
私たち特人厚職員が
ご紹介します！

令和５年１月１５日

２３区合同説明会資料
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• 特別区人事・厚生事務組合について（約１０分）

組織の概要や特色、主な所属などをご紹介します

• 【座談会】先輩職員との意見交換（約４０分）

若手の先輩職員に現在の仕事の感想、職場の雰囲気

などを説明しながら、皆様と意見交換や質疑応答を

通して、特人厚の魅力をお伝えします。
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• 職員数（令和4年4月1日時点）
270人

• 庁舎の場所
千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館

特人厚のプロフィール

「飯田橋駅」から徒歩２分
の21階建てのビルです

アクセスが良くて
通勤しやすいです！
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• 特別区職員研修所
千代田区九段北1-1-4

特人厚のプロフィール

特別区職員研修所は、
令和４年１０月に秋葉原から

九段下の新たな建物へ移転しました

特別区職員研修所

九段下駅の
目の前です！
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特人厚（特別区人事・厚生事務組合）とは？

特人厚と２３区（特別区）は、どちらも地方自治法に基づく「特別地方公共団体」で、

働いている職員は同じ特別区職員です

特人厚は地方自治法に定められる「一部事務組合」という組織です

「一部事務組合」とは、設立団体（特人厚だと２３区）が

事務の一部を共同で処理するために設置する団体です

※ 同じ言葉ですが、労働組合の「組合」とは異なります

特
人
厚 区役所
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事務の共同処理とは？

類似の業務を特人厚が集中的、専門的に行うことで、効率的で安定的な事務の運営

につなげています

区民生活 まちづくり子育て

特人厚

人事と厚生に係る事務の一部を２３区が
協力・連携して処理するために設置

防災

特別区（２３区）

環境

人事に関する事務 厚生に関する事務

人事 厚生
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特人厚の特色 その①

• 多様な人材が集まる組織
２３区や都から多くの職員が特人厚に派遣され、一緒に協力して仕事

を行っています

44%56%

職員構成

固有職員 派遣職員

職員数２７０人（令和４年４月１日時点）
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多様な価値観や経験を持つ、色々な区の職員と一緒に

働くことのできる組織です



特人厚の特色 その②

• ２３区を支える組織
「２３区全体の視野をもち、企画・調整する仕事」や「区民のために働く

特別区職員を支える仕事」、「生活困窮者等のため２３区の厚生関係施設を設
置・管理する仕事」などを行う、縁の下の力持ちです。

特別区人事
委員会事務局

特別区職員
互助組合

人事企画部／
教育委員会事務局 法務部 厚生部

特別区職員
研修所

Ｅｔｃ...
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２３区の職員の人事・給与に関する制度を企画、検討しています

２３区は相互に協力し、人事制度を円滑に運営するために
任用（採用・昇任など）や給与に関して「共通の基準」を定めており、そ
の基準の企画・立案等を担っています

また、人事企画部では特人厚の教育委員会事務局としての業務も担ってお
り、特別区立幼稚園教員の採用・昇任選考、研修等を行っています
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２３区から依頼を受け、訴訟事件に関する事務を行っています

２３区からの係争のおそれのある事件等に関する相談に対して、法的な
面からのアドバイスをしています
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生活上の支援を必要とする方や生活に困窮している方のため、厚生関係施
設を設置し、管理・運営や入所にあたっての調整等を行っています

厚生関係施設は、「更生施設」「宿所提供施設」「宿泊所」の３種類があ
り、各施設の目的に沿って様々な支援や居室の提供を行っています

また、路上生活者の方を適切な支援につなげたり、地域生活への移行を支
援する事業を東京都と共同で行っています
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２３区の職員が参加する共同研修を企画、実施しています

新規採用、係長や管理職など、それぞれの役職に必要な知識の習得と
能力の向上を図る「職層研修」
戸籍・税務など地方自治体特有の業務について学ぶ「専門研修」
子ども家庭福祉分野に必要な知識やスキルを身につける「児童相談所
関連研修」など、多彩な研修メニューを取り揃えています

共同研修を通じて、２３区の人材育成を支え、より良い区民サービス
の提供に貢献しています
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「人事委員会」とは、民主的かつ能率的な人事行政を保障する専門的な
人事行政機関で、特別区人事委員会は全国で唯一、自治体が連合して設
置しています

