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特許庁本庁舎

JTビル
（審判部）

経済産業省別館
（審判部）

新虎通り

虎ノ門ヒルズ

●丸ノ内線・千代田線・日比谷線／
　霞ケ関駅（出口A-13番）より徒歩5分
●丸ノ内線・千代田線／国会議事堂前駅（出口3番）より徒歩5分
●銀座線／虎ノ門駅（出口5番）より徒歩3分
●南北線・銀座線／溜池山王駅（出口8番）より徒歩3分

経済産業省 特許庁

〒100-8915　東京都千代田区霞が関3-4-3
連絡先／総務部秘書課任用班

TEL.03-3581-1101（内）2016
TEL.03-3581-2767（直通）
https://www.jpo.go.jp/
PA0120@jpo.go.jp

採用情報はこちらから
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/jimu/index.html

採 用 案 内

事 務職員
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知的創造物についての権利 営業標識についての権利

特
許
権
（
特
許
法
）

●知的財産権の種類

●スマートフォンの例

知的財産権
知的財産権とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作者の財産として一定の期間保護する権利です。
このうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を産業財産権といいます。

ミッション（どのような社会を実現したいのか）
「知」が尊重され、
一人ひとりが創造力を発揮したくなる社会を実現する

ビジョン（ミッションのために組織は何を成すのか）
産業財産権を通じて、
未来を拓く「知」が育まれ、新たな価値が生み出される
知財エコシステム*を協創することで、イノベーション*を促進する

バリューズ（ビジョンのために職員はどのような指針で行動・判断するのか）
▷透明性をもって、公正、公平に実務を行う
▷ユーザーの立場で考える
▷前例にこだわらず、改善を続ける
▷プロフェッショナルとして主体的に行動する
▷特許庁全体の視野に立つ

＊知財エコシステムとは、知的財産を創造し、保護し、活用する循環を示す知的創造サイクルの概念に加え、そこから生まれる

知的財産を基に、人々が互いに、また、社会に対して好影響を及ぼし、自律的に新たな関係が構築され、新たな「知」が育ま

れ、新たな価値が生み出される、いわば知的財産の生態系を指します。

＊イノベーションとは技術革新に限らず、新しいビジネスモデルや社会の仕組みの創出などを含む広義のイノベーションを指します。

より良い未来を拓く「知」は、
一人ひとりの「やりたい」から始まり、

その情熱こそが、真に豊かな未来へ導いてくれることを確信しています。

私たちは、「知」に寄り添い、
培ってきた実務の知見と最先端の技術を融合しながら、

未来を拓く「知」が育まれ、新たな価値が生み出される知財エコシステムを、
知的財産に関わる全ての人たちと協創します。

暮らしの質の向上から社会的課題の解決まで、
一人ひとりが創造力を発揮したくなる社会を実現するため、

イノベーションを促進することに
私たちは、全力で取り組みます。

実
用
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称
の
保
護
に
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る
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律
）

産業財産権制度の目的
　産業財産権制度は、産業の発展に寄与することを目的としています。
　第一の目的は、新しい技術、デザイン、商標について独占権を与え、模倣防止のために保護することによっ
て、新たな創作意欲や研究開発を促進したり、取引上の信用を維持することです。
　第二の目的は、特許庁に出願された特許情報等を一般公開することによって、他人の重複研究の無駄を省い
たり、新しい研究のヒントを与えるなど、技術の更なる発展を促すことです。
　産業財産権制度は、21世紀の日本にとってますます重要になっていくと考えられます。

実用新案権
物品の形状、構造、組合せに関する考案を保護
出願から10年
例／ベルトに取付け可能なスマートフォンカバー
の形状に関する考案

商標権
商品・サービスを区別するために使用する
マーク（文字、図形など）を保護
登録から10年（更新可能）
例／電話機メーカーが自社製品の信用保持
のために製品などに表示するマーク

意匠権
独創的で美感を有する物品の形状、
模様、色彩等のデザインを保護
出願から25年
例／携帯電話機をスマートにした
形状のデザイン

特許権
自然法則を利用した、新規かつ高
度で産業上利用可能な発明を保護
出願から20年
例／長寿命、小型軽量化したリチ

ウムイオン電池に関する発明

産業財産権制度とはミッション・ビジョン・バリューズ

産
業
財
産
権
制
度
と
は
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組織図

特許庁は、総務部、審査業務部、審査部、審判部から組織され、①産業財産権の適切な付与、②産業財産権施

策の企画立案、③国際的な制度調和と途上国協力の推進、④産業財産権制度の見直し、⑤中小企業・大学等に

対する支援、⑥産業財産権情報提供の拡充等、我が国産業の発展に向けた取組を積極的に進めています。

経済産業省

特 許 庁

資源エネルギー庁 総務部

審査業務部

審査第一部～四部

審判部

中小企業庁

特許庁の業務全般に関する事務の総合調整や、他の部署が所管
しない業務一般を担当しています。

●秘書課　●総務課（制度審議室、情報技術統括室）
●会計課　●企画調査課　●普及支援課
●国際政策課　●国際協力課

特許・実用新案・意匠・商標の出願受付、方式審査及び登録の
事務並びに商標の審査を行っています。

●審査業務課（方式審査室、登録室）
●出願課（国際出願室、国際意匠・商標出願室）
●商標課
〈商標審査部門〉化学、食品、機械、雑貨繊維、産業役務、
一般役務、国際商標登録出願

発明及び意匠の審査を以下のように分けて担当しています。
〈特許、意匠審査部門〉
審査第一部：主に物理、光学、社会基盤関係及び意匠
審査第二部：主に機械関係
審査第三部：主に化学関係
審査第四部：主に電気、通信、情報関係
●調整課（審査推進室、審査基準室） ●意匠課

●審判課（特許侵害業務室）

審査官が行った拒絶査定に対する不服の審判や、特許などの無
効や取消を求める審判などを裁判に類似した手続きで審理する
部署です。
〈審判部門〉
第１～33部門：特許
第34部門：意匠
第35～38部門：商標

C o n t e n t s

組
織
図

ミッション・ビジョン・バリューズ
産業財産権制度とは
組織図
事務職員の業務
動画で見よう
課室紹介
キャリアパス
人事交流
研修・自己啓発
職員の１週間・１日

ミッション・ビジョン・バリューズ
産業財産権制度とは
組織図
事務職員の業務
動画で見よう
課室紹介
キャリアパス
人事交流
研修・自己啓発
職員の１週間・１日

2
3
5
6
7
8
16
18
20
22

2
3
5
6
7
8
16
18
20
22

仕事×育児
様々な経験を積まれた先輩方からのメッセージ
地方出身者からのメッセージ
既卒者・社会人経験者からのメッセージ
上司×部下
注目課室特集　情報技術統括室
原課でざいん研究会
１年目職員からのメッセージ
２年目職員に聞いてみました
採用担当者からのメッセージ

仕事×育児
様々な経験を積まれた先輩方からのメッセージ
地方出身者からのメッセージ
既卒者・社会人経験者からのメッセージ
上司×部下
注目課室特集　情報技術統括室
原課でざいん研究会
１年目職員からのメッセージ
２年目職員に聞いてみました
採用担当者からのメッセージ

24
26
27
28
29
30
32
34
37
39

24
26
27
28
29
30
32
34
37
39

知的創造サイクル
　産業財産権制度は、①開発された優れた研究成果を権利化し、②産業財産権
の活用等によって研究開発の費用を回収し、③そして再び新しい研究開発に役
立ててもらおうという、知的創造サイクルの原動力となっています。

審査・審判の流れ
　特許庁は、世界各国から受け付けた特許、意匠、商標の出願について、厳正な審査を行い権利を付与しています。
審査結果に対する不服については、地方裁判所に代わって第一審としての機能を有する審判部が、民事訴訟法に準じ
た厳格な手続で審理します。

研究開発
（創造）

利益 出願

産業財産権

コスト回収
（活用）

権利取得
（保護）

特許 出願 公開 審査請求

商標 出願 公開

公開拒絶

審判

司法

知的財産高等裁判所

最高裁判所

審査

意匠 出願

独占権の付与

出願から3年以内

審査に不服がある場合

審判に不服がある場合

不服がある場合

出願から
18月経過後方

式

審

査
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部署です。
〈審判部門〉
第１～33部門：特許
第34部門：意匠
第35～38部門：商標
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産業財産権制度とは
組織図
事務職員の業務
動画で見よう
課室紹介
キャリアパス
人事交流
研修・自己啓発
職員の１週間・１日
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様々な経験を積まれた先輩方からのメッセージ
地方出身者からのメッセージ
既卒者・社会人経験者からのメッセージ
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１年目職員からのメッセージ
２年目職員に聞いてみました
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知的創造サイクル
　産業財産権制度は、①開発された優れた研究成果を権利化し、②産業財産権
の活用等によって研究開発の費用を回収し、③そして再び新しい研究開発に役
立ててもらおうという、知的創造サイクルの原動力となっています。

審査・審判の流れ
　特許庁は、世界各国から受け付けた特許、意匠、商標の出願について、厳正な審査を行い権利を付与しています。
審査結果に対する不服については、地方裁判所に代わって第一審としての機能を有する審判部が、民事訴訟法に準じ
た厳格な手続で審理します。

研究開発
（創造）

利益 出願

産業財産権

コスト回収
（活用）

権利取得
（保護）

特許 出願 公開 審査請求

商標 出願 公開

公開拒絶

審判

司法

知的財産高等裁判所

最高裁判所

審査

意匠 出願

独占権の付与

出願から3年以内

審査に不服がある場合

審判に不服がある場合

不服がある場合

出願から
18月経過後方

式

審

査
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事務職員の業務

手続・システム関連業務

・書類の受付、方式審査、産業財産権の管理、審判書記官業務

・手続業務の基準、運用の策定、企画等

・手続業務最適化のためのシステム企画・開発・管理

●出願課、国際出願室、国際意匠・商標出願室

●審査業務課、方式審査室、登録室

●審判課　●情報技術統括室

組織マネジメント業務

・特許庁の基盤である人材資源や特許特別会計、施設等を支える管理業務

（人事、服務、研修、文書管理、予算、契約、給与等）

・政策、法令・条約等の立案や、庁内の取りまとめ業務

●秘書課　●会計課　●総務課　●調整課

知財政策・支援業務

・知財ユーザー支援（中小、ベンチャー、大学等）

・知財情報提供、普及啓発

・制度調和、国際協力

●普及支援課　●企画調査課　●国際政策課　●国際協力課

出願課
　→課室紹介　P.８

1

国際政策課
　→課室紹介　P.15

15

総務課情報技術統括室
　→課室紹介　P.11

8

秘書課
　→課室紹介　P.12

9

出願課国際出願室
　→課室紹介　P.８

2 会計課
　→課室紹介　P.12

10

出願課国際意匠・商標出願室
　→課室紹介　P.９

3 総務課
　→課室紹介　P.13

11

審査業務課
　→課室紹介　P.９

4 調整課
　→課室紹介　P.13

12

審査業務課方式審査室
　→課室紹介　P.10

5 普及支援課
　→課室紹介　P.14

13

審査業務課登録室
　→課室紹介　P.10

6 企画調査課
　→課室紹介　P.14

14

審判課
　→課室紹介　P.11

7

国際協力課
　→課室紹介　P.15

16

動画　　で見よう !!（外部サイトへリンク）

事
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事務職員の業務

手続・システム関連業務

・書類の受付、方式審査、産業財産権の管理、審判書記官業務

・手続業務の基準、運用の策定、企画等

・手続業務最適化のためのシステム企画・開発・管理

●出願課、国際出願室、国際意匠・商標出願室

●審査業務課、方式審査室、登録室

●審判課　●情報技術統括室

組織マネジメント業務

・特許庁の基盤である人材資源や特許特別会計、施設等を支える管理業務

（人事、服務、研修、文書管理、予算、契約、給与等）

・政策、法令・条約等の立案や、庁内の取りまとめ業務

●秘書課　●会計課　●総務課　●調整課

知財政策・支援業務

・知財ユーザー支援（中小、ベンチャー、大学等）

・知財情報提供、普及啓発

・制度調和、国際協力

●普及支援課　●企画調査課　●国際政策課　●国際協力課

出願課
　→課室紹介　P.８

1

国際政策課
　→課室紹介　P.15

15

総務課情報技術統括室
　→課室紹介　P.11

8

秘書課
　→課室紹介　P.12

9

出願課国際出願室
　→課室紹介　P.８

2 会計課
　→課室紹介　P.12

10

出願課国際意匠・商標出願室
　→課室紹介　P.９

3 総務課
　→課室紹介　P.13

11

審査業務課
　→課室紹介　P.９

4 調整課
　→課室紹介　P.13

12

審査業務課方式審査室
　→課室紹介　P.10

5 普及支援課
　→課室紹介　P.14

13

審査業務課登録室
　→課室紹介　P.10

6 企画調査課
　→課室紹介　P.14

14

審判課
　→課室紹介　P.11

7

国際協力課
　→課室紹介　P.15

16

動画　　で見よう !!（外部サイトへリンク）
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方々に支えられながら日々仕事に励むことができています。私は業

務説明会で職場の雰囲気に惹かれたことがきっかけで、特許庁の事

務職員を志望しました。上司や先輩は世代を問わず話しやすい方ば

かりで、まさに就職活動時に抱いていた、理想の職場像だったなと

実感しています!!

　みなさんと一緒に働けることを、心より楽しみにしております！

特許庁の玄関口

　出願課では、窓口や郵送での出願書類の受付業務をはじめ、受け

付けた書類の電子データ化や申請人情報の登録・変更、優先権証明

書の発行、庁内で保有する関係書類の閲覧や交付サービスなど多岐

にわたる業務が行われており、高い専門性が求められます。　

　私が所属している受理担当は、申請人の方から提出される申請書

類を一番初めに受け付ける部署です。実際に申請人の方と接する出

願課は、特許庁の「顔」いわゆる「現場」の最前線です。出願書類

だけでなく、権利登録後の書類や審判事件に関する書類など、多種

多様な書類が提出されるため、広い知識が必要になります。窓口や

お電話で申請人の方から問い合わせを受けることも多く、自分の回

答が特許庁としての回答になるという大きな責任を感じながらの業

務になりますが、とてもやりがいのある仕事です。

　入庁時は知的財産に関する知識が少なく不安でしたが、上司の

事務職員が活躍するフィールドをご紹介します！

出願課
HORIE Naoto 

堀江 直人 
01

と向き合うこともあります。そういったとき、経験豊かな上司や先

輩の方々に相談しやすい風土が根付いているところが特許庁の良さ

の一つだと思います。

　現在の業務では、実際に制度を利用するユーザーと何度も直接対

話する際や、海外とのやり取りが発生したりする中で、様々な経験

や学びも得れられています。働きやすい環境で多彩な業務に挑戦で

きる職場ですので、ぜひとも興味を持ってもらえれば嬉しいです。

外国への特許出願の窓口です
　私が在籍している国際出願室は、特許協力条約に基づく国際出願

に関する書類の受理、国際機関との実務的な調整などを行う部署です。

 ここで言う国際出願とは、ひとつの出願願書を特許協力条約に従っ

て提出することで、条約加盟国であるすべての国に同時に出願した

ことと同じ効果を与える制度です。多くの国での特許権や実用新案

権の取得を望むユーザーにとっては、出願手続を簡素にすることが

できるため、便利な制度となっています。

 私は、国際出願に係る書類が手続的・形式的要件を満たしているか

否かを確認する方式審査と呼ばれる業務や、窓口での書類の受付業

務、制度や手続に関するユーザーからの問い合わせ対応などを行っ

ています。

　条約や法令に基づいて業務を行うため、高い専門性を求められま

す。そのため時には、自分一人では解決が困難に思える難しい案件

出願課国際出願室
KAWANO Hayata 

河野 迅汰
02

ても広いので、様々な経験ができるところがやりがいに感じていま

す。専門的なところは経験豊富な諸先輩方や室内のプロ（方式審査

専門官）たちに教えていただきながら、日々勉強もしつつ、楽しく

仕事に取り組んでいます。

外国への国際出願の窓口

　外国で特許・意匠・商標の権利を取得したい場合、条約に基づく

国際出願制度を利用することができます。国際出願室、国際意匠・

商標出願室ではこの手続を行うため、出願に関する書類の受付、審

査、書類の発送等を行っています。出願課や審査業務課の紹介をご

覧になると分かると思いますが、特許庁は分業スタイルで書類の処

理を行っている中、国際出願に関しては受付→方式審査→発送まで

一つの室内で担っています。そのため、各分野の知識が必要になり

ますし、制度全体を見た上で制度設計を行っていく必要があります。

また、国際出願制度は条約をベースに運用されているため、世界知

的所有権機関（WIPO）を中心に、条約の加盟国間で定例の会合を設

け、より良い制度とするべく議論を重ねています。

　私の所属する企画調査班は、制度を円滑に運用するために必要な

調整を行うポストです。備品管理から法令の改正まで業務の幅がと

出願課国際意匠・商標出願室 
TSURUWA Mei 

鶴羽 芽衣
03

実践的な知識が身に付きます

　審査業務課は、出願手続に関する事務の調整や施策の企画、方式審

査基準の作成などを担当する部署です。私はその中でも、審査業務課

回復班という部署で、救済手続の申請書に記載された事情に「正当な

理由」があるか否かの判断を行い、申請者に対して送付する救済の認

否の通知を作成しています。申請書には様々な事情が記載されている

ため、「正当な理由」があるか否かの判断を下すことは容易ではありま

せんが、上司と法務調査員（弁護士）との協議の際に不明点を解消しな

がら判断を行うようにしています。また、申請者に対して送付する認

否の通知を作成する際には、説明を明確に分かりやすく記載するよう

に心がけています。私自身は法学部の出身ではありませんが、業務を

通じて法律の解釈等に関する幅広い知識を得られることは、大変貴重

な経験だと実感しています。特許庁は産業財産権を軸として様々な業

務があり、職員として働く上でも、時代の変化に応じてより広い視野

と柔軟性が求められていると感じています。公務員としては珍しい専

門性を極めていく中で、きっと皆さんにとって自分の成長を実感でき

る仕事があるはずです。一緒に特許庁で働ける日を楽しみにしていま

す。

審査業務課 
ASANO Mizuki 

浅野 泉季
04

課
室
紹
介

課室紹介

R3. 4　入庁

H31. 4　入庁

H24. 4　入庁

H30. 4　入庁
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方々に支えられながら日々仕事に励むことができています。私は業

務説明会で職場の雰囲気に惹かれたことがきっかけで、特許庁の事

務職員を志望しました。上司や先輩は世代を問わず話しやすい方ば

かりで、まさに就職活動時に抱いていた、理想の職場像だったなと

実感しています!!

　みなさんと一緒に働けることを、心より楽しみにしております！

特許庁の玄関口

　出願課では、窓口や郵送での出願書類の受付業務をはじめ、受け

付けた書類の電子データ化や申請人情報の登録・変更、優先権証明

書の発行、庁内で保有する関係書類の閲覧や交付サービスなど多岐

にわたる業務が行われており、高い専門性が求められます。　

　私が所属している受理担当は、申請人の方から提出される申請書

類を一番初めに受け付ける部署です。実際に申請人の方と接する出

願課は、特許庁の「顔」いわゆる「現場」の最前線です。出願書類

だけでなく、権利登録後の書類や審判事件に関する書類など、多種

多様な書類が提出されるため、広い知識が必要になります。窓口や

お電話で申請人の方から問い合わせを受けることも多く、自分の回

答が特許庁としての回答になるという大きな責任を感じながらの業

務になりますが、とてもやりがいのある仕事です。

　入庁時は知的財産に関する知識が少なく不安でしたが、上司の

事 務 職 員 が 活 躍 す る フ ィ ー ル ド を ご 紹 介 し ます！

出願課
HORIE Naoto 

堀江 直人 
01

と向き合うこともあります。そういったとき、経験豊かな上司や先

輩の方々に相談しやすい風土が根付いているところが特許庁の良さ

の一つだと思います。

　現在の業務では、実際に制度を利用するユーザーと何度も直接対

話する際や、海外とのやり取りが発生したりする中で、様々な経験

や学びも得れられています。働きやすい環境で多彩な業務に挑戦で

きる職場ですので、ぜひとも興味を持ってもらえれば嬉しいです。

外国への特許出願の窓口です
　私が在籍している国際出願室は、特許協力条約に基づく国際出願

に関する書類の受理、国際機関との実務的な調整などを行う部署です。

 ここで言う国際出願とは、ひとつの出願願書を特許協力条約に従っ

て提出することで、条約加盟国であるすべての国に同時に出願した

ことと同じ効果を与える制度です。多くの国での特許権や実用新案

権の取得を望むユーザーにとっては、出願手続を簡素にすることが

できるため、便利な制度となっています。

 私は、国際出願に係る書類が手続的・形式的要件を満たしているか

否かを確認する方式審査と呼ばれる業務や、窓口での書類の受付業

務、制度や手続に関するユーザーからの問い合わせ対応などを行っ

ています。

　条約や法令に基づいて業務を行うため、高い専門性を求められま

す。そのため時には、自分一人では解決が困難に思える難しい案件

出願課国際出願室
KAWANO Hayata 

河野 迅汰
02

ても広いので、様々な経験ができるところがやりがいに感じていま

す。専門的なところは経験豊富な諸先輩方や室内のプロ（方式審査

専門官）たちに教えていただきながら、日々勉強もしつつ、楽しく

仕事に取り組んでいます。

外国への国際出願の窓口

　外国で特許・意匠・商標の権利を取得したい場合、条約に基づく

国際出願制度を利用することができます。国際出願室、国際意匠・

商標出願室ではこの手続を行うため、出願に関する書類の受付、審

査、書類の発送等を行っています。出願課や審査業務課の紹介をご

覧になると分かると思いますが、特許庁は分業スタイルで書類の処

理を行っている中、国際出願に関しては受付→方式審査→発送まで

一つの室内で担っています。そのため、各分野の知識が必要になり

ますし、制度全体を見た上で制度設計を行っていく必要があります。

また、国際出願制度は条約をベースに運用されているため、世界知

的所有権機関（WIPO）を中心に、条約の加盟国間で定例の会合を設

け、より良い制度とするべく議論を重ねています。

　私の所属する企画調査班は、制度を円滑に運用するために必要な

調整を行うポストです。備品管理から法令の改正まで業務の幅がと

出願課国際意匠・商標出願室 
TSURUWA Mei 

鶴羽 芽衣
03

実践的な知識が身に付きます

　審査業務課は、出願手続に関する事務の調整や施策の企画、方式審

査基準の作成などを担当する部署です。私はその中でも、審査業務課

回復班という部署で、救済手続の申請書に記載された事情に「正当な

理由」があるか否かの判断を行い、申請者に対して送付する救済の認

否の通知を作成しています。申請書には様々な事情が記載されている

ため、「正当な理由」があるか否かの判断を下すことは容易ではありま

せんが、上司と法務調査員（弁護士）との協議の際に不明点を解消しな

がら判断を行うようにしています。また、申請者に対して送付する認

否の通知を作成する際には、説明を明確に分かりやすく記載するよう

に心がけています。私自身は法学部の出身ではありませんが、業務を

通じて法律の解釈等に関する幅広い知識を得られることは、大変貴重

な経験だと実感しています。特許庁は産業財産権を軸として様々な業

務があり、職員として働く上でも、時代の変化に応じてより広い視野

と柔軟性が求められていると感じています。公務員としては珍しい専

門性を極めていく中で、きっと皆さんにとって自分の成長を実感でき

る仕事があるはずです。一緒に特許庁で働ける日を楽しみにしていま

す。

審査業務課 
ASANO Mizuki 

浅野 泉季
04
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R3. 4　入庁

H31. 4　入庁

H24. 4　入庁

H30. 4　入庁
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員中心のプロジェクトの中で、出願手続に関するわかりやすい手続方法を

案内する特許庁HPの新たな記事作成に携わることができました。

　日々の業務の中で感じた改善点を形にできるチャンスが多く与えられて

いることも、特許庁の大きな魅力だと思います!

