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＜略歴＞
・昭和 59 年 4 月
・平成 14 年 4 月
・平成 16 年 4 月
・平成 19 年 4 月
・平成 23 年 7 月
・平成 26 年 7 月
・平成 27 年 4 月
・平成 28 年 4 月
・平成 28 年 12 月
・平成 29 年 4 月
・平成 30 年 4 月
・平成 30 年 12 月

会計検査院採用
事務総長官房上席企画調査官付企画官（第４局担当）
第１局財務検査課金融検査室長
第５局上席調査官（融資機関担当）
事務総長官房人事課長
事務総長官房総務課長
事務総長官房審議官（第４局担当）
事務総長官房審議官（事務総長官房担当）
事務総長官房総括審議官
第２局長
会計検査院事務総局次長
現職

事務総長

「未来の調査官たちへ」
会計検査院は、明治 13 年（1880 年）に創設され、
以来 140 年以上にわたり一貫して我が国の会計検査
を担ってきました。
予算が適切かつ有効に執行されたかどうかを
チェックすることと、その結果が次の予算の編成や
執行に反映されることが、国の行財政活動を健全に
維持していく上できわめて重要です。そこで、憲法は、
「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこ
れを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告と
ともに、これを国会に提出しなければならない。」と
定めています。
この重要な職責を、外部からの制約や干渉を受け
ることなく厳正に果たせるよう、会計検査院には、
国会及び裁判所に属さず、また、内閣からも独立し
た地位が与えられるとともに、他の行政官庁と異な
り日本国憲法にその役割が直接規定されています。
現在、会計検査院では約 1250 人の職員が働いてい
ます。中でも、会計検査の最前線に立つ調査官は、
社会保障、科学技術、公共事業、防衛、経済協力な
ど広範・多様な行財政分野での検査経験を積み、また、
高度で実践的な研修プログラムによって幅広い専門
知識と検査技術を備えた我が国の会計検査の専門家
集団です。
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調査官は、全国各地、さらに海外にも赴いて行政や
事業が実際に行われている現場を実地に検査します。
一人一人の調査官が、検査を受ける機関の担当者か
ら直接説明を受け、国民の税金がどこでどのように
使われているのか自らの目で実際に確認しています。
霞が関の庁舎にいるだけでは知ることのできない行
政や予算執行の実際の姿を、国民に代わってチェッ
クするのです。そして、不適切な事態や改善すべき
事項を発見した場合、正に現場の姿を自らの目で実
際に確認したその調査官が、検査報告として国会に
報告するまで担当者として責任を持って案件に携
わっていくことになります。
私が皆さんにお伝えしたい会計検査院の仕事の魅
力、調査官の醍醐味は、調査官一人一人には大きな
権限が与えられ、重要な役割が課せられていること
です。それゆえに調査官は、自ら発見し指摘した不
適切な事態や改善すべき事項が、実際の行財政の場
で是正、改善されていく様子を目の当たりにして、
国民や納税者のために仕事をしているのだという実
感、大きな達成感を得ることができるということで
す。また、会計検査院の仕事は、単に会計経理の適
否にとどまらず、漫然と継続している政策や事業に
ついて、制度そのものの要否も含め改善のための具
体的な方策の提言を行う創造的なものでもあります。
明日の日本を背負うことになる皆さん、未来の調
査官となるべく会計検査院を訪ねてください。皆さ
んと一緒に働ける日を楽しみにしています。

はじめに

憲法第90条

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、
内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、
これを国会に提出しなければならない。

会計検査院では、①会計経理の監督②決算の確認を行い、国民の大切な税金が、無駄なく有効に使われた
かをチェックする仕事をしています。
会計に関する不正行為や不適正な会計経理を指摘するだけでなく、国の税金を使って実施した政策や事
業が有効に機能しているか、国民の利益につながっているかなどの観点からも検査を行っています。

会計検査院ってどんなところ？
特に際だった特徴が３つあります

１ 内閣から独立した憲法上の機関です。
国会及び裁判所に属さず、

内閣に対して独立の地位を有し、人事権・規則制定権・予算の

検査の中立性・
公正性を確保

自主性等の保障がされています。

２ 日本全国を舞台に活躍しています。

幅広い検査対象機関を検査するため、北は北海道から南は沖縄
まで全国に出張、さらにＯＤＡ( 政府開発援助 ) 検査のための外
国出張もあります。一方で、原則として転勤がないため、安定

調査官として視野を広げ、
豊かな人間性を育成

した環境で生活することができます。

３ 採用１年目から活躍のチャンスがあります。

採用１年目から出張して実地検査を行います。実地検査では、
業務を通して積み重ねていく経験と、徹底して行われる研修を

税金の使い途について、
自ら問題点を指摘

通じて得た知識を活かしながら、調査官一人ひとりが自分の目
で確認することが求められます。
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会計検査院の１年 〜検査報告ができるまで〜

11 月

検査計画の策定

限られた人員で、より良い検査成果
をあげるためには、効果的、効率的
な検査を行うことが重要です。その
ため、何度も打合せを重ねて検査計
画を策定します。

12 月

（新型コロナウイルス感染拡大前に撮影）

検査の実施
検査会場では、関係書類を検査するほ
か、担当者に直接説明を求め、事業等
の実態を把握します。

検査報告の審議・作成

8月

検査の結果を検査報告へ掲記するための
審議を行います。

9月
現場へ赴き、自分の目で確認することも
重要です。
（新型コロナウイルス感染拡大前に撮影）

10 月

内閣へ送付
１年間にわたって実施した検査の成果で
ある検査報告を内閣へ送付します。

11 月

次年度へ
内閣へ送付された検査報告は、内閣から
国会へ提出されます。
決算審査を行う際の重要な資料になるほ
か、予算編成にも活用されます。
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首相官邸 HP より転載

☆会計検査院は常時会計検査を行っており、検査の結果、法令に違反し又は不当と認めら
れる事項や、改善を必要とする事項があれば、随時、各府省の大臣等に対し、是正改善
を求めたり、会計検査院としての意見を表示したりします。

最近の検査報告事例
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職員からのメッセージ

第１局
総務検査課長

島﨑
平成 8 年

栄治

Ⅰ種採用

業務内容
総務検査課は、内閣府地方創生推進事
務局、復興庁、総務省（旧自治省、旧総
務庁等）、財政融資資金の地方債及び地
方公共団体に対する貸付けに係る経理並
びに地方公共団体金融機構の検査をして
います。また、東日本大震災からの復興
に関する事業の横断検査も担当していま
す。

受験生へのメッセージ

自分でマネジメントもできる仕事
府省等の行う多種多様な施策等について、調査官

ました。

は検査状況を課長まで報告し、課長は自らも検査し

また、留学や出向する機会もあります。私は、米

つつ、国民の関心や幹部の意見も踏まえ、改善策等

コロンビア大大学院に2年間留学し、毎日の大量の読

を検査報告に取りまとめていきます。そして、必要

込みや同級生との議論、ニューヨーク市役所での業

に応じて、国会議員への説明、幹部の国会答弁への

務改善プレゼン等で価値観や文化の異なる人々にも

同行、マスコミ取材への対応を課長が行います。

まれるとともに、現地では、2日前も訪れたビルが同

会計検査院のこれらの仕事には、調査官等が自分

時多発テロを受け、混乱した市内で変わりゆく米国

でマネジメントできる部分が多く、醍醐味がありま

の姿を目撃しました。副長時には、在ルクセンブル

す。こうしたマネジメントには、様々な壁にぶつかっ

ク日本国大使館に3年間出向し、一等書記官として協

て考え、試行錯誤してなんとか乗り越えた経験が役

定締結の交渉等を仏語等で行い、情報収集や仕込み

に立ちます。

の大切さを実感しました。

私の場合、入庁3年目に、国会から初めての検査要

知名度は高くないかもしれませんが、噛めば噛む

請を受け新設されたプロジェクトチームに入り、関

ほど味が出るスルメのような会計検査院で、国民の

係課と連日粘り強く働く重要性を学びました。調査

ために、皆さんも一緒にマネジメントしませんか？

官時代は、ODA の検査でボスニア・ヘルツェゴビナ
のプロジェクト等を調査して、現地の実情をより踏
まえる必要を痛感したり、都道府県警を検査して、
捜査を支える会計経理の難しさを垣間見たりなどし
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第４局農林水産検査
第１課長

