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所属されている課とお二人の
業務内容について教えてください。
宮本

員

合によりますが、きっちり資料にまとめて初めて報告
するというよりは、まず先に少しフラットに話をして
方向性を決めてから進める方が効率も良いですし、初

私たちの所属する教育課程課は、課の名称

動のコミュニケーションを特に大事にしています。業

からも分かるとおり、初等中等教育の教育

務時間はそんな感じです、昼休みになった途端、趣味

課程に関する業務を担っている部署になります。教育

の話しかしないんですけどね。
（笑）

課程の基準となる学習指導要領の内容の周知・徹底や、
子供たちへの指導方法改善のために各都道府県との協
議会を開催したり、次の学習指導要領の改訂に向けた
調査研究の業務などを行なっております。
その中で庶務・助成係としては、課の予算執行管理や、

文部科学省の魅力は
どのようなものだと思いますか。
宮本

子供たちの未来のための仕事に携わること
ができるということは本当に大きな魅力だ

と思います。今、学校現場は私たちが通っていた頃
からは想像できないほどに変わってきています。こ

先輩職員から学んだことについて
教えてください。

の大きな時代の変動の中、これからの未来を担って
いく子供たちのために仕事ができることはとてもや
りがいを感じています。

課の庶務として一緒にお仕事させていただ

やりがいがある反面、仕事では悩むこともあります

く中で、宮本さんの視野の広さ、細やかな

が、省内の職員の皆さん、熱い志を持った方ばかり

能するようにサポート役として日々奮闘しております。

気遣い、アンテナの高さ等、業務上養うべきスキル

ですので、助言や意見をいただき刺激を受け、自分

また、取りまとめの業務以外にも、学校の理科設備整

を日々学ばせていただいています。私自身、目の前

自身成長していけることも良いところだと思いま

備や理科の実験・観察支援員の配置のための補助金の

の仕事にとらわれ視野が狭くなりがちなのですが、

す！

執行業務も行っています。

係長としてご自身のお仕事や上席のサポートをする

次年度の予算要求の取りまとめなど、課全体が円滑に機

須永

須永

仕 事 の 幅 の 広 さ も 魅 力 的 だ と 思 い ま す。

今、宮本さんがおっしゃった理科設備の整

傍ら、部下の仕事や他係の業務状況にも目を配り、

備や観察支援員の配置のための補助金の執

自分も周りも仕事しやすくする環境づくりをしてい

ような多岐にわたる分野の業務を所管するのは文部

行業務が私にとってはメインの仕事になりますが、こ

らっしゃる姿勢を間近で見て日々勉強させていただ

科学省の特徴であり魅力の 1 つだと思っています！

の仕事では日々自治体や学校とやり取りしています。

いています。

私自身、教育行政へ特に関心を持って入省し、あり

須永

やり取りの中で現場の個別のニーズを知り、国の補助
事業における制度による統一性と個別の事案に対応

宮本

教 育・ ス ポ ー ツ・ 文 化・ 科 学 技術、この

そんなこと言われても何も出ませんよ。
（笑）

がたいことに実際に今教育に関わる部署で仕事をさ

でも係の職員の皆さんが働きやすい環境を

せていただいていますが、他の分野を所掌する部署

できる柔軟性のバランスの大切さや難しさを実感し

作ることは大事だなと思っています。
ですので私自身、

と連携しながら業務を進めることもあり、1 つの事

ています。あと率直に、
「私が学生だった時にこんな

須永さんの課内全体をフォローする姿を見て学ばせて

案に対して各分野の目線で物事を考え知る機会がた

ものあったかな…？」と思うような高度な理科設備を

いただいています。

くさんあります。視野が広がるのでとても勉強にな

たくさん知りました。時代の進歩を感じます…カタロ

あと須永さんは、私と補佐が話しているときは自分の仕

りますし、仕事の楽しさにもつながっていると感じ

グを見るのが楽しいです。
（笑）

事を進めながらこちらも気にかけていて、状況を見て話

ます。

に参加してくれたりして、十分周りを見て仕事をされて

普段の業務でのお互いの様子やどのよう
にコミュニケーションをとっているのか
について教えてください。
宮本

先ほど須永さんが言った業務の話にあった
ように、自治体など外部からの問合せも多

くありますので、日頃から内容の共有であったり、

仕事をする上で大切にしていること、意
識していることについて教えてください。
宮本

最後に、文部科学省を目指す人への
メッセージをお願いします。
宮本

文部科学省では、教育に限らず、スポーツ
に文化に科学技術にと幅広くいろんなこと

分からないことを分からないままにしない

に関わる機会があり、職員になってからも新しい発

ように、ということは常に心がけています。

見の日々が待っています！

