
中部管区行政評価局
令和４年度採用案内

この冊子は、今年度新規採用者が
中心となって作成したものです。



行政評価局は、国民に信頼される質の高い行政を実現するため、

を実施している組織です。

このうち、中部管区行政評価局は東海北陸６県

（愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、石川県、富山県）

を管轄しており、各県の県庁所在地に設置された事務所・センターを通じて

「各府省の行政運営に関する調査」（→Ｐ３）、「行政相談」（→Ｐ５）

などの業務を実施しています。
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中部管区行政評価局とは

①各府省の行政運営に関する調査

②政策評価の推進

③行政相談に関する業務



「常時監視活動」とは…
行政に対するニーズを把握
すること等により、行政上
の課題等について、常時、
収集・整理・分析するもの
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各府省の行政運営に関する

調査の実施

広報、情報公開・個人情報

保護総合案内所の運営等

行政相談事案の受付・処理

地域計画調査の企画、

常時監視活動

行政相談業務の企画、

行政相談委員法の施行

行政相談事案の受付・処理

行政相談業務の企画、

行政相談委員法の施行

行政相談事案の受付・処理
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中部管区行政評価局（愛知）

中部管区行政評価局の組織図

石川行政評価事務所

岐阜・三重・静岡・富山行政監視行政相談センター

所長

各府省の行政運営に関する

調査の実施



各府省の行政運営に関する調査

全国計画調査

地域計画調査

より良い
行政の
実現

インフラ

国際防災

福祉

環境 産業労働
教育文化 社会生活

本省行政評価局が企画し、管区局等が実地調査を実施

その調査結果に基づいて、全国的な改善を図るもの

管区局等が地域の行政課題について独自にテーマを設定し調査を実施

その調査結果に基づいて、現地的な改善を図るもの

３

全国計画調査

• 子育て支援に関する行政評価・監視
（産前・産後の支援）

• 災害時の道路啓開に関する実態調査

• 木質バイオマス発電をめぐる
木材の需給状況に関する実態調査

• 指定管理者制度の運用状況に関する調査

地域計画調査

•農業用ため池の管理及び保全に関する
実態調査

•放課後児童クラブの安全対策に関する調査

•在留外国人への情報伝達に関する調査
～地震・津波対策を中心として～

近年実施した主な調査（令和２年以降）

各府省の行政運営に関する調査は、政府内における第三者的な評価監視機関として、

国民の安全・安心や豊かな社会生活、活発な経済活動などの実現を目的として行います。

国の業務などの実施状況について、行政上の課題や問題点を実証的に把握、分析し、

政策や業務運営の見直し、改善方策などを提示（勧告）するものです。

各府省の行政運営に関する調査とは



◇ 調査結果の整理

・ 防災上の観点からの管理状況の把握が行われていないため池がある。

・ ため池の点検・管理を行うための「ため池管理

マニュアル」が、管理者に対して配布されていない。

◇ 改善策の検討

・ ため池の管理状況を把握するために有益な情報を

提供するなど、市町村への支援が必要

・ マニュアルを管理者に配布するほか、

適切な管理方法についての管理者への指導が必要

令和３年度地域計画調査

実施に至った背景

各府省の行政運営に関する調査の実例と流れ

４

農業用ため池の管理及び保全に関する実態調査

・ ため池は、農業離れや都市化に伴い日常の維持管理が適正に行われなくなることが課題

・ 自然災害によりため池が被災する例が発生しており、今後、南海トラフ地震などにより

被害が発生するおそれ

①調査の準備 調査対象機関の選定、調査計画の作成、実施通知などを行います。

③調査結果のとりまとめ 調査結果を整理し、問題を分析して改善策を検討します。

④調査結果の通知・公表 調査対象への改善通知、
報道機関への公表を行います。

②調査の実施 実地調査・オンライン調査の両方を用いて調査を進めます。

・ 管内のため池の概要等を把握し、調査対象機関を選定

・ 具体的な調査内容等を定めた調査実施計画を作成

・ 調査対象機関となる東海農政局や市町村に実施通知や協力依頼を施行

・ 調査対象の各機関に調査表の作成や関係資料の提出を依頼

・ 調査を実施（コロナ禍の緊急事態宣言下のため、オンライン調査が中心）

・ 令和３年８月１８日に東海農政局に対し、

必要な改善措置を講ずるよう通知

・ 報道機関に調査結果を公表

・ 令和４年３月にフォローアップを行い、

改善状況を確認

中日新聞

令和３年８月２０日朝刊１６面

(中日新聞社の許諾を得て転載)