冨士
昭和 61 年

博司
Ⅱ種採用

業務内容
農林水産検査第１課は、農林水産省（農
村振興局、畜産部を除く）、独立行政法
人農林水産消費安全技術センター、独立
行政法人農業者年金基金、株式会社農林
漁業成長産業化支援機構の検査を担当し
ています。検査対象は、農林水産業に係
る生産、食糧産業、農業経営、消費安全
から農業年金、金融に至るまで多岐にわ
たっていて、実地検査に入る現場も、農
家の田畑、農産物貯蔵施設、食品製造工
場、卸売市場など多種多様であり、交付
した補助金に対象とならない経費が入っ
ていないか、整備した施設が使用されず
遊休していないかなど様々な観点から検
査を行っています。
また、現在、当課では、国会から、農
林水産省等が実施しているＴＰＰ等の関
連政策について、その実施状況や効果に
ついて検査を行い、検査結果を報告する
よう要請を受けており、その検査を実施
しています。

受験生へのメッセージ

新人でも活躍できるチャンスあり
会計検査院について、ほとんどの人は官庁訪問で
説明を受けて、どんな仕事をする組織なのかを初め
て知るのではないかと思います。国の会計経理を検
査する、だから会計検査、その名のとおりと言えば
そのとおりですが、検査のやり方は、執務室でただ
ひたすら書類をめくって数字の間違いを探す、とい
うものではなく、そのほとんどは「会計実地検査」
として地方に出張して検査を行い、もちろん書類も
しっかり確認しますが、相手先の担当者から事業の
内容やその方法を聞く、自分の目でしっかり実際の
現場を見て確認する、その上で事実を正確に把握し
て不合理な事態となっていないかを判断する、とい
うのが仕事の中心となります。
会計検査院には出先機関がないので全て東京の本
庁から相手先機関に出向いて検査をします。そこに
国費が投じられていればオールジャパンが検査の対
象となり、日本全国津々浦々、それこそ一般の人が
立ち入れないような現場にも赴いて検査をすること
があります。このように出張は多いですが一方で転
勤はないので、旅好き、生活環境を変えたくない人

にお薦めできると思います。
また、検査院の仕事はトップダウンの仕事だけで
なく、担当する検査対象の業務について、事前に情
報を集め、自ら問題点を設定したり、独自に調査手
法を考えて検査したりなど、主体性、独自性、想像
力を生かして自分なりの方法で仕事をすることが可
能です。そして、序列に関係なく検査をして結果が
出れば新人だって活躍のチャンスは大いにあります。
この分野に問題がありそう、こういった観点でみ
てみたい、こんな検査がしたい、目標を設定して、
問題となる事案を見つけ報告書の形にすることで仕
事の達成感を得ることができ、かつ自己実現が可能
であるという点において、すごくやりがいのある仕
事だと思います。
日本全国いろいろなところに検査に行き、いろい
ろな人から話を聞く、いろいろな視点から物を見て、
価値基準を高めて判断していく、検査院の仕事を通
じてやりがいを感じたいと思われる方、是非、会計
検査院の「調査官」になって一緒に仕事をしませんか。
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事務総長官房人事課
人事企画官

坂本
平成 13 年

斉子
Ⅰ種採用

業務内容
私は、会計検査院の職員の採用や配置、
人事交流、女性活躍・WLB の推進、服
務規律徹底のための取組などに人事企画
官として携わっています。人事企画官は、
人事に関する重要な事項についての企
画、調整、必要な調査を行うことが求め
られており、国家公務員としての共通
ルールや方針、会計検査院の業務の特色
や職員の状況なども踏まえながら、担当
者との議論や検討、内外の関係者との情
報交換や各種調整等を日々行っていま
す。

受験生へのメッセージ

会計検査院で働くということ
会計検査院の業務の魅力は、なんといっても、国

ようで決して簡単ではなく、多角的な視点、分析力、

の支出が伴うあらゆる活動領域を検査対象としてい

交渉力などが求められますが、その分、やりがいも

ること、その現場に赴いて実態を解き明かしていく

責任も大きいことを、職責が増すにつれ認識を新た

ことが出来ることです。私も、様々な行政分野の「実

にしています。

態」を知りたい！と強く思い、会計検査院で働く道

総合職は、会計検査の企画立案や、組織・人を動

を選びました。入庁後、農林水産分野の検査課に配

かす役割を担っていくことも期待されています。会

属されましたが、どんな疑問にも興味津々に取り組

計検査の計画は的確か。会計検査の状況を客観的に

み、年齢、性別、採用区分にとらわれず多様な意見

判断し、分析に齟齬や不十分な点はないか、どのよ

を交わし合い、鋭く検査に切り込む先輩達の姿はと

うな改善策が必要かについて的確な意見をすること

ても印象深かったです。

ができるか。多様なメンバーが集まる検査チームに

その後、経済産業、防衛分野などの検査に関わり

おいて、各自の経験・能力を、チームとしてどのよ

ましたが、自ら実際に検査に取り組むと、エビデン

うに機能させるか。あなたならどのようにしていく

スに基づいて適切に批判して、批判するだけでなく

ことができるでしょうか。

改善策も示していくという会計検査は、難易度の高

私たちの仕事に関心を持った皆さん、ぜひ、会計

い仕事であるという実感を重ねることになりました。

検査院を訪問してみてください。また、検査報告の

行政課題に向き合い、日々、情報を収集し、証拠書

内容もぜひ読んでみていただきたいです。未来の会

類を調べ、現地を確認し、内外との議論を重ねつつ、

計検査を担う皆さんと一緒に仕事をすることを楽し

計画的・効率的に分析結果をまとめていく。簡単な

みにしています。
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第４局文部科学検査第１課
文部科学統括検査室 副長

船田
平成 10 年

祐治
Ⅱ種採用

業務内容
文部科学検査第1課は、文部科学省、
文化庁、スポーツ庁と文部科学省所管の
独立行政法人等の検査を担当していま
す。実地検査は、地方自治体に赴いて、
小中学校の施設整備や教員の人件費に充
てられる補助金等を検査することが中心
ですが、神社仏閣に赴いて文化財の保存
や修復に係る補助金の検査をしたり、独
立行政法人に赴いて競技場の建築工事や
スポーツ振興くじ（toto）の運営状況に
ついて検査をしたりするなど、検査の対
象や内容は多岐にわたっています。

受験生へのメッセージ

実地検査という仕事
「調査官はもちろん、入ったばかりの事務官であっ
ても、実地検査に行けば一人一人が会計検査院の代
表であり、その言動により、検査対象機関に対して
想像以上に大きな影響を与えることができる大きな
職責を担っている。」
今から二十数年前、私が官庁訪問をしたときに聞
いて、特に心に残った話です。
あれから長い年月がたちました。振り返ってみる
と、この話は正に事実でした。そして、調査官が行
う実地検査という仕事は、話を聞いて想像していた
よりも奥が深い仕事でした。
調査官は、何か指摘されるかもしれないと身構え
る検査対象機関に赴いて、検査対象機関の皆さんの
協力を求めながら実地検査を行うので、実地検査は
簡単なものではありません。会場で検査対象機関の
皆さんが数人から十数人、自分を囲むように座る中
で主役となって、検査対象機関の皆さんの視線を浴
びながら、限られた時間で、知識を振り絞って、様々
な書類を見て、聞き方を工夫して、時には身振り手
振りや表情も駆使して、誠実に、率直に、対等に検
査を行って、「自分の知りたいこと」＝「相手の言いた
くないこと」や「相手が気づいていないこと」を引
き出して「事実」を発見しなければなりません。
こうして精一杯の検査を行って、事実を発見して
指摘に至ったときの喜びこそが、実地検査の醍醐味
であり、この喜びを味わうために、調査官は何度も

