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情報本部の職員を志望する皆さんへ

　情報本部に関心を持っていただき、ありがとうござい
ます。私たちは日常生活の中で様々な情報を活用してい
ます。電車に乗るときには電車の時刻表を参考にしま
すが、この時刻表も情報の一つです。時刻表が不正確
であったら、日常生活にも支障が出ます。また、昨今
の新型コロナウィルス感染症対策の際も、現在の感染
状況や将来予測に関心を示されたことと思います。こ
れらの情報を適時適切に活用することにより、効果的
な対策が可能になります。情報の重要性は古くから謳
われており、紀元前の中国の戦略思想家である孫子は
その著書のなかで「知彼知己者、百戦不殆」（敵を知って、
己を知る者は、百戦危うからず）という、有名な一節
を残しています。まさに、国家の平和や繁栄にとってい
かに情報が大切かを説いたものと言えるでしょう。
　情報本部は防衛省の機関であり、わが国最大の情報
組織です。情報本部は自衛隊の部隊の活動から防衛省

情報を仕事に　～日本と世界の平和と繁栄のために～

や首相官邸における安全保障政策の決定に至るまで、
様々な場面で必要とされる情報を適時適切に提供し、
重要な意思決定や判断に資する支援をしています。そ
のため、情報本部は独自に電波情報や画像・地理情報
を収集して解析し、さらに集約・整理した公刊情報等
と融合し、総合的な分析に基づくプロダクトを作成し提
供することができる、独自の機能を有しています。情報
本部の活動はわが国の平和と安全に必要不可欠である
とともに、世界の安定にも寄与しています。
　このため、情報本部では、国家防衛の現場での経験
を有する陸海空自衛官のみならず、各種言語や国家の
安全保障、国際情勢に関して幅広い知識や関心を有す
る事務官や、電子、通信、システム等に関する高度な
専門知識を保持するとともに最先端の科学技術の追究
に励む事務官・技官、そして情報本部という大きな組
織を運営するための組織管理能力に長けた事務官・自

衛官が、肩を並べて一丸となって仕事をしています。す
なわち、一見、全く異なるバックグラウンドを有する人々
が、それぞれの専門性と叡智を持ち寄り、わが国、そ
して世界の将来を左右することとなるかもしれない意思
決定、判断に必要な情報プロダクトを産出するという、
情報本部以外では決して経験することができないユニー
クでダイナミックな環境で、日々、勤務しているのです。
　わが国を取り巻く安全保障環境は年々厳しさを増して
います。国連決議に違反する弾道ミサイルの発射を繰
り返す北朝鮮、尖閣諸島周辺の領海侵入を繰り返す中
国、わが国周辺での活動を活発化させているロシアな
ど、わが国周辺では、軍事力の強化、軍事活動の活発
化の傾向が顕著です。軍事技術の進展を背景に、現在
の戦闘様相は、陸・海・空のみならず、宇宙、サイバー、
電磁波といった新たな領域を組み合わせたものになって
います。また、ソーシャルネットワークなどを用いて他

国の世論を操作しようとする試みなど、今までの軍事力
とは異なる領域での脅威が恒常的に存在する複雑な状
況への対応も求められるようになっています。このよう
な環境の中、相手の行動に先んじでその兆候を察知す
る、「情報」の重要性は益々重くなっています。
　情報本部もその能力をさらに向上させていくことが求
められています。日本、そして世界の平和と繁栄のため、
情報という分野で自らの力を活かしてみたい、或いは情
報という分野での仕事に興味、関心があるという皆さん、
情報本部では、皆さんの優れた能力と高いやる気を必
要としています。日本、そして世界のために、皆さんと
ともに働ける日を楽しみにしています。

情報本部長　空将
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情報本部の任務・活動

情報本部の任務・活動

我が国最大の情報機関として

　情報本部は、我が国の情報機能の重要性と冷戦後の国際情
勢の変化を踏まえ、平成９年に創設された防衛省の中央情報
機関であり、我が国最大の情報機関です。
　電波情報、画像・地理情報、公刊情報などを収集・解析す
るとともに、防衛省内の各機関、関係省庁、在外公館などか
ら提供される各種情報を集約・整理し、国際・軍事情勢等、
我が国の安全保障に関わる動向分析を行っています。その分
析結果は、内閣総理大臣や防衛大臣、防衛省の内部部局等各
機関、国家安全保障局をはじめとする関係省庁や陸・海・空
自衛隊の各部隊に報告、共有され、政策判断や部隊運用に役
立てられています。また、プロダクトの質を高めるため、関係
省庁や諸外国カウンターパートとの情報交流も頻繁かつ積極
的に実施しています。
　情報本部は、陸・海・空の自衛官と事務官（語学系、行政・
事務系）・技官（技術系）が机を並べて勤務している組織であり、
自衛官は各自衛隊の部隊等における豊富な経験に基づく軍事
的知見を、事務官・技官は、語学や技術等の専門的な知識を
駆使し、一丸となって情報業務に従事しています。

■情報本部のカスタマー

安全保障環境が厳しさを増す中、防衛省  の中央情報機関たる情報本部への期待大

政策決定者等

内閣総理大臣

防衛大臣

情報要求 情報提供

情報コミュニティについて

　我が国においては、複数の各府省庁で構成される
情報コミュニティが、政府内の各情報機関の活動を
調整し、情報を一元化する等、外交政策の遂行や安
全保障に必要な情報活動の連携・協力を行っていま
す。情報本部は防衛省の中央情報機関として、我が
国の情報機能に大きく貢献しています。

情報業務の流れ

　カスタマーが政策判断や部隊運用を行う上で必要
となるプロダクトを、カスタマーのニーズを踏まえ、
適時適切に提供

インテリジェンスとは
　あらゆる情報源から得られる情報資料（インフォ
メーション）を収集、処理、分析した成果物（プロ
ダクト）であり、判断・行動するために必要な知識

■情報本部

適時・適切に情報を 収集・集約・整理・処理・分析

交換情報等

防衛省内の各機関、関
係省庁、友好国等から
得られる情報です。

画像・地理情報

民間の衛星から収集し
た地上の画像を解析す
ること等により得られ
る情報です。

電波情報

我が国上空に飛来する
軍事通信電波などを収
集し解析すること等に
より得られる情報です。

公刊情報

新聞やインターネット
等の一般に公開されて
いる情報です。

厳しさと不確実性を増す安全保障環境
～宇宙・サイバー・電磁波領域の利用拡大～

　我が国を取り巻く安全保障環境は、極めて速いスピードで
厳しさと不確実性を増しています。国際社会のパワーバランス
の変化は加速化・複雑化し、既存の秩序をめぐる不確実性は
増大しています。こうした中、自らに有利な国際秩序・地域秩
序の形成や影響力の拡大を目指した、政治・経済・軍事にわ
たる国家間の競争が顕在化しており、そのような競争は、ソー
シャル・ネットワーク等を用いて他国の世論を操作することな
ど、多様な手段により、平素から恒常的に行われています。
　また、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域の利用
の急速な拡大は、陸・海・空という従来の物理的な領域にお
ける対応を重視してきたこれまでの国家の安全保障の在り方を
根本から変えようとしています。
　このような安全保障環境の現実に対応するため、情報収集・
分析を行う防衛省の中央情報機関として、また、我が国最大
の情報機関として、情報本部が対応すべきフィールドは拡大し
ており、情報本部への期待はますます高まってきています。

陸・海・空自衛隊の部隊運用者

警察庁

内閣情報
調査室

外務省

防衛省

公安調査庁

カスタマー

情報提供

情報本部

配布

計画

収集

分析

処理

情報要求
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情報本部の組織 情報本部の事務官・技官として求める人物像

●情報本部長、副本部長以下、各部、６カ所
の通信所で組織されています。
●各部は市ヶ谷（東京都新宿区）に所在し、
各通信所は全国各地（東千歳、小舟渡、大井、
美保、太刀洗、喜界島の６カ所）に配置さ
れています。
●情報本部は事務官、技官、陸・海・空自衛
官がともに働く組織です。
●各部等の業務の概要等については、８ペー
ジ以降で詳しく紹介しています。

情報本部では採用する試験区分等により以下のような性格や能力を持った人材を求めています。

事務官・技官の割合（令和 3 年12 月1日現在） 女性職員の割合（令和 3 年12 月1日現在）

人事、給与、教育
訓練、福利厚生、
文書管理、情報公
開、会計、物品の
取得・管理等

関係部局との連絡
調整、業務計画の
作成、電子通信機
材の研究、渉外等

自衛隊の活動に必
要な国際情勢の分
析等

あらゆる情報源か
ら得られる情報に
基づく総合的な分
析、分析成果の提
供等

画像情報や地理
空間情報の収集・
分析等

各種電波の収集・処理・解析、
必要な装備品の技術研究、開発等

情報本部長

副本部長

情報官×4 情報保全官
情報評価官

総
務
部

計
画
部

統
合
情
報
部

分
析
部

画
像
・
地
理
部

電
波
部

通
信
所×

６

情報本部
（市ヶ谷）

大井通信所

喜界島通信所

小舟渡通信所

美保通信所

太刀洗通信所

東千歳通信所

事務官・技官
女性

陸上自衛官海上自衛官 男性

航空自衛官

情報本部全体の

25％

事務官・技官の

32％

女性

男性

語学系職員の

55％

女性

男性

技術系職員の

12％

女性

男性

事務系職員の

40％

語学系職員や技術系職員はその分野の専門家として深い知識を求められますが、
一方で専門以外のことにも興味を持ち、知見を広げていくことが必要とされます。

語学力や国際関係・
安全保障に関する知
識を活かしたい人

英語、その他言語の高
い能力や、我が国の安
全保障、諸外国・地域
の情勢に関する知識を
存分に活用することが
できます。

語学系職員
数理的な知識・能力
を活かしたい人

衛星写真や信号の解析
及びその効果的な解析
手法の研究など、得意
とする数学やＩＴスキル
を存分に活用すること
ができます。

技術系職員

インテリジェンスで国の安全保障に貢献したい人

情報本部の基盤を支える存在

事務系職種は語学系や技術系に比べ、人事や給与、会計といった
幅広い業務に携わる可能性が高いため、様々な業務に関心を持
ち、自分から積極的に挑戦し学んでいける人材を求めています。

