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会計検査院機構図

会計検査院長からのメッセージ

検査官会議

　会計検査院は、近代国家必須の財政監

督機関として 140 年を超える長い歴史と

伝統があります。

　我々は、その歴史と伝統を漫然と引き

継ぐのではなく、厳しい財政状況にある

現在において、会計検査院が果たすべき

役割は何か、常に問い続け、行財政に関

して国民に問題提起する使命を担ってい

ます。

　この職責を果たすため、「幅広い視野」

と「柔軟な考え方」を持ち、共に国家国

民のために全力で取り組む仲間を求めて

います。

会計検査院 Since 1880
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事務総長からのメッセージ

　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。

  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。

事務総長

略  歴

昭和 61 年   4 月   会計検査院採用
平成 16 年   4 月   事務総長官房
　　　　　　　   上席企画調査官付企画官
　　　　　　　  （事務総長官房担当）
平成 21 年   4 月   第３局上席調査官
　　　　　　　  （道路担当）
平成 22 年 12月  第４局農林水産検査第２課長
平成 25 年   3 月   第４局文部科学検査第１課長
平成 26 年   7 月   事務総長官房法規課長
平成 27 年   4 月   事務総長官房総務課長
平成 29 年   4 月   事務総長官房審議官
　　　　　　　  （第３局担当）
平成 30 年   1 月   事務総長官房審議官
　　　　　　　  （事務総長官房担当）
平成 30 年 12月   第２局長
令和    2 年   4 月   第５局長
令和    4 年   1 月   会計検査院事務総局次長
令和    5 年   1 月   現職

「未来の調査官たちへ」

はじめに

会計検査院ってどんなところ？

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適切に使われたかを
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。

特に際だった特徴が３つあります
国会及び裁判所に属さず、
内閣から独立した憲法上の機関です。1 検査の中立性・

公正性を確保

日本全国を舞台に活躍しています。2 調査官として視野を広げ、
豊かな人間性を育成

採用１年目から活躍のチャンスがあります。3 税金の使い途について、
自ら問題点を指摘

内閣に対して独立の地位を有し、人事権・規則制定権・予算の自主
性等の保障がされています。

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、安定した環境で
生活することができます。

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
をとおして積み重ねていく経験と、徹底して行われる研修を通じて
得た知識を生かしながら、調査官一人一人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～

９月

検査の方針・計画の策定

実地検査の実施

在庁検査の実施

内閣へ送付

次年度へ

検査報告の審議・作成

８月11月 11月

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。そこで、会計検査院全体としての基本的な検
査方針を策定し、これに基づいて各課での「検査
計画」を策定します。

事業が実際に行われている場所に職員を派遣して実地に検査を行います。
検査先の事務所内で関係帳簿等の書類などの検査や担当者等から意見や説明を聞くほか、現場に赴き財産の管理状況や工事の出来
栄えを確認するなどして事務・事業の実態を調査します。

次のような方法等により、在庁して時期にかかわらず常時検査しています。
①　検査対象機関から受領した計算書及び証拠書類を確認するなどの方法
②　検査対象機関から受領したデータ等を確認したり、情報通信システムを活用して
　　関係者から説明を聴取したりするなどの方法　　 ☆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。

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、検査を経た決算とともに内閣へ送付します。
検査報告は、国民が予算執行の結果について知るこ
とができる重要な報告文書であり、内閣送付のとき
には、マスコミを通じて広く報道され国民の関心を
集めています。

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。
国会で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。

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。
審議は、「局検査報告委員会」「検査報告調整委員
会」「総長審議」「検査官会議」において、①事実
関係の解明、②制度の仕組みや法令の適用関係の
分析、③過去の経緯と客観情勢の変化との関係の
評価、④問題の所在や解決策の検討など、多角的
な面から行われます。

検査先の事務所内で担当者から
説明を聞いています。

現場に赴き、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）

Web 会議システムを用いた説明の聴取

首相官邸 HP より転載

何度も打合せを重ねて検査計画を策定します。
検査計画の策定の際には、若手職員からの意見を採り上げ
ることもあります！

繰り返し審議を重ねています。



7 会計検査院 2023 8会計検査院 2023

Board of Audit

最近の検査報告事例
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第１局租税検査第１課調査官を経て国土交通省

に出向。その後、第４局上席調査官（文部科学

担当）付調査官、第５局上席調査官（特別検査

担当）付調査官を経て内閣府に出向。

その後、第４局農林水産検査第２課副長、事務

総長官房法規課副長、第２局防衛検査第２課副

長、事務総長官房総務課総括副長、同総務企画

官、会計検査院長秘書官を経て現職に就く。

　会計検査院の調査官は、霞が関の庁舎を飛び出して、国の税
金が使われている全国各地の『現場』に出かけていきます。証
拠書類を見ます。担当者からお話を聞きます。ダムや道路など
の成果物を調べます。
　現場で生々しい実態を様々に見聞できることが我々の仕事の
面白さであり、また、現場を良く知っていて、現場の実態に基
づきモノが言えることが、組織としての我々の強みです。
 　霞が関の各官庁は一生懸命政策を作っていますが、政策が
実施されている現場との間には大きな隔たりがあります。理想
と現実は必ずしも一致しません。現場に赴くと、「ヘンだな…」
「なぜこんなことに…」ということがよくあります。百聞は一
見に如かず。事実は小説よりも奇なり。

　調査官たちは、「ヘンだな…」に出くわした際、躊躇なく「ヘ
ンです！」と声を上げます。自分の良心に反することなく、お
かしいことをおかしいと言えること。それができる職業って、
意外と少ないのではないでしょうか。長く仕事を続けていくの
であれば、これは大きな魅力です。
　一方、「ヘンです！」と声を上げたその瞬間から、大きな責
任が発生します。独りよがりで言いっ放しの批判では、誰も見
向きもしません。確固たる根拠に基づき指摘することで、相手
官庁も指摘を受け入れて改善につなげ、世の中にもその通りだ
と思ってもらえます。そのために、必要な資料やデータを揃え
て、論理を組み立てる…決して楽なことではありません。しか
し、自分の発言に責任を持ち、それを検査報告という目に見え
る形へと昇華させて世の中に問うていくことは、プロフェッ
ショナルとしての大きなやりがいと誇りにつながります。
 　今の私の仕事＝検査課長は、日々の検査業務の運営責任者
です。自らの判断が調査官たちをはじめ多くの人に影響を与え
ますし、マスコミや国会の動向にも気を配る必要があります。
プレッシャーのかかる職責ですが、仲間である調査官たちが現
場で見出した「ヘンです！」の報告を聴いたり、それを指摘に
つなげるために議論したりしている時間は、知的な刺激に満ち
ていて、無上の充実感を覚えます。
　入庁して 20 年以上が経っても、現場に接するたびに新たな
発見と驚きと反省の連続です。かくも奥深く、自分が試され、
成長を実感できる仕事、それが会計検査です。共感していただ
ける方は、ぜひ一度、会計検査院を訪れてみてください。

厚生労働検査第３課は、厚生労働省の保険局、老健局等の検査を担当しています。医療保険や介護保険に関わる
税金が検査の対象です。高齢者をはじめとして多くの国民のみなさんに関わる話であり、予算の額も非常に多く、
しかも増加傾向にあります。

受験生へのメッセージ『現場』を知る面白さと強み

課  歴

平成13年　Ⅰ種

国土交通検査第３課は、国土交通省（水管理・国土保全局）、独立行政法人水資源機構及び日本下水道事業団の
検査を担当しています。国民生活に不可欠な河川管理施設、下水道施設等のインフラが老朽化する中、安全で効
率的な維持管理を模索する検査を行っています。

