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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意見を真剣に受け止め、働くこ
とに関する様々な諸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１７％、「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が送ることができる収入の確保という役
割に加え、社会に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。
　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、
人は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。
　働くことで夢を叶える、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。

5,900

56 40

万人約

約 約％ 年

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。

労働行政が求めている人材

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。
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
関わる仕事なので、人を好きなこと。

公平・中立な立場で考えようとする人。
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。
国家公務員の場合は、直接ではなく、法律や制度を作り支えることで
社会に広く貢献し、多くの人を支えてています（＝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。

好奇心を持って前向きに動こうとする人。
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。

労働者が健康で安心して働ける職場をつくり、豊
かでゆとりある生活が送れることを目指して、賃金
支払いの確保等労働条件の確保・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んでいます。

労働基準
行政

雇用の安定、再就職の促進を図ること、経済・産業
構造の転換に的確に対応することを目指して、新
たな雇用機会の創出、雇用保険制度の安定的運
営の確保、労働力需給のミスマッチの解消、高齢
者・障害者などの雇用の促進、若年者に対する就
職支援、公的職業訓練の効果的実施、労働者の
キャリア形成支援などに取り組んでいます。

職業安定
行政

働く人も働き方も多様化する中、誰もがいきいきと働
きやすい職場環境の実現を目指して、女性活躍の推
進、ハラスメント対策の実施、同一労働同一労働の実
現、ワーク・ライフ・バランスの推進、テレワークの普及
促進など、多様な職場環境づくりに取り組んでいます。

雇用環境・
均等行政

労働行政は３つの行政によって、
国民の生活を支えています

労働行政では、上記の３つの行政ごとに採用・キャリアアップをしていくこととなります。
詳細は、次ページから始まる紹介文や先輩職員の声を読んでください。あなたの志望する行政がきっと見つかるはずです！！

自分らしく「働く」
を実現する

職場の労働条件、
安心・安全を守る

誰もが活躍できる
多様な職場環境をつくる

※人材開発
行政を含む
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労働行政は「ひと」と「はたらく」の間に。
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　  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。

　  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などを図ってい
ます。

　  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。

　  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。

　  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。

　  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々な対策に取り組んでいます。

　  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）で働く方の一定数が、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。

　  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。

　  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等の人材サービ
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。

　  外国人の就職支援
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々の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。

　  生涯現役社会の実現
少子高齢化が進む中、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できる生涯
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。

　  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。
　  
　  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、さまざまな雇用課題

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。

　  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。

　  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、教育訓練給付の拡充による学び直しの促進にも取り組んでいます。

　  女性の活躍推進など
雇用管理の各ステージ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。

　  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。

　  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
パートタイム・有期雇用など、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる待遇
が受けられ、ライフスタイルに合わせた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。パートタイム・有期雇用労働法に基づく正社員との均等・均衡待遇の
確保、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や全都道府県
に設置した「働き方改革推進支援センター」を通じた相談支援などを行っています。

　  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。

　  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・介護休業等を取得しやすく、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、プラチナくるみん認定）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。

　  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
啓発や、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啓発や、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。

　  豊かで安定した勤労者生活の実現
中小企業退職金共済制度の安定的運営、勤労者財産形成促進制度の利用促進に取
り組むなど、勤労者の福利厚生の充実を図っています。また、認可特定保険業に係る
認可・監督や、労働金庫の監督・検査も行っています。

　  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。

　  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。

　  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。

　  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
能の継承等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。
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大臣官房

医政局

健康局

医薬・生活衛生局

労働基準局

安全衛生部

職業安定局

雇用環境・均等局

子ども家庭局

社会・援護局

老健局

保険局

年金局

人材開発統括官

政策統括官

政策統括官

中央労働委員会

都道府県労働局

（統計・情報政策、政策評価担当）

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
な雇用機会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、労働力需給のミスマッチ
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

厚生労働省の行政を総括し、法令の制定改廃、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

労働者が団結することを擁護し、労働関係の公正
な調整を図ることを目的として、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

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

働くことをめぐる課題に対して複数のセッション
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

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
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（総合政策担当）

厚生労働省

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

※１：労働基準行政で採用された職員が主に配属される　※２：職業安定行政で採用された職員が主に配属される　※３：雇用環境・均等行政で採用された職員が主に配属される　※４：３行政のうちいずれ　の行政で採用されても配属される可能性がある
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組織図

出向先の一例

●独立行政法人
　　
●日本国大使館

労働基準局

　総務課

　労働条件政策課

　監督課

　労働関係法課

　賃金課

　労災管理課
　　
　労働保険徴収課

　補償課

　労災保険業務課

安全衛生部

　　計画課

　　安全課

　　労働衛生課

　　化学物質対策課
 

職業安定局

　　総務課

　　雇用政策課

　　雇用保険課

　　需給調整事業課

　　外国人雇用対策課

　　雇用開発企画課

　　高齢者雇用対策課

　　障害者雇用対策課

　　地域雇用対策課

　　労働市場センター業務室

 
雇用環境・均等局 
　　総務課

　　雇用機会均等課

　　有期・短時間労働課

　　職業生活両立課

　　在宅労働課

　　勤労者生活課

 
人材開発統括官

　　人材開発総務担当参事官室

　　人材開発政策担当参事官室

　　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

　　海外人材育成担当参事官室
　　

労働基準局の業務内容に関する総合調整。

労働時間、休息その他の労働条件や労働者の保護に関する政策の企画・立案。

労働条件、産業安全、労働衛生、労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督に関すること。

労働契約法など労働契約のルールに関すること、労働組合法など集団的労使関係に関すること 

賃金の支払や最低賃金に関する政策の企画・立案に関すること。

労災保険制度に関する総合調整や労働保険特別会計労災勘定の予算、決算、経理に関すること。
　　
労働保険の適用・徴収や労働保険事務組合の監督に関すること。

脳・心臓疾患や精神障害、石綿、電離放射線等による職業性疾病の労災認定に関すること。

災害補償及び労災保険等の支払事務に係るシステムの開発、改善及び運用に関すること。

安全衛生部の業務内容に関する総合調整や労働災害防止計画に関すること。

機械や設備の安全規制、工場や建設現場での安全対策に関すること。

じん肺、腰痛、熱中症予防などの職場における労働衛生対策に関すること。

石綿などの化学物質による健康障害の防止対策に関すること。
 

職業安定局の業務内容に関する総合調整、政府が行う職業紹介・職業指導に関すること。

労働力需給の調整、職業の安定に関する政策の企画及び立案等に関すること。

雇用保険事業、労働保険特別会計の雇用勘定に関すること。

労働者派遣事業の監督、派遣労働者・請負労働者の雇用管理の改善等に関すること。

外国人の職業紹介、外国人の雇用について事業主などに対して行う必要な助言・措置等に関すること。

高齢者、障害者、地域の雇用対策に関する総合調整や雇用機会の確保、雇用管理の改善等に関すること。

高年齢者の雇用の確保・就業機会の確保や再就職の促進等に関すること。

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

雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保等に関すること。

労働市場に関する情報の収集・連絡、求人と求職の結合に係る調整等に関すること。

 

雇用環境・均等局の所掌事務の総合調整、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）の取りまとめ。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保、労働に関する女性の地位の向上に関すること。

業務内容：パートタイム労働者、有期雇用労働者と正規雇用労働者との間の均等・均衡待遇の確保に関すること。

育児や家族介護を行う労働者の福祉の増進、労働時間等の設定の改善に関すること。

在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策、家内労働者の福祉の増進に関すること。

勤労者の財産形成の促進、中小企業退職金共済制度の運営。

 
　

　　　　　　人材開発統括官の所掌事務に関する総合調整。

　　　　　　人材開発施策の企画・立案や職業能力開発基本計画、能力開発基本調査、ものづくり白書などに関すること。

　　　　　　若年者雇用対策、地域若者サポートステーション、教育訓練給付制度の講座指定に関すること。

　　　　　　技能検定、認定社内検定、職業能力評価基準の普及促進、卓越した技能者（現代の名工）の表彰などに関すること

　　　　　　外国人技能実習制度に関すること。
　　

大臣官房

　人事課 

　総務課

　　情報公開文書室

　　広報室
 
　会計課

　　監査指導室

　　経理室
 
　　管理室
 
　　福利厚生室
 
　地方課
 
　国際課

　　　国際労働・協力室
 

政策統括官 　　　（総合政策担当）
　政策統括室
 
　労使関係担当参事官室

 
政策統括官　　　 （統計・情報政策、政策評価担当）
　統計・情報総務室

　統計企画調整室

　政策立案支援室

　審査解析室

　雇用・賃金福祉統計室

　賃金福祉統計室

　政策評価官室

　情報化担当参事官室

　サイバーセキュリティ担当参事官室

 
中央労働委員会

地方支分部局

　都道府県労働局

　　　労働基準監督署

　　　公共職業安定所

職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事。

法令案などの公文書類の審査や国会との連絡。

公文書の接受、発送、編集・保存。
 
広報に関する事務。
 
一般会計と特別会計に関する経費・収入の予算と会計。
 
経費・収入の決算と会計の監査。
 
経費・収入の会計と行政財産・物品の管理。
 
庁舎内の管理取締り、自動車の管理・運行。
 
厚生労働省共済組合と職員の福利厚生。
 
都道府県労働局の業務内容の運営に関する総合的監督や人事・予算。
 
国際機関、国際会議、外国の行政機関や団体に係る事務の調整、国際協力に関する事務の総括、海外への広報。

労働分野の国際協力に関する事務の総轄
 

労働政策の総合調整、労働経済の分析。
 
労働組合や労働に関する団体に係る連絡調整。
 

統計に関する事務の総括

統計の総括事務の総合的な企画・立案・調整。

合理的な根拠に基づく政策の企画、立案の調整。

統計の総括事務の審査、総合的な解析。

毎月勤労統計調査など労働に関する統計調査。

賃金、労働時間などに関する統計調査。

政策評価や年次報告書の作成。

情報セキュリティの確保に関することを除く情報政策。

　　　　　情報セキュリティの確保に関する情報政策。
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現在の業務内容
　労働者の方々が仕事中にケガをしたり、病気になったり、
亡くなられた場合に、ご本人やそのご遺族のために必要な
補償を行う制度が労災保険制度です。労働基準局補償課で
は、この制度に基づき、労災認定基準などを策定し、都道府
県労働局とその管内の労働基準監督署で保険給付の決定な
どを行っています。　
　私は、そのうち、石綿（アスベスト）や化学物質などによる
疾病の労災認定に関して、基準の策定や、判断の難しい事案
に係る本省協議への対応、検討会の運営、全国の労働局に
対する指導などの業務を担当しています。

職場の雰囲気
　活気があり、チームワークの良い職場です。労災認定は、
国の行政としての決定であり、公正な判断が求められること
から、緊張感を伴いますが、上司・同僚等に報告・相談しやす
い雰囲気があり、部下が困った時は親切に相談に応じるな
ど、皆で助け合いながら仕事をしています。
　また、忙しい中でも、ワークライフバランスの取りやすい環
境にあり、子育てと両立しながら活躍している女性職員も多
くいます。私自身も、別の部署に在籍していた４年前に子ど
もが生まれた時、短い期間ではありましたが、周りの方々の
配慮で、育児休業を取得することができました。

秋葉 大輔 Daisuke Akiba

最も印象深い業務
　平成18年の石綿健康被害救済法の施行です。その前年、
関西の大手機械メーカーの工場の元従業員らに中皮腫や肺
がんなどの疾患が多発していると公表されたことを契機に、
同様の被害が全国各地で生じていることが判明し、社会的に
大きな注目を受けました。
　これらの被災労働者のご遺族の多くは労災請求権が時効
消滅していたことから、救済できるよう、翌年、新たな法律が
国会で成立しました。その後、運用通達の策定、国会対応な
ど、課のメンバー全員で連日作業を進め、無事、施行に至っ
た時は、感慨深いものがありました。また、新聞やニュースで
も大きく取り上げられ、自分が携わった業務に対する国民の
関心の高さ、成し遂げた仕事の重みを実感しました。

皆さんへのメッセージ
　労働行政は、国民生活に密接に関わる分野を扱っており、
実にさまざまな施策を展開しています。どのような部署に就
いても、そこでの業務は、何らかの形で、働く人々がよりよい
環境で安心して働けることをサポートすることにつながって
います。　
　いずれも国民の方々の期待や関心が高く、社会的に注目
を受けることから、責任も大きいですが、やりがいを得られる
とともに、自分を成長させてくれることでしょう。
　皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみにしています。

PROFILEPROFILE

労働基準局 
補償課 中央職業病認定調査官

井上 志穂 Shiho Inoue

労働基準局
総務課 労働保険審査会事務室 審査第二係長

現在の業務内容
　労働保険審査会事務室では、労災保険や雇用保険の給付処
分に関して、行政不服審査を行う機関である労働保険審査会の
事務を行っている部署です。
　私は特に、労災保険の給付処分の担当をしていますが、労働
基準監督署長と労働者災害補償保険審査官の決定を経た再審
査請求は、非常に高度な判断を要する事案が多く、労働保険審
査会委員の議論も白熱したものになるため、事務室職員として
適切にサポートできるように、法令や認定基準を日々勉強する
毎日です。

厚生労働省を志望した理由

　子どもの頃から、公務員として働く母親の背中を見て育ち、女
性が責任を持って働き続けることのできる仕事に就こうと考え、
母と同じ公務員の道を志すことにしました。
　また、大学で労働法を学び、改めて「働く」ことについての意義
や、「働き続ける」という自分の目標を実現するためにはどんな
環境が良いのか、安心して働ける環境とはどんなところかを意
識するようになったことから、公務員試験の際には、自然と労働
行政を目指していました。

これまでの仕事で心に残っているエピソード

　私はパソコンも決して得意ではなく、スマホも使いこなせない
レベルなのに、労災保険給付のシステム担当部署に異動になっ
たときは、自分には向いてないな、その後のキャリアには関係なさ
そう‥と、心が沈みました。システムの開発や改修を担当した際、
理解するのにかなり苦労しましたが、上司が全面的に任せてくだ

