
ひと、くらし、みらいのために

〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
中央合同庁舎第5号館
TEL.03-5253-1111（代表）
http://www.mhlw.go.jp/

丸ノ内線　霞ヶ関駅

線
谷
比
日

　

関
駅

桜

り
通
門
田

祝

り
通
田

千代田線　霞ヶ関駅

財務省

外務省

経済産業省

日本郵政ビル
中小企業庁

国土交通省

総務省

裁判所

農林水産省

弁護士会館

B3b●

●C1

●
B3a

日比谷公園

厚生労働省

検察庁

法務省

警視庁

東玄関

霞
ヶ

Ministry of Health, Labour and Welfare
厚 生 労 働 省
入省案内2016 一般職（厚生行政）

（中央合同庁舎第5号館）

国民の命と人生を支える厚生行政

一般職（厚生行政）
入省案内2016 

先輩からのMessage

Ministry of Health, Labour and Welfare

厚生労働省



1 Ministry of Health, Labour and Welfare 2Ministry of Health, Labour and Welfare

人の命と人生をささえる仕事
医療、健康、福祉。厚生行政の仕事は国民のあらゆる「暮らし」に関わっています。

安心して暮らせる毎日を当たり前のことに。
そんな社会を作るため、厚生労働省で様々な課題に取り組んでみませんか。

厚生行政のプロフェッショナルを目指す若い力を待っています。
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　厚生労働省がこれから責務を果たしていくために必要な
ものは、人材です。厚生行政に求められる人材は、高い志と
強い気概を持つ人。そして、国民の率直な意見を感じとる現
場感覚と既成概念にとらわれない柔軟な発想のある人です。

　また、良い仕事をするためには、自分の健康をきちんと維
持していくことが大切です。そして長い目で見たとき、家族や
私生活が安定しているということが、良いパフォーマンスを
発揮できる基本になります。厚生労働省では、若手職員の声
も聞きながら、大臣主導の下、トップダウンで、在庁時間の短
縮と有給休暇の確実な取得・促進を目指した厚生労働省自
身の働き方・休み方改革を推進しています。

　皆さんは今、人生の岐路というべき時期を迎えていま
す。社会人として人生の大半を仕事が占めていくこととな
ります。一定のレールが敷かれた道を進むのか、それとも、
この国を変えるチャンスに賭けてみるのか、これからの人
生をどのように過ごしますか？
　人生は一度きりです。厚生労働行政の仕事は間違いなく一生
の仕事として誇りを持って取り組めるものです。「すべての人が
輝く社会」を構築するために、私たちと共に働いてみませんか。
　まずは厚生労働省の門を叩いてみてください。情熱溢れ
る皆さんの来省を心よりお待ちしています。

大臣官房参事官（人事担当）　八神  敦雄

　厚生労働省では、子育て支援、医療・介護、年金改革を
はじめとして、子どもや若者、女性、高齢者、障がい者が、
安心と生きがいを感じられる「すべての人が輝く社会」を
構築するため、我々職員一同は、諸課題に全力で取り組ん
でいるところです。

　厚生労働省は、内閣として進める「一億総活躍社会」の
実現に向けた「新しい三本の矢」においても重要な役割を
担っています。
　第一の矢は「希望を生み出す強い経済」です。このうち
厚生行政では雇用確保が難しくなっている介護分野につい
て、人材育成の推進などが求められています。
　第二の矢は「夢をつむぐ子育て支援」です。子育てや介
護と仕事を両立できる環境整備をより一層進めていく必要
があります。
　第三の矢は、「安心につながる社会保障」です。高齢者の
みならず、現役世代を含めて誰もが安心して生活できるよ
うに、年金、医療、介護等の社会保障制度改革を進める必
要があります。
　これら施策は、いずれも厚生行政に極めて関係の深いも
のです。このように、政府が最も力を入れている施策に密
接に関連した仕事を担っており、大変重責のある、そして、
大変やりがいのある仕事です。

「すべての人が輝く社会」を目指して

大臣官房参事官（人事担当）からのメッセージ
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先輩からのメッセージ

必要とされる人と組織に
■ 職務内容
　私の所属する統計情報部では、統計と情報の2つの分野を所掌し
ています。
　統計分野では、人口動態統計、毎月勤労統計、国民生活基礎統計
等の基幹統計を初めとして、年間約30の統計調査を実施し、結果
を公表しています。
　統計は、「根拠に基づく政策立案（evidence-based policy 
making）」を推進していく上で「客観的な証拠」として必要不可欠
なものです。
より早く、質の高い、使ってもらえる統計を提供することが私たちの
使命です。
　情報分野では、厚生労働省ネットワークシステム（パソコン一人1台
体制、ホームページの運用等）、厚生労働省統合ネットワークシステム
や電子申請・届出システムの整備・運用などの業務を担当しています。
　これらは、IT（情報通信技術）の活用による省内における行政情報
化の推進や国民向け行政サービスの向上に不可欠な情報基盤です。
　また、近年、政府機関を標的としたサイバー攻撃が多発している
ことから、情報セキュリティ対策の強化に取り組んでいます。

■ 最も印象深い業務
　平成 13 年 1 月、中央省庁再編により、厚生省と労働省は統合
され厚生労働省が発足しました。再編前の調整係長の頃、通常の
担当業務に加え、再編に係る設置法・組織令の法令協議、厚生統
計と労働統計の業務のやり方の調整などの業務も行いました。ど
れも期限のある業務で、気が付けば日付が変わっていることもあ
りました。夜遅くまで業務に励み、疲れているはずなのに同僚と
深夜の居酒屋でストレス発散という日もしばしばありました。
　統計情報部の所掌事務を設置法や組織令に規定することが如何
に重要かを知り、また、業務のやり方等について調整することの
難しさも実感しました。こうした数十年に一度の省庁再編に関われ
たことは、辛いこともありましたが、私にとって本当に貴重な経験
になったと思います。

■ 皆さんへのメッセージ
　社会や組織にとって「人材」は
宝です。
　人材育成は、個人の資質や努力
に頼るだけではなく、組織として
の取り組みが必要です。統計情報
部では、様々なレベルに応じた研
修や職員とのコミュニケーション
を通じ、スペシャリストの育成を
図っています。
　統計や情報に関心のある方、将
来の厚生労働省を担う、熱意溢れ
る皆さんと一緒に仕事ができる日
を心待ちにしています。

■ 部下に望む資質
　何よりも「元気さ」と「やる気」です。
　専門的な知識・経験を身につけ、業務を引っ張っていけるスペ
シャリストを育てることが、統計や情報における重要課題となって
います。向上心があって、常に前向きに取り組み、多少のプレッ
シャーにも負けない人を待ち望んでいます。

中村 年宏 大臣官房統計情報部
人口動態・保健社会統計課世帯統計室長

Profile

なかむら としひろ｜昭和５３年 厚生省入省（国立病院）。平成１７年 大臣官房統計情報部企画課
統計企画調整室長補佐 ～統計調査の総合的な企画立案及び調整に関する業務を担当。平成１９年 
内閣府大臣官房統計委員会担当室参事官補佐～統計委員会の運営業務を担当。平成２１年 大臣官
房統計情報部社会統計課国民生活基礎調査室長補佐～国民生活基礎調査室の予算・人事を担当。
平成２５年 大臣官房統計情報部企画課長補佐～統計情報部の予算・人事を担当。平成２６年 大
臣官房統計情報部企画課普及相談室長～厚生労働統計の提供や利用相談、統計功労者表彰の業務
を担当。平成２７年 現職。

国民の期待を担う
■ 職務内容
　東北厚生局健康福祉部では、東日本大震災に被災した福島県、
宮城県、岩手県等の福祉施設等の復旧や、こころの健康等の復興
業務を行っています。また、安全で質の高い医療の提供のために、
医療安全の普及啓発、医療機関や医師等の研修に関する業務管理
を行っています。さらに、安全な食品の提供のために食品工場等の
承認・登録や監視指導業務、誇大広告の取り締まり等や、サラリー
マンや事業主等の生活の安定を守るため、健康保険組合や企業年
金等の指導監督等も実施しています。

■ 最も印象深い業務
　難治性疾患いわゆる「難病」といわれる病気は、患者数が少な
いこともあり、民間企業ではほとんど治療法の研究が行われませ
ん。したがって国が研究費を補助する等支援して進める必要があり
ます。これらの研究費を担当していた時、当時の大臣のご指示も
あり、省内の関係局をはじめとする様々な支援や助言を得て、対
前年の 4 倍以上の予算を確保することができ、多くの疾患の研究
を推進することができました。それらは治療法が確立していない
患者さんにとって、一つの希望になったと伺っています。私自身に
とっても、直接の担当でない部局や様々な人に助けていただきな
がら業務ができたことに今でも感謝しています。

■ 皆さんへのメッセージ
　厚生労働省の仕事は、ひとが生まれてから亡くなるまで安心して
暮らせるようにするため、食べ物から健康、医療、年金、介護、福祉
など国民の生活に密接な業務をおこなっており、これからの高齢化
社会にむけてその役割は益々重要なものとなっています。国民の皆
さんからも厳しくかつ期待の目でみられています。
　この重要な仕事を誰かに託すのではなく、厚生労働省の一員とし
て自ら担って活躍していただきたいと思います。派手ではなくとも
一つ一つが未来に繋がる、誇りをもてる仕事です。

■ 部下に望む資質
　公務に対して、誠実かつ公平性をもって取り組んでほしいと思い
ます。厚生労働省の公務は、「ひと、くらし、みらいのために」の
キャッチフレーズにあるように、目的は「ひと」を対象としています。
　我が国には、身体や心に障害がある方、病気で困っている方、高
齢の方、生活に困っている方など地域や国で支援をしなければなら
ない方がたくさんおられます。困っている方の苦しみや心配事など
に優劣や上下はありません。ひとりひとりに真剣に誠意をもって誠
実に接し、偏ることなく公平な対応ができる資質をもってほしいと
思っています。

小平 鉄雄 東北厚生局健康福祉部長

Profile

おだいら てつお｜昭和５４年 厚生省入省（国立予防衛生研究所）。平成１１年 老人保健福祉局書
記。平成１３年 医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策室長補佐～特定保健用食品、栄養機
能食品の業務を担当。平成１６年 近畿厚生局健康福祉部健康課長～管内の各種養成施設の指定・
指導監督、医療法人の指導監督等を担当。平成２１年 大臣官房厚生科学課長補佐～科学技術に係
る予算、組織、試験研究機関を担当。平成２４年 健康局総務課長補佐～健康局の予算・組織を担
当。平成２６年 医薬食品局食品安全部企画情報課検疫所業務管理室長～全国の検疫所の組織・運
営、輸入食品の取締りを担当。平成２７年 現職。
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先輩からのメッセージ

「思い」を「かたち＝制度」に
■ 職務内容
　自立支援振興室は、障害保健福祉部の中にあって、障害のある
方が地域社会で自立して生活するための支援制度を担当していま
す。  具体的には、義肢装具や車いすなどを給付する補装具制度を
所掌するとともに、聴覚障害のある方を対象とした手話通訳士の派
遣、視覚障害のある方を対象とした代筆・代読支援、精神障害の
ある方等を対象に相談等を行う地域活動支援センターの設置など、
自治体が展開する事業を支援しています。
　また、盲導犬・聴導犬・介助犬といった補助犬の育成支援や普
及啓発、障害のある人の芸術・文化の振興なども担当しています。

■ 最も印象深い業務
　平成１８年に障害者自立支援が施行され、それまでの障害者施
策が大きく転換することとなったため、障害当事者や事業所の皆さ
んから、多くの心配の声が上がりました。当時私は専門官・課長補
佐といった立場で、障害のある方が、できる限り身近な地域社会で
暮らせるサービスの充実や、一般就労に向けたチャレンジの機会を
最大限用意するといった施策の方向性について、様々な機会を捉
えて関係の皆さんと話し合うよう努めました。
　当初、障害福祉サービス等の利用者数は、約４７万人だったとこ
ろ、現在は約９４万人に大きく増え、関係の予算も国費で約０．５
兆円から約１兆円と２倍近くになりました。制度発足時の様々な混
乱を乗り越え、必要なサービスが必要な人達に届いている状態に
なって来ているのではと感じています。

■ 皆さんへのメッセージ
　近年、障害者総合支援法、障害者虐待防止法、障害者優先調達
推進法などが成立し、障害福祉施策の基盤整備が進んでいます。
また、障害者基本法の一部改正や障害者差別解消法の制定を経
て、我が国も障害者権利条約を批准したところです。制度のダイナ
ミックな動きの中に身を置き、「世のため、人のため」の仕事に取り
組む楽しさを共有しましょう。

