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挑戦1
挑戦2

　人の命を守る－この社会に生を授かり、一人のアクターとし

て活躍する上で当然に必要なのは、まさに「命」そのものだ。こ

の世に存在し続ける命がある限り、それは「使命」を持っていつ

か社会に貢献することとなるだろう。

　「命」を守ることは誰にでもできることではない。身近な人を

支えるのは家族であり、友人だ。そして、国民全員の命を守るこ

と、それが厚生労働省の「使命」だ。労働者の使い捨てを阻止し、

ウイルスや未知の病気のリスクから人を守り、日々の食事の安

全を確保する。そんな、安全・安心の基盤を作る厚生労働省の

仕事を紹介する。

命を守る、
仕事とは

　あなたは想像したことがあるだろうか。路上で雨に打たれな

がら段ボールで寒さをしのぐ人。生まれながらに難病を抱え、

身体の激痛から逃れられない運命にある人。誰からも愛情を受

けることのできない子ども。同じ空の下に生まれ、ただ必死に

生きてきただけなのに、なぜここまで他の人と違うのか。

　おそらく、その問いに答えきることはできないだろう。一人

ひとりの苦難に寄り添い、思いを馳せ、肩を貸して、共に前を向

いて歩くことしかできないかもしれない。それは決して華やか

な仕事ではない。しかし、そんな静かで強い想いを持って戦い

続けている厚生労働省職員の姿がここにある。

絶対に、
救う
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ガイドラインの整備、医療体制やサーベイランスの整

