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6,000万人約

61約 ％ 40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

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。
　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」が大切となります。

2.公平・中立な立場で考えようとする人。
　国家公務員は、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
人を支えています（＝公共性）。そのため、「広い視野」を持とうとすること
が大切です。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。

3.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」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

※人材開発行政
を含む

　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、同一労働同一賃金の実現、
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

働く目的を「収入を得るため」と考えている人の割合です。 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。

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。

　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14％、「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12％
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。

　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。
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労働行政は「ひと」と「はたらく」の間に。

※本パンフレットは、本省の採用情報を掲載しています。都道府県労働局の採用情報を希望される方は、各都道府県労働局にお問い合わせください。
　問い合わせ先等については、３８ページの採用Q&Aに掲載しています。
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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が企業等の現場で遵守されるよう、労働基準監督官が
事業場に対して監督指導を行い、重大又は悪質な法令違反については刑事事件と
して捜査し検察庁に送検するなどの対応を行っています。

　  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、勤務時間イン
ターバル制度の普及促進などに取り組んでいます。

　  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・適正な保険給付を行う必要があります。
近年では、仕事のストレス（業務による心理的負荷）を原因とする精神障害について
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
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ます。
厚生労働省では、過労死等防止対策推進法に基づき、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在留資格に基づき、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、働く意欲がある高年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・就業機会の確保
に係る企業への啓発・指導等や、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（令和３年３月から２．３％
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
生活保護受給者や生活困窮者等について、就労による自立を図るため、生活支援な
どを行う地方自治体の庁舎内にハローワークの常設窓口を設置したり、地方自治体
に定期的に巡回相談を行うなど、ハローワークと地方自治体が一体となった就労支
援を実施しています。

　  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
パートタイムや有期雇用など、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
している「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、障害のある方など等を対象と
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、労使関係担当）

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
のある方・外国人などの多様な人材の活躍促進に
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、迅速で適正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と各
種統計の作成、厚生労働省における情報政策の
企画・立案・推進を行うとともに、情報セキュリ
ティ対策、情報システムの整備等を担当

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。

労災保険の給付、社会復帰促進等事業による給付に関すること。

労災保険等の支払事務、監督・安全衛生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。

機会や設備の安全規制、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。

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。

 
　　

大臣官房

　人事課 

　総務課

　　公文書監理・情報公開室

　　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
 
　　政策立案・評価担当参事官室

 
政策統括官　　　 （統計・情報政策、労使関係担当）
　　統計・情報総務室 

　　統計企画調整室 

　　審査解析室

　　労使関係担当参事官室

　　雇用・賃金福祉統計室 

　　賃金福祉統計室 

　　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。
 
政策評価や厚生労働白書の作成、合理的な根拠に基づく政策の企画・立案の調整。

 

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。

統計の総括事務の審査、総合的な解析。

労働組合や労働に関する団体に係る連絡調整。

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。

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。

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。
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◆ 現在の業務内容
　みなさんは、「労災保険」をご存知でしょうか？よりイメー
ジしやすいように正確に記載するならば「労働者災害補償保
険」であり、労働者の方が仕事や通勤が原因でケガをしたり
病気にかかったりしたときに、その治療費や仕事を休んだこ
とにより受けられないお給料等を国が補償する制度です。
　私は現在、労働基準局の補償課という、文字どおり労災保
険の補償業務を担当する部署で勤務しています。役職は通
勤災害係長で、「通勤災害」はもちろん、他に「第三者行為災
害」と「労災保険特別加入制度」を担当しています。

◆ 労働行政を志望した理由
　正直、公務員試験の筆記を受けた当初は、明確に「厚生労
働省を志望するぞ！」と思っていたわけではありません（笑）。
官庁訪問をしている中で、「できるだけ人のためになっている
ことが実感としてわかりやすい行政機関がいいなぁ」となんと
なく思うようになり、北海道労働局を官庁訪問した際に所署
で働いている職員の話を聞いて、「労働基準監督署や公共職
業安定所を所管しているし、直接国民のみなさまと対話しな
がら働ける労働行政がいいなぁ」と思って志望し始めました。

◆ 最も印象深い業務
　「労災保険特別加入制度」を担当していると前述しました
が、この制度はまさに今現在、制度改正の過渡期となってお

ります。特別加入とは、本来労働者のための制度である労災
保険を、労働者とは違った形態で働かれている方を“特別
に”加入対象とする制度です。具体例を言うと、中小企業の
社長さんや、建設現場の職人さん、個人タクシーの運転手さ
んのような請負契約で働く方等、労働者ではないけれど、労
働者に準じて（同じように）働かれている方々です。
　近年、働き方の多様化により、従来の制度では想定して
いない方 （々フリーランスと呼ばれる方々等）へのセーフ
ティーネットとして、順次、制度改正が検討されており、令和
３年度はすでに２回の制度改正（芸能活動をされる方や自
転車でフードデリバリーに従事する方等を対象になるよう拡
充）がありました。その施行後の運用をどう取扱うか、検討し
て関係部署とも議論しながら、社会的に注目度も高いこの
業務を進めていくことは本省ならではの業務であり、やりが
いがあります。

◆ 皆さんへのメッセージ
　私の志望理由はみなさんの参考にならないかもしれませ
ん（笑）。しかし、このパンフレットを手に取っていただいてい
るみなさんは、少なからず労働行政に興味を持っていただ
いていることでしょう。きっかけはなんだっていいと思いま
す。私のように、最初は小さな興味だった人間も生き生きと
働けるこの職場で、みなさんにお会いできることを楽しみに
しています。

◆ 現在の業務内容
　労災保険制度は、働く方々が仕事や通勤が原因でケガや病気
をしたり、亡くなられたりした場合に、ご本人やご遺族に補償を
行う制度です。私は現在、労災保険の給付処分に関する不服申
立ての審査を行う全国の都道府県労働局の審査官（労働者災害
補償保険審査官）をサポートする業務を担当しています。
　審査官の仕事は、請求人の方々の気持ちに寄り添いながら、
監督署の処分の妥当性について慎重に審査を進めるという高
度な専門知識を要するものです。その審査官からの相談等に
的確に対応するため、自分自身も法令や通達の知識を深める
べく日々研鑽を重ねています。

◆ 最も印象深い業務
　令和元年９月、千葉県は台風15号に見舞われ、風速50メー
トル以上の強風の影響により各地で倒木や建物損壊等の被害
が発生し、一部の地域では大規模な停電が数週間続きました。
　当時、千葉労働局の総務課にいた私は、職員の安否確認を始
め、労働局管轄施設の被害状況の確認を行っていましたが、停
電のために全く連絡が取れなくなっている社会福祉施設につい
ても、労働局・監督署・ハローワークの職員が協力して、現地訪
問や電話確認を分担して行いました。有事の際においても、労
働局が地域にとってどれほど大切な役割を担っているのか、肌
で感じた出来事であり、その労働局を支えるために本省職員と
して出来ることは何か、考えさせられた出来事でもありました。

　その他、千葉労働局在任中には、新型コロナウイルス感染症
対策にも日々追われ、管理職としての重責を感じながら目まぐ
るしく忙しい毎日を過ごしました。

◆ 心に残っているエピソード
　私は手術等のため約1か月仕事を休んだことがあります。
仕事に復帰したとき、職場の上司・同僚から「お帰りなさい」と
温かく迎えてもらったことが本当に嬉しかったです。また、その
後将来の方向性で悩み落ち込んでいた時期に、上司から「自分
の将来なのだから投げやりにならず、何のために労働省に入っ
たのかもう一度思い出して」と励まされ、前向きな気持ちにさ
せてもらったことは今でも忘れられず、感謝しかありません。

◆ 皆さんへのメッセージ
　私が公務員試験を受験した頃は就職氷河期でしたので、採
用してもらえるだけで有り難いという状況でした。そんな中、働
く人の役に立ちたいという思いだけで飛び込んだ世界でした
が、どの部署においても自分に課された役割を着実に果たす
ことが、ゆくゆくは厚生労働省の政策の実現につながっていく
ので、本省業務ならではのやりがいを感じています。その思い
は、入省後20年以上経った今も変わりません。
　皆さんも、働くすべての人のために頑張っている仲間がたく
さんいるこの労働行政で、一緒に仕事をしませんか。お待ちし
ています。

労働基準行政

東  優 Yu Azuma

労働基準局
補償課 労災保険審理室 労災保険審査専門官

「労働行政」に興味があるみなさんへ働くすべての人のために

労働基準行政

PROFILE

平成７年　 労働省入省

　　　　　 労働基準局庶務課予算第二係

平成９年　 大臣官房総務課労働保険審査会事務室審査第一係

平成12年　労働基準局労災保険業務室年金班年金業務係

平成14年　大臣官房会計課監査指導室指導班企画係

平成16年　政策統括官付労働政策担当参事官室調整第二係長

平成17年　労働基準局賃金時間課時短業務第二係長

　　　　　 育児休業

平成19年　中央労働委員会第三部会担当審査総括室労働専門職

平成22年　労働基準局総務課労働保険審査会事務室審査第一係長

平成26年　労働基準局総務課労働保険審査会事務室庶務係長

平成27年　労働基準局労働保険徴収課適用係長

平成29年　山梨労働局労働基準部労災補償課長

平成31年　千葉労働局総務部総務課長

令和３年　 現職

小川 由貴 Yoshitaka Ogawa

労働基準局
補償課 通勤災害係長

PROFILE

平成20年　厚生労働省入省
　　　　　 北海道労働局旭川公共職業安定所庶務課庶務係
平成22年　北海道労働局札幌北公共職業安定所雇用保険給付課認定係
平成23年　北海道労働局札幌北公共職業安定所雇用保険給付課審査係
平成24年　北海道労働局札幌中央労働基準監督署労災第二課適用徴収係
平成27年　労働基準局労働保険徴収課総務係
平成29年　大臣官房会計課経理室契約班契約第三係
平成31年　労働基準局労働保険徴収課労働保険徴収業務室管理係長
令和３年　 現職

7 8厚生労働省   入省案内2022  一般職 労働行政 厚生労働省   入省案内2022  一般職 労働行政

先輩からのメッセージ第3部先輩からのメッセージ第3部



吉浦 和宏 Kazuhiro Yoshiura加藤 慎也 Shinya Kato

労働基準局
労働条件政策課 新たな働き方推進係

◆ 現在の業務内容
　私が所属する労働条件政策課は、平成30年に成立した働き
方改革関連法の法案提出担当課の１つであり、労働時間制度
の企画立案や働き方改革に取り組む中小企業事業主の方への
支援策などを担っています。
　その中でも私の係では、働き方改革関連法の内容を周知する
事業や生産性を向上させ労働時間の短縮等に向けた環境整備
に取り組む中小事業主の方を支援する「働き方改革推進支援助
成金」の運用を担当しています。その他にも過去の助成事例に
ついて調査や分析を行い、助成金の活用事例や生産性向上の好
事例を広く周知する事業なども行っています。

◆ 労働行政を志望した理由
　私は昔から漠然と人の役に立つ仕事がしたいと思っており、
大学生時代に真剣に自分のやりたいことを考えた結果、公務
員になろうと決めました。
　一口に公務員と言っても様々な職種がありますが、私が厚生
労働省を志望した理由は医療・年金・労働といった年齢や性別
にかかわらず最も国民生活と密接に関わる行政を担っている
省庁だと思ったからです。
　その中でも、「労働」というのは多くの人が一生のうちの大半
の時間を費やすものなので労働条件等の向上は非常に重要で
あると感じたことや、当時「働き方改革」が世間的な関心を集め
ていたこともあり労働基準局を志望しました。

◆ 仕事をする上で心がけていること
　事業主の方や社会保険労務士の方からの助成金に関する問
い合わせの対応をする際には、相手によく理解していただける
ようにとにかく分かりやすい説明をすることを心がけています。
問い合わせの背景には色々な事情がありますが、制度上どうし
ても希望に添えない場合もありますので、納得していただける
まで丁寧に説明するようにしています。
　また、助成金等の周知広報は民間業者と契約して行っていま
すが、その担当者とやりとりをする際には事業をより良いもの
にするためにこちら側の要望をはっきり述べることを意識して
います。こちらの要望全てを実現できるわけではないですが、ま
ずこちらの要望を率直に伝えちょうどいい落としどころを見つ
けるようにしています。

◆ 皆さんへのメッセージ
　今このパンフレットを手に取られている皆さまは自分の就職
先について悩んでいる方がほとんどだと思いますが、情報を集
めてしっかり考えて、自分の納得できる結論を出すことが一番
大事だと私は思います。仕事をすることは楽しいことばかりで
はなく大変なこともありますが、自分が心からやりたいと思っ
た仕事なら頑張れると思うからです。
　私は、労働基準局は働く人の力になる仕事ができる魅力あ
る職場だと思っていますので、労働基準局の業務に魅力を感じ
「労働基準局で働きたい！」と思った方と一緒に仕事ができると
嬉しいです。

