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得競争というのが激しくなっております。例えば、
デジタルの世界で申しますと、実はデジタルの世

いうふうに思います。
次に、男性国家公務員の育休についてお伺いし

す。

男性国家公務員の育児休業取得率が大きく上昇

たものが成熟していくことで、大企業を中心にそ

したが、産業界全体あるいはデジタル、こういっ

ないと管理職になれないといった前例がございま

いつからか、営業的なような仕事に変わっていか

した。ですので、デジタルの専門家であっても、

の職位になるということが大変難しゅうございま

今年の一月から国は、出生サポート休暇として、

たことは高く評価いたしたいと思います。また、

に定めておりますので、この目標も大きく上回っ

本計画においては二〇二五年に三〇％というふう

過去最高を記録しました。第五次男女共同参画基

うのは、国家公務員につきましては五一・四％と

実は、この育休は、令和二年度育休取得率とい

負担が重いままであるという実態はあるのではな

が短いということから、女性職員、女性の育児の

依然として低い水準にあります。また、休業時間

しかしながら、実は女性職員と比較しますと、

を奏したものというふうに認識しております。

取得計画書を作成させるようにした取組などが功

司に対して、職員の意向を踏まえながら育児休業

りますけれども、これは、育児休業対象職員の上

して男女共同参画計画の目標を大きく上回ってお

のデジタルの職、スキルを持ちながら処遇が上が

不妊治療のための休暇、これ原則年五日の有給休

いかと感じております。育児取得率ももちろんで

ます。

っていくというふうな仕組みができております。

暇を取れる、こうした制度を民間に先駆けて実施

すし、その内容を見ていくことも重要だと考えま

界では、二十五年ぐらい前までは技術専門職が上

引き続き、時代に応じた制度というのがあるか

をしております。

どうかというのは、引き続き検討していくことが

っと幅広く改善されていくような何かしらの仕組

うに、技術系の専門職の方の処遇が一定程度、も

りますので、今、伊藤参考人がおっしゃられたよ

あっても技術職であっても一緒だという実態があ

政職とか研究職でない限り、給与体系が行政職で

まさに、給与面につきましては、特定の専門行

○高橋光男君 ありがとうございました。

○委員長（福岡資麿君） 指名を受けて。

○高橋光男君 ありがとうございます。

○参考人（伊藤かつら君） 男性による育児を推

ます。

いかにつきまして、御所見をお伺いしたいと思い

仕事の両立支援に関して講じていくべき措置はな

らしまして、国の方で更に妊娠、出産、育児等と

いですし、また、これまでの民間での御経験に照

うな、そうした視点も是非重要視していただきた

か。これは、官が主導して民を引っ張っていくよ

た取組を民間にもどう波及、浸透させていけるの

べき話ではないかもしれませんけれども、こうし

平成二十一年に国家公務員の人事評価制度が導

はどうぞよろしくお願いいたします。

○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織です。今日

○高橋光男君 以上で終わります。

整備する必要があると考えております。

るとともに、休業中の業務のバックアップ体制を

児休業を気兼ねなく申し出られる雰囲気を醸成す

す。特に、組織の管理者は、部下の男性職員が育

とに関する職場の意識改革が重要であると考えま

するためには、男性職員が育児休業を取得するこ

また、今後、男性職員が育児休業を取りやすく

す。

みを導入するなどで改革をしていくことも一つの

進することは、男性の人生を豊かにする観点のみ

入されて、十年以上が経過しました。取組は定着

これは人事官にこれからなられる方にお聞きす

方向性ではないかというふうに思いますので、是

ならず、女性の活躍促進のためにも重要と考えま

重要であろうと考えます。

非御念頭に置いて職務を当たっていただければと
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とめています。この取りまとめによれば、人材育