寄り添いながら、少しでも物事を前に進めて行きたいという熱い
「思い」が何よりも大切なことだと感じています。

■ 部下に望む資質とは
　今日の障害福祉制度は、障害者運動の長い歴史の中で形作ら
れてきました。行政は、当事者やその支援者と対話を重ね、様々
な制約の下で創造力を最大限発揮し、第一線で真に役立つ制度を
考えていくことが重要です。
　そのためには、まず「思い」がないと本当につまらない制度に
なってしまうと思います。障害という困難を背負っている当事者に

道躰 正成 社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長

Profile

どうたい まさなり｜平成元年に厚生省入省（国立別府重度障害者センター）。平成２年から厚生
本省勤務。福祉人材確保、阪神・淡路大震災の応急救助、消費生活協同組合の担当等を経て、平成
１８年、障害保健福祉部障害福祉課において障害者自立支援法の施行事務に携わる。平成１９年、
２０年、沖縄県庁に福祉保健部参事として出向。平成２１年に障害保健福祉部障害福祉課におい
て障害福祉サービスや施設整備費等を担当。平成２５年、２６年、障害保健福祉部企画課を経て、
２７年から現職。

ご安心ください。最初は誰も分かりません。
■ 職務内容
　私が現在所属する保険局保険課全国健康保険協会管理室は、そ
の名の通り、厚生労働省の所管法人である全国健康保険協会に関
する業務を行う部署です。
　全国健康保険協会とは、平成20年10月に旧政府管掌健康保険
を引き継ぎ設立された民間公法人であり、主に中小企業の従業員
の方が加入される全国健康保険管掌健康保険（いわゆる「協会け
んぽ」）を運営しています。
　厚生労働省の各部署には、このような所管法人を管理する部署
がいくつかあり、法人の国庫補助金の予算や事業計画等の認可、業
績評価、業務監査を行っています。
　法人の運営をはじめ、より良い医療保険制度の推進のため、
日々、連絡を密にするよう心がけています。

■ 最も印象深い業務
　やはり予算編成作業です。
　現在の部署では、いわゆる医療費国庫予算の一部を担っており、
その予算額は一般会計と特別会計を合わせると約12兆円の規模と
なります。この予算について、毎年度、概算要求や予算編成作業を
行うのですが、将来の景気や医療費の伸びをどの様に見込むか、２
年ごとにやってくる診療報酬改定や節目節目で見直される制度改正
の影響をどの様に予算化させるかなど、毎年、知恵を振り絞りなが
ら奮闘しています。
　局内の関係者をはじめ、法人や財務省の方々と連絡・相談を密
に取りながら進めて行くのですが、無事予算編成が終了すると、と
ても大きな達成感があります。

■ 皆さんへのメッセージ
　「厚生労働省の話題って、いつもニュースに出てくるし、医療、年
金、介護等何だか難しそう」と思われるかもしれません。
　確かに、厚生労働省の業務は私たちの生活に身近過ぎるため、
非常に難しくシビアな内容となっています。最初の頃は、きっと苦
労することでしょう。
　でも、ご安心ください。最初は誰も分かりません。ですが、あな
たの頑張っている姿を見れば、諸先輩方は黙っていません。きっと
良い方向に導き、フォローしてくれるでしょう。
そして、日々の新
たな発見や個々の
難題を乗り越える
度に、この仕事は
大変面白いものだ
と感じる筈です。
　この大変面白
い仕事に一緒に取
り組みましょう。

で、親身になって相談に乗ってくれます。
時には厳しい指摘を受けることもありますが、それは将来を思って
のこと。腐らずに頑張れば、必ず報われる職場です。

■ 職場の雰囲気
　一見すると、スーツ姿の気難しそうなおじさんだらけとの印象を
受けるかもしれませんが、そんなことはありません。皆さん、心優し
い諸先輩方です。
　仕事の悩みをはじめ、日常生活の悩み、たわいない雑談に至るま

佐藤 基之 保険局保険課全国健康保険協会管理室長補佐

Profile

さとう もとゆき｜昭和６１年 旧社会保険庁入庁。平成１２年 老人保健福祉局介護保険課主査～介
護保険制度の施行準備の庶務を担当。平成１５年 保険局総務課老人医療企画室財政第二係長～老人
保険制度の予算を担当。平成２０年 保険局総務課医療保険財政専門官～保険局における予算を担
当。平成２４年 保険局保険課支払基金業務調整官～社会保険診療報酬支払基金の指導・監督を担当。
平成２６年 現職。

（鳥取県境港市／水木しげるロード）
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先輩からのメッセージ

笑顔あふれる健康長寿社会へ
■ 職務内容
　公的医療保険には様々な制度があります。市町村等が運営主体
となり、制度に加入している方に必要な保険給付を行ったり、保険
料を徴収する制度を、国民健康保険といいます。現在私は、この国
民健康保険の立場から、人々の予防・健康づくりの取組を全国に
広げるため、生活習慣病予防の事業、レセプト・健診情報を活用
した事業や直営診療施設事業など様々な保健事業にかかる運営、
助言や国庫補助に関する業務を担当しています。

■ 仕事のやりがい
　皆さんは「健康寿命」という言葉をご存じですか？耳慣れない言
葉かも知れませんが、一般的に使われる寿命という言葉とは少し違
い、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期
間」のことをいいます。「健康寿命を延ばす＝健康的に暮らせる期
間を延ばす」ためには、疾病予防や健康増進などの保健事業が要
であり、生活の質の向上、社会保障負担の軽減からも非常に重要
な施策として注目されています。健康であり続けたい、生き生きと
した心豊かで笑顔のある生活を送りたいという願いは、国民一人一
人に関わることです。私の業務は、これらの願いの実現のために事
業を広めていく、とても魅力的でやりがいを感じるものです。

■ 皆さんへのメッセージ
　このパンフレットを手にされた皆さんは、様々な気持ちをもって
就職活動に臨んでいることでしょう。人の一生に関わる仕事がした
い、所掌が多岐に渡る幅広い仕事をしたい、仕事を通じてやりがい
や達成感を得たいなど・・・厚生労働省はその熱い思いに応えてく
れるところだと思います。また、日々の生活に密着している業務だ
からこそ、様々な立場の人々に会う機会が多く、変化に富んだ躍動
感にあふれている職場です。たくさんの仲間と共に、人々の笑顔を
社会全体に広げる仕事をしてみませんか？皆さんと一緒に働ける日
を心待ちにしています。

■ 最も印象深い業務
　日独社会保障協定の業務に関わったことが印象に残っています。
私は届出実務の担当をしており、外国との初めての年金協定という
ことで、協議が難航することが幾度となくありましたが、チーム一
丸となって一つの目標に向かって進んでいくことの大切さや難局の
乗り越え方を、この時学んだと思います。粘り強く交渉を続け、協
定がめでたく発効されたことをきっかけに、今では先進国や経済的
に重要な国との協定が締結され、多くの海外勤務者の年金受取の
機会が増えることとなりました。このような経過を目の当たりにす
ると、関わった業務のスケールの大きさを実感します。

平瀬 瑞枝 保険局国民健康保険課保健事業推進専門官

Profile

ひらせ みずえ｜平成５年 旧社会保険庁入庁。平成１５年　大臣官房国際課主査～医療保険制度
運営協力でタイ王国へ派遣。平成１８年 保険局総務課社会保険審査調整室審査第二係長～社会保
険に関する行政不服審査の事務総括を担当。平成２２年 年金局企業年金国民年金基金課企業年金
係長～厚生年金基金や所管法人の指導・監督を担当。平成２５年 現職。

求めるものはここにある
■ 職務内容
　私は現在、何らかの事情によって保護者の下で生活することがで
きない子どもを、公的な責任として社会的に養育を行う「社会的養
護」を担当しており、児童相談所から里親や児童養護施設等に措
置された子どもに対する支援の企画立案を行っています。
　社会的養護は、これまで施設を中心に施策が展開されてきましたが、
なるべく家族における養育環境と同様の養育環境において子どもを養
育するため、里親等への委託を推進しており、また、施設における養育
であっても、できる限り良好な家庭的環境で養育できるよう、施設のケ
ア単位の小規模化・地域分散化を進めています。
　子どもは未来の日本を担う貴重な存在であり、家庭環境に左右
されることなく、誰もが活躍できる社会の実現に向けて、社会的養
護は非常に重要な施策といえます。

■ 最も印象深い業務
　平成23 ～ 24年度に担当した子ども・子育て支援新制度に関す
る業務です。
　この制度は、消費税引き上げによって得られた財源を子どもに関
する支援に充てるため、保育や幼児教育、地域子育て支援などに対
する新たな財政支援の仕組みを定めたものです。
　私は法律案を作成するチームに入り、条文案の審査を受けるための
様々な資料を作成し、何度も内閣法制局に足を運びました。新たな法
律を作るために、どれほどの時間と労力をかけて深く慎重に検討する
必要があるか、ということを身をもって知ることができたと思います。
　また、法律が成立した後は、制度が円滑に運営されるために必要
となる国、市町村の業務システムの構築に携わり、自治体出向時の
経験などをもとに市町村業務を具体的にイメージしながら構想を
練り、複数の市町村担当者と打ち合わせや意見交換を重ねながら
業務を進めました。
　全く新しい国の制度を作り上げていく過程に関われたことは、非常に
やりがいがあり、国家公務員として本当に幸せなことだったと思います。

■ 皆さんへのメッセージ
　このパンフレットを手に取ってくださっている皆さんは、「誰かの
役にたちたい」という思いで公務員を目指されているのではないか
と思います。
　霞ヶ関で働く、厚生労働省で働くということは、自分の業務が全
ての国民生活に影響するということです。重責ですし、多忙です。
しかしこれほど人の役にたてる職場は他にありません。皆さんの求
めているものはまさにここに
あります。
　自治体の枠を超え、大き
なスケールでより多くの人の
生活を良くしたい、そんな気
持ちの溢れる皆さんが厚生
労働省職員の一員となってく
れることを期待しています。

り、大好きな日本酒を飲んだりしてリフレッシュしています。平日は
なかなかお酒を飲みに行くことが難しいのですが、隙あらば同僚を
誘い、短時間でも一杯飲みに店に繰り出しています。
　休日やアフターファイブを一緒に過ごすといった親しい関係が築け
る、そうしたいと思える同僚が周囲にいる、というのも厚生労働省
の魅力の一つだと思っています。

■ 休日・アフターファイブの過ごし方
　休日は大学時代の仲間や職場の仲間と趣味のテニスで汗を流した

石田 有介 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課指導係長

Profile

いしだ ゆうすけ｜平成１５年 厚生労働省入省。平成１５年 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課～児
童養護施設等の運営に要する費用の予算要求、執行を担当。平成１７年 横浜市西区福祉保健セン
ターサービス課保護担当～生活保護制度のケースワーカーとして受給者に対する支援を担当。平成
１８年 横浜市こども青少年局子育て支援部地域子育て支援課～ＮＰＯ法人やボランティアと協働
した地域における子育て支援サービスの提供を担当。平成１９年 社会・援護局障害保健福祉部障害
福祉課～障害児入所施設等の運営に要する費用の予算要求、執行を担当。平成２０年 大臣官房人事
課任用第一係～一般職職員（厚生行政）の採用や施設等機関職員の給与格付協議等を担当。平成２
２年 雇用均等・児童家庭局総務課少子化対策企画室子育て支援係長～次世代育成支援対策交付金
の予算要求、執行に関するとりまとめを担当。平成２３年 雇用均等・児童家庭局総務課少子化対策
企画室地域行動計画係長～子ども・子育て支援法の施行に向けた業務を担当。平成２５年 雇用均等・
児童家庭局書記付管理係長～局内の人事・組織等に関する窓口を担当。平成２７年 現職。



9 Ministry of Health, Labour and Welfare 10Ministry of Health, Labour and Welfare

先輩からのメッセージ

人々の思いに寄り添って
■ 印象深い業務
　私は、社会・援護局という部署に所属し、戦没者遺族等への援
護に関する業務に携わっています。援護では、主に全国戦没者追悼
式の実施や旧主要戦域となった地域における慰霊巡拝等様々な業
務を行っています。
　私も、ミクロネシア連邦（トラック諸島）や硫黄島への慰霊巡拝
に派遣団員の一員として行かせて頂きましたが、ご遺族が、肉親の
最後の地を訪れ、失った家族に対して涙ながらに語りかける姿を多
く目にしました。戦争は遠い昔の出来事ではなく、今も家族を失っ
た悲しみを持って生きているご遺族がたくさんいることを実感し、
強く印象に残っています。