問合せに対する疑問であったりと、コミュニケーショ

時期によっては業務が集中してしまい、資料の提出ま

是非、皆さんも好きなこと、やってみたいこと以外

ンをとりながら業務をしていると思います。私も分

で締切りが短いということが起きたりしますが、そう

にも、いろんなことに興味・関心を持って過ごして

からないことはよく須永さんに教えてもらっていま

いうときでも分からないことがあれば、調べたり、確

いただければと思います！

す。（笑）

認したりと、丁寧に進めるように気を付けています。

須永

教えるだなんて、恐縮です。（笑）私の方が
半年早く今の係に就いていますし、問合せ
も多く受けているので、前年度の経験
だとか問合せの多いトピックだと

（もちろん、時と場合によっては、スピード優先のと
きもあります！）
須永

先にコミュニケーションの話もありました
が、進める前の方向性の相談であったり、

須永

情報化の促進や新型コロナウイルスの影響
等、刻一刻と情勢が変わる中で、行政もその

変化に対応することを求められています。文部科学省
で取り扱う各分野についても例外ではなく、制度や政
策を推し進めるために大変なことはたくさ

か、そういったことは適宜共有さ

困難な事態が生じている場合の状況報告だったり、い

んありますが、その分だけ仕事にやりが

せていただいていますね。とは

わゆる報連相を大切にしています。考えることと悩む

いがあります。文部科学省は、自分の

いえ圧倒的に私の方が教えて

ことは違うと思っていて、悩んでいる時間が勿体ない

仕事に誇りを持てる職場です。熱

いただくことが多いです。相

ので、悩ましい案件ほど優先的に報告・相談するよう

い志を持った皆さんと一緒に働け

談しやすいのですぐ聞いて

に意識しています。また、悩ましい案件であっても、

る日を楽しみにしています！

しまって。
（笑）仕事のメー

最初から「できない」と決めつけて諦めるのではなく、

ルを見ながらどちらかが
独り言のように話し始め
てそのまま会話に発展し
たりしますよね。時と場
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いると思います！引き続きよろしくお願いいたします！

「どうしたらできるのか」という方向で考えることは
意識しています。

クロストーク

係

平成29年入省
（化学）

長

課

長

平成 6 年入省
（機械）

研究振興局参事官（ナノテクノロ
ジー・物質・材料担当）付

研究振興局参事官（ナノテクノロ
ジー・物質・材料担当）

Takagi Yurie

Eto Motoi

髙木 友里恵

所属されている課とお二人の
業務内容について教えてください。
江頭

江頭

基

めには、扱うデータの構造や付随する情報がばらばら

うにしようと思っています。前に部下に一つの具体の

ではうまくいきません。研究装置から出てくるデジタ

話をしたら苦笑されましたが。そういう時は「まだ時

ルデータの構造を自動で変換するシステムや、実際に

代が私に追いついていない」と思うようにしています。

私は令和 3 年 4 月にナノテクノロジーやマ

共用設備を利用する研究者が加工条件等の実験情報

テリアル（材料）分野の科学技術振興、イ

を簡単に追加できるフォーマットを作成することで、

髙木

日々多くの仕事が舞い込んでくる中で、よ
り良い仕事ができるよう、優先順位を意識

ノベーション創出を担当する参事官に着任しました。

データサイエンスや AI による研究開発に使えるデー

しつつ、ときにはメリハリをつけて取り組むよう心

ニュースでも話題となることが多い水素燃料製造、電

タが蓄積でき、
皆が研究に活用できるようになります。

掛けています。また、文部科学省の先輩方は、どん

気自動車や蓄電に用いる電池、半導体の性能を左右す

技術的な内容が分からないとこのような議論すらでき

な仕事にも前向きに、まずやってみよう、という姿

るのは材料です。たくさんの種類の材料をどのような

ませんが、今の部署には大学や企業から出向されてい

勢の方が多いので、私も見習いたいと思います。

配分で合成し、どのようにして製品の部材に加工して

る方が周りにいるので、
相談しながら仕事ができます。

いくかが材料開発の肝ですが、今は研究開発のスピー

江頭参事官には、事業の方針についてご相談させてい

ド競争の時代に入っています。日本は昔から基礎研究

ただいたり、大学に出向されていたりしたご経験もあ

から製品開発まで強く、日本人ノーベル賞受賞者の受

るので、現場視点でのアドバイスをいただいています。

賞理由になった青色発光ダイオードやリチウムイオン
電池は世界の人々の生活を大きく変えました。しかし、
マテリアル分野も世界の追い上げは激しく、最新の
データサイエンス、AI を活用した超効率な研究開発の
推進と、それを担う人材育成に特に力を入れています。
髙木さんも同じ時期に今の部署に異動してきたんで
すよね。
髙木