さったおかげで自分の意見がいくつも取り入れられ、全国の労働
局と労働基準監督署の職員にとって使いやすいシステムがリリー
スされたときには、充足感を得ることができ、今となってはあのとき
苦労してシステムを勉強した時間も充実していたなと感じます。
　また、システム関係は、行政の仕事としては特異な分野ですので、
説明が必要な相手にとってなじみのないことが多く、法律や通達と
絡めて、システムの独特な言葉や思想を、どう相手にわかりやすく
話すかという、説明の勉強をするよい機会であったと思います。
　これまで様々な部署で仕事をしてきましたが、一見すると、そ
れぞれが関連しない、興味がもてないと思われる内容であって
も、真摯に取り組むうちに、自分の成長につながり、またそこで
学んだスキルが、現在求められる成果を生み出すかけがえのな
い武器になることを感じます。

皆さんへのメッセージ

　このパンフレットを手に取った方の中には、役所って堅苦しそ
う、小難しい仕事をしていそうと思われるかもしれません。また、
労働行政の業務内容を見聞きしたとき、「働き方改革」「ライフ
ワークバランス」など、ニュースなどで耳にする言葉から、やって
みたいと思う一方で、気後れするようなことがあるかもしれませ
ん。でもそれはきっと杞憂に終わることでしょう。なぜなら、私た
ちも、皆さんと同じように、憧れと不安の入り交じった気持ちで
入省し、そして今まで悪戦苦闘しならも、自分が成長できる環境
で働き続けてこられたからです。
　労働行政を取り巻く環境は刻一刻と変化し、労働行政への国
民の皆様の期待も高まっていると思います。少しでも、働く人々
の役に立ちたいと思われた方、ぜひ入省をおすすめします。

責任と 
やりがいと

成長できる
環境で

平成９年　 労働省入省
　　　　　 労働基準局補償課企画調整係
平成10年　労働基準局労災保険業務室企画調整係
平成12年　労働基準局安全衛生部計画課管理係
平成14年　労災補償部補償課職業病認定対策室職業病認定業務第一係
平成16年　労災補償部補償課業務係
平成18年　参議院厚生労働委員会調査室調査員
平成20年　労災補償部補償課医事係長
平成23年　労災補償部労災管理課総務係長
平成25年　労災補償部労災管理課管理係長
平成27年　岩手労働局総務課長
平成29年　大阪労働局労災補償課長
令和元年　 現職

PROFILE
平成14年　厚生労働省入省
　　　　　 労働基準局勤労者生活部企画課管理係
平成16年　労働基準局労災補償部労災保険業務室企画調整係
平成19年　三島労働基準監督署労災課（地方研修）
平成20年　大臣官房人事課任用第二係
平成22年　労働基準局総務課秘書人事係
平成23年　育児休業
平成25年　労働基準局総務課労働保険審査会事務室審査第二係
平成26年　育児休業
平成28年　労働基準局労災保険業務課短期給付係
平成30年　現職

労働基準行政 労働基準行政
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現在の業務内容
　私が所属する安全衛生部では、働く方々が安全で健康に
働くことができる職場づくりに取り組んでいます。国は、労働
災害防止のために様々な施策を実施していますが、国から
の一方的な働きかけだけでは、その効果は必ずしも十分で
はありません。働く方の安全衛生について直接の責任を持
つ事業主の自主的な労働災害防止活動と国の施策とが、い
わば車の両輪として機能することが労働災害防止に向けた
大きな力となります。私は、そうした事業主の自主的な労働
災害防止活動を推進する団体に対する指導や予算的な支援
を行う業務を担当しています。

職場の雰囲気
　私の職場には、職場における安全衛生に関する施策を企
画、立案するため、事務系・技術系の総合職のほか、医師、薬
剤師、看護師など、様々な専門知識や資格を持った職種の職
員が入り交じって所属しています。さながら「職種のるつぼ」
の様相です。このように異なる職種の職員が様々な見地か
ら、働く方々の安全や健康を守りたいというひとつの願いの
下、ざっくばらんに意見が交わされる風通しのよい職場で
す。事務官の私にとって、自分に不足している専門知識や経
験に触れることができるのは、見識を広める上で大変有意義
なことだと感じています。

矢野 裕介 Yusuke Yano

仕事のやりがい
　私は、誰かの役に立ちたい、働く方々が少しでも働きやす
い環境づくりのお手伝いがしたいと思い、厚生労働省で働く
ことを選びました。厚生労働省の仕事は、特に国民生活に密
着したものですが、本省で働いていると、出先機関の窓口ほ
どには働く方々の役に立っているとの実感が得にくかったこ
とも事実です。しかし、労働基準監督署で勤務した経験を通
じ、本省の業務もどこかで現場とつながっているということ
を実感することができました。今では、どのような業務であっ
たとしても、回り回って国民の生活につながり、これを支える
大事な仕事だとの矜恃を持って業務に向き合っています。

皆さんへのメッセージ
　このパンフレットを手に取られた皆さんは、労働行政に少
なからず興味、関心を持っていただけているものと思いま
す。労働行政は、「働く」という国民生活を支える最も重要な
基盤のひとつに深く関わっています。それだけに責任も大き
いですが、やりがいが感じられる仕事だと思います。私を含
め、多くの仲間が、皆さんが労働行政の扉を叩いてくれるこ
とを待っています。
　このパンフレットだけでは漠然としたイメージしか持てな
いかもしれません。疑問や不安に思うことがあったら迷わず
採用担当まで連絡を下さい。みなさんと一緒に働ける日を楽
しみにしています。

PROFILEPROFILEPROFILE

労働基準局 
安全衛生部 計画課機構・団体管理室団体監理係長

川田 奈々 Nana Kawada

労働基準局
補償課 医事係員

現在の業務内容
　現在は補償課の医事係で、主に労災保険の診療費に関する算
定基準の担当をしています。基本的には健康保険の診療報酬点
数表に準拠しているのですが、被災した労働者の方の早期社会
復帰を目的として定めている労災独自の算定基準については、
各関係団体と調整をしながら決定していきます。
　決定した算定基準に基づいて、実際に運用していくために都
道府県労働局や医療機関などからの照会に対応したり、全国の
都道府県労働局にいる診療費審査の担当者に向けた研修の手
配や実施をしたりもします。

厚生労働省を志望した理由
　就職活動を始めるにあたり公務員という選択肢が浮かんだ夏
休みに、社会保障のゼミに入っていたこと、自分が働くというこ
とが現実に近付いていることから、労働法も履修していないの
に、漠然と労働基準局のインターンに参加しました。
　他の組織のインターンにも参加したのですが、なにより重視し
たのは周囲の人や職場の雰囲気でした。今ここにいるのはきっ
と、ここでならこの方たちと頑張れると感じたからなのだと思い
ます。労働行政は身近に感じる人が多い分野なので、きっかけは
どこにでもあるのではないでしょうか。

仕事をする上で心がけていること
　文系出身で医療分野の知識はほとんどないのですが、今の部
署にきて、初めて分厚い診療報酬点数表をめくり、ここにも興味
深い世界があるのだなと気付けました。恐らくこれからも長くな
いスパンで異動があるので、未知の分野の業務をこなす必要も
出てくるかとは思いますが、前向きに業務に取り組み成長してい
きたいです。
　また、全国的な影響の生じる仕事であるため、当然ながら無
責任な言動をしないように気をつけています。上司に恵まれて
おり相談しやすく、自分の意見を伝える機会が与えられている
ので、疑問があれば、理屈を納得したうえで解決できるようにし
ています。

皆さんへのメッセージ
　日々の業務に取り組む中でモヤモヤしたり理不尽さを感じた
りする時などは、なんのために働いているのだろうかという疑問
がよく浮かぶのですが、第一にはどうしても生活のためですが、
仕事を続ける上では、加えての何かが必要だと思っています。
　今の私を支える「＋α」の正体はまだ全然明確ではないので
すが、頑張れるうちは頑張ってみようという気持ちで日々働いて
います。ここでしか経験できないことがあるのは確かなので、面
白いと思う方には一生モノの仕事になると思います。一緒に働
いてみませんか。

働く人のために
働くということ。

働くことと
向き合う仕事

平成15年　厚生労働省入省
　　　　　 労働基準局労災補償部
　　　　　 労災保険業務室統計調査係
平成17年　労働基準局労災補償部労災管理課予算係
平成18年　独立行政法人労働安全衛生総合研究所
　　　　　 総務部総務課経理第2係
平成20年　独立行政法人労働安全衛生総合研究所
　　　　　 総務部総務課総務第2係
平成21年　福岡労働局福岡中央労働基準監督署労災2課（地方研修）
平成22年　労働基準局労災保険業務課
　　　　　 システム最適化推進室システム調整係
平成24年　大臣官房会計課地方財政班主査
平成27年　労働基準局総務課
　　　　　 石綿対策室企画調整係長
平成29年　現職

PROFILE
平成28年　厚生労働省入省
　　　　　 労働基準局労災管理課決算係
平成30年　現職

労働基準行政 労働基準行政
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現在の業務内容
　人口の減少が進む中において、個々の高年齢者のニーズ
や状況に応じた活躍の場をどう整備するか、年齢にかかわり
なく活躍し続けることができる「生涯現役社会」の実現に向
けてどのような手段を講じていくか、ということを考えて実行
するのが私の所属する高齢者雇用対策課の使命です。
　私はこの使命を担う一員として、課内事業における予算の
確保や全国1300箇所のシルバー人材センターの制度運営
などを主に担当しています。厚生労働省は裾野の広い役所
だと思いますが、当課においても労働政策的なアプローチに
とどまらず、福祉政策的な観点が必要ですし、都道府県労働
局・ハローワークはもちろん、地方公共団体をはじめとした
地域との関わりもあり、ある意味厚労省の縮図的な部分が
あるかもしれません。

厚生労働省を志望した理由
　当時、公的な業務に何となく関心があったのは間違いな
いのですが、最初に内定が出たこともあって入省を決めた記
憶があります。そして入省してからはや20年。入省当時から
振り返れば、大きな話題になるような話、新聞の一面に掲載
されるような記事に関わることもあったりなどそれなりに忙
しい日々もありましたが、今となっては貴重な思い出です。そ
して職場の環境もだいぶ変わりました。いわゆるテレワーク
の存在や毎月1回以上の年次有給休暇取得、夏期休暇も連
続1週間以上の取得を勧奨されるなど隔世の感があります。
　学生生活から定年まで約40年、もしくはそれ以上、そして
人の平均寿命の約半分が職業人生であり、人が働くというこ

喜多見 靖 Yasushi Kitami

とについてどう関わっていくか、仕事を通じて人が得られる
ものは数多くあると思いますが、人の人生に関わるというこ
とへの興味は尽きません。

仕事をする上で心がけていること
　役所に限りませんが、仕事を進める以上、ステークホル
ダーは多かれ少なかれ存在します。新しい仕組みを作ると
か、既存の制度を変えるとか、そういう場合にステークホル
ダー間で利害衝突が発生した場合、行政の立ち位置としてい
かに落としどころを探るか、中庸はどこか、という場面に遭
遇します。担当としてあらゆる場面、上司や幹部はもちろん、
役所外の人に説明し、説得することが仕事の位置付けの中
で大きなウェイトを占めるのですが、未だに人を説得するの
は得意ではありません。だからというわけではないのです
が、同僚や上司を巻き込んで分散型で仕事を進める、周囲を
巻き込む能力は非常に重要だと思っています。都道府県労働
局で管理者として仕事をしましたが、思い返せばこの「周囲
を巻き込む」そしてさらに「周囲を盛り上げ」仕事を進めてい
くということの大切さを改めて実感しました。

皆さんへのメッセージ
　就職活動中の皆さんは、選ばれるという立場を意識して官
庁訪問に挑まれる方が少なくないかもしれませんが、どうか
フラットな気持ちで、選ぶ立場であることを気持ちの半分は
持って、官庁訪問をしてほしいと思います。できるだけ多くの
役所を、厚生労働省も含め訪問して、話を聞いて、その上で
就職先の一つとして選択されるなら嬉しく思います。

PROFILE

職業安定局
高齢者雇用対策 課長補佐

山岡 龍一 Ryuichi Yamaoka

現在の業務内容
　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月に、民間
企業の障害者の法定雇用率が2.2％に引き上がり、それに伴う、
障害者を雇用する企業や障害をもつ求職者への支援策を充実
させ、障害者の方々が職場環境に馴染み働き続けられる社会を
作る必要があります。
　私は、障害者の雇用対策に係る施策の予算要求の取りまと
め、障害者雇用に関する企業への助成金、課の職員・健康管理な
どを担当しています。

最も印象深い業務
　平成30年の通常国会は、「働き方改革国会」と言われ、当時、
人事交流で雇用環境・均等局にいた私は安倍政権の最重要法
案とする「働き方改革関連法」に対応する中小企業の方々の相
談窓口の設立業務を担当していました。「戦後の労働基準法制
定以来、70年ぶりの大改革」ということもあり、企業の方々がス
ムーズに対応できるよう、その対応策について、国会議員・中小
企業団体等から説明を求められました。現場の声を聞き、その意
見を施策に反映させ、相手側に理解してもらう難しさを経験す
ることができました。
　また、法案成立後も、企業の方々の不安を払拭するため、改正
内容の周知や相談窓口の広報（タレントを活用したCMやSNS
の作成など）にも取組み、施策の検討から実施までの一連を担
当することができました。
　「働き方改革」に携わることができた2年間は、ニュースや新聞

で報道されることも多く、世間の関心の高さと厚生労働省が担
う使命や役割の重さを再認識しました。

仕事をする上で心がけていること
　労働行政は多くの企業そして働く人々と関わり、現場には多く
の相談者がいます。その現場において、本省の意思決定の影響
力はとても大きいものがありますが、それぞれの出来事の背景
や自分がこれまで当たり前と考えてきた常識や価値観をあては
めるだけでは、現場は円滑に進みません。常に現場を第一優先
に考え、「現場主義」「現場目線」を心がけ、企業・働きく方々に
とってより良い施策を考えることが重要です。

