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未 来 省
「人」と「知」の力で、
我が国の未来を
創造する。
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文部科学大臣

秘書官

事務次官

文部科学審議官（2名）

副大臣（2名） 大臣政務官（2名）

大臣官房

国際統括官

人事課
総務課
会計課
政策課
国際課

研究振興局 振興企画課
基礎・基盤研究課
大学研究基盤整備課
学術研究推進課
ライフサイエンス課
参事官（情報担当）
参事官（ナノテクノロジー・物質・材料担当）

研究開発局 開発企画課
地震・防災研究課
海洋地球課
環境エネルギー課
宇宙開発利用課
原子力課
参事官（原子力損害賠償担当）

施設等機関 国立教育政策研究所
科学技術・学術政策研究所

特別の機関

特別の機関

日本学士院
地震調査研究推進本部
日本ユネスコ国内委員会

スポーツ庁

長官 政策課
健康スポーツ課
地域スポーツ課
競技スポーツ課
参事官（地域振興担当）
参事官（民間スポーツ担当）
参事官（国際担当）

文化庁

長官 政策課
企画調整課
文化経済・国際課
国語課
著作権課
文化資源活用課
文化財第一課
文化財第二課
宗務課
参事官（文化創造担当）
参事官（芸術文化担当）
参事官（食文化担当）
参事官（文化観光担当）

日本芸術院

総合教育政策局

文教施設企画・防災部

政策課
調査企画課
教育人材政策課
国際教育課
生涯学習推進課
地域学習推進課
男女共同参画共生
社会学習・安全課

初等中等教育局 初等中等教育企画課
財務課
教育課程課
児童生徒課
幼児教育課
特別支援教育課
修学支援・教材課
教科書課
健康教育・食育課
参事官（高等学校担当）

高等教育局 高等教育企画課
大学教育・入試課
専門教育課
医学教育課
学生支援課
国立大学法人支援課
参事官（国際担当）

私学部 私学行政課
私学助成課
参事官（学校法人担当）

科学技術・学術政策局 政策課
研究開発戦略課
人材政策課
研究環境課
産業連携・地域振興課
参事官（国際戦略担当）

施設企画課
施設助成課
計画課
参事官（施設防災担当）
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トップメッセージ

未来を見据えた
「人」づくり

　日本の最大の資産は「人」だと思っています。そして、その人づ
くりを担っているのが文部科学省です。教育、科学技術・学術、ス
ポーツ、文化芸術いずれにおいても「人」の資質を開花させ、品
格を高めることが重要です。他方、これらは一朝一夕には成せな
いので、そう考えると、文部科学省は他の省庁に比べて「今どう
するか」だけではなく「明日への投資をどうするか」を真剣に考え
なければいけない、いわば“未来省”という役割を担っています。
　人類が直面している様々な課題は、既存の方法や考え方では
解決できないものが沢山あります。新たな価値を創造し、社会の
仕組みの変革を提案し、これらの「難しい課題」の解決にチャレ
ンジすることこそが国の仕事の醍醐味です。文部科学省では、柔
軟な発想と強い志を持ち、私たちと一緒に取り組んでいく皆さ
んをお待ちしています。
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感動していただける
スポーツ界の実現

文
化
庁
長
官

京都移転を契機に、
文化芸術立国の新たなステージへ

　スポーツは「する」「みる」「ささえる」という多様な参画の形で、楽
しさや喜びといった様々な価値を生み出し、国民や社会を豊かにす
ることに寄与しています。例えば、令和４年にカタールで開催された
サッカーワールドカップにおける日本代表選手の活躍は、多くの国
民に感動や楽しみ、喜び、勇気を届けました。
　スポーツ庁は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけ
るレガシーの継承・発展も含めて、スポーツの素晴らしさを広く普
及し、スポーツを通じて国民や社会を豊かにすることをミッション
としています。性別、年齢、障害の有無等にかかわらず、誰もが身近
な場所でスポーツに取り組める環境を整えること。心身の健康増
進、地域・経済の活性化、国際貢献等のスポーツが有する多様な価
値をさらに高め、未来に繋げること。これらのミッションを実現する
ためには、国民・社会の役に立つという強い意志や柔軟な発想を持
つ皆さんの力が不可欠です。スポーツを通じて社会を豊かにする、
感動していただけるスポーツ界の実現に向けて、皆さんと一緒に取
り組んでいけることを心から楽しみにしています。

　我が国には、歴史的な文化財から、ポップカルチャーまで豊か
で多様な文化芸術資源が存在しています。
　文化庁では、伝統文化を次代に守り伝えるとともに、文化芸
術の領域を広げていくこと、グローバル社会に大きく打ち出して
行くこと、文化芸術が産業として発展していくための支援を強化
すること等、更なる発展に向けた新たな展開を進めていきます。
　そして、令和５年３月には、いよいよ文化庁が京都での業務を
開始します。
　古くからの伝統文化を大事にしながら新たな文化を国内外に
発信し続けた京都の地から、文化芸術のグローバル展開、観光
や地域創生に向けた文化財の保存・活用等文化行政を一層推
し進めてまいります。
　柔軟な発想や希望と意欲を持つ皆さんと共に文化芸術立国
の新たなステージを目指して、一緒に取り組んでいけることを心
から楽しみにしています。

04

ト
ッ
プ
メ
ッ
セ
ー
ジ



Society5.0やVUCAという言葉、皆さんも耳にされたことはあるでしょうか。
テクノロジーの進化によって、社会は加速度的に変化しています。子供たちが、そういった変化を楽しみ、予測不能な中でも、
一人一人が活躍することができるような社会を実現するためには、学校もその変化とは無縁ではいられません。
協調性を重んじるだけではなく、個性をどう伸ばしていくのか、学校教育はどうあるべきなのか。今それを問い直し、
未来の学校をデザインし直していくことが求められています。こんな問いに対し、３人それぞれの思いをお伝えしたいと思います。

これからの学校の在り方

FOCUS 01
フォーカス 左から桐生、佐藤、寺島
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るのか、と問われた思いがしました。
　「AIは21世紀の新しい電気である」（人工知
能の大家・アンドリュー・エン氏）という言葉が
あります。技術としてはシンプルだけど活用範
囲が非常に汎用的なAIは人間が望み、定義で
きることを実現していけることを示唆していま
す。望むことが本当にできるのかを厳密に問う
ことにエネルギーを費やすより、知恵と知恵を
組み合わせて試行錯誤しながら現実できる範
囲をどんどん広げていく方法がVUCA時代に
はフィットします。
　教育・学習に関しては、時や場所を問わず生
涯を通じて学べる、学ぶことを楽しめることを
多くの人が望んでいるでしょう。学校等の仕組
みもそのような望みをどう実現するかというコ
ンセプトで考えていく必要があると考えます。
将来像を描く時には我々が真に望むことを目
線合わせにまずこのような思考の土俵が必要
だと思います。

寺島　社会は大きく変化しています。しかもそ
の変化は非連続的で、予測が困難です。近年で
はコロナ禍が私たちの生活や考え方を大きく
変えました。数年前には誰も予測が出来な

かった変化です。学校や教室の風景は大きく変
わっています。一変する教育環境の中、学校は
どうあるべきか、これからの教師に求められる
ものは何か、そもそも学校や教師ってなんだろ
う？私たちはそんな問いに答えていかないとい
けません。
　その答えのキーワードの一つは「多様性」だ
と私は思います。2021年、東京オリンピック・
パラリンピック。互いの違いを認め、支え合い、
誰もが生きやすい共生社会をつくる。「多様性
と調和」が大会テーマの一つでした。「多様性
こそ新たな価値を生み出す」、オリンピック・パ
ラリンピックに関わった私自身も、強くそう思い
ます。
　ひるがえって、学校はどうでしょうか。現在の
学校には多くの人々が関わってくれるようにな
りましたが、まだまだ多様性が十分とは言えま
せん。経験や学びが異なる、様々なバックグラ
ウンドを持った多様な教師たちが、子どもたち
に、自ら考え、不確実な社会を生き抜く力を育
てていく、そんな多様性に満ちた学校を描きた
いと思っています。
　「近所に住む同じ年齢の子どもたちが同じ
場所に集まり、チョーク片手の先生の話を聞
き、黒板をノートに書き写す」。遠からず、それ

は過去のものとなるでしょう。これからの時代
に適した教育を構築するためには、これまでの
当たり前にとらわれず、むしろこれが過去のも
のとなるように、私たちは大胆に議論と知恵を
積み重ねなければいけないと思っています。
　しかし、いつの時代でも、教育とは、教師と生
徒、生徒と生徒、様々な人と人との人間的な関
わりの中で、子どもたちの自律と成長を促す作
用です。どんなに時代が変わろうとも、最善の
教育環境を整えていくという私たちのミッショ
ンに変わりはありません。

佐藤　未来の学校、皆さんはどんな姿を描い
てみたいですか？学校が楽しかったから、そん
な学校の良さを大事にしたいな、という人もい
れば、ちょっと居心地が悪かったから、もっと変
わらないかな、という人もいるでしょう。いろん
な感じ方をする人がいる、ということが、その議
論の出発点になるのだと思います。
　今、不登校の子供たちが急増しています。不
登校の子供たちの人数は、数字で見ると大き
な数字でしかありませんが、そこには子供たち
一人一人の苦しさや辛さが隠れています。不登
校ではなくても、学校の在り方について、きっと
子供たちの考え方は様々です。
　子供たち一人一人に寄り添い、その課題を
解決することは、文部科学省ではできません。
ですが、全ての子供たち一人一人に心を寄せ
ながら、全ての学校が、子供たちにとって、より
安心して自分の考えや弱みを出し、学ぶことっ
て面白い、と思える場所であるように、学校の
文化や授業の在り方、これまでの学校の強み
や弱みを改めて見直していこうと、今、中央教
育審議会という国の会議で議論しています。
　私はその担当をしていますが、みんなが同じ
ことを同じように、ではなく、一人一人の個性
や興味・関心を大事にしながら、友達との関わ
り、教師との関わりの中で、それぞれが考えを
深め成長していけるよう、学校がもっともっと
よい場所であるように、それでも、学校がつら
い、と感じる子供たちにとっては、それ以外の
場所が学びの場となれるように、前例にとらわ
れることなく、時代の変化を見据え、新たな取
組にも積極的にチャレンジし続けていきたいと
思っています。

桐生　皆さんが活躍する21世紀半ばから後
半はどんな時代になるでしょうか。時代ごとに
経済・技術・社会的な状況は異なり、国として
重点にすべき分野は移り変わっていきま
す。OECDにおいては各国の大統領等の首
脳による閣僚会議が毎年行われています
が、分野をクロスした議論の多くにおいて近
年では将来的な成長可能性、投資先として
「Education&Skill（教育とスキル）」の重要性
が強く強調されています。
　VUCAの時代で先行き不透明で不確実な
時代だからこそ、どんな環境においても人間に
とっての最大の価値を生み出す知を生み出す
人間に対する投資が最重要であるとの認識が
共通となってきている証左でしょう。社会への
インパクトや影響度が加速度的に増大する人
と知に関する重要な使命の多くを手掛けるの
が“未来省“である文部科学省です。その可能
性や面白さに共感する多くの皆さんに門を叩
いていただきたいと思います。
寺島　世界のどこに行ってもスマホ一つで様々
な学びが可能となった今、教育の分野では、国
と国との差異や隔たりがどんどん小さくなって
います。これまでの海外勤務や国際会議の経験
等からも感じてきましたが、世界中の国が教育
の未来を模索する中、日本は間違いなくそのフ
ロントランナーです。前例や与えられた正解な
どない中で、自らの頭で未来を考え抜く、それが
日本のみならず、世界の幸福と平和にも貢献す
るかもしれない、そんなことが自分の「仕事」で
あるなんて、素敵だと思いませんか？
佐藤　「子供のためなら頑張れる。」先輩のこ
の言葉に惹かれて、私は文部科学省に入省し
ました。入省してから15年ほどたちましたが、
今でもその思いは変わりません。教育に対する
考えは、本当に人それぞれです。その中で、多く
の人の意見を聴き、学び続け、子供たちにとっ
て、本当に望ましい教育の姿とはどうあるべき
か、それを実現するために、国は何ができるの
か。難しい挑戦ばかりですが、自分が大事だと
思えることを考え続け、動き続けることができ
ることを幸せに思っています。大変なことも多
いですが、働き方改革も大きく進んでいる途上
です。ここからしか見えない景色を、皆さんと一
緒に見られるのを楽しみにしています。

桐生　AIを筆頭に新たな技術やアイディアが
世界の可能性を刻一刻と変えていきます。この
ような変化は確実ですが未来が不確実な
VUCAの世界において“学校、教育はどうある
べきか”という問いはどのような思考軸で考え
ていけばよいでしょうか。
　“将来を可能な限り予測して先回りして国と
しても個人としても対策を立てよう”、という考
え方は合理的です。ただ、我々が生きている世
界はVUCAであり予測が困難です。予想すら
困難な将来をどう想定して教育を考えていく
べきなのでしょうか。
　このような堂々巡りともいえることを考えてい
た数年前のパリ、ＯＥＣＤ日本政府代表部への
赴任中、将来の教育の姿を各国で議論している
Education2030の会議で興味深いアイディアと
巡り合いました。「The Future We Want」―
VUCAな世界では、分かりもしない未来に“対応
する”のではなく、我々が望む未来に“もっていく”
ことを考えていくべきということです。課題を列挙
して対応策を講じるのではなく、我々が望む未
来、望む教育は何かをきちんと定義し、それを実
現しようとしているのか、を本当に突き詰めてい

The Future We Want

多様性の実現



総合教育政策局主任教育企画調整官
教育ＤＸ推進室長

桐生　崇 Kiryu Takashi
平成11年入省（法律）

平成11年  4月
平成11年  8月
平成12年  4月

平成14年10月

平成15年  9月

平成16年  9月
平成18年  7月
平成19年  7月
平成20年  4月

平成21年  4月
平成22年  4月
平成24年  4月
平成24年12月

平成25年  9月
平成28年  3月
平成30年  7月
平成31年  4月

令和  3年  4月
令和  3年10月

令和  4年  1月

令和  4年  7月

文部省高等教育局企画課
同　大臣官房総務課行政改革推進室
総理府国際平和協力本部事務局派遣第２係
（兼）国際平和協力隊隊員（ゴラン高原、コソヴォ）
文部科学省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
同　生涯学習政策局生涯学習推進課
企画調査係長
同　初等中等教育局財務課専門職
同　初等中等教育局初等中等教育企画課専門官
同　高等教育局大学振興課専門官
同　高等教育局国立大学法人支援課
国立大学政策専門官
大分県教育委員会教育改革・企画室長
同　教育改革・企画課長
文部科学省生涯学習政策局政策課課長補佐
同　大臣官房総務課課長補佐
（副大臣秘書官事務取扱）
同　初等中等教育局財務課課長補佐
経済協力開発機構日本政府代表部一等書記官
同　参事官
文部科学省初等中等教育局企画官
（命）同　初等中等教育局初等中等教育企画課
学びの先端技術活用推進室長
同　大臣官房付(命)大臣官房文部科学戦略官
(命) 国立教育政策研究所教育データサイエンス
センター副センター長
同　総合教育政策局調査企画課長
(命)同　総合教育政策局教育デジタルトランス
フォーメーション推進室長
現職

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

佐藤 尚子 Sato Naoko
平成19年入省（法律）

平成19年  4月
平成19年  8月
平成21年  8月
平成22年  4月
平成23年  7月
平成24年  7月

平成25年  6月

平成27年  6月

平成27年  8月

平成29年  5月
平成29年  8月
平成30年  9月
平成31年  4月

令和 元年  8月
令和  4年  4月

文部科学省大臣官房人事課計画調整班
同　初等中等教育局財務課
同　生涯学習政策局社会教育課 
同　生涯学習政策局社会教育課法規係長
同　科学技術・学術政策局政策課専門職
同　研究開発局地震・防災研究課
企画調整係長
同　大臣官房人事課計画調整班専門職
（人事院留学：米・ペンシルバニア大学、ミシガン大学）
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官
内閣官房内閣広報室
（命）同　国際広報室室員
文部科学省大臣官房人事課専門官
（育児休業）
同　大臣官房政策課政策推進室室長補佐
（命）同　大臣官房省改革推進・
コンプライアンス室室長補佐
埼玉県戸田市教育委員会教育政策室長
現職

総合教育政策局調査企画課学力調査室長

寺島 史朗 Terashima Shiro
平成13年入省（教育）

平成13年  4月
平成15年10月

平成16年  4月
平成19年  1月
平成20年  2月

平成20年  7月

平成23年  7月
平成25年  7月

平成27年  3月
平成30年  3月
平成31年  3月

令和 元年  9月

令和  3年  2月

令和  3年10月
令和  4年  8月

文部科学省初等中等教育局財務課
同　大臣官房総務課
（併）初等中等教育局財務課
同　大臣官房総務課総務班専門職
同　研究開発局開発企画課総括係長
同　初等中等教育局
初等中等教育企画課教育委員会係長
同　初等中等教育局
初等中等教育企画課専門官
宮城県教育委員会教職員課長
文部科学省高等教育局
私学部私学行政課課長補佐
外務省在タイ日本国大使館一等書記官
文部科学省大臣官房国際課専門官
同　高等教育局
国立大学法人支援課企画官
同　大臣官房付
（併）内閣事務官
（命）国務大臣秘書官事務取扱
（派）公益財団法人東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会
役員室秘書担当部長
総合教育政策局政策課企画官
現職
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るのか、と問われた思いがしました。
　「AIは21世紀の新しい電気である」（人工知
能の大家・アンドリュー・エン氏）という言葉が
あります。技術としてはシンプルだけど活用範
囲が非常に汎用的なAIは人間が望み、定義で
きることを実現していけることを示唆していま
す。望むことが本当にできるのかを厳密に問う
ことにエネルギーを費やすより、知恵と知恵を
組み合わせて試行錯誤しながら現実できる範
囲をどんどん広げていく方法がVUCA時代に
はフィットします。
　教育・学習に関しては、時や場所を問わず生
涯を通じて学べる、学ぶことを楽しめることを
多くの人が望んでいるでしょう。学校等の仕組
みもそのような望みをどう実現するかというコ
ンセプトで考えていく必要があると考えます。
将来像を描く時には我々が真に望むことを目
線合わせにまずこのような思考の土俵が必要
だと思います。

寺島　社会は大きく変化しています。しかもそ
の変化は非連続的で、予測が困難です。近年で
はコロナ禍が私たちの生活や考え方を大きく
変えました。数年前には誰も予測が出来な

かった変化です。学校や教室の風景は大きく変
わっています。一変する教育環境の中、学校は
どうあるべきか、これからの教師に求められる
ものは何か、そもそも学校や教師ってなんだろ
う？私たちはそんな問いに答えていかないとい
けません。
　その答えのキーワードの一つは「多様性」だ
と私は思います。2021年、東京オリンピック・
パラリンピック。互いの違いを認め、支え合い、
誰もが生きやすい共生社会をつくる。「多様性
と調和」が大会テーマの一つでした。「多様性
こそ新たな価値を生み出す」、オリンピック・パ
ラリンピックに関わった私自身も、強くそう思い
ます。
　ひるがえって、学校はどうでしょうか。現在の
学校には多くの人々が関わってくれるようにな
りましたが、まだまだ多様性が十分とは言えま
せん。経験や学びが異なる、様々なバックグラ
ウンドを持った多様な教師たちが、子どもたち
に、自ら考え、不確実な社会を生き抜く力を育
てていく、そんな多様性に満ちた学校を描きた
いと思っています。
　「近所に住む同じ年齢の子どもたちが同じ
場所に集まり、チョーク片手の先生の話を聞
き、黒板をノートに書き写す」。遠からず、それ

は過去のものとなるでしょう。これからの時代
に適した教育を構築するためには、これまでの
当たり前にとらわれず、むしろこれが過去のも
のとなるように、私たちは大胆に議論と知恵を
積み重ねなければいけないと思っています。
　しかし、いつの時代でも、教育とは、教師と生
徒、生徒と生徒、様々な人と人との人間的な関
わりの中で、子どもたちの自律と成長を促す作
用です。どんなに時代が変わろうとも、最善の
教育環境を整えていくという私たちのミッショ
ンに変わりはありません。

佐藤　未来の学校、皆さんはどんな姿を描い
てみたいですか？学校が楽しかったから、そん
な学校の良さを大事にしたいな、という人もい
れば、ちょっと居心地が悪かったから、もっと変
わらないかな、という人もいるでしょう。いろん
な感じ方をする人がいる、ということが、その議
論の出発点になるのだと思います。
　今、不登校の子供たちが急増しています。不
登校の子供たちの人数は、数字で見ると大き
な数字でしかありませんが、そこには子供たち
一人一人の苦しさや辛さが隠れています。不登
校ではなくても、学校の在り方について、きっと
子供たちの考え方は様々です。
　子供たち一人一人に寄り添い、その課題を
解決することは、文部科学省ではできません。
ですが、全ての子供たち一人一人に心を寄せ
ながら、全ての学校が、子供たちにとって、より
安心して自分の考えや弱みを出し、学ぶことっ
て面白い、と思える場所であるように、学校の
文化や授業の在り方、これまでの学校の強み
や弱みを改めて見直していこうと、今、中央教
育審議会という国の会議で議論しています。
　私はその担当をしていますが、みんなが同じ
ことを同じように、ではなく、一人一人の個性
や興味・関心を大事にしながら、友達との関わ
り、教師との関わりの中で、それぞれが考えを
深め成長していけるよう、学校がもっともっと
よい場所であるように、それでも、学校がつら
い、と感じる子供たちにとっては、それ以外の
場所が学びの場となれるように、前例にとらわ
れることなく、時代の変化を見据え、新たな取
組にも積極的にチャレンジし続けていきたいと
思っています。