業務内容

　私が仕事をする上で大事にしている言葉の中に「進取創造」

があります。この言葉は私の出身高校の校訓でもあるのですが、

その意味は、新しいことに意欲的に挑戦し、目標の達成に向け

て自ら創造性を発揮して取り組むことであると理解していま

す。

　会計検査院の仕事は、国の会計のチェックを行うことです。

会計のチェックと言いましても、単に数字の確認だけを行うの

ではありません。この制度の内容は今の時代に合っているのだ

ろうか、整備された施設は有効に利用されているのだろうかな

ど、それぞれの事業の中身に応じていろいろな着眼点で検査を

行っています。このような検査はいわゆるマニュアルに頼る検

査だけでは十分ではありません。検査に当たっては、従来の手

法にとらわれることなく自ら手法を創意工夫し、新たな領域の

検査にも積極的にチャレンジしていくという進取創造の姿勢が

大切であると思います。そして、それを実践することにより、

法律に定められた「会計経理の適正を期し、是正を図る」とい

う使命の達成にもつながっていくことになると思っています。

　私はこれまでに、私たちの生活に大きく関わる医療・年金保

険から、国際的な施策である政府開発援助まで様々な検査に携

わってきました。会計検査院は、こうした検査業務を通じて自

分を磨くことにより自分自身の更なる成長が可能な職場である

と思います。

　会計検査院に少しでも興味をお持ちの皆様、柔軟な思考、フ

レッシュなセンスをお持ちの皆様は是非一度話を聞きに来てく

ださい。お待ちしています。

受験生へのメッセージ  進取創造

業務内容

第３局運輸検査課調査官を経て科学技術振興事

業団に出向。その後、第３局国土交通検査第４

課調査官、事務総長官房総務課総括第２係長、

第４局農林水産検査第２課調査官、第３局国土

交通検査第３課調査官、事務総長官房人事課検

査官秘書官、第３局国土交通検査第３課調査官、

第１局外務検査課経済協力検査室副長、事務総

長官房総務課副長、同総括副長、第３局国土交

通検査第２課統括調査官、第３局監理官を経て

現職に就く。

課  歴

平成2年　Ⅱ種

職員からのメッセージ
第２局
厚生労働検査第３課長

桜井　順 

第３局
国土交通検査第３課長

日野　成人  
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第３局建設検査第１課調査官、事務総長官房上

席検定調査官付検定調査官、第１局租税検査第

１課調査官、第５局特別検査課調査官、第５局

上席調査官（特別検査担当）付調査官、事務総

長官房上席企画調査官付副長、第２局監理官付

総括副長を経て現職に就く。

　学生時代、調べ物や旅行が好きだった私は、企画立案し事業

を執行することよりも、国内外を出張し、行政の現場を隅々ま

で見てチェックする検査業務が、自分に合っていると思い、入

庁しました。それから時は流れて 35 年。振り返ると、この間

に会計検査院も私自身にも、様々な変化があったと思います。

　出張がメインの検査業務は、変化に富み、確かにやりがいが

あると感じられるものでしたが、家庭との両立の厳しさは想像

以上でした。周囲の協力を得て何とか乗り切ろうと模索してい

るうち、社会全体にワークライフバランスの風が吹き始め、会

計検査院でも、子育てや介護等による仕事のペースダウンはお

互い様、との考えが加速度的に広まっていったように感じてい

ます。

　子育て期は、検査課で日帰りの出張を多く担当させてもらう

など、家庭の事情を考慮していただきサポートを受ける側にい

た私は、子供の成長とともにサポートする側となり、現在は、

管理職として検査活動を広く支援する官房業務に携わる機会が

増えました。検査の現場を離れ、様々な場面で調査官を支え励

ます立場になってみると、改めて検査は非常に奥が深く、意義

あるもの、という思いを一層強く持つようになりました。

　検査対象の相手が行った内容をとことん調べ、不足している

ことはないか、もっとよいやり方はないかなどと考えることは、

時に相手の思いもよらない発想が必要です。また、検査で指摘

するということは、相手の策の問題点を追求することで、大変

重いものですが、憲法上、独立した機関の一員として、国の税

金の行方を厳しく監視しなければならないという使命感があれ

ば、いかに困難な局面に遭遇しても、突破し、前に進んでいけ

ると確信しています。

　みなさんも、検査の最前線に立って活躍する調査官を目指し

てみませんか！

公会計監査連携室は、検査対象機関の監査に関する調査や意見交換等を行っています。関係機関が一堂に会して
討議等を行う『公会計監査機関意見交換会議』や、各種定期協議の開催等を通じ他機関と連携を図ることで、検
査業務を支援しています。

受験生へのメッセージ  検査への思い～発想力と使命感

課  歴

昭和63年　Ⅱ種

特別検査課は、国会法に基づく国会からの検査要請事項等のうち、府省等に対し横断的な検査が必要な事項に対
する検査を担当しています。2 年度、3 年度には、各府省等が実施した新型コロナウイルス感染症に関連する事
業に係る執行状況の検査を担当しました。