先輩職員から学んだことについて
教えてください。
髙木

文部科学省の魅力は
どのようなものだと思いますか。
江頭

内閣府や原子力規制庁、大学に出向したと
きに、文部科学省は雰囲気が良いですねと

言われたことが何度かあります。文部科学省の中だけ
にいても分からないでしょうね。仕事の仕方も就職し

江頭参事官は、内閣府に併任されているこ

た当時の頃と比べ、政策形成に向け部署を超え議論し

ともあり、省庁の枠組みを超えた大きな視

ながら進めていくように変わってきていると思います。

点を持ってお仕事をされていると感じることが多いで
はい。私は令和 3 年 3 月に着任しました。

す。1 つの事業を担当していると、
つい視野が狭くなっ

マテリアルに強い全国の大学や研究機関が

てしまうことがあるので、政府全体の視点からのご意

髙木

文部科学省で扱っている施策は、中長期的
かつ未来志向なものが多いです。なかなか

すぐには成果が見えないので大変な面もありますが、

保有する最先端の研究設備の共用を進めるとともに、

見を伺うと非常に勉強になります。一方で、最近では

その分やりがいも大きいと感じています。また、仕事

マテリアル研究のデジタルデータを全国から集めて

出張先で買った部下用のお土産を丸ごと空港に置き忘

を通じて、若手のうちから幅広い分野の研究者の方と

産学の研究者が研究開発に活用できるようにする全

れてしまうという意外な一面も拝見し、勝手ながら親

意見交換ができることも得難い経験だと感じます。

国的なシステムを創るのが私の担当です。いわゆるマ

しみも感じています。
（笑）

テリアル研究 DX（デジタル・トランスフォーメーショ
ン）の推進です。

江頭

忘れようとしているのにきついことを言い
ますね。先輩や同僚職員の良いところだと

感じた部分はどんどん吸収していってください。私は

普段の業務でのお互いの様子やどのよう
にコミュニケーションをとっているのか
について教えてください。

文部科学省に就職して今までずっと上司や同僚、部下

マテリアル分野に限らず様々な研究の現場で
DX を進めないと研究開発のスピードで世界

江頭

に負けてしまいます。また、研究の DX 化は単に研究

に恵まれたなと思っていますが、上司に言われたこと

学省では研究の DX 化をマテリアル分野で先駆的に進
めようという方針なので、髙木さんが担当している仕
事はとても重要です。私も時々打合せに出ていますが、
全国の大学との調整が大変そうです。

江頭

中央官庁の中でも文部科学省ほど様々な分
野の人材がいる役所はないですね。ほとん

の中で今でも心に残っていることの一つに「忙しいと

どの役所は国家公務員の試験区分だと行政や法律、

きほど丁寧に」というのがあります。忙しいと説明も

経済の人が大半ですが、文部科学省は、教育から科

雑になり、かえって後のフォローアップが大変になる

学技術、文化、スポーツと仕事の幅がとても広いので、

ことがありますので、この言葉はばたばたと忙しいと

技術系区分も化学や電気電子、情報、生物といった

きに頭に浮かんできます。

様々な試験区分で入省されています。私は大学で航
空宇宙工学を学び、流体力学の研究室にいましたが、

の効率化だけでなく研究者がもっと自らの頭脳を使う
研究に専念できるようになるということです。文部科

文部科学省を目指す人への
メッセージをお願いします。

仕事をする上で大切にしていること、意
識していることについて教えてください。
江頭

自分が係員の時には上司の係長や課長補佐、
係長や課長補佐になってからは課長やその

大学でどの分野にいても文部科学省はそれが生かせ
る職場です。どの部署でも人作りという共通の役割
があり未来に目を向けた仕事ができる役所です。
髙木

江頭参事官もおっしゃる
とおり、文部科学省は様々

髙木さんは研究者との会議や全国の

上の幹部、大臣の立場になって考えて仕事をするよう

なバックグラウンドを持っている

大学に実際に出向くことが多く忙し

にしています。管理職になると他の役所との調整も日

人が集まっている役所だと思いま

いはずですが、そういう素振りは

常的にありますので、他省庁の立場になって考えるこ

す。また、それぞれの得意分野

見せませんね。実際どうですか？

ともあります。また、その瞬間に自分なりの解を判断

を生かしつつも、仕事をしなが

私が担当している事

してアクションをとるべきことなのか、それとも様々

ら幅広い分野の先端研究を学

業 に は 25 機 関 の 大

な意見を聞きながら幅広い合意形成を進めながら対応

べる環境も魅力だと感じてい

学・研究機関が参画しており、

すべき課題なのかどうかということを考えるようにし

ます。文部科学省の取組に

現場からは日々様々な意見が

ています。全てこれまで携わった仕事を含めた経験、

少しでも興味を持っていた

寄せられるので、調整は確か

上司や同僚の姿から学んだことです。あとは、今はま

だけたのであれば、ぜひ一

に大変です。でも、データを

だ荒唐無稽なことでも、
「こういった世界になるといい

度文部科学省へお越しく

活用した研究開発を進めるた

なぁ」という未来の姿を思い描く気持ちは忘れないよ

ださい。

髙木
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CAREER PATH
キャリアアップイメージ
※これは、本省一般職採用職員キャリアパスの一例であり、
本人の勤務成績や希望等により異なります。

係長級

係員級

幅広く様々な分野を経験しながら、広い視野を養う。

係の施策を取りまとめるとともに、
部下への指導を行う。

これまでの経歴の簡単な紹介と
一番印象に残っている業務について
入省してからこれまで、新規職員の採用や、理科教育設備の補助、
大学内の研究機構の運営・評価、文部科学省後援の審査、国際案件の
連絡調整、大臣のスケジュール管理、幼児教育・保育の無償化の具体
化などの業務に携わってきました。どの部署でも多くの印象深い出来
事（とそれと同時に多くの失敗も）があり、なかなか一番を決められ
ないので、直近の幼児教育・保育の無償化に関する業務を紹介します。
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしましたが、
私はその１年前の９月に幼児教育課に着任しました。１年後のスター
トに向けて、無償化の対象範囲や制度、自治体・保護者の申請手続き
等の検討、予算の確保、周知・広報、制度開始後に生じた課題への対

