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総括審議官からのメッセージ

　「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。

事務総局総括審議官

　柴﨑 澄哉
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仕事をする上で心がけていることは何ですか。
　自分にとって上司や先輩職員、同期職員、後輩職員が職場の人間関係
を構築し、勤務環境の一要素となっているように、自分も誰かの職場の環
境の一要素であるという意識を持って働くように心がけています。誰かに
とって働きやすい職場というのは、自分を含めた周りの職員全員で作って
いくものだと思いますので、自分の言動が相手にとってどういう影響を持ち
得るのか、可能な限り意識しながら仕事をしています。自分も、一緒に仕事
をする仲間の職員も、お互いに気持ちよく仕事ができたら最高だという精
神で日々仕事に取り組んでいます。

仕事における今後の目標を教えてください。
　国民全体の奉仕者としての意識を持ちつつ、人事院職員として、国家
公務員全体の勤務条件・勤務環境の改善に寄与することが大目標で
す。もっとも、全体を改善するためには、まず手の届く身近なところから
取り組んでいくことが重要だと考えており、自分が疑問に思った身の回
りの制度・慣行に対して、臆せず意見を発信していくことから始められ
たらいいなと思っています。与えられた事務をこなすだけでなく、自分の
思ったこと、考えたことを実行に移すことができる、そんな行政官を目指
しています。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　就職活動中の方にとって、人事院の仕事というのはなじみが薄く、どう
にもイメージがわかないというところがあると思います。私自身も、就職活
動を始めて説明会などに参加するまでは、「国家公務員試験をやってると
ころでしょ」くらいの認識しかなかったように思います。しかし、実際に採用
されて働いてみると、国家公務員を人事行政の面から支えることで、国家
公務員全体の役に立てる、そんな素晴らしい仕事だなと実感しています。
まずは気軽に説明会等に参加して、人事院の仕事のイメージや、職員の人
柄に触れていただければ、人事院の魅力が伝わると思います。

人事院を志望した理由は何ですか。
　長時間労働の問題に興味があり、国家公務員の勤務条件に関する制
度を所管している人事院を志望しました。国家公務員の勤務条件を参考
にしている民間企業は多く、例えば今は当たり前になっている週休二日制
も国家公務員での導入をきっかけに広く普及したように、国家公務員の
勤務条件は民間の労働条件のロールモデルとなることがあります。そのた
め国家公務員の勤務条件を改善することで、広く社会における勤務条件・
勤務環境を改善できるのではないかと思い、志望しました。

現在どのような仕事をしていますか。
　現在は、公平審査局調整課制度班に在籍しており、公平審査の各制度
に関する企画・立案業務や、公平審査の事案関係事務などを担当してい
ます。昨今、行政手続の電子化やペーパーレス化の動きが加速しています
ので、公平審査制度でも、より当事者が利用しやすい制度・運用を実現で
きるよう、日々調査・情報収集を行い、制度改善に努めています。また、公
平審査の各事案において、審理を運営したり、周りの職員の調査をサポー
トしたりと、運用事務の一部も行っています。さらに、公平審査局では、人
事院が関連する訴訟の関係事務を担当しており、書面を作成したり、実際
に期日に出廷したりすることもあります。

平成28年10月

 30年 ４月
令和 2年 ４月

採用総合職（院卒・行政）
人材局企画課
総務課
現職

長谷川　萌
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。
　知識と広い視野を併せ持つ行政官になることが目標です。
　人事院は、努力する職員を応援する雰囲気のある職場だと感じていま
す。採用されてしばらくした頃、若手職員だけが上司に呼ばれ、何事かと
緊張していたら、よく勉強しなさいと公務員制度の本をいただいたことを
よく覚えています。この上司に限らず、似たような出来事が一度ならずあり
ました。
　一方で、目の前の業務だけに意識が偏らないよう、世の中の動きを把握
し感覚を常にアップデートさせるよう心がけており、そうすることで、先輩
方の応援のもと吸収した知識をより良い形で活かせると信じています。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　私が日々の業務でとても興味深いと感じているのは、様々なバックグラ
ウンドや考え方を持つ職員がいて、例えば、「在るべき給与制度」という
テーマ一つ取っても人の数だけ異なる考え方があることです。時には意見
が異なっても、「この制度をもっと良くしたい」といった共通の目的がある
からこそ、お互いの考えを伝え、議論し合い、多種多様な観点からの指摘
や検討を経てより良いものになっていきます。
　もしあなたの得意分野が人事行政と直接関係なくても、今は人事行政
に詳しくなくても、問題ありません。その分、あなただけの持ち味がいつか
どこかで人事院の助けになるかもしれません。

人事院を志望した理由は何ですか。
　一番大きなきっかけは、家族に介護が必要な時期があったことでした。
自分の問題として、働きながら介護をすることがどれだけ難しいことなのか
実感する日々の中で、高齢化の進む社会におけるより良い働き方について
考え、貢献できる仕事をしたいと思いました。
　人事院の業務というと、国家公務員の給与や働き方のことだけ考えてい
るイメージがあるかもしれませんが、公務の取組が社会全体の働き方に
影響を与えたり、逆に公務で民間の取組を参考にしたりと、社会全体とつ
ながってくる仕事です。人事院について調べる中で意外なスケールの大き
さを知り、志望を固めました。

現在どのような仕事をしていますか。
　給与第一課企画室の主な業務は、国家公務員の給与の在り方について
横断的に分析・検討し、必要な政策を立案することです。現在は、定年引
上げに伴う給与制度の在り方や人事評価の結果を給与制度に適切に反
映するための措置の検討について主に取り組んでいます。
　係員としての私の仕事は、検討の参考にするため民間企業の給与制度
を調べたり、関係部署と議論するときに使う資料を作ったり、他課の担当
者と調整をしたりと様々です。また、今後の取組を検討するときには、上司
や同僚と意見交換をしながら進めることも多く、私も良いアイデアを出せ
るよう奮闘しています。

仕事をする上で心がけていることは何ですか。
　「仕事に取り組むときは、まず一つ面白いところを見つけること」です。
　制度検討の参考に民間企業での先進事例を調べてみたら興味深いも
のが見つかった、詳しくなかった制度を勉強してみたら今検討している
業務の参考になる気づきがあった、偶然携わった事務仕事のやり方を
参考に自分の他の仕事も効率化できそう……一度「面白さ」を見つける
ことで、仕事に対してより主体的に関われるようになり、さらなる面白さ
に出会うことができるようになると感じています。

福田 恭介
公平審査局調整課

先輩職員からのメッセージ

平成30年10月

令和 2年 １月

採用総合職（院卒・行政）
企画法制課
現職
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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。
　他人から頼られるようになったときです。採用された当初は、上司からの
指示を受けて動くので精一杯でしたし、自分で考えた内容にも根本的な
指摘をもらってばかりでした。しかし、自分なりに考え抜いて職務に取り組
んでいるうちに、気がつくと、自分の意見が採用されるようになったり、自
分が担当する仕事がより高度になったり、周囲から意見を求められるよう
になったりするようになりました。半年前や１年前を振り返ってそうした変
化に気づくとき、自分の成長を実感します。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　人事院は、「じんじいん？それはお寺か病院ですか？」と言われることも
あるほど知名度も高くなく、職員数も約６００人と決して大きくはない組
織です。しかし、それ故に、ほぼ全員が顔見知りであるという安心感もあ
り、１０年２０年上の先輩にも積極的に意見を言うことができるような風
通しの良さもあります。また、どこの部署でも、自分なりにしっかり考えるこ
とが評価される組織でもあります。偶然このページに目を留めてしまった
そこのあなた！私たちと一緒に働きましょう！

