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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

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。

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

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

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

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

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。

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

組織図と主な所掌事務
（令和3年4月1日時点）

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）
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、

求人情報の提供、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関する指導だけで

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、新規学卒者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。

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

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

技能五輪国際大会推進室

雇用失業情勢についての分析・情報収集等に関すること雇用政策課

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

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外国人雇用対策課

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雇用開発企画課

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障害者雇用対策課

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

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

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

能力評価担当参事官室 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

外国人技能実習制度に関すること海外人材育成担当参事官室

人材開発統括官

3 4



職業安定局
障害者雇用対策課長

6

私自身、これまでの職業人生を振り返ると、幅広い様々な政策

課題に取り組む機会をいただき、周囲のメンバーにも恵まれて

充実した日 を々過ごすことができたように思います。仕事を通じて

出逢えた多くの現場職員や関係者の方 と々豊かな人間関係を

構築できたことも大きな財産だと思っています。そんな素敵な職場

です。「人のために」と思う熱い気持ちをお持ちの皆さんをお待ち

しています。

5

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

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
└東日本大震災後、埼玉に避難された被災者支援に尽力

職業安定局　人道調査室・ハローワークサービス推進室長

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　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

Q1
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

非常に幅広い施策領域を有する行政機関ですが、人間科学職はその中

でも「働く」ことに関わる分野を中心に活躍をしています。心理学、

教育学、社会学をはじめとする人間科学を学び、人や社会の在り方に

深い関心と洞察力を有する専門集団として、マクロ、ミクロ両面からの

政策課題の発見、政策・制度の企画・立案、労使はじめ関係者との

政策調整、さらに業務実行まで一貫して責任を持つ「専門行政官」と

しての役割発揮が期待されています。

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

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。
例えば、私が現在担当している障害者雇用対策を一例にお話してみましょう。

障害者雇用に関する様々なデータを分析したり、実際に障害者雇用に取り

組んでいる企業、障害者を支援している福祉サービス事業者、特別支援学校

等教育機関、医療機関等の関係者と意見交換をしたり、現場ヒアリング等を

通じて、実際の現場で生じている課題は何か、必要な支援等は何かを把握、

検討します。例えば、中小企業の取組が遅れている、精神障害者の職場定着

が難しい等見えてきた諸課題にどう対応していくのか。予算事業の拡充、新た

な支援策の創設、更には障害者雇用促進法の改正など様 な々方策、アプローチ

を考える。そしてそれらを実現するために、労使、関係者の合意形成に向けて

調整を進める…。

このように施策立案は社会課題の解決に向けて、大きな枠組みを検討・

実現し、社会を変えていくことで、多くの国民の皆さんの幸福を実現していく

こと。中央省庁の仕事の醍醐味でもあり、大きなやり甲斐がありますね。

Q4
今申し上げたように、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も「総合職」として働く大きな魅力ですが、人間

科学職の場合、それだけではありません。本省で企画立案した政策、制度

を国民に直接届けることができるハローワークという第一線機関を有して

いるのが職業安定行政の大きな特長ですが、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。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、その「手応え」を現場を通じて

感じ取ることができ、誰かの役に立てているという実感を持てることも

大きな魅力ではないでしょうか。

人間科学職の魅力とは

Q2
本省では職業安定局、人材開発統括官を中心に、

①ハローワークの職業相談・紹介業務、
②若年者、高齢者、障害者等、各特性を踏まえた就職支援施策、
③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、
④キャリアデザイン支援、能力開発促進施策等の行政領域で政策立案

等に携わるとともに、労働局・ハローワークに対する指導業務や、自らが

労働局幹部としてマネジメント業務を担うこともあります。そのほか、関係

団体等において研究職として活躍したり、在外大使館や国際機関に出向

して国際業務に就くこともあります。

具体的にはどのような仕事の
領域がありますか

ハローワークには日々多くの利用者が訪れ、窓口で対面による支援・サービスの提供が行われてきました。インターネットが普及し、「IT国家創造宣言」

を政府が取りまとめる中、ハローワークも「原則来所による対面サービス」から、セーフティネットとしてのアクセシビリティを一層高め、利用者に

対して利用の選択肢を増やすべく、インターネット上で求職・求人の諸手続を可能とする見直しが求められました。現場職員からの反発は大きく、

合意形成のため現場に足を運び、根気強く職員の皆さんと意見交換等をする中で、新しいハローワークの在り方について熱く語り合ったことが良い

思い出になっています。

新しいハローワークのサービスを構想新しいハローワークのサービスを構想

障害者雇用に対するマインドチェンジを障害者雇用に対するマインドチェンジを
我が国の障害者雇用は、「雇用率制度」と「納付金制度」の両輪により進展し、法定雇用率2.2％に対して2.15％（令和２年6月1日時点）に達して

います。しかしながら、「数」ではなく、障害者一人ひとりが持てる能力を発揮し、働きがいを持って活躍できているのか、雇用の「質」の向上が重要

です。そのためにも個々の特性に着目し、特性を「強み」として戦力化を図り、経営に寄与する障害者雇用を実現していく必要があります。障害者

雇用を「社会貢献」ではなく「経営戦略」に、企業のマインドチェンジを推進していきたいと思っています。

キャリアストーリーキャリアストーリー

幹部へのインタビュー

小野寺　徳子
お のでら のりこ

受験生へのメッセージ



及川　大樹
おいかわ だい き

大学院では臨床心理学を専攻し、認知行動療法

と森田療法のゼミに所属していました。そのような

環境下で私は非行に係る研究を行ってきました。研究

を進めるにつれて「貧困」の根深さに気づき、その問題

に何か役立てないかと厚生労働行政を志しました。

志望動機
2021年４月に改正された当課所管の「高年齢者等

の雇用の安定等に関する法律」に対する企業や地方

労働局からの問い合わせへの対応や、課の対外連絡

窓口として他課室から依頼された仕事を課内に割り

振るなどを主としています。また、国会会期中には

答弁作成のための資料収集などを担当しています。

現在の業務

入省前に抱いていたイメージよりも、粘り強さが

求められるように感じました。それぞれの案件につ

いて論点を追求し、丁寧に対応する姿勢を先輩方

は大切にしているように思います。また、月に最低１

回の休暇を取得できるためプライベート面の充実も

望むことが可能です。

入省前と入省後の印象の違い
ひとまずこの1年間は、２年目の地方研修に向け

て、より多くの知識を吸収することと様々な経験を

することに集中したいと思います。将来的には、そ

れまで培った基礎を土台にした上で、海外勤務や

留学等も経験して、企業側の考え方を学ぶことも含

めさらに視野を広げ、様々な視点から施策を立案

できるようになりたいと考えています。
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17:00
他の係からの依頼として、資料の数値の確認や最新の数値への更新などを行います。

作業依頼対応

15:00
毎月集計しているハローワークにおける障害者の就職件数のデータなどを集計し、分析を行います。
証拠に基づいた政策立案に繋がる大切な作業です。

月別の障害者職業紹介状況のデータ集計

18:15
今日やったことを整理し、翌日のToDoリストを作成し退庁します。

退庁

13:00
自分の係で運営している事業の認定基準について労働局からの問い合わせや、障害者雇用の状況
についての一般の方からの問い合わせなど様々なお電話に対応します。

電話応対

10:00
ハローワークや労働局の第一線で働く方々から、足下の障害者の雇用情勢や、業務における工夫・
気になる点などをオンラインでヒアリングします。現場の声を直に聞く貴重な機会です。