備、治療薬の備蓄、ワクチン開発や接種体制の整備、

国際社会との連携強化等の総合的な対策に、日夜取

り組んでいる。

　施策のフィールドは国内だけではない。「食」の問題

は国家の一大関心事であり、先進国・途上国を問わな

い国際交渉を通じて、我が国の食品安全を守っている。

　「食」に対しゼロリスクを求める声は強い。しかし肉

であれ魚であれ野菜であれ、顕微鏡レベルでは何らか

のリスクが存在しており、我々はそれを前提として「安

全」に「安心」して食べる術を身につけてきた。規制介

入によってモラルが低下すれば、それ自体が「食」に

対するハザードとなる。求められるのは、リスクの大

きさに応じた規制とそのコミュニケーション。そんなこ

とを考えながら日々仕事をしている。

　昨年末には冷凍食品への農薬混入事件が発生した。

正確な毒性情報の発信と商品回収のため、危機管理

対応に奔走しつつ、世の中の「当たり前」のために自

分が出来ることを考えていた。

　子供を連れてスーパーで買い物をするときに、「食べ

る」ことへの見方が変わったとふと感じる。日々の業

務や国際交渉を通じて守っているものは、確かに次世

代につながっている。思考力と決断力とフットワーク、

そして気概ある皆さんと一緒に仕事ができることを期

待している。

感染症に国境はない
健康局総務課 課長補佐

竹内 尚也

　医学・医療の進歩や衛生水準の向上によって多くの

感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や

既知の感染症の再興により、感染症は今なお人類に

脅威を与えている。

　平成21年にメキシコで発生した新型インフルエンザ

A（H1N1）は、わずか2か月間で50か国以上に、約

1年間でほぼすべての国へと感染が拡大し、世界的な

大流行（パンデミック）となった。昨年 3月には中国

で初めて鳥インフルエンザA（H7N9）ウイルスのヒト

への感染が報告された。感染症との戦いは、すなわち

この国を守ることであり、常に緊張を伴う。

　新型インフルエンザや新興／再興感染症は大多数

の人に抗体がないため、ひとたび発生すれば多くの人

が感染し、命を奪う可能性がある。発生時に備えた平

時からの対策が極めて重要だ。

　感染症に国境はない。そのため、法律や行動計画・

食の「リスク」と向き合う
食品安全部監視安全課 課長補佐

先﨑 誠

　東京オリンピック開催が決まり、和食がユネスコ無

形文化遺産に登録された。日本の「食」への期待は内

外問わずますます高まっている。私達は、食品の安全

確保のために、農薬の残留基準、放射性物質、遺伝

子組換え食品など様々なトピックについてルールを定

め、その遵守を推進している。

これからの時代の「働き方」を創造する
　他方、時代の要請に合わなくなったルールを見直し

ていくこともまた、重要な仕事だ。例えば、サービス経

済化や企業活動のグローバル化が進み、働く人の意識

が多様化する中で、健康や生活を損なわれないような

措置を講じつつ、労働時間をめぐるルールの弾力化を

図ることが求められている。これまでも、日本の労使

関係に責任を持つ立場にある労使の代表者を参集し

た議論の場で、時代のニーズに即した見直し方針を取

りまとめ、その結論を踏まえて変形労働時間制や裁量

労働制など新たな選択肢を設けてきた。

　国としての成長戦略の推進とともに、仕事と生活の

調和の一層の実現が求められる今日、どのような労働

時間法制が求められるのか。

　現在、私が在籍する課では、若手・中堅の職員が連

日、データや法令集とにらめっこし、労使団体等の関

係者と意見交換しながら、時代のニーズに即した制度

づくりに向けて検討を深めている。彼らとともに、労働

基準行政に課される役割の重さを感じながら、充実感

をもって仕事に向かっている。

　日本は人材を基盤とする国。働く人を支えるこの仕

事に、多くの官庁志望者の皆さんに目を向けていただ

ければと思う。

日本の基盤、「人材」を守る
労働基準局労働条件政策課長

村山 誠

全国の働く人の声に正面から向き合う
　労働基準局の使命は、最低労働基準の履行を確保

するとともに、労働条件に関するルールを時代の変化

に即して見直していくことにある。

　「若者の『使い捨て』が疑われる企業を重点監督」 

─ 昨年、新聞やインターネットニュースに見出しが躍っ

た。「月80時間超の時間外労働が行われ、割増賃金

不払い」、「月100時間超の時間外労働が行われながら

健康確保措置が図られていない」等の実情を訴える声

が、全国の若者から寄せられた。声を受け止めたのは、

全国の労働基準監督官。1件1件を吟味し、厚生労働

省として「過重労働重点監督月間」と定めた平成25年

9月、全国の5111事業場に赴き、4189事業場で労働

基準関係法令違反の是正を図った。

　働くことは生活の糧を得る手段であるだけでなく、

社会とつながりながら自己実現を図るかけがえのない

営みだ。同時に、賃金を払う企業と、一人ひとりの労働

者の間には、厳然とした交渉力の格差がある。だから

こそ、働く人を守り、その意欲と能力を十分に発揮で

きるようにするためのルールは欠かせないし、その履

行をしっかり図っていくことが必要である。法令に照ら

して問題がある事案については、果断に、かつ公平・

公正に対処していかなければならない。

PROFILE  
平成 2年労働省入省。厚生労働省各局のほか、北海道、経
済企画庁（当時）、岡山県、静岡県等の勤務を経て、平成17
年労働安全衛生法等改正、平成18 年職業能力開発法改正等
に従事。その後、出向先の内閣官房で国家公務員法等改正
法案策定業務に従事し、現職（2年目）。

PROFILE  
平成10年厚生省入省。その後、環境
省環境保健部、社会保険庁運営部、
和歌山県庁、健康局疾病対策課を経
て、現職。

PROFILE  
平成15年厚生労働省入省。その後、
労政担当参事官室、社会保障担当
参事官室、内閣官房、労働基準局、
情報政策担当参事官室などを経て、
現職。
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て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重