人事院の魅力は何ですか。
　想像以上に仕事の影響が大きいこと、そして成果を実感しやすいこと、
です。例えば給与制度だと、一般職給与法が適用される国家公務員は約
２７.８万人です。しかしながら、これに準拠する特別職の国家公務員が約
２９.８万人、地方公務員が約２７０万人おり、わずかな給与水準の上げ下
げや制度改正でも、非常に多くの人が影響を受けます。また、自分自身もそ
の影響を直接受け、他府省の友人からも感想をもらうこともあるなど、仕
事の成果は非常に身近です。

現在どのような仕事をしていますか。
　所得専門官としては、退職給付制度に関する調査・研究を担当していま
す。国家公務員の退職給付制度は、人事院が所管する制度ではありませ
んが、専門機関として数年おきに官民の水準比較を行ってきています。民
間企業における退職給付制度の変化を踏まえ、その水準を的確に捉える
にはどのような統計調査を実施することが適当かを検討しています。
　また、兼任している雇用専門官としては、現行の定年制度や再任用制度
に関する制度照会に対応しているほか、国家公務員の定年の引上げに係
る制度改正の立案も担当しています。

仕事をしている中で大変だったことは何ですか。
　「説明できるようにすること」です。行政官の仕事は、端的に言えば「説
明すること」です。担当する制度や法令の解釈を正確に示すことや相手に
応じて要点も詳細も自在に示すことはもちろんですが、統計的な数字の変
化を適切に解釈すること、意思決定の他の制度との論理的整合性を保つ
こと、さらには自分の説明を聞いた人が他の人にも説明できるようにする
ことが求められます。
　現在の担当業務でこれを実現するためには、民間企業と国家公務員の
両方の退職給付制度について、現行の制度や水準のみならず、過去の制
度変更の経緯、統計学的な知識、民間企業の多種多様な取組について、
広くかつ深く把握する必要があり、今も毎日努力を重ねています。

仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。
　仕事には急いで作業しなくてはならないものがあったり、多くの関係部
署と調整が必要なものがあったりと、案件によって求められる対応が異
なってきます。多くの案件を捌かなくてはならないときは、その対応方針を
いかに早く判断するかが重要になります。まだまだうまく調整できないこと
が多いですが、事前に今後起こりうる問題を想定し、それに合わせて描い
ていたスケジュール通りに進めることができたときには、少し成長できたか
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。
　私は「人を支える」仕事がしたいと思って就職活動をしていましたが、現
在、「国家公務員を支える」仕事に携わることができて、人事院に入ったと
いう選択に間違いはなかったと感じています。
　就職先を決めるということは、人生の中でも大きな決断ですので、自分
自身の目で様々な職場を見ることは非常に重要なことです。是非、説明会
や官庁訪問に参加いただき、その目で人事院の魅力を感じてください。皆
さまと一緒に仕事ができることを楽しみにしています。

人事院の魅力は何ですか。
　国家公務員は様々な分野で国民の為に働いていますが、人事院はそ
の国家公務員の仕事と生活の基盤を支える採用・給与・勤務時間など
の制度を所管しています。それらの制度を通じて、国家公務員がよりよ
い仕事ができるように「支える」ことができるという点に、人事院の魅力
を感じます。
　また、世間では「ブラック霞ヶ関」などと言われていますが、人事院職員
はワーク・ライフ・バランスへの意識が高く、仕事をする上でも自分の意見
を言いやすい風土があって、働きやすい職場だと感じています。

現在どのような仕事をしていますか。
　現在は、国家公務員の採用に関する施策に携わっています。具体的に
は、民間企業等における多様な経験を有する方を採用するための「経験者
採用試験」の企画・立案、人材確保活動を担当しています。国家公務員の
中途採用について広く世間一般に知っていただき、優秀な人材を公務に
取り入れていくには、試験制度や広報活動などの観点から多くの課題があ
ります。その課題解決に向け、どのような制度設計や広報が効果的かなど
といった検討を行っています。

やりがいを感じるのはどんなときですか。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で説明会などの対面式
での人材確保活動を行うことが難しく、例年行っている経験者採用試験
の各府省合同業務説明会もオンラインで開催しました。今までオンライ
ンで実施した前例がなかったため、手探りの状態で、実施案の企画、機
材の手配、幾度にも渡る試行など入念な準備を行いました。一から全て
を企画するのは骨が折れましたが、当日は大きな問題なく説明会を実
施することができ、少しでも受験者の役に立てたのではないかと思いま
す。このように自分が携わった仕事が人の役に立ったと思うときにやり
がいを感じます。

鈴谷 賢史
給与局生涯設計課所得専門官

平成28年 ４月

 30年 ４月
令和 2年 ４月

採用総合職（院卒・行政）
給与局給与第二課
人材局（首席試験専門官付）
現職

川島 貴子
人材局企画課任用指導官

平成27年 ４月

 29年 ４月
 31年 ４月

採用総合職（大卒・法律）
給与局給与第三課
総務課
現職

先輩職員からのメッセージ

5 6人事院 総合職［2021］



仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。
　採用から10年経っても、まだまだ成長せねばと痛感する日々です
が・・・・・・強いて挙げれば、良い意味で肩の力が抜けてきたことでしょう
か。仕事は決して自分ひとりだけでするものではありません。上司、同僚ら
とチームとして様々な課題に取り組む中で、助けられたり、新たな学びが得
られるということは多いです。少し前までは、前のめりになるあまり余裕を
なくしてしまうことも多かったのですが、最近は、チームワークを前提に、
「自分の立場だからこそできる貢献は何か」ということをより考え、行動で
きるようになってきた気がします。ありがたいことに、人事院には頼れる上
司、仲間が沢山います。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　私自身、人事院で仕事をしてみたいと思ったのは、説明会などを通じて
実際に職員に会い、直接色々なお話を聞いたことがきっかけです。「自分の
適性を発揮できる」、「社会に広く貢献できる」、「職場の風通しが良い」な
ど、就職先を絞り込む決め手は人それぞれだと思います。冒頭紹介したこ
と以外にも、お伝えしたい人事院の魅力、やりがいは沢山あります。是非機
会を捉えて人事院職員の話を聞き、質問をぶつけてみて下さい。皆さまの
その先の選択肢に人事院があれば幸いです。

人事院の魅力は何ですか。
　人事院は、日本全国、そして日本を飛び出し世界で奮闘する国家公務
員を人事制度の面から支える重要な役割を担っています。公務の多様な
現場の実情を知らずして適切な制度設計はできません。日頃から、各府省
等の方々から人事の実情を伺ったり、様々な現場を視察させて頂くことも
多く、はたまた出向して実際に他組織での勤務を経験する機会もありま
す。人事行政は、多様なアクターとの協働を通じて、常により良い制度・運
用の在り方を追求するものであり、それは皆さまが想像する以上にスケー
ルの大きい、かつ、やりがいのある仕事だと思います。

現在どのような仕事をしていますか。
　国家公務員は、法令の遵守、公正な職務遂行はもちろん、「全体の奉仕
者」としての様々な義務が課せられています。私が所属する審査課では、こ
うした国家公務員の服務義務及び義務違反に対する懲戒制度に関する
ルールを所掌し、一人ひとりの規律遵守に向けた諸施策を担当していま
す。最近は、各府省等の職員を対象に、ｅラーニングシステムを活用した研
修を導入するなど、新たな取組を進めています。国家公務員の不祥事が一
度発生すると、公務全体に対する信頼が揺らぎ、懸命に働く職員のモチ
ベーションにも悪影響を与えてしまいます。公務に対する信頼確保のた
め、その責任の重さを実感しながら日々職務に当たっています。