都道府県労働局障害者雇用担当官ヒアリング

11:30
現在はコロナ対策のため局によって昼食の時間をずらしてあります。

昼食

皆さんに元気に挨拶をして、まずはメールチェックと課内で誰が本日テレワークを行っているのかなどの
確認をします。また係内に、体調や一日の業務予定をメールします。

9:30 登庁

1日のスケジュール

職業安定局　高齢者雇用対策課
高齢者雇用企画係

新任職員インタビュー

三好　隼人
み よし はや と

就労を希望する全ての人が、性別や年齢の違い、

障害の有無等に関わらず就労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。大学院での実習

で様々な悩みを持つ人と関わる中で、誰もが安心して

働ける社会を作りたいと思うようになりました。

志望動機
若年者雇用対策業務として、新規学卒者の求人

倍率、内定取消しの状況の取りまとめや公表準備

を行っています。他にも、新規学卒者の離職状況の

公表準備など数字を扱う業務が多いですが、労働局

からの問い合わせの対応なども行っています。

現在の業務

入省前は、忙しくプライベートの時間があまり取れ

ないのではないかと思っていましたが、実際に入省する

と、定時で帰れることも多く、月１回の年次有給休暇

の取得が推奨されています。仕事とプライベートを

分けられる職場だと感じています。

入省前と入省後の印象の違い
行政官として未熟な部分も多いため、まずは、法令

の基本的な知識等を身につけると共に、所管する

法令については現在よりもさらに理解を深めたいと

思っています。その上で来年度の地方研修では現場

の感覚なども身につけていきたいと考えています。

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　若年者雇用対策係

鶴井　雅樹
つる い まさ き

大学院では臨床心理学を専攻し、実際に障害を

持つ方々へのカウンセリングやアセスメントを行って

いました。その関わりの中で障害を持つ方々の就労の

難しさに気づき、個別的に関わる心理職とは異なる形

で役に立ちたいと思い、行政としてのアプローチに

興味が沸き厚生労働省を志望しました。

志望動機

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紹介などに関する業務を行って

います。各都道府県内のハローワークをまとめる労働局

からの問い合わせへの対応や、ハローワークを通じた

障害者の就職件数などのデータを基にした障害者

をとりまく雇用情勢の分析などを行っています。

現在の業務

入省前は正直残業が多い過酷な職場だと思って

いました。しかし実際は毎月の有給休暇の取得の推奨

や時差出勤、テレワークなど働き方改革が進んで

いる印象です。また、尊敬できる上司や先輩方が周囲

にはたくさんいらっしゃるので常に学び成長できる

職場でもあります。

入省前と入省後の印象の違い

まずは、障害者雇用対策の担当としてのアンテナ

を広げ、障害者雇用の最新の状況に常に関心を向け

その専門性を深めていくことを怠らないようにしたいと

思います。加えて、俯瞰的な視点から労働行政について

見ることがまだできていないため、体系的に理解できる

ように研鑽を積みたいと思っています。来年の労働局や

ハローワークでの研修では、現場での感覚をしっかり

と掴みたいです。

今後したいこと

職業安定局　障害者雇用対策課
職業指導係

齋藤　潮音
さいとう しお ね

大学で少年法や犯罪学を学ぶ中で、犯罪の背景

には生活環境の問題が大きく関わっていることを

知りました。特に雇用は、安定した生活を維持する

ためにも必要不可欠なものであることから、雇用の

安定という面から人々の平和を守る仕事がしたいと

考え、入省を決意しました。

志望動機
当室は若者の雇用対策を中心に、地域若者サポート

ステーションや新卒応援ハローワークに関する業務

を所管しており、私はその連絡調整窓口として、様々

な作業依頼を担当係へ繋いでいます。また、当室所掌

の制度を広めるために、現在、具体的な周知・広報

の在り方について検討しているところです。

現在の業務

入省し、政策を立案する側になって初めて、人々の

生活を豊かにするための制度が多く整えられている

ことを知りました。入省前の自分がそうだったように、

一般の方には一部の制度しか伝わっていないのが

現状だと思うので、今後、その課題を克服できるよう

日々の業務に取り組んでいきたいと思います。

入省前と入省後の印象の違い
ハローワークや地域若者サポートステーションな

どの現場の実態把握に努め、人々の将来の選択肢を

増やせるような政策の立案に繋げていきたいです。また、

心理学や教育学、社会学の知見を深め、人間科学

職としての専門性も高めていきたいと思っています。

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

白石　杏
しらいし あんず

大学院ではジェンダーの研究をしていました。非

正規雇用の女性労働問題に関心があり、需給調整

事業課へインターンシップに参加したところ、国民に

対する強い使命感を持って仕事をしている先輩方の

姿に憧れを抱き、厚生労働省を志望しました。

志望動機
首席職業指導官室は、全国のハローワークの職業

紹介業務を統括している部署です。室内と室外との

連絡窓口的な業務が主な仕事であり、国会関係、

他課室、都道府県労働局、そして事業主や求職者の

方といった様々な立場の方々との連絡調整をして

います。

現在の業務

首席や補佐をはじめ、室内は雇用のセーフティ

ネットを担う国の機関としてハローワークはどうある

べきかを常に考えており、全国の労働局への指示を

通じて、それら課題を政策として運用するプロセスを

身近に肌で感じることが出来る点が最も印象的です。

入省前と入省後の印象の違い
非正規雇用の方々が労働を通じてエンパワメント

できる社会を作りたいというのが最初の志でした。

10年後、20年後そのような取組に携われるよう、今は

心身を強くして、先輩方からたくさん学べればと思い

ます。

職業安定局　総務課
首席職業指導官室　職業紹介係

今後したいこと



白石

白石

村上

村上

村上

首席職業指導官室という全国のハローワークの職業紹介を担当して

いる部署にいます。私の係の業務は、就職氷河期世代（1990年代～

2000年代の雇用環境が厳しい時期に就職活動を行っており長らく非正規

雇用の方が多数いる世代）の方やがんなどの長期間の治療が必要な病気を

抱えながら仕事を探す方など、特に丁寧な支援が必要な方のためのハロー

ワークの専門窓口を担当しています。

村上

私も１年目のときは、業務内容も仕事の進め方もわからないことだらけ

で悩むことがあったので、当時を思い出して話しています。非常に細かい

精算業務や期日がタイトな案件など、なんでこんなに大変な作業をしな

くちゃいけないんだろうと悩むこともありましたが、昨年係長になった

ばかりのときに、その経験が役に立ち計画的に進めることができた事業

がありました。それを白石さんにお話しして、今大変だと思う業務もその先

のポストにつながっていくんじゃないかなと伝えました。
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村上係長と同じ、首席職業指導官室に所属しています。当室には、他にも