◆ 現在の業務内容
　労災保険とは、労働者の方が業務または通勤が原因でケガを
したり、病気にかかったりした場合に、治療費等を保険給付に
より補償する制度です。
　私が所属する労災保険業務課では、労災保険の支払に関する
業務を行っています。労災に遭われた方の窓口となるのは、都道
府県労働局や労働基準監督署ですが、請求された労災保険の
支払業務を行うのは私の所属する部署であり、厚生労働本省の
中でも現場に近い業務を行っていると感じます。
　また、労災保険に係る業務はシステムによって管理されてお
り、そのシステムの機能改善等に関する業務も行っています。デ
ジタル社会の推進とともに、これからますます重要になる業務だ
と思っています。

◆ 厚生労働省を志望した理由
　「働く人のために働く」ということに興味を持ったのが、最初
のきっかけです。
　多くの人は生活をするために働いていると思いますが、その仕事
が原因でケガをしたり、病気になったり、亡くなってしまったりする方
が少なからずいらっしゃいます。そういった「働く人」の方を向いて
仕事をしてみたいと思ったことが、厚生労働省を志望した理由です。

◆ 仕事をする上で心がけていること
　組織の中で自分が果たすべき役割について理解するというこ

とを意識しています。仕事をする上では、課や班、係などの組織内
で複数人とのやりとりが生じますが、その中で自分はどういう立ち
位置になるのか、どのような成果を出すことが求められているの
かということを理解して、仕事を進められるのが理想です。
　また、業務を円滑に進めるためには、電話やメール、会議等の
コミュニケーションの場面がとても大切です。昨今のテレワーク
業務の普及により、オンラインで会議を行う機会も増えました
が、自分の伝えたい内容をどれくらい相手が理解しているかと
いうことを考えながら、丁寧に対応することを心がけています。
　
◆ 皆さんへのメッセージ
　このパンフレットを手に取っていただいた皆さんの中には、こ
れからの進路に迷っている方も多いと思います。
　私も就職活動時には、自分がどこでどのようなことをしたい
のか、また、どのようなことができるのか、はっきりとはわかり
ませんでした。
　「あのとき別の選択をしていたら今頃どうなっているだろう」
と思うこともたまにありますが、どの進路を選んだとしても、そこ
にはそれぞれの人生があるので、「これが正解」というのは絶対
にないと思います。
　まずは皆さん自身の「働くこと」と向き合ってください。そして、
仕事として「働く人」を支えてみたいと思えたのなら、それが答え
ではないでしょうか。

PROFILE

平成31年　厚生労働省入省
　　　　　 労働基準局労災管理課管理係

令和３年　現職

労働基準行政

労働基準局
労災保険業務課 短期給付係

PROFILE

平成27年　厚生労働省入省

　　　　　 労働基準局労災保険業務課ハードウェア更改係

平成28年　（独）労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所

　　　　　 管理部管理課経理係

平成30年　（独）労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所

　　　　　 管理部管理課管理係

平成31年　京都労働局京都上労働基準監督署

　　　　　 労災第二課（地方研修）

令和 元年　労働基準局補償課通勤災害係

令和３年　 現職

働く人の力になる仕事働く人を支える仕事です

労働基準行政
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越橋 健太郎 Kentaro Koshihashi芦川 佳子 Yoshiko Ashikawa

職業安定局
雇用保険課長補佐

◆ 現在の業務内容
　私は、失業された方などを支援する雇用保険制度の業務運営を

担当しています。雇用情勢やコロナ禍など、その時々のニーズに応

じ、雇用保険制度の改正を行うとともに、現場のハローワークが適

正かつ円滑に業務を行うことができるよう、都道府県労働局への業

務指示を行っています。また、労働者団体・使用者団体や現場職員

との意見交換を頻繁に行い、より良い行政サービスが提供できるよ

う日々業務の運用改善に努めています。

　最近は、政府全体の方針である規制改革やサービスのデジタル

化に向けた取組にも力を入れており、新たな業務フローを組み立

て、それに沿ったシステム開発なども支援業者の方々と連携して

行っています。

◆ 労働行政を志望した理由
　子供の頃は芸能界やテレビ局など華やかな世界に憧れていまし

たが、大学時代に身近な人が失業し、また就職氷河期であったこと

もあり友人が就職活動で非常に苦労しているのを間近に見て、厚

生労働省への志望を決意しました。仕事がなかなか決まらない方

や離職を余儀なくされた方は、不安でいっぱいです。そんな方々の

お役に少しでも立ちたい、自分の手で１万人幸せにしたい、そんな

思いからの方向転換でした。あれから20年・・・、今でも厚生労働省

に入省して本当に良かったと思っています。今では頼りになる大切

な仲間もたくさんできました。

◆ これまでの仕事で心に残っているエピソード
　大分労働局職業安定部長のときに「ハローワークPR動画」を作

成しました。ハローワークでは職業相談以外にも、履歴書チェック

や面接の練習など様々なサービスを無料で実施しているよ、とい

うことを２分程度の歌と動画で説明したものです。作詞・作曲・歌・

動画すべて職員の手作りなので制作費０円です。しかし、最初は

多くの職員から「本当にやるの?」と反対の声が続出しました。この

ため、職員にPR動画の趣旨や効果（学生や事業所にPR動画のア

ンケートを実施し効果を検証しました）などを丁寧に説明した結

果、大部分の職員から理解が得られました。それ以降は幹部職員

自らケーブルテレビに出演してPR動画を流してくれたり、若手職

員がPR動画のリーフレットを作成し大学にまいてくれたり、PR動

画を積極的に活用する取組が拡がりました。職位に応じて自分の

やりたいことを実現できるのも魅力の１つですよ。なお、動画は大

分労働局ホームページからご覧になれます。

◆ 皆さんへのメッセージ
　これから新社会人となる皆様、「就職」という人生の大きな交

差点を前に、今何を考え、何をしようとしていますか。就職活動に

は様々なチャンスがあります。自らの能力・適性を見つめなおす

チャンス、様々な省庁や企業の職員から情報を得るチャンス、自

分の夢の実現に向け未来予想図を描くチャンス。これらのチャン

スをうまく活用して、働きたいと思う職場を見つけ出し、輝く未来

に向けた一歩を踏み出してほしいです。その中で厚生労働省に

関心を持ってもらえれば幸いです。近い将来、皆様の若いパワー

で一緒に厚生労働省を盛り上げてくれることを期待しています。

◆ 現在の業務内容
　群馬労働局総務課長として、物品購入や委託事業の契約、
施設管理、人事労務管理など多岐にわたる総務課の業務の
進捗管理や指導を行っています。コロナ禍において、雇用調整
助成金の迅速支給、監督署、ハローワークの感染予防に係る
物品の購入など、スピーディで的確な判断が求められる場面
が多くあります。この４月に着任して、慣れない環境の中、初
めての管理職業務に戸惑うこともありましたが、元の職場の
方からの励ましのメールや仕事のアドバイス、労働局職員の
方の支援があり、コロナ禍であっても労働者や求職者の方が
利用しやすい監督署、ハローワークを作るお手伝いが出来る
ことに充実感を感じる日々です。

◆ 厚生労働省を志望した理由
　就職先を決めるにあたって、自分もこれから社会人になっ
て、長く働くことになるのだから、働く人のための政策をして
いる厚生労働省の仕事は面白そうだと思い志望しました。ま
た、大きな組織なので色々な業務を経験できることにも魅力
を感じました。私が採用された労働基準局では労災保険制度
の運営、最低賃金制度、職場環境の改善などの政策を行って
います。概ね２年ごとの人事異動で部署が変わり、新しく覚え
なくてはいけない知識や業務量が多くて大変だと感じること
もありますが、どの仕事も働く多くの人の役に立っていると思
うとやりがいを感じます。

◆ 最も印象深い業務
　労働基準局の新規職員の採用業務に携わったことです。採
用担当者は厚生労働省志望者の窓口になるので、私の印象が
厚生労働省の印象につながってしまうこともあり、志望者の質
問に適切に回答できるよう情報収集をし、丁寧な対応を心掛け
ました。また、志望者が持つ厚生労働省のイメージと実際の職
場の業務内容のミスマッチが生じないように、採用説明会では
説明者のプロフィールを書いた自己紹介ペーパーを用意し、
具体的な業務内容を説明し、職場の雰囲気を分かってもらえる
ように説明を工夫しました。採用説明会で労働基準局に興味を
持って入省してくれた職員がそれぞれの職場で活躍し成長し
ている姿を見ると誇らしい気持ちになります。
　
◆ 皆さんへのメッセージ
　皆さんは厚生労働省にどんな印象があるでしょうか？お堅
い？忙しい？私も入省前は、敷居が高くお堅いイメージでどん
な人が働いているのか不安がありましたが、実際働いてみる
と、気さくで面倒見の良い職員が多く、業務で困った時はいつ
でも周囲に相談できる環境でした。厚生労働省はどの部署も
直接的、間接的に働く方を支えるやりがいのある仕事です。興
味を持ってくれた方はぜひ業務説明会等に参加して雰囲気を
感じてください。一緒にひと、くらし、みらいのために働いてみ
ませんか。

PROFILE

平成12年　厚生労働省入省
　　　　　 北海道労働局、職業安定局雇用保険課、職業能力開発局総務課、
　　　　　 大臣官房総務課など
平成20年　職業能力開発局キャリア形成支援室若者自立支援係長
平成22年　政策統括官（労働担当）労政担当参事官室予算係長
平成23年　職業安定局公共職業安定所運営企画室管理係長
平成25年　職業安定局地域雇用対策室地域雇用指導係長
平成27年　大臣官房人事課給与係長
平成29年　大臣官房地方課人事・給与第二係長
平成30年　大分労働局職業安定部長
令和３年　 現職

職業安定行政

群馬労働局
総務部 総務課長

PROFILE

平成14年　厚生労働省入省

　　　　　 労働基準局労災保険業務室システム管理係

平成16年　労働基準局総務課秘書人事係

平成18年　京都労働局京都上労働基準監督署（地方研修）

平成19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21年　労働基準局労災補償部労災保険業務室年金福祉第一係

平成23年　労働基準局労災補償部労災管理課経理係

平成26年　労働基準局労災補償部労災保険業務課経理係長

平成28年　労働基準局労働保険徴収課徴収係長

平成30年　労働基準局総務課秘書人事係長

令和２年　 労働基準局労災管理課管理係長

令和３年　 現職

厚生労働省で輝く未来を！はたらくこと。を支える仕事

労働基準行政
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桒原 優一 Yuichi Kuwahara

◆ 現在の業務内容
　若者が意欲や能力を発揮しながら、やりがいを持って働ける社
会を作ることは、日本社会・経済が発展する上で重要な課題です。
厚生労働省では若者の就労を支援するために様々な取組を行って
いますが、私は「就活でつまずいた」、「社会経験が少なく働く自信
がない」といった働くことに悩みを抱える若者を支援するための
「地域若者サポートステーション（通称：サポステ）事業
（https://saposute-net.mhlw.go.jp/）」を担当しています。
具体的には、サポステ事業に関する企画立案や予算要求、事業
運営のための連絡調整、疑義照会への対応等が主な業務です。

◆ 厚生労働省を志望した理由
　私は元々、貧困や不平等、失業といった問題に関心があったた
め、将来はそのような問題に直面している方々を支援する仕事に
就きたいと考えていました。国家公務員のほか、地方公務員、NPO
などを含めて就職先を検討していましたが、その中で、大学のキャ
リアセンターで募集していた厚生労働省のインターンシップに参加
することにしました。
　インターンシップでは、雇用政策の立案や関連する施設の見学な
どを体験させていただき、霞が関で働くことを実感できたことに加
え、指導に当たってくださった職員の方が、国家公務員として働く
ことのやりがいや苦労について、丁寧かつ誠実にお話ししてくだ
さったことで、「自分もこの職場で働きたい」と強く思うようになり
ました。現在、その職員の方と一緒に働かせていただく機会もあ
り、不思議な縁を感じています。

◆ 仕事をする上で心がけていること
　現場の支援者から積極的に話を聞きながら、支援対象となる方々
のニーズに的確に対応していくことを心がけています。
　現在担当しているサポステでは、従来、キャリアコンサルタントと
の個別相談など、対面での支援が前提となっていましたが、コロナ禍
において支援を途切れさせないため、サポステで働く職員の方々か
らの声も参考に、オンラインを活用した支援を積極的に進めてきま
した。オンラインの活用は、遠方にお住まいの方への支援などにも
広がりをみせています。
　霞が関という、支援の現場から遠い立場にいる人間として、支援
の最前線の情報は何よりも大切にするべきものと思っています。
　
◆ 皆さんへのメッセージ
　働く方やこれから働こうとする方を支援する仕事は、ハローワー
クを含めた厚生労働省以外にも、学校などの教育機関や人材関係
の企業、地方自治体、NPOなど多くの選択肢があります。その中
で、国家公務員として厚生労働省で働くことの最大のメリットは、情
報や予算などが多く集まる環境でスケールの大きな仕事に携われ
ることだと思います。
　働くことに悩みを持っていらっしゃる方への直接的な支援はハ
ローワークなどの支援の現場でなければ携われませんが、私は国
家公務員という立場で「支援の現場を支援する」ことに大きなやり
がいを感じています。この職場に魅力を感じてくださる方と一緒に
働けることを楽しみにしています。