仕事をしている中で大変だったことは何ですか。
　これまで海外を含め二度人事院の外で勤務するなど、色々な業務に携
わらせていただきました。異なる環境に身を置き、異なる業務に取り組む
たびに、新たな挑戦や困難に直面します。その最中では、やはり大変な思
いをすることもありますし、自分の力不足を実感し思い悩むこともありまし
た。しかし、それは同時に、新たな角度から国や社会に貢献できるという新
鮮な体験であり、振り返ると、それらの経験が確実に自分の糧となってい
るように感じます。

やりがいを感じるのはどんなときですか。
　行政機関として、社会情勢の変化やリスクに備え、様々な予測を立て
て政策を検討することは、どのような組織でも行うことだと思います
が、結果的に表に出ない仕事も多々あります。成果が出ずに苦しい時も
ありますが、人事院の仕事には、その先に必ず人がいます。どのような
状況にあっても、公務運営の基盤としての人事行政において正しい判断
をするために、その下支えとなる良い準備ができたと思えたときには、
やりがいを感じます。そういった仕事は自分ひとりで成り立つものでは
ありません。真摯に取り組んでいる上司、同僚、部下に支えられ、また
助け合うことが励みになります。

仕事を通じて成長したと感じるのはどんなときですか。
　人事院の仕事は人事行政という大きな輪で繋がっていますが、それぞ
れが担う職務の内容やそこから得る知識・経験は部署によって様々です。
公務員制度改革、共同参画社会を目指した女性職員の育成登用、服務・
懲戒、採用・昇進時の給与処遇など、いくつかの政策分野に携わってきま
したが、出向先も含め各部署で様々な府省の公務職場の実態を知り、人
事担当者の人事上の考え方や悩みを聞き、異なる経験をしてきた同僚と
折々に検討や判断を積み重ねてきたことが、次の職場、その次の職場で力
になっていると感じます。これからも様々なバックグラウンドの方 と々仕事
をする機会を活かして、お互いに知恵を出し合い、自らも成長していきたい
と考えています。

人事院志望者へのメッセージをお願いします。
　就職活動をされている今、皆さまは「何をしたいか」という理想と同時に
「どのような職場で実現したいか」という思いもお持ちだと思います。新型
コロナウイルスの影響下での暮らしや学業で考えが変わった方もあるで
しょう。あなたが理想とする働き方、信頼する職場とはどのような職場で
しょうか。ぜひ意見を聞かせてください。より良い運営ができる職場を公務
で実現できるよう一緒に取り組んでいけたら嬉しいです。

人事院の魅力は何ですか。
　人事院は、中立第三者機関として人事制度に関する基準の設計や職員
の福祉と利益の確保を、また人事行政の専門機関として社会の変化に対
応した人事施策を展開する役割を担っています。その目的は、国家公務員
が職務の遂行に当たり最大の能率を発揮できるようにすることで、国民に
対して民主的で能率的な公務の運営を保障することです。国家公務員に
は各府省で様々な職務を担う人がおり、職場や勤務環境も様々です。実際
に見聞きして、初めてその実態を理解できる部分もあります。多種多様な
国家公務員がそれぞれ安んじて職務に精励でき、国民の信頼に応える能
率的な公務運営ができるような制度設計を考えることは、責任の重さとや
りがいを感じる仕事だと思います。

現在どのような仕事をしていますか。
　国家公務員の勤務条件にかかわる法律改正の基礎となる意見の申出
や、人事院規則改正案などの条文案を審査する仕事をしています。改正を
行う背景や意図を理解し、政策内容が的確に法令案に表現されている
か、関連制度において遺漏のない確実な改正を行っているか、既存法体
系と整合しているかなどを法制的な観点から審査する仕事です。各局の
政策立案担当者とは異なる立場ですが、違う立場であればこそ一般性・客
観性を持ってみることができる部分もあり、法制技術的な面に限らず、合
理性・妥当性を確認する役割があると考えています。

平成22年 ４月

 24年 ４月
 26年 ４月
    ５月
 28年 ４月
 29年 ４月

令和 2年 ４月

    ７月

採用Ⅰ種（法律）
職員福祉局補償課
給与局給与第二課
給与局給与第二課基準班主査
内閣官房内閣人事局級別定数総括係長
人材局企画課制度班主査
外務省在ウィーン国際機関
日本政府代表部二等書記官
外務省在ウィーン国際機関
日本政府代表部一等書記官
現職

野原 朋子

企画法制課法制調査室
主任法令審査官

平成19年 ４月

 21年 ４月
  　　10月

 23年 ４月

 24年 ４月
 26年 ８月

 28年 ５月
 30年 ４月
令和 2年 ４月

採用Ⅰ種(経済）
給与局給与第一課
企画法制課
内閣府男女共同参画局推進課
積極措置担当係
内閣府男女共同参画局推進課
積極措置担当係長
企画法制課法制調査室法令審査官
内閣官房人事給与業務効率化検討室長
代理
職員福祉局審査課長補佐（服務班）
給与局給与第二課長補佐（制度班）
現職

先輩職員からのメッセージ

佐々木 康朗
職員福祉局審査課長補佐（服務班）
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という軸は通底しています。色々な角度からアプローチすることで徐々に自
分の中でパーツが組み合わさり、自分のキャリアが過去から現在へ、さら
に将来へと連なっていくと感じられるのは、大規模府省にはない特徴では
ないでしょうか。
　また、思い返すと、下っ端の言うことも筋が通っていれば聞いてもらえ
て、本当に苦しい時は誰かが声をかけてくれて、挑戦は応援してもらえてい
ました。そんな自分を失わずに成長を見守ってもらえる環境があります。最
近も、昨夏まで２年ほど社会人大学院に通っていた際には上司や同僚の
理解とサポートをいただき、本当にありがたかったですし、こういう組織文
化を引き継いでいきたいとしみじみ思いました。

一緒に公務の将来を作りませんか
　社会が急速に変化する中で、公務員の役割や働き方も大きく変わって
いくことは間違いありません。それでも、公務が維持すべき根本的価値も
あるはずです。では人事行政は何を守り、何をどう変えるのか、知恵を絞る
時期に来ています。だからこそ、多様な発想をもつ方々に自分らしく公務の
将来を作る作業に参加していただきたく、是非多くの方に人事院に興味を
持っていただければと願っています。

人事院に就職するという判断、振り返ると･･･
　そういう年頃なのか、最近、私の人生これで良かったのだろうかと、ふと
思うことがあります。人事院に入って１９年、採用時は全く興味のなかった
給与局や官房の業務経験が長くなったり、外国で勤務したり、予想しな
かった展開も多々あって、そんなキャリアを就職活動当時の自分が見たら
どう思うだろう、もし他の組織に就職したら今頃どうなっていただろう、な
どと考えてしまいます。
　しかし結局のところ、私が（しばしば愚痴りながらも）これまで仕事を続
けてこられたのは、やはり人事院だったからなのだろうというのが今の結
論です。仕事の意義や使命感にグッとくる瞬間や、働く場としての人事院の
魅力を感じる瞬間が確かにあって、それが、この組織でもっと何かできない
かと前に進む力になってきたのだと思います。

職業人生の集合が作る行政、それが支える日常
　普段は意識しませんが、私たちの「普通の１日」は、社会を支える諸シス
テムが機能することで成り立っています。その代表である行政を動かすの
は、全国津々浦々で勤務する何十万もの人たち、感情を持ち生活を営む生
身の人間です。一人ひとりの悲喜こもごもの職業人生の物語が、束となっ
て公務という大きなソフトインフラを形成し、社会を支えるシステムを回
す、その力に私は心を動かされます。公務員の職業人生の枠組みを提供す
る人事行政は、こうした「名もなきヒーローたち」（ベストセラー『ファクトフ
ルネス』は、社会基盤を築く人々をこう称えます）の尽力を支え、同時に、そ
の尽力に国民の信頼を得るための仕事だと思っています。
　日頃の細かい業務や意見調整に疲弊しても、これまで様々な公務職場
で目にしてきた職員の方々の懸命な姿を思い起こすと、自分の仕事の意義
を信じられる気がします。