出願手続のエキスパート
　方式審査室では、出願書類が法令等に定められた要件や形式を満たして

いるかどうかの審査（方式審査）を行っています。方式審査は、提出され

た出願書類を審査し、不備がある場合に出願人等に対して補正を求め、応

答のない場合や不適法な手続は却下処分とするなど、出願の係属可否に関

わる非常に重要な業務です。この仕事に魅力を感じるところは、日々の業

務を通して着実に成長しているという実感を得られるところです。判断に

迷うこともありますが、そういったときこそ法令や関係マニュアルに照ら

しじっくりと検討することで、考え方の経験値を積むことができ、方式審

査専門官としてのレベルアップにつながっていきます。周りには経験豊か

な先輩方も多く、優しく相談に乗ってくれるので、安心して業務に当たる

ことができます。

　また、室内の業務改善への意欲が高いことも魅力の一つです。私は昨年

外部ユーザー向けのサービスを向上させることを目的とする中堅・若手職

事務職員が活躍するフィールドをご紹介します！

05 審査業務課方式審査室
SAITO Ryo 

斎藤 亮

職場の上司や先輩方に相談すると親身に聞いてくださり、力を貸して

いただけるので仕事に前向きに取り組むことができています。

権利化後のコンシェルジュ 

 登録室では、方式審査、権利の実体審査を経て登録査定が出た発明

等の権利登録や、登録された権利を維持するための料金徴収、権利譲

渡等の移転手続を行っています。特許権（実用新案権、意匠権、商標

権も同じ）は排他的な支配権であり、その効力は権利者はじめ社会一

般に大きな影響をおよぼすため、権利に関わる手続には正確かつ迅速

さが必要になり、いつも緊張感をもって仕事に取り組んでいます。私

は、中小企業、個人及び大学等を対象に特許料が減額・免除される減

免制度を利用した特許料の納付手続の目視審査を行っています。減免

制度は法改正を繰り返し、減免を受けられる要件や手続の方法も変化

しているため、日々同じ目視審査をするだけではなく、手続を正確か

つ迅速に行うために、審査のプロセスの見直すことも業務の一つです。

劇的に業務改善することは難しいですが、プロセスの一つでも改善で

きると達成感があります。また、自分では力不足でできないことも、

出願課国際出願室
Maiko Hagiya

萩谷 麻衣子

審査業務課登録室
SATO Chizuru 

佐藤 ちづる
06

　審判部で活躍する事務系職員の中には、審判書記官がいます。審

判の手続には、権利の有効性を判断する審判官だけでなく、審判事

件の手続全体に係る当事者とのやりとりや、口頭審理での調書の作

成等を行う審判書記官の存在が欠かせません。専門性が高い業務に

携わり、知識を深めていくことができるのも、審判部で働く魅力で

す。

　あなたも、審判課で、制度を支える仕事に携わってみませんか？

行政庁として権利の有効性の最終判断を行います
　審判部には、大きく２つの役割があります。ひとつは、審査官の

拒絶査定の妥当性を判断する「審査の上級審」という役割。もうひ

とつは、権利の有効性を見直し、知財紛争の解決に貢献する「知財

紛争の早期解決」という役割です。私が所属する審判課審判企画室

では、審判に関する制度の企画や法令の解釈、審判の品質の管理な

どに関する業務を行っており、私は、室内における様々な業務のサ

ポートを行っています。

　審判の手続には、裁判所における民事訴訟の手続に似ている部分

がたくさんあり、業務においては、産業財産権法における審判に関

する法令の知識はもちろん、民事訴訟法に関する知識も必要になり

ます。日々、たくさんのことを勉強しながら仕事を行っていますが、

頼りになる先輩方のおかげで、充実した毎日を送ることができてい

ます。

審判課  
YAMAMOTO Koji  

山本 晃司 
07

は方式審査システムの企画開発を担当しています。

このメンバー構成のおかげで特許庁のどの業務のことであっても室

内の誰かにきけば大抵わかります。これは何をするにしてもありが

たい環境です。私が新人の時最初に配属されたのも情報技術統括室

でしたが、当時何の知識もない 私が突然質問に行っても、諸先輩方

がみなさん快く優しく教えてくれました。まさに若手が特許庁業務

を勉強するには絶好の部署です。

システムを見れば、特許庁がわかる
　情報技術統括室は、企業・個人の方々や特許庁職員が利用する情

報システムの開発・整備及び管理に関する業務を行っています。主

に、①システムの開発・運用部門、②企画部門、③海外部門、④情

報提供部門で構成されており、室員は100名を超える大所帯でそのう

ち約40名 が事務系職員です。

システム開発というとプログラマのイメージがあるかもしれません

が、情報技術統括室の役割は、利用者がどのようにシステムを使っ

て業務を行いたいかを理解し調整しまとめて伝えることです。これ

はコーディネータ、コンサルタントといったイメージに近い仕事で

す。

特許庁ではほぼ全ての部署の業務がシステム化されているので、各

部署を経験した職員が人事異動で集まる部署となっています。私自

身も以前は方式審査室で方式審査業務を経験しておりまして、現在

08

課
室
紹
介

課室紹介

H22. 4　入庁

H16. 4　入庁

H29. 4　入庁

H27. 2　入庁

総務課情報技術統括室
KANEKO Yuya

金子 裕哉
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員中心のプロジェクトの中で、出願手続に関するわかりやすい手続方法を

案内する特許庁HPの新たな記事作成に携わることができました。

　日々の業務の中で感じた改善点を形にできるチャンスが多く与えられて

いることも、特許庁の大きな魅力だと思います!

出願手続のエキスパート
　方式審査室では、出願書類が法令等に定められた要件や形式を満たして

いるかどうかの審査（方式審査）を行っています。方式審査は、提出され

た出願書類を審査し、不備がある場合に出願人等に対して補正を求め、応

答のない場合や不適法な手続は却下処分とするなど、出願の係属可否に関

わる非常に重要な業務です。この仕事に魅力を感じるところは、日々の業

務を通して着実に成長しているという実感を得られるところです。判断に

迷うこともありますが、そういったときこそ法令や関係マニュアルに照ら

しじっくりと検討することで、考え方の経験値を積むことができ、方式審

査専門官としてのレベルアップにつながっていきます。周りには経験豊か

な先輩方も多く、優しく相談に乗ってくれるので、安心して業務に当たる

ことができます。

　また、室内の業務改善への意欲が高いことも魅力の一つです。私は昨年

外部ユーザー向けのサービスを向上させることを目的とする中堅・若手職

事 務 職 員 が 活 躍 す る フ ィ ー ル ド を ご 紹 介 し ます！

05 審査業務課方式審査室
SAITO Ryo 

斎藤 亮

職場の上司や先輩方に相談すると親身に聞いてくださり、力を貸して

いただけるので仕事に前向きに取り組むことができています。

権利化後のコンシェルジュ 

 登録室では、方式審査、権利の実体審査を経て登録査定が出た発明

等の権利登録や、登録された権利を維持するための料金徴収、権利譲

渡等の移転手続を行っています。特許権（実用新案権、意匠権、商標

権も同じ）は排他的な支配権であり、その効力は権利者はじめ社会一

般に大きな影響をおよぼすため、権利に関わる手続には正確かつ迅速

さが必要になり、いつも緊張感をもって仕事に取り組んでいます。私

は、中小企業、個人及び大学等を対象に特許料が減額・免除される減

免制度を利用した特許料の納付手続の目視審査を行っています。減免

制度は法改正を繰り返し、減免を受けられる要件や手続の方法も変化

しているため、日々同じ目視審査をするだけではなく、手続を正確か

つ迅速に行うために、審査のプロセスの見直すことも業務の一つです。

劇的に業務改善することは難しいですが、プロセスの一つでも改善で

きると達成感があります。また、自分では力不足でできないことも、

出願課国際出願室
Maiko Hagiya

萩谷 麻衣子

審査業務課登録室
SATO Chizuru 

佐藤 ちづる
06

　審判部で活躍する事務系職員の中には、審判書記官がいます。審

判の手続には、権利の有効性を判断する審判官だけでなく、審判事

件の手続全体に係る当事者とのやりとりや、口頭審理での調書の作

成等を行う審判書記官の存在が欠かせません。専門性が高い業務に

携わり、知識を深めていくことができるのも、審判部で働く魅力で

す。

　あなたも、審判課で、制度を支える仕事に携わってみませんか？

行政庁として権利の有効性の最終判断を行います
　審判部には、大きく２つの役割があります。ひとつは、審査官の

拒絶査定の妥当性を判断する「審査の上級審」という役割。もうひ

とつは、権利の有効性を見直し、知財紛争の解決に貢献する「知財

紛争の早期解決」という役割です。私が所属する審判課審判企画室

では、審判に関する制度の企画や法令の解釈、審判の品質の管理な

どに関する業務を行っており、私は、室内における様々な業務のサ

ポートを行っています。

　審判の手続には、裁判所における民事訴訟の手続に似ている部分

がたくさんあり、業務においては、産業財産権法における審判に関

する法令の知識はもちろん、民事訴訟法に関する知識も必要になり

ます。日々、たくさんのことを勉強しながら仕事を行っていますが、

頼りになる先輩方のおかげで、充実した毎日を送ることができてい

ます。

審判課  
YAMAMOTO Koji  

山本 晃司 
07

は方式審査システムの企画開発を担当しています。

このメンバー構成のおかげで特許庁のどの業務のことであっても室

内の誰かにきけば大抵わかります。これは何をするにしてもありが

たい環境です。私が新人の時最初に配属されたのも情報技術統括室

でしたが、当時何の知識もない 私が突然質問に行っても、諸先輩方

がみなさん快く優しく教えてくれました。まさに若手が特許庁業務

を勉強するには絶好の部署です。

システムを見れば、特許庁がわかる
　情報技術統括室は、企業・個人の方々や特許庁職員が利用する情

報システムの開発・整備及び管理に関する業務を行っています。主

に、①システムの開発・運用部門、②企画部門、③海外部門、④情

報提供部門で構成されており、室員は100名を超える大所帯でそのう

ち約40名 が事務系職員です。

システム開発というとプログラマのイメージがあるかもしれません

が、情報技術統括室の役割は、利用者がどのようにシステムを使っ

て業務を行いたいかを理解し調整しまとめて伝えることです。これ

はコーディネータ、コンサルタントといったイメージに近い仕事で

す。

特許庁ではほぼ全ての部署の業務がシステム化されているので、各

部署を経験した職員が人事異動で集まる部署となっています。私自

身も以前は方式審査室で方式審査業務を経験しておりまして、現在

08
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H22. 4　入庁

H16. 4　入庁

H29. 4　入庁

H27. 2　入庁

総務課情報技術統括室
KANEKO Yuya

金子 裕哉
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働くことができております。

　特許庁は、こうした優しい上司や先輩が沢山いる温かい職場です。私自

身、業務説明会に参加し、職員の雰囲気に惹かれて入庁を決めました。み

なさんもぜひ説明会に参加し、特許庁の温かさを感じてください！

特許庁の土台を担う
　秘書課では、職員の採用や異動等の業務を行う「人事」、職員の初任給

やボーナスを決定する「給与」、職員が受講する「研修」の企画運営、さ

らには職員の福利厚生や服務を扱う「管理」業務等、私たち職員の基礎を

支える様々な業務を行っています。

　その他にも、外部からの情報公開請求に対応する「情報公開推進室」や、

弁理士試験の運営、制度の企画立案に携わる「弁理士室」もあります。

　私は現在、秘書課給与班に所属しており、職員の初任給決定や、ボーナ

スの支給率の決定、人事異動に伴う俸給決定といった「給与」業務に携わ

っています。給与は、人事院規則や給与法に基づいて決定されます。公務

員として働くうえで、給与の複雑な仕組みを1年目で学べることは、非常

に勉強になると感じると同時に、給与という職員の生活に直接関わる重要

な業務に携わることの不安もありました。しかし、悩んだ時には周囲の上

司や先輩が優しくご指導してくださるおかげで、日々楽しく勉強しながら

事務職員が活躍するフィールドをご紹介します！

秘書課
KANEKO Honoka 

金子 帆乃香
09

算編成だけでなく、特許庁やユーザーが期待する成果が得られる事業

ができるよう、その予算の使い方、内容を議論することもあります。

　最近では、テレワークが推進されて、オンラインで議論することも

多くなってきましたが、会計課は、着実な会計業務処理はもちろんの

こと、会話を通じて業務を遂行することの重要性も感じられる魅力の

ある職場かなと思っています。

特許庁の未来を会計業務から支える 

　私の最初の配属先は「会計課」でした。簿記や会計などの知識も無

く、配属先を聞いたときには、漠然とした不安とともに、計算など机

に向かうお堅めの仕事だけかな？と思っていました。

　しかし、時が経つにつれ、「会計課」の業務は、予算編成、収入と

支出の手続・管理、契約、給与厚生、庁舎の管理・修繕等まで重要か

つとても幅が広いことがわかってきました。そして、人事異動を重ね、

庁内の他部署や特許庁以外の風土も経験して、あらためて会計課に戻

ると、さらに、庁内外との調整が大切な仕事であることをひしひしと

感じるようになりました。

　今、私が担当している予算編成業務では、机に向かうだけでなく、

採用パンフレットにも載っている方をはじめとした皆さまから、特許

庁が実現したい「未来」の話をよく聞いて、理解して、自分の言葉で

説明して、予算を認めてもらうことが必要だからかもしれません。予

会計課
OGINO Shinobu 

荻野 忍
10

れるかと思います。私も入庁１年目で分からないことも多く不安も

ありますが、庁内庁外のたくさんの職員に支えられて毎日業務に臨

めています。みなさんの希望する進路が実現するよう願うと共に、

その希望先が特許庁であれば、とても嬉しく思います。

政策・業務を支える司令塔
 総務課は、知的財産権に関する施策の企画立案、職員や予算の確保

のための総合調整、各種施策の広報、特許庁所管法令の改正などを

行っています。また、各部課室の業務が円滑かつ効率的に行うこと

ができるよう、政策的、法的な観点から広くサポートしています。

特に、私の所属する総務課総括班では、国会答弁を作成したり、国

会議員の方からの様々な質問・要望に答えたりするプロセスのサ

ポートを行うなど、国会対応業務も行います。また、他省庁から依

頼された案件について庁内の部署間の調整や取りまとめも行うなど、

特許庁の窓口としても機能しています。正確さとスピードの両方が

求められる仕事にはもちろん緊張感もありますが、それ以上にこう

した国家公務員ならではの業務に携われることにやりがいも感じま

す。きっとこのパンフレットをご覧くださっている方の中にも、特

許庁という職場がどのようなところか不安に思われている方もおら

総務課総括班  
MITSUMURA Yuna 

三ツ村 優那 
11

ろんのこと、業務を進める上での関係者の多さも挙げられると思っ

ています。調整課での業務経験を通じて広がる知見や人脈は、今後

の特許庁生活を豊かにすること間違いなしです！

 特許庁には、調整課を初めとする魅力的で刺激的な環境がたくさん

あります。ぜひ皆さんも特許庁にお越しいただき、その雰囲気を味

わってみてください！

特許審査に関わる舵取り役
 世界最速・最高品質の特許審査を実現するため、審査関連の様々な

施策や審査業務の環境整備等の総合調整を行っています。また、特

許庁で最大の1,400名以上が所属する特許審査部を統括しており、ま

さに特許庁の要といえる部署です。

 私は、調整課の係員として、審査部における定例会議の調整・事前

準備、庁内外からの問合せ対応、特許出願に関する各種統計データ

の取得、非常勤職員の採用と、多岐にわたる業務を担当しています。

また、徹底した更なる効率化と質の向上を追求し、新たな価値提供

ができる特許審査への変革を目指す「特許審査イノベーション」を

推進していることから、定例業務だけでなく、特許審査のこれから

の在り方を考える、未来に向けたチャレンジングな業務も行ってい

ます。

 調整課で勤務していて日々感じる魅力として、その業務内容はもち

調整課
NEOI Takuya

根生 拓弥 
12
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働くことができております。

　特許庁は、こうした優しい上司や先輩が沢山いる温かい職場です。私自

身、業務説明会に参加し、職員の雰囲気に惹かれて入庁を決めました。み

なさんもぜひ説明会に参加し、特許庁の温かさを感じてください！

特許庁の土台を担う
　秘書課では、職員の採用や異動等の業務を行う「人事」、職員の初任給

やボーナスを決定する「給与」、職員が受講する「研修」の企画運営、さ

らには職員の福利厚生や服務を扱う「管理」業務等、私たち職員の基礎を

支える様々な業務を行っています。

　その他にも、外部からの情報公開請求に対応する「情報公開推進室」や、

弁理士試験の運営、制度の企画立案に携わる「弁理士室」もあります。

　私は現在、秘書課給与班に所属しており、職員の初任給決定や、ボーナ

スの支給率の決定、人事異動に伴う俸給決定といった「給与」業務に携わ

っています。給与は、人事院規則や給与法に基づいて決定されます。公務

員として働くうえで、給与の複雑な仕組みを1年目で学べることは、非常

に勉強になると感じると同時に、給与という職員の生活に直接関わる重要

な業務に携わることの不安もありました。しかし、悩んだ時には周囲の上

司や先輩が優しくご指導してくださるおかげで、日々楽しく勉強しながら

事 務 職 員 が 活 躍 す る フ ィ ー ル ド を ご 紹 介 し ます！

秘書課
KANEKO Honoka 

金子 帆乃香
09

算編成だけでなく、特許庁やユーザーが期待する成果が得られる事業

ができるよう、その予算の使い方、内容を議論することもあります。

　最近では、テレワークが推進されて、オンラインで議論することも

多くなってきましたが、会計課は、着実な会計業務処理はもちろんの

こと、会話を通じて業務を遂行することの重要性も感じられる魅力の

ある職場かなと思っています。

特許庁の未来を会計業務から支える 

　私の最初の配属先は「会計課」でした。簿記や会計などの知識も無

く、配属先を聞いたときには、漠然とした不安とともに、計算など机

に向かうお堅めの仕事だけかな？と思っていました。

　しかし、時が経つにつれ、「会計課」の業務は、予算編成、収入と

支出の手続・管理、契約、給与厚生、庁舎の管理・修繕等まで重要か

つとても幅が広いことがわかってきました。そして、人事異動を重ね、

庁内の他部署や特許庁以外の風土も経験して、あらためて会計課に戻

ると、さらに、庁内外との調整が大切な仕事であることをひしひしと

感じるようになりました。

　今、私が担当している予算編成業務では、机に向かうだけでなく、

採用パンフレットにも載っている方をはじめとした皆さまから、特許

庁が実現したい「未来」の話をよく聞いて、理解して、自分の言葉で

説明して、予算を認めてもらうことが必要だからかもしれません。予

会計課
OGINO Shinobu 

荻野 忍
10

れるかと思います。私も入庁１年目で分からないことも多く不安も

ありますが、庁内庁外のたくさんの職員に支えられて毎日業務に臨

めています。みなさんの希望する進路が実現するよう願うと共に、

その希望先が特許庁であれば、とても嬉しく思います。

政策・業務を支える司令塔
 総務課は、知的財産権に関する施策の企画立案、職員や予算の確保

のための総合調整、各種施策の広報、特許庁所管法令の改正などを

行っています。また、各部課室の業務が円滑かつ効率的に行うこと

ができるよう、政策的、法的な観点から広くサポートしています。

特に、私の所属する総務課総括班では、国会答弁を作成したり、国

会議員の方からの様々な質問・要望に答えたりするプロセスのサ

ポートを行うなど、国会対応業務も行います。また、他省庁から依

頼された案件について庁内の部署間の調整や取りまとめも行うなど、

特許庁の窓口としても機能しています。正確さとスピードの両方が

求められる仕事にはもちろん緊張感もありますが、それ以上にこう

した国家公務員ならではの業務に携われることにやりがいも感じま

す。きっとこのパンフレットをご覧くださっている方の中にも、特

許庁という職場がどのようなところか不安に思われている方もおら

総務課総括班  
MITSUMURA Yuna 

三ツ村 優那 
11

ろんのこと、業務を進める上での関係者の多さも挙げられると思っ

ています。調整課での業務経験を通じて広がる知見や人脈は、今後

の特許庁生活を豊かにすること間違いなしです！

 特許庁には、調整課を初めとする魅力的で刺激的な環境がたくさん

あります。ぜひ皆さんも特許庁にお越しいただき、その雰囲気を味

わってみてください！

特許審査に関わる舵取り役
 世界最速・最高品質の特許審査を実現するため、審査関連の様々な

施策や審査業務の環境整備等の総合調整を行っています。また、特

許庁で最大の1,400名以上が所属する特許審査部を統括しており、ま

さに特許庁の要といえる部署です。

 私は、調整課の係員として、審査部における定例会議の調整・事前

準備、庁内外からの問合せ対応、特許出願に関する各種統計データ

の取得、非常勤職員の採用と、多岐にわたる業務を担当しています。

また、徹底した更なる効率化と質の向上を追求し、新たな価値提供

ができる特許審査への変革を目指す「特許審査イノベーション」を

推進していることから、定例業務だけでなく、特許審査のこれから

の在り方を考える、未来に向けたチャレンジングな業務も行ってい

ます。

 調整課で勤務していて日々感じる魅力として、その業務内容はもち

調整課
NEOI Takuya

根生 拓弥 
12
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です。上司や部下、周りのメンバーと協力しながら実施しており、非常に

やりがいのある業務です。

　このような業務に挑戦できることも特許庁の魅力の一つです。特許庁で

皆さんと一緒に働ける日を楽しみに待っています。

地域や中小企業と知財をつなぐ
　普及支援課のミッションは、知財情報や特許庁施策を“普及”し、地域や

中小企業を知財面から“支援”することです。

　簡単にまとめてしまいましたが、業務内容は多岐にわたっています。

“普及”面では、セミナーイベントの実施や特許等の公報発行、知財情報の

収集・管理を担う特許庁図書館の運営を行っています。また、“支援”面で

の業務には、補助金などの支援策の企画・運営のほか、「産業財産権専門

官」による中小企業の知財戦略構築支援などがあります。さらに、各地域

で知財の“普及支援”を一手に担う知的財産室と連携強化を図ることも、普

及支援課の重要な業務の一つです。

　現在私は、“普及”という観点から、地域の中小企業の皆様に知財の重要

性に気づいていただくために、セミナーイベントを企画し運営しています。

具体的には、セミナーイベントを実施するための予算要求、イベントプロ

グラムの企画や開催に向けた準備、そして当日のイベント運営が主な業務

事務職員が活躍するフィールドをご紹介します！

普及支援課
SATO Kai 

佐藤 快
13

ホットな情報をウェブ上で発信するとともに、各地方で開催されるイ

ベントに出席し特許庁のスタートアップ支援策を紹介しています。こ

うした業務を通じて、産・学・官などの各方面の第一線で活躍されて

いる方々と関われることも企画調査課の魅力の一つだと感じています。

知財の “ 今 ” を知り“ 未来 ” を考える 

　企画調査課では、「守る」「広める」「育てる」という３つの視点

で知的財産に関する様々な問題に取り組んでいます｡例えば、社会的

に関心の高い技術の動向調査や、専門家を交えた調査研究、それに基

づく施策の企画・立案、スタートアップ等における知財戦略の多角的

な支援、企業や大学に対する知財の専門家派遣、さらにはコンテスト

や説明会を実施する等、同じ課内でもその活動は多岐にわたります。

　私は企画調査課に配属されて１年目に、特許出願の技術動向調査に

関する業務に携わり、庁内外の方々との様々な調整や外部有識者委員

会に参加するなど、多岐にわたる業務を経験させていただきました。

２年目の現在は、事業と知財の両面でスタートアップの成長を加速さ

せる知財アクセラレーションプログラム「IPAS」やスタートアップ

知財コミュニティの基地となることを目指す「IP BASE」の業務を担

当しています。「IP BASE」ではスタートアップ向けに知財に関する

企画調査課 
FUJIMOTO Kosuke 

藤本 康輔
14

の方との交流があり、とても刺激を受けています。また、1年目職員

ながら、生配信されるシンポジウムの全体司会をする機会をいただ

き、全体の流れを把握しながらシンポジウムの開催に携われたこと

はとてもよい経験となり、若手が挑戦できる職場であると感じてい

ます。

　皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています！

先進国を中心とした架け橋
　国際政策課は、日本企業等が海外へ事業展開する際に、安心、円

滑に知的財産制度を活用できるよう、主に先進国との間で制度調和

等を目指した議論を行っています。例えば、多くの国が集う会合へ

参加し、よりよい知的財産制度構築のために議論を行ったり、二国

間で協力関係を築き、より具体的な取組について調整を行ったりし

ています。

　私は多国間政策第一班の係員として、主に先進国との会合開催に

必要なサポートを行っています。具体的には、オンライン会議に必

要な会議室等の手配、通訳の手配、関係者との調整、会合後のHP掲

載などを行っています。多国間政策第一班は国際政策課の中でも特

に会合の開催頻度が高く、会合開催のエキスパート集団の中にいる

ような感覚です。周囲の方は事務職員だけでなく、特許審査官や民

間企業からの出向者もいらっしゃるため、様々なバックグラウンド

国際政策課   
SATO Miyuka 

佐藤 美優歌 
15

　日本のファンドは、他の国と比較しても額が一番大きく、支援対

象や支援内容は多岐にわたります。このファンド事業を通して、開

発途上国・新興国の持続的な経済発展、日本企業等の当該地域での

円滑な経済活動を後押しできることにやりがいを感じています。

開発途上国の経済発展を知財から支える
　国際協力課では、開発途上国・新興国への知財に関する協力・支

援、模倣品対策、諸外国の知的財産に関する統計データの収集など

を行っています。例えば、開発途上国・新興国の知財庁では知財に

関する知識や経験が不足していることが多いことから、これらの知

財庁に対して研修やセミナーを提供することで、日本国特許庁の知

識や経験を共有しています。

　私は海外協力班の係員として、日本国特許庁から世界知的所有権

機関（WIPO）へ支出している任意拠出金（ファンド）に関連する業

務を行っています。具体的には、WIPOへの送金手続き、WIPOへの

職員の派遣、ファンドを通じて実施する事業の計画策定や調整など

を行っていますが、特にファンド事業の計画策定や調整には、関連

課室の皆さんからの協力が不可欠です。班内に限らず、多くの方か

らの協力をいただきながら日々業務に励んでいます。

国際協力課
ITO Tokiko

伊藤 登紀子 
16
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です。上司や部下、周りのメンバーと協力しながら実施しており、非常に

