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厚
生
労
働
省
の
挑
戦

成長社会から成熟社会へ―
社会保障を軸に、

かつてない難題に取り組む。

厚生労働省は、社会保障制度を守り、進化させ、受け継い

でいくために、少子高齢化の進展、雇用環境の変化、貧困・

格差の問題といった社会の変化や時代の流れを感じなが

ら、様々な政策に取り組んでいます。

今、私たちが注力している 5 つの政策課題、「医療」「年金」

「子ども・子育て」「ディーセント・ワーク」「格差・貧困」

と、これに取り組む職員を紹介します。
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医
療1.

厚生労働省の課題と
目指すべき社会：

｢国民に安心できる
医療を届けるとともに
経済成長のエンジンに｣
現在、社会保障給付費は約109兆

円。そのうち、医療費の占める割

合は約３割（約35兆円）。これが、

高齢化などにより2025年には60

兆円を超える見込みとされてい

る。また、医師などの人材確保や

地偏在対策、救急・周産期医療な

どの地域医療の確保など、医療提

供体制の課題もある。そして、成

長分野として、医療関連イノベー

ションを推進する政策展開をいか

に行うかという課題もある。

これらの課題に向き合い、その人

にとって適切な医療サービスが受

けられる社会を目指している。

現在、政府一体となり社会保障・税一体改革を進めている。その中で、

消費税をはじめとする税制抜本改革による安定財源の確保とともに、病

床機能に応じた資源投入による入院医療の強化、在宅医療の充実などの

対応を盛り込んでいる。

また、iPS細胞に代表される日本の高い医療関連技術を、迅速・安全に実

用化につなげることが医療の質の向上とともに、医療関連産業の発展に

よる我が国の経済成長にもつながる。こうした国家的課題も医療政策の

範疇であり、他府省庁と連携し、取組を進めている。

医療は、人の生活の基礎を支えるものであるとともに、近年、高付加価

値産業の創出が期待される分野でもある。この両者の実現が、我が省に

課されている。

講じている施策

誰もが安心して医療を受けられる
「仕組み」をつなげていく

保険局国民健康保険課課長補佐　髙橋　香苗

「保険証一枚で、誰もが、どこでも、いつでも、一定の負担で必
要な医療が受けられる」私たちにとって今では当たり前のように感
じられるこの「国民皆保険」という仕組みは、長い歴史を経て1961
（昭和36）年に達成された日本が世界に誇る仕組みです。
この国民皆保険の基礎を支える国民健康保険の運営主体は市区
町村。一口に市区町村といっても面積も人口も世帯構成も千差万
別。しかしながら皆保険の基礎として抱える課題は同じ。共通し
て抱える課題には、限られた財源の中で公平性を考えながら国が
制度的に対応する…。国民健康保険をめぐるこれまでの制度的な
対応は、国民皆保険を堅持するために、国・都道府県・市区町村
などの関係者が利害を乗り越え実現してきたものです。私がかか
わった平成24年4月に成立し
た改正国保法も、多くの関係
者のこうした思いが詰まっ
たものでした。
社会経済情勢が変化してい
く中で、国民皆保険という仕
組みが当たり前のようにあり
続けることは、有り難い（有
ることが難しい）ことなんだ
と肝に銘じながら、ずっと遠
い将来までこの仕組みをつな
げていくことは、一人の力で
は到底できなくても、厚生労
働省で働くことを通じて実現
できるのではないかと強く感
じる今日この頃です。

超少子高齢社会を目前として

医政局総務課主査　金沢　侑加

学生時代、社会保
障の問題が叫ばれる
度に、「国は一体何を
しているのだろう」と
ずっと疑問に思ってい
ました。そんな私が厚
生労働省に入省して一
番驚いたことは、現行
の社会保障制度が絶妙
なバランスで成立して
いるということと、同
時に、一人ひとりの職
員が来たる超少子高齢
社会に対する強い危機
感を持ち、あるべき社
会保障制度の実現に向
けて、仕事に臨んでいるということです。
医療の提供体制については、高齢化の進展による医療ニーズの増
大に対応するため、医療資源をより効果的かつ効率的に活用してい
く必要があり、改革待ったなしの状態です。その具体的な策として
入院医療全体の機能強化などについて日々議論が行われています
が、医療はその政策が人の生命に直結することや、ステークホルダー
が多いことなどから、前に一歩進めることが特に難しい分野でもあ
ります。だからこそ、関係者が一堂に会した審議会において政策が
合意に至った瞬間など、私自身がかかわった政策が一歩前進をみた
時の喜びはひとしおであり、そのような場面に立ち会えることに大
きなやりがいを感じています。

法制度のプロフェッショナルとして
「研修から帰ってきたら、再生医療の法

案をやってくれ」在外勤務に向けた研修が終
わる頃、唐突に、そう告げられた。
再生医療は、新しい分野であるが故に、

現状、こうした技術を想定した統一的なルー
ルなどない。研究を効率化するとともに、
安全性を確保するための研究・診療にわた
る統一的な法制度が必要とのことだった。

iPS細胞を発明した京大の山中教授のノー
ベル賞受賞もあり、難病の画期的な治療に
つながる再生医療に、大きな期待が集まっ
ていることはもちろん知っていたが、医療
政策は自分にとって全くの新しい分野だ。
年金、雇用、児童福祉など、これまで様々
な分野で5本の法制度立案に携わってきた自
分は、何のプロフェッショナルかと言えば、
「法制度を作る」プロなのだと思う。自分の

