キャリアパス及び出向・研修等について
CAR E E R S T O R Y

※下記のキャリアパス等は基本的な例であり、
本人の適正・希望等により変わります。

入 省

4年目

係 員

係長級

P.27

P.27

科学技術・学術政策局
研究環境課
係員

科学技術・学術政策局
研究環境課
総括・交流係長

令和 2 年入省
（教養）

平成29年入省
（工学）

石井 大悟

轟木 誠一郎

係長、専門職
幅広く実務を経験

P.37

P.34

環境省大臣官房環境計画課
地域循環共生圏推進室
地域循環共生圏推進係長

大臣官房人事課専門官

（人事院留学：アリゾナ州立大学）

加藤 久乃

平成27年入省
（化学・生物・薬学）
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鈴野 光史
2

平成24年入省
（理工Ⅰ）

1

1

留学・海外研修

2

他府省等への出向

P.38

P.38

京都府京丹後市副市長

国立大学法人広島大学
准教授

濵 健志朗

小林 遼平

平成23年入省
（経済）

3

平成21年入省
（理工Ⅰ）

3

課長補佐級

管理職員

幹部職員

P.29

P.30

P.31

初等中等教育局
初等中等教育企画課
教育制度改革室室長補佐

高等教育局
専門教育課
企画官

総合教育政策局長

平成14年入省
（理工Ⅲ）

昭和62年入省
（法律）

白井 美由紀

中澤 恵太

補佐、専門官

室長・課長

平成24年入省
（法律）

担当業務の企画・立案・調整

藤原 章夫

課の政策の企画・立案・調整

3

地方公共団体・国立大学法人等への出向

4

海外勤務（在外公館、OECD・UNESCO等）

P.37

P.36

P.35

鹿児島県教育委員会
義務教育課長

外務省
在英国日本国大使館
一等書記官

外務省
在大韓民国日本国大使館
一等書記官

加藤 晴彦
平成21年入省
（経済）

キャリアパス

9年目

川上 明希子
3

平成19年入省
（理工 Ⅳ）

山本 剛

4

平成18年入省
（法律）

4
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係長×係員インタビュー［科学技術・学術政策局研究環境課］
CARE E R S T O R Y
01
科学技術・学術政策局研究環境課総括・交流係長

