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Your Life,

Our Lives.

つ な が る 、つ な げ る 。
「 は たらく」を 、ささえる 。

労働行政は
「ひと」と「はたらく」の間に。

この国で働く雇用者の数です。労働行政の主役は、労働者と労働者を
雇用する使用者です。このため、労働行政では労働者や使用者の意見
を踏まえて、制度を設計しています。また、労働行政の地方機関である都
道府県労働局や労働基準監督署、ハローワークでは、労働者や使用者
と直に接することにより、現場の生の声を聞くことができます。労働行政
の職員はこうした現場の声を真剣に受け止め、働くことに関する様々な
問題の解決に向けて全力を尽くすことを使命としています。

働く目的を「収入を得るため」と考えている人の割合です。また、働く目的
を「生きがいを見つけるため」と考えている人が約20％、「社会の一員と
して、勤めを果たすため」と考えている人が約14％います。「働く」ことは、
家族も含めて人々が安心して生活を送ることができる収入の確保という
役割に加え、社会へ貢献するという役割もあります。さらに、「働く」こと
は、生産・供給という面を通じて我が国の経済発展の基礎であるともい
えます。労働行政は、人々が安心していきいきと「働く」ことができるよう、
全力で支援しています。

高校や大学を卒業後、定年まで働いた場合の就業年数です。40年とい
うと、現在の日本人の平均寿命の約半分であり、人生のおよそ半分の
期間を働くということに費やしていることになります。人生において働くこ
とはそれだけ重要な要素であることを意味します。働くことで夢をかなえ
る、働くことで生活を自立させ家族を持つ、働くことで仲間ができる、働
くことで社会に貢献するなど、働くことは私たちにたくさんのことを与えて
くれます。充実した人生を送るために、充実した職業人生を歩むこと。
それを支えるのが労働行政なのです。

勤務環境の整備や就職支援、雇用の促進などで、人と仕事を、想いと想いを、つなげて、重ねて。

年齢や性別、障害などの垣根をなくし、本当に必要なものを、探して、見つけて。

労働行政の仕事は、そんな、ひとつのパズルを完成させるような、スケールの大きな仕事です。

労働意欲を持ったすべての人が、心から安心して働ける、そんな明るい未来を作り上げていく。

その一翼を担うのは、新たなチカラを生みだすのは、きっと、あなたです。
今、日本の労働を取り巻く環境はさまざまな課題を抱えています。
雇用の安定、長時間労働の抑制、メンタルヘルスケアの整備、
ワーク・ライフ・バランス、働き方改革の推進…。
これらの課題を解決するために、一般職労働行政の職員は、
制度の策定や予算の確保などの様々な業務に取り組んでいます。
しかし、もっともっと多くの力が必要です。
日本の「働く」をもっと明るく輝かせるために。
私たちと一緒に、この国の「はたらく」を支えてみませんか。

目 次
第 1 部  労働行政の概念
第 2 部  労働行政の紹介・役割
第 3 部  先輩からのメッセージ
第 4 部  活躍する女性職員からのメッセージ
第 5 部  ワーク・ライフ・バランス
第 6 部  ワークスタイル
第 7 部  1年目職員からのメッセージ/1年目職員アンケート
第 8 部  地方勤務を経験して想うこと
第 9 部  キャリアパス/地方支分部局について
第 10 部  採用Q&A/採用窓口 
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第 2 部 労 働 行政の紹 介・役 割

平成30年4月現在

大臣官房

労働基準局

老健局

健康局

職業安定局

雇用環境・均等局

年金局

中央労働委員会

医政局

安全衛生部

保険局

政策統括官
（統計・情報政策担当）

医薬・生活衛生局

雇用開発部

社会・援護局

子ども家庭局

政策統括官
（総合政策担当）

都道府県労働局

厚生労働省の行政を総括し、法令の制定改
廃、予算編成、組織、人事、国際関係を中心
とした総合調整を担当

労働者が健康で安心して働ける職場を作り、
豊かでゆとりある生活が送れることを目指し
て、労働条件の確保・改善、労働時間対策、労
働者の安全と健康の確保、迅速で的確な労
災補償などに取り組む労働基準行政を担当

人口減少が進む中で、社会の活力を維持する
ため、雇用の安定、再就職の促進を図り、経
済・産業構造の転換に的確に対応することを
目指し、新たな雇用機械の創出及び雇用の安
定、雇用保険制度の安定的運用の確保、労働
力需要のミスマッチの解消、高齢者・障害者・
求職者などの雇用の促進などに取り組む職
業安定行政を担当

労働者が働きやすい一定水準以上の職場環
境の整備や、性別や働き方にかかわらず、誰も
がその能力を十分に発揮し、仕事と生活を両
立させながら働くことができるようにするた
め、非正規雇用労働者の待遇の改善、男女雇
用機会均等の確保や女性活躍の推進、ワー
ク・ライフ・バランスの実現、多様な働き方の
ニーズに対応した就業環境づくりなど働き方
改革を推進する雇用環境・均等行政を担当

働くことをめぐる課題に対して複数のセ
クションで取り組む場面において、各セク
ションの取組を総合調整し、戦略的な方向
性を持って労働政策を展開するとともに、
関係府省と連携を図る際の窓口を担当

政策立案の基礎となる各種統計調査の実
施、整備、行政情報化の推進のため省内情
報処理システムの企画・調整を担当

労働者が団結することを擁護及び労働関係
の公正な調整を図ることを任務とし、労働争
議の調整(あっせん、調停、仲裁)、不当労働行
為事件の審査、労働組合の資格審査を担当

労働基準監督署、ハローワーク、雇用環境・
均等部(室)が一体となって、地域における
労働行政を担当

1  ハローワークの役割
ハローワークは、就職する希望を持つ全ての人にふさわしい仕事を紹介する
こと（職業紹介）、失業中の生活を保障すること（雇用保険）などを行う、国が
全国544ヶ所に設置している総合的雇用サービス機関です。
緊急的な対策が求められた平成28年の熊本地震の発生時には、全国のハ
ローワークから、被災地への職員応援派遣や、被災者・避難者のための特
別支援窓口を設置するなど、全国のハローワークが協力し、一丸となって対
応しました。

2  労働者派遣事業、職業紹介事業などの適正な運営
人手不足が深刻化する中、民間企業なども労働者派遣や職業紹介などの
人材サービスを通じて働く人と企業などとのマッチングに寄与しています。こ
れらの事業が適正に運営され、働きたい方が希望と能力に合った仕事に就
けるよう、また、派遣労働者の方が安心して働けるよう、制度設計や事業許
可申請の審査、指導監督を行っています。

3  外国人労働者などへの就職支援
グローバル化が進む中で、日本で働く外国人の数も急激に増加しています。
日本での就職を希望する留学生や、日本に定住する外国人の方 の々安定就

労に向けた支援を行うとともに、日本社会の中でそれぞれの個性や能力を活かし
て働くことができるよう、適正就労の推進に取り組んでいます。

4  生涯現役社会の実現
少子高齢化が進む中、年齢に関わりなく意欲と能力に応じて働くことができる生
涯現役社会の実現に向けて、高年齢者雇用安定法に基づく雇用確保措置の実
施に係る企業への指導、助成金による支援、高年齢者向けの再就職支援、シル
バー人材センターにおける多様な就業機会の確保などに取り組んでいます。

5  障害者の雇用促進
障害のある方が本人の希望や能力、障害の特性などに応じて活躍でき、共に
働くことが当たり前の社会作りを進めるためには、障害者の雇用促進が重要で
す。このため、障害者雇用促進法において、企業に対し一定割合（平成30年4月
から2．2％以上）の障害者雇用を義務付けています。
このほかにも各種助成金制度や障害の特性に応じた各種支援対策を推進
しています。

6  地域の特性をいかした雇用対策の推進
各地域では、人口減少や若年層の大都市への流出などにより、様 な々雇用課題

が存在しています。こうした課題を解決するため、地方自治体の産業政策と連携
して各地域に魅力ある雇用の場を創出することで若者の地元就職に繋げるな
ど、地域の特性をいかした雇用創出や人材育成、UIJターン就職の支援などに取
り組んでいます。

7  生活保護受給者などへの就労支援
生活保護受給者数が高止まりにある中、就労による自立を図ることが重要な課
題となっています。
このため、ハローワークでは、生活支援などを行う地方自治体と連携して、生活
保護受給者やひとり親を含めた生活困窮者の方に、担当者制によるきめ細やか
な就労支援を実施し、就労による自立を促進しています。

8  雇用保険制度の機能強化
雇用保険制度は、労働者が失業した場合や、育児・介護休業を取得した場合
に、一定の生活保障を行うほか、教育訓練を受講した場合の経済的支援を行う
など、雇用のセーフティネットとして重要な役割を担っています。
近年は、失業給付や教育訓練給付の拡充を行うなどセーフティネット機能の強
化に取り組んでいます。

職
業
安
定
行
政
の
役
割

1  労働条件の確保
賃金や労働時間など労働条件に関する最低基準は、労働基準法などの法
律で定められています。
法律で定められた労働条件の履行確保を図るため、労働基準監督官によ
り、事業場に対して監督指導を行ったり、事業主が重大かつ悪質な法律違
反を犯した場合には、司法処分を行ったりしています。

2  働き方改革の実現
「働き方改革」は、一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジであ
り、多様な働き方を可能とするとともに、日本の企業や暮らし方の文化を変
えるものです。
労働基準局では、働く方のワーク・ライフ・バランスの実現や、仕事の生産
性・効率性の向上などのため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の
実現、勤務時間インターバル制度の普及促進などを図っています。

3  最低賃金
労働の対価となる賃金。適切に支払わなければならないのはもちろん、金額につ
いても最低限のラインを守らなければなりません。
国は、最低賃金法に基づき賃金の最低限度を定めており、使用者は、その最低
賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の合意により定めたとしても、
法律により無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。

4  労災保険による給付
仕事中や通勤中のケガなど、労働災害に遭われた方やその遺族の方に対して、
労災保険による迅速・適正な保険給付などを行う必要があります。
近年においては、仕事のストレス（業務による心理的負荷）が原因で精神障害に
なった、あるいは自殺したとして労災請求されるケースが増えています。

5  職場におけるメンタルヘルス対策
経済・社会構造が変化する中で、仕事や職業生活において強い不安、悩み、ストレ

スを感じている労働者の割合は約6割に達しています。
このように、職場において、より積極的に心の健康の保持・増進を図ることが、重要
な課題となっており、職場におけるメンタルヘルス対策の取組を推進しています。

6  過労死等の防止
近年、過労死等（業務における、過重な負荷による脳・心臓疾患や強い心理的負
荷による精神障害を原因とする死亡など）が大きな社会問題となっていることな
どから、平成26年11月に過労死等防止対策推進法が施行されました。
厚生労働省では、過労死等をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる
社会の実現に向けて、長時間労働の削減など様 な々対策に取り組んでいます。

7  労働契約の基本的なルール作り
有期労働契約（期間を定めて締結された労働契約）で働く方の約3割が、通算5
年を超えて有期労働契約を繰り返し更新している実態にあります。
その下で生じる雇止めの不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができ
る社会を実現するため、労働契約に関する基本的なルール作りをしています。

労
働
基
準
行
政
の
役
割

1  ハロートレーニング（公的職業訓練）の効果的実施
再就職を目指す方、職場でスキルアップを目指す方、障害のある方などを対
象として、再就職やスキルアップに向けたハロートレーニングを実施し、雇用
のセーフティネットとしての訓練機会を提供するとともに、中小企業などの
方々への支援を実施しています。

2  労働者のキャリア形成支援
職業生涯が長期化し働き方が多様化する中で、生涯を通じて豊かな職業生
活を築くため、働く人自らが職業生活設計を行い、これに即した職業能力の

向上が実現されるよう、これを支援する基盤を整備する必要性が高まっています。
このため、キャリアコンサルタントの養成をはじめ、労働者の主体的なキャリア形
成を支援する総合的な取組を行っています。

3  若者の就職促進
次代を担う若者の安定した雇用を確保するため、新卒応援ハローワークや、わ
かものハローワークなどを設置し、きめ細かな就職支援を行っています。
それに加えて、若者雇用促進法に基づき、就職という人生の大きな転機におい
て、若者が適切な職業を選択し、活躍できる職場を見つけてもらうための環境
整備を進めています。

4  技能の振興
日本の競争力の源泉である「ものづくり産業」においては、若年者を確保し、熟練
技能の継承などを行っていくことが課題となっています。
このため、若年者が進んで技能者を目指す環境を整備するとともに、若年者に対
し技能の魅力・重要性を啓発し、若年ものづくり人材の確保育成につなげる取
組を行っています。