し合いながら共生する社会」の実現が掲げられている。

　これを実現するまでの道のりには、幅広い国民の理

解、財源の確保など、越えるべき大きな山が多くある。

様々な意見を聞きながら、頭を捻って、「優先席」に頼

らない社会の実現に一歩でも半歩でも近づけていく。

障害者福祉に携わる行政官の醍醐味だと思う。

　各制度は、その財源が限られる中、制度の対象と

対象外の2 つに振り分けられる。その結果、どの制

度の網にも引っかからず、憲法第25条が謳う「生存権」

の保障すら危ぶまれる人が出てくる。

　そのときのラスト・リゾートが生活保護だ。どうあれ、

この制度がなければ、人は死んでしまう。

　人はよく「自己責任」という言葉で片付けたがるが、

必ずそう言えるのだろうか。要因は様々であるが、例

えば、生活に困窮する親の下に生まれた子どもはどう

だろうか。この子どもを目の前にし、貴方は、「貧困は

自己責任だ」と言えるだろうか。

　この子どもは、貧困にあえぎ、しっかりとした就学

機会を得られず、貧困の再生産が起きる可能性は小

さくない。これは、その親の下に生まれた本人のせい

なのだろうか。我が国は世界的にみて裕福ではあるが、

厳然として貧困は存在する。そして、誰かが何かをしな

ければ、その人の生命が危ぶまれる。その蓄積は、ひ

いては日本の経済社会の発展をも曇らせるだろう。

　さて、ここまで読んでいただいた貴方は、どう考え

るだろうか。

　そういう世界に身を投じてみてもいい、と少しでも思

えた人には、厚生労働省という職場は向いている。同志

と一緒に汗を流せる日を楽しみに待ちたい。

「優先席」に頼らない 
社会を目指して
社会・援護局障害保健福祉部企画課 課長補佐

高鹿 秀明

　電車の中で、義足と太ももの擦れの痛みに耐え、杖

と手すりにしがみついていたら、目の前に座っている人

に「優先席はあっちですよ」と言われた。─これは、あ

る新聞に載った、事故で片足を失った女性が義足を使

い始めた時に体験した出来事だ。

　障害者福祉行政の歴史を振り返ると、昔は、障害

者は特別に守るべき対象であり、同じ障害のある人と

一緒に生活する─「優先席」に座れればよしとする─

という考え方に基づいて施策が講じられてきた。今で

は、障害のある人も地域で障害のない人と共に生活を

送りながら、障害の特性に応じて必要な支援を受ける

－状況に応じて「一般席」にも「優先席」にも座れる─

という考え方に変わってきている。現行の障害者総合

支援法でも、基本的理念として、「障害の有無によっ

この国に潜む「貧困」と闘う
社会・援護局保護課 課長補佐

米丸 聡

　みなさんは、生活保護についてどんなイメージをお

持ちだろうか。私が見聞きする限りでは、「頑張って働

く人がいるのに税金で生活なんて」、「不正受給がけし

からん」など、否定的な考えを持つ人も少なくないよう

に思う。

　これらの主張はもっともだと思うが、一方で、考え

てもらいたい。

子どもを守り、育てられる社会をつくるという責任
　これまで、女性の活躍促進や子育て支援の仕事に

多く関わってきた。自らも子育てしながら仕事を続け

た、その体験が子どもにかかわる仕事をする上での想

いや企画につながり、育児・介護休業法の改正やファ

ミリーサポートセンターほか多くの両立支援策の充実

に力を尽くしてきた。

　子育て支援の課題の中で、今最優先で取り組むべ

きことは、虐待や児童養護、貧困家庭の子どもの支

援だ。愛されるべき存在である子どもたち。虐待を受

けている子も、親をなくした子も、貧困家庭の子も、

児童養護施設の子も、すべての子どもたちを守り、育

てることのできる社会と家庭。それをつくるのは厚生

労働省の責任だ。

　残念なことに、日本は他のOECD諸国に比べて子

育てに投入している財源が少ない。日本の未来を支

える子どもたちすべてを守り、育てることの大切さを、

いろいろな人に説き、理解を得て、必要な施策・事業