◆ 現在の業務内容
　『令和３年３月より障害者雇用率は２.２％から２.３％へと
引き上げられました』
　皆さんは障害者雇用率というものをご存知でしょうか。民間
企業には、障害のある方を一定割合以上雇用するという義務が
課せられているのですが、私は、その雇用状況の報告（障害者雇
用状況報告と呼ばれます）の集計及び公表に関する業務を担っ
ています。
　また、障害のある方が、より生き生きと働くことが可能な社会
を実現するために企業の更なる取組を促すよう、雇用率を達成
していない企業に対する指導や、企業の取組を支援する助成金
の運用といった業務も行っています。

◆ 仕事のやりがい
　この文章を執筆している現在、令和３年の障害者雇用状況の
公表に向けて準備しています。公表にあたっては、全国の10万社
以上の企業や、国の機関、自治体等で雇われている障害のある方
の人数について、毎年６月１日現在の状況の報告をいただき、取
りまとめて公表します。この公表数値の注目度は非常に高く、障害
のある方だけでなく、障害のある方を雇用する全国の企業をはじ
めとする、様々な方におけるひとつの指標となり、今後の障害者
雇用の在り方も左右するものだと感じます。そのような重要な
業務を担えることは、大きなやりがいに繋がっています。

◆ 仕事をする上で心がけていること
　私はもともと労働局で採用され、その後、厚生労働本省で勤務
しています。そのため、当初はハローワークで求職者や事業主等
から相談をお聞きする立場でした。　　　
　現在は、労働局の担当者が実務を行う中で生じた疑問に回答
したり、利用しづらいと挙げられた声を元に制度を変えていった
りする立場にありますが、それらの声は、ハローワークや労働局の
現場で、担当者が受けた国民の皆様の声でもあります。私と労働
局の担当者とのやり取りの先には、国民の皆様がいらっしゃると
いうことを常に思い浮かべ、出来る限り現場に寄り添えるような
丁寧な対応を心がけています。

◆ 皆さんへのメッセージ
　自分自身も就職活動の際に直面した、働くことへの悩みや不
安に対して、「誰かのためにほんの少しでも力になれれば」とい
う思いを入省以来ずっと持ち続けています。入省してそれを実感
できた機会が私の行政経験の中で何度かあります。その経験は
私にとって何事にも代え難い喜びであり、日々の業務の励みに
なっています。
　厚生労働省はとても大きな組織ですが、その中でも私たち労
働行政の担う業務の主軸は「労働」という、国民の皆様にとって
非常に身近であり、人生を左右するとても大切なものです。
　ぜひ皆さんに厚生労働省の業務に興味を持っていただけれ
ば嬉しいです。

人材開発統括官
若年者・キャリア形成支援担当参事官室
若者自立支援係長

PROFILE

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統合運用係

　　　　　 職業安定局派遣・有機労働対策部外国人雇用対策課調整係

平成25年　埼玉労働局（地方研修）

平成26年　職業安定局雇用保険課数理係

平成28年　職業安定局総務課予算係

平成30年　大臣官房国際課国際労働・協力室開発協力第二係長

令和２年　 現職

「働く」を支える やりがいと喜び支援の現場を支援する

職業安定行政職業安定行政

兒島 茉由子 Mayuko Kojima

職業安定局
障害者雇用対策課 雇用指導係

PROFILE

平成28年　厚生労働省入省
　　　　　 鳥取労働局米子公共職業安定所庶務係
平成29年　鳥取労働局米子公共職業安定所職業紹介第二部門
平成30年　島根労働局総務部総務課会計第二係
平成31年　人材開発統括官付人材開発総務担当参事官室経理係
令和３年　 現職
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◆ 現在の業務内容
　私の所属する首席職業指導官室では、全国のハローワークで

の職業紹介・職業指導に関する業務のほか、就職氷河期世代（雇

用環境が厳しい時期に就職活動を行っており、長く不安定な就労

状況にある方が多数いる世代）や子育て層など、特に丁寧な支援

を必要とされる方々への就職支援等も行っています。

　その中で私は、上にも挙げた就職氷河期世代の方々や、がん等

の長期にわたる治療を受けながら就職を希望する方々への就労

支援に関する業務を担当しています。どちらにもハローワークに

専門の窓口を設けており、一人ひとりの課題や状況に応じた支援

ができる体制を整備しています。

◆ 厚生労働省を志望した理由
　私は民間での就職活動を経験しています。大学3年生の後半

から就職活動を始めましたが、当時は周りに置いていかれない

ことが大事で、内定をもらうことが目標になっていました。

　就職活動を終え、自分の今後のキャリアプランを考えたときに

初めて「働くこと」や「自分のやりたいこと」に向き合いました。

　そこで私は、自分と同じように悩む方々を支援したい、そうし

て一人でも多くの方に「働くこと」について真剣に考えてもらい、

本人の希望する職業人生を歩んでいただきたいと思い、厚生労

働省を志望しました。

◆ 最も印象深い業務
　初めて自分が最初から最後まで任せてもらった業務です。当係

が所管する事業が、市場化テスト（効率化や経費削減等を目的と

して、公共サービスの担い手を官民で競い合って決めるもの）の

対象に選定されており、ちょうど評価のタイミングを迎えたため、

市場化テストの継続・終了を判断することとなりました。

　“市場化テスト”という言葉自体あまり聞き慣れず手探りの中、

上司や、市場化テストを実施している総務省の担当者、関係労働

局と相談・調整を何度も繰り返し、最終的に委員会で当室の方針

どおりに審査された時は、達成感がありました。また、1つの業務

を最後までやりきれたことが自信にもつながっています。

　
◆ 皆さんへのメッセージ
　「働くこと」は、人生の時間で多くの部分を占め、生活の基盤と

もなるものです。人生の多くの部分を費やすのであれば、将来振

り返ったときに｢やっていて良かった｣と思えることがしたいですよ

ね。労働行政では、先に挙げたように丁寧な就職支援が必要な方

や、在職中に問題を抱える方など、本当に様々な職業人生に触れ

ることになります。その分、自分自身を見つめることもできるの

で、「働くこと」について考えるには最高の環境だと思います。

　労働行政で「働くこと」と向き合い、自分を含め労働者全員の

職業人生を豊かなものにする手助けをしませんか。

◆ 現在の業務内容
　職業安定行政の最前線である秋田県内11所のハローワーク
を統括する秋田労働局職業安定部に勤務しています。
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化したことにより、
県内の雇用情勢は目まぐるしく変わり、同じ業種であっても雇用
調整助成金を活用して雇用維持に努めている事業所がある一
方で、人手不足となっている事業所があるなど二極化が進む中、
求職者・事業主の皆様に必要とされるサービスを提供できるよ
う職員一丸となって取り組んでいます。

◆ 最も印象深い業務
　全国で最も少子高齢化が進む秋田県において、地域活力の
維持、県内企業の労働力確保の観点から若年者の県内就職、A
ターン（UIJターン）の促進、生涯現役社会の実現など山積した
課題の解決に取り組もうと意気込んでいました。
　しかし、着任１年目の令和２年度は、新型コロナウイルス感染
症の影響によりハローワーク窓口やイベントなど対面での活動が
一時制限され、思うような求職者・求人者支援ができない状況に
なりました。一方で雇用調整助成金の申請件数は激増し、その迅
速支給に向けた審査体制を急ぎ整備するため、職員の協力のも
と、柔軟かつ機動的な配置転換を行うことで大きな波を乗り越え
ることができました。
　今後の感染症の影響を注視する必要はありますが、感染状況
が落ち着いている現時点では、従来の対面業務にオンラインの活
用も加わり、開催方法を工夫した新たなセミナーやイベントなど

を企画・実施するなど、課題解決に向け着実に歩みを進める職業
安定行政職員の底力を感じています。

◆ これまでの仕事で心に残るエピソード
　ハローワークインターネットサービスの機能充実に向け、幅広
い層にハローワークを利用してもらえるようSNSを利用した広報
を開始する準備していたところ、秋田労働局全体の広報のタイミ
ングと合致し、秋田ゆかりのインフルエンサーに「秋田はたらく応
援大使」を任命する日と同日に職業安定部公式SNSを開始するこ
ととなり、思いもしない大きな盛り上がりとなりました。この機に
乗じて、単なるイベント情報の告知や制度の周知だけでなく、県
内の人には愛着を、県外の方には興味を持ってもらえるよう「秋
田」に関することも織り交ぜようと試行錯誤しています。
　今まさに手探りで進めているところですが、振り返った時に心
に残るエピソードになると思っています。

◆ 皆さんへのメッセージ
　プロフィールを書きながら、これまで配属された各課室での
日々を思い返しました。正直、希望した業務でない時もありまし
たが、上司・同僚に恵まれ、また業務内容も携わってみると奥深
く、気が付くと責任感とやりがいを感じながらその業務に向き
合っていたと思います。そして、全ての経験や人との出会いが今
の自分に繋がっていると感じています。
　思いもしない業務に従事するかもしれませんが、それはそれ
で面白いと思いませんか。

どう咲くかは自分次第希望する職業人生を歩むために

職業安定行政職業安定行政

橋 康恵 Yasue Hashi

秋田労働局
職業安定部長

PROFILE

平成11年　厚生労働省入省
　　　　　 大臣官房労働保険徴収課総務係
平成13年　愛媛労働局（地方研修）
平成14年　雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課業務係
平成16年　中央労働委員会事務局審査第一課
平成19年　職業能力開発局海外協力課外国人研修推進室外国人研修係長
平成22年　職業安定局高齢・障害者雇用対策部
　　　　　 高齢者雇用対策課普及援助係長
平成24年　大臣官房会計課経理室契約第三係長
平成26年　政策統括官（労働担当）労政担当参事官室庶務経理係長
平成28年　職業能力開発局能力評価課技能検定官
平成30年　職業安定局総務課公共職業安定所運営企画室広報係長
令和２年　 現職

白石 理沙子 Risako Shiraishi

職業安定局
総務課 首席職業指導官室 就職氷河期対策係

PROFILE

令和元年　厚生労働省入省
　　　　　職業安定局地域雇用対策課地方就職支援係
令和２年　現職
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吉田 麻衣           Mai Yoshida

◆ 現在の業務内容
　新型コロナ感染症の影響で「テレワーク」を取り入れる企業が
急増しました。通勤や密を避けて働ける利点がある一方で、成果
が評価しづらい、長時間労働になる場合がある、など課題も聞
かれます。また、コロナ禍では「フリーランス」で働く方々の不安
定さや支援の少なさといった問題も表面化してきました。
　在宅労働課では、こういった方々が適正で安全な環境で働き
続けられるような事業を展開しています。その中で私は、予算の
要求・執行管理や課の総務を主に担当しており、会計課や財務
省へ施策の必要性を説明して予算を付けてもらったり、事業実
施のための経理処理が間違いなく進むよう進行管理をしたりし
ています。何の仕事にも予算は必須ですので、必要なところに必
要なタイミングでお金が渡るよう、周囲の状況や先々のことをイ
メージするよう努めています。

◆ 職場の雰囲気
　本省は、国会対応や政府決定物など、短い期限で判断や作業
を求められる機会が多く、大量の仕事をスピーディーにさばい
ている人が目立ちます。時間が限られているため、上司にもどん
どん相談して物事を進めていく感じです。
　また、約２年単位で異動があり、私自身も労働局の最前線か
ら法改正に関わる国会担当まで、もの凄く幅広な経験を積みま
した。初めのうちは目の前の仕事を覚えるだけで精一杯ですが、

徐々に、それぞれの仕事が働く人々の環境を良くするために繋
がり合っていることが見えてくると俄然、面白みが増しました。

◆ やりがいを感じる時
　一人の力は小さくとも、これまでの積み重ねを参照したり、周
囲と知恵や力を出し合っていけば、国全体の制度を作ったり改
善していくことが出来ます。これは、国家公務員という大きな組
織ならではです。
　世の中の動きによって人々の抱える問題は変わってきますが、
どんな働き方であっても、きちんとした労働条件で安心して働き
続けられる環境を確保する、という大切さは変わりません。国家
公務員はそのような、人々にとって大事なことを正面から守る仕
事だと思っています。
　
◆ 皆さんへのメッセージ
　国家公務員を職業の選択肢に考える皆さんには、少なから
ず「自分の力を人に役立てたい」「何かを良くしたい」という気
持ちがあるのだと思います。その気持ちは、素朴かもしれま
せんが仕事において大切で、貴重なものです。
　どの職業を選んでも、続けていく中で、また、個人や家庭の事
情と両立していく中で、大変な時期は来ると思います。そういう
時にも頑張りたいと思えるようなものがこの職場で見つかり、
一緒に乗り越えていけるような場所であれたら嬉しいです。

