
情報の力で国民の安全を守る。

公安調査庁
電話 03－3592－5711（代表）

 〒100－0013 東京都千代田区霞が関1－1－1 中央合同庁舎6号館
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● 東京メトロ「霞ケ関」駅（丸ノ内線・日比谷線・千代田線）
　 Ａ１またはＢ１ａ出口、徒歩5分。
● 東京メトロ「日比谷」駅（日比谷線・千代田線）および
　 都営三田線「日比谷」駅Ａ１０出口、徒歩5分。
● 東京メトロ有楽町線「桜田門」駅５番出口、徒歩3分。

ACCESS

公安調査庁 公式ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/psia/

公安調査庁 採用公式ツイッター
https://twitter.com/PSIA_recruit



何
も
起
こ
さ
せ
な
い
。

そ
れ
が
、公
安
調
査
庁
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
。



　公安調査庁は、我が国の情報関係機関で構成される情報コミュニティのコアメンバーとし
て、官邸のほか、内閣に置かれた内閣情報会議とその下に設置されている合同情報会議、国家
安全保障会議や同会議を補佐する国家安全保障局等へ情報提供を行っています。我が国の情
報機能の一翼を担う公安調査庁は、こうした情報提供を通じ、政府の政策決定やテロの未然
防止等に貢献することで、公共の安全への脅威に対する抑止力として機能しています。

「情報コミュニティ」メンバーの一員として公共の安全に貢献する。

警察庁内閣情報
調査室

防衛省外務省

調査指示

情報

① 団体規制
　本庁では、現場から報告された情報を
様々な角度から分析・評価し、破壊的団
体等を規制するための証拠として整理・
保管するほか、必要に応じて公安審査委
員会に対し団体の規制処分を請求します。

② 情報貢献
　本庁では、現場から報告された情報
を様々な角度から分析・評価し、総理を
始めとする政府要路、その他の政府機
関などに提供しています。

公安調査庁
［ 本庁 ］

① 情報収集
　現場では、本庁の調査指示の下、破壊
的団体等について知っている人から話を
聞いたりすることなどによって様 な々情報・
資料を収集し、本庁に報告しています。

② 規制措置
　現場では、オウム真理教の活動状況を
明らかにするため、公安調査官がオウム
真理教の施設内に立ち入り、必要な検査
（立入検査）を行っています。

公安調査局 公安調査事務所
［ 現場 ］

国家安全保障会議
国家安全保障局合同情報会議

内閣情報会議

政府首脳等

守るのは、日本の未来。
　公安調査庁は、破壊活動防止法に基づいて、暴力で政治的な目的を達成しようとする団体の調査

を行い、規制の必要があると認められる場合には、団体の規制に関し審査及び決定を行う機関であ

る公安審査委員会に対し、その団体の活動制限や解散指定の請求を行います。

　また、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づいて、過去に無差別大量殺人

行為を行い、現在も危険な要素を保持していると認められる団体について調査を行うとともに、公安

審査委員会に対し、観察処分又は再発防止処分の請求を行います。なお、観察処分に付された団体

に対しては、報告徴取、団体施設への立入検査などの規制措置を行います。

　他方、公安調査庁は、我が国の情報関係機関で構成される情報コミュニティのコアメンバーとして、

調査を通じて収集した国内外の情報や資料を、必要に応じて様々な政府機関に提供しています。公

安調査庁の情報は、政府機関が重要な政策を決定する際の判断材料として役立てられています。

　北朝鮮が弾道ミサイルの発射実験を継続するなど、懸念国による大量破壊兵

器の開発に関わる動向が注目される中、軍事転用可能な物資・技術を狙った我

が国からの調達活動が懸念されています。また、外国情報機関による我が国に対

する情報収集活動も憂慮されるほか、業務の妨害、機密情報の窃取、金銭の獲

得等を狙ったサイバー攻撃が国内外で常態化しており、サイバー空間の社会への

拡大・浸透に伴って、社会・経済の持続的な発展や国民生活の安全・安心が脅

かされる懸念は一層高まっています。

3. 
我が国への有害な

活動への警戒

　北朝鮮は、核実験やICBM級を含む弾道ミサイルの相次ぐ発射を経て核戦力の「完

成」を宣言しており、最近においても弾道ミサイルの発射を継続するなど、我が国及び国

際社会に対する深刻な脅威となっています。米朝首脳会談で合意した「完全非核化」は

いまだ達成されておらず、米朝関係の先行きも不透明な状況となっています。また、日本

人拉致問題は未解決のままであり、全ての拉致被害者の即時帰国が我が国政府の重

要課題となっています。さらに、中国やロシアなどの周辺諸国は、我が国の領土や海洋権

益をめぐって様 な々動きを見せて緊張を高めるなど、懸念される動きを継続しています。

2.
脅威度を増す
周辺国の動向

　世界各地でテロが発生している中、特に欧米諸国やアジア諸国では、不特定多

数の人々が集まる場所などにおいて、ISIL（いわゆる「イスラム国」）などの国際テ

ロ組織の主義主張に影響を受けたとみられる者らによるテロが続発しています。

我が国については、ISILなどがテロの対象として再三名指ししていることに加え、

国際テロ組織にとって世界中の注目を集める格好の機会となり得る2 0 2 0 年東京

オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることから、テロに対する

最大限の警戒が必要です。

1.
拡大する

国際テロの脅威

　公安調査庁は、ラグビーワールドカップ2 019日本大会やＧ2 0大阪サミット、Ｇ７

伊勢志摩サミット等大規模国際イベントの安全開催に、「インテリジェンスの力」で

貢献してきました。2 02 0年東京オリンピック・パラリンピック競技大会についても、

特別調査本部を設置し、情報機能の強化に取り組んできたほか、テロの未然防止

や不法事案等の早期把握に資する情報を関係機関に提供しています。公安調査庁

は、引き続き、情報収集・分析機能の強化に取り組み、こうした大規模国際イベント

の安全・円滑な開催に向けて尽力してまいります。

4.
大規模イベントに

向けた取組

スリランカ同時爆破テロ事件の標的となった教会
（写真提供AA／時事通信フォト）

北朝鮮による「新型戦術誘導弾」の発射
（写真提供：朝鮮通信＝時事）

（写真提供：アフロ）

アトランタ五輪期間中に同市内で発生した爆弾
テロ事件の現場（写真提供：ロイター=共同）



職員を育成するための
様々な研修を企画、立
案、実施します。また、
より良い研修を行うた
めに、日々、調査研究を
行っています。

主に国 外 関連情 報の
分析や他の政府機関な
どに提供する資料作成
のほか、海外の情報機
関との情報交換などを
行っています。全国の
調査第二部関係調査の

“司令塔”です。

主に国内関連情報の分
析や他の政府機関など
に提供する資料作成の
ほか、オウム真理教に
対する規制に関する事
務を行っています。全
国の調 査 第一 部関係
調査の“司令塔”です。

