
キャリアパス
のイメージ

研修制度
について

出向
について

内閣府のロールモデルの例

経済財政分野における
政策分析専門家育成プログラム

各種研修・働き方改革セミナー等

管理職
課や室の施策責任者として、各種会
議に出席する機会も多くなります。
また、課室員全体のマネジメントも
重要な役割となります。

課長補佐
様々な部局を経験する中で培ってき
た専門性を活かしつつ、課の施策の
取りまとめなど、課長を支える重要
な役割を担います。

係 長
各係の施策を達成するため、資料作成
や関係部局との連絡調整といった具
体的な業務の責任者となります。部下
への指導も重要な役割となります。

係 員
内閣府職員の1年生として、先輩や上
司から業務の内容や仕事の進め方な
どを学びます。また、最初は、所属課や
係の窓口として、関係部署との連絡調
整を行う機会も多くなります。

採 用
入府後に、新採用職員研修を実施し
ます。内閣府の業務概要のほか、国
家公務員としての心構えなど基礎的
な知識を学びます。その後、各部局
に配属されます。

総理のリーダーシップを支える中心的な
存在として、官邸や特命担当大臣に直結
し、国政上重要な政策の企画立案・総合調
整を行う。

内閣府のみならず、官邸・内閣官房を含め、
国会業務や総務・会計部門等のエキスパー
トとして、行政運営の基盤を支える。

社会の在り方、国民生活に密接に関わる
分野において、国民目線に立って政府部
内を強力に調整し、政策を推進する。

栄典行政、公式制度、公文書管理など国家
の基盤に関わることや、沖縄政策･北方対
策など特別の理由に基づき総理が担当す
ることがふさわしい分野におけるプロ
フェッショナルとして政策を推進する。

経済財政、科学技術分野等、政策・制度の
企画立案に貢献する人文・社会・自然科
学的知見を実証に基づき提供する。

官邸直結の政策マネジャー･
プロジェクトマネジャー

組織基盤を支える
エキスパート

国民目線に立った
政府のセンタープレーヤー

政策･制度に立脚し、現場との
接点を持つ政策分析専門家

総理直轄分野の
政策プロフェッショナル

幅広い業務を担っている内閣府では、職員の成長、
専門性の向上等のための機会や独自の研修制度が整備されています。

　新採用職員・若手職員・管理職向けなど、各階層で必要なスキルを身に付けられる研修のほか、
国会業務、会計実務等の配属先で必要となる知識を学べる研修や、excel スキル、経済分析手法等を
学べるスキルアップ研修等もあります。
　また、幹部候補育成過程に選出された職員は、内閣人事局が実施する研修などを受けることがで
きます。このほか仕事をしながら大学へ通って
いる先輩職員もいます。

　有識者による講演や各種セミナーなども実施しており、職員が働き
やすい環境をサポートしています。

　内閣府職員が経済財政分野などの仕事をする上で求められる経済
学等に関する知識を学び、それを実際の業務に応用するための実践
的な着眼力や分析力を磨く
ための研修制度です。毎回、
複数のプログラムが用意さ
れており、各プログラムと
も幹部・管理職職員等が育
成主任となって運営してい
ます。

　内閣府の勤務地は主に東京と
なります。他の多くの省庁のよ
うに数年おきに転居を繰り返す
といったことはありません。
　一方、内閣府では他省庁との
人事交流を積極的に行ってい
ます。現在の主な出向先は下図
の通りです。特に内閣官房へは

多くの職員が出向しており、国政の中
枢を支えています。また、能力や適正に

応じて、在外公館等に出向する機会もあります。多様な行政分野や
価値観に触れ、考え方の幅を広げる重要な機会となっています。

政策課題を考える

金融政策の実際

日本の財政～政策と分析

地域経済の課題と政策

景気分析スキルの向上

SNAの概念と経済分析

VBAを活用した新しい分析手法の習得

分析スキルを高める

内閣府
（Cabinet Office） 地方・

民間など

在外公館

他省庁

総理官邸などの内閣官房、
内閣法制局、宮内庁、警察庁、
消費者庁、総務省、外務省、
文部科学省、 国土交通省、
環境省、復興庁、参議院など

沖縄総合事務局、
独立行政法人など

クロアチア大使館、
スリランカ大使館、
チリ大使館

働き方改革

研修等

※一例です。 （令和4年2月現在）

キャリアパス･研修制度など
内閣府職員としての役割や将来像をイメージしやすいよう、採用1年目からのキャリアパスを紹介します。
皆さんの入府後のロールモデル選択の参考に役立ててください。

内閣府では概ね2年程度で人事異動があり、様々な部局の仕事を経験します。
その中で、各自の適正に応じた専門性を培っていきます。また、定期的に配属先に関する希望を申告する制度があります。

キャリアパス・研修制度など
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 内閣府で働くことについて
内閣府は多岐にわたる業務を行っております。そのため、他省庁、地方公
共団体、民間企業等からの出向者の方もたくさんいらっしゃいます。そういっ
た中で業務を効率的に進めていくためには、周りとコミュニケーションを
とり、情報の収集・共有が重要になってきます。
また、役職が上がるにつれて、求められることや、責任も大きくなるなか、
異動先によってはこれまで経験をしたことが無い業務に携わることもあり
ます。そういった中で業務を進めていく上でも、上司や同僚とコミュニケー
ションが重要となり、協力して行う必要があります。
そのため、周りの人たちと良好な関係を構築し仕事をすることを意識し
ております。