事務系職員

語学系職員

26％

事務系職員

33％

技術系職員

41％

集中力、粘り強さがあり、発想力を発揮できる人
日々の情報収集や解析は、簡単に成果が出るものではありません。
インテリジェンスの最前線に立っているという誇りと使命感を胸に、
日々真剣に職務に取り組める人材を必要としています。

物事を様々な視点から柔軟に考え、論理的に説明できる人
国際情勢に関する分析や解析した情報を論理立てて分析し、カスタ
マーにとってわかりやすい情報資料を提供する能力が求められます。

好奇心・探求心があり創意工夫に富む人
膨大な情報の中から正確な分析を行うことは、全体の大きさや形が
わからないパズルを組み立てるような感覚です。完成させるために
は、日頃から知識を深め、考えることが不可欠です。

チームワークを重んじ様々な人々 と意思疎通を図ることができる人
事務官、技官、自衛官というバックグラウンドの異なる様々な職員が
勤務する情報本部の職場では、高いコミュニケーション能力は最も
重要な要素の一つといえます。
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計画部
各機関・諸外国との調整役
　防衛省内の関係部局との連絡調整、業務計画の作成、電子通信機材の研究や改善の取りまとめ、関係各国との渉外等の業務を行っ
ています。
　語学系の職員は、主に情報本部高官が海外出張する際の準備及び随行、外国からの訪問者に対する調整及び対応等を行います。
　技術系の職員は、主に情報収集に関係する技術の現在及び中長期的な視点からの動向を調査・研究する業務に従事しています。

入省５年目となった今春から初めて渉外業務に携わっています。
コロナの影響で出張や来訪は減少していますが、情報本部へ

の各国からの熱い眼差しは日々増しており、テレビ会議や情報交
換を通じ、各国との情報交流は寧ろ活発化しているのではない
かとさえ感じられます。

渉外業務では、省内外の関係者との信頼関係の構築が一番
大事だと日々実感しています。円滑に業務を進めるに当たり、
相手との信頼関係を築くことが大切です。いち早く必要な情報
をカウンターパートから得られた際には、自分が日々やってき
たことは間違っていなかったと確認でき、自信につながります。

渉外業務は、ただ機械的に仕事を処理しているだけでは良
い仕事ができないため、常に自分で考えて行動する必要があり、
それが難しさであり、醍醐味でもあると思います。職場の語学
職事務官の先輩方の背中を見ながら、また、時には悩みを相談
してアドバイスを頂きながら、日々、渉外の腕を磨いています。

私は、技術的な知識を活かし、国の防衛に携わることので
きる業務を行いたいと考え、合同説明会を通じ、情報本部を
志望しました。

現在は、先進的技術の動向の調査や研究をする業務に携
わっています。技術は日々進化し続けており、国の防衛のため
には、その進化し続ける技術をしっかり理解し、活用していか
なければなりません。業務を行っていく中で、今まで知らなかっ
た様々な技術的知見を深めることが出来るので、非常にやりが
いを感じています。

情報本部では、初めは専門的な知識がなくても、日々の業
務や教育、先輩や上司からの指導などを通して、学ぶ機会が
多く設けられており、安心して働くことのできる環境が整って
います。情報本部で皆さんと一緒に働けることを楽しみにして
います。

私の一日

● 6:15 通勤　茨城からの長い通勤時間を有効活用すべく、英語やアラビ
ア語のほか、趣味で独・仏・フィンランド語を勉強。

● 8:30 始業　メールをチェックし、１日の予定を確認。すぐに対応が必要
な案件は、電話で担当者に連絡・確認します。

● 10:00 ミーティング
　カウンターパートと情報交換や情報交流の調整を実

施。英語でこちらの言いたいことが伝わるよう工夫
します。

● 12:00 昼休み　デスクで取ることが多いですが、カウンターパートの人達
とランチをすることも。交流を深める重要な機会です。

● 13:00 翻訳作業　レターや情報資料を英訳。直訳せずに、自然で伝わる
英語に訳すよう、日々努力しています。

● 16:00 会議　コロナ禍で増えたカウンターパートとのビデオ会議は、時差
の関係で夕方からスタート。

● 18:00 退庁　レセプションに同行することも。通常は夫が夕飯を作って
待っているため、早めに退庁するようにしています。

私の一日

● 8:15 登庁　出勤後、まずメールのチェックをし、今日行う業務を把握し
ます。

● 8:30 始業　インターネットや書籍などを活用し、最新の技術動向の調査
を行い、資料の作成をします。

● 12:00 昼休み　買ってきたお弁当を執務室でいただきます。食後は仮眠を
取ったり、読書したりしてリラックスします。

● 13:00 会議　各部との会議に参加し、技術的な情報共有や意見交換を行
い、今後の技術の活用方法について話し合います。

● 17:15 退庁　退庁後は家にまっすぐ帰り、ゆっくり趣味の時間を過ごし、
家族と夕飯を食べます。

人間性が鍵となる仕事語学系 平成 29 年入省メッセージ

技術的観点から情報業務を行う技術系（大卒程度） 平成 31 年入省メッセージ

情報本部の各部・通信所の紹介

総務部

統合情報部

組織運営の広範な業務を担う
　情報本部の人事、給与、教育訓練、福利厚生、文書管理、情報公開、会計、物品の取得・管理等、総務全般に関する業務を行っています。
　情報業務を行う各部等が安心して職務に専念できるよう、陸・海・空自衛官のほか、行政・事務の事務官を主体に、組織の屋台骨として広
範多岐にわたる業務を行っています。

自衛隊の統合運用を支える
　陸海空自衛隊の活動に必要な国際情勢を分析する情報の最前線、それが統合情報部です。その中で、語学系の職員は、情報分析、
各種国際会議への参加、通訳支援などに従事し、高い語学力、国際関係・安全保障環境の知見・知識を存分に発揮しています。

私は現在、総務部で職員の採用や退職といった人事業務に携わって
います。これまで、電波部門での業務や語学を使った業務に携わってき
ましたが、現在は人事業務という新たな分野にチャレンジしています。初
めての業務のため、日々勉強中ではありますが、経験豊富な上司・先輩・
同僚等に支えられながら、日 の々業務に励んでいます。その中で、採用
業務において、官庁訪問等で接した学生が採用され、それぞれ活躍して
いる姿を見るとやりがいを感じるとともに嬉しい気持ちになります。

総務系の仕事は、「裏方的」な仕事が多いのでは？と感じている方も
多いかもしれませんが、情報本部の各部の職員が自身の仕事に専念す
るためにはなくてはならない存在です。

情報本部には様々な業務があり、皆さんがやりがいを感じられる業
務が必ず見つかると思います。情報本部に興味がある方は、まずは業
務説明会等に参加してみてください。きっと新たな発見等があると思い
ます。皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。

私は現在、関係各部からの情報要求対応、特に自衛隊の各種アセッ
トの展開地域や諸外国軍に関する情報資料の作成及び調整業務を
担当しています。加えて日常的に翻訳業務や諸外国軍との調整会議
に通訳として出席する等、幅広い業務に携わらせてもらっています。

出張や演習、国際会議の機会も多く、軍種も出身国も異なる各国
軍の情報参謀らと共に、情報業務に従事する機会に恵まれました。

私は元々、戦史や安全保障、情報機関への関心から情報本部を
志したので、現代の日本の安全保障に軍事情報の分野から貢献でき
る現職務は、強いやりがいと責任感を持って取り組むことのできる
魅力的な仕事だと感じています。また、職場には情報幕僚として長
年経験を積んできた先輩自衛官が多く、好奇心が刺激される日々を
送ることができています。様々な経験や専攻、関心をお持ちの方の
入省を心待ちにしています。

私の一日

● 8:00 出勤　通勤中は、音楽を聴いたりニュースをチェックしたり
し、同僚との会話のネタを集めています。

● 8:30 始業
　出勤したらすぐにメールをチェックし、業務の優先順

位をつけます。その後、関係部署の担当者と調整を
行います。

● 12:00 昼休み　他機関の職員と一緒に運動をして汗を流し、交流
を深めています。

● 13:00 指導受け　調整結果や作成した資料について、上司の指導
を受けます。

● 14:00 調整　指導内容を踏まえて再調整や資料を修正します。

● 17:15 退庁　帰宅後は本を読んだり動画を見ながらお酒を飲み、
まったりと過ごしています。

私の一日

● 6:30 出勤　満員電車を避けるため早めに出勤。電車内では読書や
海外ニュース聴取、業務で覚えた単語の復習等をします。

● 7:20 登庁　登庁後、まずは急ぎの案件がないかメールを確認し、
１日の仕事の優先順位を立てます。

● 7:30 始業　フレックスタイム制を活用して１時間早く始業。時間
にゆとりをもって仕事に取りかかり始めます。

● 8:30 資料作成
　関係部署から接到した情報要求に基づいて班内

で仕事を分担し、それぞれ資料作成や翻訳に取
りかかります。

● 10:00 通訳業務　担当者と会議の内容について打ち合わせし、想
定される単語や表現をおさえて通訳に臨みます。

● 12:00 昼休み　先輩と食堂で食事。食後は小説等で気分転換します。

● 13:00 報告業務　作成した資料を高官に報告。質問に備えて事前に
予備資料を準備し知識を頭に詰め込んで臨みます。

● 16:30 退庁　日ごろから業務の効率化と生産性向上を追求して定時退
庁に努めています。帰宅後は映画鑑賞等を楽しみます。

情報幕僚としての視点を養う語学系 平成 29 年入省メッセージ

情報本部の基盤を支える事務系（高卒者） 平成 20 年入省メッセージ
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画像・地理部
卓越した専門性を持って幅広い領域で活躍するために
　画像・地理部は、画像情報の収集・分析（IMINT）に加え、デジタル３Ｄ地図等をも活用し分析する地理空間インテリジェンス

（GEOINT）を推進しています。
　事務系の職員は、分析官として、衛星画像に写っている対象を、空間と時間を軸に軍事戦略・戦術、技術、政治、経済等の様々な
観点から読み解いて政策立案部門等に提供するほか、海外任務に派遣される自衛隊部隊のオペレーションに必要な現地の地図や地理
情報を整備し部隊等に提供しています。
　語学系の職員は、国際政治等の知見や語学力を活かして、画像解析等に必要な海外情報の収集を含む分析官としての業務や、国際
会議への対応、情報交流に従事しています。
　技術系の職員は、分析官としての業務に加え、これらの業務を効果的・効率的に実施するためのハード、ソフトの研究開発に関する
業務を行うなど、データ構造、プログラミングや AI といった理工学の識見、システム設計等に関する知見もフルに稼働させて同様に創
造的な業務に従事しています。