空振りして、恥をかいて、そのたびに試行錯誤を繰
り返しながら、自分なりの検査技法を確立していき
ます。公務員の仕事は定型的なものが多い中で、こ
のような、難しいけれど面白い、職人気質な部分の
ある極めがいのある仕事はとても珍しいと思います。
実地検査という仕事に興味を持たれた好奇心旺盛
なあなた、我々は心から歓迎します。
1日のスケジュール

実地検査時

時間
業 務 内 容
9:00 検査会場の町役場に到着。町職員と名刺交換をして、町の教育行政
全般について概要を聞く。（頭の中を検査モードにしていきます。）
9:20 検査開始。小学校にタブレット端末を導入する補助事業について、
事業の目的や計画の説明を受けた後、事業が適切に実施されてい
るか検査する。
12:00 一旦休憩。歩いて町役場近くの食堂に向かう。
（地元の料理が食べ
られると嬉しいです。）
13:00 検査再開。中学校の校舎を改築する補助事業について、改築に至っ
た経緯の説明を受けた後、校舎の規模や工事費の積算は妥当か、
安全な建物が建築されているかなど様々な視点から検査する。
15:00 端末を導入した小学校に赴き、現物を確認する。教職員から端末の利
用状況を聴取する。（子どもから元気よく挨拶されると嬉しいです。）
16:00 校舎の改築を行った中学校に赴き、設計図面どおりに工事が実施
されているか確認する。
17:00 検査終了。宿泊先に向かう。
18:00 持参した職場のパソコンのメールで他の調査官の検査状況を把握
し、必要があれば助言する。
19:00 食事、入浴等の自由な時間を過ごす。（他の調査官と一緒に食事に
行くこともあります（新型コロナウイルス感染拡大前）。）
21:00 受領した書類を整理したり、検査中に気になったことを調べたり、
翌日の検査の進め方を確認、想定したりする。
23:00 就寝する。
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事務総長官房調査課国際業務室
国際第３係長

松田
平成 19 年

有美
Ⅱ種採用

業務内容
国際業務室は、世界各国の最高会計検
査 機 関（Supreme Audit Institution：
SAI）の 動 向 等 の 調 査、開 発 途 上 国 の
SAI の職員を対象とした検査技法の修得
等のための研修の実施、世界各国、地域
の SAI で組織される最高会計検査機関
国際組織（INTOSAI）とその地域機構の
一つである最高会計検査機関アジア地域
機構（ASOSAI）に関する活動等、会計
検査院の国際活動に関する業務全般を
行っています。
このうち、私は INTOSAI に関する業
務を担当しており、委員会会合等に本院
が参加する際の準備や加盟メンバーを対
象とした調査への回答作成のほか、持続
可能な開発目標（SDGs）等の世界的課
題に対する INTOSAI 内の動向に関する
情報収集等を行っています。

受験生へのメッセージ

組織を支えるもう一つの柱「官房」の仕事
会計検査院職員の多くは各省庁等を検査する「検
査課」に所属していますが、私からは組織を支える
もう一つの柱である「官房」の仕事について紹介し
たいと思います。私が所属する国際業務室も官房の
部署の一つです。キャリアパスは職員によって様々
ですが、私の場合、検査課と官房を行き来し、これ
まで検査課を5回、官房を2回経験しています。
日々の国際業務では、世界各国の SAI の動きを院
内に伝えるなどして会計検査という仕事に携わって
います。例えば、私が担当している INTOSAI では、
SDGs や今回の新型コロナウイルス感染拡大による緊
急事態のような世界的課題等に対し、各 SAI がどの
ような観点や手法で検査を行い、どういう内容の検
査報告を出しているのかなどについての情報交換や
セミナー等がオンラインで活発に開催されています。
これらに参加したり、各種の情報リソースにアクセ
スしたりして得た情報を英語から日本語に翻訳し、
院内の掲示板に掲載するなどして職員が閲覧できる
ようにしています。その際は、その情報を会計検査
院の検査活動にどう活かせるかが分かりやすく伝わ
るよう、会計検査院の検査の動向や自分の検査課で
の経験も踏まえながらまとめるようにしています。
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このように、検査課とはまた違った視点から会計検
査院の活動に関わることができるのは国際業務室の
醍醐味であり、今後検査課に戻った際にも活きる貴
重な経験だと思っています。
官房には国際業務室以外にも様々な課等があり、
それぞれの立場から会計検査院という組織を支えて
います。この文章を読んで、検査の仕事だけにとど
まらない、会計検査院の幅広い業務について少しで
もイメージを持っていただけたら幸いです。ぜひ会
計検査院の扉を叩いてみてください。皆さんと一緒
に働ける日を心待ちにしています！
1日のスケジュール

在庁時 ( オンライン会議があった１日 )

時間
業 務 内 容
9:15 出勤、INTOSAI の HP を確認し、新しい情報が掲載されていない
かを確認。
9:30 海外からのメールを確認。INTOSAI に関するメールについては特
に注意して内容を読み込む。
11:30 係員とオンライン会合の参加準備（会議室のレイアウト替え、接
続環境のチェック）を行う。
12:00 昼食。
13:00 仕事再開。係員が起案した INTOSAI のワーキンググループから
の依頼への対応案を確認。
15:00 オンライン会合開始。議論の最中に会計検査院に影響するような
発言がないか注意しながらメモを取りつつ、発言者に助言する。
17:00 オンライン会合終了。議事内容を整理。
18:15 退勤。

第２局防衛検査第１課
調査官

加藤
平成 15 年

和孝
Ⅲ種採用

業務内容
私 が 所 属 し て い る 防 衛 検 査第1課 で
は、主に陸上自衛隊や、防衛省の地方防
衛局を担当しています。
会計実地検査は、1年間で、北は北海
道から、南は沖縄まで全国にある地方防
衛局に赴き、駐屯地や基地内に建設され
た建物の検査や、地方防衛局が各市町村
等に交付している補助金について、1人
で担当者から説明を受けたり、書類を確
認したり、施設の現状を確認したりして、
事業が適切に実施されているかなどの検
査を行っています。

受験生へのメッセージ

疑問に思うことが大切
皆様は、会計検査院の検査業務や会計実地検査と
いう仕事に、どのようなイメージをお持ちでしょう
か。文字だけを見ると、会計分野の専門的な知識を
携えて、書類や帳簿を広げて、電卓を叩いているよ
うなことを想像しないでしょうか。それらも必要な
ことではありますが、国が実施している事業の実態
を知るために、会計検査院では、書類を見るだけで
はなく、担当者や関係者から説明を受けたり、事業
の実施場所へ直接赴いたりするなどして、検査を行っ
ています。
私は、経済産業省の検査や、国立大学法人の検査
などを経て、現在は防衛省の検査を行っていますが、
今までの検査業務を振り返ってみると、検査におい
ては、何でそうなっているのだろうかなど、疑問を
感じることが大切なことと思っています。
例えば、担当者がルールどおりに事業を行ってい
たとしても、ルールどおりに行うことで、不合理な
事態があった場合に会計検査院が改善を要求するた
めには、調査官がルールに対して疑問を感じなけれ
ばなりません。そのような疑問を抱くには、何も専
門知識を持っている人だけが感じるのではなく、担
当者から話を聞いて、現場に赴き、事業の実態を知っ
た上で、調査官が今までに培ってきた経験や知識に
基づいて抱くものと思っています。

皆様も日々を生活する上で、疑問に感じる事柄が
あるのではないでしょうか。自ら考えて常に新しい
検査を模索することや、新たな分野を学んで幅広い
知識が増えていくというのは、会計検査院という職
場ならではと思っています。
会計の専門知識がないということでためらうこと
はありませんので、会計検査院の説明会や官庁訪問
に、足を運んでみてはどうでしょうか。ご一緒に仕
事できることを楽しみにしています。
1日のスケジュール

