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それを支え、包み込むものがある。

人生の喜怒哀楽の裏側には、様々な局面を迎える。

人は、生まれてから一生を終えるまで、

―とある方の「人生」に関わる行政官の「想い」―
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平成18年厚生労働省入省。医療・雇用・福
祉などの分野を歴任し、現在、医師確保、医
療事故対策等を担当。平成21年厚生労働
省改革若手プロジェクトチームリーダー。Ｎ
ＨＬＷ初代代表。ＬＳＥ（社会保障）・ＵＣＬ
（政治学）修士。

医政局医事課 課長補佐
久米 隼人

　この文章を書いている今も、日本の医療
現場のどこかで命が生まれ、そして消えて
いる。しかし、あなたの熱意と信念が、その
消えゆく命を救うかもしれない。あなたが
これまでの人生で得た、その恵まれた力
を、国民のために貸してくれないか。私の文
章を読んで、あなたを必要とする声が聞こ
えたならば。

　しかし、医療に投入できる資源は有限
だ。今後超高齢社会を迎える中で、今やＧ
ＤＰの約８％となった医療費への削減圧力
は強い。また、医療・福祉分野の就業者が
全就業者の12％に達している中、これら労
働集約産業でいかに生産性を高められる
かが経済成長の要となる。一つ一つの生命
と人生を思い浮かべながら、経済・財政に
寄与するよう、日本最大のシステムの一つ
である「医療」のグランドデザインを描き、
実現していくことは、極めて責任が重く、人
生の一部を捧げるにふさわしい仕事だと
感じている。

度必要となるのか、どうすれば必要とされ
る地域・診療科に定着し、活躍してもらえる
のか、年内の取りまとめに向け、今急ピッチ
で作業を進めている。

　入省時、多くのニュースが妊婦搬送の受
入困難を報じていた。あれから早10年、自
分が医師確保を担当することとなった今な
お、産科に限らず、地域で必要な医師が足
りないとの声がある。私の着任後、10年ぶ
りに検討会を立ち上げ、抜本的な医師確保
対策の検討を開始したのはこのためだ。超
高齢社会を迎えるに当たり、医師をはじめ
とする医療従事者が、この数十年でどの程

医療を求める声が聞こえるか

　産科を取り巻く環境は過酷だ。急な出血
多量等により、母体を諦め、赤ちゃんの命
を優先しなければいけないときがある。そ
してその逆も。一つの命が、もう一つの命と
引換えに失われていくとき、家族はもちろ
ん、医師やその周りの人間も、大きく苦悩
し、ギリギリの選択をする。こうした本人・
家族や医療者たちの一つ一つの思いを受
け止めること、そして、少しでも信頼され、
安心される医療に、やりがいをもって働け
る医療現場に変えていくこと、それが厚生
労働省に課せられた使命の一つだ。

　「助けて…。」収入も、住む場所も、頼れる
家族もいない独身の妊婦が、ネットカフェ
で破水を迎え、倒れ込みながら呟いた言
葉。これは、昨年TBSで放送された産科医
を巡るドラマ『コウノドリ』の冒頭だ。妊婦
検診の受診歴も、出産予定病院もなかった
この妊婦は、産科不足の中で搬送先が長時
間決まらず、極めて危険な出産となった。
　これは、誇張されたフィクションではな
い。経済・医療水準ともに世界トップクラス
の日本においても、家庭問題や経済事情、
教育格差等のため、安心・安全に子どもを
産むことができない人々が存在する。

命が産まれるそのときに

産声が、上がる

この世に生を受けた。命の誕生そのものが奇跡。 65 Ministry of Health, Labour and Welfare



平成12年旧厚生省入省。児童家庭局（現雇
用均等・児童家庭局）、大臣官房総務課、健
康局、人事院短期在外派遣（英国保健省）、
労働基準局、年金局などを経て現職。小１
のニコニコ男子と、我が道を行く年少女子
と、天使に間違いない1歳女児の３人の子
供と旦那が居る。

医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部
水道課 課長補佐
安里 賀奈子

　心躍る仕事が複数ある場合は、家族に
自慢したくなるのはどっちと考えるのもい
い。私は孫に自慢できる仕事と考えて厚生
労働省を選んだ。人の人生に寄り添う厚生
労働行政は、誰かの幸せに直結している点
で私にとってのやりがいの宝庫。リタイア
後に孫にこっそり自慢したくなるネタが満
載。あなたのやりがいがあふれている職場
はどこだろう。それが厚生労働省であれ
ば、ちょっと嬉しい。

　世の中には無数の仕事がある。どの仕事
も何らかの形で社会に貢献する。君はどの
仕事を選ぶ？もし国家公務員を志すなら、
一つ覚悟を。仕事がうまく行っているとき
は社会がスムーズに回り注目されない一
方、失敗すれば激しく批判を受けることも
多い。だからこそ、世間がどうかではなく、
「自分が」意義を感じるか、その分野で社
会に貢献することに心が躍るか、平たく言
えばワクワクできるか、それを見つめて欲
しい。

何をして社会に貢献するか

　誰に褒められるわけでもないが、仕事を
していて、むふふ、と思える。私の頑張り
が、日本の水道を未来に残す。日本の食と
水の安全・安心を支えている。大袈裟だけ
ど、私一人の力でではないけれど、決して嘘
ではない。意義ある仕事、そして、全力で向
き合う必要のある仕事。大変でもあるが、
やりがいと達成感を伴う。基本、楽しく、幸
せだ。

　「当たり前」を持続するという仕事は、少
し、損である。褒められることが基本ないか
らだ。それに「当たり前」だから目立たない。
注目を浴びるのは、「当たり前」が失われた
時、怒りや非難とともになのだ。そんな仕
事、楽しいの？答えはＹＥＳである。

「当たり前」の幸せを守る仕事

　さて、この作業中、食材に農薬が残って
ないか？輸入品だけど大丈夫？なんてこと
は考えない。スーパーで買ったものを食べ
て健康を害したらどうしよう、水道水飲ん
で具合悪くなったらどうしようといった不安
はない。安心して買い物ができる。食事が
できる、水が飲める。これは今の日本の「当
たり前」の幸せ。そして、それを維持するの
が、今の私の仕事である。