を立案して、予算もつける。やるべきことはまだまだた

くさんある。

　目的は明確だ。子どもたちが笑顔で未来を切り開け

るようにすること。

　すべての子どもたちを、私たちが、守る。

愛されるべき、すべての子ども達へ
雇用均等・児童家庭局総務課長

定塚 由美子

一つひとつの事例から浮き彫りになる解決の糸口
　「児童虐待」は「特殊な家庭の特殊な問題」ではな

い。児童相談所では、年間 6万件の児童虐待に対応

している。子どもが泣きやまないことにいらだって暴力

をふるってしまう親。妊娠が望まないものであったた

め、誰にも相談できないまま一人で出産し、放置によ

る死に至った事件。性的虐待やネグレクト。

　どうすれば虐待を防げるのか。虐待対策チームは総

出でその答えを探した。過去の事例を丹念に検証する

と、いくつものヒントが見つかった。虐待に至る前の

いくつかの共通点。それは、出産直前の産婦人科へ

の駆け込み、乳幼児検診や予防接種の未受診など。

見えてくるのは、出産や子育てに戸惑う孤独な親の姿

だ。一人ぼっちで頼れる人もなく、子どもをどうやって

育てていいかわからず、追い詰められ虐待に走ってし

まう、そんな現実がある。

　必要なのは虐待の兆候を見逃さないこと。現場の

職員と本省の職員が肩を突き合わせ、議論の末、全

国の全市町村に虐待防止のためのネットワークを構築

した。市町村と児童相談所だけでなく、学校も、警察も、

病院も、子どもに関係する機関はすべてが関わり、地

域全体で子どもたちを見守っていく仕組みができた。

PROFILE  
昭和59年労働省入省。省内、岡山県庁、自治省等の勤務を経
て、平成16年内閣府男女共同参画推進課長、平成19年雇用
均等・児童家庭局職業家庭両立課長、平成24年より現職。

PROFILE  
平成10年厚生省入省。社会・援護局、 
社会保障担当参事官室、年金局、 
医政局、在パリOECD日本政府代表
部などを経て、現職。

PROFILE  
平成18年厚生労働省入省。老健局
老人保健課、労働基準局賃金時間
室、職業安定局雇用保険課などを
経て、現職。1児の父であり、一昨年、
約1か月の育児休業を取得。
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挑戦3
挑戦4

　様々なデバイスを駆使すればリアルタイムで地球上のすべて

の情報が手に入れることができる現代において、日本と世界各

国との距離はゼロに等しい。この時代をリードするのは、革新

的な技術とそれを支えるルール、そして将来を見据えた国家施

策だ。

　日本には素晴らしい医療技術やそれを生み出す人材、そして

今後世界のスタンダードとなる「少子高齢化」に取り組んできた

経験という宝がある。これからの我が国のプレゼンスは間違い

なく世界から求められることになるだろう。その可能性を信じ、

グローバル・スタンダードを築いていく仕事を紹介する。

日本を、
世界の最先端
にする

　国家を100年後も持続させること。それは、国家公務員に課

せられた使命の一つである。自分たちの子どもの世代、その孫

の世代までもが安心して暮らすことができる社会的基盤を整備

し、ミクロとマクロの両面から将来世代への投資を行う。100

年後の未来が明るいものであるためには、厚生労働省が大所高

所に立って制度を設計していく必要がある。もちろん、「全てを

実現する」、「誰も痛みを負わない」政策は出現させられない。行

政官は魔法使いではないのだから。

　それでも、100年後の未来を見つめる眼差しと信念があるから、

私たちは諦めない。未来を支える「ザ・システム」を作り、人を

育て、支えていく、そんな厚生労働省職員の声に耳を傾けてみる。

行政官が
魅せる、
国家百年の計
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つ、元気な高齢者が増えることで地域の支え手になる