予算、会計、人事、広報、
情報公開、企画調整、法
令案の作成、情報システ
ムの管理などに関する
事務を全国的な視点で
行っています。

全国をカバーする安全網。
組織と拠点

公安調査庁は、昭和2 7年7月21日、破壊活動防止法の施行に伴い、同法に規定する破壊的団体の

規制に関する調査及び処分の請求に関する事務を一体的に遂行するために設置された行政機関で

す。また、平成11年12月2 7日には、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（団体規

制法）が施行され、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査、処分の請求及び規制措

置に関する事務が付加されました。その組織は、上図のように内部部局、施設等機関及び地方支分

部局からなり、内部部局として総務部、調査第一部及び調査第二部の３部、施設等機関として公安調

査庁研修所があります。また、地方支分部局として全国に公安調査局と公安調査事務所があります。

公安調査庁研修所那覇公安調査事務所

九州公安調査局

関東公安調査局

公安調査庁（本庁）

北海道公安調査局

中部公安調査局

近畿公安調査局四国公安調査局

中国公安調査局

東北公安調査局

全国
ネットワーク

熊本

岡山 神戸
京都

金沢

長野

静岡
横浜

千葉

さいたま

新潟

盛岡

釧路

那覇

福岡
広島 高松

大阪

札幌

仙台

名古屋

公安調査庁
〒100 - 0 013
東京都千代田区霞が関1-1-1 
中央合同庁舎6号館
TEL : 03－3592－5711

北海道公安調査局
〒060 - 0 042
札幌市中央区大通西12 
札幌第三合同庁舎
TEL : 011－261－9810

東北公安調査局
〒980 - 0821
仙台市青葉区春日町7-25 
仙台第三法務総合庁舎
TEL : 022－721－2701

関東公安調査局
〒102 - 0 074
東京都千代田区九段南1-1-10 
九段合同庁舎
TEL : 03－3261－8585

中部公安調査局
〒460 - 0 0 01
名古屋市中区三の丸4-3-1 
名古屋法務合同庁舎
TEL : 052－951－4531

近畿公安調査局
〒540 - 0 012
大阪市中央区谷町2-1-17 
大阪第二法務合同庁舎
TEL : 06－6943－7771

中国公安調査局
〒730 - 0 012
広島市中区上八丁堀2-31
広島法務総合庁舎
TEL : 082－228－5141

四国公安調査局
〒760 - 0 033
高松市丸の内1-1
高松法務合同庁舎
TEL : 087－822－6666

九州公安調査局
〒810 - 0 073
福岡市中央区舞鶴3-5-25
福岡第１法務総合庁舎
TEL : 092－721－1845

那覇公安調査事務所
〒900 - 0 022
那覇市樋川1-15-15
那覇第一地方合同庁舎
TEL : 098－853－2948

下記の各公安調査局・事務所に一般職職員採用窓口があります。総合職職員採用窓口は本庁となります。
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　プロスポーツでルーキーがいきなり活躍することがありますが、公安調
査庁の調査官にも同じことが言えます。若手であっても高度な情報を入手
することができ、政府の重要施策の推進に貢献することができる。これも
調査官という仕事の醍醐味の一つです。
　全ての調査官はまず、現場の情報収集業務を経験します。上司や先輩
に同行して情報収集の「イロハ」を学ぶほか、様々な研修プログラムを受
け、調査手法を身につけていきます。
　現場調査では、公安調査庁のことを快く思わない相手であっても根気
強く面談を重ね、「あなたのためなら」と情報の提供を受ける関係を築くこ
とが重要になります。相手の心を開き、信頼関係を築くマニュアルはありま
せん。あなた自身が、誰から、どのように情報を入手するかを企画し、これ
までに培ってきた経験や知識、個性を最大限活かして、相手と向き合って
いく。だからこそ、若手であっても活躍できるチャンスがあり、それが現場
調査の魅力の一つでもあるのです。

若手でも、政府の重要施策の推進に貢献できる仕事。

個性や経験を活かしてチャレンジできる
公安調査局調査第二部　平成2 5年度 一般職 女性
　「テロの未然防止」や「施策推進に貢献」と聞くと、非常に仰々しく難
しいことのような印象を受けるかもしれません。しかし、わずか入庁２年
目だった私が、報道に先駆けて我が国の公共の安全に資する情報を入手
することができたのです。その当時は、ただひたむきに現場を走り回って
いたので、十分に理解できませんでしたが、有益な情報を得るためにい
ろいろな人と会い、信頼を得るために誠実な姿勢で相手に寄り添ったこ
とが良かったのかもしれません。もちろん、結果がついてこないことも多
いですが、年齢や性別にかかわらず、重要情報を入手するチャンスが誰に
でもある中で、自身の個性や経験を活かしてチャレンジできるところにや
りがいを感じています。

　いかに美味しい食材であっても、その真価を引き出す料理でお客様を
満足させるためには、熟練した料理人の存在が欠かせません。公安調査
庁においては、食材が情報であり、料理人が情報分析官なのです。
　本庁調査部の情報分析官の任務は、全国の調査官が現場の最前線で
収集した情報・資料を様々な角度から検討・分析・評価し、団体規制の
ために整理するとともに、関係機関の施策の推進に貢献するための各種
資料を作成することです。
　情報分析では、論理的・客観的な思考力だけでなく、日々の関連情報
の蓄積から得られる豊富な経験・知識、わずかな変化も見逃さない洞察
力、政策決定者に一瞬で情報の要点を伝える表現力など、全ての能力を
総動員する必要があります。担当分野への強い好奇心と幅広い視野を持
ち続け、知識を蓄積するとともに、本庁調査部に集まる百戦錬磨のプロた
ちのサポートを受けながら粘り強く情報分析の経験を積み重ねていくこと
で、確実に理想の分析官に近づいていくことができます。
　自ら分析した成果が政府首脳や関係機関に提供され、情報の力で重
要施策の推進に貢献できることが分析業務の最大の魅力です。

情報分析力で、公共の安全に寄与。

情報の価値・真偽を見極める能力を磨く
本庁調査第一部　平成16年度 Ⅱ種 女性
　 分 析 業 務 にお いては、論 理 的、客 観 的 思考を 鍛 えることはもちろ
ん、幅 広く公開情 報を蓄積し、情 報の価 値・真偽を見極める能力を磨
くことが重要です。国内外の政 治・社 会 情 勢に関心を持ち、語学の習
得に努 め、分析手 法 や多角的な視 点を先 輩 分析 官から学ぶ など、知
的好 奇心が 強い方なら充実した日々を過ごすことができます。当庁の
分析 資 料は 提 供 先 から高い評 価を受けておりますが、現 場で入手さ
れた 情 報を 最 大 限に活 か せるか は分 析 官の腕 にかかっています。責
任 重 大ですが、緊 張 感 の先にある達 成 感と、当庁の 情 報 が 政 府 首脳
の下に届き、政 策 決 定に大きな影 響 を与える瞬 間に立ち会える醍 醐
味は、ほかでは得 難いものです。