皆さんへのメッセージ
　振り返ってみると、官庁訪問時は「自分は何がしたいのかな～」
と漠然とした思いの中、国民生活に直結する「仕事」ということで
厚生労働省の門を叩きました。
　憧れや希望よりも不安の気持ちの方が強かった入省1年目、
先輩達に支えられながら見様見真似で頑張った自分がいまし
た。3年目の地方研修は、リーマンショック後のハローワークは求
職者で溢れ現場での大変さを知り、「人の役に立てる仕事の素
晴らしさ」を感じる経験でした。
　入省して約10年、異動先のポストでは常に「人の役に立てる
仕事の素晴らしさ」を感じることができる経験をさせてもらって
います。
　厚生労働省の「魅力」に少しでも興味があれば、門を叩いてみ
てください。

来て見て
聞いてみて

人の役に
立つ仕事

職業安定局
障害者雇用対策課 雇用援助係長

平成11年　労働省入省
　　　　　 労働研修所教務課、青森労働局（地方研修）
　　　　　 大臣官房地方課、職業安定局雇用保険課、大臣官房人事課など
平成21年　職業安定局需給調整事業課中央需給調整事業指導官
平成22年　職業安定局派遣・有期労働対策部企画課総括係長
平成25年　職業安定局雇用保険課適用係長
平成26年　職業安定局総務課人事給与係長
平成28年　鳥取労働局職業安定部長
平成31年　現職

PROFILE
平成19年　厚生労働省入省
　　　　　 職業安定局雇用保険課調度係
平成22年　岡山労働局（地方研修）
平成23年　職業安定局総務課予算係
平成25年　職業安定局高齢・障害者雇用対策部
　　　　　 高齢者雇用対策課総括係
平成26年　職業安定局雇用開発部雇用開発企画課総括係
平成27年　大臣官房会計課予算第二班予算第五係
平成29年　雇用環境・均等局有期・短時間労働課政策調整係長
平成31年　現職

職業安定行政 職業安定行政
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現在の業務内容
　若年層の失業率は全年齢と比べて高いものの着実に低下
しており、また、新規学卒者の就職率も高水準を保っていま
す。
　一方で、コミュニケーション等に課題を抱える等の理由で
内定をなかなか得られない方や、就職後、早い段階で離職し
てしまった方も一定数存在しています。また、フリーター数は
143万人となっており、減少傾向にあるものの、非正規雇用
に就いた理由として「正規の職員・従業員の仕事がないか
ら」と回答されている方の割合が、若年層では他の年齢に比
べて高くなっています。
　厚生労働省においては、わが国の将来を担う若年者の方
が、安心・納得して働き、意欲や能力を発揮することができる
よう、様々な施策を推進しています。
　私は企画係として、様々な作業依頼（国会の質疑資料や閣
議決定文書の作成・確認など…）について、室内の各係に依
頼をし、とりまとめを担当しています。それぞれの係の担当業
務を理解した上で、担当係がスムーズに作業ができるよう下
準備や調整をする仕事がメインです。

職場の雰囲気、仕事をする上で心がけていること
　特に企画係は他の係に相談をしたり、仕事をお願いするこ
とも多いのですが、職場の雰囲気が良いので、とても仕事が
しやすいです。職場の雰囲気が良いと、仕事もはかどります
し、仕事へのやる気も出ます！
　時には、翌日の国会対応のため、深夜残業になることもあ
りますが、そういった場合には、インターバルをあけて出勤す

酒井 香帆里 Kaori Sakai

るようにしています。また、係内で役割分担をする、国会当番
は輪番制にするなど、残業を減らせるよう工夫しています。

最も印象深い業務
　前の部署となりますが、外国人技能実習機構という民間の
法人に出向していた時の経験です。ちょうど機構が新しく設
立したタイミングだったので、全てが手探りの状態でしたが、
その分、とても良い経験になりました。
　この機構では、法務省からの出向者や契約職員として雇
用された方も同じ部署で上司、部下として働いています。
様々な経歴の方と一緒に仕事ができたことも、学ぶことが多
く、楽しい経験でした。

皆さんへのメッセージ
　みなさんにとって「働くこと」とは、何でしょうか。ある人に
とっては「生きがい」「自分の一番好きなこと」であったり、あ
る人にとっては「収入を得るためのもの」であったり、人それ
ぞれの答えがあると思います。
　ですが、多くの人が「働くこと」に人生の多くの時間を費や
します。「働くこと」は私達の社会的役割を果たすための重要
な手段の一つです。
　地方研修の際に、ハローワークの窓口業務を経験し、「働
くこと」を支える仕事の素晴らしさを肌で感じることが出来
ました。
　今、「働くこと」の答えが明確に分からなくとも、誰かの役
に立ちたいという気持ちが大切だと思います。一緒に厚生労
働省で「働くこと」への支援をしませんか。

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 企画係長

膝附 大祐 Daisuke Hizatsuki

現在の業務内容
　平成30年10月末現在、日本で働く外国人労働者数は過去最
高の約146万人を記録し（厚生労働省「『外国人雇用状況』の届
出状況まとめ」）、平成31年４月より、新たな在留資格「特定技
能」による受入れが開始されたことから、今後も外国人労働者の
増加が見込まれています。
　こうした中で、外国人雇用対策課では、外国人労働者が日本
で安心して就労・定着できるよう、在留資格の特性等に着目した
支援や、適正な雇用管理を確保するための事業主向けの支援を
行っており、私はその支援策を政府方針に盛り込む際の取りまと
めを担当しています。

仕事をする上で心がけていること
　私は毎日何か1つでも｢気づき｣を得ようと心がけています。
　現在の業務では、省内の外国人関連施策を取りまとめて法務
省などの関係省庁と調整する機会が多々あり、時にはタイトなス
ケジュールでの対応を求められます。
　実際に限られた時間の中で対応した際には、日頃から他部局
の施策を把握したり、課の施策との関連性を考えたりすること
で、少しでも｢気づき｣を積み重ねていく必要があると実感しまし
た。
　まだまだ業務の知識も経験も少なく、力不足を痛感させられ
ることもありますが、上司や周囲の方に相談しながら、日々｢気
づき｣を積み重ねようと努めています。

最も印象深い業務
　在留外国人の増加が見込まれる中で、政府全体として共生社
会の実現を目指していくために、令和元年12月20日に「外国人
材の受入れ・共生のための総合的対応策（改訂）」が外国人材の
受入れ・共生に関する関係閣僚会議において決定されました。
　私は厚生労働省全体の窓口として、省内の関係施策の取りま
とめや関係省庁との調整を行い、自分の携わる業務が政府の決
定として公表される達成感や責任を感じるとともに、労働分野だ
けでなく厚生分野に関する施策についても学ぶ機会をいただい
たことで、改めて、厚生労働省が担う使命と役割の重要性を認識
しました。

皆さんへのメッセージ
　新聞やニュースに目を向けると、厚生労働省の施策は毎日の
ように報道されており、国民生活に深く関わっていることがわか
ります、中でも労働行政は、「働く人」「働きたい人」の生活に直結
する身近なものです。昨今の働き方改革に対する関心の高まり
や、労働市場における人手不足感の拡がりから、求められる役
割・期待が非常に大きくなっています。
　このパンフレットを手にしている皆さんは少しでもこうした現
状に「気づき」、労働行政に興味を持っていただけたのだと思い
ます。その「気づき」を、厚生労働省で「働く人」として活かしてみ
ませんか？一緒に働けることを楽しみにしています。

「働くこと」を
 支えるしごと

働く人、働きたい人の
活躍のために

職業安定局
外国人雇用対策課 雇用対策係

平成22年　厚生労働省入省
　　　　　 職業安定局労働市場センター業務室地方設備第二係
平成24年　岩手労働局・盛岡公共職業安定所（地方研修）
平成24年　能力開発局海外協力課外国人研修推進室技能実習係
平成27年　職業安定局雇用開発部労働移動支援室労働移動支援係
平成29年　外国人技能実習機構監理団体部第二審査係長
平成31年　現職

PROFILE
平成29年　厚生労働省入省
　　　　　 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
平成31年　現職

職業安定行政 職業安定行政
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現在の業務内容
　雇用環境・均等局は、女性の活躍推進や仕事と生活の両
立支援、同一労働同一賃金、職場におけるハラスメント対
策、等々の行政を担当しています。分野が幅広いだけでなく、
新聞やニュースでも注目度が高いのが特徴です。
　その中で総務課は、省内各局・各課との連絡調整だけでな
く、現場である都道府県労働局との窓口にもなっており、扇
の要のような役割を担っています。

仕事をする上で心がけていること
　「課題の根っこを掴むこと」、「誰のために、どうあるべきな
のか」の2つは、常に考えて仕事するようにしています。また、
細かい部分ですが、メールの返事はできるだけ早めにするよ
うに心がけています。

これまでの仕事で心に残っているエピソード
　以前「女性の活躍推進協議会」という、企業のトップが参集
して女性活躍を議論する場がありました。当時私は担当係長
で、その協議会の座長だった某大手企業の名誉会長さんに、
女性活躍についてインタビューをする機会がありました。な
ぜ女性活躍に取り組んでこられたのか？との問いに一言、
「それが自然だからですよ」と。
　かっこいいなと思いました。この手の質問でよくあるのは、

谷中 充 Mitsuru Yanaka

企業トップが女性活躍推進を明確に示すことが企業のイ
メージアップになり、ひいては優秀な人材の確保や業績の向
上につながるから･･･といった回答が多いものですが、この
簡潔にして明瞭な答えには目から鱗でした。今でこそ多くの
企業が女性活躍に取り組んでいますが、当時はそれほど一
般的ではなく、ましてや昭和の時代から先駆的に取り組んで
こられた方からその神髄を直接聞くことができたことは今で
も忘れられません。

皆さんへのメッセージ
　国の仕事の魅力といえば、ダイナミックさと、影響力の大き
さでしょうか。自分の力量を超える仕事に直面したときは、く
じけそうになることもありますが、周りの人と相談しながら
進めていけば、必ず出口はあるもの。私自身、素晴らしい上
司や先輩たちの一流の仕事ぶりに助けられて、なんとかやっ
てきました。
　また、どこの組織でも同じだと思いますが、「こんなことを
するために厚労省に入ったんじゃない！」と思うような仕事に
も、１つや２つ必ず直面するものです。でも、振り返ってみれ
ば当時経験した仕事が、その後の自分の糧になっていること
に気がつくものです。まさに人と仕事との出会いの積み重ね
が、人間を強くするんだなと実感しています。みなさんと一緒
に仕事ができることを楽しみにしています。

PROFILE

雇用環境・均等局
総務課 総務係長

岩井 彩子 Ayako Iwai

雇用環境・均等局
雇用機会均等課 女性活躍推進係

現在の業務内容
　女性活躍推進法（略して「女活（ジョカツ）法」）に関する業務を
担当しています。女活法では、多くの女性労働者が活躍できるよ
う企業にいくつか取組を義務付けているのですが、実際に企業
の方の相談に対応するのは、47都道府県にある労働局の雇用
環境・均等部（室）です。全国の部（室）が企業の方に同じ対応が
できるように方針を示したり、資料を作ったりしています。また、
「女性の活躍推進企業データベース」（是非検索！）というサイト
を運営しており、多くの企業や求職者の方に利用していただけ
るよう、コンテンツの改良や広報の仕方に日々頭をひねっていま
す。
　何をするにも、誰の目線に立って考えるかが重要だなと感じて
おり、それが仕事の難しさでもあると感じています。

厚生労働省を志望した理由
　大学時代に社会学を専攻しており、3年生の時に所属してい
たゼミにてライフイベントが女性のキャリアに与える影響の研究
や、卒業論文で男性の育児休業をテーマとして扱っていたことを
きっかけに雇用環境・均等行政の門を叩きました。
　常に新しいことに挑戦し続けている雇用環境・均等行政は、学
生時代に私が想像していたよりずっと刺激的な場所だったので、
ゼミで研究していた内容はただのきっかけに過ぎなかったです
が、とりあえず門は叩いてみるものだなと今は思います。

職場の雰囲気
　現在、私が所属する雇用機会均等課はハラスメント対策や女
性の活躍推進などを担当しており、令和元年度にはこれらに関
して法律の改正を行いました。各職員、目まぐるしい日々だった
かと思いますが、忙しくても、互いの独り言さえ拾い上げ会話の
パスを回し、些細なことでも声を掛け合い皆で協力しながら仕
事を進められる良い雰囲気だと感じます。
　課内の職員は年齢や経験は様々ですが、労働者がより働きや
すい環境を作れるように見ている方向は一緒であり、互いの不
足している部分を補いながらチームで仕事を進めています。

皆さんへのメッセージ
　日々の生活の中ではあまり意識したことはありませんでした
が、「生きること」とは「働く」ことなのだということに厚生労働省
に入ってから気づかされることが何度かありました。労働行政で
は、誰もが当たり前に働き続けられ、さらにより良い環境で働け
るように支援をしていますが、一人一人の労働者にとっての働き
やすさは一律ではなく、困りごとも千差万別です。だからこそ、労
働行政全体で、あらゆる目線に立ち、様々なアプローチで支援を
し続ける必要があるのだと思います。
　是非、皆さんもこの組織の輪に入り、誰かの「働く」を支援して
みませんか。

人と仕事の出会いで、
成長を実感

「働く」の
支援をしながら
「働く」

平成14年　厚生労働省入省
　　　　　 雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課雇用改善係
平成16年　青森労働局雇用均等室
平成18年　雇用均等・児童家庭局書記室管理係
平成20年　大臣官房地方課企画係
平成22年　雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課社会参加支援係
平成24年　雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課勤労者家族係長
平成25年　大臣官房総務課国会連絡室主査
平成27年　雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課業務係長
平成28年　雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課企画係長（併）在宅労働係長
平成29年　雇用環境・均等局職業生活両立課啓発援助係長
平成31年　現職