係長級

初等中等教育局財務課
庶務・助成係長

向

陽平

Mukai Yohei

応など、関係省庁や地方自治体の方々と一丸となって、膨大かつ多様
な課題を１つ１つクリアし、制度を具体化していった経験は私の中で
も大きな財産になっています。

現在の業務内容、現在の役職での役割、
心がけていること
初等中等教育局では、全ての子供たちの可能性を引き出す個別最
適な学びと協働的な学びの実現に向けて、少人数学級や教科担任制の

平成19年入省（行政）
平成19年 4 月 文部科学省大臣官房人事課任用班
平成21年 4 月 同

初等中等教育局教育課程課

平成22年 4 月 国立大学法人北海道大学
学術国際部産学連携・研究推進課

推進、学校における働き方改革への支援、GIGA スクールにおける学
びの充実など、多岐にわたる施策を実施していますが、施策の実施に
不可欠なものが、予算です。私の業務は、局内全体の予算の取りまと
め役として、局内の10の課が抱える総額約２兆円の予算について、

平成22年 7 月 同

学術部産学連携・研究推進課

各課と連携しつつ、施策の内容の検討や財務省への要求・折衝に向け

平成23年 4 月 同

研究推進部産学連携課

た調整、予算の PR 資料の作成などを行っています。局内全体の調整

平成24年 4 月 文部科学省大臣官房総務課総務班
平成26年 1 月 同

研究振興局振興企画課

平成26年 10 月 同

研究振興局振興企画課総括係主任

平成27年 10 月 同

研究振興局振興企画課専門職

平成28年 4 月 同

大臣官房総務課総務班大臣室事務係長

平成30年 9 月 同

初等中等教育局幼児教育課振興係長

（併）内閣府子ども・子育て本部参事官付係長
平成31年 4 月 同

初等中等教育局幼児教育課庶務・助成係長

令和 元 年 12 月 （併）同

初等中等教育局初等中等教育企画課専門職

令和 3 年 1 月 （併）同

総合教育政策局地域学習推進課専門職

令和 3 年 4 月 同

初等中等教育局財務課庶務・助成係長（現職）

役というポジションなので、先々のスケジュールを見通しながら、各
課の予算がより良く、より十分に確保できるよう、いつ・何を・誰に・
どのように発信すれば効果が最大になるのか、ということを意識しな
がら業務を行っています。

文部科学省で働くことの魅力、学生等へのメッセ―ジ
社会が抱える様々な課題に対して、解決・改善策を提案できると
いうのが一番の魅力だと思います。教育や科学技術などの分野で何ら
かの課題に気付き、その課題を何とかしたい！という思いをお持ちで
あれば、是非、文部科学省に飛び込んできてください。省内にはこれ
までに積み重ねられた知見やエビデンスが多くありますし、頼りにな
る魅力的な上司や先輩もたくさんいます。きっと、あなたが実現した
いと考えている課題解決をより早く、より緻密に提案することができ
ると思います。数多ある選択肢の中から文部科学省を選んでいただけ
れば幸いです。いつかご一緒に仕事ができる日を楽しみにしています！
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キャリアパス

課長補佐級

幹部職員

企画官・室長級

課の施策の取りまとめを行い、
課長を支える。

これまでの経歴の簡単な紹介と
一番印象に残っている業務について
入省以降、主に国際関係の業務に従事し、アジアを中心とした国
際科学技術協力や国際原子力機関（IAEA）関連業務、経済協力開発
機構／原子力機関（OECD/NEA）での原子力留学、在シンガポール
日本国大使館での勤務などを経験しました。また国立大学法人出向で
の研究推進業務や科学技術の理解増進にも携わってきました。特に外
務省に出向した大使館勤務では教育・科学技術・文化・スポーツ分野
担当として、日シンガポール間の協力促進に貢献しました。一番印象
に残っている業務は、平成28年の日シンガポール外交関係樹立50周
年（SJ50）での日本文化発信です。ポップカルチャーから伝統文化・
科学技術まで様々なイベントを1年間シンガポール国内中で開催する
とともに、そのハイライトとして2日間で11万人動員した「SJ50ま
つり」の企画・運営にも携わりました。

現在の業務内容、現在の役職での役割、
心がけていること
現在は、科学技術の理解増進の業務として、毎年4月の科学技術週

課 長
補佐級

科学技術・学術政策局
人材政策課課長補佐

川端 正憲

Kawabata Masanori

間で全国の小中高等に配布の学習資料「一家に1枚」の作成を担当し
ています。また JST（国立研究開発法人科学技術振興機構）と連携し、
科学技術コミュニケーション活動として日本科学未来館やサイエンス
アゴラ等での対話・協働や共創活動の推進、また SDGs を含む社会
課題解決や新たな科学技術の社会実装に関して生じる倫理的・法制度
的・社会的課題（ELSI）への対応といった社会技術研究開発の推進
にも取り組んでいます。これまでの国内外での実務経験を活かし、担
当分野以外の情報にも常にアンテナを張りつつ俯瞰的に物事を見るこ
とを意識するとともに、省内外の様々な関係者と情報共有や連携を密
に行い、新たな取組に常に挑戦することを心がけています。

