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事務総局総括審議官

　柴﨑 澄哉

　「人事院」と聞いて、皆さんはどんなことが頭に浮かびますか？
「公務員試験を実施している」とか、「人事院勧告っていうのは聞いたことがある」とか、
「あまりピンとこない」とか、そんな方も多いのではないでしょうか。
　人事院は、全国津々浦々様々な場所で日々仕事に励む多くの国家公務員を支える、
いわば行政の共通基盤である国家公務員制度の企画・実施を担う、中立・第三者機関
です。具体的には、①人事管理の中立・公正性を確保するため、採用試験や研修等を
行い、②国家公務員の労働基本権が制約される代償措置として、給与等の勤務条件
の改定等を勧告し、③人事行政の専門機関として、社会の情勢に適応した人事施策
を展開することなどを通じて、国民から信頼されるより良き行政の運営を確保すること
が、我々人事院の使命です。
　近年、ワーク・ライフ・バランスの推進など働き方改革が社会全体の課題になってい
ます。人事院は、国家公務員の超過勤務に上限を設定するなどにより、その縮減を図
るなど、働きやすい公務の職場作りに積極的に取り組んでいます。また、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制度設計やその利用を促進して
います。さらに、労働力人口の減少が急速に進み、高年齢者がその能力・経験を十分に
発揮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、定年延長をはじめ様々
な施策の検討を行っています。
　また、昨年来の新型コロナウイルス感染症は、我が国の社会・経済に甚大な影響を
及ぼしています。こうしたなかで、人事院として、柔軟な働き方に対応した勤務環境の
整備や有為な公務人材の確保・育成など国家公務員人事制度の面から、様々な取組
みを行っています。
　「人が主役」という信念を持ち、使命感を持ちながら、変化にも柔軟に対応できる、
そういう皆さん、百聞は一見にしかず、是非一度人事院の扉を叩いて、先輩たちの熱い
話、仕事ぶりに接してみて下さい。風通しの良いアットホームな雰囲気と働きやすい職
場を実感してもらえるものと確信しています。

総括審議官からのメッセージ
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仕事における今後の目標を教えてください。
　しっかりとした「説明」ができる職員になることです。各府省や一般
国民の方からの照会への対応、仕事の方針についての検討など、日々の
仕事の中では常に「説明」することが求められます。これには、担当する
制度に関する知識はもちろんのこと、関連する他の制度の知識等が必
須であり、これらに基づく論点を整理し検討することが必要です。
　人事院に採用されて２年目ですが、自分の担当する業務について一定
の「説明」はできても、他の制度についてはそうもいかず、勉強の毎日です。

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」というと皆さまはどのようなイメージをお持ちでしょうか。
一般的には「国家公務員＝本府省で働いている人」といったイメージが多
いように感じますが、実際は地方支分部局で働く方もいますし、デスク
ワークをメインとする方もいれば、現場で働いている方もいます。人事院は
このように勤務場所や職務内容を多種多様とする約２９万人の一般職国
家公務員を縁の下から支える組織です。また、人事行政と聞くと地味な印
象を受けるかもしれませんが、行政を支える根本的な基盤が「人」であるこ
とを踏まえれば、『「行政を支えている人」を支える人事行政』は円滑な行
政に必要不可欠なものであるといえます。
　こうして考えてみると実は人事行政って魅力的に思えませんか？少しで
も興味を持っていただいた方、是非パンフレットにとどまらず説明会等に
いらしていただきたいと思います。

人事院を志望した理由は何ですか。
　各府省の説明会に参加した際に抱いた職員に対する印象と、世間から
の国家公務員に対する評価にギャップを感じたことが、人事院に興味を
持った最初のきっかけです。また、とある府省を訪れていた際に、少し前ま
で私と熱く議論してくださっていた職員の方が、自身と全く関係のない不
祥事について謝罪している姿を見て、高い志や能力を持つ国家公務員が
その能力の発揮を妨げられることは、国全体にとって大きなマイナスであ
ると考え、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。
　一般職の国家公務員が守るべきルールである服務規律に関する制度
と、規律に違反した場合に課せられる制裁である懲戒処分に関する制度
を担当しています。各府省からの制度照会や研修実施などの機会を通じ
て、制度の周知徹底に取り組み、不祥事の発生を防止することで、全体の
奉仕者という国家公務員の基本的性格を裏側から支えています。
　また、令和２年度は、前年度から準備していたeラーニングシステムを用
いた研修を実施しました。担当している制度の性質上、明るい話題ばかり
ではありませんが、受講者の方からいただいた熱いメッセージを読むと、
喜びと確かなやりがいを実感します。

仕事をする上で心がけていることは何ですか。
　判断に迷ったら必ず周囲に相談するということです。かっこ悪いように
思われるかもしれませんが、制度担当として無責任な回答を行うことは許
されないため、正確な対応を行うためには相談は欠かせません。特に、審
査課服務班では職員の身分に多大な影響を与える懲戒処分の制度を担
当しているので、責任重大です。
　人事院では自分の上司はもちろん、先輩や同期など気軽に相談できる
相手が多くいるため、制度担当としての責任は大きいですが、仕事上の不
安はありません。

平成26年 ４月

 29年 ４月
 30年10月
 31年 ４月
令和 2年 ４月

採用一般職
人事課
中部事務局第二課
中部事務局総務課
中部事務局第一課
現職

久保 花菜子
給与局給与第一課

仕事における今後の目標を教えてください。
　主体的に物事を考えられるようになりたいと思っています。組織に属し
ているので、組織全体として目指すものや取り組んでいることを意識するこ
とはもちろんですが、指示や仕事を待つだけでなく、次にどのようなことが
必要となってくるか、今後人事院、ひいては社会がどのように変わっていく
のかを常に頭の片隅で想像しながら業務に取り組んでいきたいと考えて
います。
　また、今後より一層社会や個人の在り方が変化していくであろう中で、
多角的かつ柔軟な思考を失わずにい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。
　２０２０年は新型コロナウイルス感染症の拡大という大きなできごとが
あり、生活の仕方や個人の考え方まで様々なものが変化を強いられ、苦労
する場面も多かったことと思います。しかし、同時に今まで当然のものとし
て受け入れていた習慣の見直しができたり、新しい物事の考え方ができた
りと、良いきっかけを掴むこともあったと思います。
　人事院は若手職員であっても、自分の考えや意見を伝えやすい職場で
す。社会の変化を肌で感じた皆さまにしかわからないことや、新しいアイデ
アがあれば是非伝えていただき、一緒に自分と周囲をアップデートしてい
きませんか。

人事院を志望した理由は何ですか。
　社会や人々のニーズは日々変化しており、課題も増えていきます。目に見
えることなく、また広範囲にわたる課題に対処する仕事がしたいと思い、
国家公務員を目指していました。その中で人事院は、国家公務員の人生に
おいて起こり得るすべてのできごとについて関わっており、人がいる限り課
題に向き合い続ける場所であると感じたため、人事院を志望しました。ま
た、説明会や官庁訪問で人事院を訪問した際、職員の雰囲気から「対話」
を大事にする職場であると感じたことも志望理由の一つです。

現在どのような仕事をしていますか。
　人事院では、毎年、民間企業の従業員の給与を調査（職種別民間給与
実態調査）し、国家公務員の給与が社会一般の情勢に適応するよう、国会
及び内閣に対し、人事院勧告を行っています。
　私は現在、この職種別民間給与実態調査を統括する部署に所属してお
り、調査項目の検討、適切な調査の実施、結果集計などに携わっています。
調査の際には、民間企業の方に直接お会いするなどして給与制度等につ
いてお聞きしています。また、この調査は全国にある６９の人事委員会とも
連携して行っており、各人事委員会との連絡調整も主な業務内容です。