やりがいのある業務です。

　このような業務に挑戦できることも特許庁の魅力の一つです。特許庁で

皆さんと一緒に働ける日を楽しみに待っています。

地域や中小企業と知財をつなぐ
　普及支援課のミッションは、知財情報や特許庁施策を“普及”し、地域や

中小企業を知財面から“支援”することです。

　簡単にまとめてしまいましたが、業務内容は多岐にわたっています。

“普及”面では、セミナーイベントの実施や特許等の公報発行、知財情報の

収集・管理を担う特許庁図書館の運営を行っています。また、“支援”面で

の業務には、補助金などの支援策の企画・運営のほか、「産業財産権専門

官」による中小企業の知財戦略構築支援などがあります。さらに、各地域

で知財の“普及支援”を一手に担う知的財産室と連携強化を図ることも、普

及支援課の重要な業務の一つです。

　現在私は、“普及”という観点から、地域の中小企業の皆様に知財の重要

性に気づいていただくために、セミナーイベントを企画し運営しています。

具体的には、セミナーイベントを実施するための予算要求、イベントプロ

グラムの企画や開催に向けた準備、そして当日のイベント運営が主な業務

事 務 職 員 が 活 躍 す る フ ィ ー ル ド を ご 紹 介 し ます！

普及支援課
SATO Kai 

佐藤 快
13

ホットな情報をウェブ上で発信するとともに、各地方で開催されるイ

ベントに出席し特許庁のスタートアップ支援策を紹介しています。こ

うした業務を通じて、産・学・官などの各方面の第一線で活躍されて

いる方々と関われることも企画調査課の魅力の一つだと感じています。

知財の “ 今 ” を知り“ 未来 ” を考える 

　企画調査課では、「守る」「広める」「育てる」という３つの視点

で知的財産に関する様々な問題に取り組んでいます｡例えば、社会的

に関心の高い技術の動向調査や、専門家を交えた調査研究、それに基

づく施策の企画・立案、スタートアップ等における知財戦略の多角的

な支援、企業や大学に対する知財の専門家派遣、さらにはコンテスト

や説明会を実施する等、同じ課内でもその活動は多岐にわたります。

　私は企画調査課に配属されて１年目に、特許出願の技術動向調査に

関する業務に携わり、庁内外の方々との様々な調整や外部有識者委員

会に参加するなど、多岐にわたる業務を経験させていただきました。

２年目の現在は、事業と知財の両面でスタートアップの成長を加速さ

せる知財アクセラレーションプログラム「IPAS」やスタートアップ

知財コミュニティの基地となることを目指す「IP BASE」の業務を担

当しています。「IP BASE」ではスタートアップ向けに知財に関する

企画調査課 
FUJIMOTO Kosuke 

藤本 康輔
14

の方との交流があり、とても刺激を受けています。また、1年目職員

ながら、生配信されるシンポジウムの全体司会をする機会をいただ

き、全体の流れを把握しながらシンポジウムの開催に携われたこと

はとてもよい経験となり、若手が挑戦できる職場であると感じてい

ます。

　皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています！

先進国を中心とした架け橋
　国際政策課は、日本企業等が海外へ事業展開する際に、安心、円

滑に知的財産制度を活用できるよう、主に先進国との間で制度調和

等を目指した議論を行っています。例えば、多くの国が集う会合へ

参加し、よりよい知的財産制度構築のために議論を行ったり、二国

間で協力関係を築き、より具体的な取組について調整を行ったりし

ています。

　私は多国間政策第一班の係員として、主に先進国との会合開催に

必要なサポートを行っています。具体的には、オンライン会議に必

要な会議室等の手配、通訳の手配、関係者との調整、会合後のHP掲

載などを行っています。多国間政策第一班は国際政策課の中でも特

に会合の開催頻度が高く、会合開催のエキスパート集団の中にいる

ような感覚です。周囲の方は事務職員だけでなく、特許審査官や民

間企業からの出向者もいらっしゃるため、様々なバックグラウンド

国際政策課   
SATO Miyuka 

佐藤 美優歌 
15

　日本のファンドは、他の国と比較しても額が一番大きく、支援対

象や支援内容は多岐にわたります。このファンド事業を通して、開

発途上国・新興国の持続的な経済発展、日本企業等の当該地域での

円滑な経済活動を後押しできることにやりがいを感じています。

開発途上国の経済発展を知財から支える
　国際協力課では、開発途上国・新興国への知財に関する協力・支

援、模倣品対策、諸外国の知的財産に関する統計データの収集など

を行っています。例えば、開発途上国・新興国の知財庁では知財に

関する知識や経験が不足していることが多いことから、これらの知

財庁に対して研修やセミナーを提供することで、日本国特許庁の知

識や経験を共有しています。

　私は海外協力班の係員として、日本国特許庁から世界知的所有権

機関（WIPO）へ支出している任意拠出金（ファンド）に関連する業

務を行っています。具体的には、WIPOへの送金手続き、WIPOへの

職員の派遣、ファンドを通じて実施する事業の計画策定や調整など

を行っていますが、特にファンド事業の計画策定や調整には、関連

課室の皆さんからの協力が不可欠です。班内に限らず、多くの方か

らの協力をいただきながら日々業務に励んでいます。

国際協力課
ITO Tokiko

伊藤 登紀子 
16
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H25. 4　入庁

R2. 4　入庁

R3. 4　入庁

H30. 4　入庁

15



キ
ャ
リ
ア
パ
ス

キャリアパス

現在の業務
　国際出願室企画調査班では、特許協力条約（PCT）に
基づく国際出願の制度に係る普及啓発活動、国際会議へ
の参加、法令面及びシステム面の整備など、幅広い業務
を行っています。PCT制度はビジネスの海外展開を望む
ユーザーにとって便利なツールであり、より良い制度を
目指して日々検討を進めています。

係員に求められることは？
 当事者意識を忘れないことです。上司がいると、つい
業務に対して受動的になってしまいがちですが、一つ一
つの業務を自分事と思って取り組めば、班全体としても
スムーズに業務を進められると感じています。また、困
ったことがあればなるべく早く上司に報告・相談して、
自分だけで悩むことがないように気を付けています。 

SAITO Haruka 

齋藤 遥
H29.4　入庁（国際協力課係員）
H30.4　国際政策課係員
H31.4　調整課係員
R  2.4　出願課国際出願室係員

現在の業務
　特許庁は制度利用者から頂いた手数料収入をもとに特別
会計で運営しています。
　私は総務課で財政面での方針決定及び対外説明を担当し
ています。役所同士の仕事に追われていると霞が関の事情
にとらわれがちですが、「制度利用者の声」を意識する事
によりぶれない判断ができる、それは当庁の強みであると
感じています。

係長に求められることは？
　常に課題解決に挑戦する事が大切です。漫然と業務をこ
なしているだけでは、付加価値はつきません。自分に何が
出来るか考え、既存業務の改善は当然のこと、新たな施策
を企画立案することも必要です。予算があれば、一人では
千年かかる課題も、あっという間に解決します。法律を変
えればその条文は歴史に残ります。国家公務員として最高
に刺激的な毎日を、このパンフレットを見ている皆様にも
経験してもらえたらと思っています。

MARUOKA Hiroshi

丸岡 大志
H18.4　入庁（調整課係員）
H20.4　会計課係員
H23.5　被災自治体派遣（楢葉町）
H23.7　語学留学
H24.4　経済産業省通商政策局北東アジア課中国係長
H26.7　JETROニューヨーク事務所ディレクター
H30.7　内閣官房アイヌ総合政策室主査
R  2.5　総務課調整係長

現在の業務
　知財に関する地域・中小企業への支援、公報の発行、特
許庁図書館の運営等について、課の窓口として庁内外から
寄せられる様々な案件への対応、課の予算・定員の要求・
管理業務や人事関係業務に加えて課内職員の勤怠管理など、
課内の総合調整を行っています。 

課長補佐に求められることは？
　課長補佐は班の代表者であり、班員と管理職のパイプ役
でもあるため、部下への指示や管理職への説明を行う機会
が多くなります。自分が発する言動や文章が相手にどのよ
うに理解されるかが業務を円滑に実施するための鍵である
と考えており、ときには雑談を交えるなど日常のコミュニ
ケーションを上手に取り、相互理解に努めています。

MAKINO Nobuyuki 

牧野 信之
H  2.  4　入庁（公報課（現普及支援課）係員）
H  7.  4　電子計算機業務課（現情報技術統括室）係員
H12.10　審判課　係員
H14.  4　中小企業庁
H17.  4　技術調査課（現企画調査課）統計係長
H18.  4　秘書課弁理士調整係長
H19.  4　秘書課弁理士制度企画係長
H21.  4　総務課基盤業務企画係長
H24.  4　秘書課長官付主任
H25.10　（独）工業所有権情報・研修館
H27.  4　会計課施設管理専門職
H29.  4　秘書課専門官
H31.  4　会計課会計監査専門官
R  3.  4　普及支援課長補佐（総括班長）

現在の業務
　手続全般を統括する課として、課内の業務が目標や計画
どおりに進捗しているかを管理することはもちろんのこと、
知的財産行政を取り巻く状況を把握し、新規施策の方針の
提示や業務改善の検討などを主導しています。
　また、事務職員の人材育成や業務体制の検討等、事務部
門全体のマネジメントも行っています。

管理職に求められることは？
　課員にとって、仕事にやりがいを感じる風通しの良い職
場環境を作りつつ、常にリーダーシップを発揮することで
す。例えば、ユーザーニーズが多様化する中で、業務を見
直すなど業務改善が必要となっています。その際には、課
員からの意見が出しやすい環境を作り、その上で意見に耳
を傾け、実行に向けて適切な判断をすることが重要です。
ときには方向性を正すこともありますが、課員が納得して
行動できるよう心がけています。

SANO Motoji

佐野 元次
S57.4　 入庁（公報課（現普及支援課）係員）
H  6.1　会計課会計専門職
H  7.1　会計課施設管理係長
H10.4　情報処理振興事業協会（現（独）情報処理推進機構）
H12.4　会計課契約第一係長
H15.4　会計課予算係長
H17.4　出願支援課（現出願課）総括係長
H18.4　中部経済産業局（特許室長）
H20.4　会計課長補佐（契約第二班長）
H23.4　登録室長補佐（調整班長）
H24.4　秘書課長補佐（任用班長）
H26.4　総務課長補佐（業務管理班長）
H27.4　秘書課長補佐（総括班長）
H28.4　秘書課調査官
H29.4　審査業務課方式審査室長
H30.4　総務課業務管理企画官
H31.4　普及支援課長
R  3.1　審査業務課長

事務職員は、１～２年おきに行う人事異動を通じて、異なる部署で様々な経験をします。

その間に、外部機関等へ出向することもあります。

そして産業財産権制度の専門性と、行政官としての総合力を身につけたプロフェッショナルへと成長していきます。

係員
1年～7年目

係長・
専門官
8年～20年目

課長補佐
20年目以降

   課長・
室長
（管理職）

外部機関等
への出向

外部機関等
への出向
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現在の業務
　国際出願室企画調査班では、特許協力条約（PCT）に
基づく国際出願の制度に係る普及啓発活動、国際会議へ
の参加、法令面及びシステム面の整備など、幅広い業務
を行っています。PCT制度はビジネスの海外展開を望む
ユーザーにとって便利なツールであり、より良い制度を
目指して日々検討を進めています。

係員に求められることは？
 当事者意識を忘れないことです。上司がいると、つい
業務に対して受動的になってしまいがちですが、一つ一
つの業務を自分事と思って取り組めば、班全体としても
スムーズに業務を進められると感じています。また、困
ったことがあればなるべく早く上司に報告・相談して、
自分だけで悩むことがないように気を付けています。 

SAITO Haruka 

齋藤 遥
H29.4　入庁（国際協力課係員）
H30.4　国際政策課係員
H31.4　調整課係員
R  2.4　出願課国際出願室係員

現在の業務
　特許庁は制度利用者から頂いた手数料収入をもとに特別
会計で運営しています。
　私は総務課で財政面での方針決定及び対外説明を担当し
ています。役所同士の仕事に追われていると霞が関の事情
にとらわれがちですが、「制度利用者の声」を意識する事
によりぶれない判断ができる、それは当庁の強みであると
感じています。

係長に求められることは？
　常に課題解決に挑戦する事が大切です。漫然と業務をこ
なしているだけでは、付加価値はつきません。自分に何が
出来るか考え、既存業務の改善は当然のこと、新たな施策
を企画立案することも必要です。予算があれば、一人では
千年かかる課題も、あっという間に解決します。法律を変
えればその条文は歴史に残ります。国家公務員として最高
に刺激的な毎日を、このパンフレットを見ている皆様にも
経験してもらえたらと思っています。

MARUOKA Hiroshi

丸岡 大志
H18.4　入庁（調整課係員）
H20.4　会計課係員
H23.5　被災自治体派遣（楢葉町）
H23.7　語学留学
H24.4　経済産業省通商政策局北東アジア課中国係長
H26.7　JETROニューヨーク事務所ディレクター
H30.7　内閣官房アイヌ総合政策室主査
R  2.5　総務課調整係長

現在の業務
　知財に関する地域・中小企業への支援、公報の発行、特
許庁図書館の運営等について、課の窓口として庁内外から
寄せられる様々な案件への対応、課の予算・定員の要求・
管理業務や人事関係業務に加えて課内職員の勤怠管理など、
課内の総合調整を行っています。 

課長補佐に求められることは？
　課長補佐は班の代表者であり、班員と管理職のパイプ役
でもあるため、部下への指示や管理職への説明を行う機会
が多くなります。自分が発する言動や文章が相手にどのよ
うに理解されるかが業務を円滑に実施するための鍵である
と考えており、ときには雑談を交えるなど日常のコミュニ
ケーションを上手に取り、相互理解に努めています。

MAKINO Nobuyuki 

牧野 信之
H  2.  4　入庁（公報課（現普及支援課）係員）
H  7.  4　電子計算機業務課（現情報技術統括室）係員
H12.10　審判課　係員
H14.  4　中小企業庁
H17.  4　技術調査課（現企画調査課）統計係長
H18.  4　秘書課弁理士調整係長
H19.  4　秘書課弁理士制度企画係長
H21.  4　総務課基盤業務企画係長
H24.  4　秘書課長官付主任
H25.10　（独）工業所有権情報・研修館
H27.  4　会計課施設管理専門職
H29.  4　秘書課専門官
H31.  4　会計課会計監査専門官
R  3.  4　普及支援課長補佐（総括班長）

現在の業務
　手続全般を統括する課として、課内の業務が目標や計画
どおりに進捗しているかを管理することはもちろんのこと、
知的財産行政を取り巻く状況を把握し、新規施策の方針の
提示や業務改善の検討などを主導しています。
　また、事務職員の人材育成や業務体制の検討等、事務部
門全体のマネジメントも行っています。

管理職に求められることは？
　課員にとって、仕事にやりがいを感じる風通しの良い職
場環境を作りつつ、常にリーダーシップを発揮することで
す。例えば、ユーザーニーズが多様化する中で、業務を見
直すなど業務改善が必要となっています。その際には、課
員からの意見が出しやすい環境を作り、その上で意見に耳
を傾け、実行に向けて適切な判断をすることが重要です。
ときには方向性を正すこともありますが、課員が納得して
行動できるよう心がけています。

SANO Motoji

佐野 元次
S57.4　 入庁（公報課（現普及支援課）係員）
H  6.1　会計課会計専門職
H  7.1　会計課施設管理係長
H10.4　情報処理振興事業協会（現（独）情報処理推進機構）
H12.4　会計課契約第一係長
H15.4　会計課予算係長
H17.4　出願支援課（現出願課）総括係長
H18.4　中部経済産業局（特許室長）
H20.4　会計課長補佐（契約第二班長）
H23.4　登録室長補佐（調整班長）
H24.4　秘書課長補佐（任用班長）
H26.4　総務課長補佐（業務管理班長）
H27.4　秘書課長補佐（総括班長）
H28.4　秘書課調査官
H29.4　審査業務課方式審査室長
H30.4　総務課業務管理企画官
H31.4　普及支援課長
R  3.1　審査業務課長

事務職員は、１～２年おきに行う人事異動を通じて、異なる部署で様々な経験をします。

その間に、外部機関等へ出向することもあります。

そして産業財産権制度の専門性と、行政官としての総合力を身につけたプロフェッショナルへと成長していきます。

係員
1年～7年目

係長・
専門官
8年～20年目

課長補佐
20年目以降

   課長・
室長
（管理職）

外部機関等
への出向

外部機関等
への出向
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特許庁では、国内外の関係機関との人事交流を積極的に行っています。

産業財産権施策を的確に推進していくためには、他の関係機関との密接な連携が必要です。このため、経済産業省を

始めとした関係省庁や独立行政法人へ多数の職員が出向しています。また、国際機関の職員として、国際出願制度や

模倣品対策等、産業財産権施策のグローバル化に対応すべく、特許庁の職員が世界各地で活躍しています。

人事交流

　日本国特許庁のアタッシェとしてJETROニューヨーク事務所知財部に勤務して

います。具体的には、米国の知財制度の調査・レポート作成、日本企業向けのセ

ミナーの開催、知財関連会合に出席して情報収集、知財部の予算執行管理などを

担当しています。

　米国の知財制度は日本と異なる点も多く、米国に進出する日本企業は米国での

権利取得に苦労することがよくあります。日本の方々にいち早く米国の情報を届

けるという役割には大きなやりがいを感じます。私は2021年2月に駐在を開始し、

パンデミックへの対応や経済立て直しのために矢継ぎ早に施策を打ち出す米国の

エネルギーを直接感じることができたのも貴重な体験です。

　特許庁には海外勤務を含めて多岐にわたる業務に携われるチャンスが豊富にあ

ります。知財は経済施策のツールの一つなのですが、このツールを極めることで、

知財という観点から今世の中で起きている事象を観察するという経験ができるの

は特許庁ならではだと思います。

海外勤務者からメッセージ　～JETROニューヨーク事務所出向者から～

YAMAGUCHI Shoko 

山口 祥子
内閣府沖縄総合事務局
経済産業部地域経済課知的財産室
H20.4入庁

　現在、私が所属している内閣府沖縄総合事務局知的財産室では、知財を活用し

た地域資源の付加価値向上を目的として、知財戦略策定や人材育成などを支援し

ています。

　入庁当時は、沖縄で仕事をしている未来なんて考えもしませんでしたが、現在

は域内企業や自治体の皆さんとの関わりを通じ、本庁ではできない貴重な経験を

させていただいています。

　沖縄地域は、多くの方がイメージする“沖縄”ブランドを背景とした観光関連商

品・サービスばかりでなく、国際物流ハブとしての地理的特性や、多様な生物資

源を活用した研究開発の集積など、知財を活用してさらに飛躍するポテンシャル

を秘めた土地です。

　特許庁にも、多様な選択肢やチャンスが沢山あります。これを読んでくださっ

た皆さんと将来、一緒に働くことができれば嬉しいです。

地方出向者からメッセージ　～内閣府沖縄総合事務局出向者から～

ASANO Hiroshi 

浅野 大
経済産業省
通商政策局アジア大洋州課

H26.10入庁

　入庁して初めての出向。経済産業省通商政策局アジア大洋州課は、主にアジア

や大洋州諸国との産業協力を担っています。その中でも私はベトナムを担当して

おり、日々、相手国政府の政策、経済状況、社会情勢、企業情報など幅広く情報

収集しております。そこで、例えば自動車、エネルギー、デジタル分野などベト

ナムとの間で具体的な協力案件の組成、日本産業界の関心を喚起し投資に結びつ

けることを目的に、省内関係者やベトナム大使館と連携し業務を行っております。

　これまで海外出張に行くこともありましたが、資料、ミーティング、メールな

ど海外の方々とやりとりもすることがあるので、語学研修や班内のメンバーにサ

ポートいただきながら対応しております。

　社会に出ると本当に様々な経験をするかと思います。特許庁に限らず、ぜひ積

極的に説明会に参加し、職員の経験や業務をたくさん聞いてみてください。皆さ

んが興味あること、チャレンジしてみたいことが見つかると思います。特許庁の

雰囲気もいいですよ。

他省庁出向者からメッセージ　～経済産業省出向者から～

SHIBAHARA Masayuki 

柴原 正幸
独立行政法人中小企業基盤整備機構
関東本部

H19.4入庁

　私が現在出向中の「中小機構」は、我が国で唯一の中小企業政策全般にわたる

総合的な実施機関として、企業の各成長ステージにおける経営課題に対し幅広い

支援メニューを提供しています。

　ここで私は主に、中小企業の販路開拓に向け専門家を派遣し、マーケティング

企画のブラッシュアップやテストマーケティング（市場へのアプローチの手がか

りをつかむこと）を実施する事業を担当しています。現在こちらでは、中小企業

の方々と「知財」だけでなく、「マーケティング」という観点から接することで、

新たな分野への視野が広がり、企業活動における「知財」の重要性を実感する貴

重な経験となっています。また、様々な経歴を持つ同僚に囲まれながら担当事業

における支援を進めていく中で、新たな気づきや学びの多い毎日です。

　特許庁は、本人の興味関心や意欲次第で「知財」だけでなく、様々な経験を積

むことのできる職場だと思います。

庁外勤務者からメッセージ 　～中小企業基盤整備機構出向者から～

・工業所有権情報・研修館
・新エネルギー・産業技術総合開発機構
・中小企業基盤整備機構
・日本貿易保険　etc. . .

独立行政法人等

・経済産業省
・経済産業局
・内閣府
・内閣官房
・総務省　etc. . .

