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厚生労働省設置法
（任務）

第三条 厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。

働く人6000万人が健康的に充実した毎日を。
それが、理系職員に与えられたミッション！

働き方改革。Society 5.0。
IoTやAIの活用などにより、様々な社会問題の解決を目指す社会。
ロボットや自動走行車などの技術を活用して、 
働く環境を変えることが出来るのではないか。

人生100年時代。一億総活躍社会。
少子高齢化が進む中においても、 
国際競争力を保ちつつ持続的な発展を目指す社会。
高齢の方、持病を持った方、すべての方が快適に働くために、 
どのような対策が必要か。

厚生労働省の技術系総合職は、日々変化する社会と「働く環境の整備」という 
終わりのない課題に日々奮闘しています。

人を大切にする
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「引き出し」を 
増やしてみませんか？

厚生労働省・技術系職員を志望した理由
大学入学時は研究職志望でしたが、同じ学科から通産省に入省し

た先輩の話を聞いて、「理系から行政官」という選択肢がインプット

されました。「研究職に女はいらん」という風潮がまかり通っていた

時代でもあり、選択肢を広げるべく大学院の受験勉強のついでに

国家公務員試験を受けましたが、官庁訪問で有害化学物質の管理

の話を聞いた際には、思わず研究室の様子と引き比べてしまい、行

政との距離が一気に縮まったような気がしました。

公務員に目を向けるきっかけを作ってくれた先輩には、今でも感

謝しています。

仕事のやりがい
国民との距離が非常に近い行政です。労働者を取り巻く環境が

大きく変化する中で、緻密で慎重な対応とスピード感の両方が求め

られ、プレッシャーも大きいので、精神的なタフネスさが欠かせませ

んが、やり遂げた時の達成感は格別です。

守備範囲が極めて広いので、学生時代の専門分野にとどまらな

い、幅広い経験ができます。部署を異動すると、専門用語から覚え

直しになることも多々ありますが、新しい部署を経験するたびに「引

き出し」が増えていくことが実感でき、一つの道を究めるのとは違っ

た面白さがあります。

業務上心がけていること
皆さんは、自分の卒業研究や修士論文の内容を、高校時代の文

系の同級生にも理解できるように説明できますか？研究の成果が、

将来どのように世の中の役に立つ可能性があるか、ビジョンが描け

るでしょうか？

専門分野の難解な言葉や仕組みを「翻訳」して施策に昇華させる

のは、技術系職員の醍醐味ですが、施策を着実に浸透させるには、

経営層など専門外の方にもその必要性を理解してもらうことが大

前提ですし、現場との乖離を招かないよう、現状をきちんと押さえ

ておくことも必要です。

こちらの意図を分かりやすく発信するだけでなく、いろいろな

チャネルから情報を集め、物事を俯瞰できる目を養えるよう心がけ

ています。

入省してよかったこと
入省2年目に男女雇用機会均等法が施行されました。様々な企

業の女性総合職第1号が脚光を浴びながらも、多くの壁にぶつかり

ながら道なき道を懸命に切り開く時代でしたが、旧労働省は中央官

庁の中でもダントツに女性幹部の数が多く、ロールモデルが豊富

だったので、「女性だから無理かも」などと変に委縮することもなく、

いろいろなことにチャレンジできました。

最近は「リケジョ」の言葉も浸透し、女性技術系総合職の採用も増

えています。多くの経験を経た先輩の層が厚くなり、自然体でいろ

いろな相談をしあえる環境が、どんどん整っています。

学生へのメッセージ
世の中に多くの職場がある中で、理系の枠に囚われて自ら選択

肢を狭めるのは勿体ないことです。溢れる情報からこのパンフレッ

トに辿り着いたのも何かのご縁。ぜひ一度、職員の生の声を聴いて

みませんか？中央官庁の印象が変わるかもしれません。

厚生労働省は、チャレンジ精神旺盛な皆さんとの出会いを、心待

ちにしています！！

現在の職務内容について
高齢化が進み、現役世代（担い手）が急減していく中、介護分野に

おける業務効率化を進めるため、介護ロボットの開発・普及の加速

化への取り組み、介護の生産性向上の取り組み、2040年を見据え

た介護テクノロジーの研究開発の検討を行っています。

具体的には、経産省の併任も受けて、「介護ロボットの開発・普及

の加速化」のため、開発重点分野を策定し、必要な支援を行ってい

ます。中期的な取り組みとしては、社会保障の持続可能性を確保す

べく、「介護の生産性向上」のためのテクノロジーの活用などに取り

組んでいます。

社会保障分野における厚生労働省3大テーマは医療・年金・介護

ですが、介護分野においては、「介護の生産性向上」のためのテクノロ

ジーの活用が、最も重要な施策と言っても過言ではないと思います。

また、長期的な取り組みとして、人と先端技術が共生し、一人ひと

りの生き方を共に支える次世代ケアの実現に向けて、厚労省、経産

省、文科省及び内閣府健康・医療戦略室で連携して、100億円規模

もの大規模な研究開発の具体的な検討に参画しています。

介護分野のテクノロジーを引っ張っていくリード役になれればと

の気概を持ちつつ、これまでにない大きな責任とやりがいを感じて

います。

これまで携わった中で印象的な仕事
直前の国際課時代に、ILO（国際労働機関）本部のあるスイスの

ジュネーブで年3回開催されるILO総会と理事会に出席しました。

2019年のILO総会はILO創設100周年という節目に当たり、次の

100年に向けたILOの羅針盤を示す目的で100周年成果文書が

議論され、ここに日本政府代表の1人として出席し、2週間に亘って、

時には日付が変わるまで熱い議論が繰り返される日もある中、気力

も体力も共に消耗することもありましたが、日本が主張したい、日本

の労働政策の強みである高齢労働者雇用施策を成果文書に盛り込

むことについて、諸外国の担当者に事前に説明するなどの努力を

行った結果、適切・的確に反映できました。

また、チームのパートナーとして来てくれた近隣の日本国大使館

職員とも熱い友情が芽生えました。

業務上心がけていること
厚労省はどこも国民生活に根付いていて、行政ニーズの高い 

施策を扱っていますので、将来的に取り組んでみたいこと、実現し

てみたいことについて、小さいながらも目標を持つことを意識して

います。

また、精神面や生活面では、一人で抱えられることには限度が 

あることをよく理解しているつもりなので、必要以上に気負いす

ぎないように心がけています。また、懇親会や、業務の隙間のたわ

いのない会話など職場の良好な関係構築、コミュニケーションを 

しっかり取る、ワークライフバランスの実現にも目配りしていきたい

と思っています。

学生へのメッセージ
皆さんと、厚労省で日本の未来に関わっていける仕事がご一緒で

きることを楽しみにしています。

木口 昌子
独立行政法人労働者健康安全機構 理事

入省年度 昭和60年度
学生時代の専攻 有機合成化学

安全衛生部、環境庁環境研究技術課、宮崎労働基準局安全
衛生課長、職業能力開発局能力評価課、雇用均等・児童 
家庭局短時間・在宅労働課、（独）労働安全衛生総合研究所
調査役、中央職業能力開発協会技能者育成支援室長など。
前職は安全衛生部環境改善室長。

女性活躍
近年、入省者の約半数が女性です。

人と先端技術が共生し、 
一人ひとりの生き方を共に支える 
次世代ケアの実現に向けて
井上 栄貴
老健局高齢者支援課 課長補佐 
介護ロボット開発・普及推進室 室長補佐 
（併）経済産業省 商務情報政策局ヘルスケア産業課 医療・福祉機器産業室 室長補佐

入省年度 平成11年度
学生時代の専攻 材料工学

労働基準局安全衛生部（職場における産業安全対策、石綿等化学物質の健康障害防止対策など）、
人材開発統括官（職業能力評価制度の整備・拡充、人材開発分野の国際協力、技能実習法の 
制定・整備）、都道府県労働局（青森、群馬）、大臣官房国際課（ILOの開発協力、ILO総会・ 
理事会）を経験。令和元年7月より現職。

介護の未来を変える
他省庁とも連携しながら対応しています。
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外交官として働く

