
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


