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厚生労働省は、日本の未来を創り、守るため、

これからも様々な改革を行っていく。

第一部は、厚生労働省が、まさに今、行わんとしている改革について、

担当する職員の目線から、紹介する。



地方を創生し、人口減少を食い止める。

社会保障のバトンを渡す。

経済の好循環を実現する。

誰もが参加し支え合う社会へ。
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厚生労働省と地方創生

政策統括官社会保障担当
参事官室 政策企画官

平成 7 年厚生省入省。省内各局に
おいて、医療保険制度改革、介護
保険制度の見直し、少子化対策、
医療の国際展開、社会保障制度改
革等に従事。在アメリカ日本大使
館勤務や、岡山市保健福祉局長な
ども経験。26 年 7 月から現職。

森　真弘

地方を創生し、人口減少を食い止める。

Profile

厚生労働大臣補佐官秘書官
（前）政策統括官社会保障担当

参事官室　室長補佐

平成16年厚生労働省入省。介護保険

や障害者福祉・雇用等の担当、財務

省主税局への出向を経て、26年7月

から社会保障担当参事官室で、社会

保障制度改革、地方創生、成長戦略

等を担当。27年4月から現職。

南　孝徳
Profile

森：
　どんなにゴージャスなゲーム機本体があっても、ソフトがつ
まらなければ、決して売れない。それと同じで、シャッター商店
街をいくらピカピカにしても、町中に△△市民センターを建設
したり、立派な道路・鉄道を造っても、人はその地域に集まら
ない。人は、仕事があり、キャリア・アップでき、子育てが安心し
てできる場所に住みたいと思う。そして企業は優秀な人材が
いる場所に集まる。
南：
　地方創生を成し遂げるために必要なことは何か。地方に魅
力ある仕事を創出し、人材育成とマッチングを行い、人の流れ
の好循環を作る。そして、結婚・妊娠・出産・子育ての希望をか
なえられる環境をつくり、生活に必要な医療や介護のサービ
ス基盤を維持する。この一連の流れを実現できるか否かは国

民の生活に密接な政策を幅広く所管している厚生労働省の取
組にかかっている。
森：
　人々がそこに住み、定着するためには、「理由(コンテンツ)」
が必要である。厚生労働省の仕事は、この「理由(コンテンツ)」
をつくることである。地域の「しごと」をつくる雇用創出、「ひ
と」をつくりだす職業能力開発、あんしんして住める「まち」に
する子育て支援、地域医療・介護サービスなど、地域に「ひと」
「しごと」があつまり、元気な「まち」をつくりだす主導的な役
割を担っている。
南：
　このままでは、人口は50年後には9千万人程度になり、100
年後には5千万人を割り込む。そうなれば、経済への影響も大
きく、医療保険や年金といった社会保障も今のままでは維持
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できなくなる。人口減少を克服できるかどうかは、今後100年
の国家のあり方を決めると言っても過言ではない。人口減少
克服・地方創生は厚生労働省として持てる政策を総動員して
何としてでも成し遂げなければならない。

南：
　地方創生の中で大事なことの一つに少子高齢化や人口減少
を見据えた「まち」機能の再編成がある。小さな都市では役所
や警察・消防以外には病院や介護サービスが産業の大きな比
率を占めるという都市も少なくない。医療機能の再編や住み
慣れた地域で住み続けられる介護の体制づくりはこれからの
まちづくりを考える上で大きな柱になる。
森：
　○○な人に、△△なサービスが足りないから、□□事業をつ
くろう。。。
　そんな時代はもう終わった。今や、個別のサービスをつくる
のではなく、すべてのサービスを総合的・包括的・有機的に設
計することが必要である。例えば、高齢者の場合、バリアフ
リーの住まいに加えて、デイサービス、在宅医療、見守りや配
食など様々なサービスのコーディネートが必要になってくる。
家の前が坂道だったら、移動支援だって必要だ。
　これを「地域包括ケア」と呼んでおり、そして目指すべき地
域包括ケアは、高齢者のためだけでなく、障害者や働きながら
子育てしている若者もすべての住民が地域の中で生き生きと
生活し、自己実現できる「まち」をつくること＝それが今の時
代の「まちづくり」そのものである。