法律立案の技術と、医学・薬学など多くの
優秀な技術系の職員の知見を融合させて、
いかに一つの制度にまとめるかが鍵だと感
じていた。

画期的な法律
法律の立案というのは、役所が独自に始め
るものではない。国会、業界、国民など社会
の機運がある程度高まって、初めてスタート
できる。それゆえ、何か問題が起きてから法
制度を求める機運が高まることも多い。しか
し、今回は違う。これから日本が進めていく
分野の法制度を新たに作る画期的なプロジェ
クトだ。
また、研究者や、業界、政権中枢、国会議
員、メディアなど色んな人の話を聞くと、想
像していた以上に、再生医療並びに法制度立
案への期待の大きさを日々感じる。
これまで、自分が厚生労働省で学ばせても
らった技術を総動員しようと思った。

法律に魂が込められる瞬間
プロとしての仕事をしよう、そういう気持

ちが強かった今回のプロジェクト。動き出し
てしばらくして、身内に大きな難しい病気
が見つかった。幸いにも医療というものは、
これまでそれほど身近なものではなかった
のだが、いやおうにも一患者側の立場で医
療を見つめざるを得なくなった。頭では理
解していたが、再生医療に期待したいとい
う多くの人の気持ちが自分のものにもなっ
た瞬間だった。
厚生労働省の分野は、どれも僕らの生活に

密着しているため、自らが担当する法制度の
立案という大きな仕事に、一国民としての生
活の結びつきを感じることが多い。ただ、実
際に立案の作業を進めている最中に、個人的
に強く感じる出来事に出会うことは、さすが
に珍しい。「どうしても、自分の手で、この
法制度をまとめたい」夏、大使館に出向する
前に、なんとしてもやり遂げたいという気持
ちが抑えられなくなった瞬間だった。

医療と国際貢献
私は、この夏にはインドの大使館に赴任予

定である。近年、急激な経済成長を続けて

いる日本の10倍の人口を有する大国である。
国民の半分が25歳以下であり、世界的にも
巨大なマーケットとなることが予測されてお
り、日本とのパートナーシップも強い。
富裕層は欧米並みの技術を持つ設備の整っ
た病院に行くことができるが、一般国民がア
クセスできる医療はとても貧弱だという。
世界的にも評価されている日本モデルの医
療提供体制や医療保険制度の知見がインドの
国づくりの一助となれば、多くのインドの人
が必要な医療にアクセスできるようになり、
また日本の医療関連産業も海外でもっと貢献
できるのではないかと考えている。
今の法制度をまとめた後には、これが、自
分の次のミッションになるだろう。常に新た
な挑戦の場が待っている。

再生医療を迅速かつ安全に届けるために
医政局研究開発振興課課長補佐　千正　康裕 profi le

平成13年厚生労働省入省。その後、年金局、職業安定局、
労働政策担当参事官室、雇用均等・児童家庭局、政務
官秘書官などを経て、現職。

profi le
平成21年厚生労働省入省。その後、年金局総務課、
同局企業年金国民年金基金課を経て、現職。

profi le
平成17年厚生労働省入省。その後、労働
基準局総務課・監督課、健康局生活習慣
病対策室、財務省主計局調査課、保険局
総務課などを経て、現職。
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年
金