桐生　皆さんが活躍する21世紀半ばから後
半はどんな時代になるでしょうか。時代ごとに
経済・技術・社会的な状況は異なり、国として
重点にすべき分野は移り変わっていきま
す。OECDにおいては各国の大統領等の首
脳による閣僚会議が毎年行われています
が、分野をクロスした議論の多くにおいて近
年では将来的な成長可能性、投資先として
「Education&Skill（教育とスキル）」の重要性
が強く強調されています。
　VUCAの時代で先行き不透明で不確実な
時代だからこそ、どんな環境においても人間に
とっての最大の価値を生み出す知を生み出す
人間に対する投資が最重要であるとの認識が
共通となってきている証左でしょう。社会への
インパクトや影響度が加速度的に増大する人
と知に関する重要な使命の多くを手掛けるの
が“未来省“である文部科学省です。その可能
性や面白さに共感する多くの皆さんに門を叩
いていただきたいと思います。
寺島　世界のどこに行ってもスマホ一つで様々
な学びが可能となった今、教育の分野では、国
と国との差異や隔たりがどんどん小さくなって
います。これまでの海外勤務や国際会議の経験
等からも感じてきましたが、世界中の国が教育
の未来を模索する中、日本は間違いなくそのフ
ロントランナーです。前例や与えられた正解な
どない中で、自らの頭で未来を考え抜く、それが
日本のみならず、世界の幸福と平和にも貢献す
るかもしれない、そんなことが自分の「仕事」で
あるなんて、素敵だと思いませんか？
佐藤　「子供のためなら頑張れる。」先輩のこ
の言葉に惹かれて、私は文部科学省に入省し
ました。入省してから15年ほどたちましたが、
今でもその思いは変わりません。教育に対する
考えは、本当に人それぞれです。その中で、多く
の人の意見を聴き、学び続け、子供たちにとっ
て、本当に望ましい教育の姿とはどうあるべき
か、それを実現するために、国は何ができるの
か。難しい挑戦ばかりですが、自分が大事だと
思えることを考え続け、動き続けることができ
ることを幸せに思っています。大変なことも多
いですが、働き方改革も大きく進んでいる途上
です。ここからしか見えない景色を、皆さんと一
緒に見られるのを楽しみにしています。

桐生　AIを筆頭に新たな技術やアイディアが
世界の可能性を刻一刻と変えていきます。この
ような変化は確実ですが未来が不確実な
VUCAの世界において“学校、教育はどうある
べきか”という問いはどのような思考軸で考え
ていけばよいでしょうか。
　“将来を可能な限り予測して先回りして国と
しても個人としても対策を立てよう”、という考
え方は合理的です。ただ、我々が生きている世
界はVUCAであり予測が困難です。予想すら
困難な将来をどう想定して教育を考えていく
べきなのでしょうか。
　このような堂々巡りともいえることを考えてい
た数年前のパリ、ＯＥＣＤ日本政府代表部への
赴任中、将来の教育の姿を各国で議論している
Education2030の会議で興味深いアイディアと
巡り合いました。「The Future We Want」―
VUCAな世界では、分かりもしない未来に“対応
する”のではなく、我々が望む未来に“もっていく”
ことを考えていくべきということです。課題を列挙
して対応策を講じるのではなく、我々が望む未
来、望む教育は何かをきちんと定義し、それを実
現しようとしているのか、を本当に突き詰めてい

すべての子どもたちが
学ぶことを楽しめるように

受験生へのメッセージ



好きなことを突き詰めた先に、安心して好きなことに取組み、自己実現できる未来があるとしたら、皆さんはどのような生き方を望みますか。
新たな価値を創造する人材―『博士号取得者』。日本の科学技術・イノベーションを担い、国際競争力を高めていくうえでは欠かせない存在です。
最近、文部科学省でも博士号を有する人材が増えてきました。
4人の若手職員が、博士人材の未来と文部科学省で働く魅力を語り尽くします。

「やりたいこと、やればいいじゃん！」を実現したい
座談会：博士が語る人材政策と文部科学省の魅力

FOCUS 02
フォーカス

左から河原崎、山本、梅田、對崎

博士が取り組む博士政策
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ディングプログラム』に参加していました。プロ
グラムでは専門が異なる研究者や民間の方と
も接する機会が多く、プログラムも含めた博士
課程での経験を通じ、『企画力』、『マネジメント
力』、『リーダーシップ力』等の能力がセットで磨
かれたと実感しています。
對崎　素晴らしいですね。諸外国では、論理的
思考力や課題発見能力等の『仕事力』に関する
能力を明確化し、そうした能力をどのように身に
付けることができるかが重視されています。我が
国においても、能力の『見える化』、体系的な養
成、ロールモデルの形成等について、産学官で
連携して取り組んでいく必要があると思います。

山本　研究者の方々とお話する際に、名刺に
『博士』と記載していることで、ある種の専門家
として見られ、専門分野について聞かれる等、
会話のきっかけを得やすいように感じます。ま
た、海外の行政機関で働く方々は博士号取得
者が多く、専門知識や経験をフル活用して業
務をなさっています。こうした方々が先頭にた
ち、行政課題の解決に向けて取り組むことで、
他の分野においてもプラスの波及効果が生じ
ていると感じます。
　博士は、指導教官の下で研究を行う修士課
程までと異なり、自ら主体的に動いて研究をす
ることが求められます。研究の中で「この方向
でいこう！」と思って突き進んでいった結果、
「想定と違った。でも、もう少し深掘りしたい。し
かしながら、敢えて引き返して他の策の方が良
いのではないか？」という判断を求められるこ
とが多々あります。今の業務においても同様の
思考が必要になることがありますが、状況に応
じて的確な判断ができるのは、一旦引いて物
事を捉え直した経験があるからこそだと自負し
ています。また、学生のうちに、科学技術を担う
『プレイヤー』と『マネージャー』の両方を経験
したのは強みです。

『博士』ってどういう人？

對崎　普段の業務において、博士課程での経
験が役立っていると感じることがあれば教えて
ください。
梅田　必ずしも正解のない問題にチャレンジ
していくに際して、「我々は何を目的としていく
べきか、現状どうなっているのか、目的と現状
のギャップを埋めていくために何をしていけば
良いのか」を整理していく必要があります。この
考え方やプロセスは研究を行っている時と同
じで、博士３年間の研究活動の中で培われ、仕
事に向き合う上で役立っていると感じます。
河原崎　普段の業務で行っている「様々な情
報の中から必要な情報を選び出し、整理をして
必要な仕事をしていく」ということは、研究活
動と通ずる部分が大きいと思っています。ま
た、係長になってからは、研究室内において後
輩を指導してきた経験が、部下の指導で役
立っていると感じます。加えて、業務で他の部
署等と意見がぶつかった際に適切な解決策を
考えるにあたり、共同研究先の研究者と考え
方が相反した時に試行錯誤した経験が活かさ
れていると感じます。

對崎　博士人材についてよく言われるのは、
GDPとの相関で、GDPの高さと博士号取得者
の人数は比例しています。諸外国との比較にお
いて、多くの先進国では博士号取得者が近年
増えている中、日本だけが横ばいか減少という
傾向が続いています。
　他方、日本でも様々なベンチャー企業やス
タートアップ企業における博士人材の活躍が最
近増えてきており、企業側からも博士人材は
『期待を上回った』と高い評価を得ています。ま
た、『仕事のやりがい』、『年収』、『学歴』の関係に
ついても、高学歴になるほど、やりがいや年収も
比例して高くなる傾向が見られます。企業のトッ
プ層のマインドセットが鍵になり、産業界におけ
る今後の活躍もより一層期待されます。
　また、文部科学省では、博士後期課程学生
への経済的支援とキャリアパスの整備をセット
で進めています。以前、『博士課程教育リーディ
ングプログラム』に取り組み、現在はそれに続
く形で、産業界、大学や研究機関と連携し、育
成・支援の取組を強化しています。
河原崎　実は学生時代、『博士課程教育リー
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（出典：科学技術指標2021）



科学技術・学術政策局
人材政策課課長補佐

對崎 真楠
Tsuizaki Makusu
平成24年入省（理工Ⅳ）
博士（農学）

平成24年  4月
平成26年  4月
平成27年  4月
平成28年  4月
平成29年  5月
平成30年  4月
平成30年10月

平成31年  4月

令和  2年  8月
令和  3年  8月

令和  4年  7月

文部科学省研究開発局宇宙開発利用課
同　初等中等教育局教職員課
同　初等中等教育局教職員課企画係長
同　研究開発局環境エネルギー課総括係長
同　研究開発局開発企画課総括係長
同　大臣官房総務課審議班審議第四係長
同　大臣官房総務課専門官
（併）審議班審議第四係長
同　科学技術・学術政策研究開発基盤課
量子研究推進室室長補佐
同　研究開発局環境エネルギー課専門官
同　研究開発局宇宙開発利用課専門官
（宇宙留学：アメリカ・ジョージ・ワシントン大学）
現職

平成30年  4月
令和  2年  6月
令和  3年  4月
令和  3年10月
令和  4年  7月

令和  4年  7月

スポーツ庁政策課
文部科学省科学技術・学術政策局企画評価課
同　科学技術・学術政策局企画評価課専門職
同　科学技術・学術政策局研究開発戦略課専門職
同　研究振興局参事官
（ナノテクノロジー・物質・材料担当）付専門職
現職

研究振興局参事官
（ナノテクノロジー・物質・材料担当）付
ナノテクノロジー・材料企画係長

河原崎 陽介
Kawarazaki Yosuke
平成30年入省
（化学・生物・薬学）
博士（薬科学）

「
や
り
た
い
こ
と
、や
れ
ば
い
い
じ
ゃ
ん
！
」を
実
現
し
た
い

山本　研究者の方々とお話する際に、名刺に
『博士』と記載していることで、ある種の専門家
として見られ、専門分野について聞かれる等、
会話のきっかけを得やすいように感じます。ま
た、海外の行政機関で働く方々は博士号取得
者が多く、専門知識や経験をフル活用して業
務をなさっています。こうした方々が先頭にた
ち、行政課題の解決に向けて取り組むことで、
他の分野においてもプラスの波及効果が生じ
ていると感じます。
　博士は、指導教官の下で研究を行う修士課
程までと異なり、自ら主体的に動いて研究をす
ることが求められます。研究の中で「この方向
でいこう！」と思って突き進んでいった結果、
「想定と違った。でも、もう少し深掘りしたい。し
かしながら、敢えて引き返して他の策の方が良
いのではないか？」という判断を求められるこ
とが多々あります。今の業務においても同様の
思考が必要になることがありますが、状況に応
じて的確な判断ができるのは、一旦引いて物
事を捉え直した経験があるからこそだと自負し
ています。また、学生のうちに、科学技術を担う
『プレイヤー』と『マネージャー』の両方を経験
したのは強みです。

對崎　普段の業務において、博士課程での経
験が役立っていると感じることがあれば教えて
ください。
梅田　必ずしも正解のない問題にチャレンジ
していくに際して、「我々は何を目的としていく
べきか、現状どうなっているのか、目的と現状
のギャップを埋めていくために何をしていけば
良いのか」を整理していく必要があります。この
考え方やプロセスは研究を行っている時と同
じで、博士３年間の研究活動の中で培われ、仕
事に向き合う上で役立っていると感じます。
河原崎　普段の業務で行っている「様々な情
報の中から必要な情報を選び出し、整理をして
必要な仕事をしていく」ということは、研究活
動と通ずる部分が大きいと思っています。ま
た、係長になってからは、研究室内において後
輩を指導してきた経験が、部下の指導で役
立っていると感じます。加えて、業務で他の部
署等と意見がぶつかった際に適切な解決策を
考えるにあたり、共同研究先の研究者と考え
方が相反した時に試行錯誤した経験が活かさ
れていると感じます。

山本　自身が歩んできた研究の道について、政
策を直接動かせるのが魅力です。研究者に寄
り添いつつ、世の中へと繋げていくにあたり、
一番近いのは文部科学省だと思います。
梅田　文部科学省は所掌が広く、初等中等教
育から高等教育、専門家の育成に至るまでの
人材育成を行っています。根本から木の枝葉
が育つまでの業務に一貫して取り組めるのは
魅力的です。

博士が感じる
文部科学省の魅力

河原崎　文部科学省においても、昨今、博士
人材の採用実績が増えてきていますよね。皆さ
んは、省庁の中でも特に文部科学省を選ばれ
たのは何故でしょうか。
對崎　科学技術を担う人材を育成するという
観点で、文部科学行政は直結しており、人づく
りを核とした政策に携われることに魅力を感じ
たからです。自分が経験した研究環境や産学
連携の状況を踏まえて政策を作っていくのは、
文部科学省で働く醍醐味です。これまでの歩み
に対する周囲への感謝と将来への橋渡しと
思って日々業務に臨んでいます。

受験生へのメッセージ

對崎　官公庁における博士人材の給与体系
の見直し（※）や、企業において高度人材を活
用する場合に税制を優遇する等、様々な動き
が広がってきていますが、これらを受けて未来
の後輩に対するメッセージがあればお願いし
ます。
梅田　我 と々しては、「やりたいことをやりたい
ようにやったらいいよ！」と言える環境を作って
いきたいと思っています。「本当は研究が好き
だけど、アカデミアでは続かない」と、博士課程
に進まない学生さんもいますが、アカデミアの
道でなくとも、国家公務員や産業界においても
様々な選択肢が開かれていると知ってほしい
です。そうして、「研究したい!研究って面白い!」
という研究者の声を、その努力以外で道が狭
められてしまうことがないよう、一緒に後押し
していきませんか。
山本　今、博士人材を取り巻く状況はどんどん
良くなっており、如何に自分自身が社会や家族
から「投資」してもらっていたのかと感じさせら
れます。その状況に驕らず、自分のやりたいこと
を貫いて頂きたいです。また、文部科学省の採用
は人物本位で行っていますが、博士号を有する
職員が近年増えているのは、官庁訪問において
業務説明や面接を行う中で、博士人材の考え
方とマッチすることが多くなってきたからかもし
れません。
對崎　ようやく、社会が博士の素晴らしさに気
付いてきたと言えるかもしれませんね。博士と
は、研究活動だけ行ってきた人ではなく、研究
活動を通じて培った能力を発揮できる人材だと
思います。自分のやりたいことを貫いて頂き、そ
の後の道として、文部科学省が選択肢の１つで
あるならば、文部科学省は、皆さんのやってきた
ことの価値が見いだせる場になると思います。

（※）令和５年度より、博士課程を修了した者が博士課程修了等
により得られる専門性を必要とする業務に従事する場合の初
任給引上げが実施されます。現在の俸給月額から４，０００円程
度の増額が見込まれています（全府省共通）。

平成27年  4月
平成28年  4月
平成30年  4月

令和  2年  5月

令和  2年  6月

令和  3年10月

令和  4年  4月
令和  4年  7月

文部科学省科学技術・学術政策局政策課
同　研究開発局環境エネルギー課
同　科学技術・学術政策局政策課
国際戦略室国際総括係長
同　科学技術・学術政策局
産業連携・地域支援課専門職
同　科学技術・学術政策局
産業連携・地域支援課総括係長
同　科学技術・学術政策局
産業連携・地域振興課総括係長
（併）内閣府（科学技術・イノベーション推進事務局
参事官（大学改革・ファンド担当）付主査
（併）内閣官房副長官補付
現職

科学技術・学術政策局政策課総括係長

山本 智久
Yamamoto Tomohisa
平成27年入省（工学）
博士（工学）

平成31年  4月

令和  2年11月
令和  4年  4月
令和  4年  7月

文部科学省科学技術・学術政策局
政策課国際戦略室
同　研究振興局振興企画課
同　研究振興局振興企画課振興調整係長
現職

科学技術・学術政策局
研究開発戦略課研究開発企画係長

梅田 理愛
Umeda Rie
平成31年入省（化学・生物・薬学）
博士（理学）
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業務概要

総合教育政策局

2040年以降の
社会を見据える

未来を創る教育振興基本計画

TO
P
IC

　今の子供たちが社会の中心として活躍する
であろう2040年、そしてその先の社会はどの
ような社会だろう。2040年以降の社会を担う
人材に必要な力とは何だろう。ではその力を養
うために今後５年で教育は何をすべきだろう。
　教育振興基本計画は、教育基本法に基いて
５年おきに作られる教育の総合計画です。
2023年度から始まる次期教育振興基本計画
の策定に向けて、現在私たちは中央教育審議
会を中心に、2040年以降の社会を見据えた
教育の在り方について議論を行っています。総合教育政策局は、教育分野の筆頭局として、教育政策全体を

推進し、誰もが、いつでも、どこでも、必要な教育を受け、また学習
を行い、自立して、豊かな生涯を送ることができる環境の実現を
目指しています。具体的には、教育振興基本計画の策定、EBPM
の推進やその基盤となる調査統計の充実、日本人学校の支援、
教師の養成・採用・研修の一体的推進、生涯にわたる学び・地域
における学び・共に生きる学びの推進等に取り組んでいます。

います。高等教育段階では大学改革が進んで
いますが、デジタル等成長分野の人材育成や
博士号取得者数等国際的に遅れている面も見
られます。
　社会の変化をみると、2040年には現在と比
較して子供の数が２割減少し、世界に類を見
ない高齢化が進展することが予測されていま
す。新型コロナウイルスや国際情勢の不安定化
等VUCAと言われる予測困難な時代におい
て、持続的な社会の発展を維持していくため
に、教育の果たす役割はますます重要になって
います。

社会の変化、
子供たちの現状
　日本の子供たちは国際的に見て高い学力水
準を維持しています。他方で、不登校やいじめ
の重大事態は増加しており、特別な教育ニー
ズへの対応の必要性が高まっています。また、
教師の長時間労働や教師不足の課題も生じて

09

左から沼澤、川村



ジキコンの様子 ICTを用いた遠隔授業の視察（北海道高等学校遠隔授業配信センター）

総合教育政策局政策課
教育企画調整官

川村　匡 Kawamura Tadashi
平成16年入省（法律）

平成15年10月
平成16年  2月
平成16年  4月
平成18年  4月
平成18年  8月
平成19年  4月

平成20年  4月

平成21年  4月
平成22年  1月
平成22年12月
平成24年  4月
平成25年  4月
平成27年11月
平成30年  8月
令和  2年  4月

令和  4年  4月

文部科学省大臣官房人事課審査班
同　高等教育局大学課
同　高等教育局大学振興課
同　初等中等教育局教育課程課
同　初等中等教育局教育課程課教育課程企画室
同　初等中等教育局教育課程課教育課程企画室
専門職
同　初等中等教育局教育課程課教育課程企画室
企画係長
同　生涯学習政策局政策課専門職
（育児休業）
同　大臣官房総務課広報室専門職
同　大臣官房総務課広報室専門官
国立大学法人京都工芸繊維大学総務企画課長
文部科学省高等教育局学生・留学生課課長補佐
同　高等教育局私学部私学行政課課長補佐
文化庁政策課専門官
（命）地域文化創生本部事務局
総括・政策研究グループリーダー
現職

総
合
教
育
政
策
局

若手職員による
「ジキコン」プロジェクト

　次期教育振興基本計画の策定に向け、省内
の有志の若手・中堅職員が、担当部署を越えて
議論を行う「次期教育振興基本計画の策定に
向けた若手・中堅懇話会」、通称“ジキコン”を
開催しました。総勢７０名の有志が集い、約半
年間、闊達な議論が繰り広げられました。議論
の成果は計画策定にも生かされています。

い尽くせませんが、キーワードは「学習者主体」
「個別最適・協働」「多様性、公平・公正、包摂
性」であると考えています。

受験生へのメッセージ
　皆さんは次期教育振興基本計画のキー
ワードを３つ考えるとしたら何を挙げるでしょ
うか？VUCAと言われる社会の中で教育は何
をするべきなのか？そんな答えのない議論を
日夜行うことは、とても難しく頭を抱える場面
が多々ある一方で、入省時から抱いていた自分
の思いや大切にしたいことを改めて掘り下げ
るいい機会にもなります。ジキコンをはじめ、
日々の業務においても、若手の意見に真摯に
耳を傾ける省内の雰囲気はとても風通しがよ
く、この組織はきっとこれからの教育をより一
層いいものにできるという確信につながってい
ます。皆さんの頭に思い浮かんだ３つのキー
ワードをより深めていただき、文部科学省で、
より良い日本の教育のために、一緒に議論して
政策を創っていけることを楽しみにしています。

持続可能な社会の創り手
とウェルビーイングの向上
　中央教育審議会での議論を通じて見えてき
た次期計画のコンセプトは、「持続可能な社会
の創り手の育成」と「日本社会に根差したウェ
ルビーイングの向上」です。主体的に社会の形
成に参画し、社会課題の解決と経済成長を結
び付けてイノベーションを生み出す人材の重
要性が高まっています。そして、多様な個人と
社会全体の幸せであるウェルビーイングを、教
育を通じて実現していくことが求められます。
そのための教育がどうあるべきか、ここでは言

