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日本での活動と離日のきっか
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インターンと留学

が、現地職員やウガンダ政府と協

私は、民間企業での勤務後、日

して、移民や移住を活動対象とす

働し、多くは僻地にある入国管理

本に住む移民・難民の支援を志し

るIOM（国際移住機関）がありま

事務所を訪問しながら、国境管理

て2008年 に 弁 護 士 に 転 身 し ま し

したが、国際機関での就職には、

インフラ整備を支援する活動は、

た。入管事件をはじめとする代理

通常、関連する学位の修士号が必

法律職とは異なるやりがいや学び

活動や人権擁護委員会を通じたロ

要です。私は他学部出身で法学位

が多くありました。

ビー活動のほか、東京弁護士会の

を有していなかったため、日本財

担当プロジェクト終了に伴い、

公設事務所である東京パブリック

団の国際フェローという奨学金を

急遽次のポストを探すことになっ

法律事務所の外国人専門部門の立

頂 き、2015年 に コ ロ ン ビ ア 大 学

たところ、縁あって2017年にIOM

ち上げや、日弁連国際室の嘱託と

（ニューヨーク）のLLMプログラ

本部（ジュネーブ）での人事政策

して弁護士の国際活動の推進に関

ムに留学しました。また、留学の

（HR Policy）の仕事に採用されま

与し、計6年強、日本で弁護士と

半年前には事務所を退職し、5か

した。人事政策は、人事規則の制

して活動しました。弁護士登録時

月間、IOM法務部（マニラ）でイ

定、解釈、運用を担う部門であ

は国際機関での勤務は想像もして

ンターンとして働きました。

り、弁護士資格は必須ではないも

いませんでしたが、自身の活動に

コロンビア大学では、人権法や

のの、職員のかなりの割合を法律

若干手詰まり感があり、異なるア

国際法などを学び直したほか、当

家が占めている分野です。現場か

プローチからの仕事を模索してい

時、国連人権委員会の委員を務め

ら管理部門に移ることには抵抗感

たこと、前述の活動を通じて国際

ていた教授のアシスタントや、

がありましたが、例えば避難民向

機関や海外NGOの職員と触れ合

ヒューマンライツウォッチのイン

けキャンプの設立・運営などを行

う機会が多く、ある程度これらの

ターンとして活動しました。その

う人道支援の最前線で法律家が提

仕事のイメージができていたこ

結果、私は市民社会としての活動

供できる価値は限られていると感

と、また単純に海外でしばらく生

を離れ、政府から一定程度独立し

じていたことや、弁護士としての

活したかったことなどから、弁護

た国際機関による大規模な人道・

知見を全て捨てて他分野でゼロか

士活動から離れ、海外に出ること

開発支援に関与することを希望す

ら勝負するにはあまりに時間がか

にしました。もっとも、私には出

るようになりました。

かると思っていたこともあり、ま
ずは人事政策分野で自分が貢献で

国当時3歳と生後4か月の2人の子
どもがおり、妻も仕事を辞めて帯
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のプロジェクト管理が主でした

就職先の有力な選択肢の一つと

け

３

就職と人事政策への転換

同する予定であったため、比較的

翌 年、 卒 業 と 同 時 に、IOMウ

すぐに仕事を見つける必要があり

ガンダ事務所（カンパラ）で、国

ました。

境管理に関するプロジェクトの担
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きることを模索することにしまし
た。
４

人事政策の仕事

当職員として採用されました。仕

仕事を始めてみて気づいたこと

事の内容は、法律とはほぼ無関係

は、本部で制定される人事政策・
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援が活動の多くを占めています。