厚生労働省の課題と
目指すべき社会：

｢公的年金制度
を守る｣
2012年の年金給付費は約52兆円

です。国の一般歳出予算にも匹敵

する極めて巨大な制度です。一方、

それを支える日本の人口は長期的

に減少が見込まれており、2042年

に高齢化のピークを迎えることが

見込まれています。長らく続いてき

た経済不況の影響もあり、年金を

めぐる情勢は厳しい状況です。こ

うした中で、この年金制度をどの

ように維持していくかが課題です。

年金制度は、世代間の助け合いの

仕組みです。年金制度を改革し、

維持していくことで、次の世代の

安心につなげ、全世代で支え合う

社会を創り出す必要があります。

ブラジル・サンパウロにて

2.金金22
グローバル化と社会保障

年金局国際年金課企画係長　安部　愛子

グローバル化と社会保障、どのような関係があるのでしょうか？
キーワードは「人の移動」です。
人々は国境を超えて働き、生活します。一方、人々の働き方や
暮らしを支える社会保障制度は国ごとに作られています。そのた
め、様々な国で働く人について、国ごとの社会保障の加入期間が
短く十分な保障が受けられなかったり、企業が複数国の社会保険
料の支払い義務を負ったりすることが起きます。このような問題
を解決するため、私の課では、「社会保障協定」という二国間の国
際条約の締結を進めています。
相手国との交渉では、お互いの国の制度を熟知した上で、結節
点を探り、意見を戦わせながら、一つの条約を作り上げていきます。
社会保障はその国の経済、文化、歴史の上に成り立っているため、
それらの視点も欠かせません。私は配属された当初は、正直、厚
生労働省に入ってこんなマクロな仕事をするとは思わず、驚きま
した。と同時に、世界の経済、外交などに興味を持つようになり、
視野が広がりました。しかも、内容は社会保障であって、個々人
の人生にかかわる保障の権利に影響しますから、単に締結すれば
良いのではなく、日本として、社会保障の在り方として、これで
良いのかという視点・知識も欠かせず、日々勉強です。
交渉では、海外出張を行って対面で協議します。その過程で、
相手国側の担当者と議論しつつ、お互いの国ごとに別々で用意し
た条文案を一つのものにする作業を終えた時は（作業中は間違いの
ないようにと必死なのですが）、充実感がありました。
社会保障協定の締結は、グローバルに活躍する個人を支え、企
業を応援することにつながります。勉強すべきことは多いですが、
一歩ずつ、確実に進めていくこの仕事にやりがいを感じています。

総力戦で
年金局での日々は、社会保障を通じて日

本社会の将来の在り方を常に考える日々で
す。一昨年から、官邸での会議や厚生労働
省の審議会といった検討の場において、あ
るべき社会保障・税一体改革の姿について
連日議論がなされました。年金制度の改革
案の検討に担当補佐として奔走する日々。
その中で、各界の著名な有識者、また局内

の改正チームの仲間と、昼夜、休日を問わ
ず議論を交わしながら、あるべき改革案を
考えていました。現役世代と高齢者世代の
両方を考える必要があり、気の遠くなるよ
うな作業の連続でした。年金改革案の概要
ができあがると、そこから、息つく暇もな
く法案作成作業と国会審議が始まります。
法案作成というのは、関係省庁、関係団体
と議論を交わし、議員の先生の了承を得て

政府として国会に提出するという極めて重
大な作業です。加えて、年金の法案は1本1
本が巨大な法案です。課内全員で向かう総
力戦でした。
私は、4本の年金改革法案のうち、年金機
能強化法と年金生活者支援給付金法という2
本を主に担当しました。新しい制度を作る
作業であり、果たしてこの考え方が成り立
つのか、また年金の現場で施行できるのか、
考えることだらけでした。朝から晩まで、
文字通り寝る暇・食べる暇もなく悩み、作
業に没頭しました。課長から係員まで、全
員が1人で3人分くらいの仕事をし、社会保
障、税一体改革法案の成立まで、ずっと走
り続ける状態でした。
連日の国会審議、3党による調整、紆余曲
折を経て、社会保障一体改革が形になった
時は、文字通り涙が出る思いでした。最終
的には年金関連で4本の法律を成立させる事
ができました。巨大な作業をやり遂げる事
ができたのは、課内のチームワークがあっ
たからこそであると思います。

社会保障・税一体改革の経験
年金に関する政策を考えること、それを

実務に落としていくこと、政治の中で調整
していくこと、物事が決まっていくことと
いうとてもダイナミックな流れを経験する
ことができたことは、とても大きな経験で
した。
年金制度をめぐる考え方は多様であり、

様々な立場からの意見があります。多様な
考え方を調整しながら、現状の中で今取り
得る最適の解を見つけていく仕事と言えま
す。人に頼らず、自分の力だけで改革を成
し遂げたいという人間には向かない仕事で
しょう。一方、多様な意見に触れ、そうし
た意見を調整していくことに面白味を感じ
ることができる人間には、これほど面白い
仕事はないと思います。私自身この3年間を
通じて、より成長できたと思うし、難局が
来ても簡単には動じない精神を身に付ける
ことができました。

不確かな真実の追究
今の年金制度は、過去からの大きな歴史の

流れの中で形成されてきたものです。しかし、
社会科学である年金において、制度の形につ
いてベストの解はあり得ません。今、与えら
れた条件の中でどうベターな判断をしていく

かが求められます。また、改革案を検討する
際は、必ずそれが実際に機能するかを考える
必要があります。紙の上だけで書いた改革案
は機能しません。大局に立った改革案から、
業務を運用する方などの立場にも立って制度
を作り、それが高齢者にどう利用されるかを
考える仕事です。難しいことばかりですが、
このような作業の連続は、きっと得難い経験
になると思います。色々な人の営みを想像す
る作業の積み重ねによって、世代で引き継が
れていく年金制度を作ることができると信じ
ています。
制度に責任を持ち、将来のことを考えな
がら、現状ででき得る改革案を考えていく
という仕事は、厚生労働省だからこそ経験
できるものではないでしょうか。このよう
な仕事を面白いと思える方の挑戦を待って
います。