他府省庁

・在外日本国大使館（チェコ、ケニア）
・国際協力機構（インドネシア）
・世界知的所有権機関（ジュネーブ）
・日本貿易振興機構（ニューヨーク）

海外

AKAZAWA Yumi

赤澤 祐美
JETROニューヨーク事務所

H26.4入庁

筆者=前列右
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人
事
交
流

特許庁では、国内外の関係機関との人事交流を積極的に行っています。

産業財産権施策を的確に推進していくためには、他の関係機関との密接な連携が必要です。このため、経済産業省を

始めとした関係省庁や独立行政法人へ多数の職員が出向しています。また、国際機関の職員として、国際出願制度や

模倣品対策等、産業財産権施策のグローバル化に対応すべく、特許庁の職員が世界各地で活躍しています。

人事交流

　日本国特許庁のアタッシェとしてJETROニューヨーク事務所知財部に勤務して

います。具体的には、米国の知財制度の調査・レポート作成、日本企業向けのセ

ミナーの開催、知財関連会合に出席して情報収集、知財部の予算執行管理などを

担当しています。

　米国の知財制度は日本と異なる点も多く、米国に進出する日本企業は米国での

権利取得に苦労することがよくあります。日本の方々にいち早く米国の情報を届

けるという役割には大きなやりがいを感じます。私は2021年2月に駐在を開始し、

パンデミックへの対応や経済立て直しのために矢継ぎ早に施策を打ち出す米国の

エネルギーを直接感じることができたのも貴重な体験です。

　特許庁には海外勤務を含めて多岐にわたる業務に携われるチャンスが豊富にあ

ります。知財は経済施策のツールの一つなのですが、このツールを極めることで、

知財という観点から今世の中で起きている事象を観察するという経験ができるの

は特許庁ならではだと思います。

海外勤務者からメッセージ　～JETROニューヨーク事務所出向者から～

YAMAGUCHI Shoko 

山口 祥子
内閣府沖縄総合事務局
経済産業部地域経済課知的財産室
H20.4入庁

　現在、私が所属している内閣府沖縄総合事務局知的財産室では、知財を活用し

た地域資源の付加価値向上を目的として、知財戦略策定や人材育成などを支援し

ています。

　入庁当時は、沖縄で仕事をしている未来なんて考えもしませんでしたが、現在

は域内企業や自治体の皆さんとの関わりを通じ、本庁ではできない貴重な経験を

させていただいています。

　沖縄地域は、多くの方がイメージする“沖縄”ブランドを背景とした観光関連商

品・サービスばかりでなく、国際物流ハブとしての地理的特性や、多様な生物資

源を活用した研究開発の集積など、知財を活用してさらに飛躍するポテンシャル

を秘めた土地です。

　特許庁にも、多様な選択肢やチャンスが沢山あります。これを読んでくださっ

た皆さんと将来、一緒に働くことができれば嬉しいです。

地方出向者からメッセージ　～内閣府沖縄総合事務局出向者から～

ASANO Hiroshi 

浅野 大
経済産業省
通商政策局アジア大洋州課

H26.10入庁

　入庁して初めての出向。経済産業省通商政策局アジア大洋州課は、主にアジア

や大洋州諸国との産業協力を担っています。その中でも私はベトナムを担当して

おり、日々、相手国政府の政策、経済状況、社会情勢、企業情報など幅広く情報

収集しております。そこで、例えば自動車、エネルギー、デジタル分野などベト

ナムとの間で具体的な協力案件の組成、日本産業界の関心を喚起し投資に結びつ

けることを目的に、省内関係者やベトナム大使館と連携し業務を行っております。

　これまで海外出張に行くこともありましたが、資料、ミーティング、メールな

ど海外の方々とやりとりもすることがあるので、語学研修や班内のメンバーにサ

ポートいただきながら対応しております。

　社会に出ると本当に様々な経験をするかと思います。特許庁に限らず、ぜひ積

極的に説明会に参加し、職員の経験や業務をたくさん聞いてみてください。皆さ

んが興味あること、チャレンジしてみたいことが見つかると思います。特許庁の

雰囲気もいいですよ。

他省庁出向者からメッセージ　～経済産業省出向者から～

SHIBAHARA Masayuki 

柴原 正幸
独立行政法人中小企業基盤整備機構
関東本部

H19.4入庁

　私が現在出向中の「中小機構」は、我が国で唯一の中小企業政策全般にわたる

総合的な実施機関として、企業の各成長ステージにおける経営課題に対し幅広い

支援メニューを提供しています。

　ここで私は主に、中小企業の販路開拓に向け専門家を派遣し、マーケティング

企画のブラッシュアップやテストマーケティング（市場へのアプローチの手がか

りをつかむこと）を実施する事業を担当しています。現在こちらでは、中小企業

の方々と「知財」だけでなく、「マーケティング」という観点から接することで、

新たな分野への視野が広がり、企業活動における「知財」の重要性を実感する貴

重な経験となっています。また、様々な経歴を持つ同僚に囲まれながら担当事業

における支援を進めていく中で、新たな気づきや学びの多い毎日です。

　特許庁は、本人の興味関心や意欲次第で「知財」だけでなく、様々な経験を積

むことのできる職場だと思います。

庁外勤務者からメッセージ 　～中小企業基盤整備機構出向者から～

・工業所有権情報・研修館
・新エネルギー・産業技術総合開発機構
・中小企業基盤整備機構
・日本貿易保険　etc. . .

独立行政法人等

・経済産業省
・経済産業局
・内閣府
・内閣官房
・総務省　etc. . .

他府省庁

・在外日本国大使館（チェコ、ケニア）
・国際協力機構（インドネシア）
・世界知的所有権機関（ジュネーブ）
・日本貿易振興機構（ニューヨーク）

海外

AKAZAWA Yumi

赤澤 祐美
JETROニューヨーク事務所

H26.4入庁

筆者=前列右
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研修・自己啓発 研修を受けた先輩からの M e s s a g e

メンター制度

　TAKAHASHI Kanto 

●髙橋 貫途 総務課情報技術統括室　H29.4入庁

語学留学・エンフォースメント外国研修

方式審査専門官研修

審判書記官研修

事務系職員ステップアップ研修

語学研修（英語・第二外国語・短期集中型）

係　員

初任者・２年目・３年目研修

係　長
専門官

係長等
研修

管理者研修
（課長補佐級）

管理者研修
（課長・室長級）

課長補佐・管理職
上級専門官

民間派遣研修

　多くの職員と顔を合わせて交流す
ることが難しい情勢でしたので、孤
立している印象を田中さんが持たな
いよう、少し多めにコミュニケー
ションをとることを心がけました。
それ以外にもいろいろなことに誘い
ましたが、うっとうしいと思われて
いないことを願います（笑）。
　関わるきっかけは制度でしたが、
制度関係なく気軽に話せる仲間が増
えてとてもうれしく感じています。
フレッシュでThe好青年の田中さん
を見ていると、私も初心を思い出す
ことができました。

　TANAKA Daisuke 

●田中 大将 総務課情報技術統括室　R3.4入庁
　業務だけでなく、私生活のことま
で何でも相談に乗っていただきまし
た。特に印象に残っていることは、
テレワーク時のお声がけです。初め
て私がテレワークを行った際、職場
と違い、一人で業務に当たる環境に
不安を覚えました。しかし、私がテ
レワークをしていることを髙橋さん
が知り、チャットでお声がけいただ
いたことで不明点を質問することが
でき、不安を和らげることができま
した。将来は、髙橋さんのような視
野が広く 、周りから信頼される職員
になりたいです。

新入職員を確実に育んでいくための環境づくりの一環として、新人の状態に気を配り、新人が悩みや課題などを気軽に相談できる相手
としての基本的役割を担う「メンター」を導入し、意欲と能力のある新入職員の人間力や仕事力などの形成を側面から支援しています。

研
修
・
自
己
啓
発

専
門
・
ス
キ
ル
等
研
修

階
層
別
研
修

・国家公務員として
　必要な基礎知識
・産業財産権行政に
　関する基礎知識

管理者としての能力、
識見の養成

・特許庁の役割・機能及び
　産業財産権行政に関する知識
・企画及びプレゼンテーション
　の能力向上

・産業財産権に関す
　る法律及び条約
・行政事務官として
　必要な基礎的法令

企画及びプレゼンテーション
の能力向上及びマネジメント
能力の向上

2

1

3

1 語学留学 KOIZUMI Haruka 

小泉 陽香  総務部総務課　H27.4入庁
　私は、約8ヶ月間イギリスに留学する機会をいただき、ホー

ムステイをしながら英語の語学機関に通いました。語学機関で

は、文法や発音などの基礎から、ビジネス英会話やプレゼンテ

ーションの練習まで幅広いカリキュラムが用意されており、慣

れない英語でのコミュニケーションに苦戦しながらも、自身の

成長を実感しています。また、授業後は、ホストファミリーと

一緒にパブへ行ったり、地域のイベントに参加したりと、現地

でしか経験できない文化や考え方の違いを肌で感じることがで

きるのも魅力の一つです。

　特許庁は、職員にチャレンジの機会を与え、成長を全力で後

押ししてくれる職場だと思います。そんな特許庁で、みなさん

も一緒に働きませんか？

エンフォースメント外国研修 SUGITA Kazuyuki 

杉田 和勇貴  秘書課　H26.10入庁

　私は現在、英国リーズ大学のLLMコースを受講し、欧州・英

国等の知財制度や最先端の知財関連トピックについて研究して

います。他国・他地域のルールや諸説紛々たる判例・学説につ

いて知ることは、一筋縄ではいかない多国間知財制度調和への

糸口を示すとともに、日本の制度を外から観察し、課題の所在

や改善可能性を探ることにもつながります。また、留学先には

数多くの国から学生が集まっているため、刺激的な出会いや発

見があり、知財以外の面でも知見を広げられていると感じます。

学生時代に留学を経験された方もそうでない方も、社会人経験

を経て培われた視点から新たな学びを得られますので、ぜひ特

許庁の門をたたいてみてください。

2

語学研修 MIYAHARA Shiho 

宮原 史帆  会計課　 R3.4入庁3

　特許庁は、ビジネススキル向上のための語学研修が充実して

います。様々な語学を学べるほか、オーラル、リーディング、

ライティング等、身につけたい能力に応じて選択することがで

きるため、語学力向上にとても役立ちます。また、対面、リモ

ートの選択もできるので、自身の業務状況に応じて柔軟に受講

することが可能です。

　私は１年目で、英語のオーラル集合型研修を受講しました。

英語は全くといっていいほど話すことができませんでしたが、

少人数のクラスで日常会話等の初歩的なことから学ぶことがで

きたため、着実に語学力をあげることができました。

　年次を重ねても語学研修を受講することができるため、これ

からも継続的に学ぶことで自身の幅を広げられるよう努めたい

と思います！

筆者=左から２番目

筆者=左から２番目
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研修・自己啓発 研修を受けた先輩からの M e s s a g e

メンター制度

　TAKAHASHI Kanto 

●髙橋 貫途 総務課情報技術統括室　H29.4入庁

語学留学・エンフォースメント外国研修

方式審査専門官研修

審判書記官研修

事務系職員ステップアップ研修

語学研修（英語・第二外国語・短期集中型）

係　員

初任者・２年目・３年目研修

係　長
専門官

係長等
研修

管理者研修
（課長補佐級）

管理者研修
（課長・室長級）

課長補佐・管理職
上級専門官

民間派遣研修

　多くの職員と顔を合わせて交流す
ることが難しい情勢でしたので、孤
立している印象を田中さんが持たな
いよう、少し多めにコミュニケー
ションをとることを心がけました。
それ以外にもいろいろなことに誘い
ましたが、うっとうしいと思われて
いないことを願います（笑）。
　関わるきっかけは制度でしたが、
制度関係なく気軽に話せる仲間が増
えてとてもうれしく感じています。
フレッシュでThe好青年の田中さん
を見ていると、私も初心を思い出す
ことができました。

　TANAKA Daisuke 

●田中 大将 総務課情報技術統括室　R3.4入庁
　業務だけでなく、私生活のことま
で何でも相談に乗っていただきまし
た。特に印象に残っていることは、
テレワーク時のお声がけです。初め
て私がテレワークを行った際、職場
と違い、一人で業務に当たる環境に
不安を覚えました。しかし、私がテ
レワークをしていることを髙橋さん
が知り、チャットでお声がけいただ
いたことで不明点を質問することが
でき、不安を和らげることができま
した。将来は、髙橋さんのような視
野が広く 、周りから信頼される職員
になりたいです。

新入職員を確実に育んでいくための環境づくりの一環として、新人の状態に気を配り、新人が悩みや課題などを気軽に相談できる相手
としての基本的役割を担う「メンター」を導入し、意欲と能力のある新入職員の人間力や仕事力などの形成を側面から支援しています。

研
修
・
自
己
啓
発

専
門
・
ス
キ
ル
等
研
修

階
層
別
研
修

・国家公務員として
　必要な基礎知識
・産業財産権行政に
　関する基礎知識

管理者としての能力、
識見の養成

・特許庁の役割・機能及び
　産業財産権行政に関する知識
・企画及びプレゼンテーション
　の能力向上

・産業財産権に関す
　る法律及び条約
・行政事務官として
　必要な基礎的法令

企画及びプレゼンテーション
の能力向上及びマネジメント
能力の向上

2

1

3

1 語学留学 KOIZUMI Haruka 

小泉 陽香  総務部総務課　H27.4入庁
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でしか経験できない文化や考え方の違いを肌で感じることがで
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押ししてくれる職場だと思います。そんな特許庁で、みなさん

も一緒に働きませんか？

エンフォースメント外国研修 SUGITA Kazuyuki 

杉田 和勇貴  秘書課　H26.10入庁
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国等の知財制度や最先端の知財関連トピックについて研究して

います。他国・他地域のルールや諸説紛々たる判例・学説につ

いて知ることは、一筋縄ではいかない多国間知財制度調和への

糸口を示すとともに、日本の制度を外から観察し、課題の所在
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数多くの国から学生が集まっているため、刺激的な出会いや発
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2

語学研修 MIYAHARA Shiho 

宮原 史帆  会計課　 R3.4入庁3

　特許庁は、ビジネススキル向上のための語学研修が充実して

います。様々な語学を学べるほか、オーラル、リーディング、

ライティング等、身につけたい能力に応じて選択することがで

きるため、語学力向上にとても役立ちます。また、対面、リモ

ートの選択もできるので、自身の業務状況に応じて柔軟に受講

することが可能です。

　私は１年目で、英語のオーラル集合型研修を受講しました。

英語は全くといっていいほど話すことができませんでしたが、

少人数のクラスで日常会話等の初歩的なことから学ぶことがで

きたため、着実に語学力をあげることができました。

　年次を重ねても語学研修を受講することができるため、これ

からも継続的に学ぶことで自身の幅を広げられるよう努めたい

と思います！

筆者=左から２番目

筆者=左から２番目
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職員の1週間

HORIE Yuto 

堀江 悠斗  調整課　R3.4入庁

Mon.

Tue.

Wed.

Thu.

Fri.

Week
end

午前中に班内会議があります 。コロナ渦ということ
もあり、班員全員が出勤し顔を合わせる機会は少な
いですが、各自の業務の進捗状況だけでなく、世間
話等もすることで班員同士のコミュニケーションの
機会が設けられています。

今日はテレワークの日。審査部の働き方を検討する
委員会にオンラインで参加します。参加当初は、議
論についていくので精一杯な時期もありましたが、
庁内の施策や検討事項を知ることができ、いい勉強
の機会になっています。

特許審査ハイウェイという国際的枠組みの利用実績
情報を55カ国・地域の知財庁から収集し、統計情報
を更新します。英語で各知財庁とやり取りをするこ
とに最初は不安もありましたが、些細な点も上司に
相談しやすく、審査実務の理解も深めることができ
ます。

インドネシアへの特許審査に関する研修プログラム
の最終日です。研修の閉会式では司会・進行役とし
て英語で話す機会をいただきました。緊張しますが、
１年目からとても貴重な経験ができていると感じて
います。

今日はテレワークの日。この日は室内の予算執行状
況の取りまとめ資料を作成しました。業務後は心も
身体も休日モードへ。中高時代の友人と通話をしな
がらテレビゲームをしたり、最近は魚介系のラーメ
ン屋を巡ったりしています。普段の通勤時間を自分
の時間に使え、非常に有意義です。

週末はスポーツを観るため、球場、スタジアムに行
くことが多いです。この日は愛する野球チームを応
援するために友人と東京ドームへ。大逆転勝利にテ
ンションが上がり、近くの座席のファンの方と喜び
をわかちあってきました。いい気分転換の日を過ご
せています。

業務
開始前

9:00

業務中

14:00

16:00

17:45

雨にも負けず風にも負けず、娘を保育園に連れて行
くのが日課です。

無事に出勤。登録室は登録原簿を管理しており、産
業財産権は専ら登録原簿に記録されることで法律上
の効力が発生します。申請方法についての問合せが
朝から鳴り止みません。

権利の移転登録申請は、諸事情により未だ紙申請の
みとなっています。この申請書類の束について成り
すまし申請がないかなど、法律に則り厳格に10日以
内で処理しなければいけません。さて、間に合うか
……。

紙申請の手続きのため、時には過去の書類を援用し
て処理しなければなりません。その際は、特許庁地
下３階の移転申請保管庫へ。埃がすごいため軍手、
マスクが必須です。

秋に第二子が生誕予定のことから、１ヶ月の育休を
取得予定。今から業務引継を進めています。登録室
の皆様、ご迷惑おかけいたします！
男性の育児休業制度が確立しているのも、特許庁の
素晴らしいポイント。

日中はデスクワークがほとんど。運動不足解消のた
め、今日は職場から走って帰宅します。

HIRAI Fumiaki

平井 文皓  登録室　H21.11入庁

職員の1日
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がらテレビゲームをしたり、最近は魚介系のラーメ
ン屋を巡ったりしています。普段の通勤時間を自分
の時間に使え、非常に有意義です。
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出産 1歳 3歳 6歳

̶̶現在の業務内容について教えて下さい。

綾部　情報技術統括室に所属し、特許庁の業務フローや業務内容が

網羅された業務可視化資料の整備・管理や特許庁手続のデジタル化

を進めるプロジェクト等を担当しています。

小岩井　特許庁のお財布管理（歳入予算の編成等）をはじめ、特許

や商標の出願・登録の際に生じる各種料金について、ユーザー利便

性を考慮して、キャッシュレスなど新たな納付方法の導入を運用／

法令面から進める業務を担当しています。

̶̶まず最初に、妊娠中の勤務について大変ではなかったですか？

綾部　つわりがひどい時期に満員電車で通勤するのは大変でした。

しかし、通勤緩和の制度を利用して時差出勤をしたり、上司や同僚

にサポートしていただき、無理なく業務に取り組むことができまし

た。

̶̶復職にあたり不安はありましたか？

綾部　育児休業中は子育て一色の生活を送っていたので、その期間

の仕事のブランクや家庭と両立できるか等の不安がありました。し

かし、復職後は上司や同僚の理解・サポートもあり、すぐに仕事の

感覚に戻ることができました。

小岩井　人事交流の機会をいただき商標審査を行う部署にいた際、

約１ヶ月の育児休暇を取得しました。自分が不在でも組織は前に進

んでいくので、復帰時に追いつけるか不安はありましたが、上司や

同僚に多大なサポートをいただきました。

̶̶働く上で何が原動力になっていますか？

綾部　何よりも家族と過ごす時間が原動力になっています。仕事が

終わってから気合いを入れ直すくらいに、夕方から寝るまで慌ただ

しい日々ですが、保育園のお迎えのときに走って胸に飛び込んで来

てくれる子供の笑顔で、仕事の疲れは吹き飛びます！

小岩井　課内の配慮をいただいてフレックスタイム制とテレワーク

を併用し、仕事×育児でも大きな成果を出せるように努めています。

想像以上に速い子どもの成長を見逃さないよう、子どもと過ごす時

間を増やすことが原動力であり業務効率化のアイデアの源泉です。

̶̶最後に、学生に向けてのメッセージをお願いします！

綾部　育児と仕事の両立をしている先輩職員達が特許庁にはたくさ

んいます。自分に合った制度を利用することで、育児をしながらで

も仕事での自分の可能性を狭めることなく、むしろどんどん広げる

ことができる職場です。是非特許庁にも足を運んでみてくださいね。

小岩井　特許庁には、多様な働き方を選択しながらいろいろな業務

に挑戦できる環境があります。チャレンジしたいフィールドがいく

つかあって悩まれている場合は、仕事と育児を両立しながらキャリ

アアップできるという中長期的な視点からも検討してみてくださ

い！

仕
事×

育
児

会計課　Ｈ22.4入庁
小岩井 陽介 KOIWAI Yosuke 

仕事×育児
両立の極意教えます！

“育児をしながら働く”そんな
自分の未来を想像したことは
ありますか!?　今回は、仕事
と育児の両立を支える支援制
度を活用しながら、いきいき
と仕事×育児を実現中の職員
に語ってもらいました。

総務課情報技術統括室　Ｈ20.4入庁
綾部 由佳 AYABE Yuka 

メール、一日のスケ
ジュールやタスクを
確認し、優先順位を
決めて業務に取りか
かります。

通勤緩和

健康診査及び
保健指導のための
職務専念義務免除

産前休暇 産後休暇

保育時間

育児参加のための休暇

育児休業

育児短時間勤務

育児時間

超過勤務の免除

超過勤務及び深夜勤務の制限

早出遅出勤務

8:00

出発！朝の保育園送りは夫
が担当。テレワークの日は
私が送ることもあります。

7:00

担当するプロジェクト関連
で打ち合わせです。
Teamsを利用したオンラ
インでの打ち合わせも多い
ですが、登庁している日は
極力対面で参加しています。

14:00

保育園のお迎えです。満面
の笑顔でいつも走って飛び
込んで来てくれます。だか
ら仕事を頑張れます！

17:00

フレックスタイム制を利
用し、登庁日は少し早め
に退庁します。通勤時間
にネットスーパーで買い
物をすることも。

16:00
登庁日は早起きを頑
張ります。子供が起
きる前に、朝食とお
弁当の準備、家事、
身支度を済ませます。

4:30

お昼休みを30分に短縮
しているため、登庁日は
お弁当持参が多いです。
文庫本を読みながらリフ
レッシュの時間です。

12:00

ご飯やお風呂を終えて、就
寝タイム。寝る前には子供
が選んだ絵本を読みます。
夜の家事は夫に任せて、私
も子供と一緒に寝てしまう
ことが多いです。

21:00

綾部 由佳 AYABE Yuka
総務課情報技術統括室　Ｈ20.4入庁

働くお母さんの1日

仕事と育児の両立のための主な支援制度と利用可能期間

妊娠中
健康診査及び
保健指導のための
職務専念義務免除

妊娠中

通勤緩和 
１時間を限度として勤務しない
ことを認める制度

出産する場合

産前・産後休暇
男性職員のみ

育児参加のための休暇
男性職員のみ

育児参加のための休暇

妻の産前産後期間中に５日の範
囲内で取得可

妻の出産に伴う付き添い等を行
う場合、２日の範囲内で取得可

小学校入学前の子どもを
看護する場合

子の看護休暇

３歳未満の子どもを
養育する場合

育児休業

生後１年未満の子を
養育する場合

保育時間
１日２回子の送迎等を行うこと
ができる休暇 年５日間取得可能

2時間を限度として勤務しない
ことを認める制度

小学校入学前の子どもを
養育する場合

育児時間

小学校入学前の
子どもを養育する場合等

早出遅出勤務
１日の勤務時間を変更せずに、始
業・就業時刻の変更ができる制度。

女性職員
男性職員
男女共通

出産日前後一定期間勤務しない
ことを認める制度

子を養育するため、一定期間休
業することを認める制度

子の看護休暇
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た。
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小岩井　人事交流の機会をいただき商標審査を行う部署にいた際、

約１ヶ月の育児休暇を取得しました。自分が不在でも組織は前に進

んでいくので、復帰時に追いつけるか不安はありましたが、上司や

同僚に多大なサポートをいただきました。

̶̶働く上で何が原動力になっていますか？

綾部　何よりも家族と過ごす時間が原動力になっています。仕事が

終わってから気合いを入れ直すくらいに、夕方から寝るまで慌ただ

しい日々ですが、保育園のお迎えのときに走って胸に飛び込んで来

てくれる子供の笑顔で、仕事の疲れは吹き飛びます！

小岩井　課内の配慮をいただいてフレックスタイム制とテレワーク

を併用し、仕事×育児でも大きな成果を出せるように努めています。

想像以上に速い子どもの成長を見逃さないよう、子どもと過ごす時

間を増やすことが原動力であり業務効率化のアイデアの源泉です。

̶̶最後に、学生に向けてのメッセージをお願いします！

綾部　育児と仕事の両立をしている先輩職員達が特許庁にはたくさ

んいます。自分に合った制度を利用することで、育児をしながらで

も仕事での自分の可能性を狭めることなく、むしろどんどん広げる

ことができる職場です。是非特許庁にも足を運んでみてくださいね。

小岩井　特許庁には、多様な働き方を選択しながらいろいろな業務

に挑戦できる環境があります。チャレンジしたいフィールドがいく

つかあって悩まれている場合は、仕事と育児を両立しながらキャリ

アアップできるという中長期的な視点からも検討してみてくださ

い！

仕
事×

育
児

会計課　Ｈ22.4入庁
小岩井 陽介 KOIWAI Yosuke 

仕事×育児
両立の極意教えます！

“育児をしながら働く”そんな
自分の未来を想像したことは
ありますか!?　今回は、仕事
と育児の両立を支える支援制
度を活用しながら、いきいき
と仕事×育児を実現中の職員
に語ってもらいました。