 内閣府で働くことについて
内閣府に採用されて16年以上の歳月が経過しました。この歳月の中で採
用に携わる機会も多く、担当者として「自分は国家公務員として働くことを
勧めているが、結局のところ国家公務員として働くということはどういう
ことなのか。」と自問していた時期がありました。そんな中、以前配属されて
いた賞勲局の業務で勲章を受章者にお届けした際、受章者の多くの笑顔に
触れることができたことを思い出し、「国家公務員として働くこととは、国
民の笑顔を一つでも増やすことなのではないか」という結論に至りました（逆
を言えば、国民の涙を一つでも減らすことと言ってもいいかもしれません。）。
全国に多くの国家公務員の方々が日々働いていますが、きっとみなさんそ
ういった理念のもと働いているのではないかと。この考えが正しいかは分
かりませんが、あながち間違っていないと仮定すると、内閣府は非常に幅広
い所掌業務を持っていますので、国民の笑顔を一つでも増やす（国民の涙を
一つでも減らす）たくさんの機会に恵まれた職場だと思っています。

同僚にも大事にしてもらいたいので、できる限り仕事はスマートに取り組み、
改善・見直しにも努めています。

 ご自身の業務経験を踏まえて、あなたの 
考える内閣府が求める人材について

正直で、学び続け、行動を起こせる人はどの組織でも人材だと思います。
さらに内閣府では、進んで多様な人や知恵に臨める方が求められているの
ではないでしょうか。そして、恐れず恥をかけるのも成功の第一歩です。

 あなたにとって仕事とは？
社会との関わり方そのものです。かつては自分本位で、精一杯自分を表現
する手段でしたが、今や、自分のためではなく、家族や同僚のため、誰かの
役に立つためのものであり、そして私なりに社会に貢献できる方法です。

 ご自身の業務経験を踏まえて、あなたの 
考える内閣府が求める人材について

幅広い業務を担っており、その時々の政権が求める事柄に対応する必要
がある内閣府においては、新しい事にも怯まない、いろいろな事に興味を持
ち自らチャレンジする気概を持つ人材が必要とされているのではないかと
思います。また出向者が多い省庁であるからこそ、いろいろなバックボーン
を持つ方々の中で働くことを楽しめる方も向いていると思います。

 あなたにとって仕事とは？
「人生を彩り豊かにするもの」です。育児休業中に感じた、何か満たされな
い気持ち、頭がフル回転しない感覚はいまだに忘れられません。仕事はもち
ろん100％楽しいものではありませんが、日々いろいろな事柄に触れ、いろ
いろな人と触れ合い、山あり谷ありを繰り返すことで、人生がより豊かになっ
ていくと思います。

 仕事とプライベートの両立について
仕事に取り組む際は仕事モードのスイッチをオンにして、プライベート
の延長のよう状態で臨まないことを意識しています。その一方で、仕事のス
イッチがオンのままプライベートの時間を過ごしていては、十分にリラッ
クスすることが出来ないので、仕事モードのスイッチはオフにして自分の
趣味や家族と楽しく過ごすようにしています。

 ご自身の業務経験を踏まえて、あなたの 
考える内閣府が求める人材について

内閣府は多岐にわたる業務を扱っており、異動先によっては、これまで経
験したことのない業務に携わることもあります。その中で、周りとコミュニ
ケーションをとりながら積極的に業務に取り組み、責任感をもって働ける
方と一緒に仕事を出来ればと思います。

 あなたにとって仕事とは？
「生活のため」というのもありますが、それ以上に仕事をすることにより、
数多くの人と出会い、いろいろの経験をすることによって、自分自身が成長
できる場所だと思います。

 仕事とプライベートの両立について
入府以来、仕事とプライベートを別の軸として考えるといった感覚が乏
しく、両者の両立という考え方があまりないのが現状です。仕事のためにプ
ライベートがあって、プライベートのために仕事があって、その全体が私の
人生なのかなと。

 ご自身の業務経験を踏まえて、あなたの 
考える内閣府が求める人材について

内閣府は非常に多彩な所掌業務を持っているので、いろいろなことに興
味を持つことができる方が向いているのかもしれません。また、間違ってい
てもいいので、自分なりの考え方や信念を持っている方は素敵だと思いま
す（ごり押しはだめですが。）。それと、前向きに元気に明るく、＋αで若干
の強気があれば！

 あなたにとって仕事とは？
周囲から「イケダくんは本当に楽しそうに仕事をしている。」と言われる
ことがあります。自分自身が楽しめて、周囲も明るくして、なおかつ国民の
笑顔が一つでも増えることにつながる、そういったように仕事をしていき
たいですし、そうあるべきだと思っています。

