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働く人が安全で安心して仕事をすることができる 

環境をつくり、「行ってきます」といって家を出た 

みなさんが、「ただいま」といって帰宅できる。

そんな当たり前の日常を守るための仕事をしています。
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入省して広がった世界
入省した時点では国際業務を行うことは全くの想定外で

したが、JICA調査団やILO総会などの海外出張、米国大学

院への留学、国際機関への出向など、国際業務に従事する

機会に恵まれました。言語面や生活面で大変なこともあり

ましたが、国際的な視野を得て仕事ができたことは入省し

てよかったことの一つです。なお、日本では技術系公務員

は少数派ですが、世界では専門技術を持った公務員の方が

多数派ですし、特に安全衛生は国際業務に馴染みやすい分

野だと思います。

「未来」を創る
自らが関わった施策で「社会」の変化に貢献し、より明るい

「未来」を創ることに参画することは大きなやりがいになる

でしょう。

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、理工学的なセンスと柔軟な発想が求められます。

労働行政に興味を持たれた方、まずは業務説明会などを活

用ください。皆さんをお待ちしています！

働く人を守る
皆さんは、働く上でどのようなことを重要視しますか。ご自身の
専門性を活かせる職場であったり、裁量の大きな職場であった
り、求める像はさまざまかと思います。他方、安全に安心して働け
る職場であってほしいという思いは共通ではないでしょうか。
私は、身近に仕事のストレス等が原因でメンタルへルスに不調

をきたした方がいたのをきっかけに、安全に安心して働ける職場
が必ずしも当たり前でなく、さまざまなルールのもと、働く人と企
業が互いに協力して取り組まなければ成り立たないものである
と痛感しました。そんな中、技術系職員として「働く人の安全と健
康を守ること」に携わることができ、また、多様な専門分野の職員
が活躍されていることを知り、厚生労働省を志望しました。

誰もが安心し 
健康に働くことができる社会
技術系職員のメインフィールドとなる安全衛生部は、働く

人の命と健康を守るための施策の立案をミッションとしてお

り、あらゆる業種を包含した非常に幅広い領域をカバーして

います。働く方の命と健康に直結する様々な命題に対峙す

るため、スピード感と緻密さの両立が求められ、プレッシャー

も大きいですが、「誰もが安心して健康に働くことができる

社会を実現する」という、働く方やそのご家族の誰もが望む

政策に携わることには、大きなやりがいを感じています。

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 機械精密工学

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（現在は人材開発統括
官）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）トリノセンターに出向。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・ケネディ行政学大学院修了。趣味はオートバイ競技。

安達 栄
労働基準局 安全衛生部 安全課長
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を振り出しに、環境庁環境研究技術課、三重労働局総
務課長、労働基準局監督課中央労働基準監察監督官、産業保健支援室長、スポー
ツ庁健康スポーツ課長を経て現職。趣味のテニス、駅伝のほか、FUN＋WALKと
して一日一万歩を実践中！

杉本 美和
外国人技能実習機構 国際部 国際第二課 国際第二渉外係長
入省年度 平成30年度
学生時代の専攻 環境資源学

入省後は、安全衛生部安全課で第三次産業や外国人労働者の労働災害防止対策に
携わった後、亀戸労働基準監督署にて一年間の現場研修を経て、令和2年4月より現
職。最近、英語の勉強を再開しました。

木口 昌子
労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課長
入省年度 昭和60年度
学生時代の専攻 有機合成化学

安全衛生部各課、職業能力開発局（技能振興担当）、雇用均等・児童家庭局（在宅労
働担当）、環境庁（環境研究担当）、宮崎労働基準局安全衛生課、中央職業能力開発
協会、（独）労働者健康安全機構などを経て現職。

働く人 たちを支えた い 職 員 の 想 い
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これまで携わった中で印象的な仕事について
岡山労働局で勤務している時に

平成30年7月の西日本豪雨が発生

し、岡山では16名の方々が労働災

害で被災され、そのうち4人の方が

亡くなりました。また、労働災害こ

そ起こらなかったものの、アルミ溶

融炉に氾濫した川の水が流れ込ん

だことにより発生した大規模な水蒸気爆発で、近隣住民の方々に

も多大な被害がありました。

この災害の際、複数の労働局より迅速に簡易防じんマスクを提

供いただきました。おかげで災害直後の連休には、ボランティアセ

ンターにマスクを配布することができました。その他にも業界団体

より、簡易防じんマスク、切創防止用手袋等の多数の保安用品をご

提供いただき、連携の大切さ、支援のありがたさを痛感しました。

育児とお仕事の両立について
私自身は、「欲張りすぎず、頑張りすぎず」を心がけて仕事を続け

ています。育児も仕事も完璧にこなそうとすると、長続きしません。

また、どうしても子供を優先しないといけない時期があります。子

供が一人で学校に行けない時期は勤務時間をずらして学校まで毎

日付き添ったり、療育が必要だと診断された際には半年間言語聴

覚療法に連れて行った時期もありました。そういった時には、周り

に状況をよく説明することで理解と協力を得ることができたと考え

ています。特に地方労働局への出向時期を通常よりも遅らせてい

ただいたこと、出向先を私の出身地である香川県と近接した岡山

県にしていただいたことはたいへん感謝しています。

学生へのメッセージ
厚生労働省の所管は多岐にわた

りますので、どの部署に配属されて

もチャレンジすることには事欠かな

いと思います。新しいことに挑戦し

たい、今の制度を改善しよりよい社

会にしたいと考えている人にはうってつけではないでしょうか。ま

た、技術系総合職では女性が年々増えてきていますので、気後れ

せずに、まずは厚生労働省を訪問してみてください。

これまで携わった中で印象的な仕事について
省庁間には、「縦割り」と呼ばれるものがあります。きちんとした

ルールに基づき、行政を進める上では、必要だと理解はしておりま

すが、煩わしいと思うこともしばしばあります。

2011年の東日本大震災が起こった時、私は、福島第一原発の放

射線関係含む労働者の安全衛生に関する部署にいたのですが、原

発の収束作業やがれき処理業務に対し

て、環境省、経産省等と連携しつつ、非

常に柔軟に対応できたと思います。「縦

割り」なんか無視して、各省の知識、組

織体制を考慮し、この非常事態に対し

て、可能な限り効率的にそして迅速に

対応するために各省庁一致団結して対

応したのは心に残る経験でした。

現在の業務内容
現在は、安全衛生部安全課建設安全対策室で、建設業で働く労

働者の安全対策を担当しております。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。住宅やビル等の建設では高

所で作業を行うため、手順を一つ間違えたり、一瞬でも油断するこ

とが、重篤な怪我、場合によっては命を落とすことに繋がります。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。また、ある程度慣れて