◆ 現在の業務内容
　雇用環境・均等局の国会関係の窓口として、国会議員の先生
方からの資料要求や国会における質問通告などに対応するた
めに、局内外との連絡・調整を行う業務などを担当しています。
「調整」というたったの２文字ですが、この「調整」をよりスムーズ
に行うためには、自局の所管業務に関する知識のほか、他部局
の所管業務に関する知識や調整相手との良好な関係など様々
なことが必要なため、この係に配属されてから約１年が経つ現
在も日々勉強中です。
　国会開会中は多忙なときもありますが、閉会中は定時で帰る
等メリハリをつけて働くことができています。

◆ 職場の雰囲気
　事務仕事というと各々がPCに向き合って黙々と作業をするイ
メージがあるかもしれませんが、常にメール、電話、口頭といっ
たあらゆる方法で活発にコミュニケーションが取られています。
　現在の係では、刻一刻と状況が変化する中で至急の対応を求め
られる案件もありますが、係内でその都度声を掛け合って情報を
共有することで、漏れやミスを防いで対応できていると感じます。
　また、係全体で１つのチームとなって業務に取り組むため、
誰か１人に業務が集中するということは無く、状況や希望に応
じて柔軟にテレワークや時間休（もちろん１日休みや連休も！）
を活用しながら働けています。

◆ 仕事をする上で心がけていること
　スピードを重視すべき業務か丁寧さを重視すべき業務か、内容
や状況に応じて適切に判断することを心がけています。もちろん
どんな業務もスピードと丁寧さのどちらも無視することはできず、
その両方を達成すべく事前の準備を整えるといったことも重要で
あると考えています。
　例えば、国会答弁の作成業務では、限られた時間の中で迅速に
答弁を作成する必要があるため、他部局との調整等何かとスピー
ドが求められます。しかし、ここで作成する答弁は数時間～数日後
には総理や大臣等のお手元に渡るものですので、スピードを意識
する一方で、必要な部分にはきちんと時間をかけて慎重かつ丁寧
な対応をすることが重要だと考えています。

◆ 皆さんへのメッセージ
　「こんな職場で働きたい」といった理想は、仕事をする上で多
くの方が抱くものかと思います。そんな理想を、ハラスメント対
策や年休・育休の取得促進、テレワークの普及促進などを通じ
て日本中で実現させていくのが雇用環境・均等局だと思ってい
ます。「こんな職場で働きたい」という誰かの理想を叶えるべく、
我々はこれからも前へ前へと進み続けます。皆さんのお力添え
をお待ちしています。

雇用環境・均等行政 雇用環境・均等行政

雇用環境・均等局
在宅労働課業務係長／家内労働・最低工賃係長

PROFILE
平成17年　厚生労働省入省

　　　　　 京都労働局雇用均等室

平成18年　富山労働局雇用均等室

平成20年　雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課企画係

平成21年　大臣官房総務課国会連絡室

平成23年　雇用均等・児童家庭局書記室人事係

平成26年　雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課政策係長

平成28年　雇用均等・児童家庭局総務課国際係長

平成30年　雇用環境・均等局職業生活両立課職場復帰・再就職支援係長

平成31年　雇用環境・均等局総務課書記室管理係長

令和３年　 現職

理想の実現に向けて、前へ変化の中でも変わらないもの

齋藤 拓 Taku Saito

雇用環境・均等局
総務課 書記室 管理係

PROFILE

平成31年　厚生労働省入省
　　　　　 雇用環境・均等局総務課予算係
令和３年　 現職
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吉永 佳代 Kayo Yoshinaga

◆ 現在の業務内容
　都道府県労働局は各都道府県に設置されており、その労働
局の一組織である雇用環境・均等部の部長として部を統括す
る業務を行っています。雇用環境・均等部は、働き方改革の推
進や女性活躍、仕事と生活の両立などについて県内企業への
啓発、指導等を行っています。また、局内の業務を調整し、とり
まとめる業務も担っております。業務はいくつも並走して行っ
ていますので、業務のスケジュールを管理し、目配りしながら、
業務が円滑に進むように統括しています。

◆ 仕事をする上で心がけていること
　これまで行ってきた仕事は、一人で黙々と進めるものでは
なく、常に相手方がある仕事でした。例えば、男女雇用機会均
等法などの法律施行の業務がありますが、事業主に法律を遵
守していただくためには、ただ「守ってください」では理解が
得られず、なぜ守らなければならないのかといったことを理
解してもらう必要があります。そのため、事業主は何が理解で
きないのか、守るために何が壁になっているのかなど、相手
の話をしっかり聞くことを心がけています。その上で、どう話
したら理解してもらえるかを考えて説明するようにしていま
す。職場でも同じで、上司、部下の話をよく聞き、できるだけい
いコミュニケーションを取るようにしています。

◆ これまで仕事で心に残っているエピソード
　私がこの仕事を始めた30年ほど前は、多くの企業で採用
や仕事の内容、昇進などで女性差別がありました。今も差別
がすべて解消されているわけではありませんが、あからさま
な差別は随分と少なくなってきました。差別の多くは固定的
な男女の役割分担意識から生じており、意識を変えるという
のは法律ができたからといってすぐに解消されるものではあ
りません。私の先輩方、また後輩たちが同じ行政のレール上
で粘り強く続けてきたからこそ、成しえてきたのだと思いま
す。その一翼を担えたことは、大きな成果だと感じています。
　
◆ 受験生へのメッセージ
　自分でやりたいことにどんどんチャレンジしていただきたい
と思います。でも、何をやりたいかが分からないという方も多く
おられると思います。労働行政の仕事の多くは、会社や働く人
に役立っていることがダイレクトに分かる仕事です。その場で
手ごたえを感じることも多いですし、私のように長く勤務して
振り返った時に足跡を残したと感じることもあります。民間企
業とは違ったやりがいを感じることができる職場ですので、何
をやりたいか分からないという方は、労働行政にチャレンジす
ることも選択肢としてぜひ考えていただければと思います。

 Ｑ. 現在の業務内容について教えてください。
横川：主に労働保険特別会計の労災勘定の支払業務や、購入した物品の管
理等を行っています。支払業務では請求書等の資料をチェックして会計シス
テムに入力して決裁を受けて実際の支払処理にまわしたり、物品管理では法
令で決められている必要な手続を行った上で、物品管理台帳での増減管理な
どをしています。
小森：支払業務では、職員の給与の支払いも担当していますね。
横川：労災勘定で支払う職員の給与処理として、各担当から資料を提出して
もらい内容を確認のうえ、支払の最終資料をセットしています。
小森：今年入省されたばかりの1年目で、重圧もあり大変ですよね。
横川：本来は嬉しいはずの給料日が違った思いになりますね。
小森：辛い作業がまたやってくるみたいな捉え方に変わる訳ですか（笑）。

 Ｑ. やりがいを感じたことは？
横川：給与などの支払いが無事に終わるとほっとします。
小森：支払うだけの地味な業務でも達成感を感じてもらえるのは嬉しいで
す。給与などの支払業務は、公務員の本質みたいなイメージが私の中ではあ
ります。完璧にやって当たり前で、感謝もされないというイメージです。施策立
案は内容や作業の過程に応じた加点がある業務だと思いますが、給与支払
などは完璧が求められる減点しかない業務です。ミスがあってはいけなくて
当然支払われると全職員が思っている。行政の仕事も同じようなものが多く
て、国民の方に権利があって申請や請求などをいただいて、対応していくよう
なものがよくあります。国民の方にとっては当然の権利です。ありがとうとは
言ってもらえなくても全力でやります（笑）。

 Ｑ. 職場の雰囲気はどうですか？
横川：入省前は、ピリピリといいますか個人それぞれが淡々と仕事をこなして
いるイメージがあったのですが、実際に入省してみたら、思っていたよりコ
ミュニケーションをちゃんととれている職場だなあと感じました。
小森：ランチは同期の方と外に行ったりしていますよね？
横川：週に数回ほど行きますね。
小森：同期同士でコミュニケーションも取れている話を聞くといい職場なの
かなと思います。
小森：また、上下間の風通しも良い職場だと思います。特に経理班内におい
ては相談しやすい雰囲気があり、班長が積極的に話を聞いてくれますので班
長が班の雰囲気を作ってくれているイメージがあります。

 Ｑ. お互いの第一印象は？
横川：正直入省してすぐの4月から繁忙期でバタバタしていたため第一印象

の記憶が飛んでしまっていますが、朗らかそうな方だなとは思いました（笑）
小森：言葉を選んでいただいてありがとうございます（笑）。実際、その後の印
象は変わらないですか？
横川：そうですね！
小森：横川さんは最初から声が大きくてはきはきしているところが、すごくい
いと思っています。電話などのやりとりが聞こえてくる時、雰囲気が分かるの
でフォローもしやすいです。仕事の状況が見えない方の場合、何をフォローし
てもいいか分からないんですけど、横川さんには、状況を分かった上で安心
して仕事をお願いできています。

 Ｑ. 部下の成長したところは?
小森：成長を感じたところはいくつもありますが、一番印象的だったのは、私
が緊急の作業対応している時に、私の席の電話が鳴ったのを代わりに対応し
てくれた時です。自分だけの作業に没頭せず、係全体の業務の優先度を俯瞰
して見られるということは、視野が広がっていて素晴らしいと感じました。

 Ｑ. 上司の尊敬しているところは？
横川：性格が穏やかだなあと思います。内心でイライラすることがあったとし
てもそれをあまり表に出さない方だなあと思います。
小森：そうでしょうか。結構出てしまってませんか（笑）
隠しきれなくてやばいなあと思うことがあります。
横川：忙しそうで話しかけづらいと思ったことはありますけど、ピリピリしてい
て今話しかけたら怒られるかなって思ったことはないです。

 Ｑ. 受験生に一言
小森：労働基準行政は、全国にある都道府県労働局、労働基準監督署と一体
になって、労働者の賃金問題や災害補償など生活を支える仕事ができるやり
がいのある職場です。特に本省の業務では、日頃ニュースで目にするような
問題に直接対応する機会も得られます。
また皆さんが想像しているより休暇はしっかり取れると思います。部署にもよ
りますが、夏休みで10連休取る人もいます。オンオフは激しく仕事も大変です
が、休むときにはしっかり休みます。人を大事にする職場です。
横川：月に１回マンスリー休暇が取れますし、休みやすいです。メリハリをもっ
て働くことが出来る職場です！
小森：昔のイメージと比べると改善してきていますね。
横川：コミュニケーション力があって真面目な方に来て頂ければと思います。
小森：コミュニケーション大事ですね。一人で仕事はできませんからね！一緒
に労働基準行政を支えるために働きましょう！！

雇用環境・均等行政

愛知労働局
雇用環境・均等部長

PROFILE
昭和62年　旧労働省入省　和歌山婦人少年室配属

平成６年　 婦人局婦人労働課企画法規第一係

平成８年　 婦人局婦人福祉課育児・介護休業推進室育児・介護休業係長

平成13年　雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課均等業務指導室啓発指導係長

平成15年　職業安定局雇用開発課産業雇用構造調整室雇用創出係長

平成16年　職業安定局雇用開発課農山村雇用対策室農外就業対策係長

平成21年　東京労働局雇用均等室長補佐

平成23年　奈良労働局雇用均等室長

平成25年　滋賀労働局雇用均等室長　

平成27年　栃木労働局雇用均等室長

平成29年　雇用環境・均等局職業生活両立課長補佐

平成31年　千葉労働局雇用環境・均等室長

令和２年　 神奈川労働局雇用環境・均等部長

令和３年　 現職

労働基準行政

上司×部下  CROSS TALK

社会を変えるひとりになる

横川 真奈美

部下

Manami Yokokawa

労働基準局
労災管理課調度係

R3入省
労働基準行政

採用 小森 茂春

上司

Shigeharu Komori

労働基準局
労災管理課調度係長

H18入省
労働基準行政

採用
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 Ｑ. 現在の業務内容について教えてください。
岩井：当課では、働く方の仕事と生活の両立支援に関する施策を担当
しており、私たちの係は色々な作業依頼のとりまとめや、国会関係の作
業の窓口的業務をしています。具体的な業務内容は、課内には育児・
介護休業法・次世代育成支援対策推進法、男性の育児休業取得促進
や年次有給休暇の取得促進、事業主に対する仕事と生活の両立に関
する助成金といった制度を担当している係があるので、各係の人たち
に局内の総務課等から来た作業依頼を展開しています。「窓口」と聞く
と、市役所の受付のような窓口を思い浮かべるかもしれませんが、所
属する課において一義的に業務を受けて、その業務を担当する各係に
適切に振り分け、とりまとめを行う役割を窓口業務と呼んでいます。
清瀬：昨年4月に育児・介護休業法の改正があったので、それが国会で審議
される時は国会の窓口業務はとても大変でした。祭りのようでした（笑）