子育てしながら働きたい方のためのマザーズハローワークを担当する係

など様々な係がありますが、私は対外的な窓口係として他の課室との

連絡調整や室内の取りまとめなどの業務を主に担当しています。また、

全国の労働局からは日々の業務運営に関する疑義等も来るので、本省

としての回答作成も行います。

どのように機能していくかという視点を持って主体的に考えられるように

なったのが一番大きい変化だったと感じています。上司が持っている視点を

ざっくばらんにお話していただけたのが、１年生にとっては非常にありがた

かったです。

メンターとメンティーは上司部下の関係ではなく、ある程度年次や

部署が近い職員同士で組まれていて、近すぎず遠すぎない距離感が良い

と感じています。指示したり指導したりする立場ではなく、メンティーの

目線で、どうしたら悩みがより良い方向に向くかを一緒に考えることを

意識しています。私も手探りですが、自分の生の経験や感じたことを

ベースにフランクに、でしょうか。お互いがあまり堅くならずに話せると

いいなと思っています。

白石

そうなんです。すごくフランクに話してくださって。緊張せずに、ありの

ままの悩みを話せる環境でいつも面談していただいて、村上係長には

とても感謝しています。入省直後はいつもがちがちに緊張していましたが、

唯一メンターだけが話しやすい存在だったので、心の支えでした。私に

とって、本当に「お姉さん」という感じです。優しいお姉さんです（笑）

白石

村上

入省した時はコロナ禍だったので、先輩方と話す機会が少なくて。これ

から自分がどのようなキャリアを歩んでいくのかがとても漠然としていて

不安でした。そのため、メンター面談では、村上係長がこれまでどのような

キャリアを積んできたかということをお聞きしました。

白石

例えば、私と同じ窓口係の他に、事業を持つ係も経験されたことを伺い

ました。様々な業務を経験することによって、自分の仕事の幅が広がった

と。どんな経験も次のキャリアに生かされるとおっしゃっていただきました。

非常に忙しい時期もあったというお話もお伺いして、係長もそんな経験

しているなら私も頑張らなきゃな、と思えました。

白石

他にも、仕事は係長・課長補佐・課長や室長など組織で進めていきますが、

入省直後は、上司に対する説明の仕方や接し方が全くわからず困ってしまって。

それをメンター面談の時に村上係長に相談したときに「どんな上司も完璧な

人間じゃないんだよ」というアドバイスをいただいて。そのアドバイスを伺って、

ただ指示された通りに動くだけではなく、係員として係の業務を進める上で

メンターにはどんなことを相談しましたか

そうですね。おおよそ１～２年ごとに異動するので、これまで５つの

部署を経験しています。

村上係長は、係長として係の事業を任されていて、かつ就職件数など

の事業実績を着実に上げていらっしゃるので、本当に尊敬しています。

６年後に係長のように一つの事業を任されて、着実に成果が残せるような

係長になりたいな。いつも憧れの目で見ています。

これからの目標について教えてください

これからの目標について教えてください
白石さんは美化しすぎています（笑）実態は、係長になっても日々悩み

ますし事業の進捗は一進一退で、上司部下と協力し合いながら仕事を

進めています。面談では、メンティーが思いも寄らない悩みをもっていて

驚くこともあり、それをきっかけに自分自身の周囲への接し方についても、

業務の共有とか、話しかけやすい雰囲気作りとかいくつも気づきがあり

ました。メンティーの新鮮な意見も吸収して私もあまり凝り固まらずに

いたいなと思います。

障害者雇用対策課で、「課の窓口業務」をしています。課外の関係部署

から依頼される仕事について課内の担当係に依頼することや、国会議員

からの照会への対応、国会答弁の作成などもしています。このほか、障害者

雇用について議論する労働政策審議会や、最近では障害者雇用と福祉

施策の連携に関する検討会の開催にあたり、資料の作成や委員の方へ

の連絡などを行っています。

同じく障害者雇用対策課で、主にハローワークにおける障害者の職業

紹介等の業務に携わっています。普段は、毎月全国のハローワークから

報告される障害者の就職件数や障害者専用求人数などの業務データ

をまとめ、障害者をとりまく雇用情勢について分析をしています。また、

都道府県内のハローワークをとりまとめる各労働局からの業務に関する

疑義照会への回答や、国民の方からの質問への回答など、より現場に

近い業務もおこなっています。

１年生の場合、他の部署の職員がどのような業務をしているのかに

ついてイメージしづらいのではないかと思い、具体的に誰がどのような

業務に取り組んでいるのかをお伝えしました。他方で、まずは今の仕事

を頑張ることが重要だという話をしました。私自身も１年生の時に同じ

悩みを先輩に相談したときには、まずは与えられたことをしっかり取り

組むことが大事、とアドバイスされました。自分自身の数年後のことを

考えることも重要ですが、一歩一歩仕事に取り組むことで、自分自身に

力がつき、将来的にできることが増えていることもあるため、目の前の

仕事を頑張ろう！というアドバイスです。覚えてないでしょうか（笑）

しっかり覚えています（笑）あと、仕事ができているか、こなせているか

不安だと相談したときに「１年目なので出来なくて当たり前。」と言って

いただきました。全てを完璧にこなそうとして出来ないことに思い悩む

よりは、目の前のことを着実に取り組んでいくのが大切だなと思うと、

少し気が楽になりました。

鶴井さんは本当に真面目で、自分の力が足りないということを反省して、

気負っているのではないかと思いました。しかし、そうしたことを思うだけ

で素晴らしいと思います。私からは、それがひたむきに仕事に取り組んで

いる証拠であることや、できることを少しずつ増やしていく一方で、あまり

気負わずに、目の前のことを少しずつこなしていこう！と話しました。

私自身、鶴井さんと同じく大学を卒業してすぐ入省していますが、入省

１年目の時は右も左もわかりませんでした。鶴井さんから相談されたとき

にも、出来るだけそのときの気持ちになり、自分の昔の気持ちや１年目の

時に同期などと話した悩みを思い出しながら、アドバイスしたいと思って

います。

１番最初の面談で相談したことは、日々の仕事の流れでしょうか。例えば、

上司への確認の取り方やタイミングのコツなどを相談しました。

はい（笑）また、入省１年目と言うこともあり、なかなか将来について

視野を広げて考える機会がなかったため、どういったキャリアストーリー

を描いていくかということや、今後のキャリアのステップについて相談

しました。

メンターにはどんなことを相談しましたか

仕事の進め方や上司への相談の仕方は、１年生共通の悩みではない

かと思います。私も１年生だった時には、上司が忙しそうな様子だと気後れ

したりしました。例えば、上司に対して、確認いただきたい資料を渡す際には

期日を申し添えておけば、後日、上司にリマインドする際にも言いやすく

なるのでは、ということなど、小ネタも話しましたね（笑）

メンターとしての経験を踏まえて申し上げると、メンターとして担当

した人だけでなく、職場の中での人間関係をしっかり作っていきたいと

思います。この職場では、一人では出来ない仕事が多いので、人間関係

を大事にしながら、仕事に取り組んでいきたいと強く感じています。

今、自分の部署は、係の先輩・係長・補佐はじめ課内全体が明るい雰囲気

で、人間関係が良好です。増田係長は他の係ですが話しかけていただける

など、非常に働きやすい職場だと感じています。こうした経験を通して、

自分が先輩という立場になった時には、社会人の先輩として、細かな気遣い

をできるようにしたいと思います。社会人１年目は、大海に投げ込まれた

ように感じるところがあるので、不安なことが多いです。上司や先輩が

自分のことを見てくれている、知ってくれているというだけで安心するので、

そういう存在がいるというだけでありがたいと思います。廊下で会ったとき

に声をかけていただくなど、細かな心遣いをしていただいているので、そう

したことを私も後輩にできるようにしたいと思っています。

増田　直友
ます だ なおとも

鶴井　雅樹
つる い まさ き

村上　佳菜子
むらかみ か な こ

白石　杏
しらいし あんず

職業安定局　総務課
首席職業指導官室
就職氷河期対策係長

職業安定局
障害者雇用対策課
調整係長

職業安定局　総務課
首席職業指導官室
職業紹介係

職業安定局
障害者雇用対策課
職業指導係

増田

鶴井

鶴井

増田

鶴井

増田

鶴井

増田

増田

鶴井

メンター制度について
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福岡労働局　福岡中央公共職業安定所

（令和２年度所属）職業安定局 総務課 企画法令係

研修では、ハローワークで雇用保険や職業紹介などの実際の業務を行うことに加え、労働局

が開催する会議や研修への参加など、多くのことを経験させていただいています。

ハローワークでの窓口業務では、迅速かつ誤りのないよう処理する必要があり、その点で

は大変ですが、業務を通して多くの人と接する中で、その方たちのために仕事を行っていると

強く感じ、非常に充実した研修生活を送っています。

加えて、福岡県は、北九州地域、福岡地域、筑豊、筑後の４ブロックに分かれ、産業構造や文化

など地域性もそれぞれ大きく異なっています。各地域のハローワークにも見学させていただき

ましたが、地域ごとに抱える課題もそれぞれで、またその地域ごとに様々な魅力があり、福岡

が好きになりました。

霞が関で作られている法令や制度がどう運用されているか、実際に現場で経験することが

でき、今後本省で法令や制度の改正等に携わるなかで、非常に重要な経験となっていると

感じています。

石川　貴之
いしかわ たかゆき

石川　貴之
いしかわ たかゆき

広島労働局　呉公共職業安定所

（令和２年度所属）職業安定局 雇用政策課 雇用政策係

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、職業安定部で雇用調整助成金の支給審査業務を行い、コロナ禍において申請件数