こともできる。これらは、もはや介護の問題にとどま

らず、地域づくりである（我々はこれを「地域包括ケア」

と称している）。

　高齢化は何も日本に限った問題ではない。今後、ア

ジアでは日本以上に高齢化が進む。多くのアジア諸国

が日本の施策を学びに来たり、厚生労働省の職員も

派遣されたりしている。介護保険制度はドイツなどに

学ぶべき先例があった。次は日本が地域包括ケアでア

ジアのフロントランナーとなる番である。

には、薬事法の規制がネックとなっていることが指摘

されてきた。

　そのような中で与えられたミッションは、薬事法の規

制を見直し、再生医療製品を迅速に医療現場に提供で

きるような仕組みをつくること。

　再生医療製品の特性とは?  医薬品や医療機器と比

べて、なぜ薬事承認が遅れているのか?  未知のリスク

も指摘されている再生医療製品を安心して使えるよう

にするための安全性確保の方法は?  ─ 専門家や患者

の方々、製品の開発・製造を担うメーカーなど様々な立

場からの意見を聴きながら、再生医療について一から勉

強し、法改正に向けた議論を積み重ねていった。

　その作業は容易ではなかったが、国会で法案が通っ

た時、難病患者の方々に一日でも早く革新的な再生医

療製品を提供するための一歩を踏み出せたことに、大き

な充実感を感じた。

　我が国の医療の質の向上につながり、さらには世界の

最先端を牽引する分野として、経済成長の原動力としても

期待されている再生医療。その土俵が整いつつある今、

安全かつ迅速に再生医療製品を提供するという目標に

向けて、弛むことなく奔走する日々が続いている。

アジアのフロントランナーとして
老健局総務課 企画官

吉田 一生

　2000年に導入された介護保険制度は国民に無くて

はならない制度として定着した。そして今高齢化の更

なる進展にどう対応するか、特に大都市部の高齢化を

どうするかという問題に直面している。

　導入当時約900万人であった後期高齢者数は、

2025年には約2200万人となっていくが、その増加数

の半分以上は大都市で占められている。要介護となる

割合が高い後期高齢者数の激増は、介護ニーズの激増

を引き起こすのだが、一方で、都市部は地価も高く用

地確保が困難な地域があるため、高齢者数の増加に単

純比例する形で介護施設を作れるわけでもない。

　問題解決の糸口は、都市部の特徴を活かすことだ。

都市部は高齢者が狭い範囲に密集して住んでいること

から、高齢者の住まいに効率的にサービスを提供し、

ケア付きのコミュニティを実現することで、施設同様

の安心感を確保できる。高齢者は急増するが、「予防」

と「生活支援」により介護ニーズの伸びを適正化しつ

世界の最先端となる 
再生医療の実用化のために
医薬食品局医薬品副作用被害対策室 室長補佐

乃村 久代

　京都大学の山中教授のノーベル賞受賞や、iPS細胞

を使った臨床研究が世界で初めて日本で承認を受ける

など、再生医療に対する注目は近年飛躍的に高まって

いる。一方で、日本が世界をリードする再生医療研究

の成果を医療現場での迅速な実用化につなげるため

ロジェクトの日本側責任者を務めた。それ以前に、厚

生労働省で法律改正に携わった経験、自治体で高

齢化対策の担当課長をした際に得た経験などが役に

立った。ただ実際には、自分の知識を活用しただけ

ではない。むしろ、日本の外に出て、初心に返って日

本とタイの制度とその歴史を勉強した。こうして両国

の制度を比較しながらアドバイスができるようになっ

た経験は大きな財産となったように感じる。現在、

ASEAN10カ国と日本とで行う会合への出席も多い

が、日本とタイを比較して考える経験を通じて、どう

やったらASEAN各国に通じるメッセージを準備でき

るか、どの国と予め相談しておくと話が進みやすいか

が分かるようになった。タイにせよ国際機関にせよ、

人間関係も発展すれば、直接に懇意の担当者と Eメー

ルや電話、面会で相談し、各々の発言や文章の背景

を教え合ったり、国際会議でサポートし合う作戦を立

てたり、人的パイプをフルに活用する。

アジアで花咲く日本の経験
　日本の高齢化は、世界最先端。しかし、ASEAN

諸国の高齢化のスピードは、その日本をも凌ぐものが

ある。この共通のテーマを手がかりに、保健、雇用、

福祉の国際協力を強化し、アジア地域の人間の安全

保障の充実に寄与したいと考えている。

　国際分野では特に、様々な職種の職員が協力し合っ

て、明日の政策づくりを考えている。皆さんが加わる

日を、楽しみにしている。

face to faceで進化する、 
厚生労働行政の国際貢献
大臣官房国際課長

堀江 裕

国際舞台で求められる厚生労働省職員の活躍
　厚生労働行政の国際分野は大きく広がっている。

WHO、ILO、OECDでの国際会議はもちろん、TPP

など経済連携協定の交渉、ASEAN諸国を中心とした

ODA（政府開発援助）の企画と実施─ その形は様々だ。

　先日、WHO事務局の幹部から言われた。厚生労働

省の職員には、もっと多くの人にWHOで働いて欲し

いと。日本人は、初めのうちは言語に不自由を感じる

場合があるが、コンセンサスづくりが大事との国際機関

での基本をよく理解しているので、一旦慣れると、力を

発揮する、だから、日本人職員への期待が高いのだと。

　日本国内では、外務省や財務省の国際担当とも協力

しながら、国際保健、Universal Health Coverage

（全国民に医療を保障すること）、高齢化といったテー

マで国際協力の案件を作ったり、実際に、ASEAN

各国に対策の推進を働きかけたりしている。厚生労

働省職員には具体的な社会保険の仕組みや法制度に

ついての知識や経験がある。国際協力の話が進展し、

協議が具体化すればするほど、厚生労働省職員の出

番が求められるのだ。

現場から得る外交戦略
　私自身、2007年から 3 年間、タイの保健省に派

遣され、高齢化についての日本初の長期国際協力プ

PROFILE  
平成8年厚生省入省。保険局、大臣官
房総務課、三重県健康福祉部長寿社
会室長などを経て現職。

PROFILE  
平成15年厚生労働省入省。その
後、労働基準局安全衛生部、雇用
均等・児童家庭局、職業能力開発
局、英国留学などを経て、現職。

PROFILE  
昭和60年厚生省入省。その後、米国留学、環境庁、和歌山県
出向。平成19年タイ王国保健省、社会開発・人間の安全保障
省に派遣（JICA専門家）。健康局生活衛生課長等を経て現職。
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時々の世代が生み出す生産（付加価値）であり、現役期

