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年度版

国家公務員 総合職

試験ガイド



試験から採用までの

国家公務員採用総合職試験を志望する皆様へ
2019年度の総合職試験（春試験）の日程は、2018年12月に発表する予定です。

［参考］ 平成30年度総合職試験（春試験）

採　　　　用

2月上旬 受験案内を人事院HPで確認

３月30日（金）～４月９日（月） 受付期間（インターネット申込み）

発表次第、人事院ホームページ
「国家公務員試験採用情報NAVI」に
掲載しますので、必ずご確認ください。

　現在我が国は、急速に進む少子高齢化の下、またAI（人工知

能）をはじめとする技術革新が進展し、将来の予測が困難となる中、

国民生活の安全・安心の確保や経済の活性化、災害からの復旧・

復興などの世界が注目する重要課題を抱えています。これらの世界

最先端の課題のみならず、国民を取り巻く様々な課題に対応するた

め、国民の声に耳を傾けながら、様々な意見をすりあわせ、政策を作

り上げること、公正かつ的確に政策を実施することが、国家公務員に

課された使命です。時には時間と争い、また、時には進むべき方向に

迷うこともあります。そのような時にも、同僚や上司、他府省の職員、関

係者と知恵を出し合い、よりよい選択肢や対応方針を粘り強く模索

し、練り上げます。国の所掌する業務の幅は広く、様々なバックグラウ

ンドを持った職員が集まっていることも国家行政の一つの強みです。

　また、人事院が各府省の職員を対象として行った意識調査によ

れば、職員は、所属する府省の施策や行政サービスに携わることを

通じて国民や社会に奉仕している、仕事を任され挑戦を通じて成長

できていると実感しながら職務を遂行していることが分かりました。こう

したことも国家公務員として働くことの大きな魅力です。

　皆さんが国家公務員の一員となり、高い志を持って一人一人が

持つそれぞれの強みを行政の場で活かしていただくこと、そして、仕

事のやりがいを実感しながら大きく成長し、行政の各分野でよりよい

国民生活の実現に貢献していただくことを心より期待しています。

・公に貢献するという高い志を持つ人
・目標の実現に向け、意欲を持って努力を重ねる人
・広い視野で課題を捉え、解決に向けて創造力を発揮できる人
・コミュニケーション能力を持ち、多様な価値観を理解しようとする人
・バランス感覚を持って物事を判断できる人
・専門性を持ちつつ、自己研鑽に励む人

国家公務員試験採用情報NAVI
http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

求められる
人物像

（14ページと併せてご覧ください）

3月 業務説明会 P.18
関連情報

P.14
関連情報

4月29日（日） 第１次試験（基礎能力試験・専門試験）

6月29日（金） 最終合格者発表

10月1日（月）以降 採用内定

P.14
関連情報

5月29日（火）～6月15日（金）
第２次試験 【 院卒者試験 】（政策課題討議試験・人物試験）

 【大卒程度試験】（人物試験）

P.14
関連情報

5月27日（日）
第２次試験 【 院卒者試験 】（専門試験）

 【大卒程度試験】（専門試験・政策論文試験）

人事院人材局長

鈴木 英司

P.15
関連情報

7月 官庁訪問 「合格＝採用」ではありません。各府省での面接などを受ける必
要がありますので、志望する府省を積極的に訪問しましょう。

官庁訪問の日程は、各省庁人事担当課長会議申合せで決定し、2019年２月頃発表します。
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先輩職員に聞く

田中 理子
経済取引局 総務課 企画室

総合職試験（院卒）　法務区分

総合職試験（院卒）　行政区分

公正取引委員会

志望動機を教えてください。
私は、主に刑事事件に携わりたく、法曹を志していましたが、法曹実務に興味がある一方で、立法に
も興味があったため、官庁の説明会に参加してみました。その中で、公正取引委員会では、刑事事件
のように調査・事情聴取を行い事案を解明する仕事ができるだけでなく、独占禁止法などの制度そ
のものを作り替える法案作成業務もできると知りました。このように公正取引委員会の業務は、法の
「執行」と「設計」という２つの側面からリーガルマインドをフルに活用でき、法曹資格者としてやりが
いのある仕事だと感じ志望しました。

日々の仕事を紹介してください。
現在は、独占禁止法改正作業に中心的に携わっています。具体的には、新しく導入しようとする制度
案、条文案について課内で議論を重ねるとともに、国会議員や経済界・法曹界等の関係団体に制度
内容の説明をしに行き、理解を得るため意見交換を行います。議論や意見交換の結果に基づき、制
度案の修正を重ね、最終的に国会での審議が通過するよう調整しています。

仕事のやり甲斐は何ですか？
制度作り、対外調整のプロセスでは、当該分野の最先端の議論に触れ、その議論内容をいかに制度に取
り入れられるか、逆に取り入れないとすればいかに反論するか、ということを課内で考え抜きます。このよ
うな業務を通じて、制度作りの難しさを実感する反面、日々勉強となる環境に充実感があります。公正取
引委員会は、どの部署にいたとしても競争政策に携わることができる省庁であって、異動とともに部署を
経験するほど、競争政策を様々な観点から学ぶことができ、専門性を高められるのだと思います。ロース
クールや司法修習で学んだ知識を活かす業務ができるのは、公正取引委員会ならではだと思います。

日々勉強となる環境に充実感

志望動機を教えてください。
人口減少・少子高齢化が加速化する現在の日本社会において、国民一人ひとりが最大限の力を発揮す
るために、日本を中から変えていきたいと思ったこと。また、若いうちから国での業務、地方赴任、海外留
学といった幅広い経験を培う機会に恵まれていること。そして何より、業務説明会や官庁訪問を通じて、
出会った方 と々一緒に働きたいと強く思えたことが、総務省に魅力を感じ、志望するに至った要因です。

日々の仕事を紹介してください。
入省後すぐに赴任した香川県庁で予算課に在籍していた際には、農水産業予算担当として、香川の
農水産物のブランド化や海外輸出、農業施設の整備や農業人材の育成等の幅広い政策について、担
当課へのヒアリングや現地視察等を重ね、予算を調整していました。
現在は、地方自治体における業務効率化や生産性向上のため、医療や教育等の生活に身近な分野に
IoTを実装するべく、地方自治体へ足を運び、地域課題の洗い出しや課題解決のための各種政策の紹介
を行いながら、官民問わず様々な背景を持つ方 と々地域IoTのあるべき姿について議論を重ねています。

仕事のやり甲斐は何ですか？
仕事のイロハも分からないまま地方へ飛び込み、生身の人間として勝負できる環境はとても魅力的
です。見知らぬ地で仕事もプライベートも一から作り上げることは苦労も多い分、その苦労を乗り越
えて得た経験は今後の人生の大きな糧となると確信しています。
本省へ戻ってからは、地方での生活を経て感じたことを、どのようにして政策に落とし込むことができ
るか日々イメージしながら仕事に励んでいます。現在も、地方に住む人、働く人の顔を思い浮かべな
がら仕事が出来ていることに非常にやり甲斐を感じています。

生身の人間として勝負できる環境

平成29年 公正取引委員会採用
 現職

平成29年 財務省本省採用
 現職

木村 元気
大臣官房 文書課 法令審査官補

総合職試験（大卒程度）　政治・国際区分

財務省

志望動機を教えてください。
ロシアへの留学を通じ、日本の抱えている問題の根深さを知りました。問題の根底とその解決策を考
えるとき、やはり予算、税制、国際金融を避けて通ることはできません。財務省が向き合うべき課題
は、一朝一夕で結果が出るようなものではありませんが、そういった大きなものに一生をかけて向き
合おうとする諸先輩方の意気に感じて、この職場を選びました。

日々の仕事を紹介してください。
私が勤める大臣官房文書課は、法令審査や国会対応、報道発表など、省内全体の情報を取りまとめ
る部署です。予算や税制や開発政策が財務省の「攻め」だとするならば、文書課の仕事は、それらの
政策が花を咲かせられるよう目を配る、財務省内の「調整」。政策立案の現場となる各部署から相談
された省令の字句に一晩中悩んだり、はたまた議員会館で国会議員と直接折衝したりと、ドラマの中
のような刺激的な日々を送っています。

仕事のやり甲斐は何ですか？
ここでの仕事は、大学で学んだ政治学の「答え合わせ」をしているようだ、と思うことがあります。学界
で盛んな日本の議会制の類型論などについては、国会の現場を見ることで新たな視点が得られるこ
ともある一方、逆に、普段現場では意識しない我々の組織の特徴について、70年前の学者である丸
山眞男の分析が正鵠を射ていることもあります。高遠な理想や理論も、実務の要請も、どちらもなくて
はならないものです。その二つを常に往復しながら、自分で体を動かして政治や経済を考えられると
ころに面白さを感じています。