実地検査時

時間
業 務 内 容
6:30 起床。
7:00 ホテルで朝食をとり、朝のニュースを見ながら今日のスケジュー
ルを確認。
8:30 ホテルのフロントで他の出張官と待ち合わせて、検査先の防衛局
へ移動。
9:00 防衛局に到着、名刺交換、挨拶を済ませて検査を開始。
事前に選定した事業の内容を、契約書、仕様書、図面、設計書等
を基に担当者より聴取する。
15:30 検査した事業の現場である基地に向かい、現場の確認。
16:30 翌日の検査する事業やスケジュールの打合せ。
17:00 検査終了。
20:00 夕食後、今日の検査内容を振り返り、感じたことや次に活かせる
ようなことをメモ。
23:00 翌日の検査に向けての資料整理等の準備をして、早めに就寝。
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上席調査官（道路担当）付
調査官

松田
平成 25 年

兆人
Ⅰ種採用

業務内容
上席調査官（道路担当）付は、高速道
路の建設や維持修繕を行っている東日本
高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ東日本）、
中日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ中
日本）、西日本高速道路株式会社（ＮＥ
ＸＣＯ西日本）等の各高速道路株式会社、
高速道路に係る債務の返済等を行ってい
る独立行政法人日本高速道路保有・債務
返済機構を検査の対象にしています。総
延長1万キロメートル超にも及ぶ日本全
国の高速道路を検査のフィールドとし
て、高速道路の工事から各高速道路株式
会社の経営状況まで、幅広く検査を行っ
ています。

受験生へのメッセージ

「霞が関」における会計検査院の役割
私は、入庁してから現在までの約8年の間に労働、
防衛、航空、高速道路等の分野の会計検査に従事し
てきました。思い返せば、ハローワークでは失業等
給付に関する書類を、自衛隊の基地では戦闘機の防
衛装備品を、空港では管制塔内の設備をそれぞれ確
認するなど、様々な検査をしました。
ここでみなさんにお伝えしたいことは、会計検査
院は、「会計検査」という切り口から各省庁のあらゆ
る施策に関与しているということです。会計検査院
を端的に表すならば「税金の無駄遣いを指摘する組
織」となるかもしれませんが、指摘を受ける各省庁
と必ずしも敵対する関係にはありません。立場は全
く異なりますが、両者の見ている未来は同じだと思
います。すなわち、各省庁は自らの政策の立案及び
実行で、会計検査院は各省庁の施策が経済的、効率
的又は効果的なものとなっているかの観点等から会
計検査を行うことで、お互いが協同してより良い社
会の実現を目指すのです。
そのためには、政策の Professional である各省庁に
対して、会計検査院は、「会計検査の」Professional
として向き合うことが求められます。会計検査院が
Professional で存在意義の高い組織であり続けること
の追求は、昔も今もこれからも、時代に合わせて取
り組むべき不変の課題であると感じています。
最後に、公務員を志すみなさんは、社会に対する
問題意識を抱き、その解決に自ら取り組みたいとい
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う想いを各々お持ちだと思います。そして、様々な
課題が山積する現在の日本において、問題意識を抱
く分野は一つではないはずです。会計検査院の幅広
い業務内容は、みなさんそれぞれの想いに応えるこ
とができるものと信じています。ぜひ、説明会等に
参加して、みなさんの今の想いを具体的なものにし
ていってください。
1日のスケジュール

実地検査時

時間
業 務 内 容
8:50 宿泊先のホテルを出発。
9:00 実地検査先（高速道路の管理事務所）に到着。
スマートＩＣ（インターチェンジ）の整備に関する仕様書や工事の
図面等の書面を基に、整備の目的、工事契約の内容等について質問
し、回答を受けます。
11:00 現場検査開始。
スマートＩＣの現場に赴き、先ほどの回答と照らし合わせつつ、
整備や運用の状況等を検査します。
12:00 昼食。
現場検査先のスマートＩＣがＳＡ（サービスエリア）併設であっ
たため、利用状況等も見渡しつつ、昼食もここでとることに。
13:00 午後の検査再開（引き続き現場検査）。
次の現場に高速道路を使って移動します。移動中も、高速道路上
の車両の走行状況、工事や設置されている標識等のチェックは欠
かしません。
15:00 現場検査終了。
管理事務所に戻り、現場検査中に確認を依頼した事項等について
説明を受けます。
17:00 検査終了。
翌日の検査先が隣県の管理事務所であるため、次の宿泊先に向け
て、移動します。
18:00 ホテルに到着、夕食、散歩等。
出張先（港町）の美味しいものを食べ、海岸を散歩します。その後、
宿泊先に戻ります。

技術系職員
第３局環境検査課
調査官

中島
平成 21 年

輝久
Ⅱ種採用

業務内容
環境検査課は、環境省、国立研究開発
法人国立環境研究所、独立行政法人環境
再生保全機構、中間貯蔵・環境安全事業
株式会社の検査を担当しています。
私は、主に、環境省からの交付金等に
より市町村等が実施している事業につい
て、交付要綱等に基づき適切に実施され
ているか、経済的に実施されているか、
整備内容は有効なものとなっているかな
どの観点から検査を行っています。

受験生へのメッセージ

技術系公務員にとっての会計検査院の魅力
会計検査院の主な業務である会計検査では、会計
帳簿等の検査だけでなく、国の税金で整備されたダ
ム、道路、港湾施設等の公共工事について、設計基
準等に基づき適切に設計されているかなど技術的な
観点でも検査を実施しています。また、適切に施工
されているかなどの観点で、直接現場に赴いて検査
を行うことから、時には、整備新幹線の建設現場な
ど非常にスケールが大きく、世間の注目を集めてい
る現場の検査を担当できることもあります。
公共工事の検査については、入庁後、研修や OJT
で身につけることができるため、理系出身以外の方
でも公共工事の検査の分野で活躍されている方は多
くいらっしゃいますが、土木などの専門知識があれ
ば、効率的に検査を実施できますし、新たな観点の
指摘を見つけ出すことも可能だと思います。
私は、大学では建築を専攻し、公務員試験では土
木を勉強して土木職で採用されました。そのため、
構造計算書等を確認し構造物の安全性が確保されて
いない状態となっている事態を発見した時は、自分

の専門知識が役に立ったと感じる瞬間です。
一方、技術系で採用された職員も工事とは全く関
係のない検査に携わることができるのも、会計検査
院の魅力の一つだと思います。
私は数年前、外務省担当の検査課に配属されたこ
とがあり、当初は全くの分野外で戸惑いましたが、
欧州の大使館や大使公邸に保管されている美術品等
の検査をしたり、ODAで整備したアフリカの小さな
集落にある井戸の現場を訪れ、現地の人の声を直接
聞いたりするなど、技術系の公務員として本院に就
職した際には想像もしていなかった検査を担当した
ことで、視野が広がり、とても貴重な経験となりま
した。
会計検査院は、自分の専門分野を活かしつつ、専
門分野外のことも担当することができる魅力的な職
場だと思いますので、技術系公務員を目指している
皆様も是非会計検査院を志望して頂ければ幸いです。
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出向中職員
カジノ管理委員会
課長補佐

事務局

総務企画部総務課

冨田

武宏

受験生へのメッセージ

出向という経験から見えるもの
現在、私は、カジノ管理委員会事務局に出向し、国会担当の課長
補佐として働いています。
カジノ管理委員会は令和2年1月に設立された新しい組織のため、
霞が関の各府省を中心に出向者が集い業務に従事しています。異な