くると、最初は皆が持っていた高い所が怖い、気をつけなければと

いう気持ちがだんだんと薄れてきます。そのため、規制により義務

を課し、それを遵守するよう指導するだけではなく、教育や事故に

ついて情報を共有することなどにより、自分は非常に危険な作業を

行っているということを今一度思い出していただくことが大事だと

思い、政策を考えております。

東日本大震災、熊本地震、台風や豪雨の被害からの復旧・復興に

おいても建設業は非常に大事な役割を担っております。被災した

人たちの生活を早く以前のように戻すためにも、早く、正確にそし

て安全に工事が進むよう事業を進めております。

学生へのメッセージ
私は厚労省に入って、16年

間が経ちました。16年というと

小学校から大学までの期間と

同じ年月です。公務員としての

16年間（民間機関への出向も

ありましたが）は、学生時代の

16年間に劣らないくらい色々

な経験ができ、様々な人たちと

出会うことができたともに、成長できたとも感じております。

公務員は、色々なことに挑戦でき、自分自身を成長させることが

できる舞台だと考えております。

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。

岡山労働局

インド政府関係者等に日本の制度を説明

猿渡 敬
労働基準局 安全衛生部 安全課
技術審査官
▶▶▶▶▶

入省年度 平成16年度
学生時代の専攻 建築学

経歴：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。

新たな挑戦と自身の成長

欲張りすぎず、頑張りすぎず
北村 牧子
医薬・生活衛生局 生活衛生課
課長補佐
▶▶▶▶▶

入省年度 平成15年度
学生時代の専攻 建築学

経歴：職業能力開発局（現：人材開発統括官）、医薬食品局（現：医
薬生活衛生局）、労働基準局安全衛生部に配属、特に化学物質の
リスク評価業務には3年間携わった。厚生労働省以外では（独）労
働者健康安全機構と岡山労働局での勤務経験あり。H31年より
現職。現在、中学生3人と小学生1人の子育て中。

厚生労働省内の保育園について
厚生労働省内には保育園が設置されており、子育てをする 
厚労省職員が利用しています。朝、仕事前に子どもを預け、仕事
終わりに子どもを迎えに行くことができます。仕事後すぐに会え
ると親も子どもも安心ですね。 ※2歳児まで保育をしています。

ちょっと補足

厚労省を目指すあなたに メッセージ

※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。

 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

くさび緊結式足場の実験にて
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基本情報
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、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、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ます。

採用対象

技術系職員が活躍する部局（本省）

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。

都道府県労働局・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

国際機関都道府県労働局

5年目～1年目～

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
安全と健康の確保、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

：技術系職員が配属されている課・室

厚生労働省　本省

大臣官房

人材開発統括官

労働基準局

医薬・生活衛生局

職業安定局

雇用環境・均等局

健康局

政策統括官

老健局

年金局

子ども家庭局

社会・援護局

医政局

安全衛生部

厚生科学課

勤労者生活課

血液対策課

保険局

国際課

賃金課

監視指導・麻薬対策課

在宅労働課

水道課

海外協力室

需給調整事業課

政策立案・評価担当参事官室

地方課

労働関係法課

医薬安全対策課

職業生活両立課

化学物質対策課

生活衛生課

若年者・キャリア形成支援担当参事官室

海外人材育成担当参事官室

老人保健課

労災保険業務課

雇用保険課

地域雇用対策課

労使関係担当参事官室

サイバーセキュリティ担当参事官室

労働保険徴収課

総務課

人材開発政策担当参事官室

労働条件政策課

医薬品審査管理課

雇用機会均等課

安全課

食品基準審査課

高齢者雇用対策課

企業人材開発支援室

介護保険計画課

雇用政策課

政策統括室（第一）

統計・情報総務室

会計課

政策企画室

監督課

医療機器審査管理課

有期・短時間労働課

労働衛生課

食品監視安全課

障害者雇用対策課

能力評価担当参事官室

高齢者支援課

補償課

外国人雇用対策課

政策統括室（第二）

情報化担当参事官室

人事課

人材開発総務担当参事官室

キャリア形成支援室

総務課

総務課

総務課

総務課

政策統括官（総合政策担当）

計画課

生活衛生・食品安全企画課

雇用開発企画課

総務課

政策統括官（統計・情報政策担当）

労災管理課

■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

活躍のステージ
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安全衛生部の総括・統括役として
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

ど労働安全衛生法制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関係課室との調整、学識経験者や

労働組合・経済団体の代表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、高い労働安全衛生水準を維持・改善している企業に対する安全衛生

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。

技術系職員の主な仕事

労働基準局 安全衛生部

業務の意義
雇用慣行と働き方改革
日本の雇用慣行は、長期雇用や年功賃金の特徴があり、雇用の安定や技能の向

上に寄与しましたが、長時間労働や仕事と生活の不和の原因となりました。

このような問題を解決するには、長時間労働を美徳とした企業文化や、生活より

も仕事を優先とした企業風土を変えていく必要があります。

働く人が意欲と能力を最大限に発揮できるように、長時間労働の是正や多様で柔

軟な働き方を選択できる環境整備など安全と健康を含めた改革を行っています。

やりがい
労働災害と労働安全衛生法制
近年では、建設現場や工場での機械や化学物質による労働災害だけでなく、長

時間労働や高ストレスによる健康障害も社会の深刻な問題となっています。

このような人を保護するため、働き方改革の一環として、労働時間の状況の適

切な把握や、長時間労働者への面接指導の要件の見直しなど法制の改正を行い

ました。

国会議員や労働政策審議会委員に内容を丁寧に説明することや、情報を要領よ

く処理することには、苦労しましたが、やりがいのある仕事でした。

現在の業務内容
高年齢労働者の安全衛生対策としてガイドラインの策

定を行うとともに、外国人労働者の特定技能制度の創設に

伴い、日本の職場環境に不慣れな外国人労働者にも容易

に理解できる安全衛生に関する教材（漫画や動画）の作成

を進めています。また、社会福祉施設や飲食店など、あまり

危険と思われていない業種で、近年労働災害が目立って増

えていることから、働

く人一人ひとりが労

災の危険に気づくよ

う、「職場の危険の見

える化実践マニュアル

（小売業、飲食業、社

会福祉施設）」を作成

するなどして、事業者

への働きかけを行っ

ています。

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 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。

寺島 友子
安全衛生部 安全課 副主任中央産業安全専門官
▶▶▶▶▶

入省年度 平成7年度
学生時代の専攻 有機化学

これまで、労働衛生課で自発的健診の創設（H12）、ス
トレスチェックの創設（H27）の法改正に携わるととも
に、化学物質対策課で有害性が明らかになったいくつ
かの化学物質の規制を担当。2019年4月から現職。
二人の息子がいる。