特別区職員の採用試験・選考等の任用事務のほか、全職員の給与をはじ
めとした勤務条件について２３区長と区議会に行う勧告（いわゆる「人
事委員会勧告」）事務、各区が職員に対して行った不利益処分について
審査請求があった時の対応等の事務を行っています
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２３区及び一部事務組合の職員を組合員として、職員の相互共済及び福
利のための事業を担う組織です

組合員は約６７，０００人で、そのスケールメリットを最大限生かした
事業の運営を行っています

組合員向けの保険や会員制施設の提供をはじめとした生活支援、職員相
談など、職員のライフサイクルに応じた様々なメニューを提供していま
す
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「特別区長会」は、特別区間の連携を図り、特別区政の円滑な運営と特
別区の自治の進展に資するため、特別区23区長が組織する団体です

特別区長会事務局は、特別区長会会長の命を受け、特別区に共通する課
題についての連絡調整・調査研究、特別区の自治の進展を図るために必
要な施策の立案・推進等を行っています

他にも公益財団法人特別区協議会と共同し、23区を含めた全国各地域と
の共存共栄を目的とした「特別区全国連携プロジェクト」や都内62市区
町村と連携し、「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」等の事業を実
施しています
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特人厚で実際に働く先輩の
現在行っている仕事の内容や、特人厚で働く中での魅

力、やりがいなどについて紹介します。
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先輩職員の近況

当組合を志望したきっかけ

今の仕事のやりがい

成長したこと(よかったこと)

前職では市役所職員として約１０年間働き、
経験者採用で入庁しました。当組合が担う２
３区の共同処理事務を通じて、一つの組織や
地域内だけでなく、特別区全体に働きかけ、
区職員の職務環境及び区民生活を支えること
ができる業務内容に魅力を感じ、当組合を志
望しました。

現在は、組織内の法規担当事務（条例・規
則等の制定・改廃等）、公印管理、郵便・文
書交換便業務等に携わっています。
各所管部署と相談しながら業務の根拠とな

る条例・規則等を形にできたときは、大きな
達成感とやりがいを感じます。

当組合は、他団体に比べると小規模な職
場であるため、上司や先輩職員との距離が
近く、様々な場面において周囲と相談しな
がら協力し合える組織風土があります。そ
のため、一個人で仕事を抱えたり判断した
りせず、職場内での「報・連・相」を通じ
て、組織的な対応を行うことを、より一層
大切にするようになりました。

所属 :総務部 総務課 文書係

ある１日の流れ

5:30
起床。子供がいるため、朝食の準備や家事をこなしながら急い
で身支度をする。子供の保育園への送迎は妻にお願い。

7:00 自宅出発。始発電車のため、座ってのんびり時間を過ごす。

8:20
登庁。パソコンを起動し、１日のスケジュールの確認やメール
のチェックを行う。

8:30
始業。月曜日なので、土日の新聞を１階のポストに取りに行き、
各所属に仕分ける。

9:00
委託業者に本日分の文書交換便をお渡しして、都庁配送セン
ターと職員研修所に文書を届けていただく。

10:30 郵便局から各種郵便物が届くので、各所属に仕分ける。

11:00
文書交換便の委託業者が都庁配送センターと職員研修所から受
け取った当組合宛ての文書を持って帰ってくるので、各所属へ
仕分ける。

12:00
昼食。勤務先である飯田橋周辺でランチ。飯田橋は美味しい飲
食店が多く、お店の新規開拓が楽しいです。

14:00
他所属から条例改正の相談があったので、別室で打ち合わせ。
係内で意見を出し合い、改正案文の確認・修正等を行う。

16:00 翌日の文書交換便の準備を行い、地下書庫の点検を行う。

17:15
翌日のスケジュールを確認して退庁。退庁後はまっすぐ帰宅し、
家族との時間を過ごしています。
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先輩職員の近況

当組合を志望したきっかけ

今の仕事のやりがい

成長したこと(よかったこと)

もともと、人のためになり、さらに幅広い
分野のことができる公務員を志望していまし
た。中でも特人厚は、研修所や人事委員会な
ど、人材育成や人事制度について広く深く取
り組めることに魅力を感じました。

毎月、無事に職員の給与(総額約１億円！)
が振り込まれると、ほっと一安心します。
子育てをしながら働いているのですが、子ど
もに関する急な休みにも対応できるよう、ス
ケジュール管理を意識したり、こまめに業務
の進捗記録をつけたりしています。

責任感を持てたことです。特人厚では、若
手であっても組織の中の重要な仕事を任せて
もらえることがあります。プレッシャーに感
じることもありますが、一方で自分の成長に
つながるチャンスだと思っています。