が増大する中、素早く正確に審査することを心がけました。また、資金繰りに困る事業主の

方の声を聞くことで経営環境の厳しさを実感するとともに、緊急事態宣言等に伴う特例措置

の内容についてもわかりやすく説明しようと努力しました。

ハローワークでは、1ヶ月ごとに各部門の窓口業務等に従事しています。また、研修先がある

呉市では、日本製鉄（瀬戸内製鉄所呉地区）の令和3年9月末の高炉休止に係る再就職支援

が喫緊の課題となっていましたが、求職者の方々を対象とした合同面接会の運営をお手伝い

する機会もいただき、呉市の地域性についても知る機会となりました。

残りの研修期間も、現場経験を通して職業安定行政についての理解を深め、来年以降の

本省業務に活かしたいです。

川合　智也
かわい とも や福島労働局　福島公共職業安定所

（令和２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 企画係

主にハローワーク・労働局職業安定部の各部門を１～２ヶ月ずつ経験させていただき、その

他にも出張や会議等にも同行させていただいています。職業安定行政を網羅的に学べる貴重

な経験となっており、まさに労働局・ハローワークが職業安定行政の実行力であることを感じ

ます。また、福島所以外にも会津若松所や相双所にも出張させていただき、会津、中通り、浜通り

それぞれの地域や所独自の取組にも触れることができました。このように現場で様々な業務に

取り組めるのは、この職種だからこその強みだと感じます。

ハローワークの業務と本省の業務とでは、それぞれ取り組む内容が違うので一見別物の

ようですが、本省の方向付けに従って労働局・ハローワークが動いており、そこにはつながりが

あります。合理性や効率等が重要になる本省の業務で見落としがちな「現場視点」を、ここ

福島でしっかりと身につけて、来年本省に戻りたいです。

藤田　真実
ふじ た ま み

藤田　真実
ふじ た ま み

愛知労働局　名古屋中公共職業安定所

（令和２年度所属）職業安定局 障害者雇用対策課 職業指導係

ハローワークでは各部門を数週間～1ヶ月程度でまわり、職業相談や求人受理、雇用保険や

職業訓練など幅広い業務を経験させていただいています。自分が本省で携わった業務の成果

が実際にハローワークで活用されていることを実感できた一方で、職業安定行政における

最前線であるハローワークの業務の重要性を改めて感じています。

求職者の中には様々な配慮を必要としている方もおり、その背景を丁寧に聞き取りながら

職業相談をしていくことの難しさを感じることや、人手不足に悩む事業主からの相談に悩む

場面も多くありました。ハローワーク職員による求職者への助言や事業主に対する支援から

学ぶことは非常に多く、またそのうちの一部を実際に自分も経験することができ、とても貴重

な学びとなっています。

研修で学んだこと、感じたことを忘れずに、本省に戻った際には現場の業務、そしてその先

にいる求職者や事業主を第一に考えながら、業務に取り組んでいきたいです。

中村　瑛一
なかむら　 えいいち

中村　瑛一
なかむら　 えいいち

人間科学職（初年度）の研修について ※様々な状況により、オンライン実施等、変更となることもあります。

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。

合同初任研修

4月

厚生労働省内研修

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。

次年度4月～

北海道労働局　札幌公共職業安定所
研修の前半は、雇用保険関係の業務や、事業所指導の業務のほか、労働局やハローワーク

が主催するイベント等にも参加させて頂きました。昨年の本省業務ではなかなかイメージし
づらかった現場の様子を、間近で経験させて頂き、また、本省・労働局・ハローワークでの物事
の動き方が、少しずつ見えてくるようになり、点と点が線で繋がっていくような実感があります。
特に印象に残っているのは、大量解雇が発生したときの対応です。多くの人々にスムーズに
失業給付を受給していただき、再就職していただくというのは難しいことであり、かつハロー
ワークの手腕が問われる機会だなと感じました。

 各研修先では、業務内容だけではなく、北海道の文化も含め様々なことを教えて頂き、学び
の多い毎日を送っています。残りの研修期間も、引き続き各部署での研修や道内の出張等を
計画していただいているので、できる限り多くのことを吸収できるよう、積極的に取り組んで
いきたいです。

（令和２年度所属）職業安定局 総務課 首席職業指導官室 職業紹介係大澤　菜月
おおざわ な つき

17:15 退庁

15:30 明日、労働局が各ハローワークの現状をヒアリングするとのことで、このヒアリングに向けた労働局の打ち合わせに参加させていただき
ました。事前に各ハローワークから提出してもらったペーパーを見ながら、聴取すべきこと・伝えるべきことを洗い出していきます。私が
研修させていただいている札幌所だけでなく、道内の他のハローワークの状況も知ることができ、大変勉強になりました。

局所ヒアリングに向けた
打ち合わせに同席

13:30 本省が各労働局に向けて行う、オンライン会議を傍聴させていただきました。本省の現在の動向や今後の方針を知ることができる、貴重
な機会です。また、本省の説明に対する労働局の方々の反応を、間近で聞くことができるのも、大変興味深いです。

安定部長会議の傍聴

9:00 年に一度、事業所に対して求めている、高齢者や障害者の雇用状況報告の確認をします。記入不備や未実施が疑われる事業所があれば、
電話にて聞き取りを行い、必要に応じて指導を行います。窓口での受け付けや電話による問い合わせの対応なども適宜行います。令和３年
４月より、高年齢者雇用安定法が改正されたため、その関係での問い合わせが多いです。

高年齢者・障害者
雇用状況報告書の確認

13:00 札幌所と北海道労働局は少し離れているため、路面電車で労働局に向かいます。移動（北海道労働局）

12:00 昼食

8:30 登庁（札幌所）

地方研修について

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

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。

~初年度3月
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各省庁はそれぞれ重要な施策を担っていますが、特に

厚生労働省の施策は、国民の生活の幅広い場面に密接に

関わるものです。専攻の知識が活きる場面もある一方、そ

れ以上に、専攻に縛られない、非常に多岐に渡る施策に

平成29年

平成30年

令和2年

令和3年

入省
職業安定局　総務課　首席職業指導官室　職業紹介係
└ハローワークの職業紹介に係る企画立案・調整業務を担当
　広島労働局で地方研修

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　
中長期的キャリア形成支援係
└教育訓練給付制度の改正及び指定業務を担当