に先世代の扶養に貢献した実績もしくは後世代の生産の

基盤となる資本を残し、高齢期にはその実績を根拠に後

世代の生み出す生産の配分により年金給付を受け取る。

年金給付の行く末は、私たちが後世代に何を引き継ぐこ

とができたかに依存する。

　「年金は将来大丈夫ですか?」という質問に、いつも 

こう答える。ビスマルク宰相が創設したドイツの年金制

度は、二度の世界大戦での敗戦とその後の経済の混乱、

さらには国家の東西分裂を乗り越えるという苦労を重ね

つつ、今日までしっかりと機能している。人間の社会を

大きな一つの生物に喩えると、年金制度とは、長期間

の社会経済の変化という人知を超える問題に対応する

ために埋め込まれたDNAではなかろうかと考えている。

環境変化に対応しながらDNAを受け継ぐ努力
　時を超えて万能の制度は存在しないし、生物も環境

変化に対応できたものが生き残って繁栄する。社会環

境の変化が激しければ、それだけ制度構築も手を加え

続けなければならない。同時に、それが人々の行動や

経済活動にきちんと刻み込まれなければ、世代を超え

て受け継いでいくことは難しい。

　制度の根本原理を制度の歴史や果たしてきた機能か

ら学びつつ、世界の研究内容や改革動向から日々の報

道やその反応までアンテナを張り、自分の頭で考え、

同僚と意見交換しながら議論を組み立て、資料に表現

し、発信し、様々なステークホルダーとコミュニケーショ

ンを重ねて改革案を形作る─ 後世代への責任を果たす

という終わりなき仕事に取り組む毎日である。

後世代への責任を果たす  
─年金というDNAを受け継ぐ─
年金局年金課長

度山 徹

人知を超える問題に挑む
　私たちの社会は一世紀近くもの時を生きる「長寿」

を獲得したが、それは同時に、一世紀近くもの時間を

超えた保障の仕組みをどう構築するかという困難な課

題を私たちに突きつけた。

　今から100年前というと第一次世界大戦が勃発した

年である。戦争が勃発したときに多くの人はあれだけの

大戦争になるとは予測していなかった。ましてや、100

年後の今日の世界を想像できた人はいない。

　長寿を達成した私たちは、100年後の世界が今の私

たちの人知が及ばないことを深く自覚しつつ、その時を

生きるであろう、これから生まれてくる子どもたちへの

責任をどう果たすかというparadoxicalな課題に向き

合わなければならない。

将来は誰にとっても不確実、だから支え合う
　今保険料を払ってもいくら年金がもらえるのかわから

ない、だから保険料は払わないという考え方を持つ人が

少なからずいる。この素朴な言葉の中に、年金制度の

本質的な問題が潜んでいる。政府が関与する公的年金

制度の存在意義は、将来は誰にとっても不確実というと

ころにあるからだ。わからないから払わない（支え合い

に参加しない）のではなく、わからないから支え合う。

　年金給付の財源は、財政方式の如何を問わず、その

役割が期待されているのはどの分野かを考え、厚生省

の門を叩いた。年金、医療、介護、子ども・子育て支

援など我々の生活に密接に関わる社会保障は、自分・

親・子どものこととして考えれば、もっともっと手厚く

していきたいと思う。一方で、制度や日本の将来に思

いを致せば、困っている人を前に涙をこらえながら「で

