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機構長メッセージ 

日本の高等教育の発展のために 

 高度知識社会を迎え、国境を超えた人々の活動が益々拡大

する中で、高等教育を受ける機会の拡大が求められており、

これまで以上に、大学等の高等教育の内容、質というものが

重要になっています。 

 大学改革支援・学位授与機構の業務は、こうした状況に対

応して、大学等の高等教育機関の教育活動の改善や基盤の充

実を支援するとともに、多様な高等教育の学習機会の発展に

役立つことを目的とするものです。業務の詳しい具体的な内

容は、以下の紙面、機構のウェブサイトなどをご覧いただき

たいと思いますが、これらの業務に携わることによって、大

学等の教育活動の現在の課題や財務面も含めた管理運営上

の課題、さらには国内外の高等教育の質の確保に向けた動向

の状況など、幅広い分野の知識、経験を得ることが可能です。

また、さまざまな大学、分野の研究者のお話しを聞く機会が

あり、特定の大学の業務を超えた経験となりうるものです。 

 機構では、新たな視点・角度から意欲を持って取り組む人

材を求めています。皆さんの応募を強く期待しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機構の求める人材像 

○日本の大学を世界で通用するよう支援したい方 

○大学に限らず、多様な学習の形態で学位を取得する学習者のサポート

を行いたい方 

○国内外の質保証機関等と交流して行う仕事や全国の高等教育機関の教

職員と協働して行う仕事に興味のある方 

○教育環境の整備充実に関わりたい方 

○日々の業務を通じて、幅広い視野と専門性を身に付ける意欲のある方 

○変革を恐れず、新しいことにチャレンジできる方 

機構長 福田 秀樹 
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機構の事業・特色 

日本の高等教育を支えています 

 機構は、教育研究の質を高めるために大学等が行う活動を支援するとともに、高等教育段階

における学習成果として授与される学位が適切に認識・評価されるよう努めています。併せて

大学等と連携し社会からの期待と信頼に応えられる高等教育の実現を目指しています。 

 これらの目的を達成するために、機構では学位授与事業、評価事業、施設費貸付・交付事

業、質保証連携等を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国の国立大学法人等の職員と仕事を行っています 

 上記事業、特に評価事業の実施に当たっては、全国の国立大学法人、大学共同利用機関法人

や独立行政法人の職員が機構に出向して仕事を行っています。令和４年４月時点で、２０都道

府県の３０機関から３７名が機構に出向してきており、機構の事業を一丸となって進めていま

す。 

 これだけ多くの機関の職員と知り合う機会に恵まれているのは、機構の大きな特色です。仕

事の面でも、普段からいろいろなやり方や考え方を学ぶことができるため、日々視野を広げる

ことができます。 

 

評価事業 

 大学を始めとした高等教育機関による

教育研究活動の質が向上するよう大学等

への第三者評価を行っています。 

 事業の実施に当たっては、大学関係者等

の参画を得て高い専門性による客観的な

評価を行っており、大学等が相互に質を高

められるようにしています。 

学位授与事業 

 広く社会で行われている高等教育段階

の様々な学習の成果を評価し、大学の学

部・大学院の修了者と同等の学力を有する

と認められる学習者に対して、学位（学士、

修士、博士）を授与しています。 

 日本では法令により、大学と機構のみが

学位を授与することができます。 

質保証連携 

 大学における質保証を支援するため、大

学等と連携して国公私立大学の教育情報

を公表・活用する大学ポートレートを運用

しています。 

また、質保証に関わる人材の能力向上を

目的としたプログラムを開発しており、さ

らに、国内外の質保証機関等と連携・協力

した活動にも取り組んでいます。 

施設費貸付・交付事業 

 国立大学法人、大学共同利用機関法人及

び独立行政法人国立高等専門学校機構の

施設整備等に必要な資金の貸付・交付等を

行っています。 

 国立大学法人等の施設整備等を安定的

に実施し、教育研究環境の整備充実や財

務・経営の改善を支援しています。 
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組織・仕事概要 
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大学ポートレートセンター 

    
大学ポートレートセンター事務室 

  
                     
                     

 
  

 
                      

               
高等教育資格承認情報センター 

                  
                                 
                     

 
  

 
                      

          
総務課  会計課 

○各種会議の運営、規則の制定・改廃、情報公開 

○職員の採用・異動・給与・福利厚生、研修 

○調査研究支援、広報 

○情報基盤システムの管理・運営 

 