南：
　現在の「まち」には既に病院や福祉施設等が存在し、現に
サービスを利用している人もいる。施設の再編成やサービスの
融合のためには、現在の規制や地方自治体との役割分担の見
直し等が必要な場合もある。
　一方で、厚生労働省にはひとの命や安全を守る責任がある。
ひと・くらしを守りつつ、その時々の状況を的確に見定め、必
要な改革を自らの責任で実現しながら、これからのまちづくり
のあり方を提示していかなければならない。
森：
　歩いて暮らせるまちづくりを進めることによる地域の活性
化と健康づくりの実現（新潟県見附市や岡山市が参加するス
マートウェルネスシティ）や、小学校の廃校を利用して、子ども
から高齢者までが集まり、福祉や就労につなげていく（高知県
の「あったかふれあいセンター」の取組）など、これからのまち
づくりは、そこに住む人の生活を「イメージ」することであり、そ
のイメージにあったサービス・インフラを提供するシステムづ
くりのことである。

南：
　厚生労働省が成し遂げなければならない課題は大きく、そ
して難しい。しかし、もはや先送りするわけにはいかない。我々
の世代が解決しなければならない問題である。このピンチを
乗り切ることができれば、経済成長を維持し、世界に冠たる社
会保障を次世代に引き継ぐ礎を築くチャンスになる。
　厚生労働省のキャッチフレーズである「ひと・くらし・みらい

のために」（＝現在だけでなく未来にわたって、人や暮らしを守
る役割を担っている）を実現するためにこれからも努力し続け
なければならない。
森：
　引退時期を迎えた団塊の世代は、消費意欲が旺盛であり、
引退後の生活にも意欲的である。こうした高齢化の主役たち
が地域で活躍するステージを用意しつつ、介護ロボットやICT
といったイノベーションの活用によるサービス・クオリティーの
向上を図ったり、ヘルスケアREITや地域医療連携推進法人
（医療法人の集合体）といった新時代の資本を活用したまちづ
くりを進めることにより、地域が経済成長の牽引力となってい
く。こうした地域主導型モデルをこれから高齢化が進む世界
に発信していくのが我々の使命である。

これからのまちづくり

日本の未来のため
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国家的課題

現場と財政への責任

社会保障の

　「医療・年金等の社会保障の整備」　これは、毎年内閣府が実施してい
る「国民生活に関する世論調査」で、政府への要望として一番回答の多
かった項目である。この傾向は10年以上変わらない。現役世代を中心に
社会保障の将来への不安感があることの表れとも言える。
　国の予算（一般歳出）に占める社会保障関係費の割合は５割を超えて
おり、今後の社会保障をどうするかは、まさに日本の将来を左右する国
家的課題である。一方で、国の予算（歳入）は4割近くを借金（公債）に
頼っており、累積した借金は800兆円を超え、財政健全化は国際的にも
重要な課題となっている。
　このような中、現在進めている社会保障と税の一体改革の目的は、世
界に冠たる日本の社会保障制度というバトンを次の世代に確実にパス
すること。消費税率の引上げにより、社会保障の安定・機能強化と財政
健全化の同時達成を目指すものである。

　平成26年4月に消費税率が8％に引き上げられ、一体改革
の半分が実現。このまま順調に行くように思われたが、平成
26年11月、現下の経済状況を踏まえた安倍総理の判断によ
り、当初平成27年10月から予定されていた10％への引上げ
が1年半延期されることに。この延期により、平成27年度は当
初の予定よりも社会保障の充実に充てうる財源が4,500億
円少なくなるため、施策の優先順位を付けなければならない。
一方で、社会保障の充実に対する各分野の関係者の期待は大
きい。何を優先させるのか。省内外からは、消費税財源にこだ
わらずに、予定していた施策をそのまま行うべき、との声も聞