います。高等教育段階では大学改革が進んで
いますが、デジタル等成長分野の人材育成や
博士号取得者数等国際的に遅れている面も見
られます。
　社会の変化をみると、2040年には現在と比
較して子供の数が２割減少し、世界に類を見
ない高齢化が進展することが予測されていま
す。新型コロナウイルスや国際情勢の不安定化
等VUCAと言われる予測困難な時代におい
て、持続的な社会の発展を維持していくため
に、教育の果たす役割はますます重要になって
います。

　日本の子供たちは国際的に見て高い学力水
準を維持しています。他方で、不登校やいじめ
の重大事態は増加しており、特別な教育ニー
ズへの対応の必要性が高まっています。また、
教師の長時間労働や教師不足の課題も生じて

総合教育政策局政策課振興計画係長

沼澤 綾子 Numazawa Ayako
平成28年入省（法律）

平成28年  4月

平成30年10月
平成31年  4月

令和  2年  1月

令和  3年  1月
令和  3年12月

文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室
（育児休業）
同　科学技術・学術政策局
人材政策課研究公正推進室
同　科学技術・学術政策局人材政策課
研究公正推進室研究公正推進係長
（育児休業）
現職
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業務概要

初等中等教育局

障害児を教育の真ん中へ

障害のある子に寄り添い、教育の真ん中へ

TO
P
IC

　We The 15というキャンペーンを知ってい
ますか？東京パラリンピック2020から始まっ
た、人口の15％にあたる障害のある人に係る
あらゆる壁をなくそうとするというものです。
15％とまではいきませんが、日本の学校で特
別な支援を受ける子供たちの数は、少子化が
進むこの10年で、倍増しています。特別支援学
級を置いている小・中学校は既に82％にも上
ります。昨年の調査で、平均して各学級に3人
発達障害の可能性のある子供が在籍している
ことも分かりました。
　それでは学校現場で、障害のある子に向き
合う特別支援教育が重視されているか。必ず
しもそうではありません。いわゆる「力のある」
先生は通常学級の担任になることが多いと言
われており、特別支援学級を置いている82％
の学校の校長先生のうち7～8割は特別支援
教育を未経験。学校の経営目標を見ても、障害
児のことも、特別支援教育のことも触れられて
いません。そこに障害のある子がいるのに。

幼稚園から高等学校段階までの学校教育の制度や予算を担当
します。全国の子供たちの学びのため、どのような教育環境で何
を教えるか、障害や家庭の状況等、子供の様々な教育ニーズにど
う応えるか、急速なデジタル化やグローバル化、感染症の拡大等
の社会変化にどう対応するのか、様々な関係者の声に耳を傾け、
必要な施策を検討、実行し、全国の学校現場や教育委員会を支
える仕事をします。



12

国連障害者権利委員会（ジュネーブ）における対日審査 調査結果の公表に当たっての記者会見

初等中等教育局特別支援教育課長

山田 泰造 Yamada Taizo
平成11年入省（法律）

平成11年  4月
平成11年  7月
平成12年  9月
平成13年  1月
平成14年  4月
平成15年  2月
平成16年  9月
平成17年  4月
平成18年  7月
平成18年  8月
平成22年  4月
平成23年  7月
平成25年  4月

平成27年  9月

平成28年  9月

平成29年  4月
平成31年  4月

令和  2年10月
令和  3年  7月

文化庁長官官房総務課
同　長官官房著作権課
文部省高等教育局医学教育課
文部科学省高等教育局医学教育課
同　高等教育局医学教育課企画係長
文化庁長官官房政策課企画係長
（育児休業）
文部科学省研究振興局振興企画課総括係長
同　研究振興局振興企画課専門官
同　初等中等教育局教職員課課長補佐
同　高等教育局私学部私学助成課課長補佐
藤沢市教育委員会教育次長
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課課長補佐
（命）同　初等中等教育局
初等中等教育企画課中学校連絡調整官
同　科学技術・学術政策局
政策課国際戦略室専門官
同　高等教育局国立大学
法人支援課国立大学戦略室長
同　高等教育局大学振興課大学入試室長
文化庁参事官（文化創造担当）付地方創生企画官
（命）同　参事官（芸術文化担当）付
新文化芸術創造活動推進室長
同　文化資源活用課文化遺産国際協力室長
現職

初
等
中
等
教
育
局

　We The 15というキャンペーンを知ってい
ますか？東京パラリンピック2020から始まっ
た、人口の15％にあたる障害のある人に係る
あらゆる壁をなくそうとするというものです。
15％とまではいきませんが、日本の学校で特
別な支援を受ける子供たちの数は、少子化が
進むこの10年で、倍増しています。特別支援学
級を置いている小・中学校は既に82％にも上
ります。昨年の調査で、平均して各学級に3人
発達障害の可能性のある子供が在籍している
ことも分かりました。
　それでは学校現場で、障害のある子に向き
合う特別支援教育が重視されているか。必ず
しもそうではありません。いわゆる「力のある」
先生は通常学級の担任になることが多いと言
われており、特別支援学級を置いている82％
の学校の校長先生のうち7～8割は特別支援
教育を未経験。学校の経営目標を見ても、障害
児のことも、特別支援教育のことも触れられて
いません。そこに障害のある子がいるのに。

す。簡単ではありませんが、国もそれぞれの進
む先に寄り添っていきたいと考えています。

　このパンフレットに目を通している皆さんの
前には、様々な選択肢があることでしょう。どの
道も暗いところや明るいところを通っていくもの
です。文部科学省の仕事も楽しいことばかりで
はありません。つらいこともあります。むしろつら
いことの方が多いかな。いやだいぶ多いでしょ。
　でも、文部科学省の仕事のいいところは、教育
を良くしたい！という純粋な気持ちを、仕事として
ぶつけられること。これは魅力ですよ、皆さん。
　この世の中に「このボタンを押せば日本の教
育が良くなります。デメリットはありません。」と
いうボタンはもうありません。こちらを立てれ
ばあちらは立ちません。デメリットから目を背
けることはできません。それでもギリギリを求め
て議論をしていくことが必要です。皆さんと、正
解のない教育論議をぶつけ合いたいです。

 文部科学省では、このような状況を良しとせ
ず、障害のある子を、学校の、そして、教育の真
ん中に近づけるよう毎日様々な働きかけをして
います。

　特別支援教育は、耳を傾けるところから始ま
ると思っています。障害のある子供や、その家
族の思いは様々です。幼稚園や保育所で一緒
に遊んだ子と同じ小学校に進学したいケース
や、専門性の高い先生が多く少人数で学べる
特別支援学校を希望するケース。医療的なケ
アが必要で、看護師さんの配置等学校側の体
制を見た上で、安心できる学校に入学される
方もいます。何が正しいか。正解はありません。
　文部科学省がすべき仕事は、どのような学
びの場であっても、その場を選択した教育委員
会、本人、保護者が安心して質の高い学びを目
指すことができるよう、支えていくこと。どの関
係者も悩みながら前を向いて進もうとしていま

耳を傾け、寄り添う

受験生へのメッセージ
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業務概要

高等教育局

高等教育の使命

高等教育改革の方向性

答えのない課題に挑む、高等教育の醍醐味と苦悩

TO
P
IC

　Society 5.0の到来や本格的な人口減少等
社会の変化が激しく予測困難な時代の中で、
高等教育は、人材育成とイノベーション創出の
基盤として、我が国の社会や経済を支えること
のみならず、世界が直面する課題の解決に貢
献するという使命を持っています。

高等教育が全ての学修者の「学び」の意欲を満たすと同時に、社会
を支える重要な基盤となり、「知」の創出を通じた人類社会の発展
に寄与するよう、様々な政策を推進しています。具体的には、大学
及び高等専門学校の設置認可や評価を通じた教育の質の保証、
大学教育改革の支援や高度専門職業人材の育成等を進めるとと
もに、入学者選抜、学生支援、大学等の国際化と留学生交流、国立
大学の一層の活性化、私立学校の振興等に取り組んでいます。

　このような高等教育の使命を踏まえ、その役
割を果たすためには、大学等における教育研究
の一層の充実を図るとともに、産業構造や労働
需要の在り方等、予測される社会の変容に応じ
た改革にも取り組む必要があります。例えば、
最近ではデジタル・グリーン等の成長分野の
人材育成が喫緊の課題となっています。文部
科学省ではそうした人材の育成に向け、意欲
ある大学等が学部再編等に取り組みやすくな
るよう、約3,000億円の基金を新たに設け継
続的に支援する仕組みを創設しました。

それと同時に、変化が激しく予測困難な時代
にあって、学修者が自らの可能性を最大限に
発揮し、多様な価値観を持つ人々が協働して
社会を創っていけるよう、高等教育は多様性と
柔軟性を併せ持つ、学修者本位の知の基盤へ
と転換していく必要があります。

左から阿久津、北岡
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学生の豊かな学びや、地方創生の推進のために大学・自治体・産業界等向けにまとめた
好事例集「地域で学び、地域を支える。大学による地方創生の取組事例集」

中央教育審議会大学分科会の開始直前の様子

高
等
教
育
局

の調整等を行い、繰り返し議論しながら政策
を練り直していきます。それでもなお解が見い
だせずに暗たんたる気持ちになることもありま
すが、自分たちは高等教育行政のプロであり、
今この問題について最も考えているのは自分
だ、という思いでより良い政策の実現を日々目
指しています。

思いを実効性ある政策に
　こうしたことを実現する政策の立案において
は、学問の自由や大学の自治への配慮、学生の
学修機会の確保といった高等教育政策に通底
する価値観を大切にするとともに、進学希望者
や産業界等のデマンドサイドのニーズ、地方創
生や国際競争力の向上といったローカル・グ
ローバルな視点等、常に複数の考慮すべき重
要な事項との両立を求められます。私たちは大
学関係者をはじめとするステークホルダーと
の日常的なやりとりや調査研究の実施による
実情把握、それらを踏まえた中央教育審議会
等での専門的な検討、他府省や地方自治体と

受験生へのメッセージ
　多様な人々が協働して未来の世界を創って
いけるよう、後押しする。そのために文部科学
省においては、豊かな想像力を持って思考し、
自分と異なる意見を受け止めつつ対話し、未
来に向けて物事を前に進めていこうという大
いなる意欲に溢れた仲間を強く求めています。
高等教育をはじめとして、文部科学省の所掌
する分野の政策の重要性が一層高まる中、私
たちと一緒に困難な課題へ粘り強く向き合っ
てくださる方、お待ちしております。

　このような高等教育の使命を踏まえ、その役
割を果たすためには、大学等における教育研究
の一層の充実を図るとともに、産業構造や労働
需要の在り方等、予測される社会の変容に応じ
た改革にも取り組む必要があります。例えば、
最近ではデジタル・グリーン等の成長分野の
人材育成が喫緊の課題となっています。文部
科学省ではそうした人材の育成に向け、意欲
ある大学等が学部再編等に取り組みやすくな
るよう、約3,000億円の基金を新たに設け継
続的に支援する仕組みを創設しました。

それと同時に、変化が激しく予測困難な時代
にあって、学修者が自らの可能性を最大限に
発揮し、多様な価値観を持つ人々が協働して
社会を創っていけるよう、高等教育は多様性と
柔軟性を併せ持つ、学修者本位の知の基盤へ
と転換していく必要があります。

高等教育局高等教育企画課
高等教育政策室政策総括係長

阿久津 茉里 Akutsu Mari
平成28年入省（法律）

平成28年  4月
平成30年  4月
平成31年  4月

令和 元年10月

令和  3年  4月
令和  4年  8月

文部科学省高等教育局学生・留学生課
同　初等中等教育局初等中等教育企画課
同　初等中等教育局初等中等教育企画課
企画係長
同　初等中等教育局児童生徒課企画係長
（命）同　初等中等教育局初等中等教育企画課
学びの先端技術活用推進室専門職
同　科学技術・学術政策局政策課専門職
現職

高等教育局高等教育企画課課長補佐

北岡 龍也 Kitaoka Tatsuya
平成17年入省（経済）

平成17年  4月
平成18年  7月
平成20年  4月

平成21年  4月

平成22年  7月
平成24年  1月
平成24年  4月
平成25年  4月
平成25年  7月
平成26年  4月
平成28年  4月
平成30年  4月
平成31年  4月

令和  3年  6月
令和  4年  4月

文部科学省大臣官房政策課
同　科学技術・学術政策局基盤政策課
同　初等中等教育局教育課程課教育課程企画室
専門職
同　初等中等教育局国際教育課
外国語教育推進室企画調整係長
文化庁長官官房政策課企画係長
（併）同　長官官房政策課政策調整係長
文部科学省大臣官房総務課審議班審議第三係長
同　大臣官房総務課専門官
（併）同　大臣官房総務課審議班審議第一係長
同　高等教育局大学振興課課長補佐
岐阜県教育委員会学校支援課長
同　教職員課長
文部科学省高等教育局国立大学法人支援課
課長補佐
現職
（命）同　総合教育政策局教育デジタル
トランスフォーメーション推進室室長補佐
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業務概要

科学技術・学術政策局

世界の「科学」と国家の
「科学技術・イノベーション」

科学技術・イノベーションに祖国はあるか？

TO
P
IC

　「科学に国境はないが、科学者には祖国があ
る。（筆者仮訳）」－これは、近代細菌学の開祖 
ルイ・パスツール博士の言葉と言われています。
　科学は、“叡智”という人類共通の財産を生
み出す活動であり、オープンサイエンスの理念
の下、知を積み重ねることにより発展し、また
今後も発展させることが基本です。特に、気候
変動や環境問題等、一国では解決が困難な問
題、いわゆるグローバル・アジェンダが顕在化
している中では、その果たす役割への期待も高
まっています。
　しかし、技術やイノベーションと一体になる
と、科学とて社会から隔てられた西方浄土とい
うわけにはいきません。近年、科学技術・イノ
ベーション（STI）は世界各国において成長戦
略の中核に位置付けられていることから、オー
プンサイエンスの考え方を基本としつつも、
様々な価値観を持つ新興国の台頭による世界

科学技術・学術政策局では、科学技術・イノベーションの創出の実
現を目的とした政策の企画立案から推進までを一括して担当して
います。具体的には、児童生徒から第一線の研究者・技術者に至る
までの幅広い世代・分野の科学技術関係人材の育成や、科学技術
分野における国際活動の活性化、産学官の密接な連携、地域にお
ける科学技術の振興等を進めているところであり、日本の科学技
術・イノベーションの発展に向けて取り組んでいます。

秩序の再編プロセスにおいてSTIの戦略的価
値が高まる中で、我が国がどのように取り組ん
でいくべきかが強く問われています。

左から加藤、遠藤
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大学への説明会の様子（筆者は上段右側）

科
学
技
術
・
学
術
政
策
局

　「科学に国境はないが、科学者には祖国があ
る。（筆者仮訳）」－これは、近代細菌学の開祖 
ルイ・パスツール博士の言葉と言われています。
　科学は、“叡智”という人類共通の財産を生
み出す活動であり、オープンサイエンスの理念
の下、知を積み重ねることにより発展し、また
今後も発展させることが基本です。特に、気候
変動や環境問題等、一国では解決が困難な問
題、いわゆるグローバル・アジェンダが顕在化
している中では、その果たす役割への期待も高
まっています。
　しかし、技術やイノベーションと一体になる
と、科学とて社会から隔てられた西方浄土とい
うわけにはいきません。近年、科学技術・イノ
ベーション（STI）は世界各国において成長戦
略の中核に位置付けられていることから、オー
プンサイエンスの考え方を基本としつつも、
様々な価値観を持つ新興国の台頭による世界

経済安全保障
～先端重要技術を
「育て」、「守る」～

反・責務相反に陥り、結果として我が国からの
技術流出リスクが高まるのみならず、国際的な
信頼を失う恐れがあります。そのため、研究の
健全性・公正性（研究インテグリティ）を確保
する取組を進め、我が国全体として先端重要
技術を守ることで、国際的に信頼性のある研
究環境を構築していきます。

　近年、世界的規模での地政学的な環境変化
が起き、覇権争いの中核がSTIとなっている現
況下では、まずもって、我が国自身が自律的に
先端重要技術を確保し、世界の中で優位な存
在、ひいては不可欠な存在になっていかなけれ
ばなりません。そのため、先般可決・成立した経
済安全保障推進法も活用し、新たに立ち上げた
「経済安全保障重要技術育成プログラム（通称 
K Program）」により、我が国として確保すべき
先端重要技術の研究開発を進めています。
　他方、だからといって鎖国に陥ることなく、
オープンサイエンスを大原則とし、多様なパー
トナーとの国際協力及び国際交流を今後とも
進めていくことが重要です。しかし、およそ先端
技術が多義性を有することに鑑みると、国際情
勢が激変する中で、研究者が意図せず利益相

受験生へのメッセージ
　本TOPICのタイトルは、STIが国家の在り様
に与える影響がますます大きくなるとの認識
の下で提起しました。
　個人的な考えとしては、答えはNoでもあり、
Yesでもあります。すなわち、文部科学省のSTI
政策は、人類の“叡智”を生み出すことにも貢献
しますし、他方、我が国が他国に依存せずとも
存立していくための競争力を生み出すことにも
貢献します。今や、STI政策は、そのようなバラ
ンスの中で、技術系職員としての経験や知見も
生かしながら、絶妙なアクセルワークが必要と
なっています。
　世界はかつてないスピードで変化していま
す。その激動の中でSTI政策を進めていくこと
は、決して易しいことではありませんが、とてもダ
イナミックで、アトラクティブです。そんな仕事に
興味のある有志を、是非お待ちしています！

科学技術の
戦略的国際展開

　我が国はこれまで、強い経済力と研究開発
力に裏付けられ、STI分野における主要プレイ
ヤーとして、国際的な研究ネットワークにおい
て一定の存在感を持ち、主要分野での国際協
力のパートナーとして役割を果たし、信頼を勝
ち得てきました。
　引き続き、世界の知と多様性を取り込み、我が
国が世界の知の発展に貢献するとともに、我が
国の国際競争力を維持・強化するため、また世界
の研究ネットワークの主要な一角に位置付けら
れ、国際社会の期待に応え存在感を発揮するた
めに、国際頭脳循環や国際共同研究に係る政
策・施策を展開していきます。
　その一環として、まさにこの原稿を執筆して
いる時点（令和４年12月）において、令和４年
度第２次補正予算を活用し、高い科学技術水
準を有する欧米等先進国を対象として、政府
主導で設定する先端分野でより戦略的・機動
的に国際共同研究を支援するための施策を立
ち上げることとなりました。

秩序の再編プロセスにおいてSTIの戦略的価
値が高まる中で、我が国がどのように取り組ん
でいくべきかが強く問われています。

科学技術・学術政策局参事官
（国際戦略担当）付参事官補佐

遠藤 正紀
Endoh Masaki
平成18年入省（理工Ⅳ）
博士（理学）

平成18年  4月
平成19年  4月
平成21年  4月
平成21年  6月

平成23年  4月
平成24年  4月
平成24年  7月

平成24年10月

平成25年  7月
平成26年  9月

平成27年10月

平成29年  8月
令和 元年  7月

令和  3年  7月

文部科学省研究開発局海洋地球課
経済産業省原子力安全・保安院企画調整課
同　企画調整課審議班審議係長
文部科学省科学技術·学術政策局
基盤政策課総括・機構係長
同  科学技術・学術政策局政策課総括係長
同  科学技術・学術政策局政策課専門職
同　大臣官房総務課審議班審議第四係長
(命)大臣官房総務課法令審議室審議第四係長
同　大臣官房総務課専門官
(併)大臣官房総務課法令審議班審議第四係長
同　研究振興局参事官（情報担当）付参事官補佐
同　大臣官房総務課課長補佐
（大臣政務官秘書官事務取扱）
同  研究開発局研究開発戦略官
（核融合・原子力国際協力担当）付戦略官補佐
同   研究振興局ライフサイエンス課課長補佐
防衛装備庁技術戦略部技術戦略課
技術交流室総括班長
現職

科学技術・学術政策局参事官
（国際戦略担当）付経済安全保障戦略係長

加藤 拓巳
Kato Takumi
平成29年入省（工学）
博士（工学）

平成29年  4月
平成30年  4月
令和  2年  4月

令和  2年  6月
令和  2年  8月
令和  4年  4月

文部科学省大臣官房総務課審議班
同　研究振興局参事官（情報担当）付
同　研究振興局参事官（情報担当）付
次世代基盤技術係長
内閣府宇宙開発戦略推進事務局主査
（育児休業）
現職
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業務概要

研究振興局

研究者にとって
より使いやすい研究費に

研究者のチャレンジを応援したい

TO
P
IC

　「科研費」という単語を聞いたことはあるで
しょうか。その前身が大正７年に創設された科
学研究費助成事業、通称「科研費」は、この
100年間、日本の研究を下支えしてきました。
研究者が自発的にテーマを決めて研究を実施
しようとする時、まず応募するのがこの科研費
です。例えば、ノーベル生理学・医学賞を受賞
し、今やグローバルで患者への医療応用も始
まっている京都大学・山中伸弥教授のiPS細胞
に関する研究も、その萌芽期は科研費の支援
を受けていました。
　科研費は長い歴史を持ちますが、我々の学術
研究推進課では、研究者にとってより使いやすい
ものとなるよう制度改善を続けています。最近で
は、研究の進捗に合わせて予算を弾力的・効果
的に使えるよう、年度を超えた執行を可能とする
基金化を進めたり、国際的に活躍する研究者を
支援するため、海外滞在中は研究期間を延長で