上司や先輩の言葉で印象に残っていることは何ですか。
　「会いに行ける距離にいる人ならば直接挨拶をしなさい。」
　職場には電話もメールもあるため、直接会うことなくコミュニケー
ションをとることは容易です。時間もないし･･････、関わりがなかった人
だし･･････、と理由をつけ、事務的な連絡のみで済ませてしまうことは簡
単ですが、一瞬でも会わなければわからないことはたくさんあります。
挨拶に限った話ではなく、仕事をする上で、また日々生活する上で楽な
方へと逃げがちな中、自分は今何かをおざなりにしようとしていない
か、と顧みるきっかけとなった言葉です。

村瀬 健太
職員福祉局審査課（服務班）

平成31年 ４月 採用一般職
現職

先輩職員からのメッセージ
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ますが、他方で、財務省としては、国家予算が無尽蔵にあるわけではない
ので、必要性の低い予算や過大な要求額については、予算措置を行わな
い、もしくは、予算額の減額を検討します。ですので、人事院としては必要
な予算として要求していても、財務省にはなかなか理解してもらえないこ
ともあります。そのため、財務省に対し何度も説明を行うとともに、院内の
関係部局に対し、予算が減額されても事業が行えるか確認します。院内各
部局と財務省の着地点を探り、収めることが予算要求の大変な部分でも
あり、醍醐味でもあります。
　また、財務省との折衝ではその場での判断・回答が求められることもあ
りますので、各事業の背景や制度等について理解しておく必要があります。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　人事院の施策は、国民生活に直接影響を与えるものではなく、メディア
等への露出は多くないため、人事院をあまり知らないという方もいらっ
しゃると思います。
　パンフレットを手に取ったときは人事院に興味がなかった方でも、これ
を読んで人事院に興味や疑問を持ったならば、是非説明会や官庁訪問に
参加してください。職員との対話を通じて、パンフレットでは語りきれない
人事院の魅力・雰囲気を感じ取ってもらえると思います。そして、多数ある
選択肢の中から人事院を選んでいただけると幸いです。

人事院の魅力は何ですか。
　様々な施策を実現するためには、全ての国家公務員が意欲を持って業
務に取り組み、求められる役割を適切に果たす必要があります。人事院
は、職員の採用や育成、適正な勤務条件・勤務環境の整備等の人事行政
を通じ、国家公務員が安心して業務に取り組めるようサポートをしていま
す。人事行政に関わる仕事は、必ずしも国民に直接影響を与えるものでは
ありませんが、国家公務員の活動を支える重要な業務です。
　また、人事院の施策は、国家公務員に限らず、地方公務員や民間企業に
も影響があります。公務だけでなく、民間も含めた国全体の人事管理等を
調査し、背景にある社会情勢を読み取ることで、課題が浮かび上がりま
す。その課題に対応する人事施策を企画・立案し、国家公務員から地方自
治体や民間企業まで波及することにより、社会全体を変えていくことが出
来るところも、人事院の魅力の一つです。

現在どのような仕事をしていますか。
　私は現在、人事院の事業に係る予算の要求等の業務を行っています。
　予算要求の業務では、翌年度も人事院の事業が円滑に実施できるよ
う、院内の各部局の要求を聞き取りながら、事業ごとに必要額を精査し、
人事院全体の要求額を決定します。人事院としての要求額決定後は、各
府省の予算をとりまとめている財務省に対し、予算要求を行い、各事業や
要求額について、必要性や妥当性を説明する等折衝を行います。
　予算要求の業務は、「人事院ならでは」というものではないため、あまり
魅力的に思えないかもしれませんが、人事院が事業を行う上で、必要不可
欠な業務の一つです。また、院内の各部局からの聴取を通して人事院が
様々な社会問題等に対し、どのような問題意識を持っているのか、人事行
政を通じてどのように対応しようとしているのか等を俯瞰的に知ることが
できます。

仕事をしている中で大変だったことは何ですか。
　予算係は、人事院の事業が円滑に実施できるよう予算要求を行ってい

久保田 孝介

給与局給与第二課
審査班審査第三係長

ながることから、級別定数の設定・改定は、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であり、非常
に責任の重い仕事です。

やりがいを感じるのはどんなときですか。
　本省の課長などが従事する職務の級を改定する場合、その職務の困
難度の変化等を各府省から伺いながら改定を検討します。その内容は
ニュースや新聞で目にするような我が国の重要課題であり、職務の級の
改定を通じて国の重要課題の解決に関わることとなるため、級別定数
改定作業の中でも特にやりがいを感じます。また、改定作業を行う中で
伺っていた内容が、政策として成就した報道等をみると「やってよかっ
た」と実感することができます。

仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。
　係員から係長へ職制段階が変わり、チームの一担当者として自身の担
当業務に力を注ぐ立場から、係内のマネジメントを行いながら、チームで
成果を出せるように仕事を進めるようになったことや、ポストを異動しなが
ら様々な職務経験を積むにつれて、異動前には考えつかなかった解決方
法を思いついたり、様々な角度で物事を検討できるようになったりしてい
ることに気がついたとき、自分が今までより成長したことを実感できます。

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手に取っている方は、これからどこで何をして働くの
か悩まれているのではないでしょうか。人事院は採用試験などの人材確保
に関する施策を行っている機関でもあり、私は皆さまが就職という機会を
通じて様々な府省をご覧になったうえで、ベストな将来の仕事を選択でき
るのが一番だと考えています。その中で、少しでも人事院に興味を持った
方は、就職先の選択肢に是非人事院を入れて、説明会や官庁訪問に来て
みてください。その上で人事院がご自身にとってベストな職場であると思っ
ていただけたら幸いです。

人事院の魅力は何ですか。
　人事院の仕事は、国家公務員となる優秀な人材を確保することや、
様々な分野で働く国家公務員の勤務条件や勤務環境を整えることで
す。国の政策を担う職員を支えることを通じて国に貢献できる点、国家
公務員の人事・給与制度を担当し、これらの制度を参考とする地方公務
員や民間企業で働く人々の働き方にも影響力を有しており、国として
「働き方」の一つの基準を作ることができる点が魅力です。また、各府
省の抱える政策上の課題などを伺いながら、我が国の重要な政策課題
に従事している職員の給与上の格付を変えること等を通じて、その課題
解決に関わることができる点も魅力の一つです。

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。級別定数とは、国家
公務員の職務の種類（行政職、医療職等）、困難度、責任の度合いに応じ
て設定されている職務の級をその級毎にまとめた人員枠のことです。私の
仕事は、各府省毎に定まっている級別定数が担当府省の職員の人員構成
や官職の職務・職責等を踏まえ適切に設定されているか検討し、必要に
応じて改定することです。例えば、この定数の増加は職員の職務の級を上
位の級とする昇格の枠が増えることとなり、職員の士気の維持・高揚につ

武田　学
会計課主計班主査

平成21年10月

 23年 1月
 24年 ４月
 26年 ４月
 29年 ４月

 31年 ４月

採用Ⅱ種
給与局給与第一課
関東事務局第二課
給与局給与第二課
人事課
内閣官房内閣人事局主査
（級別定数審査担当）
現職

平成18年 ４月

 20年 ４月
 22年 ４月
 23年 ４月
 25年 ４月
 28年 ４月
 29年 ４月
令和 2年 ４月

採用Ⅱ種
人材局試験課
中部事務局第二課
中部事務局第一課
会計課
地方公務員災害補償基金企画課企画係長
給与局給与第三課手当第一班第二係長
人事課給与班給与係長
現職

先輩職員からのメッセージ
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仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。
　「成長」＝「経験を役立てられる」ことだと思っています。仕事をして
いて面白いなと思うのは、自分に合っているのかと疑問に思いながらも
懸命に取り組んでいた仕事や雑談で聞いた知識が、思わぬ形でその後
の仕事や人間関係の構築に役立ったりするところです。「あの経験が今、
役立っているな」と気が付いたときに以前よりも成長できているのかな
と感じます。今の仕事では、研修当日に突発的に対応しなければいけな
いことが起こることもありますが、「経験が増えている！」と思いながら
前向きに取り組めば、慌てずに対応できます。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　強い気持ちで人事院を志望している方も、かつての私のように「国家公
務員の採用試験を実施している人事院というところも採用をしているん
だ、どんなところかな？」と思っている方も、まずは人事院の業務説明や官
庁訪問にお越しいただければと思います。長く働くことを考えたら、一緒に
働く人がどのような人なのかはとても大事なことだと思うので、人事院で
働く職員がどのような人たちなのかを確かめにいらしてください。お待ちし
ています。