現在の職務内容
書記官というのは外交官の1つで、派遣国政府との連絡・調整、

制度の調査、日本からの出張者・日本人在留者や日本企業の支援

などを行います。大使と一緒に行事に出席したり交渉に臨んだりす

ることもあります。私は厚生労働省から派遣されているということ

で、主に保健、労働、社会福祉分野の業務を担当しています。シンガ

ポールは役所が保健省、労働省、社会家庭振興省等と分かれている

ので、カウンターパートが沢山います。

業務上心がけていること
日本でも外国でも変わらず、何か対処すべきことが出てきた場

合、困っている人の為に何ができるか、という観点から対応するよ

うにしています。これは普通に公務員の使命であり、学生の皆さん

からすると当たり前じゃないかと思われると思いますが、職場では、 

関係者が多くなってくるといつの間にか目的と手段が入れ替わって

しまったり、誰が引き受けるのかで揉めたりして進め方が分からな

くなることも多いです。そういうときには困っている人の為に何を

するべきかと考えると簡単に答えが見つかります。そして、上手く

いったときには誰かの為になったというささやかな満足感が得られ

ます。自己満足かもしれません。でも公務員としてこういうリワード

があっていいのではないかと思っています。

厚生労働省・技術系職員を志望した理由
実は私は大学卒業後メーカーに就職し、技術者として4年ほど 

勤務した後この業界に転職してきました。学生時代は「労働災害」

や「労働安全衛生」という概念を知らず、当然「労働安全衛生法」も 

知りませんでした。自ら労働者として働く中で、危険・有害な作業に

当たる人や、メンタル不調になってしまう人を目の当たりにし、労働

者を守る仕組みが重要であること、その中でも技術者としての背景

をもっていてこそ貢献できる分野があることを知り、志望したのが

ここにいるきっかけです。

学生へのメッセージ
私が思うに、昔の社会は人と人の関係でできていました。今、そし

てこれからは社会を形作るのは人と人の関係よりも、人とテクノロ

ジー、技術の関係であり、それを人々のためにどうコントロールして

いくかというのは、本質的には技術を理解できる理系の人間にしか

対応できないことなのではないかと思っています。理系の皆さんが

必ずやりがいを感じ、活躍できる職場だと保証します。 現在の職務内容
私は昨年4月から、官民人事交流制度によりヤマハ発動機に出

向している。所属する人事部では、厚生労働省で直前まで携わって 

いた産業保健制度や「働き方改革」の諸施策について、今度はその

受け手として、企業内のルール・施策への反映を行っている。

民間企業は、いわゆるヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源を

用いて生産・営利を追求する存在である。産業保健の取組につい

ても、これが事業活動として行われる以上、社員の健康増進にどの

程度資源を投入し活動を行うかは経営者の考え方や企業の文化に

よって異なってくるだろう。

企業の健康の担当者として、社員一人一人の健康がいかに企業

の発展に貢献するかという視点から経営幹部の理解を得られるよ

う取り組んでいる。

業務上心がけていること
労働者の健康の問題も、コンプライアンスと言われれば企業は 

とにかく応じるかもしれないが、その取組が企業内で本当に活きる

のは経営トップが関心を持ち、積極的な事業活動に結び付いた場

合であると実感している。産業保健行政を担当していた頃、「企業 

経営者の関心を高める努力」が重要であると、有識者検討会の先生

からいただいた助言を改めて思い返す。

労働者の健康は、最後は労働者自身も取り組まなければ達成し

ない。企業には、制度を周知し、労働者を指導する役割を担っても

らっていると言える。行政として、企業に対して明確な方針・共感

できるメッセージを発信していくことが必要であり、そのためにも 

現場の目線に立つ努力が不可欠だ。

学生へのメッセージ
少子高齢化が急速に進む中で、企業において、ヒトという資源の

重要性がますます高まっている。産業保健も労働者保護にとどまら

ず、ポジティブな健康づくりにその役割が広がってきており、健康寿

命の延伸といった国家的課題への寄与も期待されている。皆さん

も我が国の経済・社会の課題解決に貢献する大きな仕事に一緒に

チャレンジしていきませんか。

澤田 京樹 
在シンガポール日本国大使館 二等書記官

入省年度 平成23年度
学生時代の専攻 機械工学

入省時職業能力開発局（現人材開発統括官）能
力評価課に配属、技能検定制度の見直しのた
めの分析等を実施。労働基準局総務課企画法
令係で窓口業務を担当した後、安全衛生部安
全課業務係長、計画課企画係長等を経て令和
元年5月からシンガポールに赴任。

日本でも走っていましたがシンガポールでも
走っています。2019年シンガポールマラソン
完走しました！

世界で働く
国際労働機関（ILO）、大使館等、世界中で活躍しています。

厚生労働行政の 
受け手として

富賀見 英城
ヤマハ発動機株式会社 人事部 主管

入省年度 平成12年度
学生時代の専攻 建築

徳島労働局監督課長、中国大使館一等書記官、安全衛生部化学物質対策課
専門官（石綿対策、がん原性化学物質対策）、産業保健支援室室長補佐（働き
方改革（労働安全衛生法改正）、治療と仕事の両立支援）、人材開発統括官海
外人材育成担当参事官室室長補佐（外国人技能実習制度）などを経て現職。

学生時代の愛車はYAMAHAでした。時が変わって今の「愛社」です。

行政で培った経験を活かす
民間企業、自治体でも活躍しています。
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三浦 玲
労働基準局 安全衛生部 計画課 企画係長

入省年度 平成26年度
学生時代の専攻 工学（土木工学）

労働基準局安全衛生部安全課で第三次産業・
派遣労働者の労働災害防止、労働基準局総務
課で働き方改革の企画・調整、労働基準局安
全衛生部労働衛生課で働き方改革関連法の
国会審議・施行準備などに取り組み、現職。