さて、私の出向経験は今回で2回目となりましたが、「会計検査」

るバックグラウンドを持つ上司や仲間たちと時に笑い、時に悩みな

をその使命とする会計検査院の職員が出向経験を積む理由は次のよ

がらも過ごす日々は、自らを大きく成長させてくれるとても貴重な

うなものだと考えています。①上司や部下というラインで仕事を行い

機会であると感じています。

ながら、関係する部局や他府省との調整、連携が求められる多くの

カジノ管理委員会は、特定複合観光施設区域整備法に基づき、厳

機会を通じて、自らの業務課題を完遂する能力を身に着けること、

格なカジノ規制を着実に執行し、国の適切な監視及び管理の下でカ

そして、②政策の立案過程、制度設計の現場に身を置き、対外的に求

ジノ事業を運営させることにより国民のカジノ行政に対する信頼を

められる説明責任を果たしていく中で、会計検査院に復帰した後、

確保することを使命としています。このような組織において、私は

自己満足ではない真に意味のある指摘事項を取りまとめる価値基準

国会担当補佐として、国会議員へのレク対応や委員会における答弁

を得ることです。

作成部門の調整等の業務を担当しています。各委員会における質問

最後になりましたが、会計検査院が対象とする分野はとても広く、

やレクの内容は多岐にわたるため、そもそもカジノ管理委員会が担

また、出向や留学などを通じて会計検査院とは異なった立場で日本

当するものなのか、どの課室が担当するかなどを判断し、限られた

や世界と向き合う機会も多くあります。就職という人生の大きな岐

時間内で答弁等をセットした上で、国会に臨む必要があります。そ

路に立っている皆様が、その進路として会計検査院を選んでいただ

のため、組織としての所掌、各課室の所掌のほか、各課室が現在ど

けるよう願ってやみません。

のように業務を進めているのかを常に把握するよう努めています。

海外留学中職員
第３局国土交通検査第４課
調査官

古橋

俊平太

受験生へのメッセージ

幅広い視野を養う
現在、英国のキングス・カレッジ・ロンドンで、国際関係論と
英国政治史の二つのコースを履修しています。
国際関係論のコースでは、主に対外政策を題材に、政策の決定過
程について学んでいます。グローバル化が進む昨今、対外政策は

の会計検査院とは、法的な位置付けが異なります。日英の制度的

もちろん、国内で行われる事業も、国際的な影響を多分に受けて

な違いやその影響についてしっかりと学び取り、今後の会計検査

います。帰国後、これらを検査する際に、国際関係に関する知見

院の役割を考える材料として行きたいです。

を大いに活かして行ければと思います。また、このコースでは、

会計検査院は、留学を含め、さまざまな研修制度が充実してい

対外交渉の手法も学習します。会計検査院は、最高会計検査機関

ます。また、実際の検査でもいろいろな分野を扱います。会計検

国際組織（INTOSAI）などに加盟しています。こうした場にお

査院で働くことの大きな魅力の一つが、これらを通して、幅広い

ける議論で、交渉論の知識が役立つものと考えています。

視野を養えるということではないでしょうか。自分を成長させな

次に、英国政治史のコースでは、戦後の英国の政策や統治機構

がら、日本のために貢献して行きたいという皆様の中で、少しで

の変遷について学んでいます。英国は、日本と同じ議院内閣制の

も興味を持っていただけましたら、ぜひ会計検査院を訪問してく

国ですが、会計検査院が議会に属していて、国会に属さない日本

ださい。
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キャリアパス＆研修制度
キャリアパス
係員級

係長級

課室長級

課長補佐級

副長

総括副長

室長

課長

審議官以上

審議官等

調査官
事務官

調査官補

研修制度
会計検査院では、キャリアパスの各段階や必要に応じて様々な知識を習得できる研修制度が充実しています。調査官になるまでに、様々な分野の
研修を受講して、調査官として必要な知識・能力を習得します。また、調査官に対しても、より高度で専門的な研修を実施して、検査能力の向上を図っ
ています。
会計検査院において実施する研修は、主に群馬県安中市にある合宿研修施設（安中研修所）において行われています。安中研修所には、講義室や
ゼミナール室に加えて、工事検査実習施設があり、実物大の構造物モデルを使って、工事検査時等に実際に使用する計測機器の使い方を学んだり、
測量の実習をしたりもします。

○新採用職員・若手職員を対象とした研修

採用後、約3ヶ月にわたり、会計検査に必要な法令や制度に関する
基本的な知識を習得するための研修を行います。採用直後にとどま
らず、定期的に簿記研修や検査報告を用いた事例研修などを行い、
検査能力の向上を図ります。学生時代に専攻しなかった分野でも、
一から知識を習得できるカリキュラムとなっています。
＜研修科目等（抜粋）＞
・会計検査院法、財政法、会計法、計算証明規則等の各種法律や規則
等の講義
・国の財政、公共事業、社会保障制度、補助金制度に関する講義
・簿記や財務諸表に関する講義
・構造物モデルを用いた実習や検査報告の事例等に関する実務研修

▶語学研修
国際化に対応し、業務を円滑に進めるために必要な語学力を習
得します。

○人事院等が実施する研修

▶行政官在外研究員（長期・短期）
1〜2年程度海外の大学院に留学したり、半年〜1年程度海外の機
関で研究を行ったりして、国際的な視点や専門的な知識を習得し
ます。
▶行政官国内研究員
国内の大学院に派遣して、複雑かつ高度化する行政に対応でき
る知識や技能などを習得します。

○調査官を対象とした研修

一定の実務経験を重ねて調査官になってからも、工事や企業会計、
情報通信技術などの各分野について、より高度で専門的な知識を習
得する機会を設けて、検査能力の向上を図っています。

○その他の研修

▶会計専門職大学院、公共政策大学院、海外大学院等への派遣研修
国内の会計専門職大学院や公共政策大学院（国際プログラム）、
海外の大学院などに派遣して、企業会計に関する高度かつ専門的
な知識を習得したり、会計検査を取り巻く国際的な動向に対応す
るために必要な専門的な知識を習得したりします。
▶IT に関する研修
会計検査の実施に当たって IT を活用したり、検査対象機関にお
ける IT 調達等の会計検査を行ったりするために必要な基礎的・専
門的知識を習得する機会を多く設けています。また、IT に係る各
種試験を対象とした外部の講座を受講させるなどして、IT に係る
専門的知識を有する職員の育成を図っています。
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採用１年目の職員に聞いてみました！

最終学校で学んだことは
何ですか？

入庁するまでに会計や
簿記の勉強をしていましたか？

心理学 3%

行政・政治 6%

学生時代に専攻していた
9%

社会学 6%
文学・語学6%
理･工･農･
薬学・建築
15%

法律
40%

全くして
いなかった
64%

経済・経営
・商
24%

資格取得のために
勉強していた
15%
ほとんどして
いなかった
12%

様々な専攻の人がいますが…
● 会計検査院で働く上で必要な知識は、働き始めてからでも十分習得可能なので、そこを心配する必要はありま
せん。それよりも重要なのは、知らないことを学び続ける姿勢です。
● 業務の中で学ぶことが多いので、知識がなくても働けています。毎日が勉強です。
● 簿記や法律の知識が全くなくても入庁後2ヶ月の新採用研修及び2週間の簿記研修などの充実した研修によって
必要な知識を一から学ぶことができるのでぜひチャレンジしてください。
● 入庁してから学ぶことのほうが遥かに多く、分野も多岐に渡るので、必須の知識というものはなく、また自分
の学んできた知識は何かしらの形で役に立つと思います。
● チームで検査を行うことから、様々な専門分野の方がいれば多角的な観点での検査が可能になるため、学校で
学んだ知識は会計検査院の業務でも活かせる機会があると思います！

このように活躍できます！

Q

会計検査院で働こうと思った
一番の理由は何ですか？
● 国の会計を検査するという、大きな規模で仕事が
できる点が魅力的だったため。
● 日本全国津々浦々、普段足を踏み入れることがで
きないような様々な現場に赴き検査できることに
興味を持った。
● 専攻が建築ですと、建築以外の分野で就職するこ
とがなかなかできませんが、会計検査院では文系
理系関係なく様々な知識を身につけて働くことが
でき、出張先で国の行っていることが目に見えて
分かるところが魅力だと思います。
● 検査の相手方の人たちと対立すると言うよりは、
一緒に国をよりよくするという職員の価値観に惹
かれた。
● 業務が比較的自律的であり、また、休暇取得の柔
軟度が高いため、自分らしい働き方が出来そうだ
と思ったため。
● 官庁訪問で対応してくださった職員の方の雰囲気
がよかったから。
● 転勤がないので、家庭を持っても仕事を続けやす
い環境であると思った。
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Q

入庁してから業務上で最もやりがいや達成感を感じたことは何ですか？
● 初出張で指摘を挙げることができたこと。
● 一人で実地検査をして、検査先の幹部の方と直接やりとりしたこと。
● 国の決算について、世の中に公表される計数の確認作業に関われたことに責
任感ややりがいを非常に強く感じました。
● 出張に行った際に、設計図と実際の施工されたものが違うところを見つけた
ときにとても達成感を感じました。
● 業務において、自分が取りまとめた内容が検査報告に記載されたこと。