所属 :総務部 総務課 人事係

ある１日の流れ

6:15 起床。朝からバタバタと準備をする。

7:20
娘(小学生)をスクールバスのバス停までお見送り。
バスが発車すると、私はそのまま職場へ。

8:10 庁舎到着。コーヒーを飲み一息つく。

8:30
始業。各所属の先月の超過勤務実績を表にまとめる。
超過勤務が多い職場を係長に報告する。

10:30 来月引越し予定の職員に、手続きを説明する。

11:00 係内打合せ。今週の係員の業務を共有する。

12:00 昼食。リフレッシュコーナーで同年代の職員と一緒に食べる。

13:00

給与計算をする。仮計算をし、
・引っ越した職員の通勤手当の精算ができているか
・子どもが生まれた職員の扶養手当が支給されているか
・超過勤務手当が正しい額か 等
をもう一人の職員とダブルチェックする。

15:00
ダブルチェックが終了し、給与支給データを確定させる。
給与支払に必要な書類を作成する。

16:15
部分休業のため、退庁。息子(保育園)のお迎えに行く。
(一部残った業務はもう一人の職員に引き継ぎます。)
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先輩職員の近況

当組合を志望したきっかけ

今の仕事のやりがい

成長したこと(よかったこと)

特別区人事・厚生事務組合では、２３区そ
れぞれではなく特別区全体に貢献できる働き
ができるところに興味を持ち志望しました。
また、さまざまな区からきている派遣職員

の方と働ける環境にも魅力を感じました。

現在は、（公財）特別区協議会の企画・財
政の面から法人運営に携わっています。協議
会全体のお金の流れに携わるので、協議会の
事業内容を広く知ることができることがやり
がいだと感じています。

協議会の企画・財政に携わっているため、
協議会の様々な部署と調整をする機会が多く
あります。そのため、他部署の方とのやり取
りの中で様々な意見を伺うことができ、日々
刺激を受けながら業務を行えます。

所属 :総務部 企画財政課

ある１日の流れ

6:00 起床

7:00 自宅出発、好きな音楽を聴きながら過ごす。

8:10 登庁、１日のスケジュール、メールの確認をする。

8:30
始業、各所属からの支払伝票の審査及び支払期限に留
意しながら銀行取次を行う。

9:30
各所属にヒアリングを行い、実績等確認しながら予算
査定及び予算内示資料の作成をする。

11:00 例月監査のため、月報の作成を行う。

12:00 昼食、同期と月１定例ランチで近況報告をする。

13:00 経営会議の準備及び運営を行う。

15:00 議事録の作成及び欠席者に会議資料の送付を行う。

16:00
税理士からの会計処理についての質問に関して回答を
作成する。

17:15 翌日にやることをメモして退庁する。
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先輩職員の近況

当組合を志望したきっかけ

今の仕事のやりがい

成長したこと(よかったこと)

私は、住民に寄り添う仕事をしたいと考え
ていたので、公務員を第一志望にしていまし
た。また、特人厚は２３区全体の制度を作成
したりと、23区に影響を与える業務があ
り、そのような２３区を俯瞰する仕事に携わ
りたいと考え当組合を志望しました。

私は月に一回、２３区の人事課長さんが集ま
る会議を担当しています。今後導入される可能
性がある案件を扱うため、緊張感のある会議と
なっております。このように人事業務を検討す
る場に携わることは貴重であり、やりがいを感
じています。
また、庶務担当のため部署全員とお話しする

機会があり、感謝の言葉をいただくととてもや
りがいを感じます。

日々特別区職員として働いている中で、２３
区の理解が深まってきています。理解が深まる
と同時に自分が育ち働いている特別区の役に立
ちたいという気持ちが大きくなっています。
また、庶務業務は期限内に細かい仕事を行う

必要がありますが、こなすうちに自ら計画を立
て実行していく力がついたと感じます。

所属 :人事企画部 調査課 総括班

ある１日の流れ

6:30 起床

7:30 家を出る。電車内では漫画を読む。

8:15
職場に到着。一番最初にメールのチェック。
一日の流れ、午後に予定している会議資料の確認をす
る。

9:00 会議室の設営、資料の準備を上司と行う。

10:00
契約資料の作成、消耗品の支出書類の作成。
抜け漏れが起きないように確認を怠らない。

12:00
お昼休憩。居酒屋ランチがお気に入り。サラダから食
べるよう心掛ける。

13:00 契約簿の四半期報告準備をする。

14:00 会議に参加する２３区人事課長の出席確認をする。

14:30
会議開始。滞りなく会議が進むように運営補助をする。
会議内容をメモし情報を整理する。

16:30 会議終了。会場の片付けをして明日の準備を行う。

17:15 退勤。
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先輩職員の近況

当組合を志望したきっかけ

今の仕事のやりがい

成長したこと(よかったこと)