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

労働基準局　安全衛生部労働衛生課　産業保健支援室
メンタルヘルス対策係長

藤井　淳史
ふじ い あつ し

平成25年

平成27年

平成29年

平成31年

令和2年

令和3年

入省

職業安定局　雇用保険課　企画係
└雇用保険法改正に係る企画・調整業務を担当

職業安定局　総務課　公共職業安定所運営企画室　企画係長
└全国の公共職業安定所の運営に係る企画立案業務、地方分権
　に係る調整業務を担当

出入国在留管理庁　政策課　外国人材政策第一係長
└特定技能制度に係る企画立案、各省庁との調整業務を担当

育休　約１年取得

現職

職業安定局　雇用開発企画課
産業対策係長

赤羽　幸治郎
あかばね こう じ ろう

大学、大学院では社会学を専攻していたのですが、いくら文献を読んでも、

自分が「社会」に関わっている実感を持てませんでした。そこで、総合職という

行政の中核を担う立場として、なかでも特に、労働や医療、社会保障といった、

まさに日々変化する「社会」の諸問題に対応しなければならない最前線に

携わることを通じて、ダイナミックに変化する社会へ自分を投げ込んでみたい

と考え、厚生労働省を志望しました。

志望理由

本省での業務の醍醐味は、種々の政策について関係者と調整し、それぞれ

が概ね納得出来る結論を導くことにあると思います。これが上手くいった時は、

こんなに面白い仕事に携わることができるなんて、入省して良かったなと

感じます。また、例えば教育訓練給付制度など、自分が携わった制度を家族

や友人などが利用し、それに満足している様を聞くと、自分の書いた告示や

通達などが、確かに誰かの生活に役立つものであったことを感じ、この仕事

に携わる意義や責任を感じます。

入省してよかったと思えること
仕事と家庭の両立

労働者の中には、過重労働により体を壊したり、メンタルヘルス不調に

陥ったりする人もいます。そうした業務上の災害を防止する観点から、事業場

におけるメンタルヘルス対策に関し、労働基準監督署が指導を行うほか、

都道府県単位で設置している産業保健総合支援センター等が導入支援

を行っています。産業保健支援室では、これらの取組を通じて労働者が安心

して働くことの出来る職場環境が形成されるよう、本省の立場から企画立案

や調整などを行っています。

現在の職務内容

大学時代に心理学を学んでいた身としては、「心理学の知識を直接生かせる

仕事」というのを将来の仕事として漠然と考えていました。ただ、心理学関連

の仕事というと、カウンセリング系の仕事が多く、自分がそのような仕事を

するイメージが沸きませんでした。そのような中、官庁訪問で厚生労働省の

先輩職員の方々の話を聞き、国民生活に密着した施策を扱う厚生労働省の

仕事に魅力を感じ、志望するに至りました。

志望理由

事業主が経済上の理由等（現在はコロナの影響含む）で休業を余儀なく

され、それに伴って労働者の方に休業手当を支払った場合に、その助成を行う

「雇用調整助成金」について、制度の運用面や対外的な説明を主に担当して

います。コロナ禍において、雇用調整助成金の申請件数は過去最高となって

おり、多くの事業主の方にご利用いただいている制度となっているため、非常

にやりがいのある業務となっています。

現在の職務内容

18:45 退庁

17:00
ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業について、専門家、

使用者代表委員、労働者代表委員にご議論いただくため、委託事業者と

資料内容について打合せを行いました。

委託事業に係る検討委員会の資料作成

16:00
制度改正に対応し、労働基準監督署による指導の内容も修正する

必要があるため、これを指示する通達の改正について、関係課室と調整

を行います。

労働局へ指示する通達の改正作業

10:00

14:00
国会議員を通じて団体から陳情の要望が来ることがあります。この日

は、職場における過重労働・メンタルヘルス対策についての陳情要望が

あったため、説明に向かい、現場で起きている過重労働等の問題について

意見交換を行いました。

陳情への対応

11:00
内閣官房などからの依頼について、上司の室長補佐と相談しながら

対応します。政策決定にかかる重要な案件については、局幹部である

安全衛生部長まで回答方針を確認し、対応していきます。

室外からの依頼事項への対応

登庁（時差出勤）

受験生に向けてのメッセージ

13 14

関与することができます。専門性を大事にしつつも、幅広

い世の中の流れに飛び込んでみたい方々にはまさにうって

つけだと思いますので、ぜひ、厚生労働省の説明会等に参

加してみてください。お待ちしております。

12:30 昼食

1日のスケジュール

18:15 退庁

17:00
雇用調整助成金の制度変更に伴って、運用面で実際にどう現場を

動かしていくのかを班内で打ち合わせし、方針を立てます。班内での

方針が固まれば、順次幹部に相談していく予定です。幹部の了解を

取った後には、関係省庁にも協議予定です。

運用に係る見直しの打ち合わせ

15:00
国会関係の仕事が落ち着いたら、各都道府県労働局から来る運用に

関する質問への対応をします。雇用調整助成金はコロナの感染状況等

を踏まえて随時制度変更を行っており、実際に助成金の審査・支給決定

を行っている各都道府県労働局から制度の運用に関する質問がよく

あがってきます。実際の支給決定に直結する話となるため、班内で調整し、

回答をします。

都道府県労働局からの照会対応

9:30

11:30 昼食

13:00
国会の場だけでなく、雇用調整助成金の支給状況や制度の内容に

ついて、ほぼ毎日のように国会議員事務所から照会がきます。電話口

での説明や資料を提供するなどの対応をしています。

国会議員事務所からの照会対応

10:00
雇用調整助成金は、コロナ禍において関心事項が高い施策であるため、

国会の場でもよく質問をされます。答弁をする大臣や幹部のサポート

のため、国会の場に同行します。

国会の立ち会い

登庁

1日のスケジュール

育児休業を約１年取得したことで、子育ての大変さは十分身にしみている

ため、自分もできるだけ早く家に帰り、子供をお風呂に入れるなど平日でも

子育てに関わることを（子育ては「手伝うもの」ではなく、「協力し合うもの」

であること含め）意識しています。そのためにも、早く帰る日を週に２，３日

設定しておき、その日に早く帰るため、週の業務スケジュールを意識して業務

を行うようにしています。スケジュール管理をすることで、独身時代にはあまり

意識していなかった日々のメリハリづけ（この日に早く帰るために前日は残業

する等）ができるようになりました。

先輩からのメッセージ

わたしは、どういう職業人生を歩みたいか、ということ

について学生時代にあまり真剣に考えていなかったように

記憶しています。とはいえ、厚生労働省と縁があり、毎日

刺激的な経験をすることができています。受験生の皆様

受験生に向けてのメッセージ
におかれては、腰を据えてじっくりと将来について考え、

今後の職業人生を歩んでほしいと願っています。熟慮の末、

厚生労働省を選んでいただけた際には、共に働けること

を楽しみにしています！



厚生労働行政は幅が広く、人生のいろいろな場面に

かかわっています。そして、個々の制度や支援策の対象と

なる方は非常にたくさんいらっしゃいます。自分の関わった

制度や支援策で、これがあってよかった、助かったといって

平成7年

平成13年

平成17年

平成25年

平成30年

令和3年

入省

職業安定局　業務調整課　職業紹介係長
└ハローワークの職業紹介に関する企画立案・業務システムの改修など

大臣官房　国際課　国際企画室　室長補佐
└主にOECD関係の業務を担当

職業安定局　障害者雇用対策課　地域就労支援室　室長補佐
└ジョブコーチ制度、難病や発達障害の方々の就職・定着支援など
　の担当。助成金の新設・再編等も行いました。

東京労働局　需給調整事業部長
└東京都内の需給調整機関の許可・指導監督等を行う部門です。
　同一労働同一賃金関係の労働者派遣法改正の周知なども行い
　ました。

現職

職業安定局　総務課　首席職業指導官室
次席職業指導官

近藤　麻生子
こんどう ま い こ

平成5年

平成11年

平成18年

平成26年

平成30年

令和3年

入省

外務省　在大韓民国大使館経済部　二等書記官
└韓国の厚生労働施策の現状把握、日系企業に対する助言等

職業能力開発局　キャリア形成支援室　室長補佐
└キャリアコンサルティングの普及促進、
　地域若者サポートステーション事業の立上げ等

広島労働局　職業安定部長
└広島県内のハローワークの運営管理、雇用対策の実施

職業安定局　訓練受講者支援室長
└公的職業訓練受講者に対する受講あっ旋、就職支援、
　求職者支援制度の運営・給付金の支給等

現職

人材開発統括官付　キャリア形成支援室長

國分　一行
こくぶん かずゆき

私が就職した当時は氷河期の始まりで、数年上の大学の先輩方はあっ

という間に就職先が決まっていたのに、急に同年代の就職が決まらなく

なっていました。ほんの数年での差を目の当たりにし、本人の努力より、時代の

流れに大きく左右されてしまうことが残念でした。こうした問題について担当

している労働省で、より多くの方の役に立ちたいと思ったことが、労働省を

志望した動機でした。

志望理由

業務を行う上では、いろいろな能力が必要です。そのため、新しいことに

挑戦し、新しいことについて学び、それを取り込んで業務に当たっていく、という

姿勢がとても重要です。業務に応じた根拠法令を読み込むことは当然ですが、

それに加え、国際業務になれば英語での業務遂行が必要ですし、システム

関係の業務になれば関連内容について学ばなければなりません。そして、

社会の動向についてアンテナを張ることも必要です。いつも多くのことを

勉強しながら仕事をするのは大変ではありますが、最新動向を知り、業務

の先にいる方々の支援につなげる、とてもやりがいのある仕事です。

業務をする上で求められる能力 最も印象深かった業務

現在の職務は、全国のハローワークの職業紹介に関する地方指導業務です。

ハローワークは全国で求人・求職のマッチングを図っていますが、全国

のハローワークがよりよいサービスを展開できるよう、全国の動向に注意

を払い、各地の現状をヒアリングし、好事例を全国展開するなどの業務を

行います。また、こうしたサービス展開の中で、特に新しいサービスを導入

する場合は、その実施方法、周知方法などを検討し、その推進を図ります。

現在の職務内容

学生時代は対人認知や産業・組織などの社会心理学を専攻しており、人と

人とのコミュニケーションや、組織内での役割認識、関係性といった「仕組み」

に関心がありました。就職に当たって、学んだ心理学を活かしつつも、人と

社会をつなぐ幅広い仕事がしたいと考え、各種雇用対策の企画・運用や、

ハローワークに対する現場指導など多様な業務を担える点が、自分の関心

と志向に最も合うと思い志望しました。

志望理由

現在は、キャリアコンサルタント国家資格制度や、ジョブ・カード、セルフ・

キャリアドックといったキャリア形成支援施策の企画と運用、普及促進を担当

しています。職業人生の長期化や働き方の多様化、情報通信・産業技術の

進展等により、「働くこと」を取り巻く環境が変化する中で、労働者の方々が

自らの職業選択、職業生活設計、職業能力開発に関する相談援助をより受け

やすくなるよう、関係者の皆さまと手を携えてその環境整備を行っています。

現在の職務内容

19:00 退庁

16:30
来月からの新しい業務実施のための業務取扱要領の確認をします。
数百ページにわたるものなので、まとまった時間を取って作業を進めます。

業務実施方法に関する要領のとりまとめ

16:00
今日は業務システムの新機能の関係で、労働市場センターの担当者と、
円滑なハローワークでの導入に向けた職員への研修方法等について話し
合います。過去の業務システムの新機能導入時と違い、集合して研修でき
ないので、動画撮影など、オンラインで行う新しい方法を検討します。

関係他課室との調整

9:30

15:00
打ち合わせの合間に、これまでの労働局からのヒアリング結果等を
踏まえつつ、新業務の実施方法や労働局への指示事項等を整理・検討
します。

ヒアリング結果の整理など

14:00
中央職業指導官と一緒に、新しい支援策の周知を図り、かつ、円滑に
始められるように、労働局やハローワークが使用するリーフレットやHPの
内容、その他どんなことが必要かを検討します。すでに案ができているもの
を確認したり、これからのものは、作成上の留意点等の整理や担当決め
なども行います。

支援策の周知計画

13:00
来月から新しく利用できるようになる支援策について、企業の方に
知っていただくため、経済団体にご説明するとともに、傘下企業への
周知を依頼します。

オンラインで経済団体等に新しい支援策等のご説明

10:00
来月から新しく利用できるようになる支援策を利用した新しい業務
の運営方法について検討するにあたり、労働局の現場の状況などに
ついてヒアリング。実際の労働市場の状況や利用者の動向等を把握
します。オンライン会議ができるようになったため、以前より短時間で
幅広に意見を聞くことができるようになりました。