人事院の魅力は何ですか。
　人事院は大きな組織ではありませんが、仕事の幅が広いこと、また、担
当する分野が固定されず、色々な局・課の業務を経験できることが魅力だ
と思います。もちろん、担当したことのない仕事をするときには勉強が必要
になるので大変ですが、新鮮な気持ちで仕事が続けられます。また、採用
試験などを実施する際には、所属する局・課をまたいだチームが編成さ
れ、普段の仕事では接点がない職員と知り合う機会があります。一度顔を
合わせていると、一緒に仕事をすることになったときも「あの時に一緒でし
たね！」と言い合えてスムーズに仕事を進めることができます。そのような
機会があるところも魅力の一つだと思っています。

現在どのような仕事をしていますか。
　東北管内各機関で勤務する国家公務員を対象とした研修の企画・実施
を担当しています。具体的には、研修の実施に向けて、講義内容の検討、会
場の確保、研修講師の選定などを行っています。大きな決まり事の範囲さ
え守れば、自分のアイデアをそのまま取り入れてもらえるなど自由度が高
いので、面白い仕事だと感じています。研修の準備の中には、配布資料の
印刷、使用する物品の用意、設営など細 と々した地味な仕事も多いです
が、どれも当日に研修を円滑に進め、研修員に快適に受講してもらうため
に必要なことばかりですので、漏れのないようスケジュールを管理して仕
事をしています。

やりがいを感じるのはどんなときですか。
　自分が研修を受けたときに「受講して良かった！」と思うのは、自分が
持っていた思い込みに気付かせられ、新たな価値観を提示してもらえたと
きや、実践的なスキルを学んで新たに仕事に取り組む意欲が湧いたときで
すので、研修員からのアンケートに「目からうろこが落ちた」、「職場に戻っ
て学んだことを活かしたい」、「講義を聴いて前向きな気持ちになった」とい
うようなことが書かれているのを見ると、「準備は大変だったけど頑張って
良かった！」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。
　仕事をしていると、どうやって処理すればいいのか悩む案件や解決する
のが困難な課題などに直面することがあります。これらについて、部下から
相談があった時や仕事の方向性を決めないといけない時に、しっかりとし
た答えを示すことが求められます。どんな難しいことでも、答えは絶対にあ
ります。答えを出せるようになるためには、経験も必要ですが、何より日頃
から自分で考えるクセをつけ、それを積み重ねることが重要です。まず何で
も自分なりに考えてみる。若手だった時と比べて、自分で答えを出せる機会
が少しずつ増えてきたので、そういった時に成長したと感じます。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　組織を動かすために優秀な人材の確保は必要不可欠ですが、単に優秀
な人を集めるだけでは高いパフォーマンスを発揮させることはできませ
ん。優秀な人たちがモチベーションを維持して、持てる力を最大限発揮で
きるよう、厳格な服務規律の設定、勤務環境の整備、適正な処遇の確保な
ど、公正公平なルールを策定することで、多様で優秀な人材が有機的に機
能し、想像もできないようなパフォーマンスを発揮することができます。一
般職の国家公務員約２９万人が対象となる人事制度の策定はそんな想
像を超えたポテンシャルのある仕事です。是非人事院を訪問していただ
き、それを感じてみてください。

人事院の魅力は何ですか。
　人事院は、どんな組織にも必要不可欠で最も重要な人材に焦点をあて
た施策を行っており、人事院が行う人事行政の適用範囲は府省の垣根を
跳び越え、国を動かす国家公務員全般にわたっています。このような人事
行政を通じて、厳しい環境で困難な業務を行っている最前線の職員のモ
チベーションを上げ、その結果、各府省が所掌している様々な分野の業務
がより良い方向に向かうことに寄与することができ、それらの集約により日
本全体もより良い方向に向かわせることができる、人事院はそんなスケー
ルの大きい魅力的な業務を行っています。

現在どのような仕事をしていますか。
　各府省の大臣官房に当たる官房部局の総務課で、組織全体にわたる横
断的な業務や各局の事務の総合調整を行っています。具体的には、経済
界、学界、言論界などの各界の有識者に対して、人事院が行っている施策
について、御意見・御助言をいただく有識者会議（参与会、政策評価懇談
会など）を運営しています。また、人事院全体の業務の合理化・効率化に関
する企画などを行っています。官房部局では、個別の政策は担当しません
が、組織全体にわたる横断的な業務を担っていますので、人事院の業務の
方向性を定める重要な仕事に携わることができます。

やりがいを感じるのはどんなときですか。
　自分が携わった業務が世の中に出て形となった時に大きなやりがい
を感じます。例えば、人事院規則や関係通達などの法令の企画・立案な
どの業務を経験した際は、これらの法令が、官報や小六法などの書籍に
掲載され、各府省の人事管理に資することとなった時に大きなやりがい
を感じました。法令の企画・立案の業務は、簡単なものではありません
が、苦労をした分だけ、それが形となって表れた時は、大きなやりがいを
感じることができ、また自分が書いた条文を使って各府省が人事管理を
行うということを考えると、感慨深いものがあります。

波戸 幸恵
東北事務局総務課研修係長

平成15年 ４月

 16年 ４月
 18年 ４月
 20年 ４月
 22年 ４月
 23年 ４月
 24年 ４月
 26年 ４月
    ５月
 28年 ４月
 29年 ４月
 30年 ４月
 31年 ４月

採用Ⅱ種
総務局人事課
総務課
公務員研修所教務部総務課
給与局給与第一課
給与局給与第二課
給与局給与第二課基準班主査
職員福祉局審査課職員団体班主査
人材局研修調整課研修企画官
内閣官房内閣人事局任用第二係長
給与局給与第二課審査班審査第三係長
給与局給与第二課審査班審査第二係長
東北事務局第一課給与係長
現職

平成11年10月

 12年 ４月
 14年 ３月
 15年 ４月
 19年 ４月
 22年 ４月
 24年 ４月
 26年 ３月
 28年 ６月
 29年 ４月
令和 2年 ４月

採用Ⅱ種
中部事務局総務課
中部事務局第二課
総務局人事課
勤務条件局給与第二課
環境省大臣官房秘書課給与係長
給与局給与第二課審査班審査第四係長
給与局給与第三課手当第二班第二係長
復興庁統括官付参事官付主査
公平審査局調整課制度班法規係長
人事課専門官
現職

酒井 伸也
総務課長補佐（調整班）

先輩職員からのメッセージ

7 8人事院 一般職［2021］



やりがいを感じるのはどんなときですか。
　担当する分野について、日々の業務を通じて次第に自分自身の理解が
深まり、外部からの照会等に対して適切に応対できるようになり、相手
方に感謝されたときなどはやはり嬉しいです。
　また、自分一人ができる仕事の範囲は限られていても、長時間労働の
是正や過労死防止、仕事と私生活の両立をしやすくする柔軟な働き方の
実現等に向けた大きな取組の一端を担い、それが明日の日本を少しでも
良くすることにつながるのではないか、と思えるのは、この職場ならでは
の大きなやりがいだと感じています。

仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。
　自分なりに場数を踏むことで、少しずつ、事務をうまく進めるうえでの
ポイントや、自分がやりがちなミスに注意しながら仕事を進めることが
できるようになったときでしょうか。例えば、人事院の業務では制度説
明会など大人数に向かって話をする機会が多く、そのような場に対して
昔よりは苦手意識を持たなくなりました。
　また、以前は、失敗したり自分の欠点を見つけては落ち込んでいまし
たが、組織全体の視点に立てば個人がくよくよしていることは誰の得に
もならないのだと気づき、良い意味で考えすぎなくなった点も、仕事の
おかげで自分が成長できた部分だと思っています。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　パンフレットをご覧いただきありがとうございます。あなたの前にはたく
さんの選択肢が広がり、ご自分にとって正しい選択はなんなのか、迷いと
悩みが尽きないかもしれません。そんなときは是非積極的に、人事院も含
め、いろいろな職場の職員と話をしてみてください。頭の中で考えていただ
けでは気づけなかった、言葉にならない直感のようなものがあなたを導い
てくれるのではないかと思います。
　人事院があなたの選択肢の一つとして残り、そして一緒に働ける日が来
るのを楽しみにしています。