成長する場としての人事院
　働く場としての人事院の良さの一つは、経験を積む中で点と点がつなが
る感覚が持てることです。部署により業務は多様ですが、公務員人事行政

普及率１６％の論理
　先ほどの１０年前に育児休業をした男性ですが、育児休業から職場に
戻った際、後輩の男性から「ありがとうございます。これで私も育休を取
ることができます」と声をかけられたそうです。経営学のマーケティン
グ理論に「普及率１６％の論理」というものがあります。新商品やサー
ビスは、当初なかなか受け入れられなくても、採用者が累計１６％まで
達した場合、その後普及が急に進み、成功するという論理です。なるほ
ど、男性の国家公務員の育児休業の推移をみると、平成１０年代は微増
でしたが、その取得率の累計が１０％を超えた２０年代以降、大きく上
昇し始めています。これらを考えますと、直ちに結果に現れなくとも、絶
え間なく制度改善を検討・実施し、地道に見えたかもしれませんが着実
な意識啓発の取組を続けたことで、職場の意識や雰囲気が徐々に醸成
され、取得率が少しずつでも累計し、ついに男性の育児休業の大きな上
昇に結実したと言うこともできるかもしれません。

新しい常識を作る
　人事院の業務は、国家公務員の働き方の改善に大きく関わります。それ
は働き方への新しい意識や常識を作ることにもつながります。ひとつの事
例として男性の育児休業を紹介させていただきました。社会や時代が変わ
れば、求められる働き方も変わります。つまり、人事院には、現在も、そして
将来も、様々なテーマが待ち受けています。社会や時代の変化を少しだけ
先取りして対応していく必要があります。人の行動に関わることですから、
行動経済学や仕掛学、マーケットデザインなどの知見も活用できるかもし
れません。ひょっとすると、成果をすぐ実感することができない場合もある
かもしれませんが、自分が関わったことがある長期的課題が大きな改善を
見せて、少し大げさに言うと職場や社会の常識を変えることを目の当たり
にしたとき、その嬉しさ、充実感は言葉に言い尽くせないものがあります。
なかなかのスケールある仕事だと思います。一緒に挑戦し、その充実感を
共有しませんか。

１０年で１０倍以上の改善
　何の数字だと思いますか。男性の国家公務員（一般職）の育児休業の取
得率です。自身が育児休業制度を担当していた平成２０年度、その数字は
１．４％、２１年度は１．６％でした。それが、平成３０年度は２１．６％、令和
元年度は２８．０％まで上昇しています。これまで人事院では、様々な制度
の改善・周知、意識アンケートの実施、各種の意識啓発を図るなど、多角
的な取組を行っています。他府省においても様々な積極的な取組が行わ
れており、社会全体の動きもあり、それらが相まって改善につながったと考
えられます。

職場の意識の変化
　例えば、いまの公務の職場では「子どもができました」と男性が上司に
報告すると、「おめでとう。育児休業しないの？」「おめでとう。いつからする
の？」という言葉が寄せられることが多いと思います（少なくとも人事院で
は）。一方、１０年ほど前、ある男性が育児休業をした際、「体調でも崩した
のか？」と心配する言葉が寄せられたそうです。いまでは男性が育児休業
することは珍しいことではないのですが、１０年ほど前は、なかなか珍しい
ことでありました。このように職場の意識や雰囲気も１０年の間に大きく
変わっています。

本間 あゆみ

給与局給与第三課
地域手当調整室長

平成14年 ４月

 16年 ４月
 17年 ４月
 19年 ４月
 20年 ４月

 23年 ５月
 25年 ４月
 28年 ４月
 29年 ４月
 31年 ４月

採用Ⅰ種（法律）
人材局企画課
職員福祉局審査課
企画法制課
職員福祉局国際課国際研究官
外務省在ウィーン国際機関
日本政府代表部二等書記官
給与局給与第一課専門官
給与局給与第二課長補佐（制度班）
国際課主任国際専門官
企画法制課企画専門官
現職

平成14年 ４月

 16年 ４月
 18年 ４月

 20年 ４月

 21年 １月
 22年 ４月
 23年 ４月

 24年11月
  　　12月
 25年 ４月
 26年10月
 27年 ４月

 31年 ４月

採用Ⅰ種（経済）
勤務条件局給与第二課
人材局（首席試験専門官付）
内閣府政策企画専門職（政策統括官
（経済財政分析担当）付参事官（企画担当）付）
職員福祉局職員福祉課勤務時間第二班
主査
育児休業、職務復帰
職員福祉局職員福祉課福祉専門官
国家公務員倫理審査会事務局倫理企画官
（参事官付）
育児休業
職務復帰
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）
内閣府再就職等監視委員会事務局
参事官補佐
現職

髙田 悠二
職員福祉局企画官

先輩職員からのメッセージ
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自己成長の可能性
　このように人事院の仕事は、国内外を問わず、公務に携わる人たちを支
える業務が中心となりますが、学生時代に人事行政分野を研究されてい
る方は多くないと思います。逆に言えば、皆さんが学業を通じて、さらには
これまでの人生で積み上げてきた知識、能力、スキルを土台にして、新たな
成長が大いに期待できる分野でもあります。法律学、政治学、行政学、経
済学、経営学、社会学、心理学など各人が持っている基礎知識を活かし、
仕事をしながら他の分野の知識を身に付ける、そのような自己成長が味わ
える仕事です。
　私自身、公務員の給与水準や定年引上げの検討、災害補償制度の企画
立案などの業務での必要性から、企業における関連分野についても学ん
できました。結果として、例えば、社会保険労務士やファイナンシャルプラ
ンナー（ＡＦＰ）といった資格取得にもつながっています。「士業」として兼
業はしていませんが、各府省や企業の方 と々接する際には、「士業」ネット
ワークで培った知見も活かして、「組織内」専門性や「公務内」専門性にと
どまらない、実効的な議論・提案を行うことにつながっています。

皆さんにお伝えしたいこと
　業務説明会などでお会いする皆さんに私が常々お伝えしていることは、
「エネルギーの投入先を見極めてください」、また、「民間であろうと公務で
あろうと、この組織で５年、１０年と働くことができるか、皆さん自身も判断
してください」ということです。仕事選びか否かに関わらず、「今やりたいこ
と」、「今しかできないこと」、「今やらなければいけないこと」はたくさんあり
ます。精神的、体力的、金銭的、時間的、…… こういった観点での制約が生
じますので、どこにどれだけ力を注ぐかご自身で納得することが大切です。
そして、多くのエネルギーを投入し、「職」と真剣に向き合って選択したから
には、ある程度の期間はご自身の決断に邁進していただきたいと思ってい
ます。
　皆さんのチャレンジをお待ちしております。

公務員制度の「輸出」
　皆さんはどのような考えで職業・就職先を選びますか。約２０年前の私
を振り返ってみると、今の部署での仕事は想定の範囲「外」のものでした。
人事院の仕事は国内を相手にするものと思っていましたが、私が所属して
いる部署は、人事行政に関する国際機関や外国政府との調整、人事行政
分野の国際協力に関する企画や援助を担っています。
　実は、日本の公務員制度については世界各国から関心が寄せられてい
ます。特に途上国からは、政府職員の採用、人材育成、人事評価、汚職防
止について日本に学びたいとの声が強く、人事院は積極的に支援していま
す。私は今、このような公務員制度の「輸出」のトータルコーディネートに
携わっています。相手国のニーズを着実に捉え、既製品の「輸出」ではなく、
カスタマイズして伝える―そうすることによって、相手国に対して実効性
のある支援策を提供できるだけでなく、日本政府や日本に対する信頼も高
まります。日本国内での施策展開に加え、世界各国に対して、その国の社
会経済、国民生活を支える仕事がここにはあります。