計画課 安全課

新型コロナウイルス感染症と新しい働き方に
対応した法制
新型コロナウイルス感染症の影響により、多様で柔軟

な働き方が急速に普及しました。現在では、この新しい
働き方に対応した法制の検討を行っています。
このように、厚生労働省は、未来も働く人が安心して暮

らせるように、国民からのニーズに応じて、新しい法制を
デザインしていく必要があります。
皆様には、働く人の視点に立ちつつ、時代の変化や社

会の情勢を勘案
しながら、多くの
ミッションに、一
緒にチャレンジし
ていただきたい
と思います。

大学生と中学生の2人の息子がいます。最初の地方勤務で奈良労働局に異動した
とき長男は2歳になるころでした。地元の総務課長とその奥様がとても親切にしてく
ださり、とてもありがたく思ったものです。職場と自宅の間が近く残業も少なかった
ので、ワークライフバランスのとれた充実したときを過ごしました。
子供が小さいころは急なお休みをとるなど、家族や上司同僚のサポートをいただ

きながらやってきました。今では子供た
ちも大きくなりましたが、相変わらず子
供に十分な時間を割けていないという
思いもあります。
他方で、世の中の多くの人の助けに

なるようにと誇りを持って取り組んでい
けるこの仕事が好きですし、大きなやり
がいを感じています。
仕事にも育児にも制約があるのも事

実ですが、皆さんも自分の選択・自分の
人生ですからある意味わがままでも両
方チャレンジすればよいと思います。悩
んだ時にはぜひ先輩や同期に相談して
自分の道を切り開いていってください。
期待しています。

VR教材作成事業で転落災害体験胸の呼吸 壱ノ型 ディッピング 30kg

学生へのメッセージ学生へのメッセージ

国会議事堂 労働政策審議会安全衛生分科会（厚生労働省省議室） 林業の現場

入省いただいたみなさんに担当していただく、代表的な仕事を紹介します。

安全に働ける職場づくりを
工場や建設現場での安全対策の推進
安全課・建設安全対策室では、労災事故を防ぐための安全対策の企画、立案な

どを行っています。工場や建設現場では、プレス機械やクレーン等を使った作業、

建築中のビルの高い所での作業など、一歩誤ると重篤な災害につながる作業が行

われています。労働安全衛生法では、このような作業について、機械等の規格を定

めたり、安全な方法で行うよう求め、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、事故のない職場にするためには、法令を守るだけでは

なく、事業者自らが、仕事にひそむ労働災害のリスクを評価し、低減させるリスクア

セスメントやリスクマネジメントに取り組むことも重要であり、事業者への周知、指

導を進めています。

活躍のステージ
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健康を害することなく働ける職場づくりを
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。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室が設置されています。

技術系職員の主な仕事

安全衛生部

業務上心がけていること
技術系職員として採用された場合は、本省での内勤勤務が大半ですが、なるべく自分の目で見

たり、耳で聞いたりするよう心がけています。

例えば、熱中症予防対策の実情や、振動工具の詳細の理解のために、建設現場や林業現場に出

向いたり、有識者の方からお話をお伺いしたりすることもあります。

現場の実情に関する知識も兼ね備えた技術系職員でありたいと考えています。

やりがい
携わっている業務のひとつに、「事務所衛生基準のあり方に関する検討会」の開催があります。

みなさまは、「事務所衛生基準規則（以下「事務所則」といいます。）」という規則があることをご存

知でしょうか。

事務所則は、事務所における明るさやトイレの個数などを規定したものであり、約50年前に定め

られました。

この検討会では、専門家等の参画を得て、事務所則が社会情勢の変化に対応したものになって

いるか等の観点から、改正も視野に入れた検討を行っています。

私は、検討会の開催日の調整、会議室の手配から、会議資料の作成、会議当日の議事進行まで幅

広く担当しています。若手のうちから様々な業務に携わることができる点は魅力だと感じています。

また、検討会の方向性次第では、事務所則の改正にもつながる可能性もあります。事務所則は、

あらゆる事務所を対象とした規則です。これを改正をするとなれば100万を超える事業場に影響

を及ぼすこととなるため、緊張感もありますが、やりがいも感じています。

現在の業務内容
私は現在、職場における健康障害を防止するための施策を担当しています。働くことに

よって健康を害することはあってはならないことですが、現実に目を向けると、令和元年にお

いては6,500人を超える労働者が、腰痛、熱中症や、高気圧、酸欠、レーザー、振動、騒音など

による健康障害を発症しています。どうすればそのような健康障害を防止できたのかを考

え、積極的な周知啓発に繋げたり、新たな仕組みづくりを検討したりすることにより、誰もが

健康に、安心して働くことができる職場づくりに励んでいます。

現在の部署での印象的な仕事について
化学物質対策課という部署は、大きな規制のあり方などの政策的な検討とともに、日々全国各

地で発生する様々な化学物質による事故への対応もしています。その中には、未知の有害性に

よる事故も多く、実は現在も全国の工事現場で頻発しているある化学物質による急性中毒の原

因究明や再発防止策の検討をしています。

ただ、未知の有害性についての調査は時間がかかります。一方で、すぐに手を打たないと事故

が再発するおそれもあり、得られる情報が限られる中、どこまでの対策を求めるべきなのか、私た

ちが示す対策が全国の工事、そしてそこで働く人の安全に影響を及ぼすので、慎重かつ迅速な

判断が求められる仕事に、緊張感を持って取り組んでいます。

やりがいについて
僕たち技術系職員が主に担う働く人の安全や健康を守る仕事は、世の中のあらゆる仕事、業種

をカバーしているので、他省庁にはないほど扱う領域は広範で、かつ影響力の大きい仕事です。

担当である自分が動かなければ、救われるべき人も救われないというプレッシャーもあり、影

響力が大きいが故に、軽率な判断も許されませんが、スピードも求められます。理系出身の利点

も生かし、十分に科学的な根拠を集めた上で、最後は社会経済的な合理性や実行可能性も踏ま

えた政策方針を決めていく、難しい仕事だと思います。それだけやりがいが大きいということで

もあります。

矢吹 陽子
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課
有害作業環境指導係長
▶▶▶▶▶

入省年度 平成28年度
学生時代の専攻 物理学

安全衛生部労働衛生課産業保健支援室で職場の健康管理
に関する制度等を担当した後、宮城労働局仙台労働基準監
督署において現場業務を経験。その後、外国人技能実習機
構へ出向し、現職。
宮城労働局での勤務をきっかけに、宮城県のファンになり、ま
とまった休日は宮城観光をしていることが多い。

中村 宇一
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

中国大使館で外交官として労働・社会保障分野の情報
収集・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！

