
近年の採用実績 キャリアステップ

待遇・制度等

年度 平成22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、出身大学ともに全国に広がっています。学部卒（教育、国際関係、農学部、薬学部等）、大学院卒（公共政策大学院、ロースクール、経営管理等）、
社会人経験者など、幅広く採用しています。
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採用に関する &Q A
どのような人材を求めていますか。Q

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、生活等に直結しています。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。
　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。

研修制度について教えてください。Q

A
　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、
ハローワーク等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、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、厚生労働行政を推進す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、子どもの貧困等、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等、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。

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

A
　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、研究機関や大学等、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くことがで
きます。

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

A
　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多様な業務を行っていきます。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。

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
● 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

● 他府省庁
● 福祉事務所
● 地方労働局
● 地方自治体

初任給 （平成29年度現在）　
<院卒者試験採用>　 251,280円　　<大卒程度試験採用>    219,240円
※東京都２３区に勤務する場合の地域手当を含む

賞与 （ボーナス）　 期末手当、勤勉手当として、１年間に俸給の月額等の約4.24月分（６月、１２月に支給）

勤務時間 1日7時間45分

休暇等
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、育児休業等

諸手当 扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当など

昇給 原則年１回

休日 土・日及び祝日等の休日、年末年始

福利厚生
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）

企画官・課室長クラス～幹部クラス

● 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活かして、担当政策分野のリー
ダーとして制度改正や業務改善、危機管理等を担当します。
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。

※パンフレット中の職員の役職は平成29年3月時点。
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係員・係長クラス

● 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、法令業務等多様な業務に
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。

省の中核を担う職員としての基礎づくり

ジェネラリスト・エキスパート

課長補佐クラス

● 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
度改正等の中核を担い、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。

中核的な役割



グローカルな出向先
在外公館、国際機関等 全国の自治体、地方支分部局等

所在地案内
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〒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

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。

最寄り駅

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

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

ボストン ハーバード大学（留学）

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

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

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
　　 ＯＥＣＤ雇用労働社会問題局雇用分析・政策課労働市場エコノミスト

ロンドン 在英国日本国大使館一等書記官

オックスフォード ロンドン大学（留学）

ジュネーブ 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官

ベルリン 在ドイツ連邦共和国日本国大使館一等書記官

レンヌ 公衆衛生高等研究院（留学）

北京 在中華人民共和国
　　 日本国大使館一等書記官

モンゴル JICAモンゴル国

バンコク
在タイ日本国大使館一等書記官
JICAタイ国

ハノイ ILOベトナム事務所

カンボジア JICAカンボジア王国

デリー 
在インド日本国大使館一等書記官

沖縄県 沖縄労働局 職業安定部

※地図に記載しているのは一部です。※地図に記載しているのは一部です。

北海道 保健福祉部 地域医療推進局地域医療課

青森県 商工労働部 労政・能力開発課

山形県 福祉推進部 長寿支援課

埼玉県 福祉部少子政策課

和光市 子どもあんしん部

松戸市 福祉長寿部

東京都 雇用就業部 就業推進課

新潟県
産業労働観光部
労政雇用課

富山県 労働雇用課

石川県 商工労働部
　　　 労働企画課

加賀市 副市長

兵庫県 健康福祉部 少子高齢局 高齢対策課

三鷹市 健康福祉部 生活福祉課

多摩市 健幸まちづくり政策監

静岡市 保健福祉長寿局

愛知県 副知事

草津市 健康福祉部

京都府 健康福祉部 障害者支援課

吹田市 健康医療審議監

和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 長寿社会課

八頭町 地方創生監
岡山市 保健福祉局

広島市 健康福祉局

香川県 健康福祉部 医務国保課

愛媛県 経済労働部 管理局 労政雇用課

福岡県 福祉労働部 労働局 労働政策課

熊本県 健康福祉部 子ども・障がい福祉局 障がい者支援課

鹿児島県 副知事

三重県 健康福祉部
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