人事院の魅力は何ですか。
　人事院はどの部署にいても、公務員の勤務条件がどうあるべきか、とい
う大きな議論に関わることができます。勤務条件はその職員の人生や日々
の生活、モチベーションといったところにまで影響を与えるもので、勤務条
件を適正なものにすることによって、その職員の先にある国民へのサービ
スを安定・向上させることにつながります。また、公務員の待遇は、職員自
身と社会一般の双方にとって納得性あるものであることも必要です。一
見、地味な分野に思えるかもしれませんが、採用から２０年以上経った今
でも、日々興味が尽きず、面白いものを扱っている職場だと思います。

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、各府省の人事担当者からの制度照会（質問）への対
応や、新たな施策の検討等を行っています。
　また、国家公務員の勤務条件を検討するための基礎資料を得る目的で
毎年１回、全国の民間企業に対して実施している「民間企業の勤務条件
制度等調査」という統計調査の企画・実施にも携わっています。

働きやすい職場です。
　人事院はワーク・ライフ・バランスが実現されている職場だと思います。
私自身は子育てを経験しませんでしたが、周囲の職員をみても男女問わず
仕事と家庭を両立させています。特に最近はテレワークやフレックスタイ
ム制など働き方が多様化し、自分にあった働き方を選択できるようになっ
たことで、ますます働きやすくなっていると感じています。
　また、若いうちに地方での勤務を経験できたり、出向で他府省の文化に
触れたりするのは自分の財産になります。各大学のキャリアセンターの方
から、最近の若い人は転勤を好まない傾向があるという話をよく耳にしま
すが、人事院の場合、まだ若いうち（家庭をつくる前）に地方勤務に行く職
員が多いので、転勤ライフをむしろ楽しんでくる若い人たちもいますし、と
きにはそこで出会った方と結婚！ということもあります。むしろポジティブ
に捉えればよいのではないかと感じています。私自身は転勤はなかったの
ですが、外務省に出向したときの経験には思い出深いものがありますし、
出会った仲間との交流は今も続いています。そして、他府省に出向すると、
出向元を客観的にみることができますが、人事院はとても家庭的で温かい
職場だと感じています。

これまでの業務・いまの業務
　私は昭和５９年に任用局（現在の人材局）の試験専門官室に採用され
ました。最初に採用されたセクションにはなにかご縁ができるのかもしれ
ませんが、その後試験専門官室は通算１０年経験しています。２回目の試
験専門官室時代に当時の局内の若手職員で「平成かんぶりあ紀」という当
時としては画期的なタイトルとコンテンツの試験ガイドを作成したことが
印象に残っていて、そのときの達成感はいまも忘れられません（画像参
照）。その後、平成４年に発足した企画課人材確保対策室でアイデア豊富
な企画官とベテランの室長の下、貴重な経験をさせてもらいました。そし
て、現職が人材確保対策室長ですので、なにか因縁のようなものを感じて
います。
　現在のポストでは、国家公務員を将来の選択肢の一つとして考えてもら
いたいというメッセージ、そして将来の選択肢として考えている方々への
メッセージを発信する業務を所掌しています。具体的には、公務研究セミ
ナー等の企画・実施、国家公務員試験採用情報NAVIの運用、各種SNSか
らの情報発信、ポスター、パンフレット等の媒体の作成や配付などです。皆
さんもきっと人事院主催のイベントに参加したり、国家公務員試験採用情
報NAVIを活用されていらっしゃると思います。また、ツイッターやインスタ
グラム、フェイスブックもご覧になった方もいらっしゃるのではないでしょ
うか。こうすればもっと学生に響くよ！というご意見を持っている方には是
非人事院に来ていただいて、若い感性を国家公務員の人材確保に活かし
ていただきたいです。

平成11年 ４月

 13年 ４月
 14年 ４月
 16年 ４月
 17年 ４月
 18年 ４月
 21年 ４月

 23年 １月
    ４月
 25年 １月
 27年 ４月
 28年 ６月
 30年 ４月
  　　10月
令和  元年11月

採用Ⅱ種
管理局総務課
四国事務局第二課
四国事務局総務課
四国事務局第一課
給与局給与第二課
外務省中東アフリカ局アフリカ第一課
国家公務員倫理審査会事務局
倫理審査専門官（参事官付）
行政官短期在外研究員（英国）（～同年8月）
給与局生涯設計課所得専門官
給与局給与第一課調査第一班主査
人事課能率厚生管理室共済係長
育児休業
職務復帰
人事課専門官
現職

昭和59年 ４月

 61年 ４月
 63年 ４月
平成  2年 ４月
  4年 ４月
  5年 ４月
  6年 ４月
  8年 ４月
 10年 ４月
 13年 ４月
    ９月
 15年 ４月
 16年 ４月
 17年 ４月
 18年 ４月
 20年 ４月
 22年 ４月
 25年 ４月
 27年 ４月
 29年 ４月
 31年 ４月
令和 2年 ４月

採用中級
任用局（首席試験専門官付）
管理局管理課
任用局（首席試験専門官付）
給与局給与第一課
任用局企画課
任用局企画課人材確保対策室募集対策官
管理局総務課国会班主査
外務省中近東アフリカ局アフリカ第一課
管理局企画法制課企画専門官
人材局企画課制度班主査
内閣官房行政改革推進事務局公務員制度等改革推進室
総務局企画法制課企画専門官
職員福祉局職員福祉課健康安全対策推進室健康班主査
職員福祉局職員福祉課健康安全対策推進室健康管理専門官
公平審査局審理官（首席審理官付）
人材局試験専門官（首席試験専門官付）
人材局主任試験専門官（首席試験専門官付）
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）
国家公務員倫理審査会事務局参事官補佐
人事課長補佐（総括）
人材局次席試験専門官（首席試験専門官付）
現職

髙松 千佳子
人材局企画課人材確保対策室長

松田 翔子

職員福祉局職員福祉課
勤務条件調査官

先輩職員からのメッセージ

「平成かんぶりあ紀」

9 10人事院 一般職［2021］



課題に立ち向かう勇気が必要です
　私が採用された以降をみても行政を取り巻く状況の変化はめまぐるし
いものがあり、公務全体で次から次へと対処しなければならない新しい
課題が発生しています。人事院でも全く前例のない対応をしなければな
らない課題はたくさんありましたし、これからも次々に出てくるのだと思
います。公務員だからと言って決まりきったことをやっているわけにはい
きません。初めて経験することは毎日のように起きているのです。そこに
教科書はありません。でも、何らかの答えを導き出さなければなりませ
ん。何を答えとするか、それは選択です。決断です。タイミングも重要で
す。悩みます。皆さんもこれからの職業人生においていくつもの初めてを
経験するでしょう。結論を出すには時間が短い場合もあるでしょう。判
断に迷う場面もあるでしょう。でも、逃げずにそれらに立ち向かってくだ
さい。逃げては何も残りません。経験値が積み上がらないのです。立ち
向かってこそ皆さんの職業人生が充実したものになると思います。さて
皆さん、そこで提案です。まずは、人事院で働くことを選択してみてはい
かがでしょうか。