研究振興局は、主に研究費の配分を通じ、日本各地で行われる研
究を盛んにしていく部署です。その範囲は、研究者の好奇心に基
づく「学術研究」から国が政策的に分野を指定する「戦略的研究」
まで、また、現時点では何の役に立つかわからないが知の創出に
貢献する「基礎研究」から社会実装を目指す「応用・実用化研究」
まで様々です。加えて、情報、量子、物質・材料、ライフサイエンスの
領域については、他国の動向分析や有識者との議論も踏まえなが
ら我が国の研究の方向性を決めていく役割も担っています。

きるようにしたりしました。このような改善方策
を、行政が独りよがりで行っていくのではなく研
究者と議論しながら日々検討しています。

左から
森、梶原
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永岡桂子文部科学大臣と理化学研究所の創発採択研究者等との意見交換

文部科学省と JST の創発担当者との週１回の定例ミーティング。
事業の大きな方向性から個々の研究者の状況まで細かく議論

創発の審査委員会。2,700以上の応募から約260件を丁寧に選考

東京大学・濡木理教授より、クライオ電子顕微鏡が構造生物学の発展に大きく寄与したことを学ぶ

研
究
振
興
局

　「科研費」という単語を聞いたことはあるで
しょうか。その前身が大正７年に創設された科
学研究費助成事業、通称「科研費」は、この
100年間、日本の研究を下支えしてきました。
研究者が自発的にテーマを決めて研究を実施
しようとする時、まず応募するのがこの科研費
です。例えば、ノーベル生理学・医学賞を受賞
し、今やグローバルで患者への医療応用も始
まっている京都大学・山中伸弥教授のiPS細胞
に関する研究も、その萌芽期は科研費の支援
を受けていました。
　科研費は長い歴史を持ちますが、我々の学術
研究推進課では、研究者にとってより使いやすい
ものとなるよう制度改善を続けています。最近で
は、研究の進捗に合わせて予算を弾力的・効果
的に使えるよう、年度を超えた執行を可能とする
基金化を進めたり、国際的に活躍する研究者を
支援するため、海外滞在中は研究期間を延長で

困難を極めましたが何とか事業を開始できま
した。それから10年経ち、iPS細胞が脊髄損
傷、パーキンソン病、重症心不全などの治療に
活用されているとの報道に触れるたびに、（自
分が研究したわけではないのですが）誇りに感
じ、患者さんのために良かったなと心から思い
ます。皆さんも「科学技術で社会を良くする」こ
とに挑戦してみませんか？
梶原　研究者の自由で挑戦的な研究活動を
支えるため、制度の改善・充実に向け日々取り
組んでいますが、いずれも一朝一夕にはいき
ません。行政として何ができるか、どうすれば
より良い制度になるかを、様々な研究現場を
知り、多くの関係者と議論しながら、考え続け
ることが重要だと思います。是非、皆さんの新
しい視点から、日本の研究を支えるより良い
科学技術行政を一緒に考えてみませんか？

森　山中教授がノーベル賞を受賞した平成
24年に再生医療の担当として、基礎研究の成
果を医療現場につなげるための事業の制度設
計をしました。関係者が非常に多く、調整には

受験生へのメッセージ

若手研究者の
自由で挑戦的な研究を
応援したい
　「この事業のおかげで子供の頃からの夢
だった『人はなぜ夢を見るのか』を解明するた
めの研究に着手できた。」そのような話を語っ
てくれた若手研究者がいました。「創発的研究
支援事業（創発）」は、主に若手研究者が自由
で挑戦的な研究に取り組むことを長期間支援
する事業で、令和２年度に開始したばかりの新
しい試みです。多くの研究事業は３～５年程度
ですが、創発は最長10年間にわたり研究費を
支援することで、短期的な成果が見込めないリ
スクの高い研究にもチャレンジすることを可能
とします。冒頭の研究者は、今までも夢の研究
をやってみたかったが夢の研究は世界的にも
例がなく、比較的近い「睡眠」に関する研究を
これまで行ってきたそうです。しかし、創発が長
い目でサポートしてくれることを知り応募した
ところ、見事採択され研究を開始できました。
このような「夢のある」研究をこれからも応援し
ていきます。

きるようにしたりしました。このような改善方策
を、行政が独りよがりで行っていくのではなく研
究者と議論しながら日々検討しています。

研究振興局学術研究推進課専門官

森　祐介
Mori Yusuke
平成23年入省（理工Ⅳ）
博士（生命科学）

平成23年  4月
平成24年  4月

平成25年  7月
平成25年  8月
平成26年  4月
平成27年  6月

平成29年  6月

平成30年  7月
平成31年  4月
令和 元年  6月

令和  4年  8月

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課
同　研究振興局ライフサイエンス課
幹細胞・再生医学研究推進室
同　国際統括官付
同　大臣官房国際課国際協力企画室
同　大臣官房国際課国際協力企画室企画調査係長
同　大臣官房人事課計画調整班専門職
（人事院留学：アメリカ・ハーバード大学ケネディ
行政大学院・ハーバード大学医学大学院）
内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）
付参事官（総括担当）付主査
文部科学省科学技術・学術政策局政策課総括係長
同　科学技術・学術政策局政策課専門官
茨城県つくば市政策イノベーション部長
（兼）市長公室政策調整監
現職

研究振興局
学術研究推進課企画室企画係長

梶原 裕太 Kajiwara Yuta
平成30年入省（工学）

平成30年  4月
平成31年  4月
令和  2年  2月
令和  3年  4月
令和  4年  6月
令和  4年  8月

文部科学省研究振興局参事官（情報担当）付
同　科学技術・学術政策局政策課
同　総合教育政策局調査企画課
同　総合教育政策局調査企画課企画係長
同　研究振興局学術研究推進課専門職
現職
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業務概要

研究開発局

環境・エネルギー政策と
文部科学省

グリーントランスフォーメーション（GX）と
科学・技術政策の結節点

TO
P
IC

　日本政府では、温室効果ガスの排出を
2050年までに実質ゼロとする「カーボン
ニュートラル」を達成することを宣言しました。
また、ウクライナ危機に端を発し、世界各国で
今後のエネルギー需給構造が改めて注目され
ています。こうした中、政府は、社会や産業の
カーボンニュートラル化を梃（てこ）に経済成
長を実現する「グリーントランスフォーメー
ション（GX）」に向けた政策を打ち出していま
す。歴史を振り返ると、人類は「技術（テクノロ
ジー）」により新たな世界を創ってきました。
「カーボンニュートラル」の実現にも新たな技
術の実現が不可欠です。研究開発局では革新
的な技術を生み出すことにより環境・エネル
ギー政策をけん引していくという観点で政策
立案を行っています。

研究開発局では主に大規模な研究開発プロジェクトの推進を
行っています。例えば、①カーボンニュートラルな社会の実現に
向けた半導体、蓄電池等の革新的技術や核融合研究開発、気候
変動予測に関する研究、②ロケットや人工衛星の開発、宇宙科
学・探査、③原子力の基礎基盤研究、④海底探査や極域研究、⑤
自然災害の被害軽減を目指す地震・防災分野の研究開発等を支
援しています。
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大学の半導体の研究施設を見学し意見交換

研
究
開
発
局

ゼロから事業を
立ち上げるということ
　こうした中で、令和３年度は経済安全保障上
も重要性の増す半導体集積回路の新規事業を
立ち上げ、令和４年度はGX実現に向けたキー
テクノロジーである蓄電池、水素・燃料電池、バ
イオものづくりに関する新規の大型基金事業を
立ち上げました。お役所仕事というと堅いイ
メージがあるかもしれませんが、構想から新規
事業の立ち上げに至るまではドラマの連続で
す。それぞれの分野での有識者とのネットワー
クづくりから、事業内容の検討、省内関係者の
説得、関係機関との調整、財政当局との折衝、
国会議員への説明等、技術的な知識、分析力、
資料作成力、調整力、交渉力等、チームメン
バーの様々なスキルや人脈、熱意をフル活用し
ながら、突破していきます。はじめは「五里霧
中」ですが、一つ突破する毎に、後押ししてくれ
る方が増え、光がさし、どんどん話がスリリング
に展開されていきます。パブリックなことを扱う

受験生へのメッセージ
　「大企業病」とも言われますが、大きな組織
で仕事をすることは、様々な組織や前例の壁等
があり、窮屈に感じることもあるかもしれませ
ん。一方で、個人で仕事をする場合、自由度は
あり新たなことにチャレンジする際の障壁は低
いですが、なかなか大きな仕事になってはいき
ません。
　では、「大きな組織」で「新たなことにチャレ
ンジする」ことは困難とはいえ、全く不可能な
のでしょうか？楽観的過ぎるかもしれません
が、私はそうは思いません。ビジョンを共有で
きる意欲ある個人がつながることによって可
能だと思います。毎回とは言いません。役所で
は約２年おきに異動があります。皆さんも個人
としてのスキルを鍛錬する中で、どこかのタイミ
ングで、日々個人を高めチームとしても目標実
現に向け切磋琢磨できる仲間やアイデアを引
き上げてくれる先輩、上司を文部科学省で必
ず見つけられると思います。新たな価値を生み
出すのは、「若者、よそ者、かわり者」とも言われ
ます。文部科学省も新たなチャレンジをする若
い仲間を求めています。

が故の関係者の多さや、大きな組織で仕事を
するが故の展開の大きさは、この場合、非常に
魅力であると思います。

技術と科学を結ぶ難しさ
　技術を製品化し普及させるのは、主に民間企
業です。しかし、現在の社会を支える「リチウム
イオン電池」や「青色発光ダイオード」等が製品
化されるまでには、大学における基礎研究や企
業での開発、両者での人材の流動等が複層的
に折り重なっています。研究開発の軸足が、大
学にあるのか民間企業にあるのかは、産業動向
や技術の進化論にもよりますが、一般的に、技
術の成熟度の向上には大学等が強みとする「科
学（サイエンス）」が大きな役割を果たします。
我々は、そうした産業動向や技術動向を関係省
庁、関係機関等から収集し、企業の技術者や、
大学の研究者等の様々なステークホルダーと
も議論を重ねながら、「技術」の将来性や、「科
学」を「技術」へとつなげるための基礎研究振興
策について日々考えています。

研究開発局
環境エネルギー課課長補佐

吉元 拓郎 Yoshimoto Takuro
平成23年入省（理工Ⅲ）

平成23年  4月
平成24年  7月

平成24年  9月

平成25年  4月

平成26年  4月

平成26年  6月

平成28年  7月
平成29年  6月

平成31年  4月
令和 元年  6月

令和  3年  6月

文部科学省研究振興局振興企画課
同　科学技術・学術政策局
原子力安全課防災環境対策室
同　科学技術・学術政策局
放射線対策課放射線環境対策室
原子力規制委員会原子力規制庁監視情報課
放射線環境対策室
同　放射線防護対策部監視情報課
放射線環境対策室総括係長
文部科学省研究振興局参事官付
ナノテクノロジー・材料企画・機構係長
同　科学技術・学術政策局政策課総括係長
同　大臣官房人事課計画調整班専門職
（人事院留学：フランス・パリ政治学院）
同  大臣官房人事課専門官
同  大臣官房政策課専門官
（併）内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局局員
現職

令和３年度に立ち上げたGX技術推進チームの議論風景
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業務概要

スポーツ庁

「スポーツ医・科学」という
政策分野

全てのアスリートが可能性を発揮することができる
環境の実現に向けて

TO
P
IC

　従来、日本のスポーツ界では、「スポ根（ス
ポーツ根性）」という言葉に表されるように、勝
つためには過酷な練習を乗り越えることが必
要、という風潮が根強くありました。しかしなが
ら、過度なトレーニングはけがにつながり、か
えって選手生命を短くしてしまう危険性があり
ます。また、このような風潮はアスリートの人権
を軽視した考え方に根ざしているという点にお
いても大変問題です。
　アスリートにとって、競技力向上はもちろん
のこと、健康を維持しながら安全に競技を継
続するために重要なことは、「科学的根拠」に
基づいてトレーニングに取り組むことです。
　日本では、平成13年10月に国立スポーツ科
学センター（JISS）が設立され、トップアスリー
トに対してスポーツ医・科学、情報等による多
面的で高度な支援を実施してきました。
　こうした支援をごく一部のトップアスリート

だけではなく、全国のアスリートに広げること
が重要です。

スポーツ庁では、トップアスリートの競技力向上に向けた支援を
始め、スポーツ実施による健康増進や広く国民へのスポーツの
普及、運動部活動改革、スポーツの成長産業化、スポーツ国際交
流等、スポーツを通じたより良い社会の実現に向け、金メダリス
トである室伏長官のリーダーシップの下、スポーツに関わる政策
を総合的に推進しています。

左から筒井、西川
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地域におけるスポーツ医・科学支援の実施体制

ス
ポ
ー
ツ
庁

　従来、日本のスポーツ界では、「スポ根（ス
ポーツ根性）」という言葉に表されるように、勝
つためには過酷な練習を乗り越えることが必
要、という風潮が根強くありました。しかしなが
ら、過度なトレーニングはけがにつながり、か
えって選手生命を短くしてしまう危険性があり
ます。また、このような風潮はアスリートの人権
を軽視した考え方に根ざしているという点にお
いても大変問題です。
　アスリートにとって、競技力向上はもちろん
のこと、健康を維持しながら安全に競技を継
続するために重要なことは、「科学的根拠」に
基づいてトレーニングに取り組むことです。
　日本では、平成13年10月に国立スポーツ科
学センター（JISS）が設立され、トップアスリー
トに対してスポーツ医・科学、情報等による多
面的で高度な支援を実施してきました。
　こうした支援をごく一部のトップアスリート

スポーツ行政の「醍醐味」
　また、少子化が進む我が国において、より多く
の優れたアスリートを発掘・育成し、強化につな
げていくためには、スポーツ医・科学支援に限ら
ず、様々な場面で地方公共団体や地方の関係
団体と連携して取り組むことが不可欠です。
　今、スポーツ庁では、我が国の国際競技力の
向上に向けて、日本全体が一丸となって取り組
んでいくために、全国の関係者をどう結びつけ
ていくか、そして、その結びつきが持続可能な
ものとなるようにどうシステム化（仕組み化）し
ていくか、ということに取り組んでいます。
　国全体を巻き込んで施策を推進することは、
一朝一夕にできることではありませんし、地道

受験生へのメッセージ
　「スポーツ医・科学支援」の分野は、学生時代
によほどスポーツに打ち込んだ方でない限り普
段聞きなれない専門用語であふれており、室伏
長官を始め専門家の方 の々意見を聞きながら国
の大きな方針を決めていく作業は大変なもので
す。特にスポーツ政策は他の政策分野と異なり
歴史が浅く発展途上ですが、逆に言えば伸びし
ろが大きく、大変チャレンジングな分野です。
　また仕事を通じて、民間企業、地方公共団
体、さらには国際機関等様々なステークホル
ダーに関われるというのもスポーツ政策分野
の大きな魅力と言えます。
　知的好奇心に溢れ、課題に真摯に向き合
い、多くの関係者を巻き込みながら、精一杯未
開拓分野に取り組んでいきたい、そうした高い
志を持った皆さんと一緒に働ける日を楽しみ
にしています。

な調整を積み重ねていくことが不可欠です。
　しかしながら、これは国の機関であるスポー
ツ庁でしか取り組めないものであり、責任重大
であるとともにとてもやりがいのある仕事だと
感じています。

地域のスポーツ医・科学
支援機能の向上
　このため、「第３期スポーツ基本計画」及び
「持続可能な国際競技力向上プラン」では、居
住地域にかかわらず、全国のアスリートがス
ポーツ医・科学によるサポートを受けられる環
境を整備することを国の方針として掲げまし
た。
この方針を具体化するため、スポーツ庁では、
「地域におけるスポーツ医・科学支援機能の在
り方に関する検討会議」を設置し、各地域のア
スリートサポート体制について、サポートの質
を向上させるとともに、サポート対象の範囲に
ついても拡大していく必要性について議論しま
した。令和５年度から新規事業を実施し、地域
のスポーツ医・科学支援機能の向上を図る体
制づくりを支援することとしています。

だけではなく、全国のアスリートに広げること
が重要です。

スポーツ庁競技スポーツ課長

西川 由香 Nishikawa Yuka
平成11年入省（経済）

平成11年  4月
平成12年  9月
平成13年  1月

平成14年  7月

平成16年  7月
平成18年  4月
平成19年  4月
平成20年  9月
平成21年  4月
平成23年  4月

平成24年  3月
平成25年  4月
平成26年  4月

平成28年  8月
平成29年  7月

平成30年10月

令和 元年  7月
令和  3年  4月

令和  4年  7月

文部省学術国際局国際企画課
総務庁長官官房高齢社会対策室企画担当主査付
内閣府政策統括官(総合企画調整担当)付参事官
(高齢社会対策担当)付
文部科学省大臣官房人事課審査班専門職
(人事院留学：米・カリフォルニア大学ロサンゼルス校)
同　科学技術・学術政策局計画官付専門職
同　高等教育局高等教育企画課専門職
文化庁文化財部記念物課課長補佐
（育児休業）
独立行政法人国際交流基金文化事業部上級主任
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
専門官
（育児休業）
同　スポーツ・青少年局競技スポーツ課専門官
独立行政法人日本学生支援機構
グローバル人材育成企画課長
文部科学省高等教育局学生･留学生課専門官
同　生涯学習政策局社会教育課
地域学校協働推進室長
同　総合教育政策局地域学習推進課
地域学校協働活動推進室長
同　高等教育局専門教育課専門職大学院室長
同　大臣官房総務課広報室長
(命)大臣官房文部科学広報官
現職

スポーツ庁競技スポーツ課課長補佐

筒井 諒太郎 Tsutsui Ryotaro
平成24年入省（法律）

平成24年  4月
平成24年  7月
平成26年  4月
平成27年  4月

平成27年10月
平成28年  7月

平成30年  8月

令和  2年  4月
令和  2年  8月
令和  2年10月
令和  4年  4月

文部科学省大臣官房人事課計画調整班
同　高等教育局学生・留学生課
同　スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課
同　スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課
専門職
スポーツ庁参事官（地域振興担当）付企画係長
文部科学省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
同　大臣官房人事課計画調整班専門職
（人事院留学：イギリス・ラフバラ大学／
ロンドン大学バークベック校）
同　大臣官房人事課専門官
（併）内閣府本府地方分権改革推進室参事官補佐
同　初等中等教育局初等中等教育企画課専門官
現職

HPSCでのトレーニングの様子 長官との打合せ風景
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業務概要

文化庁

文化って何だろう

”文化の香り”がする国へ

TO
P
IC

　皆さんは、「文化」と聞いて何を思い浮かべ
ますか。全国各地のお寺や仏像？歌舞伎等の
伝統芸能？それだけではありません。アニメや
漫画は日本の誇るべき文化です。ファッション
や食のように、暮らしに根ざした文化もありま
す。改めて見回すと、私たちの生活は文化で囲
まれ、文化に支えられていることに気付きま
す。文化行政に携わるということは、私たちの
生活そのものを支える仕事とも言えるかもし
れません。文化庁は、音楽・演劇といった芸術や、映画・漫画・アニメ等のメ

ディア芸術、能楽や歌舞伎等の伝統芸能、さらには茶道や食文化
といった生活文化等、多岐にわたる我が国の文化芸術の振興を
図るとともに、その発展を支える著作権や国語施策にも取り組
み、文化に関する施策を総合的に推進しています。令和５年３月
の京都移転を経て、我が国の文化芸術の更なる発展に向け、施
策の一層の推進を図っていきます。

文化を守る、だけではない
　文化行政というと、文化を守る仕事だと思
われる方が多いかもしれません。勿論、我が国
の文化そのものを守り、振興することは文化庁
の重要なミッションです。しかしながら、近年、
文化を通して、「経済」「観光」「まちづくり」等、
社会経済に関わる様々な側面を活性化してい
く、という役割が重要性を増しています。

　例えば、世界でアートの取引が盛んに行わ
れる中、日本で国際的なアートフェアを開催
し、経済活性化につなげようという取組を始
めています。そのためには、租税や外交等の
様々な行政分野と連携し、アートフェアの開
催に魅力的な環境を整えることが必要であ
り、そこに行政官としての力の発揮が求められ
ます。また、全国各地にある文化資源を、地域
の他の資源と一連のストーリーとしてつない
だり、夜間のイベントの開催等特別な体験を
提供する取組を行ったりすることで、文化資
源が「観光資源」に生まれ変わります。そうし
た取組の支援もまた文化庁の役割です。
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京都移転後の文化庁新庁舎イメージ図。令和５年３月27日に京都での業務を開始する。