　朝、冷蔵庫を開けて、夕食のメニューを
考える。野菜を切り、味噌汁を作る。豚肉と
玉ねぎと人参を醤油とみりんに漬け込んで
炒め物の準備。あとは、魚の干物があるし、
レタスを洗ってトマトを切れば生野菜も
OK！これが、３人の子供がいる私の朝の理
想の過ごし方。寝過ごしてバタバタなことも
多いけど、少しでも夕飯の準備をして出れ
ば帰宅後がスムーズだ。

理想の朝

安心して暮らすための根底にあるもの
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平成18年厚生労働省入省。医政局にて医
療事故調設置法案、職業能力開発局にて
能開機構廃止法案に携わる。保険局では
高齢者医療制度改革、国保法改正を経験し
たほか、医薬食品局での薬事法改正などを
経て現職。

雇用均等・児童家庭局総務課
虐待防止対策推進室 室長補佐
芦田 雅嗣

　入省してから10年の月日が経つ。これま
で様々な分野の政策立案に携ってきたが、
厚生労働省が立ち向かうべき難問は、まだ
まだ山積している。今後、世界も注目するそ
の役割は、ますます大きくなっていくだろ
う。子どもたちの、そして我が国の未来を切
り拓くためには、志をともにする多くの仲
間が必要である。今こそ、あなたの出番だ。
一緒に挑戦しよう。

一緒に挑戦しよう

　社会経済構造が変化する中、経済成長
や健全な財政を確保しつつ、誰もが安心し
て生き生きと暮らせる社会を構築したい。
そのために直面する重要で難しい課題に挑
戦したい。学生の頃に立てた志である。あ
なたの志にも通じる部分はあるだろうか。
　そんな私が厚生労働省の門を潜ったの
は、「これからの時代、社会の変革に挑戦
するなら、厚生労働行政に軸足を置くべき
だ」と確信したからである。国民一人ひとり
の「生きる」を支える厚生労働行政には、政
府の重要課題の多くが集中し、今や経済財
政運営全体の鍵を握っている。いずれの課
題も、必ず誰かが解決しなくてはならない
が、一筋縄ではいかず、また、広く大きなイ
ンパクトを与えるものばかりである。それら
に正面から取り組み、力を尽くしたいと
思った。

そして、日本の未来への挑戦

　児童虐待の問題について、結局は親が
悪いという一言で片付けるのは簡単である
が、実際には様々な社会的・経済的要因が
複雑に絡み合って生じ、子どもの将来にわ
たって負の連鎖が続いていく。こうした社
会の歪みを、あらゆる政策手段を駆使して
是正していくことにこそ、国家公務員の存
在意義がある。そこには、私達の努力に
よって救える子どもたちの命や、切り拓け
る子どもたちの未来があると信じている。
　着任以降、一時保護所や児童養護施設、
乳児院等を訪れる機会に恵まれた。ある
施設には、熱心にお気に入りのおもちゃの
説明をしながら、私の手をぎゅっと握って
離そうとしない男の子がいた。笑顔の裏に
は、きっと想像を超える辛い記憶が隠され
ているのだろう。「全ての子どもたちが夢
や希望を抱ける国にしなければならな
い。」自らに課せられた使命への決意を新
たにした。

国家公務員としての使命

　「全ての子どもたちの未来を守る。」現
在、私達が取り組んでいるミッションであ
る。深刻な状況にある児童虐待の問題へ
の対策強化を中心に、子どもの生命を守
り、健やかな成長や自立を保障するため、
児童福祉法等の改正を目指している。
　子ども・子育て支援は、我が国における
最重要課題の一つであり、厚生労働省が中
心となって、様々な政策を矢継ぎ早に打ち
出している。そうした中で、児童相談所や
市町村の児童虐待相談対応件数は増加の
一途を辿り、死亡事例も後を絶たない。今
年に入ってからも、悲惨なニュースに胸が
潰れたのは、一度や二度ではない。

子どもたちの未来のために

子どもたちに明るい未来を

109 Ministry of Health, Labour and Welfare 家族からの愛情を受けて、心も身体も日々成長。果たしてみんながそうなのか？



平成26年厚生労働省入省。職業安定局派
遣・有期労働対策部企画課にて非正規雇
用対策業務の調整・とりまとめ業務を担当
し、平成27年9月より現職。

職業安定局
派遣・有期労働対策部需給調整事業課
需給調整係
藤原 悠子

　私は１年目、非正規雇用対策など部内の
各課室の思いを形にするため、効果的な政
策を打ち出すための調整業務を担った。２
年目、労働者派遣法改正法の施行準備や
法令解釈などに関する仕事に携わってい
る。厚生労働省では、１、２年目の若手で
あっても政策の中身に関わる仕事に携わる
ことができる。その分責任も大きいが、
やったことがないからできないではなく、
常に新しいことに挑戦する勇気をもって仕
事をしていくことが大切だと思っている。
厚生労働省の仕事はチームの仕事であり、
一人の仕事ではない。一生懸命仕事をして
いれば、自分にはできないと思ったとき・
困ったときに助けてくれる上司や先輩、仲間
がいる。そう思えるから挑戦も怖くはない。
　私は、数年前に自分はどういう仕事をし
たいのかを考えて就職活動をし、現在は
「働く」ということを考えるチームの一員と
して仕事をしている。皆さんが「暮らし」や
「働き方」に興味を持ち、一緒に暮らしの土
台となる制度作りに携わって下されば幸
いだ。

就職後間もない若手として

　平成27年９月、労働者派遣法改正法が
国会で成立した。労働者派遣法を改正する
ということは、派遣という働き方の一部を
変えるということである。派遣で働く方、派
遣元、派遣先など関係する多くの方に改正
後の制度での対応をお願いすることになる
のだ。
　そのため、審議会等で細かなことまで検
討した上で、制度の根拠となる政省令・告
示を定めたり、統一的な見解を示したりす
る必要がある。法律を円滑に施行するため
にはこうした施行準備という作業が重要な
のである。この施行準備には若手も大きく
関わる。実際に２年目の私も告示作成やパ
ンフレット作成に携わった。私は、法令担
当としての経験がほぼなく、自分にできる
のか不安だった。しかし、経験が短くても
若手であっても、労働者派遣法の担当に
なったからにはこの法律については専門家
であるという気持ちで勉強を重ねつつ、業
務に取り組んだ。
　課を超えて多くの職員が一体となって作
業を進め、施行日に間に合わせて無事に施
行できた時は本当に達成感があった。