人
材
開
発
行
政
の
役
割

1  女性の活躍推進など
雇用の場における性差別や妊娠・出産などを理由とする不利益な取扱いを
禁止する男女雇用機会均等法の着実な履行確保を図るため、法の周知や
法違反を行う企業に対する是正指導を行っています。
また、女性活躍推進法に基づき、企業の取組に対する支援や、一定の基準
を満たした企業を認定することなどを通じて、女性の活躍を推進しています。

2  総合的ハラスメント対策の一体的な実施
妊娠・出産、育児休業などに関するハラスメントやセクシュアルハラスメント、
パワーハラスメントなど職場におけるハラスメントは、労働者の尊厳や人格
を傷つけ、継続就業を妨げるものであり、社会的関心も高く、労働者から多
数の相談が寄せられています。これらのハラスメントを防止し、働きやすい職
場環境を作るため、総合的・一体的にハラスメント対策を実施しています。

3  同一労働同一賃金の実現など非正規雇用労働者の待遇改善
有期契約やパートタイムなど、どのような働き方を選択した場合であっても
しっかりとした待遇が受けられるようにし、人 が々自分のライフスタイルに合

わせて、多様な働き方を自由に選択できるようにすることが重要です。
そのため、パートタイム労働法に基づく正社員との均等・均衡待遇の確保や正社
員への転換推進、非正規雇用労働者のキャリアアップに向けた企業の取組の支
援、同一労働同一賃金に向けた法整備などを行っています。

4  長時間労働の抑制と年次有給休暇の取得促進
長時間労働の抑制と年次有給休暇の取得促進のため、先進的な取組について
の情報発信、連続休暇を取得しやすい時季における年次有給休暇取得の集中
的な広報や、地域のイベントなどに合わせた計画的な年次有給休暇取得の働き
かけなどを行っています。

5  職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進
少子高齢化が急速に進む中、労働者の仕事と育児・介護との両立は大きな課題
です。男女とも育児・介護休業を取得しやすく、働きながら子育てや介護をしやす
い環境が作られるよう、育児･介護休業制度の周知･徹底、企業への助成金支
給、好事例集の普及に取り組んでいます。
次世代育成支援対策推進法では、労働者の仕事と子育ての両立を支援するた
めの行動計画を作り、取り組むよう企業に求めています。また、一定の基準を満

たした企業を「子育てサポート企業」として認定（くるみん認定）することにより、
企業の次世代育成支援対策を推進しています。

6  テレワークの普及促進及び就業環境整備
テレワークは、ワーク・ライフ・バランスの実現に資するとともに、多様な人材の能
力発揮が可能となるものです。
雇用型テレワーク（労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外での勤務）
については、適切な労務管理の実施のためのガイドラインの周知徹底や、相談セ
ンターの設置、導入経費の助成などの導入支援を行っています。
自営型テレワーク（注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自
宅などにおいて成果物の作成又は役務の提供を行う就労）については、契約を
めぐるトラブルを防止するためのガイドラインの周知徹底や、自営型テレワークに
関する情報提供などを行っています。

7  豊かで安定した勤労者生活の実現
退職金制度の確立は、従業員の福祉の増進と雇用の安定、ひいては中小企業
の振興に寄与するものであることから、中小零細企業の事業主に対する中小企
業退職金共済制度の周知広報、加入促進を推進しています。

雇
用
環
境
・
均
等
行
政
の
役
割

人材開発統括官

少子高齢化が進展する中で、一人ひとりの職
業能力を高め生産性を向上させることによ
り、経済社会を将来にわたって持続可能な
ものにするため、職業訓練、職業能力評価、
キャリア・コンサルティング、若年者に対する
就職支援などを通じた職業能力に応じた働
き方を実現する仕組みの整備を担当

厚生労働省
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働くことに関わる仕事の重み よりよく働くために

　労働者の方々が仕事（業務）や通勤が原因で負傷した場合、病
気になった場合、亡くなった場合に、ご本人やご遺族が補償を受け
られる国の制度が、労災補償制度です。この制度は全国47カ所の
労働局とその管内の労働基準監督署において運用されています。
　労働基準局補償課では、労災補償制度の運用面における企
画や調整業務などを行っており、近年、マスコミ等で話題となっ
ている過労死等の労災認定に関する事案も担当しています。こ
の部署で私は、全国の労働局や労働基準監督署の職員を対象
とした労災補償制度に関する研修や、労災認定の判断が労働局
では難しい事案に関する対応などを担当しています。

現在の業務内容
　近年、仕事中にケガをしたり、亡くなられたりする方は年々減
少していますが、依然として、毎年10万人以上の方がケガをされ
ているのをご存じですか？
　働く方が仕事中や通勤中のケガなど、労働災害に見舞われた
際に、ご本人やその遺族の方に対して必要な給付を行うのが労
災保険制度です。この制度は、安心して働くためのセーフティネッ
トとして機能しています。私は、そのうち、不幸にも障害が残られ
た方や、亡くなられた被災者の遺族の方などに支給する年金、一
時金制度の運用を担当しています。

現在の業務内容

　就職活動に当たって、世のため人のためとなるような事業をして
いる組織に属したいという思いがあり、公務員の道を選択しました。
　学生時代に様々なアルバイトを経験した際に、働くことの大変さ
とワークルールの重要性を感じていました。労働者が働く環境を
少しでも良くすることができればという思いから、働くことに直接的
に関わる業務を所管していた労働省（当時）に興味を持ち、その組
織の中で少しでも役に立つことが出来ればと思い志望しました。

厚生労働省を志望した理由
　現在私が携わっている労災年金、一時金などの支給事務で
は、労災年金受給者を中心に、国民の皆さまと電話などで直接
やりとりを行うことも多く、自分の仕事が誰かの生活に直結して
いることを感じることができます。
　労働行政は、言葉のとおり、働く方・働こうとする方に対する幅
広い施策を実施しており、様々な業務に携わることができます。
直接的、間接的を問わず、自分の仕事が何らかの形で、多くの方
の「働く」ことにつながっていることがやりがいだと思います。

仕事のやりがい

　現在、政府全体で働き方改革の推進に全力を挙げている中で、
旗振り役となる厚生労働省では様々な取組が進められています。
　取組の中では、より効率的に業務を進めるために、報告、相談
等がしやすい風通しの良い職場環境を整備することはもとより、
計画的な休暇取得や産休・育休取得推進も進められており、ワー
ク・ライフ・バランスに役立つ取組も推進されています。
　このようなことから、私の入省当時と比較すると非常に多くの男
性職員が育休や育児参加休暇を取得し、産休・育休を取得した
女性職員が活躍する職場になってきていると実感しています。

　働くことは生活の糧を稼ぐ
手段の一つであるとともに、人
生におけるやりがいや自己実
現の手段という面も兼ねてお
り、人生の大きな要素の一つ
であると思います。
　働くことに関する仕事を司っている労働行政は、決して容易に
対応できるものばかりではありません。私自身も困難に直面するこ
とも多く、「働くことに関わる仕事の重み」というものを感じる毎日
ですが、周囲の方々に支えられながら対応しています。
　これから社会に出られる皆さんの中には、働くこと自体に対する
不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。私たちが行っ
ている「働くことに関わる仕事」は重みもありますが、その分やりが
いもありますし、労働行政全体で支え合って仕事を進めています。
皆さんもその一員として働いてみませんか。

職場の雰囲気

皆さんへのメッセージ

　平成28年に労働行政の第一線である労働基準監督署で勤務
しました。労働基準監督署では、制度運用における現場の仕事
を知るだけでなく、働く方や会社の方など、働くことに関わる多く
の方々の声を聞くことができ、働く方を行政の側からサポートす
ることの大切さを改めて感じることができました。この第一線で
の経験は、今後本省において施策や業務運用を考える上で重要
なものだと思います。

最も印象深い業務

　皆さんにとって「働く」とは何でしょうか？自分自身のために、家
族のために、誰かのために、日々多くの方が働き、多くの時間を費
やしています。
　労働行政は、全ての方の「働く」のためにあります。もちろん、自
分自身の「働く」のためでもあります。「働き方改革」が叫ばれ、労
働行政に対する社会的な期待・関心が高まっている中で、厚生
労働省の働き方も変わってきています。私は育児をしながら働い
ていますが、上司や同僚などの協力の下、フレックスタイム制度
やテレワークなどを活用して業務を進めており、働きやすくなって
きていると感じます。
　全ての方の「働く」のために、自分の働き方も含めてよりよく「働
く」ために、私たちと
働いてみませんか？今
後、より多様な視点が
求められていく労働行
政に皆さんの視点が
加わることをお待ちし
ています。

皆さんへのメッセージ

労働基準局 補償課 中央職業病認定調査官

労働基準局 労災保険業務課 一時金業務係長

平成８年 労働省入省。労働基準局労災保険業務室経理係～労働
保険特別会計労災勘定に係る経理業務を担当。／平成10年 労
働基準局補償課職業病認定対策室職業病認定業務第一係～過
労死等事案の労災認定に係る業務を担当。／平成16年 大臣官
房人事課任用第四係主査～省内の労働行政系統職員に係る人
事・任用業務を担当。／平成18年 大臣官房総務課情報公開第四
係長（併）労働基準局総務課広報係長～省内の労働基準系統業
務に係る情報公開請求及び個人情報開示請求業務や局の所管
業務に係る広報業務を担当。／平成21年 労働基準局総務課給
与・職員係長～省内の労働基準系統職員の処遇に係る業務や地
方局署の労働基準系統職員に対する研修に係る業務を担当。／
平成24年 奈良労働局総務課総務課長～局内人事、職員管理業
務等を担当。／平成26年 高知労働局労働基準部労災補償課長
～県内の労災補償に関する業務を担当。／平成28年 大阪労働
局労働基準部労災補償課長。／平成29年 現職～地方局署の労
働基準系統職員に対する労災補償業務に係る研修業務や労災
認定の判断が困難な事案に係る対応等を担当。

平成17年 厚生労働省入省。独立行政法人産業安全研究所総務
課会計係～予算、決算業務を担当。／平成18年 厚生労働省労
働基準局総務課秘書人事係～職員の給与事務を担当。／平成
20年 厚生労働省労災補償部労災保険業務室年金業務係～労
災年金の支給事務を担当。／平成23年 厚生労働省労災補償部
補償課労災保険審理室審査係～労災保険に関する審査請求を
担当。（平成24年 育児休暇）／平成26年 独立行政法人労働安
全衛生総合研究所総務課総務係～職員の共済事務を担当。（平
成27年 育児休暇）／平成28年 東京労働局亀戸労働基準監督
署労災２課（地方研修）～被災労働者の労災認定業務を担当。
／平成29年 現職～労災年金、一時金等の支給事務を担当。

大友 秀夫 Hideo Otomo

土肥 知美 Tomomi Do i
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第 3 部 先 輩からのメッセージ
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「働く」ということ あなたの「やりたいこと」はなんですか

　障害者雇用対策課は、障害のある方が本人の希望や能力、障
害の特性等に応じて活躍でき、共に働くことが当たり前の社会を
実現するための施策を所掌しています。平成30年４月からは、民
間企業の障害者の法定雇用率が2.2％に引き上げられますが、そ
れに伴い、障害者を雇用する事業主や障害をもつ求職者への支
援策を充実させるための予算を政府予算案に盛り込んでいると
ころです。
　私は、課の所掌施策に関する予算要求の取りまとめ、障害者
雇用に関する事業主への助成金、職員管理、庶務業務などを担
当しています。

現在の業務内容
　若年者・キャリア形成支援担当参事官室は、若者の雇用に関
することや働く方や離職されている方の自発的な職業能力の開
発及び向上に関する施策を行っています。
　その中で私は、国会に関する情報の伝達、国会議員からの資
料要求への対応、関係機関からの作業依頼対応などを行ってい
ます。具体的には室内の窓口担当として、国会や各部局から送ら
れてくる様々な依頼を室内の各係に展開し、対応を行うというも
のです。業務に当たり判断に悩むことの連続ですが、根気よく的
確に指導してくれる上司や同僚に恵まれ楽しい毎日です。

現在の業務内容

　現在の業務は、組織の裏方的な面が多いですが、他の職員が
本来業務に専念できるように雑務を少なくすることや、どんな業
務であっても効率的・計画的に取り組むことなどを心掛けていま
す。また、予算要求の取りまとめをしていますので、障害者雇用を
促進するために必要な施策の予算を確保することが、仕事のや
りがいだと考えています。