課長補佐昇任（９年目）
　採用９年目の２００３年、課長補佐昇任と同時に初めての海外勤務を
経験しました。行き先はアメリカ合衆国。人事院の短期在外研究員制度
と米国国務省のプログラムを利用して、首都ワシントンDCを拠点に全
米各州を飛び回り、政官財の要人にヒアリングを重ねて、米国に特有の
政治任用制度など回転ドアと呼ばれる人事慣行、２００１年の同時多発
テロ後の国防総省や国土安全保障省の公務員制度改革の動向、州に
よって異なる公務員制度など、我が国の戦後公務員制度の基礎となっ
た米国の公務員制度の"いま”を調査・研究しました。異文化の中で生活
し、外から日本を眺め、深く思索した経験は視野を広げるのにとても役
立ちました。

課長昇任（21年目）
　採用２１年目の２０１５年に課長級ポストに昇任し、現在は人材局企画
課長に就いています。課長になるとマネジメント業務の比重がかなり高く
なりますが、課員達と毎日コミュニケーションしていて感じるのは、自主的・
自律的に考え、どのような仕事にも真摯に取り組み、努力を続ける人間は
間違いなく成長するということです。そんな皆さんと霞ヶ関でお会いできる
ことを楽しみにしています。

採用（１年目）
　１９９５年４月に人事院に採用され、給与局給与第三課手当第三班に
配属されました。バブル経済の崩壊で景気が後退し、公務員の処遇も引き
締めに転じた年で、寒冷地の官署で働く公務員に支給される手当（寒冷地
手当）の引下げが課題になっていました。当時、公務員労働組合の力は現
在とは比べようがないほど強く、同年夏の参院議員選挙では北海道など
で寒冷地手当の引下げが消費税増税と並ぶ争点の一つとなり、政治的な
理解が得られず、翌年の夏までかけて漸く決着した難事業でした。その間、
週末を含む深夜のタクシー帰りや役所に寝泊まりする日々が延 と々続き、
正直、肉体的にも精神的にもきつかったのですが、採用１～２年目に資料
やデータの作成、組合会見、各省庁説明、給与勧告、法案作成、法制局審
査、議員レク、国会審議、規則改正等といった一連の政策形成プロセスを
経験できたことで、公務員としてやっていく大きな自信を得ることができま
した。　　　

係長昇任（５年目）
　採用５年目の１９９９年、係長昇任と同時に初めての出向を経験しまし
た。行き先は民間企業、しかも新聞社の編集局。採用から４年間、役所の
生活にどっぷり浸かっていた私にとっては青天の霹靂で、まるで「転職」の
ような人事でした。４月１日に入社式に参加して、最初の配属は社会部。７
つ道具を渡され、翌朝から新宿区役所で統一地方選挙の取材に当たりま
した。その後も社会部で地を這うような取材に明け暮れ、自分の名前で署
名記事を１０本ほどものにした頃、政治部へ異動。内閣記者会に配属され
て、故小渕恵三首相の番記者を担当しました。当時の首相官邸は旧官邸
で、総理大臣や官房長官の執務室の前で記者がたむろする昭和スタイル。
夏の暑い日には総理秘書官がアイスキャンディを配ってくれるなど、どこか
牧歌的なところも残っていました。大蔵省記者クラブ（財研）や東京証券
取引所記者クラブ（兜クラブ）で経済記者の経験も積み、様々な分野で知
見を広げることができました。なによりもメディア業界に広く深い人間関
係を持つことができたことは今でも大きな財産です。

平成  7年 ４月

  9年 ４月
 11年 ４月
 12年 ４月
 15年 ３月
 16年 ４月
 17年 １月

 19年 ４月
 21年 ４月
 22年 ６月
 24年 １月
 25年 ４月
 27年 ４月
 28年 ４月
 31年 ４月
令和 2年 ４月

採用Ⅰ種(法律）
給与局給与第三課
任用局企画課
民間派遣研修（産業経済新聞社）
管理局企画法制課企画専門官
行政官短期在外研究員（アメリカ合衆国）
企画法制課企画専門官
職員福祉局職員福祉課長補佐
（勤務時間第一班）
総務省人事・恩給局参事官補佐
企画法制課企画専門官
人事院総裁秘書官
給与局給与第二課長補佐（審査班）
給与局給与第二課企画調整官
給与局参事官
給与局生涯設計課長
給与局給与第三課長
現職

植村 隆生
人材局企画課長

平成13年 ４月

 15年 ４月
 16年 ４月
 17年 ４月
 18年 ７月
 20年 ６月
 22年 ４月
 23年12月
 24年 ４月

 26年 ４月

 27年 ４月

 30年 ４月
 31年 ４月
令和 2年 ４月

採用Ⅰ種（行政）
人材局企画課
公務員研修所教授付
企画法制課
企画法制課企画専門官
行政官長期在外研究員（カールトン大学）
人材局研修調整課研修企画官
給与局給与第一課企画室勤務条件企画官
育児休業
職員福祉局補償課長補佐（制度班）
職務復帰
資源エネルギー庁長官官房総合政策課
調査広報室長補佐
国家公務員倫理審査会事務局
倫理企画官（参事官付）
総務課広報室長
公文書監理室長
現職

野口 孝宏
国際課上席国際専門官

先輩職員からのメッセージ
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現在の業務について
　私は現在、財務省主計局という国の予算編成を担当する部局で予算執
行調査を担当しています。一言で言えば「税金のムダ遣いチェック調査」の
企画立案や取りまとめ等を行っています。各府省の予算執行の実態（税金
の使い方）を把握し、予算執行の効率化（ムダ遣い削減）を図ります。
　調査や調査内容の反映のために、各府省の会計担当の方 と々日々やり
取りをしており、また、各府省の予算担当が行う調査にも携わるため、各府
省の幅広い政策分野の業務にも関わっています。
　今後は、現在の出向先での様々な知見や経験を生かして、人事行政の
「時代の要請に沿ったあるべき姿」を実現させたいと思います。

人事院志望者へのメッセージ
　各府省によってミッションは異なりますが、各府省の存在意義を端的に
表すと「国民の幸福の実現」に尽きると考えます。人事院では「国民の幸福」
を実現するため、国家の基盤となる国家公務員を支えています。国民の幸せ
を願う国家公務員自身が幸福でなければ、「国民の幸福」を実現することは
難しいのではないでしょうか。
　人事院の業務範囲は一見すると狭いと思われがちですが、職員の働き方
改革や成長に繋がる研修など「国家公務員の幸福」を実現するための奥深
い業務です。また、人事院では業務とプライベートの両立に積極的に取り組
んでいるため、勤務環境に恵まれている職場だと思います。
　就職活動は大変だと思いますが、様々な職員の話が聞ける良いチャンス
なので頑張ってください。日本の未来を考える皆さまと一緒に働けることを
心から楽しみにしております！