　天下統一を成し遂げた豊臣秀吉は、出自にとらわれず能力重視の人材
登用を進めたとされています。公安調査庁にも採用年次や採用試験の種
別に関係なく、誰もが幹部職員を目指せる環境があります。これもまた、大
きな魅力の一つです。
　公安調査庁では、勤務成績が特に優秀でマネジメント能力に優れたや
る気のある職員を対象に、幹部要員として選抜し、幹部職員への登用に
向けて計画的に育成・処遇する独自の制度を設けています。
　現在、情報収集、情報分析等のスペシャリストの中から約２００人の職
員が選抜されています。選抜された職員は、将来の幹部職員として必要な
高い見識と幅広い視野の涵養、企画立案や業務管理の能力等の向上を
図るため、多様な職務経験や研修等を通じ、計画的に育成されています。
こうした育成の過程において、特に能力・適性があると認められた職員を
本庁の課長級ポストのほか、地方における現場調査の指揮官である公安
調査局長や公安調査事務所長として登用しています。

実力次第で幹部要員として選抜される、独自の制度。

驚くようなスピードで「育てる」立場に
公安調査局長　平成元年度 Ⅱ種 男性
　それまで平凡な民間企業の一社員だった私。日々定型的な仕事をこ
なす一方で、「情報の世界」に「漠然」とした憧憬が。「人生一回きりだ
し…」と一念発起し、７年間勤務した会社を辞めて入 庁。「漠然」が「具
体化」するのに、そんなに時間は掛かりませんでした。知恵の限りを尽
くして企画を練り、誠 心誠意尽くして人と会い、得られた情報が時には
官邸に。唯々仕事が楽しくて、現 場を走り回っていた私ですが、当庁独
自の昇進制度により、驚くようなスピードで「情報を取る」立場から「情
報マンを育てる」立場に。立場が変わっても、ダイナミックで刺激的な
日々に変わりはありません。「充実した人 生 」を渇望する貴 方、共に歩
みましょう。

　米を磨いて造られる日本酒は今、ワインやウイスキーと並び、世界中で
その人気が高まっています。業務や研修を通じて語学力や情報センス、国
際感覚を磨いた公安調査官もまた、世界を舞台に、諸外国の情報のプロ
フェッショナルと渡り合っているのです。
　公安調査庁は、世界２０か国以上の在外公館に２～３年のサイクルで
職員を派遣しています。派遣された職員は、情報収集・分析業務の経験
を活かしつつ、外交官として我が国の重要施策の推進に貢献しています。
また、職員を海外に派遣し、諸外国の情報機関と情報交換するなど、海外
の関係機関との連携強化も行っており、学生時代に修得した語学力を活
かして外国に関わる仕事をしたいというあなたの想いを叶えるチャンスが
あります。
　公安調査庁では英語を始め、中国語、韓国語、ロシア語、アラビア語な
ど様々な言語の語学研修を実施し、海外勤務だけでなく、現場調査や情
報分析において語学力を活かして活躍する職員を育成しています。

自身を磨き、ワールドワイドに活躍。

平和で安全な国際社会の維持に貢献
在外公館　平成2 0年度 Ⅰ種 男性
　現在、在外公館で外交官として勤務しています。任国政府関係者等と
の意見交換や外交関連情報の収集等の業務に従事していますが、日々、
その楽しさ、難しさを実感するとともに、多くの新たな気づきを得てお
り、この経験が自身の成長にプラスになっていると確信しています。外交
官として職務を遂行するに当たっては、コミュニケーション能力が重要な
スキルの一つとなりますが、これまで当庁で培った「人間力」を礎に、平
和で安全な国際社会の維持に貢献するべく業務にいそしんでいます。ま
た、業務だけではなく、休日には妻とともに子供の学校行事に参加した
り、家族でドライブしたりと、家族みんなで海外生活を楽しみながら充実
した毎日を送っています。

意欲高き者に、チャンスあり。
公安調査庁で働く魅力

意欲があれば、若手にもどんどんチャンスが与えられる。それが、公安調査庁で働く
大きな魅力の一つです。あなたの「○○○したい」という前向きな想いを叶えるチャンスが

多彩に用意されており、努力次第で幅広い経験とキャリアを積むことができます。
「公共の安全を守るために、自分の人間力を役立てたい」という熱意の持ち主を求めています。
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オウム真理教の情勢分析を行い、教団に対する規制（観察処分）

に関係する証拠の収集、立証資料の作成のほか、関係機関等へ

の情報提供を行っています。また、オウム真理教が当庁に対して

起こしている訴訟にも対応しています。教団の動向を適宜把握

し、二度と卑劣なテロ行為を起こさせないよう規制を行うために

努めている当庁の業務に、使命感を感じています。業務では、働

き方改革に対応し、常に仕事の期限を決めて効率性を追求する

ほか、複数の業務が並行して進むような時は優先順位を的確に

見極めて労働時間を短縮し、残業を減らせるよう努めています。

さらに、オウム真理教に関する情報だけではなく、当庁に関連す

るあらゆる情報に敏感になることで、今後依頼される可能性のあ

る案件の早期把握にも努めています。

卑劣なテロ行為を二度と
起こさせない、その使命感。
本庁調査第一部 上席調査官
平成17年入庁　国家Ⅱ種（行政）

6:30 起床〜出勤
子供を起こし、オムツの交換などをした後、
自宅を出るギリギリの時間まで子供と過ごす。

9:10 登庁〜始業
手洗いうがいを徹底し、風邪を引かぬように注意。
その後コーヒーを飲みながら今日一日の仕事の進め方を整理。
始業後は現場から随時送られてくる報告書をチェック。
（必要な情報は抽出し整理しておく）

10:30 情報検討会
前日に準備していた分析結果を発表。検討の結果、
最新情報を追加した上で情報コミュニティの会議で報告されることに。

11:00 証拠収集
報告書や立入検査の結果概要書をチェックし、証拠収集。
（項目ごとに整理して保存していく）

12:00 昼食及び休憩
持参した弁当を食べた後、午後の勤務に備えて昼寝。

13:00 訴訟対応
担当する訴訟の資料作成や関係機関への意見出し。訴訟期日には
傍聴に行き、関係機関と今後の訴訟対応について協議する。

15:30 分析業務
情報検討会での指摘を踏まえ、
どのような構成にすれば、分析結果が伝わりやすいかを考えながら、
内容を修正。

16:30 情報提供
上司とともに関係機関に赴き、公安情勢に関する情報について説明。
帰庁後、結果を部長に報告。

18:15 退庁
特段の事情がなければ定時退庁が基本。

20:00 帰宅
子供と一緒にお風呂に入るなどしてエネルギーを充電。
明日への英気を養う。

本
　
庁

現場調査官として、大量破壊兵器等の製造や開発等に必要な物

資・技術を狙った懸念国による不正な調達等の動向のほか、我

が国に対するサイバー攻撃事案について、関連情報を幅広く収集

しています。我が国が保有する先端技術が懸念国による大量破

壊兵器等の製造や拡散に悪用されることがないように日々目を光

らせています。大量破壊兵器等の拡散を水際で防ぐことにより、

我が国の国益、国民の生命や財産を守るといった使命に大きな

やりがいを感じています。どのような情報を収集し、どのような関

係機関に提供され、どのようにして活用されているのかは決して

表に出ることはありませんが、我が国の公共の安全を守るため、

高い志を持ってミッションを遂行しています。

自身が入手した情報で
水際阻止に繋げる。
公安調査局調査第二部 上席調査官
平成１８年入庁　国家Ⅱ種（行政）

6:00 起床〜出勤準備
新聞とテレビの報道番組で主要な情報をチェック。
国内外に限らず、政治経済に関する情報は全てどこかで
リンクしているので、マクロ的な視野で確認。