文部科学省で働くことの魅力、学生等へのメッセ―ジ
これまでのキャリアパスを振り返ると、最初に国際協力を担当し
たことをきっかけにして、入省以来、科学技術の分野は違っても多く
の国際業務に関わってきました。海外留学後には大使館での勤務に就
くとともに、帰国後には文部科学省内の国際部署に配属されるなど、

平成17年入省（化学）
平成17年 4 月 文部科学省科学技術・学術政策局国際交流官付
平成19年 4 月 内閣府（政策統括官（科学技術政策担当）付
参事官（原子力担当）付）主査付（併）原子力政策担当室
平成21年 4 月 原子力安全・保安院放射性廃棄物規制課
調整班調整係長
平成23年 4 月 文部科学省研究開発局開発企画課
核不拡散・保障措置室査察官
平成23年 6 月 （併）研究開発局研究開発戦略官
（核不拡散・核セキュリティ担当）付査察官
平成24年 3 月 同 研究開発局原子力課専門職
（原子力関係在外研究員として OECD/NEA に派遣）
平成25年 4 月 経済産業省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
核燃料サイクル産業立地対策室核燃料サイクル専門職
平成26年 10 月 外務省在シンガポール日本国大使館二等書記官
平成29年 10 月 文部科学省科学技術・学術政策局
科学技術・学術戦略官（国際担当）付専門職
平成30年 4 月 同 科学技術・学術政策局
科学技術・学術戦略官（国際担当）付専門官
平成31年 4 月 国立大学法人高知大学研究国際部研究推進課長
令和 3 年 4 月 文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課課長補佐（現職）

国際的な経験を活かし、自分自身が成長できる環境を常に与えてもらっ
たと感じています。また、希望していた国立大学法人への管理職とし
ての出向ができ、大学の研究現場の最前線を大学職員として支援でき
る経験や地方国立大学の魅力ある教育研究・地域貢献・大学経営の現
状も学ぶ貴重な機会となりました。文部科学省では教育・科学技術・
文化・スポーツといった国レベルで『未来を創る』重要な業務に携わ
ることができます。また海外勤務も含め、職員の興味関心を踏まえた
キャリア構築ができる魅力もあります。ぜひ皆さんも一緒に文部科学
省で働いてみませんか。

「一家に 1 枚」文部科学省 HP：https://www.mext.go.jp/stw/series.html より
（令和 3 年度版「一家に 1 枚 海」
）
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TRANSFER PROGRAM
複雑・高度化する行政課題に対応