北九州市は魅力あふれる大きな街・小さな国
　福岡県北九州市は、門司港レトロや八幡製鉄所などを擁するお魚の美味
しい政令市です。グルメや観光を楽しみに（？）赴任しましたが、待っていた
のはコロナ禍。私は職員がモバイル端末が無くても在宅勤務できる方法や
ルールを検討することに。その後すぐにモバイル端末（写真参照）の大量導
入にも動き出しました。
　実際の人事運用や機器の整備は、国では各府省の役割。制度官庁である
人事院ではなかなかできない、人事行政全体を体験する貴重な機会となっ
ています。また、北九州市は女性活躍推進や両立支援の先進都市。特に男
性職員や管理職による行動変革を起こすための工夫を凝らした取組は大
変参考になります。コロナ禍を追い風に行政のデジタル化が加速する今、
国・地方ともに働き方改革の最大（最後？）のチャンスが到来しており、北九
州市も次は働き方改革の先進都市を目指します。
　ここで様々な挑戦を重ねることで、人事院に帰ってから、より血肉の通っ
た先進的な人事制度の構築に活かせればと思っています。

人事院は、温かく送り出してくれる「ホーム」です
　自治体出向は「誰も知らない／何もわからない」からのスタートなので、
お引き受けした時は新人時代のように緊張と不安でいっぱいでした。しか
し、人事院の上司・同僚に「楽しんでおいで」「好きなようにやっていいよ」「辛
くなったらいつでも帰っておいで」と送り出してもらい、安心して旅立てまし
た。また、折に触れメールやビデオ通話でもお声掛けいただき、行ってみたら
全然距離を感じません（笑）。
　社会人にとって職場は第２の我が家です。皆さまもぜひ安心して行って
帰って来られる職場（ホーム）を見つけてくださいね。（それが人事院であれ
ば幸いです。）

小林 智幸
財務省主計局司計課
予算執行企画室企画調整係調査主任

谷内 絵理
北九州市総務局女性の輝く社会推進室女性活躍推進課長

国際社会で活躍する日本人を支援
　私は現在、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部で、国際機関で働く日
本人職員の方々を人事面で支援する仕事に携わっています。グローバルな
課題の解決のために、国際機関職員となって力を尽くしたいという熱い思い
を持った日本人の方 を々発掘し支援していくことが、私の仕事です。
　ジュネーブには、ＵＮＨＣＲ（国連難民高等弁務官事務所）、ＩＬＯ（国際
労働機関）、ＷＨＯ（世界保健機関）をはじめ数多くの国際機関が本部を置
いており、人事面での日本人支援を担当する私のカウンターパートは、これ
らの国際機関の人事部で働く国際機関職員です。様 な々機関の多様な国の
人と交流・交渉する仕事ですので、ダイバーシティな環境で働くことができる
のが醍醐味です。また、日本という国を背負って仕事をしていることを常に感
じることができるのもやりがいです。

国際的な視野・視点を人事行政に活かすために
　国際機関で働く日本人の方々を支援していくためには、国際的な課題
についての理解を深めることが不可欠です。そのため、今世界で起こって
いる課題や課題解決のための議論について、常にアンテナを張っていま
す。また、多様な国の人達と交渉して仕事を進めるためには、お互いの立
場を理解し合って相手から信頼を勝ち得ることが必要となりますので、そ
ういった点を意識して日々の仕事に取り組んでいます。
　国際社会における人事の制度や運用について学び、実際に国際機関で
働いている職員と接し、彼らの適性や能力が発揮できるよう人事部等と
調整することで得られた知識や経験は、人事院において国家公務員の能
力を最大限活かせる仕組みを考えていく上で、大変有益だと考えていま
す。

あらゆるチャレンジを貴重な経験と感じる、
そんなフランス留学２年目です！
　私は、現在人事院の長期在外研究員制度によりパリ政治学院公共政策学
修士過程に留学中です。フランスの官民、EU、国際機関等に多くの人材を輩
出してきた実績のあ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
で修了できる修士過程の存在もあって、フランスやEU諸国にとどまらず世界
各国の学生が学んでいます。実務家としてのジェネラリストの養成に力を入れ
るプログラムの特性から、これまで統計学、政治経済学、行動科学、メディア論
など幅広い分野を履修してきました。クラスでの学びに止まらず、友人・研究
者・実務家との国際的交流、様 な々テーマの講演会・シンポジウムへの参加、
地の利を生かした研修活動等どれも留学の醍醐味です。もちろん新型コロナ
ウイルスの影響で、現在も続く外出制限、大学全クラスのオンライン化等研
究・生活環境は一変しました。特に最初のロックダウンへの対応では一日先の
見通しも立たないような緊迫した状況が続きましたが、現地での情報収集・共
有に加え、人事院本院と綿密に連絡を取ることで無事に留学生活を継続させ
ることができています。これから迎える最終学期は、２年間の締めくくりとして、
国際公的機関の人事制度について企画・立案と運用の両方を現場で学ぶた
め、OECD（経済協力開発機構）パリ本部人事部でインターンをする予定です。

留学経験を今後どのように生かしていくか
　在籍プログラムそのものが公務との関連性を意識した構成となってお
り、様々な分野で実践演習を通して学んだ理論・分析手法は政策の企画
立案に当たり積極的に活用できると考えています。また、研究活動及び多
様性豊かなフランス社会での留学生活そのものを通して得た、日本社会
を相対化して見る視点についても非常に有意義に感じており、今後の公
務に反映させていきたいと思っています。

柿沼 高明
外務省在ジュネーブ国際機関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）

写真は、大学主催EU研修で在ベルギーの欧州委員会を
訪問した際のもの（令和2年1月撮影）。右端が筆者。

出向中／海外勤務職員からのメッセージ

平成30年 ４月

令和   2年 ４月

採用総合職（大卒・法律）
給与局給与第一課
現職

平成20年 ４月

 22年 ４月
 24年 ４月
 26年 ４月
 28年 ４月
 29年 ４月
 30年 ４月
令和   2年 ４月

採用Ⅰ種（法律）
職員福祉局職員福祉課
給与局給与第二課
内閣府男女共同参画局推進課積極措置担当係長
企画法制課企画専門官
人材局企画課人事交流企画官
人材局企画課長補佐（採用企画班）
給与局給与第三課長補佐（手当第三班）
現職

平成25年 ４月

 27年 ４月
 29年 ４月
 31年 ４月
令和  元年 ７月

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

平成20年 ４月

    10月
 21年 ４月
    10月
 24年 ４月
 25年 ４月

採用Ⅰ種（法律）
給与局給与第三課
給与局給与第一課
職員福祉局審査課
職員福祉局国際課
職員福祉局補償課
職員福祉局補償課
災害補償専門官

 26年 ４月

 28年 ４月
 29年12月
 30年 １月
     ４月

内閣府男女共同参画局
推進課積極措置担当
係長
総務課政策評価専門官
育児休業
職務復帰
現職

総合職［2021］13 14人事院



平野 貴也
企画法制課企画専門官

一日の仕事の流れ 一日の仕事の流れ

伊東 千尋
職員福祉局補償課長補佐（制度班）

現在どのような仕事をしていますか。
　人事行政施策に係る総合調整を担当している企画法制課において、他
府省が立案している様々な政策や人事院の各局横断的な課題等につい
て、人事院全体の取りまとめ役として、組織としての対応方針の検討や、複
数の関係部局との連絡・調整などの業務に携わっています。

利用した両立支援制度を教えてください。
　長男の誕生に際して、育児参加のための休暇及び１か月間の育児休業
を取得しました。また、妻が職場に復帰してからは、フレックスタイム制を
活用して週に１日は通常よりも早い時間に定時を設定し、保育園に子供
を迎えに行くようにしています。

