料を提出して
もらったりするなど、人事院が正しい判断ができるようにするための調査
等を行っています。

利用した両立支援制度を教えてください。
　第２子出生の時は、出産に立ち会い（配偶者出産休暇）、妻の入院中は
第１子の相手をし（育児参加のための休暇）、年末の仕事が落ち着いた時
期に育児休業を取得しました。このほか、子供の急病の時には子の看護
休暇を取得して病院に連れていき、その間妻がもう一人の子供の対応を
するといった形で分担しながら育児を行っています。

育児と仕事を両立させるための秘訣は何ですか。
　育児と仕事の両立は自分自身で成り立たせることはほぼ不可能で、ど
うしても上司や同僚に助けてもらいながら乗り越えなければいけない
ような場面があると思っています。そのため秘訣ではありませんが、普
段は仕事をしっかりやって、周りの職員が困っている時にはサポートす
るなど、働く上で当たり前なことですが、こういったことを意識すること
が大切だと思います。
　我が家は今、妻が育児休業中（妻も人事院職員です）で、今後妻が復
帰し、第２子が保育園に通いはじめたら家庭環境が大きく変わってくる
のですが、妻と上司と相談しながら、そして両立支援制度をうまく活用
しながらも、しっかり仕事をこなしていきたいと思っています。

現在どのような仕事をしていますか。
　職種別民間給与実態調査をはじめとする給与関係の調査について、結
果の集計に係る業務や、調査実施の支援ツールの開発・改修などの業務
を行っています。間違いがあってはなりませんので、結果の確認やテストに
重点を置いています。

利用した両立支援制度を教えてください。
　現在は主に勤務時間の短縮制度である「育児時間」を利用しています。
また、水曜日に育児の関係で早く帰る必要があるため、水曜日のみ昼休み
を30分にするなど「休憩時間の短縮」も利用しています。そのほか、テレ
ワークにより在宅勤務とする日もあります。通勤時間が不要となるため、保
護者会や子の通院などがある日には大変便利で助かっています。

育児と仕事を両立させるための秘訣は何ですか。
　完璧を目指さない、ということでしょうか。全てを完璧にこなすのは
無理なので、仕事でも育児でもタスクをなるべく減らし、その分、やると
決めたことについて、自分にできるベストが尽くせるように努めていま
す。タスクの減らし方としては、例えば、メールの返信は最低限・文面に
こだわりすぎない、抱え込まずに相談する、掃除は諦める、給食を信頼
しておかずを一品減らす、そして頼れるところは人に頼る！、といったと
ころです。限界までタスクを詰め込んでしまうと疲れてしまい、仕事も育
児も空中分解してしまうため、「やりたいな」と思うことの８割～９割に
とどめて、時々は自分も息抜きをすることを意識しています。
　また、勤務時間に制約があるので、早め早めの仕事を心がけ、周囲へ
の報告・連絡・相談に加えて、感謝の気持ちを忘れないことも大切だと
思います。

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

地方自治体の人事委員会
から国の公平審査制度につ
いて教えてほしいとの照会
が入ったので対応します。

11:00 照会対応
家に帰ってから子供達が眠る時間までは一緒
に遊んだり、歯磨きや寝かしつけなどをしてい
ます。元気を持て余している子供達に私の残り
の体力を持っていかれて１日が終了です・・・。

17:15 退庁

担当している事案の対応方法
について課長に相談し、調査等
を効率よく進められるように準
備していきます。

10:00 担当事案打合せ
翌日は訴訟となっている事案の対応
のため、遠方の地方裁判所に日帰りで
出張にいくので、資料を再度確認し、
争点を頭にインプットしておきます。

15:00 訴訟対応

照会の内容によっては過去からの経緯などを把握する
必要もあるため、その場合は資料を読み漁ります。回答
案について少しでも不安があれば上司等に相談し、正確
に答えられる準備ができ次第先方に回答を伝えます。