私が情報本部を志望した理由は、大学で画像についての勉
強をしていたため、画像・地理部で大学の勉強が役に立つと
考えたからです。通常の業務で大学の研究に直結したものは
少ないですが、困難だと思うことにも挑戦し、限界まで考える
ことは業務でも大切なことだと実感しています。

現在は、主に衛星写真の解析業務を行っています。解析業務
は難しく毎回多くの疑問が生まれます。上司に質問して解決した
り、時には一緒に考えたり、知的好奇心の刺激される非常にや
りがいのある仕事です。この道のプロフェッショナルである上司
や先輩方に少しでも近づけるよう、勉強の日々を過ごしています。

初めの頃は自分に務まるか不安でしたが、研修が充実してお
り、同業務の知識がなくても問題はありません。また、実際の
業務においても上司や先輩方が丁寧に指導してくれるため心配
は無用です。

学ぶことが好きな方は、是非志望してみてはいかがですか。

私は、好奇心が強く、情報本部の業務内容に興味を引かれ
入省しました。

現在は、画像 ･ 地理部で衛星画像の分析等を担当しています。
画像業務では、軍事装備品等の知識だけでなく、国際情勢等
への理解も必要となります。配属された当初は、何も分からず
不安だらけでしたが、画像・地理部では基礎的な教育課程以外
にも多くの教育等が用意されており、必要な技術・知識を身に
着ける環境が整備されているため、着実に力をつけることができ
ます。また、情報本部では陸・海・空自衛官、事務官等が協力
して業務を行っており、様々な知見に触れることができ、楽しく
有意義な日々を送っています。

分からないことが多く不安かと思いますが、好奇心や探究心
があればしっかり成長できる職場ですので心配はいりません。

興味を持ってくれた皆さんと一緒に働ける日を楽しみにして
います。

私の一日

● 6:45 登庁前後　担当地域で注目すべき変化がある場合は上司に報告し
ます。内容が的確に伝わるように努力します。

● 8:00 情報収集　過去の事象についての資料を読みます。業務に関する
知識を増やす貴重な時間です。

● 12:00 昼休み　母の作ってくれたお弁当を持参しています。食後は昼寝を
して目と頭を休めます。

● 13:00 ミーティング　報告内容をまとめ、ミーティングの準備を行います。
上司や先輩の報告を見ることが良い勉強になります。

● 16:30 退庁　お風呂で温まるなど、リラックスし疲れを取ることを心がけ
ています。家族でテレビを見たりして過ごします。

私の一日

● 7:00 登庁　メールや業務予定を確認した後、画像を確認。確認結果を
上司に報告します。

● 10:00 報告資料の作成　画像以外の情報も収集し、総合的に分析します。

● 12:00 昼休み　昼食後、雑談や仮眠等をしてリフレッシュします。

● 13:00 業務再開　引き続き報告資料を作成します。行き詰まった時は、周り
の先輩・同僚等に相談します。

● 15:00 情報共有　1 日の業務を整理した後、班内で情報共有等を行います。

● 15:45 退庁
　翌日以降の予定を確認した後、退庁します。フレックス制度

を利用し、早めに退庁するため、退庁後は趣味の時間に当
てるなどしてリフレッシュしています。

向上心を持って成長できる職場技術系（高卒者） 平成 26 年入省メッセージ

解析業務のプロを目指して技術系（大卒程度） 令和 2 年入省メッセージ

分析部
あらゆる情報を総合的に分析
　主に諸外国の新聞、雑誌、インターネットなどの公刊資料から情報を収集すると同時に、国内外の政府・民間関係者との意見交換等
からもたらされる交換情報のほか、電波情報、画像情報といった、情報本部の他の部門が収集するあらゆる情報源（オールソース）か
ら得た情報に基づいて、軍事のみならず、政治的、経済的要因を含む様々な観点から総合的に分析する業務を行っています。
　語学系の職員は、情報を総合的に分析する業務に従事しており、語学力のみならず、国際関係に関する知識、あるいは諸外国の軍事、
安全保障問題等に関する豊富な知見を有する分析官として中心的な役割を担っています。分析成果は、防衛省・自衛隊はもちろんのこと、
官邸、国家安全保障局等に提供され、政策決定や部隊の運用等に役立っています。
　技術系の職員は、軍事技術に関する分析に従事しており、分析業務の重要な一翼を担っています。

私は、大学で学んだ国際関係論や各国情勢の知識を生かす
仕事をしたいと考え、情報本部を志望しました。

分析部では、主に英語を使って担当国の情報を収集し、上
司や他部署の担当者と意見交換を行ったうえで、資料作成や
報告を行っています。現在、入省４年目ですが、自ら作成した
資料に基づいて省幹部に直接報告する機会を複数回経験する
等、若手のうちから大きな仕事を任せられるようになっていま
す。分析業務は苦労もある一方、作成した資料に対して「役に
立った」「新たな視点が得られた」等の反応が得られ、やりが
いを感じることが多いです。

世界では毎日様々な事象が発生しており、それに合わせて未
知の事柄を学び、分析して資料化していく必要があります。こ
のため、業務内容がルーティーン化せず、常に新たな刺激を得
ることができます。皆さんの国際関係の知識や語学力を生かし
て、我が国の政策決定等に資する資料を一緒に作り上げてい
きませんか。

私の一日

● 8:00 登庁　BBC 等、国際情勢に関する Podcast を聴きながら通勤。登
庁後、公刊資料や他部署が作成した情報資料を確認します。

● 10:00 分析資料の作成　収集した情報を元に、分析資料を作成します。

● 12:00 昼休み　ランチ後は、入省後に学習を始めたロシア語のテキストや
英語の漫画・雑誌を読んだりしています。

● 13:00 他部署との連絡　同じ事象を追っている他部署の担当者と、関連情
報の有無を確認したり、認識の共有を図ります。

● 15:00 指導受け　作成した資料について上司の指導を受け、修正します。

● 17:45 退庁　帰宅後は、スポーツジムで運動不足を解消したり、動画や音
楽を鑑賞したりします。

やりがいと刺激にあふれる分析業務語学系 平成 30 年入省メッセージ

私は情報技術を活用できる専門性の高い仕事に従事したい
と思い、情報本部を志望しました。

現在の業務は、特定分野に関する技術動向を中心として、
その他各国の政策等様々な情報の収集を行い、分析すること
です。分野によっては、短期間で潮目が大きく異なってくる変
化の激しいものもあり、追いかけるのは大変ですが、日々新し
く興味深い発見があります。また、分析した内容は省高官に報
告することもあり、それが部隊運用や政策決定に影響すること
となるため、大きなやりがいを感じることができます。

情報本部は、電気、電子情報、機械等の様々な分野の高度
な専門知識と安全保障に関心のある人材を必要としています。
多様な技術的バックグラウンドを持つ皆さんと共に働ける日を
楽しみにしています。

私の一日

● 8:20 登庁　分析対象の幅広い情報収集を行います。

● 9:30 ミーティング　課内でミーティングを実施し、情報共有や予定の確
認をします。

● 11:00 他課との調整　関心情報について他課との意見交換や業務の調整
を行います。

● 12:00 昼休み　昼食を取った後、同僚との談笑や仮眠でリフレッシュし
ます。

● 13:00 分析資料の作成　午前中にまとめた情報を元に分析資料を作成し
ます。

● 15:00 指導受け　上司から作成した資料の指導を受け、修正します。

● 17:30 退庁　夕食を食べた後は読書や気になっていた動画の視聴、また、
音楽を聴くなどしてゆっくり過ごします。

技術動向の観点から世界情勢を見る技術系（大卒程度） 平成 30 年入省メッセージ
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通信所
電波情報を収集する「日本の耳」
　通信所は、我が国上空に飛来した軍事通信電波などを収集するとともに、収集した情報を迅速に整理・調査し、必要な情報を関係
部署に提供しています。通信所では一般職（高卒者）から採用された技術系の職員が、自衛官と机を並べながら、こうした業務の実務
を担っています。
　一般職（高卒者）から採用された技術系の職員は、電波情報の収集・整理等の業務に必要な各種通信、情報処理等を含む教育プロ
グラムや研修を修了後、各通信所に配属され、それぞれの適性に応じて、ＩＴ、プログラミング、語学等を含む専門知識の向上、技能
の習得を目的とした課程を経ながら、電気・情報、機械等の高い専門知識を備えたプロとして、高度な電波情報収集器材を駆使し、
電波情報の収集・整理等の業務に従事することになります。技術系の職員は、通信所が担っている「日本の耳」としての役割を直接支
える仕事を行っており、「国防の最前線の現場で勤務している」という緊張感と責任感を持って全国各地で活躍しています。
　また、収集された電波情報は、日本政府や防衛省の政策判断や自衛隊の運用判断を行う際の重要な材料となります。通信所の職員は、
自らが収集・整理した電波情報が我が国の安全保障を支えているという事実に誇りと密かな実感を持ちながら、日々の業務に従事しています。

私は学生時代、ニュース等で活躍される自衛隊の姿を見て
国防を担う仕事に憧れを持ち、防衛省の採用パンフレットを
参考に情報本部を志望しました。

私が勤務する通信所は、情報本部の中で「日本の耳」とし
て電波情報の収集業務を行っており、迅速かつ正確な報告が
求められます。

通信所で収集された情報は各関係機関で活用されており、
唯一無二の業務に誇りとやりがいを感じています。業務を遂行
する上で必要な基本的な能力及び専門的な知識は充実した教
育・研修により学ぶことができ、分からない事は上司や先輩方
が丁寧に教えてくれ、福利厚生も充実しており、安心して働け
る環境が整っている職場だと思います。

情報本部には、通信所を含め自分の能力を発揮できる場が
たくさんあります。皆さんの入省を心待ちにしております。

私は高校在学中に公務員の採用情報や各省庁が配布してい
る採用パンフレットを見て、その中で情報本部であれば、高校
で学んだ知識を活かす事ができると考え志望しました。私が
勤務する通信所は専門の技術や知識を使って収集された情報
を分析し、国防に資する仕事をしています。専門的な業務を多
角的な視野で見るために様々な知識が必要で、高卒で就職し
た自分にとっては知識が足りない部分を実感する場面も沢山あ
りますが、入省後も様々な教育や研修の機会が用意されてお
り、また、各職場でも自学研鑽しつつ業務が出来る環境が整っ
ているので、自分の成長を日々感じながら仕事ができると思い
ます。｢ 情報 ｣ といっても付随する業務の種類は沢山あります
ので、きっと自分が輝ける場所を見つけられると思います。皆
さんと共に働くことができる日を楽しみにしております。

