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職業安定局

職業安定局の所掌事務に関する総合調整等に関すること

公的職業訓練の受講者に関する職業紹介、職業指導、求職者支援制度等に関すること訓練受講者支援室

ハローワークの行う業務の運営に関する企画、立案等に関すること公共職業安定所運営企画室

旧朝鮮半島出身労働者に関すること人道調査室

ハローワークサービス憲章等に関することハローワークサービス推進室

ハローワークが行う職業紹介、職業指導等に関すること首席職業指導官室

総務課
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雇用の安定、再就職の促進に全力で取り組んでいるほか、経済・産業構造の転換

に的確に対応して、新規・成長分野を中心とした雇用機会の創出、雇用のミスマッチ

の解消などを重点とした雇用対策を積極的に推進することにより、国民の雇用不安

を払拭し、再び希望と活力にあふれた経済社会をつくりだすことを目指しています。

高齢者や障害者雇用等の総合的な企画・立案・調整等に関すること

公正な採用選考の確立、生活保護受給者、ホームレスなどの雇用機会の確保等に関すること就労支援室

労働移動に関する企画、立案に関すること労働移動支援室

農山村における雇用機会の確保、林業労働者の雇用管理の改善等に関すること農山村雇用対策室

建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善等に関すること建設・港湾対策室

介護分野における労働力需給調整、介護労働者の雇用管理改善等に関すること介護労働対策室

雇用開発企画課

外国人の職業紹介、外国人の雇用に関する事業主等への助言等に関すること

特定技能外国人等の受入れのための環境整備に関する政策の企画、立案等に関すること海外人材受入就労対策室

経済連携協定に基づく看護師及び介護福祉士の候補者等の受入体制の整備等に関すること経済連携協定受入対策室

外国人雇用対策課

雇用失業情勢についての分析・情報収集等に関すること

民間人材サービスの活用に関する企画、立案等に関すること民間人材サービス推進室

雇用政策課

失業等給付などの雇用保険事業等に関すること雇用保険課

労働者派遣事業、民間職業紹介等に関すること需給調整事業課

高年齢者雇用確保措置、シルバー人材センター事業等に関すること高齢者雇用対策課

障害者の職業紹介・職業指導、障害者の雇用の促進、職業生活における自立の促進等に関すること

地域における障害者の就職、職場への定着の促進等に関すること地域就労支援室

※練馬区上石神井庁舎

障害者雇用対策課

人材開発統括官

人材開発統括官の所掌事務に関する総合調整に関すること人材開発総務担当参事官室

すべての人が能力を高めて適した仕事に就くことができるよう、離職者等を対象

とした公的職業訓練の実施、企業による人材育成の支援、技能検定の実施等による

職業能力評価体制の整備など、働く人のスキルアップを支援する施策を実施して

います。

外国人技能実習制度に関すること

政府間の技術協力、国際機関等を通じた技術協力に関すること海外協力室

外国人技能実習機構の組織及び運営一般に関すること技能実習業務指導室

海外人材育成担当参事官室

人材開発政策の企画及び立案に関すること 職業能力開発基本計画に関すること 等

人材開発統括官の所掌に係る施策のうち横断的な処理を要するものに関すること　

人材開発統括官の所掌に係る広報に関すること　能力開発基本調査、ものづくり白書に関すること 等

政策企画室

障害者向け職業訓練に関すること　技能者育成資金の運営に関すること

介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること　等

特別支援室

公的職業訓練の運用に関すること　職業訓練指導員の養成に関すること　等訓練企画室

事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上に関すること

技能五輪国際大会の日本開催実現に向けた招致活動及び実施に当たっての準備運営に関すること

各種技能競技大会の実施に関すること

企業内人材開発支援室

キャリアコンサルティング、ジョブ・カード制度に関することキャリア形成支援室

人材開発政策担当参事官室

我が国の将来を担う若年者等の就職支援に関すること並びに労働者の自発的な
職業能力の開発・向上に関すること

若年者・キャリア形成
支援担当参事官室

技能検定、認定社内検定、職業能力評価基準、卓越した技能者（現代の名工）の表彰に関すること 等

技能五輪国際大会推進室

能力評価担当参事官室

地域における雇用開発、雇用機会の確保等に関すること地域雇用対策課

ハローワークシステム等に関すること労働市場センター業務室



Q1

幹部へのインタビュー

職業安定局
障害者雇用対策課長

小野寺　徳子
お のでら のりこ
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埼玉県下の15のハローワークを統括し、埼玉県という一地域ではある

ものの職業安定行政の責任者として陣頭指揮を執らせていただきました。

職業安定部長としては8年前に山梨労働局での経験もありましたが、埼玉

は組織も職員数も大規模で全体を把握することが難しいばかりではなく、

比較的閉じた労働市場を持つ山梨とは異なって、東京と一体となった大

規模な労働市場の中でマッチング機能を果たす上での課題も多く、当初

は苦労しました。一方で、地域特性や県民性を踏まえたその局なりの創意

工夫が求められることは全国に出先機関を有する安定行政の面白さでも

あり、本省での仕事以上に、その地域の具体的課題を踏まえカスタマイズ

した行政運営を迅速かつピンポイントで行えること、また個々の職員の

強みを引き出して集結すると「1＋1＝2」ではなく、「5」にも「10」にもなると

いうマネジメントを経験できることは地方管理職の醍醐味だと思います。

業務運営と組織マネジメントの
醍醐味を経験
平成22年 埼玉労働局 職業安定部長

業務運営と組織マネジメントの
醍醐味を経験
平成22年 埼玉労働局 職業安定部長

事業主の社会連帯の理念に基づき、企業には一般の労働者と同じ水準

で障害者の雇用機会を確保していただくべく「法定雇用率」を基礎として

障害者の雇用の義務を課しています。企業には採用の自由がある中で非常

に厳しい規制ですが、この「雇用率制度」と「納付金制度」の両輪により

我が国の「量」としての障害者雇用は進んできたことは間違いありませんし、

民間の令和元年の実雇用率は法定雇用率2.2％に対して、2.11％という水準

に達しています。今後は障害者一人一人が持てる能力を発揮し、働きがいを

追求できるよう「質」の向上に向けてより一層取り組んでいく必要があります。

障害者雇用の推進
令和元年 職業安定局 障害者雇用対策課 参事官

「働く」ということは、その人の「生きがい」や自己実現を図る

大きな要素となり得るものです。人間科学職は、多角的なアプ

ローチにより国民一人ひとりの「働く」を支えていく非常にやり

甲斐がある仕事です。だからこそ、社会や国民ニーズの変化等

に伴い年々多様化複雑化する諸課題にスピード感を持って

対応していくことが求められる厳しい面もありますが、変化に

富んだ多様な職務にチャレンジすることができます。「他者」

への深い関心や関わりを大切にする姿勢を持ち、人の役に立

ちたいと思っているのであれば、これ以上にふさわしい職場

はないはずです。チャレンジ精神を持つ力強い仲間をお待ち

しています。

厚生労働省は福祉・医療・雇用など「人」の一生を通じたライフ

ステージで国民の暮らしをサポートするという非常に幅広い施策領域

を有する行政機関です。そのなかで人間科学職は人の人生の多くの時間を

占め、人が尊厳を持って生きるための「核」となる「職業」に関わる

分野を中心に活躍をしています。心理学、教育学、社会学等の専門的

知見を生かし、「個」を大事にしながらもマクロの視点もあわせ持ち、

政策課題の発見、政策・制度の企画・立案、業務実行までの一貫した

役割を発揮していただくことが期待される「総合職」です。

厚生労働省の人間科学職とは
どのような職種なのでしょうか
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受験生へのメッセージ

平成2年

平成14年

平成19年

平成22年

平成27年

平成29年

平成30年

令和元年

入省

山梨労働局　職業安定部長
└効果的効率的な業務運営を目指しハローワークの再編と
　業務機能強化を推進

職業能力開発局　能力開発課　課長補佐
└我が国の公的職業訓練施策の企画・立案に取り組む

埼玉労働局　職業安定部長

職業安定局　人道調査室・ハローワークサービス推進室長
└将来のハローワーク業務・システムのあり方を検討

独立行政法人労働政策研究・研修機構　労働大学校　准教授
└中央研修所としての全国のハローワーク職員のスキルアップ
を推進

職業安定局　総務課　首席職業指導官室　首席職業指導官
└大きな節目を迎えるハローワークの職業相談業務のあり方を
検討

職業安定局　障害者雇用対策課　参事官を経て現職

Q3人間科学職の仕事の一つに
「政策の企画立案」ということが
ありますが、どのように行われるのですか
日々の報道で厚生労働省に関連するニュースに触れない日はないのでは