14:30 照会対応（午前の続き）

１日でゆっくりできるのは、昼休みと帰り
の電車くらいかなと思ってしまうほどあっ
という間に時間が過ぎていきますので、
午後に備えて体力を回復させています。

12:00 昼休み

メールをチェック
するなど、その日
のスケジュールを
確認します。

8:30 出勤

効率よく進めたいので、送ら
れてきた資料は事前によく
目を通します。

11:00 
民間事業者と打合せ 帰宅したらすぐに夕食の支度、お風呂に子供の宿題や

ピアノの練習と大忙し。時間がきたら本の読み聞かせを
して子供たちと就寝。残ってしまった家事は夫がやって
くれています（感謝）。

18:15 帰宅

一日の業務予定を簡単に組み立てて
から業務開始。作業の順番に迷った際
は、直感的に「やりたくないな」と思った
ものから手を着けるようにしています。

9:30 職場到着、業務開始
育児時間制度により、通常より90分早く退
庁して、子供たちのお迎えに行きます。帰り
道は貴重な自由時間なので、夕食の献立が
決まり次第本を読んだりしています。

16:45 退庁

今年度の職種別民間給与実態調査で使用
したツールについて、処理速度向上を図るた
め、プログラムの改修します。翌年度以降の
メンテナンス性も考慮して行います。

13:00 午後の業務開始

パソコンに向かって黙々
と作業することが多いた
め、お昼休みは外に出て
リフレッシュしています。

12:00 昼休み

朝の家事は全て夫に任せ、
子供と一緒に出発です。

8:10 
子供達と一緒に出発

休日の過ごし方

休日は家族で色々な
ところに出かけて
楽しんでいます。

休日の過ごし方

ママ友＋子供たちと我が家
で食事会。週末は誰かの
家に集まることが多く、
親同士・子供同士で楽しむ
ことができるので、週末が
待ち遠しいです。

メッセージ仕事と育児を両立する職員からの
メッセージ仕事と育児を両立する職員からの
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若手職員の

　会計課予算係で人事院の事業に関
わる予算の要求、決算の仕事をしてい
ます。予算の要求では、翌年度に人事
院の事業が円滑に実施ができるよう院
内の担当者から要望を聴取して、その
中で必要と思われる経費について財務
省へ要求を行います。決算では、前年
度に使われた予算について報告書を
作成し提出することや様々な事情によ
り使われることがなかった予算の原因
分析を行い、翌年度の予算要求に反映
させます。どの仕事も根気がいるもの
ばかりですが、その分やり遂げた時は
達成感があります。

鈴木 順也
会計課（予算係）

現在の仕事

メールのチェックと今日１日のスケジュールを確認。優先順位を立ててその日のス
ケジュールを考えます。

09：30　出勤
少し早めに出勤し、本日中に処理すべきことと昨日までにやり残したことがないか
を確認します。

09：10　出勤

決算額の集計、整理。決算額は最終的に国会
へ報告されるのでミスは許されません。また、
予算の使用目的や部局別に集計する必要が
あり、作業が非常に複雑となるため、過去の
資料を参考にしたり、疑問に思うことがあれ
ば上司に相談したりするなどして、慎重に作
業を進めます。

10：30　決算報告の準備
人事委員会から調査に関する照会の電話
があったので対応します。調査期間中は照
会対応だけで終わってしまうような日もあ
りますが、適切に調査を行ってもらうため、
１件１件丁寧に対応するように心がけてい
ます。判断に迷うものはその場では回答せ
ずに、班内で相談した上で回答します。

09：30　照会（質問）対応

普段は買ったお弁当を自席で食べますが、今日は午前中に集中力のいる仕事をし
たので、気分転換に同期とご飯に行きます。霞が関周辺は飲食店が多く、開拓して
いくのも１つの楽しみです。

12：00　昼休み

自席でお弁当を食べます。食後は昼寝、読書、班員と雑談など様々です。

12：00　昼休み

財務省との折衝後、係で打合せ。相手の反
応から今後どのような対策が必要かを考え
ます。

15：00　打合せ
院内職員向けの説明会で調査の基本事項
や留意点について説明します。人事院の業
務では説明会や研修会等人前で話す機会
が多いですが、何回経験しても緊張します。