業務内容

　最近はＡＩの進化により今後無くなっていく職種、今

後も残る職種、というものを目にします。そして、今後

も残っていくであろう職種には、営業員や教員が挙げら

れていて、これらの職種に共通するのは、人との対話が

重要である職種であるように思います。

　そして、「会計検査」は文字だけみれば、書類をチェッ

クすることが主の業務で、ＡＩの進化によって今後無く

なっていく職種のように思うかもしれません。しかし、「会

計検査」は検査対象機関との対話が重要だと思っていま

す。例えば、データ集計の結果、このようにすれば、経済的、

効率的であったのではないかなどの疑問が出た時であっ

ても、データ集計では見えてこない実情があることが多々

あります。このような場合、検査対象機関との対話が重

要になってきます。仮に、データの集計結果のみをもって、

不適切と判断すれば、実情を無視したものとなり、検査

対象機関との信頼関係は得られないでしょう。このよう

に、対話しながら進めていくのが「会計検査」です。

　ただし、会計検査院でも、ＡＩを活用した検査を行うこ

とになると思います。しかし、今後も「人との対話」が

主役で、ＡＩはあくまでも補助的ものとして活用していく

ものと思っております。

　これらの状況を踏まえて、会計検査院を希望される若

い力にお会いすることを楽しみにしています。

受験生へのメッセージ「会計検査」は「人との対話」

業務内容

平成5年　Ⅲ種

時　間 業　務　内　容

9:00

10:00

出勤。今日のスケジュールの確認。

12:00 昼食。

16:00 上司への検査結果の報告、今後の対応方針の相談。

18:00 退勤。

旅費の精算処理。今後予定している出張先からの問い合わ
せに対する回答の作成。検査結果に基づいての班内検討会。

13:00 検査の際に提出を受けた資料の整理。上司への検査結果の
報告用資料を作成。

17:00 今回の検査により得た知見を踏まえての今後の検査方法の
検討。

１日のスケジュール  在庁時（地方出張後、最初の勤務日の 1日）

事務総長官房
能力開発官付公会計監査連携室長

伊東　雅子 

第５局特別検査課
副長

野田　将彦  
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　普段私たちが利用している道路やトンネル等には多くの税金
が使われていますが、その税金が適切に使われているのかなど
について、会計検査院は独立的な立場で検査をしています。
　会計検査院の検査は、在庁して行う「在庁検査」、出張して
行う「実地検査」の大きく分けて二つあります。在庁検査は、
検査対象機関から提出された証拠書類等を確認したり、Web
会議システムを利用して担当者から説明を受けたりします。実
地検査は、実際に現地に赴き、構造物を見たり、担当者から直
接説明を受けたりします。
　私は、入庁してから現在まで、補助金、工事、独立行政法人
等のさまざまな検査を担当してきました。特に工事検査は、実
地検査が重要であると思います。実際に道路、トンネル等の現
場に行って、そこで感じた疑問点を担当者に質問します。「な
ぜ？」「どうして？」を一つ一つクリアにしながら検査を進め
ていくため、「質問力」が大切です。質問力は書籍等を読んで
知識をつけるだけでなく、先輩調査官の質問の真似をして、検
査経験を積みながら鍛えます。そして、担当者の説明をじっく
りと聞いて、さらに疑問点があれば再質問をします。会計検査
は、質問をして担当者の話をよく聞き再質問をする、の繰り返
しです。また、実地検査では副長、調査官等の数名が 1 チーム
となるため、他の調査官等とのコミュニケーションも大切です。
実地検査後のチーム打ち合わせでは、それぞれどのような検査
をしてきたのか報告して、情報共有するとともに、改善点や相
談事項について皆で協議をします。これらのことから、会計検
査院にはどのような人が向いているのか考えてみると、社会課
題を解決したい人、好奇心旺盛な人、チームワークを大切にで
きる人なのかなと思っています。
　今、パンフレットを読んでいるみなさんの中には、専門的な
知識がなくて不安に思っている方もいらっしゃるかもしれませ

ん。しかし、会計検査院の研修はとても充実しているので大丈
夫です。私も入庁時は不安でしたが、業務で使う法律等の基礎
研修、簿記研修、大学院への外部派遣研修等があります。また、
近年、会計検査院では、フレックスタイム制やテレワーク等に
よる働き方の多様化、Ｗｅｂ会議システム等による新たな検査手
法の導入、検査支援室による技術的支援の充実等の業務改革が
行われていて、働きやすい職場になっています。
　みなさん、安心して会計検査院の門を叩いてみてください。
会計検査院で一緒に働きましょう！

国土交通検査第５課は、国土交通省（鉄道局、自動車局及び海事局）、観光庁、気象庁等の国の機関、独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構等の独立行政法人、東京地下鉄株式会社等の株式会社の検査を担当しています。私は独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構等を担当する班に所属しており、整備新幹線の建設工事等の検査を行っています。

受験生へのメッセージ  会計検査院で一緒に働きませんか？

平成23年　Ⅱ種

農林水産検査第１課では、農林水産省（農産局、経営局、輸出・国際局等）、農林水産省所管の一部独立行政法
人等の検査を担当しています。実地検査では、地方農政局等のほか、補助金交付先である地方自治体、農家、会
社等に赴いて検査を行います。

業務内容

　会計検査院の職員は、国費が投入されたあらゆる現場に赴い

て検査を実施します。私も、これまで、国土交通、外務、農林

水産の各分野の検査を担当し、国土交通分野の検査では全国各

地のダムや河川において整備された施設等の検査を、外務分野

の検査ではアフリカの奥地まで赴いてＯＤＡにより整備された

医療機関の検査を、農林水産分野の検査では、補助金交付先で

ある農家や食品工場において導入された機器等の検査を行いま

した。

　国費により行われた事業は無数にありますが、現地に赴いて

書類や整備された施設等を検査する「実地検査」の期間は限ら

れています。検査では、限られた時間の中で、どの事業を検査し、

膨大に作成されている資料の中から何を用意してもらい、事業

を担当されている方に何を尋ね、どのような視点で検査するの

か、最終的には個々の職員が判断しなければなりません。また、

現実は、書面で見るよりもはるかに多面的で、複雑です。その

ため、事前にいくら準備をして、起こりうる事態について想定

をして行ったつもりでも、想定外のことに出会うこともよくあ

ります。単純には切り分けられない現実、想定外の事態と向き

合いながら、その都度、頭を絞り、法令や基準、時には自らの

経験と照らして、何が妥当か考え続ける。検査は、その試行錯

誤の繰り返しですが、緊張感があり、刺激的な時間でもあると

感じています。

　会計検査では、書面や現場の検査を通じて、個々の会計経理

の適正性にとどまらず、政策が所期の目的を達成しているかな

ど、制度的な問題に踏み込んで問題点を指摘することもありま

す。全国各地の現場の検査を通じて、国の事業をよくしたいと

感じている方、このパンフレットを手に取り会計検査院の業務

に興味を持たれた方は、一度説明会に参加してみてください。

受験生へのメッセージ  試行錯誤

業務内容

平成26年　総合職（大卒）

時　間 業　務　内　容
8:50
9:00

宿泊しているホテルを出発。

12:00 午前中の検査終了、現場近くの飲食店で昼食。
13:00 次の現場に移動。

17:00 検査終了、ホテルに向かう。
18:00 ホテルにてメールを確認。
19:00 夕食。

22:30 就寝。
20:30 翌日のスケジュール等を確認。

10:00
トンネル工事の現場に到着。土砂ピット、濁水処理設備等の
概要説明後、トンネル掘削の最先端箇所に向けて出発。図面
等により、トンネルの施工状況を確認して疑問点を質問。

14:00
現場検査終了。建設局に戻り、書面検査開始。午前中に現場
検査を行ったトンネル工事について、基準に基づいて設計、
積算されているかなどを確認。

実地検査先の建設局に到着。名刺交換後、この日に検査す
る現場の概要説明を受けて、現場検査に向かう。

13:30 発生土置き場に到着。発生土の運搬方法、盛り土の状況等
を確認。

１日のスケジュール  実地検査時

時　間 業　務　内　容
8:30 宿泊先を出発。

12:00 昼食。

15:00 現場検査終了後、市役所に戻り、書面検査を実施。

9:00
実地検査会場である市役所に到着。挨拶の後、検査を開始。
契約書、図面、出来高設計書等の書面により、補助事業が適
切に実施されているか検査。

17:00
検査終了。宿泊先に戻り、夕食。その後は、その日提出して
いただいた資料等を見直すなどして、翌日以降の検査に備え
る。

13:00 検査再開。書面確認後に現場に移動。現場において、補助
事業により整備した施設等を検査。

１日のスケジュール  実地検査時

第３局国土交通検査第５課
調査官

青村　桂子 

第４局農林水産検査第１課
調査官

竹内　優平
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　会計検査院に入庁して以来、私は検査課で 6 年弱を過ごして
きました。最初に配属された農林水産検査第 4 課では、10 月
の検査計画から翌年の 11 月の検査報告までを１サイクルとす
るオーソドックスな会計検査（主に林野庁管轄の補助事業の検
査）に、総務検査課では国会からの検査要請に応じて行う変則
的なスケジュールの検査に従事しました。現在復興検査室では
東日本大震災からの復興に関する事業の検査をしております。
　今まで行ってきた業務を概観すると、会計検査院には決算確
認のように国の財政活動を「維持する」業務と不適切な事態を
指摘して是正改善を促す報告を「作り上げる」業務があるよう
に思います。若手のうちは維持する業務に重心を置きつつ、作
り上げる業務に貢献できるよう勉強させてもらってきました
が、経験を積むにつれて、作り上げる業務の割合が大きくなっ
ていくのを感じます。
　会計検査院の特徴的な業務である実地検査について少しお話
ししましょう。あくまで私の経験になりますが、実地検査の場
では、採用年次や肩書に関係なく、会計検査院の代表として、
各事業の現場を動かしている方々に対して直接質問をし、その
声を聞きます。Web 検査で代替することも増えてきましたが、
実地検査は会計検査院の仕事の核心だと思います。入庁 1 年目
から幾度となく自治体や国の機関に対する実地検査を行ってき
ましたが、現地の事業担当者の中に入っていく瞬間は常に緊張
します。また、実地検査の " 空気 " を思い出すにつけて、在庁
での検査にも自然と熱が入ります。実地検査よりもその準備の
方が重たいかもしれません。
　さて、2、3 年に一度人事異動があります。異動すると業務
の内容は転職並みに変わりますが、徐々に、基礎的な考え方や