労働衛生課 化学物質対策課

「労働」というのは多くの方に身近
なものです。誰もが健康に、安心して
働くことができる職場づくりのために
共に悩み、共に励んでいける仲間を
求めています。

厚生労働省の仕事は、自分の人生を
かけるに値する仕事だと思いますので、
興味を持たれた方は、ぜひ厚生労働省
の門をたたいて頂ければと思います。
待ってます。

休日に穂高岳登山した際の写真

林野庁補助事業「林業労働災害撲滅研修事業」に
同行させていただいた際の写真。ヘルメットのほ
かイヤーマフ、防振手袋、チャップス等を装着して
います。林業特有の安全衛生対策について肌で感
じることのできる貴重な経験でした。

学生へのメッセージ

学生へのメッセージ

化学物質と、どううまく付き合うか
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、化学火傷なども

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。 石綿の写真

活躍のステージ
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技能五輪国際大会を担当して
人材開発統括官に属するわたしが担当している職務の大きなテーマは二つあり、一

つは技能五輪国際大会での日本人選手の成績向上です。これからの選手を育成すると

同時に、日本を代表して国際大会に参加する選手たちを技術面や情報面などで支援し、

より上位の成績が獲得できるよう、挑戦を続けています。

もう一つは、技能五輪国際大会の日本への招致です。実は2023年大会の会場を決

定する投票が2019年に行われた際、日本はフランスに敗れてホスト国の座を獲得する

ことができませんでした。この原稿を書いている時点では、その次の2025年の招致に

挑戦するという決定はまだされていませんが、国際大会の日本開催は、社会の基盤を

支える技能者に光を当てること、そして中

国をはじめとする新興国に追いつかれ、追

い抜かれている日本の産業の力をもう一

度高め、世界に示すことにもつながってい

く、意義ある事業と考えています。大阪・関

西万博が開催される2025年には、万博と

のコラボレーションによるこれまでにない

技能五輪国際大会が日本で開催されるよ

う、毎日議論し、行動しています。

技能五輪国際大会って？
技能五輪国際大会といってもご存じの人
は少ないでしょう。22歳以下の各国を代表
する若い技能職が一堂に会しその技を競う
国際大会で、2年に1度開催されています。
2019年の第45回ロシア連邦・カザン大会
では、56の職種（種目）にわたり1,348人の
選手が参加し、日本選手団48人は金2、銀
3、銅6、敢闘賞17を獲得しました。
この大会が2007年に静岡県で開催され
た際には、日本は全47職種のうち参加国中
最高となる16の金メダルを獲得しましたが、
新興国の躍進もあって近年の成績は低迷し
ています。

技術系職員の主な仕事

人材開発統括官付

やりがいについて
技能五輪国際大会に限りませんが、国際業務では、先方と面会した数人が所属部署、

場合によっては厚生労働省を代表して発言することになります。逆に省内から見ても、

その人たちに聞かないと先方のことがわからない、まさにパイプ役になっていきます。

国外のカウンターパートと、省内の幹部や職員の間に入って、互いに異文化に属してい

る両者の理解を促進させなければいけません。こういったことをうまくやれると、”If he 

says so, that is their �nal decision.”と言ってもらえたりもします。仕事をしてい

て外部の人の信頼を得ることは気持ちのいいものです。

中野 響
人材開発統括官付 能力評価担当参事官室  
技能五輪国際大会推進室長
▶▶▶▶▶

入省年度 平成6年度
学生時代の専攻 機械工学

在タイ日本大使館一等書記官として現地の労働事情
の調査、国際交渉等に従事、大臣官房国際課ほかで国
際協力を担当、技能五輪国際大会の日本招致に関与、
このほか建設業、林業、機械の安全対策を企画・立案。
次男が中学生になったのでプライベートは一段落。

能力評価担当参事官室
行政事務を影で支える情報セキュリティ対策

近年、世界的にサイバー攻撃が増加しています。サイバー攻撃とは、サーバやパソコンなどのコ
ンピュータシステムを対象に、ネットワークを通じてデータの窃取、破壊、改ざんを行うもので、日本
でも官庁、企業、団体の別を問わず日々攻撃を受けています。厚生労働省関係では、平成27年に発
生した日本年金機構の個人情報の漏えい事案が大きな問題となりましたが、サイバーセキュリティ
担当参事官室はこの事案をきっかけとして誕生した新しい室で、厚生労働省全体及び関係機関の
情報セキュリティインシデント（機密情報の流出等セキュリティ上の脅威となる事象）の発生防止を
図るため、予防対策（各種啓発、教育、訓練、監査）、情報セキュリティインシデント発生時の対応（情
報収集、分析、被害拡大防止策の指示）等の業務を担っています。
また、現在、日本政府全体で電子政府化に取り組んでいるところですが、全省庁の情報システム
投資額のうち厚生労働省はその40％以上を占めており、様々な情報システムの情報セキュリティ
インシデント防止は大変重要であることから、当室では、民間出身の外部専門家の力も借りつつ、情
報システム構築の際の情報セキュリティ対策について助言しています。

大臣官房併政策統括官（統計・情報政策担当）付

現在の部署での印象的な仕事について
内閣サイバーセキュリティセンターによる情報セキュリティ外部監査の指摘を受けて対応策を検討し、省内

全ての部署及び関係団体に改善を依頼する文書を発出したことです。これまで省内全ての部署に依頼文書を
出すような部署にいたことがなかったのでとても新鮮でしたが、一方で省内に大きな影響を及ぼし得る部署と
しての重責を実感しました。

釡石 英雄
大臣官房参事官（サイバーセキュリティ・情報システム管理担当）併
政策統括官（統計・情報政策担当）付
サイバーセキュリティ担当参事官室長
▶▶▶▶▶

入省年度 平成元年度
学生時代の専攻 衛生工学科水質工学

入省時は労働衛生課に配属、地方研修は神戸西監督署、安
全課で平成4年の労働安全衛生法改正に従事、平成9年度
から2年間、秋田労働基準局で監督課長として労働時間短縮
施策に工夫を凝らす。平成12年から3年間、在インドネシア
日本国大使館一等書記官として日系企業の労使紛争対策に
奔走、平成27年10月から2年半関係団体に出向し、その後
平成30年から2年5ヶ月、能力評価担当参事官室で技能五
輪国際大会の日本への招致に従事。令和2年9月に現職に
異動。休日はエクササイズ。趣味は旅行、写真、釣り。

サイバーセキュリティ担当参事官室

2019年8月技能五輪国際大会開会式

技能五輪国際大会競技中の様子

2018年11月アルメニア日本大使館公邸にて 筆者は右から2人目。

労働基準局総務課
秋元 篤史
労働基準局 総務課
過労死等防止対策推進室室長補佐
▶▶▶▶▶

入省年度 平成22年度
学生時代の専攻 機械

労働基準局安全衛生部安全課で労働災害防止
対策に係る課内の調整業務を担当、福島労働局
では福島第一原子力発電所の廃炉作業等に従
事する労働者の労働災害防止対策や健康確保
対策を担当し、現職。現在は子育てにも奮闘中。