労働者派遣法改正法の施行

　「暮らしの土台となる制度作りに携わりた
い」という思いを抱えて就職活動をし、厚生
労働省を選択した。６年間保育所に通った
経験から感じた保育の問題、大学時代のア
ルバイトで感じた非正規雇用の問題などに
興味関心を持ったことがきっかけであっ
た。厚生労働省を選択してから２年が経ち、
現在は非正規雇用、労働者派遣に関する業
務を担当し、「働く」という側面から暮らし
の土台となる制度作りに携わっている。

厚生労働省で働くきっかけ

働くことのやりがい  

1211 Ministry of Health, Labour and Welfare 社会人として自立。自分が望んだ働き方を選択することによる自己実現。



平成２年旧労働省入省。本省では、労働
基準局、職業安定局、職業能力開発局等で
勤務し、大分県庁、北海道庁では幅広い
行政分野（中小企業対策、情報政策、文化
振興、資源・エネルギー）を経験し、２年間
の官民交流出向（警備会社）を経て、平成
27年10月より現職。

労働基準局労災管理課長
志村 幸久

　役所で働く人間はどのような人材だろう
か。逆説的であるが、官民交流出向は貴重
な機会である。一定の事業期間中、どの程
度収益をあげることが見込まれるか、これ
はどのようなアクションを起こすにしても
ジャッジメントの基準になる。企業はＭ＆
Ａやベンチャー企業への投資など、いろい
ろな手法を用いて事業のポートフォリオを
入れ替えており、未来志向が強く出てい
る。出向を通じ、痛感したのはビジョンの
提示、ボトルネックを打破する実行力が求
められているということ！未来志向で日本
のビジョンを責任を持って描き、実現に向
け尽力する人材、厚生労働省はそんな人材
を求めている。

未来創造志向
　労働は事業との関わりにおいてのみ存在
する。事業が広く世の中でどのように行わ
れているかは自分以外の他者から伺い知る
しかない。それも一種の生態系に近く常に
遷移するものであり、事業の変容に伴い労
働も時代とともに変容する。さらに、人の
ライフスタイルの変容は人によって担われ
ている労働にも当然に影響を及ぼすもの
であり、社会の風潮を敏感に察知しながら
施策立案を行うことが求められ、時代時代
に応じた労働施策を講じていくことは、
数々の行政分野の中でも大変重要なもの
である。これは行政官として26年間、厚生
労働省（旧労働省）で培った経験から導き
出される。
　私が入省した頃と今では労働市場は大き
く変容している。非正規雇用の増大という
雇用形態の変容にどう対応するか、女性の
社会進出をどのようにサポートするか、高
齢化に伴う労働力人口の減少にどう対応す
るか、山積している課題は図りしれない。
日本の労働市場はいかにあるべきか、職業
訓練施設に足繁く通って培った現場感覚や
ドイツのベアムテ（「官吏」相当公務員）や
中国行政幹部との意見交換を通じて得た
国際社会への視点を活かしながら、そし
て、労働市場に想いを馳せながら日本の未
来を考えている。これほど面白い行政が他
にあるだろうか。

変容する労働市場と国の施策

労働市場全体に思いを馳せる

社会を支える構成員として自分に何ができるか。自分自身の成長とともに探求。 1413 Ministry of Health, Labour and Welfare



平成22年厚生労働省入省。老健局、大臣
官房を経て、雇用均等・児童家庭局職業家
庭両立課にて次世代法改正担当後、産休
に入り、第一子を出産。約１年の育休を取
得した後、平成28年度から育児時間を取得
しつつ復職予定。

雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課
主査（育休中）
富永 華子

　我が国の全ての子どもたちに、健全な育
成の環境と能力を発揮できる機会を。この
志を胸に入省して6年。母親となったいま
も、この原点を抱きながら厚生労働行政に
携わることが楽しみで仕方ない。
　娘が生きる世の中が少しでも前進したも
のとなるよう、一人の母親、そして厚生労働
省で働く者として、まっすぐにいきたい。

一人の母親、
　そして厚生労働省で働く者として

　私自身、休業前は仕事と子育ての両立支
援を担当していたが、妊娠中、体調が思う
ようにいかず帰宅後トイレに駆け込んだこ
ともあれば、産休後最初の健診で切迫早産
の診断を受け、1か月寝たきりの生活も経験
した。休業中は「保活」の厳しさを体感。
幼い我が子を預けて働く罪悪感や寂しさと
葛藤し、理想の働き方に悩みもした。
　待機児童数や女性の継続就業率といっ
た数字の後ろにある、家族にとってかけが
えのない娘や息子、新しい命・家族と仕事
との狭間で悩める女性の姿。こうした原風
景を自らの実感として持ちながら、一人の
「現場」の思いを情熱に変え日々の業務に
注ぐ。まさに厚生労働省で働く特権だろう。

　現場が大事とはよくいうが、厚生労働省
では自分自身が「現場」たる一億三千万人
の一人でもある。

「現場」の思いを情熱に変え、
　　　　　　　日々の業務に注ぐ

　「何の地獄かと思った」某番組での子育
て中の女性のコメントだ。私自身、「孤育て」
の何たるかを知り、様々な子育て支援策に
助けられた。
　「仕事を辞めずに子育てができる。育休
は素晴らしい制度」「認定こども園は良い噂
しかない」といったママ友や区の担当者の
声に誇らしく感じる一方、子の預け先がな
く離職せざるを得ない友人の窮状を耳に
し、保育施設での痛ましい虐待のニュース
を目にするたび、一親として心を痛めると
同時に使命感や責任感がふつふつと湧いて
くる。
　少子化の中で、子育て、仕事、家事と、女
性に多くが求められる一方、課題は山積。子
を授かったときどれほど世界が輝いて見
え、初めて抱く我が子をどれほど愛おしく
感じたか―。これらを忘れることなく、安心
して、子育てという幸せを実感できる世の
中にするため、厚生労働省が担う役割は大
きい。
　働く意義や使命感を肌で感じながら国
の最重要課題に携わる。なんとやりがいに
溢れたことだろう。