育児と仕事を両立させるための秘訣は何ですか。
　職場と家族、両方の理解を得るために、自身の状況をしっかり共有す
ることだと思います。職場においては仕事を属人化させないことが大事
です。もちろん、ある程度は担当を割り振って業務を遂行する方が効率
的ではありますが、担当者がいないと全ての業務が止まってしまう、と
いう状況は組織にとって非効率ですし、また職員自身にとっても職場を
離れることへのハードルが上がってしまいます。そうしたことが起こらな
いよう、こまめに業務状況を共有することが必要だと思います。逆に、
周囲の人が突発的に休まなくてはならない場合にも対応できるよう、な
るべく自らも周囲の情報を把握するようにしています。
　また、私の業務の繁忙は他律的な要素が強いため、私が保育園のお
迎えを担当する日であっても行けないこともあります。そうした場合、妻
に急遽迎えを変わってもらわなくてはなりません。なるべく不公平感が
出ないよう、子どもの世話に限らず、家事を積極的にやるようにしてい
ます。

現在どのような仕事をしていますか。
　国家公務員が公務・通勤中に病気になったり怪我をしたりした場合等
に、金銭的な補償を行うための国家公務員災害補償制度を担当していま
す。この制度は、公務員にとっての最終的なセーフティネットであること、ま
た多額の金銭が絡むこともあり、被災職員の立場に寄り添いつつ、公平・
公正な姿勢で臨むことが非常に重要だと考えています。

利用した両立支援制度を教えてください。
　２回出産し、それぞれ産前・産後休暇、育児休業（約１年）、休憩時間の
短縮を、双子の妊娠中は通勤混雑を避けるため、出退勤の時間をずらすこ
とができる通勤緩和を利用させていただきました。また、子どもが熱を出し
たときなどは看護休暇を使わせていただいています。
　フレックスタイム制ができてからは、週に１日だけ子どもたちを主人の実
家にお願いして長めに働き、その他の日は早めに退庁することもできるよ
うになりました。

育児と仕事を両立させるための秘訣は何ですか。
　ワーママ歴も１０年近くなりますが、秘訣があるなら私も教えてもら
いたいです（泣）。自分か配偶者の実家の近くに住んで助けてもらうこ
と……と他力本願甚だしいこと（でも事実……）だけをお伝えするわけ
にもいかないので、その他に気を付けていることを一つあげると、周囲
の方々に感謝の気持ちをお伝えすることではないかと思います。ただ、
私の場合、口癖なのか、つい「すみません」と言ってしまうので、最近は、
そこは「ありがとうございます！」の方が前向きで明るい雰囲気になる
のかな……、と考えているところです。

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

実務経験者採用試験で採用された方向けの研修
での講師の依頼があったため、国家公務員制度全
般についてお話しました。研修員の皆さんに熱心に
耳を傾けていただき、こちらも話し甲斐があります。

13:00 研修講師

子どもの迎えのため、年次休暇を使用して１時間早く退庁します。妻と自分の仕事の状況
や子どもの体調に応じて柔軟に対応できるよう、フレックスタイム制と年次休暇、特別休
暇等を組み合わせています。帰宅後は子どもの食事、お風呂、寝かしつけまで一通りの世
話をしてから、食器洗いや洗濯などその他の家事を進めます。余力がある時は英会話も。

17:45 退庁

妻と協力して子どもの食事や着替えなどの準備を進めま
す。最近立って歩けるようになり、動き回りたくて仕方がな
い息子と日々格闘です。私の方が妻よりも出勤時間が遅い
ため、子どもを保育園に送るのは私の担当になっています。

8:40 子どもを保育園へ送る

まずはメールやその日に進めなけれ
ばならない業務予定を確認します。ま
た、研修中で不在となっている人が普
段担当している業務も処理しました。

10:00 出勤
普段は気分転換も兼ねて近隣の飲食
店で昼食をとっていますが、この日は
午後から予定があるため、余裕を持っ
て動けるようお弁当を持参しました。

12:00 昼休み

政府で検討している政策の中に国家公務員制度に関する内容が含
まれるため、担当府省と人事院の担当課との打合せに同席。企画法
制課は個別の制度を所管しているわけではありませんが、人事院
全体の調整役として、内外の様々な政策の動向を把握しています。

16:00 他府省との打合せ

現在、補償課では、フレックスタイム制を利用して早朝から勤
務する職員が多く、この時間になると既にフル回転です。
各府省からの制度照会について、班員から相談を受けます。
難しい問題になると、頭を抱えてしまいます。

10:00 制度照会についての相談

休憩時間を３０分に短縮しているので、
外に食べに行くことはできません。昨日
の夕飯の残りなどを適当に詰めたお弁
当を持参し、ササッと済ませています。

12:15 昼休み

人事院規則の改正に向け、班員が作成してくれ
た原案を確認し、必要であれば修正をお願いし
ます。間違いがあってはいけないので、非常に気
を遣います。

14:00 人事院規則の改正に向けた作業
夕飯の支度、下の子たち
のお風呂、上の子の宿題
チェックなど、まだまだや
ることは山積みです。

17:15 退庁

下の子たちは主人が保育園に連れて
行ってくれています。私は上の子（小学
生）の登校を見送ってから、バタバタとル
ンバのセットなどをした後に出勤です。

9:15 出勤
年金の支給額については、法令に
より細かなルールが定められてい
ます。その計算のチェックをするの
も補償課の仕事の一つです。

16:00 年金年額のチェック

休日の過ごし方

家族で近所のレストラン
にランチに行ったときの
様子です。途中で遊びた
くなってしまう子どもを
交代であやしつつ食事を
楽しみました。

休日の過ごし方

双子と散歩中の写真で
す。双子を連れて遠出す
ることはとても大変なの
で、散歩をする程度で許
してもらっています。

仕事と育児を両立する職員からのメッセージ

平成26年 ４月

 28年 ４月
    10月
 30年 ４月
令和  元年12月
   2年 １月

採用総合職（院卒・行政）
給与局給与第一課
財務省主計局司計課
財務省主計局司計課調査主任
現職
育児休業
職務復帰

平成17年 ４月

 19年10月
 21年 ４月
    10月

 24年 ３月
 25年 ４月

 27年 ４月

 29年 ５月
 30年 ４月

採用Ⅰ種（法律）
職員福祉局審査課
内閣府男女共同参画局推進課積極措置担当係
内閣府男女共同参画局推進課積極措置担当係長
国家公務員倫理審査会事務局倫理企画専門官
（参事官付）
育児休業
職務復帰
人材局試験専門官（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）
育児休業
職務復帰
現職
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　人事院勧告に関する業務を担当して
います。人事院勧告とは、労働基本権
制約の代償措置として、国家公務員の
給与を社会一般の情勢に適応させ、国
家公務員の適正な処遇を確保しようと
するものです。
　私の主な仕事は、人事院勧告に関す
る資料の検討及び作成のほか、労働・
経済情勢に関する情報収集及び分析
などです。また、地方公共団体や一般
市民の方からの人事院勧告に関する
照会への対応も行っています。

酒井 一樹
給与局給与第一課

現在の仕事

１日の始まりはメールのチェックから。その後、やるべきタスクを把握し、１日のス
ケジュールを立てます。

08：30　出勤
はじめにメールと1日のスケジュールを確認します。急な案件が来ていることもあ
るため、その際は優先順位を確認して、改めてスケジュールを考え直します。

09：30　出勤

　国家公務員採用試験には多くの種
類があり、これらの試験における問題
の作成や採点、試験実施後の試験結
果の分析などの業務に携わっていま
す。特に、試験問題の作成においては、
その分野を専攻する受験者に何を理
解していてほしいか、行政官としてどの
ような知識をもっていてほしいか、とい
う２点を軸に上司や有識者である試験
専門委員と議論し、１題ずつ長い時間
をかけて検討を行っていきます。自身が
関わった試験問題を解いた受験者が
国家公務員になると思うと、責任の大
きさを痛感するとともに、大きなやりが
いを感じます。