私の一日

● 7:30 登庁　少し早めに車で出勤し、一日の業務の準備をします。

● 8:00 始業　前日分の申し継ぎを受け、報告資料の確認をして業務を開
始します。

● 8:15 ミーティング　前日の情勢や当日の予定、本部からの情報を共有し
ます。

● 8:30 収集業務　収集器材を駆使して情報収集業務を行います。その際、
上司や先輩方の指導を仰ぐ場合もあります。

● 12:00 昼休み　昼食は弁当を持参したり、食堂を利用しています。食後は
運動をしたり休息をとったりしてリフレッシュしています。

● 13:00 情報業務　午前の電波情報業務の続きを行います。適時適切に関
係各所に報告、情報を共有します。

● 17:00 退庁

　当日得られた情報を整理し、翌日の予定を確認してから退庁
します。退庁後は家事をするほか、買い物をしたり、趣味の
時間を満喫したり、同僚と食事に行ったりとプライベートの
充実を図っています。

私の一日

● 7:45 登庁　業務の引継ぎ準備を行います。

● 8:00 始業　業務の引き継ぎ、業務の内容を整理するなど、当日の業務
に入る準備を行います。

● 8:30 ミーティング　全体で当日の行事や各人の予定、前日までの成果や
情勢等を共有します。その後、業務に取りかかります。

● 12:00 昼休み　食堂を利用する人もいますが、私は弁当を持参しています。
食後は休憩や運動等をして過ごします。

● 13:00 収集業務　引き続き午前の業務の続きを行います。追加で共有事
項等があれば説明資料を作成します。

● 16:00 資料作成　業務の引き継ぎを行うためにその日取り組んだ業務内
容をまとめ全体に共有します。

● 17:00 退庁　退庁後は家事、趣味、外食やショッピングの時間にあてゆっ
くり過ごします。

ココにしかない仕事技術系（高卒者） 平成 30 年入省メッセージ

電波部
我が国唯一の電波情報部門
　電波部は、通信所が収集した各種電波の信号諸元を解明し、国の安全保障に必要な情報を提供しています。
　語学系の職員は、高い語学力や専門知識のほか、柔軟な思考力やコミュニケーション能力を活かし、日々収集される情報の調査・分
析業務、政策や自衛隊の運用判断に資する各種資料の作成、配布や関係機関との通訳業務、企画・調整業務等を担当しています。
　技術系の職員は、無線通信技術、暗号技術、ＩＴ、ネットワーク技術、プログラミング技術、数学等の専門知識を活かし、各種電
波の信号諸元を解明する業務、通信技術等に関する最新技術の調査・研究業務、ソフトウェア開発に関する業務等に従事しています。
それぞれの専門知識・技能については、一つの分野に特化して高度な能力を身に着ける、幅広い複数の分野の知見を身に着けるという
ように、業務はもちろん、素養や適性に応じた様々な教育・研修等を通じて、自らの能力を伸ばしています。　
　職員は、専門性が極めて高い情報の最前線で、責任感とやりがいを感じながら、それぞれが協力し合い、電波部門一体となって我
が国の防衛に貢献しています。

私は、大学の研究室経由で防衛省専門職員の採用区分を知
りました。大学で学んだ言語技能を生かして国の安全保障に貢
献できる職業は滅多にないと思い、情報本部を志望しました。

現在、電波情報の分析業務に従事しています。この業務には、
国際情勢と対象言語の理解に加え、論理的思考や情報通信技
術に関する知識が必要です。それゆえ、学生時代以上に机に
向かうことも多いですが、様々な教育や留学の機会が与えられ
ており、充実した日々を過ごしています。

電波部は、戦略レベルの電波情報分析ができる日本で唯一
の職場です。語学系職員も、その責任を自覚し専門性を高め
ています。たゆまず学び続けることは容易ではありませんが、
何よりも、電波情報分析は知的好奇心が刺激されます。ぜひ
一緒にその面白さと向き合ってみませんか？

私の一日

● 7:45 登庁
　早出・遅出勤務制を利用し、定時より早く出勤。勤務場所に

入る時は新型コロナウイルス感染症予防のため手指を消毒し
ます。

● 8:00 始業　事務処理とメール確認を済ませ報道に目を通します。電波
情報には優先度をつけて処理します。

● 12:00 昼休み　自作弁当です。新型コロナウイルス感染症拡大以降、自
炊のモチベーションが上がりました。

● 13:00 報告　先日から取り組んでいた分析の結果を部長に報告します。今
日は夕方にかけて会議があります。

● 16:45 残業　会議が長引き、議事録作成のため上司から超過勤務を命じ
られました。

● 18:45 終業　議事録作成終わり！今日は１９時から厚生棟で行われる部活
動の練習に参加し、心身をリフレッシュします。

知は力なり語学系 平成 27 年入省メッセージ

私は、大学では物理学専攻で実験系の研究を行っていまし
た。情報本部では業務に数学や通信技術等の知識が求められ
ると知り、専門分野は異なりますがそれまで自分が培ってきた
能力や経験を活かしたいと考え情報本部を志望しました。

私は現在、電波部で信号解析業務に従事しています。しば
しば問題に直面することもありますが、様々な資料等からヒン
トを見つけ、同僚からアドバイスを頂き、苦労の末に結果を導
き出せた時に得られる達成感は言葉では言い表せません。

また、教育が充実しており、専門的な知識は基礎から学べます。
それ以外にも学会参加や大学院研修等があり、自身のスキルアッ
プに繋がる機会が豊富な点が良かったと感じています。

自分の知識が国の安全保障の一翼を担うという他にはない
仕事に魅力を感じる方は、情報本部を志望されてみてはいかが
でしょうか。

私の一日

● 7:50 登庁　フレックスタイム制度を利用して少し早めに出勤しています。

● 8:00 始業　解析業務を行います。論文等を調査して参考にすることもあ
ります。

● 12:00 昼休み　昼食を取り、同僚と会話したり、昼寝したりのんびり過ご
します。

● 13:00 業務再開　午後も解析業務です。行き詰ったときは、先輩後輩関
係なく知見のある方からアドバイスを頂きます。

● 14:00 会議　解析に関する会議に参加。様々な考え方に触れることができ
るとても刺激的な場です。

● 16:45 退庁　帰宅後はゲームや漫画を読んでリフレッシュします。

安全保障を解析・研究から支える技術系（大卒程度） 平成 30 年入省メッセージ

国防を担う一員になる技術系（高卒者） 平成 24 年入省メッセージ
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入省後、約１年間は情報本部の組織・機能等への理解を深めるため、総務系の部署に
配置されます。その後は、充実した各種研修（部内外、国内外）等により職務に必要な
語学能力、分析能力の向上を図り、担当地域における情勢分析の係員として活躍します。

入省・係員

情報資料の収集・分析等を行う情報の専門家として活躍するほか、必要に
応じ情報本部内の各部署、本省（内部部局）、省内他機関や情報コミュニティ
との人事交流による幅広い経験を積むことで職務能力の向上を図ります。

専門官

防衛省・政府の政策に資する情報分析等を行う
情報のプロフェッショナルとして活躍します。

分析官～上級分析官

各部門の責任者として活躍します。

管理職

1年目～

8年目～

15年目～

32 年目～
管理職選抜研修 選抜

国内大学院留学（博士課程）選抜

係長級選抜研修（本省主催※）選抜

米国国防省等研修 選抜

海外勤務（在外公館等）選抜

係員級選抜研修（本省主催※）選抜

国内外大学院留学（修士課程）選抜

通訳学校語学研修

基礎教育（専門分野）

初任時教育
（防衛省・情報本部主催）

 防衛省専門職員採用試験

キャリアパスの一例

●行政職
（総合的な情報の分析等に携わる職員の場合。数次は標準的な年次を示す）
 ※本省の主催する研修のほか、情報本部等が主催する管理研修に選抜される場合もあります。

私が情報本部を志したのは、留学先の米国の大学
の授業で、どの政策が最も米国の国益に資するかと
の観点から議論が行われることが多かった中で、「日
本の国益のために何ができるか」を意識するように
なったことと、情報本部の仕事は学生時代の学びが
直接活かせるのではと周囲から助言を受けたことが
契機でした。

現在、私は分析部の地域情勢を担当する部署の班
長として、班員の分析プロダクトの指導にあたってい
ます。分析部への配属後には、修士及び博士課程で
地域研究や国際関係論の見識を深める貴重な機会を
いただき、これらの経験や日々の分析業務で得られ
た経験を糧に、情報分析の能力研鑽に努めてきまし
た。世界で日々起きる事象を即座に分析することの
責任は大きいですが、班員や上司と議論を重ね作成
したプロダクトを政策部局等へ提供することには、
大きなやりがいを感じています。

世界情勢に関心を持つ皆さんと、一緒に働けるこ
とを楽しみにしています！

概　要 　防衛省専門職員採用試験の試験区分「特定の語学（英語・ロシア語・中国語・
朝鮮語・アラビア語・インドネシア語・フランス語・ペルシャ語）」の合格者から、高い語学
力と我が国の安全保障や諸外国・地域の情勢（政治・外交・文化・民族問題等）への関心が
あり、論理的思考能力や表現能力に優れた人材を採用します。年度により採用する言語が異
なる場合がありますので、募集情報などの詳細は、防衛省のウェブサイトでご確認ください。

業 務 内 容 　専門語学能力を駆使して、国際関係や軍事情勢など日々収集される情報の処
理や分析、安全保障に資する各種資料の作成、報告、国内外関係機関等との情報交換にか
かわる業務等に従事します。　