転職前に人事の仕事をしていたため、経験が
活かせると思い、興味を持ったのが最初のきっ
かけです。最終的に、自身の業務が特別区の利
益に直結している点、各区から職員の派遣を受
けており、様々な人と交流ができる点、他区と
比較して職員規模が小さいため職員の顔が見え
やすく、少数精鋭で責任のある仕事ができる点
に魅力を感じ、志望しました。

厚生関係施設の管理・運営に関する事務や歳
入事務を行っています。施設の利用者は各区の
福祉事務所から入所依頼を受けた区民の方々で
す。生活困窮等様々な理由で入所する利用者が
安心・安全な地域生活に戻れるよう、施設の管
理・運営状況を確認し、評価を行っています。
利用者の人生だけでなく、各区にも影響のある
業務で責任を感じますが、やりがいも同時に感
じています。

民間企業と異なり、どのような仕事も条例や
規則等様々な法的根拠に基づいて存在している
ため、自身の業務を何故やるのか、法的根拠と
結び付けて考える視点が身に付きました。
また、歳入事務については各処理毎にスケ

ジュールがあるので、先を見据え、計画的にや
り遂げる力が身に付きました。

所属 :厚生部 厚生管理課

ある１日の流れ
6:00 ・起床 朝の情報番組を見ながら身支度。

6:40 ・出発 通勤中はスマホでニュースを読む。

7:50 ・登庁 早めに到着し朝食を食べる。

8:30 ・始業 メールや今日のやることを確認。

9:00
・各施設の職員配置について確認（月初）
異動や採用等、職員の入れ替わりがあれば、
職員配置一覧を更新し、部内に共有する。

10:00
・歳入事務①
各施設から送られてきた計算書類をもとに
金額を確認し、納入通知書を作成・発送。

12:00
・昼休み
持参したお弁当を自席で食べる。天気が良い日は
職場近辺を散策。

13:00

・歳入事務②
各施設の利用者に負担していただく負担金に
ついて計算。負担金の積算根拠が不明な場合
は施設担当者や福祉事務所に確認する。

15:00
・各施設の管理・運営状況調査の準備
調査票の読み込みや質問事項の洗い出しを行う。

17:15 ・退庁 翌日のやることを確認し、退庁。
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先輩職員の近況

当組合を志望したきっかけ

今の仕事のやりがい

成長したこと(よかったこと)

私は二十三区全体の奉仕者だからこそでき
る経験や仕事に魅力を感じました。様々な区
の人と関わることができ自己の視野を広げた
いと思ったことや二十三区全体に関わるよう
な仕事がしたいと思い当組合を志望しました。

◆共同研修を通じて多くの区と関わることがで
き、二十三区全体に貢献することができる。

◆入庁一年目から研修の企画から実施までを担
え様々なことを経験することができる。
◆自己の担当している研修で研修生から「役に
立った」、「所内で共有させていただきま
す」等の声をもらった際に大きな達成感を得
ることができる。

◆研修を企画し実施することを通じて、２３
区のニーズを把握し、研修を企画すること

◆研修終了後までのスケジュールを立てて着
実にやり遂げること

◆職員同時で協力し合って行うことの重要性
等を習得することができました。

所属 :特別区職員研修所 管理課

ある１日の流れ

6:00 起床。身支度し、朝食を食べる。

7:00 自宅出発。電車の中では、好きな音楽を聴いて有意義に過ごす。

8:20

職場に到着。メールの確認を行う。今日は午後から特別区に勤
務する方を対象とした「転入（同和問題）」があるため、段取
りの確認等を行う。

10:30
研修教室の設営を行う。机やいすの並び替えやテキストの配布
を行う。

12:00
昼休憩は九段下周辺でランチ。九段下にはおいしいお店がたく
さんあります。

13:20 講師対応。講師を出迎え、登壇前の確認等を行う。

13:50
研修開始。受講に当たっての事務連絡を行う。その後、遅参・
欠席者の確認、音響設備の調整等の運営補助を行う。

教室後方で研修を聴講。研修内容や時間配分、研修生の姿勢
等、気づいたことを書き出し次回の研修に向けて必要事項を把
握する。

16:20
研修終了。講師に御礼を言いお見送り。そのあと、研修教室の
片付け、忘れ物チェックを行う。

17:15 退庁

～
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先輩職員の近況

当組合を志望したきっかけ

今の仕事のやりがい

成長したこと(よかったこと)