現在、政府は社会保障・税一体改革を進めており、年金については、財

政基盤の強化などによる現在の財政フレームの完成、より働き方に中立

的な制度への改正、無年金・低年金の方への対応などを盛り込みました。

昨年4つの年金制度改革法が成立し、現在はこれらをしっかりと機能させ

るための準備を行うとともに、残された課題を引き続き検討しています。

国の歳入構造を補強し、年金制度を安定化させることは、国民の将来の

安心を支えるとともに、経済活動に好影響を及ぼすことにもつながりま

す。国としてあるべき社会保障の姿を追求することは、財政・経済を含

むこれからの日本社会の在り方そのものを考えるとても大きな仕事であ

り、この舵取りが厚生労働省に期待されています。

講じている施策

果てしない将来を考える
年金局年金課課長補佐　和田　幸典

profi le
平成13年厚生労働省入省。その後、保険局総務課、労
働基準局賃金時間課・監督課、政策統括官付社会保障
担当、健康局、財務省主税局などを経て、現職。

profi le
平成20年厚生労働省入省。その後、労
働基準局監督課、大臣官房総務課・人
事課を経て、現職。
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子どもは社会の希望であり、子育

て支援は、我が国の最大の資源で

ある「人」づくりに資するものです。

現在、我が国の出生率は1.39で、

フランス（2.01）やスウェーデン

（1.98）のように回復をみた諸外国

と比較して、低水準にとどまって

います。この背景には、仕事と子

育ての両立の難しさ、子育ての孤

立感と負担感の増加などの様々な

課題により、家庭を築き、子ども

を産み育てたいという若者の希望

をかなえられていない現状があり

ます。国民一人ひとりの希望がか

なえられ、子育ての充実感を味わ

えるとともに、将来の労働力を確

保するためにも、人々が安心して

子どもを産み、育てられる社会を

目指しています。

3.
子
供
・

　

子
育
て
厚生労働省の課題と
目指すべき社会：

｢子育て支援｣

「人生前半の社会保障」
社会保障・税一体改革の中で、幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支

援を総合的に進める新しい子ども・子育ての仕組みを構築し、保育などの

量の拡充や質の改善のための消費税による安定財源を確保するなど、子育

て環境の整備に向けた対応を進めています（人生前半の社会保障の充実）。

また、いわゆる「M字カーブ」の問題（第一子を妊娠・出産後、女性の6割

が離職）、男性の育休取得率の向上（男性の3割が希望、取得は3％）などに

対応するため、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいます。

子どもが健やかに育まれる環境の整備、男女が共に仕事と子育てを両立

させて活躍できる社会づくり―これらのための施策を進めています。

講じている施策

昨年4月、二児の出産に伴う育児休業から
３年ぶりに職場復帰して間もなく、子ども・
子育て関連法案の国会審議入りに伴う国会対
応が始まりました。育児をしながら働くパパ・
ママにとってまず必要なのは保育所。子ども
を預けられる場所の量と質を確保することは
もちろん大切ですが、親自身が子どものそば
にいる時間を作っていくことも欠かせないこ
とです。そこで保育所など子育て支援策の拡
充と車の両輪で進めていかなければならない
のがワーク・ライフ・バランスです。
働く女性が妊娠・出産後もやりがいのある

仕事が続けられること、そして、子どもを持

つ男女が働きながら子育てを両立するために
は、育児休業制度や短時間勤務制度、また子
の看護のための休暇など、両立支援制度の整
備や制度を使いやすい職場づくりが求められ
ます。
私自身、子どもの急な発熱や急遽発生する
国会業務などの残業へ対応するため、夫と調
整しながら仕事と子育てを綱渡りで両立する
中、その重要性を痛感しています。

誰もがワーク・ライフ・バランス
を実現できる社会のために
育児中の方が制度を利用しながら効率的に

目指せ！社会と我が家のワーク・ライフ・バランス
雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課課長補佐　山地あつ子

業務を遂行し、ワーク・ライフ・バランスを
図ることはもちろん、職場の誰もがワーク・
ライフ・バランスを実現できる環境を整備す
ることにより、育児中の職員の仕事と家庭の
両立も容易となります。育児だけではなく、
介護、家族の看病など、多様な事情を抱える
方が両立でき、また特段事情のない方も、仕
事以外の充実した時間を過ごすことができる
ようになります。そうした社会の実現が目指
す姿と考えています。

全国の雇用均等室からの情報や
有識者との意見交換などを
踏まえた施策立案
施策の制度改正や執行方法などの検討に当
たっては、各都道府県労働局にある雇用均等
室からダイレクトに、現場における事業主や
労働者のニーズ、トレンドの変化などの情報
を吸い上げ、より現場に即した制度づくりが
可能です。また、有識者の意見を伺うことも
多くあります。担当して1年目の自分が著名
な先生に直接疑問をぶつけ、意見交換をした
り、時には、子育てNPOの方や取材に来た
女性記者と、ママ友トークで情報・意見交換
し、施策の方向性に頭を巡らせます。

自らの問題意識と政策が
直結する職場
今後は仕事と介護との両立も大きな課題と
なっていくなど、ワーク・ライフ・バランス
をめぐる課題、そして我々がすべきことは尽
きません。制度のユーザーの一人として、自
らの問題意識を直接政策に結びつけて実現さ
せていくことが可能な職場で、一つひとつ、
できることにチャレンジする日々です。