13：00　院内職員向けの説明会

若手職員中心のプロジェクトチームで今後
の採用活動についてミーティング。この先ど
んなアプローチを就活生にしていけば人事
院を志望してもらえるのか、活発な議論の
中、職場での経験や自分が学生だった頃を
振り返り、積極的に意見を出します。

17：00　採用プロジェクトミーティング

初めて調査を経験する調査員へ民間事業
所への連絡の取り方等具体的に調査をど
のように進めるかを指導しています。円滑
に調査できるようになってもらうことはも
ちろんですが、民間事業所へ負担をかけな
いようにすることも大きな目的の１つです。

16：30　調査員への指導

調査に関する事項について人事委員会に作業依頼を行います。調査に当たっては
全国で適切な処理をしてもらうため、作業内容を分かりやすく周知するよう心が
けています。内容を上司に説明し、上司のOKが出たら人事委員会へ展開します。

18：00　人事委員会への作業依頼

やることが尽きませんが、明日できることは明日に回しそろそろ退庁します。繁忙期は
こんな時間になってしまいますが、業務が落ち着いた時期には定時退庁できるので、
それを楽しみに明日も頑張ります。

22：00　退庁

調査のため民間事業所を訪問します。民間
における人事労務制度等を知る機会にも
なるので勉強になります。逆に国の制度の
ことを聞かれる場合もあるので、日頃から
国の動向にも関心を持つことが必要です。
外出の際には謙虚さと名刺を忘れずに。

10：30　民間事業所へ外出

　人事院勧告を行うための基礎となる
職種別民間給与実態調査（民調）とい
う統計調査を担当しています。民調は、
人事院と都道府県市特別区の各人事
委員会とが共同で行い、全国で約１
2,5００もの民間事業所で実地調査を
行う大規模な調査です。
　民間準拠による適正な公務員給与
水準に繋げるため、調査項目の検討、
調査実施、結果集計まで、班員で協力
しながら取り組んでいます。大規模な
調査を円滑に進めるため、全国にある
６９の人事委員会との連絡調整も大き
な仕事の１つです。

現在の仕事

谷上 武尊
給与局給与第一課調査第一班主査

今日の仕事の進捗具合をメモして退庁。退庁後は、同期や先輩との飲み会や、週に
１度はジムへ行きます。飲み会でみんなと仕事やプライベートの話をしたり、ジムで
身体を動かしたりすることで気分がリフレッシュされ、明日への原動力になります。

18：30　退庁

要求した翌年度の予算について財務省の担
当者と折衝。こちらが要求する予算の必要性
について、なかなか納得してもらえないことも
あるので、事前に院内の各担当者と打合せを
し、必要に応じて資料を作成するなど、入念
な準備をして臨みます。折衝中は相手の反応
などをメモし、次回以降の対策に役立てます。

13：00　予算の要求に係る折衝

１日 １日若手職員の
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若手職員に聞く！「人事院」
人事院で働く若手職員に、アンケートを行いました。
皆さんはどんな職場で、どんな人と働いてみたいですか？

Ｑ１ 人事院の志望動機は？

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.･･･

１位

Ｑ2 職場の雰囲気はどうですか？

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 と々して楽しい
・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.･･･

１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.･･･

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.･･･

2位

Ｑ3 人事院職員として必要だと思うことは何ですか？

・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府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

etc.･･･

メッセージ新規採用職員からの

　私が人事院に惹かれた1番の理由は職
員の方の人柄でした。実際に働いてみて、そ
の感覚は間違っていなかったですし、採用
から退職まで、国家公務員の職業人生に携
わり続ける幅広い業務内容をあらためて魅
力的だと感じています。パンフレットの次は
是非、説明会等にご参加いただき人事院の
魅力に直接触れていただければ幸いです。

大上 花連
人材局企画課

　国の様々な施策を担う国家公務員を縁
の下の力持ちとして支えているのが人事院
です。そのアプローチの仕方は様々ではあり
ますが、人事院職員一人ひとりが国家公務
員を支え、国をより良くしようと働いていま
す。皆さんも国家公務員、ひいては国を支え
る一手として働いてみませんか。お待ちして
います。