法令知識、検査ノウハウに通底するものが見えてきて、これも
また会計検査院ならではの仕事の面白さかなと思います。
　鋭く切り込んで不適切な事態を見つける人、集計・分析が得
意な人、特定分野での専門的知識が秀でている人等々、様々な
タイプの人がそれぞれの強みを生かしながら、検査報告という
一つの目標に向かって業務を進めています。
　数ある業種、職種等の中で、このパンフレットを読んでいる
あなたの選択肢に会計検査院があるならば、ご縁があれば嬉し
く思います。

復興検査室は、東日本大震災からの復興に関する各施策を検査しています。所掌する東日本大震災復興特別会計は国の予
算を所管する全ての機関（令和 4年度は 18府省等）の共管となっているため、府省横断的な検査となる点が特徴です。

受験生へのメッセージ  会計検査院での実際の業務について

平成29年　一般職（大卒）

防衛検査第３課は、防衛省のうち、航空幕僚監部、航空自衛隊、防衛装備庁の航空自衛隊関係の検査を担当して
います。実地検査では、全国の航空自衛隊の部隊（航空団や高射群等の各基地）等に赴き、配備されている航空
機やミサイル等の装備品の検査等を実施しています。

業務内容

　技術系の勉強をしてきた方でなおかつ公務員を目指している
人は、自分の専門知識が生かせられるような公共事業の仕事が
したいと思っているのではないでしょうか。
　我々が行っている会計検査は、こうした公共事業の内容を把
握・理解するための専門知識が必要となりますことから、技術
系の勉強をしてきた方にとって専門知識を生かす場面がたくさ
ん出てくると思います。
　また、本院の技術系職員が行っている会計検査をみると、様々
な角度から問題の所在を突き止め、実行可能な改善案を探って
いくという緻密で地道な作業を重ねるなど、技術系の専門分野
で培った発想力、思考力を大いに役立てているのではないかと
思います。
　ちなみに、私は土木職で採用されたこともあり、2 年間とい
う短い期間ではありましたが北海道開発局へ出向し、北海道の
道路整備事業に携わるという機会にも恵まれ、更に、その経験
を活かすべく、現在我々が勤務している『中央合同庁舎第 7 号
館』という新庁舎の立ち上げプロジェクトにも参画する機会が
与えられました。その一方、全国の各国立大学法人に赴いて最
先端の科学研究等に対する実地検査を行ったり、各都道府県に
赴いて森林整備事業に対する実地検査を行ったりするなど、土
木の知識と違った分野の専門知識を必要とする検査課にも在籍
してきました。

　このように、土木の知識だけでなく、幅広い多種多様の専門
分野の知識が身につけられる機会が得られるのは、他の省庁に
はない会計検査院の大きな特徴・魅力ではないかと感じていま
す。
　学んできた技術系の分野を生かしてみたいと考えている方は
もちろん、これまでと違った分野についても勉強して幅広い分
野に挑戦していきたいと考えている好奇心旺盛な方は、是非一
度、会計検査院の門を叩いてみてください。

受験生へのメッセージ  技術系職員にとっての会計検査院の魅力

業務内容

平成元年　Ⅱ種

時　間 業　務　内　容
8:20

13:00

登庁、ニュースを読みつつ朝食。

11:30 報告書案に対する幹部意見への対応（推敲、情報収集等）。

16:10 復興庁への質問を室内で検討した後、復興庁へ送付。

12:00 昼食、運動。

17:30 明日の自分への引継ぎ事項作成。
17:40 退勤。

14:30 ひと段落したので、特別会計財務書類の検査を再開。

8:30
勤務開始。
メールボックスを確認しつつ先輩と雑談兼業務連絡。
昨日起案した報告書案について、室内で協議。

10:15
特別会計財務書類の検査（過去の指摘事例や過去の検査等
で把握した事態等と照らし合わせるなどして、生じた疑問
点についてリストアップ）。

午後の勤務開始。
復興庁への質問を起案。

17:00 院内各課への依頼事項について提出状況を確認。室内に情
報共有。

１日のスケジュール  在庁時

第４局郵政検査課調査官を経て北海道開発局に

出向。その後、第５局上席調査官（通商産業担当）

付調査官、事務総長官房会計課営繕係長、同庁

舎係長、同庶務係長、第４局上席調査官（文部

科学担当）付調査官、第３局上席調査官（道路

担当）付調査官、事務総長官房調査課副長、第

４局農林水産検査第４課副長、第１局総務検査

課副長、第１局司法検査課総括副長、第４局上

席調査官（文部科学担当）付専門調査官を経て

現職に就く。

課  歴

技術系職員からのメッセージ
第１局総務検査課復興検査室
調査官補

佐藤　綾香 

第２局
防衛検査第３課長

坂口　登
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Board of Audit

キャリアパス&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。

採用後、約３か月にわたる研修が行われ、会計検査制度、予算・決算制度、

会計経理に関する法律の習得や構造物モデルを用いた実習、現場研修等を

行います。

大学院等への派遣・留学
会計専門職大学院、公共政策大学院、税務大学校等の国内の大学院等への派遣や海外の大学院等への留学により、経済学、統計学、政策に
関する知識や各種法律等、会計経理や検査実務に関する知識のみに限らず、幅広く高度な専門知識を習得することを目指します。

出向・人事交流
会計検査院を離れ、衆議院、参議院、他省庁等の国の機関、都道府県、独立行政法人、国際機関等の各種法人に出向することや、民間企業と人事交流を行うことで、国内や
海外で働くことをとおして、幅広い視野を養います。

研修や OJT で検査に必要な知識を
身につけ、採用 1 年目の秋から実
地検査を行います（注）。

（注）一般職（高卒者）区分で入庁した場合、最初の 4 年
間は庶務業務に従事し、5 年目の研修受講後検査業務に
従事できるようになります。

この他、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
研修等を行い、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。

会計検査院の職員は、上記のような研修や出向に加え、定期的な人事異動をとおして一つの局や課にとどまらず様々な分野の検査や業務を経験します。
※キャリアパスや研修、出向、留学等には個人差があり、本人の適性・希望により変わります。また、記載の研修や出向・人事交流先は令和４年末時点で実績のあるものを抜粋したものであり、今後変更する可能性があります。 

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、測量の実習を行った
りもします。

審議官以上課室長級課長補佐級係長級係員級

事務官

調査官補

調査官 係長等

副長

総括副長

室長
専門調査官等

課長
上席調査官等

局長
審議官等

検査の最前線

主要な検査担当者として、
最前線で検査をします。官
房では、係長として係の主
要業務を行います。

現場で検査を行うほか、検査班を統括する
リーダーとして検査班をまとめます。

課内の管理・調整業務全般において課長
を補佐します。

検査の主力として、在庁検査や実地検査を行います。
局課室のマネージャー

局課室をマネジメントし、局課室の検査の方針決定等を行います。

新採用職員・若手職員を対象とした研修
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、情報通信技術等の各分野について、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。