評価の改善に向けた有識者検討会報告書を取りま

否か、人事院は議論を行って、昨年の三月、人事

したんでしょうけど、適切に評価がされているか

資本主義、金融市場、税、法律などの規律があり

を元にリターンを求めることで成立しております。

○参考人（伊藤かつら君） 民間は、貴重な資本

しょうか。

○参考人（伊藤かつら君） まず一つ目の御質問

思います。

る、そういったことについて少しお話伺えればと

とは書いてあるんです。ですので、今あるのはあ

官は、民主主義に基づいた運営でございます。

二番目のフィードバックの件ですが、現在、国

でございますが、これは一般論としての人事組織

そもそも公務部門は数値で測れない業務の側面

税金を元に国民全体の奉仕者として運営されるも

家公務員に対して人事評価が行われており、面談

ます。結果を厳格に問われ、失敗すれば存続する

があると考えますが、その認識は合いますでしょ

のです。国家公務員はその中で、厳正な服務規律、

を行って評価結果を伝達する仕組みがあるという

成等に役立っている実感に乏しいといった課題も

うか。

職務の公正性に対する高い倫理観が求められるほ

ことは承知しております。

の大きさの話をしたものではないかと拝察いたし

○参考人（伊藤かつら君） 民間に比して業績目

か、労働基本権が制約され、給与などの勤務条件

昨日、私の発言は、そのフィードバックをする

ことはできません。

標の達成度度合いを測りづらい性質の業務がある

の決定方法が異なるなどの特殊性があり、そのよ

ことで相手の行動に対して具体的な改善点や評価

様々明らかにされています。

ことなどから、公務の性質に合った評価方法を取

うな特殊性を踏まえた人事制度が構築されている

を伝え軌道修正を促す、つまり、伝えるだけでは

○吉川沙織君 今答弁いただいたのは、昨日、衆

ードバックを行う文化が日本では官民を問わず根

なく、理解と行動変容を促すという意味でのフィ

ます。

り入れる必要があるものと認識しております。

ものと認識しています。

えばチームや組織が成果を上げていくに当たって

議院の議院運営委員会でも同じような御答弁なさ

数値で目標を設定しづらい業務については、例
の貢献、業務遂行に当たっての創意工夫、効率的

付いていないということを申し上げたかったもの

でございます。

れたかと思います。
そこで、少し昨日の答弁で気になった点につい

な業務遂行等のプロセスも組み合わせながら、そ
の職位にふさわしい役割を果たしたかという観点

民間においては人事というのは本当に小さくてと

昨日の衆の議運委員会の答弁において、一つ、

民間でも公務でも重ねようとしているんですけれ

りました。ですので、評価があって、今は改善、

し、ちょうど勤め始めてすぐに人事評価制度が入

○吉川沙織君 私も前職は会社員でございました

いう、こういう御答弁、もう一つが、フィードバ

ども、今内容を伺えてよかったと思います。

て御見解を伺えればと思います。

公務部門は本当に業務によっては定量的に成果

ックという仕組みが今存在していないように思い

から評価するという取組が公務においてなされて

を測りにくく、数値で達成目標を設定することが

ますと答弁されているんですけれども、去年の三

いるものと認識いたします。

難しいというような職場も多々あると思います。

月まとめた人事院の報告書では、よりこのフィー

○吉川沙織君 ありがとうございます。

そういった意味において、公務部門と民間部門

ドバックの仕方を改善していきましょうというこ

今、伊藤参考人はマイクロソフトのチーフラー

年かのお仕事について伺えればと思います。

そこで、少しこれまでのお仕事、直近のここ何

は異なる側面が結構あるという認識は合いますで
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会の中でどうあるべきかということを常に深く考