過労死等防止対策推進室

やりがいについて
人の命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

で貴い命が失われたり、障害を負ったり、心身の健康が損なわれることはあっ
てはならないと考えています。
しかしながら、過労死に加え、高所からの墜落・転落、機械への挟まれ・巻き
込まれ、化学物質による中毒、熱中症などにより、ほぼ毎日のように、全国のど
こかで、仕事が原因で人が亡くなっています。
厚生労働省の技術系職員の多くが、労働災害防止対策、化学物質や過重労

働等による健康障害防止対策といった人の命に関わる業務を担当していま
す。人の命に関わる業務を担当することの責任は非常に大きなものであると
考えますが、自分が担当する業務で一人でも多くの命を守ることができれば、
それよりも嬉しいことはなく、自身のモチベーションにも繋がっているものと
考えます。

過労死をゼロとすることを目指す
過労死等に係る白書の取りまとめや協議会の運営等
近年、業務における過重な負荷による脳・心臓疾患に係る労災支給決定 

（認定）件数は200件台で推移しており、また、業務における強い心理的負荷によ
る精神障害に係る労災支給決定（認定）件数は500件前後で推移しています。
過労死等防止対策推進法及び過労死等の防止のための対策に関する大綱

に基づき、過労死等に係る調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の
活動に対する支援の取組が進められており、その状況は「過労死等防止対策
白書」として、毎年国会に報告することになっています。
また、過労死等防止対策推進協議会では、定期的に、行政の取組の推進状
況や白書についての報告がなされ、それらの報告に基づき、今後の過労死等
防止対策等について議論が行われています。
過労死等防止対策推進室では、省内外の関係部署とも連携し、過労死等防

止対策白書の取りまとめを行うとともに、過労死等防止対策推進協議会の事
務局として資料の取りまとめ等の業務を行っています。
また、過労死等防止対策推進全国センターや全国過労死を考える家族の
会、過労死弁護団全国連絡会議等の関係団体にもご協力をいただき、過労死
等防止対策推進シンポジウムの開催、過労死等に関する啓発授業の実施、親
が過労死した遺児を対象とした過労死遺児交流会の開催等を行っています。

活躍のステージ
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バンコク

北京

厚生労働本省
（霞が関）

都道府県労働局
（全国47都道府県）

労働基準監督署
（全国325署）※現場研修

○中心的な勤務場所
○政策立案、国会対応等

○幹部（局長、部長、課長）として勤務することがある
○ 本省の方針を踏まえた具体的施策な企画立案、
業界団体に対する指導、監督署の指揮監督など

○早い段階で現場研修先として短期間勤務
○ 司法警察権限を有する労働基準監督官が多く勤務し、
企業に対する監督指導を行う第一線現場（悪質な法違
反などがあれば書類送検、逮捕なども行う）

指揮

指揮

厚労省にとって技術系職員の役割って？
技術系総合職で厚労省に入ると、本省で制度を作る仕事に

携わることになりますが、私が考えるポイントを一つ。

法令等により制度を新たに作る又は変えるに際しては、労

働安全衛生法令は非常に広範な関係者に規制が及ぶことか

ら、効果的・効率的な制度は何か、後々見込まれる影響も織り

込んで自分がベストと考える制度設計案を作り込むこと。上

司など誰かが直してくれるとは限りません。案を作る自分の

思考が足りなかったり先読みが悪いと、良かれと思ってやって

も労使のみならず地方職員からも不評を買って後味の悪い

思いをしたり、持ちがよくない制度になって変更を余儀なくさ

れたりということになります。

そんなダイナミックな職業生活を送れる技術系総合職とし

て、働く人の安全・健康の深くて広い課題に取り組みませんか。

ぜひ官庁訪問の扉をたたいてほしいです。

現在の業務について
コロナ禍で経済雇用情勢が悪化する中で、宮城労働局では県

内企業に対し、雇用を維持してほしい、休業手当として雇用調整助

成金を活用してほしいと働きかけ、連日数百件の申請があります。

これを2週間以内に処理するため、幹部・職員にはっぱをかけ、労働

局内の人のやりくりをして何とかこなしている状態です。宮城県内

で10月末までに2万5千件の申請がありましたが、大まかに県内

労働者の1、2割の雇用が維持されたことになり、もしこれが解雇に

なっていたとしたら、大変な社会状態になっていたと思われます。

増えつつある事業主都合による離職者への職業紹介を含めて、労

働局は最後のセーフティーネットを担っていることを実感しました。

都道府県労働局で働く 海外で働く

厚生労働省本省を飛び出しての仕事

毛利 正
宮城労働局長
▶▶▶▶▶

入省年度 昭和61年度
学生時代の専攻 機械工学

専門官クラスで専攻の機械の安全基準作
成やリスクアセスメントの制度化に携わっ
た。近年労働衛生の重要性が増してから
は、ストレスチェックや働き方改革の健康
管理の法改正、また放射線労働者の健康
問題に携わった。

宮城労働局

現在の職務内容について
労働局健康安全課長の業務は、労働安全衛生法等に

基づく事業場への指導のサポートと、管内の労働者の安

全と健康確保のための周知の活動です。労働安全衛生

法等に基づく指導権限は基本的には労働基準監督署に

あり、署では日々適切に法令に基づき事業場への指導を

行っています。一方、労働局では、管内の労働災害発生

状況や関連する法令改正など俯瞰的に見ながら、どの業

種に、どのような方法で指導するかアドバイスをすること

で、管内の労働災害が減少するよう対策を講じています。

また、事業場や関係団体に対する、法令に基づかないガイ

ドラインや、適用前の法令の周知なども行っています。

高松 達朗
岡山労働局 
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 衛生工学

建設安全、労働基準局の取りまとめ
業務、環境省出向の後、労働安全業
務の取りまとめを経て現職。休日は
DAZNでのサッカー観戦、ポケモン
の対戦スキル向上などをして過ごす。

岡山労働局

現在の職務内容について
「大使館」というと外務省で採用された職員ばかりと思っている方が
多いのではないでしょうか。実際は、各省庁から出向した職員も多くい
ます。在中国大使館には厚生労働省からの出向者が4人いて、4人で厚
生労働行政の分野を分担しています。私は、雇用労働分野と年金分野
の担当です。例えば、中国から日本に行く労働者が抱える問題があった
り、中国に進出する日系企業に労務関係で困っていることがあれば、外
務省や厚生労働省など日本の中央官庁の眼・耳・手足となって、中国政
府や関係機関と連絡・調整・交渉などを行います。
海外勤務は希望しましたが、中国語学習経験、留学や海外勤務の経