文
化
庁

文化芸術立国を次代へ
　文化庁政策課における私の仕事は、前述の
ような文化に関する幅広い取組の全体を見渡
し、総合的に調整・発信していくことです。私自
身、我が国の豊富な文化資源に囲まれ、文化
体験を楽しみながら人生を過ごしてきました。
至るところで"文化の香り"がする「文化芸術立
国・日本」を次代につなげていけるよう、日々取

まだ見ぬ未来を
目指す人を支える仕事
　教育・科学技術・スポーツ・文化という文部
科学省が所掌する４つの分野に共通するの
は、「まだ見ぬ未来を目指す人を支える」行政
分野であることだと、私は常々考えています。文
部科学省の取り組む施策の先には、必ず、それ
に携わる「人」がいます。そうした人を支えるた
めには、常に現場の声に耳を傾け、時には青臭
い議論をしながら、より良い未来に向かって何
ができるかに知恵を絞ることが必要です。私た
ちの取り組む一つ一つの施策、一挙手一投足
が、全国の文化芸術関係者や教育関係者、ス
ポーツ関係者、研究者等に大きく影響し得る
仕事です。その責任と向き合い、常に頭を悩ま
せつつ、仲間と議論しながら前に進んでいくこ
とをいとわない、そうした皆さんと一緒に仕事
ができれば嬉しいです。そうして取り組んだ先
には、大きなやりがいと達成感、そして、より良
い未来が待っています。

り組んでいます。

　文化行政というと、文化を守る仕事だと思
われる方が多いかもしれません。勿論、我が国
の文化そのものを守り、振興することは文化庁
の重要なミッションです。しかしながら、近年、
文化を通して、「経済」「観光」「まちづくり」等、
社会経済に関わる様々な側面を活性化してい
く、という役割が重要性を増しています。

　例えば、世界でアートの取引が盛んに行わ
れる中、日本で国際的なアートフェアを開催
し、経済活性化につなげようという取組を始
めています。そのためには、租税や外交等の
様々な行政分野と連携し、アートフェアの開
催に魅力的な環境を整えることが必要であ
り、そこに行政官としての力の発揮が求められ
ます。また、全国各地にある文化資源を、地域
の他の資源と一連のストーリーとしてつない
だり、夜間のイベントの開催等特別な体験を
提供する取組を行ったりすることで、文化資
源が「観光資源」に生まれ変わります。そうし
た取組の支援もまた文化庁の役割です。

文化庁政策課企画係長

板東 孝訓 Bando Takanori
平成28年入省（教養）

平成28年  4月
平成29年  7月
平成31年  4月
令和  2年  7月
令和  3年10月

文部科学省大臣官房総務課審議班
同　初等中等教育局教育課程課教育課程企画室
同　初等中等教育局教育課程課企画調査係長
スポーツ庁競技スポーツ課企画係長
現職

日本遺産「国境の島_壱岐・対馬・五島～古代からの架け橋～」。
文化資源をストーリーでつなぐことで、観光資源として魅力化。

2022年には、音楽フェスとアートを融合させたイベントを開催。

小林健太／フラグメンツ・オブ・メモリー, 2022  Photo: 木奥恵三



25

大臣官房国際課
企画係長

原田 真佑
平成28年入省（行政）

入省
係員

留学

他府省等の出向

係長級
4年目

大臣官房国際課
企画係

平井 里奈
令和3年入省（政治・国際）

P27P27

人事院留学（ハーバード大学・
カリフォルニア大学ロサンゼルス校）

吉田 欧太
平成28年入省（教養）

留学

原子力留学
（OECD/NEA）

菊地 久美子
平成21年入省（理工Ⅳ）

原子力・宇宙留学

宮城県
教職員課長

鏡味 佳奈
平成22年入省（法律）

教育委員会

外務省ユネスコ
日本政府代表部公使

平山 直子
平成6年入省（法律）

在外公館

外務省在サンフランシスコ
日本国総領事館領事

黒川 典俊
平成21年入省（理工Ⅱ）

在外公館

P34 P34 P36P35 P35

係長、専門職
幅広く実務を経験

C
A
R
EER

 S
TO
R
Y CAREER STORY

キャリアパス及び
出向・研修等に
ついて
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キ
ャ
リ
ア
パ
ス

地方公共団体・国立大学法人等への出向

海外勤務（在外公館、OECD・UNESCO等）

課長補佐級 管理職員 幹部職員
9年目

研究振興局
大学研究基盤整備課資金運用企画室室長補佐

齊藤 加奈子
平成21年入省（理工Ⅳ）

研究振興局
基礎・基盤研究課長

西山 崇志
平成12年入省（資源工学）

科学技術・学術政策局長

P29 P30 P31

柿田 恭良
平成2年入省（資源工学）

デジタル庁統括官付
参事官付企画官

中川 尚志
平成12年入省（機械）

他府省等

NPO法人まちの食農教育スタッフ
（神山応援サポーター）

堂脇 義音
平成29年入省（行政）

ベンチャー企業等研修

福島県相馬市
中村第一中学校

山同 裕太
平成31年入省（経済）

学校教育等実務研修

国立大学法人九州大学
総務部総務課長

遠藤　佑
平成28年入省（数理科学・物理・地球科学）

国立大学法人等

日野市
教育長

堀川 拓郎
平成22年入省（法律）

教育委員会

P37 P38 P38P37P36

補佐、専門官
担当業務の企画・立案・調整

室長・課長
課の政策の企画・立案・調整

※下記のキャリアパス等は基本的な例であり、本人の適性・希望等により変わります。
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係長×係員インタビュー

C
A
R
EER

 S
TO
R
Y

CAREER
STORY

係長から見た
係員の良いところ、長所

　平井さんは、物事をきちんと整理して優先順
位を付けながら必要な業務に当たってくれる
ので、忙しいときでも、平井さんのお陰で係の
業務が円滑に回っていると常々感じています。
また、誰とでもうまくコミュニケーションを取る
ことができる点は私も見習いたいと思ってお
り、相談を受ける際も、どのような点で困ってい
るのかを明確に伝えてくれるので、スムーズに
対応策を検討することができます。

したい、真似したい、と思えることを毎日のよう
に発見させていただいています。

係員から見た係長の尊敬する点

　原田係長の素敵なところはたくさんあります
が、特に視野の広さや、周りへの気配りができ
る点がすごいなと感じます。何か困っているこ
とがあればすぐに声をかけて相談にのってくだ
さり、業務の進め方について相談したときは、
数ステップ先に想定されることまで見据えてア
ドバイスをくださります。隣で働きながら、吸収

部科学省の政策全体を調整するための他省庁
との連絡・調整も担っており、国際課では、様々
な国際関係業務について他省庁からの連絡を
受けるので、省内の他部局との調整を行いま
す。また、原田係長と同様、準備室の一員として
G7教育大臣会合に向けた準備に日々取り組
んでいます。

現在担当している業務の概要

【原田係長】
大臣官房国際課は、文部科学省における国際
交流や国際協力のうち、省全体としての方針を
決めたり、とりまとめを行ったりする必要があ
る業務の企画・連絡・調整を担当しています。
私は、現在は主に、令和5年のG7広島サミット
の関係閣僚会合の一つとして開催される、G7
教育大臣会合の準備を日々進めています。令
和４年11月に文部科学省内に「G7富山・金沢
教育大臣会合準備室」が設置されており、その
一員として、開催自治体やG7各国と調整しな
がらプログラムの検討等に当たっています。
【平井係員】
国際関係業務について、省の窓口としての総括
業務を担当しています。大臣官房の部局は、文

左から原田、平井
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大臣官房国際課企画係長

原田 真佑 Harada Mayu
平成28年入省（行政）

平成28年  4月
平成29年11月
平成31年  4月

令和 元年  8月
令和  3年  4月

令和  4年  4月

令和  4年  7月

文部科学省大臣官房政策課
スポーツ庁参事官（地域振興担当）付
同　参事官（地域振興担当）付
企画係長
文部科学省国際統括官付企画係長
同　初等中等教育局参事官
（高等学校担当）付
中高一貫教育支援係長
同　初等中等教育局参事官
（高等学校担当）付高校教育改革係長
現職

出勤

大臣官房国際課企画係

平井 里奈 Hirai Rina
令和3年入省（政治・国際）

令和  3年  4月
令和  4年  8月

文部科学省総合教育政策局政策課
現職

印象に残っている業務

【原田係長】
フランス・パリにあるユネスコ（国際連合教育
科学文化機関）本部やOECD（経済協力開発
機構）本部で開催された国際会議に参加した
ことです。私が初めて国際会議に参加したのは
入省４年目でしたが、国際社会の中で日本はど
のような役割を果たすことができるのか、文部
科学省の職員として自分には何ができるのか
を改めて考えさせられました。また、スポーツ
庁在任時は、「一般社団法人大学スポーツ協
会（UNIVAS）」の設立に携わりました。課題に
対応するために新しく何かを生み出すというこ
とは、行政ならではの経験だと感じています。
【平井係員】
大臣への表敬訪問のお手伝いをさせていただ
いたことがとても印象に残っています。他国の
教育担当大臣や駐日大使による訪問の際は、
二国間の協力や今後のさらなる交流について
の対談を通して、ハイレベルで政策が進んでい
く様子を間近で見ることができました。また、高
校生による訪問の際は、自分の経験や研究を
もとに、日本の教育についてどう感じているか、
今後どうあるべきかを熱く語っている高校生
たちの姿を見て、１人でも多くの子どもたちの
声を、今の仕事に反映させたいなと強く感じま
した。

受験生へのメッセージ

【原田係長】
私は就職活動のとき、どのような仕事をしたい
かということと同じくらい、どのような人と一緒
に働きたいかということを重視していました。
仕事は決して楽しいことばかりではありません
が、常に前向きな気持ちで業務に取り組むこと
ができるのは、文部科学省で共に働いている
同僚や先輩方、そして後輩たちが魅力的で、思
いやりがあって、向上心のある方ばかりだから
だと感じています。皆さんが、自分が将来働く
場所として、文部科学省を選んでくださると嬉
しいです。
【平井係員】
新型コロナウイルスの流行等もあり、先が見
通しにくく、将来を不安に感じることもあるか
と思います。是非文部科学省を訪れ、なるべく
多くの職員とのお話しを通じて、自分のやりた
いことを見つけていただければ嬉しいです。文
部科学省は、教育、科学技術、スポーツ、文化
と幅広い分野に携わることができる素敵な職
場です。皆さんと一緒に働ける日を楽しみにし
ています！

係の雰囲気はどうですか

【平井係員】
とても和やかで、常に相談しあいながら業務を

進めています。忙しいときも、同じ目標に向かっ
てチームで仕事をしていると感じることができ
るため、とても心強く、前向きに働くことができ
ています。

オンとオフの切り替えをきっちりとしたいタイプ
なので、通勤電車では携帯で動画を見たりしなが
らゆっくり過ごしています。

午前中
メールを確認した後、次の週に出席する会議の資
料作りを行います。国際関係の業務を担当してい
るので、英語で読み書きをすることも多いです。

昼休み
外でお弁当を買って自席で食べています。職場近
くの飲食店が豊富なので、毎日迷ってしまいます。

午後
外務省の会議に出席した後、Ｇ７教育大臣会合
に向けた部内での打ち合わせを行い、１つずつ準
備を進めていきます。

帰宅
デスクトップ上で作業の進捗管理をしているた
め、その日の進捗を確認し、翌日にやるべきことを
整理してから帰宅します。

ある一日の出来事

出勤
通勤中は、ニュースを見ながらその日話題になっ
ていることを確認するようにしています。ただ、気
が付いたらいつもうとうと…。

午前中
メールやスケジュールを確認しながら、その日の
業務を整理します。午後の会議や打ち合わせで必
要な資料も揃えておきます。

昼休み
自席でお弁当を食べることが多いですが、たまに
同期とランチに出かけて、美味しいレストランを開
拓するのが日々の楽しみです。

午後
G7教育大臣会合に向けた、自治体との打ち合わ
せに参加。各班の業務の進捗状況を確認しつつ、
今後やるべきことを整理します。

帰宅
本日やるべきことが終了したら帰宅します。最寄
り駅周辺の美味しそうな匂いにつられて、テイク
アウトしてお家で食べます。

ある一日の出来事
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知見・経験と様々な意見を
有機的につなげていくこと

課長補佐インタビュー
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受験生へのメッセージ

　文部科学省に入省すると１～２年で部署異
動を繰り返し経験を積んでいきます。業務の相
手方の大学・研究機関・地方公共団体等の方々
は、その分野の深い知見と長い経験を持つプロ
フェッショナルな方が多く、対等に議論できるよ
う異動のたびに一から勉強することは大変です
が、学びを続けて世界が広がっていくという知
的好奇心が刺激される職場です。
　また、短期間の異動の副次的効果として産
休・育休後の復帰がスムーズです。復帰時には
異動することがほとんどで、通常の他部署から
の異動と同様に仕事を開始します。したがって、
育児中の時間的制約や多少の仕事勘の鈍り等
の個人的な苦労はありましたが、「休業中に担
当プロジェクトから外された」等の一般に言わ
れがちな疎外感・ストレスはありませんでした。
　テレワークも広がってきました。まだまだ先
進的な企業に比べると働き方改革は途上と言
えますが、幹部も含めて新しいことを柔軟に取
り入れる姿勢の上司・先輩が多くいます。デジ
タルスキルを若手職員に教えてもらうこともよ
くあります。新しく柔軟な考え方の皆さんと相
互に刺激を受けつつ仕事を進めていきたいと
思います。

これまでのキャリアを振り返って

　総合職では１～２年で部署異動を繰り返し
ます。私の場合、係長級時代をほぼ一つの局
（科学技術・学術政策局）で過ごした点と、出向
経験が少ない点がやや珍しいキャリアと言え
ましたが、ここ3年ほどは未経験の部局や内閣
官房勤務を経験し広がりが出てきました。ま
た、課長補佐級になり、過去の業務経験がバラ
バラの点ではなく有機的につながり仕事に役
立つことを体感するようになりました。
　例えば、前職の内閣官房で配属された20人
程の部屋では文部科学省からの職員は1人で
したので、科学技術政策だけでなく教育政策
の知見も求められました。
　現在の大学ファンドの業務でも、科学技術
に関する指標の捉え方、大学における産学連
携の課題等の過去の業務経験が生きていると
感じますし、大規模な取組で関係者も多いた
め、立場によって重視する点の違いを意識して
関係者と調整する必要があり、これまでの知
見・経験が役に立っています。

現在担当している業務の概要

　我が国の大学の研究力を上げていくため、
魅力的な研究環境を持つ大学を作っていくこ
とが必要です。欧米の主要大学が数兆円規模
のファンドを形成しその運用益を活用して研
究基盤や若手研究者への投資を拡大している
ことも踏まえ、今般、国の資金を活用して10兆
円規模の大学ファンドを創設し、その運用益に
より、大学の研究基盤への長期的・安定的な
支援を行うこととしました。
　私は、この助成対象となる国際卓越研究大
学の公募や選定に関する業務と、助成の原資
となる大学ファンドの資金運用に関する業務
を担当しています。これまでの支援に加え、１校
数百億円規模に及ぶ助成という今までにない
規模の新しい取組で、大学関係者を中心に注
目度が高く、身の引き締まる思いです。人材の
集まる魅力ある研究大学を如何に作るか、大
きな理想像を描き、議論しながら、様々な既存
制度と整合するよう細部を組み立てていくとい
う観点で、知見を総動員して日々業務をしてい
ます。

研究振興局大学研究基盤整備課
資金運用企画室室長補佐
（併）研究振興局大学研究基盤整備課
大学研究力強化室室長補佐

齊藤 加奈子
Saito Kanako
平成21年入省（理工Ⅳ）

平成21年  4月
平成23年  4月
平成24年  3月

平成24年  4月

平成25年  7月

平成26年  7月

平成27年  4月

平成27年11月
平成28年  4月

平成29年  4月

平成30年  2月
平成31年  4月

令和  2年10月

令和  3年10月

令和  4年  7月

文部科学省初等中等教育局教育課程課
科学技術政策研究所企画課
文部科学省科学技術・学術政策局
政策課推進調整室
同　科学技術・学術政策局
政策課推進調整室専門職
同　科学技術・学術政策局
人材政策課専門職
同　科学技術・学術政策局
産業連携・地域支援課総括係長
同　科学技術・学術政策局
産業連携・地域支援課専門職
（育児休業）
同　科学技術・学術政策局
企画評価課専門職
同　科学技術・学術政策局
企画評価課専門官
（育児休業）
同　大臣官房総務課専門官
（命）大臣官房省改革推進・
コンプライアンス室室長補佐
同　総合教育政策局
生涯学習推進課課長補佐
同　大臣官房人事課専門官
（併）内閣官房副長官補付
現職
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研究振興局
基礎・基盤研究課長

西山 崇志
Nishiyama Takashi
平成12年入省（資源工学）

平成12年  4月
平成12年  4月
平成13年  1月
平成13年  4月
平成15年  3月
平成15年  4月

平成16年  4月
平成17年  4月
平成18年  4月

平成18年10月

平成19年  7月

平成20年  3月

平成21年  3月

平成22年  7月
平成25年  7月

平成26年  7月
平成27年  8月

平成29年  7月

平成30年10月

令和 元年  9月
令和  2年  7月

令和  4年  4月

科学技術庁長官官房秘書課
同　原子力局政策課
文部科学省研究開発局原子力課
同　研究開発局核燃料サイクル研究開発課
同　高等教育局大学課大学企画調整室
同　高等教育局大学課大学企画調整室
専門職
同　高等教育局大学振興課大学院係長
同　大臣官房総務課審議班審議第四係長
内閣府原子力安全委員会事務局
総務課安全調査官
同　原子力安全委員会事務局
規制調査課課長補佐心得
同　原子力安全委員会事務局
規制調査課課長補佐
文部科学省研究開発局
原子力計画課専門官
（原子力留学：アメリカ・カリフォルニア大学）
同　研究振興局ライフサイエンス課
課長補佐
（併）大臣官房人事課
外務省在カナダ日本国大使館一等書記官
文部科学省科学技術・学術政策局
人材政策課課長補佐
同　研究開発局開発企画課課長補佐
国立大学法人名古屋大学
学術研究・産学官連携推進本部
企画戦略グループ教授
文部科学省科学技術・学術政策局
研究開発基盤課量子研究推進室長
内閣府大臣官房
（命）国務大臣秘書官事務取扱
文部科学省高等教育局専門教育課企画官
国立大学法人東京大学経営企画部長
（命）経営企画室次長
現職

基礎科学の知的アセットを価値化する

管理職員インタビュー

重要課題に立ち向かうには、これまでの物質
的な豊かさのみを追求する資本主義の修正が
必要だと感じます。デジタル技術を高度に活用
し、インクルーシブでwell-beingの幅広い要素
が実現される社会への転換を図っていく。その
ためには、より良い未来社会に向けて、経済的
な資金（金融／投資）の流れを適切な方向へ
と変えていくことが不可欠で、公共的な価値へ
の適切な値付けと投資循環の仕組みを創って
いくことが重要です。しかしながら、欧米諸国と
比べて、日本には「公共」を担うステークホル
ダーの規模は決して大きくありません。私は、
基礎研究等など新たな価値創出の源泉である
大学を、貴重な「公共財」と捉え、社会変革の
駆動力として、その機能を強化していくべきで
はないか、と考えています。
　文部科学省は未来を創る省庁です。教育、
科学技術イノベーション、スポーツ、文化は、い
ずれも公共性が高く国の礎となるものです。皆
さんの実現したい未来社会について、文部科
学省でともに議論できれば幸いです。

受験生へのメッセージ

　皆さんは「公共」や「公益」について考えてみ
たことはあるでしょうか。
　複雑な地球規模課題の深刻化、安全保障環
境等の地政学的な急激な変化。これら近年の

　１回目は名古屋大学学術研究・産学官連携
推進本部教授・総長補佐として。当時は天野浩
教授がノーベル物理学賞を受賞された直後で
した。青色LEDの発明につながった窒化ガリウ
ム（GaN）の研究開発を、今度は省エネルギー
技術やBeyond ５G通信、紫外線活用による
環境技術等に活かすため、次世代半導体研究
開発の産学コンソーシアム拠点の創設、運営
に力を尽くしました。また、長期的で安定的な
研究を実現するための大学基金を創設し、金
融機関や産業界、篤志家へのプロモーション
活動にも関わりました。
　２回目は東京大学経営企画部長でした。職
場は東京大学の総長室のお向かい。ほぼ毎日、
総長と顔を合わせ、ともに「公共を担う新しい経
営体としての大学」について議論を重ねました。
より良い社会の実現に向けて、大学が社会変革
の駆動力になっていくための仕掛けや具体的な
実践に取り組みましたが、世界トップレベルの
研究者との議論は刺激的であり、自分のキャリ
アに大きな影響を与えたと思います。

これまでのキャリアを振り返って

　私は、大学に２度出向しました。霞が関を起
点に政策を企画するのとは全く違う面白さが
ありました。

現在担当している業務の概要

　基礎・基盤研究課は、大学・研究機関等にお
ける基礎研究の推進を担っています。“国際頭
脳循環のハブ”となる研究拠点形成を推進す
る「世界トップレベル研究拠点プログラム
（WPI）」や、自然科学系の総合研究機関である
理化学研究所の運営等を所掌していますが、
国際的な研究環境の下で卓越した研究を実
施できるよう、世界の第一線で活躍している研
究者の方 と々日々議論しています。
　世界では、カーボンニュートラルや環境資源
問題、さらには経済安全保障等、複雑な地球
規模課題への取組は待ったなしです。基礎科
学の英知を総動員して取り組まなければなり
ません。基礎研究の成果というのは、有形・無
形の知的資産です。このような知的アセットを
適切に価値化して、より良い社会の実現に向
け、社会との間で好循環を形成していくことが
ミッションです。言い換えれば「知的アセットを
マネジメントすることが私の仕事」と言っても
いいかもしれません。
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日本という素晴らしい国が輝き続けるために