8:00 登庁
登庁後に同僚などとの雑談でニュースなどの情報交換。
また、前日までに部下が収集した情報を班内で共有。

8:30 始業
部下が予定している本日の面談に向け
上司を交えた会議を開催して方針を確認。
その後、自身の面談についても上司と協議。

11:00 面談
部下の面談に同行し、有益な情報を入手。
本庁に報告するため報告書の作成を部下に指示。

12:00 昼食
職場方面に戻りつつ部下と一緒に昼食。

13:30 本庁からの調査指示
本庁から「〇月×日まで△に関する情報を送ってほしい」との
依頼を受け、上司に報告した後、班内で協議して仕事を分担。

17:00 面談
事前に上司と協議した確認事項を踏まえて予定していた面談先へ。

18:00 報告
面談を終え職場に戻り、面談内容を上司に報告。
明日午前中に本庁に報告するため、面談メモを簡単にまとめる。

19:45 帰宅
通っているスポーツクラブのスパを利用して一日の疲れを癒やして帰宅。
帰宅後は、タ食を作りつつ報道番組などで国内外の情勢を確認。 

現
　
場

本庁で採用後、各種研修を受け、

オウム真理教の分析担当部署に

配属されました。当時は団体規制

法に基づく観察処分の期間更新

請求を行った年であり、分析のほ

か立証資料の作成に携わりまし

た。その結果、公安審査委員会

により観察処分の期間更新が決

定されました。

1年目
本庁オウム真理教

分析担当

入庁2～3年目は、近畿局で調査

活動に従事しました。そこでは情

報収集の難しさと、有用な情報に

たどり着いた時の達成感を学ぶ

ことができました。その後、本庁

に戻り、総務部で法令関係を担

当したり、調査部で調整業務を

経験したほか、人事業務にも従事

しました。

4年目
近畿公安調査局

から本庁へ

内閣の重要施策に関する情報を

収集・分析する内閣情報調査室

における業務を通じて、情報関係

機関の業務内容や役割、オール

ジャパンとして関係省庁と連携す

るための要諦を学びました。

10年目
内閣情報調査室

に出向

出向から戻った後は、調査部にお

ける分析業務に従事したほか、公

安調査庁研修所において、調査

官の育成に取り組みました。その

後、東北公安調査局で首席調査

官を拝命しました。部下職員の成

長が自分自身の成長に繋がると

実感しており、大きなやりがいを

感じています。

18年目
東北公安調査局

首席調査官

東北公安調査局調査第二部
首席調査官
平成14年入庁 国家Ⅰ種（法律）

総合職は、本庁で採用された後、２年目から公安調査局などにおいて調査
現場の実務を経験します。その後、２～３年のサイクルで本庁や公安調査局
などで情報収集、情報分析、企画調整、管理等の様々な職務や、他の情報関
係機関などへの出向等を通じて幅広い知見・経験を積むことで、我が国の
情報機能の強化に寄与することのできる人材として育成・処遇されます。

総
合
職

近畿局で採用され、調査第一部

に配属されました。自身の個性を

最大限活かし、調査対象団体の

構成員からどのように情報を入手

するか、自ら企画・立案し、上司、

先輩、同僚のサポートを受けなが

ら情報収集に奔走しました。

1年目
近畿公安調査局

調査官

近畿局から京都事務所へ異動す

るとともに上席調査官に昇進しま

した。事務所在籍時には国際テ

ロや朝鮮総聯など、国外関連の

情報収集に従事しました。国内

部門だけでなく、国外部門の業

務も経験しながら、情報収集のス

ペシャリストとしての道を突き進

みました。

11年目
京都公安調査事務所

上席調査官

京都事務所から本庁へ異動しま

した。自身がコツコツ集めてきた

情報が本庁において、集約・分析

され、「点」から「線」となって情報

提供されることを目の当たりにし、

本庁と現場の密な連携の重要性

を再認識しました。情報分析のス

ペシャリストたちと机を並べ、情報

ニーズに適った情報収集の在り方

を改めて考える機会になりました。

20年目
本庁調査第一部

に異動

現在、中堅・若手職員数人で構成

される班を統括しており、自ら情

報収集するとともに、班員の業務

のバックアップを行っています。

班員には自ら体得した良好な人

間関係の構築方法についてノウ

ハウを伝承しつつ、自らの創意工

夫と努力次第で深奥に迫る情報

を入手できる当庁業務の魅力も

伝えています。

23年目
近畿公安調査局

統括調査官

近畿公安調査局調査第一部
統括調査官
平成9年入庁 国家Ⅱ種（行政）

一
般
職

一般職は、各公安調査局で採用され、原則として採用された公安調査局と
その管内に所在する事務所において、情報収集のスペシャリストとして育
成・処遇されます。また、幅広い知識と経験を積むため、本庁、他の公安調
査局や事務所、他省庁などで勤務する場合もあるほか、能力・適性に応じ
て情報分析のスペシャリストとして育成・処遇される職員もいます。
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職員の仕事とプライベートとの調和の推進も公安調査庁の魅力の一つ。
世代や性別を問わず、公私ともに社会人生活を充実できるような制度が整っています。

また女性が活躍できる職場環境の整備とともに、女性の採用拡大と
優れたマネジメント能力を発揮する女性職員の上位ポストへの登用も推進しています。

　政府が女性の活躍推進に積極的に取り組む中、官公庁にお
いて女性管理職は珍しい存在ではなくなりつつあります。平成
3 年入庁の私も、現在は公安調査事務所長として、事務所全体
のマネジメント業務に取り組んでいます。入庁以来、多様な職
務を経験したことで、視野を広げ、成長することができ、自身の
成長は、私生活の充実に良い影響を与え、彩り豊かな人生を送
ることにつながっていると感じています。
　現在、多くの女性調査官が我が国の公共の安全を確保する
ため、日々力を尽くしており、その活躍の場は飛躍的に広がっ
ています。これからも私に続く後輩たちと共に、調査官の使命
を果たしていきたいと思っています。

Case 1.  