■ 志望動機
　学生の頃北欧に旅行に行った際、町中にベビーカーを押した方々
がたくさん歩いているところを見て、日本の少子高齢化について危
機感を感じました。その経験を通して、子育て支援等に関わる仕事
がしたいと思い厚生労働省を志望しました。

います。ただ、どんな仕事も人々の思いに寄り添うことでやりがい
を感じる業務ばかりであり、それが幅広い業務を所管する厚生労
働省の魅力でもありますので、皆さんがやりがいを感じられる仕事
にきっと出会えるはずです。私自身も、厚生労働省を志望した当初
は、援護に関わる業務について全く知りませんでしたが、今はこの
仕事に関わることができて本当に良かったと思っています。
　人の役に立ちたいという思いを持ったみなさんと働けることを楽
しみにしています。

■ 皆さんへのメッセージ
　厚生労働省の仕事は、本当に幅広く他省庁等に出向する機会も
ありますので、思ってもいなかった仕事を任されることもあると思

■ 仕事のやりがい
　入省当初、戦没者遺族等に対する遺族年金の支給に関わる業務
を行っていました。遺族年金の受給者がお亡くなりになると、最
後に残った年金を受給者の子供等に支払うという業務があるので
すが、最後の年金をお支払いした後、「長い間、この年金のおかげ
で生活することができました」といったお礼のお手紙を頂くこと
がありました。日々の業務ではどうしても受給者と近くで接する
機会が少なく、事務作業に追われがちですが、こうしたお手紙を
もらった際には、ご遺族のお役にたてて良かったと思い、やりが
いを感じました。 大城 晶子 社会・援護局書記付援護管理係

Profile

おおしろ あきこ｜平成２１年　厚生労働省入省。社会・援護局援護課審査室年金管理係～戦没者
遺族等に対する遺族年金に係る管理支給業務を担当。平成２３年 総務省行政評価局年金記録確認
中央第三者委員会～年金記録確認に関する申立件数の統計、HP編集、第三者委員会に関する予算
等を担当。平成２６年 現職。

人々の安心と希望のために
■ 印象深い業務
　私が入省し配属された当時の年金局は、社会保障・税一体改革
の真っ只中でした。年金制度を改正するための法律案を国会に提出
しており、国会審議のために毎晩遅くまで国会答弁資料を作成して
いました。作成した資料は翌日の国会ですぐに使用され、その様子
を国会中継で確認しながら、さらに翌日のための資料を作成する
忙しい毎日でした。衆議院・参議院で合計200時間を超える審議
の末、合計４本の法律案が成立しましたが、その時の達成感はひと
しおでした。また、ニュースや新聞で取り上げられる重要な政策に
携わることができ、大変やり甲斐を感じました。

■ 志望動機
　私が行政という仕事を意識したのは、東日本大震災のボランティ
アに参加した時でした。人のために働きたいと始めた活動の中で、
様々な境遇の人々から生まれる多様な声に応えるためには、行政に
しかできないことがあると痛感しました。
　国民生活を支える厚生労働行政の中でも年金分野を志望したの
は、年金制度は全国民に関わる重要な行政だからです。年金で生
活する方からは給付額引き上げのご要望を頂く一方で、保険料を納
める方からは負担軽減のご要望を頂いたりと、異なる立場から様々
なご意見があります。そうした声に耳を傾けつつ、次世代に制度を
受け継いでいくという難しい課題を年金制度は抱えていますが、行
政という仕事でその課題を解決し、国民の安心した生活のために
貢献したいと思い志望しました。

■ 皆さんへのメッセージ
　社会には多くの仕事があり、
皆誰かのために働いています。
厚生労働省では、今を生きる人
とこれから生まれてくる子どもた
ちのために、日 「々厚生労働行
政」に務めています。
　皆様と一緒に働ける日を楽し
みにしています。

り、分からないことが多々ありますが、その都度上司や同僚に相談
し教えてもらう等、職場の方々に支えてもらいながら、仕事に励ん
でいます。また、プライベートでも、先輩方と夏場は一緒に草野球
を行い、冬はマラソン大会に参加するなど、仕事以外の部分でも
お世話になっています。

■ 職場の雰囲気
　年金局はチームワークが良い職場だと思います。年金制度は国
民の生活に直結しているため関心も高く、国会議員からレク
チャーの依頼があったり、国民から要望や批判があったりと多忙
な部署です。その分組織でしっかりと連携し、対応していく雰囲気
があります。
　私は現在、国会の窓口や職員の給与に関する業務を担当してお

副島 大悟 年金局書記付管理係

Profile

そえじま だいご｜平成２４年 厚生労働省入省。年金局年金課～社会保障・税一体改革の業務に従
事。 平成２７年 現職。
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先輩からのメッセージ

生活の礎を築く
■ 印象深い業務
　私は入省後最初の配属先として医療機器の保険適用に関わる部
署に配属されました。そこでは、まだ日本では保険診療で導入され
ていない医療機器を保険適用できるようにするという業務を行って
いました。その中で長年保険適用すべきかどうか議論が続いてきて
いた案件を担当することとなりました。全く医学的な知識もなかっ
たので様々な文献を読み込み、保険適用までの道筋を考え、省内
の他の部局の方々とも協力しながらなんとか保険適用させること
ができました。日々の業務が大変だった分、保険適用が決まった時
の喜びは今でも忘れることができません。

■ 志望動機
　私は先天性で小児慢性特定疾患に指定されている疾患を患って
いました。小児慢性特定疾患への医療費補助の制度のおかげで、
通常の３割負担のままであれば膨大な医療費がかかっていたところ
を、非常に少額な医療費で医療を受けることができ、国の制度に
20年もの間助けられました。自分が実際に国の制度に助けられた
経験から、今度は何か自分が人の支えになるような制度設計に携わ
り、少しでも恩返しをしたいと考えるようになり、厚生労働省に入
ることを希望しました。
　これからも「初心忘れるべからず」で、入省した時の気持ちを持
ち続けながら積極的に仕事に挑んでいきたいと思っています。

■ 皆さんへのメッセージ
　厚生労働省の所管する業務は健康・医療・福祉・労働等々非常
に幅が広く、その一つ一つが人の生活の基盤に関わるものばかりで
す。国民の関心の高い分野の仕事に携わることができ、仕事の内
容によっては自分の考えた内容が直接結果に反映されることもあ
り、とてもやりがいを感じることのできる魅力的な仕事ではないか
と思っています。自分も何か人の支えとなる制度設計の一翼を担っ
てみたいという熱意をお持ちの方は、是非厚生労働省を目指して頑
張ってください。そして皆様と共に働けることを心より楽しみにして
おります。

■ 休日・アフターファイブの過ごし方
　今の部署に異動してきてからは、平日が非常に忙しい毎日なの
ですが、その分休日はストレス解消のためなるべく外出をして、
飼っている犬とドッグランに行ったり、野球を観戦しに行ったり、
良さそうなレストランを見つけては妻と一緒に行ったりしていま
す。夏季休暇を取得し、直近では家族で軽井沢へ旅行に行き、身
も心もリフレッシュしてきました。オンとオフの切り替えは普段の
仕事の効率を上げるためにも大切だと思い、オフの時は仕事のこ
とを忘れて思いっきり羽をのばしています。

中藤 良太 医薬・生活衛生局書記付管理係

Profile

なかふじ りょうた｜平成２２年 厚生労働省入省。平成２２年 医政局経済課医療機器政策室～医
療機器の保険適用にかかる業務を担当。平成２４年 浦安市役所障がい福祉課 市内の障害者の
ケースワーカーを担当。平成２６年 現職。

それぞれの暮らしを守るということ

■ 印象深い業務
　健康局地域保健室で体験した地域保健に係る各種認可や調
査業務が非常に印象に残っています。保健所の設置、統合等の
認可に関わる中で、その業務の多彩さと重要性を目の当たりに
し、それを担う人員配置の困難さを現場の方から直接伺う機会
を得たことで、地域の実情にあった体制作りの重要さを改めて
感じることとなりました。「違いがある」という当然のことを改
めて体感出来たというのは、非常に良い経験になったと感じて
います。

■ 志望動機
　医療分野に従事する知人が多くいたことから、かねてより医療
政策や衛生行政上の課題について考える機会に恵まれていまし
た。渦中にいる方の様々な考えや問題意識に触れる中で、制度を
作り、整備する側の立場から、山積する課題解決の一助となれれ
ばという思いが高まり、厚生労働省を志望しました。

じる些細な疑問を大切にしてください。その疑問が、仕事をしてい
く上で必ず活きてくることと思います。この国に生きる人々の暮ら
しを守る助けとなりたい、そんな熱意溢れる皆さんと一緒に働ける
日を楽しみにしています。

■ 皆さんへのメッセージ
　「ゆりかごから墓場まで」その言葉の通り、厚生労働省では全て
のライフステージに密接に関わる幅広い業務を行っています。その
業務内容は非常に身近であるからこそ、重責と得られる達成感の大
きさがあると感じています。今、何気なく日常を送っている中で感

■ 職場の雰囲気
　デスクワーク中心でどうしても体が凝りがちなため、よく旅行を
してリフレッシュするようにしています。イベントに合わせて旅行日
程を組むため、変則的に連続した休暇を取得することが多いのです
が、係内でフォローし合うことで長期休暇の取得もできるため、大
変助かっています。

小石川 紋子 大臣官房統計情報部企画課人事第一係・給与係

Profile

こいしかわ あやこ｜平成２４年 厚生労働省入省。大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課
年報第一係～人口動態調査の集計・公表を担当。平成２５年 健康局がん対策・健康増進課地域保健
室企画調査・指導係～地域保健に係る予算の執行・保健所の設置承認等を担当。平成２７年 現職。
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先輩からのメッセージ

柔軟な考えを持つ
■ 職務内容
　私は平成２６年４月から、厚生労働省所管の試験研究機関である国
立医薬品食品衛生研究所に出向し、予算業務を担当しています。主な
業務内容としては、予算要求・執行管理・決算などに関する業務を担
当しており、研究所における予算全般のとりまとめを行っています。

■ 出向先の業務を通じて感じたこと
　予算業務には、臨機応変な対応が求められると感じています。当
所における予算執行では、光熱費や施設管理経費などの運営に必
要不可欠な執行も行わなければなりません。予算に限りがある以
上、そのような執行を優先するために他の案件の執行を再検討する
など、柔軟な考えを持って対応することが求められてきます。
　また、当所は移転を控えている状況であり、貴重な経験をさせて
もらっています。新庁舎の建築工事や移転経費には膨大な費用が
かかることから、予算要求の場でも通常以上に詳細な説明や資料
が必要となります。これらの準備にあたっては研究所全体で議論を
重ねているところであり、日々勉強させてもらっています。

■ 皆さんへのメッセージ
　厚生労働省の業務は非常にやりがいのあるものばかりです。もち
ろん時には重圧を感じたり困ったりすることもありますが、何でも

相談できる上司や先輩方が周りに大勢
おり、安心して業務に取り組める職場
であると感じています。皆様も厚生労
働省で働いてみませんか。

早川 直斗 国立医薬品食品衛生研究所総務部会計課予算係

Profile

はやかわ なおと｜平成２５年 厚生労働省入省 医政局経済課企業係・企画情報係～省エネ法に関
する窓口業務及び中協法に基づく組合関連業務などを担当。平成２６年 現職。

貴重な経験
■ 職務内容
 復興庁は、一刻も早く東日本大震災からの復興を成し遂げられる
よう、被災地に寄り添いながら、前例にとらわれず、果断に復興事
業を実施するための組織として、内閣に設置された組織です。私は
復興庁において、厚生労働省に関わる業務の予算や、復興庁が業
務を行う際に必要な事務費の管理を担当しています。

■ 出向先の業務を通じて感じたこと
　被災地方公共団体の一元的な窓口として設置された復興庁の職
員として様々な要望に接していると、実施を求められる施策が復興
の進捗とともに急激に変化していることを感じています。また、職
員は出向元の各府省庁の枠にとらわれずに復興のことを真剣に考
え、熱い議論を行っています。このような環境で勤務できることは
刺激的であり、得難い経験です。
　これらの場面では、例えば医療や雇用のような厚生労働分野に
係る対応方針が、頻繁に話題に上ります。そのたびに、改めて厚生
労働行政に対する国民からの期待とやりがい、そして、それに携わ
る者として強い責任を感じています。