私が採用された頃
　私が人事院に採用された頃はまだバブル景気が始まる前で、日本経済
は右肩上がりが続いていた時代でした。採用されたばかりの私が担当する
ことになったのは、翌年の3月３１日から国家公務員に初めて適用されるこ
とになる定年制度に関するものでした。１年後の円滑な制度の導入に向
けて、新しい人事院規則を制定し、各種通知の発出、説明会の開催等に
よって各省庁の人事担当者や各職員に新しい制度を周知・徹底しなけれ
ばならないという状況でした。しかしながら、採用されて初めて足を踏み入
れた国家公務員の世界はというと、役所独特の慣習、言葉遣い、文章の書
き方、国会待機など全てが初めて経験するものでしたので、戸惑い、疲れ
果てる毎日でした。それでも直属の上司や先輩はもとより、担当の垣根を
越えて他のグループの先輩や上司の方々からも様々なことを一つ一つ指
導していただいたことで何とか社会人としてのスタートを切れたのではな
いかと思います。何よりも採用されたばかりで新しいものを作り出す仕事
を経験させていただいたことは、私の心の中に強く印象として残る出来事
でした。

皆さんにとっての国家公務員の魅力とは何でしょう
　ところで、皆さんが国家公務員を職業として選択しようと思った際に魅
力と感じたものは何だったでしょうか。国家レベルでの仕事のやりがいで
しょうか。まずはそうでしょう。一方で、公正な試験により採用される仕組
み、給与をはじめとする生活面での安定はどうですか。あるいは、勤務時間
や休暇、仕事と生活の両立支援といった勤務環境の面、職員の不利益救
済や苦情相談の仕組みなどはどう映りましたか。これらもきっと皆さんが
国家公務員を目指すことを考えるにあたって重要な材料の一つだったの
ではなかったでしょうか。実は、これらは全て人事院が築き上げてきたもの
なのです。人事院は国家公務員の採用から退職までの仕組みに深く関わ
ることによって、職業としての国家公務員の魅力づくりに大きく寄与してい
ます。国家公務員の魅力づくり、これはやりがいのある仕事の一つではな
いでしょうか。

報交換の場となりました。
　人事院は小さな組織ですが、役職をそれほど気にせず自分の意見を述
べることができる職場風土があり、それを周囲がしっかりと受け止めてく
れるという環境があります。こうした風通しの良い職場環境は、人事院の
特徴の一つだと思います。良い仕事は良い職場環境からですね。

人事行政のスペシャリストに！
　これまで、他府省等への出向と人事行政の第一線である地方事務局で
の勤務をそれぞれ２回経験していますが、こうした勤務経験は、職業人と
しても一個人としても成長に繋がる貴重な機会であり、いずれも私にとっ
て大きな財産となっています。
　また、人事制度は多様な職種を対象としていますが、適切な制度の設
計や運営を行うためには、各府省の勤務の実情を知ることも必要であるこ
とから、様々な職場で働く国家公務員の勤務の実態を直接見させていた
だく機会があり、各府省の現場を肌で感じることができます。
　皆さんも多様な経験を積んで人事行政のスペシャリストになってみませ
んか。是非、人事院を訪ねていただき、直接、ご自身で人事院を体験してみ
てください。きっと何か心に響くものがあるはずです。新たな時代に相応し
い人事行政の実現に向かってチャレンジしたい方、お待ちしております。

北の国から「こんにちは」
　人事院へ興味を持ってくださった皆さん、ありがとうございます。私は札
幌市にある北海道事務局において、北海道内で働く国家公務員がより良
い行政サービスを提供できるよう、採用から退職までのライフステージを
人事行政の面からサポートする業務に携わっています。
　さて、国家公務員を志望する皆さんの中には、どこの府省で勤務しよう
か迷っておられる方もいらっしゃるかもしれません。その選択肢の一つに人
事院を加えていただけることを願って、少しつぶやいてみたいと思います。

一人ひとりが大きな役割
　最近は人事院がメディア等で取り上げられることも多くなっています
が、具体的な業務が思い浮かばない方もいらっしゃるでしょう。人事院は
多様な行政分野で働く国家公務員を人事管理（採用試験、人材確保、給
与、勤務時間、休暇、ハラスメントの防止・・・・・・）の面からサポートしてい
ます。国家公務員を巡る環境が大きく変化する中、人事制度も時代の変
化に的確に対応していく必要があります。
　昨今、ワーク・ライフ・バランスの推進や働き方改革が強く求められてい
ますが、人事院は長時間労働の是正やハラスメントの防止、仕事と家庭の
両立支援といった勤務環境の整備や定年延長など多くの課題に取り組ん
でいます。
　このように重要な業務を所掌している人事院ですが、その組織は決して
大きなものではありません。このため、一人ひとりの役割が大きく、若い職
員でも責任のある仕事を任せられることから、「やりがい」がストレートに
感じられます。また、人事行政のプロとして様々な分野で専門性の高い業
務を行っており、その充実感も魅力の一つです。

風通しのよい職場風土
　差し込みの写真は、事務局の若手職員と「公務員倫理」についてのフ
リートーキングを行った際のものです。堅めのテーマでしたが、他の話題も
含めて若手職員からは多くの意見が出され、私にとっても大変有意義な情

昭和59年 ４月

 61年 ４月
平成  元年 ４月
  4年 ４月
  5年 ４月
  7年 ４月
  9年 ４月
 10年 ４月
 13年 ４月
 14年 ４月
 16年 ７月
 20年 ４月
 21年 ４月
 24年 ４月
 25年 ４月
 27年 ４月
 30年 ４月
 31年 ４月

採用中級
任用局企画課
管理局管理課
給与局給与第二課
地方公務員災害補償基金企画課福祉係長
地方公務員災害補償基金審査課審査係長
職員局職員課総務班主査
給与局給与第二課審査第一班審査第三係長
給与局給与第二課審査第一班審査第二係長
総務局生涯設計課生涯設計専門官
衆議院調査局調査員
人材局企画課任用指導官
人材局企画課長補佐（審査班）
関東事務局第二課長
人事課長補佐（能率厚生管理室）
人事課長補佐（総括）
総務課国会連絡主幹
事務総局総合調整官
現職

昭和59年 ４月

 60年 ４月
平成  元年 ４月
  3年 ４月
  4年 ３月
  4年 ４月
  6年 ４月
  8年 ４月
 11年 ４月
 12年 ４月
 13年 ４月
    ８月
 14年 ４月

 17年 ４月
 19年 ４月
 20年 ４月
 23年 ４月
 27年 ４月
 29年 ４月
 31年 ４月

採用中級
東北事務局第一課
東北事務局第二課
東北事務局総務課
東北事務局第一課
任用局企画課
任用局企画課総務班主査
給与局給与第一課企画班主査
地方公務員災害補償基金審査課審査第一係長
給与局給与第二課基準班主査
給与局給与第二課審査第二班審査第二係長
勤務条件局給与第二課審査第二班審査第一係長
勤務条件局給与第二課審査第一班審査第二係長
海上保安庁第三管区海上保安本部
総務部人事課長補佐
給与局給与第二課専門官
給与局給与第一課専門官
給与局給与第一課長補佐（調査第二班）
給与局給与第三課長補佐（手当第一班）
事務総局調査職
職員福祉局審査課監査室長
現職

長南　徹
北海道事務局長

阿部 弘幸
国家公務員倫理審査会事務局参事官

先輩職員からのメッセージ
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人事院を離れてみて感じたこと
　私は現在、総務省で地方公務員の給与制度に関する業務を担当してい
ます。全国１,７００以上の地方公共団体の給与制度が地方公務員法の給
与決定原則を踏まえた適切なものとなるように助言を行ったり、制度に対
する疑義照会への対応などを行っています。
　それぞれの地方公共団体の地域の実情は様々であり、どのように助言、
照会対応を行っていくか、判断に迷うこともあります。その場合、地域の実
情を把握するとともに国家公務員の給与制度がどのような取扱いになっ
ているか詳細に確認をしていきます。その制度の趣旨など、認識に誤りが
ないよう人事院に確認をすることもあり、人事院の担当者には毎回丁寧に
教えてもらい、判断に迷う内容でも適切に対応することができます。人事
院の温かさを感じるとともに、地方公共団体の適切な給与制度の運用に
当たっては、国家公務員の人事制度が深く関わっていることを身をもって
体感しています。