○概算要求、予算の配分・執行管理 

○物品の契約・購入・管理 

○出納、旅費・謝金 

○施設の維持保全、安全管理、宿舎 
 

学位審査課  評価企画課 

○学士・修士・博士の学位授与 

○大学・大学院に相当する各省庁大学校の課程の認定 

○短期大学・高等専門学校の専攻科の認定 

○高等教育段階における学習機会に関する情報の収集 

 ・提供等 

 

○国立大学法人評価における教育研究評価 

○大学ポートレートの運用、教育情報の活用 

○質保証人材育成 

 

評価支援課  国際課 

○大学の認証評価 

○高等専門学校の認証評価 

○法科大学院の認証評価 
 

○大学質保証フォーラムの企画・運営 

○国内外の質保証機関等との連携・協力 

○国内外の教育・資格制度の情報収集・提供等 

○諸外国の高等教育質保証制度の情報収集・提供等 
 

大学運営連携課  国立大学施設支援課 

○国立大学法人等の教育研究情報・財務情報の分析手

法の開発と成果の普及啓発 

○国立大学法人等の財務情報の収集・提供等 

○国立大学病院の経営情報の収集・提供等 

 

○施設費貸付・交付事業の資金計画の策定 

○施設費交付事業の資金計画に基づく施設費の貸付・

交付 
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先輩職員の紹介 

  

現在担当している仕事 

 全国の短期大学や高等専門学校に設置された専攻科

を機構として「認定」するための業務を担当しています。

主な業務内容は、各学校から提出される書類の確認や各

審査の準備、会議の運営等です。機構において認定された

専攻科は「認定専攻科」と呼ばれ、教育の質保証の観点

から数年に一度、教育実施の状況について審査を受けます。
 

仕事のやりがいや面白さ 

学位授与の事業を通して、日本の高等教育や生涯学習

教育の発展に携わることができることに魅力を感じて

います。「学位の授与」と一言に言っても、機構において

行う事業は学生に限らず、幅広い世代の方々を対象とし

ています。様々な目的を持って学位の取得を目指す方々

のサポートをできることが仕事のやりがいにも繋がっ

ています。 

 

職場の雰囲気 

  国立大学法人からの出向者や異動に伴う交流の機会

も多いため、課全体で常にコミュニケーションを取り

合う雰囲気があります。学位授与試験や専門委員会・

部会の運営など、係を越えて課で一体となって行う業

務も多く、お互いに助け合いながら業務を進めています。 

 

機構を志望する後輩へ一言！ 

 機構では、学位の授与や大学評価をはじめとする様々

な事業を行っています。「日本の高等教育」を軸として

多岐に渡る分野に関わりを持つことのできる点が機構

の職員として働く魅力の一つだと思います。 

ある１日のスケジュール 

9:00 

 

 

 

 

 

 

9：30 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 

 

13:00 

 

 

 

 

 

 

17:45 

出勤 

メール及びスケジュールの 

確認 

急を要する依頼や当日中に対応 

すべき案件について確認した後、 

１日のスケジュールを立てます。 

 

会議資料の作成 

専門委員会や部会と呼ばれる会議

において、学位授与に関わる全て

の審査が行われます。各部会の開

催期間には、審査が円滑に実施さ

れるよう他係の職員と協働して

様々な書類を作成します。 

 

昼休み 

 

各学校（専攻科）から提出され

た審査書類の確認 

審査対象校から提出される書類の

確認を行います。審査の際に支障

が出ないよう各学校と連絡を取り

ながら書類をとりまとめます。 

 

退勤 

 

私はこれでリフレッシュ！ 

音楽を聴くことが好きなので、通勤

時間には必ず音楽を聴いています。

休日には好きなアーティストのライ

ブへ足を運ぶこともあります。 

 

管理部 学位審査課 

認定専攻科係・係員 Ｆ      

（経歴） 

R2 .11 管理部学位審査課（採用） 
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先輩職員の紹介 

  

現在担当している仕事 

評価事業や質保証連携事業を担う評価事業部全体の

取りまとめとして、機構内の他部署や外部からの依頼に

対し、部内各課との連絡・調整を行っています。そのほ

かに、機構以外の認証評価機関と連携・協力して行う会

議や研修に係る業務、機構が行う評価の有効性や適切性

についての検証といった業務も担当しています。 

 

仕事のやりがいや面白さ 

 機構内外との連絡・調整に当たっては、評価事業部全

体の整合性が取れるよう気を配る必要があることから、

部内の幅広い業務内容を把握しなければなりません。自

分自身も日々勉強が必要ですが、その分やりがいはあり

ます。また、機構は教職協働を掲げており、研究開発部

の先生方とも頻繁にやり取りするので、先生方との「一

体感」を伴った業務からは得るものが多いと感じます。 

 