皆さんは、地域でどのような子育て支援
策が行われているかご存知でしょうか。
自治体にとって人口減少は大きな課題で

あり、子どもを産み育てやすい環境づくり
は、多くの自治体で最優先課題として取り
組まれています。
自治体では、国の施策をベースとして、

それぞれ特色ある面白い取組が行われてい
ます。
国は、このように自治体が実施する子ど

も・子育て支援施策の骨格となるものを検
討し、制度化する役割を担っています。
新しい制度では、幼稚園との連携によっ

て待機児童数を減らす取組や、多くの制度
の中から、その子どもが利用できる施設・
事業とのマッチングを行う取組など、自治
体の先進的な取組をモデルとした制度化も
行いました。
制度を検討する過程では、自治体のやる

気とアイデアにあふれる行政マンや地域で
活躍するNPOの方などと何度も意見交換を
行いました。国の制度がどのように地域で
生きているか、また新制度に向けた課題は
何か、生の声を直接聞くことができ、非常
に刺激のある毎日でした。国、地域それぞ
れの立場から一緒に悩み、同じ方向に向かっ
て考えることができるのは、この仕事の醍
醐味だと思います。
この制度改正で、私自身は法律案の作成

を担当しました。制度を一から作るための
作業量は膨大で、また一筋縄にはいかない
課題ばかりで、まとめ役としての力不足を
痛感する毎日でした。法案作成チームの仲
間、上司、同僚のアドバイスや励ましがな
ければ、最後まで乗り切ることはできなかっ
たと思います。いくら大変な仕事でも、心
から尊敬できる多くの人に囲まれているこ
とはとても幸せなことです。10年以上前の

採用面接で、面接官を前に「この人たちと一
緒に働きたい！」と感じた直観は間違ってい
なかったと、今あらためて実感しています。

期待に沿う制度に！

新しい制度は平成27年度からの実施が予
定されており、今後、詳細について検討が
行われます。この制度は、消費税の引き上
げを財源としています。消費税が上がるこ
と自体を歓迎する方はいなくても、それが
子ども・子育て支援（現役世代の社会保障の
充実）に充てられるのであれば、とご理解い
ただいた方も多いのではないでしょうか。
法案成立までの間にも、多くの方から応援
や励ましの言葉をいただきました。
今後は、そのご期待に沿うような成果が
求められます。引き続き、自治体、事業者、
子育て当事者などの関係者と実りのある議
論を続け、自分自身も一人の「現役世代」と
して成果を感じられるよう、制度づくりに
貢献していきたいと思っています。

profi le
平成10年労働省入省。その後、大臣官房国際労働課、
労政局勤労者福祉部企画課、法務省入国管理局、労働
基準局、熊本県健康福祉部・環境生活部などを経て、
現職。

profi le
平成14年厚生労働省入省。その後、年金局総務課、企
業年金・国民年金基金課、職業安定局地域雇用対策室、
大臣官房国際課、社会保険庁などを経て、現職。

オレンジリボンが結ぶもの
雇用均等・児童家庭局家庭福祉課課長補佐　高松　利光

児童虐待というと酷い親の特殊な問題と思われるかもしれません。
児童相談所での虐待対応件数は年間約６万件に上り、毎週約一人の
子どもが虐待で命を失っています。ほかに頼る人もなく、泣き止ま
ぬ乳児を激しく揺さぶったケース。妊娠を誰にも相談できず自宅出
産後、遺棄したケース。我々の社会で実際に起きている現実です。
これらの背景には、地域や血縁のつながりが薄れ、人々が孤立し
やすくなり、周囲も変化に気づき難くなっていることなど社会の変
化があります。子どもたちがその犠牲となっているのです。
これに対し、厚生労働省は、子どもを守るための児童相談所の権
限強化、親権を制限する制度などの法整備のほか、リスクの高い家

庭を早期に支援につなげ、虐待を予防するため、乳児のいる全家庭
を訪問する取組や気がかりな妊婦や家庭の情報を関係機関が共有
し、共に支援する取組も進めています。
成果は見えにくいものですが、
子どもたちの姿、第一線の方々の
思いに触れる度、責任の重さを痛
感し、彼らの思いを形にしていく
ことが使命だと感じます。

profi le
平成13年厚生労働省入省。その後、職
業安定局高齢・障害者雇用対策部、大
臣官房会計課、社会保険庁、社会・援
護局保護課などを経て、現職。

日本の未来を形づくる子育て支援
雇用均等・児童家庭局総務課課長補佐　福井　香月
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profi le
平成21年厚生労働省入省。その後、保険局保
険課を経て、現職。

労働条件のルールから世の中を変える
労働基準局労働条件政策課法規係長　大西　佑作

私達の課では、期間の定めのある契約（有期労働契約）で働く人の
ため、労働契約法の改正という大きな目標に取り組んできました。
主な内容は3つ。中でも大きな見直しは、5年を超えて有期労働契
約で働いた労働者が、会社に対し、期間の定めのない契約（無期労
働契約）への転換を申し込むことが可能となるというルールが新た
に設けられたことです。
パートやアルバイトなど、いわゆる非正規雇用の労働者の多くは、

契約期間に定めがあり、定期的に契約を更新する必要があります。
繰り返し更新している方が抱える、一方的に契約が打ち切られる不
安を取り除き、安心して働き続けられる世の中を実現することが見

