
未来の世代も安心して幸せに暮らしていけるよう

その基盤を整えるのは、

今を生きる世代が果たすべき使命だ。

この国にいる人の数だけ、生き方のパターンはある。

今を生きる世代の先には、

その子どもたち・孫たちの「一生」がある。

未来の世代も安心して幸せに暮らしていけるよう

その基盤を整えるのは、

今を生きる世代が果たすべき使命だ。

この国にいる人の数だけ、生き方のパターンはある。

今を生きる世代の先には、

その子どもたち・孫たちの「一生」がある。
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平成11年旧厚生省入省。医政局、職業安定
局、老健局、埼玉県飯能市（介護福祉課
長）、雇用均等・児童家庭局（少子化対
策）、食品安全委員会、雇用均等・児童家
庭局（女性活躍推進）、この間２回（計３年
間）の育児休業を経て現職。

職業安定局派遣・有期労働対策部企画課
民間人材サービス推進室長
河村 のり子

　しかし、何時までも仕事をする訳にはい
かない。お腹を空かせた娘が待っている。

19時には職場を飛び出て、家族で共に夕飯
を食べ、娘たちとお風呂に入り、一緒に寝
る。仕事が終わりきらない時は、翌早朝に
処理。これが私の毎日だ。
　子どもたちの世代に、公正で、多くの人を
より幸せにできる社会を残すために、厚生
労働省がやるべき任務は非常に多い。遣り
甲斐は保証する。新しい発想と情熱を持っ
た皆さんが門戸を叩いて下さることを切に
願っている。

いつもの夜の光景

る。中間層が年々薄くなっていくことは、国
内市場に相当部分を頼っている日本経済
にとって、経済成長の歯止めになりかねな
い。個々の企業にとっては、非正規雇用の
比重を高めることがコスト削減になり得て
も、長期的に見れば、日本社会全体に大き
な負の影響を及ぼす。
　そう思っていた矢先、非正規雇用の「同
一労働同一賃金」が政権の課題として浮上
し、私自身が担当として取り組み始めた。
20年後の日本を、あるべき姿に軌道修正
し、コンスタントに社会全体が前進してい
くために、どのような「仕掛け」があり得る
か。日中、常に走りながら、制度設計に頭を
悩ませる。日本社会の様々な構造問題の
根幹にあるこの課題に取り組むチャンスを
得られ、毎日がエキサイティングだ。これで
給料までもらえるのだから本当に有難い。

の心身の健康を害し、生活の質を著しく下
げる。それだけではない。男性の家事・育児
への参画を妨げ、出生率を見事に下げてし
まう。そして、24時間戦士でいることを求
めがちな日本の組織風土は、育児や介護等
を担う女性や、持病を有する人、高齢者な
ど、時間制約を伴う働き手を排除する。そ
のような多様性の乏しい組織では、イノ
ベーションは生まれない。これから20年間
で日本の労働力人口は大きく減少する。時
間制約を抱える多様な人材が、ともに貢献
できる組織風土に全力で改革していかなけ
れば、日本経済の活路はない。
　そして、「非正規雇用」。日本の現実とし
て、学卒時に正社員就職に失敗すると、非
正規雇用から抜け出せなくなりやすい。そ
して生涯、賃金が上がっていかない中で、
失業リスクを抱えなければならなくなる。
過去30年間において、日本の非正規雇用
の比率は15％から37％にまで上昇した。非
正規雇用である男性は結婚・子育ての希望
の実現が難しく、また、シングルマザーの半
数が非正規で、子どもの貧困に直結してい

　この大切な子どもたちの世代に、どのよ
うな日本を残したいか。
　私は、自分が引退し、子どもたち世代にバ
トンを託すまでに、必ず変えたいと思って
いる労働の課題が2つある。「長時間労働」
と「非正規雇用」の問題だ。

子どもたちの世代に、
   どのような日本を残したいか

　私には6歳と3歳、2人の娘がいる。熟睡
している娘たちを「あ～さ～よ～！」と大声
で起こし、着替えさせ、隙あらばお喋りに興
じる2人の口に朝食を入れ、皆で手をつない
で保育園へ登園するところから、一日が始
まる。