オンラインで労働局（２局）と意見交換会

登庁

受験生に向けてのメッセージ

15 16

くれる方々がたくさんいる、これが厚生労働行政の一番

すばらしいところであり、仕事を頑張る原動力です。こうした

仕事がしたい方、是非、チャレンジしてください。

12:00 昼食

1日のスケジュール

16:30
キャリアコンサルティングやジョブ・カードといった担当制度について、

人材開発統括官をはじめとする幹部や関係室と、運営状況・課題の認識

共有や今後の改善に向けて打合せを行います。

制度の運営状況についての打合せ

14:30
「キャリア形成サポートセンター事業」を受託実施している事業者と、

事業の実施状況や課題、今後の取組みなどについて打合せを行います。

関係機関との打合せ（その２）

13:00
キャリアコンサルタント試験を実施する団体と、直近の試験の実施

状況や次回の試験実施に向けた課題などについて意見交換を行います。

関係機関との打合せ（その１）

10:00
人材開発に関する重要事項について、公労使の三者で構成される

審議会で議論されます。近日中に開催される審議会が円滑に行われる

よう、この日は学識の委員に対し、前年度の事業実績や評価、今年度の

目標設定の考え方等について事前説明を行い、ご意見や問題意識を

うかがいます。

審議会委員への事前説明

1日のスケジュール

長年仕事をしていると、印象に残る業務が数多くありますが、最近だと、

今の担当分野に再び携わることになったことです。室長補佐時代にこの

分野に関わり、当時は、キャリアコンサルタントの技能検定化と、地域若者

サポートステーション事業の立上げを担当していました。10年以上経って、

これらの制度・事業が継続・発展していることは、当時の苦労を思い起こすと

感慨深いですし、関わりのあった方 と々再び仕事ができることは、得がたい

貴重な経験です。キャリアは螺旋状に発達していくという理論がありますが、

自分自身のキャリアについても考える契機をいただいたと思い、キャリア形成

支援施策が労働市場インフラとして定着・発展するよう取り組んでいきたいと

思っています。

先輩からのメッセージ

私たち人間科学区分の職員が担う職業安定や人材開発

の分野は、福祉、医療や、教育、産業、出入国在留管理、

保護・矯正など、省内外のさまざまな行政分野・関係機関

との接点があり、とても幅広い領域で仕事をすることが

受験生に向けてのメッセージ
できます。人と人、あるいは人と社会の「つながり」や「広がり」

を追求したいという好奇心旺盛な方をお待ちしています。

9:30
室内外の関係職員に、当日・今後の予定や業務の課題について共有

するための「朝メール」を送付します。

登庁

19:30
異動したばかりなので、現状・課題把握のため少し残業します。

退庁

11:30
厚生労働省では、感染防止のため、部局により昼休みを３つのグ

ループに分けて時間差で取るようにしています。

昼食



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（大学院）の専攻は何ですか？Q2

国会対応
自分の担当した答弁を首相や大臣が読んで
いた時。

いつもテレビの中継で見ていた国会審議
の場に陪席したこと。

危機対応
新型コロナウイルス感染症に関する制度
設計や緊急対応に携わったこと。

社会貢献の実感
法改正後に、地方で講演をしたり、業界団体
の会議に出席したりと、直に国民に制度の
説明をした仕事。

自分が携わった仕事の成果が、実際にハロー
ワークの現場で活用され、事業主の手に
渡り、役立てていただけていることを実感
できたこと。

有効求人倍率など、労働市場のダイナミック
な部分に深く関係しており、そのスケール
に驚いた。

 

Q6
今までで一番やりがいを
感じた仕事は何ですか？ Q7

休日や退庁後はどのよう
に過ごしていますか？

仕事の幅広さ
本省での勤務だけではなく、地方での研修・
勤務や海外留学など、様々なキャリアプラン
があること。

若手のうちは簡単な事務作業中心かと思って
いたが、法案などの重要な仕事に携われた
こと。

ワークライフバランス
マンスリー休暇含め規定の休暇取得が徹底
されており、想像していたより休息が取れた
こと。

忙しい中でも仕事と趣味を両立されている
方が多いと感じた。平日から20km走って
自宅に帰る先輩もいた（笑）

周囲のサポート
特に１年目は職場の上司や先輩だけでなく、
メンター制度により人間科学職の先輩と
定期的に面談があるなど、仕事について相談
がしやすく、安心して働くことができた。

Q5 入省前とのギャップは
ありますか？

面接官の印象
面接を受けて「この面接官の部下になりたい」と思って
いたらそれが叶ったこと。

生き生きと仕事のやりがいを語る諸先輩方の姿が印象
に残った。

官庁の方と話すのは初めてだったので、堅い方が多いだろう
と予想していたが、気さくにわかりやすく仕事の内容を
お話くださり感動した。

失敗談
最終面接で落ちたと思い、早々に実家に帰ろうとした。
途中で何度も携帯に連絡が入っていたにも関わらず、全く
気づかなかった。

その他
面接が割と早く終わったため、お昼から上野動物園に
パンダを見に行ったこと。

宿泊したユースホステルでいろいろな省庁の受験生と
話すのが楽しかった。

Q4 官庁訪問の思い出は
なんですか？

中齋　美咲
なかさい み さき

人材開発統括官付 キャリア形成支援室 キャリアコンサルティング係

実際に育休を取得されている先輩の声が聞きたい！Q8

2021年６月の長男出産にあわせて、2021年

４月中旬より産前産後休暇・育児休業休暇

を取得しています。

上司が出産・育児にとても理解のある方々

だったため、妊娠中も仕事量の調整や体調への

気遣いなど様々な配慮をしていただきました。

休暇取得に際しても、新型コロナウイルス

の影響で里帰り日程が早まってしまったの

ですが（帰省後２週間の待機期間を設けないと

通院できなかったため）、有給休暇を利用し

約１ヶ月早く休暇に入ることができました。

また職場復帰に関しても時短勤務制度や

ふくろう保育園（本省庁舎内の保育所）など

活用できる制度がたくさんあるので、今後は

これらを活用して育児と仕事の両立に取り

組みたいと考えています。

入省３年目という比較的早い年次での妊娠

だったため、「係員が妊娠しては上司に迷惑

をかけるのではないか」「残業で体調が悪化

しないか」「育休を長く取得することはでき

ないのではないか」などいろいろな不安を

感じていましたが、上司のおかげで、また諸

制度を活用することで健康で楽しく出産・

育児と向き合うことができました。

「厚生労働省」という職場に対する世間の

イメージは「ブラック」「仕事第一」といった

ワークライフバランスとかけ離れたものかも

しれません。しかし実際は職員のワークライフ

バランスの実現をサポートしてくれる環境

の整った職場です。

Q1

25%
大学生

55%
大学院生

10%
社会人

10%
その他

22%
教育系

44%
心理系

11%
福祉系

17%
社会系

6%
その他
(法律系)