幹部職員インタビュー
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ある研究大学の重層的で優れたシステムを新
たな理想形に進化させるとともに、日本の類稀
なる科学技術・学術のポテンシャルを最大限
引き出していくことが急務です。これから本格
的に始動する10兆円大学ファンドによる国際
卓越研究大学はもとより、新たに開始する日本
の研究力の中核を担う大学の支援、大学発ス
タートアップの創出支援、戦略的な国際共同
研究の促進等を主軸として、研究力の根幹を
成す大学群の強化に取り組んでいます。将来に
わたる日本の存立と繁栄のために科学技術・イ
ノベーションの果たす役割は無限大です。この
重要な政策を担う官僚としての使命を改めて
認識し、職務に邁進しています。

日本の研究力を強くしたい

　これまで様々な施策が進められてきました
が、日本の研究力は下がっていると言われてい
ます。何をもって評価するかはさておき、芳しく
ないデータが多いのは事実です。研究力の源
泉は大学であり、人材です。令和4年は学制
150年の節目の年でした。政府と学術界が長
きにわたって築き上げてきた日本の財産でも

法」の制定には担当審議官として務めました。
全てにおいて、若き日の感動が原点であり、価
値観の基軸になっています。

今で言えば、まさに経済安全保障の確保です。
半年後には種子島で2号機の打上げに立ち会
い、空を裂くような轟音と、唸るような地響きを
体感し、重力に逆らうテクノロジーの凄さに震
えました。「科学技術って、凄いな！」。その頃か
ら私は日本という国がこの先も自立的に存在
し、繁栄していくための確固たる力を持つこと
の重要性を強く意識するようになりました。以
降、日本の科学技術政策の立案に従事する機
会に恵まれ、科学技術基本法に基づき政府が
5年毎に策定する「科学技術基本計画」の立案
には担当課長として、また、科学技術政策の進
化に対応する「科学技術・イノベーション基本

若き日に感じたこと

　平成6年2月4日午前7時20分、日本の悲願
である純国産ロケットH-2の初号機は、種子島
宇宙センターから宇宙に向けて飛び立ちまし
た。私は科学技術庁（当時）に入って4年目の
担当係長。前夜から職場に泊まり込んで、
NASDA（現JAXA）の担当者との連絡調整に
あたっていました。職場でロケットの打上げ中
継を見守り、「本当に打ち上がったんだ！」との
強烈な感動は今でも胸に残っています。米国
技術に依存した宇宙開発の時代を終え、日本
の自立的な宇宙開発の幕開けの瞬間でした。
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ある研究大学の重層的で優れたシステムを新
たな理想形に進化させるとともに、日本の類稀
なる科学技術・学術のポテンシャルを最大限
引き出していくことが急務です。これから本格
的に始動する10兆円大学ファンドによる国際
卓越研究大学はもとより、新たに開始する日本
の研究力の中核を担う大学の支援、大学発ス
タートアップの創出支援、戦略的な国際共同
研究の促進等を主軸として、研究力の根幹を
成す大学群の強化に取り組んでいます。将来に
わたる日本の存立と繁栄のために科学技術・イ
ノベーションの果たす役割は無限大です。この
重要な政策を担う官僚としての使命を改めて
認識し、職務に邁進しています。

　これまで様々な施策が進められてきました
が、日本の研究力は下がっていると言われてい
ます。何をもって評価するかはさておき、芳しく
ないデータが多いのは事実です。研究力の源
泉は大学であり、人材です。令和4年は学制
150年の節目の年でした。政府と学術界が長
きにわたって築き上げてきた日本の財産でも

科学技術・学術政策局長

柿田 恭良
Kakita Yasuyoshi
平成2年入省（資源工学）
博士（学術）

平成  2年  4月

平成  4年  7月

平成  5年  4月
平成  7年  4月
平成  8年  4月
平成  9年  7月

平成10年  3月

平成11年  4月
平成13年  6月
平成16年  7月

平成17年  7月
平成18年  9月

平成19年10月

平成20年  7月
平成23年  4月
平成25年  5月

平成27年  6月

平成28年  6月
平成29年  4月
平成30年  1月
平成30年10月
令和 元年  7月

令和  3年  1月

令和  3年  9月
令和  4年  9月

科学技術庁科学技術振興局
国際課国際交流推進室
同　原子力安全局核燃料規制課
規制第一係長
同　研究開発局宇宙開発課開発係長
同　研究開発局企画課総括係長
同　長官官房総務課企画係長
同　原子力局政策課
立地地域対策室室長補佐
同　原子力局政策課
立地地域対策室専門職
（原子力留学：アメリカ・コロンビア大学）
同　科学技術振興局研究振興課課長補佐
外務省在カナダ日本国大使館一等書記官
文部科学省科学技術・学術政策局
政策課課長補佐
同　高等教育局専門教育課企画官
内閣府大臣官房
（命）科学技術政策担当大臣秘書官
事務取扱
文部科学省研究振興局
研究環境・産業連携課新技術革新室長
同　科学技術・学術政策局計画官
同　研究振興局基盤研究課長
人事院人材局交流派遣専門員
（官民交流：株式会社日立製作所）
文部科学省科学技術・学術政策局
人材政策課長
同　研究振興局振興企画課長
同　大臣官房会計課長
同　大臣官房総務課長
同　大臣官房政策課長
内閣府大臣官房審議官
（科学技術・イノベーション担当）
国立研究開発法人
科学技術振興機構副理事
文部科学省大臣官房総括審議官
現職

受験生へのメッセージ

　世界はますます困難で、先が見通せず、不安
定な状態に向かっています。私が入省した頃
は、バブル崩壊前夜といった時期でしたが、世
間も霞が関も今と比べると古き良き時代だっ
たように思います。行政が立ち向かう仕事の複
雑さ、困難さは格段に増していると感じます。
であるからこそ、優秀な人材が不可欠であり、
その存在如何が国力に明確に直結する時代で
あると思います。文部科学省は日本の未来を
創る官庁です。若い皆さんがそれぞれの思いや
モチベーションを胸に、文部科学省で未来の
ために活躍してほしいと願っています。

科学技術・イノベーション基本法の国会審議（出典：衆議院）

休日は登山でリフレッシュ　親子で木曽駒ケ岳にて



留学・海外勤務状況

【留学】

■研修期間／●学校：原則4月～翌月3月の1年間 ●教育委員会・国立大学等：原則1か月間以内
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　語学力の向上、国際的な知己の獲得、専門性の取得を目的としたグローバル人材育成のための研
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学制度のほか、文部科学省によ
るものとして宇宙関係、原子力関係の留学制度があります。

　国と民間との相互理解を深め、組織の活性化と人材育成を図る、「国と民間企業との間の人事交流に関する法律（官民人事交流法）」に基づく官民人
事交流制度による交流派遣のほか、文部科学省独自の取組としてベンチャー企業等への派遣型研修プログラムを行っています。

地方公共団体等への出向

民間企業での勤務

　入省１年目～３年目職員が安心して円滑に勤務に臨めるよう、資質能力の向上等の支援を目的とした勉強会で、若手有志による企画委員と大臣官房
人事課が企画・開催しています。「国会」「予算」「法律」等省横断的なテーマで実施し、毎回多くの若手職員が参加しています。

文部科学省若手育成サポートシステム（通称「メクサポ」）

【在外公館等での海外勤務】
　ボーダーレスの時代において、これからの行政には国際的な視点が欠かすことができなくなってい
ます。外務省に出向して現地の大使館で外交官として勤務したり、国際機関に派遣されて国際公務員
として活躍するという機会も設けられています。

　地方公共団体等の要請に応じ、都道府県や市町村の教育委員会、知事部局、各国立大学法人の事
務局や独立行政法人等への出向を経験する機会もあります。
　学校現場の教職員や文化関係者、国立大学法人の事務職員や研究者等と一緒に教育、科学技術・
学術、スポーツ、文化等を考えていく大変貴重な経験となっています。

他府省等への出向
　複雑・高度化する行政課題に対応するため、ものの見方や考え方の幅を広げる必要があります。また、異なる分野の行政に携わる人達との交流を深め、
緊密な連携の強化を図る観点からも、重要な意味を持つため、積極的に行っています。

文部科学省職員教育行政・学校教育等実務研修
　学校、教育委員会または国立大学等における実務を経験できる研修です。地方教育行政や学校教
育、さらに社会教育等の現場についての見解と理解を深めるとともに、その経験をその後の文部科学
省での施策の企画立案、実施等に活かして、国及び地方における教育行政の充実に資することを目
的としています。

出向・研修制度

■機関別／在外公館、国際機関等への派遣職員、大学等（留学）
■国別／アメリカ、イギリス、カナダ、韓国、中国、フランス　等

■内閣官房、内閣府、復興庁、デジタル庁、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、原子力規制委員会　等

■地方公共団体別／都道府県、市町村教育委員会、都道府県知事部局、市町村
■内訳／埼玉県、千葉県、神奈川県、京都府、兵庫県　等
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人事院留学
（ハーバード大学・カリフォルニア大学ロサンゼルス校）

吉田 欧太 Yoshida Ota
平成28年入省（教養）

平成28年  4月
平成30年  4月
平成30年10月
平成31年  4月
令和  2年  8月

令和  3年  8月

文部科学省生涯学習政策局政策課
同　初等中等教育局国際教育課
同　初等中等教育局財務課
同　初等中等教育局財務課専門職
同　大臣官房政策課専門職
（併）内閣官房副長官補付
（命）内閣官房まち・ひと・しごと創生本部
事務局局員
現職
（人事院留学：米・ハーバード大学教育大学院、
カリフォルニア大学ロサンゼルス校教育大学院）

海外から日本の教育へのヒントを学ぶ

留学

好きなトピックを選んで探求活動に取り組んで
いました。自らの経験や境遇に深く関連する
テーマに高いモチベーションを持ち、お互いに
議論をしながら学びに向かっている姿勢がと
ても印象的で、日本の教育が目指す「個別最適
な学び」と「協働的な学び」の充実に向けて示
唆を得ることができました。
　引き続き、この貴重な機会を充実した学び
につなげ、政策形成に役立つような引き出しを
増やしていきたいです。

携わってきた周囲の生徒や教授との議論を通
し、他国の教育政策・実践の成功や失敗から
学び、最先端の研究成果に触れながら、日本の
教育に活かせることはないかと考える日々を過
ごしています。
　大学で学ぶだけでなく、先日、ボストンで、ア
メリカに移り住んだ子供たちのための公立高
校を訪れました。この学校では、卒業プロジェ
クトとして、「移民の若者の健康や幸福を支え
るものは何か？」というテーマに沿って、自分の

　私は人事院の制度を活用し、２年間アメリカ
に留学しています。令和４年夏までハーバード
大学教育大学院でアメリカの教育政策につい
て学び、現在はカリフォルニア大学ロサンゼル
ス校教育大学院の修士課程に在籍し、主にコ
ンピューターを活用したテストの可能性につい
て勉強しています。また、自治体と連携して教
育政策の効果検証を行う大学の研究機関で
インターンを行い、帰国後に実践できるような
分析スキルを学んでいます。世界各国で教育に

原子力留学（OECD/NEA）

菊地 久美子 Kikuchi Kumiko
平成21年入省（理工Ⅳ）

平成21年  4月
平成21年11月
平成23年  1月
平成24年  4月
平成24年  7月
平成26年  4月

平成27年  4月
平成29年  2月
平成29年  4月

令和 元年  7月

令和  3年  4月

令和  4年  7月

文部科学省研究開発局開発企画課
同　研究開発局海洋地球課
同　研究開発局地震・防災研究課
同　研究開発局地震・防災研究課企画調整係長
同　大臣官房政策課評価室評価委員会係長
同　初等中等教育局初等中等教育企画課専門職
（文部科学省職員教育行政・
学校教育等実務研修：宮城県仙台第一高等学校）
同　高等教育局大学振興課大学改革推進室大学院係長
同　研究開発局原子力課専門職
同  研究開発局原子力課専門官
（原子力損害賠償紛争解決センター　東京事務所・福島事務所勤務）
内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付参事官
（統合戦略担当）付　参事官補佐
同　科学技術・イノベーション推進事務局参事官（原子力担当）付
参事官補佐
現職国際機関での業務を通じ、学ぶ

原子力・宇宙留学

おり、日々の業務の中で新たな知見を得ること
が多いですが、同時に、欧米に追随する日本の
有する問題意識は、医療用ラジオアイソトープ
製造・利用の国際展開を進めていく上で大事
な観点なのではないかと思う場面もあります。
このような感覚を大事にしながら、私なりの付
加価値を生み出し、日本の取組にも還元でき
ればと考えています。

ば「生もの」であり、国内外の協力によるサプラ
イチェーンの構築が重要です。私は、前の部署
で医療用ラジオアイソトープ製造・利用に関す
るアクションプランを取りまとめた経験を基
に、OECD/NEAにおいては、医療用ラジオア
イソトープに関する国際ワークショップの準備
や、用途・サプライチェーンの現状・課題等を各
国政策担当者へ周知するためのペーパーの作
成等に取り組んでいます。
　この分野については、欧米の取組が先行して

　私は、原子力関係在外研究員派遣制度を活
用し、令和４年８月からフランスにある
OECD/NEA（経済協力開発機構原子力機
関）で業務を行っています。
　原子炉等によって製造される放射性同位元
素（ラジオアイソトープ）から発生する放射線
は、がん等の診断や治療に活用可能であり、近
年は特にがん治療への高い効果が世界から注
目されています。一方で、ラジオアイソトープは、
放射線を出しながら自然に崩壊していく、いわ

大学附属の小学校を訪問 休日に訪れたアリゾナ州のサボテン

エッフェル塔の見える犬の散歩コース 年末のチームでのランチ

授業後に友人とランチ
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外務省ユネスコ日本政府代表部公使

平山 直子 Hirayama Naoko
平成6年入省（法律）

文化庁文化部著作権課国際著作権室
文部省学術国際局国際学術課
同　学術国際局国際企画課
（派）国際連合教育科学文化機関（パリ）
同　大臣官房総務課行政改革推進室専門職員
同　体育局体育課企画係長
文部科学省大臣官房総務課専門官
和歌山県教育委員会生涯学習課長
文化庁文化財部美術学芸課
美術館・歴史博物館室室長補佐
同　長官官房政策課専門官
（併）内閣官房副長官補付
（命）知的財産戦略推進事務局局員
文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課企画官
同　大臣官房付

平成  6年  4月
平成  8年  4月
平成  8年  6月

平成10年  7月
平成12年  1月
平成13年  7月
平成14年  4月
平成17年  4月

平成19年  5月

平成21年  8月
平成23年  8月

（育児休業）
同　スポーツ・青少年局競技スポーツ課
国際スポーツ室長
スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当）付企画官
文部科学省大臣官房付
（派）公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会国際渉外・スポーツ局次長
文化庁文化財部美術学芸課長
同　文化財第一課長
文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長
文化庁文化経済・国際課長
同　企画調整課長
現職

平成23年12月
平成26年  4月

平成27年10月
平成28年  7月

平成30年  7月
平成30年10月
令和 元年  7月
令和  3年  1月
令和  3年  4月
令和  4年  6月

ユネスコで世界平和に向けた多国間交渉を実践する

在外公館

語については仕事で使えるほど身につけられて
いませんが、国連の場で活躍するならば、やは
りフランス語もある程度できた方が有利です。
　国際公務員の方々と一緒に、まさにグロー
バルな仕事ができるというのは、入省前には
まったく想像ができませんでした。文部科学省
の仕事は大変分野が広く、自分の想像を超え
た経験と学びの機会を与えてくれます。皆さん
と一緒に新しいチャレンジができるのを楽しみ
にしています。

界文化遺産」はUNESCOの代表的な業務で
す。これ以外にも、「世界ジオパーク」「ユネスコ
スクール」等、教育・科学・文化・スポーツの幅
広い分野で、各国と連携しながらUNESCOの
事業を促進するための交渉・調整を行ってい
ます。アフリカ・中東・欧州・南米等様々な国の
方 と々コミュニケーションを取りながら合意形
成・案件形成をしていくというのは、国連組織
ならではの醍醐味があります。業務は、英語・フ
ランス語の両方が使われます。私は、フランス

　UNESCOは「教育、科学及び文化を通じて
諸国民の間の協力を促進することによって、平
和及び安全に貢献する」（ユネスコ憲章）ため
に創設された国連の専門機関です。私の役割
は、それぞれの事業を担当する書記官及び現
地職員（フランス在住の方々）をまとめ、大使を
補佐することです。「代表部」は、海外の「日本
大使館」とは異なり、相手となるのは、193加
盟国の代表部の大使・書記官及びUNESCO
幹部・職員です。皆さんも聞いたことがある「世

外務省在サンフランシスコ日本国総領事館領事

黒川 典俊 Kurokawa Noritoshi
平成21年入省（理工Ⅱ）

平成21年  4月
平成22年  4月
平成24年  3月

平成26年  7月
平成27年  7月

平成28年  4月

平成28年  8月

平成30年  7月
令和  2年  9月

文部科学省大臣官房総務課審議班
同　研究振興局情報課
資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課
市場制度一係長
文部科学省科学技術・学術政策局政策課総括係長
同　大臣官房総務課審議班第四係長
(命)大臣官房総務課法令審議室審議第四係長
同　大臣官房総務課専門官
（併）大臣官房総務課審議班第四係長
同　大臣官房人事課専門官
（人事院留学：アメリカ・カリフォルニア大学サンディエゴ校）
同　科学技術・学術政策局研究開発基盤課課長補佐
現職

シリコンバレーと日本をつなぐために

在外公館

防接種・幼児教育無償化拡大等、大きく変わ
る現地校の教育事情を、州政府等とも連絡を
取りつつ把握し発信しました。
　令和4年11月、政府の「スタートアップ育成
５か年計画」が策定されました。当地では、起
業家・投資家・研究者まで、日本ゆかりの多く
の方々が、課題解決先進国として日本に変革
をもたらすべく活動中です。現場に足を運び、
彼らの思いを受け止め、我が国の政策立案に
繋げることが日々の目標です。

　私の米国赴任は、コロナ禍でのロックダウン
の真っ最中。日米の往来に制約が生じ、学生・
研究者交流にも大打撃が及びました。次世代
を担う彼らの活動を何とか支えたいと、スタン
フォード大学・UCバークレー等の当地大学や
東京の同僚と連日議論し、解決策を一緒に模
索しました。時にもどかしい思いをしながらも、
霞が関の仕事が人々の生活に大きく関わるこ
とを強く実感しました。約４万人の邦人駐在家
庭では子女教育も一大関心事。遠隔授業・予

　私は、文部科学省から米国に赴任し、科学
技術・教育担当の外交官としてシリコンバレー
を駆け巡る日々を送っています。世界最先端の
ハイテク企業が集まり、スタートアップの聖地
でもあるシリコンバレーは、住民の約４割が外
国生まれとされ、エネルギッシュな人材が世界
中から集っています。彼らの活動を支え母国と
の関係強化を図るべく、当地では40以上の
国・地域の総領事館が「テック・ディプロマ
シー」（科学技術外交）に力を入れています。
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UNESCO本部前

現地採用スタッフのみなさんと議場での会議の様子

ゴールデンゲートブリッジ 「日本研究」の強化に向けた学識経験者との打合せ

サンフランシスコ駐在の本邦大学スタッフと
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宮城県教育庁教職員課長

鏡味 佳奈 Kagami Kana
平成22年入省（法律）

平成22年  4月
平成22年10月
平成23年  4月
平成24年  7月
平成25年  4月
平成27年  4月
平成29年  4月
平成29年  4月
平成30年  9月
令和  3年  4月

令和  3年12月

令和  4年  4月

文部科学省初等中等教育局教科書課
同　スポーツ・青少年局企画・体育課
同　スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課
文化庁長官官房著作権課
同　長官官房著作権課企画審議係長
経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課新映像産業専門職
文部科学省初等中等教育局参事官付評価企画係長
同　初等中等教育局参事官付専門官
同　初等中等教育局初等中等教育企画課専門官
同　大臣官房総務課専門官
（命）同　大臣官房総務課行政改革推進室室長補佐
（命）同　大臣官房省改革推進・コンプライアンス室室長補佐
（併）内閣官房副長官補付
（命）内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室室員
現職

地方教育行政のやりがい

教育委員会

しながら取り組んでいきます。
　宮城県に赴任し、学校現場の経験豊富な
方々に囲まれて日々仕事し、また、県内の多く
の学校を訪問し対話を重ねる中で、私自身、よ
り多角的な視点で物事を捉えることができる
ようになった気がします。こうした職場に感謝
しつつ、これからも、多様なバックグラウンドを
有する同僚とともに、様々試行錯誤しながら、
一人ひとりの強みを生かして、取組を前に進め
られるようチャレンジを続けていきます。