轟木 誠一郎
平成29 年		4 月
平成30 年		4 月
平成31 年		4 月
令和 3 年		4 月
					
令和 3 年		10 月

科学技術・学術政策局研究環境課総括・交流係員

石井 大悟

Todoroki Seichiro
平成29年入省（工学）

スポーツ庁政策課
文部科学省科学技術・学術政策局政策課
復興庁統括官付参事官付
文部科学省科学技術・学術政策局
研究開発基盤課総括・交流係長
現職

令和 2 年		4 月
令和 3 年		10 月

令和 2 年入省（教養）

文部科学省科学技術・学術政策局研究開発基盤課
現職

円滑に進むように、主に省内外の関係

動いてくれるところです。私の手が回っ

者との連絡・調整、会議の準備、資料

ていない細かいところを気付き、上手

轟木係長：研究環境課は、日本の研究

の作成等を行っているほか、所管する

にフォローされるので大変助かっていま

環境の改善を図るために2021年10月に

法律についての問合せや手続きに関す

す。また、省内外に対する課の窓口と

新設された課で、研究開発基盤の整備・

る対応を担当しています。

して、相手と研究環境課の立場をよく

現在担当している業務の概要

共用の推進、科研費をはじめとする競
争的研究費制度の改善、研究不正の防
止に向けた取組等を担当しています。
私は総括係として、主に省内外の関係者

理解して、最適解を見つけようと調整

係員から見た係長の尊敬する点

していただけるので、一緒に働いてい
て非常に勉強になることが多いです。

石井係員：轟木さんから学ばせていた

との連絡・調整、予算要求等の業務に

だくことは種々あります。その中でも“コ

加え、次世代放射光施設の運用に向け

ミュニケーション能力の高さ”について

た業務に携わっています。次世代放射

は、傍から見ていても「すごいなぁ」と

轟木係長：先ほど申し上げたように、

光施設とは、放射光という特殊な光を用

感じることが多いです。具体的には、

現在、私が担当しているのは次世代放

印象に残っている業務

いて普通では見えない物質の性質を見る

相手の役職の高低にかかわらず、丁度

射光施設の運用に向けた業務です。こ

ことのできる巨大な顕微鏡のような施設

良い塩梅でコミュニケーションをとられ

の取組は官民地域パートナーシップと

で、
官と民が整備費用を半分ずつ出し合っ

ている点が、調整業務を行う上で大変

いって、官と民とで役割分担し、国費

て整備を行う等、これまでにない方法で

参考になっています。お人柄に起因す

だけでなく民間資金も使って大きな研

整備・運用を行うプロジェクトです。

るところが大きい気はしますが、今後も

究施設を整備・運用するという、これ

石井係員：世界有数の大型放射光施設

真似できるところはどんどん真似してい

から大学所有の電子顕微鏡まで、日本

きたいと思います。

の科学技術活動全般を支える基盤であ
る研究施設・設備・機器について、整
備や共用（多くの人が使えるようにす
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Ishii Daigo