働く意義や使命感を肌で感じながら、
　　　　　　国の最重要課題に携わる

　昨春娘を授かってから早２年。かつてな
い喜びに溢れた日々は、厚生労働省で働く
魅力を再確認させられるものでもある。

命を育む、親になる

尊い命を授かる。かけがえのないこの子と親としての自分に明るい未来を！ 1615 Ministry of Health, Labour and Welfare



平成13年厚生労働省入省。保険局、労働基
準局、政策統括官付社会保障担当参事官
室、健康局、財務省主税局、年金局、医薬食
品局などを経て現職。

在英国大使館一等書記官
和田 幸典

　厚生労働省代表として英国で働いてい
る、といっても、結局厚生労働省の行政の
まだまだ一部しか理解はできていないの
だが、少し背伸びをして、広くいろんな業
種、業務の人々と付き合い、人脈を広げて
いくことが、将来的には外交的に役立つこ
ともある。専門分野を持ちつつ、外交官と
して働けることは、とても素晴らしい経験
である。保健問題に国境はない。世界の反
対側で起こったこともすぐに自分の国に
やってくる時代である。厚生労働省はこれ
からももっと国際化すべきだし、これから
入ってくる人にはますますチャンスが広が
ることだろう。人の人生を俯瞰し、時には
世界規模で物事を考える、そんな職場へ
の、君の挑戦を待っている。

厚生労働省の出先代表として

　英国は、深い伝統と進取の気鋭との両方
に包まれた国である。英国人はつきあいに
くいと言われるが、相手を尊重し、信頼が
非常に重視される点で、情緒的には両国は
非常に似ている部分がある。改めて海外か
ら日本を見てみると日本の良さを改めて感
じる。例えば、真面目できちんと仕事をす
ることにかけては、日本の役所は絶対にほ
かの国に負けない。しかし、制度化、変化の
スピード、データの集積、評価にかけては、
英国の役所から学ぶことは多い。ちなみ
に、英国人はとてもjokeが好きである。英

相手国を深く理解する

　世界は広い。そして、厚生労働省の行政
の範囲も広い。英国では、厚生労働省の相
手方は保健省と雇用年金省の二つに分かれ
ており、国家予算上も半分以上を占める巨
大な行政分野である。英国は、「ゆりかごか
ら墓場まで」という言葉に表される福祉国
家のイメージとは今やかなり異なっている
が、社会保障の分野が行政上も政治的にも
重要なのは世界どこでも同じである。かつ
高齢化の最先端を行っている日本は、この
分野での世界の課題先進国である。社会
保障・保健・雇用分野で、厚生労働省の代
表として英国政府と渡り合い、議論してい
くのは、自分にとって素晴らしいチャレンジ
である。議論をしていくと、時に自分の意
見に共感してくれる人も出てくるので、良い
議論ができたときは、この上ない喜びであ
る。日本がこれまで築きあげた知恵と経
験、特に社会保険制度に関する知見は、
もっと世界で広く共有されてよいと感じ
る。一方で、感染症対策、研究開発などの
国際保健の分野に関しては、より日本の努
力が求められる分野であると思う。

世界を相手に 国人のプレゼンは本当にうまいが、とても
ウィットに富んでいる。ぜひ、この極意を学
んで帰りたいところである。でも、英国人の
笑いのツボは日本人とかなり違うのだが。

国際舞台へ羽ばたく

現状に満足するな！更なる飛躍を遂げるため、「世界」を拡げる。 1817 Ministry of Health, Labour and Welfare



平成14年厚生労働省入省。労働基準局、年
金局、医政局、社会・援護局、政策統括官付
労政担当参事官室を経て、中小企業の医
療保険を運営する全国健康保険協会に出
向し、現職。

保険局保険課 課長補佐
高島 章好

　厚生労働省が扱うのは人の暮らしだが、
それは自分が大切に思う人の暮らしでもあ
り、その大切な人の将来でもある。自分が
今取り組んでいることは、必ず自分の子や
家族の暮らし、将来の安心に繋がる。その
思いがあるから、難しい局面に立たされて
も乗り越えることができる。皆さんにも大
切な人がいるだろう。厚生労働省で働くと
いうことは、その大切な人を思う気持ちを
形にすることだ。責任も大きいが、やりが
いも大きい。皆さんと一緒に仕事ができる
ことを楽しみにしている。

厚生労働省で働くということ

国民皆保険を守る

ることにもなりかねず、慎重かつきめ細か
い判断が求められる。何を見るべきか、誰
の意見を聴くべきか。悩んだときは、医療
保険の現場である全国健康保険協会に出
向した経験・人脈が役立った。自分にとって
貴重な財産である。
　さらに、地域において、その人らしい「当
たり前」の暮らしを続けられるように、医療
と介護の一体化したサービスをスムーズに
提供できる地域包括ケアシステムの構築が
必要だ。医療保険制度はまだ改革の途上
にある。

　日本は、誰もが、質の高い医療サービス
を負担を抑えつつ受けることができる、世
界に誇るべき皆保険制度を実現させた国
だ。しかし、先進国の中でも最も高齢化が
進み、高額な医療技術が進展する中で、皆
保険を維持しながら、どのように超少子高
齢化に対応した医療・介護モデルを作り、次
の世代に繋いでいくのかが重要な課題であ
り、その手腕に世界が注目している。
　国民皆保険の根幹は、所得が低くても、
病気がちでも加入できるラストリゾートで
ある国民健康保険（国保）であり、その財政
基盤を安定化することが重要だ。そのため
に、昨年、国保財政を強化するとともに、世
代間、世代内の負担を公平にするための医
療保険制度改革を実現させた。改革には、
国民に新たな負担を求める内容もある。
データ上では家計の数％の負担であって
も、それがすべてを語る訳ではない。新たな
負担を求めた結果、その人の暮らしを失わせ

　「先生と呼ばれることをした覚えはない。
自分が当たり前だと思うことに精一杯取り
組んだだけだ」。当時学生だった自分に厚
生労働省の行政官が言った言葉だ。人の一
生を左右する仕事であるのに、「当たり前の
ことをしたまで」と言い切る姿に強い気概
を感じた。厚生労働省との出会いはこの言
葉から始まった。生まれながらに重い障害
を抱えている、経済的に厳しいなどの理由
から、「当たり前」のことが大変で困難に直
面している人がいる。厚生労働省が扱うの
は、人の暮らしであり、その使命は、こうし
た人を含めて誰しもが「当たり前」だと安心
して暮らすことができるシステムをつくり、
次の世代に繋いでいくことだ。