ないでしょうか。厚生労働省は国民の経済、社会生活において日々生じる

問題、課題等に迅速に対応していくことが求められる組織です。職業安定

行政においては第一線機関として全国に労働局、ハローワークを有して

おり、それらを通じて把握できる地域の現状等に加え、データエビデンス

から生じている課題を的確に捉え最適解となる政策手段を検討・選択し、

要件・手続き等を具体化していく。労働行政では特にその検討過程におい

て労使等関係者との合意形成が求められますし、法案であれば各省協議、

国会審議、予算であれば財政当局等との折衝と様々な調整・協議をクリア

する必要があります。また、それら制度、施策を執行していく場合には現場

との摺り合わせ等によるフィージビリティの検証も重要です。さらに、施行

後の効果の検証や結果を踏まえた改善等、常に最大限の行政効果を生む

努力を継続していく必要があります。

Q4
人間科学職の活躍領域の一つである職業安定行政はハローワークと

いう第一線機関を有しており、人間科学職は政策立案機関である本省

とその執行機関であるハローワークをつなぐパイプ役としての重要な役割

を担っています。我が国全体の社会・経済情勢を的確に捉え、大局的な

視点に立って課題解決、政策立案に携わるジェネラリスト的な活躍のみ

ならず、個人志向的な感性も大切にしながら、専門性を発揮するスペシャ

リストといった両者の立場で活躍できることが魅力の一つだと思います。

自ら企画立案した政策、制度が実際にどのように国民一人ひとりに届

いているか、役立っているか、現場を通じた反応や手応えを感じることが

できるとともに、仕事を進める上で、省内だけではなく、全国の現場、

様々な立場の人との出逢いに恵まれ、刺激的な職業人生を送れること

も魅力の一つではないかと感じます。

人間科学職の魅力とはQ2
本省では職業安定局、人材開発統括官をはじめとした各部局や労働

局、または関係団体等で、
●労働行政の第一線機関であるハローワークの職業相談・紹介業務
●若年、高齢者、障害者、生活困窮者、外国人労働者等の各対象層の

特性を踏まえたきめ細かい就職支援
●企業に対する雇用管理指導、助成等の政策手段を組み合わせた雇用

対策
●個々人の適性等を踏まえたキャリアデザイン支援

これらと連動した能力開発促進施策等、「職業」をめぐる様々な課題

に対応し、幅広い行政領域で政策立案、業務指導等を推進していくと

いう重要な役割を担っています。

具体的にはどのような仕事を
するのですか

キャリアストーリーキャリアストーリー



石川　貴之
いしかわ たかゆき

大学院では、教育哲学・教育史を専攻し、特にゼミ

では障害者教育の歴史について学んでいました。ゼミ

で、通常学級で学ぶ障害児や就労施設で働く障害者

の方と交流する中で、障害の有無に関わらず、適切な

サポートを受けながら自立した生活を送ることができ

る社会を作りたいと思い、厚生労働省を志望しました。

学生時代に勉強したこと
職業安定局内における規制改革や特区制度、マイ

ナンバー制度やIT関係の取りまとめが主な業務です。

総務課は、各課に作業を依頼し、それを期限までに

提出してもらい、まとめる事が仕事ですが、どこの課

がどういう法律や事業を所掌しているか覚えないと

いけないので大変です。最近は、ハローワークへの

提出書類に押印を不要とするための文書を各課と

調整しながら作成しています。

現在の業務
厚生労働省の働き方がいかに悲惨かというレ

ポートが公表されたと同時に内定が決まったので、

内定直後は不安を感じていましたが、いざ働いてみる

と意外に早く帰ることができ、最低月１回の休暇も

取れるので、噂で聞いていたような働きづらい職場

でもないと感じており、安心しています。

入省前と入省後の印象の違い

入省前と入省後の印象の違い

様々な分野に興味がありますが、学生時代の経験もあり、

特に障害者雇用に関する事業に携わってみたいです。

また、公共政策について学ぶために留学をしたいとも考えて

います。

新任職員インタビュー

8

学生時代に勉強したこと 現在の業務

今後したいこと
職業安定局　総務課
首席職業指導官室　職業紹介係

酒井　真実
さか い ま み

元々は土木工学を学んでいて、語学留学や学生プ

ロジェクトに参加するなど活発に活動していました。

卒業後、民間企業に勤め始めてから、人の人生に深く

寄与できるような仕事をしたいという思いが大きく

なり、改めて臨床心理学を学び直しました。

学生時代に勉強したこと
当室は若年者雇用対策、地域若者サポートステー

ション、教育訓練給付制度の講座指定に関する事務

を所管しており、私はその窓口として、主に他省庁や

他課、国会議員等からの照会や作業依頼等を、担当係

に依頼したり、手続きのサポートをしたりしています。

現在の業務
想像以上に、臨機応変に対応する力が求められる

職場でした。迅速かつ適切な判断をしていく上司の姿

を見て、自分自身も今からしっかりと知識や経験を

積んでいきたいと思うようになりました。また、新規

職員へのサポートが手厚かったのも印象的です。

入省前と入省後の印象の違い

現場と政策を連動して考えられるような行政官になりたい

です。将来的には、これまでの自分自身の経歴も活かして、

キャリア形成支援や建設分野に携われたらと思っています。

また、国際機関への出向や研究職ポストなどにも関心があり

ます。

今後したいこと
人材開発統括官付若年者・
キャリア形成支援担当参事官室　企画係

今後したいこと

川合　智也
かわい とも や

大学では臨床心理学を専攻し、様々な心理的な
問題を抱える方やその家族などに対する支援のあり
方を学んできました。発達障害により就労に困難を
抱える方のカウンセリングを担当した経験から、個人
が自己実現できるような社会の形成に貢献したいと
思いました。

学生時代に勉強したこと
毎月末に公表する一般職業紹介状況（有効求人
倍率等）に関する業務や、他部局からの依頼への
対応などを行っています。また、局内の災害窓口担当
として、震災復興に関する案件のほか、令和２年７月
豪雨や新型コロナウイルス感染症対応のとりまとめ
業務もしています。

現在の業務
入省前に想像していた以上に、他の人と協力して
仕事をすることが多く、心理学等の専門性を活かして
働くというより、職業安定行政に関する幅広い知識
が期待されていると感じています。若手であっても
大きな案件を担当する機会があり、日々勉強になって
います。

入省前と入省後の印象の違い

業務上、スピードを求められることが多く、目の前の業務

に手が一杯のこともありますが、雇用政策課の一員として、

雇用失業情勢の分析に必要な知識はもちろん、職業安定行政

に関する法令や制度についての理解を深めていきたいと思い

ます。

今後したいこと

中村　瑛一
なかむら えいいち

大学院では社会福祉学を専攻し、主に障害者福祉について学び

ました。特別な支援を必要とする人々の「働く」というニーズが実現

されることで、その人の人生を豊かにし、誰もが自分らしく生活

できる社会を実現していきたいと思い、厚生労働省を志望しました。

学生時代に勉強したこと

障害者雇用対策課に配属され、ハローワークにおける障害者

の職業相談・職業紹介や、障害者の雇用を促進するための助成金

制度の運用などの業務を担当しています。全国の労働局からの

問合せへの対応や、審議会等の資料作成に必要なデータの集計、

分析なども行っています。

現在の業務

入省前は忙しい職場という印象が強く、仕事の相談がしにくい

イメージを持っていました。しかし、実際にはメンター制度の導入

により、仕事の内容や進め方についても相談しやすい体制が構築

されており、日々の職務の中で生じた疑問について、先輩や上司も

丁寧に教えてくださり、とても働きやすい職場です。

入省前と入省後の印象の違い

人間科学職の強みを活かして、現場に寄り添った政策を展開

することにより、誰もがいきいきと働くことができる社会の実現

に向けて貢献していきたいです。そのためにも、まずは法令や制度

について勉強し、行政官としての基礎的な能力を身に付けつつ、

人間科学職としての専門性も高めていきたいです。

今後したいこと

おおざわ な つき

学生時代は発達心理学の研究室に所属し、保育所

で子どもたちと関わったり、先生方のお手伝いをしたり

しながら、研究を行っていました。また、交換留学を

行い、心理学を中心に学ぶとともに、異なる言語や

文化、価値観を持つ人々 の中で過ごす経験をしました。

首席職業指導官室は、全国のハローワークの職業
紹介業務を統括する部署です。その中で私は、他
課室などからの仕事の担当係への取り次ぎ、全国
の労働局や一般の方からの問い合わせへの対応、
労働局が取りまとめるデータの集計作業などの業務
を担当しています。

入省前、説明会などで「バランス感覚が大切な仕事」

と伺っていたのですが、あまりイメージできていません

でした。しかし、実際に働いてみると、室内や他課室

等との調整が必要となることが多く、「バランス感覚」

の意味とその難しさ・面白さを実感しています。
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18:15 退庁

17:15
他部署が作成した障害者関係の報告書について、障害者雇用に関するページの

記載内容の確認依頼を受けました。統計の数字に間違いがないかや、最新情報に

なっているか等を確認し、修正が必要な箇所があれば、依頼元の部署に返します。

他部署からの作業依頼対応

15:45
分科会で議論された内容を踏まえて、次回の分科会に向けて追加で検討が

必要なデータの集計・分析を行います。

障害者の職業紹介状況のデータ分析

18:00
本日行った作業内容について報告・相談し、明日以降に取り組む作業について

整理します。

上司への報告

13:00
障害者の雇用機会を確保するため、事業主に対して課されている障害者雇用

率制度の法定雇用率の引き上げ時期について、労働者・使用者・障害者の代表

と学識経験者等で構成される分科会において議論します。それぞれの意見を

聞きながら適切な引き上げ時期について検討していきます。

障害者雇用分科会の傍聴

10:00
障害者の職場定着を目的とした助成金の支給要件に関して、労働局から疑義

照会がありました。支給要領等を確認しながら上司にも相談し、労働局に回答

します。また、現場では現行の要領のどの部分の解釈を疑問に感じているのかを

整理し、次回の要領改正時の参考とします。

労働局からの問合せ対応

11:00
今年度から開始した「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」

の普及啓発のため、ホームページの情報を更新します。認定マークの掲載や、リーフ

レットの作成などにより、認定制度が広く周知され、障害者雇用における優良な取

組が広まっていくよう期待しながら、分かりやすいページとなるよう作業を進めます。

ホームページの更新作業

9:30 登庁

12:00 昼食

1日のスケジュール

まずは必要な知識を身に付け、日々の業務をきちんと行える

ようになりたいです。そして、来年の地方研修では、労働局や

ハローワークでの業務を通して、現場の視点を身に付けたい

と思っています。将来的には、留学や海外勤務にも関心があり

ます。

大澤　菜月

職業安定局　総務課　企画法令係

職業安定局　雇用政策課　雇用政策係

職業安定局　障害者雇用対策課
職業指導係



地方研修について
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愛知労働局
名古屋中公共職業安定所
（令和元年度所属）
職業安定局総務課首席職業指導官室
職業紹介係