ドラマの中のような刺激的な日々

平成28年 総務省採用 自治税務局都道府県税課
同年8月 香川県政策部自治振興課
平成29年 香川県政策部予算課
平成30年 現職

真鍋 弘毅総務省
情報流通行政局 地域通信振興課

登庁

ある日のスケジュール

課内協議 昼食
（同期と）

他省庁での
説明会

業者との
打合せ

退庁 飲み会
（学生時代の
友人たちと）

9：00 10：00 12：00 14：00 16：30 19：00 19：30

Ⅰ種試験　法律区分

志望動機を教えてください。
大学生のときに英国に交換留学をした際、初めて日本を外から見たことがきっかけです。激動する国
際社会の中で、私たちが享受してきた環境は当たり前に得られるものではなく、先輩方が積み重ねて
きたものであると感じました。10年後も20年後も、100年後も平和で豊かな国であってほしい。日本
の未来を真正面から考え、安全保障や経済、広報文化など、多様な政策ツールを用いて国益を実現
する外務省で仕事がしたいと考え、志望しました。

日々の仕事を紹介してください。
私は「通訳専門官」として、国内外の行事における要人の英語通訳を務めています。過去1年でアメリ
カ、インド、中東、東南アジア諸国への出張もありました。外務省員だからこそできる質の高い通訳が
求められるためプレッシャーはありますが、外交官としての成長の機会でもあり、全力で準備をして
臨んでいます。また、私は帰国子女ではないため、日々語学力の研鑽も怠らないようにしています。
このほか、人事課員として省員向け能力強化研修の設計等も担当しています。

仕事のやり甲斐は何ですか？
多様な魅力・個性を持った同僚とともに、日本の未来をつくる仕事ができることにやり甲斐を感じて
います。入省して8年が経ちますが、常に新しい出会いと学びがあり、飽きることがありません。

日本の未来をつくる仕事

平成23年 外務省採用 国際協力局地球規模課題総括課
平成25年 在外研修（アメリカ）
平成27年 外務報道官・広報文化組織　国際報道官室
平成29年 現職

新城 佳世外務省
大臣官房 人事課 通訳専門官

登庁

ある日のスケジュール

官邸での
通訳業務

昼食
（人事課の
同僚とランチへ）

外務省研修所との
打合せ

退庁 在外公館から
帰朝した

同期のおかえり会

時間があるときは
翌日のお弁当準備
（自分と主人の分）

9：30 10：30 12：30 14：00 19：30 20：00 帰宅
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のものを作り替える法案作成業務もできると知りました。このように公正取引委員会の業務は、法の
「執行」と「設計」という２つの側面からリーガルマインドをフルに活用でき、法曹資格者としてやりが
いのある仕事だと感じ志望しました。

日々の仕事を紹介してください。
現在は、独占禁止法改正作業に中心的に携わっています。具体的には、新しく導入しようとする制度
案、条文案について課内で議論を重ねるとともに、国会議員や経済界・法曹界等の関係団体に制度
内容の説明をしに行き、理解を得るため意見交換を行います。議論や意見交換の結果に基づき、制
度案の修正を重ね、最終的に国会での審議が通過するよう調整しています。

仕事のやり甲斐は何ですか？
制度作り、対外調整のプロセスでは、当該分野の最先端の議論に触れ、その議論内容をいかに制度に取
り入れられるか、逆に取り入れないとすればいかに反論するか、ということを課内で考え抜きます。このよ
うな業務を通じて、制度作りの難しさを実感する反面、日々勉強となる環境に充実感があります。公正取
引委員会は、どの部署にいたとしても競争政策に携わることができる省庁であって、異動とともに部署を
経験するほど、競争政策を様々な観点から学ぶことができ、専門性を高められるのだと思います。ロース
クールや司法修習で学んだ知識を活かす業務ができるのは、公正取引委員会ならではだと思います。

日々勉強となる環境に充実感

志望動機を教えてください。
人口減少・少子高齢化が加速化する現在の日本社会において、国民一人ひとりが最大限の力を発揮す
るために、日本を中から変えていきたいと思ったこと。また、若いうちから国での業務、地方赴任、海外留
学といった幅広い経験を培う機会に恵まれていること。そして何より、業務説明会や官庁訪問を通じて、
出会った方 と々一緒に働きたいと強く思えたことが、総務省に魅力を感じ、志望するに至った要因です。

日々の仕事を紹介してください。
入省後すぐに赴任した香川県庁で予算課に在籍していた際には、農水産業予算担当として、香川の
農水産物のブランド化や海外輸出、農業施設の整備や農業人材の育成等の幅広い政策について、担
当課へのヒアリングや現地視察等を重ね、予算を調整していました。
現在は、地方自治体における業務効率化や生産性向上のため、医療や教育等の生活に身近な分野に
IoTを実装するべく、地方自治体へ足を運び、地域課題の洗い出しや課題解決のための各種政策の紹介
を行いながら、官民問わず様々な背景を持つ方 と々地域IoTのあるべき姿について議論を重ねています。

仕事のやり甲斐は何ですか？
仕事のイロハも分からないまま地方へ飛び込み、生身の人間として勝負できる環境はとても魅力的
です。見知らぬ地で仕事もプライベートも一から作り上げることは苦労も多い分、その苦労を乗り越
えて得た経験は今後の人生の大きな糧となると確信しています。
本省へ戻ってからは、地方での生活を経て感じたことを、どのようにして政策に落とし込むことができ
るか日々イメージしながら仕事に励んでいます。現在も、地方に住む人、働く人の顔を思い浮かべな
がら仕事が出来ていることに非常にやり甲斐を感じています。

生身の人間として勝負できる環境

平成29年 公正取引委員会採用
 現職

平成29年 財務省本省採用
 現職

木村 元気
大臣官房 文書課 法令審査官補

総合職試験（大卒程度）　政治・国際区分

財務省

志望動機を教えてください。
ロシアへの留学を通じ、日本の抱えている問題の根深さを知りました。問題の根底とその解決策を考
えるとき、やはり予算、税制、国際金融を避けて通ることはできません。財務省が向き合うべき課題
は、一朝一夕で結果が出るようなものではありませんが、そういった大きなものに一生をかけて向き
合おうとする諸先輩方の意気に感じて、この職場を選びました。

日々の仕事を紹介してください。
私が勤める大臣官房文書課は、法令審査や国会対応、報道発表など、省内全体の情報を取りまとめ
る部署です。予算や税制や開発政策が財務省の「攻め」だとするならば、文書課の仕事は、それらの
政策が花を咲かせられるよう目を配る、財務省内の「調整」。政策立案の現場となる各部署から相談
された省令の字句に一晩中悩んだり、はたまた議員会館で国会議員と直接折衝したりと、ドラマの中
のような刺激的な日々を送っています。

仕事のやり甲斐は何ですか？
ここでの仕事は、大学で学んだ政治学の「答え合わせ」をしているようだ、と思うことがあります。学界
で盛んな日本の議会制の類型論などについては、国会の現場を見ることで新たな視点が得られるこ
ともある一方、逆に、普段現場では意識しない我々の組織の特徴について、70年前の学者である丸
山眞男の分析が正鵠を射ていることもあります。高遠な理想や理論も、実務の要請も、どちらもなくて
はならないものです。その二つを常に往復しながら、自分で体を動かして政治や経済を考えられると
ころに面白さを感じています。

ドラマの中のような刺激的な日々

平成28年 総務省採用 自治税務局都道府県税課
同年8月 香川県政策部自治振興課
平成29年 香川県政策部予算課
平成30年 現職

真鍋 弘毅総務省
情報流通行政局 地域通信振興課

登庁

ある日のスケジュール

課内協議 昼食
（同期と）

他省庁での
説明会

業者との
打合せ

退庁 飲み会
（学生時代の
友人たちと）

9：00 10：00 12：00 14：00 16：30 19：00 19：30

Ⅰ種試験　法律区分

志望動機を教えてください。
大学生のときに英国に交換留学をした際、初めて日本を外から見たことがきっかけです。激動する国
際社会の中で、私たちが享受してきた環境は当たり前に得られるものではなく、先輩方が積み重ねて
きたものであると感じました。10年後も20年後も、100年後も平和で豊かな国であってほしい。日本
の未来を真正面から考え、安全保障や経済、広報文化など、多様な政策ツールを用いて国益を実現
する外務省で仕事がしたいと考え、志望しました。

日々の仕事を紹介してください。
私は「通訳専門官」として、国内外の行事における要人の英語通訳を務めています。過去1年でアメリ
カ、インド、中東、東南アジア諸国への出張もありました。外務省員だからこそできる質の高い通訳が
求められるためプレッシャーはありますが、外交官としての成長の機会でもあり、全力で準備をして
臨んでいます。また、私は帰国子女ではないため、日々語学力の研鑽も怠らないようにしています。
このほか、人事課員として省員向け能力強化研修の設計等も担当しています。