健康に不安を感じさせない

病気になっても保険証一枚で必要な医療を受けられる。何度助けられたことか。 2019 Ministry of Health, Labour and Welfare



1987年度（入省時）

2014年度（現在）

高齢者数
（高齢化率）

1,332万人
（10.9％）

3,300万人
（26.0％）

出生数
（合計特殊出生率）

135万人
（1.69）

100万人
（1.42）

国民医療費

18兆円

40兆円
（2.2倍）

国民年金保険料
(月額)

7,400円

15,250円
（2.06倍）

給与所得者給与
(年額)

336万円

361万円
（1.07倍）

非正規労働者数
（比率）

711万人
（17.6％）

1,962万人
（37.4％）

昭和62年に旧厚生省入省。旧厚生省の全
部局をひと通り経験。本省以外では伊丹市、
米国（ニューヨーク）、総理官邸、日本年金
機構に勤務。健康局総務課長を経て現職。

大臣官房審議官（年金担当）
伊原 和人

　今から30年後、皆さんが今の私の年齢
に達する頃、私は（命が与えられていれば）
後期高齢者となっている。そんな先のこと
などとても想像できないが、その時代を
担っているのは皆さんである。「30年後の
社会保障の歴史に自らの足跡を残さん！」
という気概の持ち主の挑戦を待っている。

新たな社会保障の歴史に
                      参画しよう！

　その中にあって、私自身は社会保障のほ
ぼ全領域の仕事に携わった。介護保険の創
設、医療保険改革、少子化対策、障害福祉
新制度、年金記録問題、難病新法など、そ
の時々で仲間とチームを組み、難題に挑戦
してきた。不思議なものだが苦労した課題
ほど思い出深い。
　入省当時、介護保険は影も形もなかった
し、少子化対策も語られることはなかっ
た。終身雇用が日本的雇用の特徴だと教
えられた身にとって、非正規雇用が約4割
になろうとは想像すらしなかった。
　この30年、劇的な社会変化に社会保障
がキャッチアップできるよう、懸命に走り続
けてきたというのが偽らざる感覚だ。霞が
関で働くとは、こうした歴史のダイナミズム
の中に身を置き、自らが何らかの役割を果
たし続けていくことなのだ。

　私が旧厚生省に入省したのは1987年。
以来、約30年が経つ。この間、下表の主要
指標が示すように、日本社会は大きく変
わった。高齢者が増え、子どもが減り、社会
保障の負担は増えた。残念だが給料はあ
まり増えていない。

30年の社会の変化に立ち向かう

　現在の日本は、未曾有の少子高齢化の
状況にあって、しばしば社会保障は持続不
可能だと語られる。しかし、社会保障は私
達の生活にとって欠くことのできない、社
会の基本を成すシステムだ。財源がないと
いう理由で取り止めることなど決してでき
ない。
　私達の使命は、数々の制約条件を受け止
めつつも、現場に出向き、その実践の中に
アイディアを発見し、制度化に向けて知恵
を振り絞ること。社会保障のプロとして、
日々の暮らしを支えるこの仕組みを機能さ
せ続けることだ。

「機能する社会保障」を
                実現するのが使命

　左ページのエッセイは、日本年金機構が
毎年募集している「わたしと年金」エッセイ
で大臣賞を受賞した高校生（大城和輝さ
ん）の作品である。
　年金と聞くと老後のための積立貯金だと
思っている人も多いが、本質は違う。万一の
際に私達の生活を支える命綱（社会保障）
なのだ。このエッセイのような遺族年金は
無論のこと、老齢年金も「長生き」や「イン
フレ」といった民間保険では対応できない
リスクに備える「公」にしかできない仕組み
である。

万一の時を支えるのが社会保障

もう一つの時代、高齢期を生きる

　中学2年生の春、私の父は静かに
息を引き取った。
　父の死と同時に我が家の収入は
ゼロになった。
　40代半ばの母は父の看病の為に
仕事を辞めており新しい働き口すら
見つからないという状況で、これから
訪れる先の見えない日々を考えると
不安でいっぱいだった。
　そんな私に母が「大丈夫よ。心配
要らないからね。」
　そう言って見せてくれたのは１枚
の紙切れだった。
　そこには「国民年金・厚生年金保険
年金証書」と記されていた。
　「お父さんが２ヶ月に１度、お金を
届けてくれるのよ」

安心して人生第２ステージをスタート。 2221 Ministry of Health, Labour and Welfare



平成16年厚生労働省入省。保険局、労働基
準局、雇用均等・児童家庭局、年金局、老健
局を経て、平成27年4月より石川県加賀市
に出向し、同年11月より現職。

加賀市副市長
河合 篤史

　厚生労働省の門を叩いたのは１２年前。
長い職業人生を選択するに当たり、「自分
が大切にしたい想いは何か」を自らに問い
ながら民間も含め就職活動してきたが、
「人と人とをつなぐ架け橋を作りたい」と
いう想いのもと、それを実現する場所とし
て、厚生労働省を選んだ。その「想い」は仕
事を続ける原動力となっているし、今も加
賀市における「まちづくり」という名の「地
域コミュニティの再構築」に向けた仕事に
携わらせていただき、本当に幸せなことだ
と感じている。
　是非、「自分が大切にしたい想い」と向
き合い、それを実現するフィールドとして、
厚生労働省の門を叩いていただければと
思う。

厚生労働省で働くということ

　現在、加賀市に出向し、医療提供体制の
整備や地域包括ケア体制の構築に向けた
取組を進めているが、同時に「人口減少」と
いう名の怪物と対峙しなければならない。
これは多くの自治体が直面する課題であ
り、その克服への道程は簡単ではないが、
「幅広い世代や様々な背景を持つ人が活躍
できる場を作ること」が一つの方向性であ
り、今後目指すべき「地域包括ケアシステ
ム」の姿ではないだろうか。つまり、働きな
がら安心して子育てできる環境、歳を重ねて
も元気に活躍できる高齢者の拠点や、ハン
ディを抱えていても活き活きと生活・就労が
できる場をつくることなどを通じて、「この
地に住みたい・住み続けたい」と思える「ま