いつもの朝の光景

　まず、「長時間労働」は、それ自体が人々

「長時間労働」と「非正規雇用」・・・
社会全体の有り様を規定する
              　　　 　2 つの課題

20年後の日本を想う
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平成9年旧厚生省入省。医政局、保険局な
ど医療行政全般に携わったほか、在タイ日
本国大使館、全国健康保険協会へ出向。
政策統括官付社会保障担当参事官室室長
補佐を経て現職。

政策統括官付社会保障担当参事官室
政策企画官
山下 護

　少なくとも日本で生活している限り、こ
のような経験はありません。保険証を持っ
ていれば、受診する医療機関の制限を感じ
ることなく、近くの医院や病院、歯科医院に
行き、症状を伝え、治療してもらう。診察の
前に年収や貯蓄額を聞かれることもありま
せん。治療費を支払う際も、請求書を見て
驚くような値段ではないはずです。
　日本で生活していれば、当たり前のこと
です。しかし、日本の外に出れば、この光景
は当たり前ではありません。海外で生活し
たことのある方、海外旅行で病気やケガを
した方であれば、現地で受ける医療サービ
スが日本と全く違うことをご存じでしょう。
海外赴任前には、歯科治療を済ませておか
ないといけない、最高の治療が受けられる
現地の病院が受診できる民間保険（高額な
保険料）を選んでおこう、などの準備をして
いるはずです。

　では、「保険証一枚でどの医療機関でも
受診できる」「治療費はそれほど高額では
ない」といった日本の光景は、どのように創
られたと思いますか。

　皆さんも、病気やケガで近くの医院や病
院に行ってお医者さんに診てもらったこと
があると思います。歯の痛みで歯医者さん
に診てもらったこともあるでしょう。そのと
き、こんな経験がありますか。

　自然とできあがった光景では決してあり
ません。この光景を思い描いていた人たち、
実現するために奔走した人たちがいるので
す。所得の多寡にかかわらず、日本に住むす
べての人たちに公的医療保険に加入しても
らいました。たくさんの医療機関に公的医
療保険のサービス提供者になってもらい、
医療機関のない地域にも医院を開設しても
らいました。幸いにも、戦後の高度経済成
長、人口増加など恵まれた条件が重なり、
今に至っていますが、この光景はたくさんの
人たちの「意志」によって創られ、そして維
持されてきました。

　また、医療の技術は日進月歩です。さら
に、人間の活動範囲が広がった結果、未知
の感染症の恐怖もなくなることはなく、こ
れに立ち向かっていかなければなりませ
ん。一方で、これからの日本は、たくさんの
高齢者が地域で生活する社会になるととも
に、急激な人口減少に直面しています。

　これまでに誰も経験したことのない我が
国の挑戦は、世界も注目しています。過去の
前提条件が根本的に変わっていく社会に対
して、どのように日本のよい光景を残してい
くのか。生涯をかけるに値する挑戦にぜひ
一緒に取り組んでいきましょう。

①朝６時前から診察待ちで並んだのに、
　診てもらったのは夕方近くだった
②「ここは、あなたの来る病院ではない」と
　断られた
③診察の前に年収や貯蓄額を詳しく聞かれた

生涯をかけて取り組む挑戦
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昭和58年旧厚生省入省。保険局、年金局に
おいて企画官として医療保険・年金制度改
革に取り組む。総理大臣官邸内閣参事官と
して、小泉総理に仕えたほか、内閣府、島根
県等に出向。内閣府経済財政運営担当審
議官、雇用均等・児童家庭局審議官を経て
現職。

内閣官房一億総活躍推進室長代理補
木下 賢志

ロジェクトに関わっている。行動しなけれ
ば変わらないし、少しずつでも変わってい
けば、いずれは大きな変化となる。厚生労
働省がその大きな役割を担うことは間違い
ない。皆さんの力を発揮できる機会は計り
知れない。

　日本の未来図。2060年8,700万人、
2100年5,200万人、3000年1,000人、こ
れが将来推計人口である。人口は過去を確
実に投影している。昨年生まれた100万人
の赤ちゃんは20年後ほぼ同数が成人にな
る。増えることは絶対にない。であるからこ
そ、これからの若者が結婚や子育て、家族
の問題をどう捉えるかが未来を形づくる。
国家の仕組み・制度も現在の選択が未来
の設計図の遺伝子ともなる。超高齢社会の
日本に先例はない。人口の減少に身をゆだ
ねて北欧諸国のようなコンパクトな国に
なっても豊かであればよいではないかとも
思うが、10人で意見を出し合うのと、100人
で意見を出し合うのが、同じであろうか。多
様性がイノベーションを生み、社会の活力
にもなることを考えたい。50年後、100年
後はとてつもなく長く、社会の在りようは
想像もつかない社会であるように思える
が、未来は変えられるとの思いで2つのプ