休日は筋力トレーニング・ランニング・サーフィ
ンなどに取り組み、ヘルシーボディを目指す。

技術系職員の主な仕事

〉〉〉 労働基準局 安全衛生部 計画課
労働安全衛生行政の使命
人は働くことで生計を立て、人生の多くの時間を職場で過ごします。国の経済や社会は、このような

人々が働くことによって支えられています。

しかし、職場では、日常生活では使うことがないような危険な物を扱ったり、危険な場所での作業が

必要なこともあります。また、心身に影響が及ぶような過重労働も問題となっています。かつて高度経

済成長期には、年間6,000人を超える人が、業務上の災害によって尊い命を落としました。

人の生命と健康はかけがえのないものであり、どのような社会であっても、働くことで生命が脅かされ

たり、健康が損なわれたりするようなことは、本来あってはなりません。安全衛生部では、このような基本

的考え方の下で、働く人の安全と健康を確保するための政策立案や制度設計などを行っています。

労働安全衛生法制の企画・調整
計画課は、安全衛生部の総括・統括を行う課であり、労働災害防止計画の策定などの労働安全衛生

行政全般の政策立案や制度設計、関係省庁や関係部局との調整などを行っています。

また、国会や災害への対応が発生した場合の調整、学識経験者や労働組合・経済団体の代表などの

専門家や関係者から政策や制度への意見を頂く場である労働政策審議会安全衛生分科会の運営など

を行っています。

この他に、働く人の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い労働安全衛生水準

を維持・改善しているとして受ける安全衛生優良企業認定制度の運営、独立行政法人労働者健康安全

機構や労働災害防止団体との調整などを行っています。

働く人の安全と健康の確保
働き方、それは常に同じではなく、時の流れに

応じて変わっていきます。近年では、経済成長、

産業発展、技術革新により、副業・兼業、テレワー

ク、雇用類似の働き方などの多様で柔軟な働き

方が普及しています。

他方で、人口減少の加速による就業構造の 

変化、職業生涯の長期化、労働移動の国際化に 

より、労働災害に被災しやすい傾向にある非正規

雇用労働者、高年齢労働者、外国人労働者などの

就業機会が拡大しています。

このような状況の中で、働く人が安全で健康に

働きつつ、労働生産性や労働参加率を向上しな

がら、幸福度を高めるため、時代の変遷に即応し

て、労働安全衛生法制を展開していかなければな

りません。

政策立案や制度設計の一環として
業務としては、労働政策審議会安全衛生分科

会の運営方針の検討、委員への説明や関係団体

との調整、細かなことであれば、日程調整や資料

作成などを行っています。

特に、委員への説明や関係団体との調整など

は、迅速に進めなければならず、思いどおりに進

まないこともありますが、達成感や充実感を感じ

ることもできます。

日々の業務は、電話やメールで行うことが多

く、毎日、数十回の電話を取ったり、数百通のメー

ルを受けたりするため、要領よく情報を処理する

必要があります。

厚生労働省で働く
国家公務員には、企画能力や調整能力、バラン

ス感覚やスピード感などの様々な能力や感覚が

求められます。

また、厚生労働省は、国民生活と密接した分野

を取り扱うため、社会の情勢に即応して、多くの

課題に取り組んでいかなければなりません。

働く人の視点に立ちつつ、時代の変遷や社会

の情勢を勘案しながら、多くの課題に一緒にチャ

レンジしていただける仲間を待っています。

厚生労働省は、すべてのライフステージで、皆さんの暮らしをサポートしています。

赤ちゃんから老後の生活まで、日本国民全員が安心して一生を送ることができる社会を作ることが、厚生労働省の使命です。

技術系総合職の働くフィールドは、雇われて働くすべての労働者を対象とする労働安全衛生行政をはじめ、ものづくり 

人材の育成、介護ロボットの開発、情報システムの運営、外交官など極めて多岐にわたります。学生時代の専門分野に 

とどまらず、専門外の業務も幅広く担当していただきます。

「工学」「数理科学・物理・地球科学」「化学・生物・薬学」「農業科学・水産」「農業農村工学」「森林・自然環境」 
のいずれかの合格者

〉〉〉 採用対象

基本情報

〉〉〉 厚生労働省本省以外の活躍の場

他 省 庁
他省庁に出向し、厚生労働行政以外
の分野でも活躍することができる

●環境省 ●外務省 ●原子力規制庁
●農林水産省 ●スポーツ庁　など

都道府県
労 働 局

直轄の第一線機関（労働基準監督署 
など）における施策の推進を指揮し、 
成果を上げることができる

都道府県労働局
●局長 ●労働基準部長 ●監督課長
●総務部長 ●雇用環境均等室長 ●健康安全課長

関係団体
行政推進のパートナーとして、より実
践的な業務を行うことができる

●（独）労働者健康安全機構 ●中央労働災害防止協会
●中央職業能力開発協会 ●（独）労働政策研究・研修機構
●外国人技能実習機構　など

官民交流
民間企業に出向し、行政で培った知見
を生かしつつ、経験を積むことができる

●民間企業

海外勤務
大使館勤務、国際機関勤務、JICA 
専門家として活躍することができる

●在中華人民共和国大使館 ●在ミャンマー大使館
●在シンガポール大使館 ● ILOアジア・太平洋地域総局　
● ILOトリノ国際研修センター　など

海外留学 業務に必要な知識・能力を深めるため、 
海外留学することができる

●  留学実績がある海外の大学：ハーバード大学、メリーランド州立大学、
ウィスコンシン州立大学、イースタンワシントン大学、ジョンズホプキ
ンス大学

技術系総合職職員の実に4人に1人が希望通りに海外勤務・海外留学を経験しています。働く人の
安全と健康、ものづくり人材の育成は日本の得意とするところであり、在外公館のアタッシェ（大使館
職員）、国際労働機関（ILO）の職員、独立行政法人国際協力機構（JICA）の技術協力専門家として 
世界中で活躍しています。
また人事院の制度による海外留学制度を利用することもできます。

海外勤務・海外留学
について

安全衛生優良企業マーク

独立行政法人労働者健康安全機構 
労働安全衛生総合研究所 

本部棟〈清瀬地区〉（写真 上）
研究本館〈登戸地区〉（写真 下）
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稲毛 健一
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 
産業保健支援室長補佐

入省年度 平成13年度
学生時代の専攻 化学

厚生労働省（安全衛生部、労働基準局、旧職業
能力開発局）勤務のほか、内閣府（遺棄化学兵
器処理）、スポーツ庁（障害者スポーツ振興室）
といった他省庁の勤務を経験。また、地方労
働局（宮崎局、沖縄局、青森局）でも勤務し、 
青森局での勤務を経て現職。

〉〉〉 労働基準局 安全衛生部 安全課
職場での怪我や死亡事故を防ぐための安全対策の推進
安全課・建設安全対策室では、労災事故防止のための安全対策の企画、立案などを行って

います。工場や建築現場では、ボイラーやクレーン等を使用する作業や足場の上等の高所で

の作業など一歩誤ると重篤な災害につながる危険があります。労働安全衛生法では、このよ

うな機械等について、規格や検査制度を定めるとともに労働基準監督署の調査、指導等を通

じて履行確保を図っています。また、職場の安全を確保するためには、法令遵守のみならず、

事業者自らが、労働災害のリスクを評価・低減させるリスクアセスメントやマネジメントシステ

ムを適切に実施・運用することも重要であり、事業者への周知、指導を進めています。安全課・

建設安全対策室では、これらの施策を充実強化するため、労働災害の原因等を分析し、必要

な法令・安全基準等の策定を行っています。

就業構造の変化に対応した施策の推進
近年、労働人口の高齢化等に伴い、高齢者が安心して安全に働ける職場環境作りや、労働災害の予防的観点からの労働者の身体機能向上

のための健康づくりが、これまで以上に重要な社会的課題になってきています。また、人手不足を解消するため外国から労働者を受け入れる

特定技能制度が創設されるなど、外国人労働者に対する安全対策も重要な課題になっております。このような課題を踏まえ、安全課では、高

齢者が働きやすい職場環境の実現のための検討を開始し、労使の取り組みを促進するための施策を展開しています。また、外国人労働者に

対しては、日本の職場環境や危険事項等について、職場に入る時点で理解いただくための分かりやすい母国語での教材（テキスト及び視聴覚

教材）の作成を進めています。このように変わりゆく社会に応える施策を推進していきます。

健康の保持増進
労働安全衛生法という法律により、働く人の健

康の保持増進を図るため、健康診断を実施した

り、長時間にわたって労働した人に対して医師に

よる面接指導を行ったり、ストレスチェックを行っ

たりすること（健康確保措置）が事業者の義務と

して定められている。また、これらの健康確保措

置を実効性あるものにするため、事業者には、 

産業医や衛生管理者の選任など、実施体制を整

える義務が課されている。このような様々な措置

が法律化、義務化されているのは、誰もが健康に

働くことができる職場環境を作る必要があるとい

うことが社会的な共通認識だからだと思うし、 

私自身もそのように感じている。

様々な声に耳を傾ける
このような健康確保措置が義務化されている

背景には、実際に長時間にわたる労働で健康を

害され、過労死された方、精神障害を発症された

方がいらっしゃるという現実がある。係長時代に、

ご家族を過労死で亡くされた方々からお話をう

かがう場を経験した。現職を拝命してからも、同

様の場に出席させていただくこととなったが、係

長時代から10年以上経過しているにも関わら

ず、多くの遺族の方々の悲痛な声をうかがうこと

となり、胸が痛んだ。

他方で、健康確保措置の義務を負っているのは

事業を営む方、経営者の方々である。過労死で亡

くなるような労働者が出てはならないという思い

は経営者の方々にとっても同じだと思うが、健康

確保措置が義務として課されるということは、それ

だけ責任とコストを負うということである。そして、

そのような観点から、過度な健康確保措置を経営

者に求めることには反対する声があることも事実

で、そのような意見もある程度理解できる。

これから、より多くの高齢者や外国人が働くよ

うな職場環境に変わってゆき、さらには出勤して

一つの場所で集まって働くというこれまでの働き

方の概念も変わっていくのではないか。そのよう

な中、様々な方の声に耳を傾け、働く方の健康を

はじめとした日本の将来のことを考えたいと思う

皆様、お待ちしています。

建設現場で働く人の安全を守る
建設安全対策室では、建設現場で働く人の安

全を確保し、労働災害が起こらないようにするこ

とが目的です。建設業で一番起こりやすい労働

災害は、高い所からの墜落です。ご想像つくとは

思いますが、墜落災害は、重篤な怪我、場合に

よっては命を落とすこともあるような災害です。

現在、一番力を入れて取り組んでいるのは、どう

すれば墜落・転落災害が減らせるか、ということ

です。法令遵守の他、新たな方法について、実験

検証もしつつ、検討しております。

その他、会社に属しない職人さん方の安全対

策をどう進めていくか、2020年夏に実施される

東京オリンピック・パラリンピック競技大会にかか

る競技場や選手村建設工事での労働災害防止対

策などを、進めております。

私は現職まで大学で学んだ知識や経験などを

活かす業務に就いたことはありませんでしたが、

現在の職場では、理系の知識を使いながら（忘れ

ていることも多く、大学時代の教科書を見ること

もあります）、働いております。

私は、入省以来、多くの部署で色々な経験をさ

せていただき、様々な人たちと出会うことが出来

て、トータルとして非常に楽しかったと思っており

ます。皆様と一緒に働くことができるのを楽しみ

にしております。

〉〉〉 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課
健康障害防止の政策立案
労働衛生課では、労働者が健康に働き続けるための政策の立案などを行っています。全国の職場には、じん肺、振動障害、高気圧障害、酸素