仕事のやりがい
　私が仕事をする上で心掛けていることは、幅広い視野を持つ
ことです。現在の担当業務は主に若者への雇用対策ですが、一
口に若者といっても新卒の方や既卒の方、フリーターの方や若
年無業者の方など、様々な状況に置かれている方がいて、それぞ
れに適した対策を行わないといけません。また、他部局や他省庁
などの関係機関と取組の連携をする機会もあるため、自分の所
掌以外の施策も理解することが必要となります。

仕事をする上で心がけていること

　自分は将来こういった分野で活
躍したい、という強い意志をもって
就職活動を開始された方もいるか
と思いますが、この仕事は自分に
向いているのだろうか、本当にやり
たいことかどうか、と悩みながら活
動されている方も多いと思います。
　私は、自分が無職であった期間に感じた将来への不安から、職
業安定行政に興味を持ち、世の中の人が安心して働くことができる
仕組みづくりに携わりたいと思い、職業安定行政を志望しました。
裏方の地味な業務も多くありますが、若いうちから新しい制度の検
討など世の中に影響を与える責任のある仕事も任せてもらえる職
場です。皆様と一緒に仕事ができることを楽しみにしています。

最も印象深い業務

皆さんへのメッセージ

　就職活動中は、進路に悩
むこともあると思います。そ
の際は本当に自分がやりた
いことを改めて考えてみてく
ださい。私は大学卒業後、
民間企業に就職をしまし
た。そこでの仕事は非常に
楽しく充実していた一方で、「働くことは楽しい」ということを若い
人に伝えたいという気持ちが芽生え厚生労働省に入省しました。
その思いが叶ってか、現在、若者の雇用対策を行う部署で、若者
の就業意識の形成に携わる仕事が出来ています。業務上悩むこと
や辛いこともありますが、その時は、厚生労働省を目指した初心を
思い出し業務に励んでいます。皆さんも「本当にやりたいこと」を見
つけることで、就職活動中に限らず、就職後も前に進む力になると
思います。皆さんの「本当にやりたいこと」が、厚生労働省にあり、
一緒に目標に向かって業務が出来ることを楽しみにしています。

　現在の業務の中で、最優先に対応を行わなくてはならないのが
国会対応です。国会対応は非常にスピードが求められるのと同時
に、ミスがあると国民の方々の生活に大きな影響が出る可能性も
あるため、どの業務よりも正確に行わなくてはいけません。
　国会で若者に関する質疑が行われる際には、大臣などの答弁
に関する資料作成の業務を行います。国会会期中は、時には深夜
まで対応という日もあり、楽な仕事ではありません。しかし、国会で
決定される政策や制定される法律など、身をもって経験することが
でき、緊張感の中で大きなやりがいを日々感じることが出来ます。

これまでの仕事で
心に残っているエピソード

皆さんへのメッセージ

職業安定局 雇用開発部
障害者雇用対策課 雇用援助係長

平成18年 厚生労働省入省。政策統括官付労使関係担当参事官
室第四係～公務系労働組合の労働組合との連絡調整を担当。
／平成20年 政策統括官付労働政策担当参事官室政策第一係
～各種調整業務を担当。／平成21年 福井労働局　福井公共職
業安所（地方研修）～職業相談等窓口業務を担当。／平成22年 
職業安定局総務課調整係～各種調整業務を担当。／平成24年 
職業安定局地域雇用対策室地域雇用指導係～雇用創出のため
の委託事業を担当。／平成26年 職業能力開発局能力評価課
管理係長～課の予算編成業務・庶務業務等を担当。／平成28
年 職業安定局雇用開発部雇用開発企画課雇用管理係長～雇
用管理改善に係る助成金等を担当。／平成29年 現職～課の予
算編成業務・庶務業務等を担当。

井門 慎平 Sh inpe i  Ikado

PROFILE

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

平成25年 厚生労働省入省。職業安定局雇用開発部雇用開発
企画課監理係～独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構との調整業務を担当。／平成27年 岡山労働局（地方研修）
～ハローワーク岡山にて求人業務、相談業務、雇用保険業務
等の第一線業務を担当。／平成28年 現職～窓口として室の
調整・国会業務等を担当。

堀 裕紀 Yuk i  Hor i

PROFILE

　雇用情勢の良くない地域が提案する雇用創出の構想を有識者
委員会で選抜し、国の委託事業として実施する事業を担当してい
た時、北海道から沖縄まで、中山間地域や離島を含む多くの自治
体に出張させてもらいました。
　出張の際は、大学教授などの有識者委員に帯同していただきな
がら、自治体、労働局、有識者、厚生労働本省が、その地域の資源
を活用してどのように雇用創出するか、地域の構想に対して厚生
労働省としてどういったサポートができるのか、などを真剣に話し
合います。有識者委員をアテンドしながら事業担当として会議をま
とめることには難しさがありましたが、それが実際に国の事業とし
て実施され、うまくいった取組のノウハウは、他の自治体に展開す
るといった一連のサイクルがあり、とてもやりがいのある業務でし
た。やはり、つらい業務より楽しい業務の方が記憶に残っています。

　若者対策を行う際は、他部局、他省庁がどのような考えを持
ち、どのような施策を行っているのかなど視野を広げ考える必要
があり、大変ではありますが、国で働く楽しさを実感できます。
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つねに働く人の立場にたって 「働く」の理想を目指して

　パートやアルバイトなど短時間で働く人は増えていますが、仕
事の内容や責任の重さなどは正社員とそれほど変わらないの
に、働きに見合った賃金が支払われていない、「正社員ではない
から」というだけで待遇に差別がある、といった問題を解消し、働
く人が短時間でも活躍でき、その働きに応じた待遇が受けられ
るようにするため、パートタイム労働法の施行を担当しています。
　パートなどで働く人からの相談への対応や、企業への指導は、
第一線機関である都道府県労働局が行いますが、本省では、労
働局の業務が円滑かつ斉一的に進むよう、指導方針の検討、通
達や周知資料の作成などを行っています。

現在の業務内容
　第１子出産前後の女性の継続就業率は50％程度、男性の育
児休業取得率は３％程度です。様々な法律により企業における
制度の整備は進んできているものの、女性が出産後に職場復帰
することや、男性が育児を行うことはまだまだ当たり前のことには
なっていません。また、最近では、家族の介護を理由に仕事を辞
めざるを得なくなる介護離職も話題になりました。貴重な人材の
離職は企業にとっても大きな損失です。
　私は現在、労働者の仕事と家庭の両立を支援する企業を後
押しする助成金制度を担当し、助成金の支給審査を行う労働局
からの照会への対応や、次回の改正に向けた検討の業務に携
わっています。

現在の業務内容

　男女雇用機会均等法が施行される前、多くの企業で「女性は
補助業務。課長以上には昇進できない」「女性は結婚したら退職
する」「だって女性だからそういうもの。仕方ない」といった考え方
が当然だった時代がありました。しかし、いまや、多くの企業が「女
性の活躍は企業経営にとって不可欠」と考えるようになってきてお
り、均等法は施行後30年で日本の社会を変えてきたと思います。

仕事のやりがい

　どの業務に就く場合でも「バランス感覚」が重要だと感じてい
ます。労働局で勤務した際、労働者と企業との紛争解決の業務
に携わりましたが、双方に納得していただくには、どちらかに肩入
れするのではなく、お互いの主張を十分に聴き、行政として中立
の立場で助言することが必要です。現在の業務においても、限り

仕事をする上で心がけていること

　労働行政のよいところは、同じ働く者の立場として、「こんな職
場はイヤだ」と思うような職場をなくし、「こんな職場があったら
いいな」と思える職場の
実現をめざすことができ
るところだと思います。
働く人の感じる痛みを、
自分の痛みとして受け
止め、いつも共感をもっ
て、楽しく勤務していた
だければと思います。

　企業などで働いていて疑問を感じ、行政に相談にくる皆さんは
もちろん、企業の人事労務担当の方々も、必ずしも労働法令に
詳しい方ばかりではありません。私は、大学が理学部生物学科と
いうこともあり、就職して初めて法律の条文などに触れました。複
雑な法令や制度を「法律にうとい人の代表として、私にもわかる
表現で」、そして、「法律でこう決まっている」だけではなく、なぜそ
うした取組が必要かも含め、平易でわかりやすく納得性の高い
説明ができるよう心がけています。

仕事をする上で心がけていること

皆さんへのメッセージ
　働く女性も、出産すると多くが離職してしまう。これは、キャリア
を築いてきた女性にとっても、彼女を育ててきた会社にとっても、
労働力不足の日本社会全体にとっても大きな損失なのではない
か、もっと当たり前に仕事と家庭が両立できればいいのに…私が
雇用均等行政を志望したのはそんな考えからでした。皆さんも就
職活動の中で「働く」ことについて考えているかと思います。その
中で、「もっと働く環境
が○○であればいい
のに」という問題意識
が見つかったら、労働
行政の一員として実
現を目指してみません
か。

皆さんへのメッセージ

雇用環境・均等局 有期・短時間労働課 課長補佐

雇用環境・均等局 職業生活両立課 啓発援助係
昭和63年 労働省入省、以来、長野・愛知・福島婦人少年室などに
勤務。／平成11年 女性局女性政策課～男女雇用機会均等法に
初めて規定された職場のセクシュアルハラスメント防止対策の
施行を担当。その後、雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課
などに勤務。／平成19年 京都労働局雇用均等室長補佐、のち
大阪労働局雇用均等室長補佐。／平成22年 島根労働局雇用
均等室長。／平成24年 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課
室長補佐～育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の施
行を担当。／平成26年 石川労働局雇用均等室長。／平成27年 
雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課均等業務指導室長補佐
～女性活躍推進法の施行を担当。／平成29年 雇用均等・児童
家庭局短時間・在宅労働課長補佐。７月組織変更により現職。

平成25年４月 厚生労働省入省。雇用均等・児童家庭局総務課
国際係～局内の国際関係業務の調整等を担当。／平成25年６
月 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室母
子就業支援係～ひとり親家庭の就業支援施策を担当。／平成
26年 東京労働局雇用均等室～男女雇用機会均等法の施行を
担当。／平成27年 雇用均等・児童家庭局総務課企画調整係～
局内の企画法令・広報関係業務の調整を担当。／平成29年 現
職～仕事と家庭の両立支援の取組を促す助成金制度を担当。

中込 左和 Sawa Nakagomi

川野邉 美里 Misato KawanobePROFILE

PROFILE
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　現在、パートは正社員より賃金などが不当に安くても「だって
パートだからそういうもの。仕方ない」という、均等法前夜の女性
の状況とよく似た状況にある企業が少なくないのではないでしょ
うか。そのような、これまでの「当たり前」とされる働き方を変える、

「世の中を変える仕事」の一端を担っていることにやりがいを感
じます。

ある財源を有効に活用するため、助成金の支給にあたっては一
定の要件を設けていますが、そのハードルが必要以上に厳しけ
れば企業の取組を促す趣旨が損なわれてしまいます。申請する
企業にとっての利便性、審査する労働局の事務負担等のバラン
スを考えつつ、助成するに相応しい基準を考えています。

　入省以来、比較的短いスパンで異動していますが、その度に
新しく学ぶことがあり、出会いがあります。特に、４つめのポストで
は、注目度の高い施策を担う局の窓口として、多忙な日々が続き
ました。業務の量と求められるスピードに圧倒され、辛いと感じた
ことも多々ありましたが、今振り返ると、局内の施策を幅広く勉強
したこと、幹部に相談する際の度胸がついたことなど、得がたい
経験をさせていただいたと感じます。他行政の職員や自治体から
の研修生を含め、局内外で多くの知り合いもできました。

これまでの仕事で
心に残っているエピソード
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「働く人の安心」のために 働き方改革を一緒に実現しましょう！

　皆さんは「労災保険」という制度をご存じですか？正確には
「労働者災害補償保険」といいます。労働者（アルバイトも含み
ます）が、業務が原因でケガや病気になった場合、事業主はその
災害について「補い、償う」義務があるため、労働者は治療費な
どを自己負担する必要はありません。労災保険制度とは、事業主
の納める保険料を原資とし、被災した労働者の治療費などを事
業主に代わって支払う制度です。
　私の勤務する労働局の労災補償課では、本省と県内各地の
労働基準監督署の間に立ち、県内の状況を踏まえた施策の調
整を行い、各署で行う保険給付の手続きが迅速・適正に実施さ
れるようにサポートするなどの業務を行っています。