どのような人といっしょに働きたいか 

機構の業務は多岐にわたるので、高いアンテナを張っ

て意欲的に情報収集に取り組める方、常に周囲と情報共

有しようとする意識を持つ方は、安心して一緒に仕事に

取り組めるように思います。 

 

機構を志望する後輩へ一言！ 

機構は大きな変化に直面する大学を様々な面からサ

ポートする組織です。機構の業務に興味がある方、ぜひ

お待ちしています。 

ある１日のスケジュール 

9:00 

 

 

 

9:30 

 

 

10:30 

 

 

11:30 

 

12:00 

13:00 

 

 

14:00 

 

 

 

15:45 

出勤 

部・課のスケジュール確認 

評価事業部各課の会議や打合せの

予定を確認します。 

メール確認と取りまとめ 

総務課からの依頼に対して部の各

課からの回答を取りまとめます。 

回答の打合せ 

取りまとめた回答に対して上司に

内容を確認してもらいます。 

メール作成と回答 

総務課に回答を返してひと段落。 

昼休み 

評価の検証の打合せ 

研究開発部の先生方と検証の方針

について打合せをします。 

データ整理・資料作成 

検証の基礎となる評価後に行った

アンケートデータを整理し、資料

を作成します。 

退勤 

昨年４月に育児休業から復帰して

「育児時間」を２時間取得。退勤

後は保育園に向かいます。 

 
私はこれでリフレッシュ！ 

美味しいものを食べることが好きな

ので、外食することが難しいコロナ

禍の今は、たまに近所のレストラン

からテイクアウトをして自宅で美味

しい料理を楽しんでいます。 

 

評価事業部 評価企画課 

企画第１係・係長 Ｈ        

（経歴） 

H15. 4 筑波大学（採用） 

H19. 7 文部科学省 

H23. 4 高知大学 

H25. 4 文部科学省 

H26. 4 国立大学財務・経営センター 

H28. 4 管理部会計課 

H29. 4 管理部国立大学施設支援課 

H30. 4 評価事業部評価企画課 
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先輩職員の紹介 

  

現在担当している仕事 

 評価企画課に置かれた「大学ポートレートセンター事

務室」で、大学の教育情報を集めて公表しているウェブ

サイト「大学ポートレート」の運営方針を検討する会議

の事務や、広報活動を担当しています。機構だけでなく、

大学団体や文部科学省等、多くの団体が運営に関わる事

業のため、各団体との連絡調整も欠かせません。 

 

仕事のやりがいや面白さ 

 大学ポートレートは、まだまだ発展途上の事業です。

会議準備等の定期的な業務とは別に、どうしたら使いや

すいものになるか、協力いただく大学の負担を減らせる

か、もっと効果的な広報ができないかなど、課題解決を

目指して日々新しい業務にも取り組んでいます。積極的

な提案も検討してもらえるところが面白いです。 

 

職場の雰囲気 

各係の人数がそれほど多くないこともあり、係内外で

相談したり意見を出したりしながら業務を進めること

が多いです。 

 係ごとに業務の分担は異なりますが、定期的に情報を

共有し、連携できる雰囲気があります。 

 

機構を志望する後輩へ一言！ 

 機構はそれほど大きな組織ではありませんが、様々な

事業があり、仕事も多岐にわたるので、きっと自分の「や

りがい」が見つかると思います。 

 

ある１日のスケジュール 

9:00 

 

 

 

 

 

10:00 

 

 

 

12:00 

13:00 

 

 

 

14:00 

 

 

 

17:45 

 

出勤 

メールチェック 

大学ニュースの確認 

各大学の新着記事を確認し、大学

ポートレートの SNS で発信する情

報を選びます。 

業務に関する打合せ 

各係の業務進捗や今後の予定につ

いて、定期的に大学ポートレート

センター内で共有・相談します。 

昼休み 

関係団体への連絡 

会議の日程調整や広報の協力依頼

等、大学ポートレートに関わる各

団体とメールでやりとりします。 

会議資料作成 

委員が審議を行うための資料を作

ります。作成した資料は、ミスが

ないように複数人で確認します。 

退勤 

定時に帰ることが多いです。翌日

の自分に向けてメモを残すことも

あります。 

 
私はこれでリフレッシュ！ 

休日は家でのんびりしたり、買い物

に出かけたりしています。休暇が取

りやすいので、コロナ禍の前は、よく

旅行にも行きました。 

 

評価事業部 評価企画課 

大学情報企画係・係員 Ｋ     

（経歴） 

H25. 8 評価事業部評価支援課（採用） 

H28. 4 管理部総務企画課 

H30. 4 管理部学位審査課 

R 4．4  評価事業部評価企画課 
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先輩職員の紹介 

  