出向先での経験を自分の力に
　総務省職員や地方公共団体からの出向職員と共に仕事をしていく中
で、人事院とは異なる考え方や仕事の進め方に触れることができ、非常に
勉強になっています。特に感じたのは、地方公務員のために何ができるの
か、全国の地方公共団体の声に耳を傾け、丁寧に業務を行っていることで
す。
　また、人事院を第三者の目線でみたときに、国家公務員の人事制度が
地方公務員をはじめ多方面に影響をしていることにあらためて気づかされ
ました。
　今後、これらの貴重な経験を活かしながら、国家公務員が安心して働け
る職場づくりができるよう、社会情勢などを意識しながら責任感を持って
仕事をしていきたいです。

出向先から見た人事院
　私が現在所属している地方公務員災害補償基金は、地方公務員が公
務中や通勤中、負傷したり病気になったりした場合に、使用者である地方
公共団体に代わって補償を行う機関です。労災の地方公務員版といった
ところでしょうか。
　私はここで補償の実施基準・運用ルールの策定や、公務上の災害を未
然に防止するための事業の企画・立案業務を担当しています。最近は、地
方公共団体等が行うメンタルヘルス対策へのサポート推進事業に特に力
を入れて取り組んでいます。
　地方公務員の災害補償の実施基準・運用ルールは、地方公務員の職種
や職務内容などを考慮して決定していきますが、基本は国家公務員の災
害補償制度に準拠していますので、人事院の担当者には、国家公務員に
おける制度の考え方やどのような運用をしているのかなど、色 と々教えて
もらっています。出向してみて、人事院はとても頼りになる存在だと感じま
した。また、人事院は、国家公務員だけでなく地方公務員にも大きな影響
を与えていることがよく分かり、あらためて、人事院は小さい役所ながらも
スケールの大きな仕事をしているということをひしひしと感じました。

出向して感じた人事院の良さ
　現在の職場は、職員の８割以上が総務省や地方公共団体からの出向
者で構成されていますので、これまでとは違った仕事の進め方や考え方な
ど新しい発見も多く、色 と々刺激を受けています。しかし、コミュニケーショ
ンのとりやすさや風通しの良さなどは、やはり人事院が一番だなと感じて
います。人とのつながりを大事にする人事院だからこその“職員と職場の雰
囲気”というものでしょうか。皆さまも是非人事院に足を運んでいただき、
この雰囲気を肌で感じてみてくださいね。

吉原　彰
総務省自治行政局公務員部公務員課給与能率推進室給与第二係長

平野 吉美
地方公務員災害補償基金企画課企画第二係長

どうして人事院職員が大使館に？
　在フィジー日本国大使館の開発協力班に所属し、政府開発援助（ＯＤ
Ａ）業務全般を担当しています。なぜ人事院職員が途上国の大使館に出
向し、しかもＯＤＡを担当しているんだろうと疑問に思った方は鋭いです。
　途上国の上級公務員向けの研修（外国の公務員への研修を通じた技
術移転もＯＤＡの一部です）に講師を派遣するなど、人事院はしっかり国
際貢献をしています。加えて、諸外国の公務員制度の調査・研究を行った
り、他国の公務員と交流や意見交換をしたりと、実は国際的な業務も少な
くありません（詳しくは別冊の業務案内や白書をご覧ください）。
　海外勤務の醍醐味の一つは、日本のプロ公務員として自国を相対化し
てものごとを考察できることです。私の場合、国籍や官民問わず様々な立
場の方と交流する中で、公務員制度をはじめとする日本の諸制度につい
て、日本は優れているなと思う部分もある一方で、IT化やジェンダーバラン
ス（女性幹部職員の割合等）などの分野については日本もまだまだこれか
らだと思うところもありました。

What do you do? What is your profession?
　様々な場面で、「お仕事は何ですか」、とよく尋ねられます。プロフェッ
ショナルの文脈では、勤務先がどこそこという回答は期待されておらず、ど
んな専門性を持っているのかという趣旨であることが多いように思いま
す。採用から１０年目になりますが、いまだに自分にどんな専門性があるの
か迷うことがあります。帰国後は、「これが専門だ！」と胸を張って言えるよ
うな、さらに高度な専門性を身に付けるべく、高密度に仕事をしたいです。
人事院は人事行政という分野に専門特化しているため、その道のプロにな
れるのも魅力の一つだと思います。

小野 一敏
衆議院事務局調査局内閣調査室調査員

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 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

立法府の立場での業務
　私は現在、衆議院事務局に出向し、所管である内閣委員会における議
案などの審査に資するための調査や、国会議員からの依頼に応じて施策の
実施状況や提出法案についての説明をしたり、質疑のための資料作成など
の補佐業務をしたりしています。人事院在籍時に国会対応業務をほとんど
経験しないまま突入した国会内での業務であり、そして行政府ではなく立
法府の立場での業務ということもあり、戸惑うことも多々あります。何より、
いわゆる「お客様」が国会議員となりますので、ストレートに国政に繋がっ
ていることを実感することが多く、非常に緊張感があります。一方、自分た
ちが調査したり、作成したりした資料の内容が委員会で活用されるなどの
やりがいもあり、人事院とは異なった業務経験を積んでいるところです。

人事院の業務の幅広さ
　人事院は、一般職の国家公務員の人事行政を担う機関です。人事行政
といっても採用、任用、給与、勤務条件等々、非常に幅広く、職員各々にダ
イレクトに影響するものでもあり、まさに公務員のあらゆるステージに関
係してくる業務です。そして、特別職の国家公務員（現在の私もそうです
が）や、地方公務員でも準拠ないし参考とされているなど、その影響力の大
きさを実感するところです。
　また、人事院では、私のように他府省への出向も経験する機会があり、
同じ組織内にいるだけでは分からない、外の組織での発想や価値観も知
ることができます。様々な組織への出向も、出向先で多様な経験を積むこ
とはもちろん、人事院にとっての現場の実情を知ることとなり、国家公務員
の人事行政を担う組織である人事院に戻った際に、様々な形で還元でき
るという大きな利点があると思います。
　規模は小さいですが、幅広い分野の業務があり、そのための幅広い経験
を積むことができるという魅力も人事院にはあると思います。

左が筆者

平成25年 ４月

 27年 ４月
 30年 ４月
令和   2年 ４月

採用一般職
関東事務局第二課
給与局給与第一課
人事課
現職

平成14年10月

 17年 ３月
 19年 ６月
 20年 ３月
     ４月
 23年 ３月
 24年 ４月

採用Ⅱ種
中部事務局第二課
中部事務局総務課
育児休業
会計課
職務復帰
育児休業
人事課
職務復帰

 25年 ４月

 27年 ４月

 29年 ４月

 31年 ４月

人事課能率厚生管理室
能率・厚生係長
職員福祉局職員福祉課
健康安全対策推進室
健康管理専門官
人材局企画課総務班
主査
現職

平成   8年 ４月

 10年 ４月
 13年 ４月
 15年 ４月

 17年 ３月

 20年 ４月

採用Ⅱ種
任用局試験課
給与局給与第三課
総務局人事課
九州事務局総務課
研修係長
給与局給与第三課
手当第一班第二係長
国家公務員倫理審査会
事務局倫理企画専門官
（参事官付）

 22年 ４月

 25年 ４月
 27年 ４月

 30年 ４月

 31年 ４月

会計検査院第１局
司法検査課調査官
総務課調整班主査
人材局研修推進課
派遣研修室研修企画官
事務総局参事官付
情報システム専門官
現職

出向中／海外勤務職員からのメッセージ
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辛島 将太郎
公平審査局調整課制度班事案係長

一日の仕事の流れ（テレワーク時） 一日の仕事の流れ

石川 貴子
企画法制課企画専門官

現在どのような仕事をしていますか。
　懲戒処分や分限処分等の不利益処分を受けた国家公務員が、その処
分が不服だとして人事院に対し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、受理し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。
　そのほか、公平審査制度に関する照会対応や、最近では、押印・書面規
制の見直しに係る人事院規則の改正作業にも携わっています。