地方の第一線でこれからの
           地域包括ケアを考える

　世界でも類を見ないスピードで高齢化が
進む中で、地域における高齢者の暮らしを
支えるため、介護サービスの充実とともに、
「地域包括ケアシステム」を構築することが
喫緊の課題となっている。一方、介護保険制
度を支える40歳以上人口は減少に転じ、既
に減少局面に入っている生産年齢人口も趨
勢的に減少が続くことが見込まれる。このよ
うな状況の中、平成27年度介護報酬改定の
作業を取り仕切る立場となった。今回の改
定では、より専門的なケアが必要となる中
重度の高齢者を支えるサービスを充実させ
つつ、今後の労働力人口の減少を見据えた
介護人材の質と量をいかに確保していく
か、という点が議論の中心となった。
　改定に向けた局内での議論は１年以上に
わたって行われ、20回を超える審議会での
議論とその集約、関係団体との調整や国会
対応などに奔走した。３年に一度の改定と
いうこともあり、その責任の大きさに不安を

介護をとりまく環境の変化と
　　　　　　　　介護報酬改定

感じることもあったが、改定作業に携わる
情熱と冷静な頭脳を合わせ持つ同僚、先輩
や上司のおかげで、度重なる難局を乗り越
えることができ、この経験は自分にとっても
大きな財産となった。

ちづくり」がいま求められている。
　そのために厚生労働省が担う仕事の役
割は大きく、また、必ず成し遂げなければな
らないという大きな責任を感じる。

「柴山潟から白山を望む」

社会で支える介護

最期まで自分らしく生き続ける。それが私の一生。 2423 Ministry of Health, Labour and Welfare



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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そうしてこの国を形づくっていく。

困難もあり日々挑戦の連続だが、

この国に生きる人々の未来を形づくることで

得られるやりがいは計り知れない。

未来をつくり、支えていくのは、君達である。

この国で生きる全ての人々に想いを馳せ、

更には数十年後この国で

生きているであろう人々にも想いを馳せる。

そうしてこの国を形づくっていく。

困難もあり日々挑戦の連続だが、

この国に生きる人々の未来を形づくることで

得られるやりがいは計り知れない。

未来をつくり、支えていくのは、君達である。

この国で生きる全ての人々に想いを馳せ、

更には数十年後この国で

生きているであろう人々にも想いを馳せる。
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皆さんは、どんな未来を描きたいですか？皆さんは、どんな未来を描きたいですか？

最後にメッセージ

佐藤
日本が抱えている課題は大きいですが、厚生労働省が持っている政策ツールは、社会保障分野・労働分野にわたって多
くあります。ポリシーメーカーとしてのやりがいは絶対あるので、一緒に挑戦してくれる人と働いていきたいですね！

中川
だからこそ、「今後の国をどうしていくか」というビジョンを日々描くことが必要です。

岡﨑
いま話題の「一億総活躍」社会の実現に向けても、厚生労働省こそが「新三本の矢」それぞれの核となるような実効
的なツールを持っているように、これからの日本に大きな影響を与えるのが厚生労働省だと感じています。

宗得
多様な考えがあるからこそ、「これだ」という正解はなく、悩んで勉強しての日々ですが、入省して３年目の現在、面
白さは尽きないと感じてますね。

前田
３０年後の日本を考えていたら、世界の話にまでなりましたね（笑）いろんな考え方をぶつけ合って、現在・未来を
想像しながら、施策を創造していくことが大事だと思うんです。

佐藤
そうそう。３０年後、周りの国々を見てみると、日本のように高齢化が進んでいく国がたくさんあるわけです。日本が高齢
化を乗り切るために行った制度設計などの知見を提供することで、社会保障の分野で世界を牽引していく。厚生労働省とし
て、そういった形で国際貢献できると思います。

中川
情報発信については、行政も情報技術の革新に敏感に察知して、取り込んでいかないといけないですよね。そして国内の方々
はもちろんのこと、海外にも発信していくことが大事だと思っています。

宗得
ただ、その考える過程全てに住民の方々の負担を求めることは重過ぎると思うんです。
国として、行政として、方向性を示したり、考えることのきっかけを作ったりするこ
とこそ、僕ら国家公務員の使命だと思っています。大切なのは情報発信。例えば年金
制度は、その将来の財政状況をしっかり検証して、その結果も踏まえつつ安心できる
制度設計を行っているわけです。僕が課題だと感じているのは、こういった情報をど
うやって国民の皆さんにしっかり発信していくかということ。

中川
今の制度は、これまで家庭や地域で行われていたことが「社会化」されてきたという
側面がありますが、新しい地域のあり方を考えていかないといけないですよね。

佐藤
介護の分野でよく言われる「地域包括ケアシステム」ですが、保育の分野でも当然考え
られるものですよね。

岡﨑
地域の取組で、例えば幼老一体型施設などもありますよね。ダブルケアの解消等、分野
を超えた福祉サービスの創出もゆくゆくは求められると思っています。こういった取組
を含め、人口減少のスピードに歯止めをかけるためには、多様なニーズに応じた保育サー
ビスなどの総合的な子育て支援を充実させることが重要です。

中川
確かに、その人自身が生きがいを持って地域で働いたり、活動したりすること自体が、介護の予防になったりするだろうし、
ひいては地域の課題を解決していくことにも繋がりますよね。

前田
予防については、医療でも介護でも必要だと思うのですが、一方で、保険という枠組みの中でかっちり行う必要があるのかな、
と。個人個人のライフスタイルを見直して、少し生活習慣を変えるだけで、保険財政を圧迫せず元気に生きていけるという
ことが両立できるのでは、と思うんです。

佐藤
それはそうですよね。だから僕も予防については非常に興味があるんです。現在は、疾病予防は医療保険の適用外なんですが、
予防をすることで将来の医療費が削減されるというようなエビデンスが確立できれば、それを保険適用していくということ
もあると思っています。

宗得
順位付けの方法にもよると僕は思います。不摂生を積み重ねてきた方と健康に配慮して
生活をしてきたにもかかわらず突然病気になってしまった方に同じ保険給付をすること
に引っかかる部分があります。後者の方には特に手厚く保険適用できるような仕組みに
できればよいなと思います。