現在担当している仕事 

機構は大学等の教育研究評価を大学関係者等の参画

を得て実施しており（「ピア・レビュー」と言います）、

文部科学省から国立大学法人・大学共同利用機関法人に

対する教育研究評価の要請を受けています。 

私が所属する国立大学評価室は、この教育研究評価を

所掌しており、89 の国立大学法人・大学共同利用機関法

人の評価作業の進捗管理、委員会等の会議資料作成、ス

タッフとの意見調整、文部科学省等との連絡調整などを

担当しています。 

 

仕事のやりがいや面白さ 

評価事業と学位授与事業に携わって、20 年近くになり

ますが、機構を取り巻く環境が変わってきているので、

常に新しい取組にチャレンジしていく必要があり、自分

に合っていると思います。今は、次期の新しい教育研究

評価の基本設計にも携わっています。 

 

職場の雰囲気 

機構は、国立大学法人からの出向職員をはじめ、いろ

いろな経歴を持つ職員が集まっています。相手の意見等

を尊重してコミュニケーションをとって、共同で仕事を

遂行できる職員を期待しています。 

 

機構を志望する後輩へ一言！ 

 一つ一つの業務を着実に遂行し、時にハードルが高い

業務にチャレンジすることが大切です。その積み重ね

が、次へのステップにつながっていくと思います。 

ある１日のスケジュール 

9:00 

9:30 

 

 

 

 

10:00 

 

 

 

12:00 

13:00 

 

 

 

 

14:30 

 

 

 

16:30 

 

 

 

 

17:45 

出勤 

係長との定例ミーティング 

週１回、業務予定を共有し、必要に

応じて係間の調整を行っていま

す。 

 

スタッフの資料確認 

スタッフの資料を確認し、適宜修

正等の指示を行います。 

 

昼休み 

スタッフとのミーティング 

業務の進捗や課題について、こま

めにスタッフと今後の進め方等を

検討しています。 

 

会議資料の作成 

自身が担当する企画・立案に関し、

会議資料を作成します。 

 

上司との打合せ 

業務の進め方等について、こまめ

に上司に報告・相談を行っていま

す。 

 

退勤 

 
私はこれでリフレッシュ！ 

職場と自宅の間にあるスポーツジム

に通い始めて約１年になります。主

に水泳をやっていますが、今一番の

リフレッシュになっています。 

 

評価事業部 評価企画課 

国立大学評価室 

室長補佐 Ｓ          

（経歴） 

H16. 1 評価事業部評価第３課（採用） 

H16. 4 評価事業部評価第２課 

H17. 4 文部科学省（実務研修） 

H18. 4 評価事業部評価第１課 

H20. 4 評価事業部法科大学院評価課 

H21. 4 管理部学位審査課 

H30. 4 評価事業部評価企画課 

R 2. 4 評価事業部評価企画課国立大学評価室 

7



先輩職員の紹介 

  

現在担当している仕事 

 機構が行う大学等の評価や高等教育資格承認情報セ

ンターと同様の業務を行う機関が世界各国にあります。

国際課は、アジアや欧州のそうした機関との間で、人材

交流、共同のプロジェクト、情報交換といった連携活動

を担当しています。これらの活動は、国際課だけでなく

機構内の他部門や機構外の関係機関との協力で成り立

っています。私は立場上、課内の担当者や課外の方々の

間に立って、業務が滞りなく進むよう種々の調整を行

う、いわば「交通整理」役を担っています。 

 

仕事のやりがいや面白さ 

 「国際」業務に必要な力は？と問われると、「語学力」

が真っ先に挙げられるでしょう。一方、外国語の情報を

日本語でまとめたり、業務が滞りなく進むよう調整した

り、想定を立てたり…と、語学力にとどまらず「日本語

力」「調整力」「先読み力」といった様々な力も試され

ます。日々勉強、奥の深い仕事です。 

 

どのような人と一緒に働きたいか 

業務を取り巻く状況は絶えず進んでいます。様々なこ

とを吸収し、自分の「力」に変えていくような、ご自身

の成長に対して意欲的な方とぜひご一緒したいです。 

 

機構を志望する後輩へ一言！ 

 ご自身にとって一番の「力」を磨いてください。就職

活動だけでなく就職後も役立つはずです。 

 

ある１日のスケジュール 

 9:00 

 

 

 

 9:30 

 

 

10:30 

 

 

12:00 

13:00 

 

 

 

15:00 

 

 

16:00 

 

 