■ 皆さんへのメッセージ
　厚生労働省の使命は、日本国民全員が安心して一生を送ること
ができる社会を作ることです。このような重要でやりがいのある仕
事に携わる喜びを感じながら、国民のため、そしてご自身のため
に、厚生労働省で一緒に働きましょう。

内田 雄作 復興庁統括官付参事官付主査

Profile

うちだ ゆうさく｜平成１６年 旧社会保険庁入庁。平成１８年 大臣官房会計課福利厚生室共済班
本省第１係～共済組合における給付業務を担当。平成２１年 大臣官房会計課福利厚生室総務班総
務厚生係～福利厚生室内における庶務業務を担当。平成２２年 大臣官房会計課管理室管理班警備
係長～中央合同庁舎第５号館における警備業務を担当。平成２５年 大臣官房会計課福利厚生室共
済班本省第１係長～共済組合における掛金徴収や給付業務を担当。平成２６年 現職。

現場での経験を活かして
■ 職務内容
　高知市に出向して２年目を迎えました。現在は、生活困窮者支援
に関する業務を担当しています。制度運用や予算関係の業務だけ
でなく、生活困窮者支援の相談窓口で、現場の最前線ともいえる
相談支援員をしています。出向１年目は、生活保護のケースワー
カーをしていました。

■ 出向先の業務を通じて感じたこと
　平成27年４月から生活困窮者自立支援法が施行されましたが、
高知市ではモデル事業として、平成25年11月から先駆的に実施し
ています。生活に困窮された方々は、あらゆる悩みごとを抱えて相
談に来られます。現場で実際に市民の方の相談を受け、他の職員か
らも意見を聞く中で、新しく出来たばかりの制度がどのように現場
で運用されているのか、現場はどう感じているのか、制度の問題点
は何かあるのか、などを自ら肌で感じる日々です。ケースワーカー
をしていた時は、制度のしばりに不満を持つ市民の方への説明対応
に苦慮したこともありますが、感謝されることもあり、国民の方と
接する機会の少ない国の仕事では得られない経験となりました。こ
れらの貴重な経験を国の仕事で活かしていくことが、自分の役割で
あると考えています。

■ 皆さんへのメッセージ
　厚生労働省の仕事は、国民の生活に密接な関わりを持っています。
私も、自治体での経験を通じてより強く感じることができました。

　責任もありますが、自分の
力で国民の生活に大きな影
響を与えられる可能性を持つ
仕事でもあると思っていま
す。仕事である以上、決して
楽しいことばかりではないで
すが、上司や先輩、同僚など
助けてくれる人が周りにたく
さんいます。ぜひ、厚生労働
省で一緒に働きましょう。

羽染 敬規 高知市健康福祉部福祉管理課福祉企画担当

Profile

はぞめ たかのり｜平成２０年 厚生労働省入省 社会・援護局地域福祉課消費生活協同組合業務室生
協第二係～消費生活協同組合（生協）の指導・監督を担当。平成２２年 社会・援護局書記室管理係～
社会・援護局における国会・給与事務を担当。平成２４年 社会・援護局障害保健福祉部企画課自立
支援振興室社会参加支援係～障害者の社会参加支援（主に意思疎通支援）を担当。平成２６年 現職。

言葉や文化の違いを越えて
■ 職務内容
　私は現在外務省職員として、北京の日本国大使館で、中国残留
孤児調査や中国に在住する中国残留邦人の方々の日本への永住帰
国や一時帰国等に関して、中国側関係機関と連絡・調整をしなが
ら職務を行っています。

■ 出向先の業務を通じて感じたこと
　中国残留邦人に関する政策の企画・立案は厚生労働省が行いま
すが、事業の円滑な実施には中国側の協力が欠かせないため、い
かに言葉や文化の違いを越えて中国側担当者と良好な関係を作る
かを常に考えています。
　中国残留邦人問題については中国でも新聞やテレビ等で取り上
げられていますが、日本では主にご本人の苦労に関心が向けられる
ことに対して、中国では、身寄りをなくした日本人を養った中国人
を賞賛する内容のものが多く、一つの事柄でも、国や立場が違えば
見方も異なる、ということを改めて実感します。
　また、中国に在住する中国残留邦人の方々と直接話す機会もあ
り、こうした方々を通して、日中間の歴史や現在の中国の社会を垣
間見ることができることは、日本では得られない貴重な経験です。

■ 皆さんへのメッセージ
　厚生労働省は、医療、健康、福祉、介護、年金、子ども・子育て、
雇用、労働等非常に多くの分野を所管しており、各分野で国際協力
の推進が求められるなか、多くの厚生労働省職員が各国の大使館

や国際機関等で活躍しています。
　皆さんが私たちの仲間となり、厚生労働
行政の専門家として、世界の舞台で活躍さ
れる日が来ることを楽しみにしています。

佐藤 和剛 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官

Profile

さとう よしたか｜平成１０年 厚生省入省 社会・援護局援護課援護係～戦傷病者戦没者遺族等援
護法の施行事務等を担当。平成１２年 保健医療局エイズ疾病対策課難病調査係（平成１３年１月６
日より健康局疾病対策課に改称）～難病の治療、研究に関する事務を担当。平成１８年 社会・援護
局援護企画課庶務班調整係長～全国戦没者追悼式の企画、実施等を担当。平成２０年 社会・援護局
援護企画課外事室外事第一班外事第一係長～戦没者の遺骨収集帰還事業に関する事務等を担当。
平成２５年 社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室生活支援班自立援護係長～中国残留邦
人等に対する老齢基礎年金等の満額支給に関する事務等を担当。平成２６年 現職。
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平成１６年 旧社会保険庁入庁
平成１８年 社会保険業務センター業務部
 業務第三課支払第二係
 　～年金受給者の各種諸変更届の
 　　処理を担当
平成２０年 旧社会保険庁総務部総務課庶務係
 　～庶務等を担当
平成２１年 大臣官房人事課事務次官室
 　～幹部の秘書業務
平成２３年 年金局事業管理課
（平成２４年６月～２５年４月　育児休業①）
（平成２６年９月～２７年４月　育児休業②）
平成２６年１月～現職

Profile

子育てママ・パパに聞く！仕事と家庭のバランスについて！

長女の寝かしつけ（絵本タイム）

平成２０年 厚生労働省入省
 医政局医事課試験免許室
 免許登録係
 　～医療関係職種の免許登録や
 　　行政処分を担当
平成２３年 大臣官房人事課任用班任用第一係
 　～職員の人事異動業務や採用を担当
平成２６年 医政局医療経理室決算第一係
 　～医政局所管補助金の執行を担当
平成２７年 現職
（平成２７年６月～平成２７年９月　育児休業）

Profile

　「パパがいないとさみしい」仕事に行く朝、泣く娘をなだめながら、心の中では
にやける日々。育児休業前は隣に寝るだけで大泣きしていたのが、今ではすっか
りパパっこです。
　私が育児休業を取得した期間は４か月。妻は妊娠中から要安静の時期もあり、
長女はイヤイヤ期真っ盛りの２歳児。じっくり家族と向き合う時間を取ろうと決め
ました。周囲に迷惑をかけることが不安でしたが、半年前から上司に相談し、４月
の異動を配慮いただき、６月からスムーズに育児休業に入ることができました。
　毎日娘と過ごすのは初めてのこと。休日に遊んでいただけとは全然違います。
娘の成長を妻から聞くのではなく、昨日登れなかった山が今日は登れるのを見、
どんどん増えていく言葉を聞き、そばで成長を見守れる日々は本当に貴重なもの
でした。もちろん赤ちゃんは泣き続け、長女はイヤイヤで大騒ぎと大変な場面も
多々あります。仕事ではイライラしない自分が、思い通りにならない子どもを怒っ
てしまうことに育児の大変さが身に染みました。長女を独りにせず、妻に孤独な
育児をさせず、家族４人で時間を共有できて良かったと心から思います。子育て
は楽しいことばかりではなく、つらい時もあるからこそ子の成長を喜び、余裕が
あるからこそ幸せを感じられるものだと実感しました。
　職場復帰の際には「仕事はいつでもできるけど子育ては今しかできないからね」
と温かく迎えていただきました。家族の時間を大事にしたいという思いから、よ
り業務効率化を意識して仕事に向かっています。自分が就職活動をしていた時に
は考えなかった「どういう働き方をしたいか」ということが、仕事をしていく上で
は大事になると思います。世の中に「イクメン」の言葉もなじんできた昨今です
が、まだまだ男性の育児休業取得は一般的ではありません。まだ家庭を築くイ
メージまで持つ方は多くないと思いますが、時代をつくるのはみなさんです。私
の経験を伝えることで、男性の育児休業取得の輪が広がっていけば嬉しいです。
ぜひ厚生労働省でワークライフバランスを実現してみませんか。

川口  万里子
かわぐち　　　まりこ

年金局事業管理課主査

育児休業中の平日のスケジュール

起床・朝食7:00

長女とおでかけ（公園・児童館）10:00

昼食12:00

お昼寝の寝かしつけ13:00

掃除14:00

夕飯の買い出し15:00

室内遊び16:00

夕飯18:00

お風呂19:00

20:00

就寝（次女の夜泣き∞）24:00

仕事と家庭生活の
主な両立支援制度 産前産後休暇

産前 6 週間、産後 8 週間

出産する場合 3歳未満の子どもを養育する場合

育児短時間勤務
勤務時間を 1 日 3 時間 55 分
（週 19 時間 35 分）などに短縮

小学校就学前の子どもを
養育する場合

育児時間
1 日の勤務時間の一部（2 時間まで）を

勤務しないことが可能

小学校就学前の子どもを
養育する場合

子の看護のための休暇
年5日まで（対象となる子が
2人以上の場合は年10日）

小学校就学前の子どもを
看護する場合

深夜勤務・超過勤務制限

超過勤務の免除

超過勤務は月24時間・年150時間以内に制限

小学校就学前の子どもを養育、又は
父母などを介護する場合（本人の請求）

配偶者の出産休暇
2 日

男性職員が妻の出産に伴う
入退院の付添いなどを行う場合

育児休業取得率

介護休暇
6ヶ月の期間内で必要と認められる期間

配偶者、父母、子、
配偶者の父母などを介護する場合

育児参加のための休暇
5 日

［５日以上 100％、７日以上 90％］

※1　[　] 内は厚生労働省の目標値です。
※2　厚生労働省では大臣主導の下、トップダウンで、在庁時間の短縮と有給休暇の確実な取得・促進を目指した厚生労働省自身の働き方・休み方改革を推進しています。

［男性の育児休業取得率 30％］

男性職員が妻の産前産後期間中に、
当該出産に係る子又は小学校就学前の

子を養育する場合

早出遅出勤務
始業・終業時間を繰り上げ
又は繰り下げて勤務

小学校就学前の子どもを養育、放課後
児童クラブに通う小学校の子どもを
出迎え、又は父母などを介護する場合

育児休業
配偶者の就業などの状況に
かかわらず取得可能

3歳未満の子どもを養育する場合

年度

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

男性職員

11.3％

15.3％

13.8％

女性職員

93.7％

91.0％

96.9％

Work Life Balance 【ワーク・ライフ・バランス】

　私は漠然と、自分が出産しても子育てをしながら働き続けるのだろ
うな、と思っていました。
　しかし、妊娠してから妊娠期間の過ごし方・出産・子育て・それらに
伴った制度等、知らないことだらけでした。そんな私に対して、家族は
もちろんですが、職場の方々も、親身になって助けてくれました。
　このとき私は育児休業制度というものは存在しているだけでは意味
がなく、それを利用できるような職場の環境づくりが、とても重要な
のだと感じました。
　私が今こうして働いていられるのは、職場のあたたかな雰囲気が
あったからこそだと、とても感謝しています。
　私は現在２児の母親で、「仕事と子育てを両立しています！」と胸を
はって言えるほどではありませんが、先輩ママとして育児休暇中のこと
や、育児時間を利用しながらどのように働いているかを、少しお話で
きたらと思います。

● 育児休業中
　出産してからは、子育てがメインで空いた時間に家事をするという
日々を送っていました。第一子の時ももちろんですが、第二子を出産し
てからは、忙しさと大変さに拍車がかかりました。けれど、そんな中で
も、子どもたちとしっかり向き合うことができ、成長過程を見届けら
れ、密な時間を過ごすことができたのは、育児休業を取得させていた

