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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？
　人材局の窓口、任用制度の担当として日々多くの方（人事院の局内外
の職員、各府省の人事担当者、職員、一般の方など）とやりとりがある
中で、優先順位を見極めつつ、誠意を持ってできる限り丁寧かつ迅速に
対応するよう心がけています。また、自分一人で判断が難しいことも多
いため、そういった場合は要点をまとめた上で早めに上司に相談し、判
断を仰ぐよう心がけています。業務量が多いときなどは、やりがいを感
じる一方で不安になることもありますが、上司を始め、周りに頼れる先
輩方が多くいらっしゃるので、自分一人で抱え込まずに乗り越えること
ができています。

仕事における今後の目標を教えてください。
　今の部署が採用されて一つ目のポストですが、今後は院内外の他の業
務にも携わり、専門性を高めつつ、多角的な視点で制度の企画・立案等に
携わることのできる行政官になりたいです。また、今は自分の業務でいっぱ
いいっぱいな場面も多いですが、採用時から周りの先輩方に多くの場面で
助けていただき、そのおかげで乗り越えることができているので、今後は自
分のことだけでなく、後輩など周りの人を支えられる、周りの人から頼りに
してもらえる行政官になれるよう、日々努力していきたいです。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　人事院は比較的小さな組織ですが、その分幹部の方 と々関わる機会も
多く、係員であっても様々な制度の企画・立案業務など、責任ある業務に
携わることができる職場であると感じています。また、一口に国家公務員と
いっても様々な業務、働く環境があり、そういった方々を支える人事院の
職員には、法律や経済の知識に限らず様々な知識と広い視野を持ち、多角
的な視点で考えられることが求められていると思います。このパンフレット
をお読みいただいている様々なバックグラウンドを持った皆さまにお会い
できることを、楽しみにしております。

人事院を志望した理由は何ですか。
　学生時代の自身の経験から、仕事を理由に病気になってしまったり生き
ることを諦めてしまったりする人を一人でも減らしたいと考え、そのために
人事制度の面から何ができるかを考え続けたいと思い、人事院の説明会
に足を運んだことがきっかけです。大学で行政に関わることを学んだわけ
ではなかったので、自分に何ができるか不安ではありましたが、国家公務
員の採用から退職までの様々なライフステージを支えるという人事院の
役割の一翼を担いたいと思い、志望しました。

現在どのような仕事をしていますか。
　制度担当として、国家公務員の採用、昇任、転任、降任といった任用に
係る制度全般の企画・立案に関する業務に携わっています。具体的には、
任用制度に関する人事院規則等の改正に係る業務や、各府省の人事担
当者や職員、一般の方からの任用制度に関する照会（質問）への対応、国
会への対応などがあります。また、人材局の窓口として、局内の調整業務や
とりまとめ業務も担当しています。どの業務であっても、その業務の先に国
家公務員やこれから国家公務員になる方の人生が関わっているため、責
任も大きい仕事ですが、その分やりがいを感じています。

平成28年 ４月　採用総合職（院卒・行政）
  　職員福祉局補償課
 30年 4月　公平審査局調整課
 31年 ４月 　現職

齋 竜太郎
公平審査局（首席審理官付）

仕事をする上で心がけていることは何ですか？
　公平審査制度は、職員と所属機関等との間に生じた不満や争いを解
決するものであり、人事院の中立・第三者性が特に要求される分野で
す。当事者や関係人の主張が不十分な状態で判断をしてしまうと、足り
ない情報を自分で補ってしまい公正な判断ができない危険性がありま
す。そうならないよう、当事者や関係人には徹底的に主張を尽くしても
らい、その意見に丁寧に耳を傾けるよう心がけています。
　自分の判断によって、一人の人間（その家族も）の人生を左右するかも
しれないので、責任の重さを感じながら業務に当たっています。

仕事における今後の目標を教えてください。
　これまでは、災害補償制度、公平審査制度といった、自分の携わる分野毎
の知識習得がメインでした。しかし、各個別分野の理解だけでその分野の業
務ができるようになるほど人事行政は単純ではなく、人事行政の全体像を
把握しないと上手くいかないことを、この４年間で実感してきました。
　今後も担当業務に関する知識の習得に努めるのはもちろん、各個別分
野相互の関連性も意識し、人事行政をトータルで考える力を身につけてい
きたいと思っています。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　人事院を志望される方は、是非他府省の説明会や官庁訪問に足を運ん
でみてください。そこで出会う職員の方々は、人事院の施策のターゲットで
ある国家公務員です。その方々がどんな思いで働き、どのような働き方をし
ているのかを知ることは、よりよい人事行政とは何かを考える上で大きな
財産となります。
　偶然このパンフレットを手にし人事院を知ったという方も、是非一度人
事院の説明会にお越しいただき、パンフレットだけでは伝わらない人事院の
雰囲気を感じ取ってください（人事院の志望理由を上でいろいろ書きまし
たが、最終的には、人事院の雰囲気がよかったので人事院に決めました。）。

人事院を志望した理由は何ですか。
　学生時代は、東日本大震災からの復興政策に携わりたく、インフラ系の
府省を志望していました。そんな中、大学時代に偶然受講した公務員法の
授業で、人事院という組織が何をしているのかを学び、行政の基盤となる
人事行政に携わることで、インフラ整備にとどまらない幅広い行政分野に
貢献できると思い、人事院を志望しました。
　また、公務員である両親が公務員バッシングのニュースを耳にする度に悲
しそうな顔をするのを小さい頃から目にしており、たとえバッシングを受けて
いても、真面目に働いている職員が安心して能率的に働けるような環境を作
りたいと考えていたことも人事行政に携わりたいと思ったきっかけです。

現在どのような仕事をしていますか？
　①不利益な処分（懲戒処分等）を受けた職員からの審査請求、②勤務
条件（勤務環境の改善等）に関する行政措置の要求、③給与の決定（ボー
ナスの額の決定等）に関する審査の申立ての審査を担当しています。
　公平審査制度は、①、③のように不当な処分や給与の決定から職員を
守り、マイナスをゼロに戻すことができる仕事だけでなく、②のように勤務
条件を改善することによりプラスを生み出す仕事も行っています。
　このような審査制度を通じて、職員が安心して働けることを保障しています。

メッセージ先輩職員からの

平成30年 ４月  採用総合職（大卒・経済）
    人材局企画課
令和 ２年 １月  企画法制課へ異動）

久保 のどか
人材局企画課

（
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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。
　仕事の内容によってどの程度の期間でどこの部署と調整して、誰の了解
が必要になるか、あるいはどの仕事を優先的に処理するかなど、その対応
の仕方は様々です。その判断をいかに速く正確に行うかが仕事を進める
上で大事だと思っています。まだまだ、自分の考えた通りに仕事が進むこと
は少ないですが、仕事の調整や作業スケジュールが上手く進んだときは少
し自信になります。なかなか成長しないなと思う日々ですが、目の前の仕事
に一生懸命に取り組めば、少しずつ成長できると信じています。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　就職活動は誰もが挑戦と妥協の間で葛藤すると思いますが、その葛藤
を通じて自分の可能性を広げることができる大きなチャンスです。人事院
はどのような経験もその人次第で活かすことができる懐の大きな組織で
す。自分の適性や専門性にあまり拘り過ぎずに、様々な府省や企業に関心
を持ってください。その中の一つに人事院を選んでいただき、一度人事院
を見に来てください。このパンフレットを読んだ一人でも多くの方と説明会
や官庁訪問でお話できるのを楽しみにしています。

人事院の魅力は何ですか。
　人事院は「人事行政の専門機関」と言われますが、「人事行政」という言
葉は受験生の皆さんにはあまりなじみのないものだと思います。人事行政
は、採用、給与、勤務条件、研修など国家公務員の仕事と生活の基盤を支
える制度で、公務員として働く人には非常に身近で重要な制度です。その
ため、現場の声を聞くことが大事であり、職員一人ひとりに目を向けられる
仕事です。他方で人事院の施策は国家公務員に限らず、地方公共団体や
民間企業にも影響を与えます。人に寄り添いつつ、スケールの大きな仕事
ができることが人事院の魅力ではないかと思います。