 Ｑ. 職場の雰囲気はどうですか？
岩井：私は年度途中に異動してきたのですが、最初は静かな課だなと
思いました。でも、話しにくい雰囲気は一切なく、困ったことがあれ
ば、上司・部下や隣の係の人などに何でも尋ねやすい雰囲気だと思
います。
清瀬：その課にいる人で、課内の雰囲気は変わるような気がします。当
課は地方自治体から研修で来ている職員もいますし、労働基準行政や
厚生行政の職員もおり、色々な職員で支えられて成り立っています。あ
とは、雇用環境・均等局全体に言えることですけれども、他行政にくら
べて女性職員が多いですね。昔から女性職員が多いみたいです。

 Ｑ. お互いの第一印象は？
岩井：私が人事係で採用活動業務を担当していた時に、雇用環境・均
等行政の官庁訪問に来てくれて、その後入省してくれたのが清瀬さん
なので元々距離が近い後輩です！一緒に仕事ができると知った時、とて
も嬉しかったです。
清瀬：私も岩井係長には入省前からお世話になっているので、距離の
近い先輩という感じですね。ここに来るまで一緒に仕事することはな
かったのですが、コロナ禍になる前は、たまに飲みに連れて行ってい
ただくなど業務外で交流のある先輩だったので、一緒に仕事が出来
ると知り嬉しかったです。

 Ｑ. 上司の尊敬しているところは？
清瀬：係員だと、係長にご相談したいことやご相談しなければならな

いことがたくさんあるのですが、そういう時に話しかけても嫌な顔を
せずに、いつもとても快く話しを聞いてくださいます。部下として非常
にやりやすいのでありがたいです。私も将来部下が出来たら、そういう
上司にならなければと思います。また、とても気に掛けてくださってい
ると感じます。相談した時はすぐに方針を示していただけますし、相談
する前に、相談する予定だった資料を先に確認してくださっていること
があるのでそれはすごく嬉しいです。あとは、とても顔が広いんですよ！
私は苦手分野なのですごいなあと思います。
岩井：所属している局以外にも色々な知り合いがいたほうが、ちょっと
した相談などができる場合があり、知り合いが多いほうが仕事はス
ムーズにいくかもしれませんね。
清瀬：社会人として必要な要素だと思っているので、自分もこれから
養っていきたいです。

 Ｑ. 逆に部下のすごいなと思うところは?
岩井：清瀬さんはとても仕事が早くて、そして理解も早いので、私が自
分で頭の整理をつけたい時は清瀬さんに相談をすることがあります！
そうすると、すっと理解が進むのでそれはありがたいです。大変助かっ
ています。
清瀬：それは買いかぶりすぎです（笑）

 Ｑ. 受験生に一言
岩井：雇用環境・均等行政は、男性の育児休業取得促進や女性活躍推
進、同一労働同一賃金、テレワークの普及・促進等、働く人誰もが活躍
できる雇用環境の整備のための前向きな仕事をしています。時代の新
しいことをやってきた行政だと思うのでそこはアピールできるポイント
かなと思っています。あと厚労省は色々な職種の人がおり、また、たく
さんの人が働いているので、皆で連携しながら仕事が出来るというの
はとても楽しいことだなあと思います。
清瀬：私は法学部出身ではないのですが、国家公務員試験を受験する
前は、こういう職場は法学部出身の人ばかりなのではと不安に思って
いた部分もありました。でも、雇用環境・均等局の一般職は、意外と法
学部出身ではない人が多い気がします。
岩井：それは新しい視点ですね！今まで気がつきませんでした。法学部
出身ではないとか労働関係の法律の知識がないとか、そういうところ
にハードルは感じずに、どんどん労働行政、雇用環境・均等行政に来て
いただきたいと思っています。皆さん是非一緒に働きましょう！

雇用環境・均等行政

上司×部下  CROSS TALK

 Ｑ. 現在の業務内容について教えてください。
工藤：予算経理係は、労働局やハローワークで行う政策の実施に必要な経費に
ついて各労働局への予算の分配、執行状況の管理を行っています。日々数字とに
らめっこしながら労働局の担当からの予算配布に関する相談に乗ったり必要な
経費のやりくりをしたりと地味な仕事ですが、現場を支える縁の下の力持ちのよ
うな大事な仕事だと思って日々業務を行っています。

 Ｑ. 職場の雰囲気はどうですか？
貝塚：朝の連絡メールで皆さんが日々の出来事をコメントしていたりするので、そ
れをきっかけに雑談して息抜きをしつつ、集中して仕事に取り組み、なるべく帰り
が遅くならないように効率的に業務にあたっています。
課室長や補佐も積極的にテレワークをされているので、係長と相談しながらテレ
ワークを積極的に行うようにしています。

 Ｑ. 職場の風通しはどうですか？
工藤：風通しは良いと思います。３歳の娘がいますが、私の直属の上司にも小さ
いお子さんがおり、育児に関する話をするということは日常的にできますし、貝塚
さんとの間でも週末に何をしたかなど雑談したりしています。
貝塚：お子さんが急に熱を出した時などに予定を変更して、休みをとったり、テレ
ワークに切り替えたりもできるので、こういう点も風通しの良さかなと思います。
工藤：そうですね、育児に対する理解はあると思います。やはりどうしても突発
的に休暇を取らざるをえないこともありますけれども、その点は快く休ませても
らっています。その分貝塚さんにはご負担をおかけして申し訳ないです。
貝塚：いやいやまったくそんなことはないです。

 Ｑ. お互いの第一印象は？
工藤：貝塚さんは予算経理係の前は大臣秘書をされていましたので存じていまし
た。仕事柄というのもあると思いますけど、いつもビシッとスーツを着て真面目そ
う、礼儀正しそうに見えました。係に初めて挨拶に来たときにもビシッとスーツを
着ていましたね。思わずもう少し楽な服装でも大丈夫だよと言ってしまいました。
一方で、貝塚さんがカープ女子ということで自宅でテレワークをする際にテン
ションを上げるためにカープの帽子を被るというのを聞きまして、ギャップにやら
れたなあと（笑）
貝塚：私からの印象は同期が工藤係長の部下として働いていたというのもあって、と
ても仕事が出来る係長ということは聞いていたので、頼りがいがある印象でした。私
は初めて予算経理という仕事をやるということで不安があったのですが、一から
丁寧に分からない点も説明していただいて、安心して業務に臨むことができました。

 Ｑ. 部下の成長したところは?
工藤：分かりやすい点としては質問や相談を受ける回数が大きく減ったというとこ

ろはあるかなと思います。業務で得た知識や経験を自分の意見や考えとしてきち
んと消化できているということかなと思い、頼もしく感じています。一方で黙々と仕
事をする場面も多いので質問とか相談が無いと少し寂しいなあという気持ちにな
ります（笑）部下から質問、相談されたことに対して答えるということは、自分の考
えを再確認して気づきを得るための貴重な機会でもあります。目の前の仕事には
直接関係しないようなことでも疑問に思うことがあれば、遠慮せずに相談しても
らいたいと思っています。もちろん自分で考えたり調べたりすることも大事ですよ。
貝塚：これからも質問させて頂きます（笑）
工藤：喜んで！

 Ｑ. 上司の尊敬しているところは？
貝塚：工藤係長の尊敬しているところは知識量とか仕事が出来るという点はもち
ろんなのですが、仕事も家庭も大切にされているところが一番かなと思います。
育児に家事などのお話を聞いていると、お子さんと奥様と楽しく充実したプライ
ベートを送られていると感じています。育児家事に多々大変なことはあると思う
のですが、いつもの業務の様子を見ていると疲れている様子が全く見られず非常
に意欲的に業務に取り組まれていると思います。業務効率化のために常に改善
していこうという意識を持っておられるなと感じる場面が多々あります。私は保守
的で前例踏襲的な人間なので、見習う点が沢山あるなと感じています。
工藤：家事育児に関しては、妻もフルタイムで働いており、働きたいという意思は
尊重しなければいけません。また、子供はかわいいですが一日一緒にいるとやは
り精神的にも疲れます。それは妻も同じですので、仕事と育児にそれぞれに関わ
ることで精神的な負担感のバランスが取れることが大事かと思います。やはりこ
れからは仕事と家庭の両立の時代ですので、家事育児もしっかりとこなしていき
たいと思います。

 Ｑ. 最後に、受験生に一言
工藤：人生において職業人生の期間はとても長いです。その長い職業人生の全般
にわたって携わっているのが労働行政です。働く環境というのはどんどん変化し
ていて、働き方改革、女性の活躍推進、仕事と家庭の両立など、その動きはとても
ダイナミックです。そのような労働行政の中でも、とりわけ職業安定行政は第一線
機関である労働局やハローワークのヘッドクオーターとして、雇用の安定、雇用機
会の創出などの様々な施策を行っていて働くことをサポートしており、とてもやり
がいがあり、前向きで人を大切にしている職場だと思っています。
貝塚：私が厚労省に入省して思ったことは、完璧に仕事をするとか仕事が早いこ
とももちろん重要ですが、今回のコロナのように困難な問題に直面した時にどう
すれば解決できるのか、忍耐強く考え続けることや他局の方や上司、同僚と協力
して物事に取り組めることが非常に重要な点だと感じています。後は職業安定行
政なので働く人を応援したいという熱意さえあれば大丈夫だと思います！一緒に
働ける日を楽しみにしております！！

職業安定行政

上司×部下  CROSS TALK

工藤 由範

上司

Yoshinori Kudo

職業安定局
総務課公共職業安定所運営企画室予算経理係長

H16入省
職業安定行政

採用 岩井 彩子

上司

Ayako Iwai

雇用環境・均等局
職業生活両立課企画係長

H24入省
雇用環境・均等行政

採用清瀬 友香

部下

Yuka Kiyose

雇用環境・均等局
職業生活両立課企画係

H30入省
雇用環境・均等行政

採用貝塚 ゆりか

部下

Yurika Kaizuka

職業安定局
総務課公共職業安定所運営企画室予算経理係

H27入省
職業安定行政

採用
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育児

介護： 配偶者・父母・子等の介護をする場合（短期介護休暇は、その他の世話（手続きの代行等）を行う場合にも取得可能）

育児・介護共通： 小学校就学前の子どもを養育、又は配偶者・父母・子等を介護する場合

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。

男性職員の
配偶者出産休暇

妻の入院～出産後２週間までの間に、
２日まで休暇を取得できます。

男性職員の
育児参加休暇

配偶者が６週間以内に出産予定又は
出産後８週間以内の間に、
５日まで休暇を取得できます。

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

超過勤務の免除
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。

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できます。

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。

子の看護の
ための休暇

年５日まで（対象となる子が２人以上の場合には年10日）の
範囲内で１時間単位で休暇を取得できます。

通称 「男の産休」
２つの休暇を合わせて
５日以上の取得を推進
しています！

取得実績 （令和２年度）

女性 99.5％　  男性 75.1％

介護休暇
６ヶ月期間内で必要と認められる期間、休暇を取得
できます。

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。

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する
ことが認められます。

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。

妊娠

出産

産後

3歳

産後

小学校
就学前

◆  働き方改革・休み方改革
厚生労働省では、日本社会の「働き方改革」を進める一方、省内職員に対しても積極的に推進しています。

在庁時間の縮減
◆ 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

テレワークの活用促進
◆ 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

　（全職員平均で年２回以上を目標）

フレックスタイム制や
早出・遅出勤務の活用促進
◆ フレックスタイム制について、特に育児や介護を
行う職員からの希望は、原則100％希望どおり
対応できるよう配慮

◆ 国会対応などの他律的業務について早出・遅出
勤務を活用

◆ その際、原則11時間のインターバルを設ける  など

年間16日以上・少なくとも全職員の
75％が毎月１日以上の年次休暇を取得
◆ 年次休暇：全ての職員が、マンスリー休暇
　(毎月１日以上の年次休暇)を取得

◆ 夏季特別休暇：全ての職員が、連続１週間以上の
休暇を取得

◆ その他の休暇：全ての職員が、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

休み方改革

テレワーク利用（年度別） 全職員のうち、月一日以上の
年次休暇を取得した割合

平均退庁時間

ワーク・ライフ・バランス第5部 ワーク・ライフ・バランス第5部
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実績