17:45 

出勤 

スケジュール確認 

自分だけでなく課員の予定も把握

します。 

資料作成・確認、メール返信 

担当係が作成した調査資料や会議

資料を確認し、助言します。 

課内担当者との打合せ 

進捗状況の確認や課題の検討を行

います。 

昼休み 

課外スタッフとのオンライ

ン会議 

会議を進行しながら、新規案件の

協議や進捗報告を行います。 

資料作成 

担当する調査や企画の資料を作成

します。 

課内担当者との打合せ 

新たな企画に関する意見交換を行

います。 

退勤 

 
私はこれでリフレッシュ！ 

職場（小平本館）のすぐそばを走る

玉川上水緑道が通勤路です。清々し

い空気を吸いながら朝夕自転車での

通勤が私のリフレッシュ法です。 

 

評価事業部 国際課 

課長補佐 Ｉ          

（経歴） 

H16. 4 熊本大学（採用） 

H18. 4 評価事業部評価調査・国際課 

H19. 4 評価事業部評価企画・国際課 

H23. 4 評価事業部国際課 

H29. 4 文部科学省（人事交流） 

H31. 4 評価事業部国際課 

R 2. 4 評価事業部国際課高等教育情報室 

R 3. 4 評価事業部国際課 
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若手職員の紹介 

  

機構を志望した理由 

大学で学んだ法律を生かすため、様々な公務員試験を受験し

ていました。就職活動を行う中、教育に携わりたいと感じるよ

うになり、国立大学法人等職員採用試験の受験を決めました。 

 機構の存在は、各機関の説明会に参加した際に初めて知りま

したが、日本の高等教育を支え、積み重ねた学習の成果を適切

に評価するという考えや、職員研修制度が充実している点に惹

かれ、志望しました。 

 

現在担当している仕事 

 総務課人事第２係では、教員及び短時間勤務職員等の採用

や給与支給に関すること、機構内外の研修の実施や安全衛生・

福利厚生に関する業務を行っています。現在、私は主に、社

会保険や、職員の研修及び婦人科がん検診に係る業務を担当

しています。志望理由の一つとなった研修業務に携わること

ができ、非常にやりがいを感じています。 

 

仕事で困ったとき 

過去の資料を見るなどして、まずは自分で考えた上で、答え

が出なかった場合は周囲に相談するようにしています。社会保

険に携わるのは初めてなので、業務が難しく感じる場面もあり

ますが、周りの方からの助言をもとに、空いた時間を使って知

識をつけるように心がけています。 

 

今後の抱負 

まだまだ分からないことばかりですが、少しでも早く戦力

となれるように、スキルアップしていきたいです。 

ある１日のスケジュール 

9:00 

 

 

 

10:00 

 

 

 

12:00 

 

13:00 

 

 

16:00 

 

 

 

 

17:45 

出勤 

メールやスケジュールの確認を行

います。 

 

研修案内作成 

他機関が実施する研修について、

職員に周知し参加者を募ります。 

 

昼休み 

 

婦人科がん検診を行う病院へ

のアポ取り 

 

採用面接準備 

翌日に行われる短時間勤務職員採

用面接のため、会場設営を行いま

す。 

 

退勤 

私の必須アイテム！ 

 

 

管理部 総務課 

人事第２係・係員 Ｍ        

（経歴） 

R 4. 4 管理部総務課（採用） 

顔と名前を覚えてもらえるように、職

員証は常に首から下げ、肌身離さず持

ち歩いています。 
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若手職員の紹介 

  

機構を志望した理由 

 年齢性別を問わず社会で活躍する人材を育てる大学の

力になりたいと考え、志望しました。 

機構では、様々な機関や、出向職員の方との関わりの

中で高等教育の質向上に貢献できることが魅力だと感じ

ています。 

 

現在担当している仕事 

 機構では、国立大学法人に対して附属病院の建物整備

や医療機器を購入するための資金貸付をしており、私の

係では書面審査、担保設定、貸付後の現地調査等を担当

しています。 

特に書面審査では、大学数も資料数も多いため係内で

協力して仕事を進めています。 

 

仕事で困ったとき 

まずは自身で関連規程や法令を確認し仕事を進めます

が、それでも分からない場合は先輩や上司に相談するよ

うにしています。前職は民間企業に勤めていたため、仕

事の進め方の違いに苦労することも多いですが、周りの

皆さんに助けられながら毎日過ごしています。 

  

今後の抱負 

将来的には、学位授与事業を始めとする様々な事業部

門での仕事を通して機構事業への理解を深めていき、高

等教育の発展に寄与できる職員になりたいです。 

 
 