官庁訪問で訪問した省庁は
どこですか？（複数選択可）Q3

50%
法務省

23%

文部
科学省

15%
その他

（警察庁、総務省、人事院）

12%
内閣府

若手職員に聞いてみた！

気分転換
家族（配偶者や子どもなど）とお出かけしたり、
おいしいものを食べたり

友達と電話をしてリフレッシュ

漫画やゲームをしてまったり

（コロナ禍以前は）カフェ巡りや旅行

自己研鑽
資格取得に向けた勉強

読書

ホットヨガやジムで体力作り

その他
兼業の許可を受けて、心理学の専門知識
を活かして非常勤相談員として活動

勉強会などに参加

17 18



神奈川労働局　職業安定部長

鈴木　良尚
すず き よしひさ

東京労働局　需給調整事業部長

村田　裕香
むら た ゆ か

19 20
17:15 退庁

ハローワークへの業務指示、本省への報告、助成金の支給決定など、

毎日大量の決裁が上がってきます。特に、ハローワークへの業務指示は、

現状分析を踏まえた具体的な指示になっているかを確認し、不十分な

場合は、方向性を示しつつ、再検討を指示します。

16:30 通達文書などの確認、決裁

14:00

毎月末、県内の有効求人倍率などをマスコミに対して発表します。県内

の雇用情勢をどう評価するか、今後の見通しをどう考えるかなどは記事で

取り上げられるため、正確に伝わるよう心がけます。また、ハローワークの

イベント情報もこの場を使ってアピールをします。

定例記者会見

15:30

前の月、県内全てのハローワークの業務監察とヒアリングを行いました。

その結果と課題を担当職員皆で振り返ります。その上で、意見交換をし

ながら、課題に優先順位をつけ、今後の指導方針や職員の研修内容を

決めていきます。

ハローワークの業務指導に関する打ち合わせ

13:15

この後の定例記者会見の前に、県庁幹部と県内の雇用状況についての

情報共有と意見交換を行います。こうした関係作りも職業安定部長の

重要な役目です。

県庁幹部と雇用情勢について意見交換

12:00 昼食

8:30

9:30

障害者を積極的に雇用する県内企業を視察。真剣な表情で働く障害者

の姿を見て、配慮事項や工夫などをお伺いします。あわせて、もにす認定

（障害者雇用優良中小事業主認定）制度の周知と申請をお願いします。

障害者雇用企業の視察、もにす認定制度の営業

8:45

週のはじめに、部内幹部と前週の振り返り、今週の予定、懸案事項を

共有します。また、課室にまたがる全体の指示もこの場で行います。

朝の幹部ミーティング

登庁

17:15 退庁

許可の取消等の行政処分事案は局内幹部に説明・了解を得た上で本省
に報告します。

15:30 局内で行政処分事案の説明・本省への報告

関係部局と、業務の重点をどこに置き、マンパワーをどう配置していくか、
方向性について打ち合わせました。

15:30 来年度の業務運営について打ち合わせ

13:30

全国職業安定部長等会議の伝達会議である安定所長会議において、
コロナ禍での需給調整事業の運営状況について説明するとともに、適正
な有料職業紹介事業者の基準に係る周知等の依頼を行いました。

公共職業安定所長会議での説明・依頼等

11:00

毎月、管内の有効求人倍率をはじめとする雇用失業情勢について労働
局長記者会見が行われます。これに同席し、管内の派遣労働者の雇用
失業の動向や同一労働同一賃金の施行状況等についての記者からの
問い合わせに対応します。

労働局長記者会見への同席

12:00 昼食

9:30

都内には労働者派遣・職業紹介事業に係る事業所があわせて2万ほど
あります。事業所の事業運営に関し、指摘すべき事項があった場合の行政
指導文書について、その内容が法令に沿った適切な指導となっているか
を確認します。多いときには1日に数十件の確認を行います。

決裁

8:35

需給調整事業に係る指導監督は、当然のことながら全国斉一性をもって
行う必要があります。昨年度施行した派遣労働者に係る同一労働同一賃金
に係る指導監督の現状や課題について、頻繁にやり取りをしています。

他労働局の需給調整事業部長との情報交換

8:30 登庁

私が勤務する神奈川労働局には、15のハローワークがあります。ハロー

ワークでは、コロナ禍で離職された方、ひとり親、障害者、生活保護受給者、

就職氷河期世代などの就職が難しい方々に対して、就職支援や失業給付の

支給、職業訓練のあっせんなどを行っています。また、中小企業を中心に人材

確保や雇用維持の支援、障害者の雇用管理指導などを実施しています。

労働局では、こうしたハローワークの業務管理、助言指導、施策・イベントの

企画立案、マスコミへの情報発信、県や政令市との調整のほか、企業への助成金

の審査・支給、民間の職業紹介事業者等への指導監督を行っています。

職業安定部長は、こうした多種多様な業務の指揮官として、本省で企画立案

された制度・施策の目的を踏まえつつ、職員の意見も聞いた上で、業務の方向性

（ビジョン）を定めるとともに、組織の力が最大限発揮できるようマネジメント

することが役割です。また、支障となる課題があれば自ら積極的に動いて解消

します。さらに、今般のコロナ禍においては、様々なケースを想定し、臨機応変

に対応できるよう、迅速に決断、行動することも求められています。

労働局での勤務は、直接業務を執行するという充実感があります。また、本省

においては企画立案や調整、地方管理職においてはリーダーシップやマネジメント

と、それぞれ求められる役割が異なるため、自分自身の成長も実感できると

思います。

職業安定部長の役割
リーダーシップとマネジメント

現下の労働市場は、コロナ禍の影響はあるものの、全体としては人手不足

基調が続いています。現職では、民間人材サービス事業者が行うマッチング

が適正・円滑に行われ、また、派遣労働者が安心して働けるよう、事業の許可

申請の審査、事業者に対する指導監督を行っています。

この業務の醍醐味はスピード感です。労働行政は、国が一体的に行うところ

に強みがありますが、中でも需給調整事業分野は、本省から指示を受ける労働局

が第一線機関でもあるため事業実施スピードが速く、またIT技術等の発展等

に伴い日々生まれる新たな人材サービスの業態をウォッチしていく必要がある

ことからも、求められるスピード感は近年さらに増している印象があります。特に

東京局管内には事業者が多数存在し、大手事業者も多く、全国の事案に影響

するような判断を下すことも多いため、気概をもって取り組んでいます。

需給調整事業関係業務は、主に職業安定行政職員が従事しているものの、

サービス行政であるハローワークの業務とは少し毛色が異なることから、この

業務の性質・面白さや、この業務で培った知識・経験がハローワーク業務の中で

どのように生きてくるのか等を、様々な機会を捉え職員に伝えるようにしています。

また、自分自身も、官民協力して労働者の中長期的なキャリア形成を支援して

いくために、今後、需給調整事業関係業務を含む職業安定行政はどうあるべきか

を提言できるよう、今、栄養をたっぷりと蓄えている気がしています。

現場経験を踏まえて提言していく

平成11年

平成19年

平成26年

平成27年

平成29年

令和2年

入省

政策統括官付労働政策担当参事官室　企画第一係長
└月例経済報告の調整、労働経済白書の指標分析を担当

職業安定局　公共職業安定所　運営企画室広報担当官
└職業安定行政の施策広報、個人情報保護に係る運用改善等を担当

職業安定局　派遣・有期労働対策部　就労支援室 室長補佐
└生活困窮者等の就労支援に係る企画立案を担当

職業安定局　雇用保険課課長補佐
└雇用保険制度の業務運営を担当

現職

平成12年

平成17年

平成21年

平成23年

平成28年

平成30年

令和2年

入省

職業安定局若年者雇用対策室　若年者雇用対策係長
└各府省との調整、フリーターの就職支援対策を担当

内閣府地方分権改革推進室　参事官補佐
└地方分権を推進するため、厚労省各部局との調整を担当

高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課　障害者雇用専門官
└労働局への業務指導を担当、障害者の法定雇用率の引上げを実施

人材開発統括官訓練企画室　室長補佐　
└ハロートレーニング（職業訓練）の周知広報を企画立案

首席職業指導官室　室長補佐　
└ハローワークの職業紹介全般の企画調整、就職氷河期対策を企画立案

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

地方管理職

「勉強」は学生だけの特権ではありません。私

自身、日 「々勉強」の連続だと感じています。厚生

労働省の人間科学職として働きながら得ることが

できる知識・技能に興味をもってもらえたら、「働く

こと」をとおし、人々の「くらし」がよりよいものと

なるような社会づくりに、私たちとともにチャレンジ

してみませんか？若い感性をもった皆さんと一緒

に働く日を楽しみにしています。

厚生労働省のミッションを一言で言えば、一人

ひとりの生活や未来を『守る』ことです。新型コロナ

の感染拡大が私たちの世界に与えた影響ははかり

しれません。これをきっかけに、自分自身の働く目的

を深く考えてみてください。その結果、あなたの働く

目的の中に『守りたい』という強い思いがあるので

あれば、是非、厚生労働省で実現させてください。

お待ちしています。



行田市は埼玉県北部に位置する人口約８万人のまちです。「埼玉古墳群」
や「古代蓮の里」、小説・映画の舞台にもなった「忍城址」、かつての足袋産業
の隆盛を物語る「足袋蔵」など、豊かな自然と歴史が息づいています。

多くの自治体と同様、行田市でも人口減少や少子高齢化が急速に進む
中、私は主に福祉分野・健康分野から、いきいきと暮らし共に支え合う安心・
安全なまちづくりに取り組んでいます。担当範囲は、生活保護、生活困窮者
支援、障害者福祉、子ども・子育て支援、介護・高齢者福祉、医療保険、
保健事業、健康づくりなど多岐にわたりますが、部長としてこれらの担当課
を統括するとともに、部横断的な施策の企画、市議会をはじめとした対外的
な説明責任を果たすことが求められています。