 内閣府で働くことについて
初めて内閣府の門を叩いた大学生の頃、内閣府の「多様性」に惹かれたこ
とを覚えています。総理をはじめ多くの大臣の下、時の政策課題を幅広く所
掌し、人が集う「知恵の場」に憧れを抱きました。実際、若手の頃は、異動の
たびに転職を錯覚するほど仕事も環境も変わり、シビれました。随分、時間
を忘れて仕事に没頭しましたが、結婚、そして「○○で初の男性育休取得者」
の名誉をいただいた時期に転機を迎えました。イクメンへの転向は、妻との
パートナーシップと仕事のマネジメントを深めてくれました。また幸運に
も、私の働く悩みに真摯に向き合ってくれた方々、目指す先を導き育ててく
れた方々にも恵まれ、個人ではなく、チームとして働く発想に大きく転換で
きました。「多様」な職場であるからこそ、いかに協力し合えるかは大事な
課題だと思っています。これからは、先人からいただいたものを、若手に引
き継ぎたいと思っています。是非、一緒に働きましょう‼

 仕事とプライベートの両立について
良い意味で、仕事とプライベートの境界は曖昧です。家で妻と仕事の話を
しますし、職場で同僚と家事や子育ての話をします。どちらで得たことも、
どちらでも活用しています。もちろん、家族との時間は何よりも大事ですし、

 内閣府で働くことについて
「名前は聞いたことがあるけれど、何をしているのかは分からない。」
これが、内閣府の一般的なイメージではないでしょうか。私自身、いまだ
に内閣府を一言では言い表すことができません。幅広い所掌業務故に、やっ
ている業務は各人で異なり、その時々の政権、時代によっても中心となる業
務、求められる役割が変わってくるのが内閣府だと思います。ある意味カメ
レオンのような存在かもしれません。
それは働く職員も同じであり、官邸に直結する業務に携わる機会もあれば、
沖縄の方々とお酒を酌み交わしながら未来について語り合う機会もあります。
約2年に1回「転職」のように様々な部署を経験する中で、求められる役割、
担う業務も七変化していくように思います。常に新たな政策、課題が降って
くる中で、新しい事柄に触れることができ、様々な仕事人としての自分を楽
しむことができる。世の中には公務員としての仕事は多々ありますが、ここ
まで幅が広く、様々な事柄に触れることができる職場は他にないと思います。
これこそが内閣府で働く醍醐味かもしれません。

 仕事とプライベートの両立について
小4、小2の男子2人を育てる身としては、仕事とプライベートの両立は
常に最重要課題です。毎日が一瞬で過ぎ去っていきますが、勤務時間中は仕
事に全力投球、帰宅後＆休日はプライベートに集中するように心掛けてい
ます。切り替えが難しい時、悩んだ時は、家族・友人との語らいと大好きな
お酒でリフレッシュしています！

大臣官房会計課審査第1係長

細谷 明弘 Hosoya Akihiro

大臣官房人事課任用第1係長（前職）

池田 匡史 Ikeda Masafumi

沖縄振興局総務課事業振興室課長補佐

朝倉 亮 Asakura Ryo

内閣官房内閣人事局任免協議企画担当主査（前職）

池田 真名美 Ikeda Manami

Career Career

Career Career

平成13年	 大臣官房情報管理課情報	
ネットワーク係

平成16年	 大臣官房企画調整課情報	
システム室情報ネットワーク係

	 大臣官房会計課予算第4係
平成17年	 大臣官房会計課予算第3係
平成18年	 経済社会総合研究所国民経済計算部	

国民支出課

平成20年	 大臣官房会計課給与第1係
平成22年	 内閣官房内閣総務官室
平成24年	 迎賓館庶務課会計係長
平成26年	 大臣官房総務課調整第2係長
平成27年	 内閣官房内閣総務官室
平成29年	 大臣官房会計課予算第5係長
平成30年	 大臣官房会計課予算第2係長
令和 2 年	 現職

平成16年	 政策統括官（経済財政運営担当）付	
参事官（予算編成基本方針担当）付

平成19年	 大臣官房企画調整課審議会等専門職付
平成21年	 国民生活局市民活動促進課
	 大臣官房市民活動促進課	

政策企画専門職付
平成24年	 政策統括官（経済社会システム担当）付	

参事官（「新しい公共」・市民活動促進担当）付	
政策企画専門職

平成24年	 消費者庁総務課給与係長
平成26年	 消費者庁総務課任用係長
平成28年	 賞勲局審査官付審査第二係長
令和 2 年	 前職
令和 4 年	 現職	消費者庁消費者制度課	

課長補佐心得

平成15年	 国民生活局市民活動促進課
平成17年	 大臣官房総務課調整2係
平成19年	 内閣官房内閣総務官室
平成21年	 独立行政法人国立公文書館業務課	

連絡調整係
平成23年	 独立行政法人国立公文書館	

公文書専門官
平成24年	 大臣官房総務課情報公開係長
平成25年	 内閣法制局第一部意見係長
平成26年	 育児休業

平成27年	 政策統括官（沖縄政策担当）付	
参事官（企画担当）付	
企画第2担当主査

平成29年	 大臣官房人事課係長
	 育児休業
	 独立行政法人国立公文書館総務課	

専門職（広報担当）
令和 2 年	 賞勲局審査官付審査第三係長
令和 3 年	 現職

平成21年	 沖縄振興局総務課事業振興室	
専門職付

平成22年	 沖縄振興局総務課調整係
平成23年	 沖縄振興局総務課事業振興室大学院	

大学第2係
平成24年	 育児休業
平成26年	 沖縄振興局参事官（特定事業担当）付	

特定事業第1担当主査付

平成26年	 内閣官房内閣総務官室
平成29年	 男女共同参画局調査課	

調査分析専門職
令和元 年	 前職
令和 3 年	 現職	日本学術会議事務局企画課	

審査係長
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私のキャリアパス
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!
出勤後、まずはメールチェック