広がる女性調査官の活躍。
公安調査事務所　平成3年度 Ⅰ種 女性

　第二子の誕生に際し、約3 週間の育児休業を取得しました。
第一子の出生の際、妻の体調が優れなかったにもかかわらず、
私は仕事で寄り添えず、それをずっと後悔していました。育休
取得に際しては、その意向を早々に上司や同僚に伝えたとこ
ろ、「今は男性も育児と仕事を両立する時代だ。家庭を大切に
ね」と温かく送り出してもらいました。
　期間限定の専業主夫として、慣れない家事に苦労しました
が、日に日に成長していく子供たちの姿を見て、嬉しく思うと同
時に、普段育児に追われながら家事をしている妻への感謝の
気持ちや自身も育児・家事に積極的に参加しつつ、仕事も一層
頑張らねばという思いが芽生えました。3人目が生まれるとした
ら、また育休を取るつもりです。

Case 2.  

「男性の育休」が浸透中。
公安調査局調査第一部　平成22年度 一般職 男性

　私は、息子の誕生を機に約 2 年間の育児休業を取得し、保育
園入園後に職場復帰しました。現在は息子の保育園の迎えの
ため、育児時間制度（※）と休憩時間の短縮制度を併用し、終業
時刻を1時間3 0 分繰り上げています。また、フレックスタイム制
を利用し、夫が息子を保育園へ迎えに行ける日は、勤務時間を
長く設定し、保育園の行事等がある日は、勤務時間を短く設定
するなど、自分に合った勤務形態を選ぶことで、育児をしなが
らでも無理なく仕事を続けることができています。
　夫の協力はもちろんのこと、上司や同僚のサポートを受けつ
つ、仕事と家庭の両立支援制度を利用することで、勤務時間に
制約がある中でも、日々やりがいを感じながら業務に取り組む
ことができています。

※ 始業又は終業に引き続く一部の時間を勤務しないことができる制度

Case 3.  

フレックスタイムで公私ともに充実。
公安調査局調査第二部　平成23年度 一般職 女性

　私は、月に一度は、年次休暇を取得して旅行を楽しんでいま
す。土日を挟んで休暇を取るので、最低でも2 泊3日、長ければ
1週間程度の計画を立てて国内各地を回っています。一昨年に
は初めて海外旅行にも行きました。
　当庁では年間16日以上年次休暇を取得することが目標とし
て掲げられており、職場の上司、同僚が皆目標達成に向けて計
画的に年次休暇を取得しているため、自然と仕事にもメリハリ
がつきますし、休暇を申請する際に躊躇することもありません。
　休暇を活用して趣味を思いっきり楽しむことで、心身共にリ
フレッシュできるだけでなく、日常では得難い経験や人脈が時
には仕事に繋がることもあり、公私にわたって充実した日々を
過ごせています。

Case 4.  

毎月の年次休暇でリフレッシュ。
本庁総務部　平成26年度 一般職 女性

仕事とプライベートの調和を推進する。
働きやすい職場環境を目指して

Q. アフターファイブや休日は、どのように過ごしていますか?
● 子供に包丁の使い方を教えながら、
一緒にクッキング
● 私の運転で両親と近くの日帰り温泉へ
● 子供とお話ししたり、絵本を読んだ
りして、一緒の時間を過ごす
● 妻と日本酒祭りに参加。レアな日本
酒をゲット 
● 子供と一緒に空手教室で汗を流す
● 妻と始めた趣味の登山。週明けは筋
肉痛に
● 家族とドライブ＆レジャー施設へ。
思い切り楽しんだ子供たちは車内で
グッスリ
● 学生時代の友人とスパを巡って岩盤
浴とサウナ 

● 高級食材を取り寄せて友人とホーム
パーティ
● 仲間とバイクツーリング。もちろん
安全運転で
● 東京マラソン目指し、週末は必ずラ
ンニング
● 野球、ラグビー、ボクシングとス
ポーツ三昧
● 入庁後、テニススクールに通いはじ
め、かなり上達
● 英語、中国語を勉強中。検定試験を受
ける予定 
● 応援しているアーティストのライブ。
地方公演にも足を運ぶ 

10.2%
映画やコンサートなど

37.7%
家族で
過ごす

12.8%
自己啓発、
学習など

18.8%
スポーツなど
体を動かす

20.5%
友人、同僚と

飲みに行く

アフターファイブ
や休日の
過ごし方

Q. 仕事とプライベートの両立は実現できていますか?
● 毎週水曜日の定時退庁日には早く帰
宅し、子供をお風呂に入れて寝かしつけ
● 業務で知り合った他省庁の方と
スポーツを通じて交流
● ゆう活期間中は、朝早く出勤し、タ方
にはビールを飲みながらIT系の勉強会に
参加。普段とは違う刺激を受けることで
業務にもプラスに
● プレミアムフライデーにはタ方に年次
休暇を取得してハッピーアワーに
● プライベートが充実したことによっ
て、「会話の引き出し」が多彩になり、面
談相手との話が弾む

● 昨年は20日ある年次休暇の完全取得
を達成し、休みの日には料理教室や乗馬
などの習い事へ。様々な人たちと知り合
う良い機会に
● 語学学校に通学する日は、フレックス
タイム制度を利用して短時間で業務を切
り上げ
● 観察処分期間更新請求作業が山場を
迎えており、現在は仕事が中心の生活
● 子供が生まれ育休を取得。復帰後は毎
日定時退庁を目指すなど、現在は育児を
優先

1.0%
プライベートを優先しがち

50.0%
充分に

できている

4.0%
仕事が生活の
中心

45.0%
ある程度
できている

仕事と
プライベートの

両立

● 育児参加のための休暇を取得し、出

産直後 の妻を支えつつ、子 供 の食事を

はじ め、お風 呂や 絵 本 の 読 み 聞 か せ、

寝 かしつけなど、家 族と貴 重 な時 間を

過ごすことができました。

● ボランティア休暇を取得して被災地に

赴きました。被災地の方々の優しさに触

れながら、充実した時間を過ごしました。

● 年 次休 暇を年 2 0 日取得し家族サー

ビスをしています。掃除など家事はもち

ろん、買い 物や食事に出かけて家 族の

絆を深めています。

● 介護休暇を取得し、毎月一度は帰省

しています。ここまで育ててくれた両 親

への恩 返しという思いも込めて。

●  急な子 供 の 発 熱などで 看 護 休 暇を

取 得 することが ありま す。当日に申 請

しても 取 れるので、緊 急事 態 で も困り

ません 。

● 結 婚 に伴う特 別 休 暇と年 次 休 暇を

取得し、海外の離島で結 婚 式を挙げま

した。ハ ネムーンで は 観 光 名 所を周遊

し、ショッピングを満喫しました。

ワークライフバランスについて職員に聞きました。

12 13



2019
0

2

4

6

8

10

12

14
（億円）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

■ 10月末時点の保有資産
　（現金・預貯金・貸付金）

■ 1年間の累積賠償額
　（2019年のみ11月末時点）

▶ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
のような大規模イベントでの破壊活動は世間の耳目を集
め易く、テロ組織にとって格好のターゲットとなる。安
全にイベントを開催させるには、幅広い事前情報の収集
と的確で緻密な分析を進めていく必要があり、公安調
査庁がそのミッションを担っている。