総務課情報技術統括室　Ｈ20.4入庁
綾部 由佳 AYABE Yuka 

メール、一日のスケ
ジュールやタスクを
確認し、優先順位を
決めて業務に取りか
かります。

通勤緩和

健康診査及び
保健指導のための
職務専念義務免除

産前休暇 産後休暇

保育時間

育児参加のための休暇

育児休業

育児短時間勤務

育児時間

超過勤務の免除

超過勤務及び深夜勤務の制限

早出遅出勤務

8:00

出発！朝の保育園送りは夫
が担当。テレワークの日は
私が送ることもあります。

7:00

担当するプロジェクト関連
で打ち合わせです。
Teamsを利用したオンラ
インでの打ち合わせも多い
ですが、登庁している日は
極力対面で参加しています。

14:00

保育園のお迎えです。満面
の笑顔でいつも走って飛び
込んで来てくれます。だか
ら仕事を頑張れます！

17:00

フレックスタイム制を利
用し、登庁日は少し早め
に退庁します。通勤時間
にネットスーパーで買い
物をすることも。

16:00
登庁日は早起きを頑
張ります。子供が起
きる前に、朝食とお
弁当の準備、家事、
身支度を済ませます。

4:30

お昼休みを30分に短縮
しているため、登庁日は
お弁当持参が多いです。
文庫本を読みながらリフ
レッシュの時間です。

12:00

ご飯やお風呂を終えて、就
寝タイム。寝る前には子供
が選んだ絵本を読みます。
夜の家事は夫に任せて、私
も子供と一緒に寝てしまう
ことが多いです。

21:00

綾部 由佳 AYABE Yuka
総務課情報技術統括室　Ｈ20.4入庁

働くお母さんの1日

仕事と育児の両立のための主な支援制度と利用可能期間

妊娠中
健康診査及び
保健指導のための
職務専念義務免除

妊娠中

通勤緩和 
１時間を限度として勤務しない
ことを認める制度

出産する場合

産前・産後休暇
男性職員のみ

育児参加のための休暇
男性職員のみ

育児参加のための休暇

妻の産前産後期間中に５日の範
囲内で取得可

妻の出産に伴う付き添い等を行
う場合、２日の範囲内で取得可

小学校入学前の子どもを
看護する場合

子の看護休暇

３歳未満の子どもを
養育する場合

育児休業

生後１年未満の子を
養育する場合

保育時間
１日２回子の送迎等を行うこと
ができる休暇 年５日間取得可能

2時間を限度として勤務しない
ことを認める制度

小学校入学前の子どもを
養育する場合

育児時間

小学校入学前の
子どもを養育する場合等

早出遅出勤務
１日の勤務時間を変更せずに、始
業・就業時刻の変更ができる制度。

女性職員
男性職員
男女共通

出産日前後一定期間勤務しない
ことを認める制度

子を養育するため、一定期間休
業することを認める制度

子の看護休暇
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私が伝えたいこと　　　
　早いもので入庁して30年、これまで様々な仕事を体験してきました。事務職
員の魅力は「いろいろな業務に挑戦し、自分のステップアップに繋げられるこ
と」だと思います。例えば私の場合、係長になりたてのときに国際部署で、特許
の手続調和を目的とする国際条約を作成する仕事に関わり、次に審査業務部署で、
国内の特許手続の方式審査、基準の策定、業務のシステム化に関する実務経験を
積み、その後、国際条約の加入に向けた法令改正や運用変更を検討するプロジェ
クトに参画しました。ポストを異動するごとに気づける観点が増え、知識が深ま
り、人脈が広がることで、仕事が面白くなりました。また、課長補佐のとき、担
当した職員への研修業務、経済産業局出向時に担当した中小企業等の知財活用支
援業務は、初めて挑戦する業務でしたが、いずれも今の私の力になっています。
異なる仕事は大変ですが、今までの経験をフル稼働しながら、なんとかやり遂げ
たときに感じる達成感と、力不足により十分に対処できなかったときの挫折感が、
私の成長であり、仕事のモチベーションになっていると思います。

どのような人材に期待しているか
　特許庁は、知的財産制度を取り巻く環境変化や多種多様なユーザーニーズに、
柔軟かつ迅速に対応することを求められています。事務職員の強みは色々な業務
経験を通じて培った知見を武器に、他の職員と相互に連携することで発揮される
総合力だと思います。特許庁で働く事務職員には、「人と人とのコミュニケー
ションを大切に、変化や改善を厭わず自ら行動し続けること」を期待しています。
ぜひ、一緒に特許庁を盛り立てていきましょう！

YOSHINO Sachiyo 　

吉野 幸代

MIO Yuta

三尾 悠太

KANAHARA Tomoya

金原 知也

様々な経験を積まれた先 輩 方 か ら の メ ッ セ ー ジ 地方出身者からのメッセージ

職員からのメッセージ ～多様な人材が活躍できる職場です～

普及支援課
H30.4入庁

会計課
S61.4入庁

意匠課
H31.4入庁

秘書課
H4.4入庁

現在の業務について　　
　私は現在、意匠課に所属しています。主な業務内容は、意匠分野の国際協力
のため、「意匠五庁（ID5）会合」をはじめとする様々な国際会議の調整や、
意匠制度をより多くのユーザーに活用いただくため、制度普及に向けた施策検
討や企業ヒアリングなど、その他にも業務は多岐にわたります。それゆえ、担
当業務の枠を超えて上司の補佐をする機会も多々ありますが、いち早くキャッ
チアップできるよう、常にアンテナを高く張ることを心がけて業務に励んでい
ます。また、外部からの問い合わせも多数寄せられるため、的確な回答ができ
るよう、意匠制度全般に関する勉強も欠かせません。
　また私は、意匠課唯一の事務職の係員です。「自分が意匠課でできることは
何だろう？」と日々自問自答しながらも、和やかな雰囲気の中で楽しく仕事し
ています！

就職時に地方だからこそ苦労したこと、工夫したこと　
　金銭面・体力面などへの負担を考慮した結果、官庁合同説明会を除き、特許
庁の個別業務説明会には１回しか参加しませんでした。何度も参加することが
できない分、その1回で疑問点や不安を可能な限り解消できるよう、事前に質
問内容を十分に精査し、有意義な時間となるように心がけていました。 

学生に伝えたいメッセージ　
　公務員を志した当初は、地元に残るか、憧れの東京で就職するか非常に悩み
ました。最終的に特許庁志望を決意したのは、説明会に参加して職員の方々の
魅力ある人柄に触れ、「自分もこんな方々と一緒に仕事をしたい！」という思
いに衝き動かされたからです。22年間過ごした地元を離れる決断は決して簡単
ではありませんでしたが、入庁から3年が経過した今、その選択は間違ってい
なかった、と断言できます。
　特許庁は「アットホームな職場」とよく紹介されます。業務で多くの職員の
方々と関わる中で、それをより一層実感する毎日です。このパンフレットを通
して、就職という人生の大きな岐路に立っている皆さんに、特許庁の魅力が少
しでも伝われば嬉しいです。そして、数多ある選択肢から特許庁を選び、皆さ
んとお会いできる日を楽しみにしています！

現在の業務について　　
　私は普及支援課で中小企業支援施策の企画立案や運営業務を行っています。主
な業務内容としては、知財を活用して海外展開を行う中小企業を支援する補助金
事業の運営や、中小企業からのニーズを踏まえた新たな支援策作りなど、中小企
業が使いやすく有益な支援となるよう、日々事業を検討しています。係員という
立場ですが、自らの担当事業を運営するだけでなく、事業の改善点の検討や新事
業の制度作りなど、責任感を持って幅広く業務に携わることができるため、とき
には頭を悩ませながらもとてもやりがいのある業務に励んでいます。もちろん大
変なことも多々ありますが、先輩方があたたかく親切にサポートして下さるので、
充実した業務を行っています。 

就職時に東京を選んだ理由　
　大学進学を機に上京しましたが、就職活動の際は地元へ戻ることも視野に入れ
ていました。いろいろな説明会に参加していくなかで、専門性がありつつ国内外
問わず広い視点で仕事に携わることのできる特許庁で働いてみたいという思いが
強くなり、地元ではなく特許庁を選びました。

学生に伝えたいメッセージ　
　特許庁に入庁したいと思ったのは、明るく温かな職場の雰囲気に魅せられたか
らです。就職活動の際には他省庁の説明会に参加しましたが、どこか楽しそうに
業務に関われる、そんな雰囲気を特許庁には感じました。入庁後もそのイメージ
に変わりはなく、些細なことでも相談でき、気軽に話しかけてくださる諸先輩方、
困ったことも助け合える同期、サポートしてくれる後輩など、本当に温かい職場
であると実感しています。
　地元を離れて就職することに不安を感じている方もいるかもしれませんが、住
めば都、不便なく充実した生活を送っております。そしてなにより風通しのよい
職場でやりがいのある業務に携わることできます！特許庁で皆さんにお目にかか
れることを楽しみにしてます！

私が伝えたいこと　
　私は入庁以来、課の総合調整業務、契約業務、人事業務などのいわゆる管理
業務やバックオフィス業務と言われる業務を多く経験し、現在は会計課で庁の
経理や厚生管理業務の総括業務を行っています。こういった業務は、あまり目
立つことはありませんが、特許庁の政策や様々な業務が滞らないように調整を
したり、組織のガバナンス強化など特許行政を下支えする重要な業務だと感じ
ています。特許庁の事務職員が携わる業務には、他にも出願人や権利者と直接
関わる業務や政策立案や国際業務、システム関連業務など多種多様な業務があ
りますが、それぞれの重要な役割を担っているのでどの職場でもやりがいを感
じられると思います。また、各業務が連携しているので組織全体の一体感があ
ると思います。私が業務を行う上で意識していることは、働き方改革やコロナ
禍などで社会環境同様執務環境が大きく変化していく中で、上手くいっている
ものをどう維持していくのか、課題があることはどのように改善するかです。
特に課題の改善は、すぐに解決することは難しいですが、周りの話を良く聴い
て、良く話し合うことを意識して毎日取り組んでいます。

どのような人材に期待しているか　　
　皆さんは、学生時代にコロナ禍で今まで当たり前だったことができなかった
かも知れませんが、反対に常に工夫をして様々なことにチャレンジをされたの
ではないでしょうか。守らなくてはならないルールを踏まえた上で、前例に縛
られず様々なことを工夫すると言うのは、仕事の基本です。新たな視点で前向
きに仕事に取り組む意欲があって、多少の失敗にもめげない人とお互いを高め
て行きながら仕事したいと思っています。

26



長野県出身

静岡県出身

職
員
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

ITO Yasuo 

伊藤 康雄

私が伝えたいこと　　　
　早いもので入庁して30年、これまで様々な仕事を体験してきました。事務職
員の魅力は「いろいろな業務に挑戦し、自分のステップアップに繋げられるこ
と」だと思います。例えば私の場合、係長になりたてのときに国際部署で、特許
の手続調和を目的とする国際条約を作成する仕事に関わり、次に審査業務部署で、
国内の特許手続の方式審査、基準の策定、業務のシステム化に関する実務経験を
積み、その後、国際条約の加入に向けた法令改正や運用変更を検討するプロジェ
クトに参画しました。ポストを異動するごとに気づける観点が増え、知識が深ま
り、人脈が広がることで、仕事が面白くなりました。また、課長補佐のとき、担
当した職員への研修業務、経済産業局出向時に担当した中小企業等の知財活用支
援業務は、初めて挑戦する業務でしたが、いずれも今の私の力になっています。
異なる仕事は大変ですが、今までの経験をフル稼働しながら、なんとかやり遂げ
たときに感じる達成感と、力不足により十分に対処できなかったときの挫折感が、
私の成長であり、仕事のモチベーションになっていると思います。

どのような人材に期待しているか
　特許庁は、知的財産制度を取り巻く環境変化や多種多様なユーザーニーズに、
柔軟かつ迅速に対応することを求められています。事務職員の強みは色々な業務
経験を通じて培った知見を武器に、他の職員と相互に連携することで発揮される
総合力だと思います。特許庁で働く事務職員には、「人と人とのコミュニケー
ションを大切に、変化や改善を厭わず自ら行動し続けること」を期待しています。
ぜひ、一緒に特許庁を盛り立てていきましょう！

YOSHINO Sachiyo 　

吉野 幸代

MIO Yuta

三尾 悠太

KANAHARA Tomoya

金原 知也

様 々 な 経 験 を 積 ま れ た 先 輩 方 か らのメッセージ 地方出身者からのメッセー ジ

職員からのメッセージ ～多様な人材が活躍できる職場です～

普及支援課
H30.4入庁

会計課
S61.4入庁

意匠課
H31.4入庁

秘書課
H4.4入庁

現在の業務について　　
　私は現在、意匠課に所属しています。主な業務内容は、意匠分野の国際協力
のため、「意匠五庁（ID5）会合」をはじめとする様々な国際会議の調整や、
意匠制度をより多くのユーザーに活用いただくため、制度普及に向けた施策検
討や企業ヒアリングなど、その他にも業務は多岐にわたります。それゆえ、担
当業務の枠を超えて上司の補佐をする機会も多々ありますが、いち早くキャッ
チアップできるよう、常にアンテナを高く張ることを心がけて業務に励んでい
ます。また、外部からの問い合わせも多数寄せられるため、的確な回答ができ
るよう、意匠制度全般に関する勉強も欠かせません。
　また私は、意匠課唯一の事務職の係員です。「自分が意匠課でできることは
何だろう？」と日々自問自答しながらも、和やかな雰囲気の中で楽しく仕事し
ています！

就職時に地方だからこそ苦労したこと、工夫したこと　
　金銭面・体力面などへの負担を考慮した結果、官庁合同説明会を除き、特許
庁の個別業務説明会には１回しか参加しませんでした。何度も参加することが
できない分、その1回で疑問点や不安を可能な限り解消できるよう、事前に質
問内容を十分に精査し、有意義な時間となるように心がけていました。 

学生に伝えたいメッセージ　
　公務員を志した当初は、地元に残るか、憧れの東京で就職するか非常に悩み
ました。最終的に特許庁志望を決意したのは、説明会に参加して職員の方々の
魅力ある人柄に触れ、「自分もこんな方々と一緒に仕事をしたい！」という思
いに衝き動かされたからです。22年間過ごした地元を離れる決断は決して簡単
ではありませんでしたが、入庁から3年が経過した今、その選択は間違ってい
なかった、と断言できます。
　特許庁は「アットホームな職場」とよく紹介されます。業務で多くの職員の
方々と関わる中で、それをより一層実感する毎日です。このパンフレットを通
して、就職という人生の大きな岐路に立っている皆さんに、特許庁の魅力が少
しでも伝われば嬉しいです。そして、数多ある選択肢から特許庁を選び、皆さ
んとお会いできる日を楽しみにしています！

現在の業務について　　
　私は普及支援課で中小企業支援施策の企画立案や運営業務を行っています。主
な業務内容としては、知財を活用して海外展開を行う中小企業を支援する補助金
事業の運営や、中小企業からのニーズを踏まえた新たな支援策作りなど、中小企
業が使いやすく有益な支援となるよう、日々事業を検討しています。係員という
立場ですが、自らの担当事業を運営するだけでなく、事業の改善点の検討や新事
業の制度作りなど、責任感を持って幅広く業務に携わることができるため、とき
には頭を悩ませながらもとてもやりがいのある業務に励んでいます。もちろん大
変なことも多々ありますが、先輩方があたたかく親切にサポートして下さるので、
充実した業務を行っています。 

就職時に東京を選んだ理由　
　大学進学を機に上京しましたが、就職活動の際は地元へ戻ることも視野に入れ
ていました。いろいろな説明会に参加していくなかで、専門性がありつつ国内外
問わず広い視点で仕事に携わることのできる特許庁で働いてみたいという思いが
強くなり、地元ではなく特許庁を選びました。

学生に伝えたいメッセージ　
　特許庁に入庁したいと思ったのは、明るく温かな職場の雰囲気に魅せられたか
らです。就職活動の際には他省庁の説明会に参加しましたが、どこか楽しそうに
業務に関われる、そんな雰囲気を特許庁には感じました。入庁後もそのイメージ
に変わりはなく、些細なことでも相談でき、気軽に話しかけてくださる諸先輩方、
困ったことも助け合える同期、サポートしてくれる後輩など、本当に温かい職場
であると実感しています。
　地元を離れて就職することに不安を感じている方もいるかもしれませんが、住
めば都、不便なく充実した生活を送っております。そしてなにより風通しのよい
職場でやりがいのある業務に携わることできます！特許庁で皆さんにお目にかか
れることを楽しみにしてます！

私が伝えたいこと　
　私は入庁以来、課の総合調整業務、契約業務、人事業務などのいわゆる管理
業務やバックオフィス業務と言われる業務を多く経験し、現在は会計課で庁の
経理や厚生管理業務の総括業務を行っています。こういった業務は、あまり目
立つことはありませんが、特許庁の政策や様々な業務が滞らないように調整を
したり、組織のガバナンス強化など特許行政を下支えする重要な業務だと感じ
ています。特許庁の事務職員が携わる業務には、他にも出願人や権利者と直接
関わる業務や政策立案や国際業務、システム関連業務など多種多様な業務があ
りますが、それぞれの重要な役割を担っているのでどの職場でもやりがいを感
じられると思います。また、各業務が連携しているので組織全体の一体感があ
ると思います。私が業務を行う上で意識していることは、働き方改革やコロナ
禍などで社会環境同様執務環境が大きく変化していく中で、上手くいっている
ものをどう維持していくのか、課題があることはどのように改善するかです。
特に課題の改善は、すぐに解決することは難しいですが、周りの話を良く聴い
て、良く話し合うことを意識して毎日取り組んでいます。

どのような人材に期待しているか　　
　皆さんは、学生時代にコロナ禍で今まで当たり前だったことができなかった
かも知れませんが、反対に常に工夫をして様々なことにチャレンジをされたの
ではないでしょうか。守らなくてはならないルールを踏まえた上で、前例に縛
られず様々なことを工夫すると言うのは、仕事の基本です。新たな視点で前向
きに仕事に取り組む意欲があって、多少の失敗にもめげない人とお互いを高め
て行きながら仕事したいと思っています。
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秘書課弁理士室
H23.4入庁

KAWAZOE Koichiro 

川添 康一郎

現在の業務について
　皆さんは「弁理士」と聞くと、どのような仕事を想像されますでしょうか？
　弁理士は特許庁の仕事と密接に関わる国家資格であり、弁理士になるために
は、まずは国家試験である「弁理士試験」に合格する必要があります。
　私は現在、この国家試験の運営に関わる業務に携わっております。試験運営業
務は特許庁の中でも少し特殊な仕事ですが、非常に責任の伴う重要な業務です。
　もちろん大変なことも多々ありますが、普段出会うことができない職業の
方々と一緒に仕事をする機会も多く、どのような場面でも勉強になることばか
りで、非常に貴重な経験をしております。

既卒者＆社会人経験者だからこそ出来たこと、工夫したこと
　新卒だからいい、既卒・社会人だからダメと考えるのではなく、既卒・社会
人だからこそという視点で自身の経験を武器にすることが大事だと考えます。
自身が経験してきたこと、多くの時間を費やしてきたことを突き詰めて考えて
みると、新卒時とは違った観点で話ができるのではないかと考えます。

既卒者＆社会人経験者にメッセージ！
　私が考える「仕事をする上で最も重要なこと」についてお伝えしたいと思い
ます。
　それは、どのような「人」と仕事をするかということです。人に恵まれてい
れば、楽しい仕事はさらに楽しく進めることができますし、たとえ、自分に向
いていない苦手な仕事であっても、周囲の人と協力しながら乗り越えることが
できると思います。逆に、人に恵まれていなければ、楽しい仕事でさえつまら
なく感じ、苦手な仕事はさらに苦痛に感じてしまいます。
　もし、皆さんが就職先を悩まれているのであれば、ぜひ、その組織の「人」
を見てください。こんな人たちと働いてみたい！と感じた場所で働くことがで
きれば、きっと、満足のいく結果が得られるのではないでしょうか。

現在の業務について
 　地域や中小企業を知財という側面からサポートする普及支援課に所属してい
ます。普及支援課では、補助金などの支援策の企画・運営をはじめ、「特許庁
の営業マン」とも言われる産業財産権専門官による全国各地の企業訪問や、セ
ミナー等を通じた制度や支援策の普及活動、全国9箇所に設置された知的財産
室との連携による各地域での産業財産権制度の推進、特許等の公報の発行や特
許庁図書館の運営等、知財の普及啓発を幅広く行っております。
　その中で私は、中小企業や地域経済と密接に関係している金融機関を対象に、
中小企業等の知的財産を活用したビジネス全体を評価した「知財ビジネス評価
書」等を提供して中小企業の知財活用促進を行う知財金融事業を担当しています。

既卒者＆社会人経験者だからこそ出来たこと、工夫したこと
　前職で身につけた業務経験を活かせる場面もありましたが、行政特有の手続
き等、初めてのことに戸惑うことも多くありました。ですので、入庁当初は１
年目の新鮮な気持ちで業務に取り組み、周りの先輩方に教えて頂きながら、多
くの事を吸収するように心がけていました。

既卒者＆社会人経験者にメッセージ！
　私が特許庁を目指すきっかけは説明会への参加でした。志望先を決めるため
に、いくつかの官公庁の説明会に参加しましたが、特許庁は職員同士の仲が良
く、職場の雰囲気がとてもいい印象でした。実際に入庁してみても説明会で感じ
たとおり、暖かい職場で素敵な先輩方がたくさんいらっしゃいます。人生の中で
多くの時間を過ごす職場ですので、皆さんも、まずは様々な官公庁や企業の説
明会等に足を運んで職場の雰囲気を感じて見ていただくことをお勧めします。
　また、転職される方は転職という大きな決断をしたうえで、仕事と公務員勉
強を両立する等、大変な時期もあると思いますが、悔いの無いように頑張って
ください。応援しています。皆さんの努力が実を結び、一緒に働ける日がくる
ことを楽しみにしております。

既卒者・社会人経験者か ら の メ ッ セ ー ジ

普及支援課
H28.10入庁

HASEGAWA Hiromi 

長谷川 博美

職員からのメッセージ ～多様な人材が活躍できる職場です～

──現在の業務内容を教えてください。
加茂　特許庁が行った処分が違法又は不当なとき、
国民は行政不服審査法による審査請求や訴訟により、
その処分の取消し等を求めることができます。私は
主に訴訟担当で、裁判所に出廷し、被告（国の代理
人）としての主張・立証等を行っています。

──大江さんとはどのように業務をしていますか？
加茂　班全体の業務状況を把握しながら、ひとつひ
とつの事件も丁寧に確認してくださるので、本当に
頼りにさせていただいています。お互いテレワーク
の日も多いですが、チャットやメールのちょっとし
た一言で気遣ってくださるので、心理的な不安もな
いです。

──班としての今後の目標
大江　特許庁の行った処分に問題が無かったかを中
立公正な立場で判断し、迅速な解決に導くこと、そ
して参考となりそうな判例に接したときは、担当課
室へ情報を共有して今後の審査業務に役立ててもら
うことです。

──加茂さんに期待することはなんですか？
大江　加茂さんは、私が1つアドバイスをすると、自
分で考えた改良案や、調査結果など豊富な選択肢を
示してくれ、頼りになるパートナーです。訴訟を通
じて法律知識もずいぶん増えましたし、未来のポス
トでもきっとこの経験が生かされると信じています。

座談会 上司×部下

審査第一部
調整課総括班

──現在の業務内容を教えてください。
中村　審査部に所属している非常勤職員の庶務業務、
並びに調達業務を行っています。具体的には、特許
審査調査員の採用から退職までの手続きや、調整課
で物品を購入したり役務の提供を受けたりするため
の会計課との手続きを行っています。

──業務のやりがいは？
中村　庶務業務や調達業務はいわゆる縁の下の力持
ちのような業務だと思っています。一つのミスが非
常勤職員の給与や特許庁で行われている事業に影響
するので、緊張感はありますが、課内の職員の業務
を支えている実感があり、日々やりがいを感じてい
ます。

──班としての今後の目標
二村　特許審査をめぐる環境が刻々と変わっていく
中において、特許審査の働き方を改革する執務室の
フリーアドレス、審査環境のペーパレス化を推進す
るデバイス導入など、業務の生産性・レジリエンス
向上を図る手段を整備します。

──中村さんに期待することはなんですか？
二村　思いやりの気持ち、前向きに意欲的に取り組
む姿勢、どれも素晴らしいと日々感じています。自
信がないそぶりを見せることが稀にありますが、全
くそんなことはありません！今後の益々の成長を期
待しています。

●上司：二村 彬　H18.4入庁（写真右）

●部下：中村 優貴　H31.4入庁（写真左）

総務部総務課
行政不服班
●上司：大江 摩弥子　H9.4入庁（写真右）

●部下：加茂 絢弓　 H28.4入庁（写真左）

OE Mayako

KAMO Ayami

FUTAMURA Akira

NAKAMURA Yuki
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秘書課弁理士室
H23.4入庁

KAWAZOE Koichiro 

川添 康一郎

現在の業務について
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既卒者＆社会人経験者だからこそ出来たこと、工夫したこと
　新卒だからいい、既卒・社会人だからダメと考えるのではなく、既卒・社会
人だからこそという視点で自身の経験を武器にすることが大事だと考えます。
自身が経験してきたこと、多くの時間を費やしてきたことを突き詰めて考えて
みると、新卒時とは違った観点で話ができるのではないかと考えます。

既卒者＆社会人経験者にメッセージ！
　私が考える「仕事をする上で最も重要なこと」についてお伝えしたいと思い
ます。
　それは、どのような「人」と仕事をするかということです。人に恵まれてい
れば、楽しい仕事はさらに楽しく進めることができますし、たとえ、自分に向
いていない苦手な仕事であっても、周囲の人と協力しながら乗り越えることが
できると思います。逆に、人に恵まれていなければ、楽しい仕事でさえつまら
なく感じ、苦手な仕事はさらに苦痛に感じてしまいます。
　もし、皆さんが就職先を悩まれているのであれば、ぜひ、その組織の「人」
を見てください。こんな人たちと働いてみたい！と感じた場所で働くことがで
きれば、きっと、満足のいく結果が得られるのではないでしょうか。