仕事のやり甲斐は何ですか？
多様な魅力・個性を持った同僚とともに、日本の未来をつくる仕事ができることにやり甲斐を感じて
います。入省して8年が経ちますが、常に新しい出会いと学びがあり、飽きることがありません。

日本の未来をつくる仕事

平成23年 外務省採用 国際協力局地球規模課題総括課
平成25年 在外研修（アメリカ）
平成27年 外務報道官・広報文化組織　国際報道官室
平成29年 現職

新城 佳世外務省
大臣官房 人事課 通訳専門官

登庁

ある日のスケジュール

官邸での
通訳業務

昼食
（人事課の
同僚とランチへ）

外務省研修所との
打合せ

退庁 在外公館から
帰朝した

同期のおかえり会

時間があるときは
翌日のお弁当準備
（自分と主人の分）

9：30 10：30 12：30 14：00 19：30 20：00 帰宅
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先輩職員に聞く

佐野 智樹
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力立地・核燃料サイクル産業課 総括係長

総合職試験（大卒程度）　教養区分

Ⅰ種試験　経済区分

経済産業省

志望動機を教えてください。
国民に還元される国益の実現に貢献したいとの思いから、国家公務員を志望しました。中で
も、現場に根差しながら、国際社会を含めて幅広い領域に携わることができ、また、若手が活
躍しやすい、物事を分かっている人が尊重される、といった省内文化を誇る経済産業省を志望
しました。入省後も、自分としても若手の身に余る大きな仕事を任せてもらっている実感があ
り、更なる研鑽を積もうとの気持ちを新たにしています。

日々の仕事を紹介してください。
前部署の通商政策局では、経済連携協定や閣僚会談等に係る調整業務や、米国トランプ政権
発足直後の政策動向分析に携わり、経済外交の現場を目の当たりにしながら業務に取り組みま
した。現在在籍している原子力政策関係の部署では、国のエネルギーミックスの基盤を支える
政策立案のため、電力業界との面談や海外政府関係者との政策対話など、幅広い領域に亘る
業務に携わっています。

仕事のやり甲斐は何ですか？
国家公務員の仕事は、物事を進めて初めて意味があるものだと感じています。その中で、異なる
意向を持つ幅広い関係者の間を調整し、合意を形成し、物事が前に進んだ時、やり甲斐を覚え
ます。
行政は、世の中の不断の変化を後追いで捉え、規定する側面が大きいというのが、悔しながら
現状の実感です。一方、目指すべき方向性、それに必要な社会制度等、考えるべきことに知的好
奇心が飽くことはなく、かつそれを実行できる立場にいられるのは、幸せなことです。

現場に根差し、人を動かし、政策を動かす

志望動機を教えてください。
大学時代に、リーマン・ショックが発生。それまで金融に馴染みがなかった私にとって、一つの
金融機関の破たんが世界中の経済に大きな影響を与えたことは驚きであると同時に、如何に
「金融」が人々の生活に浸透しているかを知る機会となりました。国家公務員として、金融シス
テムの安定や金融知識の普及に携わり、人々の生活を縁の下から支えることに貢献したいと思
い、金融庁を志望しました。

日々の仕事を紹介してください。
私が現在所属しているプルーデンス部門では、経済・金融市場の動向が金融機関の収益やリス
クに及ぼす影響を確認しています。具体的には、国際政治や経済など市場を動かすニュースの
チェック、金融機関からのリスク管理状況のヒアリング、データ分析、海外の政策調査などを
行っています。

仕事のやり甲斐は何ですか？
技術の進化や新しい価値観の創造など、常に目覚ましく変化して過去の経験則だけでは測れな
いのが「金融」です。その分、常に想像力も求められチャレンジングですが、時代の大きなうね
りの中に身を置くことができていると感じることができ、日々充実しています。

時代の大きなうねりの中に身を置く

平成27年 経済産業省採用 通商政策局通商政策課
平成29年 現職

平成29年 文部科学省採用 国際統括官付
平成30年 現職

越田 真奈美
大臣官房 国際課 企画係

総合職試験（院卒）　人間科学区分

文部科学省

志望動機を教えてください。
課題が山積し、急激な社会変化の渦中にある日本にとって、今後の発展の鍵は「人」だと考えてい
ます。学生時代の教育NPOでの活動を通して、経済的状況や家庭環境が厳しい子ども、外国に
ルーツがある子どもなど様々な困難に直面する子どもたちと出会いました。一方で、彼らが適切
な教育や支援を通して素晴らしい成長をしていく姿も目の当たりにしました。人種、言語、宗教、
セクシュアリティ、地域、所得等に関わらず全ての人の可能性を引き出し、社会資本として活かせ
るような教育、社会を実現したいと考え、文部科学省を志望しました。

日々の仕事を紹介してください。
省に関わる国際案件の総合調整、国連をはじめとした国際会議への対処方針のとりまとめ、政務
の海外出張の調整等を中心に担当しています。調整役として、様々な局課の考えを聞いた上で、
省全体の最適解をふまえて落としどころを模索するのは難しいことでありますが、カウンター
パートとの密なコミュニケーションを通して方向性を見出していく過程は楽しくも感じています。
また、戦略的な国際案件形成に関わる中で、長期的かつ多角的な視野をもって課題に取り組むこ
との重要性を日々学んでいます。

仕事のやり甲斐は何ですか？
国内の政策を考える上でも国際的な視点が必要であるとひしひしと感じており、その視点を身に
つけることができる毎日は大変充実しています。国民目線を大切にしつつも、国際視点を含めた
広い視野で未来をつくっていく行政官として、省内外様々な方との対話を大切にしながら、粘り強
く取り組んでいきたいと思います。

長期的・多角的な視野をもって取り組む

平成24年 金融庁採用 総務企画局総務課国際室
平成27年 監督局証券課証券モニタリング室
平成28年 国内留学
平成30年 現職

伊藤 仁美金融庁
総合政策局 リスク分析総括課 マクロ分析室

総合職試験（大卒程度）　工学区分

志望動機を教えてください。
大学で学んだ理工系の知識を活かせる仕事に就きたいという思いを持ちつつも、研究者として1
つの専門知識を極めるよりは、幅広い技術に触れたいという思いを抱いていたところ、特許庁で
はそれらの思いを実現できると感じたこと。発明を独占的に実施できる特許権を付与すべきかど
うか判断する特許審査業務や知財行政に関する業務に携わり、技術開発の促進を支援すること
で、日本の産業の発展に貢献できる点に魅力を感じたこと。以上の２点から、特許庁を志望しま
した。

日々の仕事を紹介してください。
第５世代移動通信システム（５Ｇ）などの無線通信分野の特許審査業務に携わっています。具体
的には、まず、出願された発明の内容を理解します。このとき、必要に応じて、発明に関連する参
考書を読むこともあります。次に、過去に似たような文献がないか調査し、出願された発明と調
査で発見された文献を対比し、特許権を付与すべきかどうか判断を行います。判断に悩むことは
多々ありますが、その度に指導審査官や周りの先輩と活発に議論を行っています。

専門性はどのように活かされていますか？
私の担当分野は大学での専攻と直接的な関連はありませんが、大学で学んだ理工系の知識は、
特許審査業務や国際出願の調査業務において、発明を理解する際に役立っています。ただ、審査
に必要な技術的知識の多くは、入庁後の技術研修や業務を通じて習得しています。担当する技
術分野が変わることもあるため、学生時代の専攻内容にとどまらず、幅広い分野の技術的知識を
習得し、知的好奇心を満たすことができるのが、特許庁の業務の醍醐味だと思います。

知的好奇心を満たせる仕事

平成29年 特許庁採用
 現職

町田 舞特許庁
審査第四部 伝送システム・審査官補
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先輩職員に聞く

佐野 智樹
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力立地・核燃料サイクル産業課 総括係長

総合職試験（大卒程度）　教養区分

Ⅰ種試験　経済区分

経済産業省

志望動機を教えてください。
国民に還元される国益の実現に貢献したいとの思いから、国家公務員を志望しました。中で
も、現場に根差しながら、国際社会を含めて幅広い領域に携わることができ、また、若手が活
躍しやすい、物事を分かっている人が尊重される、といった省内文化を誇る経済産業省を志望
しました。入省後も、自分としても若手の身に余る大きな仕事を任せてもらっている実感があ
り、更なる研鑽を積もうとの気持ちを新たにしています。

日々の仕事を紹介してください。
前部署の通商政策局では、経済連携協定や閣僚会談等に係る調整業務や、米国トランプ政権
発足直後の政策動向分析に携わり、経済外交の現場を目の当たりにしながら業務に取り組みま
した。現在在籍している原子力政策関係の部署では、国のエネルギーミックスの基盤を支える
政策立案のため、電力業界との面談や海外政府関係者との政策対話など、幅広い領域に亘る
業務に携わっています。