未来は変えられる

　一方、一億総活躍社会の実現は途方もな
いテーマに見えるが、現代社会が抱える
様々な課題が、この一億に凝縮されている。
「子どもをもつのが不安だ」「教育費の負
担が大変だ」「仕事に就けても今の給与で
は将来不安だ」「残業が多くて家庭での時
間がとれない」・・・。日常的に向き合ってい
る課題ではあるが、デフレが続いたことも
あり、より鮮明になってきている。「一億総
活躍」とはこうした悩みを抱える、若者も、
高齢者も、女性も、障害者も、一度失敗した
人も、国民誰もが一歩を踏み出そうとして、
何らかの制約があればそれを取り除き、活
躍してもらう環境を作ることである。大きく
括れば少子化という構造的問題にどう向き
合い、対処していくかということだ。

少子高齢化という
　　　　構造的問題に向き合う

　一昨年の衆議院選挙の公約であり、第2
次安倍内閣のメインイシューは「地方創
生」。そして昨年秋に発足した第3次安倍内
閣は「一億総活躍」。私は現在この二つの課
題に取り組んでいる。正確に言えば、現在、
塩崎厚生労働大臣、石破地方創生担当大
臣、加藤一億総活躍担当大臣の3人の大臣
にお仕えしている。
　地方創生と一億総活躍は、「人」中心の社
会の在り方をどう構築していくかというこ
とである。約1,700の市町村のうち2040年
に人口が一万人未満の500余りに上る消滅
可能性の高い市町村が指摘され、衝撃が
走った。子供・若者、特に若い女性の減少が
市町村の存続を危うくする。東京一極集中
がこれを加速化する。根底には晩婚化・未
婚者の増加、出生率の減少、長時間労働、非
正規労働による経済的脆弱さなど、豊かさ
や人間の営みの基本が弱体化している。

「二つの国家プロジェクト」
＝地方創生＆一億総活躍に参画

現在は未来を形づくる
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昭和57年旧労働省入省。現雇用均等・児童
家庭局において数度にわたり男女雇用機
会均等法施行に携わったほか、外務省、自
治省、総務省、滋賀県（副知事）等に出向。
労災補償部長、雇用均等・児童家庭局長を
経て現職。

政策統括官（労働担当）
安藤 よし子

　人の一生に寄り添って、その生きにくさ
を少しでもなくしていく、その政策形成に
必要なのは、様々な状況におかれた人たち
の立場に身を置いて考える共感性と、でき
る限り多くのプレーヤーとの連携を図る協
働性と、世の中の変化を見越し、常にある
べき方向に数歩踏み出す先進性である。
我々が作る様々な制度やサービスの受け
手である人は、一つの存在であるというこ
とも忘れてはいけない。そして、その受け手
は、実に多様な存在でもある。
　多様な存在である国民一人ひとりに届く
行政を、一人ではできない。目指す政策や
行政の在り方を実現しようとしても、一人の
職業人生の中だけでは、完結もしない。だ
から、志ある人たちに、この行政に加わって
ほしいと思う。先人が築きあげてきた長い
長い道のりに、新たなルートを加えてほし
い。この先も続く道のりを共に歩みつつ、一
人の人の人生を支えることができる厚生労
働行政の実現を目指していきたい。

未来を創る皆さんへ

　現在わが国が抱える最大の課題は少子
高齢社会と人口減少である。その中で、すべ
ての人たちが希望を実現できる社会、意欲
と能力に応じて活躍できる社会が求められ
ている。
　「生きにくい」人たちは、女性だけではな
い。障害や病気を持った人、ケアが必要な
家族を持つ人、それぞれの事情を抱えなが
ら、働き、能力を発揮し、生きていこうとす
る人たちがいる。その人たちにとって、より
生きやすい世の中を、自分らしい選択がで
きる世の中を作っていくのが、厚生労働省
の仕事だと思う。