こえてくる。しかしながら、国の予算の半分以上を占める厚生
労働省は、今や国家財政に対しても大きな責任を負う立場。予
算を使う側だけの論理で無責任な対応はできるはずもない。
　伝わってくる総理の一番の思いは、子育て支援の充実。社会
保障の恩恵を現役世代に実感してもらうためにも、子ども・子
育て支援新制度は予定どおり平成27年4月からスタートさせ
ることが必要だ。また、日本の財産とも言える国民皆保険、そ
の基盤を支える国民健康保険制度の大改革は待ったなし。改
革を後押しするためには国保への財政支援の拡充が必要不可
欠だ。様々な要素を考慮した上で優先順位をつけ、平成27年
度の社会保障の充実の中身を完成させた。難しい調整の連続

であったが、限られた財源の中で一定の評価が得られる結果
だと考えている。

　息をつくのも束の間、平成28年度の予算編成でも難題が待
ち受けている。社会保障の現場と国家財政、その両方に対す
る大きな責任、その難解な連立方程式を解くことで、次世代へ
の「社会保障のバトンパス」が可能となる。身震いするほどの
刺激とやりがい、これは厚生労働省の行政官に与えられた特
権である。

大臣官房会計課
社会保障財政企画官

平成9年に厚生省入省。生活保護、
社会保険庁改革等を担当。その後、
熊本県への出向（長寿社会局長
等）、医政局総務課、大臣官房総務
課等を経て、現職。

江口　満
Profile

刺激とやりがい
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　　　　バトンを渡す。
異動の日

予算から見る社会保障

社会保障のこれから

　「君の次の異動先は大臣官房会計課だ。」異動を命じられた
日、戸惑いを覚えたのを今でも忘れない。３０兆円にも及ぶ厚
生労働省の予算をとりまとめるとは一体どのような仕事なの
か、全く想像がつかない。これまでの部署で自分が経験してき
た立場とは全く違った角度から日本の財政、そして社会保障
にかかわる仕事が待っていた。

　社会保障関係費の「自然増」。日ごろ新聞やテレビなどでも
一度は耳にしたことがある言葉だろう。年金・医療等に要する
経費は、高齢者の増加に伴い、新たに給付増・負担減の制度改

正を行わずとも毎年1兆円近く増加している。少子高齢社会の
中で社会保障制度を次世代に引き継いでいくため、この増加
をいかに抑え、一方で、必要な社会保障サービスを提供してい
くか、省内・関係省庁と調整するのが会計課の大きな役割の１
つである。
　人口減少時代に入り、社会保障を支える個人の負担も国家
の負担も大きくなっている。しかし、年金、医療、介護、子ども・
子育て支援など、各分野の状況を見ればまだまだ充実させる
必要がある。
　特に、平成27年度は、子ども・子育て支援新制度のスター
ト、医療保険制度の大改革など、日本の社会保障制度にとっ

て節目となる大きな１年だ。
　消費税率10％への引上げが1年半延期され、当初の見込み
よりも平成27年度の消費税増収分が少なくなる中、限られた
消費税財源を、どの分野にどのように振り分けるか。機械的に
配分するだけでは、全てが中途半端になってしまう。関係者の
納得も得られない。今回の消費税の増収分は、法律によって
その使途が限られているため、受益と負担の関係を国民に対
して透明性をもって説明することが求められる。予算配分だ
けでなく、その先にある制度の趣旨を踏まえ、国民の皆さんに
分かりやすくどのように説明するか、関係部局と日夜議論を繰
り返し、色々な案を出し合った。

　そうした試行錯誤の結果、平成27年度の社会保障の充実は、「優先的
に取り組む施策」と「限られた財源の中で対応を行うための方策」の２
つに切り分け、大局的に日本の将来を考え、子ども・子育て支援の充実
や、医療・介護サービス提供体制の改革などに優先的に配分することと
した。
　異動当初には戸惑いを感じていたが、予算案の策定という会計課最
大の山を越え、厚生労働省の施策が持つ財政へのインパクトの大きさ
と、それに伴う責任の重さを実感している。

　この先、平成29年４月には消費税率10％への引上げが予定されてお
り、社会保障制度を巡る改革は、今後も続く。いや、続けていかねばなら
ない。社会保障制度を担う行政官として、この改革のスピードを緩める
わけにはいかない。知恵を絞らねばならない。社会保障を持続可能なも
のとし、将来の世代につなげていくために。