現在の業務内容
　私は、岐阜労働局職業安定部に勤務しています。職業安定部
はどんな仕事をしているのか？ですが、労働行政の第一線機関
であるハローワーク（岐阜県内には10か所あります）を統括する
部署であり、仕事をお探しの方や従業員を採用したい企業の皆
様に、いかに満足いただけるサービスを提供できるかという視点
から企画業務などを行っています。
　現在、職業安定部と県内ハローワークが一丸となって取り
組んでいるものとして、企業の皆様に労働者のニーズを踏まえた

「魅力ある企業づくり」に取り組んでいただくよう各種の施策を
展開し、この取組こそが「働き方改革」の第一歩であるとご理解
いただくよう、日々努力をしています。

現在の業務内容

　労働行政には、労災補償業務以外にも、適正な労働条件の
確保、仕事を探している方への職業紹介や職業訓練、均等待遇
の実現など、様々な課題に取り組む部署があります。そうした中
で、社会情勢の変化に対応した政府の施策の最先端に触れる
機会があり、いろいろな部署を経験することで、新しい知識を得

仕事のやりがい
　「ＥＳ（従業員満足）なくしてＣＳ（顧客満足）なし」という言葉をご
存じですか？従業員の満足度が向上しなければ、顧客の満足は得
られないというものですが、まさに、ハローワーク・労働局職員が仕
事に対する満足を得られなければ、ハローワークをご利用いただく方

（仕事をお探しの方や企業の皆さま）に満足いただける支援（サー

仕事をする上で心がけていること

　皆さんは、今、官庁訪問や就職活動を通じて、働く職場を決断
しようとしていることと思います。労働条件のことや、自身の将来
像などについて思い悩むこともあるかもしれませんが、それはきっ
と、皆さんだけではありません。
　労働行政は、様々な施策を通じ、働こうとしている人や働いて
いる人が安心して働けるようにサポートをする仕事ですから、「働
く」ことについて悩みや不安を感じる人がいる限り、社会に必要
とされる大切な仕事だと思います。
　私たちと一緒に、「働く人の安心」を考えてみませんか。

　平成24年度から２年間、労働基準局補償課で放射線被ばくに
よる疾病の労災認定に関する業務を担当しました。当時は東日
本大震災後の原発事故の影響で、放射線被ばくによる健康障害
について国民の関心が大変高まっており、放射線被ばくにより発
症する可能性があるとされるいくつかの疾病について、労災補償
の観点から最新の医学的知見を取りまとめる必要がありました。
　このため、専門家の協力を得ながら、国内外の医学文献や国
連機関の報告書などを調査し、放射線の影響についてその時点
で知られている事実を取りまとめ、関係省庁等との調整を経て
公表を行いました。前例がなく大変な業務でしたが、記者発表後
に多くの質問を受け、翌日の新聞各紙に掲載された記事を見た
ときには、大きな達成感がありました。

最も印象深い業務

皆さんへのメッセージ
　皆さん、「働き方改革」って、テレビや新聞で目にしない日は「な
い」くらい注目されていますよね！まさに今、「働き方改革」を実現
するために、私たちは日々業務に取り組んでいます。大きなプレッ
シャーがある半面、国民の皆さまからの労働行政への関心や期
待をかつてないほど感じています。こうした期待に応えるために
仕事をできることは、とても幸せなことだと思いませんか？
　ぜひ、熱い気持ちをもった皆さんと「働き方改革」の実現に向
けて、一緒に仕事ができる日を楽しみにしています！

皆さんへのメッセージ

群馬労働局 労働基準部 労災補償課長

岐阜労働局 職業安定部長

平成13年 厚生労働省入省。北海道労働局函館労働基準監督署
業務課～署の庶務・経理業務を担当。／平成15年 北海道労働
局総務部総務課会計第一係、第二係、第三係～労働局の予算執
行業務を担当。／平成18年 大臣官房会計課経理室契約班契
約第三係～省内の物品購入に関する契約業務を担当。／平成
20年 労働基準局勤労者生活部企画課管理係主任～課内の庶
務・経理・予算要求業務などを担当。／平成22年 大臣官房統計
情報部企画課予算第二係長～部の予算編成業務を担当。／平
成24年 労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室放射
線障害係長～放射線被ばくによる疾病の労災認定に関する業
務を担当。／平成26年 労働基準局労災補償部補償課医事係
長～被災労働者に対する医療制度の整備などの業務を担当。
／平成29年 現職～群馬県内の労災補償に関する業務を担当。

平成８年 労働省入省。職業安定局労働市場センター業務室 
トータルシステム管理係～ハローワークの雇用保険業務で使
用するシステムの管理を担当。／平成12年 職業安定局雇用保
険課 予算係～労働保険特別会計雇用勘定の予算編成業務を
担当。／平成14年 大臣官房人事課 任用第３係～労働関係部
局の人事関係業務を担当。／平成15年 中央労働委員会事務局
審査課 調整係～不当労働行為事件の審査を行う公益委員会
議の調整業務等を担当。／平成18年 職業安定局労働市場セ
ンター業務室 庶務係～室の庶務・予算関係の調整業務を担当。
／平成19年 職業安定局地域雇用対策室 特定地域対策係長
～北海道、沖縄県における特別の雇用対策業務を担当。／平成
22年 政策統括官付労政担当参事官室 秘書人事係長～局幹部
の秘書業務、局内職員の人事・給与業務を担当。／平成24年 職
業安定局労働市場センター業務室 経理係長～室の経理関係業
務を担当。／平成26年 政策統括官付労使関係担当参事官室 
第１係長～労働組合との連絡調整業務を担当。／平成27年 職
業安定局派遣・有期労働対策部企画課 雇用対策係長～非正規
雇用労働者に関する雇用対策業務を担当。／平成29年 現職
～岐阜県内の雇用対策業務、ハローワークの統括業務を担当。

井上 剛 Tsuyosh i  Inoue

吉村 亮 Ryo Yosh imura

PROFILE
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て、担当業務に生かしていくことができます。
　また、上司や同僚と一緒に悩みながら取り組んだ結果が、実際
に全国の労働行政の施策に反映されることになった場合には、
その責任の重さとともに、やりがいを感じることができます。

　全国の労働局職業安定部では地域の雇用対策推進のため、各
地方公共団体と「雇用対策協定」を締結し、地域住民のサービス
向上に繋がるよう取り組んでいます。私たちも岐阜県と協定を締結
し、重要な柱の一つである障害者雇用の促進に向け、各種制度や
支援策を理解してもらうために経済団体などを訪問しています。
　団体の方々からは「ぜひ、障害者雇用について連携して取り組み
ましょう！」との声をもらうことができました。改めて、相手と直接、顔
と顔を突き合わせて行う仕事の大切さを認識できました。

これまでの仕事で
心に残っているエピソード

ビス）は提供できないと思います。この言葉を私のスローガンとして、
ハローワーク・労働局職員の声を聞きながら、日々の業務への工夫
や改善、職場環境の整備等を図ることを心がけています。
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自分らしく働き 自分らしく生きる 隣国から見る労働行政

　雇用環境・均等部（雇均部）は、労働局の総合窓口として、労
働行政の広報やワンストップでの相談対応を行っています。ま
た、働き方改革を進めるために、雇均部の担当する非正規労働
者の処遇改善や女性の活躍推進だけでなく、労働局内の労働
基準部や職業安定部と連携し、長時間労働の是正や高齢者・障
がい者の活躍推進など、各種施策をワンパッケージで企業に提
案しています。さらに、男女雇用均等法や女性活躍推進法など
施行を担当する法律も多く、法律の周知や法に基づく企業指導
なども行っています。

現在の業務内容

　入省した頃の婦人少年室の主な仕事は、「婦人の地位の向
上」のための啓発でした。しかし、入省の翌年に男女雇用機会均
等法が成立し、仕事の中身は劇的に変化しました。それから３０
年余。当時と比べると、女性が働くことに対する意識は大きく変
わってきましたが、仕事と育児の両立に関しては、まだまだハード
ルが高いように感じます。私自身も働く女性として育児や介護と

厚生労働省を志望した理由

　2017年４月から、経済部において、労働法制、雇用政策、医
療・介護、食品安全、少子高齢化対策など厚生労働省に関わる
幅広い分野を担当しています。経済部は、財務省や経産省など
他省庁からの出向者が多く、聞いたことのない用語が日々飛び
交っています。現地スタッフのサポートを得ながら、各関係省庁と
の意見交換・情報収集、現地日系企業からの要望や問い合わせ
への対応、日本から出張される方々の訪問調整などを主に行っ
ています。会議・イベント出席のために外出する機会も多いです。

現在の業務内容

　私は、地方労働局の採用でした。大学の専攻が教育だったこ
とから職業相談やカウンセリングなどに直接携わりたいと考え、
ハローワークを志望したことがきっかけです。現場担当者として
仕事を探される方や企業の担当者の方と話をする中で、制度設
計自体に関心が深まり、現場での経験を生かしながら厚生労働
本省で勤務したいと思いました。

厚生労働省を志望した理由

　雇均部には総合労働相談コーナーがあり、様々な相談をワン
ストップで受けているので、朝から晩まで（昼休み中も）、電話や
来局される方の相談が途切れることがありません。中には対応の
難しい相談もありますが、労働局を頼りにしてくださっている方々
の期待に応えたいと、親身になって丁寧に対応しています。いろ
いろな苦労もありますが、労働局の助言や指導によりトラブルが
解決したと喜んでいただいたり、トラブルを防ぐことができたと感
謝されたりすることが何より嬉しく、職員のモチベーションになっ
ています。

　「自分らしく働き、自分らしく生きる」。自分らしく生きるために
は、自分らしく働ける社会でなければなりません。働きたいと思う
人が誰でも、自分らしく働ける社会をめざして、労働局も様々な
取組を行っており、その中で雇均部は、非正規で働く方々の処遇
改善や女性の活躍促進のための業務などを担当しています。
　労働局は、働く誰か、働きたい誰かの役に立っていることを実
感できる職場です。ぜひ、一緒に労働行政で働いてみませんか。

職場の雰囲気

皆さんへのメッセージ

　韓国の労働法制、医療・介護保険制度など多くの法令が日本
を参考にしていると聞きました。確かに条文を読むと、他のどの
国よりも内容を理解しやすいと思います。
　しかし、類似しているとは言え、社会的背景や文化の相違か
ら、法解釈や判例が驚く程違う場合があります。特に韓国では、
“家族”を大切にする考え方が解釈の至る所に生きています。この
ような背景を踏まえて、実際に運用されている制度を直に見るこ
とができるのは、貴重な機会だと思います。

　労働行政は、窓口応対の業務から海外勤務まで、じつに幅広
く、希望すれば様々な可能性があると思います。日常生活に密着
した業務が多く、直接携わった仕事が大きくメディアに取り上げ
られることもあるため、責任も大きいですが充実感を得られる機
会も多いと思います。ぜひ、一緒に働いてみませんか。

仕事のやりがい

皆さんへのメッセージ

兵庫労働局　雇用環境・均等部長

在大韓民国日本国大使館 一等書記官

昭和59年 労働省入省。栃木婦人少年室に配属。／昭和62年 
労働省婦人局庶務課勤務。人事関係業務を担当。／平成2年 
労働省労政局勤労者福祉部勤労青少年室勤務。勤労青少年関
係業務を担当。／平成3年 栃木女性少年室勤務。男女雇用機
会均等法、育児・介護休業法等の施行業務を担当。／平成18年 
千葉労働局雇用均等室勤務。／平成20年 島根労働局雇用均
等室長。／平成22年 秋田労働局雇用均等室長。／平成24年 
栃木労働局雇用均等室長。／平成26年 厚生労働省雇用均等・
児童家庭局総務課 雇用均等行政監察官。／平成28年 現職。

平成11年 労働省入省。新潟県商工労働部職業安定課雇用対
策係～求人倍率、雇用関係の調査業務を担当。／平成14年 新
潟労働局（新潟公共職業安定所）～職業紹介及び雇用保険資
格取得・喪失業務を担当。／平成17年 大臣官房会計課福利
厚生室 本省第二係～省内職員を対象にした共済貸付業務を
担当。／平成19年 職業安定局建設港湾対策室 港湾労働係
～港湾労働法に基づく、委託費・補助金等を担当。／平成20
年 職業能力局能力開発課 介護労働係長～介護労働者法に
基づく、介護労働安定センターの運営・能力開発事業に関する
業務。／平成23年 大臣官房国際課国際企画室 交流調整係
長～先進国からの政府要人の省内受入れ、高齢化等国際セミ
ナーの企画・実施業務。／平成26年 人事院国内研究員～政策
研究大学院大学にて公共政策を専攻し、修士を取得。／平成
27年 職業安定局雇用政策課 企画係長～雇用分野の国際会
議の企画・実施、ＯＥＣＤ等海外からの調査団受入れに関する
業務。／平成29年 現職～在大韓民国日本国大使館において
厚生労働分野を担当。