だけたからこそだと思っています。仕事をしながらでは得られない貴
重な時間をいただきました。

● 復職、育児時間取得
　復職してからは、仕事、保育園の送迎、食事の支度、お風呂、寝かせ
つけ等々、やることが盛りだくさんの毎日を送っています。大変では
ありますが、一つ一つのことに集中して取り組むことで、限られた時間
の中でも有意義に過ごせるように努めています。そうしていくことに
よって、「ただ忙しい毎日」が「充実した毎日」に変わっていくことも実
感していきました。
　「子育てに専念する」ことと、「働きながら子育てをする」こと、どち
らの道に進むか。子育てをするママさんにとって永遠の課題とも言え
るかもしれません。私も悩みました。けれど、私の場合、家族や職場の
方々に協力してもらえる環境があったので、「働きながら子育てをする」
道に進むことを決断できました。
　先輩ママからは、子育てと仕事を両立していくには、まだまだこれ
からが大変だとよく聞きます。私自身のことに関して、両立のためによ
り奮闘しなければと思うのと同時に、これからは、私と同じように「働
きながら子育てをする」という道に進みたいと思っているママたちが、
制度を有効活用しながら働き続けられるような職場環境を、今度は自
分が作ってあげられるように頑張っていきたいと思います。

神宮寺  秀明
じんぐうじ　　ひであき

医政局医療経理室



17 Ministry of Health, Labour and Welfare 18Ministry of Health, Labour and Welfare

医薬・生活衛生局生活衛生・
食品安全部企画情報課

検疫所業務管理室人事・給与係

係長・係員の一日

ONE DAY

厚生行政で働く職員の一日は
どんなものでしょうか。

職員の採用業務を行っている
係長と係員の一日を覗いてみました！

係  長

藤川 正徳
ふじかわ　 まさのり

寳澤 幸
たからざわ　ゆき

係  員

Work Style 【ワーク スタイル】

面接が始まるまでに、
各検疫所で支払う職
員給与の金額チェッ
ク。ミスが許されな
いので電卓を打つ指
にも力が入ります。

11:00

面接会場の設営。打合せどおりにで
きてるかな…？

10:15

受験生の案内のた
め、控室と会場とを
行ったり来 たり。
あぁ、忙しい…。

14:00

出勤。メールをチェックしたり、自分の部署に
関係のある新聞記事をチェックしたり・・・今
日の午後から採用面接。今から緊張します…。

9:00

受験生が到着。まずは
受験生に今日の注意事
項を説明。

13:00

退庁。面接初日も無事終わり、打上げ。おつか
れさまでした！！

19:00

面接終了。面接会場の後片
付け。忘れ物はないかな？

16:00

面接終了。面接
官から、面接結
果の説明を受け
る。忘れずにメ
モ…。

16:00

出勤。今日の予定を確認。
今日の午後から採用面接。

9:30
午後からの採用面接を前に、
面接官へ事前説明。いい人と
出会えますように…

10:30
退庁。明日からも面接は続くけど、初日は
無事に終わって一安心。今日は飲むぞ－！！

19:00

午後からの面接に向
けて、係で打合せ。
準備に漏れはないか
の最終確認。

10:00

面接開始。欠席など、突発的な事態に備え
て職場で待機…。無事終わりますように…

13:15

各検疫所で支払う
職員給与について、
係員から説明を受
ける。給与支払日ま
で、いつも気が抜
けません。

17:00
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人の気持ちに寄り添った支援を目指して

　児童相談所に関する業務を担当しています。児童相談所は、児童虐待
や非行など子どもに関する様々な相談に応じて必要な支援をしています。
私の係では、児童相談所の現状を把握し、より十分な支援ができるよう
体制強化の方策を検討しています。

司であり仲間でした。
尊敬できる方々とより良い施策実現のために一緒に働いてみませんか。

平成２６年　厚生労働省入省

平成２７年　現職

平成２０年 厚生労働省入省
 雇用均等・児童家庭局育成環境課児童手当管理室財政第１係
 ～児童手当関連予算のとりまとめを担当

平成２２年 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室
 扶養手当係
 ～児童扶養手当に関する助言・指導を担当

平成２４年 大臣官房地方課地方厚生局管理室企画調整係
 ～地方厚生局における人事・庶務を担当

平成２６年 雇用均等・児童家庭局総務課児童相談係
 ～児童虐待など児童相談業務に関する助言・指導を担当

平成２７年　現職

やりがいのある仕事はここにあります。
■ 職務内容

　健康局は、国民の健康づくり、疾病予防や疾病管理により、
疾病に起因する国民や社会への負担軽減を行うとともに、健康
基盤として良好な生活環境の確保のための取り組みを進めてい
ます。地域に視点を移すと、住民の健康の保持増進や、公衆衛
生の向上のために、地域保健対策を推進する中心として、保健
所や保健センターなどがあります。これら施設が担う住民サー
ビスの質を確保していけるよう、共通の運営指針の検討や、自
治体との調整などを行うことが、地域保健室の主な仕事です。

■ 育児休業制度を取得した時の話

　最近よく耳にする「イクメン」。仕事をする父親の育児休業取
得にも、社会全体が取り組むようになってきました。厚生労働省
も、周囲の理解を得ながら、それぞれの実情に合わせた休暇の
取り方ができるようになってきていると感じます。私は、20年も
前になりますが、次男出産後に、育児休業制度により４か月間の
休暇と１歳までの育児短時間勤務を取得しました。二人の息子と
ゆっくり向き合える貴重な時間を過ごすことができました。

■ 仕事と家庭を両立するために工夫していること

　長男は保育園に預けましたが、次男が生まれる頃に同居しはじ
めた夫の両親に、それ以降二人の息子をみてもらいました。通勤
時間も長いため、平日の家事及び育児はほとんどお任せし、休日
は代わって私が一手に引き受けるという分担制でした。ただ、二
人が小さいうちは、遅くとも、寝る前の習慣だった絵本の読み聞
かせに間に合うよう帰宅したかったので、電車の乗り継ぎも走っ
ていた事を思い出します。平日と休日、仕事人と家庭人のスイッチ
を切り替え、それぞれに精一杯取り組む事を心掛けてきました。

平成５９年 厚生省入省

平成１９年 大臣官房統計情報部社会統計課
 国民生活基礎調査室指導係長
 ～国民生活基礎調査の都道府県等との調整・
 　予算業務を担当

平成２１年 大臣官房統計情報部企画課統計企画調整室
 統計業務民間委託管理専門官
 ～統計調査業務の民間委託全般・
 　公共サービス改革法対応業務を担当

平成２３年 大臣官房統計情報部企画課審査解析室
 統計データ二次的利用審査官
 ～統計データの二次的利用に係る事務処理・
 関係府省との調整業務を担当

平成２５年 大臣官房統計情報部人口動態・
 保健社会統計課社会統計室
 社会福祉統計専門官
 ～社会福祉施設等調査の企画・実施・公表業務を担当

平成２６年 大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課社会統計
 室長補佐
 ～社会福祉施設等調査の企画・実施・公表業務及び
 　介護サービス施設・事業所調査のとりまとめ業務を担当

平成２７年　現職

添えるように仕事を進める厚生労
働省の施策の中にきっと答えが見
つかるはずです。その様々な施策
を進める私達は、今日もその先に
見える国民の姿を思いながら、目
の前の仕事と向き合っています。
私達と一緒にこのやりがいのある
仕事に取り組んでみませんか。

Profile

髙橋　ゆかり
雇用均等・児童家庭局総務課主査

■ 職務内容

　厚生労働省の仕事は、どんな業務でも
人の気持ちに寄り添って考えることから
始まると思います。だからこそ、人の気持
ちを大切にする人が集まっている職場で
す。仕事は大変な時もありますが、壁にぶ
つかったとき支えてくれたのは、職場の上

■ 皆さんへのメッセージ

　厚生労働省では、「児童虐待かも」と思った時などに児童相談所へ相
談できる全国共通ダイヤルを運用してきましたが、覚えやすく、迷うことな
く相談してほしいという思いから、これまでの１０桁番号を３桁番号（「１
８９（いちはやく）」）に変更しました。１８９の運用開始までには、通信事
業者や自治体との調整、広報活動など様々な課題があったので、無事運
用が開始された時は、達成感を覚えました。この電話番号を通して、１人
でも多くの子どもたちや保護者が救われることを願っています。

■ 最も印象に残っている業務

　子育てをしながら働いている方も多く、理解のある職場だと思います。
何より、何でも相談できる風通しのよい職場環境なので、家庭やプライ
ベートを大切にしながらメリハリをつけて働くことができています。

■ 女性職員の働く環境について

「なんとなく」も大切です

　医師臨床研修推進室では医学部卒業後の医師が受ける臨床研修制度
の運用を担っています。研修病院の管理から制度に関する問い合わせの
対応、また、時代の変化に伴う制度の見直しなども行います。私は主に研
修病院の管理や会議の運営、研修医を指導する医師のための講習会の審
査業務等を担当しています。

■ 職務内容

　住民の方々と密接に関わり、その声をダイレクトに聞ける地方公務員も魅
力的でしたが、自分が生活する国の制度がどのように作られ運用されてい
るか知りたい、また自分も大きな制度を作ることに関わってみたいと思い国
家公務員に興味を持ちました。厚生労働省は所管している制度が他省庁と
比べて見聞きしたことのあるものが多く、身近に感じたので志望しました。

■ 志望動機

　制度を動かすお金（予算）のとりまとめや、国会に関わる業務に携われ
たらと思っています。

■ 今後どのような仕事を経験したいか

　私は漠然と国の制度を動かすって面白そうだなと思い入省を決めました。
結果、とても良い職場で働けていると思います。高い志ももちろん必要です
が、ここで働いたらなんとなく楽しそう、ちょっと興味があるなという気持ち
もとても大事だと思います。皆さん
は民間企業か公務員か、また公務
員でも国家か地方かと色々な選択
肢があると思います。迷った時はも
う一度自分の中の「なんとなく」な
気持ちを拾ってみて進む道を考える
のも良いかもしれません。迷う過程
で、厚生労働省で働いてみるという
ことも選択肢の１つとして考えてい
ただければとても嬉しいです。

■ 皆さんへのメッセージ

■ 皆さんへのメッセージ

　「●●で社会に貢献したい。」そのキーワードは、「ひと、くらし、
みらいのために」ではじまる厚生労働省ホームページで検索して
みてください。様々な分野、様々な角度から、国民の生活に寄り

Profile

Profile

小貫 正子
健康局健康課地域保健室長補佐
おぬき　　まさこ

たかはし           ゆかり

濱﨑　美帆
医政局医事課医師臨床研修推進室臨床研修係

はまさき         みほ

活躍する女性職員からのメッセージ
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業務を通じて感じた
やりがい

職場の雰囲気

厚生労働省の魅力とは

栗原 美奈 中上 光次 花井 香織

藤山　貴英 村上 正和 𠮷川 莉可

神田 彩絵 佐藤 英尊 増永 有里子

秋山 祥太 大谷 亮太郎

1年目職員からのメッセージ

青木 政裕

周りの人達の支えがあること
が魅力です。分からないことが
多く、自分の未熟さを痛感する
日々ですが、困った時には支え
てくれる上司や同僚が必ずいる
職場です。今、不安に思ってい
る方にも、入省後には安心して
働ける職場が待っていると思い
ます。

采女 佳代

全国民の幸せな暮らしのために
仕事ができる、これが厚生労働
省の大きな魅力です。生活に直
結しているからこそ、その責任は
大きいですが、自分自身の問題
として考え、モチベーションを高
く持って仕事をすることができ
ます。新人が意見を言う機会もあり、やりがいのあ
る仕事ができます。ぜひ一緒に働きましょう！

まだまだ未熟な私に向き合って
くれる上司や目標となる先輩
方、話しているだけで癒やされ
る同期達に囲まれ、とても居心
地の良い職場だと感じていま
す。また、私自身早く成長して
力になりたいと思える職場でも
あります。皆様もぜひ安心して入省してきてくだ
さい。一緒に働けることを楽しみにしています！

職場の雰囲気は活気にあふれ
ています。通訳の方も多くいる
職場なので、英語が聞こえてく
ることもあり新鮮さを感じま
す。また、海外に行くことが多
いので、職場には様々な国のお
土産が置いてあります。

私は先の大戦に行かれた方の
軍歴調査をしています。日々、
熱意ある上司に学び、やりがい
を覚えています。時にはプレッ
シャーも感じますが、同期と遊
びに出かけ気分転換。メリハリ
ある生活ができる今の環境に、
感謝しています。