九州12%

出身地

東北3%

中国四国3%
近畿6%
中部
9%
東京
20%

関東
（東京以外）
47%

1時間半以上
6%

通勤時間

1時間超〜
1時間半以内
35%

Q

30分以内
6%

30分超〜
1時間以内
53%

就活生にアドバイス、メッセージをお願いします。
● 地方から東京への就活は物理的・心理的に大変だと思いますが、応援して
います。勉強ばかりしていてもキツいので、しっかり息抜きをしましょう。
実は、息抜きと睡眠が合格への一番の近道（かもしれません）。
● 内定を得るまでに、試験と官庁訪問の二つを突破しなければなりませんが、
大変な思いをして良かったと思えるくらい、働き始めた際にはやりがいを
感じることができます！長い道のりですが、公務員として、国家公務員と
して何を成し遂げたいのか、初心を忘れないで最後まで頑張ってください！
一緒に働けることを楽しみにしています！
● 就職先について、後悔しないためにもたくさん悩み、考えるべき。一つに
絞らず様々な視点をもち、働きたい場所を見つけてもらえればと思う。
● 会計検査院は専門的な知識が必要な官庁に思われるかもしれませんが、そ
んなことはありません。大事なのは、公務員という立場にありながら、国
民の目線で物事を見ることができるかという「一般感覚」だと思います。
気張らずに、自分らしく就活に臨んでほしいと思います。
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官庁訪問体験談

第２局厚生労働検査第１課
事務官

田中
令和 2 年

智晃

総合職（大卒）採用

受験生へのメッセージ

選択
私が会計検査院で働くことを選んだ理由は、検査
を通じて、国の政策をより良いものにしていきたい
と考えたからです。政策は検討段階では問題がない
と考えられていても、執行される現場では何らかの
齟齬が生じ、本来の目的を達成することができない
状態になっていたり、非効率的なものになっていた
りすることが多々あります。会計検査院では政策の
執行される現場に赴き、その実態を把握し、政策を
より良い方向に改善していくことができます。そう
した点に魅力を感じ、会計検査院を選びました。
官庁訪問は、自分のことを積極的に PR することが
求められる場ですが、それと同時に、その職場につ
いての理解を深め、自分が本当にそこで働きたいの
かを検討し、最終的な選択を行う場でもあります。
面接では一方的に質問が投げかけられるだけではな
く、職場についての理解を深めることができる機会
も設けられています。その機会を最大限活用し、そ
れまで見えてこなかった職場の魅力や現状を知り、
自分が働くイメージを広げていくことが官庁訪問を
乗り切る上でも、良い職業選択をする上でも重要だ
と思います。
受験や官庁訪問は長期に渡る戦いで、挑戦そのも
のを躊躇してしまうかもしれません。特に地方から

の受験・訪問には多くの制約が伴い、厳しい戦いを
余儀なくされます。しかし、それでも挑戦して良かっ
たと思えるだけの経験を官庁訪問ではすることがで
きました。そして、自分が働きたいと思える場所を
見つけることができました。少しでも興味があると
いう方は勇気を出して飛び込んでみてください。皆
さんと共に働ける日を心待ちにしています。

官庁訪問のスケジュール（令和元年）
日時
内 容
6 月 24 日（月）夜行バスにて石川県から東京へ。
6 月 25 日（火）インターネットで最終合格を確認。翌日の準備に取り掛かる。
この日から最終日まで東京でホテル生活。
6 月 26 日（水）第1クール初日A省訪問。
6 月 27 日（木）2日目B省訪問。
6 月 28 日（金）3日目会計検査院訪問。
6 月 29 日（土）翌週の訪問に向けて準備を行う。東京観光でリフレッシュも。
7 月 1 日（月）第2クール初日A省訪問。
7 月 2 日（火）2日目B省訪問。
7 月 3 日（水）3日目会計検査院訪問。
7 月 4 日（木）第3クール初日会計検査院訪問。次回訪問の予約をもらう。
第4クールの訪問を会計検査院に決め、翌日のB省訪問を辞退。
7 月 8 日（月）第4クール会計検査院訪問。
7 月 9 日（火）第5クール会計検査院訪問。内々定を頂く。
翌日夜行バスで石川県まで帰る。

※令和2年に実施した官庁訪問では、オンライン面接も行いました。
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第５局上席調査官（特別検査担当）付
事務官

北田
令和 2 年

有佳

一般職（大卒）採用

受験生へのメッセージ

奇縁をたぐる
・会計検査院を志望した理由

志望官庁に悩んでいたとき、1次試験の合格者説明
会で会計検査院の存在を知りました。政策の作り手
と実際の現場を同時に見て、現場の外側から政策の
改善を図ることができる点に心惹かれました。また、
仕事として様々な分野に携われるというのも、幅広
く学んで自分の視野を広げたいと考えていた私には
とても魅力的でした。

・印象に残っていること
面接をしてくださる方々が、会計検査院の仕事内
容や魅力について、色々と教えてくださったことで
す。面接といえば一方的に質問されるイメージがあっ
たため、官庁訪問が始まってからも、そういった話
を聞けたことが意外でした。

・大変だったこと

北海道からの就職活動は、とにかく旅費がかかりま
した。特に試験が始まると、月に2、3回東京と北海道

を行き来しなければならず、飛行機代・宿泊代がかさ
みました。また、面接の時期はほとんど北海道におら
ず、内々定後も、後ろ倒しにしていたゼミ発表や論文
等に追われ、かなり忙しかったです。官庁訪問のほか
にも、何かと気を遣うことが多いのは、地方出身者な
らではの苦労かもしれません。一方で、就職活動の合
間を縫って観光名所に行くなど、普段はできないこと
をたくさんできるので、色々と計画しておくと、かな
り楽しい就職活動になると思います。

・会計検査院を志望する方へ伝えたいこと
経験してきた事は人それぞれだと思いますが、特
に会計検査院の仕事で自分の経験は生かせないので
はないかと考えている方に、自分の学びや経験が何
に結びつき、どう生きてくるかは、将来になってみ
ないと分からないということを伝えたいです。私自
身、1年前までは古典文学の研究をしていましたが、
そこで培ったものの見方や、論文執筆の経験が今に
生きていると感じます。分野外、専門外と思ってい
ても、意外なつながりがあるかもしれません。
※令和2年に実施した官庁訪問では、オンライン面接も行いました。
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会計実地検査の 1 週間 〜初めての実地検査〜

事前準備

5日間地方に出張して行う会計実地検査の準備は約2ヶ月前から始まります。今回は国土交通
省の地方整備局とその管内事務所が行っている港湾事業の検査として、過去数年に実施した工
事等の事業の契約一覧を事前に取り寄せ、各出張官は検査する契約を選定します。
末席（出張メンバーの一番下の人）の仕事である、地方整備局の窓口の方とのやりとり、出
張の行程の作成、宿泊先の選定、出張のための手続きなどを行うとともに、選定した契約につ
いて検査のポイントを整理したり、検査する工事等に関する法令や技術基準書等についての勉
強をしたりしました。