を行います。資料確認・作成、作業
依頼を発出する必要がある業務等
を整理し、効率よく対応するよう
心掛けています。

作業依頼を発出
作業対象となる省庁や部局等へ作業依頼を発出します。前例

を確認しながら作業内容の理解を深め、問い合わせが来た時に
は迅速に回答できるように準備もしています。

10：00

11：00

昼 食12：00

問い合わせ対応
日々多くの問い合わせが来る
ため、速やかに回答できるよう上
司と相談しながら対応するように
しています。また、通常業務が滞
ることの無いように並行して対応
できるよう努めています。

13：00 書類確認・作成
支払い書類の確認や債権管理
の書類作成をします。日々多くの
書類を確認・作成するため、関係
する部局や他係等とよく連携を取
り、迅速且つ正確に処理ができる
よう心掛けています。 自席で食べることが多い

ですが、たまに息抜きを兼
ねて近くのお店に出掛ける
こともあります。

14：00

打合せ
定期的に他係や班内で
打合せを行います。打合
せでは、自身の意見や疑
問点について積極的に発
言するよう心掛け、後で
打合せの内容をフィード
バックしやすいよう、議事
メモ等を作成します。

雨の日も風の日も同期と
一緒に近くの定食屋さんで
昼食を食べます。毎日この
息抜きがあるので午後も頑
張れます。

15：00

メールチェック
残っている業務の確認を行い、今日中にしなければいけない
業務と明日に回せる業務の仕分けを行います。業務が落ち着い
ている時は今後対応する業務の予習を行い、効率的に業務が出
来るよう努めています。

17：00

退 庁
早く帰れる日には定時退庁を
心がけ、同期や友人とご飯を食
べに行ったり、趣味のダーツや
温泉等に行き、オン・オフをしっ
かり切り替えてメリハリをつける
ようにしています。

19：00

大臣官房会計課出納第1係（前職）

石田 哲平
Ishida Teppei

育児時間とは・・・
育児のために、就業しながらフルタイム勤務より短い勤務時間
で勤務することができます。
小学校就学までの子を養育する職員を対象として、勤務時間の
始め又は終わりを合計で２時間まで短くすることができます。

メールチェック
メールチェックを行います。案件ご
とにフォルダを分けて整理を行い、処
理すべき案件については優先順位を
決めて対応を行います。

9：30

昼 食 12：00

資料作成
統計作成部局に向けた資料の作
成を行います。統計の関係は分か
りにくい部分も多いため、なるべ
く分かりやすい資料作りが出来る
よう努めています。資料の作成を
行うことで、自分自身の勉強にも
繋がっています。

13：00

問い合わせ対応
部局に作業をお願いしていた
案件に関する問い合わせに対応
します。可能な限り自分で調べ
て回答しますが、不明な点等あ
れば依頼元の関係省庁に確認の
上、適切に迅速な対応が出来る
よう心掛けています。

15：00

退 庁
翌日にするべき業務を整理した後、
退庁します。退庁後は、晩御飯の献
立を考えながら保育園に子どものお
迎えに行きます。子どもの笑顔を見
ると一日の疲れがとれます。

16：15

関係部局へ依頼した資料の内容確認
部局に作成をお願いしていた資料について、内容の確認を行
います。御提出いただけ次第、早めの確認を心掛けています。

疑問点があればメールや
電話で担当部局に確認を
行います。

10：00大臣官房企画調整課係長

毛利 奈美
Mouri Nami

採用4年目の職員

メールチェック

現職の業務内容を教えてください。

日頃業務を行う上で意識していることは？

あなたの気分転換の方法は何ですか。

繁忙期と閑散期、1年間を通して、何を意識して
業務に取組んでいますか。

国の会計手続きを定めた会計法や民法、その他の法令に
従い内閣官房及び内閣府の支出決定や債権管理等の事務を
行っています。

締切のある業務が多くあるため、期限に余裕をもって提出
が出来るよう作業可能なものから早め早めに片付け、常に
1か月先の作業を想定して業務を行うように心掛けています。