きない」と言わざるを得ないこともある。

　そんな矜恃と責任感を持ってこれからの社会保障に

向き合ってくれる人を待っている。

近年は出生率が改善するなど一定の効果をあげてき

たが、未だ「少子化の流れが変わった」と言える状況

には至っていない。引き続き、国、地域、企業など社

会を挙げた取組を、計画的、集中的に行うことが求

められる。

　一方で、少子化の問題を個人の立場で考えてみる

と、「子どもを産み育てたい」という希望が十分にか

なえられていなかったり、子育てに不安や孤立感を

感じている人が多いなどという状況が見えてくる。

　これらの課題に対応するため、早ければ平成27年

4月から新たな子ども・子育ての制度が始まる予定

である。現在、自治体、事業者、子育て当事者など関

係者の意見を聞きながら、消費税を活用してどのよ

うな改善を行うのか、また就学前の子どもが過ごす

場所はどのような場所であるべきか、などの議論が

行われている。

　少子化対策は、日本の未来の姿を作る仕事だ。今

行動を起こして、結果が出るのは数十年後。この非

常に大きく困難な課題を、皆さんと本気で議論して

みたい。

21世紀の日本を支えるために
政策統括官付社会保障担当参事官室 室長補佐

水谷 忠由

　今や日本経済は社会保障抜きには語れない。2014

年度予算では社会保障関係費は30兆円を超え、一

般歳出の54％を占めた。急速に少子高齢化が進む中、

税金や借金で賄う費用は、毎年 1兆円規模で増加し

ている。

　社会保障は、国民の安心の礎だ。持続可能な仕組

みとして、次世代にしっかり引き渡していかなければな

らない。社会保障と税の一体改革は、消費税率の引上

げで安定財源を確保しつつ、社会保障の充実・安定化

と財政健全化の同時達成を目指している。私は今、こ

の一体改革で厚生労働省の司令塔となる部署にいる。

　昨年 8月の社会保障制度改革国民会議報告書の中

で、清家篤会長は「学者は国の奴雁なり」という言葉

を引用した。雁の群れが一心に餌を啄んでいるとき、

一羽首を高く上げて遠くを見渡し難に備える雁に学者

を例えた福沢諭吉の言葉である。

　思い起こせば17年前、21世紀の日本で真に官僚の

日本の未来の姿を作る
雇用均等・児童家庭局少子化対策企画室 室長補佐

福井 香月

　消費税率が8％に上がった。「高齢者3経費」に加

えて新たに「少子化対策」にも消費税が充てられ、現

役世代への支援が拡充される。

　少子化が経済社会に与える影響は深刻だ。我が国

では「1.57ショック」以降、累次にわたる対策を行い、

PROFILE  
昭和63年厚生省入省。平成13年から16年まで年金局に在籍
し、平成16年年金制度改革に従事。その後、雇用均等・児童
家庭局、社会保障担当参事官室、内閣府、老健局で、少子化対
策や困窮者支援、社会保障・税一体改革の業務に従事し、平成
24年より現職。

PROFILE  
平成9年厚生省入省。その後、健康政
策局（現医政局）、在米企業福祉研究
所、老健局、保険局、社会・援護局、医
薬食品局、在米国日本大使館、障害保
健福祉部などを経て、現職。

PROFILE  
平成14年厚生労働省入省。
年金局、職業安定局、社会保
険庁などを経て、現職。
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