現在の仕事

丸　千尋
人材局（首席試験専門官付）

若手職員の１日

近くのお店で買ったお弁当を食べます。人事院近隣は飲食店が多くあるので、何
を食べるか考えることも楽しみの一つです。

12：00　昼休み

天気がいい日は、お弁当を買って日比谷公園のベンチで昼食をとります。

12：00　ランチ

次年度の試験問題について、問題作成を
担当する有識者である試験専門委員と検
討します。検討会の中で、出題範囲、難易
度、所要時間の妥当性や問題の成立性な
ど、１題ごとに多くの項目を確認するため、
長い時間を要します。検討会では活発な
議論が行われ、いつも充実した内容になり
ます。

13：30　試験問題の検討
人事院勧告に向けて、会議用の資料や実
際に内閣総理大臣に手渡される資料を作
成します。上司と相談を重ねながら資料の
構成を詰めていきます。

13：00　人事院勧告資料の作成

私の班では政策に関する協議について給
与局内の取りまとめも行っています。局内
各課からの回答を取りまとめ、給与局とし
ての回答案を作成し、課長補佐まで諮りま
す。

15：00　政策協議対応

新型コロナウイルスの影響もあり人と集まることができないため、頑張った日には
自分へのご褒美としてコンビニスイーツを買って帰ります。また、早く帰宅した日に
はランニングなどをして汗を流しています。

19：00　退庁

検討会で議論した内容を忘れないうちに、
問題の修正を行います。その後、次の日に
開催予定の検討会に向けた資料を準備し
ます。

17：00　検討会の後処理、次の日の検討会の準備

先程課長補佐まで諮った協議への回答案について、次は局内幹部へ諮ります。回答
の根拠や課長補佐まで諮った際の修正の理由を整理した上で、それらの要点を押
さえて説明を行います。本件については、回答案をさらに一部修正した上で、局長ま
で了解をもらうことができ、給与局としての回答を期限内に返すことができました。

17：00　幹部説明

数日前に実施された採用試験の試験結果
が正しいことを検証します。試験実施前の
問題の確認はもとより、試験実施後に行う
この作業も、試験の信頼性を確保するた
めに重要な作業です。

09：00　試験結果の検証

午後に開催予定の試験問題の検討会に
向けて、問題の出題範囲や難易度につい
て上司に相談します。どんな些細なことで
も、上司は親身になって相談に乗ってくれ
ます。

11：00　上司との打合せ

ある県の人事委員会から人事院勧告に関
する質問がありました。質問の内容だけで
なく、相手が質問に至った背景までを聴き
取った上で、相手の疑問を解決できるよう
に回答をします。

10：00　照会への対応

労働・経済情勢に関する情報を集め、それを
基に現在の情勢がどうなっているかを分析
します。上司に分析結果を報告した後、結果
をメールで局内や地方事務局に共有するこ
ともあります。分析をしたからこそ分かる、肌
感覚では気づかない意外な発見があります。

11：00　情報収集・分析

おうち時間を充実させるために契約した動画配信サービスで、心が温まる映画を
見ます。また、最近は苦手な料理をすることも増えました。クリームパスタやクラム
チャウダーがお気に入りで、よく作ります。

18：30　退庁

令和   2年 ４月 採用総合職（大卒・法律）
現職

平成31年 ４月 採用総合職（院卒・工学）
現職
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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.･･･

・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？

　広い視野を持ちながら縁の下の力持ちと
して、様々な分野で活躍する国家公務員を
支えたいと思い、人事院を志望しました。一
番身近な「人」という側面から、国全体にア
プローチできることが人事院の魅力の一つ
だと感じています。風通しの良い職場で、自
分自身の人生も大切にしながら一緒に働け
ることを楽しみにしています。

野口 英佑
職員福祉局補償課

　国民のために働く国家公務員を支え、ま
た多くの人の人生にとって重要な「働く環
境」のロールモデルを公務の場で作ること
で、この国の未来に不安を感じる人を減ら
したいと思い、人事院を志望しました。公務
を通して日本の未来をより良いものにした
いという志を持っている方、是非一度説明
会等にお越しください。

宮下 香奈子
人材局企画課

　人事院の業務は「広さ」と「深さ」がキー
ワードになると思っています。多様な働き方
を実現するためには広い視野が不可欠で
すし、国家公務員を支えるという業務も突
き詰めれば、国家公務員や行政のあり方そ
のものを考えることにもつながります。是
非、皆さまの新しい視点や考え方で、一緒に
これからの日本をつくっていきましょう。

安藤 健太郎
人材局（首席試験専門官付）

　人事院は、規模こそ小さいですがとても
風通しが良く、丁寧な仕事をする人が多い、
働きやすい職場だと業務を通じて感じてい
ます。何か不安なことがあっても、身近な先
輩に相談しやすい雰囲気もあり、安心でき
ます。試験の勉強は大変だとは思いますが、
諦めずに頑張ってください。皆さまと一緒に
働ける日を楽しみにしています。

渡戸 捷平
人材局（首席試験専門官付）

　国民のために働く国家公務員を支えたい
と思い、人事院を志望しました。国家公務
員と一口にいっても、その職務や抱えている
事情は様々です。そんな国家公務員に寄り
添い、支える機関であるからこそ、人事院に
は働く人を想い、職員一人ひとりを大切に
する風土があります。是非、説明会等に足を
運んで、人事院のそうした雰囲気を感じて
みてください。

澁木　亮
給与局給与第二課

　国家公務員一人ひとりがより能力を発揮
できる環境を作りたいと思い、人事院を志
望しました。実際に働く中で、人事院は、採
用1年目であっても自らがその環境作りに
携わっていると実感できる魅力的な職場だ
と感じています。説明会や官庁訪問では、さ
らなる人事院の魅力を発見できると思うの
で、是非足を運んでみてください。

酒井 一樹
給与局給与第一課

　国家公務員を支えることができること、今
後時代のニーズにより必要性が高まる働く
上での仕組みを国家公務員から率先して
取り入れることで広く社会に影響を与える
ことができることに魅力を感じ、人事院を志
望しました。説明会や官庁訪問では職員か
ら実際の仕事内容や人事院で働く魅力を
聞くことができますので、是非参加してみて
ください。

山縣 香奈
国家公務員倫理審査会事務局（参事官付）

令和２年度新規採用職員７名のメッセージをお届けします！

新規採用職員からのメッセージ若手職員に聞く！「人事院」
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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。

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

「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%

※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＞ 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

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

国際機関日本政府代表部

在外公館
内閣官房、財務省、
外務省、経済産業省、

北九州市等

他府省・地方自治体等

　総合職試験採用職員は、本院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、地方事務局に転勤したり、出
向・留学等で海外勤務を経験したりすることもあります。

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年目には国会関係実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、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。
　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。

２２．０時間

１６．２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。

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

※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。

人事院：８７．５％
参考：23府省平均８２．５％

男性：50．0％
参考：２３府省平均28．0％

女性：１００％
参考：２３府省平均99.9％

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。

よくあるQ&A総合職で採用された場合のキャリアパスモデル等

■ 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

採用数
うち女性

採用数
うち女性

事務系区分

技術系区分

（人間科学区分を含む）
平成２８年度
試験

６
３

平成２９年度
試験

５
２

平成３０年度
試験

４
０

２０１９年度
試験

６
２

－
－

１（化学・生物・薬学）
０

１（工学）
１

２０１９年度
試験

１（農業科学・水産）
０

平成２８年度
試験

平成２９年度
試験

平成３０年度
試験

２０２０年度
試験

９
４

２０２０年度
試験

－
－
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