現在どのような仕事をしていますか。
　国際課では、主に日中韓人事行政機関協力ネットワークに関する業務を
担当しています。本ネットワークでは、閣僚級・局長級の会談、三国共催シ
ンポジウム、三国若手研修など様々なイベントが行われ、三国における人
事行政に関する情報交換や人的交流が行われています。今年は日本が閣
僚級会談の主催国であったため、会議資料の作成、ホテルや会議場、移動
手段等の手配、中韓の大使館・領事館との連絡調整など中韓の人事行政
機関のトップを出迎えるための会議準備・運営を行いました。その他にも、
人事行政に関係する条約や国際機関との協議などの対応も行っています。

仕事をしている中で大変だったことは何ですか？
　やはり仕事なので、毎日定時退庁というわけにはいかず、一時的に残
業が増え体力的にきつかったり、仕事が期限までに終わらないかもしれ
ないという不安や焦りを感じることがあります。そのような場合は「な
んとかなるやろ」と思うようにしています。これはなげやりな気持ちでは
なく、忙しい時ほどミスは起こりやすいので、リラックスし冷静になるた
めにも楽観的な気持ちも大事だと思っています。幸いなことに、上司や
周りの仲間がしっかりサポートしてくれるので、いつも何とか乗り越えら
れています。

平成24年 ４月　採用Ⅰ種(経済）
  　給与局給与第三課
 26年 4月　財務省主計局司計課
 　　10月　財務省主計局司計課調査主任
 28年 4月　企画法制課企画専門官
 30年 ４月 　現職

白石 和友

給与局給与第二課
審査班審査第一係長

メッセージ先輩職員からの

平成27年 ４月　採用総合職（院卒・行政）
  　給与局給与第三課
 29年 4月 　総務課
 31年 4月　現職

西村 悠己
国際課国際専門官

人事院の魅力は何ですか。
　人事院の仕事は、国民のために様々な分野で一生懸命働いている国家
公務員の勤務条件や勤務環境を整えることを通じて国家に貢献できる
点、国家公務員の採用から退職までのあらゆるライフステージの人事・給
与制度を担当し、地方公務員や民間にも波及する影響力を有しており、実
は幅広い仕事である点が非常に魅力的であると思います。
　また、受験生時代に説明会や官庁訪問で出会った先輩方が人事院の
仕事の重要性を熱く語ってくださったのも印象的であり、こうした先輩方
とぜひ一緒に働きたい思いました。そして今でもその思いは変わりません。
様々な分野で活躍する各府省の職員が安心して職務に精励できるような
基盤作りをしていこうと、熱い気持ちを持って仕事に取り組む職員が多い
ことも、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？
　現在は、級別定数の審査業務等を担当しています。
　国家公務員の給与は、職員の職務の種類（行政職、公安職、医療職等）、
困難、責任の度合いに応じて、職務の級が設定されています。私の仕事は、
各府省ごとに設定されている級別定数（職員の職務を種類や級別に分類
し、職務の級ごとにまとめた人員枠）について、職員の人員構成や官職の職
務・職責等を踏まえ、どのように定数を設定・改定するのが適切か検討す
ることです。例えば定数が増えれば、困難な業務を行い成績が優秀な職員

を昇格させられる枠が増えるため、職員の士気の維持・高揚に繋がります。
国家公務員の労働基本権制約の代償機能として適正な勤務条件の確保
の観点からも重要な業務であり、職員が安心して働ける環境を給与面から
支える仕事は、非常に責任が重く、やりがいのある仕事です。

仕事をしている中で大変だったことは何ですか？
　級別定数の確保は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からも重要
であり、士気の維持・高揚に大きな影響を与えることから、担当府省から
は多くの要望を受けます。各府省の立場に立って検討を行うことは当然
ですが、その一方で、公務に対する国民の皆さまの信頼確保の観点から
も、各府省の現在の人員構成や過去の検討結果との整合性等も踏まえつ
つ、真に必要とされている定数の在り方を見極める必要があります。
　職員が安心して働くことができる環境を整えていくという意味では、
担当府省も私も全く同じ方向性で仕事を行っておりますが、それぞれの
立場が違うが故に、検討に当たっては非常に頭を悩ませます。

仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。
　上述のとおり、現在の仕事は、職員が安心して働くことができる環境作り
という目的の達成のために、担当府省や院内の上司との協力、協働の上に成
り立っています。各府省が抱える課題等はそれぞれ異なり、多岐に渡ります
が、その解決のために必要な級別定数の在り方等について、現状を把握・分
析し、議論を重ねていく中で、100％ではないかもしれませんが関係者が納
得できる仕事をできた際には、大きな充実感や成長を感じます。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　人事院は、国家公務員のあらゆるライフステージの人事・給与制度を
担当し、懐が深く、仕事に対する熱い気持ちをもった職員が働いている魅
力的な組織であることを実感いただけると思いますので、ぜひ説明会や官
庁訪問に積極的にお越しいただければと思います。皆さまとお仕事ができ
ることを楽しみにしています。
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仕事をしている中で大変だったことは何ですか？
　自分が担当する制度の改正を行う場合には、人事院内部や各府省な
どとの調整を行う必要があります。特に各府省は、人事院などが作った
人事制度を用いて、それぞれの人事管理を行っていることから、制度改
正を行う場合には各府省と十分な調整を行う必要があります。各府省と
一言で言っても、１０府省以上あり、デスクワークだけでなく現場を持
ち、専門分野ごとに異なる人事グループを持つ府省もあります。まさに十
人十色の各府省のニーズに柔軟に応じながらも、制度官庁としての基軸
を維持しつつ、お互いが納得できる着地点を目指して作業を進めること
は、大変ではありますが、必要なスキルであると考えています。

仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。
　各府省やマスコミ、国会等の対外的な場面で人事院としての考え方を
説明することは、その内容に誤りがあってはいけないため、非常に緊張す
るものですが、そのような場での説明を行うことは勉強になりますし、人事
院の存在意義を高めることにも繋がります。対外的に説明するためには、
担当する政策について十分理解しておく必要がありますが、人事院では、
若いうちからそうした仕事を任されて、場数を踏んでいく機会があります。
こうした機会を通じて、相手に説明して納得してもらえると、わずかではあ
りますが、成長したなと感じます。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　人事行政は派手で目立つ業務ではありません。しかし、約２９万人とい
う一般職の国家公務員の人事制度を考え、それを参考にしている地方公
共団体、裁判所、独立行政法人の人事行政などにも一定の波及効果を与
えていることを踏まえれば、世の中に人事行政のお手本を示すという責任
ある仕事だと思います。国家を支えるのは組織、その組織を支えるのは人、
ということに着目すれば、やはり人事行政は国家のインフラの１つとも言
えるのではないでしょうか。そのインフラを担う一人になりたいという方
に、ぜひ人事院を訪問していただきたいと思います。

人事院の魅力は何ですか。
　かつてある府省に出向していた際、当時の上司から「人事院は我々国家
公務員のことを考えてくれている」と言われたことがあります。その上司に
よれば、以前人事運用で様々な悩みを抱えていたため、人事院に相談した
ところ、親身になって対応してもらい、悩みが解決したとのこと。これは１つ
の事例でしかありませんが、人事院の「お客様」である各府省の人事上の
課題や悩みにできる限り耳を傾け、対応案を考えることにより、国を支える
各府省を支える、これが人事院の役割であり、魅力ではないでしょうか。

現在どのような仕事をしていますか。
　昨年度は公務員の不祥事が多く報道されました。不祥事は一度発生す
ると、国民の信頼を損なうだけでなく、それぞれの職場で懸命に働く公務
員の士気の低下にも繋がります。私が所属する審査課では、そのような不
祥事の発生を防止するための政策などを担当しています。その一案とし
て、昨年度からｅラーニング形式による新たな服務・懲戒制度に関する研
修教材の開発に着手しました。何度かの試行や改善作業を経て、今年度、
完成版を各府省に提供することができ、活用してもらっています。信頼回
復までの道のりは決して平たんではありませんが、こうした取組を一歩ず
つ着実に実施することが重要だと思います。