久保田 伊織
公平審査局調整課

　人事院で働く中で、国家公務員全体に影
響を及ぼす仕事の責任の重さと、スケール
の大きさを実感しています。また業務では
様々な人との出会いがあり、日々刺激を受
けています。そんな魅力あふれる人事院で、
あなたも働いてみませんか。皆さまにお会い
できることを楽しみにしています。

佐藤 花奈
公務員研修所教務部総務課

　人事院は、国家公務員の採用から退職ま
でを、様々な面から支える重要な役割を
担っています。「人」の支えになるような仕事
がしたいという方には、ぴったりな職場だと
思います。職場の雰囲気も温かく若いうち
から活き活きと働ける職場です。やる気のあ
る皆さま、ぜひ人事院の扉を叩いてみませ
んか？

海老名 湧
関東事務局総務課

　私は近畿事務局の職場の雰囲気に惹か
れて人事院を志望しました。説明会などで
職員の方 と々お会いすると、明るく、活気が
あり、コミュニケーションの絶えない職場
で、とても魅力的に感じたことをよく覚えて
います。ぜひ皆さんも説明会などに参加して
いただき、人事院の雰囲気を感じ、興味を
持っていただきたいと思います。

才本 紘平
近畿事務局第二課

　国家公務員の採用から退職までのライフ
ステージに関わる仕事ができることや、説
明会での職員の方々の人柄に魅力を感じ、
人事院を志望しました。人事院は少人数の
組織ですので上司や先輩との距離感も近
く、若手も活躍できる職場です。志望先を
迷っている方も多いと思いますが、説明会
に足を運んで是非人事院の魅力に触れてみ
てください。

柳道 美穂
中国事務局第二課

・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

etc.･･･

その他

　人事院ってどういう機関？と思っている
方もいらっしゃると思います。かくいう私も
そうでした。ですが、説明会や座談会を通し
て、日々の業務内容や活気ある温かな雰囲
気をどんどん知り、自分もここで働きたいと
思うようになりました。座談会など何でも気
軽に参加してみて、みなさんのここで働きた
い！と感じる場所が人事院であれば嬉しい
です。

鈴関 夏子
国際課

　人事院の仕事は国や国民を支える国家
公務員を裏から支える仕事であり、いわば
人を支えるプロフェッショナルです。実際に
働く中でその重要性や影響力の大きさ、そ
していかに人事院が頼りにされているかを
日々実感しています。あなたも国家公務員
を、そして人を支えるプロとして人事院で働
いてみませんか。

村瀬 健太
職員福祉局審査課

平成３１年度新規採用職員のうち、８名のメッセージをお届けします！
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※ここに記載されているキャリアパスは一例であり、勤務成績や能力・適性により異なります。

　ここでは、本院に一般職で採用されてからのキャリアパスについて紹介します。本院各局での勤務を中心
に、概ね２～３年ごとに人事異動が行われます。

キャリアパスモデル等一般職で採用された場合の Q＆Aよくある

Ｑ１ 採用状況を教えてください。また、女性は何名採用していますか。
　人事院は、性別、出身大学・学部等に関係なく、人物本位
で採用しており、女性の採用も積極的に行っています。なお、
各地方事務局（所）でも採用を行う場合があります。

※上記は本院（関東事務局及び公務員研修所を含む。）での採用数です。

平成２７年度
試験

平成２８年度
試験

平成２９年度
試験

平成３０年度
試験

２０１９年度
試験

１３

６

６

３

６

２

１７

8

１５

８

採用数

うち女性

育児休業取得率

Ｑ2 人事院ではどのような人材を求めていますか。
　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、各府省の人事担当や職員団体など様々な人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。

Ｑ3 採用後はどのような研修がありますか。
　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があります。また、採用３年目の３年目フォローアップ研修など、役職に応じた研修が用意さ
れています。
　その他、若手職員を対象とした基礎力底上げのための研修（例：アンガーマネジメント、説明力向上等）、女性職員が活き活きと仕事をするモチベーション
を維持促進することを目的とする、女性職員キャリアモチベーション研修や英会話講習会等も実施しています。

