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一般職（厚生行政）は、5つの視点・分野（官房、医療・保険、衛生、福祉、年金）で
社会保障のエキスパートとして、キャリアアップします。詳細はP35キャリアパスへ。
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「いきる」を、もっと、輝かせる力。
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厚生行政は、医療、衛生、福祉、年金など、国民一人ひとりの生活に

密接に関わる分野の諸制度を所管しています。

また、赤ちゃんから高齢者まで、すべてのライフステージで、国民の

皆様の暮らしをサポートしています。

社会保障制度は、給付の面でも負担の面でも国民生活にとって大

きなウェイトを占めており、家計や企業の経済活動に与える影響も

大きくなっています。

少子高齢化が進む中で、社会保障制度に関する国民の関心はより

一層高まり、将来にわたって安心できる制度を構築していくことが

求められています。

厚生行政を担う私たち職員は、国民の幅広い要請や期待に専門

的、効率的かつ総合的に応えていくため、日々奮闘しています。 
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国民生活を
根幹から支える

良質かつ適切な医療を
効率的に提供する体制の
確保に向けて

現在所属している部局の業務内容
　大臣官房会計課では、職員一人ひとりがしっかりと働くことができ
るよう福利厚生等の拡充、地方公共団体等に資金を交付する際の書
類の審査、前年度予算の監査、各部局の予算の編成や執行に携わり
ます。

現在の業務と印象深かった業務
　現在、私は複数の部局の予算の執行を担当しており、政策を効果
的に施行するために、適切な時期に適切な金額が使われているかを
管理しています。予算を効率的に執行するためには、予算の使途目的
（各部局の政策）を把握する必要があるので、部局の政策についても
日々勉強しています。なかでも印象深い業務は、予算書作成です。私
の席では、「丁号　国庫債務負担行為」を作成しています。国庫債務
負担行為とは、簡単にいうと「複数年契約」のことをいいます。令和元
年10月の消費税率引上げにより、令和元年度以降の金額を見直す必
要が生じました。そのため、各事項の各年度の消費税率や金額を入
念に調べ、場合によっては国税庁等にも照会をかけ、予算書を作成し
ました。
　消費増税という歴史的出来事の際に、前例のない業務（年度の途
中での引上げは初）に1年目で携われたことは、非常に感慨深いで

す。また、自分の作業が、前例として今後の参考になると思うと、やり
きったという感情が湧き、自信にもなりました。
　政策は予算があって初めて施行できます。会計課は、予算という観
点から各部局の様々な政策の施行を手助けすることで、厚生労働省
全体を見て、様々な部局の政策・課題・方針を知ることができる唯一
の部署です。

厚生労働省を目指す皆さんへ
　厚生労働省の業務は、「ゆりかごから墓場まで」と称されるよう
に、すべてが国民一人ひとりの生活に直結するものであり、刻一刻と
変化する現代社会においては、確かなニーズを把握し、それを速や
かに行政に反映していくことが大切です。社会に貢献したいといっ
た思いをお持ちの方は、ぜひ厚生労働省の門をたたいてください。
厚生行政を通じて、よりよい社会を一緒に作っていきましょう。
　最後になりましたが、公務員試験の勉強は大変で、苦しい時期が
続きますが、体調に気を付けつつ、最後まで諦めずに努力を続けて
ください。みなさんとこの職場で一緒に働ける日がくることを楽し
みにしています。

予算総括班予算第3係の1年

4月～5月 6月～8月 9月～12月 1月～3月

現在の業務内容
　救急・周産期医療等対策室では、救急医療や周産期医療等に関す
る業務を所管しており、その中でも、私はへき地医療に関する業務等
を担当しています。
　そもそも「へき地」とは、交通条件及び自然的、経済的、社会的条件
に恵まれない山間地、離島その他の地域のうち、医療の確保が困難
な地域であって、一定の要件に該当する地域のことであり、そうした
地域を減少させていくことが課題となっています。
　へき地の医療提供体制については、各都道府県の定める「医療計
画」に基づき、各種施策が実施されており、へき地医療係では、そうし
た取組に対する支援等に取り組んでいます。

業務を通じて感じたこと
　へき地保健医療対策として、へき地医療を担う医療機関の運営費
に対する補助や、施設・設備整備費に対する補助等を行っています
が、このような補助事業は、事業の目的・内容等を定めた文書に基づ
き行われます。