調査の流れ

各府省の行政運営に関する調査の実例と流れ



行政相談委員とは

主な行政相談活動（行事等）

一日合同行政相談所

一日合同行政相談所の様子（名古屋市）

国・県・市町村の職員や行政相談委員などが出席し、

相談をワンストップで受け付ける相談所を年に１～２回開設しています。

10月の行政相談週間を中心に地域のお祭りなどで開設し、

相談の受付のほか、行政相談制度を周知する活動を行います。

特設行政相談所

関
係
機
関

国

民

相談 あっせん・通知

回答回答

国の行政機関
独立行政法人
地方公共団体

等

行政苦情処理委員会
の開催(後述)

意
見

○行政相談センター（愛称：きくみみ）

中部管区行政評価局

石川行政評価事務所

行政監視行政相談センター

（岐阜・三重・静岡・富山）

○総合行政相談所

名古屋総合行政相談所

行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民間有識者です。

全国に約5,000人（各市区町村に1人以上）が配置され、苦情の解決や

要望の実現を図っています。地域で定期的に相談所を開設したり、

出前教室を開催するなど、行政相談制度を周知する活動もしています。
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行政相談とは

総務省

行政相談委員
中部管区内に 人

行政相談制度のしくみ

令和３年度、
中部管区では

12,712件
の相談を

受け付けました。

中部管区行政評価局 行政相談
マスコットキャラクター「あいぴょん」

？

行政相談とは、国民から受け付けた行政全般についての苦情や意見、要望をもとに、

関係する行政機関にあっせんを行い、苦情の解決や要望の実現を促進する取り組みです。

あわせて、行政の制度や運営の改善を図ることを目的としています。

！

６３８



「道の駅」でトイレを利用しようとしたが、トイレへ向かう通路の途中に喫煙場所が

設置されていたため、受動喫煙の被害を受けてしまった。

非喫煙者が安心してサービスを利用できるよう受動喫煙防止対策を徹底してほしい。

類似の状況が他の「道の駅」でも生じている可能性があると想定されることから、

中部管区行政評価局が東海4県の17の「道の駅」の状況を調査し、

当局の行政苦情処理委員会に付議することで、広くその解決を図ることとした。

委員会の意見を踏まえ、中部地方整備局に対し「道の駅」の受動喫煙防止対策につい

て定期的な点検、市町村への対策の推進、情報提供を行うようあっせんした。

あっせんの結果、「道の駅」を管理する市町等により自主的に改善がされている。

CASE 2 「道の駅」の受動喫煙防止対策を徹底して欲しい

民間有識者で構成される委員会です。問題が複数の行政機関にまたがるなど、

解決が難しい問題を検討し、より国民の立場にたった解決を目指します。

委員会の意見は、相手機関に伝えられ、問題の解決に活かされます。
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行政相談による改善事例