平成20年 ４月　採用Ⅰ種（法律）
  　職員福祉局職員福祉課
 22年 4月　給与局給与第二課
 24年 4月　内閣府男女共同参画局推進課
  　積極措置担当係長
 26年 4月　企画法制課企画専門官
 28年 4月　人材局企画課人事交流企画官
 29年 4月　人材局企画課長補佐（採用企画班）
 30年 ４月 　現職

谷内 絵理
給与局給与第三課長補佐（手当第三班）

メッセージ先輩職員からの

平成21年10月　採用Ⅰ種（法律）
  　企画法制課
 24年 4月 　財務省主計局主計企画官付補助金係
 25年 4月　財務省主計局主計企画官付補助金係
  　調査主任
 26年 4月　給与局給与第二課審査班審査第四係長
 27年 4月　給与局給与第二課審査班審査第三係長
 29年 4月 　内閣官房内閣人事局級別定数総括係長
 30年 4月　現職

益田 英輝
職員福祉局審査課長補佐（服務班）

人事院の魅力は何ですか。
。」とこるえ見が顔「、はのう思と！はでらな院事人に特、がすまりあ々色　

　人事院は、自分や同僚も含めた国家公務員を対象とした制度の所管府
省なので、ちょっとした制度改正でも反応や影響が直接見え、大きな達成
感に繋がっています。また、実際にこの国のために一生懸命頑張っている各
府省の皆さんにお会いすることも多く、エネルギーをたくさんいただけます。
　院内も顔がよく見えます。分からないことを相談したい、誰かとご飯を食
べに行きたい･･･。様々な場面で上下斜め問わずいつでもすぐに誰かしら
思い浮かぶアットホームな職場です。

現在どのような仕事をしていますか？
　期末・勤勉手当（ボーナス）や地域手当といった手当制度を担当してい
ます。例えば、ボーナスについては、全国から集めた民間企業の給与の調
査の結果を踏まえて、改定する必要があるか、どう改定するかを毎年検討
しています。人事院勧告、国会審議を経て改定されるまで約８ヶ月間。
データを分析したり、資料を作成したり、説明に回ったり･･･と、一つ一つ
の作業は決して派手ではありませんが、折に触れ報道されて注目されます
し、一番少ない引上げでも何十億円ものお金が動くので、重い責任とやり
がいを感じます。

仕事をしている中で大変だったことは何ですか？
　各府省はもちろん、国の制度に準拠する地方公共団体、国会議員の方
など、あらゆる方面から「○○を評価して手当額を増やしてほしい」（又
はその逆）と熱いご要望があり･･･。それを受け止めるのは制度担当の務
めです。相手の切実な想いを丁寧に汲み取って一生懸命お応えするのは
難しいですが、どこかでわかり合えると感謝と安堵で満たされます。
　また、制度担当は見直し担当でもあります。現状を変えるのは勇気と
辛抱強さが必要ですが、上司・部下一丸となって議論や調整を重ねるう
ちに苦労を共有できる喜びも育まれる気がして、振り返ればやっぱり楽
しいです。

仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。
　人事異動や昇任のたびに成長のチャンスとなる新しい挑戦・試練が待っ

一の戦挑なき大の私がとこういと」う負背をムーチ「、は今ばえ例。すまいて
つです。幹部説明や大きな会議、国会対応など、背負う場面はたくさんあり
ます。最初は失敗したらどうしようとひたすら震えていましたが、チームの皆
も上司たちもそのたび様々な声を掛けて支えてくれるので、少しずつ不安と
戦えるようになりました（対従前比）。
　「背負う」ということは、重いだけではなく背中が温かくなることでもあるん
だなぁと知ったのが、最近の私の成長（？）です。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　人事院の好きなところは、全国の公務員や民間にも波及する影響力、中
立・第三者機関としての毅然とした矜持、公務員人生全般を支える業務の
幅広さ・奥深さ、職員のあたたかい人柄・仲の良さ、実は駅近、トイレが綺
麗、職場もそれなりに綺麗、日比谷公園が近い、銀座も映画館も近い…な
ど数多くありますが、百聞は一見に如かず。ぜひ説明会や官庁訪問などに
足を運んでみてください！
　人事院の職員や職場に触れて、「何か好きかも･･･」という気持ちを膨ら
ませていただけたら幸いです。
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心地のよい職場だとは思いますが、同質性の高い人ばかり集まっていて
は進歩がありません。ですので、私としてはむしろ、少し毛色の違う人に
も来てほしいと思っています。そのような人にとっても、組織の中で希少
価値となれれば活躍しやすく、チャンスといえるのではないでしょうか。

最後に、人事院とは。
　国の中央官庁については、「ワーク・ライフ・バランスを実現できるだろう
か、家庭生活と両立できるだろうか」と、心配されている方も多いのではな
いかと思います。これらについては政府一丸となって取り組んでおり、霞が
関全体がかつてとは比べものにならないくらい改善されています。とはい
え、官庁ごとにその状況にはばらつきがあるのが実情です。その点、人事院
は、男性職員の育児休業取得率は高く、フレックス・タイムや休暇を利用し
て私生活を充実させている職員もたくさんおり、自信をもってお勧めでき
る職場であると思います。私自身も家庭では二児の父であり、一個人とし
ては３年前に始めたヴァイオリンの習得に力を入れています。
　国家公務員が安んじて職務に精励できる勤務条件を確保し、国民生活
の向上に寄与できるというやりがいのある仕事と、その人なりに幸福な人
生を追求することを両立し得る職場。それが人事院ではないかと私は思っ
ています。

現在の仕事について
　私が勤務している企画法制課法制調査室は、「法令審査」という業務を
担当しています。法令審査とは何かといえば、まず、「ある法令案が、実現し
たいことをルールに則り正しく書き表せているか」をチェックする仕事で
す。ただし、そのような形式面のチェックにとどまらず、そもそも、実現しよう
としている政策が、既存の法体系に適合するものか、目的との関係で合理
性・妥当性があるかなど、その内容にまで踏み込んで確認する仕事です。
「傍目八目」と言いますが、第三者がチェックすることには、形式的な誤り
を発見するということだけではなく、政策がユーザーのニーズや国民の価
値観から乖離し独善に陥ることを防ぐ意義もあると考えています。

これまでのキャリアパスについて
　国家公務員となり、満20年になりました。その間には人事院だけではな
く、内閣官房（司法制度改革推進準備室）、資源エネルギー庁や熊本県警
察本部に勤務したり、パリ第Ⅰ大学に留学したりと、多様な経験を積ませ
ていただきました。人事院では、現在も担当している法令審査の仕事をし
ていた期間が長く、現在３回目、通算して７年目になります。そのような
キャリアパスを通じて身に付いた私の強みは、「外部（第三者）の視点でも
のを見ることができる」ということにあるのではないかと思っています。

人事院という役所・人事院職員という人々について
　同じ試験に合格して採用されているはずなのに、役所ごとそれぞれの
職員に「カラー」があります。「公務」という同じ業種を選択しているこ
とからすれば、根底には共通するものもあるのかもしれませんが、それ
でもなお、大きな違いを感じることがあります。それは、それぞれの「公
務観」が異なり、似通った公務観を持ち合わせた人たちが集まることに
よっているのかもしれません。人事院はどのような役所か、何人かの職
員に接していただければ、見えてくるものがあると思います。私自身は、
「細部まできっちり詰めて精緻な制度を作り上げていく、職人肌の人が
多い」との印象を持っています。当然、そのようなタイプの人にとって居