欠乏症、腰痛、熱中症など、様々な疾病にかかる方々がいらっしゃいます。このような職業性疾病を防止するための取組を行っています。さら

に、労働衛生課には、産業保健支援室、治療と仕事の両立支援室、電離放射線労働者健康対策室の3室が設置されており、以下のような業務

を行っています。

過重労働対策やメンタルヘルス対策の推進
平成30年に脳・心臓疾患や精神障害により労災認定された方は約700人であり、過労死や働く人の心の健康の確保が大きな課題となって

います。こうした課題に対応するため、法令や制度の改正、周知など様々な対策を進めています。

治療と仕事の両立支援
病気の治療を行いながら仕事をしている労働者は、労働人口の3人に1人と多数を占めています。

病気が原因で仕事を辞めたり、仕事を理由に治療を中断したりしてしまう労働者を少しでも減らすた

め、労働者の治療と職業生活の両立支援を推進しています。

原子力発電所作業員の健康対策の推進
東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた作業や除染作業に従事している多くの労働者の

方々がいます。このような方々の健康確保を図るため、放射線被ばく低減対策や健康管理等を推進し

ています。

技術系職員の主な仕事

猿渡 敬
労働基準局 安全衛生部 安全課 
建設安全対策室 技術審査官

入省年度 平成16年度
学生時代の専攻 建築

労働基準行政、外国人労働者の受入対策、労
働者の安全衛生行政、在シンガポール日本国
大使館、厚生労働省が関係する独法（研究機
関及び病院）担当、外国人技能実習機構への
出向（外国人技能実習制度の実施機関：他国
政府との渉外を担当）の勤務を経て、現職。

全国安全週間

リーフレット「正しく使おうフルハーネス」

治療と仕事の両立支援 
イメージキャラクター 「ちりょうさ」

（写真 右）
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職場で広く使われる化学物質の管理
化学物質対策課・化学物質評価室・環境改善室では、化学物質を職場で使う場合のルール作りをしています。化学物質は、様々な産業で幅

広く使われていますが、取扱いが適切でないと、人の健康に悪い影響を与えるものや、爆発や火災の危険性があるものも多く存在します。

例えば、アスベストは微量でも吸い込むと中皮腫という命にかかわる病気になる可能性がある物質ですが、過去に建材として広く使われた

ため、建物の改修や解体の時にアスベストが飛散し、作業者が吸い込まないよう、万全の対策が求められています。製造業やサービス業など

での化学物質による急性中毒、化学熱傷なども後を絶ちません。

化学物質を作るのも使うのも主には職場ですから、職場で労働者が化学物質を安全に取り扱えるようにすることは、とても重要です。

化学物質のルールづくりとその徹底
職場で使われる化学物質は、約7万種類にも上り、年間千物質ずつ新しい化学物質が開発されて 

います。

がんや中毒を引き起こす可能性が高い特に有害な物質や爆発性などがある危険な物質を使う時

は、職場の換気、マスクの着用などの対策や、爆発を防ぐための安全対策などを法令で義務付け、 

法令を守らない企業には是正を求め、悪質な場合は送検するなど厳しく対処しています。

また、新しい化学物質を開発したときは、有害性を調べて国に届け出るよう求め、化学物質を販売 

するときは、危険性・有害性や取扱方法等を記載した説明書の交付を義務付けています。

これらに加えて、化学物質の危険性・有害性に関する国内外の情報を集め、最新の科学的知見に 

基づく新たな規制の検討を常時行っています。

島﨑 祐希
人材開発統括官  
海外人材育成担当参事官室 室長補佐

入省年度 平成11年度
学生時代の専攻 精密機械工学

安全衛生部安全課で特定機械の規則改正、職
業能力開発局海外協力課で海外進出日系企
業支援等に従事。福岡・新潟労働局のほか、
ILO（国際労働機関）国際研修センターに派
遣。JICA海外長期研修制度によりハーバー
ド大学教育学大学院及びケネディ行政学大学
院修了。趣味はオートバイ競技。

中村 宇一
労働基準局 安全衛生部 
化学物質対策課 課長補佐

入省年度 平成10年度
学生時代の専攻 社会基盤工学（土木工学）

中国大使館で外交官として労働・社会保障分
野の政府間交渉等を担当、帰国後計画課で安
衛法改正、労働衛生課でストレスチェック制度
の設計、労働基準局総務課で本省・地方の組
織・人事制度改革、災害対応等を担当し、現職。