佐藤
国民皆保険との兼ね合いもありますね。

前田
同じ「医療が必要な状態」に対して、病気によって保険給付が行われる／行われないっ
ていうのは、不公平な気がします。

佐藤
僕は担い手の確保もそうですけど、社会保障制度の給付の在り方も気になります。例え
ば、かつて米国で実施されたオレゴン・プランでは、費用対効果の観点から医療に順位
付けをして、予算制約上一定以下の治療については保険給付を行わないこととされまし
た。今後医療費が膨らむ中で、そういった方法で給付を抑制することについて、皆さん
はどう思いますか？

前田
介護に関して言うと、確かに介護ニーズの増加を支える人材確保は必要ですよね。一方
で、私は３０年後だと、「介護ロボット」など、今まで生身の人間が担っていた部分を
代替できるものが出てくるのでは、という思いもあります。

中川
今回は「日本の３０年後の未来」について語るということで皆さんにお集まりいただき
ました。まず私の方から今の日本の現状を踏まえて全体像をお話させてください！日本
は人口減少局面にあるので、３０年後を考えたとき、人材の確保っていうのは間違いな
く課題になりますよね。高齢化が進むことに伴う医療・介護のニーズの増加以外でも、
社会の複雑化や個人の生き方の多様化によって、社会保障関連のニーズは既存のものか
ら変わってきている面もあると思うんです。そういう中で、しっかりと個々人の暮らし
や自己実現を支えていくということを考えると、人材を含めて、社会保障の在り方につ
いて大きな転換が必要な部分が出てきますよね。例えば、今までは「支える側」「支え
られる側」というのがきっちりしていましたけど、そういう枠組みを超えていく必要が
あるのではないかな、と。堅い言葉ですけど、「自助・互助・共助・公助」の組み合わ
せ方を改めて考えていかないといけないと思いますね。

中川 (平成23年入省 )

社会保障

前田 (平成25年入省 )

介護

佐藤 (平成21年入省 )

医療

宗得 (平成25年入省 )

年金

岡﨑(平成26年入省 )

子育て支援

日本の未来を語る座談会

40Ministry of Health, Labour and Welfare39 Ministry of Health, Labour and Welfare



公務員宿舎、診療所、健康診断・検診事業、
各種共済制度（医療給付、出産に伴う手当金の給付、
育英資金や住宅資金の貸付、年金など）

福利厚生
年次有給休暇２０日
※４月１日採用の場合、採用年は１５日
※残日数は２０日を限度として翌年に繰越し
その他、病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・出産・
忌引・ボランティア等）、介護休暇等

休暇

土・日及び祝日等の休日、年末年始
休日

9:00～17：45（ただし、部局、役職によって異なる場合がある）
勤務時間

原則年１回
昇給

期末手当、勤勉手当として、
１年間に俸給の月額等の約4.10月分（６月、12月に支給）

賞与（ボーナス）

扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当など
諸手当

<院卒者試験採用>　 249,480円
<大卒程度試験採用> 217,440円
※東京都２３区に勤務する場合の地域手当を含む

初任給（平成28年度現在）　

待遇・制度等

係員クラス 係長クラス 課長補佐クラス 企画官、
課室長クラス

部局長など
幹部クラス

４年目～ 9年目～ １８年目～

● 他府省庁
● 福祉事務所
● 地方労働局
● 地方自治体

● 他府省庁
● 海外留学
● 地方自治体
● 民間企業

● 地方自治体・労働局
● 他府省庁
● 在外公館・国際機関
● 民間企業

● 地方自治体・労働局
● 他府省庁
● 国際機関
● 民間企業
● 大学・研究機関

キャリアステップ

企画官・課長クラス　～ジェネラリスト・エキスパート～
・総合的視野で政策立案・実施
・高度の専門性
・戦略的分析
これまで培った専門性と経験を生かして、担当政策分野のリーダーとして制度改正や業務改善、危機管理などを担当します。豊富
な見識を活かして、省横断的な高い見地から、日本の将来を見通した社会保障・労働政策の方向性の決定を行います。また、各政
策分野のほか、研究・分析業務や国際業務等においてエキスパートとして活躍することもできます。

課長補佐クラス　～中核的な役割～
・課題解決の最前線
・総合調整的な仕事にも従事
・地方出向の場合は幹部・管理職として勤務
それまでの業務経験や能力を踏まえて、課題解決の最前線で制度改正などの中核を担い、組織のマネジメント役として、部局や
省全体の総合調整を行う業務に携わります。また、地方自治体で幹部・管理職のポストに就いて、現場の指揮官として活躍した
り、大使館や国際機関で日本政府の代表として世界から求められる厚生労働分野の知見を活用します。

係員・係長クラス　～省の中核を担う職員としての基礎づくり～
・幅広い分野を経験
・主体的なキャリア形成への支援
厚生労働行政を幅広く知るとともに、法令業務など多様な業務に従事し、省の中核を担う職員として必要な資質を身につけられ
るよう、3～4ポストの業務を経験します。 

総合職事務系は、法律、経済等の採用区分に分かれていますが、
採用区分によって入省後の業務は異なりますか。Q.
　総合職事務系（行政、政治・国際、法律、経済、教養）で採用された職員は、入省後は厚生労働省の中核を担うべき
職員として、採用区分に関わらず業務を行っていきます。ただし、様々なキャリアを選択することができますので、例
えば経済職で採用され、経済分析等の専門的な分野を中心にキャリアを積み、自身の専門性を磨くといったことも可
能です。

A.

海外・地方勤務や他省庁、民間企業への出向はありますか。Q.
　社会における厚生労働行政の重要性が高まるにつれ、省外における厚生労働職員の活躍の場が広がっています。志
望やキャリアパスに応じて、１～３年間の期間での出向の機会が複数回あり、出向先は海外（留学や大使館、国際機
関）から地方自治体、他省庁や民間企業、研究機関や大学など、多岐に渡ります。多様な機会を活用し、あなた自身の
キャリアを描いていくことができます。

A.