平成11年 ４月　採用Ⅰ種（法律）
  　管理局企画法制課
 13年 4月　国家公務員倫理審査会事務局（参事官付）
 15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）
 16年 4月　職員福祉局職員福祉課勤務条件調査官
 17年 ７月　行政官長期在外研究員（米コロンビア大学）
 19年 ５月　職員福祉局国際課国際専門官
 20年 ４月　職員福祉局補償課長補佐（制度班）
 24年 ３月　内閣官房行政改革実行本部事務局
  　参事官補佐
 　　12月　企画法制課企画専門官
 25年 ３月　育児休業
 26年 ４月　職務復帰
    公平審査局調整課長補佐（制度班）
 28年 ４月　公平審査局調整課企画法制官
 29年 ４月　人材局研修推進課派遣研修室長
 31年 ４月 　現職

浅尾 久美子
給与局生涯設計課生涯設計企画官

メッセージ先輩職員からの

平成11年 4月　採用Ⅰ種（法律）
  　職員局職員課
 11年 ９月　国家公務員倫理審査会事務局（参事官付）
 13年 4月　勤務条件局給与第一課
 　　  ８月 　内閣官房司法制度改革推進準備室
 15年 4月　勤務条件局給与第一課企画室
  　勤務条件企画官
 　　  ７月　総務局国際課国際研究官
 　　  ８月　行政官長期在外研究員（パリ第Ⅰ大学）
 17年 ７月　企画法制課企画専門官
 18年 4月　企画法制課法制調査室法令審査官
 20年 4月　資源エネルギー庁長官官房総合政策
  　課長補佐（政策企画担当）
 22年 4月　人材局研修調整課研修企画官
 24年 ５月　企画法制課法制調査室主任法令審査官
 27年 4月　人材局企画課主任人事交流企画官
 28年 ３月　熊本県警察本部警務部長
 30年 4月　現職

森川　武
企画法制課法制調査室長

今の仕事
　現在所属している生涯設計課では、国家公務員の定年や再任用（定年
後の再雇用）など、高齢期の職員に関わる制度の企画立案等を行ってい
ます。特に、２０１８年に人事院として、国家公務員の定年を現在の６０歳
から６５歳に段階的に引き上げるという意見の申出を国会・内閣に対して
行っており、その実現に向けた検討・準備作業に携わっています。
　就職を考えている最中の皆さんにとっては、定年が６０歳だろうが６５
歳だろうがあまり変わらないかもしれませんし、そんなに長く勤めないよと
いう方もいらっしゃるでしょうが、４０代や５０代の職員にとって、何歳まで
どういう働き方をするか、できるかは大きな問題です。さらに、若い職員や
中堅層の職員の士気を損なうことがないように、人事管理全体を見直し
ていくことになりますので、定年の引上げやそのための人事管理の在り方
は、高齢層の職員だけでなく職員全体に関わる施策です。早期に実現され
ればと思っています。

人事院での仕事とは
　人事院という名のとおり、どの部署に配属されても人事行政の一端を
担うことになりますが、その内容は多岐にわたります。私個人の経験でも、
これまで、公務員倫理に関する制度の企画立案・運用・広報、育児短時間
勤務制度の導入の検討、不利益処分について審査請求がなされた事案の
審査、公務員を国内外の大学院や外国政府機関に送り出す研修制度の
運営など、いろいろなことに携わってきました。また、留学を経験してから
は、外国の公務員制度の内容を文献やネットで調べたり、米国などの政府
機関や有識者を訪問して実態を調査したりする仕事もしてきました。
　経験が増えるにつれ、人事行政の各パーツはばらばらに存在している
のではなく、複合的に結び合わさっているということが少しずつ分かってき
たように感じます。行政を支える公務員の一人ひとりが意欲を持って職務
に励めるような環境を整えることが、人事院の大事な仕事です。そのため
に何ができるのか、何をすべきか、それぞれのポストで考えてきましたし、
今後も考えていくのだと思っています。

仕事を選ぶということ
　以前、職場の大先輩に、仕事で嫌なことがあっても家庭があるし、家庭
で嫌なことがあっても仕事があるから、家庭を持って働くのはトクよ、とい
うような話をされたことがあります。自分を支える柱が複数あることが大事
ということだと思います。私にとっても、仕事のほかに、子どもと話したり遊
んだりすること、休日を家族で過ごすこと、本を読むこと等々、大事なこと
がいろいろあって、その組み合わせで自分が成り立っていると思います。
　皆さんも今、それぞれに何本も柱をお持ちだと思います。仕事に就いた
ら、少なくとも平日は多くの時間とエネルギーをかけることになりますの
で、せっかくなら、大切な太い柱、自分の成長を感じられるような柱になる
ように、自分の適性や好みに合う仕事・職場をじっくり選んでいただきたい
と思います。人事行政は、一見地味ですが奥深くておもしろい仕事です。ぜ
ひ人事院にも足を運んで話を聞いてみてください。
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メッセージ先輩職員からの

現場の一人ひとりの職員からの相談対応などの業務を指揮・監督しまし
た。また、国家公務員倫理審査会の創設準備、立法・行政部門に所属する
ほとんどの国家公務員の人事・給与情報を処理する府省共通システムで
ある人事・給与システムの導入作業の推進・完了及び運用・改修業務（司
法部門も今後導入予定）といった新規事業にも参画しました。また、厚生
労働省出向時は、企業のM＆Aの一手法である会社分割時の労働契約の
取り扱いに関する新規立法作業に参画しました。
　このように、人事院が担当している人事行政は、私が担当してきたもの
だけでも非常に多様な業務分野で構成されています。中には、私がこの業
界に入った四半世紀前には存在していなかった、新たなニーズに対応する
ために生まれた分野まであります。人事行政の対象は一人ひとりの国家
公務員です。ですから、課題は本当に日々発生しており、まさに「生き物」で
す。これからも、毎日のように発生する新しい課題に柔軟に対応できる姿
勢が求められると自覚しています。

自分の意見で組織を動かせ！！
　人事院は、全国で総勢６００人程度の小さな組織です。でも、だからこ
そ、一人ひとりの職員の顔が見える組織です。そして、全員が、自分の担当
分野の課題への対応案を持ち寄って、意見を出し合って、方針を決定して
います。徹底的に意見を出し合い、議論して、そしてお互いに話し合いの結
果を理解し納得して、一緒になって解決策を実行しています。
　小さい組織だからということもありますが、本当に、日々、自分が人事行
政に関与しているんだ！という参画意識が満たされる職場です。自分の意
見で組織を動かすぞ！！という意欲がある方は、大歓迎です。

多様な人材を待ってます！！！
　人事行政を巡る環境は、これからも激しい変化をし続けるでしょう。今
でも、法律や行政分野だけではなく、IT分野の知識を持った人も活躍する
フィールドがあります。自分の得意分野は人事院に関係ないかも？そんな
ことはありません！！！興味も持ったら、まずは人事院においでください！

現在の仕事
　懲戒処分を受けた、不当に休職にさせられた、不当な人事異動を取り消
してもらいたいといった不利益処分等を受けた国家公務員からの申立て
や要求に対して、調査・審理を行い、人事院として判断を行う制度として公
平審査があります。私は、担当する個別事案が不利益処分の場合に設置
される公平委員会の委員長（裁判長のようなものとイメージしてください）
として、具体的な問題に向き合っています。
　また、この他に、公平審査局という一つの部門全体の人事や予算を管
理するマネジメント業務も行っています。

人事院の業務分野は多様です！
　令和２年度で公務員生活２８年目になります。これまでに、本当に多様
な課題に取り組ませていただきました。
　手当の新設・廃止や地域別に支払われる諸手当の支給地域や支給額
の見直しといった給与制度の抜本的な見直し、国家公務員版の労災であ
る災害補償制度見直しと個別事案の認定業務、人事院が立案する法令
の審査業務といった法令知識も求められる個別制度の企画立案・運用業
務の他に、地方事務局長として担当地域における公務員試験・研修・説明
会の実施、人材確保活動、公務の現場を知っていただくためのPR活動、