仕事と家庭を、上手に両立するために。

◆ ワーク・ライフ・バランス推進のための主な支援制度

働き方改革

R３年 R３年

489
人日

5,854
人日

6,440
人日

9,779
人日

14,696
人日

H27 H28 H29 H30 R元 R２

96,429
人日 20:10

64%



Ｑ. 仕事と家庭をどのように両立されていますか？

北原：育児と日中の業務とで、気持ちを切り替えるようにしています。
育児休業中は24時間子供にかかりっきりでしたが、「育児が仕事」という観点
で考えると、復帰後の日中の業務は、育児から解放されるという点ではある
意味プライベートな時間だと、ポジティブに考えるようにしていました。
勤務中は仕事に集中して、帰宅後は一旦仕事のことは忘れて子供に向き合う
ように心がけています。
甲斐：帰宅したら家事はできるだけ手伝うようにはしています。北原係長
がおっしゃったように帰宅したら仕事のことは考えないように切り分けて
います。
水野：物理的にどうやって両立しているかというと、朝８時に出勤し（子ども
は夫が保育園に送りに行きます）、仕事を定時頃で終えて保育園に迎えに
行って、帰宅後はご飯を食べさせたり寝かしつけをしたり育児全般を行って
います。夫も国家公務員で帰りが遅いことも多いのですが、私自身も繁忙期
があるので、その時は夫に迎えを代わってもらい、残業できる日に仕事をバリ
バリ進めています。両立をする上で心がけているのは、みなさんがおっしゃっ
たようにオン・オフの気持ちの切り替えをすることや、優先順位を特に考え
て、「今日はここまでできたらOK」と割り切って仕事をしていくことです。
加藤：妻が育児休業中ということもあり、平日はほとんど妻にお願いしてし
まっているのが現状ですが、日々確実にやっていることといえば、朝、子どもを
保育園へ送っていくということです。コロナ禍で時差出勤が推奨されているこ
ともあり、「お父さんが遅刻しちゃうから早く！」と子どもを急かさなくても良
いように自分の出勤時間を10時にし、できるだけ子供のペースで保育園に
送り出せるようにしています。また、現在、４才の長男と１月に生まれた０才
の長女がいますが、長女の妊娠中に病院から早産の可能性があるといわれ、
妻が１ヶ月程度入院しなければならないことがありました。入院の前後にお
いても安静にし、基本的に家から出てはいけないということだったため、結局

３～４ヶ月程度、朝と夜の送り迎えに行かなくてはいけないことがありまし
た。その時も時差出勤を活用し、出勤を８時にすることで定時を16時45分
に前倒して、朝も夜も対応できるように調整させてもらいました。職場の理解
もあり、どうしても残業せざるを得ないことがあった繁忙期もテレワークを活
用することでなんとか凌ぐことができました。

Ｑ：仕事と家庭を両立するためにテレワークを
　  利用していますか？
　  コロナ禍というのもあり、飛躍的にテレワークが進んで
　  いる状況下で利用しやすくなったと感じることが
　  ありますか？

水野：子どもが急に熱を出して保育園に預けられず、それでも仕事は休めな
いということがあるので、テレワークは非常に助かっています。
加藤：コロナが出始めた時は、テレワークを利用するためにトークンという専
用のハードウェア(小型の機械)が必要で、その配付数も課の職員数の半数く
らいしか割り当てがなかったのですが、今は各個人のスマホにも搭載できる
ソフトウェアトークンになったことに伴いアカウント数も増える等、インフラ面
は随分整ったと思います。

Ｑ：育児休業に対する職場の理解はどうでしたか？
　  上司は育児休業を取得しやすい雰囲気作りを
　  してくださいましたか？

加藤：実は、育児休業を申請する側の方が遠慮しているのでは？と思っていま
す。私は、長女が生まれるタイミングが１月だったのですが、初めは１月から
すぐに育児休業を取得するか、業務的にきりのいい４月から取得するかで悩
み、家でも相談していました。ある時、そのことについて当時の課室長に冗談
半分で「１月から取得するとなるときりが悪くて難しいですよね～。」と話をし
たところ、「いや、そんなことはない。」と真顔で答えて頂き、ありがたいと思っ
たのと同時に少し驚いたことを覚えています。
甲斐：私も加藤さんと同じで、妻が切迫早産のようになり、妊娠６ヶ月くらい
の時期だったのですが、２週間ほど休暇を取得しました。その時、幹部の秘書
をやっており本来休めない部署だったのですが、いろいろ人事課の皆さんに
カバーしてもらい助けていただきました。そういった経緯も考慮して、４月の
異動もご配慮いただき、異動先でもテレワークで出来る仕事などを切り分
けて担当させてもらいました。
一度目の退院から妻が妊娠糖尿病とも診断されて、糖尿病用の食事を作っ
たり、６歳の上の子も面倒を見る必要があったりしたので、テレワークでの
仕事で、非常に助かりました。実際に育児休業を取得する時も取得時期や
取得期間を最初から理解して頂いていたので、育児休業は非常に取得しや
すい環境にあったと思います。

水野 美穂 Miho Mizuno

雇用環境・均等局

総務課人事係

甲斐 晃一 Kouichi Kai

雇用環境・均等局

総務課予算・経理係長

加藤 晋也 Shinya Kato

職業安定局

高齢者雇用対策課雇用指導係長

H20入省H18入省H27入省 H13入省

北原 利恵 Rie Kitahara

労働基準局

労災保険業務課経理係長

Ｑ：育児休業取得期間中の過ごし方は？

加藤：夫婦２人ともが育児休業を取得するという意味でいうと、１人目の時よ
りも２人目の時の方が確実に需要がありました。１人目の育児休業取得時は
育児参加休暇等も含め２～３週間くらい取得しましたが、実は、私が何かをし
なければならないといったことはほとんどなく、あまり自分が役に立っていな
いように感じたことがありました。一方で、２人目の時は上の子をケアする必
要があり、非常に有益な３ヶ月でした。２人目が生まれたことにより、長男が赤
ちゃん返りなど教科書通りのハードモードに切り替わり、夫婦ともにかなりてこ
ずっていたため、つくづく２人目が生まれた時に育児休業を取得して良かった
と感じています。上の子のケアという意味で言いますと、もっと取得してもよ
かったかなあと思うくらい、非常に意味のある育児休業取得でした。
水野：里帰り出産をした関係で、産後１ヶ月ほどは実家におり、その時はあま
り大変ではなかったのですが、自宅に戻ってからは24時間子どもに付きっき
りで、夜泣きで夜も眠れないことが多々ありました。大変でしたが、子どもと
ずっと一緒にいられた期間は楽しかったです。
育児休業期間中、夫は仕事で私は育児と家事、という風に分かれていました
が、夫が年末年始を挟む形で１ヶ月ほど育児休業を取得しました。ちょうど離
乳食が始まる時期だったので、離乳食の作り方やあげ方、食べさせて良いも
の、ダメなものなどいろいろ教えたら、その時の経験が役に立ったのか、育児
休業を取り終わってからも率先して離乳食をあげてくれたり、他のことでも育
児にかなり協力的になったりしたので、育児休業を取得してくれた意味は
あったと思いました。
北原：私は１年半育児休業を取得したのですが、家で子供と２人でいると
悶々としてしまうので、出産前に母親学級に参加していた時の友人と４～５
人で時々ランチに行き、色々と情報交換をしていました。離乳食や予防接種、
当時は待機児童問題も深刻でしたので保活のことなどをよく話していました
が、どれも厚労省が関わっていることですので、育児を通じて、ユーザーとし
て客観的に厚生労働行政を見ることができたように思います。そういった意
味で育児休業を取得して良かったと思っています。

Ｑ：仕事と家庭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

北原：昼休憩を30分に短縮して、保育園のお迎え時間に間に合うように勤務
時間を調整させてもらっています。今は勤務地が上石神井で、霞ヶ関に勤務
をしていた時よりも通勤時間が若干長くなり、通常の勤務時間ではお迎えが
間に合わないため、フレックスタイムを活用しています。週に２回程度、夫に
子どもを迎えに行ってもらい、その日は勤務時間を長めにするなどフレキシ
ブルに調整して、夫と協力をしながら子どもの送り迎えをしています。
水野：子の看護休暇を利用することが多いです。時間単位で取得できるので、
予防接種を受けさせるために半休を取得しています。

Ｑ：最後に、受験生に一言お願いします。

加藤：ほとんどの方にとって、育児は入省してすぐの話しではなく、入省後し
ばらくしてから起こることだと思いますが、ここのフェーズに対して心配をす
る必要はないことをお伝えしたいと思います。
水野：私の所属する雇用環境・均等局では、仕事と育児の両立がしやすい職
場環境を整えるために、法令の整備や、推進している企業等に対しての支援
を行っています。私自身、今年度から仕事と育児の両立をしていますが、当事
者になってみて両立の難しさを非常に実感しました。両立しやすい職場環境
にするために、両立をすることに困っている方々の助けになれるような施策
に取り組めるというのは、やはりやりがいのある仕事だと再確認しました。大
変は大変ですけれど、厚労省には育児と仕事を両立している先輩もたくさん
いるので、あまり不安に思わないでいただければと思います。
甲斐：私は、労働基準行政で労働局採用なのですが、配属先が労働基準監督
署でした。ある時、労働災害で労働者の方が亡くなった事案の調査に行き、ご
家族から状況を聴取しようとした際に上司から「労働者を守るということは、
その方の家族の生活を守ることとイコールだ。こういったご家族を増やさな
いことが、我々の使命だ。」と教わって、それがその後の自分の中での職業規
範になっています。これまであまり家のことをやって来なかったのですが、今
回実際に育児休業を２ヶ月半取得し、我々が守るべき家族の生活をより強く
感じることができる期間となり、一層、労働行政の使命のようなものを感じた
気がしました。労働者、家族の生活を守るという使命に共感していただける
方と一緒に働くことができれば嬉しいなと思います。
加藤：厚労省の若手チームの情報等を知っている方は、激務という印象があ
るかもしれません。しかし、「ゆりかごから墓場まで」という言葉のとおり、国民
生活に近い行政分野だからこそのやりがいが確実にあり、多くの職員がプラ
イドを持って仕事をしていると思います。中には厳しい部署があることも事実
ですが、率直に自分の実状を相談すれば配慮していただける職場だと感じて
います。やりがいは求めているけれども、少し気が引けると感じている方は、
そこは安心して飛び込んでくださいとお伝えしたいです。
北原：私が入省した頃は、育児休業を取得する男性職員はほとんどいなかっ
たと思うのですが、最近は取得して当然という認識が広まり、男性の育休取
得に対する理解が進んできているという実感があります。自分自身の話です
が、私が育児休業から復帰した際に上司であった課長が、実際に自身が育
児休業を取得したことのある先輩ママでしたので、「お子さんはどう？」など
といつも気にかけてくださいました。子供が熱を出した時はすぐ帰らなけれ
ばならなかったり、基本的に残業できなかったり、色々負い目を感じていた
のですが、「本人が思っているほど周りは気にしていないものよ。」と課長が
おっしゃったので、気持ちが楽になりました。仕事と家庭の両立に関して、こ
ういった職場の雰囲気はどの部署でも醸成されているのではないかと思い
ます。旗振り役である省庁として、自らがより一層「子育てがしやすい職場」
を目指しているということが受験生のみなさんに伝われば幸いです。
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出勤のため自宅を出ます。

登庁したら、まずはメールをチェックし、今日の業務
予定や対応中案件の進捗状況を班内のメンバーに
共有します。

システム業者と毎月
行っている定例会に
参加します。大きなシ
ステムトラブルの有
無や各プロジェクト
の進捗状況・課題を
確認します。

お昼ご飯は自席でお弁当を食べたり、食堂に行ったり
します。

労働局でシステムトラ
ブルが発生したとの
一報が来ました。すぐ
に労働局、システムヘ
ルプデスクに連絡し、
経緯や情報漏えいの
有無等を確認します。

先ほどの事案は、ウイルス感染や情報漏えいがない
ことを確認でき、ほっと一安心。労働局に業務再開を
指示します。

労働局からの問合せにメールで回答していたら、いつ
の間にか退庁の時間。急いで子どもたちを保育園に
迎えに行きます。

8:00 8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

9:00

10:00

12:30

14:00

16:00

17:00

テレワークの朝は時間に余裕があるので、勤務開始
前に洗濯や掃除等の家事をします。

勤務開始。メールのチェックが終わったら、労働局に
依頼していた調査のとりまとめを行います。

委託先への委託費支
払いのための決裁を
起案します。金額の
誤りや資料の不備が
ないか気をつけなが
ら行います。

家では簡単にパスタなどを作って食べることが多い
です。

次期のシステム更改に向け、調達仕様書を作成します。
システムの専門知識が必要なので、職場の上司や専門
官にメールで相談しながら進めます。

e-ラーニング（オンライン研修）で公文書管理に関する
研修を受講します。

勤務終了。子どものお迎えの前に、夕飯の支度をします。
テレワークは、勤務終了した後、すぐに家事に切り替え
られるので助かります。

8:00

9:00

11:00

13:00

14:00

16:30

17:00

登庁し、メールチェックの後、本日の業務内容を
整理します。業務内容は、係内の上司等にメール
で共有します。

労働局からの法令解釈に係る疑義照会に対応します。
過去の回答も踏まえた上で、誤りのないように慎重に
回答します。

省令改正の手続きに
必要な資料を準備し
ます。

昼休憩です。本日は天気がよいので、同期と一緒に
虎ノ門でランチです。

改正省令の案文に疑
義があったため、上司
と打ち合わせを行い
ます。

事業主より審査請求書が到達しました。内容を確認
し、対応方針や対応スケジュールを検討します。

本日処理した書類等を整理し、退庁します。帰宅後は
映画を観ながらビールを楽しんでいます！
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テレワークの開始報告をします。時差勤務とテレ
ワークにより普段よりたくさんの睡眠時間を確保でき
ました。