仕事のやり甲斐は何ですか？
国家公務員の仕事は、物事を進めて初めて意味があるものだと感じています。その中で、異なる
意向を持つ幅広い関係者の間を調整し、合意を形成し、物事が前に進んだ時、やり甲斐を覚え
ます。
行政は、世の中の不断の変化を後追いで捉え、規定する側面が大きいというのが、悔しながら
現状の実感です。一方、目指すべき方向性、それに必要な社会制度等、考えるべきことに知的好
奇心が飽くことはなく、かつそれを実行できる立場にいられるのは、幸せなことです。

現場に根差し、人を動かし、政策を動かす

志望動機を教えてください。
大学時代に、リーマン・ショックが発生。それまで金融に馴染みがなかった私にとって、一つの
金融機関の破たんが世界中の経済に大きな影響を与えたことは驚きであると同時に、如何に
「金融」が人々の生活に浸透しているかを知る機会となりました。国家公務員として、金融シス
テムの安定や金融知識の普及に携わり、人々の生活を縁の下から支えることに貢献したいと思
い、金融庁を志望しました。

日々の仕事を紹介してください。
私が現在所属しているプルーデンス部門では、経済・金融市場の動向が金融機関の収益やリス
クに及ぼす影響を確認しています。具体的には、国際政治や経済など市場を動かすニュースの
チェック、金融機関からのリスク管理状況のヒアリング、データ分析、海外の政策調査などを
行っています。

仕事のやり甲斐は何ですか？
技術の進化や新しい価値観の創造など、常に目覚ましく変化して過去の経験則だけでは測れな
いのが「金融」です。その分、常に想像力も求められチャレンジングですが、時代の大きなうね
りの中に身を置くことができていると感じることができ、日々充実しています。

時代の大きなうねりの中に身を置く

平成27年 経済産業省採用 通商政策局通商政策課
平成29年 現職

平成29年 文部科学省採用 国際統括官付
平成30年 現職

越田 真奈美
大臣官房 国際課 企画係

総合職試験（院卒）　人間科学区分

文部科学省

志望動機を教えてください。
課題が山積し、急激な社会変化の渦中にある日本にとって、今後の発展の鍵は「人」だと考えてい
ます。学生時代の教育NPOでの活動を通して、経済的状況や家庭環境が厳しい子ども、外国に
ルーツがある子どもなど様々な困難に直面する子どもたちと出会いました。一方で、彼らが適切
な教育や支援を通して素晴らしい成長をしていく姿も目の当たりにしました。人種、言語、宗教、
セクシュアリティ、地域、所得等に関わらず全ての人の可能性を引き出し、社会資本として活かせ
るような教育、社会を実現したいと考え、文部科学省を志望しました。

日々の仕事を紹介してください。
省に関わる国際案件の総合調整、国連をはじめとした国際会議への対処方針のとりまとめ、政務
の海外出張の調整等を中心に担当しています。調整役として、様々な局課の考えを聞いた上で、
省全体の最適解をふまえて落としどころを模索するのは難しいことでありますが、カウンター
パートとの密なコミュニケーションを通して方向性を見出していく過程は楽しくも感じています。
また、戦略的な国際案件形成に関わる中で、長期的かつ多角的な視野をもって課題に取り組むこ
との重要性を日々学んでいます。

仕事のやり甲斐は何ですか？
国内の政策を考える上でも国際的な視点が必要であるとひしひしと感じており、その視点を身に
つけることができる毎日は大変充実しています。国民目線を大切にしつつも、国際視点を含めた
広い視野で未来をつくっていく行政官として、省内外様々な方との対話を大切にしながら、粘り強
く取り組んでいきたいと思います。

長期的・多角的な視野をもって取り組む

平成24年 金融庁採用 総務企画局総務課国際室
平成27年 監督局証券課証券モニタリング室
平成28年 国内留学
平成30年 現職

伊藤 仁美金融庁
総合政策局 リスク分析総括課 マクロ分析室

総合職試験（大卒程度）　工学区分

志望動機を教えてください。
大学で学んだ理工系の知識を活かせる仕事に就きたいという思いを持ちつつも、研究者として1
つの専門知識を極めるよりは、幅広い技術に触れたいという思いを抱いていたところ、特許庁で
はそれらの思いを実現できると感じたこと。発明を独占的に実施できる特許権を付与すべきかど
うか判断する特許審査業務や知財行政に関する業務に携わり、技術開発の促進を支援すること
で、日本の産業の発展に貢献できる点に魅力を感じたこと。以上の２点から、特許庁を志望しま
した。

日々の仕事を紹介してください。
第５世代移動通信システム（５Ｇ）などの無線通信分野の特許審査業務に携わっています。具体
的には、まず、出願された発明の内容を理解します。このとき、必要に応じて、発明に関連する参
考書を読むこともあります。次に、過去に似たような文献がないか調査し、出願された発明と調
査で発見された文献を対比し、特許権を付与すべきかどうか判断を行います。判断に悩むことは
多々ありますが、その度に指導審査官や周りの先輩と活発に議論を行っています。

専門性はどのように活かされていますか？
私の担当分野は大学での専攻と直接的な関連はありませんが、大学で学んだ理工系の知識は、
特許審査業務や国際出願の調査業務において、発明を理解する際に役立っています。ただ、審査
に必要な技術的知識の多くは、入庁後の技術研修や業務を通じて習得しています。担当する技
術分野が変わることもあるため、学生時代の専攻内容にとどまらず、幅広い分野の技術的知識を
習得し、知的好奇心を満たすことができるのが、特許庁の業務の醍醐味だと思います。

知的好奇心を満たせる仕事

平成29年 特許庁採用
 現職

町田 舞特許庁
審査第四部 伝送システム・審査官補
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先輩職員に聞く

有村 舞子
労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室

総合職試験（院卒）　化学・生物・薬学区分

総合職試験（大卒程度）　数理科学・物理・地球科学区分

厚生労働省

志望動機を教えてください。
厚生労働省の技術系区分には、化学物質の有害性を科学的な視点から評価することで労働者
を守るといった、理系の知識を活かして活躍できる部局があります。私は、学生時代に培ってき
た理系的思考や化学の知識、専門性を活かすような仕事に就きたいと考えていたため、当省の
技術系区分に魅力を感じ、志望しました。

日々の仕事を紹介してください。
化学物質対策課では、労働者の健康・安全を守るために、化学物質を職場で使う際のルールづ
くりを行っています。私が所属している化学物質評価室では、専門家の方々の意見を踏まえな
がら、未規制の化学物質のリスク評価を行うことで、健康障害を防ぐ対策などを定めています。
また、新しく作られる化学物質の届出の審査や、届出された化学物質の名称を官報に掲載する
名称公表、有害性が認められた化学物質について事業者への周知を行っています。このような
仕事以外にも、海外の組織や機関へ説明や交渉を行うなど、様々な人と関わりながら幅広い仕
事を日々行っています。

専門性はどのように活かされていますか？
化学物質に関わる業務が多いため、学生時代に学んだ化学の基礎知識は常に活かされている
と思います。例えば、名称公表では、事業者から届出された名称を、IUPAC命名法に基づい
て、製造方法や化学反応式を考慮しながら、新たに名称を付けて官報に掲載しています。研究
開発で生み出される化学物質について、専門家の先生方や専門性の高い事業者とやりとりをし
て、全員が納得するまで名称をすり合わせるため、化学の知識はもちろん、根拠に基づいた明
確な説明を要します。

理系の知識で労働者を守る

志望動機を教えてください。
大学時代に専攻分野の関係もあり、自然災害の被災地に行く機会が多くありました。その中で、
一般の人々まで災害の危険性をうまく伝えられれば、まだまだ被害を軽減することが出来るの
ではないかと感じ、自分も災害時によりわかりやすい情報を提供していくことで貢献していきた
いと思い入庁を希望しました。

日々の仕事を紹介してください。
主に地震情報や津波警報・注意報の利活用に関わっています。どのようにすれば多くの方々に
情報を活用して被害軽減につなげられるか色々なアイデアを出し、関係機関と連携してパンフ
レット作成や防災イベントの企画などをしてます。また、地震発生時には夜間や休日でも登庁
し、地震活動を説明する資料を各担当で作成した資料を取りまとめて作成します。

専門性はどのように活かされていますか？
地震について一般の方に説明することや問い合わせを受けることも多くあり、その際には科学的
な背景を理解した上で、災害時に注意すべきことなどを説明しなければならず、大学時代に学
んだ地球科学の知識が役に立ってます。

情報の活用で被害軽減に貢献する

平成29年 厚生労働省採用
 現職

平成25年 農林水産省採用
 農林水産技術会議事務局技術政策課/研究推進課
平成27年 生産局地域作物課（10月～政策統括官付地域作物課）
平成29年 現職

楠田 弘毅
大臣官房 政策課 環境政策室 環境企画係長

総合職試験（院卒）　農業科学・水産区分

農林水産省

志望動機を教えてください。
当時、世界では食糧危機が叫ばれる中で、国内では農地面積が減少しており、国内外の両側面
から日本の食料安全保障について議論されていました。そんな中、私も自身の地元で水田が次々
となくなっていくのを目の当たりにし、日本の食や農業を支える仕事をしたいと考えるようになり
ました。私たちの豊かな食生活を将来に引き継いでいくため、世界にも国内にも目を向けて仕事
をすることのできる農林水産省を志望しました。