調査官を対象とした研修

採 

用

安中研修所にある構造物モデル。 オンラインで行う研修もあります。 検査器具を使った
実地研修もあります。

研修ではグループワークも行います。
（新型コロナウイルス感染拡大前に撮影）

その他の研修・人材育成の制度
会計検査院では随時様々な研修を行い、検査に必要な知識の習得や検査能力の向上を図っています。
・IT に関する研修
・語学研修
・検査技法に関する研修
・各種スキルアップチーム：公募制による職員の自主的な研修チームです。



　現在、私はデジタル庁戦略・組織グループで、政府情報
システムの統括監理に関する業務を担当しています。
　デジタル庁は、新型コロナウイルス感染症への対応にお
いて、行政機関同士の不十分なシステム連携に伴う行政の
非効率や、度重なるシステムトラブルの発生など、デジタ
ル化をめぐる様々な課題が明らかになったことなどを背景
に、デジタル社会の実現に関する司令塔として、令和 3 年
9月に発足しました。
　これまでバラバラで十分な連携がなされていなかった数
多くの政府情報システムについて、共通の機能を一つに統
合したり、手続のエンドツーエンド（始めから終わりまで）
のデジタル化のために関係機関の連携を促したりすること
で、ユーザー満足度向上やコスト削減を目指していくデジ
タル庁の仕事は、様々な機関による事業を横断的に検査し、
経済性・効率性・有効性等の観点で指摘する会計検査院の
仕事と相通ずるところがあると感じています。

　一方で、会計検査院では基本的には既に完了した事業を
じっくり分析していたのに対して、デジタル庁ではこれま
でにない新しいものをスピーディーに実現していくことを
求められており、それぞれのミッションの違いにより考え
方や仕事の進め方の違いがあるということも実感しました。
また、職場環境の面でも、テレワーク主体の働き方や数多
くの民間企業出身者との協働など新鮮な体験ばかりです。
働く環境の変化は、視野を広げたり自分自身や組織に対す
る理解を深めたりすることに繋がるので、部署の異動や出
向の機会は非常に大きなチャンスだと考えています。
　就職活動中の皆さんも、ぜひ積極的に色んな分野の事柄
に触れて、多角的な視点から自分自身や世の中の仕事につ
いて分析していただきたいと思います。その上で、会計検
査院を選択肢の一つとして選んでいただけたら嬉しいです。

受験生へのメッセージ

多角的な視点を身につける

デジタル庁戦略・組織グループ
主査

西本　多恵

　私は現在、在上海日本国総領事館に出向しています。
所属する経済部は、進出日系企業の支援を主な業務とし
ており、日中両国間の交流深化を目指して催される地元
政府等の行事で、領事館を代表して挨拶することもしば
しばです（写真参照）。
　中国側に限らず、在留邦人にとっても総領事館員は日
本政府を代表する者です。このため、上海での生活では
公私問わず一挙手一投足に気を配る必要があります。日々
寄せられる外部からの相談にも一つ一つ誠心誠意対応し
なければという緊張感を持って過ごしています。この点

では、憲法機関である会計検査院の代表として責任を持っ
て検査に臨むという、実地検査へ赴く際の気構えとも共
通すると言えるでしょう。
　異なるのは、中国特有の環境や施策の変化のスピード
の速さと、それに合わせた対応が業務上でも求められる
点でしょうか。2022 年４月、５月の上海ロックダウンの
２か月間には、私たち総領事館員も自宅からほぼ外に出
られない環境下で業務を続け、館を挙げて在留邦人・企
業からの相談への支援を行いました。当地での経験は、
会計検査院に戻った後も、案件をまとめる上であらゆる
想像力を働かせるためになど、全てが糧になると感じて
います。
　会計検査院内でも経験する内容は職員ごとに千差万別
です。会計検査院は、検査、研修、出向等の多様な経験
を通じて職員一人一人が成長を続けることができる組織
です。この記事を読まれた、少しでも多くの方が会計検
査院への関心を寄せて下されば幸いです。

受験生へのメッセージ

国を代表する立場という気概と責任感を持って

在上海日本国総領事館経済部
領事

保田　古都美

平成26年　総合職（大卒）

　私は、会計検査院での業務経験を通じて、客観的なデー
タに基づいて公共政策を経済性、効率性及び有効性の観
点から適切に検査できる能力を一層高めたいと思い、一
橋大学国際・公共政策大学院で公共経済学（特に、資源
配分の効率性、費用便益・計量経済分析及び政府の意思
決定等）を学んでいます。そして、専門分野の講義や民
間企業との協同活動に取り組むことにより、理論や手法
を現実の課題の発見・解決に応用するプロセスについて
知見を深めています。また、他分野の専門科目も履修し、
昨今の様々な政策事例、諸外国の関係法令及び国際政治
等について学ぶ貴重な機会を得ることができました。こ
のように、多種多様な分野において最先端の研究にアク
セスできる大学院で学ぶことを通じて、業務で扱う公共
政策について学術的見地からも見識を深めています。今

後は、これまで以上に多角的で正確な検査を実現するよ
う努めていきたいと考えています。
　近年、日本社会が抱える課題は複雑化しており、公共
政策の事業分野も多様化しています。そのため、会計検
査院の検査の根幹は不変であっても、社会情勢の変化に
対応するためには、公共政策の動向を理解し、最新の知
識を獲得して見識を高める努力は欠かせません。その点、
会計検査院には多くの研修制度等が用意されているので、
当該制度を活用した継続的な自己研鑽が可能です。関心
を持っていただけましたら、ぜひ会計検査院の門戸を叩
いてみてください。

受験生へのメッセージ

継続的な自己研鑽

第１局財務検査第１課
調査官補

竹内　捷人

　私は今、英国のロンドン・スクール・オブ・エコノミ
クス及びシンガポールのシンガポール国立大学のダブル
ディグリープログラムで公共政策の修士コースを履修し
ており、政治理論から経済学、計量経済学、また各国の
政策事例まで幅広く学んでいます。一度、会計検査院の
業務を経験してからアカデミックの世界に戻ったことで、
どのような知識が業務に必要なのか、また大学院で学ん
だことを、どう検査で活用できるのか明確にしながら学
ぶことができていると思っています。現在は特に、最新
テクノロジーやデータの行政での活用について知見を深

めています。会計検査でも、時代に即した新しい検査の
方法を取り入れていく必要があると考えており、そのよ
うな手法の検討・確立に役立つものと考えています。
　世の中が大きく動いている現代だからこそ、日本を離
れて各国の政治状況や政策分野における世界的なトレン
ドを学び、また世界中から集まる学生との意見を交換す
ることが、日本の政策を客観視し、より効果的で有意義
な検査に繋がると信じています。
　会計検査院での業務は分野が多岐にわたるため、幅広
い分野で経験を積むことができ、また、職員一人一人の
意見やアイデアが尊重される職場です。さらに、海外留
学制度を含め様々な研修制度が用意されており、見識を
広めながら、新しいことへ挑戦できる環境が整っていま
す。興味を持っていただけましたら、会計検査院にぜひ
足をお運びください。