楽しみは妻と行く登山です！

〉〉〉 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課

技能実習生が修得した技能をはかる
最近、街や電車で外国人を多く見かけるように

なったと思いませんか?実際、旅行者や留学生だけ

ではなく、専門的分野で就業している外国人の数も

増加しています。その中には、高度な技能を持って

就労する高度専門職や大学教授などの外国人もい

ますが、母国の発展のために日本で技能を身に付

けようとする外国人技能実習生が現在約37万人 

います。これらの技能実習生は日本各地の様々な

業種の事業場でOJTにより技能の修得に励んでい

ます。

技能実習制度は技能の修得を目的とした制度

であり、段階ごとに修得した技能を評価し合格す

ることが最大5年間の技能実習を継続するため

の要件となっています。現在のポストでは、技能

実習を通じて修得すべき技能の内容や水準が現

地のニーズに合致したものか、さらに修得した技

能を公正・公平に評価する試験を業界団体等が

整備できているかなどについて、業界団体や関

係省庁と調整し、最終的には学識経験者や労使

の専門家の意見を踏まえて決定するということ

を行っています。

厚生労働省での仕事は、1つの専門分野を深く

掘り下げることのできる能力より、自分の専門分

野外の技術や知識でも要所を素早く掴むことの

できる能力が求められます。また、分からないこ

とを分からないと正しく認識し専門家や業界団体

に意見を求める素直さと、概ね正しい方向へ導く

ことのできる洞察力・判断力が求められます。容

易ではなく責任も伴いますが、様々な経験ができ

知見を広めることのできる面白い仕事であると

自信を持っていえます。

学生時代は勉強、就職活動、アルバイトなど忙

しいかと思いますが、世の中の動きを自分なりに

考える軸ができるので経済学の基礎知識を学ん

でおくことをお勧めします。また、様々な立場に

立って物事を考えることのできる想像力を養うた

め小説を読むこともお勧めします。

厚生労働省で働く
厚生労働省で働くってどういうイメージだろ

う、と理系の皆さんはなかなか想像しにくいので

はないかと思います。

私も官庁訪問の時点では何をやる役所なのか

分かっていませんでした。でも話を聞くうちに、

人材育成の仕事が面白そうだと思い、面接でそ

のことを話したところ、希望を聞いてもらえたか

らかは分かりませんが、人材育成を担当する部署

に配置され、全国の都道府県が作る人材育成計

画づくりなどに関わりました。

その後、これも希望どおりだったのですが、 

外務省に出向し、そこでは東南アジア地域に対す

るODA事業の計画に携わりました。その後も、

労働衛生課で過労死を防ぐための制度を作る法

改正に携わったり、10年目には中国大使館に赴

任し、外交官として3年間勤務したり、総務課とい

う部署で本省や地方局、労働基準監督署の組織

改革や人事制度の見直しをしたり、様々な業務に

携わってきました。今の部署では、化学物質によ

る災害を防ぐための法制度について、国内外の

変化に会わせて、抜本的な見直しを進めようとし

ています。

どの部署でも、その分野に素人同然の状態で

配属されるわけですが、担当業務をこなしている

うちに、その分野に詳しくなり、自分なりに課題が

見え、自分が改革することで課題の解決が進んだ

り、世の中に変化が生まれたりします。例えば、 

産業保健支援室という部署ではストレスチェック

制度づくりに携わったのですが、今や全国の企業

で毎年実施されていて、時 ド々ラマなどにも出て

くるので、自分のやった仕事が世の中に変化をも

たらしたことを実感しています。

厚生労働省は、「働く」ことに関わる仕事ばかり

ですので、自分の担当する業務が、自分自身も含

めて身近なところに影響することが多く、世の中

に関わっていることを強く実感できる手応えのあ

る職場だと思います。皆さんの挑戦を心からお

待ちしています。

〉〉〉 人材開発統括官
資源に恵まれない日本が、今後も活力を維持し発展を続けていくためには、日本が世界に誇る技術・

技能という資源を今まで以上に磨いていかなければなりません。そのためには、技術革新と併せて、す

べての人が職業に必要な能力を身に着け、能力に合った職業につき、働きながらスキルアップを行い、

習得した職業能力が適切に評価され、さらに高い能力の獲得を目指す、そうした能力本位の社会の構

築が必要です。人材開発統括官は、労働者の能力向上とその能力を活かせる社会づくりのための政策

立案を行っています。

能力が適切に評価される環境の整備
職業能力を適切に評価するものさしとしての職業能力評価制度の整備等を通じて、働く人の職業能

力の向上を支援しています。また、世界中の労働者が技能を競う技能五輪国際大会への参加や、技能

競技大会の開催、国内最高水準にある優れた技能者の表彰（「現代の名工」）などによって、技能者の育

成や技能の重要性の理解促進に取り組んでいます。

外国人技能実習制度の適切な実施
開発途上の「人づくり」に貢献することを目的とした「外国人技能実習制度」に基づいて、海外から受

け入れた技能実習生が職場での実習を通じ、技術、技能、知識を適切に修得することができるよう、技

能実習の適切な実施、技能実習生の保護を図っています。

技術系職員の主な仕事

ラベルでアクション

現代の名工 表彰式

国家検定制度「技能検定」
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〉〉〉 キャリアパス
入省後は、本省勤務だけでなく、他機関への出向なども経験し、さまざまな分野で活躍していただきます。

また、研修の機会も整備されています。

■   政策の企画立案など、業務の中核を担う。
■   自ら所掌業務の適切な判断を行う。
■   部下の指導・育成・活用を行う。

地方労働局・労働基準監督署研修

■  業務に必要な知識・技術を習得する。
■   上司の下で、行政官として意欲的に業務に取り組む。

係員
クラス

係長
クラス

専門官・課長補佐
クラス

課長・室長
クラス

9年目～

■   行政課題に対する
方針を示す。

■   責任者として適切な
判断を行う。

■   業務の適切な進捗
管理と部下の指導・
育成を行う。

■   業務に必要な専門知識、技術を習得し、
担当業務を適切に遂行する。

■   上司・部下と協力し、計画的にかつ確実
に担当業務を遂行する。

■  他部署との調整力を高めていく。

他省庁

海外留学

他省庁

関係団体

官民交流

JICA専門家

大使館

国際機関地方労働局

5年目～1年目～

年　度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 2年度 3年度
（予定）

採用数 2（0） 5（1） 5（1） 5（2） 4（2） 6（3） 5（3） 7（3） 7
※（　）内は女性（内数）

採用実績

無機材料工学
機械宇宙システム工学
社会基盤学
人間・機械工学
情報工学
環境創生学
化学工学
資源工学
土木工学

電気・電子工学
経営工学
システム創成学
建築学
総合人間学
生物科学
生物生産学
生物資源学
環境資源学

分子生命科学
薬学
獣医学
昆虫学
動物生産科学
工業化学
物理学
地球惑星科学
など

採用者の専門分野 採用者の出身大学

大阪大学、大阪市立大学、大阪府立大学、お茶の水
女子大学、帯広畜産大学、金沢大学、九州大学、京都
工芸繊維大学、京都大学、慶応義塾大学、神戸大学、
佐賀大学、芝浦工業大学、首都大学東京、千葉大学、
筑波大学、電気通信大学、東京大学、東京工業大学、
東京商船大学、東京理科大学、東北大学、同志社大
学、名古屋大学、名古屋工業大学、新潟大学、広島
大学、福井大学、北海道大学、室蘭工業大学、山梨
大学、横浜国立大学、早稲田大学　など

キャリアパスと採用実績

どんな仕事をしてきたの？
働く人の安全と健康を守る私たち技術系職員が担う分野は実に

広くて深いです。

ボイラー、クレーン、プレス機械など危険性の高い機械には安全

基準が何条も定められており、技術進歩に応じて改正の必要が生じ

ますが、20年前に担当専門官だった私は材料力学の教科書を引っ

張り出して任に当たりましたが、教科書を引っ張り出したのは、後に

も先にもこのときだけでした。

そうした専攻に密接な仕事をすることもある一方で、私は若い頃

にILO本部事務局（ジュネーブ）に派遣になり英国やノルウェーの労

働監督制度の実地調査をしたこと、東電福島原発事故が発生した

直後から数年間は労働者の放射線被ばくが大問題となり対策づく

りに苦労したこと、メンタルヘルス対策としてのストレスチェック制

度創設の法改正（平成26年）と働き方改革法の健康対策（平成30

年）の法改正は、専攻とは離れた労働衛生分野の業務でした。

このように、技術系職員には、専攻に拘らず、理系的な思考、デー

タやエビデンスに基づき分析し施策を企画立案し、専門家、労使の

合意を得たり議員に対し説明したりするコミュニケーション能力が

求められます。

若い人へのアドバイス
職業生活を振り返ってみると、優れた本を読むことと、自分が模範

と考える人に倣うことで多くを得て成長してきたと思います。

職員個々人で得られる知識、スキルには限りがありますが、他者

から学ぶ、情報を共有することによって相乗的に智恵が積み上がっ

ていき、集団脳とでも呼ぶべきものが向上していきます。このプロ

セスで重要なのが、集団規模と個人間の集団内での繋がりですが、

単なる「集まり」ではなく、ネットワーク本来の目的である「つなが

り」を特に若い人には重視していただきたいと思います。

一緒に課題解決に取り組みませんか
平成17年の法律改正では、それまで限定列挙された機械に対し

てのみ一定の安全措置を定めていたところ、あらゆる機械等につい

て、機械ユーザー事業者がリスクアセスメントを実施することを求

める改正を行いましたが、メーカーに対してもリスクアセスメント実

施を求めている世界標準・欧州機械指令に近づけていくことが課題

として残っています。他にも様々ある働く人の安全・健康の課題に

フレッシュな頭で取り組んでくれる学生・院生に、まず官庁訪問にき

ていただきです。

毛利 正
労働基準局 安全衛生部 安全課長

入省年度 昭和61年度
学生時代の専攻 機械工学

安全課で産業機械の安全基準作成に携わり、労働災
害防止団体（中災防）への出向中にその普及の研修
講師を務め、以降現在まで同志社大学大学院と長岡
技術科学大学大学院で非常勤講師も務める。

〉〉〉 広くて深い働く人の安全と健康を守る仕事

先輩からのメッセージ
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現在の職務内容
福島第一原子力発電所の廃炉を進める上で事業者

が作成している作業計画（実施計画）の安全審査が主

な業務です。様々な設備の建設、撤去作業など審査

対象は多岐に渡ります。幅広い技術的な専門性が要

求されます。また、審査だけでなく廃炉作業において

発生するトラブルへの対応も行っています。

他省庁で働く
原子力規制庁は自分と同じように他省庁からの出向

だけでなく、メーカー出身の方や研究機関出身の方な

ど人によって持っているバックグラウンドが様々です。

現在の仕事は技術的に高い専門性が要求されるだけ

に、そういった方々から日々多くのことを学んでいま

す。このような経験は、現在の業務だけでなく今後、厚

労省に戻った後にも活かせると考えています。

厚生労働省を志望した理由
自分は化学を専攻していました。既存の化学物質か

ら我々の生活に役立つ新たな物質が開発され、我々

の生活を豊かにします。しかし、正しく管理されずに

化学物質が使用されると、健康被害につながります。

現在でも化学物質によって労働の現場で健康被害に

あっている方々が多数いる現実を知り、このような現

状を変えたいと思い厚労省に入りました。

学生へのメッセージ
労働行政には、理系なくして解決できない課題がた

くさんあります。自分の専門性を活かして労働を良く

したいと思う方、是非一緒に働きましょう。

田上 博教
原子力規制庁  
東京電力福島第一原子力発電所
事故対策室

入省年度 平成29年度
学生時代の専攻 化学

安全衛生部安全課でボイラー、ク
レーン等機械に関する安全に携
わった後、名古屋南労働基準監督
署安全衛生課にて現場での業務を
経験し、現職。

〉〉〉 前例のない仕事への挑戦

松下 耕治
長野労働局 労働基準部 
健康安全課長

入省年度 平成24年度
学生時代の専攻 生命工学

技能検定（現人材開発統括官）、経
済連携協定（職業安定局）等に携
わった後、安全衛生部で働き方改革
関連法の策定・法案審議等に従事
し現職。休日は長野県内の観光な
どをして過ごす。