平日の仕事終わりや休日に同期や友人と趣味のダーツを
することや温泉に行くことです。

1年間を通して、繁忙期に効率的に作業が行えるよう閑散
期のうちに可能な限り事前準備を進めておくことを心掛けて
います。

現職の業務内容を教えてください。

日頃業務を行う上で意識していることは？

あなたの気分転換の方法は何ですか。

繁忙期と閑散期、1年間を通して、何を意識して
業務に取組んでいますか。

統計関係の窓口業務や、内閣府所管統計調査の審査業務
等を行っています。

現在育児時間を取得しているので、特に優先順位を決めて
効率的に業務を行うことが出来るよう意識しています。

休日に子どもと公園に行って遊ぶことです。家族で都内の
いろいろな公園を巡って楽しんでいます。

事前に出来ることは早めに準備を行い、業務が偏る期間が
なるべく生じることが無いよう努めて業務に取り組んでい
ます。

育児時間勤務の職員

職員の一日のスケジュール
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女
性
対
象

男
性
対
象

男
性
・
女
性
対
象

妊娠 出産 1歳 3歳 6歳

通勤緩和等

産前休暇（6週間前から）

83.0％
95.7％

※数字は「仕事と家庭の両立支
援関係制度の利用状況調査
（令和 2年度）」より

配偶者出産休暇使用率

育児参加休暇使用率
(あわせて５日以上取得 100%が目標）

時間外勤務の一部免除、
健康診断等のための職務専念義務免除等

配偶者出産休暇（２日）

育児参加のための休暇（５日）

早出遅出勤務
 （小学校就学まで又は放課後児童クラブに通う小学生）

子の看護休暇、残業等の一部免除
育児短時間勤務（小学校就学まで）

育児休業（３歳まで）

残業の免除（３歳まで）

産後休暇
（８週間）

※数字は令和 2年度（内閣府）

46.8％

100.0％

男性

女性

新たに対象となった職員の
育休取得率

(目標 20%以上）

(目標 100%）

内閣府のワークライフバランス
内閣府では、子育てしながら安心して働き続けられる職場環境の整備に努めています。

テレワーク推進に向けた取組 「出生予定届（パパ・ママ予定届）」を 
通じた子育て環境の充実

現在、一般職員全員を対象とした	
テレワーク推進の取組を進めています。	
子育てや介護の関係で、職場への出勤
が困難な場合にも柔軟な働き方ができ
るよう、しっかりサポートをしていき
ます。

子どもが生まれる予定のある職員は、人事課に出生予定届を	
提出しています。
男性職員から出生予定届の提出があった場合には、上司は、	
休暇取得の日程の相談を積極的に行うことや周囲の職員への協力
要請を行うことなど、職員が産休・育休を取得しやすくなるよう
環境整備に取り組んでいます。

仕事と子育ての両立のための制度

育児休業取得者からのメッセージ

●	育児休業中に感じたこと
初めての育児というこ
ともあり、毎日子供のお
世話に追われる生活に慣
れるのがとにかく大変で
したが、ずっと一緒にい
られる分、日々のちょっ
とした成長を感じるこ
とができ、とてもかけが
えのない時間を過ごせ
ました。
職務復帰後は、子供が
体調を崩して急遽お休み
をいただくことも多々あ
り、周りの皆さんに申し訳ない気持ちでいっぱいになったり自分の
ペースで仕事ができないことを辛く思ったりすることもありましたが、
その都度上司や先輩職員の方から温かいお言葉をいただき、サポー
トしていただきました。それらの経験から、できる時に精一杯周り
の方々に恩返しする気持ちで職務に当たるようになりました。

●	育児休業中に感じたこと
私は、子どもが生まれ
てすぐに約1か月間の
育児休業を取得しまし
た。赤ちゃんと日々一
緒に過ごすことで、この
子の親になったという
実感が強く芽生えたと
ともに、新生児の時にし
か見られない反応をじっ
くり見れたり、かけがえ
のない時間を過ごすこ
とができました。復帰
後は、周りの方の手厚い

サポートのありがたさを改めて感じました。良くしていただいてい
る分、自分に出来ることを積極的に行おうとモチベーションの向上
にもつながりました。

●	現職の業務内容について
大臣官房サイバーセキュリティ・情報化推進室で、内閣府職員が業
務を行う上で必要不可欠な基盤業務システムである内閣府LAN（共
通システム）の運用・管理を担当しています。

●	現職の業務内容について
内閣府職員の人事記録の作成・整備や、各種職員録のとりまとめな
どを行っています。また、人事や給与に関するシステムの運用に当
たり、関係者との調整等も行っています。

●	育児休業の取得前・後で働き方が変わりましたか
保育園のお迎えに間に合う時間で業務を終える必要があるため、
業務に当たっている時間は最大限集中するようにしています。また、
常にいつまでに何をしなければならないかを考え、優先順位をつけ
ることを育児休業取得前よりも意識して働いています。

●	育児と仕事の両立を考えている学生へのメッセージ
育児と仕事の両立は大変ですが、支援制度は充実していますし、	

周りの職員の方々や家族へ
の感謝を忘れずに頑張って
いれば、困ったときには必ず
助けてくれるはずです！子供
が小さいうちは一人で頑張
りすぎず、「使える制度は使
う・頼れるときは頼る」とい
うように甘える気持ちを持
つことも重要だと思います。

●	育児休業の取得前・後で働き方が変わりましたか
時間内に業務を終わらせるために、業務に優先順位をつけて後日
に回して問題ないものは後日時間のある時に行うようにしています。
また、予め調整することで減らせる業務を減らすなど業務の見直し
も行うことで、少しでも早く帰って育児に充てる時間が多くなるよ
うに心掛けています。