松浦 貴子 Takako Matsuura

高崎 美奈子 Minako Takasak i
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PROFILE
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第 3 部 先 輩からのメッセージ

を両立しながら、入省以来ずっと、働く女性の問題に関わる仕事
ができたことを幸せに思っています。
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14 年目を迎えて 労働行政の裏方として ～職員を支える仕事～

　厚生労働省に入省して14年目を迎えました。皆さんの中には、
厚生労働省が所管する幅広い政策のうち、自分は一体どのよう
な仕事をして、どのようにキャリアを積んでいくのだろう、と興味を
持っている方もいると思います。
　私の場合、労働基準行政の採用ですが、入省後は、労働分野に
限らず、様々な部署を経験する機会がありました。新人時代は、厚
生労働省全体の取りまとめ業務を行う部署に配属され、知識不
足で右往左往することが多かったですが、各部局の所管内容を幅
広く知ることができました。以降も、秘書業務や経理、総務などを
経験し、国の会計処理や、行政の基本的な事務を学ぶことができ
ました。

　約２年ごとの異動で、異動先が未知の分野の場合もあり、苦労
することも多いですが、経験を重ねるにつれ、次の部署でも生かせ
る知識が増え、視野も広がってきます。一見、労働行政と直接の関
わりがない部署での経験も、以降の仕事につながることもあります。
　現在は、労災保険給付の不服申立に関わる仕事をしています。
過労死などに社会の関心が高まる中、日々、労働行政の役割の重
要性を感じながら仕事に取り組んでいます。

　ワーク・ライフ・バランスについて触れると、配属される部署に
よっては、業務の繁忙期には帰りが遅くなることがありますが、土
日は完全オフでゆっくりと過ごすようにしています。また、女性職員
の先輩の中には、結婚・出産を経て都道府県労働局の幹部職員と
して活躍している方々もおり、今後のキャリアを考える上で参考に
なります。

　大臣官房地方課は、全国47都道府県にある労働局を統括する部
署ですが、その中で私は、労働局職員の人事や給与事務を担当してい
ます。労働局に人事異動や昇給等の方針を示すほか、労働局の担当
者からの問い合わせに対応しています。
　今は特に、労働局職員のワーク・ライフ・バランスの実現に力を入れ
ています。どんなに仕事が好きでも、超過勤務で体調を崩したり、育児
や介護などのライフステージに対応できない職場であれば、最高のパ
フォーマンスを発揮できません。このため、男性職員の子育て参加や年
次有給休暇の取得促進、超過勤務の縮減など、労働局職員が健康的
に、私生活を充実させながら働ける職場環境づくりに取り組んでいます。
　労働局では、非常勤職員を含めると約5万人が働いています。した
がって、人事や給与に関する通知を一つ出せばそれが5万人の生活に
影響することになります。そのため、通知を作成する際に、労働局の担
当者が通知の趣旨を理解しやすいよう明確に、また本省として、どうい
う点に力を入れてほしいのかわかるようにすることを心がけています。

　地方課に配属される前は、労働局の雇用均等室（現雇用環境・均
等部（室））で勤務していました。法律の周知・広報や労働者の方から
の育児休業制度、セクハラなどの相談対応、事業主の方に対する行
政指導を行っていました。当時は、恥ずかしながら法律を守ってもらう
ことに精一杯で、労働者や事業主の方に個 の々状況に応じた助言や
指導ができず、職場の先輩にフォローしていただくこともありました。
　今の仕事で感じることは、年齢も家庭環境も様 な々職員がいて人
員も予算も限られる中で、国家公務員の規則を守りつつ、労働局の
実情にあった人事や給与のあり方を考えることの難しさです。ふと、
労働局勤務の時の業務のことを考えると、私が対応していた事業主

労働基準局 補償課 労災保険審理室 審査係長

平成16年 厚生労働省入省。政策統括官付労働政策担当参事
官室政策第1・2係～省内部局間の調整・とりまとめ業務を担
当。／平成18年 総括審議官室・厚生労働審議官室～秘書業務
を担当。／平成20年 労働基準局労災補償部労災保険業務室
経理係～経理業務を担当。／平成22年 兵庫労働局神戸西労
働基準監督署（地方研修）～労災保険の給付事務を担当。／平
成23年 労働基準局総務課労働保険審査会事務室審査第２係
～労災保険の再審査請求事務を担当。／平成25年 労働基準
局労災補償部労災管理課総務係主任～職員の人件費、研修に
関する調整業務を担当。／平成26年 厚生労働事務次官室・大
臣政務官室主任秘書～秘書業務を担当。／平成27年 労働基
準局補償課医事係主任～労災診療費に関する業務を担当。／
平成28年 現職～労災保険の審査請求に関する業務を担当。

佐藤 絵美 Emi Sato

PROFILE

大臣官房地方課 人事・給与第一係

平成24年 厚生労働省入省。雇用均等・児童家庭局短時間・在
宅労働課業務係～事業主向けの奨励金（助成金）の支給業務
を担当。／平成25年 福井労働局雇用均等室～パートタイム労
働法に関する労働者等からの相談、事業主への指導、制度の
周知啓発を担当。／平成26年 石川労働局雇用均等室～育児・
介護休業法、男女雇用機会均等法に関する労働者等からの相
談、事業主への指導、制度の周知啓発を担当。／平成28年 現
職～都道府県労働局職員の人事、給与等に関する業務を担当。

稲垣 彩乃 Ayano Inagak i

PROFILE

　本省では、自分の仕事が直接誰かの役に立っているところを見
る機会は少ないかもしれません。しかし、私が経験した仕事以外に
も、予算や法令、各種制度の運
用など幅広い仕事があり、どれ
も労働行政を支える重要な役
割を担っています。志を持った
皆さんと、一緒に働けることを楽
しみにしています。

も、社員に給料を支払い、法律を守りながら就業規則を作成してそ
れを社員に示していました。そう考えると、今の私の業務は、いわば事
業主と近い立場にあるのではないかと思います。
　今後、人事異動により企業や働く方に関わる施策の担当となるこ
ともあると思いますが、地方課での「事業主」としての経験を活かした
いと思います。

　「働き方改革」が推進されている
今、労働行政への期待が高まってい
ます。厚生労働省職員もその期待に
応えられるよう、一丸となって施策に
取り組んでいます。
　労働行政に少しでも興味がある方、ぜひ一緒に働きましょう。
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第 4 部 活躍する女性職員からのメッセージ
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目 標

仕事と家庭を、上手に両立するために。

仕事と家庭生活の主な両立支援制度

隗より始めよ ! 厚生労働省職員も「働き方・休み方改革」に取り組んでいます。

イクメン職員を支える職場の取組

出産する場合

産前産後休暇
産前6週間、産後8週

小学校就学前の子どもを看護する場合

子の看護のための休暇
年5日まで（対象となる子が2人以上の場合は年10日）

小学校就学前の子どもを養育する場合

育児短時間勤務
勤務時間を1日3時間55分（週19時間35分）などに短縮

小学校就学前の子どもを養育、放課後児童クラブに通う
小学校の子どもを出迎え、又は父母などを介護する場合

早出遅出勤務
始業、終業時間を繰り上げ又は繰り下げて勤務

小学校就学前の子どもを養育、又は父母などを介護する
場合（本人の請求）

深夜勤務・超過勤務制限
超過勤務は月24時間・年150時間以内に制限

3歳未満の子どもを養育する場合

育児休業
配偶者の就業などの状況にかかわらず取得可能

3歳未満の子どもを養育する場合

超過勤務の免除

配偶者、父母、子、配偶者の父母などを介護する場合

介護する場合介護休
6ヶ月の期間内で必要と認められる期間

小学校就学前の子どもを養育する場合

育児時間
1日の勤務時間の一部（2時間まで）を勤務しないことが可能

配偶者、父母、子、配偶者の父母などの介護など必要な
世話をする場合

短期介護休暇
5日まで（対象となる要介護者が2人以上の場合は年10日）

大臣等政務3役による育児休業取得に向けた声がけ
　毎月、前月に子どもが生まれた本省の男性職員とその上司（課室
長級）に対して、大臣等政務3役から声がけし、対象者に育児休業
の取得を促す取組を実施しています。上司も対象とすることで、育
児休業を取得しやすい職場環境の整備を促しています（地方機関
においても各部局長からの声がけを実施中）。

【実施概要】 政務3役の執務室や省内の会議室に対象者が参集
し、以下の流れで実施しています。
① 対象者の紹介
② 大臣等政務3役からの訓示
③ 大臣等政務3役と対象者及びその上司との懇談

「子育てメールマガジン」の配信
　毎月19日を「育児の日」と定め、職員に育児関連情報を広く周知し
両立支援制度の活用を促進するため、両立支援制度の紹介や育児
に関するイベントの案内等を掲載した「子育てメールマガジン」を大
臣官房人事課から全職員に対して直接配信しています。

「育児シート」の導入
　職員の育児等に係る状況（出産予定日、配偶者の状況、保育の状
況等）や両立支援制度の利用についての意向を把握するため、「育
児シート」を導入し、管理職員や人事担当者がきめ細やかな配慮を
行えるようにしています。

「仕事と育児・介護の両立支援ハンドブック」の配布
　職員の両立支援制度の利用を促進するため、両立支援制度等を
まとめたハンドブックを作成し、非常勤職員も含めて職員に配布して
います。

在庁時間の縮減

年次休暇

年間16日以上・少なくとも全職員の75％が、月1日以上の年次休暇を取得

テレワークの促進

夏季休暇
その他の休暇

フレックスタイム、
早出・遅出勤務の
活用促進

●原則20時までに退庁。
●やむを得ない場合でも22時までには退庁。
●必要な場合は、翌日朝勤務で対応。 等

●全職員がマンスリー休暇を取得。※毎月１日以上の年休を取得。

●１人当たり年平均２回（6,800人日）実施を目標
●育児介護職員への活用促進
●実施方法・手続の簡略化

●全職員が連続１週間以上の休暇を取得。

●全職員がGW・年末年始に、１日以上の年次休暇を
取得。※マンスリー休暇とは別に取得。

●国会対応等他律的業務等について早出・遅出勤務を活用。
●その際、10時間の勤務間インターバルを設ける。
●育児介護職員に原則100％フレックスタイムの利用を
認める等、活用促進

1. 働き方改革

2. 休み方改革

 「休むことも仕事です。今度こそ本気です。」
下記取組みを平成27年10月から本省全部局において本格実施（平成28年4月一部改正）。

- 厚生労働省 -　働き方・休み方改革推進戦略

① 大臣主導で半強制的に実施
働き方・休み方を改革することは、厚労省の任務及び職員の責務と捉
え、大臣主導の下、半ば強制的に実施。

② 幹部職員等の人事評価に反映
部局長等の幹部職員及び課室長等の管理職員の意識を改革し、率先
し働き方・休み方改革を推進。 改革の実施状況を部局長等を含めた
全職員の人事評価に反映。

③ 重層的なPDCAサイクルの導入
具体的な目標を設定し、班、課室、部局及び省全体という各レベルで重
層的・定期的に実施状況を管理。目標が達成できていない場合は、具
体的な改善指導や改善計画を作成。

課室長等による出退勤管理の徹底
●必ず事前に、在庁時間管理簿により勤務時間外に在庁する理由等を確認しま
す。理由に応じて退庁又は在庁時間縮減を指示します。
●各部局の長等は、月100時間超の在庁職員を確実に把握し、課室長へ個別の
改善計画作成を指示するとともに、翌月フォローアップをします。

組織的管理の徹底
①部局長等   直近1ヵ月に、平均退庁時間が20時を超えた又は休暇取得率が
75％を下回った課室長等に、改善計画書の提出を義務付けています。
②事務四役   直近3ヵ月連続で、平均退庁時間が20時を超えた又は休暇取得率
が75％を下回った部局長等に、改善計画書の提出を義務付けています。
③政務三役   各部局の平均退庁時間（休暇取得状況）等は、必要に応じて政務
三役にも報告し、必要に応じて大臣より改善を指示しています。
※毎週、局（部）議等の際に、各課室の平均退庁時間（休暇取得状況）を確認・フォローアップ。
※毎月、幹部懇談会の際に、各部局の平均退庁時間（休暇取得状況）を把握・フォローアップ。