直しの大きな目的の一つ
です。また、企業にとっ
ても、正社員へのステッ
プアップの取組を促すも
のと考えています。
私は、法案提出手続に
関する作業が主担当でし
た。日々刻々と変化する
関係者のスケジュールを
把握し、国会提出にこぎ
着ける段取りを組み立て
る、政治家が集まる検討
の場で、一から法案の意
義を伝える資料を作るな

ど、緊張感に満ちた業務を経験しました。何より、「立法」と「行政」
という分野が交錯するリアルな場面を多く目撃できたことは、私に
とって大きな財産です。

profi le
平成19年厚生労働省入省。その後、労働基準
局安全衛生部計画課、年金局国際年金課を経
て、現職。

派遣・有期労働対策部という組織
私が今勤務している派遣・有期労働対策部

は、非正規雇用対策を統括的に担う組織とし
て、平成22年8月に設置されました。その契
機には、平成20年の世界的な金融危機の際、
「派遣切り」に代表されるような非正規雇用労
働者の雇止めが社会問題となったことがあり
ました。当時、私が勤務していたドイツで
は、格差を是正するための方策として、最低

賃金制度の導入が真剣に議論されていました
が、日本でも、非正規雇用対策が喫緊の課題
となっており、組織を上げて取り組もうとし
ているのを知りました。

組織横断的な業務
私の今の業務は、非正規雇用問題に係る
部内や部局間の政策の調整が主な担当です
が、着任以来、雇用の不安定や処遇の格差

など、非正規雇用に係る課題に対して実効
ある取組をどう進めるか、日々責任の重さ
を感じながら仕事をしています。そうした
中、上司・部下の区別なく部内で議論を戦
わせ、省内関係部局や労使とも調整を行い、
時には学識経験者の方々の協力を得ながら、
新たな取組を着実に進めていることが実感
でき、やりがいのある仕事をさせてもらっ
ていると感じています。
例えば、平成25年度から始めようとして
いる取組として、「有期・短時間・派遣労働
者等安定雇用実現プロジェクト」があります。
これは、非正規雇用の労働者のキャリア・アッ
プを企業内で総合的に支援するため、「正規
雇用転換、人材育成等に向けたガイドライン
の活用」「事業主の取組を促進するための包
括的な助成措置の創設」などの対策を組み込
んだ総合的な取組です。
本プロジェクトを効果的に推進していくた
めには、そのコンセプトを労働行政の現場に
よく理解してもらうことが必要であり、労働
局やハローワークとの緊密な連携に努めつ
つ、効果的に実施されるよう緊張感を持って
注視しています。

求められる能力
労働施策の変わらぬ基本として、法案など

の立案過程では、労働の現場で適切に実施で
きる施策になるよう、労使の方々との意見交
換や調整が不可欠であり、誠意に加え、粘り
強さと説得力が求められます。
また、変化の大きい時代に、労働施策を立

案するに当たっては、世の中のニーズに素早
く対応していくスピード感と同時に、問題の
所在を冷静に分析する目も必要です。例え
ば、非正規雇用労働者には、有期契約労働者、
派遣労働者、パート労働者といった形態があ
り、全労働者の3分の1超を占めるといって
も、年齢層（学生、若年・壮年者、主婦、高
齢者）によって働き方に関するニーズは異な
ります。施策を考えるに当たっては、不本意
なまま非正規雇用に従事している労働者はど
の層に多いかなどターゲットを見定める必要
があります。
さらに、労働行政の枠を超えた、教育政策

や産業政策への働きかけも重要です。例えば、
労働者一人ひとりが主体的に自らの働き方を
選択できるようにするためには、労働政策に
よるマッチングに加え、キャリア教育の充実

や良質な雇用機会の確保も必要です。

終わりに　～皆さんへ
「働きがい」は、個人と社会の双方にとっ
て活力の源泉であり、労働政策として「働き
がい」を増進していくことは、社会・経済全
体にとって重要な意味を持っています。
これまで、私はどの配属先でも困難に直面
し、自分の力不足を感じることが多かったの
ですが、その度に魅力的で優秀な職場の人達
に助けられ、成長させてもらえたと感じなが
ら今日まで仕事を続けることができました。
私にとって、厚生労働省は「働きがい」のある
職場だと言えます。
これからも、労働者一人ひとりが「働きが
い」を感じる社会の実現に向けて、厚生労働
省で志を持つ人と一緒に働けることを楽しみ
にしています。