大臣官房会計課
主査

平成 22 年に厚生労働省に入省。
その後、職業安定局雇用保険課、
日本年金機構事業企画部への出
向を経て、現職

米澤 祐介
Profile
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働き方のルールを考えるということ

経済の好循環を

　―「君がそのポストにいることで、世の中をよくしたと胸を
張れる仕事がどれだけあるんだ？」―

　入省から数年、業務にも慣れ、仕事もある程度問題無く出
来るようになってきたと思えた頃、ある先輩にかけられた言
葉だ。
　与えられた仕事をきちんと行うだけでも仕事は回る。また、
世の中、悪くはならないかもしれない。しかし、それでは、自分
がそのポストにいる意味がない。自分が預かるポストでの業
務の範囲、役割や責任に応じて、自分だからこそ出来る仕事が
どれだけできているのか。そして、それは、世の中に、少なくと
も自分の家族、友人に対して誇れるものであるのか。それ以
降、仕事に取り組む上で今でも胸に刻んでいる言葉だ。

　今の私の仕事は、望ましい「働き方」のルールを考えるこ
とだ。
　5,600万人。我が国で雇用されている人の数だ。これだけ
の人に適用する基本的な労働条件のルールを定め、現実に
履行させる。実に難しく、厳しいミッションである。
　直近の課題は、労働時間制度の見直しである。
　決して疎かにすることができない労働者の健康の確保を
図るため、長時間労働の是正、有給休暇の取得の促進を進
めるとともに、グローバル化、情報化が進む中で労働者と
企業の多様なニーズに対応し、既存の労働時間制度の仕組

みを改善し、新たな仕組みも設ける必要がある。勿論、少子
化が進む中で、子どもをつくり、子どもを育てることを阻害
しないものとしなければならない。こうした様々な課題に
応え、多様な意見を持つ関係者と調整をし、現実に適応し
た法律を作成し、実行していく。確かに厳しい仕事である。
しかし、それを実現した時、何よりそれにより世の中が一歩
でもよくなったと感じられる時に得られる喜びは計り知れ
ない。そのために、自分が、また自分のチームが何が出来て
いるか、何が出来るかを考え、実行していく毎日である。

　厚生労働省が担う社会保障や雇用をめぐる課題は、勿
論、「働き方」だけではない。医療、介護、年金、福祉、子育て
対策などいずれも少子高齢化が進行する中、まったなしの
難しく、厳しい、しかし、だからこそ取り組むべき価値のあ
る課題ばかりだ。
　「少しでも世の中を良くしたい」、そういう思いを持って厚
生労働省の門を叩く皆さんと、こうした多くの課題について
考え、議論し、解決していくことで、世の中に胸を張ること
ができる仕事が一つでも多く出来ることを期待している。

労働基準局労働条件政策課
課長補佐

平成 15 年厚生労働省入省。その
後、職業安定局、島根県出雲市へ
の出向、保険局国民健康保険課、
雇用均等・児童家庭局児童手当管
理室等を経て、現職。

角園 太一
Profile

望ましい社会の実現を目指して
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　　　　　　実現する。
雇用と生活の安定を目指して

意味のある仕事　いわゆる非正規雇用に確立した定義はないものの、その特
徴のひとつとして挙げられるのが、会社と「有期契約」を締結
していることだ。新卒採用で正社員になる人と異なり、1年単
位などで定期的に契約を更新する仕組みが取られていて、会
社が更新しないと言えば、職を失うことになる。リーマン・
ショックの時には、契約の更新がなされずに職を失う人も多
かった。有期契約で働く人の数は1,400万人を超えており、そ
の雇用の安定を図ることが大きな課題となっている。
　いま担当しているのは、そうした中で2012年に導入され
た、労働契約法の「無期転換ルール」。有期契約を繰り返し更
新して５年を超えたら、働き手が申し出さえすれば、期間の定