現在の業務について
 　地域や中小企業を知財という側面からサポートする普及支援課に所属してい
ます。普及支援課では、補助金などの支援策の企画・運営をはじめ、「特許庁
の営業マン」とも言われる産業財産権専門官による全国各地の企業訪問や、セ
ミナー等を通じた制度や支援策の普及活動、全国9箇所に設置された知的財産
室との連携による各地域での産業財産権制度の推進、特許等の公報の発行や特
許庁図書館の運営等、知財の普及啓発を幅広く行っております。
　その中で私は、中小企業や地域経済と密接に関係している金融機関を対象に、
中小企業等の知的財産を活用したビジネス全体を評価した「知財ビジネス評価
書」等を提供して中小企業の知財活用促進を行う知財金融事業を担当しています。

既卒者＆社会人経験者だからこそ出来たこと、工夫したこと
　前職で身につけた業務経験を活かせる場面もありましたが、行政特有の手続
き等、初めてのことに戸惑うことも多くありました。ですので、入庁当初は１
年目の新鮮な気持ちで業務に取り組み、周りの先輩方に教えて頂きながら、多
くの事を吸収するように心がけていました。

既卒者＆社会人経験者にメッセージ！
　私が特許庁を目指すきっかけは説明会への参加でした。志望先を決めるため
に、いくつかの官公庁の説明会に参加しましたが、特許庁は職員同士の仲が良
く、職場の雰囲気がとてもいい印象でした。実際に入庁してみても説明会で感じ
たとおり、暖かい職場で素敵な先輩方がたくさんいらっしゃいます。人生の中で
多くの時間を過ごす職場ですので、皆さんも、まずは様々な官公庁や企業の説
明会等に足を運んで職場の雰囲気を感じて見ていただくことをお勧めします。
　また、転職される方は転職という大きな決断をしたうえで、仕事と公務員勉
強を両立する等、大変な時期もあると思いますが、悔いの無いように頑張って
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──現在の業務内容を教えてください。
加茂　特許庁が行った処分が違法又は不当なとき、
国民は行政不服審査法による審査請求や訴訟により、
その処分の取消し等を求めることができます。私は
主に訴訟担当で、裁判所に出廷し、被告（国の代理
人）としての主張・立証等を行っています。

──大江さんとはどのように業務をしていますか？
加茂　班全体の業務状況を把握しながら、ひとつひ
とつの事件も丁寧に確認してくださるので、本当に
頼りにさせていただいています。お互いテレワーク
の日も多いですが、チャットやメールのちょっとし
た一言で気遣ってくださるので、心理的な不安もな
いです。

──班としての今後の目標
大江　特許庁の行った処分に問題が無かったかを中
立公正な立場で判断し、迅速な解決に導くこと、そ
して参考となりそうな判例に接したときは、担当課
室へ情報を共有して今後の審査業務に役立ててもら
うことです。

──加茂さんに期待することはなんですか？
大江　加茂さんは、私が1つアドバイスをすると、自
分で考えた改良案や、調査結果など豊富な選択肢を
示してくれ、頼りになるパートナーです。訴訟を通
じて法律知識もずいぶん増えましたし、未来のポス
トでもきっとこの経験が生かされると信じています。
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──現在の業務内容を教えてください。
中村　審査部に所属している非常勤職員の庶務業務、
並びに調達業務を行っています。具体的には、特許
審査調査員の採用から退職までの手続きや、調整課
で物品を購入したり役務の提供を受けたりするため
の会計課との手続きを行っています。

──業務のやりがいは？
中村　庶務業務や調達業務はいわゆる縁の下の力持
ちのような業務だと思っています。一つのミスが非
常勤職員の給与や特許庁で行われている事業に影響
するので、緊張感はありますが、課内の職員の業務
を支えている実感があり、日々やりがいを感じてい
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──班としての今後の目標
二村　特許審査をめぐる環境が刻々と変わっていく
中において、特許審査の働き方を改革する執務室の
フリーアドレス、審査環境のペーパレス化を推進す
るデバイス導入など、業務の生産性・レジリエンス
向上を図る手段を整備します。

──中村さんに期待することはなんですか？
二村　思いやりの気持ち、前向きに意欲的に取り組
む姿勢、どれも素晴らしいと日々感じています。自
信がないそぶりを見せることが稀にありますが、全
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総務部総務課
行政不服班
●上司：大江 摩弥子　H9.4入庁（写真右）

●部下：加茂 絢弓　 H28.4入庁（写真左）

OE Mayako

KAMO Ayami

FUTAMURA Akira

NAKAMURA Yuki
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情報技術統括室
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HIRAMATSU Miku

平松 未来
情報技術統括室
事務システム第１班
H30.4入庁

MORISUE Mei

森末 萌以

～情報技術統括室はミニ特許庁!?～
司会：情報技術統括室ってどんなところなのですか？
福岡：特許庁業務のシステムについて、色々な課室と一緒に、システム
をどう作ろうか・どう変えようか考えて、システムを作って、運用して
いる部署です。システムを通じて出願、方式審査、実体審査、審判など
多くの業務に関係し、特許庁業務全体の流れとともに仕事をするため
「ミニ特許庁」ですね。実際に、室内には庁内のそれぞれの部署のシス
テムを担当するチームがあって、特許庁全体がギュッと１つに集まって
いるようなイメージです。
平松：また、特許庁には事務職員500人以上が勤務するなかで、情報技
術統括室には1割近くが配属される部署になります！若手職員も非常に
多く、活気がありますよね。庁内の方からは「情シス」と略称されてい
ます！

～エンジニアではなくコンサルタント?!～
司会：具体的にはどんな業務をされているのですか？
福岡：先ほど「ミニ特許庁」であると紹介しましたが、実は、情報技術
統括室には、国際関連業務を担当するチームがあり、私はそのチームに
所属しています。「システム業務で国際！？」と思う方もいるかもしれ
ませんね。たとえば、各国知財庁での審査効率化につながるシステムの
整備や、出願人へのグローバルな情報提供サービスの整備に外国庁と一
緒に取り組む等、システム関連での国際業務はたくさんあります。また、
デジタル化があまり進んでいない途上国に対して、日本のITシステム構
築の経験を生かして、IT関連の支援を行うことも重要な仕事のひとつで
す。
森末：国際チームは日々各国とのやりとりに奮闘しながらもにぎやかな
雰囲気で楽しそうですよね！私はシステム開発室というチームに所属し
ておりまして、特許庁業務のシステムの管理・開発を担当しています。
まさに “情シスっぽい”ところだと思いますが、実際の業務としては、プ

ログラミング等のシステムエンジニア的な業務ではなく、システムを利
用している部署と、システムを製造する開発担当者をつなぐコンサル
ティング的な業務がメインです。ちなみに、私が担当しているのは、手
続書類を受理したり発送するためのシステムで、申請人と直接つながる
システムということもあり、やりがいを感じつつも緊張感を持って業務
に取り組んでいます。

～情シスは特許庁の心臓部?!～
司会：業務内容を聞いていても、手続や実務とシステムは深い関係があ
ると思います。
これまでの業務の経験や知識で役に立ったことはありますか？
森末：情シスに着任する前は、方式審査室という部署で、国内の出願書
類が法令等に定められた要件を満たしているかどうかを審査する業務に
携わっていました。システム検討をしていく上で大前提となる手続や制
度に関する知識を身につけることができたので、情シスに着任した直後
も業務の理解がスムーズでしたし、他の職員から手続について聞かれる
こともあり、自分だけでなく周りの方のお役にも立てているのではない
かと感じました。また、実際にシステムを利用する立場にいたおかげで、
色々な立場の視点から物事を捉えられているように思います。これまで
培った経験を随所で活かせており、取り組みがいのある業務だと感じて
います。
平松：私も国内の方式審査の経験はありましたが、担当しているのは国
際出願等に関するシステムで、方式審査の進め方もシステムの作りも全
くの別物でした。ただ国内の経験があったからこそ、システムの違いに
よる使いづらさを発見することが出来、業務の雰囲気を掴むことにもつ
ながっています。
また、出願から審査・審判に至るまでの全てのフローを動かす“心臓部”
としての役割が情シスにはあると思います。心臓が動くことによって血
液が流れていくように、システムが安全・正常に動くことによって、他
の業務を円滑に進めることが出来るからです。見方を変えれば、これま
での業務は全て心臓部の情シスの業務につながっていますし、逆もまた
然りです。情シスから次の部署へ異動した際にも、必ずこの経験が次の
業務につながってくると思うと、非常に楽しみです！

～アナログでも可能？～
司会：業務内容を聞いていると少しイメージが変わってきますね。
システム関係の知識が不可欠と思いがちでしたが、実際のところはいか
がでしょうか？
平松：もちろん業務の中でシステム用語等は使われますので必要となり
ますが、最初から持ち合わせている必要はありません！情シスでは豊富
に研修が用意されており、若手職員の勉強会等も自主的に行っておりま
すので、業務をしながらゆっくり学んでいくことが出来ます。
森末：実は大学の頃プログラミングの授業があったのですが、本当に
さっぱりで･･･笑。結局なにも身につかないまま、むしろ苦手意識を植
え付けて終わってしまいました。そんな私でも、充実した研修や教材の
おかげで知識を得ることができましたし、業務もこなせています。それ
に、情シスには気さくで優しい方がたくさんいらっしゃいますので、わ
からないことは積極的に周りに聞くなどして、日々助けてもらっていま
す。

～フラットな職場♪～
司会：職場の雰囲気を教えて下さい。
福岡：チームプレー！という雰囲気だと思います。室内には、事務職
員・技術職員といますが、その垣根を越えて、みんなで一緒に悩んで一
緒に解決していく、そんな職場だと思います。また、私は国際会合や途
上国協力に関する業務を担当していますが、係長・係員であってもメイ
ンで担当する議題を持ち、実際に会合においてもスピーカーとしてプレ
ゼンテーションをしたり、議論をリードしたりと、若手であっても大事
な役割を担います。それはシステム開発においても同様で、若手職員も
開発の一翼を担います。
平松：コロナの影響で色々と縮小はしてしまいましたが、ランチや飲み
会等業務外での交流も多く、和気あいあいと仕事の出来る環境が整って
います。上司部下との情報共有や班の垣根を越えた連携も大事になって
くる中で、そうした交流が意思疎通しやすい雰囲気作りを担っているの
ではないかと思います。

～チャレンジング★～
司会：思ったよりハードルが低く感じてきました！
実際、苦労している点、チャレンジしたエピソード、得たスキルがあれ
ば教えて下さい。
平松：現場の声を、実際プログラムを製造する業者へどのように伝える
のか、という点に苦労しています。そのためにも、実際にどのようにシ
ステムが利用されているのかシステムを使っている現場で見せてもらっ
たり、分からないことがあれば随時教えてもらいながら業務を行い、現
場の意向とシステムの解決策にズレが生じないよう日々精進しています。
福岡：途上国へのIT支援について、途上国のニーズを吸い上げて支援す
ることがもちろん大切なのですが、それと同時に、日本の出願人にとっ
ても利益となる途上国支援を実施したいと考えるようになり、それが私
にとってチャレンジのひとつでした。そのために、日本企業との意見交
換会を企画したり、これまでの特許庁人生で知り合った方々や現地で日
本企業をサポートする在外公館や政府系機関の方々にヒアリングしたり

しながら、支援方針を練っていきました。まだ道半ばですが、引き続き
チャレンジしていきたいですね。
森末：情シスでは、システム関連の知識はもとより、システムの基盤と
なる特許法令の勉強もできますし、契約にも携わるなど業務も多岐にわ
たりますので、本当に多くのことを学ぶことができます。また、情シス
の業務はコンサルティング的な部分がありますので、情報を正確に理解
し伝えるという能力を培うことができました。そういったスキルは一朝
一夕では身につけることができませんので、貴重な経験をさせていただ
けたと思います。

～スキルを活かす,ﾟ.:｡+ﾟ～
司会：そうした経験から得た知識やスキルを今後どのように生かしてい
きたいですか？
福岡：どんな部署に行っても、課題が存在していたり、知的財産に関す
るニーズの変化への対応が必要となったりで、チャレンジしなければな
らない場面があると思っています。そのような時に過去に課題を解決で
きた経験や知識があると、失敗を恐れずに困難に立ち向かうことができ
るのかなと思います。そのためにも、これは私のこれまでの反省と今後
への思いでもありますが、一見すると自分と関係なさそうな業務であっ
ても積極的に参加し、色々な経験を積んでいくことが大切なのかなと思
います。
森末：ミニ特許庁とも呼ばれる情シスで幅広い業務を経験したことで、
どの部署に行っても自分にできることはあるはずだと自信につながりま
した。今後も、培ったスキルをフルに発揮するとともに、多方面にアン
テナを張り広い視野で物事を見る姿勢を磨き、オールマイティに活躍で
きるゼネラリストを目指したいと思っています。

～メッセージ～
司会：特許庁に興味を持ち、本パンフレットを手にして下さった方々へ
メッセージがあればお願いします。
福岡：これからの新しいチャレンジに向かって頑張っている皆さんと一
緒に仕事ができることを楽しみにしています！一緒に笑いながら悩んで
くれて、一緒に達成感を味わってくれるような仲間を待ってます！ 
平松：公務員だけでも数ある選択肢があります。色々な経験はしたいけ
れど何か専門性を持ちたい、国民と直接接する仕事がしたいけれど制度
作りもしたい、というジレンマをかかえている方等にとって特許庁はと
ても良い職場かと思います。また、この記事を読む中で、特許庁の心臓
部となる情シスについて是非関心を持っていただければ幸いです！！
森末：公務員の就職活動は長期戦ですので、不安や迷う気持ちでいっぱ
いになることもあると思います。そういうときこそ、職員の生の声を聞
いてみてください。実際に働く人たちの声を聞くことで、将来のイメー
ジがつかみやすくなったり、職場の雰囲気を知ってそこで働きたいとい
う気持ちが強くなり、就職活動の原動力になると思います。特許庁では
たくさんの説明会が用意されていますので、是非いろいろ参加してみて
ください！

「情報」や「システム」と聞くと、
専門的なイメージがありますが、
実際はどうなのでしょうか。
その実態にせまりました！！
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情報技術統括室
事務システム第１班
H30.4入庁

MORISUE Mei

森末 萌以

～情報技術統括室はミニ特許庁!?～
司会：情報技術統括室ってどんなところなのですか？
福岡：特許庁業務のシステムについて、色々な課室と一緒に、システム
をどう作ろうか・どう変えようか考えて、システムを作って、運用して
いる部署です。システムを通じて出願、方式審査、実体審査、審判など
多くの業務に関係し、特許庁業務全体の流れとともに仕事をするため
「ミニ特許庁」ですね。実際に、室内には庁内のそれぞれの部署のシス
テムを担当するチームがあって、特許庁全体がギュッと１つに集まって
いるようなイメージです。
平松：また、特許庁には事務職員500人以上が勤務するなかで、情報技
術統括室には1割近くが配属される部署になります！若手職員も非常に
多く、活気がありますよね。庁内の方からは「情シス」と略称されてい
ます！

～エンジニアではなくコンサルタント?!～
司会：具体的にはどんな業務をされているのですか？
福岡：先ほど「ミニ特許庁」であると紹介しましたが、実は、情報技術
統括室には、国際関連業務を担当するチームがあり、私はそのチームに
所属しています。「システム業務で国際！？」と思う方もいるかもしれ
ませんね。たとえば、各国知財庁での審査効率化につながるシステムの
整備や、出願人へのグローバルな情報提供サービスの整備に外国庁と一
緒に取り組む等、システム関連での国際業務はたくさんあります。また、
デジタル化があまり進んでいない途上国に対して、日本のITシステム構
築の経験を生かして、IT関連の支援を行うことも重要な仕事のひとつで
す。
森末：国際チームは日々各国とのやりとりに奮闘しながらもにぎやかな
雰囲気で楽しそうですよね！私はシステム開発室というチームに所属し
ておりまして、特許庁業務のシステムの管理・開発を担当しています。
まさに “情シスっぽい”ところだと思いますが、実際の業務としては、プ

ログラミング等のシステムエンジニア的な業務ではなく、システムを利
用している部署と、システムを製造する開発担当者をつなぐコンサル
ティング的な業務がメインです。ちなみに、私が担当しているのは、手
続書類を受理したり発送するためのシステムで、申請人と直接つながる
システムということもあり、やりがいを感じつつも緊張感を持って業務
に取り組んでいます。

～情シスは特許庁の心臓部?!～
司会：業務内容を聞いていても、手続や実務とシステムは深い関係があ
ると思います。
これまでの業務の経験や知識で役に立ったことはありますか？
森末：情シスに着任する前は、方式審査室という部署で、国内の出願書
類が法令等に定められた要件を満たしているかどうかを審査する業務に
携わっていました。システム検討をしていく上で大前提となる手続や制
度に関する知識を身につけることができたので、情シスに着任した直後
も業務の理解がスムーズでしたし、他の職員から手続について聞かれる
こともあり、自分だけでなく周りの方のお役にも立てているのではない
かと感じました。また、実際にシステムを利用する立場にいたおかげで、
色々な立場の視点から物事を捉えられているように思います。これまで
培った経験を随所で活かせており、取り組みがいのある業務だと感じて
います。
平松：私も国内の方式審査の経験はありましたが、担当しているのは国
際出願等に関するシステムで、方式審査の進め方もシステムの作りも全
くの別物でした。ただ国内の経験があったからこそ、システムの違いに
よる使いづらさを発見することが出来、業務の雰囲気を掴むことにもつ
ながっています。
また、出願から審査・審判に至るまでの全てのフローを動かす“心臓部”
としての役割が情シスにはあると思います。心臓が動くことによって血
液が流れていくように、システムが安全・正常に動くことによって、他
の業務を円滑に進めることが出来るからです。見方を変えれば、これま
での業務は全て心臓部の情シスの業務につながっていますし、逆もまた
然りです。情シスから次の部署へ異動した際にも、必ずこの経験が次の
業務につながってくると思うと、非常に楽しみです！

～アナログでも可能？～
司会：業務内容を聞いていると少しイメージが変わってきますね。
システム関係の知識が不可欠と思いがちでしたが、実際のところはいか
がでしょうか？
平松：もちろん業務の中でシステム用語等は使われますので必要となり
ますが、最初から持ち合わせている必要はありません！情シスでは豊富
に研修が用意されており、若手職員の勉強会等も自主的に行っておりま
すので、業務をしながらゆっくり学んでいくことが出来ます。
森末：実は大学の頃プログラミングの授業があったのですが、本当に
さっぱりで･･･笑。結局なにも身につかないまま、むしろ苦手意識を植
え付けて終わってしまいました。そんな私でも、充実した研修や教材の
おかげで知識を得ることができましたし、業務もこなせています。それ
に、情シスには気さくで優しい方がたくさんいらっしゃいますので、わ
からないことは積極的に周りに聞くなどして、日々助けてもらっていま
す。

～フラットな職場♪～
司会：職場の雰囲気を教えて下さい。
福岡：チームプレー！という雰囲気だと思います。室内には、事務職
員・技術職員といますが、その垣根を越えて、みんなで一緒に悩んで一
緒に解決していく、そんな職場だと思います。また、私は国際会合や途
上国協力に関する業務を担当していますが、係長・係員であってもメイ
ンで担当する議題を持ち、実際に会合においてもスピーカーとしてプレ
ゼンテーションをしたり、議論をリードしたりと、若手であっても大事
な役割を担います。それはシステム開発においても同様で、若手職員も
開発の一翼を担います。
平松：コロナの影響で色々と縮小はしてしまいましたが、ランチや飲み
会等業務外での交流も多く、和気あいあいと仕事の出来る環境が整って
います。上司部下との情報共有や班の垣根を越えた連携も大事になって
くる中で、そうした交流が意思疎通しやすい雰囲気作りを担っているの
ではないかと思います。

～チャレンジング★～
司会：思ったよりハードルが低く感じてきました！
実際、苦労している点、チャレンジしたエピソード、得たスキルがあれ
ば教えて下さい。
平松：現場の声を、実際プログラムを製造する業者へどのように伝える
のか、という点に苦労しています。そのためにも、実際にどのようにシ
ステムが利用されているのかシステムを使っている現場で見せてもらっ
たり、分からないことがあれば随時教えてもらいながら業務を行い、現
場の意向とシステムの解決策にズレが生じないよう日々精進しています。
福岡：途上国へのIT支援について、途上国のニーズを吸い上げて支援す
ることがもちろん大切なのですが、それと同時に、日本の出願人にとっ
ても利益となる途上国支援を実施したいと考えるようになり、それが私
にとってチャレンジのひとつでした。そのために、日本企業との意見交
換会を企画したり、これまでの特許庁人生で知り合った方々や現地で日
本企業をサポートする在外公館や政府系機関の方々にヒアリングしたり

しながら、支援方針を練っていきました。まだ道半ばですが、引き続き
チャレンジしていきたいですね。
森末：情シスでは、システム関連の知識はもとより、システムの基盤と
なる特許法令の勉強もできますし、契約にも携わるなど業務も多岐にわ
たりますので、本当に多くのことを学ぶことができます。また、情シス
の業務はコンサルティング的な部分がありますので、情報を正確に理解
し伝えるという能力を培うことができました。そういったスキルは一朝
一夕では身につけることができませんので、貴重な経験をさせていただ
けたと思います。

～スキルを活かす,ﾟ.:｡+ﾟ～
司会：そうした経験から得た知識やスキルを今後どのように生かしてい
きたいですか？
福岡：どんな部署に行っても、課題が存在していたり、知的財産に関す
るニーズの変化への対応が必要となったりで、チャレンジしなければな
らない場面があると思っています。そのような時に過去に課題を解決で
きた経験や知識があると、失敗を恐れずに困難に立ち向かうことができ
るのかなと思います。そのためにも、これは私のこれまでの反省と今後
への思いでもありますが、一見すると自分と関係なさそうな業務であっ
ても積極的に参加し、色々な経験を積んでいくことが大切なのかなと思
います。
森末：ミニ特許庁とも呼ばれる情シスで幅広い業務を経験したことで、
どの部署に行っても自分にできることはあるはずだと自信につながりま
した。今後も、培ったスキルをフルに発揮するとともに、多方面にアン
テナを張り広い視野で物事を見る姿勢を磨き、オールマイティに活躍で
きるゼネラリストを目指したいと思っています。

～メッセージ～
司会：特許庁に興味を持ち、本パンフレットを手にして下さった方々へ
メッセージがあればお願いします。
福岡：これからの新しいチャレンジに向かって頑張っている皆さんと一
緒に仕事ができることを楽しみにしています！一緒に笑いながら悩んで
くれて、一緒に達成感を味わってくれるような仲間を待ってます！ 
平松：公務員だけでも数ある選択肢があります。色々な経験はしたいけ
れど何か専門性を持ちたい、国民と直接接する仕事がしたいけれど制度
作りもしたい、というジレンマをかかえている方等にとって特許庁はと
ても良い職場かと思います。また、この記事を読む中で、特許庁の心臓
部となる情シスについて是非関心を持っていただければ幸いです！！
森末：公務員の就職活動は長期戦ですので、不安や迷う気持ちでいっぱ
いになることもあると思います。そういうときこそ、職員の生の声を聞
いてみてください。実際に働く人たちの声を聞くことで、将来のイメー
ジがつかみやすくなったり、職場の雰囲気を知ってそこで働きたいとい
う気持ちが強くなり、就職活動の原動力になると思います。特許庁では
たくさんの説明会が用意されていますので、是非いろいろ参加してみて
ください！

「情報」や「システム」と聞くと、
専門的なイメージがありますが、
実際はどうなのでしょうか。
その実態にせまりました！！
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まず、“原課”とは何ですか。
近野：特許庁では、申請書類を受け付けて、書類を審査する各部
署を「原課」と呼んでいます。書式の審査だけでなく、ユーザー
からの問い合わせに答える機会も多く、ユーザーに近い“特許庁”
の窓口的な役割の部署です。
「原課でざいん研究会」発足の契機、ネーミングの由来を教えて
ください。
大日方：プログラミングの知識がある浦郷さんが作った「過去の
方式審査の内容（書類）を検索できるツール」を見て、ITツール
によって業務が改善でき、仕事の質が高められることに感激しま
した。原課の他の業務にも応用できる可能性を感じ、ITツールと
業務改善を組み合わせる動きを広げていきたいと思い、共感して
くれた同僚と活動を始めました。
近野：法令に基づき書類の審査をする原課の仕事は専門性が高い
ですが、決められたことをやっている面白みのない仕事というイ
メージを持たれることがあります。原課の職員が「こうすれば
もっとよくなるのに」と思っていることを形にして仕事の質を高
められたらイメージも変わりますし、さらに良い職場になると思
い、大日方さんに賛同しました。
海江田：これまでも業務改善の動きはありましたが、庁全体で取
り組んでいる「デザイン経営」も参考に、原課の業務改善を前に
進めようという思いが込められています。形式張らず”とりあえ
ずやってみる”という「ゆるい」感じは「でざいん」という言葉
に現れています。
具体的にどのような活動をされたのでしょうか。
大日方：審査業務課の若手職員から、業務改善のアイデアをヒア
リングし、すぐに着手できて、効果が見込めそうなことからス
タートしました。ITツールの作成に限らず、「電話で問い合わせ
を受けたときに、関連する情報が散らばっているのでホームペー
ジ記事を案内しづらい」という職員の声を受け、よく問い合わせ
を受ける手続のまとめ記事を作成しました。これを見れば、手続
のやり方全般が網羅できます！
海江田：「担当外の問い合わせの電話がかかってくることが多
い」との意見を受けて、手続の流れに沿った庁内の問い合わせ先
の一覧表を作成し、特許庁HPに掲載しました。ありそうでな
かった「手続の流れと問い合わせ先を組み合わせて一覧にする」