ある１日のスケジュール 

9:00 

 

 

9:30 

 

 

 

 

12:00 

 

13:00 

 

 

 

16:00 

 

 

 

 

 

17:45 

出勤 

メール・スケジュール確認 

 

資料確認 

各大学から提出された貸付資料に

ついて、金額や時期等に不備が無

いか確認し、大学へ連絡します。 

 

昼休み 

 

会議資料作成 

各大学への貸付可否を判断する貸

付審査会の資料を作成します。 

 

大学への問い合わせ 

貸付に際し、担保設定等が必要で

すので調整を行います。 

必要資料が案件毎に異なるため、

正確なご案内が重要です。 

 

退勤 

 
私の必須アイテム！ 

 

お金を扱う仕事ですので電卓が必須

です。正確に事務処理できるよう努

めています。 

 
大学連携・支援部 

国立大学施設支援課 

助成係・係員 Ａ          

（経歴） 

R 4. 4 大学連携・支援部国立大学施設支援課

（採用） 
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出向職員インタビュー 
  

Ｋ：大学では、総務課で法規の整備や調査対応を担

当していました。基本的には学内で同じ事務職員と

のやりとりが多い仕事でした。一方、機構の評価支

援課における業務では、外部の委員の先生や、受審

大学の職員の方と対することがとても多く、また、

訪問調査では受審大学へ出張する機会があること

も、大学での業務と大きな違いです。 

 

― 出向して良かったことは何ですか？ 

Ｔ: 教員と共同で行うプロジェクトに携わっていま

すが、これは教員と事務職員の距離が近い機構なら

ではの経験ですし、大学に戻った後も生かせると思

っています。また、機構には教員、機構プロパーの

事務職員、他大学・他機関からの出向者がおり、経

歴も様々ですので、多様な視点、異なる意見に接す

ることができます。新たに気づくことや学ぶことが

たくさんありますので、この機会を逃さずに自分の

視野を広げていきたいと考えています。 

Ｋ：大学の教育研究活動のあり方を、大学の外側か

ら広い視野で捉える業務は、魅力的であるとともに

やりがいを感じています。同僚の皆さんも、仕事に

対し意欲的な方が多く、日々刺激を受け学びながら

働くことができていることも良かった点の一つで

す。 

また、在宅勤務しやすい環境が整っており、制度

も積極的に活用できるので、子育て中の身としては

とても助かっています。 

大学から出向中のお二人に仕事を行う中で

感じる「大学と機構の違い」を聞いてみまし

た。 

― 機構での仕事内容を教えてください。 

Ｔ：大学運営連携課では大学の運営基盤の強化促進

支援事業を実施しており、その関係者間の連絡・調

整や各会議の運営を行っています。また、国立大学

の財務情報を収集・分析して大学等に提供していま

す。さらに、大学連携・支援部は竹橋オフィスにあ

るので竹橋オフィス全体に関わる管理的な業務や

小平本部との連絡・調整業務もあります。 

Ｋ：大学機関別認証評価に関する業務を担当してい

ます。具体的には、評価委員が行う書面調査、訪問

調査といった評価業務の支援及び評価を受ける大

学（受審大学）との連絡調整を主に行っています。

そのほか、当該認証評価の実施に関する各種研修や

要項等の作成、会議の運営等も担当しています。 

 

― 大学と機構との違いは何ですか？ 

Ｔ：大学では、主に学部の経理として入学金や授業

料の受入、物品や旅費・謝金の支払等の業務を通じ

て教員や学生のいる「現場」を経験しました。現在

の業務では全国の国立大学の情報や大学業界全体

のトレンドに触れることが多いので、大学全体を俯

瞰的かつ分析的に見ることができると思います。全

く違う仕事ではありますが、大学で得た経験・知識

もしばしば役立っています。 

大学運営連携課連携第１係 

係員 Ｔ 

東北大学より出向（R3.4～） 

評価支援課大学評価係 

主任 Ｋ 

千葉大学より出向（R3.4～） 
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キャリアパス 

 
                                    

  

 

 

概ね３年のサイクルで人事異動により、複数の部署を経験します。また、本人の希望等に

より、人事交流で近隣の国立大学法人等へ出向することもあります。 

 機構では、「事務系職員人材育成ポリシー」を策定し、プロフェッショナルな職員の育成に

計画的・組織的に取り組んでいます。 

仕事と家庭の両立支援 

機構では、一般事業主行動計画を策定し、男女ともに働きやすい職場づくりを推進すること

によって職員がその能力を十分に発揮できるよう取り組んでいます。 

 主な取組内容として、妊娠、出産、育児、介護支援に関する制度の整備・充実や所定外労働時

間の縮減、定時退勤の推進、年次有給休暇・連続休暇の取得促進等を実施しています 

 