〉〉〉 現場の管理職として
現在の職務内容
長野労働局の健康安全課長の職務は、県内の働く
方の健康と安全を守ることです。
具体的な業務内容は、労働安全衛生法令に関して、
永田町、霞ヶ関で作られた法律や指針をベースにしつ
つ、この地域での災害発生状況や気候特性、産業形態
等の関連事情を踏まえた、管内監督署に対する指導
方針の打ち出しや、必要な情報の県内発信です。直近
では、台風による甚大な被害が県内でもあり、多数の
復旧作業・工事が進められているため、その中で命を
落とす方が現れないように、関係団体や管内監督署と
も連携しつつ、日々注意を凝らしながら周知啓発を
行っているところです。

本省との違い
極端に言うと、本省（霞ヶ関）の仕事は、社会全体の風

潮を読んで、万人受けする施策を適切な時期・手順で
打ち出すことが大事な一方で、地方では、如何に施策
をその地域にアジャストさせられるかが大事だと思っ
ています。より自由度が高い反面、幅広く、柔軟に考え
なければいけない場面も多いことから、内外の関係者
との“協働”をより意識して、できるだけ多くの方の考え

を取り入れるようにしています。
また、やりがいは、現場が近い分、施策の成果が見
えやすいことです。建設現場に伺った際に、私たちの
施策が浸透している場面を見る機会がありましたが、
感慨深く、自らの仕事の意義・価値を実感できる瞬間
でした。

厚生労働省を志望した理由
厚労省技術系を初めて知ったのは、官庁訪問前の
説明会でした。元々は他省を第一志望に考えていた
ためリサーチもしていなかったですし、労働行政に興
味はありませんでしたが、なんとなく足を運んだ説明
会で楽しそうに話す職員を見て、「楽しい職場なのか
な？」と思い、志望しました。
実際に入ってよかったと思う点は、対象分野が幅広
いこと、知識習得の機会が多いこと、仕事のスピード
が速いこと、働き方改革の旗振り役として長時間勤務
の削減等が進んでいること、休暇を取りやすいこと、
優しい職員が多いこと、などです。もちろん、職務の対
象である労働行政についても、今では困難さを感じな
がらもやりがいを持って取り組んでいます。

スポーツを通じた健康増進
2019年ラクビーW杯日本大会は大いに盛り上がりました。多く

の感動と勇気を与えてくれたスポーツの力を改めて実感しました。

そして今年は東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され

ます。大会レガシーの一つが「スポーツ×健康」です。私のいる健康

スポーツ課では、子供から高齢者の方まで、多くの方々にスポーツ

に参画していただき、スポーツを通じた豊かな生活の実現を目指し

ています。メダリストでもある鈴木長官を先頭に、東京大会をきっか

けとした一層の推進を図るよう、国民的なムーブメントの創出に取

り組んでいます。

無関心層にどう響かせるか
スポーツ、健康づくり分野に共通する課題としては、「やる人はや

る、やらない人はやらない」ということがあります。無関心な方々に

どのように響かせるか、ということです。昨今、ナッジ理論がブーム

ですが、スポーツについても「やらされる」というのではなく、他の

関心事と組み合わせて、楽しみながら行動変容を促していくことが

有効です。スポーツというとオリンピック種目のような競技性の高

いものを連想しがちですが、ウォーキング、ダンス、レクリエーショ

ンなどもスポーツです。働き盛りのビジネスパーソンは、特に運動・

スポーツの実施が芳しくないことから、最も身近なスポーツである

ウォーキングに着目し、楽しみながら運動していただくよう「FUN＋

WALK PROJECT」を立ち上げています。このプロジェクトにお

ける無関心層にも響くような広報戦略が評価され、省内の広報顕彰

を受賞しました（写真）。

厚生労働省との連携
「スポーツ×健康」という大会レガシーの創出のためには、関係省

庁との連携が必要であり、特に厚生労働省との連携が不可欠です。

平成30年6月に鈴木長官と厚生労働省の鈴木医務技監を両省の

ヘッドに連携会議を発足しました。厚労省からは5局の関連部署か

ら参加いただき、今後、より一層の連携を深めることとしています。

厚労省からは様々な省庁、他機関に出向する機会があります。

「社風」の異なる職場で仕事をするのは刺激的であり、得難い経験

です。

学生へのメッセージ
労働行政は人を大切にする行政です。働く人の安全と健康を確

保するための企画立案、実施運営には、理系の素養と柔軟な発想が

求められます。

人生100年時代を迎え、働く人への政策も転換が求められてい

ますが、これから社会人となる皆さんの働き方も変わっていくこと

でしょう。学生の皆さんは仕事のイメージを抱くのが難しいと思い

ますが、まずは業務説明会等に足を運び、先輩から直に話を聞いて

みてください。魅力ある話が聞けると信じています。

そして労働行政に興味を持たれた方、「ONE TEAM」にようこそ、

お待ちしています！

安達 栄
スポーツ庁 健康スポーツ課長

入省年度 平成元年度
学生時代の専攻 電気工学

職業能力開発局能力開発課、環境庁企画調整局環境
研究技術課調整係長、三重労働局総務部総務課長、
労働基準局監督課中央労働基準監察監督官、労働衛
生課産業保健支援室長などを経て現職

FUN＋WALKとして一日一万歩を実践中！

〉〉〉 オリパラのレガシー「スポーツ×健康」の創出

2019年1月文部科学省広報顕彰にて柴山大臣、政務の方々と

両省で「1＋1＝3」になるよう
連携して取り組むことに
（右が鈴木長官）

先輩からのメッセージ

（著者は右から2番目）

15 16



〉〉〉 入省後の研修

※その他フレックスタイム制を活用することで勤務時間の変更が可能となります。

先輩からのメッセージ

現在の職務内容
労働者の石綿ばく露防止対策を担当しています。

石綿は有害性が強く、日本においても、平成18年9月
から、製造等が禁止されています。しかしながら、現在
においても、禁止以前に建てられた建物等には、一定
程度石綿が含有されており、特にそれらの建物の解体
等の工事をする際に、建材に含まれている石綿が飛散
するリスクが潜在しています。
このため、解体等工事を担う関係者の話を聞きなが

ら、石綿ばく露防止対策等のより一層強化・充実に向
けた検討などの取組を進めています。

仕事と家族との生活の両立
今までの職業生活で、大変だったことを一つあげる

とすれば、仕事と家族との生活の両立です。一人娘の
育休明けには、感染症等で体調を頻繁に崩す娘がい
る中で、どこまで責任ある仕事ができるのか、させて
もらえるのかのモヤモヤ。地方勤務、夫の海外赴任
や、子どもの進学など生活環境が変わる様々なタイミ
ングで、様々なハードルが目の前に現れてきます。
性格上、十分な準備をしていた訳ではないですが、

これまでのところは、家族や友人、職場では同僚、上
司、部下に支えられながら、目の前にある仕事を楽し

みながらそのタイミングで可能な最大限の力を注ぎ、
取り組むことで、目の前のハードルをなんとか乗り越
えてこられたのではないかと思っています。
仕事と家族との生活の両立には、自分の努力だけで

はどうにもならない面もありますが、そうした面を支え
ていただいている家族や職場のみなさんや、そうした
職場環境がある厚生労働省に日々感謝しています。

業務上心がけていることについて
担当している業務は、働く労働者の健康と安全、ひ
いては命に直結する仕事であり、かつ、我々にしかで
きない仕事です。だからこそ、多くの関連する情報が
集まりますが、それらの情報を、施策に生かすも殺す
も、受ける側の対応次第です。そうしたことから、どの
ような情報についても、まずは事実関係を正確に理解
するなど丁寧かつ公平に接するよう心がけるようにし
ています。

学生へのメッセージ
厚生労働省技術系総合職の仕事に、ちょっとでも関
心を持って、このパンフレットを読んでいるみなさん、
より具体的な仕事の内容を聞きにきませんか。たくさ
んの職員がお待ちしています。

高村 亜紀子
安全衛生部 化学物質対策課 
副主任 中央労働衛生専門官

入省年度 平成12年度
学生時代の専攻 生物工学

新規化学物質の届出の審査業務に
携わった後、官房国際課で、二国間
経済連携協定などの交渉にかかる
省の窓口業務を担当。外国人研修
推進室で外国人技能実習制度の見
直しを担当した後、鳥取労働局安全
衛生課長、栃木労働局総務部長な
どを経て、現在安全衛生部化学物
質対策課で、労働者の石綿ばく露
防止対策を担当。休日は近所の公
園を周回し、平日の運動不足の解消
をはかる。