誰もが生きやすい世の中を

の中のありようも変わってきた。世の中の変
化に応じて新たな制度を作り、規範を示し、
それを施行することで、世の中をさらに変え
ていく、そういうプロセスを、これからも積
み重ねていかねばならない。

　「あなたは、なぜ（厚生）労働省に入った
のですか？」これまで、何度も聞かれた問い
である。答えは一つ、他に選択の余地はな
かったから。男女雇用機会均等法施行以前
の1982年、四年制大学卒の女性に一生働
いて食べていけるキャリアコースを提供す
る組織は、官民通じてきわめて少なかった。
当時は、これが世の中というものか、と、た
だ世間知らずの我が身を託ったもので、「こ
の世の中は女性にとって生きにくい」と、思
い当たったのは、均等法施行に取り組むよ
うになってからである。
　画一的な雇用管理が行われる日本社会
では、働く人の個人的な事情を顧みること
は少なく、配慮が必要な人材は戦力外扱い
になってしまう。幾度となく女性労働行政、
雇用均等行政に関わりながら、ライフイベ
ントのたびにキャリア継続の在り方を問わ
れる女性にとって、より生きやすい社会を
つくるために努力してきた。30年余の間
に、確実に法制度は進展し、人の意識も、世

働くこと、生きること

「人」を大事に、「人」を見つめて
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昭和55年旧厚生省入省。介護保険法・子
ども子育て支援法・国民年金法・男女雇用
機会均等法など数々の制度創設・改正を
担当。在仏OECD事務局、埼玉県に出向し
たほか、内閣府で経済財政諮問会議担当
参事官、官邸で小泉政権の政策立案にも
深く携わった。政策統括官、年金局長を経
て現職。

雇用均等・児童家庭局長
香取 照幸

　今から36年前。私は公務員の道を選びこ
の役所に奉職した。あの時今の日本の姿を
どれだけ想像できていただろうか。
　私たちのミッションは、極言すれば、未来
を作ることにある。20年後30年後の社会
の姿を思い描き、将来に向けてやるべきこ
とを考え、今自分にできることを一つ一つ
確実に実現し形にしていく。Make  i t  
work。想像力と構想力、そして実行力が問
われるのが我々の仕事である。
　経済社会の発展の原動力はいうまでも
なく「社会の活力」である。そしてその「活
力」の源泉は構成員たる市民一人一人の活
力 ―自立と自己実現― にある。社会保障
とは、まさにその「個人の自立と自己実現の
保障」を通じて経済社会の発展の基礎を支
える仕組みなのである。
　社会保障はよく「空中ブランコのセーフ
テイネット」に例えられる。だが社会保障と
いうセーフテイネットは、落ちたときに怪我
をしないためにだけあるのではない。ブラ
ンコ乗りが思い切って演技をするため、リ
スクを恐れずぎりぎりの挑戦をして飛ぶた
めにこそある。ネットを頼ってブランコ乗り
が技量を磨かず、凡庸な演技でしかも落ち
てばかりいたら観客は来なくなる。
　社会保障は、リスクを恐れず目標に向
かって挑戦すること、自己実現を通じて社
会に貢献していく道筋を社会の構成員すべ
てに等しく保障することを目指す。格差や
不合理・不寛容が蔓延する不安定な社会、
経済や社会のありように対する国民の信
認・価値共有のない分断された社会に持続
的発展は望めない。だからこそ、社会保障
は、成熟した市民社会の基底＝安心を支え
るシステムとして経済＝成長を支え、車の
両輪となってともに社会の発展を支えるの
である。

　経済社会のありようは時代とともに変化
する。そのスピードはますます速くなってい
くだろう。我々の社会は何に基本的価値を
置き、市民が如何に生きることを理想とす
るのか。それを実現していくためにどのよう
な社会制度を構築し、どのような政治を行
うのか。それは次世代を担う諸君の双肩に
かかっている。理想の社会を実現するため
に、我々は社会を変えること、変わっていく
ことを恐れてはいけない。
　“ En avant, en avant, et toujours 
en avant ”（前に、前に、常に前に。19世紀
フランスの馬術家J.フィリスの言葉）。
　未来は諸君たちのものである。この言葉
を、未来を担う諸君たちに送る。

En avant, en avant, et toujours en avant
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