両立支援制度の一例 

 

 

産前・産後休暇        育児休業           育児短時間勤務        

出産時には、産前６週間（多胎

妊娠の場合は１４週間）、産後

８週間の休暇を取得すること

ができます。 

３歳未満の子を養育する場合、

配偶者の就業等の状況に関わ

らず一定期間休業することが

できます。 

小学校就学前の子を養育する

場合、勤務日や時間帯を選択し

て短時間で勤務することがで

きます。 

育児時間           子の看護休暇         早出遅出勤務         

小学校就学前の子を養育する

場合、１日２時間以内、３０分

単位で勤務しないことができ

ます。 

小学校就学前の子を養育する

場合、年５日の看護休暇が認め

られます（対象となる子が２人

以上の場合は１０日）。 

小学校就学前の子の養育等や

家族の介護をする場合、始業・

終業時刻を繰り上げ又は繰り

下げて勤務することができま

す。 

係員 主任 
係長・ 
専門職員 

課長補佐・ 
専門員 

課長以上 

この図は一例です 
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育児休業経験者からのメッセージ 

 
育児がしやすい職場です 

 現在９歳と５歳の兄弟の子育てをしており、平成３０年度の４月

に２回目の育児休業から復職しました。産前休暇から１年半ほど仕

事のブランクがあったため、当初は業務をこなせるか不安でしたが、

周囲の方々によるサポートのおかげで、何とか軌道に乗りました。機

構では、ここ数年で出産を控えた女性職員や、男女問わずお子さんを

持つ方、育児休業を取得する方が増えており、子育て仲間が多くなっ

て子育てしやすい環境を心強く感じています。 

 

休暇制度等も充実しています 

 子どもが急に病気にかかり休む必要が出た場合は、係内で引継ぎ

を行い、年次休暇や「子の看護休暇」を利用し休みを取得しています。

また、２回目の育児休業からの復帰後は兄弟別々の保育園の送り迎

えや帰宅してからの作業を考慮し、２時間の「育児時間」を取得して

勤務時間を短くしました。現在も定時退勤を基本として勤務してお

り、帰宅後、家事を終え、寝かしつけの前に子どもたちとふれあう時

間を持つことができているのはとても貴重だと感じています。彼ら

の笑顔・寝顔が次の日の仕事への活力となっています。 

 

男性職員も育児休業を取得しています 

私が機構に採用されて数か月後に、同じ課の先輩である男性職員が半年

間の育児休業を取得しました。私は機構に採用される前は民間企業で働い

ていたのですが、前の職場では男性が育児休業を取得する例はほとんど無

かったため、男性でも長期間の育児休業を取得できることに驚きました。 

その先輩職員から将来子どもができたら育児休業を取得することを勧め

られていたので、私に子どもができた際も迷わず育児休業を取得したいと

上司に相談することができ、上司も快く受け入れてくれました。 

私が育児休業を取得した時期に、他にも課内で育児休業を取得する男性

職員がいたので、組織として男女問わず育児休業を取得することが当たり

前の環境になっています。男性職員の育児休業取得者もたくさんいるので、

彼らに育児の状況や苦労などを相談できるのもとても心強いです。 

 