私のキャリアパス

教育・研修 配置先・業務内容

語学研修・各種教育        1年目 計画部
渉外や通訳業務を担当し、関係機関との情報交換の最
前線で勤務しました。

3年目 内部部局国際室
大臣等の外遊や外国要人との会談の接遇や通訳を担当。
緊迫した会談の通訳は、経験を重ねても緊張しました。

係員級選抜研修（内局）   7年目 内部部局調査課
情報本部の管理・運営を担当する部署での勤務は、情
報コミュニティにおける情報本部の強みを知る機会に。

9 年目 分析部（専門官）
分析能力の研鑽は容易ではありませんが、多くの貴重な
研修機会に恵まれ、少しずつ前進することができました。

米国国防省研修等            10 年目

国内大学院留学                
（修士課程）                     11年目

12年目 出産・育児休業

13年目 分析部（分析官）
出産後は、仕事と育児の両立について周囲の理解を得
ながら、自らも短時間で成果が出せるよう試行錯誤を重
ねながら勤務してきました。

係長級選抜研修                14 年目

国内大学院留学                
（博士課程）                     

15年目

18 年目 分析部（班長）
班員や上司と議論を重ね作成したプロダクトが政策決定
者や部隊運用指揮官に活用された時の喜びはひとしお。

学生時代の学びが、日本の防衛に活かせる場語学系 平成 14 年入省メッセージ

語学力を活かし将来の分析官を目指したいあなたへ

Q情報本部の魅力・アピールポイントを教えてください。

◎ 情勢の変化を肌で感じられることだと思います。担当国におい
て、その国にとっては歴史的な出来事が起きた時に、情勢・歴
史が少しずつ動いていることを実感します。そういった点では、
歴史好きの方にもおすすめの仕事だと思います。

◎ 大学等で学んできたことを存分に活かす環境があります。また、
若手のうちから報告等で高官に接する機会もあり、業務のモ
チベーションにもつながります。

◎ 若手であっても大事な報告を任されることもあり、感じる責任
も大きいのですが、終わった時の達成感も大きく、自分の成
長を感じられます。

Q職場の雰囲気を教えてください。

◎ 個人で仕事を進める場面も多いですが、職場内で緊密に情報
共有したり、困った時には助言をいただいたりと、協力しなが
ら仕事を進める職場です。

◎ キーボードの音以外聞こえない程、皆が黙 と々仕事をしている
時もありますが、基本的には、周りと相談したり、議論したり、
確認等しながら多くの仕事が進められています。

Qどのような試験対策を行ったか教えてください。

◎ 口述試験の対策として、外交・安全保障政策を専門とする大
学の先生にわからない事項があれば質問したり、また、国際
情勢や安全保障に関するニュースを毎日チェックするようにし
ていました。ニュースで気になるものがあれば、自分で調べた
り、それに対する自分の意見を考えたりしていました。

◎ 情報公開制度を使って過去問を請求しました。過去問を解く
中で自分の傾向を把握し、苦手分野の克服に努めました。

◎ 防衛白書等で基本的な軍事知識の習得に努めるとともに、報
道を確認する際、過去の経緯や背景も含めて整理しました。

Q入省前にやっておいて良かったことを教えてください。

◎ 自分が打ち込んでいること一つに没頭・極めること。その一方
で色々なことに興味を持ってチャレンジすること。一見矛盾し
ていますがどちらも今後の人生で役に立つことだと思います。

◎ 学生時代は、安全保障分野でなくとも、自身の研究分野を極
めるのが良いと思います。語学能力試験は受験して損すること
はありません。

若 手 職 員 の 声
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1年目～
入省後、約 1年間は情報本部の組織・機能等への理解を深めるため、総務系の部署に配置されます。
その後は、充実した各種研修（部内外、国内外）等 により職務に必要な専門知識・技術を習得し、
衛星写真の解析、デジタル地図の作成、地理空間情報の分析等の担当係員として活躍します。入省・係員

各部門における初級管理者として活躍するほか、必要に応じ本省（内部部局）、省内
他機関等との人事交流により幅広い経験を積むことで職務能力の向上を図ります。

係長・主任
専門的知見を駆使し各部門における中級管理者として活躍します。
専門官

各部門の責任者として活躍します。
管理職

1年目～

8年目～

15年目～

32 年目～
管理職選抜研修 選抜

係長級選抜研修（本省主催※）選抜

係員級選抜研修（本省主催※）選抜

大学院留学（修士・博士課程）選抜
基礎教育（専門分野）

初任時教育
（防衛省・情報本部主催）

入省後、約 1年間は情報本部の組織・機能等への理解を深めるため、総務系の部署に配置されます。入省・係員

充実した各種研修 (部内外、国内外）等により職務に必要な専門的知識・技術を習得し、
電波情報の解析、処理をするためのソフトウェアの開発等、各種情報技術の専門家とし
て活躍します。また必要に応じ、省内他機関との人事交流により視野の拡大を図ります。

研究員

防衛省の情報技術のプロフェッショナルとして活躍します。
主任研究官

各部門の責任者として活躍します。
管理職

1年目～

14年目～

22 年目～

32 年目～

大学院留学（修士・博士課程）選抜

基礎教育（専門分野）

中級教育（専門分野）

初任時教育
（防衛省・情報本部主催）

 国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験）

キャリアパスの一例

●行政職
衛星画像の解析等に携わる職員の場合（数次は標準的な年次を示す。）
 ※本省の主催する研修のほか、情報本部等が主催する管理研修に選抜される場合もあります。

●研究職
電波情報の解析に携わる職員の場合（数次は標準的な年次を示す。）
 ※本省の主催する研修のほか、情報本部等が主催する管理研修に選抜される場合もあります。

私が防Ⅱ種（現「一般職（大卒程度試験）」）に合格
した後、最初に面接を受けたのが情報本部でした。
面接官から情報本部について概要説明を受けた後
に、研究職として採用します、とその場で言われ、
入省を決めました。

入省後は、３～５年の間隔で、電波部をはじめと
して、分析部、画像・地理部に配属されました。また、
一時期は人事交流という制度により、情報本部以外
に航空自衛隊でも勤務しました。電波、画像・地理、
分析という主要な情報部門で勤務することができ、
いろいろな情報業務に携わってきたので、特定分野
の専門というものはないのですが、幅広く業務に携
わらないとわからない部分も多いため、自分自身の
成長を感じています。

入省後の教育は充実しており、専門性を磨くため
の研修や大学等への留学、また、より上位の級へ昇
任するための研修機会もあるので、ある程度の勤務
年数を経て、管理職へ就く道も用意されています。
多様な選択肢がある中で、活躍の場を見つけること
のできる職場です。

概　要 　国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験）の試験区分「デジタル・電気・電子」（旧「電気・電子・情報」）、「機械」及
び「土木」の合格者から、 専門的知識と最新技術等に強い研究心を持った人材を採用します。なお、配置される職務によって俸給表（行
政職又は研究職）が決定されます（入省後、配置換え等により変更する場合もあります）。
このほか、国家公務員採用総合職試験の技術系の合格者から採用することがあります。
年度により採用をする試験、試験区分が異なる場合がありますので、募集情報などの詳細は、防衛省のウェブサイトでご確認ください。

業 務 内 容 　
・衛星写真の解析、デジタル地図の作成、地理空間情報の分析等
・統計・代数学、通信工学等の知識を用いた、各種電波信号の解析
・情報に関する最新技術の調査やソフトウェアによる通信処理、高速処理技法、符号機構の研究や解析するためのソフトウェアの開発
・収集した電波情報の解析

私のキャリアパス

教育・研修 配置先・業務内容

初任研修                           
部内の初級教育                 
技術的知識の基礎を習得

1年目 総務部
研究職技官として採用され、総務部で初任研修を受け
た後、電波部へ異動。

電波部
電波部では、情報保証に従事。

6 年目 分析部　
技術関連の分析に従事。

係員級選抜研修（内局）   8 年目 電波部
電波部へ戻り、電波業務に従事。翌年、行政職技官へ
転換。

13年目 画像・地理部
研究開発に従事。

情報本部上級研修                 
管理業務に必要な知識を習得 14 年目

16 年目 航空自衛隊
キャリアアップのため、航空自衛隊補給本部（十条）へ
異動。

18 年目 画像・地理部
画像・地理部へ戻り、企画業務に従事。翌年、部内異
動し、地図関連業務に従事。

部内の上級教育                19 年目

数理的センスやＩＴスキルを駆使して仕事をしたいあなたへ

Q情報本部の魅力・アピールポイントを教えてください。

◎ 情報本部は我が国最大の情報機関であり、ほかでは経験でき
ない業務を行うことができ、非常にやりがいを感じます。情報
の重要性は今後ますます高くなると考えられるので、活躍の場
も更に広がっていくと思います。

◎ 情報業務にまつわる専門的な知識や技術について触れる機会
が多くあります。情報本部内外での研修も充実しているため、
数学・情報・コンピュータ・ＡＩ等の知識を業務に活かしたい
人や、新しく学びたい人におすすめです。

◎ 情報本部は若手の教育にも積極的であり、各種学会・勉強会
に参加できます。また、大学院留学も希望すれば国内・国外
を問わず行くことができます。

Q職場の雰囲気を教えてください。

◎ 躍動感あふれる雰囲気が職場を包んでいると感じます。日々
の世界情勢に連動した職務を全うする真剣さが存在する一方
で、日常的な和やかな雰囲気や気遣いを大切にする職場だと
思います。

◎ 静かな環境で、集中して業務に取り組むことができます。また、

業務で分からないことがあっても、上司・先輩に相談すれば
解決できます。業務を行いながら、自分の能力を伸ばしてい
ける環境だと思います。

Qどのような試験対策を行ったか教えてください。

◎ 第１次試験は、過去問・問題集を複数回解きました。第２次
試験・官庁訪問について、特に面接練習はしませんでしたが、
学生時代にどのような事を行ってきたか（学科・研究等）を詳
細に振り返りました。

Q入省前にやっておいて良かったことを教えてください。

◎ 技術系（研究職）を目指している方は、プログラミングを勉強
しておくとどの部署に配属されても役に立ちます。資格等で特
に取るべきものはありませんが、暇つぶし程度に応用情報等
を取得する人が多いです。

◎ 学生時代の研究テーマ（ＡＩ）から学んだ知識のおかげで、現
在の業務に対するハードルが少し下がったと感じています。そ
のため、自分の専門といえる分野、その中でも特に最新の動
向について学んでいてよかったと思います。