秋元　実可子
あきもと み か こ

研修前半の約半年間は、求人部門、職業紹介部門、学卒部門、マザーズハローワーク等で研修

させていただきました。令和２年度は、新型コロナウィルスによる混乱に対処しつつ、利用者の方

に満足いただけるサービスを提供し、同時に、大勢の職員を感染から守らなければならないと

いう困難な状況にあり、ハローワークは終始、緊迫感に包まれていたように思います。苦しい

状況でも責任感を持って業務に臨まれる職員・相談員の方 と々共に、私自身も感染の恐怖を

感じながら利用者の方と関わらせていただく中で、現場の厳しさを肌で感じ、貴重な経験と

なりました。

研修中は、各部門の方々にいつも助けていただき、様々なことを教えていただきました。本省に

戻って勤務する際は、お世話になった職員・相談員の方々のお顔を胸に、現場で求められている

ことは何か、どうしたら運用しやすい施策になるかといった視点を大切にしていきたいです。

少しでも多くのことを吸収して本省に戻れるよう、残りの研修期間も気を引き締めて臨みたい

と思います。

北海道労働局
札幌公共職業安定所

廣瀨　史帆
ひろ せ し ほ

助成金の申請・相談、雇用保険に関する個人の手続き、事業主の手続き、求職者の職業相談など、

１～２ケ月ごとに、労働局やハローワークの各部門の業務に取り組んでいます。新型コロナウイルス

感染症の影響もあり、連日多くの相談が寄せられていますが、全国に拠点があるからこそ、各地で

丁寧な窓口対応ができるのは、職業安定行政の強みだと感じます。様々な事案に対応する職員の

皆さんのパワフルな姿を見ながら、また自分自身も利用者の方 と々お話をさせていただきながら、

常に何か新しいことを学べる、刺激的な日々です。

１つ１つの業務を経験する中で、それぞれの繋がりや大まかな全体像も見えてくるようになって

きました。入省１年目は若年者雇用について、労働局に各都道府県の状況の報告などをお願いして

いましたが、少しずつ現場のことがわかってきた今となっては、もっと工夫できた部分があったなと

感じます。残りの研修期間では、できる限り現場の感覚を身につけて、来年以降の本省業務に生

かしたいです。

都道府県労働局
都道府県労働局は、各都道府県を管轄として全国47ヶ所に設置されて

おり地域における総合労働行政機関として労働基準行政、職業安定

行政、人材開発行政及び雇用環境・均等行政の4つの行政分野を総合的

かつ一元的に運営しています。

働き方改革を一体的に進めるため、平成28年4月1日に労働局内に

新たに雇用環境・均等部（室）を設置し、女性の活躍推進、ハラスメント

対策の推進、非正規雇用労働者の待遇改善、ワーク・ライフ・バランス

の推進に関する取組など、誰もがいきいきと働きやすい職場環境の実現

に向けた総合的な行政を展開しています。

ハローワーク（公共職業安定所）

人間科学職（初年度）の研修について
（令和元年度の実績）

ハローワークは、求職者に対して、職業相談を通じて、能力と適性を

把握し、求人情報を提供、職業紹介、職業訓練のあっせんなどを行って

います。

必要な場合は、キャリアコンサルティングや面接のトレーニングなど

を行い、再就職の実現を図っています。

一方、求人者に対しては、求職者情報の提供や求人条件に対する指導

だけでなく、雇用促進のための各種助成金などの業務を行います。また、

職員が自ら求人開拓を行って求人の確保を行います。

このほか、高齢者や障害者、新規学卒などを対象とした合同就職面接

会の開催などのマッチング業務を実施しています。

また、失業者に対しては、雇用保険の受給資格の決定や失業の認定、

失業給付の支給決定などの業務を行います。さらに、働く人の主体的な

能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ること

を目的とする教育訓練給付の支給決定などの業務を行っています。

事業主に対しては、雇用保険の適用や雇用保険被保険者の資格の

取得、喪失手続を行っています。

合同初任研修
全省庁合同で行われる3日間の宿泊
研修。講演やディスカッション、公務員
倫理の学習等を通じて、国家公務員とし
ての心構えを学ぶ。 

厚生労働省内研修
厚生労働省新任職員対象の約3週間
の研修。省が所掌する幅広い業務内容
を学びながら、行政官としての基礎を身に
付ける。またハローワークなどの関連施設
の見学も行う。

４
月

人間科学職研修
厚生労働省の人間科学職新任職員を
対象とした数日間の研修。人間科学職
が主に携わる労働行政の概要に加えて、
人間科学職としての心構えなどについ
て学び、人間科学職の役割への理解を
深める。

人事院初任行政研修
全省庁合同の5週間にわたる研修。政策
に関する講義や討論や、介護施設や地方
自治体での見学・実習を行う。様々な省庁
の同期と親睦を深めるとともに幅広い
知見と繋がりを得る機会となる。

5
月 ~

 

7
月

地方研修
（次年度（入省2年目）の1年間で実施）
都道府県労働局及びハローワークと
いう職業安定行政の第一線で働きながら、
職業安定行政施策の運用を具体的に
学ぶ（平成30年度は10月～３月の期間で
実施。令和元年度採用者からは、次年度
（入省2年目）の１年間で実施）