係長から見た係員の良いところ、長所

ること）を促進する取組を実施してい

轟木係長：石井さんの良いところは、

ます。私は総括係として、課の事業が

常に周りを見て必要なことを先読みして

■ キャリアパス概要

「キャリアストーリー（係長×係員）
」は現在の係の様子や上司・部下の関係性、１日の出来事

等を紹介することで、文部科学省入省後の具体的イメージを持ってもらうためのページです。

轟 木係長

石井 係員

勤

英語のリスニングを聞きつつ、新聞に目を通しなが
ら出勤しています。登庁したら前日整理した ToDo
リストを確認しつつ、メールのチェックを行います。

本日は職場対応が必要な案件が無いので、テレワー
クです。私自身の予定業務と課のスケジュールを確認
し、業務を開始します。

午前中

午後に次世代放射光施設に関する関係者の会議が
あるので、それに向けて省内の関係者間で考え方の
すり合わせを行い、会議の準備をします。

予定業務をこなしつつ、新たに送られてくる案件にも
目を通し、優先順位を意識しながら対応します。分
からないことがあれば、オンラインで上司や同期に相
談します。

昼休み

普段は、コンビニ等でお昼ご飯を買って自席で食べる
ことが多いです。たまに外で食べることもあります。

家族と食事をしたら、近所を少し散歩します。気兼ね
なくのんびりと休憩できることは、テレワークの大き
な利点だと思います。

午

後

次世代放射光施設に関する関係者との打合せ。より
良いものにするために関係者で頭を悩ませます。時に
は数時間に及ぶこともあります。

オンライン会議に参加。単なる傍聴とならないように、
疑問点や意見をしっかりと述べ、面白いと思ったこと
はメモしておきます。

帰

宅

今日やるべき仕事を終わらせて、明日の ToDo を整
理しつつ、簡単に今日の仕事の振り返りをして退勤
します。

本日の業務進捗を確認し、明日の予定を整理したら
業務終了です。浮いた通勤時間は、趣味や勉強に
割いています。

出

までにない新しい取組です。その運用

とを学んでください。就職活動の中で文

に向けては国と民間では立場が違うの

部科学省を訪問し、職員から業務の紹

で調整が必要になることもありますが、

介や説明を聞いていただければ、その

双方にとってより良いものになるよう

仕事の幅広さに驚くと思います。教育、

に日々議論しています。この取組は、

科学技術、スポーツ、文化の観点から

国の予算が限られている現状において、

日本の「今」と向き合い、
「未来」を創る。

これからの大型研究施設整備の１つの

一緒に日本の「未来」を創りましょう。

リーディングケースになるもので、こ
のようなビッグプロジェクトに携われ

係の雰囲気はどうですか

石井係員：新型コロナウイルス感染症
により生活が一変した昨今、なかなか

ていることは、頭を悩ますことも多い

石井係員：分からないことを気軽に質

思い通りに事が運ばないことも多いか

ですが、非常にやりがいを感じます。

問しやすいですし、忙しくないときには

と思います。そんな中、皆さまがご自

石井係員：入省１年目に担当した「基

雑談もする等、良い意味で役職の違い

身の幸せのために考え抜き、行動し抜

金事業の国会報告」です。基金は、通

をあまり感じません。また、
「ある一日の

いた結果、誇りを持てる選択肢に辿り

常の予算とは異なり複数年度にわたっ

出来事」にも記載しましたが、係員でも

着けますように（そして、その選択肢

て使用することが可能ですが、適正に

テレワークや休暇を取得しやすいです。

の中に文部科学省が含まれていますよ

使われている旨を大臣名で国会に報告
する必要があります。基金事業は省内
でも数えるほどしかないため、課内に

キャリアパス

ある一日の出来事

うに）
。皆さまと共に仕事ができる日を

受験生へのメッセージ

も知見のある方がおらず、私が主とし

轟木係長：１つの仕事に一生就く時代

て担当しました。 1 年目から、省内の

ではなくなってきているとは言え、仕事

みならず他省庁や他機関の関係者と主

を選ぶのは皆さんの人生にとって非常に

体的に調整をして物事を進めることが

大きな決断だと思います。就職活動もそ

できたのは、大変良い経験となりまし

う何度も経験することではないと思うの

たし、その後の業務にも大いに活きて

で、この機会を通じて様々な仕事やそ

います。

こで働いている人に触れてたくさんのこ

楽しみにし、私自身も精一杯業務に邁
進します。困難な日々が続きますが、
一緒に乗り切っていきましょう。
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課長補佐インタビュー
CARE E R S T O R Y

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室室長補佐

白井 美由紀

平成24年入省（法律）

平成24 年		4 月

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

平成24 年		5 月

同

初等中等教育局財務課高校修学支援室

平成25 年		7 月

同

研究開発局海洋地球課

					

（併）研究開発局参事官付

平成27 年		1 月

同

研究開発局原子力課

平成27 年		4 月

同

研究開発局原子力課法令制度係長

平成27 年		8 月

同

生涯学習政策局生涯学習推進課

					