験は無く、赴任前に外務省研修所で2ヶ月間集中的に中国語研修を受
けました。

仕事のやりがい
大使館では色々な仕事がありますが、外交なので、ゼロサムゲームの

ところは譲らず、一方で、相手とギブ＆テイクでwin-winの案件を積み
上げていくのが基本です。また、こちらが持っている有用な情報を教え
てあげる代わりに、相手から有用な情報を聞かせてもらったりと「情報
屋」のような面もあります。
霞ヶ関での仕事は2年以内くらいでの異動が多いですが、大使館勤

務は相手国との人間関係が大事なため3年間が基本です。未だ私は赴
任から半年も経っていません。日本の印象をよくするだけでも日本に
プラスなので、赴任地の国の人が何を好むのか目下勉強中です。また、
例えば中国人は一緒にご飯に行くことが日本以上に人間関係構築の基
本なので、そうした様々な文化的な違いも感じられるのも海外勤務を
することの醍醐味だと思います。

学生へのメッセージ
私は安全衛生部での勤務が多いですが、法令改正も頻繁に行う部署

なので、柔軟で前向きな風土だと思います。
人それぞれ、どういった仕事に打ち込めるか、どういった仕事があっ

ているかは違うと思います。是非、自分にとってよい就職先を見つけて
ください。

現在の職務内容について
国連機関の専門機関であるILO（国際労働機関）のアジア太平洋総
局に派遣され、タイ・バンコクを拠点としてアジアの途上国における労
働関係の課題に対応する各種プロジェクトのマネジメントを行っていま
す。このプロジェクトは、労働者の職場での安全確保対策、社会保険制
度の改善、自然災害からの復興支援など多種多様なメニューで構成さ
れています。ILOは「ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい
仕事）」の実現を旗印に世界各地で活動を展開しており、日本の財政的・
人的貢献が重要な一翼を担っています。

仕事をするうえで大変だったこと
国際機関での業務は、上司・部下が職制上はいるとはいえ、「一人親

方」としてのものが主体となり、自分で計画を立て、その進捗管理や各
種調整を行い、はたまた専門的知見の提供をチーム単位以上に自分で
英語で進めなければなりません。また、関係するアジアの国々がそれぞ
れ発展度合いも文化も言語も違う中で、支援を行うに当たって何が本
当に必要なのか、このような決定をしてしまってよいか、という悩みは
尽きず、最適解を常に追い求めています。

小林 弦太
在中国大使館 経済部 一等書記官
▶▶▶▶▶

入省年度 平成18年度
学生時代の専攻 化学工学
技術系採用でも珍しく、安全衛生部の4課すべて
で勤務したことがあります。地方勤務は、研修で
北海道労働局のほか、滋賀労働局健康安全課長
として勤務しました。安全衛生以外では、例えば、
職業安定局外国人雇用対策課で経済連携協定
（EPA）などによってインドネシア・フィリピン・ベ
トナムから日本の看護師や介護福祉士資格の取
得を目指してやってくる外国人の受入れの仕事
を担当しました。地方勤務時代はマラソンに挑戦
して、フルマラソン4時間以内を達成しました。

須藤 祥
ILOアジア太平洋総局 日本プログラム統括調整官
▶▶▶▶▶

入省年度　平成10年度　　　学生時代の専攻　化学
安全衛生部での職場の化学物質対策や官房国際課での国際関係業務を主体としつつ、
環境省、岩手労働局、労働者健康福祉機構（現・労働者健康安全機構）での勤務も含めて
幅広い経験を得る。主食は甘いお菓子。

在中国大使館 ILOアジア太平洋総局

厚生労働省本省を飛び出して、全国各地・世界各地で活躍する職員のお話を聞きました。

技術系総合職職員の実に4人に1人が海外勤務・海外留学を経験しています。働く人の安全と健康の確保、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し、業務に必要な知識・能力を深めることもできます。

主な出向先　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　等
留学実績のある海外の大学　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

カンボジア労働職業訓練大臣への事業の説明（左側が筆者。）

直轄の第一線機関における施策の推進を指揮します。
本省で携わった施策が、いかに現場に浸透しているかを学び、課題を見付けることができます。

労働基準監督署での1日 ▶ P.20へ！

活躍のステージ
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厚生労働省本省を飛び出しての仕事

他省庁で働く

現在の業務について
スポーツ庁健康スポーツ課の仕事を一言でいえば、「みんなでスポーツをして健康になりましょう」ということ

になります。健康繋がりで厚生労働省から出向している訳です。
職務の内容は、スポーツをする人を増やすこと（＝健康な人を増やすこと）、地域のスポーツクラブなどを整備

すること、企業や自治体によるスポーツ振興を支援することが主なものとなります。もちろん障害者スポーツも
含まれます。さらに詳しく知りたい方は、スポーツ庁のホームページを見ていただければと思います。

学生へのメッセージ
私の職場は、スポーツ庁健康スポーツ課になりますので、その職務は「健康」とは切り離せないものになります。

皆さんは、健康と聞くと医学の領域というイメージを持たれるのではないかと思います。工学や農学を学んできた
人が担当できるのだろうかと不安に思われるかもしれません。
この感覚は正しくもあるのですが、実際のところ、霞が関の省庁で健康に関係する仕事をしている公務員の大半

は医学専門家ではありません。その理由は、健康スポーツ課の職務内容を見ればおわかりいただけると思います。
同様のことは、産業、インフラ、科学技術などの工学や農学に関係が深い省庁での仕事にも当てはまります。
志望する省庁を決める前に、自分がどんな仕事をしたいのか考えないといけません。研究者としての「専門知

識」を活かすというより、研究の過程で身に着けた「考え方や経験」をほかの分野に応用してみたいと考えているの
であれば、霞が関の行政官は良い選択になると思います。

小沼 宏冶
スポーツ庁 健康スポーツ課 課長
▶▶▶▶▶

入省年度 平成2年度
学生時代の専攻 土木工学
労働基準局補償課で過労死の認定基準関係の業務に携
わったことを振り出しに、職業能力検定制度の見直し、労
働災害防止の制度改正や長期計画策定等を経験。また、
文部科学省（スポーツ庁）のほか、外務省（経済協力局）、
地方支部部局、関係団体への出向も経験。

文部科学省　スポーツ庁

現在の職務内容について
現在の部署では、農業水利施設等における生物多様性保全のための適切な対応技

術の検討、農業生産基盤に影響を及ぼす気候変動等への対策技術の検討、土地改良事
業における環境への影響の予測及び評価に係る調査といった各種調査業務のほか、農
業遺産の認定審査を含む各種企画立案を担当しています。
農業遺産とは、次世代に継承すべき独自性のある伝統的な農林水産業を営む地域を

農業遺産として認定するもので、国連食糧農業機関（FAO）が認定する世界農業遺産と
農林水産大臣が認定する日本農業遺産の2種類があります。農業遺産の認定により、地
域の誇りを取り戻すとともに、農村地域における多様な主体の参画、地域産業の活性
化、交流人口の増加等を通じて農村振興の各種課題解決にも資するものです。現在、そ
の認知度を上げつつ、認定地域の取組を後押しする施策を展開しています。