厚生労働省の課題と
目指すべき社会：

｢『働きがい』の
ある社会｣
グローバル化の中で、企業が海外

に流出し、正社員の絞りこみと長

時間労働をはじめとする労働環境

の厳しさが増す一方、非正規雇用

の労働者は1,813万人と増加を続

け、全労働者の３割超に上る。長

期失業者は107万人となり、生活

保護受給者増加の一因ともなって

いる。

こうした課題を超え、厚生労働行

政が目指すのは、個人の可能性が

最大限発揮され、一人ひとりの労

働者が将来に夢や希望を持ちなが

ら安心して生活していくことがで

きる、「働きがい」のある社会です。

雇用が不安定、経済的自立が困難、能力開発の機会が乏しい、セーフティ

ネットが不十分―。これらの非正規雇用の労働者を取り巻く課題に対応

するため、求職者支援制度の創設、雇用保険の適用拡大、労働者派遣法

や労働契約法の改正など、法制面での取組を行うとともに、現在、総合

的な若者・非正規雇用対策を省庁横断的に進めています。

日本の最大の資源は「人」です。このため、一人ひとりの労働者を「人財」

として社会全体で育て、その付加価値を高めて処遇改善につなげ、働き

がいや職業能力の向上を通じて、企業の生産性の向上、ひいては、日本

経済全体の持続的な発展につながる好循環型社会にしていくことが、厚

生労働省に求められています。

講じている施策

一人ひとりが「働きがい」を感じる社会に向けて
職業安定局派遣・有期部企画課課長補佐　渡辺　正道 profi le

平成9年労働省入省。その後、職業安定局障害者雇用
対策課、内閣官房副長官補室、雇用均等・児童家庭局
総務課、政務官秘書官、在独日本国大使館などを経て、
現職。

パート・アルバイト＝低待遇？！！
雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課法規係長　近藤　有希子

パートやアルバイトといった労働時間の短い働き方である短時間
労働は、育児や学業の合間など時間に制約のある人にとっても働き
やすい柔軟な働き方であり、今では全雇用者の約3割を占め、職場で
基幹的な役割を果たす人
も増えるなど、その働き
は多様化しています。し
かし、パートやアルバイ
トだからという理由で、
年齢や勤続年数にかかわ
らず賃金はほとんど変わ
らず、正社員に対しての
み支給されている手当が
あるなど、その働き・貢
献に見合った待遇を確保
することが課題となって
います。
このため現在、より一
層公正な待遇を確保できるよう、正社員との均等・均衡待遇の確保
や正社員転換の推進などを内容とするパートタイム労働法の見直し
を行っています。様々な立場や考えがある中で、審議会の取りまと
めや法案化に向け、何度も議論や調整を重ね、政策を作り上げてい
く過程に携わることのできることは大きなやりがいがあり、短時間
労働者自身がより自らの待遇に納得して働くことのできるよう見直
しを進めることは、本人はもちろんのこと、ひいては企業や日本経
済にとっても資することとなるということを意識しつつ、短時間労
働をより魅力的な働き方の選択肢としたいという思いを持って、検
討を行う毎日です。
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2年目職員としてのやりがい
職業能力開発局総務課　岩田　実可子

労働行政のプロになりたいという想いから厚生労働省を志し、
職業能力開発局に配属されてから2年が経とうとしています。現
在は、再就職に向けて新しい知識や技能を身に付ける必要がある
人などを対象とした公共職業訓練の担当として、年度計画の策定
や省令改正作業を行っています。勉強
し、上司と何度も議論を重ね、試行錯
誤して作り上げた省令案が、審査を経
て徐々に形になっていく過程は、困難
を感じることもありますが、大きなや
りがいや責任感が伴います。
人の生活に広く、そして深くかかわ
る厚生労働省という職場は、組織とし
ての歩みと自分自身の成長を重ね合わ
せることができるところです。すべて
の人が自らの能力を高め、適した仕事
に就くことができる社会づくりのため
に、日々業務に邁進したいと思います。

最後のセーフティネットを守る責任
社会・援護局保護課　衣川　敬

「すべて国民は、健康で文化的な最低限
度の生活を営む権利を有する」
日本国憲法の中で最も有名な、この憲法
第25条に規定する理念に基づき行われて
いる生活保護制度の企画・運営に携わって
います。生活保護制度に対する国民の皆様
の関心がかつてないほどに高まっており、
各方面から多種多様なご意見をいただく中
で、単なる経済的保障にとどまらず生活保
護受給者それぞれの状況に応じた自立の助
長を図るためにはどのような仕組みが求め
られるかなど、答えを模索する毎日です。
最後のセーフティネットである生活保護制度をより良いものに
するという、非常に重い仕事ではありますが、「この国に住むすべ
ての人の暮らしを支えたい」という入省当時の思いを胸に、生活保
護制度ひいてはこの国の社会保障の目指すべき姿について、考え
抜いていきたいと思います。

5.
格
差
・

     

貧
困
厚生労働省の課題と
目指すべき社会：

｢制度の垣根を
超えた新たな
仕組み｣
平成24年12月現在、生活保護受

給者数は215万人。戦後の混乱期

の水準を超え、過去最高になり

ました。その背景にあるのは、知

識や技能の不足、家族の問題、家

計の破綻など、複合的な課題を抱

え、これまでの支援策では十分に

対応できない生活困窮者の存在で

す。今求められているのは、既存

の制度の間で様々な問題を抱える

人々に対し、生活面から就労面ま

で包括的に支援しながら、この国

の担い手になるための人材育成を

行う、これまでの制度の垣根を超

えた新たな支援の仕組みです。

制度創設以来60年間行われてこなかった
生活保護制度の見直しが、現在の私の役割
ですが、その特殊性から、「霞ヶ関」そして
自分自身の壁に挑戦する日々です。

自分の部署を超えた課題

生活保護は生活全般を支える社会保障制
度であるため、例えば生活保護受給者に対
する医療の在り方であれば医療保険制度と

の整合性、就労支援であればハローワーク
との連携、資産調査であれば銀行との連携、
不正受給対策であれば警察との連携など、
省内にとどまらず様々な関係機関がありま
す。また、生活保護に至る原因は、失業な
どの雇用の問題、不登校などの教育の問題、
多重債務などの家計の問題など、我が国の
社会が抱える課題全般に端を発しています。
このため、生活保護制度を見直すために