アイデアは、入庁５年目の職員の発案です。
高橋：私は国際意匠・商標出願室から参加しました。経済産業省
や関東経済産業局との意見交換を通じて、業務改善の事例やRPA
（ロボティック・プロセス・オートメーション）の導入の状況を
知る機会があり、ITツール導入の効果だけでなく課題も見えてき
て、特許庁にどう応用できるのかを検討したりしました。
近野：ITツールを作った「システムに詳しい人」が異動すると
ツールが使われなくなる心配があり、その維持が課題でした。そ
こで、若手をリクルートして、課内の人材育成も兼ねITツールを
作成するチームを組みました。「システムは作ってもらうもの」
だったのが、業務をやっている職員が自分たちが使うツールを作
ることには、大きな意味があると思います。
では、ここからは、ITツールを実際に作った「内製開発チーム」
に伺います。具体的にどのようなツールを作成したのですか。
浦郷：情報共有のための掲示板の開発を担当しました。方式審査
室はいくつか担当が分かれていますが、担当をまたいだ情報共有
があまりできていないという課題を解決したかったです。大きな
声では伝えにくいことでも、掲示板を使えば簡単に共有できます。 
橋元：過去の通知書を全文検索することができるツールを開発し
ました。方式審査で通知書を作成する際に前例を参考にしたいと
いう声が多く、職員が簡単に検索することができることを意識し
て開発しました。
片岡：私は、室内で紙管理している書類を電子化して、検索する
システムの開発を担当しました。分厚いファイルの中から紙の書
類は探しにくいので、書類を電子化し管理することで、検索がで
きるようになりました。
実際に作るのは難しそうですが、学生時代にIT関係の勉強をして
いたのですか。
浦郷：大学では、数学科で、プログラミングを用いた自然現象の
シュミレーションを専攻していたので、他の人に比べると知見は
ある方だと思います。
橋元：前職でJAVAを使ったプログラム開発を１年間していまし
た。ブランクもありましたし、プログラム言語は移り変わりが激
しく、プログラミングの記述方法を簡単にするライブラリなども
新しいものが出ていますので未経験と変わりないスタートでした
が。

片岡：私は、学生時代IT関係の勉強はまったくしたことがありま
せんでした。文系出身だったこともあり、ITは馴染みのないもの
でしたが、プログラミングに興味があったこともあり、未経験で
すがチームに参加させていただきました。
通常の業務もある中、内製ツールを開発するのは大変だったと思
いますが、どのような苦労がありましたか。
浦郷：プログラミングよりも、どのような業務課題があって、ど
うしたら解決できるか？を考えることが難しかったですが、方式
審査をやっている自分たちだからこそ気づくことができた視点を
生かして、仕事の中身を分析してツール開発をしたことで、業務
改善につながったと思います。
橋元：システムの開発は、職場のシステムを動かす環境の制約が
大きく、環境に起因するエラーでつまずくことがありました。環
境についての知識に乏しかったため、そのたびに浦郷さんに助け
てもらいました（笑）。
片岡：私はプログラミング等のIT関係の知識が全くなかったので、
通常の業務の傍ら、一から勉強することがとても大変でした。
課内や特許庁内からの反応はどうでしたか。
浦郷：課内でアンケートを実施したのですが、「審査が効率化で
きた！」「どれも非常に便利なツールだと感じており、今や方式
審査においてなくてはならない存在です。」といったご意見を多
くいただき、とてもやりがいを感じています。 
橋元：原課で作ることで同僚からの生の声をすぐに聞くことがで
きるのでモチベーションアップにもなります。「こうしたらもっ
と使いやすくなるのに」という改善提案も反映させることができ
ます。
片岡：「便利になった」と言っていただける機会が多いです。実
際にツールを使っている場面を間近で見ると、すごくうれしい気
持ちになれます。
海江田：まだ発足１年も経っていないのに、これだけのことがで
きたなんて、内製開発チームはすごいですよね！
入庁間もない職員からベテラン職員までメンバーの年齢が幅広い
ですが、どのように活動していたのですか。活動で心がけていた
ことはありますか。
海江田：皆「変えたい！」「やってみたい！」という思いは一つ
でしたので、活発に議論できました。若手からの新たな発想の提

案にはとても刺激を受けました。
浦郷：先輩・後輩の垣根なく、「この作業無駄じゃないか」と
いった率直な意見を出し合いながら、進めてきました。得意分野
が異なるメンバーが、うまく作用して有意義な活動ができたと感
じています。
近野：若い方だと重荷に感じる課内全体への説明や、課外との折
衝は、自分の役目と心得てやりました。有志で活動しているので
自由度もありますし、個々のメンバーに負担が集中しないように
心がけていました。

原課でざいん研究会の取り組みを通して得たことや、今後の野望
もあれば教えてください。
大日方：アイデアを思いつかない人でも「アイデアを叶える側」
で貢献できること、また、アイデアを叶えるために尽力すること
はワクワクすることを身をもって知ることができました。
高橋：業務改革は、しがらみもあって実際にはスムーズにいかな
いことも多いですが、いつもクールなみなさんが、熱く、原課で
ざいん研究会の活動に取り組んでいる姿を見ることができました
（笑）。
片岡：この取り組みを通じていろいろな事を得ることができまし
たが、一番は経験値だと思います。通常の業務がある中で、この
活動に対してすごい熱量を持って取り組んでいるかっこいい先輩
方の姿を見ながら一緒に取り組めたことは、すごくプラスの経験
になりました。
近野：審査業務課に限らず、原課全体で応用できる可能性を感じ
ました。情熱とアイデア、バックアップ体制さえ整っていれば、
前向きな取り組みはできると思うので、原課に「有志」を増やし
ていきたいです。
では、最後に、佐野審査業務課長からも一言お願いします。
佐野：一人ではできないアイデアが、原課でざいん研究会で実現
できたことは素晴らしいことだと思います。やり方を工夫して、
自分たちの仕事を良くしていくことに終わりはありません。一過
性で終わらない広がりのある取り組みになることを期待していま
す。

座
談
会

原課でざいん研究会
（今年こんなことを始めました。やってみました。）

事務職員の業務というと、「ルーティンが多いのかな？」と思う方も多いのではないでしょうか。

たしかに法令に則って決められた通りに行う業務もありますが、それだけではありません！

日々の業務の中で疑問に思ったこと、改善できると感じたことを、実際にITツール等を作って

効率化する取り組みをしている研究会のみなさまに、取り組み内容等を語ってもらいました。

近野 智香子 KONNO Chikako
審査業務課 H10.4入庁

大日方 由紀 OBINATA Yuki
審査業務課 H14.4入庁

海江田 聡美 KAIEDA Satomi
審査業務課 H15.4入庁

浦郷 諒 URAGO Ryo　　
審査業務課方式審査室 H28.4入庁

橋元 純也　HASHIMOTO Junya
審査業務課方式審査室 H31.4入庁

片岡 絃之介 KATAOKA Gennosuke
審査業務課方式審査室 R2.4入庁

高橋 憲治 TAKAHASHI Kenji
出願課国際意匠・商標出願室 H23.10入庁

（写真左より　海江田、橋元、大日方、片岡、近野、浦郷）

32



まず、“原課”とは何ですか。
近野：特許庁では、申請書類を受け付けて、書類を審査する各部
署を「原課」と呼んでいます。書式の審査だけでなく、ユーザー
からの問い合わせに答える機会も多く、ユーザーに近い“特許庁”
の窓口的な役割の部署です。
「原課でざいん研究会」発足の契機、ネーミングの由来を教えて
ください。
大日方：プログラミングの知識がある浦郷さんが作った「過去の
方式審査の内容（書類）を検索できるツール」を見て、ITツール
によって業務が改善でき、仕事の質が高められることに感激しま
した。原課の他の業務にも応用できる可能性を感じ、ITツールと
業務改善を組み合わせる動きを広げていきたいと思い、共感して
くれた同僚と活動を始めました。
近野：法令に基づき書類の審査をする原課の仕事は専門性が高い
ですが、決められたことをやっている面白みのない仕事というイ
メージを持たれることがあります。原課の職員が「こうすれば
もっとよくなるのに」と思っていることを形にして仕事の質を高
められたらイメージも変わりますし、さらに良い職場になると思
い、大日方さんに賛同しました。
海江田：これまでも業務改善の動きはありましたが、庁全体で取
り組んでいる「デザイン経営」も参考に、原課の業務改善を前に
進めようという思いが込められています。形式張らず”とりあえ
ずやってみる”という「ゆるい」感じは「でざいん」という言葉
に現れています。
具体的にどのような活動をされたのでしょうか。
大日方：審査業務課の若手職員から、業務改善のアイデアをヒア
リングし、すぐに着手できて、効果が見込めそうなことからス
タートしました。ITツールの作成に限らず、「電話で問い合わせ
を受けたときに、関連する情報が散らばっているのでホームペー
ジ記事を案内しづらい」という職員の声を受け、よく問い合わせ
を受ける手続のまとめ記事を作成しました。これを見れば、手続
のやり方全般が網羅できます！
海江田：「担当外の問い合わせの電話がかかってくることが多
い」との意見を受けて、手続の流れに沿った庁内の問い合わせ先
の一覧表を作成し、特許庁HPに掲載しました。ありそうでな
かった「手続の流れと問い合わせ先を組み合わせて一覧にする」

アイデアは、入庁５年目の職員の発案です。
高橋：私は国際意匠・商標出願室から参加しました。経済産業省
や関東経済産業局との意見交換を通じて、業務改善の事例やRPA
（ロボティック・プロセス・オートメーション）の導入の状況を
知る機会があり、ITツール導入の効果だけでなく課題も見えてき
て、特許庁にどう応用できるのかを検討したりしました。
近野：ITツールを作った「システムに詳しい人」が異動すると
ツールが使われなくなる心配があり、その維持が課題でした。そ
こで、若手をリクルートして、課内の人材育成も兼ねITツールを
作成するチームを組みました。「システムは作ってもらうもの」
だったのが、業務をやっている職員が自分たちが使うツールを作
ることには、大きな意味があると思います。
では、ここからは、ITツールを実際に作った「内製開発チーム」
に伺います。具体的にどのようなツールを作成したのですか。
浦郷：情報共有のための掲示板の開発を担当しました。方式審査
室はいくつか担当が分かれていますが、担当をまたいだ情報共有
があまりできていないという課題を解決したかったです。大きな
声では伝えにくいことでも、掲示板を使えば簡単に共有できます。 
橋元：過去の通知書を全文検索することができるツールを開発し
ました。方式審査で通知書を作成する際に前例を参考にしたいと
いう声が多く、職員が簡単に検索することができることを意識し
て開発しました。
片岡：私は、室内で紙管理している書類を電子化して、検索する
システムの開発を担当しました。分厚いファイルの中から紙の書
類は探しにくいので、書類を電子化し管理することで、検索がで
きるようになりました。
実際に作るのは難しそうですが、学生時代にIT関係の勉強をして
いたのですか。
浦郷：大学では、数学科で、プログラミングを用いた自然現象の
シュミレーションを専攻していたので、他の人に比べると知見は
ある方だと思います。
橋元：前職でJAVAを使ったプログラム開発を１年間していまし
た。ブランクもありましたし、プログラム言語は移り変わりが激
しく、プログラミングの記述方法を簡単にするライブラリなども
新しいものが出ていますので未経験と変わりないスタートでした
が。

片岡：私は、学生時代IT関係の勉強はまったくしたことがありま
せんでした。文系出身だったこともあり、ITは馴染みのないもの
でしたが、プログラミングに興味があったこともあり、未経験で
すがチームに参加させていただきました。
通常の業務もある中、内製ツールを開発するのは大変だったと思
いますが、どのような苦労がありましたか。
浦郷：プログラミングよりも、どのような業務課題があって、ど
うしたら解決できるか？を考えることが難しかったですが、方式
審査をやっている自分たちだからこそ気づくことができた視点を
生かして、仕事の中身を分析してツール開発をしたことで、業務
改善につながったと思います。
橋元：システムの開発は、職場のシステムを動かす環境の制約が
大きく、環境に起因するエラーでつまずくことがありました。環
境についての知識に乏しかったため、そのたびに浦郷さんに助け
てもらいました（笑）。
片岡：私はプログラミング等のIT関係の知識が全くなかったので、
通常の業務の傍ら、一から勉強することがとても大変でした。
課内や特許庁内からの反応はどうでしたか。
浦郷：課内でアンケートを実施したのですが、「審査が効率化で
きた！」「どれも非常に便利なツールだと感じており、今や方式
審査においてなくてはならない存在です。」といったご意見を多
くいただき、とてもやりがいを感じています。 
橋元：原課で作ることで同僚からの生の声をすぐに聞くことがで
きるのでモチベーションアップにもなります。「こうしたらもっ
と使いやすくなるのに」という改善提案も反映させることができ
ます。
片岡：「便利になった」と言っていただける機会が多いです。実
際にツールを使っている場面を間近で見ると、すごくうれしい気
持ちになれます。
海江田：まだ発足１年も経っていないのに、これだけのことがで
きたなんて、内製開発チームはすごいですよね！
入庁間もない職員からベテラン職員までメンバーの年齢が幅広い
ですが、どのように活動していたのですか。活動で心がけていた
ことはありますか。
海江田：皆「変えたい！」「やってみたい！」という思いは一つ
でしたので、活発に議論できました。若手からの新たな発想の提

案にはとても刺激を受けました。
浦郷：先輩・後輩の垣根なく、「この作業無駄じゃないか」と
いった率直な意見を出し合いながら、進めてきました。得意分野
が異なるメンバーが、うまく作用して有意義な活動ができたと感
じています。
近野：若い方だと重荷に感じる課内全体への説明や、課外との折
衝は、自分の役目と心得てやりました。有志で活動しているので
自由度もありますし、個々のメンバーに負担が集中しないように
心がけていました。

原課でざいん研究会の取り組みを通して得たことや、今後の野望
もあれば教えてください。
大日方：アイデアを思いつかない人でも「アイデアを叶える側」
で貢献できること、また、アイデアを叶えるために尽力すること
はワクワクすることを身をもって知ることができました。
高橋：業務改革は、しがらみもあって実際にはスムーズにいかな
いことも多いですが、いつもクールなみなさんが、熱く、原課で
ざいん研究会の活動に取り組んでいる姿を見ることができました
（笑）。
片岡：この取り組みを通じていろいろな事を得ることができまし
たが、一番は経験値だと思います。通常の業務がある中で、この
活動に対してすごい熱量を持って取り組んでいるかっこいい先輩
方の姿を見ながら一緒に取り組めたことは、すごくプラスの経験
になりました。
近野：審査業務課に限らず、原課全体で応用できる可能性を感じ
ました。情熱とアイデア、バックアップ体制さえ整っていれば、
前向きな取り組みはできると思うので、原課に「有志」を増やし
ていきたいです。
では、最後に、佐野審査業務課長からも一言お願いします。
佐野：一人ではできないアイデアが、原課でざいん研究会で実現
できたことは素晴らしいことだと思います。やり方を工夫して、
自分たちの仕事を良くしていくことに終わりはありません。一過
性で終わらない広がりのある取り組みになることを期待していま
す。

座
談
会

原課でざいん研究会
（今年こんなことを始めました。やってみました。）

事務職員の業務というと、「ルーティンが多いのかな？」と思う方も多いのではないでしょうか。

たしかに法令に則って決められた通りに行う業務もありますが、それだけではありません！

日々の業務の中で疑問に思ったこと、改善できると感じたことを、実際にITツール等を作って

効率化する取り組みをしている研究会のみなさまに、取り組み内容等を語ってもらいました。

近野 智香子 KONNO Chikako
審査業務課 H10.4入庁

大日方 由紀 OBINATA Yuki
審査業務課 H14.4入庁

海江田 聡美 KAIEDA Satomi
審査業務課 H15.4入庁

浦郷 諒 URAGO Ryo　　
審査業務課方式審査室 H28.4入庁

橋元 純也　HASHIMOTO Junya
審査業務課方式審査室 H31.4入庁

片岡 絃之介 KATAOKA Gennosuke
審査業務課方式審査室 R2.4入庁

高橋 憲治 TAKAHASHI Kenji
出願課国際意匠・商標出願室 H23.10入庁

（写真左より　海江田、橋元、大日方、片岡、近野、浦郷）
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１年目職員からのメッセージ
これからの日本を支える明るい力
入庁間もない１年目職員に、現在の業務について、志望動機、学生時代のこと etc…
リアルな心境を語ってもらいました。

―現在の業務内容は？
秘書課の給与班にて、職員の給与・賞与や初任給決定等に関する業務を行っています。職員1人1人の
生活に直接関わる業務のため責任を感じますが、先輩方に支えていただき日々やりがいを感じながら
業務にあたっています。

―学生時代に熱中していたことは？
サッカーに全力で取り組んでいました。高校まではプレーヤーとして、大学からは小学生のサッカー
チームのコーチとして日々頑張っていました。様々な年代の方とふれあうことができ、視野を広げる
ことができました。

―職場の雰囲気はどうですか？
穏やかで親切な方が多い印象です。皆さん明るく相談しやすい雰囲気であるため、業務上の不明点も
質問しやすく安心して働くことができています。これからも様々な知識を身につけ、前向きに働くこ
とができると感じています。

秘書課
R4.4入庁

IIJIMA Kyosuke   

飯島 恭介

―現在の業務内容は？ 
弁理士試験という、国家試験を運営する仕事をしています。弁理士試験が何事もなく行えるよう、上
司とたくさん相談をしながら、日々業務にあたっています。プレッシャーもありますが、その分国家
公務員ならではの責任ある仕事をしていると思います。

―なぜ特許庁に決めたのか？
特許庁は、価値あるアイデアを保護するだけでなく、活用するということにも重きを置いています。
それが、前向きで素敵な省庁だと思ったことがきっかけです。また、説明会などでお会いする先輩方
が優しい方ばかりで、こんな所で働きたいと思いました。

―筆記試験や面接試験の対策は？ 
筆記試験は、過去問や模試を解いた後、間違えた問題を集めて貼り、何を間違えたか書き込んだ「間
違いノート」を作りました。面接試験は通っていた予備校の友達と毎日練習をして、エピソードに対
する質問をもらうなど、面接に慣れることを意識していました。

秘書課
R3.10入庁

KUNISADA Tomoka   

國貞 朋花

―現在の業務内容は？
庁内のとりまとめや、関係者間の調整業務等に携わっています。そのため、各課室の役割を正確に把
握することの大切さを痛感しているところです。スピード感を持って業務をこなしていけるよう、優
しい先輩方のご指導の下、日々奮闘しています！

―なぜ特許庁に決めたのか？
商品のイメージやブランド力を高める知的財産権の権利化・活用促進に、多方面から貢献できる点に
魅力を感じました。また、職員の方々の人柄に触れた中で、チームワークを発揮して働く充実感を、
この方々の下で味わいたいと強く感じたことも理由の一つです。

―学生時代に熱中していたことは？
大学で所属していたジャグリングサークルでの活動です。学園祭における他サークルとのコラボイベ
ントや、小学生向けの体験イベントへの参加を通して、多くの方々と交流しました。人とのつながり
の中で、何かを作り上げていくことに達成感を覚えました！

総務課
R4.4入庁

TADA Keika     

多田 啓花

―現在の業務内容は？
特許庁におけるすべての歳入を電子システム上で管理する業務に携わっています。様々な種類の歳入
を誤りなく管理しなければならないので責任を感じますが、視野を広げることもできるので、とても
やりがいを感じています！

―筆記試験や面接試験の対策は？
筆記試験では配点の高い専門科目を重点的に対策し、教養科目は平均点程度を目指しました。また、
公務員試験を突破しても官庁訪問があるため、面接対策も重要です。早めに自己分析や志望官庁の説
明会に参加するとよいと思います。

―職場の雰囲気はどうですか？
会計課は若手が多く、業務上の質問はもちろん、プライベートなことも色々と相談しやすい雰囲気で
す。職員間の仲が良く、楽しく仕事ができる職場なので、今後も安心して働けると感じています。会計課

R3.10入庁

KAWANO Yuki     

川野 雄貴

―現在の業務内容は？ 
知財動向班の1年目係員として、国内外の特許の出願動向や注目分野の先端技術に関する調査を行っ
ています。起業家や経営者、研究者の皆様が進みやすい道を切り拓くため、外注先の方々と協力し、
最適な報告書ができるよう、日々励んでいます。

―筆記試験や面接試験の対策は？ 
私は周りに比べ、試験対策を始めるのが遅く、また独学であったため、常に不安と戦っていました。
しかし、そんな時に背中を押してくれたのが、大学でのそれまでの勉強でした。皆さんも、大学での
学びに自信を持っていただければと思います！

―就活生へメッセージ！
「公務員」と一口に言っても、省庁・自治体が1つ変われば、組織の色はまったくといっていいほど
異なります。これは民間企業においても同様のことです。ぜひ、多くの組織に触れてみてください。
そんなことができるのも、就活生の特権です！応援しています！

企画調査課
R4.4入庁

AOYAGI Naoki  

青柳 直希

―現在の業務内容は？
中小企業が海外で出願をする際に掛かる費用の一部を補助する補助金や、海外で知的財産に関するト
ラブルに巻き込まれた際に費用を補助する補助金など中小企業の知財に関する海外展開を支援してい
ます！

―なぜ特許庁に決めたのか？
他省庁の官庁訪問をしたり他の公務員の採用面接試験なども受けましたが、一番面接官が笑顔で話を
聞いてくれたのが特許庁だったからです。「いい人が多い」という話は就活市場ではよく聞きますが、
個人的には特許庁の面接が一番そう感じました。

―就活生へメッセージ！
特許庁気になるけど専門知識がなくてやっていけるかな･･･と心配になるかもしれませんが、教えて
くれる先輩も多く、知識ゼロで入った私でもサポートしてくださりやっていけているので安心してく
ださい！特許庁で待っています。

普及支援課
R3.10入庁

KATAGAI Yuna    

片貝 優奈

―現在の業務内容は？ 
全国９カ所にある経済産業局等に設置されている知的財産室と連絡調整し、中小企業支援や地域振興
に関する施策を実施しています。また、知的財産権制度説明会（実務者向け）の動画作成などの業務
に従事しています。

―なぜ特許庁に決めたのか？
職員の方々の人柄です。説明会に参加した際に、他省庁にはない職員の方々の魅力を感じました。ま
た、知的財産の保護、活用を通じて経済を活性化させていくという前向きな業務内容にも関心を持ち
ました。

―筆記試験や面接試験の対策は？ 
筆記試験の私の対策は同じ問題集を何度も繰り返し、基本的な問題を取りこぼさないようにすること
です。面接試験では、笑顔で明るく、面接官の方との会話を楽しむような感覚で取り組むことを意識
していました。

普及支援課
R4.4入庁

TAKATAMA Miho  

高玉 美穂

―現在の業務内容は？
新興国における日本企業のグローバル展開を支援するため、新興国の知的財産行政関係者等を対象と
する招へい研修を実施し、日本の知財システムの普及と浸透を図るお手伝いをしています。

―職場の雰囲気はどうですか？
あたたかな雰囲気です。業務を行うなかでわからないことがあると、周りの先輩方が声をかけて、優
しく教えてくださいます。お昼になるとランチに誘っていただいたり、職場の雰囲気はとても良いと
思います。

―就活生へメッセージ！
公務員試験は辛くて長い道のりだと思いますが、努力は必ず報われます。体調に気をつけながら頑
張ってください。皆さんのことを心から応援しています！国際協力課

R4.4入庁

KOBAYASHI Suzu    

小林 すず
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１年目職員からのメッセージ
これからの日本を支える明るい力
入庁間もない１年目職員に、現在の業務について、志望動機、学生時代のこと etc…
リアルな心境を語ってもらいました。

―現在の業務内容は？
秘書課の給与班にて、職員の給与・賞与や初任給決定等に関する業務を行っています。職員1人1人の
生活に直接関わる業務のため責任を感じますが、先輩方に支えていただき日々やりがいを感じながら
業務にあたっています。

―学生時代に熱中していたことは？
サッカーに全力で取り組んでいました。高校まではプレーヤーとして、大学からは小学生のサッカー
チームのコーチとして日々頑張っていました。様々な年代の方とふれあうことができ、視野を広げる
ことができました。