専修学校教育振興室専修学校第一係長

平成28 年		7 月
					

02

Shirai Miyuki

同

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室専門職

（併）初等中等教育局児童生徒課専門職

平成28 年		8 月

同

研究開発局開発企画課専門職

平成29 年		8 月

同

大臣官房人事課計画調整班専門職

平成29 年		10 月

文化庁長官官房政策課専門職

平成30 年		8 月

厚生労働省職業能力開発指導官

令和 2 年		1 月

同

令和 2 年		7 月

文化庁著作権課国際著作権室専門官

令和 3 年		7 月

現職

若年者雇用推進専門官

制度を担い、未来を創る
現在担当している業務の概要

受験生へのメッセージ

「すべて国民は、…その能力に応じて、

入省して10年を振り返ると、修学支援、

私は、他の進路と迷いながら、文部科

ひとしく教育を受ける権利を有する。
」
（憲

原子力損害賠償、専修学校、文化庁京都

学省を選択しました。官庁訪問の前日、

法第26条第1項）、教育制度改革室は、教

移転、若年者雇用対策、著作権、そして

ふと思い立ち上京した時点では、どこを

育を受ける権利を保障するため、義務教

今の義務教育制度…と、色々な場所で、

訪問するかのイメージすらありませんで

育制度の根幹を担い、その今後の在り方

色々な仕事をさせていただきました。

した。

経歴からは一貫性なく見えるかもしれ

そこから、入省に向けた決意と覚悟を

義務教育は、どんな場所やどんな環境

ませんが、異動を重ねることで、自分の

するに至ったのは、今も一緒に働く多く

に生まれた子供も等しくチャンスを掴め

視点が多角的になっていくと思うことが

の先輩たちがこの国の教育と未来につい

るように、生きる基礎や社会の創り手と

あります。また、あるときの経験がのち

て語る姿を目の当たりにしたからです。

しての資質を育むことを目的として、そ

に生きてくることも多く、全てがつながっ

今、その時から携わりたいと思ってい

して何より、誰もが幸せに生きるために

て今の仕事に向き合う力になっていると

た義務教育制度の仕事がとても面白く、

行われるものです。

感じます。

また、この10年のどの仕事にも深い思い

を考える部署です。

子供が温かな触れ合いの中で、自分の

時に、法改正等寝る間も惜しんで働く

入れがあることから、この進路を選択し

良いところや可能性を信じ、お互いを価値

ことが必要な仕事もありましたが、成立

て本当に良かったと、当時私にこの仕事

ある存在として尊重し、多くの経験、時に

した瞬間、少しだけでも社会が前に進ん

の魅力を教えてくださった先輩方に心か

対立する意見による心の葛藤を乗り越える

だかもしれないという感覚を持つことが

ら感謝しています。

ことも通して、生きていく力を育む場が「学

できること、そして、その時々の行政課

受験生の皆さんは、これから起こる

校」だと良いなと思います。

題に挑戦し続けられる環境があること

ことや自分がする選択に不安を感じる

も、公務員という働き方の大きな魅力だ

こともあるかもしれません。しかし、

と思います。

serendipity を大切に、この時期を存分

これまで訪れた学校の子供たち、また、
学校や教育委員会で働く方々の具体的な

29

これまでのキャリアを振り返って

に楽しんでほしいなと思います。

顔を思い浮かべながら、変化の多い時代

組織の中で異動を重ねるこの仕事でな

にあっても変わらない本質は大切に、そ

ければ得られなかった視点や出会えな

皆さんの未来と文部科学省がいつかつ

して、そうした社会において必要な「学

かった人や場所との出会いは、人生を面

ながることがあれば、とても嬉しいです。

び」はどうあるべきかを考え、未来につ

白く、そして彩り豊かなものにしてくれ

なげたいと思っています。

ていると感じています。

管理職員インタビュー

中澤 恵太

Nakazawa Keita
平成14年入省（理工Ⅲ）

平成14 年		7 月

文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

平成16 年		4 月

同

研究振興局情報課

平成17 年		3 月

同

研究振興局量子放射線研究課

平成17 年		4 月

同

研究振興局基礎基盤研究課量子放射線研究推進室

平成17 年		7 月

同

研究振興局基礎基盤研究課量子放射線研究推進室総括係長

平成18 年		1 月

同

研究開発局開発企画課総括係長

平成19 年		1 月

同

高等教育局学生支援課専門職

平成20 年		3 月

同

研究開発局原子力計画課専門職

平成21 年		1 月

同

研究開発局原子力計画課課長補佐

平成22 年		4 月

同

研究開発局原子力課課長補佐

平成22 年		7 月

大阪市計画調整局科学技術振興担当部産学官連携担当課長

平成23 年		4 月

同

計画調整局企画振興部産学官連携担当課長

平成25 年		4 月

同

都市計画局企画振興部産学官連携担当課長

平成25 年		7 月

文部科学省科学技術・学術政策局産学連携・地域支援課課長補佐

平成27 年		4 月

同

大臣官房会計課専門官

平成28 年		4 月

同

研究開発局開発企画課課長補佐

平成29 年		7 月

同

科学技術・学術政策局企画評価課専門官

					