グローバル人材育成のための研

するため、ものの見方や考え方の

修である人事院による長期在外
研究員制度をはじめとした各種留

留学制度

学制度のほか、文部科学省独自の

幅を広げる必要があります。また、

他府省等への
出向

異なる分野の行政に携わる人た
ちの交流を深める観点から重要な

留学制度として宇宙関係、原子力

意味を持つため、積極的に行って

関係の留学制度があります。

います。

地方自治体や国立大学法人等の

ボーダーレスの時代において、こ

要請に応じ、都道府県や市町村の

れからの行政には国際的な視点

教育委員会、知事部局、国立大学
法人や独立行政法人等への出向
もあります。
現場の教職員や研究者、文化関
係者等と、教育、科学技術・学術、

を欠かすことができなくなってい

地方自治体・
国立大学法人等への
出向

在外公館等での
海外勤務

スポーツ、文化を考えていく貴重

復興庁原子力災害復興班主査

山口県美祢市教育委員会事務局長
（兼）世界ジオパーク推進課長

八木下 理香子

出向先での業務概要

Yagishita Rikako

出向を通して生まれた目標

山口県美祢市は、日本最大級のカルスト台地「秋

私はこれまで国立大学法人への出向や小学校で

吉台」
、日本屈指の大鍾乳洞「秋芳洞」がある自然

の 1 年間の長期研修も経験していますが、教育委

豊かな中山間地域のまちです。市全体が日本ジオ

員会事務局での勤務は初めてです。現場に近い基

パークに認定されており、ユネスコ世界ジオパー

礎自治体だからこそ見えるものも多く、文部科学省

ク認定に向けた活動にも取り組んでいます。

にいるときには気付けなかったこと、分からなかっ

GIGA スクール、小中一貫教育、少子化に伴う

たことが非常に多いなと実感しています。社会が大

学校統廃合など、学校を取り巻く様々な業務に関

きく変化している中、学校教育も時代に合わせて変

わるとともに、子供たちの社会的自立を目指す新

化する必要があると感じています。文部科学省の

しい公設塾の設置に取り組みました。課題抽出か

仕事は未来をつくる仕事です。まずは目の前の美祢

らコンセプト設定、運営方法の検討、予算要求、

の子供たちを 1 人でも幸せにできるように、そして

スタッフの雇用まで、全てに携わらせてもらい、

その先は日本中の子供たちを幸せにできるように、

非常に貴重な経験をさせてもらっています。

ここでの経験を生かしていきたいです。

香取 邦弘

出向先での業務概要

Katori Kunihiro

出向を通して得られた経験

2011 年 3 月 11 日。決して忘れることのでき

復興庁は新卒採用者がおらず、各省からの出向

ない東日本大震災の発災から 11 年が経過しまし

者と地方公共団体や民間企業からの派遣者等で構

た。皆さんはあの日あの時間何をされていました

成されるという稀有な組織です。出身省庁、採用

か。

区分なども含めて多種多様な人材が集っていま

私は今、福島第一原子力発電所の事故により避

す。そうした者が、日々意見をぶつけ合い、施策

難指示を余儀なくされた市町村の復興・創生に向

のブラッシュアップを図り、被災地の復興という

けた業務に従事しています。具体的には、被災市

共通の目標に向けて尽力しています。そうした

町村の公共施設等の修繕や地域の防犯パトロール

日々を通じて、自らの意見に芯を持つこと、多様

などの荒廃抑制への支援のほか、福島県富岡町の

性を理解した上で他者の意見を尊重すること、そ

避難指示解除に向けた各種調整・進捗管理を行っ

の上で議論の着地点を見通すことの重要性を改め

ています。

て感じており、出向期間終了後も大切にしたいと
考えています。
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国際機関に派遣されて国際公務
けられています。