―職場の雰囲気はどうですか？
穏やかで親切な方が多い印象です。皆さん明るく相談しやすい雰囲気であるため、業務上の不明点も
質問しやすく安心して働くことができています。これからも様々な知識を身につけ、前向きに働くこ
とができると感じています。

秘書課
R4.4入庁

IIJIMA Kyosuke   

飯島 恭介

―現在の業務内容は？ 
弁理士試験という、国家試験を運営する仕事をしています。弁理士試験が何事もなく行えるよう、上
司とたくさん相談をしながら、日々業務にあたっています。プレッシャーもありますが、その分国家
公務員ならではの責任ある仕事をしていると思います。

―なぜ特許庁に決めたのか？
特許庁は、価値あるアイデアを保護するだけでなく、活用するということにも重きを置いています。
それが、前向きで素敵な省庁だと思ったことがきっかけです。また、説明会などでお会いする先輩方
が優しい方ばかりで、こんな所で働きたいと思いました。

―筆記試験や面接試験の対策は？ 
筆記試験は、過去問や模試を解いた後、間違えた問題を集めて貼り、何を間違えたか書き込んだ「間
違いノート」を作りました。面接試験は通っていた予備校の友達と毎日練習をして、エピソードに対
する質問をもらうなど、面接に慣れることを意識していました。

秘書課
R3.10入庁

KUNISADA Tomoka   

國貞 朋花

―現在の業務内容は？
庁内のとりまとめや、関係者間の調整業務等に携わっています。そのため、各課室の役割を正確に把
握することの大切さを痛感しているところです。スピード感を持って業務をこなしていけるよう、優
しい先輩方のご指導の下、日々奮闘しています！

―なぜ特許庁に決めたのか？
商品のイメージやブランド力を高める知的財産権の権利化・活用促進に、多方面から貢献できる点に
魅力を感じました。また、職員の方々の人柄に触れた中で、チームワークを発揮して働く充実感を、
この方々の下で味わいたいと強く感じたことも理由の一つです。

―学生時代に熱中していたことは？
大学で所属していたジャグリングサークルでの活動です。学園祭における他サークルとのコラボイベ
ントや、小学生向けの体験イベントへの参加を通して、多くの方々と交流しました。人とのつながり
の中で、何かを作り上げていくことに達成感を覚えました！

総務課
R4.4入庁

TADA Keika     

多田 啓花

―現在の業務内容は？
特許庁におけるすべての歳入を電子システム上で管理する業務に携わっています。様々な種類の歳入
を誤りなく管理しなければならないので責任を感じますが、視野を広げることもできるので、とても
やりがいを感じています！

―筆記試験や面接試験の対策は？
筆記試験では配点の高い専門科目を重点的に対策し、教養科目は平均点程度を目指しました。また、
公務員試験を突破しても官庁訪問があるため、面接対策も重要です。早めに自己分析や志望官庁の説
明会に参加するとよいと思います。

―職場の雰囲気はどうですか？
会計課は若手が多く、業務上の質問はもちろん、プライベートなことも色々と相談しやすい雰囲気で
す。職員間の仲が良く、楽しく仕事ができる職場なので、今後も安心して働けると感じています。会計課

R3.10入庁

KAWANO Yuki     

川野 雄貴

―現在の業務内容は？ 
知財動向班の1年目係員として、国内外の特許の出願動向や注目分野の先端技術に関する調査を行っ
ています。起業家や経営者、研究者の皆様が進みやすい道を切り拓くため、外注先の方々と協力し、
最適な報告書ができるよう、日々励んでいます。

―筆記試験や面接試験の対策は？ 
私は周りに比べ、試験対策を始めるのが遅く、また独学であったため、常に不安と戦っていました。
しかし、そんな時に背中を押してくれたのが、大学でのそれまでの勉強でした。皆さんも、大学での
学びに自信を持っていただければと思います！

―就活生へメッセージ！
「公務員」と一口に言っても、省庁・自治体が1つ変われば、組織の色はまったくといっていいほど
異なります。これは民間企業においても同様のことです。ぜひ、多くの組織に触れてみてください。
そんなことができるのも、就活生の特権です！応援しています！

企画調査課
R4.4入庁

AOYAGI Naoki  

青柳 直希

―現在の業務内容は？
中小企業が海外で出願をする際に掛かる費用の一部を補助する補助金や、海外で知的財産に関するト
ラブルに巻き込まれた際に費用を補助する補助金など中小企業の知財に関する海外展開を支援してい
ます！

―なぜ特許庁に決めたのか？
他省庁の官庁訪問をしたり他の公務員の採用面接試験なども受けましたが、一番面接官が笑顔で話を
聞いてくれたのが特許庁だったからです。「いい人が多い」という話は就活市場ではよく聞きますが、
個人的には特許庁の面接が一番そう感じました。

―就活生へメッセージ！
特許庁気になるけど専門知識がなくてやっていけるかな･･･と心配になるかもしれませんが、教えて
くれる先輩も多く、知識ゼロで入った私でもサポートしてくださりやっていけているので安心してく
ださい！特許庁で待っています。

普及支援課
R3.10入庁

KATAGAI Yuna    

片貝 優奈

―現在の業務内容は？ 
全国９カ所にある経済産業局等に設置されている知的財産室と連絡調整し、中小企業支援や地域振興
に関する施策を実施しています。また、知的財産権制度説明会（実務者向け）の動画作成などの業務
に従事しています。

―なぜ特許庁に決めたのか？
職員の方々の人柄です。説明会に参加した際に、他省庁にはない職員の方々の魅力を感じました。ま
た、知的財産の保護、活用を通じて経済を活性化させていくという前向きな業務内容にも関心を持ち
ました。

―筆記試験や面接試験の対策は？ 
筆記試験の私の対策は同じ問題集を何度も繰り返し、基本的な問題を取りこぼさないようにすること
です。面接試験では、笑顔で明るく、面接官の方との会話を楽しむような感覚で取り組むことを意識
していました。

普及支援課
R4.4入庁

TAKATAMA Miho  

高玉 美穂

―現在の業務内容は？
新興国における日本企業のグローバル展開を支援するため、新興国の知的財産行政関係者等を対象と
する招へい研修を実施し、日本の知財システムの普及と浸透を図るお手伝いをしています。

―職場の雰囲気はどうですか？
あたたかな雰囲気です。業務を行うなかでわからないことがあると、周りの先輩方が声をかけて、優
しく教えてくださいます。お昼になるとランチに誘っていただいたり、職場の雰囲気はとても良いと
思います。

―就活生へメッセージ！
公務員試験は辛くて長い道のりだと思いますが、努力は必ず報われます。体調に気をつけながら頑
張ってください。皆さんのことを心から応援しています！国際協力課

R4.4入庁

KOBAYASHI Suzu    

小林 すず
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入庁２年目の事務職員11名にアンケートを行いました！

退庁後や休日の過ごし方
●評価の高いラーメン屋巡り　●ゲーム　●筋トレ　●スポーツ観戦
●家族・友人とのお出かけ　●家で動画・アニメ鑑賞、読書　●自炊
●パン屋巡り 

若手職員へのアンケート

Q1 Q2

その他

4

千葉県

3

Q3 出身地を教えてください。 通勤時間を教えてください。Q4

99

１時間半以内

２２

１時間以内
神奈川

２２

※その他：群馬、三重、秋田、宮城
　　　　　

平均退庁時間を教えて下さい。
また、退庁後や休日の過ごし方を教えて
ください。

年間有休取得日数を
教えてください。

～18時

５

～19時

５

７～11日

5
12日～

6

20時～

1

茨城

２

―現在の業務内容は？
総括班・庶務班を兼任のため、出願件数の統計取得から物品の管理、審査業務課に所属されてい
る方の庶務手続まで、幅広い業務を担当しています。他課との重要な連絡を行うことも多く、自分の
役割を感じながら業務に取り組むことができています。

―なぜ特許庁に決めたのか？
大学で受けた知的財産権に関する講義が、特許庁に関心を持ったきっかけでした。知的財産権を扱う
ことの面白さを感じるとともに、日本の持続的な成長に不可欠なファクターである知財に関わりたい
と思うようになり、特許庁を選択しました。

―就活生へメッセージ！
試験があるためどうしても勉強に集中してしまいがちですが、なにより重要なのは自分に合った職場
を見つけることだと思います。説明会などに積極的に参加して、視野を広げることにも是非注力して
みてください！応援しています！！

審査業務課
R4.4入庁

FUKUHARA Takuma    

福原 拓馬

―現在の業務内容は？ 
特許審査に関する業務・施策の企画、立案やその実施のための連絡調整を行っています。事務官だけ
ではなく、審査官の方とも関わる機会が多い部署なので貴重な経験をさせていただいています。

―筆記試験や面接試験の対策は？ 
筆記試験は、1月から同じ過去問集を繰り返し解き、頭にたたき込みました。面接は、筆記試験が終
わってから大学のキャリアセンターを利用して、重点的に受け答えなどを確認し、集中して面接試験
に備えました。

―就活生へメッセージ！
先行き不安で毎日大変だと思いますが、必ず終わりが来ますし、自分の志望するところから内定をも
らえた時の喜びは大きいと思います。公務員試験は長期戦なので、無理をしすぎず、リフレッシュす
る時間を必ずとって、頑張ってください！応援しています。調整課

R4.4入庁

SHIGYO Momoka 

執行 百香

―現在の業務内容は？
特許審査に必要となる先行技術調査について、登録調査機関（外部機関）への発注から納品に至るま
での業務を担当しています。特許審査に直結する仕事なので、日々責任感を持ちながら取り組んでい
ます。

―なぜ特許庁に決めたのか？
アルバイト先が模倣品被害にあったことをきっかけに、知財保護の大切さを実感しました。特許庁に
は知財戦略の普及を通して企業を支援する体制があることを知り、知財を通じて企業活動を支えたい
と考え、特許庁に決めました。

―職場の雰囲気はどうですか？
新入職員の私を優しく気にかけてくださり、質問や相談もしやすい雰囲気です。まだ業務で分からな
いことも多いですが、丁寧に教えてくださいます。一人ひとりが仕事に集中しつつ、お互いに助け合
う環境があると実感しました。

調整課
審査推進室
R4.4入庁

MATSUI Minami  

松井 みなみ

―現在の業務内容は？ 
総括班に所属し審判部内の調整等の業務を行っています。具体的には、産業財産権に関する審判事件
の手続き等を行う調査員の方々への諸連絡や名簿管理、INPITに対して出張面接統計というデータを
集計して送付する業務等を行っています。

―なぜ特許庁に決めたのか？
多くの企業を支えていきたいという思いがあり、その手段として産業を前に進めていくことができる
産業財産権制度に魅力を感じ、興味を持ちました。そして、説明会や座談会等で関わった職員の方々
の人柄が入庁の決め手となりました。

―職場の雰囲気はどうですか？
気さくな方が多く、穏やかな雰囲気だと思います。まだ右も左も分からない日々ですが、分からない
ことについて質問すると、いやな顔をせず丁寧に教えてくださるのでとても質問がしやすいです。安
心しながら仕事に取り組ませていただいています。

審判課
R4.4入庁

HASEGAWA Takuto   

長谷川 拓人
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入庁２年目の事務職員11名にアンケートを行いました！

退庁後や休日の過ごし方
●評価の高いラーメン屋巡り　●ゲーム　●筋トレ　●スポーツ観戦
●家族・友人とのお出かけ　●家で動画・アニメ鑑賞、読書　●自炊
●パン屋巡り 

若手職員へのアンケート

Q1 Q2

その他

4

千葉県

3

Q3 出身地を教えてください。 通勤時間を教えてください。Q4

99

１時間半以内

２２

１時間以内
神奈川

２２

※その他：群馬、三重、秋田、宮城
　　　　　

平均退庁時間を教えて下さい。
また、退庁後や休日の過ごし方を教えて
ください。

年間有休取得日数を
教えてください。

～18時

５

～19時

５

７～11日

5
12日～

6

20時～

1

茨城

２

―現在の業務内容は？
総括班・庶務班を兼任のため、出願件数の統計取得から物品の管理、審査業務課に所属されてい
る方の庶務手続まで、幅広い業務を担当しています。他課との重要な連絡を行うことも多く、自分の
役割を感じながら業務に取り組むことができています。

―なぜ特許庁に決めたのか？
大学で受けた知的財産権に関する講義が、特許庁に関心を持ったきっかけでした。知的財産権を扱う
ことの面白さを感じるとともに、日本の持続的な成長に不可欠なファクターである知財に関わりたい
と思うようになり、特許庁を選択しました。

―就活生へメッセージ！
試験があるためどうしても勉強に集中してしまいがちですが、なにより重要なのは自分に合った職場
を見つけることだと思います。説明会などに積極的に参加して、視野を広げることにも是非注力して
みてください！応援しています！！

審査業務課
R4.4入庁

FUKUHARA Takuma    

福原 拓馬

―現在の業務内容は？ 
特許審査に関する業務・施策の企画、立案やその実施のための連絡調整を行っています。事務官だけ
ではなく、審査官の方とも関わる機会が多い部署なので貴重な経験をさせていただいています。

―筆記試験や面接試験の対策は？ 
筆記試験は、1月から同じ過去問集を繰り返し解き、頭にたたき込みました。面接は、筆記試験が終
わってから大学のキャリアセンターを利用して、重点的に受け答えなどを確認し、集中して面接試験
に備えました。

―就活生へメッセージ！
先行き不安で毎日大変だと思いますが、必ず終わりが来ますし、自分の志望するところから内定をも
らえた時の喜びは大きいと思います。公務員試験は長期戦なので、無理をしすぎず、リフレッシュす
る時間を必ずとって、頑張ってください！応援しています。調整課

R4.4入庁

SHIGYO Momoka 

執行 百香

―現在の業務内容は？
特許審査に必要となる先行技術調査について、登録調査機関（外部機関）への発注から納品に至るま
での業務を担当しています。特許審査に直結する仕事なので、日々責任感を持ちながら取り組んでい
ます。

―なぜ特許庁に決めたのか？
アルバイト先が模倣品被害にあったことをきっかけに、知財保護の大切さを実感しました。特許庁に
は知財戦略の普及を通して企業を支援する体制があることを知り、知財を通じて企業活動を支えたい
と考え、特許庁に決めました。

―職場の雰囲気はどうですか？
新入職員の私を優しく気にかけてくださり、質問や相談もしやすい雰囲気です。まだ業務で分からな
いことも多いですが、丁寧に教えてくださいます。一人ひとりが仕事に集中しつつ、お互いに助け合
う環境があると実感しました。

調整課
審査推進室
R4.4入庁

MATSUI Minami  

松井 みなみ

―現在の業務内容は？ 
総括班に所属し審判部内の調整等の業務を行っています。具体的には、産業財産権に関する審判事件
の手続き等を行う調査員の方々への諸連絡や名簿管理、INPITに対して出張面接統計というデータを
集計して送付する業務等を行っています。

―なぜ特許庁に決めたのか？
多くの企業を支えていきたいという思いがあり、その手段として産業を前に進めていくことができる
産業財産権制度に魅力を感じ、興味を持ちました。そして、説明会や座談会等で関わった職員の方々
の人柄が入庁の決め手となりました。

―職場の雰囲気はどうですか？
気さくな方が多く、穏やかな雰囲気だと思います。まだ右も左も分からない日々ですが、分からない
ことについて質問すると、いやな顔をせず丁寧に教えてくださるのでとても質問がしやすいです。安
心しながら仕事に取り組ませていただいています。

審判課
R4.4入庁

HASEGAWA Takuto   

長谷川 拓人
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採用後の処遇 （令和4年4月1日現在）

    
給 与

各 種 手 当

採 用 実 績

採用担当者からメッセージ

勤 務 時 間 ・ 休 暇 等

行政職俸給表（一） 1級25号俸　218,640円一般職試験（大卒程度試験）

（ ）内は女性数（内数）

●期末手当・勤勉手当（いわゆるボーナス）：1年間に俸給等の約4.3月分
●住居手当：借家（賃貸のアパート等）に住んでいる者等に、月額最高28,000円
●通勤手当：交通機関を利用している者等に、1箇月当たり最高55,000円
●扶養手当：扶養親族のある者に、配偶者（月額6,500円）、子（月額10,000～15,000円）等

●勤務時間：
●休　　暇：

原則として、1日7時間45分で、土・日曜日及び祝日等は休みです。
年20日の年次休暇（4月1日採用の場合、採用の年は15日）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・出産・忌引）
及び介護休暇があります。

　本年は総勢64名にも及ぶ事務職員からのメッセージを掲載しました
が、特許庁の業務内容や魅力、アットホームな職場の雰囲気がしっか
りと伝わったでしょうか。
　1885年の専売特許条例が公布されてから本年で137年となります。
　このように国の機関として歴史ある特許庁ですが、知財制度を通じ
た産業発展への貢献という基本理念の基、時代や国内外の社会情勢の
変化、技術の発展等に柔軟に対応するため、ユーザー目線で業務に取
り組んでおり、事務職員も知的財産に係る中小・ベンチャー支援や法
制度の企画立案、また、地方から海外まで、多様な業務を経験しなが
ら知的財産のスペシャリストとしての自分を高めていくことができる
環境が整っています。
　我々は、皆さんとお互いに協力し合いながら、共に次の世代の我が
国の産業・経済の発展のために取り組んでいきたいと考えています。
　多くの皆さんが、特許庁の事務職員を目指してくれることを楽しみ
にしています。

このパンフレットを手にとってくださった皆さん！このパンフレットを手にとってくださった皆さん！

※上記に加え、本府省業務調整手当があわせて支給される。

12（7）

令和4年度

11（4）

30年度 31年度 令和２年度

22（12）

令和３年度

19（7）17（7）

Q5 住居形態を教えてください。 Q6
参加してよかった
イベントを教えて
ください。

入庁してからのギャップを教えてください。
●若手でも積極的に仕事を任せてくれる。
●同期の話を聞いた限りでも多様な業務がある。
●自分とは違う部署の方とも多く交流がある。
●国際課以外でも国際的な仕事に携われる部署がたくさんある。
●良い意味で公務員感がない。
●メンター制度があり、気軽に相談出来る環境がある。

Q8
改めて思う事務職員の魅力を教えてください。
●職場だけの関係ではなく、プライベートでも遊べる先輩に出会えたり、人間関係も充実していること。
●一口に特許行政と言っても非常に多彩な業務があり想像以上にバリエーションに富んだ業務があった。
●ユーザーに感謝される機会が多い。
●新人でも重要な業務を任される。
●１年目から裁量のある仕事を任せてもらえる。
●新人でも大きな仕事に挑戦でき、達成感を得られる。

Q9

●知的財産の保護という、将来性のある前向きな業務に魅力を感じたから。
●個別業務説明会の際に対応くださった職員さんの雰囲気がよく、一緒に働きたいと感じたから。
●前職で特許に関わりがあったから。
●特許行政への興味とユーザーフレンドリーに共感したため。
●業務説明会を通じて、職場の雰囲気に惹かれたから。
●職員の人柄が合うと思ったから。
●知財に関する仕事に興味があったから。

Q7 特許庁の志望動機を教えてください。

筆記試験や面接前にやっておいて良かったことがあれば教えてください。
●筆記試験について、苦手科目をカバーできるようになるべく捨て科目を作らず勉強した。
●面接やESを誰かに見て貰うこと、面接練習をとにかく何度も受けて場数を踏むこと。
●勉強仲間を見つけること。
●たくさん説明会に参加して組織のイメージを掴み、本当に働きたいと思える職場を見つけること。
●面接前の期間で、自分の言葉で話すよう意識付けしていたこと。
●民間企業の説明会や面接に行き、就活生としての服装・雰囲気や面接対策を学んだ。

Q10

実　家

36％

一人暮らし

55％55％

その他

9％9％ 個別業務説明会

座談会

少人数説明会
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採用後の処遇 （令和4年4月1日現在）

    
給与

各種手当

採用実績

採用担当者からメッセージ

勤務時間・休暇等

行政職俸給表（一） 1級25号俸　218,640円一般職試験（大卒程度試験）

（ ）内は女性数（内数）

●期末手当・勤勉手当（いわゆるボーナス）：1年間に俸給等の約4.3月分
●住居手当：借家（賃貸のアパート等）に住んでいる者等に、月額最高28,000円
●通勤手当：交通機関を利用している者等に、1箇月当たり最高55,000円
●扶養手当：扶養親族のある者に、配偶者（月額6,500円）、子（月額10,000～15,000円）等

●勤務時間：
●休　　暇：

原則として、1日7時間45分で、土・日曜日及び祝日等は休みです。
年20日の年次休暇（4月1日採用の場合、採用の年は15日）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・出産・忌引）
及び介護休暇があります。

　本年は総勢64名にも及ぶ事務職員からのメッセージを掲載しました
が、特許庁の業務内容や魅力、アットホームな職場の雰囲気がしっか
りと伝わったでしょうか。
　1885年の専売特許条例が公布されてから本年で137年となります。
　このように国の機関として歴史ある特許庁ですが、知財制度を通じ
た産業発展への貢献という基本理念の基、時代や国内外の社会情勢の
変化、技術の発展等に柔軟に対応するため、ユーザー目線で業務に取
り組んでおり、事務職員も知的財産に係る中小・ベンチャー支援や法
制度の企画立案、また、地方から海外まで、多様な業務を経験しなが
ら知的財産のスペシャリストとしての自分を高めていくことができる
環境が整っています。
　我々は、皆さんとお互いに協力し合いながら、共に次の世代の我が
国の産業・経済の発展のために取り組んでいきたいと考えています。
　多くの皆さんが、特許庁の事務職員を目指してくれることを楽しみ
にしています。

このパンフレットを手にとってくださった皆さん！このパンフレットを手にとってくださった皆さん！

※上記に加え、本府省業務調整手当があわせて支給される。
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令和4年度

11（4）

30年度 31年度 令和２年度

22（12）

令和３年度

19（7）17（7）

Q5 住居形態を教えてください。 Q6
参加してよかった
イベントを教えて
ください。

入庁してからのギャップを教えてください。
●若手でも積極的に仕事を任せてくれる。
●同期の話を聞いた限りでも多様な業務がある。
●自分とは違う部署の方とも多く交流がある。
●国際課以外でも国際的な仕事に携われる部署がたくさんある。
●良い意味で公務員感がない。
●メンター制度があり、気軽に相談出来る環境がある。

Q8
改めて思う事務職員の魅力を教えてください。
●職場だけの関係ではなく、プライベートでも遊べる先輩に出会えたり、人間関係も充実していること。
●一口に特許行政と言っても非常に多彩な業務があり想像以上にバリエーションに富んだ業務があった。
●ユーザーに感謝される機会が多い。
●新人でも重要な業務を任される。
●１年目から裁量のある仕事を任せてもらえる。
●新人でも大きな仕事に挑戦でき、達成感を得られる。

Q9

●知的財産の保護という、将来性のある前向きな業務に魅力を感じたから。
●個別業務説明会の際に対応くださった職員さんの雰囲気がよく、一緒に働きたいと感じたから。
●前職で特許に関わりがあったから。
●特許行政への興味とユーザーフレンドリーに共感したため。
●業務説明会を通じて、職場の雰囲気に惹かれたから。
●職員の人柄が合うと思ったから。
●知財に関する仕事に興味があったから。

Q7 特許庁の志望動機を教えてください。

筆記試験や面接前にやっておいて良かったことがあれば教えてください。
●筆記試験について、苦手科目をカバーできるようになるべく捨て科目を作らず勉強した。
●面接やESを誰かに見て貰うこと、面接練習をとにかく何度も受けて場数を踏むこと。
●勉強仲間を見つけること。
●たくさん説明会に参加して組織のイメージを掴み、本当に働きたいと思える職場を見つけること。
●面接前の期間で、自分の言葉で話すよう意識付けしていたこと。
●民間企業の説明会や面接に行き、就活生としての服装・雰囲気や面接対策を学んだ。

Q10

実　家

36％

一人暮らし

55％55％

その他

9％9％ 個別業務説明会

座談会

少人数説明会

39
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特許庁本庁舎

JTビル
（審判部）

経済産業省別館
（審判部）

新虎通り

虎ノ門ヒルズ

●丸ノ内線・千代田線・日比谷線／
　霞ケ関駅（出口A-13番）より徒歩5分
●丸ノ内線・千代田線／国会議事堂前駅（出口3番）より徒歩5分
●銀座線／虎ノ門駅（出口5番）より徒歩3分
●南北線・銀座線／溜池山王駅（出口8番）より徒歩3分

経済産業省 特許庁

〒100-8915　東京都千代田区霞が関3-4-3
連絡先／総務部秘書課任用班

TEL.03-3581-1101（内）2016
TEL.03-3581-2767（直通）
https://www.jpo.go.jp/
PA0120@jpo.go.jp

採用情報はこちらから
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/jimu/index.html

採 用 案 内

事務職員
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