PROFILE
平成24年　厚生労働省入省
　　　　　 雇用均等・児童家庭局総務課助成係
平成25年　雇用均等・児童家庭局書記付経理係
平成27年　東京労働局雇用均等室（地方研修）
平成28年　東京労働局雇用環境・均等部企画課企画係
平成28年　雇用均等・児童家庭局書記付人事係
　　　　　（平成29年7月組織再編に伴い
　　　　　  雇用環境・均等局総務課人事係）
平成31年　現職

雇用環境・均等行政 雇用環境・均等行政
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現在の業務内容
　仕事中や通勤途中の事故でケガをしたり、業務が原因で
病気になった場合に、労働者やその遺族に対して補償を行
う制度として「労災保険」という制度があります。
　労働者のケガや病気が労災保険に該当するかどうかの調
査は、全国にある労働基準監督署で実施していますが、私が
勤務する労働局では、県内の労災保険の給付の手続きが迅
速・適正に実施されるよう、労働基準監督署と連携して取り
組んでいます。

仕事をする上で心がけていること
　厚生労働省は、「ひと、くらし、みらいのために」経済社会
情勢の変化や国民のニーズにあった政策の実現が求められ
ています。
　労災保険制度においても、例えば、仕事が主な原因で発症
した脳・心臓疾患や仕事によるストレスが関係した精神障害
が増加するといった状況に対応するために、認定のための基
準を策定するなど、経済社会情勢の変化や国民のニーズに
合うよう、これまで制度の見直しを行っています。
　国家公務員として、自身が担当する制度の目的や内容を
理解するとともに、制度の見直しに対応できるよう、世の中
の動きや国民のニーズに関心を持ち続けることが重要です。

最も印象深い業務
　過労死等の防止のための対策を推進し、過労死等がなく、
仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることので

大川戸 克憲 Katsunori Okawado

きる社会を実現するため、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。
　法律が施行されて間もない平成27年4月に、私は労働基
準局総務課過労死等防止対策推進室に配属になり、「過労
死等の防止のための対策に関する大綱」や「過労死等防止
対策白書」の作成を担当しました。
　法律に基づき、初めて大綱や白書を作成することから、大
きな困難とプレッシャーがありましたが、過労死のご遺族の
代表者、学識有識者、労働者の代表者、使用者の代表者から
の意見を踏まえ、政府の一員として取りまとめの業務に参画
することができました。また、公表後には新聞やニュースで大
きく取り上げられ、大きな達成感がありました。

皆さんへのメッセージ
　皆さんは、まさにこれから働く職場を決めて、働こうとされ
ています。定年まで働くとした場合の就業年数は約40年とい
われ、人生のおよそ半分の期間を働くことになります。
　それだけの期間を健康で充実して働き続けるためには、
一人ひとりが自身の健康に関心を持つことも重要ですが、行
政が長時間労働の削減、過重労働による健康障害の防止、年
次有給休暇の取得促進、メンタルヘルス不調の予防および
ハラスメントの防止などに積極的に取り組んでいくことが重
要であり、その役割を担っているのが労働行政です。
　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、近い将来に皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみ
にしています。

PROFILE

滋賀労働局
労働基準部 労災補償課長

健康で充実して
働き続けることの
できる社会へ

平成14年　厚生労働省入省
　　　　　 職業能力開発局育成支援課企画係
平成16年　労働基準局労災補償部労災保険業務室電子申請第２係
平成18年　栃木労働局宇都宮労働基準監督署労災課
平成19年　大臣官房地方課職員管理専門官付
平成21年　労働基準局総務課人事係
平成23年　労働基準局労災補償部労働保険徴収業務室管理係長
平成25年　労働基準局労災管理課機構調整第2係長
平成27年　労働基準局総務課過労死等防止対策推進室過労死等防止係長
平成29年　労働基準局補償課医事係長、労災医療専門官
平成31年　現職

村上 優作 Yusaku Murakami

現在の業務内容
　私は現在、沖縄労働局職業安定部に勤務しています。職業安
定部は労働行政の第一線機関であるハローワークを統括する部
署で、県内に５か所あるハローワークを中心に、求職者・事業主
の皆様にとって充実したサービスが提供できるよう職員一丸と
なって取り組んでいます。
　最近の雇用情勢は着実に改善が進み、また、少子高齢化に伴
う労働力人口が減少していることから、各産業で人手不足が広
がり優秀な人材確保が難しくなっています。このため、非正規雇
用労働者の正社員転換や処遇改善の取組に加え、女性や高齢
者、障害者など誰もが生き生きと働ける職場作りが重要となって
おり、この実現に向け日々努力をしています。

仕事をする上で心がけていること
　ハローワークを利用いただく求職者・事業主の皆様にとって
より良いサービスが提供できているかという視点で常に考える
ことにしています。地域の雇用情勢はそれぞれ異なるため、まず
はしっかりと現状を把握し、地方自治体や関係団体と連携しな
がら地域のニーズに合った施策を展開していくことが重要です
が、それにはハローワーク・労働局職員の力が欠かせません。働
くことに関わる「プロフェッショナル集団」として、高い意識を持
ち続けることをいつも心がけています。

これまでの仕事で心に残っているエピソード
　雇用環境が特に厳しい時期に就職活動を行った世代、いわゆ
る就職氷河期世代に対する支援として、政府挙げての「就職氷河
期世代支援プログラム」が策定され、ハローワークへの専門窓口
設置など様々な施策が盛り込まれました。
　沖縄県は雇用情勢が厳しい時期が長く続いていたため、支援
が必要な世代が多いと考え、いち早く専門窓口の設置を検討し、
当該世代の採用に積極的な企業開拓に力を入れるとともに、経
済団体を訪問し連携を依頼しました。
　その結果、全国で初めて経済団体と連携した取組がスタート
し、地元新聞やテレビに取り上げられるとともに、県会議員の方
がハローワークを視察されるなど、ハローワークへの期待の大
きさを実感しました。

皆さんへのメッセージ
　「働く」とはどのようなイメージをお持ちでしょうか。人々が安
心して生活を送るために必要なものであり、人生にも大きく関
わってくるものでもあると思います。
　このような「働く」ことを支えるため、困っている方をサポート
し笑顔にするため、私たち職業安定行政の職員は日々頑張って
います。もちろんプレッシャーや責任は大きいですが、充実感や
達成感もそれ以上に感じることができる素晴らしい仕事です。
　熱い想いをお持ちの皆さん、ぜひ私たちと一緒に「働く」を支
える「プロフェッショナル集団」の一員として仕事ができる日を楽
しみにしています！！

「働く」を支える
仲間になりませんか！

沖縄労働局
職業安定部長

PROFILE
平成15年　厚生労働省入省
平成22年　大臣官房総務課法令審査第二係主査
平成25年　職業安定局派遣・有期労働対策部企画課雇用対策係長
平成27年　大臣官房地方課総務係長
平成28年　職業安定局総務課書記室管理係長
平成29年　現職

労働基準行政 職業安定行政
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現在の業務内容
　雇用環境・均等部では、働き方改革に関連する、パートタイ
ム・有期雇用労働法の周知や、他の労働関係法を企業の皆
さんに守ってもらうための企画、地方公共団体や労使団体等
との調整、さらに企業への支援として助成金の支給などをし
ています。
　また、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など、いくつ
かの法律について、企業への是正指導やアドバイス、さらに
は働いている方からの相談対応や紛争解決のお手伝いをし
て働く環境の改善を進めています。

仕事のやりがい
　30年以上前になりますが、入省した年に男女雇用機会均
等法がスタートしました。就職活動をする中で、女性に対する
差別は、自分自身、「なぜ」と思っていましたので、この法律に
直接かかわる仕事はとてもやりがいがありました。
　その後も、育児休業法(現育児・介護休業法)やパートタイ
ム労働法など、働く方を取りまく法律が次々とスタートしまし
たが、いずれも身近な自分ごととして取り組むことができた
ように思います。
　これまでの「常識」と違うことを、企業など皆さんにご理解
いただくのは大変ですが、新しい法律を定着させていく仕事
はやりがいがありますし、自分ごととしても、モチベーション
を持ち続けられたと思います。

重河 真弓 Mayumi shigekawa

仕事をする上で心がけていること
　国の組織ですので、どこで働いていても全国の状況が気に
なりますし、企業や働く方の窓口である現場の情報収集も欠
かせません。また、できるだけ諸外国の動きについてもアン
テナを張るようにしています。
　このようなことで広い視野が得られ、制度や運用を考える
立場になったとき、企業や働いている方にとって生きた仕組
みを創り出せる気がします。
　また、積極的、計画的に年次有給休暇も取って、自分の生
活も充実するよう工夫しています。「普通に生活する人」であ
ることで、結果的に仕事に役立つ発想も得られました。

皆さんへのメッセージ
　雇用環境・均等行政は、「働く」という切り口で、フロンティ
アともいえる分野を切り開き、切り開いた道を整え、はじめ
は女性、そして現在は多様な働き手が通って目的地にたどり
着けるよう、日々取り組んでいます。
　自分自身もこの道のおかげで家族とここまで来ることがで
きたと思っています。　
　人生はとても長くなっていますが、「未来の私」は皆さん自
身が創り出すものにもかかっています。
　次の時代の、皆さんの未来への道もここにあるかもし
れません。
　この道に興味をもってもらえればとてもうれしいです。

PROFILE

北海道労働局
雇用環境・均等部長

待ってろ
未来の私

昭和61年　労働省入省
　　　　　 宮城婦人少年室
平成3年　  神奈川婦人少年室
　　　　　 (平成12年から神奈川労働局雇用均等室)
平成17年　厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課指導係長
平成24年　富山労働局雇用均等室長
平成26年　厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課
　　　　　 中央育児・介護休業推進指導官
平成29年　厚生労働省雇用環境・均等局総務課長補佐
平成31年　現職

五十嵐 公一 Kouichi Igarashi

現在の業務内容
　現在、30代半ばから40歳半ばに至るいわゆる就職氷河期世代
の方々は、偶然にも就職活動の時期がバブル崩壊後の時期と重
なってしまったため、希望する就職ができず不本意ながら不安定な
職業に就いている、無業の状態にあるなど様々な課題に直面して
おり、この世代への支援は日本の将来に関わる重要な課題です。
　この世代への支援について、実効ある施策の実施のため、昨年
７月に内閣官房に新設された室に出向し、企画・立案や関係府省
等との連絡・調整業務を行っています。　
　総理も出席した全国プラットフォーム（会議体）の立上げ、この世
代への支援を具体化した行動計画の策定など、テレビや新聞等で
報道された業務にも携わっており、出向して短期間で非常に良い
経験をしています。
　出向先でも、親元の厚労省や関係府省等と密に連携しながら、政
府一丸となって支援に取り組んでいます。

職場の雰囲気
　皆さんは、働く際に一番不安なことは何ですか。仕事面の不安も
あると思いますが、職場の雰囲気や人間関係に不安を抱えている
人が多いのではないでしょうか。
　私自身、公務員で働いている人は堅い人が多く、仕事中は仕事以
外の会話があまりないというマイナスイメージを持っていました。
　実際は、仕事中でも親父ギャグやボケで場を和ましてくれる人や
仕事で悩んでいる時に親身に相談に乗ってくれる人なども多く、非
常にコミュニケーションが取り易く、雰囲気の良い職場ですので、安
心してください。
　厚労省を皆さんの若さと元気で、更に明るく、風通しの良い職場
にしてくれることを期待しています。

仕事をする上で心がけていること
　私は、仕事をする上で、主に３つのことを心がけています。
①常に周りの環境や状況を把握し、先を見越して動くことで、“上司
に指示されない職員”でいること。
②日々、部下・後輩とのコミュニケーションを欠かさないことで、上
司・先輩という垣根を越えて、チームの一員として時には互いに
議論を交わせる良き“同僚”でいること。

③制度の創設・改正等の際に、その先にハローワークなど現場の
職員がいることを常に念頭に置き、“現場の一職員”でいること。

皆さんへのメッセージ
　このパンフレットを読んでいる皆さんは、労働行政の分野でどの
ような仕事がしたいですか。
　私が入省した約10年前、国民の皆さまお一人お一人に寄り添
い、その声が施策に反映できるような仕事がしたいとの想いを持っ
ていました。
　入省後、様々な部署で業務を経験する中で、声を施策に反映する
ことの難しさに直面することもありましたが、チームで協力して、成
し遂げた時の喜びは計り知れません。
　労働行政はまだまだ課題も多く、時には厳しい意見もあります
が、電話等で感謝の言葉をいただく度に、本当にこの仕事を選んで
良かったと感じます。
　皆さんが今持っている想いを大切にして、労働行政で力を発揮し
てみませんか。自分の仕事に誇りと責任感を持って取り組むことが
できる、課題に真正面からチャレンジできるという皆さんが労働行
政の門を叩いてくれることを願っています。
　熱い想いをお持ちの皆さん、ぜひ私たちと一緒に「働く」を支え
る「プロフェッショナル集団」の一員として仕事ができる日を楽しみ
にしています！！

皆が活躍できる
社会づくりを

内閣官房
就職氷河期世代支援推進室 主査

PROFILE
平成21年　厚生労働省入省
　　　　　 職業安定局労働市場センター業務室総括係　
平成22年　職業安定局派遣･有期労働対策部若年者雇用対策室
　　　　　 若年者雇用対策第2係
平成24年　長崎労働局長崎公共職業安定所（地方研修）
平成25年　大臣官房総務課調整連絡係　
平成27年　職業安定局雇用保険課給付係
平成29年　人材開発統括官総務担当参事官室予算係主任
平成31年　人材開発統括官企業内人材開発支援室企画係長
令和元年　 現職