平成 ４年 ４月　採用Ⅰ種（法律）
  　管理局国際課
  ６年 4月　給与局給与第二課
  ８年 ３月　国際派遣（アジア・太平洋開発センター
  　（クアラルンプール））
 10年 ３月　職員局補償課制度班主査
 12年 ４月　職員局職員課専門官
 13年 １月　人材局試験専門官（首席試験専門官付）
 14年 ４月　外務省在ウィーン国際機関
  　日本政府代表部一等書記官
 17年 ５月　企画法制課企画専門官
 　　  ６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
 18年 ４月　人材局企画課長補佐（制度班）
 20年 ４月　職員福祉局生涯設計課主任雇用専門官
 21年 ４月　職員福祉局国際課主任国際専門官
 22年 ３月　静岡県警察本部警務部長
 24年 ４月　事務総局総合調整官
 26年 ４月　人材局研修調整課長
 　　  ５月　内閣官房内閣参事官（内閣人事局）
 28年 ４月 　現職

岩崎　敏
人材局企画課長

メッセージ先輩職員からの

平成  ５年 ４月　採用Ⅰ種（行政）
  　職員局補償課
  ７年 4月　給与局給与第三課
  ９年 4月　管理局企画法制課法令審査官
 11年 4月　労働省労政局労政課企画係長
 　　12月　労働省労政局労働法規課法規第三係長
 12年 ４月　労働省労政局労政課法規第三係長
 13年 １月　厚生労働省政策統括官付労政担当
  　参事官室法規第三係長
 　　  ４月　勤務条件局給与第三課長補佐
  　（手当第三班）
 18年 ４月　企画法制課法制調査室主任法令審査官
 20年 ４月　給与局給与第二課長補佐（審査班）
 22年 ４月　職員福祉局補償課長補佐（総括）
 23年 ４月　職員福祉局補償課上席災害補償専門官
 24年 ４月　職員福祉局上席情報システム専門官
  　（参事官付）
 26年 ４月　東北事務局長
 27年 ８月　職員福祉局参事官
 28年 ４月　事務総局参事官
 30年 ４月 　現職

長谷川 一也
公平審査局調整課長

ｰ5.9％、ー4.8％、ー11.8.％。何の数字かわかりますか？
　直近３年間の総合職試験（春試験）の申込者数の減少率です（３年で
約２割の減少）。若年人口の減少と民間企業の高い採用意欲の下、より多
くの多様で有為な人材に、国家公務員を志してもらうことは、私たちの最
も大きな課題の一つです。残業を含めた働き方、給与水準、仕事のやりが
いやキャリア形成など、公務を魅力ある職場にするための切り口はいくつ
かありますが、どのようにそれらにコミットし、学生にアピールしていけばい
いのか？日々悩みは続きます。

「人生の墓場」？心配無用です！
　霞が関の働き方について、過剰気味の報道も目につきますが、人事院は
どうでしょうか。私が独身の頃は、GW、夏休み、年末年始の３回は連続１週
間の休暇を取得して、海外に出て見聞を広げていましたが、現在でも課長
である自分の所には、若手を中心に海外渡航申請がよく提出されます。年に
３回の１週間程度の連続休暇の取得は、ごく当たり前の職場風土となって
います。多忙な中でもメリハリをつけて休暇を取得するスキル（繁閑の見極
め、周囲や上司への根回し等）は、自然に身につきますので心配無用。ちな
みに、国家公務員全体（行政職）で２０代から３０代で離職する職員は、年
間で概ね２％前後と低く、一部の霞が関に関する報道に過敏に反応して、
「自分はキャリアを続けていけるのか？」と悲観する必要も全くありません。

国際公務員、外交官、警察官。専門性を高めつつ、
多様な経験も重要。
　国家公務員の活動領域は、国際空港、巡視船、刑務所など広範囲に渡
り、それら多様な職場の実情について知り、考えることも人事院職員として
重要な仕事の一つです。採用された皆さんが配属される院内各部署で職
場視察等の機会が数多くあります。一方で、他府省同様、出向して院外で
勤務する機会もあり、私も国際機関JPO、在外公館、県警察本部での勤務
機会に恵まれ、海外の官僚を含む各領域のプロ達と議論し、思考方法に
触れ、一緒に実務に携わりました。これらは、私自身にとって計り知れない

資産となっていますが、管理職となった今では、その経験も踏まえて、部下
職員の希望と適性を確認しつつ、本人に適したキャリア形成について、一
緒に考えるようにしています。

「人事行政の公正の確保」って何でしょうか？
今、分からなくて当然です。
　このパンフレットを手にされている皆さんは、先輩のメッセージや人事院
の説明者から、このフレーズを何度となく見聞きされているでしょう。私自身
も、官庁訪問で役所の門を叩いた時以来、何度も教えられ、課長補佐以降
は答弁資料や議員/マスコミへの説明などで繰り返し使ってきました。しか
し、この概念の意義と機能の重要性について、具体的に体感し自分の言葉で
エピソードを交えて表現できるようになったのは、公務員制度改革の綱引、
内閣人事局勤務、障害者雇用問題への対応などの実戦値が積み重なって

院事人「、にんさ皆の中活就だま、で訳ういうそ。すでとこの近最的較比たき
は我が国の行政機関の一つとして、人事行政の公正の確保など極めて重要
なミッションを担っており、皆さんが奉職する職場として自信を持ってお勧め
できます。」と表面的な説明をしても、残念ながら刺さるモノは小さいでしょ
う。それでも、行政を支えるインフラ整備に関心を持ち、公正や中立といった

に緒一でここ「。すまけ続り語はちた私、てし対にんさ皆るえ覚を感共に値価
働きましょう！社会・国民に貢献する実感が持てることを必ず約束します。」
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メッセージ出向中／海外勤務職員からの

現在の仕事について
　指導的地位への女性の参画拡大に向けたポジティブ・アクションを担
当しており、特に、平成３０年度に「政治分野における男女共同参画の推
進に関する法律」という男女の候補者の数を均等とすることを目指す法律
ができたため、この法律に基づき女性候補者・議員を増やすための施策に
従事しています。新しい法律に基づいて政党や地方議会も相手にしながら
行政府として何ができるか、日々考えながら仕事をしています。

出向したからこそ気付いた人事院の魅力
　出向先で仕事をして、人事行政の仕事の奥深さ、緻密さ、専門性の高さ
を、改めて強く感じています。各局・各課の仕事は違うようで複雑に絡み合っ
ているので、人事院でのキャリアを通じてどっぷりと一つの世界で専門性を
磨いていけることは大きな魅力です。人事院での採用面接で、「人事院はや
るべきことを後回しにしない組織だ」という人事担当者の言葉に惹かれて人
事院を志望しましたが、出向して別の組織で働いてみて、改めて、嘘でなかっ
たなと噛みしめています（内閣府がどうという訳ではありませんが）。

出向先での経験を今後どう活かすか
　内閣府は大臣との距離が近く、昨日・今日起こったことをすぐに大臣に
インプットしなければいけないなど、新しいことにスピード感をもって対
応しなければならない場面が多々あります。他省庁や学者、国会議員、地
方議会は今何を議論・検討しているのか、国際会議や各国では何が起
こっているのか、SDGｓ（持続可能な開発目標）やAI化で社会はどう変わ
るのか等々、様々なことに関心を持ちながら、いち早く情報をキャッチす
ることが非常に重要であると日々肌で感じています。人事院に戻ってから
も、国の最前線で働く国家公務員を支える立場として、常に様々な情報・
情勢にアンテナを張って仕事に邁進していきたいと感じています。