次
年
度
4
月 ~

（令和元年度所属）
人材開発統括官付
若年者・キャリア形成支援担当参事官室
若年者雇用対策係

仙譽　晋一郎
せん よ しんいちろう

私は労働局で３ヶ月、ハローワークで９ヶ月のスケジュールで研修を行って

います。労働局では、職業安定部の各課で研修を行ったほか、雇用調整助成金

に関する業務を行いました。ハローワークでは、各部門の窓口業務を中心に研修

を行っています。地方研修に来て一番感じたことは利用者との距離の近さです。

ハローワークでの窓口業務では、事務手続きだけでなく利用者からの相談に

応じ、アドバイスをする機会も多くあります。自分の発言や提案が利用者に直接

的に影響を及ぼすため、安定行政をはじめとした知識を持っていること、それを

正しく伝えることの重要性を日々感じています。その中で、利用する人がわかり

やすい、利用者目線の行政をこころがけ、日々の業務にあたっています。地方研修

の魅力として、研修に行った土地を深く知ることができることが挙げられます。

福岡の文化に触れたりすることや現地の職員の方とのコミュニケーションは、

研修を通してでしか味わえず、とても貴重な経験になっています。残りの研修

期間も、本省に戻った際の業務に繋げられるよう過ごしていきたいと思います。

（令和元年度所属）
職業安定局雇用政策課
雇用政策係

17:15 退庁

15:00
認定の窓口が混雑してきたので、応援にいきます。福岡中央所

の認定窓口には、在籍している職員だけでは対応しきれないほど

の人数が来所することが多くあるので、応援に回ることが多い

です。研修生という身分ですが、一職員としてフル回転で研修

を行うことになるので、色 と々勉強になります。

雇用保険給付課認定窓口

13:00
午後からは決定の窓口を担当します。決定の窓口に来る利用者

の中には、はじめて基本手当を受給される方も多く、そういった方

には限られた時間の中で一から説明を行います。最初はぎこち

なかった説明も回数を重ねるごとに上達していきます。また、雇用

保険以外にも、国民健康保険や年金などの質問をされることが

多く、安定行政以外の知識も必要となります。

雇用保険給付課決定窓口

9:00
現在研修を行っている雇用保険給付課には、基本手当（失業

手当）の受給資格の決定を行う決定窓口と、基本手当の支払い

手続き等を行う認定窓口の２種類の窓口があります。窓口業務

では、利用者の方から質問をされることが多いですが、周りの

職員の方がフォローしてくれるので、安心して業務を行うことが

できます。事務手続き以外にも、相談に応じたりもします。

雇用保険給付課認定窓口

11:00
この日は窓口業務のほか、毎月勤労統計調査に係る、基本手当

の追加給付の業務を行いました。実際に業務を行なっている職員

の方々から、業務に関する意見を多数いただき、非常に良い時間

となりました。地方研修では、現場の職員の方から色 と々意見を

いただくことも多くあります。

追加給付業務

8:30 登庁

12:00 昼食

1日のスケジュール

福岡労働局　福岡中央公共職業安定所



法務省 文部科学省 会計検査院

人事院 その他

新任職員が就活時に抱えていた疑問について 先輩たち（入省9年目まで）に聞いてみました！

入省前は何をしていましたか？

大学生 大学院生 社会人 その他
教育系 社会系 心理系

福祉系 その他

Q1

官庁訪問で訪問した省庁は
どこですか？（複数選択可）

Q3 Q4

大学（大学院）の専攻は何ですか？Q2

若手職員に聞いてみた！

11 12

赤羽　幸治郎
あかばね こう じ ろう
職業安定局　総務課　中央職業指導官

実際に育休を取得されている先輩の声が聞きたい！Q5

わたしは、２０２０年５月に長女が産まれ、それに合わせて育児休業制度を活用することにしました。

育児休業取得にあたって、休業期間をどうするか悩みましたが、男性としては長めの約１年の育児休業

を取得しました。（取得にあたり、人事の方の職場配置上のご配慮、幹部の方々のご理解に、この場を

借りて感謝申し上げます。）育児休業取得までは、男性が長期の育児休業をする必要があるのか、と思う

部分はありましたが、実際に子どもが生まれて約３ヵ月経過した今では、その育児の大変さに、これがもし

一人だったら肉体的にも精神的にも辛かった（もちろん、育児の喜びはその倍ありますが！）だろうと容易

に想像できます。

育児を始めて間もないですが、この経験を通じてわたしがワークライフバランスについて考えることは、

「人生、仕事だけじゃないよ」ということです。（どこかで聞いたような言葉ですが（笑））もちろん、仕事は

人生を充実させるとともに、生活の糧を得るために必要ですが、家族との関わりも同時に重要であり、

できるだけ多くの時間を家族と共有することが、家族にとっても自分にとっても良いものと個人的には

思います。ワークとライフそれぞれに、同じくらいの情熱や時間を注ぐことが、まさにワークライフバランス

なのではないかと考えています。

就活の反省点をあげるなら
何ですか？

35%

47%
32%

6%
6%

9%

29%

13%42%

8%
8%

52%

9%
4%

情報収集の不足
人間科学区分で入省したら厚生労働省でどんな仕事に就く

のかをもっと分析、研究すべきだった。

民間企業も含め、業界・職種についてもっと幅広く見てお

けば良かった。

準備開始の遅さ
面接準備の開始が遅くなってしまった。国家公務員試験に

受かってから官庁訪問の準備を始めたので、面接前日に

なっても志望動機やガクチカがまとまらず、苦しい思いを

した。

官庁訪問中の失敗
都内への移動や緊張で予想以上に疲れたので、官庁訪問

期間中は他の予定をずらすなどして、もう少し余裕を持って

臨めばよかった。

Q6 厚生労働省を選んだ決め手は
何ですか？

厚生労働省／行政官の魅力から
「ゆりかごから墓場」まで、人間の一生を支えていける仕事に

携われることは、厚生労働省にしかない魅力だと感じたため。

行政官として広く制度の企画立案に携われる点に魅力を

感じた。また、職場に明るい雰囲気を感じたため。

人間科学職の魅力から
人間科学職は、本省以外（研究機関等）のポストも多い印象

だったため、様々な仕事に関わることができるのではないか、

と感じたから。

ワークライフバランス
女性でもしっかり活躍できる（保育園の確保や、女性の雇用

率の高さ等）職場だと感じたため。

Q7 仕事のやりがいは何ですか？
報道関連
朝刊を読むときに、昨日の自分の仕事が大きな記事になって

いるのは、何度経験しても感動する。

制度・法
本省での仕事はデスクワークが中心だが、省内外の方と調整

し、何か新しい制度や取組を進めていく場合も多く、また、

国民生活に大きく影響を与える内容もあり、達成感ややり

がいを味わえると思う。

スキルアップ
有識者の話を聞いたり、現場に出向いたりして、色々な勉強

ができること。

達成感
本省にいるときは、大きな仕事に携わり、その仕事をやりきれ

たとき。現場のハローワークでは、本当に困っている人の助け

になるようなことができたとき。



厚生労働省に関する話題をきかない日はないでしょう。

決して「楽」ではないですが、「楽しい」業務ですし、その

中味はいかようにでも自分の力で変えていくことができる

柔軟さもあります。時代に即して、よりよい職場環境を

平成28年
 

平成29年

平成31年

令和2年

入省
職業安定局　雇用開発企画部　高齢者雇用対策課　企画係
└高齢者雇用対策の企画立案業務を担当
　北海道労働局で地方研修

職業安定局　総務課　企画法令係
└局内のとりまとめを担当

職業安定局　総務課　公共職業安定所運営企画室　企画係
└ハローワークの運営に係る企画立案業務を担当

現職

子ども家庭局家庭福祉課　企画係主査

中村　舞
なかむら まい

もし産まれた場所や家庭が違えば、私という人間も全く違っていたのだろう。

世の中にはあり得たかもしれない自分がたくさんいて、その「自分」が本人の

意思に関係なく選択肢を狭められているとしたら、それは私の痛みでもある。

その痛みに人生のあらゆる段階で多角的にアプローチできる仕事って何

だろうと考えていた時に、あらゆるライフイベントに関わる厚生労働省の裾野

の広さや、諸先輩方の知力、胆力、その陰にほとばしる想いに触れ、ここだ！と

決めました。

保護者がいないなどの事情を抱える子どもたちに、できる限り温かい家庭

的環境を提供することで、社会全体で子どもを育むことや、ひとり親家庭が

子育てと仕事を両立しながら自立し、子どもが心身ともに健やかに成長できる

環境整備等に取り組んでいます。多くのアクターの想いが交錯する分野です

が、各意見をつまみぐいした妥協ではなく、当事者の思いを尊重しつつ、しっ

かりとファクトを見据えた政策決定ができるよう努めたいと考えています。

志望理由

ちょっと前まで、興味のない限り知らない場所に赴くことは億劫でした。

ただ、最近は、厚生労働省に入省することで出会えた魅力溢れる方 と々接する

中で、自分は本当にものを知らなさすぎると痛感し、もっといろんな人やもの

を知りたい、関わりたいと思うようになりました。人と関わること、想いを受け

止めることは、時に辛いことですが、その辛さは何かと向き合おうとした結果

であり、まずはその一歩を認めること。人のために何かをなしとげたいので

あれば、まずは自分やその暮らしを豊かにして整えないといけないこと。そう

思えるよう職場に育てていただいていることに感謝しています。

入省してよかったと思えること

現在の職務内容

大学時代、ある自治体の児童相談所（一時保護所）での指導員やひきこもり

の方の支援のアルバイトをしていた際に、中学や高校を卒業したら仕事に

就きたい、という子どもたちと接する機会がありました。ただ、就職活動が

うまくいかない、希望どおりの就職に結びつかないというケースも多く、企業

と労働者のマッチング支援の重要性を感じ、職業安定行政の中核を担う人間

科学職を志望しました。

地域雇用対策課は、雇用機会が不足している地域に魅力的な雇用の場

を創り出す取組への支援や、ＵＩＪターンの促進、季節労働者の雇用支援、

被災地域の雇用支援などを実施しています。

地域雇用企画係長は、こうした制度の企画立案や、課内外の関係者や

他省庁などとの連絡調整などが主な業務であり、組織として適切な意思

決定がなされるよう関係者の意向を踏まえながら業務にあたっています。

志望理由

これまで特に印象に残っている業務は、働き方改革推進法（このうち派遣

労働者の同一労働同一賃金の実現のための労働者派遣法の改正）や、国の

行政機関における雇用障害者数の不適切計上事案に対応するための障害者

雇用促進法の改正に調整担当として携わらせていただいたことです。具体的

には、課の窓口として、主に国会議員や秘書の方々への説明や、審議会の

運営、関係省庁に協力を求めるための相談など、様々な調整業務を担当して

きました。こうした業務は厚生労働本省ならではのものであり、社会への

影響もとても大きく、制度を通してよりよい社会を実現するための仕事に

携わることができる点に魅力を感じています。

業務を行う上で感じる魅力や
施策の面白さ

現在の職務内容

19:00 退庁

16:00

感染拡大防止も踏まえオンラインで打ち合わせ。子どもやその支援者

の声をすくいとれる仕事をしているのは我々しかいないという想いで、

抱える課題について現場の声もよくきいて把握するように努めています。

児童福祉施設等における感染症拡大防止に向けた
外部有識者との意見交換

9:30

14:00
今年度当初に改正された法律の来年度からの施行に向けて、実際

に現場でワークさせるためには何をどう詰めないといけないかを議論

します。

来年度施行される制度について課内打ち合わせ

10:00
窓口案件と一言で言ってしまうのは簡単ですが、他部局、他府省、関係

団体、議員関係など多数のアクターから、多数の照会・依頼が飛び込んで

きます。少しでもわかりやすい言葉でかみくだいて説明するなど、付加

価値のある仕事を心がけています。

依頼内容の調整

登庁

受験生に向けてのメッセージ

13

実現できるよう邁進中でもあります。それは、「あり得た

かもしれない自分」である皆さんにも是非門戸を叩いて

いただきたいと思っているからです。心よりお待ちして

います。

12:30 昼食
報道関係者の方とランチがてら取材を受けました。外部の方から率直

なご質問・ご意見をいただくことで、自分では当たり前と思っていたこと、

気づいていなかったことも浮き彫りとなる機会となりました。

1日のスケジュール

23:00 退庁

17:30
打合せ中、急遽翌日の国会対応が発生しました。国会対応が発生した場合、

その日のうちの対応が求められるため、課内・局内（内容によっては他部局や

他省庁）の関係者と速やかに相談し、内容を確定させます。

国会対応

17:00
午前中の打合せを踏まえて、再度打合せをして制度の詳細を詰めていきます。

地方公共団体や事業者、求職者など、制度の対象となる方のニーズや関係性を