大学3年生時に合同説明会に参加しました。
そこで、特人厚の業務が23区の職員と仕事が
できること、自分の業務が23区全体に反映さ
れることに魅力を感じ、志望しました。

特別区職員互助組合は、約6万7千人の組
合員を擁する団体で、スケールメリットを活
かし、組合員の福祉の増進を担う事業を行っ
ています。自分の業務が23区の職員に関わ
るため、責任も重いですが、やりがいを感じ
ています。

説明会や打合せ等で人前で説明をする機会
に恵まれ、説明をする力が成長したと感じて
います。
また、２３区から派遣される、多様な経歴を
持つ職員と業務をすることで、日々刺激を受
けながら業務を行えています。

所属 :特別区職員互助組合 事業課 保険係

ある１日の流れ
6:00 起床。

6:50
出発。
始発駅で座れるので、大抵寝ています。

8:00
登庁。
リフレッシュコーナーで朝食を食べています。

8:30
始業。
1日のスケジュール・メールを確認します。

9:00
組合員の給料から給与控除した保険料を保険会社へ支払うため
の処理を行います。

10:00
パンフレットの校正。
年に一度の団体契約保険の募集に向けて、係内で意見交換をし
ながら校正していきます。

12:00
昼食。
お弁当を購入し、自席で食べます。

13:00
保険金の請求や保険脱退の書類が各区の福利担当から届くため、
書類の処理を行います。

14:00
保険会社と打合せ。
保険募集をWEB化するため、保険会社と詳細を詰めます。

16:00
区の福利担当者からの問い合わせに対応します。
保険会社に確認が必要な場合は確認し、回答します。

17:15
退庁
退庁後は、身体を動かすことが多いです。 23



先輩職員の近況

当組合を志望したきっかけ

今の仕事のやりがい

成長したこと(よかったこと)

前職では国家公務員として7年間働き、労働行
政や人事等に携わりました。国の人事業務に携
わる中で、私は、国と比較して多くの女性職員
が活躍している特別区において、女性があらゆ
る分野で能力を発揮し活躍することができる環
境づくりに貢献したいと考えるようになり、特
別区の人事業務に特化した組織である当組合へ
の入庁を志望しました。

◆各区だけではなく、国や都と連携して幅広
い業務に携わることができること

◆自身が作成した資料を基に、特別区長会等
で議論され、特別区全体としての方針とし
て了承されたときの達成感

◆自身の業務が、「東京23区政に貢献して
いる」と実感できること

特別区長会事務局での業務を通じて、
◆目標(特別区長会等)に向けて、スケジュ－ル
立てて着実にやり遂げる職務遂行能力

◆各区や国、都の職員と協力し、業務を円滑に
遂行するためのコミュニケーション能力

◆新たな課題に対し、自ら考え積極的に取り組
んでいく姿勢
などを習得することができました。

所属 :特別区長会事務局 調査第１課

ある１日の流れ

6:00 起床。朝食を食べ、身支度をする。

7:45 自宅出発。電車の中では、好きな音楽を聴いて有意義に過ごす。

8:15 職場に到着。本日のスケジュールとメールの確認を行う。

8:30
朝礼。各職員が自身のスケジュール等を報告し、課全体の動き
を把握する。

9:00

区の職員からの問い合わせ対応。地方分権改革の提案型募集の
手続きに関する質問を受け、所管省庁である内閣府に確認の上、
回答する。

9:30
東京都の職員との打ち合わせ。翌月の特別区長会での議題につ
いて話し合いを行う。

11:00 会議資料の作成。翌月の特別区長会等で使用する資料を作成し、
上司に確認を行う。

12:00 お昼休憩。飯田橋には美味しいお店が沢山あります。

13:00
区の保健所へ上司と出張。特別区長会で説明してもらう内容に
ついて、保健所長と打ち合わせを行う。

16:00 特別区防災担当課長会の傍聴。会議の内容について記録をとる。

17:15 終業。明日のスケジュールを確認し、デスクを整理して帰宅。
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