研修制度について教えてください。Q.
　まず、入省直後に厚生労働省独自の「初任研修」が行われます。ここでは、省内職員や現場の方による講義、ディベー
ト演習、ハローワークなどの現場訪問等を通じて、知識を深めるとともに、厚生労働省職員としての自覚・一体感の醸
成にも意を用いています。
　その後、入省数年の間に、霞ヶ関を離れ、月単位で一人の現場職員として業務に携わる、福祉事務所研修や労働局研
修があります。これは、厚生労働行政を進める上で必須である現場感覚を養うための研修です。
　このほか、医療、ワークライフ・バランス、子どもの貧困など、様々な分野の第一線で活躍する外部有識者による講
演会など、国民生活に密着した分野を所掌する厚生労働省だからこそ、現場感覚に磨きをかける仕組みが特徴的で
す。なお、研修ではないですが、年次を問わずに職員有志による勉強会も多く、自己啓発の機会には事欠かないでしょう。

A.

　厚生労働省の業務は、１億３千万人の国民の生命や健康、生活などに直結したものです。また、一般歳出の半分以上
の予算を占め、社会保障や労働といった我が国の盛衰を左右する重要な分野を所管しており、少子高齢化、人口減少、
格差の拡大、グローバル化等の構造的な変化の中で、前例のない難題の解決を求められます。このため、たとえ困難に
ぶつかっても折れず、人々の幸福を願う「志」、多様な意見に耳を傾け、人々の思いに心を寄せられる「想像力」、前例の
ない難題に立ち向かう「勇気」、そして、実際に足を動かし、人と話し、人を巻き込み、課題を解決へと導く「創造力」。こ
れらを持った（将来持ちうる）人材を求めています。
　採用にあたっては、総合的な能力を勘案して、上記のような我々が求める人材に合致する方を採用していますので、
障害の有無は関係ありません。なお、官庁訪問時には障害に応じて、面接等にあたって必要な配慮を行っています。

A.

どのような人材を求めていますか。Q.
採用に関するQ&A

近年の採用実績
（ 総 合 職 事 務 系 ）

年度 平成2 2年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

採用人数
(  )は女性

出身地、出身大学とも全国に広がっています。学部卒（教育や国際関係、農学部なども）、大学院卒（公共政策大学院、ロー
スクール、経営管理なども）、社会人経験者など、幅広く採用しています。

２７
（１０）

２５
（８）

２７
（９）

２０
（７）

３１
（１０）

３５
（１３）

平成28年

３５
（１4）
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20

全国の自治体、地方支分部局などで活躍

※地図に記載しているのは一部です。

①北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課長

②青森県商工労働部労政・能力開発課長代理

③埼玉県福祉部少子化対策局少子政策課長

④川口市健康増進部長

⑤千葉県健康福祉部障害福祉課長

⑥松戸市福祉長寿部審議監

⑦静岡県子ども未来局次長

⑧石川県健康福祉部厚生政策課長

⑨三重県健康福祉部子ども家庭局次長

⑩大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課長

⑪吹田市特命統括監

⑫和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課長

⑬鳥取県福祉保健部長寿社会課長

⑭岡山市保健福祉局統括審議監

⑮香川県健康福祉部医務国保課副課長

⑯広島市こども未来局こども・家庭支援課長

⑰愛媛県経済労働部管理局労政雇用課長

⑱福岡県福祉労働部労働局労働政策課長

⑲熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局子ども家庭福祉課長

⑳沖縄労働局職業安定部長

1
2

3

5 9
64

7

8

10
11

12

13

14

15
16

在外公館や国際機関などで活躍

①ニューヨーク…ジェトロＮＹＣ（２名）
　　　　　　　  コロンビア大学（留学２名）
　　　　　　　  コーネル大学（留学）

②ワシントン…ＥＢＲＩ（企業福祉研究所）
　　　　　　 在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官（２名）

③ロサンゼルス…カリフォルニア大学ロサンゼルス校（留学）

④オックスフォード…オックスフォード大学（留学）

⑤ロンドン…在英国日本国大使館一等書記官
　　　　　  ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（留学）
　　　　　  ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン（留学）

⑥パリ…在フランス日本国大使館一等書記官
　　　　在パリＯＥＣＤ日本政府代表部一等書記官（２名）

⑦ レンヌ…公衆衛生高等研究院（留学）

⑧ストックホルム…在スウェーデン日本国大使館一等書記官

⑨ブリュッセル…在ブリュッセルＥＵ日本政府代表部一等書記官

⑩ジュネーブ…在ジュネーブ国際機関日本政府代表部参事官、一等書記官
　　　　　　 ILO本部（２名）

⑪ベルリン…在ドイツ連邦共和国日本国大使館一等書記官（２名）

⑫北京…在中華人民共和国日本国大使館一等書記官
　　　　JICA中華人民共和国

⑬バンコク…在タイ日本国大使館一等書記官（２名）
　　　　　　JICAタイ国

⑭デリー…在インド日本国大使館一等書記官

⑮ジャカルタ…JICAインドネシア共和国

⑯バンダルスリブガワン（ブルネイ）…ブルネイ国駐箚特命全権大使

職員の活躍の場
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丸ノ内線　霞ヶ関駅

線
谷
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日

　

関
駅

桜

り
通
門
田

祝

り
通
田

千代田線　霞ヶ関駅経済産業省

裁判所

農林水産省

弁護士会館

B3b●

● C1

●
B3a

日比谷公園

検察庁

東玄関

霞
ヶ

総務省

外務省

財務省

国土交通省

(中央合同庁舎第5号館)
厚生労働省

●

〒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/

住所/電話/URL

最寄り駅

地下鉄丸ノ内線、千代田線、日比谷線「霞ヶ関」駅下車
出口 B3a、B3b（中央合同庁舎第5号館直通地下通路）、C1
※出口 B3b の利用時間は、平日の7時～21時となっています。

所在地案内

５０年後の日本を想像してほしい。

少子高齢化がさらに進行し、個人の生き方がさらに多様化し、

複雑な課題が山積する社会になっているかもしれない。

今を生きる我々は、この国の行く末を決する岐路に立っている。

それを他人事のように眺めていて良いのだろうか。

－自分たちの未来は自分たちでつくる－

そういった「気概」を持った人々が揃えば、

必ずこの国の未来は明るく切り開けるはずだ。

その一員に、加わってくれることを心から待っている。

採用チーム一同
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