事前登録制
●課室長等は原則、月内にマンスリー休暇を取得させます。
●取得できない場合、 翌月に２日以上の休暇を取得させます。

新たな改革を成功させるための３つの基本的考え方

【具体的取組】

　平成28年11月に息子が生まれたとき、私は厚生労働省が所管する独立行政法人に出向
していましたが、厚生労働省と同じように配偶者の出産のための特別休暇制度があったた
め、産前１日（入院日）、出産日、産後１日と３日間連続で休暇を取得し、希望していた出産
の立ち会いもすることができました。また、妻と息子が入院している間は、仕事を早めに切り
上げ、妻への見舞いを手に面会時間に間に合うよう、会いに行っていました。
　特別休暇や時間単位での有給休暇取得などが制度上保障されていることは大前提とし
てありますが、それに加え職場での上司や同僚によるサポートもあり、安心して育児ができ
るという心強さを感じることができました。
　息子が生まれて１年余が過ぎ、仕事の繁忙期もあれば、息子が体調を崩すときもあるな
ど、仕事と家庭の両立は決して簡単なことではないことを実感しています。
　制度というものは人によって作られるものですが、制度によって人の意識もまた変化する
ということを感じます。それも仕事と家庭の両立に深く関わる厚生労働省で働いていること
と、実際に育児に参加できているからだと思います。
　仕事と家庭の両立に関する制度は少しずつ整いつつありますが、まだまだ両立ということに
対する意識を変えていく途上だと思います。一緒に仕事と家庭の両立を目指して働きましょう。

　私は、中学生を先頭に３人の子どもがおり、日々、仕事と育児の「両立」に挑戦していま
す。これまでに産休・育休を取得したことで、周りの同年代の職員よりもワークキャリアが少
ないことに、焦ることもあります。けれども、子育てをしているからこそ見えてくるものもありま
す。限りある時間のうまい使い方、オンとオフのスイッチの切り替え。その実践を政策的に表
現すれば、“ワーク・ライフ・バランス”ということになるんだろうなと思います。
　子どもが小さいうちは、育児に一日のうち多くの時間を注がざるを得ないでしょう。ただ、
そうした期間はずっと続くわけではなくて、子どもが学校に上がって大きくなるにつれて、仕
事に注ぐことのできる時間も増えてくるでしょう（何歳になっても、子どもは可愛くて仕方な
いものですが（笑））。
　また、職場の環境を見ても、復帰後の育児時間・看護休暇などの両立支援制度の普及
や、増えつつある男性の育児休業の取得など、以前よりも両立を応援してくれる“組織全体
の「風」”を感じます。
　両立のためのさまざまな選択肢を提供いただき、また、さまざまな働き方を受け入れてくだ
さる職場と、日々支えてくださる職員の方々、そして家族にはいつも心から感謝をしています。
　私自身、どのような働き方ができるか、どのように両立ができるか、これからもずっと挑戦
を続けたいと思っています。皆さまも、厚生労働省で、自分にあった働き方を見つけてみませ
んか？お待ちしています！

■３歳児がいる平日の様子はこのような１日です。
７：３０起床→コーンフレークなど簡単に朝食→８：３０保育園経由で出勤→９：３０仕
事（昼休みには職場の友人（かつママ友）とランチで気晴らしなど）→１９～２０：００帰宅

（保育園の迎えは夫担当）→夕食・風呂・一緒に遊ぶ→２２：００寝かしつけ→元気があ
ればテレワーク
■利用した制度は「産前産後休暇」と「テレワーク」です（育休は、ベンチャーにいる夫が
１年間取得しました）。テレワークは、通勤時間と労力が丸々カットでき、柔軟に働ける
ので、子どもを病院へ連れて行く時や保育園の行事の時などに助かっています。
■伝えたいこと：自分の心身のためにも子どもの発育のためにも、一人で仕事や育児を
囲い込まないことが一番大事です。そのためには、身近な家族や職場の人達への事前の
相談が欠かせません。自分もまだまだですが、特に「不在の間に同僚などが困らないよう
な引継」には気をつけています。
■両立してみて変わったこと：とにかく時間と体力が…と悩ましい日々ですが、そんな中
でも赤ちゃんから乳児・幼児へと、驚異的なスピードで成長し色んなことが出来るように
なっていく姿を見るにつけ、大人ももっと出来ることがあるのではないかと振り返る機会
になりました。仕事や生活を通じて、少しずつ自分も変わっていけたらと思います。

W O R K  L I F E  B A L A N C E
仕事と家庭の両立

バランス日々模索中

大河内 隆
労働基準局 労災管理課 予算係

Takash i  Okoch i

自分に合った働き方を！

加藤 亜希子
職業安定局 総務課書記室 経理係長

Ak iko Kato

吉田麻衣
雇用環境・均等局総務課 国際係長

Mai Yoshida
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働き方・休 み 方 改 善
ポータルサイトの運営を
行っている事業者とサイ
トの改修について打ち
合わせを行っています。 

私たちは、こんな仕事をして   います。W OR K  S T Y L E
　私は平成23年に入省し、現在は新規学卒者・既卒者やフリーター、若年失業者の方を対象とする就職支
援に携わっています。支援対象者のニーズや雇用情勢に応じてハローワークや大学、高校等の学校におけ
る支援を円滑に実施できるようにするため、施策の方向性を示しつつ、全国の労働局や他省庁とも連携・協
力しながら、会議の開催準備や各種データの取りまとめ、資料作成などの業務を行っています。
　これまで、労働者派遣事業関係業務、国際関係業務、賃金に関わる調査関係業務を経験し、法改正の流
れや他部局との調整、統計データの集計・精査方法などについて学んだことは、自分の糧となっています。
　労働行政は、働く意欲のある様々な人々が自身の能力を充分に発揮して、安心して働けるようにサ
ポートする仕事だと思います。人の人生にも関わるため、とても責任があります。一方で、多
くの人 と々関わり合い幅広い知識や経験を得られ、日々成長できる職場で
す。これから働き出す皆さんにもぜひ、「働くことに向き合う」仕
事を就職における選択肢の一つにしていただけ
れば嬉しいです。

　私は、雇用環境・均等局職業生活両立課で、「働き方改
革」の中でも主に休暇の取得促進の仕事に携わっています。

年次有給休暇の取得率は近年５割を下回っていますが、政府として、年次有給休暇
の取得率を2020年（平成32年）までに70％とする数値目標を設定し、年次有給休暇の取得促
進に努めています。
　年次有給休暇取得率70％という目標は高いハードルです。小さい会社では休みは取れない
という声や忙しくて休めないという声も聞きますが、休暇取得に向けた気運の醸成を図るとと
もに、それぞれの職場で休暇を取得しやすい職場環境整備を推進することが、年次有給休暇
の取得促進につながると信じて、日々の業務に取り組んでいます。
　「働き方改革」は今注目を浴びており、やりがいのある仕事です。忙しいと思われる方も多い
と思いますが、休暇取得を推進している立場でもあり、毎月１日は休暇を取得するようにしてい
ます。自らの「働き方改革」も大切です。
　皆さんも「働き方改革」に一緒に取り組みませんか。

働くことに向き合っていく
「

働
き方改革」に取り組みません

か

栗栖 崇
雇用環境・均等局 職業生活両立課 
働き方・休み方改善係長

Takash i  Kur i su

眞壁 由美子
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 若年者就職援助係　

Yumiko Makabe

と
あ
る
１
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

早起きしてジムに行き、始
業前に一汗流します。朝
活で目が覚めて体も温ま
り、一日元気に過ごそう
と気合いが入ります。

都道府県労働局に発出す
る通知文書について、上
司に決裁を仰ぎます。本省
から労働局への指示が適
切に伝わるように、明確な
文章の記述を心がけます。

労働局からのメールや
電話での問い合わせに
対応します。難しい質問
の場合には、上司に相
談してから回答します。

メールを整理し翌日の予
定を確認して、退庁しま
す。今日は定時退庁日！

登庁し、業務開始です。
毎朝室内の上司・同僚
にメールし、その日や今
後の業務予定、休暇予
定などを報告します。

毎月、ハローワークにおけ
る就職実績等のデータを
集計し、とりまとめていま
す。そのデータを元に、今
後の方針を検討します。

おはようございます。メー
ルをチェックし、本日の
業務予定やスケジュー
ルを係内で共有します。

事業を委託している事
業者と、電話で事業の
進捗について確認して
います。

お昼休みは同じ部屋
の同僚と一緒にランチ
へ。美味しいお店を見
つけるのも楽しみの一
つです。

就業後に係での新年会
です。仕事だけではなく、
時にはプライベートの話
もして盛り上がります。今
年もみんなで協力し合っ
て頑張っていきましょう！

課長に今後の事業の進
め方について相談して
います。

今月開催予定の全国
若年者雇用対策担当
者 会 議 に向 けて、係
内で打ち合わせを行
います。

今日のお昼はうどん。午
後の業務に向けて力を
蓄えます。

働き方・休 み 方 改 善
ポータルサイトに掲載す
る企業の取組事例原稿
をチェックします。

局長に今後の方針につ
いて説明しています。

他省庁が作成する白書
の原稿を作成します。厚
労省内だけでなく他省
庁とも関わる業務もあり
ます。

退庁。残業する日もあり
ますが、週１・２回は定
時で退庁するようにして
います。今日は近所のジ
ムでリフレッシュしてきま
す。メリハリが大事です。

19 厚生労働省 入省案内 　一般 労働行政　 2018 20



労働基準局
労災保険業務課
レセプト電算
システム第一係

入内島 大裕

労働基準局
補償課 福祉係

私は、労災に遭われた
労働者の社会復帰を
促進する業務に携わっ
ています。専門用語の
多さに戸 惑 いました
が、上司や先輩の力を
借りながら業務に取り
組んでいます。責任のあ
る業務ですが、やりが
いを感じる毎日です。

やりがいのある
業務

Daisuke Iriuchijima
西田 英里佳

労働基準局
労災管理課
管理係

私は職員の勤務管理
や庶務業務を行ってい
ます。職員の働きやすさ
を支える大事な仕事で
あり、やりがいを感じま
す。最初は分からない
ことが多く不安でした
が、周りの方々に支えら
れて、充実した日々を過
ごしています。

職員を支える
仕事

Er ika Nishida
膝附 大祐

労働基準局
労働保険徴収課
労働保険徴収業務室
業務第二係

全国の労働局や監督
署で使用する労働保険
料を扱うシステムの運
用保守を担当していま
す。システム関係の部署
でわからないことばかり
ですが、上司や先輩方
にサポートしていただき
ながら、日々成長できる
職場です。

気づきと
成長

Daisuke Hizatsuki
高橋 里江

労働基準局
労働保険徴収課
労働保険徴収業務室
業務第一係

労働保険適用徴収シス
テムを担当しています。
主に労働局の業務で利
用するシステムなので、
非ユーザーでありなが
ら各局からの問合せ対
応や機能改修をしてい
くのは難しいですが、本
省で働いていることを
実感します。

本省で働く

Rie Takahashi

白嵜 理人

政策統括官（統計・
情報政策担当）
統計・情報総務室
経理・総務係

入省前、厚生労働省の
仕事はとても大変そうな
イメージがあり、やって
いけるか不安でしたが、
現在は日々興味深くやり
がいのある仕事に関わ
れて業務を楽しめていま
す！興味のある方は是
非一緒に働きましょう！

やりがいのある
楽しい仕事

Masato Shirosaki
末廣 耕司

職業安定局
需給調整事業課
調整係

私は、労働者派遣法な
どを所管する課で、国
会対応や課内業務のと
りまとめ、定例会議の
運営等を行っています。
日々の業務が国民生活
に与える影響力が強く
責任は重大ですが、そ
の分やりがいを感じる
ことができる職場です。

影響力の強い
業務

Koj i Suehiro
神野 祐磨

職業安定局
労働市場センター
業務室
システム企画係

私は、全国のハローワー
クで使う業務システムを
更改するプロジェクトに
携わっています。大規模
なプロジェクトなので、入
省当初は不安も多かった
ですが、周りの先輩方の
丁寧なサポートのおかげ
で非常に充実した日 を々
過ごしています。

周りに支えら
れながら

Yuma Jinno

佐藤 真央

労働基準局
補償課 業務係

私が携わる労災補償
業務では、全国の労働
局に指 示を行う一 方
で、国民の皆さまの声
がダイレクトに寄 せら
れます。新人といえども
大きな責任が伴う仕事
に悪戦苦闘の毎日です
が、その分非常にやり
がいを感じています。