雇用環境・均等行政 職業安定行政
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 Q. 現在の業務内容について教えてください。
田山：簡単にいうと、国には、労働保険特別会計労災勘定というお金の仕
組みがあり、その決算書などを作っています。
なぜかというと、政府は決算を結了した後、その内容を国会に報告し、審
議いただくためです。
生駒：最初は、専門用語がよく分からず、不安でいっぱいでした。でも、仕
事をしていくうちに、目立たないかもしれないけど、とても重要な仕事と
いうことを実感しました。

 Q. お互いの第一印象は？
生駒：緊張していて、よく覚えていないです（笑）。
田山：よく覚えていますよ。確かに緊張していましたよね（笑）。
生駒：勤務の初日、何をやればいいか分からない状況だったのですが、
係長は、最初に、決算係がどんな仕事をやるのか、私が何をやっていけば
いいのか、具体的に説明してくださったので、嬉しかったです。
田山：偶然ですが、私の最初の配属先も決算係だったので、生駒さんと置
かれた状況が一緒だったということもあり、その時感じた不安や、こうし
たらよかったなと思うことなど、イメージしやすかったですね。

 Q. 上司の尊敬してるところは？
生駒：知識が豊富なところです。質問したら大体答えてくれますし、他省
庁の担当者への説明も丁寧です。
特に入省した頃は、分からないことばかりでしたが、丁寧に答えてくだ
さるので、仕事がしやすかったです。私ももっと勉強しなければ！と思い
ますね。
田山：おお～、よかった（笑）。
生駒：すぐに答えてくれるので、最初は聞いてばかりだったのですが、そ
れでは成長できないなと。
最近では自分でしっかり調べて、それでも分からなければ質問するように
しています。他にも、方向性が分からなくなったときに的確な指示をくだ
さったり、私の考えにも耳を傾けてくださったり、有り難いです。

 Q. 部下の成長を感じたところは？
田山：決算係は、突発的に何かが起こる業務ではない代わりに、中長期
的なスケジュール管理がとても重要で、自分でスケジューリングして〆切
までに確実に作業を完了させなければならないのですが、２年目位か
ら、それを自分でできるようになり、成長を感じます。
生駒：普段はそんな風に褒められないので、嬉しいです（笑）。
最近では、係長から「○○ってできてる？」って言われた際に、「できてま
す。見てください。」といえるようにしています。
田山：以前は、「いつまでにこれやってね。」と細かく指示していたので
すが、今では、自分がいう前に出来ていることが多いので、助かってい
ます。
生駒：私たちの係は、係長と私の他に、もう一人係員がいるのですが、入
省して半年後くらいに、３か月間、研修で不在となることがありました。
その時までは、１年生だしという気持ちがあったのですが、係員が私一人
になったこともあり、自分がしっかりやらないと！と強く意識して仕事に
取り組むようになりました。
田山：嬉しいですね。
自分自身、いい先輩に恵まれて、教えてもらってきたので、今こうして、
教えることができています。生駒さんに部下ができたら、同じようにして
いただけると、組織としての生産性向上につながっていくと思います。
生駒：頑張ります！

 Q. 受験生へのメッセージ
田山：自分と相手の双方を大事にできる人と一緒に仕事をしたいです
ね。仕事は一人でやるものではなく、チームでやるものなので、相手のこ
とを大事にできるというのは必要だと思います。自分を信じて一生懸命
頑張れる人がいいですね。
生駒：とにかく一生懸命な人と仕事をしたいと思います。困った時は、一
人で抱え込まないように、声をかけてくれる先輩がたくさんいるので、
安心してください。
私たちが所属している労働基準局では過労死を始めとした労災補償業
務や労働保険料の徴収業務など、様々な業務に携わることができます。
皆さんと一緒に「労働」の根幹を支えていけたらいいなと思っています。

 Q. 現在の業務について教えて下さい。
蓑田：障害者の人材開発に関する業務に携わっています。例えば、障害者職業
能力開発校を設置して、障害のある方に職業訓練の場を提供することで、職業
に必要な技能や知識の向上を図り、職業生活を送る上での自信をつけていた
だくことであったり、障害の種類も様々なので、それぞれの障害特性に応じた
より効果的な職業訓練を実施するための分析や企画などを行っています。
木暮：障害のある方を対象とした職業訓練は、各都道府県の力を借りて実施
しているので、今の業務も各都道府県庁の方とのやりとりが多く、とても大変
ですがやりがいはあります。あと、出張もそこそこあります。

 Q. 業務で大変だったことはありますか。
木暮：大変だったことは山程…（笑）
採用１ポスト目で、社会人として仕事に慣れていく必要もあったので…
蓑田：国有財産台帳とか、他の係でもあまり扱わないものを見たりするし、結
構特殊な係だよね。
木暮：障害者職業能力開発校には国が設置したものと各都道府県庁が設置
したものがあるのですが、そのうち国が設置したものは国の持ち物というこ
とで国有財産とされていて、施設内にある設備も国有財産となります。この国
有財産に工事や設備の変更とか手を加えるような場合は、専用のシステムを
使って財務省に報告する必要があるのですが、近くに同じような業務を担当
している職員がいなかったので、直接財務省に問い合わせたりして、何とか
やってきました。

 Q. お互いの業務中の印象は？
蓑田：冷静に仕事してくれてるよね。
分からない点があれば、自分でちゃんと調べて考えた上で仕事してくれて、本
当にたいしたもんだなあって思いますね。
木暮：褒めてもらえて嬉しいです（笑）。最初のころは、結構周りに怒られるこ
ともあったので、しっかり勉強しないとと思ってやってます。
蓑田：成長したってことだよね。考え方も間違っていないし、安心して仕事を
任せられます。・・・ちなみに僕はどう？（笑）
木暮：ほしがりますね（笑）係長はいつもクールに仕事されていますよね。
お子さんが産まれたばかりで育児も大変だし仕事もあるし毎日相当疲れて

いらっしゃると思うんですけど、疲れている感じが全然ないというか。メリ
ハリをつけて家庭と仕事のどちらも両立されていてすごいなと思います。
あと、何か問題が起きたとき、相談するとぱっと解決してくれる。関係部
署にふらっと行ったと思っていたら、戻ってきて「もう大丈夫」みたいなこ
とがあります。
蓑田：そういってもらえるのはすごくありがたいですね。今はこの部署にいま
すけど、職業安定局や大臣官房等の色々な部署を経験させてもらえているの
で、その中で培った人脈や経験が活きているんだと思います。

 Q. 部下に期待することは？
蓑田：自分自身に言い聞かせている部分もあるのですが、自分の仕事にちゃ
んと責任を持って取り組むようにしてほしいと思います。どんなに小さなこと
でも、国の仕事に携わっているということを自覚して、その責任を感じながら
仕事をするようにしてもらいたい。その一つ一つの積み重ねが信用につな
がっていくと思うので。
難しいことだけど、木暮さんはそれができる人だと思うのでがんばってくだ
さい。
木暮：ありがとうございます、頑張ります！

 Q. 最後に何かメッセージをお願いします。
蓑田：働くということは生きていく上でとても大切なことであり、働くことに
フォーカスした労働行政はとてもやりがいがあります。
私が現在携わっている人材開発行政も、今後どういった人材が必要となるか
を想像しながら、時代に即した職業訓練を企画、実施していくことで、先手を
打って労働力の底上げを図ることができ、日本の国力向上にも繋がっていく
ような攻めの仕事ができる分野だと思います。
人材開発行政は、雇用の安定を図るための職業安定行政とセットで政策を進
めていく必要があるのですが、職業安定行政も人材開発行政もこのように前
向きな仕事ができます。様々な可能性や価値を生み出すような前向きな仕事
をしたいと思っている人がいれば、ぜひ希望を持って職業安定行政に入って
きてほしい！と思います。
木暮：とてもやりがいのある仕事なので、「今後こうしていきたい！」という希
望を持った方と一緒に仕事していきたいなと思います！

田山 純一 Junichi Tayama

労働基準局
労災管理課 決算係長

生駒 萌香 Moeka Ikoma

労働基準局
労災管理課 決算係員

蓑田 豊 Yutaka Minoda

人材開発統括官付
特別支援室 障害者企画係長

木暮 美波 Minami Kogure

人材開発統括官付
特別支援室 障害者企画係員CROSS
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 Q. 現在の業務内容について教えてください。
松浦：雇用環境・均等局総務課の予算・経理係というところで、局内の予
算を全般的に所掌しています。具体的には、契約に関することや職員の
給与に関すること、旅費に関するお金等に関する仕事を所掌しています。
深澤：ほかにも、局内の購入物の経理関係の手続、幅広く職員の仕事を
支えるような業務を行っています。
松浦：お金の関係はミスがなくて当たり前の世界なので、非常に責任が
重い仕事ではあるかなと思っています。
深澤：パンフレットの印刷にも関わるのですが、校正でミスが見つかり、
納期に間に合わないといった相談が寄せられることがあります。業者だ
けでなく会計部署と調整を行ったりするのですが、それぞれの意見があ
るので、うまくまとめるのは難しいですが、この係のやりがいなのかと
思っています。

 Q. お互いの印象は？
深澤：私は、１年目の上司が女性ということもあり、松浦係長は、体格が
大きくて、正直怖そうでした（笑）。また、労働基準行政の方で、経理関係
は初めてと聞いていて、初めて同士だったので、不安が大きかったです。
松浦：深澤さんが入省２年目ということで、当然予算も経理も知らない
だろうから、一から教えていかないとと思いつつ、私自身も初めての業務
だったので、不安でした。ただ、一緒に仕事をしてみると、積極的にいろ
いろ聞いてくれるし、それ以上に、他部局の担当者に対しても、臆するこ
となく、取り組んでいて素晴らしいなと思います。
深澤：今では、最初に感じた不安は全くなく、係長が隣にいてくれるだけ
で安心して仕事できます（笑）。それと仕事が早いです！初めての業務な
のに、あっという間に慣れて、局内の各課から寄せられる質問や相談に
素早く対応されているので尊敬します。
松浦：ちょっと褒め過ぎな気もするけど（笑）。昔は、１年目や２年目の時
に課長補佐に説明する時は、躊躇することもあったのですが、深澤さん
は、どんどん話を進めてくれるので、すごくやりやすいですね。
深澤：雇用環境・均等局は上司も優しい方が多いので、風通しがよいから
かもしれません。
松浦：それと、仕事以外の面でも、１年目や２年目の後輩を連れて親睦

会を企画したりしていて、後輩の面倒見がいいなと思います。
深澤：後輩には、働きやすい環境で仕事をしてもらいたいというのもあ
り、積極的に声をかけるようにしています。

 Q. 職場の雰囲気はどうですか？
深澤：割と黙々と仕事をすることが多いのですが、合間を見て係長に話し
かけてますね。一昨年にお子さんが生まれたとのことだったので、子ども
が立ち上がりましたか？とか子育てのことを興味津々で聞いてます。係長
は言いたくなさそうにしてますけど…（笑）
松浦：そんなことないって（笑）。けっこう話してくれているので、楽しく
やってるよ。深澤さんが去年結婚した時に、披露宴に呼んでいただいた
のですが、スピーチをすることになり、久しぶりに緊張しました。
深澤：その節はありがとうございました（笑）。
松浦：お互い家庭があるということもあり、ワークライフバランスを心掛
けてますね。育児に理解のある方が多く、子育てに参加することに意識が
向くようになり、仕事が落ち着いている時は、早く帰るようにしています。
仕事面でも生活面でもメリハリが出てよかったと思います。
深澤：係長が仕事にメリハリをつけているのを見て、私も早く帰ることが
できているので、本当にありがたいなと思っています。

 Q. 受験生に一言！
深澤：まだ３年目なので、まだまだ勉強中の身なのですが、分からないこ
とは、分からないままにしないで、「教えてください。」と自己発信していく
ことが重要なのかなと思います。それと、メリハリをつけて仕事をするこ
ともとても大事だと思っています。
松浦：我々が関わる施策は働き方改革やハラスメント対策、女性活躍な
ど様々ですが、どれも生活と密接に関わるが故に、世の中の注目度が高
く、とてもやりがいのある分野だと感じています。そのような労働行政を
皆様の将来の選択肢の一つとして考えてもらえれば幸いです。

松浦 亮平 Ryohei Matsuura

雇用環境・均等局　
総務課 予算・経理係長

深澤 このみ Konomi Fukasawa

雇用環境・均等局
総務課 予算・経理係員 CROSS
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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

出産する場合

産前産後休暇
産前６週間、産後８週間を経過するまでの期間、
休暇を取得できます。

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、通常
（１日７時間４５分）よりも短い時間に短縮することができます。

小学校就学前の子どもを看病する場合

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）
の範囲内で１時間単位で休暇を取得できます。

３歳に満たない子の療育のために、
申請をした上で超過勤務が免除されます。

３才未満の子どもを養育する場合

育児休業
配偶者の就労状況にかかわらず、
子どもの養育のために休業することができます。

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
勤務しないことが認められます。

３歳未満の子どもを養育する場合

超過勤務の免除

早出遅出勤務
始業、就業時間を繰り上げ又は繰り下げて
勤務することが認められます。

配偶者、父母、子、配偶者の父母などを
介護する場合

介護休暇
６ヶ月の期間内で必要と認められる期間、
休暇を取得できます。

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

深夜勤務・超過勤務制限
超過勤務が、月２４時間・年１５０時間以内に
制限されます。

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
年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）、１時間単位で休暇の取得ができます。

妻が出産する際、その出産や入退院の付き添い、
出生の届出のために必要な場合

男性職員の配偶者出産休暇
妻の入院日～出産後２週間までの間に、
２日まで休暇を取得できます。

妻が出産する際、当該出産に係る子や
小学校就学前の上の子を養育するために必要な場合

男性職員の育児参加休暇
出産日後８週間を経過する日までの間に、
５日まで休暇を取得できます。

1. 働き方改革 2. 休み方改革

６，４００人日 ９，７７９人日
平成26年度 平成30年度

「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
用を推進するため、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。