組織を飛び出すことの醍醐味と、帰任後の活かし方
　ある著名人がこんなことを言っていました、『アイデアは「移動」距離に比
例する』と。現在、機械やAIに代替されない「創造性」を有する人材の育成政
策の検討を行っています。国内外の研究論文や有識者へのヒアリングを通
じて本質的な課題を追求するのと同時に、各府省と連携をしながら人材育
成の必要性やあるべき姿について議論を重ねて新政策を立ち上げる、とい
う刺激的な日々を送っています。経済産業省は人事院と比較して、組織体
制、意思決定方法・スピードなどあらゆることが異なります。このような環境
に身を置くことによって初めて、自分の強みや学ぶべきことが浮き彫りにな
り、日 身々の引き締まる思いで過ごしています。
　また、私は幸運にも留学や出向、災害被災地支援など「移動」の機会に恵
まれています。今後はこの「移動」を通じて蓄えた知識・思考・ネットワークな
どを活用しながら、公務員の人事政策の検討に活かしていきたいですね。

出向して気づいた人事院に対する見方の変化
　第四次産業革命下における新たな技術の潜在力を最大限に活かし、日
本全体の底上げに繋げるためには、組織の在り方や個人の仕事の内容・仕
方など、社会システム全体の再構築を図る必要があると考えています。
　このような環境の中、「公務員人事」という連綿と受け継がれてきたレガ
シーとの対比を踏まえた上で新たな政策構築や改善を図るためには、人事
院職員の信念の強さが必要であることを改めて感じています。これから社会
はどうあるべきか、そのための公務員はどうあるべきか、これらについて批判
的思考を繰り返しながら「問題提起」をすることで政策をつくりあげること
ができる、またそういった期待が大きく寄せられている組織であると考えて
います。

メッセージ出向中／海外勤務職員からの

藤井 将宏
内閣府男女共同参画局推進課
積極措置担当係長

川浦 恵
経済産業省経済産業政策局
産業人材政策室室長補佐

国連代表部勤務の醍醐味
　現在、私は、国連機関の日本人職員増強ほか、国際機関人事に関する業
務を担当していますが、国連代表部ならではの仕事として、予算・人事など
国連の行財政について審議する委員会（第５委員会）への対応があります。
日本政府の立場を国連総会の決議に反映すべく政府を代表して交渉を行
うことになるので、大枠の対処方針はあるものの、決議への提案内容や他国
との駆け引きなど、現場にかなりの裁量が与えられており、その中でも、人事
制度の議論に関しては、代表部内の数少ない専門家として、担当官の果た
す役割がより大きくなっています。第５委員会対応以外の場面でも、国連の
人事制度や運用に関して、日々国連代表部内外から問合せ・相談を受ける
ことが多く、様 な々局面で、人事院出向者に対する期待が非常に大きいと感
じています。

人事院の業務との連続性
　実際のところ、私は出向するまで国連の知識がほぼゼロに等しい状態
でしたので、国連の人事制度について勉強する日々です・・・。しかしなが
ら、実は国連の制度は、日本の国家公務員制度と根本的な部分で通じる
部分も多く、国連の各種規定を読み解く際には、これまで人事院で色々
な制度を見てきた経験が活きています。また、現在の職場では、国連職
員や各国外交官の人事制度・働き方を間近で見聞きすることができます。
日本の国家公務員制度・働き方と比較して似通った点もあれば、大きく
違う点もあり、今後の改善に活かせることはないか色 と々考えさせられま
す。日本にいるときには意識しませんでしたが、公務員制度の知識という
のは、意外と国際的に汎用性があるので、将来的に国際的な仕事をした
い方にもおすすめできます。

フランス留学１年目、新鮮な刺激に溢れる毎日です
　Bonjour！私は現在、フランスのパリ政治学院公共政策学修士課程に留学
しています。フランスの官民、EU、国際機関などにおける幹部候補養成機関と
して位置づけられるここパリ政治学院では、フランスにありながら英語のみで
修了できる修士課程の存在もあって、フランスやEU諸国をはじめアフリカ、北
米、南米、アジア等世界各国の学生が学んでいます。今学期は政治経済学、
人口動態学、統計学、経済学など行政運営の基礎となる学問分野を幅広く
履修しました。クラスがEUにフォーカスしたものであっても、他国の視点を共
有することは大いに歓迎されるため、私自身も日本について積極的な情報発
信を心掛けています。フランス人に限らず様 な々バックグラウンドを持つ人々
との交流は、相手の社会や文化について学ぶだけでなく、日本社会や文化、そ
して自分自身について見直す機会にもなっています。渡仏後５ヶ月、言語の壁
やカルチャーショックなどで苦心することもしばしばですが、新鮮な刺激に溢
れる充実した毎日を過ごしています！そして、何よりこちらで得られた各国の
友人との繋がりは留学で得られた大切な財産です！

今、人事院のパンフレットを手に取ってくださっている皆さまへ
　就職先の選択は人生の大きな選択の一つなので、ご自身の道を悩みな
がらも決めていらっしゃる真っ最中かもしれません。あらゆる情報がオン
ライン等で簡単に入手できる時代でも、実際に人と出会い、交流し、自分
の五感を使って得た情報には特別な意味があると思います（これは留学
の意義にも通じています）。人事院の説明会や官庁訪問もその絶好の機
会です。是非色々な職員と積極的に話をしてみてください！

若林 大督
外務省国際連合日本政府代表部一等書記官

福留 理恵子
行政官長期在外研究員（仏パリ政治学院）

平成26年４月 採用総合職（大卒・法律）
 給与局給与第二課
　　28年４月 国家公務員倫理審査会事務局（参事官付）
　　30年４月 現職

平成17年４月 採用Ⅰ種（法律）
 企画法制課
　　19年４月 給与局給与第一課
　　21年４月 職員福祉局国際課国際専門官
　　22年７月 行政官長期在外研究員（英ブリストル大学）
　　25年４月 人材局企画課人事交流企画官
　　26年５月 内閣官房内閣人事局参事官補佐（給与第一担当）
　　28年４月 給与局給与第二課長補佐（制度班）
　　30年４月 現職

平成21年４月 採用Ⅰ種（経済）
 職員福祉局職員福祉課
　　23年４月 給与局給与第三課
　　25年４月 国際課国際専門官
　　26年６月 行政官長期在外研究員（米コーネル大学）
　　28年６月 人材局試験専門官（首席試験専門官付）
　　30年４月 現職

平成25年４月 採用総合職（院卒・行政）
 給与局給与第一課
　　27年４月 職員福祉局審査課
　　29年４月 企画法制課法制調査室法令審査官
　　31年４月 職員福祉局職員福祉課健康安全対策推進室健康班主査
　　　　 ７月 現職

友人主催ホームパーティーにて。一番左が筆者

左が筆者
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黒木 悠介
総務課調整班主査

一日の仕事の流れ 一日の仕事の流れ

小島 美涼
人材局主任試験専門官（首席試験専門官付）

平成 15年 ４月 採用Ⅰ種(法律）
   総務局（参事官付）
 16年 ４月 国家公務員倫理審査会事務局（参事官付）
 17年 10月 内閣府男女共同参画局推進課積極措置係
 19年 ４月 内閣府男女共同参画局推進課積極措置担当係長
  10月 給与局給与第一課労働経済班主査
 21年 ４月 外務省在ジェネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
 24年 ４月 職員福祉局審査課長補佐（服務班）
 26年 ４月 人材局企画課長補佐（制度班）
 28年 ４月 公平審査局調査課長補佐（制度班）
 30年 ２月 育児休業
 31年 ４月 職務復帰
   現職

平成 24年 ４月 採用Ⅰ種（法律）
   給与局給与第二課
 26年 ４月 給与局給与第三課
 28年 ４月 内閣府男女共同参画局推進課積極措置担当係長
  11月 育児休業
   職務復帰
 30年 ４月 企画法制課法制調査室法令審査官
令和  元年 ５月 現職
  ７月 育児休業
  ８月 職務復帰

現在どのような仕事をしていますか。
　統計や政策評価に関する院内の取りまとめ、東京２３区で大地震が発
生した場合の業務継続計画の見直しの検討、院外に発出する文書の審査
など、幅広い業務を担当しています。また、政策立案参事官付として、人事
院におけるEBPM（Evidence Based Policy Making）の推進に関する
業務も担当しています。