踏まえて様々な角度から詳細を検討しなければならないので気が抜けません。

制度改正について打合せ

10:00

13:00
新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえ、地方公共団体などから要請が

なされるため、局内や関係省庁（内閣府地方創生推進事務局）などと調整し、

回答案を作成します。その後、幹部にご相談し、回答方針を固めていきます。

地方公共団体からの要請への対応

16:00
政党が主催する会議への対応について、事業担当者、課長、幹部の意向を

踏まえつつ、資料などを作成します。制度改正にも関係するため、限られた

時間の中で適切な意思決定がなされるよう、スケジュールにも気を配りながら

対応方針を固めていきます。

政党が開催する会議への対応

10:30
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた制度改正の内容について、課長、

課長補佐、課内担当係と打合せをします。打合せの結果、大きな方向性が

固まってきたので、詳細を検討し、午後再度打ち合わせることになりました。

制度改正について打合せ

11:00
関係省庁などからの依頼について、同じラインの課長補佐、係員と相談

しながら、対応します。

通常業務の処理

登庁

12:00 昼食

1日のスケジュール

平成26年

平成29年

平成30年

平成31年

令和2年

入省
高齢者雇用対策課に配属、広島労働局で地方研修
└広島労働局ではハローワーク窓口等、職業安定行政の根幹と
なる業務を経験

職業安定局派遣・有期労働対策部企画課　雇用対策係
（雇用環境・均等局有期・短時間労働課　雇用対策係）
└キャリアアップ助成金制度等の企画立案・運営業務を担当

職業安定局需給調整事業課　調整係
└派遣労働者の同一労働同一賃金等の法改正等に係る調整業務
を担当

職業安定局障害者雇用対策課　調整係
└雇用障害者数の不適切計上事案を受けた法改正等に係る調整
業務を担当

現職

職業安定局　地域雇用対策課
地域雇用企画係長

細川　拓郎
ほそかわ たくろう

厚生労働省で働きはじめて６年が経過したところです

が、人脈にも恵まれ、学生時代からは想像もできなかった

様々な業務を経験させていただいています。本省での

業務は、新制度の検討や、法令改正への対応などが中心

ですが、常に制度の先にいる人を意識することが欠かせ

ません。その時の助けとなるのが、学生時代の経験で

あり、ぜひ学生時代にしかできないことに全力で取り

組んでほしいと思います。

受験生に向けてのメッセージ

14

先輩からのメッセージ



採用面接では、立派な履歴をお持ちの方が数多く来

られます。私は、履歴書の内容そのものに加え、特に皆

様がお話しているときの目の輝きや話し方を拝見してい

ます。自分を信じ、夢中になれるものに一生懸命取り

平成13年

平成16年

平成18年

平成25年

平成27年

平成30年

入省

千葉労働局職業指導官（のちの上席職業指導官）
└ハローワーク船橋、松戸で職業相談を担当

キャリア形成支援室キャリアコンサルティング係長
└キャリアコンサルタントの実態調査や研究会などの
普及促進政策を担当

ILO国際研修センター　プログラムオフィサー
└ILO加盟国の労働政策担当者に対するキャリアガイダンスなど
の研修の企画立案

キャリア形成支援課課長補佐
└セルフ・キャリアドックなどのキャリアコンサルティング支援策
を担当

現職
└OECDの報告書作成・データ収集のための厚生労働省窓口を
担当

厚生労働省大臣官房国際課　課長補佐

東良　史絵
ひがしら ふみ え

大学では臨床心理学を専攻し、カウンセリングの基礎と、困っている人

に寄り添うという生き方の基本姿勢を学びました。当初はカウンセラーに

なりたいと考えていましたが、厚生労働省の仕事内容を知るうちに、カウン

セリングの門をたたく人だけではなく、より幅広く多くの人に支援を届けら

れるこの仕事につきたいと思うようになり、志望しました。

現在は、OECDが発行する報告書や開催する会議について、日本政府に

協議を行う際に、厚生労働省担当分野の窓口を行っています。OECDには

いわゆる先進国が加盟しており、世界のルールの土台づくりとなるような

重要な議論が行われますが、加盟国はヨーロッパが中心で、時に文化や考え

方の違いなどを乗り越えながら、日本としての発言をしっかり届けることが

必要です。

志望理由

私自身がこの先行政官として身につけたいと考えているのは、変化への

適応能力です。新型コロナの発生前から、厚生労働行政をめぐる情勢は

日々大きく変化しています。これまで、キャリアコンサルティングや労働政策

という一つの大きな軸に沿って仕事をしているはずが、時代によるステーク

ホルダーの変化を知り、驚くこともままありました。さらに、行政官の働く

場所は、ハローワーク、本省、海外など、さまざまです。変化に対応し、現場、

国、世界とさまざまなレベルからの要望に応えるためには、好奇心や新しい

ものへの貪欲さ、時代の変化に対応していくという決意が必要かと思って

います。

求められる能力とは

現在の職務内容

大学卒業後の就職先を選ぶにあたって、短期的な利潤の追求ではなく、

長期的なスパンで人の役に立つ仕事がしたいと漠然と考えていたところ、

旧労働省で心理職（現人間科学職）の募集があることを知り、「これだ！」

と思って応募しました。全国のハローワークで行う雇用対策の企画立案と

いう業務は、いかにも地に足の着いた仕事という感じがして、強く興味をひ

かれたのを覚えています。

公的職業訓練に関する企画立案や調整業務を行っています。職業訓練

は、国・都道府県の職業訓練校や専門学校などにおいて、製造、事務、情報

通信、介護など様々な分野について行われています。企業からの人材ニーズ

に応じた質の高い訓練が円滑に行われるよう、訓練の実施状況の把握や

関係者との調整を行いつつ、制度設計や訓練基準の設定、訓練施設の運営

費の交付などを行っています。

志望理由

現在の職務内容

23:00 退庁

19:00
いよいよ会議開始。副議長として厚生労働大臣が入室されます。前を

向いて堂 と々英語でご発言し、完璧に進行していただきました。大臣の

ご退室後は、国際課幹部を筆頭に、職員で残りの会議に参加。普段の

会議は全て英語ですが、今回は通訳に来ていただいたので、楽です。

本日は22時までの会議が少し延長しました。今日ばかりは残業も仕方

ありません。

OECD閣僚級国際会議の開始

18:30
会議直前。大臣室のご予定は直前に変わることもあるので、時間通り

に入室される見込みなのか、また、何かあったときの外務省担当課室

との連絡方法は変わらないか、など、あらかじめ決めてあったことでも、

改めて念入りにチェックします。在パリのOECD代表部の関係者とも、

メールや電話で状況を共有します。

大臣室、外務省担当課室、OECD代表部との連絡

9:30

17:00
会議に向けて会場及び周囲をセッティングします。本日は特に閣僚級

会合ということで、発言内容だけでなく、その設営の準備も非常に重要

な仕事です。これほど重要な会議をオンラインで対応するのは初めて

なので、Wi-fi接続、音声、映像配信などに支障が生じないか、業者の方

と一緒に全体をチェックします。

会議設営補助業者、通訳の来庁

10:00
今日はOECD閣僚級（大臣級）国際会議、本番の日。OECD事務局

（フランス、パリ）とは時差があるため、夜の間にメールが届くことが少

なくありません。今朝も、日本時間での昨日の真夜中に、本日開催される

会議について資料が新しく届いていたので、あわてて目を通し、国際課

幹部までご相談に向かいました。

国際課幹部にOECD事務局からのメールの共有、報告

登庁

受験生に向けてのメッセージ

先輩からのメッセージ

15 16

組んだ経験、それによる成功体験や、時には忘れられ

ないほど恥ずかしい思いや悔しい思いをするような中身

の濃い体験を、ぜひ積み重ねてきてほしいです。

12:00 昼食

1日のスケジュール

18:15 退庁

17:00
午前中に室内で検討した制度見直し案を、人材開発統括官をはじめ

とする幹部に説明し、今後の方針を相談します。了解が得られたので、

今後、制度改正に向けた手続きを進めていくことにしました。

幹部への説明・相談

16:00
国会議員から職業訓練の運用基準について知りたいという依頼が

あったので説明に行きます。国会議員からは制度が運用される現場で

起きている問題について指摘をいただくことも多く、制度見直しの参考

になります。

国会議員への説明

9:30

13:00
職業訓練について、来年度はどのような分野に重点的に取り組む

か、そのためにどのような事業を行うか、その事業の実施のためにどの

ような予算要求を行うか、について室員と打合せを行います。このよう

な打合せは、数ヶ月にわたって何度も繰り返し、内容を深めていきます。

来年度の施策と予算要求の打合せ

14:30
労働政策に関する重要事項については、労働者・使用者の代表と

学識経験者等で構成される審議会で調査審議を行うことになってい

ます。近日中に開催される審議会において有益な議論が行われるよう、

あらかじめ審議会委員に審議内容の事前説明を行い、問題意識を確認

します。

審議会委員への事前説明

10:00
職業訓練校への運営費の支給基準について、担当室員が見直し案を

作成したので、室員数名で議論してアイデアを出し合います。これは、

基準の一部が最近の雇用情勢と合わなくなってきている、という労働局

からの声を踏まえたものです。議論の結果、制度改正が必要という結論

になったので、午後に幹部に説明・相談することにしました。

制度改正の打合せ

登庁

1日のスケジュール

平成6年

平成12年

平成20年

平成25年

平成27年

令和2年

入省

在リオ・デ・ジャネイロ日本国総領事館領事
└厚生労働省アタッシェとして、技術協力、日系企業支援を担当

職業安定局　雇用開発課　課長補佐
└雇用安定のための助成金制度の企画立案業務を担当

社会・援護局障害保健福祉部　障害福祉課　課長補佐
└就労系障害福祉サービスに関する企画立案業務を担当

埼玉労働局職業安定部長
└埼玉県内のハローワークの指導業務を担当

現職
└公的職業訓練に関する企画立案業務を担当

人材開発統括官付参事官（人材開発政策担当）
付訓練企画室長

平川　雅浩
ひらかわ まさひろ

日本の人口の半数は、雇用労働者または求職者です。

これだけ多くの人たちの暮らしに直結する政策を企画し

実現していく仕事は、厚生労働省でなければなかなか

経験できません。責任は大きいですが、その分だけやり

がいがあります。国全体を視野に入れて関係者と調整

を行いながら政策を実現していく経験は、自分の成長に

もつながります。興味を持たれた方は、ぜひチャレンジ

してください。お待ちしています。

受験生に向けてのメッセージ

障害者に働く場を提供する障害福祉サービスに関する業務を2年間担当

しました。福祉サービスの提供は社会福祉法人などの民間の団体が行い

ますが、サービスの運営基準や報酬体系などは国で定めます。福祉の現場

での仕事のやりやすさは、国が定める制度に大きく左右されるので、福祉

事業所や自治体の職員など、できるだけ多くの関係者から話を聞き（2年間

でもらった名刺の数を数えたら千数百枚ありました）、現場の支援者が望む

制度を設計することに全力を尽くしました。国民のニーズを実現するために

働く、という国家公務員の役割を改めて実感した2年間でした。

最も印象深かった業務



日髙

日髙

日髙

日髙

花田
花田中齋

中齋

中村

中村

中村

日髙 日髙

日髙

花田 花田

花田

花田

キャリアコンサルタント国家資格制度の運用を行ったり、社会に

キャリアコンサルティングを受けられる機会を広げていくための取組

を行ったりしています。キャリアコンサルタントとは、端的に言うとキャリア

に関する相談に乗る専門家のことで、企業やハローワーク、大学のキャリア

センター等、多様な場所で活躍しています。

17 18

直属の上司×部下のクロストーク

業務の内容や特色について教えてください 業務の内容や特色について教えてください

中齋

中齋

中齋

また、重要な仕事としてキャリアコンサルタントを養成するための講習等

を認定・指定するための審査業務があります。大量の書類をひとつひとつ

確認して審査を行うので、初めて携わった際にはその地道な作業に圧倒

されました（笑）。

関係機関の方 と々のやりとりが多いことがひとつの特色でしょうか。1日

のうち半分以上は省外の方とやりとりをしています。

関係先とのミーティングで外勤をすることも多いので、部署の職員

全員がデスクに揃っていることの方が珍しいという時期もありますよね。

そうですね、何度か経験した今でも強烈に感じますけれども（笑）。ただ、

養成講習を行って、試験を実施し、合格した方を有資格者として登録し、