～職員の声～
●イベントに参加して育児をしている職員同士で繋がりができた。
●気になった制度を気軽に確認することができるので助かった。
●収入のシミュレーションができ、参考になった。

「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。

～職員の声～
●異動の際、子供が小さいため超過勤務が少ない部署に配慮してもらった。

「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。

～職員の声～
●使える制度が一覧になっていて分かりやすかった。
●このハンドブックを読まなければ、
　便利な制度の存在を知らなかったので助かった。

さらに

～男性の家事・育児参画が、職場を、日本を変える！～
イクメン職員 増えています！

12.1％ 53.5％
平成26年度 平成30年度

41.4％増男性の育児休業取得率
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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。
隗より始めよ！

仕事と家庭を、上手に両立するために。
仕事と家庭生活の両立のための主な支援制度

在庁時間の縮減　平均退庁時間　１９：５８（令和元年）
○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。
○原則１７時１５分以降は会議を行わない。会議は原則１時間以内　等

テレワークの促進
○育児や介護など配慮を要する職員をはじめ希望する全職員についてテレワークを活用。

○１人当たり年平均２回実施を目標。
　

○実施方法・手続の簡略化

フレックスタイム、早出・遅出勤務の活用促進
○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、１１時間の勤務間インターバルを設ける。
○育児・介護職員からの希望は原則１００％フレックスタイムの利用を認める等、活用促進。

年次休暇
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。

夏季休暇
○全職員が連続１週間以上の休暇を取得。

その他の休暇
全職員がGW・年末年始に、
マンスリー休暇とは別に１日以上の年次休暇を取得。

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。



H17入省H16入省 H22入省H24入省

Q. 仕事と家庭・育児をどのように両立されていますか。

櫻井：私は、男の子が2人いて、長男が8歳（小2）、次男が5歳（年
中）です。時短（※育児時短勤務）はとっていなくて、９時15分から
17時30分勤務で昼休みを30分に短縮（※通常は60分）していま
す。夫も省内の人なので、朝は、夫に、次男を保育園に送ってもらっ
て、迎えは私がしてます。長男は授業後に学童で過ごしているの
で、保育園と学童２箇所にお迎えに行きます。最近、17時前に学
童から友達と帰ってくることもできるようになったので、そういう
日はお迎えが1箇所だけなので、楽になりました。
育休（※育児休業）は長男の時に1年半、次男の時に1年取ってい
ました。
森：僕は、子どもが生まれたのが昨年の2月なので、妻がまだ育休
取得中です。子どもが今年の4月に保育園に入園できれば、妻も
仕事に復帰できるので、そうなったら、僕が朝保育園に送ってい
き、妻は夕方まで働いた後、保育園に子どもを迎えに行ってもらお

うかなと思っています。今は少し早めに出勤し、集中できる時間帯
に仕事をすることで、出来るだけ早く退庁し、子どもをお風呂に入
れたり、休日は晩ご飯つくったり家事をしたり、できるだけ妻の負
担を減らせるように心がけています。
育休は昨年4月下旬にとって、GWとくっつけて半月くらい休んで
いました。
鈴木：子どもが２年前の８月末に生まれて、その年の10月から9
か月間、育休を取得していました。当初は１年間の予定でしたが、
7月に保育園に入れることになったので、そのタイミングで早めに
復帰をさせてもらいました。
始業が9時半のため、8時頃に自分が保育園へ送り、夕方は、妻が
時短で働いているので迎えにいっています。私はなるべく早く帰っ
て、子どもをお風呂に入れて、寝かしつけることができるようにし
ています。
和田：私はもうすぐ子どもが４歳になります。勤務時間は8時45
分～17時15分、15分だけ昼休みを短縮させてもらっています。

お互いの仕事の状況にもよりますが、普段は夫が朝保育園に送っ
ていき、夕方は延長保育を利用して自分が迎えにいって、分担して
育児をしているところです。
育休はちょうど1年間とりました。

Q. 仕事と家庭・育児を両立するために工夫されている
　　ことや実際に使用されている支援制度はありますか？

鈴木：自分の今の状況を職場の人に伝えるということが非常に大
事だと思っています。
育休を取得する時も、上司・同僚には早めに希望を伝えていまし
た。今の職場でも、「子どもがちょっと熱だして、今日は仕事休んで
奥さんが看病してくれたけど、明日は私が休んで看病します」という
話や、「保育園でインフルエンザが流行っています」など、今の状況
を周囲に認識してもらって、何か起きて突然休まなければいけない
時とかにも理解してもらえるように、というのは意識しています。
櫻井：それは、私もやっています。
常に、急遽子どもが熱をだしたりしてしばらく自分も休まなければ
いけないかもしれないという状況を想定して、仕事の情報を共有
するようにしています。毎朝、今日の予定を上司や部下にメールす
る際、仕事の状況や資料の場所、家庭の状況とかこまめに入れて
自分の状況を伝えるようにしています。
和田：最近はテレワークも活用しています。自宅でもメールの確認
ができますし、「子どもが急に体調を崩して、病児保育が満員で利
用できず、夫も休めなくて自分が看病するしかない、でも会議もあ
るしどうしよう？」というときに、テレワークがすごく便利でした。職
場の会議室にSkype（※テレビ電話機能）を繋ぐと、自宅からでも
会議に参加できるので、仕事に穴を開けなくて済むようになり、本
当に助かっています。
全員：テレワークはほんと助かりますよね！
森：僕は、妻の出産の立ち会いをするために、「配偶者出産休暇」
を取得しました。それと、子どもの予防接種の時に「子の看護のた
めの休暇」を取得しましたね。有給休暇を使用せずに済んだので、
とても助かりました。
和田：「子の看護のための休暇」は私も取っています。時間単位で
取得できるので、それがすごくありがたいですね。ちょっと病院に
連れて行くとか、予防接種とか、一日休まなくても数時間休めば足
りるというような、そういうときに使えるので便利ですね。
櫻井：私は去年までフレックスタイム※１を利用していました。
出勤時間を早めて、普段は早く帰って、夫が子どもを迎えにいけ
る日に、退庁時間を遅めに申請して、溜まってる仕事を片付ける

とか。
1ヶ月単位でも利用できるし、前日までに時間の変更もできるので
（※育児又は介護を行う職員のみ）。朝、普段は夫が保育園に送っ
ているけど、私が行かないといけなくなったという時に、出勤時間
をちょっと遅らせて、その分、別の日にちょっと遅くまで仕事する感
じです。柔軟な働き方ができるので、すごく便利だなって思ってい
ます。
鈴木：柔軟な働き方ができるっていいですよね。
私の同僚でも、男性ですが今度から時短勤務するという話を聞き
ました。奥さんにフルタイムで働いてもらい、旦那さんが育児メイ
ンという感じです。今は多様な働き方が可能な時代だし、自分のラ
イフスタイルにあった形で様々な制度を活用していくのが大切だ
なと感じています。

Q. 職場の雰囲気について教えてください

和田：今は育児をする職員にかなり協力的な雰囲気があります。
上司も子育ての先輩ですごく理解があるので、仕事だけじゃなく
育児の相談もできてとても頼りにしています。
鈴木：幹部職員でも男性も含めて育休を取得した経験がある人
がいるので、理解のある上司は多いなと感じますね！
森：僕も育休を取得する時に上司にかなり後押ししてもらって。
子どもの成長って早いじゃないですか、上司からは、当時は今ほど
育休が浸透していなかったのもあって、「子どもが小さい時にもっ
と子どもと一緒に過ごしていればなぁ。」とよく言っていて。むし
ろ、上司に「なんでもっと長期で取得しないのか。」って言われるく
らいでした（笑）。
鈴木：復帰してからも、何かあって急遽休んだときとか「いいよ
いいよ」って言ってもらえて。育児中の職員に協力的な雰囲気あ
りますよね。
櫻井：子育ての先輩がたくさんいるのでいろんな話を聞けて、自
分なりのロールモデルを見つけていけるのでいいですね！
鈴木：これからもどんどん仕事と育児と両立していく人が増えて
いくと思います。それだけでも職場内の雰囲気や意識が変わって
いくんじゃないかな、これからもっと育児中の職員も働きやすい職
場になるように、僕自身も意識していきたいですね！
和田：仕事と家庭の両立支援や働き方改革といった、まさに、今後
自らが直面することになるかもしれない問題に対する施策を遂行
できるのも厚生労働省の魅力です。また、省内では私たちのように
仕事と家庭を両立している職員も増えてきています。やりがいを
持って働き続けることができますので一緒に働いてみませんか！

座談会

櫻井 穂波 Honami Sakurai

労災保険審理室
審査係長

和田 沙織 Saori Wada

有期・短時間労働課　
短時間労働係長

鈴木 翔太郎 Shotaro Suzuki

雇用開発企画課
保育労働対策係長

森 翔太郎 Shotaro Mori

総務課
予算係員

育休取得経験者

※太字のワード（両立支援制度）についてはP.24で説明しています。

労働基準局雇用環境・均等局 職業安定局労働基準局
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　過労死防止対策については、労働基準局のみならず厚生労働
省の他の部署や他省庁でも取り組んでいます。過労死等防止対策
推進室では、他省庁などとも連携して国の取り組み状況などをま
とめた過労死等防止対策白書を作成し、閣議決定を経て毎年１０
月頃に公表しています。
　私は過労死等防止対策白書の作成のための関係部署や他省庁
との調整、閣議決定のための手続きの他、過労死等防止対策推進
協議会の資料作成や国民の皆さまに過労死等防止の重要性につ
いて理解を深めていただくためのパンフレットの作成などに関す
る業務を行っています。
　過労死防止に対する日本の取り組みは海外の関心も高く、昨年
はイギリスやドイツ、スウェーデンなどのメディアから取材があり
ました。社会の多様化に併せて働き方も多様化しており、より働き
やすい環境を作るために行政として様々な対応が必要となってい
ます。是非、これを機に労働基準行政について興味を持っていた
だければと思います。

松田 裕史 Yuji Matsuda

労働基準局 労働条件政策課 
過労死等防止係長　

「過労死ゼロ」の
 社会を目指して

　私は平成26年に職業安定局に採用され、今年で６年目になり
ます。現在所属している課では労働局で勤務する職員の方々の人
事や給与に関する業務に携わっています。以前は職業安定局で助
成金業務や、国際関係の業務を担当しており、総務関係の業務は
今回が初めてだったため、分からないことばかりで戸惑いました
が、上司や同僚に教わりながらだんだん覚えていきました。労働行
政にも様々な業務があり約２年毎に異動してそれらの業務を担
当するため、勉強の毎日ですが、労働行政に様々な角度から携わ
り、働く、働こうとする人々のサポートが直接的にも間接的にもで
きるやりがいのある職場だと思います。
　現在も「働き方改革」の実現に向けての取組が進められていま
すが、これからますます労働行政の役割は重要になると思います。
「はたらく」を支える労働行政が、皆さんの就職先の選択肢の一つ
となれば幸いです。

猪瀬 真希 Maki Inose

大臣官房 地方課 
人事給与第二係

様々な角度から
「はたらく」を支える

登庁し、メールをチェックしたり今日取りかかる仕事の優先順位を
整理したりします。人事給与係内の上司や同僚に、メールで今日の
予定や現在対応中の業務のスケジュールを共有します。

労働局からの給与や各種手当（通勤手当や賞与など）に関する
問い合わせに対応します。
自分では判断が難しい質問は上司に相談して回答します。

兼業の許可申請が届いたので、書類に不足がないか、記載内容に
不備はないか、許可可能な内容かどうかを確認します。

普段は自分のデスクで食事を取ることが多いですが、
今日は天気が良かったので、日比谷公園付近にランチに行きました。

全省庁で行われている国家公務員の給与に関する調査について、
労働局分の調査の今後のスケジュールを係内で打ち合わせをします。
自分のPCを持参し、ペーパーレスでの打ち合わせが多いです。

人事給与業務を処理するシステムの調達手続のために作成した資料
について、上司に相談します。
懸念事項があれば積極的に相談し、指示を仰ぎます。

今日処理をした書類等を整理し、退庁です。定時で退庁する日もあれば、
残業するときもあります。早く帰るときは帰り、頑張るときは頑張る！
メリハリを付けて仕事するよう心がけています。
ちなみに、この日の翌日は１８時台に退庁し、課の飲み会でした！

１日のスケジュール

9:00

9:30

11:00

12:00

13:00

15:00

19:30

10:00
過労死等防止対策白書の修正原稿を印刷業者から受け取ります。
受け取り後、直ちに内容の確認作業を行います。

13:00
11月の過労死等防止啓発月間に向けた周知広報の進捗状況と
今後の進め方について打合せを行います。

9:30
閣議決定の手続きに必要な資料を準備します。

15:00
月曜日に受け取った過労死等防止対策白書の修正原稿について、
改めて修正が必要な箇所の修正を印刷業者に依頼するとともに、
今後のスケジュールについて打合せを行います。

16:00
過労死等防止対策推進協議会に向けて資料を作成します。　

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

平成21年 入省 平成27年 入省

労働基準行政 職業安定行政

１週間のスケジュール
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志望動機は？ 入省してから印象に残った出来事は？

両親が共働きで苦労していた
り、大学の先輩が仕事を半年で
辞めてしまったりと、働くことの
大変さを身近に感じる機会が
多くありました。その中で、少し
でも働く環境を良くしたいとい
う思いが強くなり、厚生労働省
を志望しました。

石川 詩真
労働基準局 
労災保険業務課 企画調整係

学生時代に労働政策について
勉強した際、誰もが平等に働く
ことのできる社会づくりに携わ
りたいという思いが強まり、
労働行政に関わることを通
じてその社会づくりに一員と
して貢献したいと考え、厚生
労働省を志望しました。

江口 瑛大
雇用環境・均等局　
職業生活両立課 啓発援助係

私が厚生労働省を志望した理
由は、労働の観点から国民の
皆様を支援したいと思ったか
らです。数年前に父が体調の悪
化を理由に転職した際、健康に
活き活きと働き続ける事の大
切さを実感し、厚生労働省を志
望しました。