古谷 彩芽

国民の方からの声を直接聞くこ
とのできる機会が多くあります
ので、厚生労働省での仕事の一
つ一つが、国民の皆様の生活を
支えていることを実感し、非常
にやりがいを感じています。た
くさんの人々のお役に立ちたい
という思いを持っている方は、ぜひ厚生労働省の
入省を目指して頑張ってください。

八島 知佑

所属している部署で開催してい
る大事な検討会を無事に終える
ことができたとき、大きなやり
がいを感じました。上司や同僚
と一丸となってやり遂げたこと、
その中に今はまだ小さいけれど
自分の果たした役割があったこ
とは、私に仕事への自信とやりがいを感じさせて
くれました。

𠮷田 真理

厚生労働省での業務は国民生
活に非常に密着しているため、
自分の関わる業務が誰かのた
めになっていると思うと非常に
大きなやりがいと充実感を感じ
ます。これからも日々勉強を重
ね、責任を持って業務に取り組
んでいきたいと思います。

桑原 愛実

私は現在、主にとりまとめの業
務を行っています。この業務
は、自分が迅速に対応しなけれ
ば、周りの人が業務を円滑に進
められなくなってしまうもので
す。その点で、大変さもありま
すが、上手くサポートが出来た
際には喜びも大きいため、非常にやりがいを感じ
ています。

長島 和誉

海外戦没者を対象とした慰霊
事業が、私の仕事です。今は亡
き戦没者の方を対象とした仕事
ですので普段感謝されることは
あまりありません。しかし、ご
遺族と直接話す機会に、日々の
業務に対する感謝の言葉を頂く
と、自分の仕事が誰かの役に立っていると感じる
ことができます。非常にやりがいを感じます。

林田 尚大

配属２日目から、決裁を得る仕
事をいただきました。関係各課
との調整等には苦労しましたが
事務次官まで直接説明を行い、
無事に決裁が終了しました。そ
の後、この決裁の内容が社会福
祉六法に掲載され、自治体にも
広く周知されました。国全体の指針決定に携われ
ていることを実感し、やりがいを感じました。

飯塚 あかね

私は薬の副作用により被害に遭
われた方の救済制度に関わる
業務をしています。その中で最
もやりがいを感じる瞬間は、自
身の所管する会議を無事に開
催することが出来た時です。ま
だまだ、業務をこなしていくの
に精一杯な所があるので、もっと広い視野を持て
るように努力していきたいと思っています。

大塚 祐太朗

高齢者関係の部署で予算要求
等を担当しています。厚生労働
省の業務は、新聞で目にしない
日はないほど、世間から注目さ
れているので、責任が重いと感
じる時もあります。しかし、そ
の分、日々の仕事にやりがいを
感じています。

私の職場は、周囲に相談しやす
い環境が整っていて、自分の
ペースで仕事ができるため、非
常に有意義な毎日を過ごしてい
ます。仕事後は、上司や先輩と
飲みに行くこともあり、業務以
外でも充実した日々を送ってい
ます。皆さんと共に仕事ができる日を楽しみにし
ています。頑張ってください。

普段、職員の方はそれぞれ集中
して淡々と業務をされている雰
囲気です。しかし、皆さん会議
などでは熱が入っていたり、ま
た職場外では飲み会などで楽
しい時間を過ごすなど、メリハ
リを持たせています。とても良
い環境の職場だと思います。

仕事をする中で、初めは分から
ないことが多いですが、気軽に
質問でき、困った時は相談に
乗ってくれる上司に助けられ、
日々業務に励んでいます。ま
た、新人でも自分の考えを意見
でき、働きやすい職場だと感じ
ています。

何でも相談できる上司や頼れる
先輩たちに囲まれて、毎日のび
のびと仕事をさせてもらってい
ます。自分の未熟さに悩むこと
もありますが、自分も周りの先
輩たちのようになりたいと思い
ながら頑張れる職場です。仕事
が大変なときでも、辛いと思ったことはこの1年
で1度もありませんでした。

普段の業務をしている中で、
困った時に相談に乗ってくれる
上司・先輩の方々が必ず周り
にいる職場です。また、年齢の
近い職員の方も多いため、若
手の飲み会を開催したりボーリ
ングに行ったりなど、職場の外
でも付き合ってくれる先輩がたくさんいるのも魅
力です。

私は海外戦没者の慰霊事業を
担当しています。周囲の方々は
業務に対し高い志を持ち、お話
して刺激的で楽しい方ばかりで
す。また仕事でつまずいた際
は、業務時間外でも、快く話を
聞いてくれます。新人として、気
持ちよく仕事ができる雰囲気です。

多岐にわたる業務を長年経験さ
れている方が多いので、わから
ないこと等をすぐに相談できる
環境があります。上司や先輩職
員は気さくな方ばかりなので、
仕事のことや趣味の話など、私
が職場に溶け込みやすくなるよ
うに積極的に話しかけてくださいます。常に働き
やすい雰囲気を作っていただいています。

入省後はわからないことばかり
だと思います。でも安心してく
ださい。先輩方が優しく教えて
くださいます。自分で調べるこ
とも大切ですが、最初のうちは
一人で悩まずにたくさん質問を
して、先輩方から教えてもらっ
たことを吸収することも大事だと思います。ぜひ
自分自身の成長につなげてください。

坪倉 大樹

厚生労働省の魅力とは、人の
生活や健康に大きく関係する
仕事だということです。そのた
め、例え目立たない仕事であっ
ても、どこかで誰かの役に立っ
ていると思って働くことができ
ます。

橋本 航輔

厚生労働省の魅力は、多種多様
な人々が在籍しており、１つの
大きな目標に向かって全員が一
致団結して取り組むことができ
る点にあると私は考えます。自
分と違う様々な考えを持つ人と
共に過ごしていると、日々新た
な発見がありますし、個人としても成長していく
ことができると感じております。

武藤 将也

厚生労働省の魅力は、人生を変
えるような出会いがあるところ
だと思います。互いに切磋琢磨
しあえる同僚たちとの出会い
や、業務を通して普段の生活で
は接する機会のないような方々
との出会いもあり、日々刺激を
受けています。国民の声に耳を傾け、自分には何
ができるのかを常に考え、過ごしています。

金本 清誉

国民の生活をより良くする仕事
ができることが魅力です。私
は、医政局において補助金等の
執行事務に携わっており、医療
関係者の育成事業等に対して
補助金を交付しています。医療
の安全・質の向上を身近に感
じることができ、やりがいを持って仕事に取り組
んでいます。

藤村 直輝

厚生労働省の魅力は、なんと
いっても厚生行政の第一線で働
けることです。メディアで日々
報道される事案に携わることが
できるので、とてもやりがいを
持って仕事に取り組むことがで
きます。入省した際にはぜひ一
緒に頑張りましょう。

佐藤 洋平

厚生労働行政の魅力は、一つ一
つの仕事が国民の生活に密着
しており、日々、国民の皆様を
想いながら仕事ができることだ
と思います。そのため、責任の
重さを感じることもあります
が、その重さが明日の仕事の励
みとなり、魅力だと感じます。

上芝 知香

厚生労働省の仕事は多岐にわ
たりますが、どの仕事も人々の
くらしに繋がっています。その
ため、上司や先輩、自分が携
わった仕事が私たちの生活に関
わってくるので、身近に影響を
感じられることが厚生労働省で
働く魅力の１つです。皆さんと一緒に働ける日を
心待ちにしています。

山根 和人

厚生労働省は、とにかく規模が
大きな省だと実感します。同期
がたくさんいて、その中でも厚
生と労働で分かれていたり、局
が違うとまるで他省のような感
じがします。常に新鮮なものを
感じることができて、飽きの来
ない職場だと思います。
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今後の目標

入省前と入省後で
感じたギャップ

入省を目指す方へ

坂井 大 中島 啓直 八鍬 亮太

本田 優歩 山口 昂久 吉田 ゆま子

小島 紗希 西 優花 俵頭 美結

田中 豊人 橋詰 康平 藤城 志穂

植木 奈津子 恩田 尚紀

池澤 圭介 大村 雄介

1年目職員からのメッセージ

小嶋 早百合

公務員といえば、お堅く真面目
というイメージが強くありまし
たが、いざ入省してみるとその
ような人ばかりでなく、個性的
でおもしろい方が多い印象で
す。優しい先輩方や同期に恵ま
れ、楽しく仕事に励んでいます。

野田 貴之

厚生労働省が所管している社
会保障や労働政策といった分
野は、国民の関心が非常に高い
ものだと、入省後に改めて感じ
ています。そのような分野に身
近に関わることで、毎日やりが
いを持って仕事に取り組むこと
ができています。

深澤 孔志

私は入省１年目から、重要な仕
事を担当することにギャップを
感じました。私は医療関係の補
助金業務を担当していますが、
課長級の上司に一人で説明に行
くなど、緊張する場面が何度も
あります。国民からの注目を浴
びるこの職場で、皆さんと一緒に働ける日を楽し
みにしています。

前田 和人

入省前はみんな常に走り回って
いて殺伐としている職場をイ
メージしていましたが、忙しい
ながらも、息抜きができている
人が多いと感じました。仕事は
確かに難しく、長い時間拘束さ
れることもありますが、束の間
の小休止でも雑談などで気分転換ができ、雰囲
気がいい職場だと感じます。

山口 智弘

入省前は、市役所ではないから国
民の方と接する機会はほとんど無
いと思っていました。しかし、実
際は業務中電話を通して、国民の
方からご意見等を頂く事が多々あ
りました。それだけ国民の方々が
厚生労働省の仕事に深く関心を持っているのだと実
感しました。とてもやりがいのある仕事ですので、興
味をお持ちの方は、入省目指して頑張ってください。

荒巻 優樹

特に大きなギャップは感じてい
ません。強いて言えば、チェッ
クが多いと思います。二重三重
は当たり前であり、財源は税金
であることから、民間企業と比
較すると、チェック体制はより
厳重ではないかと思います。困
惑するような入省前後のギャップは特にないと思
うので、安心して良いと思います。

厚生労働省の業務は、国民生活
と直結し、内容も多岐にわたる
ため、非常にやりがいがありま
す。現在は、企業年金に携わっ
ています。様々な経験を重ね、
業務の精度・効率を高めるとと
もに、信頼される行政官を目指
していきます。皆さんと一緒に働ける日を楽しみ
にしています。

私が厚生労働省に入省してから
早くも１年が経とうとしていま
すが、業務内容が幅広い上に奥
が深く、まだまだ勉強不足だと
痛感する毎日です。今は周囲の
方々に支えていただいています
が、皆さんが入省するまでに、
頼れる職員になれていたらと思います。皆さんと
共に働ける日を楽しみにしています。

毎日の報道で「厚生労働省」の
文字を見ない日はほとんどあり
ません。それだけ注目をされて
いる行政分野を所管している省
だと実感します。苦労すること
もたくさんありますが、多くの
経験を積み、信頼される職員に
なりたいと思います。皆様と一緒に働ける日を心
待ちにしております。

魅力的な上司・同僚に恵まれて
日々楽しく仕事をしています。
困難な問題に直面することも多
く、その度に周囲の方々に支え
られていることを実感します。
今後は、自分自身が周囲から頼
られる存在になれるよう、今で
きることに全力で取り組み、多くの経験を積んで
いきたいです。

入省して約１年が経ちますが、
目の前の業務をこなしているう
ちにあっという間に過ぎたよう
に感じています。それでもまだ
制度のこと、予算のこと等わか
らないことばかりです。今後は
より多くの知識や様々な考え方
を吸収し、自身の業務に活かしていけるよう、努
力していきたいです。

入省して医療分野の業務に携わ
る中で、医療技術が日々進歩し
ていることを実感するととも
に、新しく出てくる技術を理解
するために自分自身も日々勉強
し続けなければと感じていま
す。今後も、社会情勢の変化や
医療技術の進歩にアンテナを高く持ちながら、医
療制度に携わっていきたいです。

今はとにかく周りを気にしなが
ら、与えられた仕事をひとつず
つやっていくことしかできませ
んが、そんな私に対しても上司
や先輩方はいつも優しく教えて
くださるのでとても助けられて
います。今後は、これまで教え
ていただいたことを活かし、仕事の幅を広げるこ
とができるよう頑張りたいです。

人々の暮らしを支える仕事に就
きたいと思い、厚生労働省に入
省しました。入省して、改めて世
間からの注目度が高い業務に
従事しているのだなと感じまし
た。目の前の業務を丁寧に取り
組み、信頼を得られるように努
力しています。皆さんも今はつらい時期だと思い
ますが、目標に向かって頑張ってください。