●	育児と仕事の両立を考えている学生へのメッセージ
男性の育児と仕事の両立は難しいと思っていましたが、実際に経
験してみると自分が思っていた以上に育児に対する理解が広がって

いると感じました。働き方の
面でも、テレワークによる通
勤時間の削減やフレックス
勤務による柔軟な勤務形態
など制度が充実しています。
将来、子育てを考えている方
は、周りの方と相談しながら、
自分に合った方法で育児と
仕事を両立していただけれ
ばと思います。

大臣官房人事課 
記録・調査係 大庭 美穂

Oba Miho

大臣官房サイバー 
セキュリティ・ 

情報化推進室
岡﨑 勇至
Okazaki Takeshi

（イメージ図）

内閣府のワークライフバランス
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･･･を楽しみにしています。

･･･のような存在を目指して

います。

･･･になることだと思います。

･･･に魅力を感じて
志望しました。

･････････
も決め手の
一つです。

･････････
があれば
大丈夫です。

････････を
味わうことが
できます。

経済社会総合研究所

野田 巧

経済社会総合研究所

福井 瑠璃子

内閣官房内閣人事局

藤澤 実彩

大臣官房人事課

稲元 祥吾

経済社会総合研究所

宇井 里乃

内閣官房内閣総務官室

野尻 佳那

大臣官房サイバーセキュリティ・	
情報化推進室

野間 翔恒

経済社会総合研究所

丸山 未来

大臣官房会計課

石見 敦央

賞勲局

上村 優空

経済社会総合研究所

高橋 美香

内閣府を志望した理由
幅広い分野の業務に携わることができる点
に魅力を感じたからです。組織や、職員の
方々の雰囲気も印象に残りました。

政策統括官（経済財政運営）

萱沼 雄喜

賞勲局

久木野 広大

入府を目指す学生へメッセージ
内閣府は仕事を通じて自分を成長させてい
ける職場であると思います。入府を目指す
みなさんと一緒にお仕事ができることを楽
しみにしています。

賞勲局

瀬尾 七菜美

内閣府を志望した理由
内閣府は様々な角度から社会の課題に向き
合うことができると考えていましたが、面
接で出会った職員の方々の人柄に感銘を受
けて志望度が高まりました。

賞勲局

渋谷 茜音

入府を目指す学生へメッセージ
種類の違う仕事を経験できるので、飽きる
ことはないと思います。面倒見のいい方が
多いので、新しい仕事も楽しく経験できる
ところです。

日本学術会議事務局

石川 絵理

内閣府を志望した理由
多種多様な業務内容と、先輩職員の方々の
柔らかい雰囲気が魅力的だったからです。

入府以来、一番印象に残っている仕事
法人企業景気予測調査の公表作業です。初
めて携わった調査結果が新聞等で取り上げ
られたときが印象に残っています。

入府以来、一番印象に残っている仕事
国際コンファレンスのチラシ作りに携わっ
たことです。著名な経済学者の方たちが参
加されているコンファレンスのチラシ作り
に携わることが出来、嬉しかったです。

内閣府を志望した理由
多種多様な業務に携われることに魅力を感
じたからです。多様な業務に携わることに
よって身に付けた知識や経験を活かし、幅
広い視点から社会に貢献したいと考えたた
め志望しました。

仕事上の夢・目標
幅広い視野で多様な角度から物事を考え、
突発的な業務にも柔軟に対応して、経験を
積み重ね、常に成長していきたいです。

入府以来、一番印象に残っている仕事
四半期別GDP速報の公表です。推計作業や
HP掲載など、公表に向けての作業は毎回緊
張しますが、無事公表を終えられるととて
も安心します。

仕事上の夢・目標
業務等で得た経験をもとに広い視野をもち、
周囲の方々に信頼される職員になること	
です。

総務省公害等調整委員会事務局

石口 麗奈

内閣官房内閣総務官室

磯 佑奈

入府を目指す学生へメッセージ
可能性に満ちています。様々な選択肢を検
討してみてください。

入府を目指す学生へメッセージ
プレッシャーの大きい仕事が多いですが、
それを乗り越えた分の達成感、充実感はど
の組織よりも味わうことができます。

内閣府を志望した理由
社会情勢によって変化する国の最重要課題
に、府省横断的な視点から取り組むことが
できるという役割の大きさに魅力を感じた
からです。

入府以来、一番印象に残っている仕事
内閣府青年国際交流事業の、日本参加青年
の選考業務に携わったことです。皆さんの
夢や目標を聞きながら、私も一緒にわくわ
くしてました。

仕事上の夢・目標
業務内容の理解や知識を深め、自分の働き
で周囲に貢献し、同じ課・部局の職員から頼
られるような存在になることです。

内閣府を志望した理由
他の省庁にはない特殊な環境に興味を持ち
ました。内閣府の特命担当大臣の人数から
もわかるように取り扱っている分野の所掌
範囲は広いと思います。

内閣府を志望した理由
他の省庁にはない様々な業務を経験でき、
多くの業務を経験できると考えたからです。
また、説明会や面接等から感じた職員の方々
の雰囲気の良さも決め手の一つです。