〉〉〉 仕事と家族との生活の両立

土井 智史
中央労働災害防止協会 
健康快適推進部 次長

入省年度 平成4年度
学生時代の専攻 土木工学

これまで、兵庫、鳥取、群馬、沖縄の
各労働局、環境省、外務省などの他
省庁、（独）労働者健康安全機構、
（株）IHI、そして中央労働災害防止
協会（中災防）と、職業生活の半分
以上は厚生労働本省以外の機関等
で仕事をしてきました。中災防で健
康に関わる仕事を始めてからジョギ
ングを開始し、地域の大会に参加し
ています。

〉〉〉 様々な仕事へのチャレンジ
現在の職務内容
現在の部署では、働く人の健康づくりを担当する方

を対象とした研修会の開催や、研修講師の派遣、スト
レスチェックサービスの提供を行っています。昨今、健
康寿命の延伸が大きな課題となる中、健康経営やコ
ラボヘルスの進展など、企業の取組も変化してきてお
り、このような点を踏まえた新たな仕事の企画・立案
業務や、庶務・会計・セキュリティ対策などの部の総括
的な仕事を行っています。

これまで携わった中で印象的な仕事
外務省出向中は在インドネシア日本国大使館に勤
務し、日・インドネシアEPA交渉において、インドネシ
ア人看護師等の日本への受け入れを担当しました。
長年の職業生活において、一つの仕事に当初から

かかわり、結果を出すまで担当することはまれなので
すが、赴任期間中に始まった交渉がまとまり、大使公邸
でインドネシア人看護師等の壮行会を開催したこと、
ジャカルタの空港で日本に行くインドネシア人看護師
等を見送ったことなどが強く印象に残っています。

仕事をするうえで大変だったこと
官民交流制度で派遣された（株）IHI人事部では、企

業の人事部が抱える有期雇用や労働者派遣、労災補
償、労働時間法制などの課題や、コストと効果を勘案
した望ましい安全対策など、様々な課題に対する対応
が求められました。
厚生労働省では安全衛生分野を中心に仕事を行っ

ていましたが、現場においては、より広範な知識や応
用力が必要であることを痛感し、行政施策を立案する
上で、こうした点も考えていく必要があることを実感
しました。

学生へのメッセージ
幅広い仕事ができ、学びの機会が多いことも厚生

労働省の技術系職員の魅力の一つです。
広い視野を持ってさまざまな仕事にチャレンジした

い学生の皆さん、ぜひ、厚生労働省にお越しください。
お待ちしています。

研修とワークライフバランス

〉〉〉 働き方改革・子育てと仕事の両立
働き方改革の旗振り役である厚生労働省では、職員に対する働き方改革も積極的に進められています。

また、子育てと仕事を両立するための様々な制度が用意されており、多くの女性の先輩が活躍しています。

育児休業などの制度を利用する男性の職員も増えてきています。

（配属された部局で業務を学びます。）

労働に関する規制等を企業に遵守して頂くため、厚生労働省には、各都道府県に都道府県労働局が、さらに第一線機関 

として321の労働基準監督署が設置されています。また、研究機関として、独立行政法人労働者健康安全機構安全衛生

研究所があります。

厚生労働省本省に配属されます。4月 入省

全省庁の総合職職員との合同研修があります。5月～7月頃 人事院研修

厚生労働省全体の施策について学びます。 
各関係機関の見学や他省庁との合同研修もあります。厚生労働省研修

3週間程度

5週間

労働基準監督署において、現場の業務について学びます。2年目～4年目頃 現場研修
1年間

 妊娠 出産 1歳 3歳 6歳
深夜勤務及び時間外勤務の制限

健康診査等 職務専念義務免除

業務軽減等

保育時間

育児休業

超過勤務の免除

育児短時間勤務、育児時間

深夜勤務及び超過勤務の制限

子の看護休暇
女性職員のみ取得可
男性職員のみ取得可
男性・女性職員ともに取得可
男性職員のみ（女性職員は産後休暇中）

子
育
て
と
仕
事
の
両
立
支
援
制
度（
時
系
列
）

休息、補食のための職務専念義務免除 産前休暇 産後休暇 ※産前：出産予定日の6週間前（多胎妊娠の場合は14週間前）から
※産後：出産翌日から8週間

育児参加のための休暇 ※妻の産前産後の期間中に子の養育のために5日

通勤緩和 配偶者出産休暇 ※出産のための入院日から出産後2週間までの間に2日

早出遅出勤務　休憩時間短縮特例
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上司へ資料の説明
作成した資料については、上

司の確認を受ける必要があり

ます。資料の重要度合いに

よって、課長補佐、課長から局

長などどこまで確認を受ける

べきかが変わってきます。こ

れは部内の会議資料なので、

課長まで確認を取ります。

関係者への説明
上司と一緒に検討会の委員をしてく

ださっている先生へ説明に行きます。

労働者団体、使用者団体、研究者など

皆それぞれの立場があり、意見があり

ます。ご意見を伺いまとめていくこと

が行政官の仕事なので、メモは丁寧

に取るようにしています。

メールチェック
不在時に届いた作業依頼や委託業務に関するメールを

整理して、1日の作業内容を検討します。日々多くのメー

ルが送られてくるため、効率的に仕事を行うためにはス

ケジュール管理は重要です。

若手職員の一日

名倉 京
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 業務第三係

入省年度 平成30年度
学生時代の専攻 発生生物学

入省2年目。労働衛生課において、熱中症、腰痛など仕
事が原因の疾病の予防対策に取り組む。インドア派だ
が、休日は友人と出かけることも多い。

吉田 令
労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第一係

入省年度 平成29年度
学生時代の専攻 物理化学

入省3年目。安全衛生部計画課で厚生労働科学研究費、新卒採
用業務等に携わった後、平成30年より現職。安全課では課内の
総括係として、課全体の対応方針の検討、ポータルサイト運営、
業務統計等を担当。休日は省内サークルでバンド活動に勤しむ。