月曜日

火曜日

水曜日

MON

TUE

WED

2日目は前日と同じ事務所にて、先

3日目は別の事務所に移動し、前日

向かい検査を行うこともありますが、

出張メンバー全員が同じ検査先に

輩調査官と午前中は事業効果につい

の事務所での検査と同様に事業効果

私が所属している課の国の直轄事業

ての検査の続きを行い、午後は個別

についての検査から行い、次に個別

の検査では、各出張官は別々の検査

の契約の検査を行います。午後の検

の契約の検査を行います。本日の個

先（事務所）に入り検査を行います。

査ではまず検査会場で、工事の設計

別の検査では、自分が主体となり検

初出張の今回は、先輩調査官と同

図や積算書、特記仕様書等の資料に

査を行います。大勢の職員の方々を

行して検査先に入ります。検査会場

沿って工事の内容の説明を受け、当

前にして行う検査はとても緊張しま

に到着すると、その検査先の職員の

該工事が目的を十分に満たすものと

したが、先輩調査官の手助けを受け

方々と名刺交換を行い、事務所の概

なっているかなどを確認していきま

ながら、基本的な質問や疑問に思っ

況説明を聞いた後、すぐに検査が始

す。書類の検査後は現場を見に行き

たことを聞き検査を進めていきまし

まります。まず事業効果についての

ます。設計図面どおりに工事が完成

た。

検査を行います。事前に検査先に依

しているか、施工に問題のある損傷

頼していた質問の回答を検査当日に

箇所はないかどうかなどを確認しま

先輩調査官とともに検査する機会に

いただき、それを基に検査を進めて

す。普段足を踏み入れることのない

実地検査での立ち振る舞いや検査の

いきます。事務所からいただく資料

現場に行くことができるのは会計検

手法等できる限り多くのことを吸収

は多く、それら全てを検査時間中に

査院の醍醐味だと感じました。

するよう心掛けました。

検査は一人で行うことが多いため、

隅々まで確認するには時間が足りな
いため、その場で確認すべきポイン
トを十分に絞る必要性を感じました。

す。
をしていま
図面の確認

現場検査
算書、設計
とともに積
先輩調査官
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現場検査
書類検査を行った工事の現場の確認をしています。

今回の出張メンバーです。右から2番目が著者です。

木曜日

金曜日

THU

FRI

検査を終えて
大学での私の専攻は建築で、港湾の
知識は全くありませんでした。本当に
検査をすることができるのかと不安で

午前は前日の検査の補足説明と追

最終日の午前中は、月曜日から木

加の資料を受け取り、午後は別の事

曜日までの検査で疑問が解消されな

務所へ移動して検査をします。移動

かった事項の追加説明を受けたり、

時間もあり、実際に検査会場で検査

検査結果の打合せ事項について主任

して検査の着眼点等を学び、また諸先

できる時間は多くなく、限られた時

官（出張メンバーのトップです。）に

間の中で効率的に検査を行う必要が

相談したりして、5日間の検査の総仕

輩方からの指導を受けたことにより初

あります。今日は工事の検査ではな

上げを行いました。そして、午後に

く機器の購入の検査を1人で行いまし

は主任官が地方整備局及び各事務所

ができました。今回の出張では、どの

た。購入した機器の説明を受けた後、

の職員の方々の前で検査結果につい

機器が適切に配置され稼働するかな

て報告し、打合せを行いました。自

ような質問を行えば自分が求めている

どを検査するために職員の方に実際

身が携わった検査の結果を報告して

に使用してもらい機器の状態の確認

いる際は、会計検査院としての責任

の仕方について改善する点が多々あっ

をしました。

の重さとともに達成感を感じました。

たので、これらの反省を踏まえ今後の

これで今回の実地検査は終了です。
帰庁した後は、末席は旅費の精算や

したが、初出張までの間に研修を受け
たり過去の検査報告事例等を読んだり

めての会計実地検査を無事終えること

回答を得ることができるかなど、質問

実地検査に臨み、先輩調査官のような

申報書（出張の報告書）の作成など

検査が行えるよう日々努力したいと思

多くの業務に追われますが、ひとま

います！

ず 1 週間の実地検査が終わりほっと
しながら新幹線に乗り帰宅しました。

現場検査
事業実績報
告

書等の資料
をもとに、事
業の詳細

について確
認していま
す。

最終日打合せ
地方整備局および各事務所の方々の前で主任官が検査結果を伝えます。
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ワークライフバランス

事務総長官房上席検定調査官付
検定調査官

小林
平成 20 年

真純
Ⅱ種採用

受験生へのメッセージ

挑む
私は、子どもが生まれた直後から1か月間とその1年半後
の10月から9か月間の育児休業をとりました。特に2回目の
育児休業は妻が職場に復帰していたので、ほとんど料理を
したことがなかった私にとって家事育児を全て一人でこな
すというのは大きな挑戦でしたが、子どもと二人で公園や
児童館でいっぱい遊んで、とても充実した日々を過ごすこ
とができました。育児休業中に培われた子どもとの信頼関
係は一生ものだと思います。
会計検査院は、個人の意見・意向を話しやすい、尊重し
てくれる職場です。私は自分の意向を躊躇することなく上
司に話すことができましたし、上司は私の背中を押すよう
な言葉をかけて、快く受け入れてくれました。また、会計
検査院の業務は、11月から翌年10月までを1サイクルとして
いますので、業務の見通しが立ちやすく、男性でも育児休
業がとりやすいと思います。
職場に復帰してからは、仕事と家事育児の両立に挑戦し
ています。私は、今、フレックスタイム制を活用して、主に、
朝早く出勤し夕方早く帰って子どもの迎えをしています。
仕事を終えた後に、長時間通勤して帰宅し、日々の家事育
児をこなすことはとても大変なことです。この点、会計検
査院ではテレワークの制度があるので、私も時折テレワー
クを利用して、通勤にかけていたパワーを、仕事はもちろ
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んのこと、育児にも向けることができています。仕事の活
力がプライベートに、プライベートの活力が仕事につながっ
ていると実感する日々です。
会計検査院は、幅広い行政分野に飛び込んで検査するの
が主な仕事です。仕事だけでなくプライベートにおいても
いろんなことに挑戦したい方に会計検査院は向いていると
思います。あなたの挑戦をお待ちしています。
1日のスケジュール

テレワーク時

時間
業 務 内 容
6:00 起床。自分の身支度と朝食の準備。
6:30 子ども起床。家族そろって朝食。いつもは妻に任せきりの保育園
の準備を分担して行う。
7:50 保育園に向かう妻と子どもを見送る。
8:00 勤務開始。メールをチェックして、提出されていた報告書の確認
と質問作成。質問を受検庁にメールで送信。
12:00 昼休み。自宅近くの店でランチ。食後にスーパーで食材調達。
12:45 勤務再開。オンラインでの研修受講。
16:30 勤務終了。子どもを保育園に迎えに行く。
17:00 いつもは自転車で急ぐ道のりを子どもとゆっくり歩きながら帰宅し
て、子どもと一緒に夕食の準備。
18:30 夕食、入浴、歯磨き。
19:00 妻帰宅。間に合えば途中から夕食に合流。遅い日は子どもの就寝後
にそっと帰宅。
19:45 就寝前のゆったりした時間。この日は子どもと一緒にぬいぐるみ
達のお弁当を作る。
20:30 子ども就寝。翌日の食事の支度と洗濯。
23:00 就寝。

第５局経済産業検査第２課
調査官

寺野
平成 19 年

香織
Ⅱ種採用

受験生へのメッセージ

働き続けられる職場
多くの女性が就職活動の際に職場に求める条件は「結婚・
出産を経ても働き続けることができるか」ではないでしょ
うか。私もその一人で、将来結婚できるか決まっていない
ものの、その条件をクリアしている職場で働きたいと思っ
ていました。そう思う方は、会計検査院は出張が多いから
働き続けるのは困難ではないか？と心配しているのではな
いでしょうか。
現 在、2人の男児（3歳と2歳）を 育 児 し な が ら、「検 査 課」
に配属されている私の話がそんな心配を吹き飛ばすきっか
けになれば幸いです。
会計検査院では、検査課に配属されると、調査官として、
月のうち半分は1週間単位の地方出張に出ることになりま
す。しかし、現在、私は子どもが小さいため、勤務時間は
育児時間制度により1時間短縮し、出張は地方出張には参加
せずに都内近辺の出張のみ参加するという働き方をさせて
もらっています。
会計検査は、出張で現地に赴いて検査対象の職員と直接
やりとりを行ったり、現場を確認したりすることのみでは
なく、提出された資料等を在庁時に確認することも含まれ
ます。検査報告の案件ができあがるまでの作業として、現
地で検査対象の職員と直接やり取りすることも大切ですが、
提出された資料を確認したり、検査で判明したことをデー
タとして集計したりすることもとても大切なことです。
私は、あまり出張に出ていないため、在庁しながらでき
る作業を担当して、会計検査をしています。現地の状況を
自分の目で確認することはできませんが、在庁で書類を確
認して気がついた点を他の調査官と共有したり、検査対象
の職員とのやり取りについて、出張で現地に行った調査官
から話を聞いて、検査の観点を考えたりしています。
このように会計検査にも方法は色々とありますので、自
分のやり方で会計検査をしていくことができます。もちろ