責任と
やりがい

Mao Sato
藤林 英雄

政策統括官付
情報化担当参事官室
評価企画係

私は、厚生労働省が所
管する情報システムの
予算について、各関係
部 局とのヒアリングや
連絡調整等を担当して
います。システムの知識
のみならず、幅広い労
働行政の政策も学ぶこ
とができ、充実した毎日
を過ごしています。

幅広い
労働行政

Hideo Fujibayashi
八子 菜々子

労災保険業務に関係す
るシステムの改修を行
うための業務に携わっ
ています。専門性が強
いので理解することに
時間がかかりますが、学
べることが多く、面倒見
のよい上司が丁寧に教
えてくれるので、安心し
て働けます。

面倒見のいい
職場です

Nanako Yako
木全 裕夢

労働基準局 補償課
職業病認定対策室
職業病認定業務
第一係

私は、「過労死等」の労
災認定に関する業務を
行っています。今まさに
注目されている分野の
ど真ん中に携われてい
るということを、日々の
業務の中で実感してい
ます。このやりがいある
分野で一緒に働いてみ
ませんか。

いま注目の分野
で働くこと

Hiromu Kimata
黒柳 遥

労働基準局
総務課
総務第二係

報道発表や情報公開
などについて、主に取り
まとめ業務をしていま
す。局内外からの問い
合わせが多く、学ぶこと
が多いです。また、広報
誌の打ち合わせやテレ
ビ番組の撮影に立ち会
う機 会もあり、日々充
実しています。

業務範囲の広さ
に驚きました

Haruka Kuroyanagi

石島 大樹

労働基準局
労災保険業務課
短期給付係

私は労災補償の医療
機関に対する支払業務
を行っています。明るい
先輩方が多く、毎日気
負わずに仕事をしてい
ます。悩むことも多いで
すが、自分の知識や経
験を生かして対応をす
ることができた時はとて
も嬉しいです。

良い雰囲気の
職場です

Daik i Ish i j ima
今井 晶

労働基準局
総務課 予算係

私は労働基準局の予
算の取りまとめ業務を
しています。国の予 算
はスケールが 大きく、
自分だけでは対処でき
ないことばかりですが、
先輩に助けられながら
チームで取り組んでい
るため、安心して働くこ
とができます。

チームで行う
仕事

Hikar i  Ima i

奥村 憲一

労働基準局
労災保険業務課
ハードウェア
更改係

私は、全国の都道府県
労働局や労働基準監
督署で利用されている
システムの更改に関す
る業務を担当していま
す。この職場は、上司や
先輩方に気兼ねなく何
でも相 談でき、とても
仕事がしやすいです。

快適な職場

Kenichi Okumura
小野寺 涼

職業安定局
雇用保険課
経理係

私は特別会計の契約
業務や補助金・給付金
の支給業務などを担当
しています。幅 広い業
務内容に初めは戸 惑
いましたが、その分多
くの方 と々関わる機会
がり、周りの先輩方の
支えもあって充実した
日々を過ごしています。

多くの人との
関わり

Ryo Onodera

飯田 敦之

労働基準局
労災保険業務課
情報システム運用係

私は、労災保険の統計
関連の業務をしていま
す。当初は業務内容に
ついて分からないこと
ばかりでしたが、困った
ときには相談ができる
風通しの良い職場環境
なので、とても働きやす
いです。

働きやすい
職場

Atsuyuk i  I ida

深澤 このみ

雇用環境・均等局 
雇用機会均等課
女性活躍推進係

私は女性の活躍に関す
る業務を担当していま
す。委 託 事 業の連 絡・
調整や、パンフレット作
成といった広報活動等
の仕事をしています。自
分の関わった仕事が全
国に発信され、誰かの
力になれる事に、やりが
いを感じます。

全国に向けた
仕事

Konomi Fukasawa 

第
７
部　

1
年
目
職
員
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

皆さんの“身近  な 先 輩 ” で あ る

１年目職 員から、たくさん のメッセージが届きました。
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第
７
部　

１
年
目
職
員
ア
ン
ケ
ー
ト

● 組織の規模が大きく、国民の方の関心が一番高い分野を扱っ
ているから。

● 官庁訪問の際、職場の雰囲気が良さそうだったから。
● 労働基準監督署のインターンシップに参加し、現場の実務を

体験したことで、よりスケールの大きい、国の根幹に携わる仕
事がしたいと感じたから。

● 人生の大半を占める「労働」に関わり、国民の方がより働きや
すい労働環境にするお手伝いをしたいと思ったから。

● 説明会や座談会に参加した際、職員の方の雰囲気や印象が
良かったから。

● 国民の方の生活に深く関わるような、やりがいのある仕事がで
きると思ったから。

● 身内が失業した際に、失業者をサポートする仕事の大切さを
実感したから。

● 学生時代のインターンシップで来てみて、国民の生活により近
いところで業務をすることに魅力を感じたから。

● 国全体に影響するような大きな仕事に関わって、職場環境の
向上の一助になりたいと考えたから。

厚生労働省で働きたいと
思ったのはなぜですか？

● 厚生労働省全体として、予想以上に所掌範囲が広いこと。
● 堅い職場だと思っていたが、実際は明るくて面白い方が多いところ。
● 本省といえば職員が遅い時間まで残業していて、なかなか休み

がとれないようなイメージだったが、実際に働いてみると、月に
一回は年次有給休暇が取得でき、夏期や年末年始には大型
連休をとることも可能であること。

● 上司や周囲の人たちが休みをとることに非常に協力的であり、
休み明けも仕事に戻りやすい環境づくりをしてくれること。

● デスクワークばかりだと思っていたが、外勤や出張が多く驚いた
こと。

● 想像していたよりも、地方局と直接連絡をとる機会が多かったこと。
● 先輩方はみな個性があり、仕事に対する様々なスタイルがある

ことに驚いた。
● 行政機関の外部の方とのやりとりが意外と多いこと。
● 業務の多い時期と少ない時期のギャップが年間を通して大きい

こと。入省前は一年間常に忙しいものと思っていた。
● 1人で対応しなければならない仕事はほとんどなく、相談や議

論をしながら連携して進める仕事が多かったこと。

● 日 の々仕事のひとつひとつが誰かのために役立っていると思うこと
● 日々の業務の中で、やりとりをした国民の方や他の組織の方か

ら感謝されること。
● 自分の携わった仕事が、ネットニュースやSNSで取り上げられたこと。
● 国民の方が手に取るパンフレットの作成業務に携わることが

できたこと。
● 国民の方や他の職員の方から相談を受け、力になることができ、

感謝されたこと。
● 都道府県労働局や労働基準監督署とのやりとりを通じて、労

働者の方の力になっていると感じたこと。
● 国民生活を支える制度の運用の一端に携わることができたこと。
● 入省１年目から幅広い業務に携わることができたこと。
● 政府全体として推進している政策に大きく携わっていること。
● 最初は全くできなかった複雑な国会関係の仕事を、一人でや

りきれるようになったこと。
● 周りの先輩方の指導のおかげで、仕事ができるようになっただ

けでなく、人間としても成長できたこと。
● 給与担当として、毎月の給与支給日に自分が計算した額がき

ちんと振り込まれており、自分の業務が職員の生活の基礎に
直結していること。

入省前と入省後で感じた
ギャップはありますか？

入省後の仕事を通して、
やりがいを感じたことは何ですか？Q1

● よい意味で役所らしくなく、穏やかな雰囲気。
● 相談に対して丁寧に応じてくれる方が多く、働きやすい雰囲気。
● 年齢の近い方や女性も多いので、働きやすい環境にある。
● プライベートでも仲良し、という人が思ったよりいて良い雰囲

気だと思う。
● 職場全体的に「みんなで協力して問題を解決しよう」という雰

囲気があり、分からないことや困ったことがあっても上司や周り
の人たちがサポートしてくれるので心強い。また、オンオフの切
り替えがうまく、仕事はきっちりやるけれど、飲み会などのオフ
モードの時は気さくで楽しい人が多いと思う。

● わからないことは先輩方に気軽に聞けるので、新人にとって働
きやすい雰囲気だと感じる。

● 和やかなときと集中したときとのメリハリがしっかりしていると
感じる。

● 課内各係が連携しながら業務に当たっており、いわゆる「風通
しが良い職場」だと思う。

● 業務や職場のことについて教えてくれる先輩や上司に恵まれ、
時には雑談に花が咲くようなよい雰囲気。

● 仕事や生活の悩みを相談できる環境が整っている。

職場の雰囲気はどうですか？Q4

● 仕事ばかりではなく、自分の時間をしっかり楽しめる人。リフ
レッシュの方法をしっかり持っている人は仕事にメリハリがあ
ると日々実感している。

● 決断力があり、柔軟に物事に対応できる人。上司や先輩からの
注意やアドアイスを次に活かせる人。

● 自然体で、かつメリハリをつけながら仕事に向き合える人。
● 物事のひとつひとつに真面目に取り組むことができる人。
● 前向きで何事にもやる気のある人。
● 論理的思考力を持つ人。
● 何事にも能動的に取り組もうとする人。
● 決めたことを途中で投げ出さず最後までやりきる人。
● 常に向上心を持ちながら日々の仕事をする人。
● コミュニケーションをしっかりとり、場を和ませてくれるような人。
● ひとりで抱え込まず、周囲に相談できる人。

先輩職員として、
どんな後輩と働きたいですか？

Q6

Q2 Q5

1 年 目 職 員   ア ン ケ ー ト

● 国民の方の一生にわたる出来事を支えることができる点。
● 内部から働き方改革を進めている点。
● 国家規模の業務であり、かつ他省庁よりも幅広い分野に携わ

れること。
● 仕事が国民の方々の生活に密接に関わっている点。
● 全国規模の業務ができる点。
● 休みがとりやすいこと。
● ニュースや新聞で取り上げられる話題に携わることができ、や

りがいを感じられる。
● スケールの大きい仕事が多く、若い頃からそのような仕事に関

われるところ。
● 労働局等の出先機関と連携を取りながら業務にあたっている

ので、現場の雰囲気を感じながら仕事が出来るところ。
● “生きること”の根幹に対して身近に関わっていけるところ。

厚生労働省の魅力は
何だと思いますか？

Q3
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　私は入省から一年半、労働基準局労災管理課管理係で庶務に関する業務に従事した後、入
省２年目の４月から半年間、東京の中央労働基準監督署で研修を受ける機会がありました。研
修では、窓口業務を中心に労働保険の適用・徴収業務に従事しました。それまでの業務とは全く
異なり、初めは基本的な用語すら分からない中、窓口を利用される方と向き合う業務は緊張と反
省の連続でしたが、上司や同僚から教えを受けながら、実践を通じて、多くの知識を身につけるこ
とができました。
　また、毎年６月から７月に行われる「労働保険の年度更新」（※前年度の労働保険料について
精算を行うと同時に、今年度について概算の保険料を申告・納付するもの）は、膨大な受理件
数にもかかわらず、正確かつ迅速な処理が求められる業務でしたが、大変貴重な経験となりまし
た。研修全体を通じて、第一線の現場の緊張感や職員の意識の高さを実感でき、とても刺激を
受けました。
　現在の部署では、次の年度更新が円滑に行われるよう全国の労働局や関係業者との調整や、
書類の確認作業を行っています。また、日常的に電話で労働保険の適用関係の質問にも応対し
ています。研修での経験により、現在の業務をスムーズに理解できる部分も多くあると実感してお
り、今後はより知識の幅を広げられるよう努めたいと考えています。

研 修での経 験を生かして

　私は平成24年に採用され、現在は、職員の採用・異動に関する業務全般を担当しております。
地方研修は、入省から4年目の平成27年4月から1年間であり、私の場合は、長野労働局と長野
ハローワークにおいて安定行政第一線での業務に就くことになりました。
　研修期間中、ハローワークでは職業紹介・相談、雇用保険、求人、障害者などの専門援助部
門などの国民との距離がより近い業務を多く担当し、労働局では事業所から申請される助成金
の審査や労働者派遣事業者等への定期指導など事業主の方 と々接する機会が多い業務を経
験させていただくなど、労働行政の幅広い分野に苦戦しながらも、とてもやりがいのある研修生
活を送ることができました。また、プライベートにおいても長野県の様々な観光地、建築物や特産
物を楽しむことができ、今では、私にとっての第２の故郷となっております。
　研修を経て、特に印象的だったのは、本省での企画・立案された施策が第一線である労働局
やハローワークを通して国民に与える影響力です。これは現場でしか経験できないことであり、そ
こで働く職員や窓口に来所される求職者の方の声を聴くことのできる貴重な機会であったと思
います。
　本省に戻った今後においては、労働行政における施策に携わる際には、研修で培った知見や
経験を生かして、現場で働く職員や国民目線での業務に取り組んでいきたいと思います。