日々の仕事を紹介してください。
地域作物課在籍時には、さとうきびや甘しゃ糖（さとうきびから作られる粗糖（そとう：砂糖の原
料））の生産振興を担当しました。離島の産業を支えるさとうきび生産者の方々や製糖工場への
支援の内容や水準を検討するため、日々産地の状況を聞き取ったり、実際に産地へ行って生産者
の方々と意見交換したりと、農林水産省の「現場主義」を叩き込まれました。

専門性はどのように活かされていますか？
さとうきびや甘しゃ糖の生産振興を担当した際は、当然ながら、省内の誰よりもさとうきびにつ
いて詳しいエキスパートであることが求められました。その際、大学・大学院で学んだ農学（作物
学、育種学、植物病理学など）の専門知識があったおかげで、さとうきびについてもすぐに知識を
身につけることができたと思います。

豊かな食生活を将来に引き継ぐために

平成29年 気象庁採用 地震火山部地震予知情報課
同年12月 現職

上野 貴史気象庁
地震火山部 管理課 地震津波防災対策室

総合職試験（大卒程度）　森林・自然環境区分

志望動機を教えてください。
生態系保全に関わる仕事を志望しつつ、また一方で人間の日々の暮らしや経済活動を守ることも
重要だと考えていました。森林を守りながら、木材の生産等で活かすという考え方の中で、生態
系保全と人間の共生の糸口を見いだすことができると思い、入省を希望しました。

日々の仕事を紹介してください。
日本全国の山崩れ等の復旧や予防工事を行う公共事業（治山事業）の計画や予算のとりまとめ
をしています。
急峻な地形や降雨が多い日本では、山崩れ等の災害が頻繁に起こっています。その現状を把握
し、地域のニーズを踏まえて、災害の復旧や予防が円滑に行われるように予算の確保を行った
り、事業の見直しを行っています。実際に北海道で工事監督をした経験により、森林や山地で起
こる災害の実態を踏まえながら施策を考えています。

専門性はどのように活かされていますか？
町役場に出向していた際に、樹木判別の知識を活かして、家具用の丸太生産や国産メープルシ
ロップの生産に取り組んだことがあります。関係者間の調整で苦労も多かったですが、地域の
方々に「この木にこんな利用方法があったのか！」と喜んでいただけたので、やりがいのある仕事
でした。
国土の７割が森林である日本にとって、森林は質、量ともに充実している重要な資源です。森林や
樹木の有用性を普及させていくことが山村地域の魅力を上げる一つのツールだと考えています。

地域の方々の喜びがやりがいに

平成25年 農林水産省採用 林野庁森林整備部治山課
平成26年 北海道森林管理局宗谷森林管理署鴛泊治山事業所
平成28年 岩手県住田町林政課副主幹（出向）
平成30年 現職

岩田 隆典林野庁
森林整備部 治山課 施設計画班 計画係長
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先輩職員に聞く

有村 舞子
労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室

総合職試験（院卒）　化学・生物・薬学区分

総合職試験（大卒程度）　数理科学・物理・地球科学区分

厚生労働省

志望動機を教えてください。
厚生労働省の技術系区分には、化学物質の有害性を科学的な視点から評価することで労働者
を守るといった、理系の知識を活かして活躍できる部局があります。私は、学生時代に培ってき
た理系的思考や化学の知識、専門性を活かすような仕事に就きたいと考えていたため、当省の
技術系区分に魅力を感じ、志望しました。

日々の仕事を紹介してください。
化学物質対策課では、労働者の健康・安全を守るために、化学物質を職場で使う際のルールづ
くりを行っています。私が所属している化学物質評価室では、専門家の方々の意見を踏まえな
がら、未規制の化学物質のリスク評価を行うことで、健康障害を防ぐ対策などを定めています。
また、新しく作られる化学物質の届出の審査や、届出された化学物質の名称を官報に掲載する
名称公表、有害性が認められた化学物質について事業者への周知を行っています。このような
仕事以外にも、海外の組織や機関へ説明や交渉を行うなど、様々な人と関わりながら幅広い仕
事を日々行っています。

専門性はどのように活かされていますか？
化学物質に関わる業務が多いため、学生時代に学んだ化学の基礎知識は常に活かされている
と思います。例えば、名称公表では、事業者から届出された名称を、IUPAC命名法に基づい
て、製造方法や化学反応式を考慮しながら、新たに名称を付けて官報に掲載しています。研究
開発で生み出される化学物質について、専門家の先生方や専門性の高い事業者とやりとりをし
て、全員が納得するまで名称をすり合わせるため、化学の知識はもちろん、根拠に基づいた明
確な説明を要します。

理系の知識で労働者を守る

志望動機を教えてください。
大学時代に専攻分野の関係もあり、自然災害の被災地に行く機会が多くありました。その中で、
一般の人々まで災害の危険性をうまく伝えられれば、まだまだ被害を軽減することが出来るの
ではないかと感じ、自分も災害時によりわかりやすい情報を提供していくことで貢献していきた
いと思い入庁を希望しました。

日々の仕事を紹介してください。
主に地震情報や津波警報・注意報の利活用に関わっています。どのようにすれば多くの方々に
情報を活用して被害軽減につなげられるか色々なアイデアを出し、関係機関と連携してパンフ
レット作成や防災イベントの企画などをしてます。また、地震発生時には夜間や休日でも登庁
し、地震活動を説明する資料を各担当で作成した資料を取りまとめて作成します。

専門性はどのように活かされていますか？
地震について一般の方に説明することや問い合わせを受けることも多くあり、その際には科学的
な背景を理解した上で、災害時に注意すべきことなどを説明しなければならず、大学時代に学
んだ地球科学の知識が役に立ってます。

情報の活用で被害軽減に貢献する

平成29年 厚生労働省採用
 現職

平成25年 農林水産省採用
 農林水産技術会議事務局技術政策課/研究推進課
平成27年 生産局地域作物課（10月～政策統括官付地域作物課）
平成29年 現職

楠田 弘毅
大臣官房 政策課 環境政策室 環境企画係長

総合職試験（院卒）　農業科学・水産区分

農林水産省

志望動機を教えてください。
当時、世界では食糧危機が叫ばれる中で、国内では農地面積が減少しており、国内外の両側面
から日本の食料安全保障について議論されていました。そんな中、私も自身の地元で水田が次々
となくなっていくのを目の当たりにし、日本の食や農業を支える仕事をしたいと考えるようになり
ました。私たちの豊かな食生活を将来に引き継いでいくため、世界にも国内にも目を向けて仕事
をすることのできる農林水産省を志望しました。

日々の仕事を紹介してください。
地域作物課在籍時には、さとうきびや甘しゃ糖（さとうきびから作られる粗糖（そとう：砂糖の原
料））の生産振興を担当しました。離島の産業を支えるさとうきび生産者の方々や製糖工場への
支援の内容や水準を検討するため、日々産地の状況を聞き取ったり、実際に産地へ行って生産者
の方々と意見交換したりと、農林水産省の「現場主義」を叩き込まれました。

専門性はどのように活かされていますか？
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海外 など

行政官長期在外研究員派遣数の推移
採用後のキャリアパスのイメージ（例）

人材

国家公務員には、研修をはじめとするさまざまな育成機会が設けられており、
本人の希望や適性も考慮のうえ、適時その機会が付与されます。
人事院では、各役職段階において求められる資質・能力を伸ばすことができるよう、
採用時から幹部級まで、さまざまな研修を実施しています。
また、留学や出向等を通じて多様な勤務経験を積むことができます。

行政の国際化、複雑・高度化の進展に対応し得る人材を育成するための、
行政官長期在外研究員制度（※）・行政官短期在外研究員制度・
行政官国内研究員制度があります。
※人事院の選抜審査に合格した若手職員が、外国の大学院（修士課程又は博士課程）に留学できる制度です。

※公務では「メンター制度」を
　活用しています。

リーフレット
「メンター制度実施の手引き」（表紙）

育成 留学

係員 係長 課長補佐 室長 課長 幹部職員

合同初任研修

〈行政研修〉

課長補佐級

民間（官民交流）勤務 地方公共団体勤務

専門スタッフ職

海外留学 国際機関勤務 他府省勤務

幹部候補育成課程

行政官長期在外研究員制度で海外留学した職員からのメッセージ

留学の魅力や留学を通して得たことを教えてください。
英国・ロンドン大学（ＵＣＬ）でテロ対策・組織犯罪対策について学びました。私が所属した学部で
は、テロ対策や組織犯罪対策に関する学際的な研究が行われており、様々な学問的背景を持つ研究
者による講義や、テロ対策等の実務家による講演から大いに刺激を受けました。また、各国の治安機
関からの留学生も多く、彼らとの議論を通じて日本の警察組織やその職務執行の在り方、警察と市
民との関係、治安環境等について相対化する機会に恵まれたことも留学から得られた貴重な財産と
言えます。