今はまだ、先輩や上司に質問し
てばかりの毎日ですが、一人で
しっかり考え仕事できるように
なりたいです。これから様々な
部局へ異動すると思いますが、
厚生労働行政全体に目を向け
て考えられる職員になりたいで
す。

榊原 康之

入省前は堅い人ばかりが働いて
いるというイメージがありまし
たが、実際に入省してみるとフ
ランクな方もたくさんいる職場
だと感じました。また、デスク
ワークばかりの仕事だと思って
いましたが、省外に出て業務を
行うことが多かったこともギャップの１つです。

原子 智行

入省前の想像よりも、企業など
省外の方と業務を進めることが
多いです。そのため調整能力や
支障をきたさないよう状況に応
じた対応力が必要であり、責任
の大きさを感じます。失敗もあ
りますが、周りの上司や先輩に
支えられながら、日々積極的に業務に取り組んで
います。

渡邊 諒

入省前のイメージとしては、業
務が多忙で終電帰りが当たり前
との印象を抱いていました。
しかし、実際に入省してみると、
確かに業務が多忙な時期はあり
ましたが、早く帰ることが出来
る時は早く帰り、休むときは
しっかり休むといったメリハリのある働き方が出
来る職場であると実感しています。

小山 翔子

私は主に補助金に関する業務を
行っています。地味な仕事に思
われがちですが、制度について
理解を深めることができるほ
か、自治体と連絡を取り合うな
ど人と接することも多く、とて
もやりがいを感じることができ
る業務です。

平山 友貴

厚生労働省での業務は国民の
生活に非常に身近であり責任
の重い仕事ですが、その分業
務の一つ一つをこなしていけた
ときに、達成感を得ることが出
来ます。不安を感じることもあ
りますが、上司や先輩方に助け
られながら、充実した日々を過ごすことが出来
ています。

村上 晃一

保険制度の業務に携わる中で、
難しさや大変さを感じることも
多いですが、国民の方への説明
を通して、感謝の言葉を頂いた
時には、大きなやりがいを感じ
ます。また、厚生労働省はやり
がいに繋げられるきっかけの数
で言えば、他の職場に負けないフィールドだと思
います。一緒に働ける日を楽しみにしています！

入省を目指されているみなさ
ま、お疲れさまです！計画的に
試験勉強が進まない時期もあ
るかと思います。私もアルバイ
トをしていた時期は、翌日まで
疲れが残り計画的に勉強が進
まず日々ストレスを感じていま
した。環境を変えてみたり、たまには息抜きした
りしながら頑張って下さい！

日々の生活に欠かせない医療
や保健、昨今何かと話題の労働
分野をとりまとめる省庁ですの
で、働き甲斐は他のどの省庁よ
りもあると思います。もちろん
仕事量も多く、大変ではありま
すが、この仕事は今後の人生を
かける価値があると断言できます。共にこの国の
将来を支えていきましょう。

少子化対策に関わる仕事がし
たいと考え、厚生労働省に入省
しました。現在は保育所等の施
設整備に関わる部署で働いて
おり、とても忙しいですが充実
した日々を過ごしています。皆
さんと一緒に働けることを楽し
みにしています。

厚生労働省は、国民の生活に密
着した課題に日々取り組んでい
ます。人の人生に大きな影響を
与える分、国民からの関心も高く
責任も重い仕事が多いですが、
人々の暮らしの向上や、安心安
全な世の中づくりに貢献するこ
とができます。その使命感を持っている方は、是非
厚生労働省の門を叩いてください。待っています！

厚生労働省の業務は、国民の
生活と密接に関わっています。
その分、やりがいと責任を感じ
ます。日々の業務は大変なこと
もありますが、様々な立場に
立って物事を考える機会があ
り、業務を通して自分自身の成
長に繋げることができると思っています。皆さん
と一緒に働ける日を楽しみにしています。

今後の目標は、幅広い視野を身
につけることです。上司の方々
を見ると、自分がしている仕事
が、全体（省、局等）の中でどの
ような役割をしているのかを把
握しているように感じます。国
家全体を見なくてはならないこ
の職場では、客観的な視点を培っていくことが重
要だと考えています。

入省後、様々な知識や能力が求
められる職場であると、改めて
感じました。目標は、現在の業
務と直接関係するか否かを問わ
ず幅広く知識を身につけ、多く
の場面で活躍できる職員になる
ことです。

稲葉 実子

公務員＝１日中デスクに座って
仕事、というイメージがありま
すが、入省してギャップに驚き
ました。持ち回りで確認を取る
ため省内を歩き回ったり、病院
の視察や全国各地での説明会
に同行したりと、省外に出る機
会も多いです。大変さもありますが、その分やり
がいも感じられる職場です。

緒方与主吾

国家公務員は堅いイメージが強
く、職場の雰囲気は暗いと考え
ている人がいるかもしれません
が、実際に働いてみるとそうで
はないことがわかります。忙し
いこともありますが、冗談を交
えながら楽しく仕事を行うこと
ができる職場だと感じています。

業務を通じて感じたやりがい
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鈴木 崇大 冨山 千波

圓山 裕章 山田 友梨 井芹 将博

1年目職員からのメッセージ Questionnaire 【 1年目職員アンケート】

厚生労働省では国民の生活に
直結する仕事に携わることがで
きます。まだまだ知識も乏し
く、日々成長を求められている
私ですが、責任とやりがいを感
じながら仕事をすることができ
ています。志ある皆さんと一緒
に働ける日を楽しみにしています。

厚生労働省は、多くの人々の役
に立つことができる、やりがい
のある職場です。また業務も
様々な分野にわたっており、日々
新しい発見のできる職場でもあ
ります。私自身、仕事を通して
今までの自分にはなかった知識
や経験を沢山得ることができました。皆さんもぜ
ひ、厚生労働省で一緒に働いてみませんか？

厚生労働省は、日本の未来を創
り守るため、様々な改革を行っ
ています。私は入省して1年で
すが、その一端を担っていると
いうことを日々実感しながら働
いています。毎日全力で仕事に
向き合うためやりがいも大き
く、充実しています。皆さんと一緒に働くことが
出来る日を楽しみにしています。

様々な立場の方からいただくご
意見やご照会に対し、自信を
持って回答できるよう、勉強す
る毎日です。まだまだ上司や先
輩に助けられてばかりですが、
たくさん吸収して成長していき
たいです。入省を目指す皆さ
ん、厚生労働省で共に成長していきましょう。

私は今、医療保険制度の統計
調査を行う仕事をしています。
制度運営の基礎資料となるた
め、責任とやりがいを感じま
す。厚生労働省の業務は多岐に
わたりますので興味をもって
様々な経験ができます。是非一
緒に働きませんか。

入省を目指す方へ
平成27年度に入省したばかりのフレッシュな職員にアンケートを実施しました！

住んでいるところは？1 平均通勤時間は？2 年次休暇取得日数は？3

平均退庁時間は？4 お昼はどうしてる？5 飲み会の頻度は
どのくらい？6

飲み会は誰と行ってる？7 夏休みは何日取った？8 今年度を振り返り
自分を採点すると？9

① 実家で両親と同居.......................... 18

② 一人暮らし（賃貸）......................... 45

③ 公務員宿舎........................................  0

④ その他................................................  2

① 30分以内 ........................................ 16

② 30分～ 1時間以内......................... 34

③ 1時間～ 1時間半以内.................... 11

④ 1時間半以上.....................................  4

① 9日以上........................................... 22

② 5 ～ 8日 .......................................... 29

③ 1 ～ 4日 .......................................... 14

④ 0日.....................................................  0

① 19時前 ............................................ 12

② 19 ～ 21時 ..................................... 31

③ 21 ～ 23時 ..................................... 20

④ 23時以降 ..........................................  2

① 省内の食堂...................................... 18

② コンビニ等で買ってきて席で....... 29

③ 手作りしたお弁当.......................... 14

④ 銀座や新橋でランチ........................  4

① 週1回............................................... 30

② 月1回............................................... 22

③ 月2～ 3回 ...................................... 13

④ 毎日！................................................  0

① 先輩・上司...................................... 24

② 同期・同僚...................................... 35

③ 友人 ...................................................  6

④ その他................................................  0

① 3日間............................................... 40

② 4日間.................................................  4

③ 5日間............................................... 20

④ 1週間以上.........................................  1

① 100点満点........................................  2

② まあまあ合格の80点..................... 16

③ もう一息の60点............................. 33

④ まだまだこれから…の30点 ......... 14

① 実家で
　 両親と同居
　 28%

④ その他 3%③ 公務員宿舎 0%

② 一人暮らし（賃貸）
　 69%

② 30分～1時間以内
　 52%

③ 1時間～
　 1時間半以内
　 17%

④ 1時間半以上 6%

① 30分以内
　 25%

② 5～8日
　 45%

① 9日以上 
　 34%

③ 1～4日
　 21%

④ 0日 0%

② 19～21時
　 48%

③ 21～23時
　 31%

① 19時前 18%

④ 23時以降 3%

① 省内の食堂
　 28%

② コンビニ等で買って
　 きて席で 45%

③ 手作りしたお弁当
　 21%

④ 銀座や新橋で
　 ランチ  6%

① 週1回 
　 46%

② 月1回
　 34%

③ 月2～3回
　 20%

④ 毎日！ 0%

① 先輩・上司
　 37％

② 同期・同僚
　 54%

③ 友人
　 9%

④ その他 0%

① 3日間
　 61%

② 4日間 6%

③ 5日間
　 31%

④ 1週間以上 2%

② まあまあ
　 合格の80点
　 25%

③ もう一息の60点
　 51%

④ まだまだ
　 これから…の30点
　 21%

① 100点満点 3%
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キャリアパス／働き方・休み方改革 女性活躍とワークライフバランスの推進

厚生労働省入省後のキャリアパス例

厚生労働省働き方・休み方改革推進戦略 ～「休むことも仕事です。今度こそ本気です。」～

２つの改革

◆ 下記取組みを平成27年10月から本省全部局において本格実施（平成28年４月一部改正）。

入省3年目の若手から課長・補佐級まで、出向の機会は多くあります。

係 員

（2～3年ごとに異動し、
幅広い業務を経験）

■入省後すぐに新規採用職
 員等研修（厚生労働行政の
 業務説明や施設等機関の
 見学）を2週間行います。

係長級

▶各業務の責任者として、
　予算、企画などを担当

施設等機関

（係長、主査、専門職など）

例：地方厚生局係長、
　　施設等機関係長など

本省

課長補佐級

他省庁、地方自治体へ出向

▶課の予算、企画などの
　とりまとめ、調整を担当

施設等機関

（課長補佐、専門官、監査官など）

例：地方厚生局の課長、
　　課長補佐など

本省

課長、室長級

▶課の業務の総責任者

施設等機関

（課長、室長など）

例：地方厚生局の部長など

※これは一例です。それぞれのキャリアパスは
　本人の適性、希望、勤務成績などにより異なります。

本省

経験年数 8年目 18年目

Ⅰ 新たな改革を成功させるための３つの基本的考え方

厚生労働省における女性活躍とワークライフバランス推進のための取組計画（ポイント）
（平成27年度～平成32年度）

２．女性活躍推進のための改革

３．次世代育成支援対策に関する具体的取組

働き方改革・休み方改革

内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、国土交通省、環境省、独立行政法人、
福岡県、沖縄県、札幌市、新宿区、三重県名張市、滋賀県大津市、島根県出雲市 など27年度出向先例

Ⅱ 

目 

標

Ⅲ 

具
体
的
取
組

（１）年次休暇
・全職員がマンスリー
休暇を取得。
※毎月１日以上の年
休を取得。

（２）夏季休暇
・全職員が連続
１週間以上の休
暇を取得。

（３）その他の休暇
・全職員がGW・年末年始に、
１日以上の年次休暇を取得。
※マンスリー休暇とは別に
取得。

（１）価値観・意識の改革
●効率的な業務運営やワークライフ
バランスに資する取組について人
事評価に反映

（２）職場における仕事改革
●出退勤管理の徹底
●休暇の取得促進

（３）働く時間と場所の柔軟化
●テレワークの抜本的拡大
●フレックスタイム制、早出・遅出
の活用促進

（１）女性の採用の拡大 （中途採用の拡大等（経験者採用試験等による採用、希望する中途退職者への
採用募集情報の提供））

（２）女性の登用目標達成に向けた計画的育成 （柔軟な人事管理の実施、転勤の際の配慮）

（３）女性職員のキャリア形成支援等 （多様な職務機会の付与、ロールモデルの提示、メンター制度導入）

（１）妊産婦及び育児を行う職員への配慮（就業制限等の遵守）
（２）子どもの看護を行うための特別休暇の取得促進
（３）公務員宿舎の貸与

（４）子育てバリアフリーの促進（授乳室等の設置）
（５）子ども・子育てに関する地域活動への参画
（６）子どもとふれあう機会の充実（子ども霞ヶ関見学デーなど）

４．推進体制

（１）全省的かつ継続的な取組の推進（担当官の設置、PDCAサイクルの実行）
（２）取組計画のフォローアップ（毎年度１回の実施、点検・評価結果や若手職員等からの意見を踏まえた計画の見直し）