▲オウム真理教主流派の保有資産と1年ごとの累積賠
償額。教団は2019年10月末時点において13億円に迫
る資産を保有しているほか、日本国内に約1,650人もの
信徒を擁しており、脅威は消えていない。それぞれのお仕事内容を

ご紹介ください。

佐藤　私が今いる「本庁総務部企画調整室」は、
組織全体に関わる企画立案や調整を行っていま
す。「公安調査庁の司令塔」とも言え、インテリジェ
ンスコミュニティの一員として我が国の公共の安全
を確保する当庁業務の方向性を示す役割を担って
いるため、大きなやりがいを感じる反面、重い責任
が伴います。
水谷　私は「現場」ではなく、「公安調査庁研修
所」で研修を企画立案するとともに、教官も務めて
います。今日この座談会に出席している新人の松岡
さん、小池さんも私の生徒でした。
松岡　大変有意義な研修でした。当庁の所管法
令や調査対象団体の組織・沿革など、知識がない
状態からでも基礎からしっかりと学ぶことができま
した。
武井　私は「本庁調査第二部」で、「現場」で収集
された北朝鮮関連情報を分析しているほか、朝鮮
総聯に対する規制手続きに必要な資料を作成して
います。また、北朝鮮情勢を常に把握し、適時・適
切に関係機関に情報提供できる準備をしておくこ
とも重要な業務の一つです。
松岡　私は「現場」である「関東局調査第二部」
で、我が国に対するサイバー攻撃の動向、懸念国に
よる軍事転用可能な物資・技術を狙った活動を把
握する業務を担当しています。特にサイバー攻撃に
関する情報収集は、テロ関連の情報収集とともに、
2 0 2 0 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
の安全開催に向けて重要な課題となっています。
小池　私は「本庁調査第一部」において、観察処
分の実施に関する業務を担当しています。オウム
真理教の教団施設に対する立入検査に従事する
ほか、教団施設が所在する周辺住民の方々に教
団の現状を説明する意見交換会に携わるなど、

教団に対する規制処分を通じて、国民の恐怖感、
不安感を解消するために全力で職務にあたって
います。
水谷　仕事を始めて1年近くになるけれど、どんな
印象を持ちましたか?
松岡　地道な仕事の積み重ねですが、自分の収集
した情報が政府の政策決定に影響を与える可能
性もあり、非常にスケールの大きい仕事であると感
じています。
小池　私は「新人がここまで大きな仕事を任され
るのか」と驚くことが多いです。
松岡　そうですね。先日は同期入庁の友人が、上
司に同行して、ある政府機関に情報を提供したと
言っていました。新人がそこまでやらせてもらえる
のは公安調査庁ならではかもしれません。
佐藤　実際に新人調査官が入手した情報が関係
機関に提供され、その関係機関が当庁の情報を基
に対策を講じたケースもあります。このケースでは
我が国の公共の安全に影響を及ぼすような事案は
発生しませんでしたが、そういった事案の未然防
止に資する情報を入手した時に、調査官という仕
事の醍醐味を実感するのではないでしょうか。

これまでで特に印象深い
経験は何ですか?

松岡　様々な経験を積んでこられた先輩職員の皆
さんにお聞きしたいです。
水谷　私は地下鉄サリン事件の当時、まだ大学生で
した。その2年後に入庁し東北局調査第一部に配属
となりました。東北局管内には教団施設があり、入庁
間もない私でも何度も立入検査に従事しました。教
団はいくつかのグループに分かれて現在も活動を続
けているほか、教団名を隠して事件を知らない若い
世代を中心に勧誘を行い、新たな信徒を獲得してい
ます。その意味でオウム関連業務は印象深いです。

佐藤　新人のお二人は、平成7年の地下鉄サリン事
件をリアルタイムで知らないのではないでしょうか?
松岡　私はまだ生まれていませんでした。学校の授
業やテレビ番組などで事件の詳細を知りましたが、
サリンを使用した史上類をみない無差別テロに恐ろ
しさを感じ、二度とこのような事件を起こさせてはい
けないと強く考えるようになりました。公安調査庁を
志望したのもそうした思いが強くあったためです。
武井　私が担当する北朝鮮については、核開発やミ
サイル発射をめぐる動向など、突然大きく事態が動く
ケースが多々あります。ある年の年末、そろそろ仕事
納めというタイミングで「ミサイル発射実験を行う可
能性あり」との一報が飛び込み、急遽、職員が年末
年始も休みなく対応することになりました。一年中こ
のような状況が続くわけではありませんが、政府の
政策決定に必要不可欠な情報を時機を逸すること
なく提供するためには、こうした対応が求められる
場合もあります。情報には正確さや質の高さだけで
なく、鮮度も重要であることを実感しました。

職場や職員の方々は
どのような雰囲気ですか?

水谷　官公庁にはお堅いイメージがつきものです
が、良い意味でそのようなイメージがあてはまらな
い部分も多いのではないかと思います。
佐藤　特に「現場」の情報収集業務は、情報を
持っている人物を通じて情報を入手する「ヒューミ
ント」が中心ですが、「ヒューミント」に定型的なマ
ニュアルはありません。調査官自身の個性と経験
を活かしながら、相手と向き合っていくことになり
ますが、マニュアルがないからこそ、上司や先輩、
同僚のアドバイスやサポートが非常に重要になりま
す。こうした点からも、当庁には職員同士の意思疎
通を大切にする文化があって、コミュニケーション
能力の高い人が多いと思います。また、コンパクト
な組織なので「本庁vs現場」といったこともなく、
横のつながりも深いと感じます。
小池　私も入庁前は「公安」という言葉が持つイ
メージから暗いとか怖いといった先入観がありま
したが、職員は皆個性豊かで、趣味や特技もバラ
エティに富んでおり、良い意味で公務員っぽくない
と言うか、とても魅力的です。
松岡　上司も先輩も私のような若手の意見にも
しっかりと耳を傾けてくれます。実は仕事でストレス
を溜めないように、入庁前にボクシングを始めたの
ですが、今までストレスを感じたことはありません。
ボクシングは必要なかったかもしれません。