ん、私の働き方は周囲の職員の方々のご理解のおかげで成
り立っていますが、会計検査院には同様に理解のある職員
が多く居る職場だと思います。
また、会計検査院は様々な働き方のための環境も整備され
ています。令和2年はコロナの影響もあり、テレワークを活
用する職員が多く、私も活用しています。テレワークの日は、
勤務時間は仕事に集中していますが、昼休みの時間や空いた
通勤時間を使って家事を進めることができるので、普段は時
間が無くてできない家事を進めることができます。
テレワーク以外にもスマートフォンのアプリを利用して
個人のスマートフォンから職場のメールをチェックするこ
とができるため、家庭の都合で帰宅することになっても自
分の帰宅後の仕事の状況等を確認することができます。
会計検査院は出張が多いから働き続けるのは困難かと心
配した皆さん、私のような育児をしながら働く調査官が会
計検査院には何人も居ますので、安心して会計検査院を志
望してみませんか。
1日のスケジュール

在庁時

時間
業 務 内 容
5:45 起床。夫と分担して子どもが起きる前に身支度や家事等を進める。
子どもが起きたら朝食を取り、保育園の出発準備。
9:00 出勤。
10:00 在庁中に進める業務について班のメンバーと打ち合わせ。
12:00 昼食。
13:30 次の会計実地検査の際に作成してもらう調書の様式を班のメン
バーと相談しながら作成。
15:00 調書の作成方法についてなど、問合せに対応。
16:45 退庁（育児時間制度により、1時間早く退庁）。
17:30 子ども2人を保育園にお迎え。
自宅到着後、夕食の準備。
19:00 夕食、その後家族での団らん、風呂。
22:00 子どもが就寝。
夫と今日の出来事について情報共有、残っている家事を分担。
24:00 就寝。
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ワークライフバランス制度
（仕事と育児との両立支援制度）について
勤務時間、休暇
１「勤務時間・休日」………… 原 則、週38時間45分（1日あたり7時間

45分）。土・日曜日及び祝日等が休日
となります。フレックスタイム制や
テレワークも利用できます。

令和元年職員一人当たり
平均年次休暇使用日数
20
18
16
14
12

14.9 日

13.4 日

10

年次休暇（年20日を超えない範囲内
２「休暇」…………………………
で付与される有給休暇で、残日数は
年20日を限度として翌年に繰り越す
こと ができます。）、病気休暇、特別
休 暇（結 婚・出 産 に 関 す る 休 暇、夏
季休暇等）等があります。

8
6
4
2
0

■会計検査院

■全府省

（出先機関は含まない。）
（出典）人事院資料

育児休業取得率（男性）
100
80

育児のための主な制度
3歳に満たない子を養育するため、子
１「育児休業」……………………
供が3歳に達する日まで、休業取得す
ることができる制度です。

60
40
20
0

２「育児短時間勤務」………… 小学校就学前の子を養育する職員の

仕 事 と 家 庭 の 両 立 を 支 援 す る た め、
（常勤職員のまま）1週間当たりの勤務
時間そのものを短くすることができ
る制度です。

48.1%
16.4%
■会計検査院

■全府省

育児休業取得率（女性）
100
80

100.0%

100.5%

■会計検査院

■全府省

60
40

３「育児時間」……………………
職員が小学校就学前の子を養育しつ
つ勤務する場合において、1日の勤務
時間のうち2時間を限度として勤務し
ないことができる制度です。

20
0

※「取得率」とは、「当該年度中に新たに育児休業が取得可
能となった職員数」に対する「新規取得者数（当該年度
中に新たに育児休業を取得した者（令和元年度について
は平成 28 年〜 30 年度に取得可能になった職員数を含
む。）の割合」をいうため、取得率が 100％を超えること
がある。

男性職員の配偶者出産休暇取得率

男の産休（配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇）
１「配偶者出産休暇」………… 入退院の付き添いのほか、出産時の

立ち合い、出生の届出等、妻を手助
けするために、妻の出産に係る入院
等の日から出産日の翌日より2週間を
経過する日までの間で、2日の範囲内
で取得できる休暇です。

妻の産前においては上の子（小学校
２「育児参加のための休暇」…………

入学前）の養育のため、産後期にお
いては出産に係る子又は上の子の養
育のために、原則妻の産前6週間、産
後8週間の範囲内で、5日まで取得で
きる休暇です。

100
80

92.6%

60

79.6%

40
20
0

■会計検査院

■全府省

男性職員の育児参加のための休暇取得率
100
80

96.3%

87.4%

60
40
20
0

■会計検査院

■全府省
（出典）内閣人事局資料
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採用に関する Q&A
Q1

採用を予定している試験区分を教えてください。

A1 総合職院卒者試験、総合職大卒程度試験、一般職大卒程度試験の全試験区分及び一般職高卒者試験の事務区分の合格
者を対象として採用する予定です。なお、採用予定人数については、人事院から配布される資料でご確認ください。

試験
区分

総合職
（大卒程度）

（院卒者）
行政

法律

経済

政治・
国際

一般職
（大卒程度）
工学

数理科
学・物理・
地球科学

―

―

合計

行政

物理

一般職
（高卒者）

機械

土木

建築

４ （2） 24 （９） 2 （1）

―

―

―

2019

―

１ （0） １ （1） ２ （1）

2020

―

2 （1） 2 （0）

―

１ （1）

―

５ （2） 21 （12） １ （0）

―

2021

―

2 （1） 2 （1）

―

１ （0）

―

５ （2） 28 （13）

―

―

2 （0） １ （1）
―

１ （0）

電気・電
子・情
報

合計

事務

2 （1） 28 （11） 6 （4）
―

25 （13） 6 （4）

―

29 （13） ４ （2）
※（

）は女性で内数

Q2 職場環境について教えてください。
A2 会計検査院には出先機関がなく、東京の霞が関から全国各地の事業の現場に赴いて検査を行うため、出張が多い職
場です。出張日数は課によって違ってきますが、平均すると、東京近辺の日帰り出張も含め、年間約50日程度です（新
型コロナウイルス感染拡大前）。ただし、育児、介護などの事情がある場合は、その状況に配慮しています。また、
出張が多い一方で、原則として転勤がないため、安定した環境で生活することができます。比較的小規模な官庁で
あり、しかも、出先機関がなく、同じ場所で職員のほぼ全員が勤務しているため、職員同士の気心も知れ、アットホー
ムな職場です。

Q3 会計検査院ではどのような人材を求めていますか？
A3 会計検査院の検査業務は行政全般を対象とする、とても範囲の広い仕事です。自らの専門にとらわれずに様々なこ
とに興味や関心を持つことができ、かつ、小さな疑問でもそのままにせず追究していくことができるような探究心
のある方を求めています。

Q4 総合職と一般職の仕事の違いは何ですか？
A4 基本的に、行う仕事は同じ「会計検査」ですが、総合職については、同じ仕事をする中でも、組織全体を円滑に機
能させるための総合的なマネジメント業務にかかわっていくことが期待されます。

Q5 コロナ禍で出勤形態や業務形態はどのように変わりましたか？
A5 各種会議でオンラインツールを利用したり、官庁訪問でオンライン面接を
実施したりするなど、これを機に業務のオンライン化を進めるとともに、
テレワークや時差出勤をより一層推進しています。また、出張中は検温や
行動の記録を取るなど、感染防止対策を徹底しています。
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採用についてのお問い合わせ
会計検査院事務総長官房人事課人事係
（担当）上野、永福、下村、田村、黒田、河合
東京都千代田区霞が関３丁目２番２号
TEL
E-mail
HP
Facebook

中央合同庁舎第７号館東館

03-3581-8122（直通）
recruit@jbaudit.go.jp
https://www.jbaudit.go.jp/recruit/index.html
https://www.facebook.com/baudit.japan