行政苦情処理委員会とは？

相談
内容

対応
結果

国立医療センターでは、１階の待合コーナーと真横の喫茶カフェとの間にパーテー

ションがない。喫茶カフェを利用する客はマスクを外して飲食しながら喋っている。

コロナ禍で医療センターとして看過すべきではなく、

待合室とカフェの間にパーテーションを設置してほしい。

当局が現地確認を行ったところ、待合コーナーと喫茶カフェとの間にはパーテーショ

ンが設置されていなかった。そこで国立医療センターに対し、患者の安心安全の観点

から喫茶カフェとの間にパーテーションを

設置するようあっせんした結果、

後日国立医療センターから、

パーテーションを設置した旨の連絡があった。

CASE １ 国立医療センターの待合コーナーを安心して利用できる
ようにしてほしい

相談
内容

対応
結果

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

年度 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

採用者数（人）
男性 ２ １ １ ２ ０

女性 １ ３ ２ 2 2

近年の採用実績

キャリアパスの
イメージ

中部管区
行政

評価局

管内行政監視
行政相談センター

異動、転勤

職員の１日（例）

今年度は、国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験・行政）の

最終合格者から5名程度採用する予定です。

おおむね２～３年ごとに管内を中心に異動します。

採用後、１～２年目は中部管区行政評価局（愛知県）に配属され、

数年以内に総務省本省を経験します。なお、他省庁への出向などの人事交流も行われています。

9

①

②

採用情報

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目

総務省本省

中部管区
行政

評価局
総務省本省

中部管区
行政
評価局

各府省の行政運営に関する調査の場合 行政相談の場合

①調査の準備をする日

９：００ 登庁

午前 制度等の事前勉強

午後 調査対象機関に連絡

１７：４５ 退庁

②実地調査に行く日

９：００ 調査対象機関に直行

終日調査

１７：００ 帰庁

１７：４５ 退庁

９：００ 登庁

午前 行政相談の受付

１３：００ 行政相談委員の

支援のため出張

１６：００ 帰庁

課室内の打ち合わせ

１７：４５ 退庁



どのような研修がありますか？

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

○その後の研修の例
・勤務年数や、官職に応じた研修（採用後3年、採用10年経過後の集合研修など）
・本人の希望により受講する研修（語学研修、統計研修など）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

学部・学科や保有する資格、語学力によって
有利・不利はありますか？

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

コロナの影響で働き方は変わりましたか？

新規採用職員からの、仕事や生活に関する相談を受ける制度は整っていますか？

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

入局後、自分の希望する仕事はできますか？

中部管区行政評価局ならではの魅力はなんですか？

ベトナムホーチミン市監察局
との意見交換会

Ｑ

A

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

A

A

A

A

A

学部・学科による有利・不利はありません。文系、理系、
院卒、既卒関係なく様々な経歴の人が活躍しています。
また、資格の有無や語学力は問いません。
語学力を有する場合は、海外の関係機関との交流等で活躍が
できる場もあります。
なお、車の運転ができると業務上便利です。

採用時に、総務省本省で全国の新規採用者を対象に約２週間の研修があります。
本省研修は、全国の同期と交流できる貴重な機会です。
１年目は４ヶ月ごとに行政評価監視、行政相談の各課室に配属され、業務を学びます。
業務上必要な知識は、入局後の新人研修をはじめとして
各種研修制度を通して身につけることができるため、心配いりません。

当局では、メンター制度を採用しています。現在試験運用中ですが、
新規採用職員１名に対して、２名の先輩職員がメンターとなり、定期的に面談を行ったり、
メンターから積極的に声をかけたりなど、質問や相談をしやすい体制を整えています。

毎年度、職員に希望する仕事の意向調査を行っています。
配属先は本人の適性等を踏まえ決定するため、職員全員が必ずしも希望する仕事に就けるとは
限りませんが、本人の意向に沿うよう考慮されます。

若手職員が主体的・能動的に活躍できる点です。
各府省の行政運営に関する調査では、若手職員も積極的に調査にかかわります。
職員自らが行政課題を探し、それが調査テーマとして採用されることもあります。
行政相談では、相談者から感謝の言葉をいただけることが大きなモチベーションになります。
若手も活躍できるよう、先輩方からの積極的なフォローもありますので、安心です。

テレワークや時差出勤を活用しているほか、会議や研修のオンライン化も行われています。
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〒４６０ｰ０００１

名古屋市中区三の丸２ｰ５ｰ１ 名古屋合同庁舎第２号館４階

☎０５２ｰ９７２ｰ７４２１（総務課人事係）

所在地

地図

交通機関のご案内

〇地下鉄：名城線「市役所駅」５番出口から徒歩３分

〇市バス：【名駅１４系統】名古屋駅（８番のりば）から大曽根行き又は市役所行き

「市役所」下車徒歩３分

【基幹２系統】名古屋駅（１０番のりば）から（茶屋ヶ坂経由）猪高車庫行き

「市役所」下車徒歩５分

ホームページ

検索中部管区行政 採用

https://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/menu_10.html

業務説明会日程など最新の採用情報はホームページでご確認ください。

https://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/menu_10.html
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