受験生へのメッセージ

学術的見地からの学び

第３局環境検査課
調査官

甲原　璃奈

平成 28 年　一般職（大卒）

平成28年　総合職（大卒）

出向中職員からのメッセージ 国内研修中職員からのメッセージ

出向中職員からのメッセージ 海外留学中職員からのメッセージ

平成19年　I 種
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　私は就職活動時に参加した説明会や座談会の場で「幅広い
政策の執行現場に赴き、検査を通じて、政策をより良い方向
に改善していく使命を有する」会計検査院で働く魅力と責任
の大きさを知りました。また、会計検査院の検査領域は幅広く、
全試験区分を採用対象としていたため、これまで学んだ技術
系分野の知識や経験も生かせるのではないかと考えたことも
志望理由の一つでありました。
　そんな志を持ちながら挑んだ官庁訪問では、採用面接の場
ではありつつも、現役職員の生の声を存分に聞けたことが印
象的でした。検査のお話だけでなく、官房、出向、留学など
多様な経験談を伺うことができ、国ならではの幅広いキャリ
アパスにも魅力を感じました。また、会計検査院の職員は日
頃から検査先の方々等と話しているからか、私の話を上手に
引き出してくださいました。結果として志望度が大いに高ま
り、休憩時には次の面接を心待ちにしていたことを今でも覚
えています。
　他方、当然ですが官庁訪問では総合職としての資質も随所
で問われます。ここは私も苦労した点ですが、「総合的なマネ
ジメント業務」について自分の考えを自らの言葉で語れるよ
うにしておくべきだと感じました。働き方改革やコロナ禍等
で業務形態も変化する中、自らが管理職であればどのように
組織全体を円滑に機能させるのか。可能であれば、友人等と
意見交換してみると良いと思います。
　会計検査院には、よりよい明日の日本のため、論理的かつ

情熱的に仕事をこなす先輩方がたくさん存在します。少しで
も興味を持たれた方は、躊躇なく会計検査院を訪問してみて
ください。熱い志を持った皆様と一緒に働けることを楽しみ
にしています。

受験生へのメッセージ 立志

令和4年　総合職（大卒）

日　程 内　　　　容

6 月 29 日 ㈫ 第２クール２日目、対面で A省を訪問。

７月２日 ㈮ 第３クール２日目、お休み。気分転換を兼ね、霞が関を
散歩する。

７月５日 ㈪ 第 4クール、対面で会計検査院を訪問。
７月６日 ㈫ 第 5クール、対面で会計検査院を訪問。内々定をいただく。

6月 25 日 ㈮ 第１クール３日目、オンラインで会計検査院を訪問。技
術系区分や若手でも活躍のチャンスがあることを知り、
志望度が大いに高まる。

７月１日 ㈭ 第３クール１日目、オンラインで会計検査院を訪問。他
の志望者の志望動機や自己 PR 等を聞く機会に恵まれる。
その洗練された内容に触れ、改めて気持ちを引き締める。

6月 30 日 ㈬ 第２クール３日目、オンラインで会計検査院を訪問。検
査以外の多様な経験談も伺い、会計検査院を第一志望に
すると決断する。訪問終了後、A 省、B 庁に断りの電話
を入れる。

第１クール２日目、オンラインで A 省を訪問。次回訪問
の予約をもらう。

6月 26 日 ㈯、
6月 27 日 ㈰

これまでの振り返りもしたが、基本的には休養し、体力
回復に努める。

6月 28 日 ㈪ 第 2 クール１日目、対面で B 庁を訪問。オンラインとは
異なった雰囲気に緊張する。

６月 23 日 ㈬

6 月 24 日 ㈭

民間企業を併願していた都合上、官庁訪問への参加を見
合わせる。

  官庁訪問 のスケジュール 

官庁訪問体験談

　私が会計検査院を志望した理由は、「会計検査」のプロとし
て専門性を高めながら、幅広い分野の知識を身につけ、社会
や行政に関する視野を広げることができる点に惹かれたから
です。各行政機関において国民の税金が適切に使われている
か、という視点から様々な分野の政策の現場を実際に見て、
独立した立場から改善を図ることができる非常に魅力的でや
りがいのある仕事だと感じています。
　官庁訪問では、些細な質問にも優しく答えていただき、仕
事の魅力や検査の体験談についていろいろなお話を伺うこと
ができました。業務説明会や官庁訪問のほとんどがオンライ
ンで行われていたため、対面と比べると職場の雰囲気が掴み
づらいと感じることもありましたが、交通費や移動時間を気

にせずに気軽に参加することができるというメリットもある
ため、その機会を最大限に活用すれば業務の内容について理
解を深めることができると思います。
　専門性の高い仕事に就きたいと考えている方にとっても、
幅広い行政分野に関わり知見を広げたいと考えている方に
とっても、会計検査院は魅力的な職場だと思います。入庁し
てから勉強することはたくさんありますが、研修や先輩方か
らのサポートもあり、充実した環境で検査に関する知識を深
め、経験を積むことができます。少しでも興味があるという
方は、是非説明会に参加してみてください。みなさんと働け
る日を心待ちにしております。

受験生へのメッセージ 会計検査院の魅力

令和4年　一般職（大卒）

第５局情報通信検査課
事務官

渡邊　優太郎

第１局租税検査第 1 課
事務官

上原　千尋

他にもこんな体験談があります！

様々な検査の経験談を聞くなかで、職員の方々が検査という仕事に責任と誇りを持っていると感じました。

職員の方が検査経験を楽しそうにお話しくださり、私もこんな風に仕事をしたい！と思いました。

親身にお話を聞いてくださり、緊張が解け自分らしく面接に臨めました！

オンライン開催のため参加しやすかったです。

女性職員のキャリアや東京での暮らしなどの疑問点について丁寧に答えていただきました。

鋭い質問をする面接官が多くいらっしゃったことが印象に残りました！
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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

法律 33%

心理学 10%

経済・経営
23%

文学・語学
８%

社会学 ８%

国際系 ８%

理系 13%
(理・工・農・薬・情報)

様々な専攻の人がいますが･･･

このように活躍できます！

● 業務で必要な法律や簿記に関する知識は採用後の研修で学ぶことができます！

● 仕事の性格上、会計知識よりも知的好奇心の高い方が楽しみながら働ける職場だと感じます。

● 検査対象は多岐にわたるので、学生時代に学んだ知識が生きる瞬間が必ずあると考えています。
● 検査をする中で必要な知識をどんどん吸収していくスタイルなので、採用時に簿記や法律の知識が
　 全くないからといって不安に思う必要はないと思います。

● IT や AI、IoT 等はどの省庁でも取り入れられているため、そのような理系の分野を学んでいた方の
　 需要は高くなっているのかなと思います。

職場の雰囲気について教えてください。

● 同期とは宿泊研修でとても仲良くなれるので、業務上ではお互いの知識を
　 補い合い支え合うような関係性になれると思います。

● 穏やかな方、情熱的な方、個性的な方までいろいろな方が集まっています！

● 上司や先輩が気軽に話しかけてくれるので、課内では相談しやすい雰囲気が
　 できています。
● 仕事のことからささいな冗談まで、何でも気軽に話せます。

就職活動中の方にアドバイス、メッセージをお願いします。

● 会計検査院に少しでも興味を持った方、幅広い分野の知識を身につけたい、政策が実施される現場を自分の目で見てみたいと考えている方は、
　 是非説明会などに参加してみてください。若手の頃から活躍できる、とてもやりがいのある仕事だと思います。
● 人生において何を大事にするのか、頑張れる理由があれば、モチベーションに繋がります。不安になることやしんどい時期が続くと思います
　 が、 自分の人生を謳歌するために、気持ちで負けずに頑張ってください！
● 今は辛くて苦しいかもしれませんが、それを乗り越えて入庁して格好よく働く自分を想像すると、踏ん張れると思います。是非一緒に働きま
　 しょう。就職活動、頑張ってください！
● 公務員は内定するのが民間よりも遅く、不安に思うことが多々あると思います。それでも、公務員には公務員にしかないやりがい、関わるこ
　 とのできる仕事の大きさがあります。