小宮山 弘樹
農林水産省 農村振興局 農村政策部
鳥獣対策・農村環境課 農村環境対策室長
▶▶▶▶▶

入省年度 平成5年度
学生時代の専攻 情報工学
安全衛生部各課（計画課、安全課、労働衛生課、化学
物質対策課）、岩手労働局労働基準部長、大分労働
局総務部長、長野労働局労働基準部長などの業務
を経験、官民人事交流によりヤマハ発動機株式会
社人事部主管を経て現職。他府省への出向は環境
庁、内閣府に続いて3回目。

農林水産省

現在の業務について
労働大学校では、労働基準監督署やハローワークで働く職員を対象に、担当業務・行政経

験等の各段階に応じた研修を実施しています。私は労働大学校にて安全衛生の講義等を担
当しております。都道府県労働局及び労働基準監督署においては、職員が労働災害及び業
務上疾病を防止するために必要な指導、審査を行っておりますが、その指導等を行うための
基礎的・専門的知識・技術を分かりやすく効果的に修得してもらうためにどのようにすれば
いいのかを念頭におきながら、講義・演習・実習の構成等を組み立てています。

業務上心がけていること
「相手の話を聞いて考える」ことを心がけています。自分の持っている知識や常識だけでは解
決しない状況は多々あります。そのときは、関係する人たちの話を聞いて、それから、自分なりに
整理していくと、最善の解が得られるのではないかと思います。

城井 裕司
独立行政法人労働政策研究・
研修機構
労働大学校 准教授
▶▶▶▶▶

入省年度 平成4年度
学生時代の専攻 電子
労働基準局安全衛生部（化学物質対策
課）・職業能力開発局（能力開発課・能力
評価課）・科学技術庁原子力安全局のほ
か、各労働局・労働者健康福祉機構本部・
外国人技能実習機構事務所などの勤務
を経験。

（独）労働政策研究・研修機構

現在の職務内容について
私は2019年4月から、官民人事交流制度によってヤマハ発動機に出向しており、所属する人事部

では主に社員の「健康」を担当しています。厚生労働省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、会社の制度や取り組みへの反映を行っています。

やりがい
企業においては、社員の健康確保について労働安全衛生法に基づく健康診断及びその事

後措置をはじめ様々な活動が行われ、経営トップのリーダーシップによる積極的な取り組み
も広がっています。いわゆる「健康経営」もこれを促進するための発想です。私は今民間企
業に身を置き、日々民間企業の考え方や企業をとりまく社会・経済の変化を肌で感じながら、
安全・健康の取り組みをどのように活発化させられるか考えをめぐらせています。

富賀見 英城
ヤマハ発動機 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）などを経て現職。

ヤマハ発動機株式会社

現在の職務内容について
事業主の自主的な労働災害防止活動を促進するために設立された特別民間法人中央労

働災害防止協会にて、協会の事業活動方針の策定から、実施計画の作成、進捗状況の管理、
実績の評価、事業の改善まで、いわゆる経営企画業務を担当しています。
全ての働く人々の安全と健康を実現するために、協会の事業と国の行政指導が車の両輪

になる必要があります。国、そして関係団体とも意思疎通を図りつつ、働き方の未来と労働
災害防止の未来を見据え、協会のあるべき姿を描く努力を続けています。

厚生労働省・技術系職員を志望した理由について
様々なことに挑戦したいという性格であり、学生時代には経営工学を専攻し、経営、会計、

統計、生産管理、人間工学、経済性工学、金融工学、情報工学など幅広い分野を学びました。
社会に出るに当たっても、法令の制定・改正から、予算作成、国会対応、国際協力など幅広い
業務を経験できる国家公務員、特にあらゆる産業を対象に取り組む厚生労働省の技術系職
員の業務に興味を持ちました。

田口 勲
中央労働災害防止協会
総務部 総合調整課長
▶▶▶▶▶

入省年度 平成12年度
学生時代の専攻 経営工学
入省後は、職業能力開発局（現人材開発
統括官）にて技能検定やものづくり白書、
労働基準局にて電子政府化や機械によ
る労働災害の防止、在中国大使館にて日
中社会保障協定交渉や日系企業支援、老
健局・経済産業省ロボット政策室にて介
護ロボットの開発・普及の推進などを担
当。趣味は旅行、キャンプ、スキー。

中央労働災害防止協会

現在の職務内容について
気候変動、海洋プラスチックごみなど昨今の深刻な環境問題を解決するには科学技術・イ

ノベーションの力が不可欠です。それらを解決するための環境分野の技術開発をどのように
進めるか、といったことを主に検討しています。具体的には政府の科学技術関係の会議へ参
加したり、環境省の取組を発表したり、今後の環境技術開発の方向性を文章としてまとめたり
しています。また、近年、それまでにない革新的な技術・アイデアを生み出しイノベーション
を起こす、スタートアップ企業の重要性が高まっており、スタートアップ企業向けの支援策等
についても検討しています。

学生へのメッセージ
一つの分野にとどまらない、マルチな仕事を体験できる職場です。広い視野をもって、国の大

きな仕事に関わりたいと思っている方に、是非この仕事に興味を持ってもらえたらと思います。

吉徳 祥哉
環境省 大臣官房 総合政策課
環境研究技術室 調整係長
▶▶▶▶▶

入省年度 平成28年度
学生時代の専攻 建築
入省後は安全衛生部計画課で厚労科研費や
採用業務に携わった後、姫路労働基準監督署
での研修、労働基準局総務課での局の窓口業
務を経て、現在は環境省の環境研究技術室に
て、省内の科学技術関係のとりまとめや窓口
業務を行っている。

環境省

他省庁に出向し、厚生労働行政以外の分野でも活躍している職員を紹介します。 民間企業・法人・機構で働く
関係省庁、地方局、国際機関のほかに法人や機構といった関係団体のキャリアの道があります。関係団体では、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ます。
さらに官民交流として民間企業に出向し、行政で培った知見を生かしつつ、経験を積むこともできます。

主な出向先
　 （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民間企業　等

活躍のステージ
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髙保　純樹
労働基準局 安全衛生部 安全課 業務第二係員
▶▶▶▶▶

入省年度 平成31年度
学生時代の専攻 動物生態学

入省2年目。安全課にて高年齢労働者などの労働災害防止対策に取り組んだ
後、令和2年より現職。危険な産業機械に対する規制や、その検査機関の監督
などに携わる。休日は大好きな虫たちに会いに自然地へ赴く。