あると思うんですが、実は、やはり企業として社

うけ主義的なカルチャーがあるようなイメージが

しょう、すごくもうけ主義的な、外資系一般にも

マイクロソフトといいますと、外資系で、何で

ございます。

○参考人（伊藤かつら君） おっしゃるとおりで

ということでよろしいでしょうか。

ェンダに沿ったデジタル人材の育成や雇用の創出

マーやパートナーのスキル養成、そして国のアジ

れは社内のラーニングカルチャーの醸成、カスタ

ニングオフィサーということであられますが、こ

○吉川沙織君 その職務の中で、分かりやすいＫ

でございます。

グプログラムという機会を御提供しているところ

様なんかともお話をしながら、様々なトレーニン

Ｏですとかいろんなパートナー様、時には厚労省

う可能性が高いと思っておりまして、ここはＮＰ

学ぶことで新しい仕事の機会を得られる、こうい

は仕事を得られなかった方がちょっとデジタルを

にデジタル人材不足、つまり、今までのやり方で

ケットそのものが今大きく変わっております。特

いらっしゃるかと思います。そして、ジョブマー

氷河世代など就職に困っている方、いろんな方が

そして、三番は、コロナ禍だけではないです、

気がしていると、時代の流れというか、巡り合わ

ロッパーに光が当たって、いろんな人が世に出た

うこと、それから、かつらさんのおかげでディベ

くして自分の言葉でちゃんと発信できる人だとい

で、かつらさん、人事の経験はないけど、そしゃ

わずに、かつらさんとその友人が言っていますの

その中で、今から、済みません、伊藤参考人と言

ますので、いろいろ伊藤参考人の話も伺いました。

信頼できる友人が今マイクロソフトで勤めてい

を取得しておりまして。

○吉川沙織君 実は私、二十年前にＭＣＳＥの方

おりです。失礼しました。

○参考人（伊藤かつら君） あっ、おっしゃると

社内に向けては、管理職向けのコーチングのトレ

されることも大きく変わっております。例えば、

学びのカルチャーの醸成。そして、管理職に期待

化しておりますので、社員自体が何を学ぶのか、

クロソフトが認めたスキルを持ったトレーナーと

ド・トレーナーということでございまして、マイ

ＭＣＴは、マイクロソフト・サーティファイ

○参考人（伊藤かつら君） さすがでございます。

たでしょうか。

と思うという、こういう話でした。

親しみやすいと思わせたのはかつらさんの手腕だ

いる中、マイクロソフトのテクノロジーが面白い、

なエンジニアやプログラマーが社内外にわんさか

らさんしかできなかった、こだわりの強い個性的

せもあるんでしょうけど、あのポジションはかつ

ＭＣＰって申し上げました。

えております。

ＰＩ、一つはＭＣＰの取得者というのはありまし

ーニングなどを特にここ数年、時間を掛けて、誠

いう、非常に高度なＩＴスキルを持った方の認定

そうしますと、もちろん技術も非常に激しく変

意を持ってやっているところでございます。

く本当に日々変わっているテクノロジーでござい

のクラウド、ＡＩ、それからセキュリティー、全

で持っております。

くて、昔でいうＭＣＰ、認定資格の方を今ＫＰＩ

実は、ＭＣＴそのものはＫＰＩには今していな

国家公務員の職場がこんなに魅力的なんだという、

現場よく御覧いただいて、発信をしていただいて、

った問題、現場を、人事官におなりになられたら

でないかもしれませんけど、若手の離職、そうい

ですから、人事のプロではもしかしたらおあり

ますので、これを正しく、マイクロソフトのお客

○吉川沙織君 私、済みません、ちょっとマスク

こういう発信に努めていただければと思うんです

でございます。

様、パートナー様が身に付けていただく必要があ

のせいで音聞き取れなかったかも分かりません、

二番目の技術者の育成、これも、昔の技術と今

るということ。

- 17 -

議院運営
令和４年３月４日

けど、少し、一言だけお願いしていいですか。
ればと思います。

なられたら、現場の声、しっかり聞いていただけ

が同時に安全機能を喪失して、その後にシビアア

力発電所事故では、津波により複数の機器、系統

たと私は考えております。

クシデントの発生を食い止めることができなかっ

○参考人（伊藤かつら君） 本当にありがとうご
ありがとうございました。
○委員長（福岡資麿君） これにて人事官候補者

ざいます。頑張って働いてきてよかったなと思っ
た瞬間でございますが、この人事官という仕事に

震、津波、火山といった自然現象に関する想定を

事故後に導入された新規制基準においては、地

伊藤参考人に一言御挨拶を申し上げます。

強化いたしますとともに、それでもなお発生し得

に対する質疑を終了いたします。
本日は、御多忙の中、御意見をお述べいただき

る重大事故への有効な対策を求めることといたし

も、私は同じような熱意と信念を持っております。
働けることでこの日本という国がより魅力的な国

誠にありがとうございました。委員会を代表して

国家公務員が本当にやる気を持って生き生きと
になると、私、信念を持っておりますので、人事

ております。また、最新の知見を規制に反映いた

しますバックフィット制度や、事業者自ら安全性

御礼を申し上げます。
伊藤参考人は御退席いただいて結構です。

この事故を受けて、原子力規制庁、原子力規制

というふうにお話しいただいたかと思います。

○宮口治子君 津波に対する感度が少し低かった

段の進歩をしたものと私自身考えております。

これらにより、規制制度は、事故前に比べて格

もなされております。

向上を図るよう、安全性評価届出制度など導入等

○宮口治子君 立憲民主党の宮口治子でございま

質疑のある方は順次御発言願います。

質疑を行います。

次に、原子力規制委員会委員長候補者に対する

官に任命いただいた折には使命感を持って臨みた
いと思っております。
ありがとうございます。
○吉川沙織君 公務部門は本当に、冒頭申し上げ
ましたとおり、数値で測れない。コスト意識はも
ちろん必要だと思います、ただ、行政複雑化して

す。
山中参考人におかれましては、本日はお忙しい

いますし、それに対応するためには、短期的には
目に見える成果が出ない部署、それから、設置し

ところ御出席いただきまして、ありがとうござい
三・一一から来週で十一年になります。先ほど

て維持すること自体が役目のような部署もありま
例えば、おととい、一昨日、弾劾裁判が開かれ

所信の中で、福島第一原発の事故について、痛恨

委員会というのが設置され、事故の反省や国内外

ました。これ、九年ぶりに開廷しています。だか

の極みであり、なぜ防げなかったのかを考えたと

チェルノブイリ原発が真っ先に占領され、また、

ます。

ら、設置していないといざというときに開けない

おっしゃっておられましたが、なぜ防げなかった

今朝の報道では、ウクライナ南東部のザボリージ

す。

というようなこともありますし、あとは、保健所、

のか、何が問題だったかについて、山中参考人な

ャ原発が砲撃を受け、火災が発生しているとのこ

からの指摘を踏まえて、原子炉等の設計を審査す

コロナ禍で、保健所を減らしていって今対応が大

りのお考えを具体的にお聞かせいただけますでし

戦時下における原発を守ることの難しさという

一方、今回、ロシアによるウクライナの侵攻で、

るための新しい規制基準が作られています。

変なことになっています。

とです。
○参考人（山中伸介君） 東京電力福島第一原子

ょうか。

ですから、成果といっても様々な側面がありま
すので、是非そこを重視して、人事官におなりに
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