｢霞ヶ関｣ に挑む
社会・援護局保護課課長補佐　羽野　嘉朗

新制度を軌道に乗せる
職業能力開発局能力開発課課長補佐　火宮　麻衣子

は、関係者の協力が必要不可欠ですし、ま
た生活保護受給者の抱える課題を根本的に
解決しようとすると、生活保護制度だけで
なく、その外の制度でも対応する必要があ
ります。しかし、「関係省庁と連携して対応」
と言うのは簡単ですが、それぞれの制度に
はそれぞれの考え方で整理がなされており、
一朝一夕で変えられるような問題ではあり
ません。一から論理を組み立てて必要性を
訴え、どうしたら味方になってもらえるか、
粘り強い議論が必要となります。

壁に立ち向かう

生活保護については多くの意見があり、
受給要件を厳しくすべきといったものから、
支援を手厚くすべきといったものまで、多
岐にわたります。しかし、その中で共通し
ているのは、「誰も今のままで良いとは思っ
ていない」ということです。
常に様々な壁にぶち当たり、苦しいです
が、支援の現場で抱える課題にどうにか応
えたいという行政官としての思いと、「この
ままで良いわけがない」という一国民として
の素直な思いがその支えになっています。
誰かがやらねばならない我が国の大きな
課題について、半歩でも前に進められるよ
う、日々悩みながら霞ヶ関を走り回ってい
ます。

雇用保険を受給できない求職者に、職業
訓練の受講機会を提供し（要件に合えば給付
金も支給）、その早期就職を支援する制度と
して、平成23年10月から求職者支援制度が
始まりました。現在、私はこの制度の職業
訓練（求職者支援訓練と言います）を担当し
ています。

多様な視点を大事にすること

新制度なので、ほぼ白紙からのスタート。
どのような制度にするか、成果をどう出す
か、ということを日々考え、職場の仲間と議
論します。この時、訓練の実施機関、受講者
たる求職者、行政機関など、様々な立場を考
慮した方針となるよう検討します。また、生
活困窮者をこの制度につなげることも重要で
あり、省内福祉部局との連携も欠かせません。
利害関係が相反し、すべての関係者が満足す
る方針にならないときは、より社会の利益に
なること、という視点で次善策を選択します。

やりがいを感じること

過去の蓄積がない分、試行錯誤して制度を
運用していますが、霞ヶ関にいては、現場の
課題が見えづらいことがあります。現場に近
い労働局・独立行政法人や一般の方の意見、
また、他制度との整合性や自分の経験・考え
を総動員し、不適切な点があれば改善するよ
うに努めています。自分がやらなければ物事
が動かないため、重い責任を感じるときもあ
りますが、確立していない制度で自分に裁

量があるからこそ、自らの疑問をダイレク
トに反映させられる点は、たとえ些細な変
化であっても、仕事のやりがいや面白さを
感じます。

満足しないこと

この制度の利用者は、開始から1年間で10
万人超。この評価は人によって異なりますが、
新制度故に知られていないということがない
よう周知を強化し、利用者が使いやすいよう
制度を見直すなど、改善を重ねていかなけれ
ばならないと考えています。現状に満足せず、
常に改善の意識で取り組み、「求職者支援制
度があってよかった」と、一人でも多くの方
の助けになっていれば、と思います。

profi le
平成16年厚生労働省入省。その後、医政局総務課、大
臣官房総務課・人事課、労働基準局、職業安定局など
を経て、現職。2ヶ月の育児休業を取得。

profi le
平成23年厚生労働省入省。
その後、職業能力開発局総
務課、年金局年金課併任を
経て、現職。

profi le
平成23年厚生労働省入
省。その後、社会・援護
局総務課を経て、現職。

雇用のセーフティネットとして、主に雇用保険がその役割を果たしてき

ましたが、雇用保険を受給できない人に対するさらなるセーフティネッ

トとして、職業訓練と生活支援をセットで提供する求職者支援制度を開

始しています。これに加えて、教育、家計、家族など様々な面で複合的

な課題を抱え、ただちに一般就労が難しい生活困窮者を支援するため、

「福祉」の生活支援から一般就労に向けた「雇用」の支援まで一貫して行え

るような新たな支援制度を、省内横断的に関係各省を巻き込んで検討し

ています。

そして、生活保護制度についても、国民の信頼に応えた制度となるよう、

制度創設以来60年ぶりの見直しを検討しています。

講じている施策

profi le
平成16年厚生労働省入省。その後、職業能力開発局総
務課、医政局経済課、法務省入国管理局、社会・援護
局援護企画課、同局総務課などを経て、現職。
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