若 手 職 員 の 声

多様な活躍の場技術系（大卒程度） 平成 11 年入省メッセージ
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●事務系は、主に①総務系の部署に配置され、人事・会計等の管理業務を担い、幅広い業務に従事、又は
②画像解析業務に従事します。
●技術系は、充実した各種研修、教育等により職務に必要な専門的知識・技術を習得し、主として①通信所
において電波の収集業務の最前線として活躍。②画像・地理部において衛星画像の解析等に従事します。
②の場合は、入省後、約1年間は情報本部の組織・機能等への理解を深めるため、総務系の部署に配置されます。
その後は、充実した各種研修（部内外、国内外）等 により職務に必要な専門知識・技術を習得し、衛星写真
の解析、デジタル地図の作成、地理空間情報の分析等の担当係員として活躍します。

入省・係員

●事務系は、各部門における初級管理者として活躍する他、必要に応じ本省（内部部局）、
省内他機関等との人事交流により幅広い経験を積むことで職務能力の向上を図ります。

●技術系は、初級管理者として活躍する他、必要に応じ情報本部内及び他機関との人事
交流により幅広い経験を積むことで職務能力の向上を図ります。 

係長・主任

●事務系は、幅広い経験、知識をもって情報本
部各部門の他、省内各機関等の中級管理者
として活躍します。

●技術系は、専門的知見を駆使し情報本部内
（画像・地理部、電波部、各通信所等）の各
部門における中級管理者として活躍します。

専門官・班長職

1年目～

15年目～

30年目～段階に応じた管理研修（情報本部等主催※）選抜

基礎教育（専門分野）

段階、必要に応じた部内および部外における専門教育等

初任時教育
（防衛省・情報本部主催）

 国家公務員採用一般職試験（高卒者試験）

キャリアパスの一例

●行政職
（数次は標準的な年次を示す）
 ※本省の主催する研修（係員級選抜研修等）に選抜されることにより本省（内部部局）

における勤務や将来的に管理職としての活躍のチャンスもあります。

就職氷河期世代の私は、安定志向の公務員を志
望していた時に防衛庁（当時）の技術系職員採用試
験を知り、専攻していた電子工学の知識を生かせる
と思い、受験しました。

入庁後は通信所で電波情報の収集業務を行ってい
ましたが、この業務により深く携わりたいという思い
から、技術系でありながら語学にも挑戦し、語学的
知見からも業務に携わるようになり、その後の通信
所及び電波部での勤務の礎となっています。

また、近年は他省庁への出向を経験、異なる分野
の情報業務に従事し、情報業務の裾野の広さを感じ
たと同時に、情報業務の面白さを再認識することが
できました。

収集した多様な情報（インフォメーション）が、調査・
分析を経て情報（インテリジェンス）となり、自衛隊
の運用判断や国家の政策判断の一助となる喜びは、
他に代え難いものだと確信しています。皆さんもこの
唯一無二の組織で勤務してみませんか。

概　要 　国家公務員採用一般職試験（高卒者試験）の試験区分「事務」「技術」合格者から採用します。
　年度により採用をする試験区分が異なる場合がありますので、募集情報などの詳細は、防衛省のウェブサイトでご確認ください。

業 務 内 容 　事務系は、①人事、給与、教育、福利厚生、文書管理、会計及び物品の管理等の幅広い業務に従事、又は、②画像
解析等業務に従事し、情報本部の屋台骨として、その基盤を支えます。　
技術系は、①ＩＴ、プログラミング、語学等を含む専門知識の向上、技能の習得を目的とした課程を経ながら、電気・情報、機械等の
高い専門知識を備えたプロとして、各通信所における電波情報の収集・整理等の業務に従事、又は、②衛星画像の解析や海外任務に
派遣される自衛隊部隊のオペレーションに必要な現地の地図や地理情報の整備、また、これらの業務を効果的・効率的に実施するた
めのハード、ソフトの研究開発に関する業務に従事します。

私のキャリアパス

教育・研修 配置先・業務内容

初任研修                           
部内の初級教育                 
防衛省・自衛隊のイロハと
情報業務に必要な基礎知識
を習得

1年目 通信所
電波情報の収集業務に従事

語学研修                            
様々な勤務歴を持った同僚

（自衛官・事務官等）と語学
習得を目指し切磋琢磨

5年目 語学研修後は語学を活かした収集業務にも従事

10 年目 電波部（係長）
電波情報の調査業務に従事

部内の上級教育                 
情報業務に必要な高度な
知識を習得

15年目

17年目 通信所（係長）
電波部での業務経験を活かし調査業務に従事

20 年目 電波部（係長）
電波情報の調査業務に従事

情報本部上級研修                            
管理業務に必要な知識を
習得

21年目

22年目 他省庁出向
情報業務及び民間企業、関係機関との調整業務に従事

25年目 電波部（係長）
電波情報の調査業務に従事

技術・一般事務に従事したいあなたへ

国家の安全保障を情報で支えるプロ集団技術系（高卒者） 平成 8 年入省メッセージ

Q情報本部の魅力・アピールポイントを教えてください。

◎ 情報本部の魅力は、事務官、技官、陸海空自衛官が一緒の
職場で業務を行っており、常に国防の一端を担っていると感
じられる点です。特に、自らが収集・整理した情報が、我が
国の安全保障を支えているという事実に誇りと実感を持てる
職場です。

◎ 自らが収集、整理した情報が国の安全を支えていることを、
様々なメディアを通じて知ることができ、自分が我が国のため
に仕事していることを実感できるとともに、達成感を得られる
点が魅力です。

Q職場の雰囲気を教えてください。

◎ 休暇を積極的に取得できる環境で、上司や先輩、同期に恵ま
れとても良い雰囲気です。わからないことや困ったことがあっ
た時はすぐに相談できますし、先輩方は、ミスをしてもカバー
してくれるとても心強い存在です。周りに支えてもらいながら
日々業務に取り組んでいます。

◎ 職員同士の仲が良く、日頃から笑いの絶えない職場です。先
輩は皆優しく、業務で分からないことなどがあった際には親
身になって何度も教えてくれます。とても勤務しやすい環境で
す。

Q入省前後でギャップを感じたことを教えてください。

◎ 入省前は、自衛官に対して非常に厳しい人たちというイメージ
を持っていましたが、実際は想像していたよりも、柔らかい雰
囲気の方ばかりで、職場内では雑談もあり、和やかな空気の
中で業務を行うことができています。

Qどのような試験対策を行ったか教えてください。

◎ 放課後、公務員志望者の勉強会や学校で実施していた公務員
試験対策に積極的に参加しました。特に、試験対策で面接練
習を何度も実施することで緊張することなく試験を受け、合格
することができました。

◎ 試験対策では、間違えた問題はもちろん、正解しても確実に
理解できるまで復習しました。ただし、公務員試験は範囲が
広いので、確実に理解するものと、そうではないものを見極
めて効率的に学習をすることが大切だと思います。

Q入省前にやっておいて良かったことを教えてください。

◎ 学生時代の専門分野の授業でＩＴに関連する勉強をし、ＩＴパ
スポート検定などの資格を取得しました。またネットワークに
関わる参考書を購入し勉強を行っていたため、現在のＩＴ関係
に携わる業務にとても役立っています。

若 手 職 員 の 声
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在外公館出向

研　修

　外務省に出向し各国の在外公館で勤務する機会があります。現地情勢を肌で感じるとともに、外交という立場から我が国と任国の情
報に携わることにより、その後の情報本部での勤務に活かすことのできる多種多様な経験をすることができます。

　情報本部では、部内において行う各種教育のほか、通訳学校における語学研修や米国国防省研修、最新技術の習得のための専門的
な研修、または各種学会への参加など、それぞれの専門家として能力を高めるための様々な研修等への参加機会が用意されています。
　通常業務と並行して参加してもらう研修や国内外の研修など様々な種類の研修があり、そのどれもが皆さんの成長に繋げてもらうこ
とができると思います。通常業務では、時にはどうしても自身の担当分野に力を傾注しがちとなってしまいますが、研修で網羅される分
野は多種多様に渡り、多くの刺激と新たな知識やスキルを身につけることができます。
　情報本部では、入省後も皆さんが学べる場、成長できる場を用意しています。

情報本部で得られる機会

留　学
　国際情勢を分析する上で必要な安全保障に関する知見や各技術分野における解析に必要な技能・知識を得るため、国内外の様々な
大学院（修士課程・博士課程）への留学の機会があります。

私は、米国西海岸と東海岸それぞれの大学の修士課程で専門的な国際関係・安全保障に関する専門知識を学んでいます。また、米
国では、知識に加え、他大学との学術交換や共同研究への参画、国際会議の運営などを通じて、グローバルなネットワークを構築す
ることが出来ています。各国の学生と切磋琢磨する中、大学の授業では、これまで何を学び、経験したか、そしてそれをどのように他
の学生にフィードバックできるかが常に問われます。受験を考えている方にも、これまでの人生を振り返り、それがどのようにインテリジェ
ンスに貢献できるか、ぜひ一度考えてもらえたらと思います。

情報本部では、米国留学以外にも、短期・長期の研修プログラムが多数用意されています。インテリジェンスという分野は、常に学
びの連続です。常に学び続ける強い意欲と、日本の安全保障に貢献したいという強い意欲を有する方とともに働けることを楽しみにして
います。

市ヶ谷での勤務から一転、陽光燦 と々降り注ぐクウェートに赴任したのは 2020 年夏。コロナ禍で外交活動も制限される中、現地で
の調整に苦労したり、大使館のＳＮＳ用の動画撮影・編集に四苦八苦したり、情報本部では経験しなかった業務に戸惑う日々ですが、
自分が調整した電話会談が日本でも報じられる等、成果が明確に表に出ることも多く情報業務とは違うやりがいを感じます。

また、外務省職員や他省庁からの出向者は勿論、多様なルーツを持つ現地職員と共に働く環境も自国民が少ない湾岸の公館ならでは。
薄いアラビックコーヒー片手に興じる雑談は、入省後に始めたアラビア語を向上させる機会にもなっています。

在外公館勤務など入省前には考えてもみませんでしたが、個人の関心や適性に見合う多様な機会を得られ自己を高められるのは大き
な組織だからこそ。今は想像だにしない仕事が、貴方の前に拓けます。

私は情報本部に採用後、電波部において勤務する中で、国内の大学院へ留学する機会をいただきました。
大学院では暗号に関する研究室に所属し、アルゴリズムの理論研究や高速実装に打ち込みました。この分野は他分野に比べ、専門