その後も更新講習を行って…その一連の過程について適正に行えている

かをチェックしたり、審査を行ったりと、関係者の方と協力しながら業務を

重ねていくことで、多くのプロセスに支えられて一つの国家資格が運用

されているのだと体感的に知ることができたことは興味深いです。

それから、キャリア形成支援室はとても風通しの良い職場環境で、

中村係長はもちろん、どの上司の方にもお話や相談をしやすいです。女性

職員の多い部署で、育児のため短時間勤務の制度を活用している上司も

いますし、休暇もとりやすく、働きやすさを感じていますね。さらに言えば、

関係者の方も含めて、明るく仕事をできているというか…キャリアコン

サルタントの養成を通じて世の中をより良くしたい、という意識で前向き

に仕事に取り組んでいくことができる気風があるのかなと感じています。

そうですよね。キャリアを考えるというのはとても大切なことで、一人

ひとりが目指すキャリアやそれに近づく方法を明確にすることで、活力を

もって働くことができるし、それが各企業にとってもプラスに働くと考えて

いるんです。私たちが直接携わるのは、キャリアコンサルティングをPRし、

有資格者を養成するところまでですが、その後、色々な機関や制度の中で、

キャリアコンサルタントの活用が実際に拡がってきていることも嬉しい

です。自分たちが推進しているものを、他の機関にも認めていただいて

いるということですからね。

中村係長は本当に優しいんです。仕事の進め方で悩むことがある際に

は細かな案件でも相談に乗ってくださり、いつも助けていただいています。

そして、仕事がとても速くてその日に対応すべき仕事が終わるとさっと

帰られます。係長が帰りやすい雰囲気を作ってくださるので、私も見習って

メリハリをつけて仕事に取り組み、早く退庁するように心がけています。

お互いの印象を教えていただけますか？

誰に対しても分け隔て無く丁寧に接するのが、中齋さんの良いところ。

一緒に仕事がやりやすいですし、外部の方とやりとりする際も安心して

任せられます。この部署で一緒に働きはじめて2年目に入りましたが、

指示がなくても自主的にどんどん仕事を進めてくれます。１年前の仕事

をただなぞるのではなく、前年度の経験を活かして改善の提案をしてく

れるなど、非常に頼もしくなりました。

学生時代を思い返してみると「厚生労働省に入ればいろんなことが

できそうだな」と漠然と感じていただけで、当時勉強していた臨床心理

学とのつながりをそれほど意識してはいませんでした。しかし、キャリア

形成支援室に配属になって、キャリアコンサルタントは心理学とも関連

の深い資格だということもあり、学生時代に身に付けた知識が活きる場面

が多いなと感じています。勉強してきたことと近接するような領域の分野

の仕事に関わるチャンスがあることも、厚生労働省で働くこととの魅力の

ひとつかと思います。試験勉強など、大変だと思いますがぜひ頑張って

ください！

最後に、受験生の皆さんへのメッセージを
お願いします

最後に、受験生の皆さんへのメッセージを
お願いします

私は、厚生労働省で働くことができて良かったなと率直に思っています。

数年ごとに色々な部署に異動するので、その度に新しい知識を得られて、

経験したことのないことにもチャレンジできます。入省する際には全く

知らなかったような分野であっても、取り組んでみると意外と面白い仕事

だったりします。担当した仕事をきっかけに興味関心も広がりますし、

一緒に仕事をした職員と、仕事以外にもいろいろな話をする中で、趣味

の幅も広がりました。厚生労働省の仕事に少しでも関心があれば、ぜひ、

応募を検討してみて下さい！きっとたくさんのやりがいを見つけながら

働くことができるのではないかと思っています。

高齢者雇用対策課では、高齢者の方々がより良く働けるように、あるい

は働きたい高齢者の方が働く場所をみつけられるようにするための制度や

事業などを行っています。労働局やハローワーク、様々な関係機関との

連携を取りながら進めています。その中で、法律に基づく制度の運用が

私たちの担当業務の１つです。

課の窓口として、省内外から寄せられる依頼を課内の担当者に割り

振って作業をお願いするということもしています。国会議員からの照会

に対応することもあります。

確かにそうでしたね。いずれは誰もがみな高齢者になるわけで、多くの

人に関わる分野に取り組むことができることは面白いと感じています。

高齢者の雇用・就労促進は国の重要施策として位置づけられていますし、

日本の少子高齢化の状況は世界最先端。諸外国の公的な機関の方からも

関心を持っていただくことがよくありました。

高年齢者雇用安定法の改正という大きな仕事も
あったと伺いました

政府として議論を進めている全世代型社会保障の重要な要素でも

あり、労働政策審議会での審議や、各政党の会議での議論等を通じて、

検討を深めていきました。その過程で、基礎的なデータを含め色々な

資料を用意する必要があり、花田さんには数値の確認や資料の作成と

いった作業をしてもらいましたね。

課長から直接指示が飛んでくることもあったので、常に周りの状況を

見て、作業の必要が生じたらすぐに動けるように心がけていました。初めて

で分からないところもありましたが、その都度、日髙補佐にサポートして

いただきましたし、他の職員同士でも連携を取りながら進めていきました。

検討の過程では、関係者の方々から多様なご意見をいただきました。

何度も議論を重ねたり、議論を反映して修正を加えたりしながら、最終

的な法律案を作り上げるまで、幹部職員も含めて１つ１つ丁寧に対応を

進めていくというプロセスでした。

国会で長時間にわたって質疑が行われる法案審議の直前には、短時間

で大量の答弁を準備する必要があり、体力的にハードだと感じたことも

ありましたが、職員同士サポートしあう体制が整っている状況だったので

乗り切ることができました。タイトな日程が続いた際には、日髙補佐から

休暇取得をするようにと声をかけていただいたこともありました。体調面

の管理でも上司のサポートをいただけるのはありがたかったです。

法改正をしてそこで終わり、ということではもちろんなくて、2021年

４月の施行に向けて検討すべき課題もあります。新しい制度を事業主

の皆さんに現場でしっかり周知していけるように、引き続き取り組んで

いるところです。

課としての最終的な判断は課長がされるわけですが、日髙補佐はそこに

至るまでに、課内に的確な指示を出され、まとめているので、常に多岐に

わたる業務に関与されています。にもかかわらず、私たち係員が担当して

いる細かな業務まで把握されていますし、関係者との調整のスピードも

速いです。「どうしてあんなに業務をこなせるのだろう。」と他の係員同士

でもよく話しているほどです。また、職場の和やかな雰囲気づくりも大変

感謝しています。今後のキャリアモデルになる方だと思っています。

お互いの印象を教えていただけますか？

花田君は、どんな業務を頼んでもひるまない。慌ただしい状況の中で

あっても、落ち着いて仕事に取り組むことができるなと思っています。また、

協調性があって、周囲としっかりコミュニケーションをとりながら仕事を

進めていくことができています。これまで1年間一緒に仕事をしてきて、今

では、私含め上司から指示されるであろうことを先回りして考えられるよう

になっているので、素早く対応できるようになったところに成長を感じます。

このパンフレットをご覧いただいているということは、厚生労働省に

関心を持ってくださっているということだと思いますが、説明会等の機会

でさらに情報収集をして、自分のやりたい仕事と合致するかというのを

見極めていただきたいです。私は、説明会に３回程参加して、職員から厚生

労働省の仕事の色々な面を聞いてから入省したので、やりたいこととの

ずれはあまり無かったです。マッチングという観点が大切だと思います。

労働行政と一口にいっても、実に多様な分野があります。入省後は多岐

にわたる制度・施策を実施する身としてプロ意識を持って仕事をしなければ

なりませんので、キャリアを積む中で興味・関心を広げていくことが必要に

なってきます。今、皆さんが何か一つ厚生労働省を志望するきっかけとなる

ようなことに取り組んでいるとしたら、それを突き詰めるだけではなく、関連

する物事にも関心を広げていくよう意識してみてください。その方が、働く

上でも人ひとりの人生としても、きっと楽しいものになると私は思います。

日髙　幸哉
ひ だか ゆき や

花田　倫
はな だ りん

中村　詩帆
なかむら し ほ

中齋　美咲
なかさい み さき

中村

中村

人材開発統括官付　参事官
（若年者・キャリア形成支援担当付）
キャリア形成支援室
キャリアコンサルティング係長

職業安定局
高齢者雇用対策課
課長補佐キャリアコンサルティング係員 高齢者雇用企画係員

中村



福島労働局　職業安定部長

寺岡　潤
てらおか じゅん

熊本労働局　職業安定部長

杉原　慶
すぎはら けい

職業安定部長

19 20
17:15 退庁

朝のメールを踏まえた本日の取組み状況の確認や、課題への解決策

を話し合います。出た意見の一つ一つをちゃんと聞き、対策としてまとめ

るのが幹部の役割です。

16:30 雇用調整助成金の迅速支給のための打ち合わせ

14:00

「中合」という県の象徴的な老舗デパートが閉店しました。たくさんの

従業員がいて、解雇者も出ます。こうしたとき、労働局は雇用対策本部

を立ち上げます。職業安定部長が本部長となって自治体や経済界にも

参加してもらい対策を話し合いました。県内の全マスコミが駆けつけ大きく

報道されました。

「中合」雇用対策本部への出席

13:20

新規学卒者の就職支援は、国の未来のためにとても重要です。各ハロー

ワークの学卒担当職員への労働局からの伝達会議の冒頭で、新型コロナ

の影響がある今年が特に重要であり、例年とは違った工夫が必要であること

を伝え、具体的な取組み内容を指示しました。

各ハローワークの学卒支援担当者向けテレビ会議での指示

12:00 昼食

8:30

9:00

各労働局で毎月、有効求人倍率などの発表を行います（本省は全国計）。

担当者がまとめた「今月の数字」や「県内の概況」について説明を受け、

発表時のマスコミ等からの問合せに向け、頭を整理します。

定例記者会見のための雇用失業情勢の説明を受ける

8:35

新型コロナ感染症対策として、企業が労働者を解雇しないための助成金

を迅速に支給するのが最重要ミッションですが、実現は容易ではありませ

ん。本省が示す「迅速支給ができている基準」に照らし、自分なりに計算

した福島労働局として目指す水準や、課題解決のアイデア、新たな課題

などを、多くの関係者にまずはメールで伝達します。メールの後で、担当

の課長や係長には直接内容を伝えに行きます。

雇用調整助成金の迅速支給のための懸案事項に関するメール発信

登庁

17:15 退庁

雇用調整助成金を迅速に支給していくため、労働局の助成金センター
で、処理の進め方、処理を行っている人数、動線などを業務の各工程ごと
に確認しました。その後、担当課長含めて担当者数人と議論して改善内容
に関するアイデアを出し合い、翌日以降、全担当者に対し、改善内容等を
説明し、それに基づいて対応するよう指示することとしました。申請件数
が多くなるに連れて、どこかの工程がボトルネックになることもあるため、
何度も何度も見直し・改善を行っています。

15:30 雇用調整助成金の迅速な支給に向けた体制整備に関する打合せ

14:30

来春の高等学校卒業予定者等の求人については、求人提出前に行った、
採用計画についての県内企業へのアンケート結果や、求人申込み開始後
の状況を踏まえると、昨年度よりも求人の減少が見込まれることから、今後
想定される全体の求人数や就職を希望する生徒数などを産業別に分析し、
今後の求人確保に向けて担当者と検討を行いました。今後の方向性が
決まったため、今後はこれに基づいて対応を行っていきます。

高等学校卒業予定者等に係る求人確保に関する打合せ

13:00

県内の雇用情勢の改善に向けて、労働局と県で意見交換を定期的に
行っており、県内の雇用失業情勢や労働局・県庁の各種施策の進捗状況
の共有、各施策の周知・利用促進方策の検討などを行っています。この日
も、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う産業別の雇用失業情勢、
各種施策の県内事業所への周知方法等について意見交換を行いました。

熊本県庁への説明・意見交換

12:00 昼食

11:00

県議会議員から、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う内定取消し
や雇止めに関する労働局の取組について知りたいとの依頼があったため、
労働基準部長、雇用環境・均等室長と一緒に説明・意見交換を行いました。
制度の運用に当たってのご指摘や要望をいただくことも多く、業務運営に
当たっての参考としています。