帰国後、どのように留学経験を活かしていますか?
帰国後は、警察庁の国際課で外国治安機関との国際協力に関する業務に従事したり、県警察や警
察庁の外事課で国際テロ対策等に関する業務に従事したりする機会に恵まれました。これらの業務
では、留学中に培った語学力が試される機会が多いことはもちろんのこと、留学中に得た知識が直接
業務に活きる機会も少なからずあり、休日に当時の教科書を引っ張り出して勉強することもしばしば
です。

グローバルな舞台で自分を磨く

平成19年 警察庁採用
平成23年 行政官長期在外研究員
平成25年 和歌山県警察本部刑事部捜査第二課長
平成26年 警察庁長官官房国際課課長補佐
平成27年 神奈川県警察本部警備部外事課長
平成28年 現職

土居 侑一朗警察庁
外事情報部 外事課 課長補佐

留学先大学／ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン

課長級

初任行政研修

リーダーシップ研修

幹部行政官セミナー

行政フォーラム

採用された直後の職員を対象とした、
３日間（合宿）の合同研修

3年目フォローアップ
研修

採用３年目の職員を
対象とした、４日間（合宿）

の研修（５コース）

採用後１か月程度を経た職員を対象とした、
地方自治体等及び介護施設での現場体験を
含めた５週間（合宿等）の研修（５コース）

被災地復興・地方創生プログラム被災地復興・地方創生プログラム

採
用

地方自治体実地体験地方自治体実地体験
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行政官長期在外研究員制度

期間 ２年（博士課程への進学の場合は延長可）

派遣者数 140人（平成29年度派遣）

派遣先国・地域
（平成29年度派遣者)

米国、英国、フランス､ドイツ、
オランダ、スウェーデン､カナダ、中国、
香港、シンガポール

主な派遣先大学

■米国
　ＵＣＬＡ､ハーバード､コロンビアなど
■英国
　ケンブリッジ、ロンドン(LSE)など
■フランス
　パリ政治学院など
■ドイツ
　ベルリン自由など
■中国
　清華など
■シンガポール
　シンガポール国立
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ワークライフバランス（仕事と生活の調和）のための

※このほかにも様々な支援制度があります。

働き方改革 制度

給与・ 時間など勤務

産前休暇・産後休暇

配偶者出産休暇

育児参加のための休暇

育児休業

育児短時間勤務

早出遅出勤務

子の看護休暇

妻

夫

夫

夫妻

夫妻

夫妻

夫妻

あなたの働き方改革は?
第二子が誕生した前後、育児参加のための特別休暇を利用し、約１か月間、短時間勤務を行いまし
た。短時間勤務中は上の子の保育園の送迎や食事の支度を行いつつ、子どもの就寝後や早朝の時
間を活用して、日中の業務を効率的に行えるよう頭の整理を行っていました。

日々の仕事を紹介してください。
住宅ローン減税を始めとする住宅税制の立案を主に担当しています。住宅は国民生活にとって不可
欠な基盤である一方、近年は空き家や既存住宅の流通促進といった課題も発生しており、これら住
宅を取り巻く状況の改善に、税というアプローチで取り組んでいます。具体的には、国民の声や事業
者からのニーズに基づき制度設計を行い、税法を所管する税務当局との議論・調整や、関係する国会
議員の方との議論を通して、制度を作り上げています。

働き方改革により変化したことは何ですか？
一日24時間という限られた時間をいかに有効に使うかという問題意識が高まり、仕事だけでなく、
日常生活においてもメリハリのある時間の使い方を心がけるようになりました。結果的に、仕事にお
いては段取りを意識するようになり、妻が育児休暇から復帰し自分がフルタイム勤務となった現在
も、子育てと効率的な業務を並行して行えるようになるという好循環が生まれました。

働き方改革実行中

平成26年 国土交通省採用
 総合政策局国際政策課多国間協定第二係長
 　　　　　　　　同課多国間協定第一係長
平成27年 航空局航空ネットワーク部首都圏空港課
 成田国際空港企画室課長補佐
平成29年 現職

高橋 晋也国土交通省
住宅局 住宅政策課 課長補佐

妊娠 出産 1歳 3歳 小学校入学

起床
（朝食準備・家事）

ある一週間のスケジュール

退庁 子供迎え

6：30

子供送り

8：30

登庁

9：30 17：00 17：30

起床 退庁 子供迎え

6：30

子供送り

8：30

登庁

9：30 18：00 19：00

月 火 水

木

起床

6：30

子供送り

8：30

登庁

9：30

退庁（上司の送別会）

17：00
金

保育園に延長保育を申請
（急な打ち合わせのため）

保育園の迎えは
妻に依頼

出産の６週間前から８週間後までの休暇

妻の出産の付添いなどのための休暇

妻の産前・産後休暇中に就学前の子を養育するための休暇

子を養育するための休業（子が３歳になるまで）

子を養育するための短時間での勤務（子が就学するまで）

放課後児童クラブへの送迎などのための勤務時間帯の変更

子の急な発熱などの際の看護のための休暇（子が就学するまで）

働く時間と
場所の柔軟化

職場における
仕事改革

・「今日は早期退庁を！」組織のトッ
プから職員に継続的なメッセージ
・ワークライフバランス実現への取組
を上司の人事評価に反映

・フレックスタイム制の活用
・テレワークの推進

・残業の必要性の事前確認を徹底
・法令、国会、予算等業務の効率化で
仕事にメリハリを

価値観・意識
の改革

取組例 取組例取組例
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子供送り

8：30

登庁

9：30

退庁（上司の送別会）

17：00
金

保育園に延長保育を申請
（急な打ち合わせのため）

保育園の迎えは
妻に依頼

出産の６週間前から８週間後までの休暇

妻の出産の付添いなどのための休暇

妻の産前・産後休暇中に就学前の子を養育するための休暇

子を養育するための休業（子が３歳になるまで）

子を養育するための短時間での勤務（子が就学するまで）

放課後児童クラブへの送迎などのための勤務時間帯の変更

子の急な発熱などの際の看護のための休暇（子が就学するまで）

働く時間と
場所の柔軟化

職場における
仕事改革

・「今日は早期退庁を！」組織のトッ
プから職員に継続的なメッセージ
・ワークライフバランス実現への取組
を上司の人事評価に反映

・フレックスタイム制の活用
・テレワークの推進

・残業の必要性の事前確認を徹底
・法令、国会、予算等業務の効率化で
仕事にメリハリを

価値観・意識
の改革

取組例 取組例取組例

※１　本府省に勤務する場合の俸給（行政職俸給表（一）２級）、本府省業務調整手当、地域手当の合計
※２　職務の必要に応じて異なる場合があります。
※３　４月１日採用の場合、採用年は15日

初任給 【院卒者試験採用】　261,280円※１　　【大卒程度試験採用】　229,240円※１

諸手当 扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当など

昇給 原則年１回

賞与（ボーナス） 期末手当、勤勉手当として、１年間に俸給の月額等の約4.40月分（６月、12月に支給）

勤務時間 1日7時間45分※２

休暇等
年次休暇（有給）20日※３ 
残日数は20日を限度として翌年に繰越し 
その他、病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・忌引・ボランティア等）、介護休暇、育児休業等

休日 土・日及び祝日等、年末年始(12月29日～１月３日）※２

（平成30年４月１日現在）
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総合職試験に関する総合職試験の概要 Ｑ＆Ａ

官庁訪問

総合職試験とは政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務を
その職務とする係員の採用試験です。

❶官庁訪問は、志望府省を訪問し、業務説明や面接を受けるもので、志望府省に採用されるための重要なステップです。
❷「合格＝採用」ではなく、この官庁訪問の過程を経て志望府省の内々定を得ることとなります。
❸官庁訪問は志望する府省等に関する知識を深めるとともに自己ＰＲの重要な機会となります。
❹志望する府省を積極的に訪問しましょう。

官庁訪問のルールやスケジュール等の詳しい情報を知りたい方は、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「採用情報」をご覧ください。試験内容や出題分野をご覧になりたい方、詳しい情報を知りたい方は、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「試験情報」をご覧ください。

春実施の院卒者試験と
大卒程度試験の違いは何ですか？

院卒者試験は、第１次試験については、基礎能力
試験を大卒程度試験より簡便なものとしており、
大卒程度試験の出題数が40題とされているのに
対して、院卒者試験では30題とされています。ま
た、第２次試験の試験種目が大卒程度試験では、
専門試験（記述式）、政策論文試験及び人物試験
の３種目、院卒者試験では、専門試験（記述式）、
政策課題討議試験及び人物試験の３種目とされ
ており、１種目が政策論文試験であるか政策課題
討議試験であるかが異なります。