知識・技術の変化が激しく、「最新の研究動向」に基づき専門知識をアップデートできたことは非常に有意義でした。また、指導教員
の紹介により、様々な民間企業や国の研究所の研究者との交流ができたとともに、「最先端で働く研究者の研究方法」について触れる
ことができ、見識を広めることができました。

現在は、留学中に得た専門知識や経験を生かしながら業務を行っています。
情報本部では専門外から配属される方もいる中、部内での研修のほかに大学院留学を始めとした様々な部外研修を受ける機会が用

意されています。皆さんとともに切磋琢磨しながら働けることを期待しています。

経験と知識の融合語学系 平成 23 年入省 在クウェート日本国大使館に勤務して語学系 平成 25 年入省

大学院での専門知識の習得技術系（大卒程度） 平成 20 年入省
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Ｑ＆Ａ　採用担当者がお答えします！

 防衛省専門職員採用試験

 国家一般職（高卒者試験）

 国家一般職（大卒程度試験）

 各試験共通

Qどれくらいの語学力が必要とされますか。

A専門職員には、語学力を駆使し、各言語で発信される様々な
情報を収集し、日本語でまとめる能力や、各国のカウンターパー
トとの交流における渉外・通訳業務を行う能力が求められて
いくことになります。採用試験に合格するだけの語学力があれ
ば、入省後の語学研修や業務経験を通じ、語学力を向上さ
せていくことができます。

Q採用言語以外の言語を活用することはできますか。

A情報本部では、例えば、試験区分「英語」で採用されても、
その他の言語の語学力も生かして活躍している職員が少なか
らずいるなど、語学力を発揮できる舞台が広がっています。
情報本部であなたの語学力をいかんなく発揮してください。

Q分析業務を専門的に行うことができますか。

A情報本部で行う業務において、分析業務は柱となる業務です
が、そのほかにも、渉外、調整、企画、行政等に関する業務
があり、専門職員もこれらの業務を経験することがあります。
また、省内の他機関、他省庁等においても、同様の業務を経
験することがあります。こうした多様な経験を積むことで、カ
スタマー目線を養い、俯瞰的視野を持つ情報のプロフェッショ
ナルとなることが期待されています。

Q過去の試験問題は入手できますか。

A情報公開制度に基づき請求することができます。ただし、お
手元に届くまでには、請求後１か月以上の時間を要しますので
ご注意ください。なお、論文試験問題は防衛省ホームページ
において公表しています。

Q分析能力を身に付けるための教育・研修はありますか。

A１年目における素養教育に始まり、分析官を育成するため、段
階的な教育・研修プラグラムが用意されています。また、ＯＪ
Ｔとして上司・先輩職員の指導を受けつつ実践的に分析能力
を高めることができます。

Q留学や在外公館勤務の要員はどのように選抜されるのですか。

A官民の多くの組織も同様だと思いますが、業務遂行能力、勤
務ぶり、語学力、将来性等を総合的に勘案して選抜しています。
情報本部では、留学や在外公館以外にも、省内の他機関、
他省庁、海外における勤務や研修を通じ、活躍し、視野を広
げる機会があります。

Q主な勤務地はどこですか。転勤の可能性はありますか。

A市ヶ谷をベースに勤務し、他機関、他省庁で勤務する場合も
勤務地は基本的に東京都内となります。このほか、海外で勤
務する機会もありますが、国内で転居を伴う異動を求められ
る可能性は基本的にはありませんので、ライフプランが立て
やすい環境で勤務することができます。

Q学歴、新卒・既卒、年齢等は採用の選考基準となりますか。

A情報本部で採用された専門職員の経歴は、専攻、学歴、職
歴の何においても多種多様であり、２０代後半で採用されてい
る人も少なからずいるほか、理系出身者もいます。経歴や年
齢に関わらず、情報本部の業務に関心を持つ方は、是非積極
的に受験してください。

Q採用時の勤務地はどこですか？

A 高卒者試験については、事務系・技術系ともにブロック採用
となるため、受験される試験区分によります。

【事務関東甲信越】の場合は、主に市ヶ谷地区での勤務とな
りますが、関東甲信越地区にある通信所（大井（埼玉県）又
は小舟渡（新潟県））勤務の場合もあります。

【技術関東甲信越】の場合は、採用後に従事する業務により、
市ヶ谷勤務又は大井通信所勤務となります。大井通信所勤務
の場合、以後は、主に全国６か所（北海道、新潟、埼玉、鳥取、
福岡、鹿児島）に所在する通信所で勤務します。

Q技術系からの採用（大井通信所採用）者が本部（市ヶ谷）で
勤務することはありますか？

A 現場（通信所）での経験を積んだのち、職域拡大のために本
部（市ヶ谷）の各部で勤務することがあります。

Q事務系職員で採用された場合、どのような仕事を行いますか？

A 主に本部（市ヶ谷）の各部において勤務し、情報本部職員の
人事及び給与、教育、福利厚生、文書管理、経理や会計、物
品の取得及び管理、庶務等の業務に従事又は画像解析等業
務に従事します。

Q行政職と研究職はどのように決定されますか？

A官庁訪問・採用面接等において、希望をお聞きします。本人
の希望・適性を考慮したうえで決定されます。

Q主な配置はどこですか？また、どのように決定されますか？

A 主に本部（市ヶ谷）において、電波業務や画像解析業務に従
事することになります。その他、内部部局や防衛装備庁など
防衛省内の他機関への人事交流の機会もあります。初配置は
官庁訪問・採用面接を通じて、本人の希望及び適性を考慮し
て決定されます。以後についても、本人の希望及び適性を考
慮して配置が決定されます。

Q学部卒者と院卒者の割合はどのくらいですか？

A情報本部で勤務する技術系職員に占める院卒者の割合は、採
用時の学歴で見ると約 28%、入省後に留学制度を利用し修
士号等を取得した職員を含めると約 41% となっています。

Q情報本部ではサイバーの知識などは必要とされますか？

A 近年のサイバー・ＩＴなどの技術の進展は著しく、情報本部に
おいても、サイバーやＩＴ、プログラミングなどの知識を有す
る人材を強く求めています。

Q職員の学生時代の専攻は？

A電気・電子・情報系（34%）、工（28%）、理工（11%）、理（10%）、
物理（3%）などとなっています。ほかに、数学、画像科学、
医学部出身者もいます。

Q採用者における既卒者の割合はどのくらいですか？

A情報本部で勤務する技術系職員に占める既卒者の割合は、採
用時の学歴で見ると約 25% となっています。

　なお、情報本部では人物本位の採用を行っているため、新卒・
既卒等は一切関係ありません。

Q採用実績を教えてください

A 最終ページに過去５年間における各試験毎の採用予定者数を
掲載していますので、参考としてください。

Q私生活上の制限はありますか？

A特段私生活に対する制限はありません。私的な海外渡航につい
ても、外務省の海外安全ホームページで渡航先に関する危険
情報の有無を確認するなどした上で事前申請等の所定の手続
を行うことにより、原則として認められます。なお、職務内容をみ
だりに漏洩する等、国や国民に損失を与えることがないよう公
務員としての倫理が求められるのは一般の公務員と同様です。

Q食事ができる場所はありますか？

A市ヶ谷地区においては、高層からの眺望を楽しめるレストラン
や、定食、丼物、麺類等を取りそろえたフードコートがあります。
昼時に販売される日替わり弁当も種類が豊富で人気です。朝
７時から営業しているコーヒーショップや２４時間営業のコンビ
ニエンスストアもあるのでとても便利です。

Q職場での服装や髪色、ネイルなどについて規定はありますか？

A自衛官の服装が規則で厳しく定められているのに対し、事務
官等の服装に関する明文化された規定はありません。ただし、
防衛省職員としての規律と品位を保つように努めなければな
らないという点では自衛官も事務官等も同じです。

Q残業や休日勤務はありますか？

A情報本部は、我が国の安全保障に関わるあらゆる事柄を分析
し、カスタマーのニーズに応じた情報プロダクトをタイムリー
に提供することを任務としていますので、状況によっては課業
時間外であっても対応が求められる場合があります。情報業
務に携わる者の宿命ではありますが、超過勤務手当や代休取
得に関する制度が設けられていますので、オンとオフをうまく
切り替えてプライベートを充実させることができます。

Q女性職員の活躍状況を教えてください。

A情報本部で勤務する事務官等の約３割が女性（Ｐ６・７参照）で、
組織の中核的な存在として幅広く活躍しています。もちろん、
育児をしながら活躍している女性も大勢います。防衛省では、
女性活躍に向け全省的な取り組みが進められていますのでご
安心ください。
※男性職員の配偶者出産・育児休暇制度も積極的に推奨し

ています。

Q説明会や官庁訪問の情報について教えてください。

A 開催日程等については、防衛省の採用ホームページでお知ら
せしています。興味のある方は、是非アクセスしてください。
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それぞれの職員が働きやすい職場に

　男女ともに全ての職員が働きやすい職場となるように、働き方の見直しや、在宅勤務などの育児や介護等と両立して活躍できる勤務
環境の整備に取り組み、職員の仕事と生活の調和（ワークライフバランス）を推進しています。

　職員が子供と一緒に通勤・通園でき、安心して働くことができます。

仕事と育児の両立を支援するための制度

職場にある託児施設

託児施設名所（所在地）

りとる kid’ s クラブ真駒内ルーム（真駒内駐屯地／北海道）  J キッズスカイ入間（入間基地／埼玉県）

くれよん保育園所沢防衛医大（防衛医科大学校／埼玉県）  J キッズピース三宿保育園（三宿駐屯地／東京都）

 J キッズガーデン朝霞保育園（朝霞駐屯地宿舎地区／東京都） キッズパオ防衛省市ヶ谷保育園（市ヶ谷地区／東京都）

田浦このはな保育園（横須賀緑区／神奈川県） 西方ハロー保育園（熊本駐屯地／熊本県）

私は、学生時代から外国の文化や食生活に触れることが好きで、積極的に海外旅行をしてきました。情報本部に採用された後もこれ
は変わらず、少なくとも年に１回は年次休暇や特別休暇を組み合わせて海外旅行をしており、入省後の約６年間でハワイやシンガポール
等７か国に旅行しています。数年前には、約１週間の長期休暇を取得し、カンボジア、タイ、ラオスの３か国を訪れました。