利用した両立支援制度を教えてください。
　平成３０年６月に第１子（長女）、令和２年５月に第２子（次女）が産ま
れ、いずれも、妻の出産前後に配偶者出産休暇を取得し、子どもが産まれ
てからは、育児参加のための休暇と１か月ほど育児休業を取得しました。
　職場に復帰した現在は、フレックスタイム制とテレワーク（在宅勤務）を
活用し、育児・家事の時間を確保しています。具体的には、テレワーク時は
通勤時間を削減できるので、勤務時間を長く設定し、登庁時はテレワーク
で勤務時間を長くした分、勤務時間を短く設定し、家に居る時間を増やす
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、定時で帰らなければいけない日や子どもが病気で急
遽仕事を休む時があるので、何事も早め早めを心掛けています。私の業務
が遅れることによって、他の職員の業務に影響が出てしまうこともあるの
で、そういうことが起こらないように余裕を持って業務を進めるように務め
ています。
　育児については、家庭内で無理に分担を決めないことです。特に第２子
が産まれてからは、２人の面倒を見つつ、家事も進めないといけないので、
子どものタイミングに合わせて都合の良い方が動くようにしています。
　そして、仕事も育児も周囲の協力があってこそ成立するものなので、普
段から、周囲の方への感謝の気持ちを忘れないことも大切です。

現在どのような仕事をしていますか。
　人事行政に関わる施策についての総合調整をしています。具体的には、
日々変化する政治情勢、国会情勢、政府内の動きなどを各方面から情報
収集し、関係部署に情報提供を行ったり、他府省が取りまとめを行う施策
について、人事院に関係するものがあれば、院内の制度担当者と他府省の
窓口担当者との間に立ち、意見調整を図ったりするなど、各局において機
動的な人事行政施策が展開できるよう尽力しています。

利用した両立支援制度を教えてください。
　月、火曜日のみ昼休みを６０分から３０分にする「休憩時間の短縮」を利
用しています。
　また、以前は１日の勤務時間を最大２時間まで短くできる「育児時間」
を取得していましたが、現在はフルタイム勤務で、全職員が利用できる「フ
レックスタイム制」を利用して、業務都合や子どもの保育園・習い事の送迎
時間に合わせて勤務時間を調整しています。

育児と仕事を両立させるための秘訣は何ですか。
　「仕事の代わりはいるけど、お母さんの代わりはいない」。育児休業
からの復帰直後に上司に言われた言葉です。その言葉に甘える訳では
ありませんが、子どもが小さいうちは仕事より育児に軸足を置く時期と
割り切りつつも、自分一人で出来ることは限られていますので、育児も仕
事も抱え込まないようにしています。仕事は早めに処理することを心掛
け、進捗状況はグループ内で共有し、勤務時間内で処理できないことは
周囲の助けを借りています。
　また、家事や育児は、配偶者とお互いできる範囲で分担し、時には実
家の助けを借りながら、「両立している」というよりは結果的になんとか
なったという、日々綱渡りの状態です。

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

勤務終了後は、一緒にお風呂に入ったり、夕食を
とったりしています。家事が一段落した後は、絵本を
読み、寝かしつけをします。子どもが寝た後は自由時
間ですが、一緒に寝てしまうこともあります･･････。

17:15 勤務終了
人事院会議にかける判定案を担当か
ら受領し、チェックします。公用文とし
て適切か、判定文の構成に問題はない
か等、入念にチェックします。

10:00 判定案のチェック

審査請求書が届いたと報告が
ありました。内容を確認し、受
理・却下の処理方針等を班内
で検討します。

14:00 審査請求書の受付

午前中にチェックした判定
案の指摘箇所をまとめ、担
当に返却します。

13:00 午後の勤務開始

昼食を取った後は、育児・
家事に従事します。昼休み
を有効に活用できる点もテ
レワークの魅力の１つです。

12:00 昼休み

普段は育休中の妻が保育園に連
れて行きますが、今日はテレワー
クなので私が保育園に連れて行き
ます。

8:00 子どもを保育園へ送る
今日は人事院に出席要求がされて
いる衆議院の委員会開催日。関係
府省も含め、実際にどのような政府
答弁がなされたかを確認します。

10:00 国会中継をチェック

子どものお迎え後は、夕食準備、お風呂、
寝かしつけ、洗濯etc...。一日で最も忙し
い時間です。寝かしつけのつもりが、自分
が率先垂範して寝ていることも。

18:00 保育園へお迎え
課内職員の中で一番早い時間帯に
出勤。前日から溜まっているメール
も多く、素早くチェックし、処理しま
す。

8:30 出勤

電車の中では、夕食の献立を考え
たり、食材宅配サービスのネット
注文をしたりします。次の戦い（育
児）に備えて暫し休息･･････。

17:00 退庁
関係府省から今後策定する政府方針案につい
て、メールで協議（確認）の依頼。人事院の施策に
関係する記載があったので、各局の担当者に連
絡し、意見のとりまとめに向けて準備します。

14:00 協議対応

お弁当を持参し、
自席で昼食をと
ります。

12:15 
昼休み（30分） 係員が作成した定例

会議で配布する資料
案について、漏れなど
がないか確認します。

16:00 資料確認

朝食準備し、子どもを起こす。「出勤
時間が迫る自分」ＶＳ「朝からのん
びりしている子ども」の仁義なき戦
いに辛くも勝利し、保育園に急行！

7:30 子どもを保育園へ送る

休日の過ごし方
休日の過ごし方

平成25年 ４月

 26年 ４月
 28年 ３月
 30年 ４月
     ７月
     ８月
令和   2年 ４月
     ６月
     ７月

採用一般職
給与局給与第一課
北海道事務局第二課
人材局試験課
会計課
育児休業
職務復帰
現職
育児休業
職務復帰

メールや１日の業務
スケジュールを確認
します。

8:30 勤務開始
担当している事案の照会文書を作成し
ます。判断に必要な事項を的確に収集
できるように質問案を考えていきます。

8:45 担当事案の照会文書作成

平成14年 ４月

 16年 １月
 18年 ４月
 20年 １月
 21年 ４月
 22年10月
 26年 ７月
 27年 ４月

 29年 ５月
 30年 ４月

 31年 ４月
令和   2年 ４月

採用Ⅱ種
人材局企画課
勤務条件局給与第一課
関東事務局第二課
関東事務局第一課
職員福祉局職員福祉課
職員福祉局職員福祉課企画班主査
育児休業
職務復帰
公平審査局職員相談課職員相談業務室職員相談官
育児休業
職務復帰
職員福祉局職員福祉課総務班主査
国家公務員倫理審査会事務局倫理企画専門官（参事官付）
現職

仕事と育児を両立する職員からのメッセージ

お世話好きの長女ととも
に、次女に離乳食をあげ
ています。

休日はもっぱら近所の公
園をはしごしています。
日頃の運動不足解消にも
なっています。
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　国家公務員採用総合職試験を担当
しており、受験者に配布する資料作り
や試験結果のデータ処理といった、試
験の実施準備から最終合格発表まで
のすべてのプロセスに携わっています。
国家公務員試験は全国各地で行われ
ているため、人事院の地方事務局と
日々連絡をとりながら、試験の適正な
実施に努めています。試験はミスがな
いのが当たり前、ミスをすると人の人
生を大きく左右することにもなりかね
ない緊張感のある仕事ですが、その分
やりがいも大きい仕事です。

真柴 里帆子
人材局試験課

現在の仕事

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、フレックスタイム制を活用し、満員電車
をさけての時差通勤をしています。出勤したらメールのチェックと、今日1日のスケ
ジュールの確認をします。

08：00　出勤
メールチェックを簡単に済ませ、１日のスケジュールを確認。優先度の高い業務か
らすぐにとりかかります。

09：30　出勤

受験者から照会（質問）の電話があったの
で対応します。受験者の多くは学生であり、
電話をかけることに慣れておらず緊張して
いる方も多いため、何がわからないかを一
緒に明確にし、丁寧な対応をするように心
がけています。

09：00　照会対応 人事院創立記念日にあたる１２月３日に実
施する記念式典に向けて、必要となる資料
の作成を行います。前年度の状況や引き継
ぎ事項等を頭に入れた上で、実施要領や進
行表、会場図といった各種資料を迅速に作
成し、チェックを行います。