葛目 一宇
人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援
担当参事官付企業内人材開発支援室 人材開発支援係

｢社会に出れば長時間労働や
ハラスメントなんてあたりま
え。｣そんな従来の概念を次々
改革していく厚労省の業務に
興味を持ち、このような取り組
みをさらに前進させるための
力になりたいと思い、志望いた
しました。

齋藤 拓
雇用環境・均等局　
総務課 予算係

働くことは人生において意義のあ
ることですが、職場が原因で怪我
や精神疾患を抱える人がたくさん
いるということは、｢働くこと｣を不
安にさせ、意義のないものにして
しまいます。私は、少しでも多くの
人の職場環境を改善し、｢働くこと
｣をより有意義なものにしてもらい
たいと思い、志望しました。

佐伯 久
労働基準局
総務課 庶務経理係

私のきっかけは、昨今話題の長
時間労働などの労働環境改善
に興味を持ったことが始まりで
した。いろいろ調べているうち
に、労働災害なども含めた労働
行政全般の最前線で仕事がし
たいと考えるようになったため
厚生労働省を志望しました。

佐藤 裕亮
労働基準局
労災保険業務課 システム管理係

学生時代の研究テーマが「不
寛容社会の形成」であったこと
から、社会保障に対する関心が
あり、また労働とは私と社会と
を結びつけるものだという考
えから、自身に身近な分野の仕
事をしてみたい、と厚労省を志
望しました。

副島 直子
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 若者自立支援係

大学のゼミで労働問題について学
んでいたことがきっかけで、生きて
いく上で切り離すことができない
であろう「労働」について興味
を持ちました。たくさんの政策

を行っていて、ニュースで厚生労働
省という名が聞かない日はないく
らい大きな官庁で働き、自分を成
長させたいと思い、志望しました。

髙垣 舞香
労働基準局
労災管理課 経理係

いかなる境遇に置かれた人で
あっても自己実現を望める社
会作りに貢献したいと考えてお
り、生活の基盤となる仕事や職
業面から人の人生を支えるこ
とに関心をもったため、厚生労
働省、中でも職業安定行政を志
望しました。

武田 裕理
職業安定局
障害者雇用対策課 雇用指導第二係　

私が厚生労働省を志望した理
由は、民間時代に働いた経験
から「働く」ことについて興味を
抱いたからです。また昔と比べ
て、今の時代は様々な「働き方」
が推奨され、新しいことにチャ
レンジしている厚生労働省に
魅力を感じました。

中村 啓介
人材開発統括官付能力評価担当参事官室　
技能振興係　

私は困難な就職状況に置かれ
ている方々、とりわけ障害者等
の雇用機会の確保に関心があ
り志望しました。また、業務を通
じて日々の生活や労働など生
きる上で欠かせない事柄に
様々な観点からアプローチで
きる点も魅力的でした。

皆川 玲央

担当する労災保険制度の改正
通達の発出に携わったことで
す。それに伴い、都道府県労働
局の担当者や国民の皆様から
たくさんの問合せを受けたり、
運用上の問題点について考え
たりする事となりました。当時は
大変でしたが、振り返ってみると
良い経験だったと思います。

安武 萌実
労働基準局
補償課 福祉係

陳情が印象に残っています。日
頃、国民の皆様から電話や書
面でご意見を頂戴することは

ありますが、対面でご意見
を頂戴する機会は少ない

ので、国民の皆様の行政に対す
る考えを改めて認識し、身が引
き締まる思いでした。

金澤 芽依
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、主に他課室との調整や室
内のとりまとめの業務を担当し
ています。入省後しばらくして
上司が異動のため不在となっ
た際に、室全体で私のサポート
をしていただいたことが印象
に残っており、とてもいい環境
で働かせていただいています。

川上 卓也
人材開発統括官付企業内人材開発支援室
企画係

出勤日に体調が悪くて午前休
を取得しようとしたら、上司に｢
無理せず１日休んでいいよ｣と
言われました。自分の想像して
いた厚労省のとにかく忙しくて
余裕が無いイメージが180度
変わりました。周りの人も優し
い人が多いです。

公文 洸希
政策統括官付情報化担当参事官室
評価企画係

70歳までの就業機会の確保に
向けた議論のための審議会開
催が印象に残っています。開催
に向けた資料作成、委員の方へ
のご説明、会場準備等、多くの
人が多大な時間をかけて準備
を重ね、国の制度が議論され作
られていくことを実感しました。

高野 美季
職業安定局　
高齢者雇用対策課 高齢者雇用企画係

労働基準局での台風19号への
対応の取りまとめです。災害対
応は迅速さを求められるので、
とても短時間でとりまとめなけ
ればならず、バタバタと動きま
わりました。行政は動きが遅
い！と思われがちですが、いざ
動くときは素早く動くというこ
とを実感できたので、印象に
残っています。

中村 浩之
労働基準局
総務課 総務第二係

副業・兼業に関する労災保険の
制度改正に携われていること
です。入省１年目で政策立案に
関わることが出来る部署に配
属されたおかげで、大きな制度
改正に少しでも関与できるとい
う良い経験をさせていただい
ています。

西村 嘉祥　
労働基準局
労災管理課 企画法令係

職業安定局
労働市場センター業務室 経理係

４月に入省してからすぐに法
改正に係る業務に携わったこ
とが大変印象に残っています。
全てが初めてで不安でしたが、
上司や先輩方にフォローして
いただきながら組織の一員と
して業務遂行に貢献できたこ
とに喜びを感じました。これか
らも日々精進して参ります。

根本 健一
雇用環境・均等局
雇用機会均等課 指導係

入省してから印象に残ったこと
は、上司や先輩の方々の仕事
に対する姿勢がとても高く、熱
意があるということです。私も
その姿勢を見習って、社会人と
しての責任の重さを痛感して、
仕事に対して日々精進してい
きたいと思いました。

水田 幸夫
労働基準局
賃金課 政策係

私が所属する経理係では、職員
の給与支払業務などを担当し
ています。印象に残った出来事
は初めて給与支払業務をやり
通した事です。給与業務には重
い責任が伴いますが、優しい先
輩方に支えられ仕事を成し遂
げました。

八木淳一郎

職業安定局
雇用開発企画課 予算係

私が厚生労働省を志望した理
由は、労働の観点から国民の
皆様を支援したいと思ったか
らです。数年前に父が体調の悪
化を理由に転職した際、健康に
活き活きと働き続ける事の大
切さを実感し、厚生労働省を志
望しました。

｢社会に出れば長時間労働や
ハラスメントなんてあたりま
え。｣そんな従来の概念を次々
改革していく厚労省の業務に
興味を持ち、このような取り組
みをさらに前進させるための
力になりたいと思い、志望いた
しました。

働くことは人生において意義のあ
ることですが、職場が原因で怪我
や精神疾患を抱える人がたくさん
いるということは、｢働くこと｣を不
安にさせ、意義のないものにして
しまいます。私は、少しでも多くの
人の職場環境を改善し、｢働くこと
｣をより有意義なものにしてもらい
たいと思い、志望しました。

学生時代の研究テーマが「不
寛容社会の形成」であったこと
から、社会保障に対する関心が
あり、また労働とは私と社会と
を結びつけるものだという考
えから、自身に身近な分野の仕
事をしてみたい、と厚労省を志
望しました。

大学のゼミで労働問題について学
んでいたことがきっかけで、生きて
いく上で切り離すことができない

を行っていて、ニュースで厚生労働
省という名が聞かない日はないく
らい大きな官庁で働き、自分を成
長させたいと思い、志望しました。

私が厚生労働省を志望した理
由は、民間時代に働いた経験
から「働く」ことについて興味を
抱いたからです。また昔と比べ
て、今の時代は様々な「働き方」
が推奨され、新しいことにチャ
レンジしている厚生労働省に
魅力を感じました。

私は困難な就職状況に置かれ
ている方々、とりわけ障害者等
の雇用機会の確保に関心があ
り志望しました。また、業務を通
じて日々の生活や労働など生
きる上で欠かせない事柄に
様々な観点からアプローチで
きる点も魅力的でした。

陳情が印象に残っています。日
頃、国民の皆様から電話や書
面でご意見を頂戴することは

ありますが、対面でご意見
を頂戴する機会は少ない

ので、国民の皆様の行政に対す
る考えを改めて認識し、身が引
き締まる思いでした。

出勤日に体調が悪くて午前休
を取得しようとしたら、上司に｢
無理せず１日休んでいいよ｣と
言われました。自分の想像して
いた厚労省のとにかく忙しくて
余裕が無いイメージが180度
変わりました。周りの人も優し
い人が多いです。

副業・兼業に関する労災保険の
制度改正に携われていること
です。入省１年目で政策立案に

属されたおかげで、大きな制度
改正に少しでも関与できるとい

ています。

入省してから印象に残ったこと
は、上司や先輩の方々の仕事
に対する姿勢がとても高く、熱
意があるということです。私も
その姿勢を見習って、社会人と
しての責任の重さを痛感して、
仕事に対して日々精進してい
きたいと思いました。

両親が共働きで苦労していた
り、大学の先輩が仕事を半年で
辞めてしまったりと、働くことの
大変さを身近に感じる機会が
多くありました。その中で、少し
でも働く環境を良くしたいとい
う思いが強くなり、厚生労働省

学生時代に労働政策について
勉強した際、誰もが平等に働く
ことのできる社会づくりに携わ
りたいという思いが強まり、
労働行政に関わることを通
じてその社会づくりに一員と
して貢献したいと考え、厚生
労働省を志望しました。

29 厚生労働省   入省案内  一般  労働行政   2020 厚生労働省   入省案内  一般  労働行政   2020 30

1年目職員からのメッセージ／1年目職員アンケート第7部



平均退庁時間は？1

●18時頃
●19時頃
●20時頃
●21時頃
●22時以降

通勤時間は？2

●30分以内
●30分～1時間
●1時間～1時間半
●1時間半以上

住居は？3

●実家
●民間の賃貸
●宿舎

家賃は？4

●6万円以下
●6万円～7万円
●7万円～8万円
●8万円～9万円

出身学部は？5
●法律
●経済
●商
●経営
●文学
●教育
●理工
●その他

出身地域は？6

●北海道・東北
●関東甲信越
●東海・北陸
●近畿
●中国・四国
●九州・沖縄

新卒・既卒？7

●新卒
●既卒
  （社会人経験あり）
●既卒
  (社会人経験なし）

●18時頃
●19時頃
●20時頃
●21時頃
●22時以降

通常時 繁忙期
１年目から責任のある仕事に
関わる機会が多いことです。私
が従事している労災補償の業
務では、自分で事案を担当し、
必要なことを都道府県労働局
に指示や確認をした上で、回答
を作成しています。責任を感じ
ますが、同時にやりがいもある
と感じます。

大森 幹太
労働基準局　
補償課 職業病認定対策室 職業病認定業務第二係

入省前は堅く、厳しい人が大半
を占めている中で働くものだと
想像していましたが、実際に働
いてみると気さくで優しい方々
が多く、ミスをしても注意され
る以上にフォローしていただけ
るので大変助けられています。

菅﨑 航大
政策統括官付政策統括室
人事係

入省前は「公務員」というと冗
談も通じないような堅い人が
多いイメージを持っていまし
た。しかし、入省してみると堅い
人ばかりではなかったので、
ギャップを感じました。面白い
人が多いので、毎日仕事しやす
いです。

小林 栞奈　
労働基準局
労災保険業務課 システム計画第一係

私は、労働者派遣事業や職業
紹介事業などに従事する民間
人材サービス業を担当してま
す。入省前は、デスクワークで
淡々と作業する様子を思い浮
かべていましたが、実務に就い
て、思っていたより業界団体へ
の訪問などの外勤があること
がギャップでした。

佐藤 広野
職業安定局 雇用政策課
民間人材サービス推進室 民間人材サービス育成係

業務の事はさておき、ギャップ
を感じたのは、昼のランチと仕
事終わりの飲み会にたくさん
誘っていただけることです。こ
んなにお誘いいただけるとは
思いませんでした。パスタ・ガ
パオライス・明太子食べ放題・
もつ鍋・おでん、、、挙げるのも
大変なくらいです。

菅原 匠也
人材開発統括官付
海外人材育成担当参事官室（技能実習業務指導室）

自身の行動に責任が伴うこと
です。入省前は、「１年目だか
ら、軽微な仕事ばかりだろう」と
思っていましたが、入省後の現
在は、全国の労働局や国民の
皆さまからのお問い合わせな
ど、日々責任を持って仕事に取
り組んでいます。

田川 杏珠
労働基準局
補償課 業務係

入省して感じたギャップは、都
道府県労働局と直接連絡をと
る機会が多いことです。私は、
「パートタイム・有期雇用労働
法」の周知啓発、広報を主に担
当していますが、労働局との協
力や連携の大切さを実感して 
  います。

藤井 萌未
雇用環境・均等局　
有期・短時間労働課　短時間労働係

国民の方よりも省内の職員を
相手にすることが多いため、自
分の仕事が国民の方へどのよ
うに届いているのか実感しにく
いことが意外でした。しかし、新
聞やニュースで、仕事の内容が
取り上げられているのを目に
すると、自分が携わる仕事の影
響力を感じます。

藤田 佑花子
雇用環境・均等局
在宅労働課 企画法令係

官庁訪問の際に、執務室内が
とても静かなので、真面目な方
ばかりで会話の無い職場なの
かと思いました。実際は、電話
や仕事の話声があり、常にざわ
ざわした状態で堅苦しい雰囲
気ではないです。真面目な方が
いないわけではないですよ。
(笑)

細井 和樹
労働基準局
労災管理課 調度係員　

年次休暇の取得に組織で積極
的に取り組み、職員同士の理解
が高いところです。業務に支障
が生じないよう、上司と相談し
ながら計画的に作業を進め、月
に１度は必ず年次休暇を取得
しており、公私ともに充実した
日々を過ごせています。