労働局からの調査報告の集計業務を行います。記載
事項に疑義がある場合は、担当者にメールで確認
します。

昼休憩です。テレワー
ク日のお昼は自炊を
楽しんでいます。

法令集の更新作業をします。官報を確認しながら、
誤りや漏れがないように慎重に作業します。

オンラインの統計研修を受講します。行政職員として
の必須知識であるため、メモをとりながらしっかり
学習します。

課内の他の係より、業務取扱手引更新に係る確認依頼
がきました。法令改正の内容が反映されているか
チェックします。

テレワーク終了報告をして退勤です。帰宅時間がゼロ
のため、終業後の時間をたっぷりと楽しむことができ
ます！
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10:30

12:30

13:30

15:30

17:00

18:45

　私は現在、労働局の職員が使用するパソコンやネットワークの整備

を担当しています。情報基盤の整備は全ての業務の根幹であり、とても

重要です。

　コロナ禍で新しい働き方が求められていることも相まって、省内でも

ハード・ソフト両面からより良い環境整備に力を入れています。そんな職場

で、人々の暮らしにつながる仕事をしてみませんか？

職員の「働きやすさ」を通じて
国民の暮らしを守る

出勤パターン テレワークパターン

　現在私が所属している課は、労災保険や雇用保険の財源となる労働

保険料を適正かつ確実に徴収するための対応を行っており、私の係は、

徴収の根拠となる法律等の制定やその解釈を担当しています。勉強の

毎日ですが、「働く」を支える保険の財源を法制的な側面で担っていると

いう責任感のもと、日々やりがいをもって業務を行っています。

「働く」を支える
保険を担う

出勤パターン テレワークパターン

◆ 職員の一日

田立 恵理子 H23入省

大臣官房 地方課 情報システム係長

中村 浩之 H31入省

労働基準局 労働保険徴収課 法規係

ワークスタイル第6部 ワークスタイル第6部
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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？

月１日は年次休暇を取得することが求
められていることです。前職では、有給
を取得する際、他の人の仕事の状況を
考えつつ、上司の許可を得る必要があ
りましたが、厚生労働省では上司も周り
も気にかけてくれるため、年次休暇を
申請しやすい環境にあります。

浅田 航
大臣官房 会計課
福利厚生室 宿舎係

自分の業務が職員１人１人に大きく影響
すると実感したことです。メインの業務とし
て、局内の人事評価の取りまとめを行って
いますが、小さなミスが職員のこれからに
関わってくることを学び、責任の大きな
業務に携わっていることを知りました。

猪口 洸太
政策統括官付参事官(企画調整担当)
付統計・情報総務室 人事第二係

国民の皆様等から、「○○の方向でシス
テムを改修してほしい。」といった要望
を受けたことです。実際に生の声を聞く
ことで、より良いシステムを構築してい
くきっかけとなるため、やりがいのある
仕事だと感じることができました。

北沢 大空
労働基準局 労働保険徴収課 
労働保険徴収業務室 システム開発係

一番印象に残っているのは、育児・
介護休業法の改正に係る業務に携
わったことです。大変なことも多くあ
りましたが、厚生労働省での業務が社
会に与える影響の大きさを実感する
ことができました。

久保田 千広
雇用環境・均等局 職業生活両立課
啓発援助係

入省後経験した様々な業務の中で、各労
働局が企業への指導等で使用する書類
様式を作成したことが、特に印象に残っ
ています。自分の仕事が実際に政策に活
かされるという実感に緊張もしました
が、良い経験になったと思っています。

香田 健志
職業安定局 高齢者雇用対策課 
高齢者雇用企画係

様々な団体の方々が参加をする会議に参
加したことです。入省してまだ2ヶ月ほどの
時期で、とても緊張した記憶があります。
すごい方々ばかりだなと思うと同時に、自
分はもう大学生ではなく厚生労働省の職
員なのだと身が引き締まる思いでした。

千々岩 康平
労働基準局 労災保険業務課
短期給付第二係

初めて、広報資料の印刷・発送業務に
携わったときのことが印象に残ってい
ます。仕様書に誤った発送先を記載し
たまま発注してしまうなどのミスもあ
りましたが、無事、完成品が納品され
たときの達成感は忘れられません。

戸井田 周介
雇用環境・均等局 雇用機会均等課
ハラスメント防止対策室 女性活躍推進係

入省してから印象に残ったできごとは、担
当している委託事業の受託者に対して行っ
たヒアリングです。事業の実施体制や受託
者（現場）から見た課題など、普段の業務で
は気づけない現場の声を聞くことができ、
今後の事業実施の参考になりました。

永渕 茉鈴
雇用環境・均等局 有期・短時間労働課
政策調整係

概算要求資料の作成業務が印象に残ってい
ます。システム用語や予算に関する知識が少
ない中で室内の予算案件をとりまとめるの
は大変でしたが、頼れる先輩方に支えられ
ながら期限までに資料を完成させることが
でき、大きな達成感を得ることができました。

橋爪 まゆ
職業安定局 労働市場センター業務室
システム計画係

私は、労災認定の基準の策定や運用等に関わ
る部署に所属しています。今年の９月に実際に
脳・心臓疾患の労災認定の基準を改正した際
に、多方面から問い合わせがあり、国民の方々
の生活に直結していることに関わらせていた
だいているなと実感し印象に残っています。

畑山 桜子
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

作成に携わった統計情報や制度周知の
ためのパンフレットが、ホームページや
労働局などを通して公開された時です。
お問合せをいただいた時は、数字の向
こうに国民一人一人の大切な事業やお
金が存在していることを実感します。

濱田 悠太
労働基準局 労働保険徴収課
業務係

日本最大の中央労働団体である日本労働組合
総連合会が行った厚生労働大臣要請の業務
に携わったことです。限られた時間の中で様々
な準備・当日対応を迅速に行う必要があり、と
ても緊張感がありましたが、働く方々の声を厚
生労働省に届けるまでの一端を支えることが
でき、大きな達成感を感じる出来事でした。

原 千恭
政策統括官付労使関係担当参事官室
第一係

私が所属している課に国会の質問が当たった
時に、担当者が集まって打合せしていた光景
が印象的でした。課の偉い方々が立ったまま
話し合う緊迫感や、直ちに持ち場に戻って作
業するスピード感を肌で感じ、「自分は今、本
当に中央省庁にいるのだな」と実感しました。

原田 智行
労働基準局 労災保険業務課
経理係

外国人求職者向けに、求人票を自動翻訳で
きるようにする業務を担ったことです。外国
人が見やすいレイアウトになるよう工夫した
り、求人を出す事業主向けのポスターを作
成したりしました。全国のハローワークで使
われるため、とてもやりがいを感じました。

藤田 奏子
職業安定局 外国人雇用対策課
調整係

私の担当している業務が、世界中で私
しか担当していないと気づいたときで
す。自身の業務への責任とやりがいを
改めて感じ、国家公務員として頑張り
たいとより一層強く思ったきっかけに
なりました。

増渕 彩花
労働基準局 労災管理課
管理係

過去に父が労働災害に遭い、経済的
な不安に直面したことをきっかけに、
労災保険の重要性を認識し、被災労
働者だけでなく身近な存在の方々が、
安心した生活を継続していける社会
作りに貢献したいと考えたからです。

瓦吹 健太
労働基準局 労災管理課
予算係

学生時代、厚生労働省で政策に携わる
先輩方に惹かれて、この方々と一緒に働
きたいと強く感じたことを覚えています。
国民の方々の様々な「働きたい」という
想いのために何ができるかを考えてみ
たいと思い、厚生労働省を志望しました。

太田 勇輝
政策統括官付情報化担当参事官室 
企画調整係

すべての労働者が、労働条件の不安
なく仕事に打ち込める労働環境を作
るためです。好きな仕事を続けたいの
に、不十分な待遇、長時間労働などの
理由で不本意な退職を余儀なくされ
る人をなくしたいと思いました。

乙黒 貴之
労働基準局 労働保険徴収課
労働保険徴収業務室 システム計画係

多くの人にとって、人生の約半分を費や
す「働く」という営みを支える仕事に魅
力を感じていました。そういった中で、
実際に父親が怪我で労災補償を受けて
いる姿を見て、特に労働基準行政に興
味を持ち、厚生労働省を志望しました。

小島 悠生
労働基準局 賃金課
政策係

国民が安心して暮らせる社会を形成
したいと考えたからです。厚生労働省
は一人ひとりが安心して一生を送る
ことができる社会の実現を目指してお
り、その実現に向けて私も貢献してい
きたいと考え、志望しました。

佐田 慧河
労働基準局 総務課
労働保険審査会事務室 審査第二係

労働は、収入を得る等、様々な面から
生きていく上で欠くことのできないも
のだと考えています。この観点から、
労働の分野に携わることで多くの人
を支えることができると思い、厚生労
働省を志望しました。

氏間 優人
政策統括官付労使関係 
担当参事官室 第四係

学生時代に就職活動やアルバイトを
通して、「労働」という分野に関心を抱
きました。そうした中で、働く方々が少
しでも働きやすい環境づくりに携われ
ることに魅力を感じたため、厚生労働
省を志望しました。

鈴木 秀都
労働基準局 労災保険業務課
情報システム運用係

私は大学で様々な業種の労働者の
方々と関わる機会がありました。そう
いった機会のなかで、労働者への支
援や労働環境改善に関わる仕事がし
たいと感じたので、厚生労働省を志望
しました。

瀧波 夕貴
職業安定局 労働市場センター業務室
統合運用係

社会全体で、男女平等やワークライフバ
ランスの推進などが注目されていく中
で、誰もが差別されることがなく、自分の
生まれ持った能力を発揮できる社会にな
る手助けができる仕事に携われることに
魅力を感じ、厚生労働省を志望しました。

田中 賞子
大臣官房 地方課
施設係

私が厚生労働省の職業安定行政を志望
した理由は、「働く」ことを支えるお仕事
に携わりたいと思ったからです。働くこ
とは人の生活を支え、人生を豊かにす
るものだと思います。それらを実現する
ために入省しました。

日置 健斗
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 誰もが安心して安全な環境で働ける世の中にし

たいと思い、厚生労働省に入省しました。入省
前、私は民間企業で働いていました。非正規雇用
の方々と共に働く中で、同時期に親友が過労で
体調を崩したこともあり、「労働」と「幸福」の関係
を考えるようになりました。公私の充実、心身の
健康、金銭的な安心が満たされる生活の実現に
尽力したいと考え、労働行政を志望しました。

村松 周子
労働基準局 補償課
労災保険審理室 訟務係

障がいのある友人と接していて、人生何
が起こるか分からない中で、ハンデを
持った人が困っている現状を目の当たり
にし、セーフティネットを構築している厚
生労働省なら、そういった現状を変えら
れるのではないかと考え志望しました。

田村 遼太郎
大臣官房国際課
交流調整係

過労死・過労自殺の事例を見聞きする
中で、働く方々が働きやすいと思える
ような職場環境を目指し、仕事だけで
なく、充実した生活を送れるよう少し
でも働く方々の助けになることができれ
ばと思い、厚生労働省を志望しました。

手島 孝介
雇用環境・均等局 在宅労働課
在宅労働係

就職活動を通じて自分が今後どのように
働くかを意識したり、周囲の人の話を聞
いたりする中で、様々な働き方を希望す
る人が幅広い選択肢の中で希望する働き
方を選択できる社会を作ることに貢献し
たいと思い、厚生労働省を志望しました。

貫和 茉由
雇用環境・均等局 雇用機会均等課
企画係

大学院で数年間心理学を専攻していた
ので、職業紹介やリカレント教育といっ
た、職業人生を左右するトピックに、自分
が研究してきたことを役立てられる場面
があるのではないかと考えて、厚生労働
省の職業安定行政を志望しました。

汀 逸鶴
中央労働委員会事務局 総務課
議事法規係
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本省は日本全国から
採用しています！

様々な学部出身者が
います！

１/３は
既卒です！

1

2

4

6

3

5

7

平均退庁時間は？

通勤時間は？ 住居は？

家賃は？ 出身学部は？

出身地域は？ 新卒・既卒？

◆18時頃
◆19時頃
◆20時頃
◆21時頃
◆22時以降

◆30分以内
◆30分～1時間
◆1時間～1時間半
◆1時間半以上

◆実家
◆民間の賃貸
◆宿舎

◆6万円～7万円
◆7万円～8万円
◆8万円～9万円

◆法律
◆経済
◆経営
◆文学

◆教育
◆理工
◆その他

◆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
  （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