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？

● 自分が担当した案件が検査報告や新聞等に載ったことです。

● 上司や先輩に褒められたことです。

● 先輩方にサポートしていただきながら、相手先と何度も話し合うなどの
　 検査を経験したことが、大変勉強になりました。
● 先輩に任されて一人で受検庁の方に質問した際、自分の言葉で受検庁の
　 方と検査のやりとりができたことにやりがいを感じました。

会計検査院で働こうと思った一番の理由は何ですか？

● 「会計検査」のプロとして専門性を高めながら、幅広い分野で活躍することができると
　 感じたためです。

● 霞が関で働きつつも、実地検査を通して政策の執行現場を自らの目で確認できる点に
　 魅力を感じました。
● 転勤等が基本的にないことから、ライフプランが立てやすいと思ったからです。

● 新人のうちから、主体的に仕事ができると伺ったためです！

入庁するまでに会計や簿記の
勉強をしていましたか？

学生時代に
専攻していた 10%

資格取得のために
勉強していた 25%

ほとんどして
いなかった 13%

全くしてい
なかった 53%

就職活動中、会計検査院関連のイベントで、
参加して良かったと思うものを教えてください！

１位

２位

３位

オンライン
業務説明会！

オンライン
座談会！

人事院主催
イベント！

出身地

北海道 ５%
東北 ８%

関東 45%
（東京以外）

中部 10%
（東海北陸）

東京 23%

近畿 ３%
中国四国 ３%

九州 ５%
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Board of Audit
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実地検査の１週間  ～初めての実地検査～

　初日は先輩調査官に同行して備品の

納入や施設整備が行われている自衛隊

基地に入ります。（出張官全員が同じ

検査先に向かうこともありますが、今

回は１～３人程度に分かれて検査に入

ります。）事前に選定した契約につい

て、工事の契約書や積算書、特記仕様

書、図面等の書面に沿って工事の内容

の説明を受け、当該工事の設計や積算

が適切に行われているか、所期の目的

を達成しているかなどを確認しまし

た。書面の見方や検査先の方々への質

問の仕方等、先輩調査官から学ぶこと

ばかりでした。

月曜日

事 前 準 備

検査を終えて

　２日目も前日と同じ自衛隊基地に

て、先輩調査官と契約の検査を行いま

した。

　検査会場での書面検査とともに、適

宜現場の確認も行いました。設計図面

どおりに工事が完成しているか、施工

に問題のある箇所はないかなどを確認

します。書面を確認するだけではわか

らない部分も多く、実際に現場で完成

物を確認することで初めて気づく問題

点もあり、現場検査は非常に重要だと

実感しました。また、普段立ち入るこ

とができない現場を検査することがで

きるのは、会計検査の醍醐味だと感じ

ました。

火曜日
　３日目は A 地方防衛局から補助金

が交付されている B 町に検査に入り

ました。

　事前に選定した契約について、工事

の設計や積算等が適切に行われている

か、成果品が有効に活用されているか

を、先輩調査官とともに書面を確認し

ながら一つ一つ質問していきました。

午後には一人で質問をする機会もあ

り、大勢の B 町の職員の方々の前で

疑問点を聞いていくのはとても緊張し

ました。また、自分の質問によって相

手から的確な答えをいかに上手く引き

出すことができるかということに難し

さも感じました。

水曜日
　４日目は他の出張官とも合流してA地方

防衛局に検査に入りました。

　午前中は先輩調査官に同席して、1 日目

及び 2 日目の検査で生じた疑問点について

追加の説明を受け、午後からは自分で選定

した契約について一人で検査を行うという

流れでした。契約の検査は一人で行うこと

が多く、先輩調査官の検査を間近で見るこ

とができる機会は貴重なため、実地検査で

の立ち振る舞いや検査手法等できる限り多

くのことを吸収できるよう心掛けました。

また、一人で検査を行った午後には、自分

の勉強不足を痛感する機会が多く、能動的

に検査手法や工事の知識など検査に必要な

知識を学んでいく重要性を強く感じました。

木曜日
　最終日の午前中は、引き続き契約に

ついて一人で検査を行いました。午後

には各出張官から検査結果について報

告を受けた主任官（出張官のトップで

す。）が A 地方防衛局等の職員の方々

の前で検査結果について打合せを行い

ました。主任官が検査結果を伝えてい

る時には、会計検査院の一員として、

検査の責任の重さを感じました。

　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出

張の報告書の作成等多くの業務に追わ

れますが、ひとまず 1 週間の実地検査

が終わりほっとしながら帰宅しまし

た。

金曜日
Tuesday Thursday Friday

  地方に出張して行う実地検査の準備は検査開始時の約２か月前から始まります。今回は防衛省の地

方支分部局であるA地方防衛局が行っている事業を対象として検査を実施しました。事前に、過去数

年にA地方防衛局が実施した事業の資料を提出していただき、各出張官が検査する事業を選定します。

　私自身は末席（出張メンバーの一番下の人）として、防衛本省の担当者とのやりとり、出張行程の

作成、出張のための手続きなどの業務を行うとともに、検査する事業に関する法令や技術基準等につ

いての勉強をしました。

　大学での私の専攻は心理学で、防衛や

工事に関する知識は全くありませんでし

た。本当に一人で検査ができるのかと不

安でしたが、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

して検査の着眼点を学び、また、実際の

出張で先輩調査官の検査に同席し、色々

とアドバイス等もいただいたことで、初

めての実地検査を無事終えることができ

ました。今回の出張では、検査先の方々

への質問の仕方や検査の着眼点等、自ら

積極的に学んでいく必要性を強く感じま

した。この経験を踏まえて今後の実地検

査に臨み、先輩調査官のような検査が行

えるよう日々学んでいきたいと思います。

Monday Wednesday

今回の出張メンバーです。中央が筆者です。

書面検査
設計図面等の確認をしています。

書面検査
検査先の方々と設計図面を基

に、質問のやりとりをしてい
ます。 現場検査

書面検査を行った工事の現場の確認をしています。

最終日打合せ
Ａ地方防衛局等の方々の前で主任官が検査結果を伝えています。



　みなさん、はじめまして！おそらくこれを読んでいる方の中
には、まだ育児と仕事の両立についてうまくイメージができな
い方もいらっしゃると思います。かく言う私も、現在は 2 歳の
娘と 1 歳の息子がおりますが、子どもが産まれるまさにその瞬
間まで、子を持つ実感もなく、育児と仕事をどのように両立さ
せるのか、そもそも両立できるのか、と不安がありました。
　私は上の子が産まれたときには 1 か月、下の子が産まれたと
きには 3 か月の育休を取得しました。いずれも子どもが産まれ
ることを上司に相談した際、さも当然のように、男の産休・育
休の取得を促されました。まだ会計検査院の職員として半人前
で、長期の休みを取りたい！と素直に相談することを少し躊
躇っていた私にとっては、非常にありがたい職場環境にいるこ
とを感じさせられました。もう「イクメン」という言葉は古い
と聞きました。もう男の育休は取得して当然なのです。
　また、テレワークもかなり活用しています。特に妻が下の子
を妊娠中の時は、上の子が小さいので、上司に相談し、出張や
会議等がある日のみ出勤し、それ以外は基本的にテレワークで
の勤務をさせていただきました。そういった働き方ができたの
も、テレワークでの勤務が行いやすい環境がここ数年で飛躍的
に整ってきているおかげです。
　自分のライフスタイルに合ったワークをする。これこそが