情報本部では休暇取得が推奨されていることに加え、手続きを経れば海外旅行も可能であるため、私のように学生時代と変わらず積
極的に海外旅行をすることができます。また、情報本部には、海外旅行が好きな職員も多く、そのような方 と々旅行先での体験談を話
すことは仕事の息抜きにもなります。

私は、第一子の誕生に合わせて育児休業を１か月半取得しました。育児休業を取得するに至った経緯は、出産後の妻が子どもの世話
や家事で手一杯になること、私自身も育児に積極的に関与したかったためです。また、産後パパ育休という妻の出産から約２か月の間
に育児休業を取得すれば、原則、同一の子どもにつき育児休業は１回のみとされているところ、２回目の育休取得が１回目としてカウン
トされる制度があったので、当該制度を利用しました。

もちろん、上司と業務に関する調整をしたうえでの制度活用となるのですが、情報本部は出産・育児の休暇制度を積極的に奨励して
いる職場です。現在、子どもの保育園送迎に関し、私は送り、妻は迎えで分担しています。そのため、私は遅出勤務をしているのですが、
職場の理解・支援があるおかげで、仕事と家庭の両立ができていると実感します。

長期休暇を活用し積極的に海外旅行語学系 平成 27 年入省メッセージ

職場の理解と支援により仕事と家庭を両立語学系 平成 31 年入省メッセージ

地域情勢を分析する部署で分析官として勤務しています。４歳の子供がいますが、柔軟な勤務体制のおかげで、絵本の読み聞かせ、
遊び、習い事の練習など、子供と過ごす時間をしっかり確保しています。

家族の協力と職場の理解で仕事と育児を両立語学系 平成 21 年入省メッセージ

育児中の職員の一日

 4：30 6：30 12：00 13：00 16：00 22：30

 ● ● ● ● ● ●

 起床 登庁 昼休み 　 退庁 就寝

４時半頃起床、５時過ぎ
に家を出ます。子供の保
育 園 送り出し は 主 人 担
当。朝の通勤時間は貴重
な読書の時間

フレックスタイム制を利用
し、朝６時半に登庁。持
参した朝 食を食べた後、
業務開始

新聞を読みながら持参し
た弁当をデスクで食べま
す。

作成した資料を複数の同
僚や上司にチェックしても
らい、省内外に配布しま
す。

４５分残業し、１６時退庁。
１７時過ぎに保育園到着。
夜は家事をしつつ、子供
と過ごす時間の確保が最
優先

1 日の 1 時間以内1 日の 1 時間以内

出産予定日の6週間前から（多胎妊娠は14週間前）出産予定日の6週間前から（多胎妊娠は14週間前）
出産後 8 週間を経過する日まで出産後 8 週間を経過する日まで

産前休暇 産後休暇

入院等の
日から

出産の日後
2 週間

配偶者の出産特別休暇 2 日の範囲内2 日の範囲内

産前 6 週間から
出産の日まで 出産の日後 8 週間

育児参加のための特別休暇 5 日の範囲内

保育時間確保のための特別休暇 1日 2 回それぞれ 30分以内1日 2 回それぞれ 30分以内

子の看護のための特別休暇　年5日（小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は10日）

育児休業

育児時間　1 日 2 時間以内（30 分単位）

育児短時間勤務（自衛官を除く）※ 1

早出遅出勤務 ※ 2

超過勤務の制限及び免除（自衛官を除く）※ 3 超過勤務の制限
（自衛官を除く）※ 3

5 日の範囲内※ 4 フレックスタイム制フレックスタイム制※ 5※ 5（制限なし）（制限なし）

※１　週 38 時間 45 分より短い勤務時間
※２　小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員、小学校に就学している子を放課後児童クラブ等へ迎え又は送りに行く職員又は親族を介護する 職員に１日の勤務時間を変更することなく、

始業・終業の時刻を変更することを認める制度
※３　妊娠中若しくは出産後１年以内の女性職員又は３歳に満たない子を養育する職員については、請求により超過勤務をさせてはならない。小学校就学 の始期に達するまでの子を養育又は親族

を介護する職員については、請求により月 24 時間、年 150 時間を超えて超過勤務をさせてはならない。
※４　体外受精及び顕微授精に係る通院等である場合は 10 日以内
※５　職員から申告が行われた場合、隊務又は公務の運営に支障がない範囲内において、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して、勤務時間を 割り振る制度（１週間あたり平均の勤務

時間又は日課が 38 時間 45 分となるように割り振る。）

　女性　　 　男性　　 　男女とも

妊
娠
前

妊 

娠
出 

産
１ 

歳
３ 

歳
小
学
校

入
学

小
学
校

卒
業

妊産婦の保健指導及び健康診査のための特別休暇

休息・補食のための特別休暇

通勤緩和のための特別休暇

超過勤務の免除
（自衛官を除く）※ 3

不妊治療に係る
通院等のための

特別休暇
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処遇関係 採用情報

　採用時の給与は、採用される職務、経験、勤務地等によって異なります。
下表は、新規卒業者で市ヶ谷地区に勤務した場合の一例です。なお、各試
験区分において基準となる学歴（高卒、大卒）以降の経歴は、経験年数とし
て換算し、初任給に反映されます。

給　与 採用実績  ※（ ）内の数字は各年度における採用予定者数を示しています。

採用試験スケジュール

●扶養手当 ： 扶養親族のある者に、配偶者月額 6,500 円等
●住居手当 ： 借家居住者等に、月額最高 28,000 円
●通勤手当 ： 交通機関等利用者に、１か月最高 55,000 円
●そ  の  他 ： 超過勤務手当、地域に応じた各種手当等
●期末・勤勉手当（いわゆるボーナス） ： １年間に俸給などの 4.45 か月分

各種手当

●勤務時間 ： 勤務時間は 1 日 7 時間 45 分
　　　　　　 原則として土・日曜日及び祝日等は休みで週休２日制になります。
●休　　暇 ： 各種制度：年 20 日の年次休暇（4 月 1日採用の場合、採用の年は15日。残日数は20日を限度として翌年に繰り越し）のほか、
                       病気休暇、特別休暇（年末年始・夏季・結婚・出産・忌引・子の看護・ボランティア等）、介護休暇があります。
●各種制度 ： フレックスタイム制、育児休業、配偶者同行休業等があります。

勤務時間・休暇等

●共  済  組  合 ：健康保険や年金などの事業のほか、貯金、貸付、各種健診、宿泊関連の助成や、レジャー施設、各種スクールの
割引利用などのサービスの提供に係る運営を行っています。

●福利厚生施設 ：共済組合直営の宿泊・婚礼施設や外部委託契約による民間保養施設等を割引金額にて利用できます。
●医  療  施  設 ：防衛省には独自の病院（自衛隊病院）が全国各地にある他、各職場には医療施設（医務室）が設けられており、職場

内で病気等の治療を受けることができます。
●フードコート・売店等施設：職場にはフードコートや売店などが設けられており、食事や生活必需品の購入をすることができます。

福利厚生

一般職（大卒程度） 行政職俸給表（一） 1 級 25 号俸 218,640 円
研究職俸給表 1 級 25 号俸 224,640 円

一般職（高卒者） 行政職俸給表（一） 1 級 5 号俸 180,720 円

試験年度試験区分 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度

防衛省専門職員採用試験 英語、中国語、朝鮮語、
ペルシャ語

英語、ロシア語、
インドネシア語

英語、ロシア語、中国語、
朝鮮語

英語、ロシア語、中国語、
朝鮮語

英語、ロシア語、中国語、
朝鮮語、アラビア語

国家公務員
採用一般職試験

大卒程度試験 電気・電子・情報（9）
機械（1）

電気・電子・情報（5）
機械（2） 電気・電子・情報（5） 電気・電子・情報（9）

行政（3）
電気・電子・情報（13）
土木（2）

高卒者試験 技術（20） 技術（31） 技術（15） 事務（2）、技術（16） 事務（17）、技術（19）

国家公務員
採用総合職試験 大卒程度試験 ─ 工学（1） ─ ─ ─

※防衛省専門職員採用試験においては、毎年度、各言語より若干名の採用となっています。

防衛省図書館

防衛研究図書館

託児施設

共済組合 福利厚生施設（グランドヒル市ヶ谷） 医療施設（自衛隊中央病院〈世田谷区〉） フードコート

●防衛省専門
　職員採用試験

4 月上～中旬 6 月上旬 ┌──── 7月上～中旬 ────┐ 　   7 月下旬～ 8 月上旬   合格者発表後随時※ 10 月以降

申
込
期
間

第
１
次
試
験

第
１
次
試
験

合
格
者
発
表

第
２
次
試
験

最
終
合
格
者
発
表

採
用
面
接

※ 2021年度の採
用面 接は、最
終合格日の翌日
より実施

内
定

注：防衛省専門職員採用試験の詳細な日程等については、必ず防衛省ホームページ（採用情報）で最新の情報をご確認ください。

●国家公務員
　採用一般職試験
　（大卒程度試験）

3 月中旬～ 4 月上旬 6 月中旬 ┌── 7月上旬～ 8 月上旬──┐ 8 月中旬 合格者発表後随時 10 月以降

申
込
期
間

第
１
次
試
験

第
１
次
試
験

合
格
者
発
表

第
２
次
試
験

最
終
合
格
者
発
表

採
用
面
接

内
定

　防衛省業務セミナー
　　　　　　　　  官庁合同業務説明会

注：詳細な試験や官庁訪問の日程等については、人事院ホームページをご参照ください。

●国家公務員
　採用一般職試験
　（高卒程度試験）

6 月中旬 9 月上旬 ┌─── 10 月上～中旬 ───┐ 11 月上旬 合格者発表後随時

申
込
期
間

第
１
次
試
験

第
１
次
試
験

合
格
者
発
表

第
２
次
試
験

最
終
合
格
者
発
表

採
用
面
接

内
定

防衛省業務説明会／
官庁訪問

注：詳細な試験や官庁訪問の日程等については、人事院ホームページをご参照ください。

●防衛省専門職員採用試験
　防衛省のウェブサイトの「採用情報」から確認してください。

●国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験・高卒者試験）
　人事院のウェブサイト「国家公務員試験採用情報 NAVI」又は防衛省の

ウェブサイトの「採用情報」から確認してください。

採用試験の詳細情報及び受験案内等請求先

防衛省 HP →採用情報→一般職・防衛省専門職

防衛省採用情報
QR コード
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