県議会議員への説明・意見交換

8:45

毎週始めに、職業安定課長、訓練室長、需給調整事業室長、職業対策
課長と今後の予定・業務の進捗状況等を共有するとともに、各課室長に
対して必要な指示を行っています。

職業安定部の課室長との打合せ

7:30 登庁

労働行政は、他の行政分野と比べ、本省と現場での業務がすべて国により

実施されることが特徴です。例えばハローワークの職業相談や失業保険の

手続きなどは、制度設計も国民へのサービス提供もすべて国家公務員により

行われ、財源も（稀な例外を除き）すべて国が担います（例えば生活保護は支給

事務や財源に地方自治体も関与します）。なので、制度運用や財源で地方自

治体に依存せず統一的に対応できることや、また、全国統一的に行うことで、

全国のハローワークから、全国のどこの企業にも紹介することができるなど

の強みが生まれます。

ただ、こうした強みを発揮するには、本省で作った制度を、きちんと現場で

実行しなければなりません。そのために各地に労働局があり、その下にハロー

ワークがあります。

新型コロナ禍は、リーマンショックに次ぐ有事です。雇用情勢にも大きな

影響を及ぼしており、失業者を増やさないことやその再就職支援は最重要

ミッションです。本省が国会などでの審議や検討を経て支援策を作っても、

現場で国民に届かなければ意味がありません。でも「有事」ですから、通常より

も難しい対応になります。

幹部の役割は「どうすれば現場で実行できるか」の戦略を練ることです。

本省で制度設計に携わった経験、労働局幹部として見聞きしている各現場

の状況・職員の意見などを総動員します。政策的ミッションと現場の現実を

踏まえた総合マネジメントを行うことが使命だと思って取り組んでいます。

新型コロナ禍のもとでの就職活動は不安だと思います。

しかし、少し前にも「就職氷河期」がありました。時代に

よって、就職の難易度が変わる現実はあります。

職業安定局は、時代による就職難を克服することを

目指しています。皆さんの就職活動経験は、就職に困る

人々の支援に必ず役立ちますから、厚生労働省に関心

を持ってもらえたら嬉しいです。

是非、就職活動を通じて、良い未来を描いてください。

“政策を国民に届ける”
ための戦略的マネジメント

熊本労働局職業安定部は、県内10か所のハローワークを取りまとめており、

第一線現場であるハローワークと本省を繋ぐ重要な役割を果たしています。

私は部長として、県内の雇用情勢・社会情勢や各ハローワークの状況と本省

の双方を意識したマネジメントを行うとともに、各業務の実績を分析し、今後

の対策の方向性を示しています。

本年４月に着任してからは、新型コロナウイルス感染症対策や令和２年７月

豪雨に伴う業務に主に従事しています。今回の執筆に当たって、着任してから

の業務を振り返ってみて、「現場を知る」ことの重要性を改めて認識することが

できました。本省からの指示に対し、限られた社会的資源の中で、労働局・ハロー

ワークはどう考え・どう動くべきかについて、実際の経験を通して更に理解が

深まりました。本省で企画立案や業務指導を行う際には、この経験を踏まえる

ことによって、より効率的・効果的にできるものと考えています。こうした「第一線

の現場で経験したことを本省での企画立案・業務指導に活かしていく」ことが

人間科学職に期待されていることの一つであり、また、このサイクルが確立さ

れていることが人間科学職の魅力であると思っています。

また、現職の一つ前のポストは公共職業安定所運営企画室の室長補佐を

しており、労働局・ハローワークへの業務指示を行う際の調整等を行っていた

ことから、労働局・ハローワークの業務を幅広く知ることができていたため、

着任後も、スムーズに業務を行うことができたと思っています。

現場を知ることの重要性
～職業安定部長として着任して感じたこと～

就職活動中は企業や官庁で実際に働いている方の

話を聴くことができ、また、自分の意見に対して直接の

フィードバックが得られる貴重な機会です。人生の中

で、このような機会は今後ないかもしれません。折角の

機会ですので、是非、多くの方に出会い、話を聴くこと

や意見交換を行ってみてください。その上で、「厚生労働省

の人間科学職として働きたい」と思っていただいた方、

お待ちしています。

平成20年

平成21年

平成24年

平成27年

平成30年

令和2年

入省

職業安定局 雇用開発課 調整係員
└リーマンショック後における雇用調整助成金等の
各種助成金制度の改正に携わる

職業安定局 雇用開発課 地域雇用対策室 地域雇用企画係長
└東日本大震災からの復興のための雇用創出に関する新たな制度の
企画立案業務を担当

職業安定局 総務課 首席職業指導官室 紹介係長
└一般求職者向けの職業相談・職業紹介業務に関する企画立案を
担当

職業安定局 総務課 公共職業安定所運営企画室 室長補佐
└ハローワークの業務運営に関する企画立案・業務指導を担当

現職

平成16年

平成19年

平成27年

平成28年

平成30年

令和2年

入省

職業安定局需給調整事業課　調整係長
└労働者派遣制度等に係る全般的な課内企画調整業務を担当

職業安定局総務課　課長補佐
└ハローワークと地方自治体の連携促進、地方移管議論への対応

社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課　課長補佐
└就労系障害福祉サービスの報酬改定を実施

人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室
室長補佐　
└若者の雇用対策の総合企画調整、就職氷河期世代への支援策検討