平成17年
入省
（行政）

平成22年
入省
（行政）

使館で外交官として勤務したり、
員として活躍するという機会も設

な機会となっています。

公設塾オープニングセレモニーにて、教育長、
塾スタッフと（左から 2 番目が八木下）

ます。外務省に出向して現地の大

出向制度
平成18年
入省（電気・
電子・情報）

外務省経済協力開発機構
日本政府代表部二等書記官

玉井 利明

出向先での業務概要

Tamai Toshiaki

出向を通して生まれた目標

OECD（経済協力開発機構）はパリに本部を置

新型コロナウイルス感染症拡大により、OECD の

く国際機関で、欧州諸国、米国、日本など 38 カ国

ほぼ全ての委員会等がウェブで行われるようにな

が加盟しています。多岐にわたる経済・社会分野

り、代表部や私の存在意義について考えさせられる

において調査、分析、政策提言を行う「世界最大

ことが多いです。

のシンクタンク」とも呼ばれ、多くの分野別の委

また、文部科学省と OECD との関係を考えると、

員会等による討議が行われています。私が所属す

科学技術分野よりも教育分野における関与や認知度

る代表部は、日本から約 40 名の職員が派遣され

の方が高いと思います。例えば、国・地域間の学力

ており、私は科学技術と原子力を担当し、関連の

比較等を目的とした生徒の学習到達度調査（PISA）

会議に出席し、各国との調整の中で、日本の国益

もその 1 つです。
こうした中、OECD を活用した我が国の科学技術

実現に向けた業務を行っています。

外交の強化に向けて、私の果たすべき役割とは何か
について熟慮し、行動につなげていきたいと思って
います。

平成21年
入省
（行政）

国立大学法人三重大学
学務部学生支援チーム係長

文部科学省から OECD の原子力機関（NEA）に
派遣中の 2 人と（中央が玉井）

大畠 啓子

出向先での業務概要

Ohata Keiko

出向を通して得られた経験

私が所属しているチーム（課）では、令和 2 年度

連絡調整業務や委員会運営などは本省業務と共

に開始された「高等教育の修学支援新制度」の窓

通するものであり、また現場ならではの受益者に

口など、
「学生を対象に全学的に支援が必要な事項」

近い事業の企画運営にも取り組ませていただき、

について所掌しています。その中で私が関わってい

楽しく仕事をさせていただいています。

る業務は、課内の連絡調整業務や学生支援に関する

大学には、日々文部科学省等から様々な通知や

全学組織に関すること、日本学生支援機構等の奨学

調査が来ます。そして、それらに対する学生や教職

金全般、保健管理センターに関する事務です。

員からの生の声を耳にする機会も多くあります。ま

昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症

た、今回の出向を通じて、大学における意思決定の

の影響は大きく、その対応として、日本学生支援

流れ等についても実体験を得ることができました。

機構の感染症対策補助金を活用した大学独自企画

なにより、新型コロナウイルス感染症への対応

の「生協弁当の引換券配布事業」や「新型コロナ

など、自身も現場にて一体となって動けたことは

ワクチンの大学拠点接種」の企画運営、
「緊急給付

かけがえのない経験になっています。

金」の事務等にも携わりました。

今回の出向によって得られた現場の視点を忘れ
ずに、今後の仕事に還元できるよう努めていきます。

平成21年
入省（電気・
電子・情報）

国立研究開発法人防災科学技術研究所企画部広報・ブランディング推進課係長
（兼）イノベーション共創本部共創推進室（兼）総合防災情報センター情報統合運用室

出向先での業務概要

川﨑 拓磨

出向を通して感じた文部科学行政の魅力

災害に強い社会の実現に向けた科学技術の研究

国家公務員は 1 年～ 2 年という非常に短いスパ

開発を行う防災科学技術研究所で、広報、民間企

ンで異動をします。私自身、この異動スパンを非常

業連携、出資・ベンチャー企業設立業務などを行っ

に魅力に感じています。

ています。

当然のことながら、2 年程度ではその分野の専門

出向時点（令和 2 年 4 月）の担当業務は広報の

家と言えるほど知識・知見は得られませんが、所属

みでしたが、前職（開発局宇宙開発利用課）での

した各部署での業務経験を掛け合わせると、自身の

産学官共創業務や出資に関する法令改正業務の経

持つ専門性は、
唯一無二になります。
（全く同じ異動・

験を買われ、着任後に業務の幅が広がりました。仕

キャリアパスを歩む人は、ほぼいないためです。
）

事が増えるのは辛いこと。と思われるかもしれませ
んが、自身の経験が次の組織でも活かせることは、

その中でも特に、文部科学省は教育や科学技術な
どの基盤的な政策を担当する省庁であるため、業務

非常に恵まれており喜ばしいことと考えています。

経験の掛け合わせが容易であると考えています。今

令和 3 年 11 月には、初の防災科研発ベンチャー

回、政策実施現場最前線たる国立研究開発法人に

を設立するなど、文部科学省ではなかなかできな
い経験をさせてもらいました。
特に、ベンチャー設立のチームリーダーに「この

Kawasaki Takuma

おいても、私がこれまで経験した全ての部署の経験
（原発広報、特別支援教育、施設共用、衛星利用など）
を応用することができたと実感しました。

チームメンバーが一人でも欠けていたら設立はでき

異動のたびに、自身の知識・知見を更新させ、別

なかった。川﨑（私）が、このタイミングで出向し

の唯一無二の専門性を持つ職員と共に新しい政策

てくれたことに本当に感謝したい。
」と言っていた

を考えて進めていけることが文部科学行政の魅力

だけたことは非常に心にしみました。

であると、今回の出向を通して改めて感じました。

防災科研発ベンチャー設立チーム
（防災科研及び出資元 4 社で構成）メンバーと
（後列左から 5 番目が川﨑）
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WORK LIFE BALANCE
文部科学省では、令和３年度から令和７年度末を対象とする「文部科学省における女性職員の活躍と職員のワークライ
フバランスの推進のための取組計画」を策定し、全ての職員が能力等を発揮しつつ、誇りとやりがいを持って生き生きと
働くことができる職場環境づくりに積極的に取り組んでいます。

ワークライフバランスを推進する各種制度・取組の一部
テレワーク勤務

早出遅出勤務

I C Tを 活 用し、自 宅 等 に お い て 勤 務 す ることが

いわゆる時差出勤制度のことであり、
全ての職員が1日

できる制度です。育児や介護を行う職員だけでな

の勤務時間数を変えずに、始業の時間を7時から13時

く、目的を問 わ ず 全 て の 職 員 が 簡 単な手 続きで

までの幅広い時間帯で柔軟に設定することができます。

テレワークできる体制が整っています。

※通常時は育児・介護等を行う職員を対象としていますが、現在
は新型コロナウイルス感染症対応として、時限的に目的に
限らず利用ができます。

妊娠

産前休暇

出産予定日の6週間前から女性職員が取得
できます。

産後休暇

出産の日の翌日から8週間を経過する日ま
での期間に、
女性職員が取得できます。

配偶者出産休暇※

妻の出産時の付き添い・入院補助等のため
に、
男性職員が2日以内で取得できます。

出産

１歳

２歳

３歳

小学校就学前

※この二つの休暇を合わせた「男の産休」をはじめとする、
男性の育児参画に関わる休暇の取得を促進しています。

育児参加の
ための休暇※

子を養育するため、子が3歳に達する日ま
で、 一定期間休業することができます。

育児時間

小学校就学前の子を養育するため、
１日２時
間以内で勤務しないことが認められます。

休憩時間の短縮

小学校就学前の子を養育する職員、小学生
の子を送迎する職員で公務の運営に支障
がないと認められる場合は、休憩時間を短
縮することができます。

フレックスタイム制

総勤務時間数を変えないまま、始業・終業の
時刻を自らのライフスタイルに合わせて柔
軟に設定することのできる制度です。

子の看護のための休暇

小学校就学前の子の看護のため勤務しな
いことが相当であると認められる場合に、
1年に5日以内で取得できます。

出産した女性は産後休暇終了後
※

育児休業

からの取得となります︒
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妻の産前産後期間中に、子を養育するた
め、
男性職員が5日以内で取得できます。

※小学校
卒業まで

ワークライフバランス

育児
休業
スポーツ庁政策課
学校体育室運動部活動推進係主任

青木 奎樹

Aoki keiju

平成27年入省（行政）

第 2 子の誕生に際して、職場の上司や同僚のご理解・ご協力をいただき、1 ヵ月の
育児休業を取得しました。第 1 子が生まれた時にも、1 週間ほどお休みをいただきま
したが、その時と比べて、単に期間が増えた以上に家族や子供との有意義な時間を過
ごせたと思います。また、子供と常に一緒に過ごす日常は、親として今後どのように
子供に向き合っていくのかを考えるきっかけを与えてくれました。育児休業を経て
職場に復帰した後は、育児に関して主体的に役割を担っていく意識がより強まった
と感じます。

男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得の推進
令和２年度より、政府全体の方針として、男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得を促進する取組を進
めています。文部科学省においては、令和７年度末までに男性職員の育児休業取得率を 30％以上にすること、
また、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇（
「男の産休」
）について、令和７年度末までに該当する全ての
男性職員があわせて５日以上取得することを目標に、職員への働きかけ等の様々な取組を行っています。