CARE E R S T O R Y

高等教育局専門教育課企画官

03

（命）科学技術・学術政策局企画評価課企画官心得

平成29 年		10 月

同

科学技術・学術政策局企画評価課企画官

平成30 年		3 月

同

大学改革担当室企画官

令和 3 年		8 月

現職

人との出会いを糧にして次の政策のイノベーションを生み出す
現在担当している業務の概要

これまでのキャリアを振り返って

な風にして、自分のキャリアが形成され
てきたと感じます。

専門教育課では、大学等の高等教育段

様々な人事異動の中で、どこに行って

階において、様々な要因でテコ入れが必

も、一生懸命仕事をしました。また、仕

要な「教育分野」や「教育の視点」に着

事で出会った人を大切にし、異動後も付

目し、政策を実施しています。具体的に

き合いを継続していきました。すると不

文部科学省の政策は、時間的スケール

担当しているものの一つは、
「数理・デー

思議なもので、これまでのキャリアが、

の大きい仕事です。教育は国家百年の計

タサイエンス・AI 分野」の教育です。昔

まるで必然的なもののようにつながって

ですし、科学技術政策も、ある分野の基

は「情報分野」と言われていました。

いるのです。

礎研究振興が国の競争力となるのはずっ

受験生へのメッセージ

今、まさに社会全体でデジタルトラン

課長補佐時代、産業連携・地域支援課

と先の話です。短期的に効果検証ができ

スフォーメーション（DX）が加速してい

でアントレプレナー政策を担当していま

るものではありません。政策の効果が実

ます。
「モノ」から「データ」に競争力の

したが、今担っている、数理・データサ

感しにくい側面もあります。

根源がシフトしており、これからの人材

イエンス・AI 教育政策とも、類似性・

だからこそです。その政策判断が、そ

には、様々なデータを活用して、新しい

親和性を見いだしたりします。新しい価

のプロジェクトが、10年後、20年後の日

価値を創造していく能力が求められます。

値創造に挑戦するという共通項の中、経

本にどう影響するのか。様々な関係者と

いわゆる文系学部においても、データ分

験と人脈がとても活きるのです。当時担

徹底的に議論して、データを分析して、

析をしたり、プログラミングを実践したり

当していた人材育成プログラムに参画し

最後には一人の行政官として信じること

と、一定程度の素養を身に付けていくこ

た博士学生が、今、ベンチャー企業の社

ができるかどうか。そこに挑戦しています。

とが必須となっていきます。

長となっていて、イノベーション政策全

そして、
政策効果がすぐに見えなくても、

また、DXと言えば、コロナ禍で、半ば

般についてアドバイスを貰えたりしま

「変化の兆し」を肌で実感することはでき

強制的にリモート教育が導入されました。

す。「あのとき、文部科学省のあの取組

ます。悩みながら着手した施策が、そこ

多くのメリットもあった一方で、リアル・

があったので…」という話を伺ったりす

はかとなく社会に影響を及ぼしていく。

対面の価値も顕在化しました。未だ模索

ると、自分が投げたボールを受け止めて

例えば通勤電車での学生たちの雑談の中

は続いています。こうした社会の変化に

いる人がいると実感します。

で、例えば企業の経営判断の中で。その

対応し、大学等の教育の構造改革にも切
り込むような仕事に挑戦しています。

人との出会いが好奇心を刺激し、アイ

匂いを感じるのは、この上ない喜びです。

デアを生み出し、新しい政策が生まれる。

文部科学省に入って、一緒に未来をつ

そして仕事も人付き合いも楽しむ。そん

くりませんか。
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楽しんでこそ一生の仕事
東京オリパラ大会から
総合教育政策局の仕事へ
前職は内閣官房で東京オリパラを総

しかしながら、大会に向けて公共施

方々にとって暮らしやすい社会につな

設でのバリアフリー化や多言語表記、

げていくため、学校教育でのインクルー

ジェンダー平等など「共生社会」実現

シブ教育や公民館等の社会教育施設を

に向けた取組が格段に進みました。

活用した障害者の方々や外国人、高齢

括する立場にいました。コロナ禍で大

総合教育政策局は、初等中等教育か

者等の社会的包摂を推進しています。

会の開催の是非が問われ、最後まで綱

ら高等教育までの教育行政全体を横断

また、教育 DX による新たな価値の

渡りでしたが、世界の日本への信頼と

的に総括するとともに、生涯学習・社

創出、デジタル技術の活用とリアルな

期待に応えて開催を実現できたことは

会教育を担当していますが、東京大会

体験の学びとのベストミックスにより子

本当に良かったと思っています。一方

のオリパラ・レガシーを教育の面から

供たちに質の高い教育を保障するため

で、パラリンピックを含めほとんどの

さらに発展させていきたいと考えてい

の施策、さらにはこうした「令和の日

会場が無観客となったのは本当に残念

ます。

本型学校教育」を担う質の高い教師を

でした。

パラリンピックの感 動を障 害 者の

確保するため、教師の養成・採用・研
修の改善方策を検討し、多様で質の高
い教職員集団の実現を目指しています。

これまでのキャリアを振り返って
これまで、初等中等教育、大学教育、
文化、スポーツと幅広い分野で仕事を
してきました。大変なときもたくさんあ
りましたが、一番大変なときこそ人生
最高のとき。後から振り返って自分の
キャリア人生の大切な財産です。大変
障害者の生涯学習
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Fujiwara Akio
昭和62年入省（法律）