めのない労働契約に転換できるというものだ。
　このルールには批判の声も多い。雇用調整がやりづらくな
るという意見は当然あるし、経営者の中には、5年を超える更
新をしないことで転換を避けようとする人もいる。
　一方で、ルールに先駆けて転換を行ってきた会社もあるし、
ルールの導入を契機として転換に取り組む会社も増えてい
る。働き手により長く会社に貢献してもらえば、会社の成長に
もメリットがあると考える経営者も、増えつつあるからだ。
必要な取組を着実に進めれば、意見の対立を乗り越え、雇用
の安定と生産性の向上を両立させることも、決して不可能なこ
とではない。

　政府の重要な仕事のひとつは、意見の対立を乗り越える手
立てを社会に示すこと。ニーズを捉え、法律の案をつくり、国
会に提案する。
　そして我々若手職員は、案づくりの最前線で、条文を書くと
いう作業をする。条文を書く、というと大儀に見えるが、条文
それ自体はただの表現技法に過ぎない。重要なのは、きめ細
やかな制度設計をすることだ。
　他の制度には影響しないだろうか、制度変更によって不当
な不利益は発生しないだろうか、発生するならば、どのように
カバーすべきか。どんなに良いコンセンサスが取れても、設計
がおろそかになれば、制度はたちまち画餅に帰してしまうか
ら、担当者は様々なことに気を遣わなければならない。若手で
あっても、受け持つ仕事に軽易なものはない。
　でも、怖じ気づく必要もない。果敢に挑戦し、経験を積むこ
とで、大所高所の判断にも自信がつく。先輩たちの背中が、そ
う語るからだ。
　厚生労働省は、経済の「再分配」を中心的に担っている。昨
今、我々の仕事が報道されない日はないし、我々の仕事をめぐ
る国会の論戦にも一際激しいものがあるが、それは、経済成
長が鈍化し、分配の状況に注目が集まっていることの裏返し
でもある。
　我々自身は、芝居の舞台で言えば黒子のような存在で、世
間から顔は見えないし、褒められることもめったにない。しか
し、駆け出しの自分でも、胸を張って言える。意味のある仕事
をしている、と。

労働基準局労働条件政策課
政策係長

平成 22 年厚生労働省入省。その
後、年金局年金課にて社会保障・
税一体改革関係の制度改正を担当
し、政策統括官付情報政策担当参
事官室を経て現職。

佐々木 淳也
Profile
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社会福祉制度を取り巻く環境の変化

社会福祉制度の今後の展望

社会福祉制度とは

誰もが参加し

　福祉は社会的・経済的に困難を抱える人への支援活動であ
る。古くは教会や篤志家が慈善活動として行ってきた。社会福
祉制度は、国の制度としてこのような支援活動を行うものであ
り、経済的発展の弊害を是正するものとして、近代以降の社会
の発展において欠かせないものとなっている。日本の現在の
社会福祉制度は、戦後初期に形成され、児童、障害、高齢、低所
得等の方を対象に生活支援等を行っている。

　社会福祉制度を取り巻く環境は、高齢化の進展による高齢
者の介護ニーズの増大や認知症等の支援の多様化、女性の社
会進出と都市化による保育ニーズの偏在、ノーマライゼーショ
ン概念の浸透、地域移行など、戦後当初からみると大きく変化
している。ニーズの増大などに伴い、かつては慈善家中心に行
われていたが、ビジネス上のサービスとしても発展してきてい
る。他方、経済低迷に伴う非正規雇用労働者や失業者の増加
により、若年層の貧困問題など新しい福祉課題も発生してい
る。このような福祉を取り巻く大きな環境の変化に、私たちは
対応していかなければならない。

　生活に十分な年金を受け取っているのに餓死した高齢者が
いる。年金はあったが、一度に食料品に使い込み、ほとんど腐
らせていたのだ。制度がただ合理的なだけでは、目的は達せら
れない。福祉サービスは、人として最低限の生活、生命を保障