水谷　私は子供が 3人いますが、産前産後休暇や
育児休業の間も同僚と連絡をとっており、休んでい
ても職場の雰囲気が常に伝わっていたのでスムー
ズに復職できました。必要な仕事の報告も受けて
いたので「浦島太郎」状態になりませんでした。同
僚のサポートはとても心強かったです。
松岡　今は育休を取得する男性職員も多いと思い
ます。
佐藤　私はつい最近二人目の子供が産まれたので
すが、上司が「ちゃんと育休を取りなさい、家族が
最優先だよ」と言ってくれました。育休を取得するた
めには業務をしっかりと引き継ぐ必要があるのです
が、上司・同僚・部下が一体となってサポートしてく
れました。男性職員の育児参加は、私の所属部署だ
けではなく、全庁的に推進している取り組みです。
水谷　残業の少なさも特徴的だと思います。
佐藤　いわゆる霞が関では毎日終電やタクシーで帰
宅する職員が多く、「不夜城」と揶揄されることもあ
りますが、その点当庁は国会対応や法案作成等で
多忙を極めるといったことはほとんどありません。
武井　もちろん緊急事態が発生した時や、面談相
手のスケジュールによっては、土日に出勤したり、勤
務時間が深夜に及ぶこともありますが、平日に振
替を取得したり、翌日の出勤時間を遅くしたりと柔
軟に対応できます。先ほどのミサイル発射実験の話
ですが、私は、年末年始に働いた分の振替をきち
んと取った上に、年次休暇も加えて２週間もお休み
を頂きました。
水谷　休みがしっかり取れるので、充実した余
暇を過ごしている職員が多いです。庁内にはサー
クル活動もあり、確か、剣道部は団体戦で優勝す
るほどの強豪とか。華道部などの文化系サークル
も活動していて、庁内で作品展を開催することも
あります。
佐藤　余暇の充実は、仕事にも良い影響があると
思います。

若い職員へかける期待は
何ですか?

小池　私たち新人の心構えとしてアドバイスを頂け
ますか。
佐藤　公安調査庁に採用された職員は、総合職も
一般職も全てインテリジェンスに関わる業務に従
事します。たとえ他省庁に出向する場合でも、当庁
業務に関連の深い業務に携わることができる。イ
ンテリジェンスに関わりたいと思う人なら、採用か
ら退職まで一貫してそのやりがいを実感できると
思います。
武井　ヒューミントは、情報を持っている人物から
情報を得るために何をすべきかを考えることから
始まります。良好な人間関係を作り、相手の心を開
き、信頼を獲得することが重要となります。お二人
も学生時代に友人を作ってきたと思うけれど、その
プロセスと似ているかもしれない。友人となるまで
にいろいろなプロセスがあるように、ヒューミントの
やり方にも王道はありません。
水谷　私は、若手の皆さんには「相手に敬意を持
つこと」を大切にしてもらいたいと思っています。お
互いに敬意を持って接しあえば信頼関係が醸成さ
れるし、深い信頼関係を構築すれば「あなたのた
めなら」と非常に有益な情報を入手することにも繋

がります。
武井　公安調査庁は、地道に、正確に、忍耐強く
物事に取り組むことができる人材が活躍できる組
織であると私は考えています。だからお二人のよう
な若手職員にも、しっかり準備をして地道な業務
を我慢強く継続してほしい。そして最後までやり切
ることを期待しています。
佐藤　公安調査庁の最大のミッションは何かと
聞かれれば、「何も起こさせない」ことです。情報
の力で国民を守るためには、「現場」の情報収集
のプロフェッショナルが重要情報の入手に向けて
奔走し、「本庁」の情報分析のプロフェッショナル
が現場の調査官と密に連携して情報の深化を図
りつつ、収集された情報・資料を様々な角度から
分析・評価して、関係機関の施策の推進に活かし
てもらう必要があります。単に入手した情報を提
供することが情報貢献なのではありません。情報
ニーズを的確に捉え、時宜に適った情報を適切な
提供先に迅速に提供することこそが情報貢献で
あり、当庁はこの「情報の力」で我が国の公共の
安全に寄与しているのです。困難な業務ですが、
生涯の仕事として非常に魅力的な職業だと思いま
す。これからも意欲と気概を持って力を合わせて
頑張っていきましょう。
松岡・小池 ありがとうございました。

座談会参加メンバー

令和元年入庁の新人が
男女2名参加。
先輩社員3名に、
仕事の意義や社風など
多岐にわたって聞きました。
また先輩からは
新人への期待を
語ってもらいました。

水谷藍子　平成9年入庁　（女性）

法学部／公安調査庁研修所法務教官

佐藤啓太　平成15年入庁　（男性）

国際関係学部／公安調査庁総務部総務課企画調整室

武井良　平成17年入庁　（男性）

文学部／公安調査庁調査第二部

松岡優希　令和元年入庁　（女性／新入職員）

法学部／関東公安調査局調査第二部

小池二郎　令和元年入庁　（男性／新入職員）

教養学部／公安調査庁調査第一部

「情報の力で我が国の安全を守る」。
難しいからこそ、生涯の仕事として魅力がある。

「何も起こさせない」という最大のミッションのために、情報力を駆使し、世代を超えて公共の安全に貢献していく。

▶ 我が国の民間企業・経済団体等に
対する説明会などを通じ、国際テロ情
勢や大量破壊兵器関連物資等の拡散
傾向、懸念国による情報窃取の実態
等について、情報発信するとともに、我
が国企業・団体等が保有する技術情
報を含む重要情報の流出の予防に向
けた啓発活動を行っている。 
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公安調査庁を知る DATA & KEYWORDS

昭和27年
この年に公安調査庁が設立されま
した。破壊活動防止法の施行に伴
い、破壊的団体の規制に関する調
査及び処分の請求に関する事務を
遂行するために設置され、以来民主
主義体制を守り支えてきました。

97.8 %
 「男の産休」（配偶者出産休暇及び
育児参加のための休暇）の合計5日
以上の取得率（平成30年度）です。
公安調査庁はワークライフバランス
の推進に積極的に取り組んでおり、
全府省の平均67.8％（平成30年度）
と比較して高い数字になっています。

ヒューミント
公安調査庁が最大の強みとする情
報収集は「ヒューミント（HUMINT：
Human Intelligence）」です。調査官
一人ひとりが培った「人間力」が最
大の武器であり、良好な人間関係
を築いて信頼を獲得し、より深い情
報を入手することが求められます。

PSIA
公 安 調 査 庁 の 英 語 名（Public 
Security Intelligence Agency）
の略称です。公安調査庁は、諸外
国関係機関との情報交換等、国
際的な連携強化を推進するなどし
て、情報収集・分析体制の強化を
図っています。

破壊活動防止法
暴力主義的破壊活動から国民を守り、
公共の安全を確保するための法律で
す。暴力で政治的な目的を達成しようと
する団体の調査を行い、規制の必要が
あると認められる場合には、団体の規制
に関し審査及び決定を行う機関である
公安審査委員会に対し、その団体の活
動制限や解散指定の請求を行います。

17.5日
平成30年の平均年次有給休暇
取得日数です。年間20日間（4月
採用者は15日間）の年次休暇が
与えられ、20日間を上限に翌年に
繰り越すことができます。