A

総合職試験に最終合格した場合、
採用が可能なのはいつまでですか？

採用可能なのは、試験合格後３年間です。採用候
補者名簿は３年間有効ですので、例えば、大学４
年で大卒程度試験に合格した場合でも、名簿の
有効期間内に大学院の修士課程を修了した場合
には、修士課程の修了後に採用されることが可能
となります。この場合には、採用を希望する年度
の前年度に官庁訪問を行い、採用内定を得る必
要があります。

A

志望府省について
興味がある分野を
中心に幅広く調
べ、自分の考えを
まとめて官庁訪問
に臨みました！ そ
れを自分なりの言
葉で熱い思いとと
もに伝えるよう心
がけました。

官庁訪問のルール
については、人事院
のＨＰに載っていた
「官庁訪問ガイド」
がわかりやすく、非
常に参考になりま
した。事前にどのよ
うに回るかスケ
ジュールを組んで、
対策を練りました。

官庁訪問中に心がけたことは何ですか？

自分が長く働くか
もしれない職場を
決める機会なの
で、自分が働きた
いかという目線で
職場の雰囲気やや
りがいについて職
員の方によく聞い
ていました。

面接を待つ他の受
験者の様子や自分
の面接の進み具合
などが気になって
不安になることも
ありましたが、よく
聞く噂をあまり信
じすぎず、目の前
の面接に集中する
よう心がけました。

院卒者試験

試験の区分 行政、人間科学、工学、数理科学・物理・ 地球科学、化学・生物・薬学、農業科学・水産、農業農村工学、森林・自然環境、
法務（法務区分は秋に試験を実施）

受験資格 30歳未満で大学院修了及び大学院修了見込みの者（注1）

（法務区分は司法試験の合格者であることも要件）

試験種目

 試験 法務区分以外の区分 法務区分

第１次試験 基礎能力試験（多肢選択式）、専門試験（多肢選択式） 基礎能力試験（多肢選択式）

第２次試験 専門試験（記述式）、政策課題討議試験、人物試験、
英語試験（注2） 政策課題討議試験、人物試験、英語試験（注2）

大卒程度試験

試験の区分 政治・国際、法律、経済、人間科学、工学、数理科学・物理・ 地球科学、化学・生物・薬学、農業科学・水産、農業農村工学、
森林・自然環境、教養（教養区分は秋に試験を実施）

受験資格 21歳以上30歳未満の者（教養区分は20歳の者も受験可）（注1）

試験種目

 試験 教養区分以外の区分 教養区分

第１次試験 基礎能力試験（多肢選択式）、専門試験（多肢選択式） 基礎能力試験（多肢選択式）、総合論文試験

第２次試験 専門試験（記述式）、政策論文試験、人物試験、
英語試験（注2）

政策課題討議試験、企画提案試験、人物試験、
英語試験（注2）

TOEFL(iBT) TOEIC（L&R) IELTS 英検

15点加算 65以上 600以上 5.5以上 －

25点加算 80以上 730以上 6.5以上 準１級以上

注１）　年齢は、試験実施年度の４月１日現在における年齢です。
注2）　英語試験（外部英語試験の活用）：活用する英語試験は、TOEFL（iBT）、TOEIC（L＆R）、IELTS、実用英語技能検定試験（英検）の４種類で、最終合格者決定の際に、ス

コア等に応じて、総得点に15点又は25点を加算します。
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総合職試験に関する総合職試験の概要 Ｑ＆Ａ

官庁訪問

総合職試験とは政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務を
その職務とする係員の採用試験です。

❶官庁訪問は、志望府省を訪問し、業務説明や面接を受けるもので、志望府省に採用されるための重要なステップです。
❷「合格＝採用」ではなく、この官庁訪問の過程を経て志望府省の内々定を得ることとなります。
❸官庁訪問は志望する府省等に関する知識を深めるとともに自己ＰＲの重要な機会となります。
❹志望する府省を積極的に訪問しましょう。

官庁訪問のルールやスケジュール等の詳しい情報を知りたい方は、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「採用情報」をご覧ください。試験内容や出題分野をご覧になりたい方、詳しい情報を知りたい方は、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「試験情報」をご覧ください。

春実施の院卒者試験と
大卒程度試験の違いは何ですか？

院卒者試験は、第１次試験については、基礎能力
試験を大卒程度試験より簡便なものとしており、
大卒程度試験の出題数が40題とされているのに
対して、院卒者試験では30題とされています。ま
た、第２次試験の試験種目が大卒程度試験では、
専門試験（記述式）、政策論文試験及び人物試験
の３種目、院卒者試験では、専門試験（記述式）、
政策課題討議試験及び人物試験の３種目とされ
ており、１種目が政策論文試験であるか政策課題
討議試験であるかが異なります。

A

総合職試験に最終合格した場合、
採用が可能なのはいつまでですか？

採用可能なのは、試験合格後３年間です。採用候
補者名簿は３年間有効ですので、例えば、大学４
年で大卒程度試験に合格した場合でも、名簿の
有効期間内に大学院の修士課程を修了した場合
には、修士課程の修了後に採用されることが可能
となります。この場合には、採用を希望する年度
の前年度に官庁訪問を行い、採用内定を得る必
要があります。

A

志望府省について
興味がある分野を
中心に幅広く調
べ、自分の考えを
まとめて官庁訪問
に臨みました！ そ
れを自分なりの言
葉で熱い思いとと
もに伝えるよう心
がけました。

官庁訪問のルール
については、人事院
のＨＰに載っていた
「官庁訪問ガイド」
がわかりやすく、非
常に参考になりま
した。事前にどのよ
うに回るかスケ
ジュールを組んで、
対策を練りました。

官庁訪問中に心がけたことは何ですか？

自分が長く働くか
もしれない職場を
決める機会なの
で、自分が働きた
いかという目線で
職場の雰囲気やや
りがいについて職
員の方によく聞い
ていました。

面接を待つ他の受
験者の様子や自分
の面接の進み具合
などが気になって
不安になることも
ありましたが、よく
聞く噂をあまり信
じすぎず、目の前
の面接に集中する
よう心がけました。
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■総合職試験の採用予定数について
2019年度の採用予定数は、2019年２月初旬頃に人事院のホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」等に掲載する受験案内にお示
しする予定です。その後、随時ホームページを通じて試験区分別、府省別の最新の採用予定数をお知らせしていきます。なお、過去３年分の
採用状況もホームページに掲載していますので、参考にしてください。

■秋試験（院卒者：法務区分、大卒程度：教養区分）について

法務区分は、司法試験の合格者（30歳未満で大学院修了又は修了見込みの者）を対象とした試験で、第１次試験として基礎能力試験、第２次試験
として政策課題討議試験・人物試験を実施します。専門試験は行いません。
教養区分は、20歳以上30歳未満の方を対象とした試験で、第１次試験として基礎能力試験・総合論文試験、第２次試験として政策課題討議試験・
企画提案試験・人物試験を実施します。専門試験は行わないので、どのような専門分野の方でも受験しやすい試験です。

秋に行われる法務区分、教養区分はどんな試験ですか？

法務区分の最終合格者は、合格後随時採用されます。採用候補者名簿は、３年間有効ですので、司法修習を受けてから採用されることも可能です。
教養区分の最終合格者は、おおむね翌年4月に採用されますが、大学３年生時の合格者は、翌年の春試験合格者と同じスケジュールで官庁訪問を
行い、おおむね翌々年の４月に採用されることになります。

法務区分、教養区分の最終合格者は、いつ採用になりますか？

平成30年度総合職試験区分別実施状況

試験の区分 院卒者試験 大卒程度試験 計

院卒者試験 大卒程度試験 申込者数 合格者数 申込者数 合格者数 申込者数 合格者数

行政

政治･国際

550 （165） 174 (51)

1,365 (529) 63 (19)

14,025 (5,358) 902 (266)法律 10,065 (4,113) 471 (156)

経済 2,045 (551) 194 (40)

人間科学 116 (67) 43 (22) 409 (245) 38 (17) 525 (312) 81 (39)

工学 537 (77) 191 (24) 1,782 (250) 192 (27) 2,319 (327) 383 (51)

数理科学･物理・地球科学 226 (34) 39 (3) 256 (60) 21 (3) 482 (94) 60 (6)

化学･生物･薬学 413 (132) 57 (17) 538 (205) 32 (11) 951 (337) 89 (28)

農業科学・水産 212 (77) 78 (28) 482 (206) 88 (38) 694 (283) 166 (66)

農業農村工学 16 (2) 12 (2) 217 (71) 34 (11) 233 (73) 46 (13)

森林･自然環境 111 (34) 45 (11) 269 (94) 25 (8) 380 (128) 70 (19)