するための利用者の生活のコーディネートであり、理屈に止ま
らない支援が求められることを、強く意識している。
　一方で、日本は超高齢化、人口減少社会にある。核家族化や
首都圏への人口移動、単身世帯化が進む中で、家族つながりや
地縁等の地域のつながりの希薄化が進み、家族や地域の中で
の支え合いが難しくなっている。また、国全体として、生産年齢
人口の減少による人材不足、国内における事業活動の縮小、財
政状況の悪化が進んでいる。
　こうした中で、全国に福祉サービスが行きわたるような人材
の確保、事業者育成等を行っていくために、いかなる方策を採
るべきなのか、団塊の世代の一段の高齢化を前に、改革の検討
は急務である。

　現役世代にある私たちは、今、生活に必要な大概のことは
自分でできると思う。しかし、生きていればいずれは老いて他
人の支えが必要となる。不慮の事故等で障害を負うかもしれ
ない。人生の立場の移り変わりの中で、支え・支えられる者と
しての気持ちを考える。様々な構造変化の中において、福祉
サービスの在り方の根本は、私たち一人一人の支え合いとやさ
しさであり、社会福祉制度はその社会化である。家庭・地域を
越えた人と人との繋がりを通じて、日本のこれからの「くら
し」をデザインする大きな責任を感じながら、日々の業務に向
かっている。

社会・援護局福祉基盤課
課長補佐

平成 17 年厚生労働省入省。その
後、総務省自治行政局への出向、
保険局国民健康保険課、年金局
総務課等を経て、現職。

正野 直子
Profile

終わりに
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　　　　　支え合う社会へ。
私の背中を押してくれる思い出 社会福祉制度の使命と課題 厚生労働省の担当者として

この省で働くということ

　仕事中よく思い出す出来事がある。私が高校生のとき、
知人の小学生のご子息が亡くなった。就寝中の窒息。脳性
麻痺という障害を負った彼には、不意にうつ伏せになった
体を自分で動かす、ただそれだけのことが叶わなかった。常
に我が子を思い、懸命に彼を支えていたご両親がほっと一
息ついたときに起きた事故。彼が味わった苦しみとご家族
の悲しみを思うと、涙が止まらなかった。こんな辛いことが
決して起こらない社会にしたい。あのとき、そんな思いが芽
生えた。

　歳月が流れ、今私は、人材確保や法人監督といった福祉の
基盤整備を担当する部署で働いている。あれから介護や障害
者支援などの福祉サービスは拡充されてきたが、高齢化の進
展や地域社会の変容により増え続けるニーズを充足するには
至っていない。サービスの担い手である介護・福祉労働者の不
足は深刻さを増している。誰かの助けを必要とする人。家族を
助けるため、一瞬の気の緩みも許されない日常を送る人。そん
な人々を社会全体で支えるという使命を果たすため、福祉職
を魅力あるものにして人材を確保し、社会福祉制度を豊かに
していかなければならない。これは、この国の行く末を左右す
る重要な課題だ。

　厚生労働省では、福祉人材の確保のため、参入促進や資質
の向上、労働環境・処遇の改善といった面から施策を講じてお
り、私は、その一環として、制度改正のための法案作成業務に
携わっている。誤りや矛盾はないか。無用の混乱を招くことは
ないか。あらゆる場面を想像しながら、膨大な枚数に及ぶ法
律案の一言一句を検証する仕事は、非常に骨の折れるものだ。
議論や作業が深夜や休日に及ぶことも少なくない。しかし、尊
敬できる上司や同僚と一丸となって仕事に取り組む日々は充
実感に満ちている。国の未来を担う責任の重さに背筋が伸び
るし、やりがいも大きい。頑張れる理由は、幾つもある。

　それでも一番私の背中を押してくれるのは、あのときの思いだ。―あん
な辛いことが決して起こらない社会にしたい。―人の悲しみや苦しみ、喜
びに触れた経験が、原動力になりうる。それがこの省で働くことの最大
の魅力だと思う。苦難の末に生まれた新しい制度が支える人と支えられ
る人双方の幸せにつながり、どんなときも誰かが手を差し伸べてくれる
温かい社会を築く一助となることを願っている。社会・援護局

福祉基盤課

平成 24 年厚生労働省入省。
その後、社会・援護局援護企
画課、同中国残留邦人等支援
室等を経て、現職。

山崎 珠美
Profile
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