10：00　資料作成

感染症対策に気をつけながら同期や先輩と外に出て食べることが大半です。いろ
いろな話をしてリフレッシュし、午後のエネルギーを蓄えます。

12：00　昼休み

コロナ禍なので自席でお弁当を食べることが多いですが、気分転換に外に食べに
いくことも。貴重な時間を有効活用するようにしています。

12：00　昼休み

業者を訪問し、試験結果の電算処理につい
て打合せをします。こちらの要望どおりデー
タ処理がされ、正しい結果がでているかを
十分確認します。また、スケジュールどおり
業務が進まない場合は、今後の処理スケ
ジュールをより細かく打合わせします。

13：00　業者との打合せ

実施予定の係長級職員を対象とした研修
について、過去のアンケート結果や他機関
で実施している研修テーマを参考にしなが
ら、実施方法やカリキュラム等について検
討します。時間を意識した上で、担当間で自
由に意見を出し合って形にしていきます。

13：00　主催研修実施に係る企画・構想

合格者の決定に関わるとても重要な部分
なので、いつにも増して慎重に行います。試
験結果のデータ処理を終えれば、最終合格
発表まであと少し！頑張りどころです。

15：00　試験結果のデータ処理

15：30から実施する幹部職員による連続
講義の準備を行います。各地方事務局等
にも映像を配信することから、会場の設営
や機材の準備を入念に行い、実施に備え
ます。参加者の受付を終え、定刻になった
ら司会進行を務めます。

14：30　主催研修実施に係る設営及び進行

研修会場の片づけを行い、終了した研修のアンケート結果をとりまとめるのが主
な作業となります。次回の研修実施に向けて、記載されている様々な意見を集計
し、分析します。

17：00　事後処理

本日の業務の進捗状況や明日のスケジュールを班内の業務予定表に記載し、急ぎ
の業務がないようなので定時で退庁します。なかなか外に飲みに行くことができな
いので、家で晩酌するのが日課です。

18：15　退庁

他機関（他府省等）で実施する研修の案内
を受領。研修の内容や実施日、推薦締切日
等を速やかに把握し、場合によっては研修
担当者に照会をかけた上で、院内の対象と
なる局や課へメールで展開します。

11：00　他機関主催研修の案内

　院内職員を対象とした研修、人事評
価及び表彰に関する業務を担当してい
ます。具体的には、人事課が主催する
研修の企画・立案・実施を行っている
ほか、他機関の研修部門が開催する各
種研修の院内への案内やとりまとめ、
参加者の推薦に係る事務作業等も
行っております。また、能力・実績主義
に基づく人事管理や人材育成・組織パ
フォーマンスの向上を目的とした人事
評価の適正かつ円滑な実施、永年にわ
たる業績や業務上顕著な功績を残さ
れた職員等を対象にした表彰に係る業
務も担当しており、幅広い業務に携
わっています。

現在の仕事

竹川　諒
人事課（能率厚生管理室）

明日のスケジュールを確認し、やるべきことの優先順位を考えた後、退庁。退庁後は
趣味のヨガやダンスをし、心も体もリフレッシュしています。

16：45　退庁

受験者にとって、どのようにしたら読みやす
い資料になるのか、一番ほしい情報は何か
などを考え、上司と相談しながら資料を作
成します。自分の考えを上司と共有し、それ
が採用されるときもあるので、とてもやりが
いがあります。

10：00　ホームページに掲載する資料の作成

若手職員の１日

令和   2年 ４月 採用一般職
現職

平成26年10月

 28年 ４月
 29年 ４月
 31年 ４月

採用一般職
関東事務局総務課
関東事務局第二課
給与局給与第二課
現職
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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.･･･

　人事院は職場の雰囲気がとても良く、と
ても働きやすい職場です。また、若いうちか
ら大きな仕事を任せてもらえる上に、上司
や先輩職員も丁寧にわかりやすくアドバイ
スしてくれますし、しっかり支えてくれます。
是非、説明会等で魅力ある人事院の職員と
話をしてみて下さい。皆さまにお会いできる
のを楽しみにしております。

佐竹 真肯
人材局試験課

　「人」を支える仕事に携わりたいと思い、
人事院を志望しました。現在、社会が大き
な変化を迎えている中だからこそ、「人」を支
えることの大切さと責任の重さ、そしてその
魅力をあらためて実感しています。
　あなたも、私たちと一緒に人を支えるプ
ロとして働いてみませんか。

木下 綾乃
給与局給与第一課

　人事院の仕事は、行政サービス等を提供
する国家公務員の労務管理のみならず、働
く環境や能力を向上させることにより、間接
的に国民の役に立てるという点に惹かれて
人事院を志望しました。
　各府省の説明会に参加したり、先輩職員
の話を聞いたりして、自分がどんな仕事をして
みたいのかを是非イメージしてみてください！

荒木　碧
公務員研修所教務部教務第一課

　人事院の大きな魅力の一つとして、職員
の人柄があると思います。人を支える仕事
に従事しているからこそ、後輩思いで指導
熱心な先輩職員が非常に多く、自分を成長
させてくれる職場だと日々実感しています。
人事院職員の温かな人柄に触れられる貴
重な機会ですので、是非説明会等に足を運
んでいただければ幸いです。

黒沼　萌
東北事務局総務課

　国の行政を担う国家公務員を支えている
のが人事院ですが、様々な分野で活躍する
国家公務員の職場環境をより良いものにし
ようとしているからこそ、まずは自分達の職
場からという意識が強く、働きやすい職場
だと感じます。人に焦点を当て、支える仕事
に興味がある方は、私たちと一緒に人事院
で働いてみませんか。

齋藤 和摩
関東事務局第二課

　説明会のはじめに「暑い中大丈夫だっ
た？」と、にこやかに体調を気遣ってくれたの
が人事院でした。まさに「人」を支える組織
であると感じた一言でした。実際に働いてみ
ても、「国家公務員」を支え、延いては「人」
を支えることができる職場であると実感し
ています。皆さまも是非人事院の門を叩い
てみてください。

中村 優斗
中部事務局第二課

・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

　私が就職先選びで最も重視していたこと
は、人見知りの自分でも働きやすそうな人
間関係・風土があるかということでした。実
際に働いていて、人事院はこれまで過ごした
環境の中で最も居心地が良く、同期から上
司まで本当に温かく接してくれます。そんな
雰囲気の良さを、人事院の説明会等で実感
してみませんか？お待ちしています。

栁下 彩
会計課

　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す。目立つ仕
事ではありませんが、実際に働く中でそのや
りがいや重要性を日々実感しています。ま
た、業務では多くの人と接するため、様々な
視点から学ぶことができます。是非皆さまも
説明会などを通して、人事院の魅力に触れ
てみて下さい。

真木 宗一郎
職員福祉局職員福祉課

新規採用職員からのメッセージ若手職員に聞く！「人事院」

令和２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。

　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。

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、交渉能力向上等）、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のフォローアップ（令和２年１１
月公表）
※全て令和２年７月１日現在の数値

令和元年度　育児休業等取得割合

女性：１００％
参考：２３府省平均99．9％

男性：50．0％
参考：２３府省平均28．0％

人事院：87.5％
参考：23府省平均82.5％

「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５．9％参考：２３府省平均１2．3％参考：２３府省平均20．9％

31.2% 22.6%

１3．１%

　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３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実施

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４．4５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３０年度

■ 令和元年

職員一人当たり月平均超過勤務時間

職員一人当たり平均年次休暇取得日数
２２．０時間

１６．２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
（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

他府省等

※仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査（令和元年度）の結果について（令和２年
１2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。

一般職で採用された場合のキャリアパスモデル等 よくあるQ&A

※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。

２０２０年度
試験

１２

７

平成２８年度
試験

平成２９年度
試験

平成３０年度
試験

６

３

６

２

１７

8

２０１９年度
試験

１５

８

採用数

うち女性

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。

21 22人事院 一般職［2021］