（１）在庁時間の
　  縮減

・原則20時までに退庁。
・やむを得ない場合で
も22時までには退庁。

・必要な場合は、翌日朝
勤務で対応。  等

（１）課室長等による出退勤管理の徹底
・必ず事前に、在庁時間管理簿により勤務時間外に在庁する理由等を確認。理由に応じて退庁
又は在庁時間縮減を指示。

・各部局の長等は、月100時間超の在庁職員を確実に把握し、課室長へ個別の改善計画作成を
指示し、翌月フォローアップ。

（１）事前登録制
・課室長等は原則、月内にマンスリー休暇を取得させる。
・取得できない場合、 翌月に２日以上の休暇を取得させる。

（２）テレワークの
　  抜本的拡大

・年平均２回（6,800人
日）を 目 標 にテレ
ワークを抜本的拡大。

・育児介護職員への活
用促進、実施方法・
手続の見直し

（３）フレックスタイム、
　  早出・遅出勤務の活用促進

・国会対応等他律的業務等について早
出・遅出勤務を活用。

・その際、10時間の勤務間インターバ
ルを設ける。

・育児介護職員に原則100％フレックス
タイム制の利用を認める等、活用促進

年間16日以上・少なくとも全職員の75％が、月１日以上の年次休暇を取得

１.働き方改革 ２.休み方改革

１．大臣主導で半強制的に実施 ▶ 働き方・休み方を改革することは、厚労省の任務及び職員の責務。大臣主導の下、半ば強制的に実施。

２．幹部職員等の人事評価に反映 ▶ 部局長等の幹部職員及び課室長等の管理職員の意識を改革し、率先し働き方・休み方改革を推進。
  改革の実施状況を部局長等を含めた全職員の人事評価に反映。

３．重層的なPDCAサイクルの導入 ▶ 具体的な目標を設定し、班、課室、部局及び省全体という各レベルで重層的・定期的に実施状況を管理。
  目標が達成できていない場合は、具体的な改善指導や改善計画を作成。

（２）組織的管理の徹底
①部局長等 ◇ 直近１ヵ月に、平均退庁時間が20時を超えた又は休暇取得率が75％を下回った課室長等に、改善計画書の提出を義務付け。
※毎週、局（部）議等の際に、各課室の平均退庁時間（休暇取得状況）を確認・フォローアップ。
②事務四役 ◇ 直近３ヵ月連続で、平均退庁時間が20時を超えた又は休暇取得率が75％を下回った部局長等に、改善計画書の提出を義務付け。
※毎月、幹部懇談会の際に、各部局の平均退庁時間（休暇取得状況）を把握・フォローアップ。
③政務三役 ◇ 各部局の平均退庁時間（休暇取得状況）等は政務三役にも報告。必要に応じて大臣より改善を指示。

◆採用者に占める女性割合　30%

◆本省課室長相当職の女性割合　13％　　◆地方機関課長・本省課長補佐相当職の女性割合　14％
◆係長相当職（本省）の女性割合　30％登用関係

※本計画は、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画を兼ねる計画として一体的に策定

育児・介護等と両立して活躍できるための改革

◆男性職員の育児休業取得率　30％　原則として５日以上取得
◆配偶者出産休暇及び育児参加休暇の取得率　
合計５日以上：100％、合計７日以上：90％

（１）職場環境の整備

（２）両立支援制度の促進及び
人事管理上の配慮

（３）育児休業取得中等の
職員への支援策

（４）代替要員の確保に向けた
人事運用面の対応

（５）保育の確保

（ｅラーニング、政務三役等から男性職員へ育休取得
のための声かけ、育児シート、介護シート）

（ハンドブック、管理者等向け手引書）

（業務概況等の情報提供、セミナー）

（産前・産後休暇など）

（保育室の利用促進）

平成32年度までの目標

平成32年度までの目標
採用関係

１．職員の仕事と生活の調和の推進のための改革
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Q1

Q3 Q4

Q5 Q6

Q7 Q8

Q2

A A

A A

A A

A A

厚生行政の職員に求められる
職員像について、教えてください。

厚生行政に関する専門知識は、
どれくらい必要ですか？

公務員試験の順位や年齢は、
採用に影響しますか？

障害のある方で
働いている人はいますか？

人事異動時に個人の希望は
反映されますか？

研修制度について
教えてください。

職場の雰囲気や上司との
関係について、教えてください。

職員の平均的な退庁時間について、
教えてください。

採用にあたって

入省後について

　厚生行政は、医療、福祉、衛生、年金など、国民の身
近に関わる事柄を担当し、仕事を通じて関わる人々も
様々です。したがって、国民の率直な意見を感じとる現
場感覚と既成概念にとらわれない柔軟な発想を持つ方
が望まれます。
　また、困難な課題にも、粘り強く問題に向き合う精神
力も必要です。
　そして、何よりも厚生行政に携わり、国民生活の質の向
上に寄与しようという高い使命感のある方を歓迎します！

　特別な専門知識は、採用時には必要ありません。しか
しながら、厚生行政は国民生活に密着し、国民の関心も
高く、新聞などに話題が取り上げられない日はないと
言ってもいいくらいですから、当省を志望する皆さんに
も、幅広く関心を持って欲しいと思います。

　影響はありません。採用（官庁訪問）に当たっては人
物重視の面談を実施しています。また、民間企業の経験
や出身校、学部も採否に影響はありません。既卒者の方
も歓迎です。

　厚生労働省では、国民の生命や健康を守るため、高い
志と強い気概を持つ人が働いており、障害のある職員も
活躍しています。

　人事異動は多くの職員を対象に行われるものなので、
必ずしも本人の希望通りになるとは限りませんが、定期
的に実施する意向調査により、本人の希望や配慮すべき
事情を確認するとともに、能力や適性を勘案して、適材
適所となるような人事異動が行われています。

　厚生労働省に入省してすぐに約2週間の新規採用職員研
修があります。ここで公務員としての基本的な心構えや厚
生労働行政の基礎的な知識を習得していただきます。
　その後、係員・係長・課長補佐と段階的にそれぞれ
の役職に応じた研修があります。語学（英語）の研修、
Word・Excel・PowerPointなどのパソコンの技能研
修など、スキルアップのための研修もあります。
　また、このほかに人事院が行っている派遣制度を利用
して、国内外の大学院へ留学し専門的な分野を研究する
という機会もあります。

　厚生労働省では、若手から幹部まで、みんなが自由に
意見を出し合い、「より良い政策を作り上げていこう」と
いう一致団結した雰囲気があります。また、責任ある仕
事も若いうちから任せられますので、やりがいを感じる
ことができます。

　退庁時間はそれぞれの課室ごとに業務内容や時期に
よって異なります。
　厚生労働省では、若手職員の声も聞きながら、大臣
主導の下、トップダウンで、在庁時間の短縮と有給休暇
の確実な取得を目指した働き方・休み方改革を推進し
ています。

組織図 採用 Q&A

大臣官房

　統計情報部

H28.4.1 現在

人事課、総務課、会計課、地方課、国際課、厚生科学課

企画課、人口動態・保健社会統計課、雇用・賃金福祉統計課

総務課、地域医療計画課、医療経営支援課、医事課、歯科保健課、看護課、
経済課、研究開発振興課

総務課、健康課、がん・疫病対策課、結核感染症課、難病対策課

総務課、審査管理課、安全対策課、監視指導・麻薬対策課、血液対策課

企画情報課、基準審査課、監視安全課、生活衛生課、水道課

総務課、労働条件政策課、監督課、労災管理課、労働保険徴収課、補償課、
労災保険業務課、勤労者生活課

計画課、安全課、労働衛生課、化学物質対策課

総務課、雇用政策課、雇用保険課、労働市場センター業務室

企画課、需給調整事業課、外国人雇用対策課

雇用開発企画課、高齢者雇用対策課、障害者雇用対策課

総務課、能力開発課、キャリア形成支援課、能力評価課、海外協力課

総務課、雇用均等政策課、職業家庭両立課、短時間・在宅労働課、家庭福祉課、
保育課、母子保健課

総務課、保護課、地域福祉課、福祉基盤課、援護企画課、援護・業務課、事業課

企画課、障害福祉課、精神・障害保健課

総務課、介護保険計画課、高齢者支援課、振興課、老人保健課

総務課、保険課、国民健康保険課、高齢者医療課、医療介護連携政策課、
医療課、調査課

総務課、年金課、国際年金課、企業年金国民年金基金課、数理課、事業企画課、
事業管理課

参事官、政策評価官

■検疫所
■国立ハンセン病療養所
■試験研究機関 国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、
 国立社会保障・人口問題研究所、国立感染症研究所
■更生援護機関 国立児童自立支援施設
 国立障害者リハビリテーションセンター

地方厚生（支）局
都道府県労働局

中央労働委員会

　生活衛生・食品安全部

　安全衛生部

　派遣・有期労働対策部

　雇用開発部

　障害保健福祉部

医政局

健康局

医薬・生活衛生局

労働基準局

職業安定局

職業能力開発局

雇用均等・児童家庭局

社会・援護局

老健局

保険局

年金局

政策統括官

施設等機関

地方支分部局

外局

厚
生
労
働
省

※平成 28 年度中に組織再編成を予定
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採用スケジュール・採用窓口

　本パンフレットに登場した職員からのメッセージで、厚生行政の業務内容や仕事

のやりがい、厚生労働省で働く職員の姿を少し身近に感じていただけたのではない

かと思います。

　しかし、このパンフレットに紹介されている職員はごく一部です。パンフレットに

登場した職員以外にも、皆さんが知らないような業務を担当し、幅広い経験を積ん

だ職員がたくさんいます。

　一度厚生労働省へ足を運び、実際に働いている職員のエネルギーと熱い思いを

生で感じてください。そして皆さんの厚生行政への思いをきかせてください。

　厚生労働省で働きたいという方を心から歓迎します。一緒に「ひと、くらし、みら

いのために」働きましょう。皆さんの訪問をお持ちしております！

厚生行政採用担当
厚生労働省大臣官房人事課任用第一係

分野 厚生行政 労働行政

医療、公衆衛生、社会福祉、年金など、国民一人ひとり
が安心して生活していく上で欠かせない社会保障を
支える行政分野

医政局、健康局、医薬・生活衛生局、生活衛生・
食品安全部、雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、
障害保健福祉部、老健局、保険局、年金局

平成26年度　45（14）人
平成27年度　66（25）人
平成28年度　67（21）人

大臣官房人事課任用第一係
（内線 7074 ～7076）

労働者の健康と安全への配慮、適正な労働条件の確保、
新たな雇用機会の創出、雇用の安定、性別の差別なく
労働者が能力を発揮できる雇用環境の整備など、「働く」
ことを支える行政分野

労働基準局、安全衛生部、職業安定局、派遣・有期労
働対策部、雇用開発部、職業能力開発局、雇用均等・
児童家庭局

平成26年度　25（7）人
平成27年度　43（15）人
平成28年度　38（21）人

大臣官房人事課任用第二・三係
（内線 7079 ～7080）

厚生労働省ホームページ　http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kokka2/kokka2-kousei/kousei.html

☎厚生労働省連絡先

（代） 03-5253-1111

※採用実績欄の（　）は女性の数を示します。

業務内容

主な所属部署

採用実績

問い合わせ先

採用スケジュール

4/8（金）～ 4/20（水）

6/12（日）

未 定

7/6（水）

7/10（日）

7/19（火）～ 8/4（木）

8/22（月）

8/22（月）10:00 ～

10/1（土）

国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験）受付期間

第一次試験日

厚生労働省　業務説明会

第一次試験　合格発表日

人事院主催　官庁合同業務説明会（関東甲信越地域）

第二次試験日（人物試験）

最終合格発表日

官庁訪問（厚生行政受付  10:00～）

採用内定

厚生労働省一般職採用（厚生行政）：kousei2jinji@mhlw.go.jp
厚生労働省一般職採用（労働行政）：lab2016_2017@mhlw.go.jp

　質問メールの宛先
どんなことでも
結構です!!
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