Ｑ4 ワークライフバランスについて教えてください。
　人事院は国家公務員の勤務時間・休暇等の制度を所管
しており、働き方改革の「旗振り役」を担っています。そのた
め、まずは人事院職員自ら積極的に制度を使っていこう、働
きやすい職場にしていこうという風潮が強く、ワークライフバ
ランスが実現しやすい職場です。

Ｑ5 女性にとって働きやすい職場ですか。
　人事院では、多くの女性職員が活躍しています。また、国
家公務員は仕事と家庭の両立支援制度も充実しており、ラ
イフステージに応じた働き方ができるようになっています。
（https://www.jinji.go.jp/ikuzi/toppage.html）

今後の業務説明会の予定は人事院のホームページに随時掲載予定です！
皆さんにお会いできることを楽しみにしています！！
https://www.jinji.go.jp/jinjika/jinjika.html

※女性国家公務員の登用状況及び国家公務員の育児休業等の
取得状況のフォローアップ（令和元年１１月公表）
※全て令和元年７月１日現在の数値

平成30年度　育児休業等取得割合

女性：１００％
参考：２３府省平均98．５％

男性：６１．5％
参考：２３府省平均12．４％

人事院：１００％
参考：23府省平均６７．８％

「男の産休」を
５日以上使用した割合

女性職員の割合 女性本省課長補佐・
地方機関課長相当職の割合

　　

女性本省課室長相当職の
割合

参考：２３府省平均５．３％参考：２３府省平均１１．６％参考：２３府省平均１９．9％

30.5% 20.6%

１１．１%

　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、総務的な業務を担当す
るほか、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、各局における政策の企画立案業務等も担当しつつ、
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。なお、配属先については、毎年意向調査を行い、職員の
希望を把握する機会を設けています。

配属先について ※令和２年４月１日現在採用後の処遇等

初任給
＜大卒程度試験採用＞本院勤務の場合  ２２５,８４０円
※東京都23区に勤務する場合の地域手当、本府省業務調整手当を含む

各種手当
扶養手当（子10,0００円等）、住居手当（最高２８,００
０円）、通勤手当（１ヶ月あたり最高５５,０００円）、超過
勤務手当等

昇給
原則年１回、人事評価の結果に基づき行う

賞与（ボーナス）
期末手当、勤勉手当として一般的には１年間に俸給・地
域手当等の４．５月分を支給
※支給額は勤務成績等により異なる

勤務時間
１日７時間４５分

休暇等
年次有給休暇２０日 ※新規採用職員（４月１日採用）の場合、
採用年は１５日。その他、病気休暇、特別休暇、介護休暇等

■ 平成２９年度　職員一人当たり月平均超過勤務時間

■ 平成３０年　　職員一人当たり平均年次休暇取得日数
１６．２時間

１５．６日

課長補佐級
政策実現に向けて、
実務の中心的な役
割を担います。
業務の管理、部下の
指導・育成も重要な
業務です。

課室の責任者とし
て、業務管理、部下
の指揮・監督等のマ
ネジメントを行うと
ともに、政策の企画
立案に係る重要な
意思決定を行いま
す。

室長級・課長級

他
機
関
へ
の
出
向
等

係長級
部下を指導・監督
し、分担する業務を
責任を持って処理し
ます。

係員級
上司の指導の下、指示
された業務に従事しま
す。
初めは、局課内の庶務
等を行う総務担当部
署や、人事・会計等の
官房部局に配属され
ることが多いです。

　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。
　人事院本院で採用された職員であれば、本院各局での勤務を
中心としたキャリアパスを重ねていくことになりますが、地方事務
局に転勤する機会もあります。地方事務局に転勤した場合は、現
地で２～３年勤務した後、再び本院に戻ってくる異動が一般的で
す。

転勤について

国内外の大学院等（長
期・短期在外研究員制
度、国内研究員制度を
利用）

海外留学等
北海道、東北、関東、
中部、近畿、中国、
四国、九州、沖縄

地方事務局（所）
大使館等

在外公館
内閣官房、総務省、
公正取引委員会、
外務省、環境省、
衆議院事務局等

他府省

※女性国家公務員の登用状況及び国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ
（令和元年１１月公表）
※ 「男の産休」とは、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇を指します。
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