ものでなければなりません。その

職員の感覚やニーズに大きな乖離

人事政策は、UNICEF人事部に

ほか、つい先日も、スーダンで政

があることです。考え方、文化や

おいて、組織内の不服申立てや懲

情が不安定となったため、国連シ

環境の異なる各国の職員が抱える

戒、保険制度の運営などととも

ステム全体で、急遽スタッフの家

課題や苦労を理解・反映しつつ、

に、政策・行政法部門内に位置付

族を国外に転居させたにもかかわ

人事制度の正当性や効率性を担保

けられ（注：執筆当時）、人事政

らず、その2か月後には政情が安

する人事政策を策定・運用してい

策を専門に担当しているのは私を

定し、再度家族帯同が許可される

くことは簡単ではない一方で、弁

含め3人です。日々の仕事として

ことがありました。そのような変

護士として活動してきた経験や対

は、主に、世界各地のUNICEF事

化に随時振り回されるスタッフや

人・調整能力が生きる分野である

務所の責任者や人事担当者から受

その家族の負担を少しでも減らす

とも感じました。ちょうどそのこ

ける人事規則の解釈に関する問合

ため、適切な意思決定や施策を通

ろ、コンゴ民主共和国で、現地調

せに対応するほか、人事制度の変

じ、後方から支援するのも本部の

査をしていた2名の国連コンサル

更や新たな取組の実施に伴う人事

人事政策部門の仕事です。

タントが殺害される事件があり、

規則の制定・改定などを行ってい

国連で活動する多くの非正規職員

ます。対象となる人事政策の範囲

の安全や健康の担保が大きな課題

は多岐にわたり、フレキシブル

考え方によりメリットでもデメ

として議論されるようになりまし

ワーク、給与・諸手当、採用、転

リットでもありますが、開発や

た。 私 はIOMに お い て、 非 正 規

勤から、懲戒手続、内部告発者の

人道支援を行う国際機関で働く

派遣職員に対する安全配慮の改善

保護まで、組織運営のあらゆる面

ことで、世界各地を長年にわたっ

を目的としたガイドラインを策

に関与しています。

て転々とすることになります。

規則と、現場でそれらを運用する

いて、非正規職員に対する施策の
導入・改善に向けた活動に従事し
ました。
５

UNICEFへの転身と現在の職

感想

また、新たなポストを得るために

定・施行したほか、安全配慮に関
する国連システム全体の議論にお

７

６

緊急人道支援にかかわる人事

生涯競争を続けなければならない

業務の特殊性

一方で、自分のやりたい仕事、行

国連システムに含まれる諸機関

きたい国を自分で選び、目指すこ

の中でも、緊急人道支援などの現

とができます。仕事の内容は、ど

場で多く活動する機関における人

の国際機関で何の仕事をするかに

事には、独特のニーズがありま

よって全く異なりますが、実際に

務

す。通常の組織運営と異なり、緊

働き始めるまで分からないことも

国際機関では、各職員が自身の

急支援の現場では、政府による迫

多くあります。できる限りのリ

キャリアパスを自分で描き、興

害や自然災害（最近の例では、ロ

サーチをして、自分のやりたい仕

味のある次のポストに応募する

ヒンギャ難民や、モザンビークの

事を見つけることも大事ですが、

ことにより、新しい仕事を見つけ

サイクロン被害など）により、そ

私自身の経験からは、とりあえず

て い き ま す。IOMも 例 外 で は な

れまで活動していなかった、もし

行けるところに飛び込んでみるこ

く、私が人事部に赴任したときの

くは小規模な事務所しかなかった

とで、自分の適性や希望が見えて

メンバーは、2年後にはほぼ入れ

地域に、突如として多大な人材や

くることもあるのではないかと思

替わりました。私自身は、もう

資金を投与して支援活動を立ち上

います。

しばらく人事政策の仕事を続け

げる必要があり、またその反対

た い と 思 っ て い た と こ ろ、2019

に、支援の縮小・終了とともに、

年にUNICEF（国連児童基金）本

現地での雇用を急速に縮小しなけ

部（ニューヨーク）の人事政策責

ればならないこともあります。そ

任者のポストに採用されました。

のため、これらの機関の人事政策

UNICEFは主に開発途上国の子ど

は、雇用の柔軟性を確保すると同

もを支援する機関であり、IOM

時に、困難な僻地勤務に急遽応じ

と同様、世界各地での緊急人道支

うる人材を常に確保できるような

UNICEF本部の人事政策チーム
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