利用した両立支援制度を教えてください。
　内閣府に出向中の平成２８年１０月に第１子（長女）、令和元年６月に
第２子（長男）が産まれ、いずれも妻の退院に合わせて育児休業等を取得
しました（１回目が３週間、２回目が２ヶ月）。現在は、長女を保育園に預け
てから出勤するため、フレックスタイム制を利用して始業時間を３０分遅ら
せています。

育児と仕事を両立させるための秘訣は何ですか。
　本人の意識の問題も大きいと思っています。残業が普通と思わず、定時
までに仕事を片付けるという強い意思と、効率的な働き方が必要です。
　とはいえ、私の場合も、他律的な業務や繁忙期もあり、思いどおりい
かない日も多々あります（少なからず飲み会も…汗）。閑散期や週末の
育児でバランスを取れるよう頑張っていますが、トータルでは妻の負担
の方が大きいので、感謝の気持ちを忘れないようにしたいです。
　これから子どもが生まれる男性の皆さんには、ぜひ長めの育児休業
を取得してほしいです。出生直後の子どもの成長は目覚ましいものがあ
ります。この時期に仕事を忘れて育児に没頭できることは、かけがえの
ない経験です。そうすることで、子どもへの愛情が一層深まり、主体的に
子育てを続けていきたいという気持ちが自然と強まるのではないかと思
います。

現在どのような仕事をしていますか。
　国家公務員試験の問題を作成、点検、採点する仕事をしています。試験
専門委員の大学教授の先生方と、国家公務員になるにあたり知っておい
てほしい知識は何かといったことを議論しながら問題を作り上げていく作
業は面白く、やりがいがあります。ただ、試験のミスは許されないため、間違
いがないよう問題の点検が何度も必要であり、とても緊張感のある仕事
です。

利用した両立支援制度を教えてください。
　出産後１年強の期間、育児休業を取りました。また、復職後に娘が病気
で１週間保育園を休んだ時は子の看護休暇を利用しました。
　保育園への送りは夫、迎えは私と分担をしているので、お迎え時間に間
に合うように休憩時間を４５分に短縮して勤務時間を８時３０分から１７
時までにしています。ただし、試験問題の検討会などで１７時を過ぎること
があらかじめ分かっているときは、フレックスタイムを活用して勤務開始時
間を遅らせ、送り迎えの担当を交代するようにしています。

育児と仕事を両立させるための秘訣は何ですか。
　仕事についてはなるべく前倒しの処理を心がけること、育児について
は病児保育サービスやファミリーサポートなど外部の育児サービスに頼
ることです。娘が病気で保育園を休んだ時には夫と交代で看護休暇を
取りましたが、何日も連続して休むのは難しかったので病児保育サービ
スに助けられました。また、試験専門官室は子育て中の職員が多いこと
もあり、子供の病気で急に休んだりすることに周囲の理解があるので大
変助かっています。
 育児と仕事の両立は時間がなくて大変ではありますが、やはり仕事で
貢献できれば嬉しいですし、仕事で疲れて帰っても娘の笑顔と「おかえ
り～」の声に癒されて「頑張ろう！」という気持ちになります。

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

前日の退庁後に来ていたメールを確認し、急ぎの照会や文書審
査から着手します。調整班は各府省から多くの発注が来るので、
こまめにメールボックスをチェックします。また、統計関係の会
議が午前中に開催されることも多く、直行することもあります。

10:00 メール確認、ショートな案件への対応
平均して月に100件ほど文書審査の依頼が来るため、案
件を溜めてしまわないよう、できる限り当日中に審査を終
えるようにしています。また、統計関係の会議があった日
は、概要メモを作成し、速やかに関係部署に共有します。

17:00 文書審査等

急ぎの仕事がない日は定時退庁します。夕飯には間
に合いませんが、子どもと一緒にお風呂に入り、絵本
を読んでから寝かしつけます。子どもの寝顔を見ると、
また明日も頑張ろうという気持ちになります。

18:45 退庁

普段は自席で昼ご
飯を食べ、残り時間
で読書と昼寝をし
ます。

12:00 昼休み

本年度は業務継続計画の大幅な見直しを検
討しており、検討会で使用する資料について、
班長と相談しながら構成を決めていきます。

13:00 BCP
（Business Continuity Plan）検討

フレックスタイム制
のおかげで10時始
業。電車も空いてお
り、快適です。

9:55 出勤

寝起きが悪い３歳の娘をなだめすかし、トイレ、着替え、朝ご飯、
歯磨き等を手伝います。また、帰りが遅くなる日は、０歳の息子
を出勤前にお風呂に入れます。毎朝バタバタですが、娘の話を
聞きながら保育園まで一緒に歩く時間はとても楽しいです。

9:10 長女を保育園へ

職場の近くに食べに出るこ
とも多いですが、午後一番
に検討会がある時はお弁当
を買ってきて席で食べます。

12:15 昼休み

保育園のお迎え時間に間に合うように急いで駅に向かいます。今日も元気に楽しく
保育園で遊んだかなと想像しながらお迎えに向かいます。うちに帰ってからは夕ご飯
の準備、一緒に食事、お風呂に寝かしつけと大忙しです。遊び足りずになかなか寝な
い娘と手遊びをしたり、絵本を読んだり・・・すやすやと眠る姿を見るとほっとします。

17:00 退庁
自分の担当の試験問題を作成します。参考書を
いくつも見比べながら各選択肢の文章を考え
たり、過去問を参考にしながら難易度を調整し
たり、１題作るのにも相当の時間がかかります。

10:00 試験問題の作成

検討会で修正することになった部
分を忘れないうちに修正します。

16:00 検討会の修正の反映
来年度試験の多肢選択式の問題を試験専
門委員の先生方と一緒に検討します。一題
一題細かく検討するのでかなり時間がかか
ります。

13:00 試験問題の検討会

娘の送りは夫に任せて私は早い時間の
出勤です。試験専門委員の方から提出が
あった試験問題案をチェックします。

8:30 
出勤、試験問題の点検

休日の過ごし方

昭和記念公園に紅葉を見
に行きました。元々は出
不精でしたが、子どもが
産まれてからは、週末の
公園や動物園、牧場巡り
が楽しみになりました。

休日の過ごし方

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

初めてディズニーランド
に連れて行ったときの写
真です。ミッキーと写真
を撮ったりアトラクショ
ンではしゃいだり、とっ
ても楽しんでいました。

総合職［2020］15 16人事院



１日若手職員の

　国会班は人事院と国会の連絡役で
あり、国会に関する情報の収集及び分
析整備、議員からの要求や委員会にお
ける質疑への対応、国会関係諸記録の
整理等を担っています。
　国会班の職員は国会議事堂の敷地
内にある政府控室で勤務しています
が、若手職員の主な仕事は部屋の外へ
出て国会議事堂の廊下を行き来しな
がら情報収集を行うことで、時には他
府省や他機関とも協力しながら、少し
でも早く、多く、正確に情報を収集し本
院へ届けるべく日々奮闘しています。

髙田 綾菜
総務課（国会班）

現在の仕事

１日若手職員の

勤務開始。メールや１日のスケジュールを確認し、電子掲示板にアップしている国
会日程等の情報を最新版に更新していきます。

08：30　出勤
メールとタスクリストをチェックし、その日にやるべき業務を確認します。業務の繁
閑等を考慮し、フレックスタイム制を活用して出勤時間をずらす日もあります。

09：30　出勤

人事院の所管委員会である内閣委員会、本
会議の日程などを決定する議院運営委員
会、委員会の所管事項が全府省にわたる予
算委員会等を中心に、各委員会の動向を実
際に委員会が開かれる現場へ出向いて取材
します。取材で得られた情報は随時本院へ
報告し、人事院全体へ共有されます。

9：00　情報収集
A省から制度の併用に関する照会（質問）が
ありました。簡単な照会はその場で回答しま
すが、本件は複数の担当に関係する内容で
あり、制度の解釈に関するものでもあったた
め、休暇制度の担当に相談し、課長補佐まで
諮った上で回答します。説明会の時間が迫っ
ているので午後回答することとしました。