文部科学省における男性職員の取得状況（令和 2 年度）

育児休業

40.8％

男の産休

75.0％

※内閣人事局「国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ」より

育児
時間
大臣官房人事課
計画調整班評価係主任

持永 麻乃

Mochinaga Mano

平成27年入省（行政）

2 歳の子供を育てているため、育児時間制度を利用して勤務しています。
産休・育休（1 年半）を経ての復帰当初は、育児と仕事の両立にとても不安を感じ
ていましたが、現在は慌ただしくもとても充実した日々を過ごしています。そのよう
に生活を送れるのも、子供中心の生活の中で予期せず休む場合などに、上司や同僚の
配慮のもと業務量や退庁時間を柔軟に調整することや、テレワークの積極的な活用に
より家庭の状況に合わせた柔軟な働き方を実現できる職場の理解と、家族の温かな支
えがあってこそだと思います。
様々な制約のある中で、いかに効率良く仕事や家事をこなすか、子供との向き合い

勤務時間
制度利用前
制度利用後

9：30〜18：15
9：00〜16：45
（育児時間を利用）

方など、日々悩みながら試行錯誤しています。思うようにいかない日もありますが、
子育て中でも一社会人として働ける環境があることに感謝し、子供の笑顔や成長を原
動力にこれからもワーキングマザーとして奮闘していきたいです！
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DAY SCHEDULE
大臣官房会計課
第二予算班第三係長

上司とオンライン打合せ
10：30

杉崎 太祐

テレワーク中の上司と今後の予定や

Sugizaki Taisuke

担当案件について打合せします。
普段から雑談を交えつつも上司と

平成 25年入省
（電気・電子・情報）

はよく相談していますが、テレワー
ク中でも気兼ねなく打合せなどが
できる環境だと感じています。

出勤
10：00
普段から時差出勤で登庁していま
す。登庁後は、その日の業務や予
定を確認して1日のスケジュール
を整理します。

国際統括官付
ユネスコ第一係

菊間 由佳
Kikuma Yuka
令和 2 年入省
（行政）

出勤
9：30
登庁したらすぐにメールを確認し
ます。代表アドレスには海外から
重要な連絡が来ることもあるの
で、しっかりチェックします。

上司との打合せ
10：00
事業の進捗状況の確認や、会議運
営時の業務分担を報告・相談しま
す。こまめに意思疎通を図り、円
滑に業務が進むように工夫してい
ます。
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1 日のスケジュール

現在の業務について

財務省からの問合せ対応
13：30
財務省からの予算編成に関する問

研究開発局や独立行政法人等の予算要求などについて担当していま
す。特に予算要求業務では、局と財務省との繋ぎ役として、日頃から
情報収集や打合せを行っており、より良い予算となるように努めてい
ます。

合せについて、省内関係各所と調
整や確認を行い、速やかに回答す
るなど対応します。正確かつ迅速
な対応が求められることが多いの
でなかなか大変です。

定時後や休日の過ごし方
定時後は自宅でゆっくり過ごすことが多いです。映画を観たりテレ
ビゲームをしたりしてリフレッシュしています。休日はなるべく夫婦
で外出するように心掛けており、先日も一緒にテーマパークに遊びに
行ってきました。

予算書原稿の確認
15：00
来年度の予算書の原稿
の確認を行います。予

ランチタイム
12：00

はいけないので、一文

退庁
20：00

字一文字、過去の予算
書や様々な調書などと

翌日以降の予定を確認して退庁し

自席でお弁当などを食べることが多
いですが、外に出掛けてラーメンを
食べたり、
食堂で定食を食べたりと、
その日の気分によって様々です。

ランチタイム
12：00
仲の良い同期や、所属課の上司と
職場の近くにランチに行きます。お
店が多いので、少しずつ開拓する
のがいつも楽しみです。

算書に間違いがあって

見比べながら確認して
いく、とても重要な作
業となります。

ます。早く帰宅できたときなどは、
自宅で友人らとオンラインで飲み
会やゲームをするなど、平日でも
プライベートを満喫しています。

次世代ユネスコ
国内委員会会議の運営
17：00
事務局として司会進行などをしま
す。時間配分の調整など臨機応変
に対応し、議論がスムーズに行わ

退庁
20：00
帰宅後は、ゆっくりご飯を食べな
がら好きなアーティストの番組や
動画を見てリラックスしています。

れるように配慮します。

会議のセッティング等
14：00
この日の会議はオンライン＋対
面なので、web 会議の準備だけ
でなく、資料印刷や参加者の誘
導等の準備も行います。

現在の業務について
日本ユネスコ国内委員会事務局の総合調整業務として、定例会議に
向けた資料作成や外部有識者との連絡調整、予算の執行管理等を行っ
ています。ユネスコ本部や他国の国内委員会とのやり取り、国際会議
対応を行うこともあります。

定時後や休日の過ごし方
週末は趣味のバドミントンをして、普段のデスクワークによる運動
不足の解消や、気分転換を心がけています。たまに仲の良い同期と遊
びに出かけることもあります。
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