業者との打ち合わせ（担当係業務）
専門性の高い業務につ

いては、民間企業等へ

業務委託を行っていま

す。委託先の業者とは

定期的に打合せを行

い、担当として事業の実

施状況等を確認します。

資料の作成
私の係では、1日の1／3から半分程度は資料の作成を

しています。今日は部内の会議資料を作っていますが、

外部への説明のためのプレゼンテーション資料、都道府

県労働局への通達、来年度行う事業の企画書など様々

な資料を作成します。国会関係の資料ではスピードが命

のこともあり、緊張が走ります。

SNS掲載内容の検討（担当係業務）
総括業務と並行して、担当業

務を行います。担当係として

ポータルサイトで企業等の現

場の好事例を公表するコン

クールを行っており、投票の周

知に向けて厚生労働省SNS＊

への掲載内容を検討しました。
＊TwitterやFacebookで情報を発信しています。

退庁
この日は少し遅めですが、上司も早く帰るよう呼びかけ

てくれます。帰宅後は自炊をすることも。

退庁
急ぎの業務がない限り、早

めの退庁を目指します。こ

の日は先輩と定例の麺友会

（ラーメン同好会）。仕事

の後の1杯は最高です！

ランチ
虎ノ門のお店で同期と

ランチ。今日はもつ煮

込みです。夕方お腹が

すかないように、ランチ

はしっかり食べます。

登庁
ちなみに起床は8時と遅めです。満員電車に乗ってきま

すが、乗り換えがないので楽な方かと思っています。

登庁
通勤時間は約30分。新聞で情報収集しながら満員電車

をしのぎます。

9:20 9:10

10:30
9:30

12:00

10:00

14:00 11:00

14:30
15:30

20:00 19:30

休日の過ごし方
職場の後輩を誘っ

てモーターショーに

行ってきました。土

日はもちろん、平日

の休暇も取りやす

いのでいろいろな

場所に行けます。

休日の過ごし方
省内の音楽サークルでの1枚。職種も年代

も様々な人が集まります。また、冬には同期

や先輩とスキー旅行に出かけるなど、平日は

体を動かさない分、

休日は活発に、メリ

ハリをつけて過ごす

ことが多いです。

海外出張
スイスのジュネーブで行われたILO（国

際労働機関）の総会に参加しました。英

語の習得の必要性、社会的課題や経済

状況の違う国同士が協議してひとつの

成果物を作り上げることの困難さを感

じ、貴重な経験をさせていただきました。

事業場の視察
今の係は内勤が多いですが、この日は外国人労働者の労働災害防止に向け

た非言語教材の開発のため、先進的な取り組みを行っている事業場へ視察

に行きました。死亡災害で最も多いのは高所からの

墜落事故です。VR技術で墜落事故を疑似体験し、

その防止対策について勉強してきました。バーチャ

ルと分かっていながらもヒヤッとさせられました。

作業依頼（総括係業務）
メールチェックが終わり一段落。

総括課からの依頼を受け、業界

団体向けの講演資料を作成しま

す。総括係は課内の中継ぎ役。

担当係が作業しやすいよう、係

長と全体の構成を検討してか

ら、作業を依頼します。日頃から課内のコミュニケーショ

ンを密に取ることを心掛けます。

番外編 番外編
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若手職員に聞きました

厚生労働省に興味を持ったきっかけ
●学生時代に身近で労働災害が発生し、労働災害の撲滅に寄与し
たいと考えたため。

●製造現場での労働災害を目の当たりにし、怪我なく健康に働く
「当たり前の生活」を支えることを仕事にしたいと考えたため。

●建築を学んできたが、今でも非常に危険な建設現場で働く方々が
いることを知り、労働災害防止という仕事に興味を持ちました。

●アルバイトを通じて、長時間労働や賃金未払いを経験し、そのよ
うなことのない職場づくりを進めたいと思ったこと。

●前職で設備関係の仕事をしていて自身も労働災害に遭ったため、
働く人の安全に関心を持ったから。

●労働行政は現代日本が抱えている諸問題について広く携われる
と考えたため。また、その中でも労働技術系は理系としてのバッ
クグラウンドを活かすことができることに加え、異動の範囲が一定
であり、行政官の中では専門性を身に着けられると考えたため。

●労働行政に興味があったため。

●採用説明会で、労働災害で亡くなる方が毎年1000人近くいる、
という言葉に衝撃を受け、労働安全衛生行政に携わりたいと思
い、志望しました。

●理系の知識を活かしつつ、労働者の健康と安全を守る点に魅力
を感じました。

職場の雰囲気
●年齢層は幅広いですが、普段から仕事には真剣に向き合い、時た
まの雑談で笑いの絶えない雰囲気の良い職場だと思います。

●普段は「急な業務がなければ早く帰れる雰囲気」ができつつある
一方、至急の対応が必要な場合は一致団結して対応する柔軟さ
があります。

●仕事でわからないことを聞けば親切に教えてくれる先輩・上司が
たくさんいて、全体的に風通しも良いです。

●話や相談をしやすい雰囲気です。

●適度な緊張感のある職場です

●時にはばたばたしていますが、疑問に思ったことを聞きやすい、
アットホームな職場です。

●雰囲気はやわらかい方が多いので、仕事はやりやすいです。（ただ
し、仕事にはみんな真剣です。）また、ワークライフバランスに関し
ては、（今までの部署がそうだったのかもしれませんが、）仕事を計
画的にこなせば、家に帰ってからも余暇を楽しむこともできます。
ただし、朝まで働くこともあるので、その覚悟は必要です。

印象的な仕事や働いて良かったと感じること
●天皇皇后陛下（現上皇上皇后陛下）のご進講用資料を作成したこと。

●深夜にも及ぶ国会対応業務を経て、法案が無事に国会で可決成
立したこと。翌日ニュースになり、世間に与える影響の大きさを
実感しました。

●福島第一原子力発電所の廃炉の問題に関わっていたときは、現
場に何度も足を運んでいたため、自分が行った仕事が現場でリア
ルタイムで反映されていることを感じることができたので、印象
に残っている。

●働き方改革関連法の成立に携わり、ニュース等でも大きく報道さ
れていたため大変印象に残っています。

●災害調査で、配管の中を泥だらけになりながら50メートル以上
も降りて現場検証を行ったことは印象に残っている。
大学時代の専攻がやや特殊であるが、稀に業務に活かされること
があり、その時はうれしく思う。

●事故対応。迅速に状況を把握し、国内全体に注意喚起するなど、
厚生労働省としての役割の重要性を改めて感じました。

大変だった仕事やつらかった仕事
●他省庁との折衝。順調に進むこともあるが、情報共有・根回し不
足で土壇場で真っ向から意見が対立したときは、その調整に非常
に苦労した。

●翌日の国会対応のための深夜に及ぶ準備は体力的にとても大変
でした。

●企業の担当者の方向けの制度改正についての説明会。普段感じ
ないような責任とプレッシャーを感じた。

●JISの法令改正に伴う省令や告示の改正作業。連日夜遅くまでの
作業があり、また作業量が非常に多かったです。

●労働基準監督署での研修中に、厚生労働省として労働災害の撲
滅のために様々対応しているにも関わらず、重大な災害が起き、
その現場を見た際にはつらい気持ちになりました。今後、行政官
としてどのようなことができるのかを考えるきっかけになる出来
事でした。

●労働基準監督署で研修中、若手といえど会社の重役等多くの方
の前で話したり、指導をしたりしなければならず大変でした。

平日の夜の過ごし方
●余裕があるときは、本屋とカフェが一体的になっているブックカフェ
で本を読んだり、英語の勉強をしたりして過ごすことが多いです。

●帰宅後洗濯をするのが日課。早く帰れれば夫婦で外食することも。

●英語の勉強。

●料理。

●時間があれば友人とご飯に行くなど、平日でも気分転換できるよ
うにしています。

●晩御飯を食べ、テレビを見たりゲームをしたりしています。

●とにかく寝る。

●最低限のことをやって寝ます。たまに趣味で漬け物を作ります。

●読書。

●テレビ、漫画、ゲーム。

●早く帰れた日はジムに行ってます。

●時間のあるときは、料理をしたり、映画をみたりしています。

休日の過ごし方
●英語の勉強。

●家でゆっくりしたり、好きな映画を見に行く等、リラックスできるこ
とで仕事の疲れを癒やします。

●筋力トレーニング・ランニング・サーフィン。

●社会人サークルでの登山やアウトドアの活動。

●晴れの日はるんるんで高尾山に出かけて昆虫撮影会、雨の日は
家で悲しみに暮れています。

●昼間まで寝ていたり、ゲームをしたりしています。

●インドア派なので、家でテレビ観たり、漫画読んだりしてのんびり
過ごしてます。

●動物カフェめぐりをしています。

●国内＆海外旅行に行ってます。

●ジムに行ったり、夜は飲みに行ったりしています。

●映画鑑賞、買い物、友人との食事。

●近隣の史跡・博物館を巡る。

志望者へのメッセージ
●官庁訪問では、皆さんは選ばれる側でもあり、同時に選ぶ側でも
あります。悔いの残らないよう頑張ってください。

●労働者の健康と安全を守るというやりがいのある仕事に、是非一
緒に取り組みましょう。

●厚労省技術系は、労働災害で亡くなる人や怪我する人などを減ら
すという重要なミッションがあります。私自身、学生時代はその重
要さがよくわかりませんでしたが、入省してから現場での研修な
どを通して、職業人生をかけて行う価値のある仕事だと感じるよ
うになりました。そんなやりがいのある仕事をしてみたいという
方は、ぜひ厚労省技術系を目指してみてください。

●どういった仕事をしているんだろう？など少しでも興味を持たれま
したら、是非説明会などに足を運んでいただければと思います。

●官庁訪問は、色々な省庁の職場の雰囲気、仕事内容を体感できる
絶好の機会です。幅広い目で見てもらい、もし厚労省の仕事に共
感してもらえたら、ぜひご一緒したいです。

●技術系の業務の幅は広がっており、労働安全衛生行政以外にも
様々な仕事に携わることができます。ぜひいろいろな職員から話を
聞いて、技術系の仕事に興味を持っていただけるとうれしいです。

●総合職技術系で入省しても、希望次第では、労働安全衛生分野以
外でも、国際分野や厚生分野にも関わることができます。みなさ
んの専門性を活かせる分野があると思います。みなさんにお会
いできる日を楽しみにしています。

厚生労働省で働く若手職員（係長級以下）に厚生労働省に興味を持ったきっかけや 

働く環境、休日の過ごし方などを聞きました。
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厚生労働省技術系採用に関するお問い合わせ

厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課

〒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15階
電　　話：03-5253-1111（内線5549）
ホームページ：https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kokka1/gijutu.html
E-mai l：recruit_to_mhlw@mhlw.go.jp

厚労省  技術系  採用