昭和62 年		4 月

文部省教育助成局財務課

平成30 年		10 月

平成元 年		8 月

文化庁文化部著作権課企画調査室

					

平成 2 年		10 月

同

					

東京パラリンピック競技大会推進本部事務局

平成 3 年		8 月

文部省大臣官房総務課法令審議室審議第三係長

					

総括調整統括官

平成 4 年		8 月

同

大臣官房総務課法令審議室審議第二係長

令和 3 年		8 月

内閣官房東京オリンピック競技大会・

平成 6 年		4 月

同

大臣官房総務課法令審議室審議第一係長

					

東京パラリンピック競技大会推進本部事務局長

平成 6 年		9 月

同

学術国際局国際企画課専門員

令和 3 年		9 月

現職

平成 7 年		2 月

同

初等中等教育局中学校課生徒指導専門官

平成 7 年		10 月

香川県教育委員会事務局文化行政課長

平成 9 年		4 月

同

平成11 年		2 月

外務省在フランス日本国大使館一等書記官

平成14 年		3 月

文部科学省初等中等教育局視学官

平成14 年		9 月

同

大臣官房人事課人事企画官（併）副長

平成16 年		7 月

同

高等教育局視学官

平成16 年		9 月
					

事務局義務教育課長

キャリアパス

					

文化部著作権課法規係長

内閣官房内閣審議官
（命）内閣官房東京オリンピック競技大会・

（命）高等教育局主任大学改革官
同

大臣官房付

（命）文部科学大臣秘書官事務取扱

平成17 年		10 月

同

初等中等教育局企画官

平成19 年		7 月

同

高等教育局専門教育課長

平成21 年		7 月

同

高等教育局大学振興課長

平成24 年		1 月

同

初等中等教育局教職員課長

平成25 年		1 月

同

初等中等教育局初等中等教育企画課長

平成26 年		7 月

同

大臣官房人事課長

平成27 年		8 月

同

大臣官房審議官（初等中等教育局担当）

平成28 年		6 月

内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付）

					

内閣官房教育再生実行会議担当室長

平成29 年		7 月

文化庁文化部長

な仕事も良い仲間と仕事ができれば楽
しい仕事になります。
振り返ると、若手の頃は深夜に及ぶ
業務が多く、体力的にきつい局面もあ
りましたが、4 年目で著作権課の法規
係長になり、政府代表で WTO 条約交
渉会議に参加する等、若くして責任を
任されることにやりがいを感じました。
課長補佐でいじめを担当したときは、
どうすればいじめ自殺を防げるのか、
思い悩んだ日々でした。現場で直接子
供たちに救いの手を差し伸べられるわ
けではありません。しかし一方で国で
しかできない制度的な解決手段もあり
ます。スクールカウンセラーはそのとき、
試験的な導入を開始しました。
初中企画課長で教育委員会制度の改

体験活動の様子

受験生へのメッセージ

わせて仕事に取り組んでいます。
子供たちの生涯にわたる育ちや学び

正を担当したときは、意見が真っ二つ

子供たちが健やかに育ち、能力を開

を考えることは、すなわち、自分の人

に分かれ、大変な改正でしたが、教育

花させ、明日の日本を背負っていける

生をいかにしてより良く生きるか、と

行政の政治的中立性の理念を維持しな

よう、その生涯を通じて支援していく

いうことを考えることでもあります。

がら実質、首長の関与を取り込んだ妙

のが文部科学省の仕事です。

案に落ち着きました。複雑な政策課題

今、困難な状況にある子供たちもた

の利害調整のポイントにはキーマンと

くさんいます。そうした子供たちを含

しての行政官の存在が不可欠ですが、

め全ての子供たちが希望を持って前に

それを実感した仕事でした。

進んでいけるよう、職員は日々力を合

是非皆さんも私たちと一緒に自分を
高めながら充実したキャリア人生を共
にしましょう。
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