現職

受験生に向けてのメッセージ 受験生に向けてのメッセージ

1日のスケジュール 1日のスケジュール



わきさか り さ

様々な角度から、厚生労働行政に携わる

21 22

在大韓民国日本国大使館　経済部
二等書記官

脇阪　理沙

韓国のソウルにある日本大使館で、厚生労働行政全般を担当する書記官として活動して

います。韓国の厚生労働行政に関する政策等について調査するため、韓国政府の方や有識

者の方とお会いしたり、韓国国内の報道をウォッチしたりして、日本の厚生労働省や外務省

に情報提供しています。また、韓国政府の方から日本の厚生労働行政についてのお問合せ

をいただくこともあります。

当館に勤務する厚生労働省からの出向者は私だけであるため、人間科学職の専門である

職業安定分野や人材開発分野にとどまらず、新型コロナウイルス感染症対策はじめ、食品

輸出入、労働問題等、厚生労働行政全般にかかわる問題を取り扱っています。

厚生労働行政というと、日本国内での働き方や社会保障についてイメージされることが

多いと思います。私もこれまでの業務では、各都道府県別・国内産業別の就業状況などを

気に留めつつ業務に当たってきました。

現在、新型コロナウイルス感染症により、世界中で「新しい生活様式」への転換が求めら

れています。ウイルスを封じ込めて人々の健康を守りながら、それでも社会経済活動を滞ら

せない。それは世界各国の共通の課題です。海外諸国は、未曽有の危機に対して共闘する仲間

であり、文化や制度は異なっていても、お互いの経験を共有して学び合うことができます。

中でも韓国は、日本人研究者との共同研究や日本への留学により、日本の諸制度にも

詳しい有識者が多くいらっしゃいます。そのような方々からは、日本と韓国の文化等の違い

に基づく対策の違いや、各国の政策のそれぞれの長所をご教示いただくこともあります。

私は海外の大使館から、少し引いた眼で日本の厚生労働行政を見つめ、厚生労働行政

がさらに日本国民のためになるように、また韓国の厚生労働行政がさらに韓国国民のため

になるように、情報の橋渡しをさせていただいています。

現在の業務内容について教えて下さい。

現在の業務は、厚生労働行政と
どのような関わりを持っていますか？

ILO（国際労働機関）　事務局
部門別政策局　上級専門家

竹内　ひとみ
たけうち

現在は、スイスのジュネーブにある国際労働機関（ILO）で、日本が拠出しているICT（情報

通信技術）プロジェクトのプロジェクトマネージャーとして勤務しています。

主な業務は、日本を含めて先進国を中心にICT分野の高度人材不足が課題となる中で、

ICT高度人材の能力開発や国際的な移動の課題や好事例について調査対象国の状況を

現地調査し、その結果を取りまとめ、公表することです。これまでに、調査対象7か国のすべて

の国でインタビュー調査を行い、その結果をＩＬＯ報告書として出版しています。今年は、

プロジェクト最終年となるため、秋にプロジェクト成果を共有し議論するためのグローバル

セミナーを開催します。今は、その準備のために、ＩＬＯ内の関係部局や世界各地のパネ

リスト候補と調整をしているところです。この業務の面白いところは、世界各国の人 と々

の調整や交渉を通じて、文化の多様性やそれを踏まえた交渉方法などを実体験から学ぶ

ことができる点です。2年たった今でも、日々刺激的で学びの連続で、大変貴重な経験を

させてもらっていると実感しています。

現在のプロジェクト業務では、各国の職業訓練システムの課題を理解し、それを踏まえた

政策提言を行うにあたって、厚生労働行政での経験が大変役に立っています。

また、プロジェクト業務に加え、日本での行政経験や本プロジェクトの成果が評価されて、

ILOが今年初めて実施した訓練企画コンテストの審査委員に任命され、それぞれの国の訓練

の現状と課題を踏まえながら、提案された訓練企画の意義や実現性、雇用に与える影響等を

審査しました。やはり職業訓練の現場や能力開発政策の立案プロセスを知っているのが

行政官の強みで、審査では現実的なアドバイスができましたし、私自身この審査過程で学

んだことを、また日本の能力開発行政等で活かしていければと思っています。

現在の業務内容について教えて下さい。

現在の業務は、厚生労働行政と
どのような関わりを持っていますか？

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者職業総合センターで、障害者雇用を行う

事業主を支援する観点からの調査研究業務に携わっています。

障害者職業総合センターは「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設置され、

広域・地域障害者職業センターの運営、職業リハビリテーションに関する研究、技法の

開発及びその成果の普及等を行う機関です。

研究部門では、①職業リハビリテーションに関する先駆的な研究、②現場の課題解決に

資するための研究、③有効な支援ツール等の開発のための研究、そして④国の政策立案に

資する研究に重点を置いて研究を行っています。

各研究員は担当テーマを持ちます。私は事業主支援部門に所属しているので、障害者を

雇用する事業主の支援に資するための調査研究を２本担当し、事業所に対するアンケート

調査やヒアリング調査の設計・実施、文献調査、調査研究報告書や事例集などの成果物の

作成などの業務を行っています。

障害者職業総合センターで行う調査研究の成果は、厚生労働省が実施する障害者雇用

対策の企画立案を行う上で基礎的な資料やデータ等として活かされています。国において、

障害者雇用対策の方向性や施策を検討する際には、当該分野における障害者雇用の実態

やニーズの把握、海外情報の収集を含めた基礎的な研究は必要不可欠です。よって、研究

テーマは厚生労働省からの要望も踏まえ、厚生労働省の担当者と事前に調整を行った上

で決定しています。

またツール等の研究成果物は、障害者雇用を行う企業の方や障害者の就労支援機関の

方など、広く現場の方にお使いいただくことを想定していますので、公的な研究機関として、

信頼できる情報やツール等を提供していくことが重要だと考えています。

厚生労働省で障害者雇用対策に携わった経験などを活かし、障害者雇用の進展に研究

の側面から寄与できればと考えています。

現在の業務内容について教えて下さい。

現在の業務は、厚生労働行政と
どのような関わりを持っていますか？

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者職業総合センター　事業主支援部門
主任研究員

古田　詩織
ふるた し おり

ドイツ（カイザースラウテルン大学）留学

在シンガポール日本国大使館一等書記官

在リオ・デ・ジャネイロ日本国総領事館領事

独立行政法人　高齢・障害者雇用支援機構　納付金部長

独立行政法人　高齢・障害者雇用支援機構　東京障害者職業センター　障害者職業カウンセラー

独立行政法人労働政策研究・研修機構　キャリア支援部門　主任研究員

内閣官房　人生100年時代構想推進室　主査

内閣府官民人材交流センター　主任調整官

法務省　出入国在留管理庁　政策課　外国人材政策第一係長

埼玉県　秩父市　副市長　

外務省　在ベトナム日本国大使館　一等書記官

その他過去の出向先



採用窓口

職業安定局総務課人事給与係　03-5253-1111（内線5714）

採用の流れ・キャリアパス

23 24

キャリアパス（人間科学職に求められること）

採用実績

28年度入省年度 29年度 30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

人数

採用スケジュール

係員クラス（４年間程度）

係長クラス（5年間程度）

課長補佐クラス

室長・企画官クラス

課長・首席職業
指導官クラス以上

都道府県労働局長として地方労
働行政の総責任者となる場合も
あります。

(注：この図は一例であり、本人の能力・適性、勤務成績、希望などにより異なります。）

令和４年度採用予定者を対象とした、業務説明会や採用手続きのスケジュールは、

人事院の「国家公務員試験採用情報NAVI」（https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html）や、
厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kokka1/ningen_kagaku.html）に
掲載されますのでご覧ください。

試験申込日以前の人事院主催の業務説明会等の予定は以下のとおりです。

総合職中央省庁セミナー

霞ヶ関OPENゼミ

令和3年３月3日（水）～令和3年３月2４日（水）に各地で開催。

令和3年３月1日（月）・2日（火）のいずれかに開催。

前回（令和3年度入省者対象）の実績は以下のとおり。

※令和４年度採用予定者を対象とした採用スケジュールは、前回と異なる場合があります。

3月27日（金）～4月6日（月）

6月23日（火）～7月3日（金）

7月5日（日）

7月20日（月）

7月26日（日）

8月3日(月)～8月11日(火)

8月21日（金）

8月21日（金）

10月1日（木）

試験申込期間

事前面談会（令和2年度限り）

第１次試験

官庁訪問

第２次試験（筆記）

第２次試験（人物）

最終合格発表

内々定

内定

令和2年

都道府県労働局や独立行政法人
の管理職としてマネジメント業
務に従事する場合もあります。

女性 男性

4人 2人

女性 男性

1人 3人

女性 男性

2人 2人

女性 男性

2人 2人

女性 男性

2人 3人

女性 男性

2人 3人

厚生労働省は福祉・医療・雇用などの面から「人」の一生に

関わる仕事を担当していますが、人間科学職はその中でも特に

人が人生の時間の多くを費やすことになる「職業」をめぐって、

専門的に追求していく仕事を担っています。課題を抱えた個々

の人間に対して直接向き合って一つ一つ解決していく個別支援

の手法もありますが、むしろ人間科学職には、公共政策を企画

立案したり、さまざまな部署や関係者との調整を行ったり、

現場の業務に対する指導を通じてこれを実現していくことが

求められます。

個別支援の手法を理解したうえで、さまざまな事業・業務・

制度・助成金・補助金などの仕組みを創設・改善したり、関係

団体などとの連携の体制を構築したり、事業主や国民に対する

指導・啓発を進めたり、あるいは現場で用いられる診断・評価・

相談・カウンセリング・指導などの手法を開発してさまざまな

技法・ツール・マニュアル・データベースなどを構築したり、

現場の相談機能がうまくワークするよう効果的な指導を行った

り、組織マネジメントの方法を検討したりすることなどを通じて、

それを成し遂げていくことが求められているのです。

このため人間科学職には、まずは「総合職」としての企画

立案の能力、調整の能力、指導能力などが求められます。さらに

これを突き詰めていくと、積極性、理解力、説明力、論理構成力、

リーダーシップ、コミュニケーション能力などが求められること

になります。
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Question Answer

採用後の最初の配属先は、主に、雇用対策を所管する本省の職業

安定局の各課室となります。その後、さまざまな職務を経験しながら

総合的かつ専門的な能力を身につけていくことができるよう、基本的

には、約２年ごとに異動があります。異動先は、本省内の職業安定局、

人材開発統括官、大臣官房、政策統括官などを中心に、都道府県労働局、

関係の独立行政法人等を含む幅広いものとなっており、今後は、福祉

関係分野においてもさらに人間科学職が活躍する可能性が広がるもの

と考えられます。

主体的なキャリア形成についても支援しますが、省内外での研修や

海外留学、国際機関、地方自治体等への出向のチャンスもあるので、

それらの機会も通じて、職員の能力・適性に応じた人事配置を行って

います。

人間科学職の職務は、総合職として、主に政策の企画立案・調整の

業務や、現場に対する業務運営の指導の職務に従事することが基本

となります。若いうちから、責任ある仕事や自分のアイデアを活かして

政策立案をする仕事をどんどん任されますので、やりがいを感じること

ができます。

具体的には、「職業相談・職業指導」、「キャリア形成支援（キャリア

コンサルティングなど）」、「障害者雇用」、「若年者雇用」、「福祉から雇用

への就労支援」、「人材開発（職業訓練など）」といった分野が中心となり

ますが、実際は、これ以外にも幅広い業務に従事しています。

本省内および関係の独立行政法人には、人間科学関係の研究的な

職務を担当するポストがいくつかあり、能力と適性に応じてそこに異動

することがあります。ただし、研究的な職務ばかりを担当することには

ならない点に留意してください。

厚生労働省の人間科学職の職務は、本省勤務がベースになります。

しかし、その本省内での人間科学職としての職務の質を向上させるため

には、実際に対「人間」業務が行われている現場の現状を自分の肌で

感じて知ることが不可欠です。そのため、採用2年目に、ハローワーク

や都道府県労働局において、地方研修生として第一線の相談業務等

を経験するとともに、その後についても、ハローワークや都道府県労働局

などの相談担当職員や幹部職員として勤務する機会があります。

在外公館（大使館等）においては、各省庁からの出向者が、その国に

おける各省庁に関係する案件を担当するために一等書記官や二等書記官

として職務に従事していますが、厚生労働省の人間科学職からも、随時

出向者を出しています。事前の意向調査を踏まえて配置される者が決まり

ますが、事前に十分な語学研修も行われますので心配はいりません。

そのほか、ILO、OECDなどの国際機関における勤務や、JICAを通じた

発展途上国における雇用支援・人材育成の職務に従事することもあり

ます。また、配属先によっては海外出張の機会があるところもあります。

1配属先はどのようになっていますか？

2人事異動時に個人の希望は
反映されますか？

3配属先・異動先での職務の内容は
どんなものですか？

4研究的な職務に就くこともありますか？

5地方勤務はありますか？

6海外勤務はありますか？

Question Answer

国際化する行政に必要な各分野の研修に従事させることにより、

複雑、多様化する国際活動に対応しうる行政官の育成を図ることを目的

として、職員を諸外国の大学院、研究機関、政府機関、国際機関に派遣

する、人事院の「行政官在外研究員制度」があります（短期（6か月又

は1年）・長期（2年）。

採用選考は本人の意欲・希望と能力・適性を総合的に判断し、人物

重視の面接により行っております。出身校、学部、卒業年次、年齢、性別、

職務経歴の有無などは採否に影響しません。

採用後はまず、国家公務員としての心得や厚生労働行政の基礎知識

を習得するために、厚生労働省の総合職全体を対象とした初任研修を

約3週間行った上で、人事院主催の初任研修を約5週間行います。その

後それぞれの配属先で約10か月間勤務する合間に人間科学職として

の初任研修を行い、2年目には、都道府県労働局およびハローワーク

において、相談業務などの第一線の実務に従事することを通じた地方

研修を行います。

そのほか、人間科学職の先輩や外部講師による人間科学職としての

専門性向上を図るため研修会を実施しているほか、新任係長、新任課長

補佐や地方転勤者などを対象とした、その職務に対応した研修を実施

しております。また、自己啓発に役立つ各種テキスト、資料をシステム上

に蓄積し、自由に自習できる環境を整えています。

影響はありません。

土曜・日曜・祝日、年末年始（12月29日～1月3日）の休日のほか、年次

有給休暇（年20日／ただし4月1日採用者は採用年は15日／残日数は

20日を限度に繰り越し）、特別休暇（夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇、

産前産後休暇等）をとることができます。さらに、厚生労働省では、節目

となる機会に計画的に休暇日を指定できる仕組みを設けているほか、

月１日以上の年次有給休暇を取得する運動を行うことなどにより、心身

のリフレッシュを図り、十分な休養をとれるような環境づくりを進めて

います。また、育児休業制度など子育て支援制度も整備されており、

男性の育児休業取得者も増えてきています。

厚生労働省共済組合制度により、人間ドックや検診などへの医療費

補助、メンタルヘルスカウンセリング、団体積立年金、団体生命保険、

住宅資金などの貸付、介護・住宅などの情報提供サービスなどの各種

福利厚生制度が用意されています。

7海外留学の機会がありますか？

8採用に当たって既卒者は不利ですか？

9採用後の研修は
どのようになっていますか？

10公務員試験の順位や資格の有無は
採用に影響しますか？

11休日・休暇・休業の制度として
どのようなものがありますか？

12福利厚生としてはどのようなものが
ありますか？
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