緊張感と大きな責任を感じています。それと同
時に、学校現場により近いところで、様々な事
案に対応する中で、学校運営を肌身で感じな
がら仕事することができ、とても刺激的な毎日
です。
　地域の復興を支え、みやぎの未来を創る子
供たち。子供たちの可能性を伸ばし広げていく
先生。教育への熱意や子供への愛情を持ち、
豊かな人間性に溢れた先生方が活躍できるよ
う、学校、市町村教育委員会、大学等とも連携

　私の勤務する宮城県教育庁教職員課では、
教員の人事、採用、給与、免許、研修、服務監督
等、教職員に関わる多くのことを担っています。
教員不足、教員の育成、学校における働き方改
革等、取り組む課題は色々ありますが、様々な
事象の中から本質を見極め、課の各分野の業
務を有機的に結び付けてコーディネートでき
るよう心がけています。
　県教育委員会は教職員の任命権者となりま
すので、そこに携わることには、今までとは違う

日野市教育長

堀川 拓郎 Horikawa Takuro
平成22年入省（法律）

平成22年  4月
平成23年  7月
平成24年  8月
平成24年  9月
平成25年  4月
平成25年  7月

平成27年  7月
平成29年  8月
平成30年  4月
平成31年  1月
令和 元年  7月

令和  2年  6月

令和  3年10月
令和  4年  1月

令和  4年  4月

文部科学省生涯学習政策局政策課
内閣府国際平和協力本部事務局派遣第２係
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
同　初等中等教育局教育課程課
同　初等中等教育局教育課程課企画調査係長
同　大臣官房人事課計画調整班専門職
（人事院留学：米・コロンビア大学、ペンシルバニア大学）
文化庁長官官房政策課企画係長
文部科学省研究開発局原子力課専門職
同　研究開発局原子力課専門官
同　初等中等教育局幼児教育課専門官
（命）同　初等中等教育局初等中等教育企画課
学びの先端技術活用推進室専門官
スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課専門官
（派）公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
政府渉外担当課長
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課専門官
（命）同　総合教育政策局教育デジタルトランスフォーメーション
推進室室長補佐
現職出る杭を育て合う学校

教育委員会

　入省以来、文科省の役割は教育の現場を支
えることだと考え、可能な限り現場に足を運ぶ
ことを意識してきました。市の教育委員会は、学
校の設置者としての直接的な責任を負い、それ
ぞれの学校をとても近い距離で支え、応援でき
る仕事です。各学校の状況は異なる中、学校、家
庭、地域、そして子供たちを含め、顔の見える関
係性の中で対話・連携をしながら、未来を担う
ひのっこたちの学びと育ちの充実に向け、皆で
力を合わせて取り組んでいきたいと思います。

い手を育てるために、一律に与えられる「正解
の山」を登る学びから、デジタルの力も活用し
ながら、子供たち自身が登る山を選択し、学び
合いつくり上げる学びへと歩みを進めていく。
このための教育委員会の大きな役割は、学校
の主体性を最大限に引き出すことだと考えて
います。イメージは「出る杭を育て合う学校」。
学校の中でもグイグイと杭が育ち、学校単位で
みても、羅針盤の大きな方向性の中で、それぞ
れのカタチでどんどん杭が伸びていく。

　東京のどまんなか、緑と清流のまち、新選組
のふるさと、日野市。人口約19万人のこのまち
では、市立の幼小中学校3園・25校であわせて
約1万4千人の子供たちが学んでいます。
　「一律一斉の学びから、自分に合った多様な
学びと学び方へ」「自分たちで考え語り合いな
がら生み出す学び合いと活動へ」。日野市の学
校教育基本構想は、A3裏表の１枚だけ、とい
うとても特徴的な構想です。変化の激しい時代
を生き抜くために、また持続可能な社会の担

松島にて

学校訪問の様子

教員の採用・育成について課内で打ち合わせをする様子

教育長室にて

市立学校の開校記念式典

よりよい市役所を目指し市長・副市長をはじめ
皆で取り組む「想いをカタチに」プロジェクト
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国立大学法人九州大学総務部総務課長
（兼）総長支援室

遠藤　佑 Endo Tasuku
平成28年入省（数理科学・物理・地球科学）

平成27年10月
平成28年  4月
平成29年  7月
平成31年  4月
令和  3年  7月
令和  4年  7月

文部科学省研究振興局参事官（情報担当）付
同　研究振興局振興企画課
同  科学技術・学術政策局企画評価課評価・研究開発法人支援室
同　高等教育局高等教育企画課専門職
同　研究開発局地震・防災研究課防災科学技術推進室企画係長
現職

大学の潜在力を解き放つには

国立大学法人等

浸透して初めて意味を成します。科学技術の力
によって人類はここまで発展してきましたが、
その価値の源泉は、卓越した知を創出してきた
大学にあり、社会変革の駆動力として、今後も
重要な役割を担い続けるはずです。その大学
の潜在力を解き放つため、現場の最前線で検
討ができることに大きなやりがいを感じてお
り、引続き科学技術による社会変革を目指し、
研究者と対話を行いながら、理想的な環境構
築を目指して尽力したいと思います。

　九州大学は国立の総合大学では唯一のデ
ザイン系の学部を有し、自然科学・人文社会科
学・デザインの融合により、「総合知で社会変
革を牽引する大学」を目指しています。明確な
ビジョンの下、全学で取組を進めていますが、
実際の現場では、研究に専念できる時間が限
られてしまっている等の課題もあり、大学全体
のポテンシャルを最大限発揮するため、現場目
線での抜本的な改革を検討しています。
　政策は政府が作って終わりではなく、現場に

　「科学技術の力で社会をより良いものにした
い！」官庁訪問のときから変わらない想いで、科
学技術政策や高等教育政策に携わってきまし
た。研究力向上に係る様々な施策に関わってき
ましたが、大学の現場の実情やそこに働く力学
を深く理解し、研究者を第一に考えた施策を立
案したいという意識をずっと持っていました。そ
の中で、国立大学法人九州大学に出向する機
会をいただき、今まさに大学の現場で、世界と
伍する大学を目指した改革を進めています。
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職場のメンバーと（中央が筆者） 糸島の桜井二見ヶ浦へのバイクツーリング！

研究者との懇親会

デジタル庁統括官付参事官付企画官

中川 尚志 Nakagawa Takashi
平成12年入省（機械）

平成12年４月
平成12年４月
平成13年１月
平成13年７月
平成15年４月

平成16年４月
平成16年８月
平成17年７月
平成19年５月
平成19年７月
平成21年７月

平成23年４月

科学技術庁長官官房秘書課
同　科学技術振興局企画課
文部科学省研究振興局振興企画課
同　生涯学習政策局生涯学習推進課
同　大臣官房人事課審査班専門職
（人事院留学：日本・政策研究大学院大学）
同　科学技術・学術政策局政策課専門職
同　科学技術・学術政策局政策課総括係長
内閣府経済社会総合研究所研究官
文部科学省大臣官房会計課総括予算班専門職
同　大臣官房会計課専門官
独立行政法人海洋研究開発機構事業推進部国際課
ワシントン事務所調査役
文部科学省研究開発局海洋地球課専門官

平成23年８月

平成24年１月
平成24年７月

平成25年９月

平成26年９月
平成28年６月

平成30年７月
令和  2年７月

令和  3年９月

同　研究開発局原子力課専門官
（併）研究開発局原子力課原子力損害賠償紛争和解仲介室
 研究開発局参事官付参事官補佐
同　研究開発局参事官付参事官補佐
内閣府参事官補佐(政策統括官(科学技術政策・
イノベーション担当)付参事官(宇宙担当)付
文部科学省大臣官房総務課課長補佐
（副大臣秘書官事務取扱）
同　科学技術・学術政策局研究開発基盤課課長補佐
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略
センターフェロー     
内閣官房内閣情報調査室調査官
文部科学省大臣官房政策課政策推進室長
（併）内閣官房副長官補付　　　
現職

誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を

他府省等

います。
　このような出向は、文部科学省とまったく異
なる環境で常に新鮮に感じるものがあり、今ま
でにない人脈を広げて仕事をすることになり
ます。私自身何度も出向していますが、新しい
職場での知見を文部科学省にフィードバック
するつもりで、出向先の業務に毎回ワクワクし
ながら取り組んでいます。いろいろなことに挑
戦し、その経験を文部科学行政に活かしてい
く、そんな仲間を待っています。

ジタル化の実現に向けて活動しており、例え
ば、GIGAスクール構想の１人１台端末で使用
する学習アプリや学校の様々なシステムをつな
いでいくデータ連携の実現に向けた実証調査
研究を行っています。
　別の班では、こどもに関する各種データの連
携による支援の実証事業に取り組んでいます。
データ連携することで、潜在的に支援が必要
なこどもや家庭に対するニーズに応じた支援
が行えるよう７自治体と協力して実証を進めて

　このタイトルはデジタル庁のミッションから
の抜粋です。私は令和３年９月のデジタル庁発
足から出向しています。ここでは主に、教育班、
こども班で業務を行っています。各班は、私の
ような行政官から、地方自治体職員、民間から
のスペシャリスト等、多様なメンバーで構成さ
れ、様々なプロジェクトの実施の単位となって
います。教育班では、関係省庁と協力し、デジタ
ル庁発足から４ヶ月余りで教育データ利活用
ロードマップを策定しました。現在、教育のデ

休日に娘と

こども副大臣PT
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ＮＰＯ法人まちの食農教育スタッフ（神山応援サポーター）

堂脇 義音 Dowaki Akito
平成29年入省（行政）

平成29年  1月
平成31年  4月
令和  2年  4月
令和  3年  4月
令和  3年  7月
令和  3年10月

文部科学省初等中等教育局教科書課
復興庁統括官付参事官付
同　統括官付参事官付主査
文化庁著作権課専門職
同　著作権課企画審議係長
文化庁著作権課法規係長

社会変革の最前線で新しいコトを起こす挑戦

ベンチャー企業等研修

現場での考え方等を知ることができたのも、今
後のキャリアや働き方を考えるに当たって良い
経験となったと思っています。文化庁に戻って
も、このときの思いや繋がりを大切に、我が国
の未来を担う子供たちのために働いています。
　こうした研修制度は自らの関心や能力を高
められるだけでなく、今後の日本の教育の在
り方を考え、実行していくことにつながるもの
です。

野に関わる機会があったことをきっかけに、子
供たちにも、食事の大切さだけでなく、農業へ
の理解・関心、自然・生き物を想う心、ひいては
想像力や生きる力を育んでほしいと思うように
なり、その実践の場に研修させてもらうことと
なりました。小学校でのもち米づくりや野菜づ
くり、味噌づくり等の農体験プログラムのサ
ポートを通じて、身体感覚を伴う学びの意義や
「食農教育」の可能性を学ぶことができたとと
もに、ベンチャー企業・NPO法人等の運営や

　徳島県の山間にある人口5,000人弱の小さ
な町ながら「地方創生の聖地」と言われる町・
神山町。その町で新たに立ち上がったNPO法
人まちの食農教育のプロジェクトに半年間参
画しました。
　文部科学省では学校における食育の推進を
掲げていますが、食をめぐる問題が顕在化して
いる今、食育はもちろん、食を支える農業の体
験から食べるまでを実践する「食農教育」の必
要性が高まっています。キャリアの中で農業分

福島県相馬市中村第一中学校

山同 裕太 Sando Yuta
平成31年入省（経済）

平成31年  4月
令和  2年  6月
令和  4年  1月

令和  4年  7月

文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課
同　科学技術・学術政策局人材政策課人材政策推進室
内閣官房副長官補付
(命)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室室員
(命)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策本部事務局局員
初等中等教育局初等中等教育企画課専門職
（文部科学省職員教育行政・学校教育等実務研修：
福島県相馬市中村第一中学校）

文部科学省職員が福島の学校で「先生」を学ぶ

学校教育等実務研修

　文部科学省の政策は、いつだって現場の問
題意識から生まれていくと私は思います。現場
に身を置き、目の前の子供たちのために何がで
きるか、学校はどういう存在であるべきかを先
生方と議論する日々は、文部科学省職員として
何よりも貴重な経験です。立場が行政に変わっ
ても、この派遣での経験を活かしながら、現場
で奮闘する先生方と一丸となって日本の教育
を支えていきたいと強く思います。

に応じて新たな手立てに挑戦する先生方の大
変さややりがいを、身をもって感じることがで
きています。入省当初から「現場あっての政策」
を心掛けて仕事に向き合ってきた私ですが、実
際に学校の業務に浸かってみると、現場には
本省勤務では得がたい発見がたくさんあるこ
とに気付かされます。また、学校の多様な業務
を経験するたびに、行政の立場から実効性の
ある政策を打ち出すことがいかに難しくて大切
かを改めて感じます。

　私は現在、福島県相馬市立中村第一中学校
（生徒数約400人）にて現場研修を行っていま
す。一学年の副担任、数学の教科指導、サッカー
部の顧問等、様々な業務に携わりながら「学校
の先生」の仕事を学んでいます。現場経験のな
い私を温かく迎え入れてくださった中村第一中
学校の先生方や子供たち、そして相馬市教育委
員会の方々には本当に感謝しています。
　学校で過ごす毎日はとても刺激的です。毎日
の定例業務に加え、生徒の様子や社会の動き

NPOメンバーで稲刈り（中央が筆者） 地元の高校生たちと食事・交流

授業 教育委員会

小学校の授業にて田植え
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文部科学省においては、希望するすべての
職員が、結婚、出産、育児等のライフイベン
トを経つつ、仕事と生活の調和（ワークライ
フバランス）を実現し、働き続け活躍するこ
とが、職員の自己実現と文部科学行政の推
進にとって不可欠であると考えています。

ICTを活用し、自宅等において勤務することができる制度です。妊娠中で通勤が困難な場合や、育
児・介護中の職員だけでなく、すべての職員がワークライフバランス実現のために利用することがで
きます。また、出勤が必要な場合でも時差出勤により柔軟に始業時間を設定することも可能です。

ワークライフバランスを推進する各種支援制度・取組等（一部）
【テレワーク勤務・時差出勤】

総勤務時間数は変えないまま、1日当たりの勤務時間
や始業・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。

【フレックスタイム制】

仕事と生活の両立支援

WORK LIFE BALANCE

初等中等教育局初等中等教育企画課専門官

弓岡 美菜 Yumioka Haruna
平成21年入省（法律）

「生き方」が尊重される職場
みないと分からないので、就職活動中の皆さん
は悩まれると思います。人生には様々なライフ
ステージがあり、仕事に打ち込みたい時期もあ
れば、プライベートに専念したい時期も、両方
を程よくバランスさせたい時期もあります。文
部科学省は両立支援制度が整っているだけで
なく、職員の人生の選択を尊重し、応援してく
れる人達がたくさんいます。また、産休・育休を
経て仕事復帰したモデルケースとなる先輩が
多いのも心強い点です。
　国家公務員の働き方に、まだ改善の余地が
あることは確かです。でも、この職場の仲間とな
ら仕事と子育てを自分らしく両立していける、
私にとって文部科学省はそう思える場所です。

　私は入省13年目、37歳で第一子を出産し
ました。不妊治療の末の妊娠だったので平日も
通院が必要でしたが、当時の上司が課内で有
給休暇取得を積極的に推奨してくれたことも
あり、無理なく通院することができました。ま
た、つわりが酷く仕事を休まざるをえなかった
ときも、上司や部下の皆さんが私の分の仕事ま
でカバーしてくれただけでなく、温かい励まし
と労りの言葉を何度もかけてくれました。心身
共に辛く苦しい時期を乗り越えられたのは、間
違いなく職場の方々のサポートのおかげだと
感じています。
　職業選択においては「自分はこの仕事を通
じて何を成し遂げたいか」をまず考えると思い
ますが、「誰と一緒に働くのか」も極めて重要で
す。ただ、どんな人がいるのかは実際に働いて

女性職員数 560/1940人 28.9％（令和４年７月現在）

本省係長相当職 233/690人 33.8％（令和４年７月現在）

国の地方機関課長・本省課長補佐相当職以上 121/528人 22.9％（令和４年７月現在）

本省課室長相当職 34/327人 10.4％（令和４年７月現在）

令和５年度採用（内定）者 14/35人 40.0％

平成21年  4月
平成21年10月
平成23年  7月
平成24年  4月

平成25年  1月

平成26年  7月
平成28年  8月
平成29年  4月
平成30年  4月
平成30年  8月

平成30年10月
平成31年  4月

令和 元年  7月

令和  4年  1月

文部科学省大臣官房人事課計画調整班
同　初等中等教育局幼児教育課
同　初等中等教育局国際教育課外国語教育推進室
同　初等中等教育局国際教育課外国語教育推進室
企画調整係長
同　生涯学習政策局政策課専門職
（併）内閣官房副長官補付
（命）内閣官房教育再生実行会議担当室室員
（配偶者同行休業）
同　大臣官房人事課計画調整班法規係長
同　大臣官房人事課専門官
同　大臣官房人事課人事企画推進官
同　初等中等教育局初等中等教育企画課専門官
（併）同　初等中等教育局初等中等教育企画課
教育公務員係長
同　初等中等教育局財務課専門官
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官
（併）同　初等中等教育局初等中等教育企画課
教育制度改革室義務教育係長
同　初等中等教育局初等中等教育企画課専門官
（併）同　初等中等教育局初等中等教育企画課
地方教育行政係長
（併）同　初等中等教育局初等中等教育企画課
国際企画調整室国際企画調整係長
（育児休業）
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出産・育児に係る制度・取組

文部科学省では、目的を問わずすべての職員が簡単な手続きでテレワークができる体制が整っています。これにより通勤時の混雑による感染リスクを回避しながら
業務を継続することが可能となっています。出勤を必要とする場合でも、始業の時間を７時から１３時までの幅広い時間帯で柔軟に設定することが可能です。
また、育児休業を取得している職員に向けたワークライフバランス研修をオンラインで実施する等、コロナ禍においてもより一層仕事と生活の両立を実現できるよう
支援を実施しています。

新型コロナウイルス感染症に関する取組

出産予定日の6週間前から女性職員が取得できます。
○産前休暇

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。
●配偶者出産休暇※

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。

○産後休暇
妻の産前休暇期間から産後1年までの期間に、子を養育する男性職員が5日以内で取
得できます。
※この二つの休暇を合わせて「男の産休」とし、全府省で取得を促進しています。

●育児参加休暇※

生後1年未満の子の、授乳や託児所への送迎を行う場合に取得できます。
◎保育時間

小学校就学前の子を看護する必要がある場合に、1年のうち5日以内で取得できます。
◎子の看護のための休暇

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。また令和２年４月以降、子が生まれた男性職員が、育児に係る休
暇や育児休業を1年以内に1カ月以上取得することを、省全体で積極的に
推進しており、多くの男性職員が利用しています。

◎育児休業

小学校就学前の子を養育するため、通常より短い勤務時間での勤務が認められます。
◎育児短時間勤務

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。
◎育児時間

◎＝男女共通　○＝女性職員対象　●＝男性職員対象

WORK LIFE BALANCE

研究開発局宇宙開発利用課宇宙輸送係長

狩場 友治 Kariba Tomoharu
平成30年入省（工学）

平成30年  4月
令和 元年  7月
令和  3年  4月
令和  3年  6月
令和  5年  1月

文部科学省研究振興局振興企画課
同　高等教育局高等教育企画課国際企画室
同　高等教育局高等教育企画課国際企画室企画係長
現職
（育児休業）

育児と仕事の両立を支え合う環境
務のフォローや引継ぎの相談を通じて背中を
押していただきました。そのおかげで、今は安
心して育児に専念することができています。
　私が就職活動をしていた頃を振り返ると、自
分が育児に励む姿の想像が難しく、志望官庁
を決める際の観点として、育児と仕事の両立の
しやすさについて重視していませんでした。今
となって考えると、文部科学省は省横断的に
働き方改革を推進しており、ワークライフバラ
ンス推進のための制度等が充実しているだけ
でなく、それらを活用しやすい職場の風土や職
員の理解があると感じています。子育てをしな
がら働き続けるに当たって、文部科学省を選ん
だことに後悔はなく、非常に恵まれた環境で働
けていることに感謝しています。

　私は、子供ができたら育児休業を取得しよ
う！と漠然と考えていました。一方で、妻が妊娠
後の業務状況はというと、新型基幹ロケット開
発や宇宙輸送スタートアップ支援等、やりがい
のある重要な業務に加え、数か月にわたる突
発的な業務が発生したことで、夜遅くまで仕事
に打ち込む日々が続いていました。そのため、
本当に職場を離れることができるのか不安
だったのが実情です。
　しかしながら、このような状況においても、育
児休業前には出産立会いをはじめ、1週間の配
偶者出産休暇・育児参加のための休暇の取得
に加え、子供を健診・予防接種に連れて行く際
等に、テレワークや年次休暇を柔軟に活用させ
ていただきました。また、不安を感じることなく
育児休暇が取得できるよう、上司や同僚には業
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CROSS TALK
人事企画官クロストーク

