
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
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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
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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