三嶋 広人
政策統括官付労使関係担当参事官室　
第五係

公務員という職業柄まじめで
堅い感じの人が多いのかなと
いうイメージがありました。実
際は、皆さん業務に真剣に取り
組んでいますが、気さくで話し
やすい方ばかりなので仕事の
しやすい職場環境だと思いま
す。

吉浦 和宏　
労働基準局
労災管理課 管理係

入省前と入省後で感じたギャップはありますか？
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業務の事はさておき、ギャップ
を感じたのは、昼のランチと仕
事終わりの飲み会にたくさん
誘っていただけることです。こ
んなにお誘いいただけるとは
思いませんでした。パスタ・ガ
パオライス・明太子食べ放題・
もつ鍋・おでん、、、挙げるのも

自身の行動に責任が伴うこと
です。入省前は、「１年目だか
ら、軽微な仕事ばかりだろう」と
思っていましたが、入省後の現
在は、全国の労働局や国民の
皆さまからのお問い合わせな
ど、日々責任を持って仕事に取
り組んでいます。

入省前は堅く、厳しい人が大半
を占めている中で働くものだと
想像していましたが、実際に働
いてみると気さくで優しい方々
が多く、ミスをしても注意され
る以上にフォローしていただけ
るので大変助けられています。

入省前は堅く、厳しい人が大半
を占めている中で働くものだと
想像していましたが、実際に働
いてみると気さくで優しい方々
が多く、ミスをしても注意され
る以上にフォローしていただけ

入省前は「公務員」というと冗
談も通じないような堅い人が
多いイメージを持っていまし
た。しかし、入省してみると堅い
人ばかりではなかったので、
ギャップを感じました。面白い
人が多いので、毎日仕事しやす
いです。

私は、労働者派遣事業や職業
紹介事業などに従事する民間
人材サービス業を担当してま
す。入省前は、デスクワークで
淡々と作業する様子を思い浮
かべていましたが、実務に就い
て、思っていたより業界団体へ
の訪問などの外勤があること
がギャップでした。

入省して感じたギャップは、都
道府県労働局と直接連絡をと
る機会が多いことです。私は、
「パートタイム・有期雇用労働
法」の周知啓発、広報を主に担
当していますが、労働局との協
力や連携の大切さを実感して
  います。

官庁訪問の際に、執務室内が
とても静かなので、真面目な方
ばかりで会話の無い職場なの
かと思いました。実際は、電話
や仕事の話声があり、常にざわ
ざわした状態で堅苦しい雰囲
気ではないです。真面目な方が
いないわけではないですよ。
(笑)(笑)

30分以内が
9%も！

本省は日本全国から
採用しています！

１/３は
既卒です！

様々な学部出身者が
います！

13%13%
69%69%

19%19%
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　私は平成26年10月に入省し、入省5年目の4月からの半年間、千葉県の船橋労働基準監

督署に地方研修として勤務していました。労働基準監督署では、労災保険の請求書の審査や

障害認定等の業務に従事していました。

　地方研修での経験を通じて得られたものが大きく2つあります。

一つは労災補償制度の理解です。私は監督署での勤務を経験するまで、労災補償制度の実

際の運用については全く知らない状態でした。監督署の業務の中で、請求書の審査業務や

障害認定の実務について経験を積むことができたのは、とても有意義なものでした。

　もう一つは、行政としての様々な政策の先にそれを利用する方、必要とする方がいるとい

うことを肌で感じることができたことです。怪我などで働けなくなった方からの請求が主です

が、そういった方と直接会話をすることで、自分の業務の重要性というものをより一層実感す

ることができました。

　本省に戻ってきた現在は、労働基準局労働条件政策課で勤務しています。直接、労災補償

業務に携わっているわけではないですが、地方研修での経験を通じ、自分の今の業務も誰か

につながっているという気持ちで日々仕事に励めています。

石上 諒 Ryo Ishigami

労働基準局
労働条件政策課 管理係

地方研修の経験で得たこと

　私は平成26年10月に入省し、現在は国会、白書、会計検査院等の職業安定局の窓口業務

を担当しております。

　入省3年半後の1年間（平成30年4月～平成31年3月）、静岡労働局およびハローワーク

静岡で第一線業務（地方研修）を経験しました。

　ハローワークでは、職業相談・紹介、雇用保険、求人、障害者などの専門相談部門、労働局

では地方自治体と連携して行う雇用対策協定に基づいて開催される協議会など、幅広い業

務を経験してきました。限られた期間の中で学ぶことが非常に多く、ハードな研修生活でし

たが、求職者・求人者の方、現場の第一線で活躍される労働行政に携わる方と日々接する中

で、本省で企画・立案した施策が「どんな方に利用されるのか」「現場ではどのように運用さ

れるのか」ということを肌で感じることができました。

　プライベートでは、静岡の観光地・名物（美味しいものがたくさんあります！）はもちろん、

夏休は趣味の登山で南アルプスを縦走するなど充実した日々を過ごすことが出来ました。

　現在の業務は労働局の業務に直接関わるものではありませんが、国会での審議を聞いて

いても、労働局に求められるものは多いと感じます。今後も、自分が担う業務の影響を意識し

ながら、現場目線、国民目線で業務に取り組みたいと考えています。吉田 享平 Kyohei Yoshida

職業安定局
総務課書記室 管理係

公私充実の地方研修

　私は、入省2年目の平成28年4月から2年間、長野労働局雇用環境・均等室で勤務してい

ました。そこでは、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法（当時）、女性

活躍推進法の施行業務を担当し、最前線ならではの業務を経験させていただきました。

　雇用環境・均等室では、労働者からの相談等をもとに企業を訪問し、法違反があれば行政

指導等を行っています。企業がなかなか理解を示さず苦慮することも多かったですが、法令

等を丁寧に説明することで企業から理解を得て、育児休業を取得できないなどの不利益が

解消された相談者から感謝を伝えられたときは、この仕事が労働者の役に立っているのだと

実感することができました。

　現在は本省に戻り、都道府県労働局の人事や給与関係の業務を担当しています。労働局

は幅広い業務を所管していますが、法令等をもとに、個別の労働者が円滑に職業生活を送れ

るようにしていくことは労働局にしかできないことであり、基礎として重要な仕事であると考

えています。現在は、当時のことを思い出しながら、人事等を通して間接的に国民の皆様の

役に立てているのだと思い、やりがいを感じて日々業務を行っております。

　労働局勤務を経験して、私たちの仕事は国民の皆様のためにあるのだと改めて実感する

ことができました。今後もこの経験を活かし、業務に邁進していきたいと思います。前田 美穂 Miho Maeda

大臣官房
地方課 人事給与第一係

労働局勤務で実感したこと

平成27年 入省

平成27年 入省

平成27年 入省

休日の過ごし方

初任給・ボーナス初任給・ボーナス

どんな人と仕事したいかどんな人と仕事したいかどんな人と仕事したいかどんな人と仕事したいか

厚労省で知り合った人たちと
バイクに乗って
郊外へ出かけたりしています。
メンバーは少ないですが、
50代の課長補佐級の方から
自分のような20代の係員で
とても仲良く出かけています。

旅行に行ったり、
友人と買い物に行って
過ごしています。

ラーメン屋巡り、
カフェでまったり

商店街を巡っています。
近場の商店街だけでなく、
電車やバスを使って
離れた街の商店街にも足を運び、
気の向くままにお店に入り、
その商店街の雰囲気を
楽しんでいます。
（一度歩いた商店街でも、
  別日に歩くとまた違った雰囲気を
  楽しめることもあります。
  意外と面白いです。）

初任給で両親に
プレゼントを
買いました。

貯金です

素直に謙虚に頑張れる、
そんなまっすぐな方と
働きたいです。

相手の意見を
尊重しつつ、
自分の考えも
話せるような人。

自分はまだまだ足りてませんが、
「丁寧」な対応を心がける方と
　働きたいです。

明るく元気な人と
働きたいです。

特に新卒の方だと、
わからないことだらけかと思い
ますが、わからない中でも
考えて行動ができる方は、
一緒に働きたいなと思います。

職業安定行政

労働基準行政

雇用環境・均等行政

ふわふわの
ホットケーキを
焼いています。

友人と飲みに行くか、
買い物をして
過ごすことが多いです。

大型のテレビや
掃除機

初賞与で休日に
飲み会をした際、
終電があるにも
関わらずタクシーで
帰りました。

初任給では、両親に
ご飯に連れて行きました。
初賞与では
海外旅行に行きました。

初任給で少し高めの
ワインを買いました。
学生時代は財布に余裕がなく
安い量産型ワインばかり
飲んでいたので、思い切って
買ってしまいました。
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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

４月３日（金）～４月１５日（水）

６月１４日（日）

未定

７月８日（水）

７月９日（木）

７月１０日（金）

７月１５日（水）～８月３日（月）

８月１８日（火）

１０月１日（木）

国家公務員採用　一般職試験（大卒程度試験）受付期間

第一次試験日（筆記試験）

厚生労働省　業務説明会

第一次試験　合格発表日

人事院主催　官庁合同業務説明会

官庁訪問開始

第二次試験期間（人物試験）

最終合格発表日

採用内定

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。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。

労働行政に関する
専門知識は必要ですか。

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、入省後の仕事の中や研修により習得するこ
ともできます。

採用に有利な
資格はありますか。

影響ありません。
採用（官庁訪問）にあたっては、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。

公務員試験の成績順位や年齢は、
採用に影響しますか。

労働行政においては、労働基準行政、職業安定行政、
雇用環境・均等行政の３行政それぞれで、官庁訪問を

受け付けております。そのため、それぞれ志望する行政ごとに訪
問していただくことになります。

官庁訪問はどのような流れで
行われますか。
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キャリアパス／地方支分部局・地方勤務について第8部 採用スケジュール第9部

地方支分部局について

入省 8年程度 18年程度

係員

※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などに出向することもあります。

係長級 課長補佐級 課長、室長級

都道府県労働局 平成28年度

38（21）人

平成29年度

20（7）人

平成30年度

34（14）人

平成31年度

32（11）人

令和2年度

32（9）人

年度

一般職

※（　　）内は女性数。

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。

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。

本省課長補佐、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。 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。

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。

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。

新任の係長等への研修な
ど係長級の職員への研修
があります。

都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。

　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

労働基準監督署
　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。

　ハローワークは、求職者に対して、職業相談を通じて、能力と
適性を把握し、求人情報を提供、職業紹介、職業訓練のあっせ
んなどを行っています。
　必要な場合は、キャリア・コンサルティングや面接のトレーニ
ングなどを行い、再就職の実現を図っています。
　一方、求人者に対しては、求職者情報の提供や求人条件に対
する指導だけでなく、雇用促進のための各種助成金などの業務
を行います。また、職員が自ら求人開拓を行って求人の確保を
行っています。

　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。

採用スケジュール（試験日程）

採用実績 本省（労働行政）

Q1

A

Q3

A

Q2

A

Q4

A



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、中央労働委員
会事務局などに配属される予定です。

採用後の配属先は、
どうなっていますか。

年次有給休暇（いわゆる有給休暇）については、4月に
入省した場合、4月～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。

休暇について、
教えてください。

厚生労働省に入省してすぐに約2週間の新規採用職員
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、課長補佐と段階的にそれぞれの役職に応じ
た研修があります。この他に語学（英語）、パソコン、広報などの
スキルアップのための研修もあり、希望に応じて受講することが
できます。
　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。

研修制度について、
教えてください。

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、能力や適性を勘案した異動を行っています。

人事異動について、
自分の希望は反映されますか。

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年を目途に全国のいずれかの

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。

転勤は
ありますか。

旧姓使用は可能です。結婚後も旧姓で働いている職員
は大勢います。

結婚後、
旧姓で働けますか。

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。

語学力は
必要ですか。

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。

福利厚生について、
教えてください。

初任給は一般職（大卒程度）では、218,640円（地域手
当を含む）程度です。前職経験がある等、経験年数によ

り上記額に加算されることもあります。その他に、本府省業務調
整手当、住居手当、通勤手当、賞与（期末手当・勤勉手当）があり
ます。※令和２年３月31日時点の額

初任給について
教えてください。

書籍や文房具等の売店、食堂、カフェ、コンビニなどが
あります。

　他にも、職員の健康に配慮した内科診療室や、育児中の職員
のための保育室が設置されています。

省内の設備について
教えて下さい。

単身者用・世帯用含めて、宿舎があります。
アパート等賃貸する場合は、家賃額にもよりますが、最

大28,000円の住居手当の支給があります。

宿舎はありますか。
また、住居手当はどれくらい出ますか。

総合職では、主に政策の企画・立案や省内外の調整業
務を担当するのに対して、一般職では、主に庶務や経

理といった事務や、各事業の担当として事業の実施や企画立案
といった業務などを幅広く担当することとなります。
　また、総合職ではジェネラリストとして、厚生行政・労働行政の
全ての分野に携わりますが、一般職では労働分野の「エキス
パート」として、キャリアアップを図ります。

総合職と一般職の違いについて
教えてください。

厚生労働省本省と都道府県労働局では採用窓口が分
かれています。

都道府県労働局の採用情報については、以下よりご確認ください。

都道府県労働局の採用情報が
知りたいのですが。

https://www.mhlw.go.jp/
stf/newpage_09614.html
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採用Q&A／採用窓口第10部

Q1

A

Q3

A

Q2

A

Q4

A

Q5

A

Q7

A

Q6

A

Q8

A

Q9

A

Q11

A

Q10

A

Q12

A

Q13

A

労働行政採用 検索

厚生労働省一般職（労働行政）の採用窓口

大臣官房人事課任用総括係

03-5253-1111（内線7075）

03-3595-2020

lab2020-2021@mhlw.go.jp

問い合わせ先

Tel

Fax

E-mail

厚生労働省
一般職（労働行政）
採用ホームページ

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。

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