第 一 線での業 務を経 験して

　入省２～３年目の２年間、三重労働局雇用均等室（現在の雇用環境・均等室）に勤務していま
した。雇用均等室では、主に次世代育成支援対策推進法と助成金を担当し、また、企業に対する
報告徴収（法に基づき企業の取組を確認するもの）を行っていました。次世代法業務では、県内企
業が仕事と育児の両立支援に取り組むきっかけやインセンティブとして、くるみん認定を目指して
いただくよう、説明資料の送付など、様々な働きかけを行っていました。企業に報告徴収に行った
際には、法律事項が守られているか確認することはもちろん、無意識に「子どものいる女性は家事
や育児が大変だから、大変な仕事を頼むのは申し訳ない」と思っている場合には、男性も家事や育
児に参加したいと考える若い人が増えているといった数値を見せながら気づきを促すことがとても
やりがいのある仕事でした。
　どの業務でも、企業に法律や制度の趣旨を理解していただき、取組を進めていただくための説明
や、労働基準・職業安定部署との連携を図る中で、コミュニケーション能力が身についたと思います。
　本省に戻ってからは、直接知識が活かせる業務ではないのですが、労働局職員や地域の企業か
ら聴いた生の声や労働局勤務で身につけたコミュニケーション能力が役立っていると思います。

地 方 勤 務で学んだこと

勝間田 朋美

雇用環境・均等局 雇用機会均等課 企画係長（併）政策係長

Tomomi Katsumata

伊藤 和太郎

職業安定局 総務課 人事給与係

Kazutaro I to

奈良 寿美伶

労働基準局 労働保険徴収課 業務係

Sumire Nara

第 9 部 キャリアパス/地方支分部局について第 8 部 地方勤務を経験して想うこと

■地方支分部局について

都道府県労働局

ハローワーク

労働基準監督署

入省 18年程度8年程度

本省課長、室長、都道府県
労働局長などとして、課室や
労働局の業務の総責任者と
なります。

課長、室長級

省課長補佐、専門官などと
して、課の施策に関する調
整、予算のとりまとめなどを
担当します。

道府県労働局幹部職員（部
長・課長など）や独立行政
法人などの管理職として、マ
ネジメント業務に携わること
があります。

課長補佐級

入省後すぐに新規採用職員
研修（業務説明や労働基準
監督署、ハローワークの見
学）を2週間行います。

おおむね2～3年ごとに異動
し、幅広い業務を経験します。

全国いずれかの都道府県
労働局、労働基準監督署、
ハローワークでの実地研修
により現場を経験します。

係員

本省係長、専門職などとして、
各業務を担当する責任者とな
ります。

各担当業務の企画立案、都
道府県労働局への業務指
導、調整などを担当します。

新任の係長などへの研修など
係長級の職員への研修があり
ます。

係長級

※この図は一例のイメージであり、本人の勤務成績、適性、希望などにより異なります。※他省庁や関係する独立行政法人に出向することもあります。

三重労働局の方 と々の毎年恒例スキー旅行の写真です

　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。
　平成28年4月1日には労働局内に新たに雇用環境・均
等部（室）が設置され、女性の活躍推進、働き方改革、
ワーク・ライフ・バランスに関する取組など、男女ともに働
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、相互に関係する業務を一体として実施しています。

　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っています。また、職
員が自ら求人開拓を行って求人の確保を行っています。
　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組を支援し、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。

　労働基準監督署は、労働基準法、最低賃金法、労働安
全衛生法などの法律で定められている労働条件の最低条
件について、労働基準関係法令上問題があると考えられ
る事業場に対して監督などを行うことによりその履行確保
を図っています。
　また、労働災害にあわれた労働者や遺族に対する治療
費用や休業した際の賃金などの補償として、事業主から徴
収した労災保険料をもとに、労災保険の給付を行うほか、
企業倒産により未払いとなった賃金の立替払制度の運
用、民事的ルールを定めた労働契約法の周知などを行っ
ています。

■厚生労働省（一般職・労働行政）入省後のキャリアパスのイメージ

一緒に赴任した家族とのスキー場での写真です

25 厚生労働省 入省案内 　一般 労働行政　 2018 26



第
10
部　

採
用
Ｑ
＆
Ａ
／
採
用
窓
口

第 10     部 採 用 Q & A / 採 用窓口

労働行政においては、第一線機関の業務を経験していただくた
め、採用後2、3年を目途に全国いずれかの労働局、労働基準監
督署、ハローワークに勤務していただきます。また、将来的には、
都道府県労働局の幹部職員として勤務することがあります。

常に、語学力を必要とするものではありません。しかし、労働行政
においては、ILO、OECDなどの国際機関を通じた活動やJICAなど
を通じた雇用支援・人材育成を行っており、これらに関する業務
において、語学力がある方は、より一層活躍することができると思
います。

※（ ）内は女性数。※新卒、既卒を問わず採用をしています。※文系、理系の様々な学部を専攻された方を
採用しています。※労働行政の知識の有無で採用を決めることはありません。

■労働行政が求めている人材

■採用実績 本省（労働行政）

■採用スケジュール

公務員全体に言えることですが、「自分のためではなく人のために何かをしたい」と思えることが原動力となります。
特に、労働行政は、人とかかわる仕事なので、「人を好きなこと」が大切となります。

困っている目の前の人を直接介抱することも人を助けるということです。しかし、国家公務員は、法律や制度を作り支えること
で社会に貢献しています（＝公共性）。そのために、「広い視野」を持とうとしている人、労働者の話も企業の話も聞きつつ、
最終的には法律に沿って仕事を行うので、公平・中立な立場で考えようとする人が求められます。

特に、労働行政は、社会に変化を促す行政なので、自身も「柔軟で積極的であろうとする人」が求められます。
そして何より自分が動くことで国民のためになるという「責任感」。こういったことを大事にしてほしいと思います。

1 ・ 仕事をしていく上で「困難に直面している人の手助け」をしたいという気持ちのある人。

2 ・ 人のためにといってもアプローチ方法は様々。

3 ・ 働くこと全般に言えますが、「好奇心を持って前向きに働こうとする人」。

一般職 25 (7)人

平成26年度

38 (19)人

平成28年度

43 (15)人

平成27年度

20 (7)人

平成29年度

34 (14)人

平成30年度

労働基準行政については労働基準局の各部課室、職業安定行
政については職業安定局及び人材開発統括官室の各部課室、
雇用環境・均等行政は雇用環境・均等局の各課室を中心として、
そのほか大臣官房、政策統括官室・中央労働委員会事務局など
に配属される予定です。

全体の人事異動の中で行われますので必ずしも本人の希望通
りになるものではありませんが、定期的に実施する意向調査によ
り、本人の希望や配慮すべき事情を確認するとともに、能力や適
性を勘案した異動を行っています。

いわゆる有給休暇については、4月に入省した場合、4月から12月
までの間に、15日間の取得が可能です(使用しなかった分は、翌年
に繰り越されます)。 翌年からは、毎年1月に20日間の有給休暇が
付与され、前年に使用しなかった繰り越し分を含め、最大で40日
間の休暇を取得することができます。そのほか、特別休暇として、
夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇などがあります。

厚生労働省に入省してすぐに約2週間の新規採用者を対象とした
職員研修があります。ここで、公務員としての心得や厚生労働行政
の基礎的な知識を習得していただきます。その後、係員、係長、課長
補佐と昇任するに従い、それぞれの役職に応じた研修があります。
また、語学(英語)の研修、Word・ Excel・PowerPointなどのパソコン
の技能研修などスキルアップのための研修もあります。また、このほ
かに人事院が行っている研修への参加や派遣制度を利用して、国
内外の大学院へ留学し専門的な分野を研究するという自己啓発の
機会もあります。

退庁時間は部課室や時期によって異なります。厚生労働省で
は、若手職員の声を聞きながら、大臣主導の下、トップダウンで
在庁時間の短縮や有給休暇の確実な取得を目指した働き方・
休み方に力を入れて取り組んでいます。

特別な知識は採用時に必要ありません。しかしながら、労働行政
が担う分野は国民生活に密着しており、国民の関心も高く、新
聞などに話題が取り上げられない日はないと言ってもよいほどで
す。したがって、労働行政を志望する皆さんにも、幅広い分野に
関心を持って欲しいと思います。

Q5
転勤はありますか。

Q7
語学力は必要ですか。

Q1 採用後の配属先は、 
どうなっていますか。

Q3 人事異動について、自分の
希望は反映されますか。

Q4 休暇について、
教えてください。

Q2 研修制度について、
教えてください。

Q6 職員の平均的な退庁時間に
ついて、 教えてください。

Q8 労働行政に関する
専門知識は必要ですか。

 10 10/11（月）   採用内定（月）   採用内定

 4 4/6（金）～4/118（水）  国家公務員採用　一般職試験（大卒程度試験）受付期間8（水）  国家公務員採用　一般職試験（大卒程度試験）受付期間

 未定　   人事院主催 官庁合同業務説明会（関東甲信越地域） 未定　   人事院主催 官庁合同業務説明会（関東甲信越地域）

 未定  厚生労働省　業務説明会 未定  厚生労働省　業務説明会

 8 8/211（火）   最終合格発表日（火）   最終合格発表日

 6 6/117（日）   第一次試験日7（日）   第一次試験日

 7 7/118（水）～8/3（金）  第二次試験日（人物試験）3（金）  第二次試験日（人物試験）

 7 7/1111（水）   第一次試験　合格発表日（水）   第一次試験　合格発表日

 8 8/22（水）   官庁訪問（労働行政受付9:00～）22（水）   官庁訪問（労働行政受付9:00～）
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あなたと、つながる。
みんなで、ささえる。

はじめは誰もが不安でいっぱいでした。

そんな私たちも、たくさんの力強いサポートに

支えられて、自信を持って日々働くことができています。

だから、心配することなんて、ひとつもありません。

皆さんといっしょに働ける日が、

あなたの心と“つながる”日が、訪れるのを待っています。

■厚生労働省一般職（労働行政）の採用窓口

問い合わせ先

厚生労働省 一般職 （労働行政）
採用ホームページ

大臣官房人事課 任用第二・第三係
Tel  （代）03-5253-1111 （内線7079、7080）
FAX  03-3595-2020

E-mail  lab2018-2019@mhlw.go.jp

http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/
kokka2/ippanroudou.html

業務説明会や官庁訪問の詳細情報は厚生労働省ホーム
ページにも掲載していますので、ぜひご覧ください。

都道府県労働局　一般職の採用窓口

北海道

東　北

北関東

南関東

北　陸

東　海

関　西

中　国

四　国

九　州

北海道労働局

宮城労働局

埼玉労働局

東京労働局

新潟労働局

愛知労働局

大阪労働局

広島労働局

香川労働局

福岡労働局

011-709-2311

022-299-8833

048-600-6200

03-3512-1600

025-288-3500

052-972-0251

06-6949-6482

082-221-9241

087-811-8915

092-411-4861

※採用の有無も含め、上記の問い合わせ窓口にご確認ください。

労 働 行 政 採 用 検 索

http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kokka2/ippanroudou.html
◆労働行政採用ホームページ

20187/2/16

◆厚生行政採用ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kokka2/kokka2-kousei/kousei.html

厚生労働省には、若手から幹部までが意見を出し合い、「より良
い取組・施策とは何か」「より良いものにするにはどうしたらよい
のか」ということを意識しながら仕事を進めていくという雰囲気
があります。また、責任ある仕事を若手のうちから任せられますの
で、やりがいを感じることができると思います。

厚生労働省共済組合制度により、医療費補助や財形持家融資
事業などの福利厚生があります。

特にありません。パソコン技能 (Word・Excel・PowerPointなど)
はあれば望ましいですが、入省後の仕事の中で習得することもで
きます。

旧姓使用は可能です。結婚後も旧姓で働いている職員は多くい
ます。

影響ありません。採用(官庁訪問)に当たっては、人物重視の面接
を実施しています。また、民間企業経験や出身校、学部も採否に
影響ありません。

Q9 職場の雰囲気を
教えてください。

Q11 福利厚生について、 
教えてください。

Q13 採用に有利な
資格はありますか。

Q10 結婚後、
旧姓で働けますか。

Q12 公務員試験の成績順位や
年齢は、採用に影響しますか。

3029 厚生労働省 入省案内 　一般 労働行政　 2018