大臣官房人事課人事企画官
（併）大臣官房人事課副長

石橋　晶 Ishibashi Aki
平成12年入省（法律）

平成12年  4月
平成13年  4月
平成15年  4月

平成17年  4月

平成19年  7月

平成19年  8月
平成20年  8月

平成21年  7月
平成24年  4月
平成25年  4月
平成26年  4月
平成27年  4月

平成29年  4月

平成29年  7月
平成30年  2月

令和 元年  7月
令和  2年10月

令和  3年10月

文部省高等教育局学生課
文化庁長官官房政策課
文部科学省大臣官房人事課総務班専門職
（併）外務省経済局国際機関第一課
同　初等中等教育局初等中等教育企画課
教育委員会係長
同　初等中等教育局初等中等教育企画課
専門官
（併）初等中等教育局初等中等教育企画課
教育委員会係長
同　科学技術・学術政策局基盤政策課専門官
同　高等教育局大学振興課大学改革推進室
大学院振興専門官
同　高等教育局大学振興課課長補佐
兵庫県教育委員会社会教育課長
同　教育企画課長
同　特別支援教育課長
文部科学省高等教育局国立大学法人支援課
課長補佐
同　高等教育局国立大学法人支援課
国立大学戦略室長
同　高等教育局国立大学法人支援課企画官
同　高等教育局企画官
（併）同　高等教育局高等教育企画課
高等教育政策室長
（併）同　高等教育局国立大学法人支援課
企画官
文化庁文化資源活用課文化遺産国際協力室長
文部科学省大臣官房付
（併）内閣官房副長官補付
（併）内閣府本府規制改革推進室企画官
現職

石橋：文部科学省の仕事は、教育、科学技術・
学術、スポーツ、文化と幅広い分野を担当しま
すが、すべて「人」に関する仕事です。人の可能
性や成長を目の当たりにする前向きな明るい
仕事が多く、業務の中で大変なことや辛いこと
があったとしても、その先にある「子供たちの成
長」「新しい発見」「スポーツや文化の感動」を
思い描けば、前に進むことができます。

中澤：一言で表現すれば、「未来を創ること」或
いは「その環境を整えること」が我々の仕事だ
と思っています。教育、科学技術・学術、文化、
スポーツ、いずれの領域においても、文部科学
省が実施した政策の効果が現れ、社会を変え
ていくには時間がかかるものばかりです。悪い
言い方をすれば、その政策の検証が短期的に
はなされません。だからこそです。一つ一つの
政策について徹底的に議論します。データを集
めて政策分析をし、現場関係者と意見交換し、
そして最後は職員一人一人が信念を持ってそ
の政策を進めることが出来るかどうか。そこに
挑戦していくのが我々の仕事の特徴です。

石橋：そうですね、どの仕事においても、「現場」
を意識することが大切です。現場が何を求めて
いるのか、何を変えてほしいと思っているのか、
常に高いアンテナをはりながら仕事をします。

文部科学省の
仕事について

中澤：文部科学省は所掌している範囲が広い
ため、広範な経験が可能で、多様な人 と々一緒
に仕事が出来ます。特に人づくりという軸にお
いて、他省庁や民間企業を含め多くの機関と
人事交流があります。その上で、個々の職員の
希望と強みを踏まえながら、それぞれに最適な
キャリアをつくれます。

石橋：一番の魅力は「人」につながる仕事だと
いう点ですが、この分野が輩出する魅力的な
方々との出会いはかけがえのないものです。
ノーベル賞受賞者の先生方や、オリンピックで
活躍する選手、有名な芸術家にお目にかかる
機会もさることながら、どの分野にもキラキラ
した人材が幅広い年代におられます。こういう
方々にお目にかかれるのは「役得」だと思って
います。

中澤：この組織には総じて優しい人が多いこと
も魅力です。統計はありませんが（笑）、よく聞く
話です。人と知で未来を創造するというミッ

文部科学省で働く
魅力について

ションからすれば、必然的に、思いやりのある
人材が集まるのかもしれません。志望者の皆さ
んは、是非、説明会や職員訪問の機会を通じ
て、直接話を聞き、肌で感じて頂きたいですね。
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大臣官房人事課人事企画官
（併）大臣官房人事課副長

中澤 恵太 Nakazawa Keita
平成14年入省（理工Ⅲ）

平成14年  7月

平成16年  4月
平成17年  3月
平成17年  4月

平成17年  7月

平成18年  1月
平成19年  1月
平成20年  3月
平成21年  1月
平成22年  4月
平成22年  7月

平成23年  4月

平成25年  4月

平成25年  7月

平成27年  4月
平成28年  4月
平成29年  7月

平成29年10月

平成30年  3月
令和  3年  8月
令和  4年  8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
同　研究振興局情報課
同　研究振興局量子放射線研究課
同　研究振興局基礎基盤研究課
量子放射線研究推進室
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
同　研究開発局開発企画課総括係長
同　高等教育局学生支援課専門職
同　研究開発局原子力計画課専門職
同　研究開発局原子力計画課課長補佐
同　研究開発局原子力課課長補佐
大阪市計画調整局都市再生振興部
産学官連携担当課長
同　計画調整局企画振興部
産学官連携担当課長
同　都市計画局企画振興部
産学官連携担当課長
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
同　大臣官房会計課専門官
同　研究開発局開発企画課課長補佐
同　科学技術・学術政策局
企画評価課専門官
（命）科学技術・学術政策局
企画評価課企画官心得
同　科学技術・学術政策局
企画評価課企画官
（併）内閣府大学改革担当室企画官
同　高等教育局専門教育課企画官
現職

中澤：10年単位のスケールで考えれば、日本
の未来を担う人材は今の若者、これから生ま
れてくる子供たちです。彼ら彼女らに、どのよう
な学び・成長の機会を提供出来るかにこの国
の将来は懸かっています。

石橋：そうですね、これからの未来は予測不可
能だと言われますが、未来はそこにあるのでは
なく、「人」が創るものだと思います。その「人」
のための仕事が文部科学省にはあります。いつ
でも、前を向き、未来に思いをはせて、進んでい
く。皆さんと一緒に、そういう仕事ができること
を心待ちにしています。

中澤：更にスケールを広げれば、地球が持続的
に存続していけるかどうかも、「人」次第です。
文部科学省では、それを担うんだ！くらいの気
概で仕事をしています。一緒に悩んでください。
一緒に模索してください。職員一人一人の努力
が、着実に日本と世界の未来の創造に繋がっ
ていきます！

が刺激しあって新しいイノベーション・価値創
造が生まれると思っています。その上で、個人
的には、日本をよくすることに貢献したいとい
う思いを持つ人を求めたいです。
　「よくする」の部分のビジョンや思いに違い
はあれど、国家公務員として国を支えていく熱
意や志が根底にある人材と一緒に仕事をして
いきたいですね。

いることを「想像」して、その解決策を「創造」す
る。こういうことができる人材を求めています。
そして、常に世界と社会の動きを意識し、未来
に思いをはせて、しなやかに考え、行動できる
人材が必要だと思っています。
　もうひとつは「巻き込む力」です。文部科学省
だけでできることは多くありません。多くの方々
に、いかに気持ちよくご協力いただけるか、そう
いう力を持っている人材も必要です。

中澤：その考え方も非常に大事ですね。考え方
によっては、人材像を一つに絞ることは難しい
かもしれません。逆に様々な強みを持った仲間

受験生へのメッセージ

中澤：文部科学省は所掌している範囲が広い
ため、広範な経験が可能で、多様な人 と々一緒
に仕事が出来ます。特に人づくりという軸にお
いて、他省庁や民間企業を含め多くの機関と
人事交流があります。その上で、個々の職員の
希望と強みを踏まえながら、それぞれに最適な
キャリアをつくれます。

石橋：一番の魅力は「人」につながる仕事だと
いう点ですが、この分野が輩出する魅力的な
方々との出会いはかけがえのないものです。
ノーベル賞受賞者の先生方や、オリンピックで
活躍する選手、有名な芸術家にお目にかかる
機会もさることながら、どの分野にもキラキラ
した人材が幅広い年代におられます。こういう
方々にお目にかかれるのは「役得」だと思って
います。

中澤：この組織には総じて優しい人が多いこと
も魅力です。統計はありませんが（笑）、よく聞く
話です。人と知で未来を創造するというミッ

石橋：私は２つのそうぞうりょくを重視します。
「創造力」と「想像力」です。常に現場で起きて

ションからすれば、必然的に、思いやりのある
人材が集まるのかもしれません。志望者の皆さ
んは、是非、説明会や職員訪問の機会を通じ
て、直接話を聞き、肌で感じて頂きたいですね。

文部科学省が求める
人材像とは
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文部科学省を
選んだ理由

国民一人一人の挑戦を応援できる職場だと考え
たからです。文部科学省が所管している教育、科
学技術・学術、スポーツ、文化の４分野は、全て
人々の挑戦を応援し、日本の未来を作っていく大
変意義のある分野だと思います。
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MESSAGE FROM            NEW STAFF

（大臣官房総務課）

大学時代の留学経験から、グローバル化が加速
する中でも、日本人ひとりひとりが活躍できる社
会を実現したいと思い、我が国全体の教育に関
わることができる文部科学省に入省しました。

（高等教育局高等教育企画課）

全ての人がもつ多様な選択肢の中でそれぞれの
付加価値を高め、社会に還元することがより良い
社会をつくっていくと考えています。行政官として
そのような社会の実現に貢献したいと思い、文部
科学省を志望しました。

（高等教育局国立大学法人支援課）

大学在学時の文部科学省インターンシップ経験
が主な志望理由です。教育、科学技術・学術、ス
ポーツ、文化といった多様な政策づくりに携わる
方々のもと、集積する知や情報、それらが動く現
場の様子に魅了されました。

（科学技術・学術政策局参事官（国際戦略担当）付）

博士課程で研究する中で、研究業界の広報・普及
活動への姿勢に疑問を持ちました。広く国民の理
解を得ながら研究開発を推進することが重要と
考え、研究業界の根本的な考え方や政策に影響
を与えられる文部科学省を選びました。

(研究開発局宇宙開発利用課）
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MESSAGE FROM            NEW STAFF 一年目職員からのメッセージ

職場の雰囲気

独りよがりではなく、常に国民の目線に立って
働かれている職員が多く、毎日刺激をいただい
ています。また、基本的には和気あいあいとして
おり、若手でも意見具申できるような雰囲気が
あります。

（大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課）

職場は、人の魅力にあふれた場で、世の中をよく
しようと真摯に向き合う先輩職員のもとで、文部
科学省で働くことのやりがいと責任の大きさを
日々感じています。

（初等中等教育局財務課）

入省前に考えていたよりも明るく活気のある職場だ
と感じます。私の所属する課は、学生のために真剣
に業務に取り組みつつ、右も左もわからない1年目
の職員にも丁寧に仕事を教えてくださる優しい方ば
かりで、忙しいながらも成長できる環境です。

（高等教育局学生支援課）

他の課に比べて、他機関から出向されている専門
知識を持った方が多い印象です。研究者の色が
強く、そのせいか静かで落ち着いた雰囲気です。

（研究開発局地震・防災研究課）

とても明るく質問や相談をしやすい雰囲気です。
また、テレワークの推進や残業時間を減らす体制
づくりにも積極的で、作業方針についてラインを
越えて相談できるので安心して仕事に取り組めま
す。

（研究開発局海洋地球課）
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MESSAGE FROM            NEW STAFF

成長したと感じる点や、
仕事のやりがい

入省してから、組織の中で働くことの楽しさを実
感しました。１年目職員でも日々のニュースになる
ような大きな仕事に関わることができ、この組織
に入ったからこそ経験できたことがたくさんあり
ます。連絡調整業務に携わる中で、相手と信頼関
係をもって協働できている時にやりがいや楽しさ
を感じています。

（大臣官房人事課）

入省前では、関係性がないと思っていた施策間で
も、いざ働いてみると、実は関係性があったことに
気づく場面が多いと感じています。そうした点と
点が線でつながるような、新しい発見ができるこ
とが楽しいです。

（総合教育政策局生涯学習推進課）

昨日の自分ができなかったことができるように
なった時はいつも成長を感じています（この考え
方を持てたことが一番の成長かもしれません！）

（高等教育局大学教育・入試課）

成長した点としては、周囲や相手を考えて作業で
きるようになりました。研究は個人プレーでした
が、文部科学省では省内外の多くの人との作業
になります。必要な連絡・報告・相談を誰にいつす
べきか相手を考えて行うことで、チームとして動け
る素地が養われたと感じています。

（研究振興局ライフサイエンス課）

政策が決まっていく過程が間近に見られることが
やりがいです。また、それに伴って、学生時代は実
はぼんやりとしか認識していなかった社会の仕組
みを徐々に理解出来るようになっていくことに成
長を感じています。こういった感覚は国家公務員
だからこそではないかと思います。

（科学技術・学術政策局産業連携・地域振興課）
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MESSAGE FROM            NEW STAFF 一年目職員からのメッセージ

将来どのような仕事をやりたいのか、どのように社
会に貢献したいのか、どのような人と一緒に働きた
いのか、様々な選択肢を考え、悔いのない就職活動
をしていただきたいです。その上で文部科学省を選
んでいただけたら幸いです。

（国際統括官付）

文部科学省を目指す
方へのメッセージ

皆さまには選択肢を広げてたくさん悩み、素直な
気持ちで、就職先を決めていただければと思いま
す。その上で、文部科学省を選択していただけれ
ば嬉しいです。皆さまと一緒に働けることを心より
楽しみにしています。

（初等中等教育局健康教育・食育課）

入省すると大きな流れの中で仕事をすることにな
りますが、業務に対して自分なりの工夫を少し加
えれば、それが歯車の一つとなって全体に影響を
与えられることが官僚として働くことの魅力だと
思います。

（スポーツ庁政策課）

教育、科学技術、スポーツ、文化。どれも人間の生
活を豊かにすることにつながる分野だと思いま
す。そんな４つの分野を所管する文部科学省で私
たちと一緒に働いてみませんか？お待ちしており
ます。

（科学技術・学術政策局人材政策課）

全ての人が健やかに豊かに生活できる社会に向け
て、いま種を蒔く。地味な作業で、花が咲くかはずっ
と先にならないと分かりません。それでも少しでも
良い方向をめざして進んでいく、文部科学省はそん
なところです。

（研究開発局開発企画課）



採用状況

採用スケジュール（総合職）

文部科学省ホームページ（採用案内　総合職・一般職）
https://www.mext.go.jp/b_menu/saiyou/sgipn.htm
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業務説明会や官庁訪問等に関する最新の情報は、文部科学省ホームページの採用案内に
随時掲載しますのでご覧ください。

文部科学省への入省を希望される方は、必ず官庁訪問をしていた
だくことになります。官庁訪問は、試験の種別、採用区分により、開
始日、受付場所などが異なります。官庁訪問前には、文部科学省
ホームページで詳細を確認してください。また、人事院ホームペー
ジもあわせてご覧ください。

採用情報

人事院HP
試験情報ページ

人事院HP
採用情報ページ

直近の総合職職員採用実績
令和5年度総合職採用（内定）者
●（　）内は女性の内数　●令和5年度の内定者については、卒業見込者、修了見込者を含む

事務系

22（9）

政治
・
国際

法律

学部卒

修士課程修了

博士課程修了

合計

大卒程度
試験

9（6）

9（6）

1

1

2

2

1（1）

1（1）

5（1）

5（1）

17（7）

1（1）

18（8）

経済 人間
科学 工学デジタル

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 合計

行政 人間科学

学部卒（6年制）

修士課程修了

博士課程修了

合計

院卒程度
試験

3（1）

3（1）

3（1）

1

4（1）

2（1）

2（1）

4（2）

1（1）

1（1）

2（2）

12（4）

5（2）

17（6）

2

2

デジタル 工学
化学
・
生物
・
薬学

1

1

2

数理科学
・
物理
・

地球科学

農業科学
・
水産

農業農村
工学

森林
・

自然環境
法務 合計

技術系

13（5）

合計

35（14）

令和４年度総合職採用者
●（　）内は女性の内数

事務系

22（8）

政治
・
国際

法律

学部卒

修士課程修了

博士課程修了

合計

大卒程度
試験

5（2）

5（2）

1（1）

1（1）

2

2

3（1）

3

6（1）

7（4）

1（1）

8（5）

18（8）

4（1）

22（9）

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 合計

行政 人間科学

学部卒（6年制）

修士課程修了

博士課程修了

合計

院卒程度
試験

3（1）

3（1）

2

2

1

1（1）

2（1）

1

1

11（3）

3（1）

14（4）

3（2）

2

5（2）

1

1

工学
化学
・
生物
・
薬学

数理科学
・
物理
・

地球科学

農業科学
・
水産

農業農村
工学

森林
・

自然環境
法務 合計

技術系

14（5）

合計

36（13）



採用情報採用に関するQ&A

職員訪問

お問い合わせ先

文部科学省インターンシップについて

ジョブ型研究インターンシップについて

http://www.mext.go.jp/b_menu/saiyou/1330632.htm

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2　TEL 03-5253-4111（代表）

応募人数と
受入人数の推移
（令和5年1月25日現在）

事務系
大臣官房人事課任用班任用第一係
（内線2135）
E-mail：mext-s@mext.go.jp

技術系
大臣官房人事課任用班任用第二係
（内線3426）
E-mail：saiyou-tech@mext.go.jp

施設系
大臣官房文教施設企画・防災部
施設企画課総務係（内線2523）
E-mail：sisetu-somu@mext.go.jp

48

採
用
情
報

Q1 文部科学省では、どんな人材を求めているのですか？

文部科学省では「教育」「科学技術・学術」「スポーツ」「文化」といった幅広い分野を担当しています。これらは、「人材の育成」の観点から、いずれも極めて重要な行
政分野であり、未来の動向を見据えた総合的な政策の企画・立案及びその展開が強く求められています。「人」を育て、「知恵」を生み出し、「未来」の基盤をつくっ
ていくという役割を担う文部科学省では、人間が好きで、将来のビジョンのための新しい感覚、柔軟な思考力とそれを現実に結びつけるのに必要な、困難な課題
にも粘り強く立ち向かう気概や想いを持った方々を求めています。

仕事の内容や職員の雰囲気をよりよく知っていただくために、職員訪問の機会を設けてい
ます。令和5年3月現在、対面とオンラインで職員訪問を行っています。区分・職種ごとに申
込方法が異なるため、詳細は以下のページをご参照ください。

文部科学省において実務を体験することにより、主体的な職業選択や高い職業意識の育成を図り、文部科学省行政への理解を深めてもらうことを目的に夏期及
び春期休業中に実施しています。開始時期の約３ヶ月前から文部科学省のホームページに実施概要を掲載します。

大学院教育の一環として行われる長期間かつ有給の研究インターンシップの普及により、これらのことを文化として社会に定着させること、そして、それをもって、
Society5.0に相応しい雇用の在り方と高等教育が提供する学びのマッチングを図ることを目的として、令和３年度より、先行的・試行的取組としてジョブ型研究
インターンシップが実施されております。
文部科学省では、文部科学行政、とりわけ科学行政政策に対する理解を深めてもらうとともに、学生の専門分野の学修の深化や公務又は科学技術に関係する職
業を志望する人材育成の一助となることを目的に令和４年度より募集を開始しています。　

Q2 総合職と一般職の職員の仕事内容は、どのように違うのですか？

総合職は政策の企画・立案や省内外との調整業務、一般職事務系は総務、会計といった管理業務や事業の実施、一般職技術系は技術的な知識、経験を背景に
専門性を活かせる業務に携わることが多いかと思います。しかし、従来から文部科学省では本人の希望や能力、適性等を踏まえた人事配置をしており、一般職職
員が、適性や能力に応じて、政策の企画・立案の色合いの濃い仕事に携わることもあります。

Q3 事務系行政官と技術系行政官の職務上の違いはありますか？

試験区分に応じて、事務系採用、技術系採用とありますが、事務系行政官・技術系行政官の区別はありません。当然、高度な専門的知識を必要とする業務の場合
は、事務系と技術系の背景を考慮しますが、入省後は「適材適所」で配置が決まります。これからの「変革の時代」を乗り切っていくためには、自分の専攻分野にと
らわれず、幅広い視野を持って、新しい世界にどんどん挑戦していく積極性が求められます。

令和２年度

受入人数

応募人数

66

290

39

226

71

567

60

230

60

492

36

135

令和３年度 令和４年度

夏期 夏期 夏期春期 春期 春期



事務系
大臣官房人事課任用班任用第一係（内線2135）
E-mail：mext-s@mext.go.jp

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL.03-5253-4111（代表）

技術系
大臣官房人事課任用班任用第二係（内線3426）
E-mail：saiyou-tech@mext.go.jp

施設系
大臣官房文教施設企画・防災部
施設企画課総務係（内線2523）
E-mail：sisetu-somu@mext.go.jp

MINISTRY OF EDUCATION,
CULTURE,SPORTS,
SCIENCE AND TECHNOLOGY-JAPAN
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千代田線霞ヶ関駅

銀座線虎ノ門駅

霞が関ビル

西館

共用ロビー

銀座線虎ノ門駅新連絡口
11番出口直結

銀座線虎ノ門駅
連絡口6番出口
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財務省

東館

三　年　坂

玄関

1

1
銀座線「虎ノ門」駅連絡口6番出口2
銀座線「虎ノ門」駅連絡口11番出口直結3

2

3

中央合同庁舎7号館
旧文部省庁舎

中央合同庁舎7号館
旧文部省庁舎
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