10：00　制度照会への対応

最高裁判所の同僚とランチ。国会の動向次第ではゆっくり食べられないこともあります
が、今日は時間が取れたので、おしゃべりを楽しみつつひと休み。他府省や他機関の職
員と同じ職場で働いたり、国会内の食堂でランチしたりできるのも国会班ならでは。

12：00　昼休み
各府省の人事担当の職員を対象とした勤務
時間制度に関する説明会で講師を務めます。
限られた時間の中で制度の理念と構造、誤り
やすいポイントに重点を置いて説明します。

10：30　制度説明会

同期、先輩、後輩といろいろな人をお誘いして食べに行きます。自席で食べるとき
は隣のビルにあるおにぎり屋さんに買いに行きます。

12：00　昼休み
委員会で人事院からの出席者が答弁する
予定が入っているため、出席者を委員室内
の席まで案内します。委員会中、答弁を行う
出席者は挙手して委員長の指名を受けて
から発言を行いますが、国会班の職員は委
員長の指名の補助なども行っています。

13：40　委員会対応

（写真はイメージです）

人事院が所管する制度について議員事務
所から資料の要求があったため、本院へ連
絡し資料の提出を依頼します。先方の意図
や資料要求に至った背景等をしっかりと聞
き出し、提出された資料が「欲しかったもの
と違う」というミスマッチが起きないよう細
心の注意を払います。

17：00　議員事務所から資料要求
今日は上司に随行してB省の人事課を訪問
し、各種制度の運用状況等について意見交
換を行います。制度を実際に運用する担当者
からの課題意識や要望は今後の施策検討の
方向性を議論する際に貴重な情報です。

13：00　各府省にヒアリング

翌日以降のスケジュールをホワイトボード
へ記入し、業務分担を確認します。当日に
なって突発的な業務が追加されることも
多いので、急な変更にも対応できるよう、
事前に判明している予定は整理しておくこ
とが不可欠。どうしても人手が足りないと
きは、他府省に助けを借りることも。

18：00　翌日以降の予定の確認

この日は本院の同期と飲み会。別の庁舎で働いているとなかなか顔を合わせる機
会がないので、久しぶりに会えるのが楽しみです。

18：15　退庁

午前中に受けた照会について、過去の照会事例を参考に回答案を作成します。上
司の判断を仰ぐ前に、自信を持って説明できる回答とその根拠が用意できている
か確認します。本件は担当案を一部修正した上で、了解をもらい回答しました。

15：00　制度照会への回答

体を動かすのが好きなので、時間があればバッティングセンターなどに寄って帰ります。
職場の上司や同僚と飲みに行くこともあります。

19：00　退庁

　国家公務員の勤務時間に関する制
度を担当しています。全国各地で様々
な業務に従事する国家公務員の健康
及び福祉を考慮した適正な勤務条件
確保のため、各府省からの制度に関す
る照会（質問）への対応や新たな施策
の検討等を行っています。
　近年、国家公務員においても柔軟な
働き方や長時間労働の是正は重要な
テーマであり、人事院はフレックスタイ
ム制の拡充や超過勤務（残業）の上限
規制の導入等を行ってきました。直近
では平成３１年４月から導入された超
勤上限規制が遵守されるよう、各府省
の取組を支援する施策の検討等を
行っています。

現在の仕事

齊藤 駿介
職員福祉局職員福祉課

超過勤務の上限規制に関する今後の施策案
について課長室で打合せを行います。課長室
では毎回活発な議論が展開され、私も積極
的に発言します。出てきた意見を集約し、具
体的な施策案として文字にしていきます。

16：00　施策案検討
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若手職員に聞く！「人事院」

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

・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？

　人事院の仕事は一見すると国民からは
遠い仕事にも思えますが、各府省の方々が
その能力を遺憾なく発揮する手助けをする
ことで、その向こう側にいる国民全体を考え
る仕事でもあります。多様な職場で、多様な
問題を抱える、多様な人々が安心して働け
る職場を作る。その手助けとなる方策を是
非一緒に考えましょう！

竹内 啓一（大卒・教養）
総務課

　行政の担い手である国家公務員一人ひ
とりを支えたいと思い、人事院を志望しまし
た。実際に国家公務員として働いていると、
身の回りには勤務環境や給与に関する人
事院の制度がたくさんあることが分かりま
す。人事院に興味を持った方、人事行政に
ついてもっと知りたい方はぜひ説明会や官
庁訪問に足を運んでみてください。

橋本 信之（大卒・法律）
職員福祉局補償課

　国を支える国家公務員に働きやすい環
境を提供したいと思い、人事院を志望しま
した。人事院では、働く人にとって重要な採
用から退職までの人事制度を設計していま
す。周りの人に恵まれた環境で、上記のよう
なやりがいのある仕事に携わることができ、
魅力的な職場だと日々感じています。ぜひ
説明会や官庁訪問にお越しください。

丸 千尋（院卒・工学）
人材局試験専門官室

　「人事」はイメージこそしやすいものであ
る一方、その具体的な意義や理論を正しく
理解することは容易ではありません。だから
こそ、人事行政の専門機関たる人事院の役
割は大きなものだと考えています。中立公正
な「人事」の在り方を考えていく人事院の業
務に、少しでも興味を持っていただけたら幸
いです。

田辺 達也（大卒・法律）
給与局給与第二課

　日本の職場をより良くしたいと考えたと
きに、国の職場にロールモデルを作り波及
的に全体の雇用慣行を変えていくことが有
効と考え、人事院を志望しました。採用１年
目から、政策が作られる現場で働くことので
きる、そんな職場です。是非、一緒に国の未
来を考えましょう。

福田 恭介（院卒・行政）
公平審査局調整課

平成３１年度新規採用職員5名のメッセージをお届けします！
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キャリアパスモデル等総合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、主として事務系区分から採用を行っています。
院卒者試験・大卒者試験の別、区分の別、性別、出身大学等
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。また、必要に応じて技術系区分からも採用
しています。

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

７
３

６
３

５
２

４
０

６
２

採用数
うち女性

２０１９年度
試験

１（農学）
０

－
－

１（化学・生物・薬学）
０

１（工学）
１

１（農業科学・水産）
０

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。

Ｑ3 採用後はどのような研修がありますか。

Ｑ4 ワークライフバランスについて教えてください。

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）

※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

「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%

※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、総合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。

　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。
　総合職試験からの採用者については、２年程度のローテー
ションで主に各局における政策の企画立案業務を担当しながら、
将来の人事院の中核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。更に、幅広い視野を身につけるため、海外の大
学院への留学、在外公館勤務、他府省への出向等を経験してい
ただく機会もあります。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＞ ２３２,８４０円
＜院卒程度試験採用＞ ２６４,４００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

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

他
機
関
へ
の
出
向
等

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）
国際連合（ニューヨーク）、
ジュネーブ・ウィーン
日本政府代表部

在外公館
内閣官房、財務省、
外務省、厚生労働省、
経済産業省等

他府省等

　総合職試験採用職員は基本的に、人事院本院（東京霞が関）
での勤務となります。ただし、地方勤務や出向・留学等で海外勤
務を経験していただくこともあります。

転勤について

　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。

　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。２年目には国会関係業務研修によって国会関係業務の基礎知識を習得します。
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等も実施しています。
　また、公務員研修所が実施している、合同初任研修、初任行政研修（採用１年目）、３年目フォローアップ研修（採用３年目）等にも他府省の職員と共に参
加することになります。

　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。

■ 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、制度担当部
署、院全体や外部との
調整を行う部署に配
属されることが多いで
す。

課長補佐級
政策の実現に向けて、
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。

事務系区分

技術系区分

（人間科学区分を含む）

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

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

※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。

人事院：１００％
参考：23府省平均６７．８％

男性：６１．5％
参考：２３府省平均12．４％

女性：１００％
参考：２３府省平均98．５％

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

事務総長・
局長等
幹部職員
として人事
院の舵取
りを行いま
す。

21 22人事院 総合職［2020］