 育児のためにもメリハリをつけて働いています 

機構では子どもの急な発熱で保育園に迎えに行かなくてはならなくなっ

た際に、子どもを看護するための休暇を取得することができます。現在、

私は夫婦共働きで育児を行っておりますので、子どもが発熱した際はこの

休暇を利用して子どもを迎えに行くこともあります。 

毎日の業務も計画を立ててメリハリをつけて行うことにより、普段は定

時で帰ることがほとんどですので、帰宅してから子どもと一緒に入浴した

り、夜ご飯を食べることができています。帰宅後に子どもと触れ合う時間

が持てるのはとてもありがたいです。 

総務課人事第２係 

係長 Ｋ 

（平成１７年８月採用） 

■ 育休期間 ■ 

平成２４年１０月～平成２５年３月 

平成２８年１２月～平成３０年４月 

学位審査課認定課程係 

係員 Ｓ 

（平成３０年１０月採用） 

■ 育休期間 ■ 

令和３年７月～令和３年１１月 
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研修・自己啓発支援 

 機構では、採用後のスキルアップを図るため独自又は他機関主催の研修や、自発的な能力開

発を助成する制度を整備しており、自ら学ぶ意欲のある職員を支援しています。 

新任職員研修                 大学等の質保証に関する研修          

新規採用者や新任の出向者を対象に、機構の事業

内容の説明のほか、機構で働く上で必要な知識の

習得を目的とした研修を行っています。 

機構が実施する大学評価、学位授与等の高等教育

の質保証に係る業務に関する知識の獲得を目的

とした職員研修を行っています。 

パソコン研修                 他機関主催の研修             

総務省の研修を利用した e-ラーニングを四半期

ごとに実施しています。Excelや情報リテラシー、

情報セキュリティ、個人情報保護等に関する研修

を受講できます。 

他機関主催の初任職員研修、中堅職員研修、係長

研修等の階層別研修を受講できます。このほか、

会計事務研修や人事・労務、広報、産学連携等の

専門分野別研修にも参加できます。 

放送大学研修                研修等の助成                

放送大学の授業科目のうち、大学マネジメントや

簿記などの職務遂行上関連があると認められる科

目を受講できます。 

職員の自発的な能力開発活動を奨励するため、職

員が自主的に行う研修（資格取得のための講座

受講等）に対して一部費用を助成する制度があ

ります。スキルアップを支援します。 

語学研修                  その他                   

機構職員として必要な英語能力を培っていくた

め、語学研修を実施しています。 

・国立大学法人等への人事交流 

・文部科学省への研修（行政実務研修） 

  

文部科学省行政実務研修の紹介 

研修の内容 

 文部科学省行政実務研修では、研修生として文部科学省で

仕事をします。仕事の内容は人により様々です。私の場合、

高等教育局（学生・留学生課、高等教育企画課）において高

等教育の修学支援新制度の仕事と大学等の設置認可等に関

する手続きの仕事を経験しました。 

 また、上司が国会議員に対して説明に行く際の随行や大学

等の教育機関への視察の機会にも恵まれました。 

 

研修を終えての感想 

 全国の大学等とやりとりをしながら高等教育の質保証に

携わる経験が得られました。これらの経験は機構に戻り取り

組んでいる機関別認証評価の業務に活きています。 

 研修中は限られた時間の中でスピード感を持って仕事を

こなす場面も多く、仕事の進め方も磨かれました。 

 また、他大学等から来ていた研修生や文部科学省の職員と

の間に築けた人脈も貴重な財産のひとつです。 

 

会計課経理係 

係員 Ｙ 

（平成２９年４月採用） 

■ 研修期間 ■ 

平成３１年４月～令和２年３月 
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新卒

56%

既卒

44%

新卒・既卒の割合※１

文系

89%

理系

11%

文系・理系の割合※１

学卒

83%

院卒

17%

学卒・院卒の割合※１

男性

52%
女性

48%

男性・女性の割合※２

小平

90%

竹橋

10%

職員の勤務地割合※２

18%

31%

34%

17%

0 10 20 30 40

50代

～

40代

30代

20代

職員の年齢別割合※２

2

1

1

6

3

3

0 2 4 6 8 10

R3

R2

R1

H30

試験年度別採用者数※４

男性

女性

取得者

72%

未取得者

28%

育児休業の取得割合※３

各種データ 

■幅広い人材を採用しています。新卒・既卒や文系・理系等による有利・不利はありません。 

 
  

    

       

      

■ 参考情報 ■  

 事業内容等、更に詳しい情報を確認されたい方は、こちらをご覧ください。 

  ○機構概要 https://www.niad.ac.jp/about/outline.html 

  ○大学の評価に興味を持たれた方 https://www.niad.ac.jp/evaluation/ 

  ○学位授与に興味を持たれた方  https://www.niad.ac.jp/n_gakui/ 

  ○国際事業に興味を持たれた方  https://www.niad.ac.jp/consolidation/international/ 

  ○大学の教育情報の公表・活用に興味を持たれた方  https://portraits.niad.ac.jp/ 

  ○国立大学への施設費貸付・交付に興味を持たれた方 https://www.niad.ac.jp/support/ 

※１ H30.4.1～R4.4.1 の採用者  ※２ R4.5.1 在職の常勤事務職員 ※３ H30.4.1～R4.4.1 に本人または配偶者に子どもが

生まれた職員（延べ人数） ※４ 独自試験（令和元年度、令和３年度に実施）の採用者を含む 
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 お問合せ先： 

 管理部総務課 採用担当 

   〒187-8587 東京都小平市学園西町 1-29-1 

   TEL 042-307-1500（代表） 

   E-MAIL krsjinji@niad.ac.jp 

   URL https://www.niad.ac.jp/ 

 

 

竹橋オフィス 

（学術総合センター 10F・11F） 

小平本館 

（一橋大学小平国際キャンパス内） 