通常時 繁忙期

◆ 入省前と入省後で感じたギャップはありますか？

入省前は堅い雰囲気の中で働くイメー
ジがありましたが、実際はとてもあたた
かみがあり、コミュニケーションのとり
やすい職場でした。先輩や上司のみな
さまに助けていただきながら、1年目か
ら様々な仕事に取り組んでいます。

内山 瑛惠
政策統括官付参事官（企画調整担当）付
雇用・賃金福祉統計室 労使関係第一係

入省前と比べて一番ギャップを感じたの
は、初めてやる業務でも、とにかく自分で
調べてこなさなくてはならないことです。
給与支給や経理関係の業務など、マニュア
ルや過去の資料を頼りに、やるべきことに
自発的に気づかなくてはならないのが、最
初のうちは大変でした。

岡崎 純
雇用環境・均等局 総務課
予算・経理係

上石神井庁舎への配置の確率が案外
高いことが意外でした。私たちの代で
は入省初年度、同期20名のうち、私
含め6名が上石神井庁舎で働いてい
ます。現在私は上石神井庁舎にてシス
テム関係の仕事をしております。

小川 万喜
労働基準局 労災保険業務課
伝送係

思っていたより外部の方との関わりが多いことで
す。入省前は「お役所仕事＝デスクワーク」という
イメージをもっていたので驚きました。私は主に、
委託事業者の方との関わりがあり、会議などで外
出することもしばしばです。事業者の方の意見・
アイデアに刺激を受けることもあり、ラジオ局な
ど普段入れないところに行けるので楽しいです。

久保 可奈子
雇用環境・均等局 雇用機会均等課
ハラスメント防止対策室 指導係

意外と多種多様な方々と関わっている
ということです。私自身、職業安定局の
採用ですが、異なる採用窓口の方や業
務を委託している事業者など、様々な
方の知識をお借りして日々業務をして
います。人とのつながりの大切さを改め
て実感しています。

小林 紘子
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

思っていたより、上司や先輩がかなり気
さくだったことに驚きました。仕事の話
だけでなく、雑談もしてくれるのでとて
も楽しいです。最近は趣味の話で盛り上
がりました。休日の時間が多いと感じた
こともギャップの一つです。

對馬 翠
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

公務員というと“お堅い“イメージがあり、
厳格な雰囲気を想像していましたが、実
際は、気さくで優しい方が多く仕事の質
問から雑談まで気軽にお話ししています。
頑張っているとお菓子を差し入れてくれ
る方もいて、大変楽しく働いています！

寺内 萌
雇用環境・均等局 在宅労働課
テレワーク係

私が入省前と入省後で感じたギャップは、
コミュニケーションが凄く大事ということで
す。入省前は事務職なので、あまり人と会話
をしないのかなという印象でしたが、着任
した企画調整係は作業を依頼する立場です
ので、担当者と話し合う機会が多く、人との
関わり方を考えるようになりました。

富田 開斗
労働基準局 補償課
企画調整係

入省前は「堅い職場」というイメージが
強く、なじめるか不安でした。しかし実際
は、相談事があるときなどに話を聞いて
くださる上司・先輩がいて、また同期と
もランチや電話等で話す機会が多く、次
第に打ち解けていくことができました。

中村 響
政策統括官（総合政策担当）付
政策統括室 人事係

入省後に感じたギャップは、思っていたよ
り休暇等を取得しやすく、仕事と生活の
バランスをとりやすいところです。休暇等
の制度が充実しているだけでなく、それら
を利用しやすい雰囲気が根付いています
ので、非常に働きやすいと感じています。

山田 賢太
労働基準局 安全衛生部 計画課
管理係

入省前は厳かな雰囲気で職員が淡々
と働いているイメージがありましたが、
実際に職場に入ると、和やかな雰囲気
でありコミュニケーションも活発なた
め質問や相談もしやすく、想像よりも
働きやすい職場であると感じました。

横川 真奈美
労働基準局 労災管理課
調度係

年次休暇を積極的に取得できることで
す。入省初月から年次休暇が付与される
ので、4月から毎月1日以上休暇を取得
しています。また、室内が休暇取得に積
極的なので、入省前の忙しくて取得でき
ないというイメージが払拭されました。

深澤 健史郎
職業安定局 雇用開発企画課
建設・港湾対策室 労働福祉係

入省前は、行政の仕事はきっと型通りに進
めるものばかりだろうなと思っていまし
た。けれど実際は、入省したての目線で疑
問に思ったことを意見として取り入れてく
れる職場でした。今後も支援を必要とする
人の立場に立って考えることを大切にして
いきたいです。

渡辺 恵利花
職業安定局 地域雇用対策課
地方就職支援係

入省後、自分が配属されている部署
の職員だけではなく、社会保険、医薬
品及び福祉など、様々な部局の職員
と共に助け合いながら、厚生労働省
の仕事に取り組む機会がある事に驚
きました。

若林 卓弥
労働基準局 補償課
福祉係
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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 ◆ 地方勤務を経験して想うこと

　私は入省４年目の４月から９月までの半年間、広島労働局広島中央労働基準監督署労
災第二課に配属され、主として労働保険の適用業務や労災補償業務に従事しました。
　地方研修を通して学んだことの一つが、利用者の目線に立ち、迅速な処理を心がけること
が大切だということです。
　例えば、労働者の方が業務や通勤で怪我をして働けなくなったような場合、休業(補償)給
付の請求が行われることになるのですが、処理の期間が長引けば労働者の方の生活にも影
響するということも考えられるため、より一層、速やかな調査・決定が求められるということ
になります。
　また、利用者の目線に立ち、迅速な処理を行うにあたっては、労災補償制度や法令・通達
等についてきちんと理解していることが重要であり、今回の研修を通じて、一層、理解を深め
ていきたいと考えるようになりました。
　私は現在の部署においても労災補償の分野に携わっていますが、地方研修での経験が、現
在の業務を理解することや、その業務における自分の役割が現場での適切な行政サービス提
供を制度の運用等の面から支えていくことだと意識することにつながっていると実感してい
ます。今後も、地方研修での経験を労働基準行政において活かせるよう励んでいきたいです。

現場を知り、見えたこと

　私は、平成28年４月に入省し、入省５年目の１年間（令和２年４月～令和３年３月）、
秋田労働局職業安定部及びハローワーク秋田にて地方研修を経験しました。ハローワーク
では、主に窓口での求人受理、職業紹介及び障害者の専門的支援業務、並びに就職面接会
の運営といった最前線で国民の皆様と接する業務に従事しました。多様な境遇の来所者と
接するなかで、正解が分からない場合も多く、難しさを感じましたが、厚生労働省の政策が
｢国民に｣ではなく、｢名前と顔を知っている○○さんに｣役立つことを体感する機会もあり、
大きな学びとなりました。
　現在は、全国の労働局及び公共職業安定所等におけるハローワークシステム等の開発、
改修等に関する契約及び支出業務を行っています。地方研修を経験したからこそ、仮に契
約手続きに不備や遅れがあると、全国の現場に多大な影響が及ぶことが想像でき、責任の
大きさを感じながら業務に取り組んでいます。
　今後も、どのような部署へ異動しても、地方研修で得た現場感覚を忘れることなく、本省
と現場のバランスを意識しながら、業務に励みたいと思います。

地方研修での学び

　私は平成30年度に入省して、入省３年目の１年間（令和２年４月～令和３年３月）を愛知
労働局雇用環境・均等部にて勤務しました。
　愛知労働局雇用環境・均等部では、職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進
に取り組む事業主に対する助成金（両立支援等助成金）の審査業務を担当しておりまし
た。この助成金の申請件数は年々増加しており、助成金の審査業務にあたっては、正確性
とスピードの両方を求められることが多く、企業に対する影響力も大きいため、責任の重さ
や助成金の重要性を肌で感じることができました。
　また、助成金の支給要件はコースによって様々であることから、事業主や社会保険労務
士の方々が納得されるように説明することに苦労することもありました。ただ、この現場で
の経験を活かすために、今後も本省にて制度設計を行う際や、各都道府県労働局と連携し
て業務を行う際に、現場での視点を盛り込むことを意識しております。
　愛知労働局雇用環境・均等部にて１年間現場を知ることができたのは、とても貴重な経験
でした。現場で学んだことを忘れることなく日々業務に取り組んでいきたいと思います。

地方勤務で学んだこと

キャリアパス第8部 地方支分部局・地方勤務について第8部
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◆ 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

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。
　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

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。

西谷 太志

労働基準局
補償課 通勤災害係

労働基準行政

宮﨑 海里

職業安定局　
労働市場センター業務室 経理係

職業安定行政

米田 堅哉

雇用環境・均等局
職業生活両立課 育児・介護休業第二係

雇用環境・均等行政



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

労働行政では、
３行政それぞれで官庁訪問を
受け付けておりますので、
志望する行政に訪問してください！

３月18日（金）～４月４日（月）

６月１２日（日）

未定

７月６日（水）

７月７日（木）

７月8日（金）

７月13日（水）～７月29日（金）

８月16日（火）

10月１日（土）

官庁訪問は
ご自身の興味ある分野へ！

◆ 厚生労働省における研修の紹介

新規採用職員研修
　新規採用職員に対して行
う約２週間程の研修です。
　厚生行政も含めた厚生労
働行政全体の業務説明や、労
働基準監督署、ハローワーク
等への見学があります。
　この研修で、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ます。 海外派遣

　人事院の行政官長期在外研究
員制度などにより、行政事務に
従事する職員を海外に派遣し、
国際化する行政に対応し得る専
門的な知識、技能等を身につけ
るための留学等も行っています。

オフィスツール研修
　eラーニングにより、Excel、
WordやPowerPointはもち
ろん、ExcelのVBAやACCESS
の基本知識が取得できます。

その他
　統計調査担当職員を対象と
した統計研修や、システム関係
担当職員を対象としたシステ
ム関連の研修、希望者を対象
とした労働法の初歩研修など
があります。

階層別研修
　係員、係長、課長補佐、課長
と段階的に、それぞれの役職
に応じた研修があります。
　係員フォローアップ研修では
メンタルケアや仕事の基本的
なマナーなどを学び、係長以
上の研修からは部下のマネジ
メントについての知識なども
習得していきます。

◆ メンター制度
　メンター制度とは、新規採用職員や若手職員などの悩みに対し
て、年齢や経歴の近い先輩職員が助言する制度です。
　労働基準行政、職業安定行政、雇用環境・均等行政のそれぞれ
採用された行政の先輩職員が、メンターとなります。

一般的～専門的な部分まで様々な研修等を行っています！
入省前に事前知識は必要ありません。一緒に身につけていきましょう。

メンター
年齢や経歴の近い

先輩職員

メンティー
新規採用
職員等

労働基準
行政

職業安定
行政

※人材開発行政
を含む

雇用環境・
均等行政

採用スケジュール／採用実績第9部 研修＆メンター制度の紹介第10部
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平成30年度

34（14）人

平成31年度

32（11）人

令和２年度

32（９）人

令和３年度

46（19）人

令和４年度

41（13）人

年度

一般職

※（　　）内は女性数。

◆ 採用スケジュール（試験日程）

◆ 採用実績 本省（労働行政）

◆ 官庁訪問について
助言等

相談等



採用後の配属先は、
どうなっていますか。

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、その他、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。

労働行政に関する
専門知識は必要ですか。

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。

休暇について、
教えてください。

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。

人事異動について、
自分の希望は反映されますか。

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。 宿舎はありますか。

また住居手当はどれくらい出ますか。

単身者用・世帯用含めて、宿舎があります。
アパート等賃貸される場合は、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。

転勤はありますか。

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
の都道府県労働局、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。

省内の設備について
教えて下さい。

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。

総合職と一般職の違いに
ついて教えてください。

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。

https://www.mhlw.go.jp/
stf/newpage_09614.html

都道府県労働局の
採用情報が知りたいのですが。

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。

本省と都道府県労働局との
業務の違いや本省ならではの
魅力は何ですか。

本省は主に法律の改正や国の制度の企画立案、補助金
の執行を行うのに対して、都道府県労働局は主に本省
で企画・立案した施策等の実施をしています。
本省業務は政策立案に関わる機会が多いため、自身が
携わった業務がテレビや新聞等に取り上げられる機会
も多く、スケールの大きい仕事ができるのが魅力の
一つです。

語学力は必要ですか。

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。

初任給について
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４年３月31日時点の額

福利厚生について、
教えてください。

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。

採用Q&A／採用窓口第10部 採用Q&A／採用窓口第10部
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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

大臣官房人事課採用・人事評価係

03-5253-1111（内線4424）

03-3595-2020

lab2022-2023@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