青木　那奈
札幌東労働基準監督署 安全衛生課 係員
▶▶▶▶▶

入省年度 平成31年度
学生時代の専攻 植物病理学

入省後は、安全衛生部化学物質対策課で新規化学物質の審査業務等に携わった後、
現職。趣味はラジオを聞きながらのお散歩です。

7：30

9：20

10：00

12：30

14：00

16：00

20：00

21：00

起床
身支度を済ませたら通勤開始です。音楽を聴き
ながら電車の中を過ごします。

起床
朝はぎりぎりまで寝ていたいため起床時間は遅
めです。

現場への移動
クレーンの検査のため現場に赴きます。現場に
行くときは、作業中の安全確保のため作業服、
安全靴、ヘルメットを着用します。

登庁
勤務時間は通常9：30からです。パソコンを起
動したら、まずはメールチェックを済ませます。

登庁
通勤時間は約30分です。地下鉄を利用してい
ますが空いているため快適です。

問合せ等の電話対応
電話等で寄せられた労働安全衛生法等に係る
問い合わせについて回答します。その場で回答
できない場合は課内で確認したり書籍で確認し
たりして対応します。

昼食
省内外の食堂で昼食を取っています。違う区分
の同期と鉢合わせ、一緒に食べることも。

専門家との打合せ
機械への規制の運用にあたって、技術的な判断
を要する場面では、専門家からの意見聴取が欠
かせません。この日のテーマは材料力学です。
大学時代の専攻とかけ離れた分野を扱うことが
多いので、日々勉強が必要です。

検討会への参加
この日は省外の会議室で、制度改正に向けた検
討会です。どの委員さんがどんな意見を言って
いたか、詳細にメモを取ります。職場に戻ったら、
次回の検討会に向け早速準備が始まります。

7：00

8：20

10：00

11：00

13：00

13：30

17：15

19：00

資料作成
課のとりまとめ班から、資料の作成依頼が来まし
た。依頼される資料は色々な種類がありますが、
今回は省内会議用の資料です。作ったものを班
長に見てもらってから、依頼元に提出します。

同僚と夕食
この日は課の同僚と夕食を食べに行きました。
今日も先輩が奢ってくれることを密かに期待し
ています・……

番外編 休日の過ごし方

子どもの頃から虫が好き
で、休日は定期的にカメ
ラを持って高尾まで出か
けます。他にも趣味のギ
ターを練習したり、友人
と飲み会をしたりと、好
きなことに時間を使うよ
うにしています。

退庁
少し業務が立て込
んでいましたが、急
ぎのものが終わっ
たので退庁します。
上司は普段から、早
めに帰るよう気に
かけてくれます。

クレーンの検査
クレーンの構造が法令等に適合し、適切に設置
されているかを外観検査や荷重試験等を実施し
て確認します。実際のクレーンは迫力があり圧
倒されると同時に本省で定める法令が現場でど
のような形になっているか学ぶことができます。

窓口での受付
事業者等が提出にくる各種健康診断等の報告
書や特定機械等の設置届など、記載内容を確認
して受付をします。

退庁
時間内に業務が終わるように頑張ります。基本
的に毎日定時で帰ります。

番外編 休日の過ごし方

休日はよく近所を散歩します。
研修で北海道に来てまだ知ら
ないことが多いので歩いてい
ると小さな発見がたくさんあ
ります。写真は北海道庁旧本
庁舎（赤レンガ庁舎）です。札
幌市内には気軽に観光できる
場所が多く楽しいです。

退庁後の過ごし方
コロナの影響もあり自炊に目覚めたため、ほぼ
毎日夕ご飯を作って
います。ナポリタン
が好きなため極上
のナポリタンをめざ
して定期的に作って
研究しています。

職員の一日
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東京での一人暮らし生活について

収入 232,840円※

支出 平均198,298円
※ 俸給、本府省業務調整手当、地域手当の合計（院卒者試験の場合は264,400円） 
法律の改正により、額が変動する場合があります。

お金事情

お家事情

住居家賃 平均75,375円
通勤時間 平均40.7分

食事事情

ランチは何を食べている？
● コンビニ
● お弁当を作っています。
● 食堂

平日夜の食事は？
● 自炊
● コンビニ弁当
● 金曜日は外食しています！

新型コロナウィルスの感染拡大を受け、厚生労働省では対応を行っております。令和2年入省職員は、本
来対面で行う予定だった初任研修を、2週間の在宅研修に切り替えるなど様々な影響を受けました。
また厚生労働省職員として、新型コロナウィルス感染症対策推進本部（本部長：厚生労働大臣）に配属され、
最前線で業務に携わっています。

なぜ厚生労働省に？

● 人の役に立ちたかったから。
●  インターンに行った際に労働災害が起こって考えるきっかけが

あったから。
●  身近な出来事や報道などをきっかけに、働く人のメンタルへルス

対策に携わる仕事に興味を持ちました。働く人の安全と健康に

ついて課題を解決していければ、いずれ自分自身や身近な人の

働き方もより良くなっていくと考え、厚生労働省を志望しました。
●  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。

職場の雰囲気は？

●  仕事中は皆さん真剣ですが、実は個性的で面白い人が多く、 

楽しい職場です。
●  和やか、意見がいいやすい。
●  周りの先輩・上司は皆さん明るく相談しやすい方々で凄く良い

雰囲気です。日々アドバイスをいただいております。
●  同期仲が良く切磋琢磨しながら日々過ごしています。
●  先輩方は優しく、相談しやすく風通しの良い職場です。

印象に残っている仕事は？

●  改正した法令に係るQ＆Aの作成。
●  即位礼正殿の儀で応援に行き他国の王族を間近で見られたこと。
●  監督署の業務で入力支援システムを使用した帳票を処理したとき。
●  自分の携わった仕事が、実際の労働現場で目にしたとき、感慨深

かったです。頑張って良かったと思いました。

志望者へメッセージをお願いします！

●  大変なこともありますが、やりがいのある仕事です。
●  非常に働きやすい職場です。
●  技術的な側面から、より働きやすい職場にしてみませんか。

コロナ対応に 
ついて

安全課長と令和2年入省者

3.6％3.6％
通信費

1.1％1.1％
保健医療費
4.9％4.9％

水道光熱費
5.7％5.7％
交通費

9.2％9.2％
教養・娯楽費 43.8％43.8％

住居費

16.6％16.6％
飲食費

15.3％15.3％
そのほか

平日事情

平日夜は何をしている？
● テレビを見る。
● 家事
● Youtube・ゲーム

● サブスクで映画をみる。
● 本を読む。

休日事情

休日の過ごし方は？
● カフェや公園に行ってのんびり過ごす
●  家でのんびり過ごすことが多いですが、
天気が良い日は近場にお出掛けする 
こともあります。

●  ゲーム、寝る、 
美味しそうなお店に行く

● 近所の古墳めぐりなど
● ジムにいって運動

霞ヶ関駅から乗り換え
無しで通える駅付近に 
住む人が多い傾向！

若手職員に聞きました
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