ワークライフバランスです。会計検査院は、会計検査という、
誰もが成果をあげることができることが大きな魅力です。しか
し魅力はそれだけではありません。自分のライフスタイルに合
う職場環境があれば、最大限のモチベーションで検査に臨むこ
とができます！心地良い環境の下で、みなさんと一緒に検査に
臨む日を心待ちにしております。

受験生へのメッセージ  充実ライフで最大級のワークを！

第３局国土交通検査第１課
調査官

馬渕　啓介
平成27年　一般職（大卒）

ワークライフバランス

時　間 業　務　内　容
8:00

11:00

起床。子どもが起床する前に朝食の準備等を済ませておく。

9:00 勤務開始。メールチェックや今日やることの整理。

12:40 昼食。

15:00 次の出張の準備のため、質問事項等を作成。

17:45 勤務終了。子どもと公園へ（2回目）。

21:00 子どもを寝かしつけ、夫婦でのんびりする。

8:30 子ども起床。朝食を済ませる。

9:30 昨日上司から来ていた意見等を基に資料の修正。

12:00 子どもと公園へ遊びに行く。

13:00 業務再開。エクセルでの集計作業。

17:00 上司と明日以降の業務について確認・整理。

19:00 夕食、お風呂。

23:00 就寝。
勤務中に育児は当然出来ませんが、日中家に居るだけでも、妻からは
ワンオペの不安が少し和らぐので安心すると言われます。

修正した資料について、在庁している上司とWeb会議シス
テムで相談。

子どものミル
ク・夜泣き等が
あるので、通勤
時間が無く、睡
眠時間を確保で
きるテレワーク
はとても魅力的
です。

　私は産後 11 か月で職場復帰し、1時間半の育児時間と休憩
時間の短縮の制度を活用しながら働いています。実地検査を行
う検査課で検査業務に従事していますので、実地検査として都
内や近県など宿泊を伴わない出張にも出ています。地方出張に
は出られない分だけ在庁時間が長くなりますので、在庁時には、
他の調査官とシステムを介して情報を共有し、自分や他の調査
官が収集したデータの集計作業をしたり、関係資料の確認や分
析をしたりしています。出産前に比べると時間や行動範囲に制
約がありますが、制約の中でもできる業務はたくさんあるので、
これに奮闘している状況です。このような働き方ができている
のは、上司や周囲の職員の方々の配慮や育児に対する御理解の
おかげです。女性職員だけでなく男性職員も育休を取得してい
ますし、男女問わず面倒見の良い方が多いので、保育園からの
急な呼び出しや育児と仕事の両立で悩んでいることなども気軽
に相談しやすい環境だと思います。
　また、会計検査院はロールモデルとなる先輩方がたくさんい
る職場でもあります。私が最初に配属された課でも育休から復
帰された女性職員の先輩がいましたし、その後の配属先でも育
休から復帰して育児と仕事を両立している方は多くいらっしゃ
いました。私がかつて同じ課でお世話になった先輩方は、今も
育児と仕事を両立されています。先輩方が工夫しながら働き続

けている姿を見ていたおかげで、自分がいざ育休を取得すると
なっても、職場復帰することを不安に思ったり、心配したりす
ることはありませんでした。
　会計検査院の業務に少しでも興味のあるみなさん、会計検査
院は働き続けられる土壌のある職場ですので、ぜひ説明会等に
お越しください。

受験生へのメッセージ  働き続けられる土壌、あります

第５局経済産業検査第１課
調査官

佐々木　希和 
平成18年　Ⅱ種

時　間 業　務　内　容
6:15
9:30

起床。朝食、登園準備。

12:00 昼食（休憩時間を 30 分に短縮）。

18:45 帰宅した夫と子どもが入浴。夕食。

23:20 就寝。時々、夜泣き対応。

12:30 打合せの資料作成、検査事項について打合せ等。

出勤。
メールチェック、出張で収集した資料の整理等。

17:00 子どもを保育園にお迎え。子どもをあやしながら夕食準備
等の家事。

20:30 子ども就寝。洗濯、風呂掃除等の家事（夫と分担）。保育園
の持ち物準備。つかの間の自由時間。

16:15 退庁（休憩時間短縮及び育児時間制度により、勤務時間を
２時間縮小）。

１日のスケジュール  出勤日

１日のスケジュール  テレワーク時
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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

採用に関するQ&A

Q 1 

A 1
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20.0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。

３「テレワーク」………… 職員が自宅で勤務ができる制度で、１日単位
又は１時間単位で実施することができます。

２「休暇」………………… 年次休暇（年２０日を超えない範囲内で付与
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。

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。

育児のための主な制度

１「育児休業」…………… ３歳に満たない子を養育するため、子供が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。

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。

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。

男性職員が育児のために利用できる両立支援制度等
男性職員は上記制度に加え、以下の制度等も利用できます。　

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。

３「産後パパ育休」……… 子の出生の日から５７日間以内に取得する育
児休業（２回まで取得可能）です。育児休業
は原則２回までですが、産後パパ育休は他の
育児休業とは別に２回取得することができる
制度です。

２「育児参加のための休暇」… 妻の産前においては上の子（小学校入学前）
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１年の範囲内で、５日まで取得
できる休暇です。

 採用を予定している試験区分を教えてください。

Q 2 

A 2 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。

会計検査院ではどのような人材を求めていますか？

Q 3 

A 3 ありません。会計検査院では全区分から採用していますが、採用区分によって業務内容に違いはなく、行う仕事は同
じ「会計検査」です。会計検査院では行政の様々な分野の検査に対応するため、採用区分にかかわらず異なった専門
知識を持つ多様な人材を求めています。そして、自分の専門分野を生かすことはもちろん、専門にとらわれず幅広い
知見を身につけることができることが会計検査院の魅力の一つです。

事務系区分と技術系区分で仕事の違いはありますか？

Q 4 

A 4 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。

総合職と一般職の仕事の違いは何ですか？

Q 5 

A 5 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。
ただし、育児、介護等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、職員同士の気心も知れ、風通しが良い雰囲気です。

職場環境について教えてください。

Q 6

A 6 オンラインツール等や会計検査院内ネットワークを整備し、検査や各種会議をオンラインで実施するほか、定型業務
の自動化や業務プロセスの見直しを行い、業務の効率化や削減を進めています。また、多くの職員がテレワークを利
用したりワークライフバランス制度を活用したりするなど、既存の働き方にとらわれない多様な働き方が広まってい
ます。

業務効率化やワークライフバランスの推進のためにどのようなことに取り
組んでいますか？

試験区分

総合職
（大卒程度）

一般職
（大卒程度）

一般職

事務合計農学化学機械建築土木
デジタル・
電気・電子

（電気・電子・情報）
行政合計

数理科学・
物理・
地球科学

工学政治・国際経済法律行政
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（高卒者）（院卒者）
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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

東京都千代田区霞が関３丁目２番２号　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

QR
コード

QR
コード

（担当）上野、  野田、  田村、  黒田、  竹内、  久保田

TEL

HP

Facebook

E-mail