担当分野は厚生労働行政そのものです。国でつくられた制度を地域の
資源や実情を踏まえて「行田にあった形」で展開します。

目下の課題（令和３年８月現在）は、新型コロナワクチン接種です。「行田
にあった形」で円滑かつきめ細かに実施できるよう、地域関係者のご協力も
仰ぎながら、庁内のワクチンチームで日々検討します。混雑なく予約できる
仕組みの構築、クラスター未然防止を目的とした市独自の優先接種の実施
など、市民の皆様にとっての最善は何かを常に模索します。事態が刻 と々
変化する中での対応は容易ではありませんが、この未曽有の事態に現場
の最前線で力を尽くす経験は、行政官としての財産になると感じています。

現在の業務内容について教えて下さい。

桃井　竜介
もも い りゅうすけ

労働大学校では、全国のハローワーク、労働基準監督署、労働局など
の労働行政にたずさわる職員の中央研修を担っています。

年間80コース程度の研修があり、教授・准教授は、10名でそれぞれ担当
する研修の企画・実施を行っています。昨年度から、新型コロナウイルスの
影響により、集合研修の実施が難しくなっており、ほぼすべての研修が
オンラインで実施されています。

私は、令和３年度は、主にハローワークの職業相談を担当する職員向け
の３種類10コースの研修を担当しています。

研修の企画は、コースの改変がなければ通常はそれほど大きな変更は
ないのですが、昨年度からはオンラインでの研修実施のために、大きな変更
の連続で、通常では経験できない貴重な経験をさせていただいています。

労働大学校は、独立行政法人として、厚生労働本省からの要請に基づいて、
中央研修を実施しています。もちろん、各所属や労働局でも研修が行われて
いますが、全国の職員を対象とした研修を労働大学校で実施することは、
効率的に研修を行えることから、職員の能力向上や円滑な業務運営のため
に不可欠です。

人は石垣、教育は国家100年の大計などの言葉で表されるように、人材
育成の重要さを否定する人はいません。それにもかかわらず、実際には目の前
の業務に追われて人材育成がないがしろにされがちな現実もあります。
こうした中で、正に人材育成の大きな柱である職員研修の業務を担当できる
のは、やりがいのかたまりです。また、研修生１人１人のこの研修を受講
して良かった、有意義だったとの声は何よりはげみになります。

現在の業務内容について教えて下さい。

独立行政法人労働政策研究・
研修機構労働大学校准教授

大森　崇
おおもり たかし

京都大学経営管理大学院
サービス＆ホスピタリティプログラム　２回生

World Association of Public Employment Services 
(WAPES: 世界公共雇用サービス協会)

行田市健康福祉部長

まつうら ゆ か こ

松浦　由加子 堀場　絵里香
ほり ば え り か

私が 現 在 働いているWA P E S  Wo r l d  A s s o c i a t i o n  o f  P u b l i c  
Employment Services (WAPES:世界公共雇用サービス協会)は、1989年に
ベルギー・ブリュッセルを本部として設立された国際機関です。雇用政策
や公共職業安定行政を所管する機関（約80か国）により構成され、加盟
国間の情報交換や経験共有等を目的に、各種イベントを開催しています。
WAPES事務局は、小便小僧で有名なグランプラスからほど近くにあり、
ベルギー、フランス等から派遣された職員７名ほどの小さな組織です。

現在の私の担当業務は、WAPES事務局と厚生労働省職業安定局雇用
政策課の共同事業「日本・WAPESジョイントプロジェクト」の推進です。
公共雇用政策の専門家を日本（香川労働局松瀬貴裕局長）・韓国・イギリス
から招き、カンボジアの国家雇用庁に対して、ジョブセンターの組織評価
制度の導入や顧客満足度調査の実施に関する支援を行っています。

現在のポストのやりがいは、国際的な文化理解を常に肌で体感できること
です。WAPES事務局のあるベルギーは、EU本拠地であると共に、欧州の
二大民族（ラテン系とアングロサクソン系）の対立と葛藤の歴史の中で
統合を果たした国です。このようなお国柄もあり、文化背景の異なる相手
を常に尊重し、葛藤を恐れずコミュニケーションを図り、困難な現実を受け
入れて未来に向けた行動をとる、というリベラルな思想が根付いています。
国際支援というと聞こえは良いのですが、実際は言語も文化も違う国の
組織の中（私のプロジェクトの場合はカンボジア国家雇用庁）に入って仕事
をするので、日本の常識では理解し難い相手の言動に直面することが多々
あります。そんな中でも、ベルギーで一緒に働くWAPES事務局の同僚は、

「言い訳よりも、解決法を一緒に探そう」と常に前向きで、見習うべきところ
がたくさんあります。

現在の業務内容について教えて下さい。
現在、人事院の行政官国内研究員派遣制度により、京都大学院経営管理

大学院で研究活動を行っています。この制度を志望した理由は、これまで
経験してきた業務を通じて、労働者側の視点だけでなく、経営側の視点
から『労働』を捉えてみたいと考えるようになったためです。具体的には、
多様な人材を活用する上で課題となっている要因や状況を整理し、そうした
人材を積極的に活用・育成して企業の成長に繋げている事例を経営側の
視点から研究することで、今後の労働政策に生かしていきたいと考えました。
このような課題に向き合うため、経営戦略からファイナンス、マーケティング等
といった経営学全般について知見を深めるとともに、経営資源としての

「ヒト」に着目した人的資源管理論や組織論を中心に研究を進めています。

研究活動を通じて改めて感じたことは、企業経営と労働行政との繋がりの
広さです。人材の採用、育成、評価、処遇といった人的資源管理の分野は
もちろん、ESG投資においては社会（Social）の中に従業員の健康やエンゲージ
メントの概念、サービス・マーケティングの分野においてはサービス提供者

（従業員）の概念が含まれている等、様々な観点から関係性を見ることが
でき、現代に進むに従って深化しているように感じます。

また、本校は留学生割合が47％、社会人学生は74％にも上り、様々な業界、
役職、年代の方々が集まっています。お互いの業界や文化の価値観、考え方を
共有しあうことで、自分の中で新たな気づきや発見を得ることができたことは
貴重な経験となっています。

現在の業務内容について教えて下さい。

その他過去の出向先
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

現在のポストならではのやりがいは何でしょうか？
現在の研究は、厚生労働行政とどのような関わり
を持っていますか？

現在のポストならではのやりがいは何でしょうか？

休日はワクチン関連業務に従事することも多いですが、感染症が収束
したら行田市内や埼玉県内の様々な場所を巡り、地域への理解をより深
めたいと思っています。

休日はどのように過ごされていますか？

休日は、家の近くに河川敷があるため、そこまで犬の散歩に出掛けています。
彼の尻尾が左右に揺れる度に、綺麗な川沿いの遊歩道を歩く気持ち良さも増幅
させてくれます。

休日はどのように過ごされていますか？

休日は緑豊かな近所を散策したり、日本の家族や旧友、世界各国にいる
英国留学時代の恩師や友人とオンラインで交流を深めたりして、充実した
時間を過ごしています。

休日はどのように過ごされていますか？

現在のポストならではのやりがいは何でしょうか？

様々な角度から、厚生労働行政に携わる
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入省年度

(注：令和4年度は内定者数）

人数

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５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4年３月3日（木）～令和4年３月16日（水）に各地で開催。

令和4年３月1日（火）・2日（水）のいずれかに開催。

前回（令和4年度入省者対象）の実績は以下のとおり。

※令和5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26日（金）～4月5日（月）

4月25日（日）

5月23日（日）

5月25日(火)～6月11日(金)

6月21日（月）

6月23日（水）

7月6日（火）

10月1日（金）

試験申込期間

第１次試験

第２次試験（筆記）

第２次試験（人物）

最終合格発表

官庁訪問

内々定

内定

令和3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。

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。

採用の流れ・キャリアパス

採用実績

採用スケジュール

キャリアパス（人間科学職に求められること）

29年度 30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

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

令和4年度

女性 男性

3人 2人
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Question Answer 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。

Q1 配属先はどのようになっていますか？

Q2 人事異動時に個人の希望は
反映されますか？

Q3 配属先・異動先での職務の内容は
どんなものですか？

Q4 研究的な職務に就くこともありますか？

Q5 地方勤務はありますか？

Q6 海外勤務はありますか？

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、

男性職員も積極的に育児休業を取得しています。

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。

Q7 海外留学の機会がありますか？

Q8 採用に当たって既卒者は不利ですか？

Q9 採用後の研修は
どのようになっていますか？

Q10 公務員試験の順位や資格の有無は
採用に影響しますか？

Q11 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？

Q12 福利厚生としてはどのようなものが
ありますか？

※様々な状況により、オンライン実施等、変更となることもあります。

Q&AQ&A
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