15.2 %
公安調査庁の男性職員の育児休
業取得率（平成3 0年度）です。
政府が目標としている「男性国家
公務員の育児休業の取得率13％
（令和2年度末）」を上回ってい
ます。今後も家族の時間を大切に
できる職場づくりを目指します。

北朝鮮の
核・ミサイル開発
北朝鮮は、平成29年（2017年）
11月末の新型ICBM級弾道ミサ
イル発射実験の成功を受けて「核
戦力の完成」を標ぼうするなど半
島の緊張を高めてきました。その
後一転して「非核化」をカードに
史上初の米朝首脳会談を実現さ
せ、直接対話の局面へと転換しま
したが、令和元年（2019年）終盤
には再び米朝関係が悪化しまし
た。金正恩（キム・ジョンウン）朝
鮮労働党委員長はICBMの発射
実験を示唆しており、核・ミサイ
ル開発の脅威は続いています。

地下鉄サリン事件
麻原彰晃こと松本智津夫が設立したオウム真理教による、猛毒のサリン
を使用したテロ事件です。平成7年3月20日、朝の通勤時間帯に東京の

「霞ケ関」駅を通過する3つの地下鉄路線の車両内で複数の信徒がサリン
を散布し、死者13人・負傷者5,800人以上の甚大な被害をもたらしまし
た。平成30年、死刑判決を受けた教団幹部13人の死刑が執行されました
が、教団は、「Aleph」（アレフ）、「山田らの集団」、「ひかりの輪」といったグ
ループを中心に、現在も元死刑囚・麻原を絶対視しながら活動を続けて
います。公安調査庁はその組織や活動の実態を迅速・的確に把握しなが
ら、住民の恐怖感・不安感の解消に向けて取り組んでいます。

9・11同時多発テロ
平成13年（2001年）9月11日に
米国で発生した国際テロ組織「ア
ルカイダ」による同時多発テロ事
件です。邦人24人を含む約3,000
人が死亡しました。同テロを受け
て、日本政府はテロ対策を一層強
化する方針を定め、公安調査庁に
ついても、テロの未然防止に向け
た情報収集・分析体制の強化が
求められています。

36.1％
国家公務員採用試験からの採用者
に占める女性の割合（平成30年度
～令和2年度）です。女性が活躍で
きる職場環境の整備とともに、公務
に期待される能力を有する優秀な
女性の採用拡大と優れたマネジメン
ト能力を発揮する女性職員の上位
ポストへの登用を進めています。

イラク及びシリアを拠点に活動する国際
テロ組織です。平成31年（2019年）3月
に最後の支配地を喪失したものの、一定
の勢力を維持しつつ、両国でテロを継続
しています。また、ISIL関連組織が従来フィ
リピンでは見られなかった自爆テロを同
国南部で相次いで実行しているほか、中
東やアフリカなどでもテロを継続するな
ど、ISILの脅威は世界中で続いています。

ISIL

地下鉄車両を洗浄する
自衛隊員（AFP＝時事）

自爆テロが発生したフィリピンの
カトリック教会（写真提供：AFP＝時事）

サリンにより倒れ、
路上で支援を受ける乗客ら（共同）

テロで崩壊した
世界貿易センター（WTC）の跡地

公安調査庁は、国際テロ情勢、我が
国周辺情勢、国内諸団体の動向など、
公共の安全に影響を及ぼし得る国内
外の諸動向に関する様々な情報を収

集・分析しています。これらのうち政府の重要政策の決定に資するも
のについては、政府要路や関係機関に対して積極的に提供していま
す。また、「内外情勢の回顧と展望」や「国際テロリズム要覧」の配布、
民間団体への講演のほか、SNS（ソーシャルネットワーキングサービ
ス）等の活用を通じて国民の皆様への情報発信も行っています。

団体規制法
公安調査庁は、平成12年2月からオウ
ム真理教に対し団体規制法に基づく
観察処分を実施しており、教団の施設
内に立ち入り、必要な検査を行ってい
るほか、3か月ごとに組織や活動の現状
に関する報告を徴取するなどして、教
団の活動の実態を明らかにしています。オウム真理教施設に対する立入検査

専門性が高い職務というイメージに不安があるかもしれませんが、心配ありません。
公安調査庁では、職員の実務能力・専門性の向上を図るため、
公安調査庁研修所や各公安調査局において、様々な研修を実施しています。

1. 採用前に必要な知識・技能・資格などはありません。
所管法令や調査対象団体の組織・沿革といった知識、調査を行うための技能など公安調査
官として必要な能力が習得できるよう、採用後 1～2 か月間かけて丁寧な研修を行います。
新規採用者を対象とした研修のほか、中堅調査官、管理職などを対象とした研修も実施して
おり、役職に応じて必要な知識・技能を習得できます。

2. 専門性を向上させる研修も用意しています。
現場の調査担当者や本庁の分析担当者など、専門性の高い知識や技能が必要とされる業務
に従事している職員を対象に、調査技能や分析能力の向上に特化した研修を実施していま
す。また、管理業務に必要な知識等の習得のため、人事院、総務省、財務省等が実施する研
修にも積極的に職員を参加させています。

3. 必要な語学力も身につけることができます。
調査業務や分析業務などにおいて外国語能力が必要とされる職員を対象に、英語を始めと
する様々な言語の研修を実施しているほか、民間の語学学校への委託研修も行っています。

※（）内の数字は女性で内数　※令和2年度は令和2年4月1日付けの採用予定者数（令和2年1月31日現在）
※この他、総合職では、数理科学・物理・地球科学の区分（院卒者試験及び大卒程度試験）合格者も採用の対象としています。

平成30年度 平成29年度 平成28年度

総合職 4（0） 6（3） 4（1）

2（0） 4（1） 1（0）

経済 1（1） 1（0）

行政 院1（1） 院1（1）

政治･国際

人間科学 1（0）

教養 1（0）

工学 院1（0）

一般職 37（11） 80（24） 73（27）

行政 35（11） 78（24） 72（27）

電気･電子･情報 2（0）

令和元年度

4（１）

2（１）

院1（0）

1（0）

58（23）

58（23）

令和2年度

4（2）

2（１）

院1（1）

1（0）

56（22）

56（22）

2（0） 1（0）

法律

公安調査庁では、原則として人事院が実施する国家公務員採用試験の合格者から、
試験区分、性別、年齢、出身大学・学部、新卒・既卒に関係なく、人物本位で採用しています。
過去５年間の採用実績は下のとおりです。

（単位：人）
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早くから活躍できる舞台がある。

一生涯をかける価値がある。

高い志があれば特別な素養はいらない。

私たちがこのパンフレットで伝えたかったこと。

それは公安調査庁の「魅力」です。

すべては公共の安全のために。

この思いを抱きながら

挑戦を忘れずに成長し続ける。

そんな皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

あなたの人間力

公安調査庁で活かしてみませんか。

公安調査庁総務部人事課採用担当
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