入府以来、一番印象に残っている仕事
春秋叙勲の審査です。私が審査した方たち
がテレビや新聞に掲載されているのをみて、
達成感を覚え、同時に仕事への責任感をよ
り一層感じました。

2021年度入府者からみなさんへ
2021年度に入府した先輩たちのメッセージを通して、
彼らの志、内閣府の印象、そして内閣府を目指すみなさんへの
メッセージを紹介します。

政策統括官（政策調整担当）

福田 百恵

2021年度入府者からみなさんへ
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　政府としてワークライフバランスの旗振り役である内閣府では、職員が活力を持って働くため、
多様で柔軟な働き方を大切にして、ワークライフバランスの実現を目指しています。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、大勢で集まることが出来ない期間もありますが、
職員一人一人が感染症対策を徹底した上でプライベートを充実させ、仕事のパフォーマンスも
上がるという好循環を生み出しています。

※コロナ禍以前に撮影された写真を含みます。

オフタイムの充実が、
明日の仕事の活力になる

大臣官房会計課

佐藤 元春

大臣官房企画調整課

杉野 太基

大臣官房会計課

永山 彩乃

大臣官房会計課

福士 真衣

大臣官房政府広報室

松田 奈千

消費者委員会事務局

佐藤 優妃

大臣官房会計課

内藤 ゆい

経済社会総合研究所

長谷川 俊輔

経済社会総合研究所

福原 千奈

内閣官房内閣総務官室

山田 莉紗

大臣官房会計課

北野 安純美
経済社会総合研究所

小谷 仁

入府を目指す学生へメッセージ
国の政策に直でかかわることができる業務
が多く、自分はすごいところにいるなぁと
日々感じる毎日です。他省庁との関わりも
多いため、幅広い業務に携わりたい方には
ピッタリです。

入府以来、一番印象に残っている仕事
内閣府の全大臣がご出席される会合に向
けて、関係各省と出席や発言登録の調整を
行ったことです。無事終えたときはホッと
しました。

内閣府を志望した理由
多種多様な業務に取り組めることに魅力を
感じ、国の機関として国や人を支えられる
仕事に携わりたかったからです。

仕事上の夢・目標
ともに働いている職場の方々に、信頼して
仕事を任せていただけるような職員になる
ことです。

仕事上の夢・目標
様々なことに関心を持ち、より多くの分野
の業務で活躍することができる人材になる
こと、そして仕事とプライベートの区分け
をしっかりし、メリハリのある生活を送る
ことです。

入府以来、一番印象に残っている仕事
大臣が自分の運営する会議に御出席された
ことです。新聞やニュースなどでしか見た
ことがない大臣が出席されるのが、とても
印象的でした。また、大臣を支える立場で
あることを改めて実感しました。

入府を目指す学生へメッセージ
ニュースで見聞きする取り組みに携われる
など、魅力ある仕事ができる内閣府で皆さ
んと一緒に働ける日を楽しみにしており	
ます。

入府を目指す学生へメッセージ
日々学び、成長することができる職場だと
思います。一緒に働ける日を楽しみにして
います！

入府を目指す学生へメッセージ
内閣府と聞くととてもお堅い印象があると
思いますが、実際に入府してみたら、優し
く接してくれる先輩や同期がたくさんいて
素敵な職場です。

仕事上の夢・目標
業務で携わる人とお互いに良い影響を与え
ながら、スムーズに業務を進められる存在
でありたいです。目標は進めるところまで
進むことです。

入府を目指す学生へメッセージ
内閣府では、多岐にわたる仕事に携わるこ
とができるので、いろいろな仕事をしてみ
たいという方にはぴったりです。一緒に働
けることを楽しみにしています。

仕事上の夢・目標
内閣府は非常に幅広い分野の業務を扱って
いるため、様々な分野で活躍できるような
職員を目指しています。

2021年度入府者からみなさんへ 内閣府職員のオフショット
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お問い合わせ先
内閣府一般職採用担当窓口　大臣官房人事課任用係
〒100-8914 千代田区永田町1-6-1　TEL : 03-5253-2111（内線31343）

内閣府は、内閣を助けて内閣の重要政策に関する企画立案や総合調整、内閣総理大臣が担当するこ
とがふさわしい行政事務の処理等を任務とし、内閣総理大臣を長として、各省より一段高い立場から
仕事を行っています。内閣府の担っている行政は、他の多くの省庁と違い、非常に広範多岐に渡り、そ
の時々の新たな行政課題に常に対応していくことが求められています。

一般職（大卒程度）試験で採用された職員は月給225,840円、一般職（高卒者）試験で採用された職
員は月給187,920円です。なお、職歴等がある場合には、この金額にさらに加算された金額となる場
合もあります。採用後の昇給は毎年1月1日に行われます。この他、扶養手当（扶養家族がある者に、
配偶者6,500円等）、住居手当（賃貸のアパート等に住んでいる者等に最高28,000円）、通勤手当等の
諸手当が支給されます。さらに、6月と12月に期末手当・勤勉手当（いわゆるボーナス）が勤務成績等
により異なりますが、標準の場合には、1年間に俸給等の約4.3月分が支給されます（採用直後は勤務
期間が短いため、減額されます。）。