合　計 2,181 (588) 639 (158) 17,428 (6,324) 1,158 (330) 19,609 (6,912) 1,797 (488)

注１）　（　）内は、女性の数（内数）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
注２）　院卒者試験は「法務」区分、大卒程度試験は「教養」区分を除きます。	

なお、平成29年度の「法務」区分の申込者数は23人（うち女性7人）、合格者数は12人（うち女性3人）、「教養」区分の申込者数は2,811人（うち女性968人）、合格者数
は135人（うち女性26人）です。

公共政策・法科大学院出身者の総合職試験の申込・合格状況（平成30年度）

院卒者試験 大卒程度試験 計

申込者数
公共政策大学院 61 (14) 36 (7) 97 (21)

法科大学院 248 (79) 68 (21) 316 (100)

合格者数
公共政策大学院 35 (12) 10 (2) 45 (14)

法科大学院 100 (30) 2 (1) 102 (31)

注１）　院卒者試験は、「行政」区分、大卒程度試験は、「政治・国際」「法律」「経済」区分の合計です。
注２）　（　）内は、女性の数（内数）
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■総合職試験の採用予定数について
2019年度の採用予定数は、2019年２月初旬頃に人事院のホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」等に掲載する受験案内にお示
しする予定です。その後、随時ホームページを通じて試験区分別、府省別の最新の採用予定数をお知らせしていきます。なお、過去３年分の
採用状況もホームページに掲載していますので、参考にしてください。

■秋試験（院卒者：法務区分、大卒程度：教養区分）について

法務区分は、司法試験の合格者（30歳未満で大学院修了又は修了見込みの者）を対象とした試験で、第１次試験として基礎能力試験、第２次試験
として政策課題討議試験・人物試験を実施します。専門試験は行いません。
教養区分は、20歳以上30歳未満の方を対象とした試験で、第１次試験として基礎能力試験・総合論文試験、第２次試験として政策課題討議試験・
企画提案試験・人物試験を実施します。専門試験は行わないので、どのような専門分野の方でも受験しやすい試験です。

秋に行われる法務区分、教養区分はどんな試験ですか？

法務区分の最終合格者は、合格後随時採用されます。採用候補者名簿は、３年間有効ですので、司法修習を受けてから採用されることも可能です。
教養区分の最終合格者は、おおむね翌年4月に採用されますが、大学３年生時の合格者は、翌年の春試験合格者と同じスケジュールで官庁訪問を
行い、おおむね翌々年の４月に採用されることになります。

法務区分、教養区分の最終合格者は、いつ採用になりますか？

総合職試験府省等別・区分試験別採用状況（平成30年４月１日現在）

府　省　名

院卒者試験 大卒程度試験

合
　
　
計

行
政

人
間
科
学

工
学

数
理
科
学
・
物
理･

地
球
科
学

化
学
・
生
物
・
薬
学

農
業
科
学
・
水
産

農
業
農
村
工
学

森
林
・
自
然
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会計検査院 1 3 2 1 7
(2) (1) (3)

人事院 1 1 2 1 5
(1) (1)

内閣府 4 4 2 1 2 13
(2) (1) (2) (5)

公正取引委員会 4 2 1 7
(2) (1) (1) (4)

警察庁 1 1 2 9 3 1 1 1 4 23
(1) (1) (1) (4) (1) (8)

金融庁 1 1 1 1 5 4 13
(1) (4) (5)

総務省 6 2 2 1 1 20 3 3 1 10 49
(2) (1) (1) (9) (1) (3) (17)

消防庁 1 1 2
(1) (1)

法務省 5 5 1 14 9 34
(4) (5) (8) (17)

公安調査庁 1 2 1 4

外務省 4 1 4 6 2 11 28
(3) (1) (2) (1) (2) (9)

財務省 4 1 12 10 2 1 8 38
(1) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (11)

国税庁 1 1 1 6 3 1 13
(1) (2) (1) (4)

文部科学省 3 1 5 1 4 1 6 3 1 1 1 4 31
(2) (1) (1) (1) (3) (2) (10)

厚生労働省 4 3 1 2 8 1 2 15 2 1 2 1 2 7 51
(1) (2) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (21)

農林水産省 3 1 1 15 5 12 1 16 3 2 1 17 11 2 2 92
(6) (1) (6) (5) (2) (7) (6) (1) (34)

経済産業省 2 10 2 1 10 9 4 1 9 48
(1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (15)

特許庁 13 2 5 2 7 1 6 1 37
(3) (2) (1) (5) (3) (14)

国土交通省 1 33 2 1 1 5 1 14 4 30 1 2 2 12 109
(1) (6) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (24)

気象庁 2 5 2 9
(1) (1)

海上保安庁 1 1 1 3
(1) (1) (2)

環境省 2 1 2 4 1 1 3 3 2 19
(2) (1) (2) (1) (6)

原子力規制庁 1 2 1 4

防衛省 1 9 1 2 8 8 1 1 1 32
(1) (2) (3) (6)

(独) 造幣局 1 1 2

合　　計 48 9 85 17 25 24 7 21 0 13 150 58 12 63 10 13 23 13 6 76 673
(18) (6) (17) (3) (8) (10) (2) (8) (0) (5) (49) (22) (8) (15) (0) (5) (11) (8) (2) (21) (218)

注１）　平成２９年度総合職試験からの採用者（過年度試験採用者を含む）です。
注２）　（　）内は、女性の数（内数）
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人事院では、様々なセミナーや講演を開催し、国家公務員の仕事の内容や
そのやり甲斐などを紹介しています。

詳しい情報は、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「説明会・セミナー」をご覧ください。

各府省人事担当者からのメッセージは、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「国家公務員の紹介」をご覧ください。

業務内容をもっと ためのセミナー・講演等知る
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人事院では、様々なセミナーや講演を開催し、国家公務員の仕事の内容や
そのやり甲斐などを紹介しています。

詳しい情報は、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「説明会・セミナー」をご覧ください。

各府省人事担当者からのメッセージは、人事院ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」内の「国家公務員の紹介」をご覧ください。

業務内容をもっと ためのセミナー・講演等知る 各府省の連絡先

府省名 担当課 電話番号
会計検査院 人事課 03-3581-8122
人事院 人事課 03-3581-5311
内閣府 人事課 03-5253-2111
公正取引委員会 人事課 03-3581-5471
警察庁 人事課 03-3581-0141
金融庁 秘書課 03-3506-6000
消費者庁 総務課 03-3507-8800
総務省 秘書課 03-5253-5111
消防庁 総務課 03-5253-5111
法務省 人事課 03-3580-4111
公安調査庁 人事課 03-3592-5711
外務省 人事課 03-3580-3311
財務省 秘書課 03-3581-4111
財務省財務局 地方課 03-3581-4111
財務省税関 関税局管理課 03-3581-4111
国税庁 人事課 03-3581-4161
文部科学省 人事課 03-5253-4111
厚生労働省 人事課 03-5253-1111
農林水産省 秘書課 03-3502-8111
経済産業省 秘書課 03-3501-1511
特許庁 秘書課 03-3581-1101
国土交通省 人事課 03-5253-8111
気象庁 人事課 03-3212-8341
海上保安庁 人事課 03-3591-6361
環境省 秘書課 03-3581-3351
原子力規制庁 人事課 03-3581-3352
防衛省 秘書課 03-3268-3111

人事院地方事務局（所）の連絡先

地方事務局（所）名 電話番号 所在地
人事院　北海道事務局 011-241-1248 〒060-0042　札幌市中央区大通西12丁目

東北事務局 022-221-2022 〒980-0014　仙台市青葉区本町３-２-23
関東事務局 048-740-2006 〒330-9712　さいたま市中央区新都心１-１
中部事務局 052-961-6838 〒460-0001　名古屋市中区三の丸２-５-１
近畿事務局 06-4796-2191 〒553-8513　大阪市福島区福島１-１-60
中国事務局 082-228-1183 〒730-0012　広島市中区上八丁堀６-30
四国事務局 087-880-7442 〒760-0019　高松市サンポート３－33
九州事務局 092-431-7733 〒812-0013　福岡市博多区博多駅東２-11-１
沖縄事務所 098-834-8400 〒900-0022　那覇市樋川１-15-15
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国家公務員試験や採用に関する最新の情報はこちらをチェック！

Map
the

Future

人事院 人材局 企画課 人材確保対策室
〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3
03-3581-5314（直通） 03-3581-6755
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国家公務員試験採用情報NAVI
試験・採用等に関する情報も満載。
採用試験の受験案内や試験問題例、セミナー・講演、官庁訪問等の情報も掲載中です！

http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

国家公務員試験採用情報 Facebook

メールマガジン 国家公務員試験採用情報ＮＥＷＳ

https://www.facebook.com/jinjiin.saiyo

http://www.jinji.go.jp/saiyo/merumaga/mailmagazine.htm

内閣人事局のホームページ ［国家公務員 Career Guide］
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/recruit/index.html
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