皆さんが内閣府の職員として採用されると同時に、内閣共済組合の組合員になります。共済組合で
は、皆さんの給料から徴収される掛金を基に、病気やケガ等をした際の医療給付や退職後等の年金給
付を行っています。これらは一般の健康保険や厚生年金に相当するもので、皆さんが安心して職務に
専念できるように生活面から支える制度として設けられています。また、その他の福利厚生としては、
定期健康診断の受診、保養施設の利用、マイホーム購入時等に資金融資等を受けることができます。

内閣府は、その任務が広範多岐に渡り、新たな行政課題を担当する機会が多いことから、特定の分
野に偏らない「広い視野」と「バランス感覚」を持つことが求められます。ただし、これらの能力は、内
閣府で仕事をしているうちに自ずと磨かれていきますので、何より内閣府の任務に興味を持ち、国政
の中枢で働く意欲にあふれた方をお待ちしています。

内閣府に採用された後は、試験区分、出身、学部に関わらず、概ね2～ 3年程度で人事異動があり、
様々な部局の仕事を経験し、その中から各自の適性に応じて専門性を培っていくこととなります。し
たがって、入府当初は必ずしも興味を持った分野に配属されるとは限りませんが、次第に適正に応じ
た配置が行われていきます。なお、入府後に配属先に関する希望を申告する制度もあります。

日本全国に地方支分部局を持つ省庁は全国転勤も多くあるようですが、内閣府関連の地方の機関と
しては、地方支分部局としての沖縄総合事務局と、京都に迎賓館があるだけですので、基本的に内閣
府職員は東京霞が関での勤務となります。ですので、転勤に左右されずに人生設計が立てやすいと
いったメリットがあります。

内閣府はどのようなところですか？

内閣府ではどのような人材を求めているのですか？

採用後は自分が興味を持っている分野へ配属されるのですか？

転勤はありますか？

給与はいくら支給されるのですか？

採用後の社会保険等はどのようになるのですか？

内閣府の業務説明会のご案内

採用関連情報
みなさんからのよくある質問や業務説明会、近年の採用状況について御案内いたします。

その他、聞きたいことや確認したいことがありましたら、「内閣府一般職採用担当窓口」までお気軽にお問い合わせください。

最新情報は、内閣府ホームページ
からチェックしてみてください！

近年の採用状況

内閣府では、内閣府への興味や理解を深めていただくた
め、業務説明会などのイベントを実施しています。
業務説明会では、内閣府の役割・特徴や非常に幅広い業務
内容について、採用担当職員がわかりやすく説明します。
その他、若手職員がこれまでの経験や職場の雰囲気など
をお話しするコーナーや、より具体的な業務の内容を聞い
たり、質問したりしやすいように少人数制による座談会も
開催しています。
内閣府に関心のある方もない方もぜひ御参加ください。
あなたのやりたいことがきっと見つかるはずです。

一般職（大卒程度）

採用男性採用年度 採用女性 採用男性 採用女性

平成30年度

令和 元 年度

令和 ２ 年度

10名

15名

8名

6名令和 ３ 年度

8名

8名

8名

12名

12名

8名

10名

7名

9名

7名

5名

10名

5名

9名

9名

11名令和 ４ 年度

一般職（高卒者）

採用関連情報
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〒100-8914 千代田区永田町1-6-1

＜内閣府本府庁舎＞
　●大臣官房（会計課、政府広報室、厚生管理官）
　●政策統括官（原子力防災担当）
　●知的財産戦略推進事務局
　●賞勲局　
＜中央合同庁舎第8号館＞
　●大臣官房
　　（総務課、人事課、企画調整課、政策評価広報課、公文書管理課）
　●政策統括官（経済財政運営担当）
　●政策統括官（経済社会システム担当）
　●政策統括官（経済財政分析担当）
　●政策統括官（防災担当）
　●政策統括官（沖縄政策担当）
　●政策統括官（政策調整担当）
　●男女共同参画局
　●沖縄振興局
　●経済社会総合研究所
　●科学技術・イノベーション推進事務局
　●北方対策本部
　●子ども・子育て本部

〒100-8970 千代田区霞が関3-1-1

　●国際平和協力本部事務局

〒100-0014 千代田区永田町1-11-39

　●地方創生推進事務局
　●健康・医療戦略推進事務局

◆内閣府本府庁舍／中央合同庁舎第8号館 ◆中央合同庁舎第4号館

◆永田町合同庁舎

〒107-0051 港区元赤坂2-1-1
◆迎賓館

〒106-8555 港区六本木7-22-34

◆日本学術会議

〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1
　　　　　　 那覇第2地方合同庁舎2号館

◆沖縄総合事務局

〒100-0013 千代田区霞が関3-7-1

◆宇宙開発戦略推進事務局
◆総合海洋政策推進事務局

内閣府一般職採用担当窓口　大臣官房人事課任用係

https://www.cao.go.jp/
〒100-8914 千代田区永田町1-6-1  TEL：03-5253-2111（内線31343）