職員からのメッセージ（省内） Message

岩田 章裕 IWATA Akihiro

PROFILE

地域医療計画課
救急・周産期医療等対策室へき地医療係

平成28年
平成28年
平成30年

厚生労働省入省
医政局歯科保健課総務係
現職

佐野 椋哉 SANO Ryouya

PROFILE

会計課予算総括班予算第3係

平成30年
平成30年
平成30年

厚生労働省入省
大臣官房会計課管理室設備係
現職

大臣官房
医政局

予算関連の法令等や業務を勉強しつ
つ、予算の繰越手続きを行います。災害
等やむを得ない事情で執行できなかっ
た事業の中で、財務省・財務局から承認
をいただいた事業・金額について、各部
局や地方公共団体、会計検査院に通知
します。

各部局から会計課へ次年度の概算要求
が行われます。厚生労働省関連組織の
財政投融資をとりまとめる立場にあるの
で、財務省のヒアリングに同席し、会計
課幹部に概算要求案を説明します。幹部
の了承がもらえたら、８月末までに財務
省に概算要求案を提出します。

概算要求が終了すると、一旦業務が落ち
着くので、その間に予算書作成の準備を
行います。財務省の査定が完了次第、予
算書の作成を始めます。予算書は国会
に提出する資料であり、誤謬は許されな
いことから、文言・計数を入念に確認し
ます。

１月に予算案が国会に提出され、予算
委員会での審議を経て、３月に新年度
予算が成立します。新年度予算の審議が
行われている一方で、当年度予算の執
行の漏れ（会計課への登録漏れ）がない
か、入念に確認し、予算が適切に執行さ
れているかを確認します。

へき地医療係の1年

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

①前年度末に発出していた「へき地医療
現況調査」のとりまとめ。内容を確認し、必
要に応じて各都道府県へ照会。
②次年度の予算要求に向けて、課内の各
担当で検討した事項等についてヒアリン
グする場を設け、課題を整理。６月末の会
計課長要求に向けて、各種資料の作成。会
計課からの照会・査定への対応。

①「へき地医療現況調査」の調査時期の
見直しを検討するとともに、調査要領や
調査様式の見直しを検討。整理した調査
要領により、各都道府県へ依頼。
②８月末の財務省への概算要求に向
け、各種資料の作成。

① ●８月頃に発出した「へき地医療現況
調査」のとりまとめ。内容を確認し、必要に
応じて各都道府県へ照会。 ●各都道府県
のへき地医療担当者との意見交換等を行
う会議の開催に向け、研究班のメンバー
と日程調整や会場の確保。その後、都道府
県に出席者の調整等を依頼。
② ●財務省からの照会・査定への対応。
12月末頃に政府予算（案）の成立に向
け、各種資料の作成。 ●次年度事業の執
行に向け、実施要綱や仕様書等の見直し
の検討開始。

①へき地医療担当者との意見交換等を
行う会議の開催。当日の議事内容等の
整理を行った上、各都道府県へ情報提
供。
②委託事業等の事業実施者の募集・選
定に必要な資料の作成。

　文書の作成にあたっては、都道府県や医療機関等にとって、わかり
やすい記載内容となっているか等を注意しながら行いますが、それで
も一定数の照会があります。そうした際には、記載した内容と齟齬な
く、噛み砕いて説明する難しさを感じます。
　また、私たちの作成した文書に記載した内容が、補助金の交付可
否や交付額に影響するため、非常に大きな責任を感じます。

厚生労働省を目指す皆さんへ
　厚生労働省は、医療・子育て・介護など、人々の生活に密接する分
野の業務を多数所管しており、キャッチフレーズでもある「ひと・くら
し・みらいのために」、そんな思いを叶えることのできる職場です。
皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。
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厚生労働省入省
子ども家庭局保育課保育士対策係
内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付
参事官（障害者施策担当）付主査付
子ども家庭局家庭福祉課
母子家庭等自立支援室生活支援係
現職

子育てにおいて孤立せず、
地域全体で子どもを育てる
ことができるように

更なる国際間交流の
促進に向けて

現在の業務について
　現在私が所属する子育て支援課では、放課後児童クラブや児童館、
ファミリー・サポート・センター、地域子育て支援拠点等に関すること
を扱うほか、地方自治体が児童福祉施設の整備や保育・子育て支援
に関わる人材の育成を行うために必要な補助等を行っています。皆
さんの中には保育の問題に関心を持たれている方も多いかと思いま
すが、子育てにおける悩み、問題は保育所に入所できるかどうかだけ
ではありません。例えば、
● 子どもが一日中泣き止まず疲れてしまった
● 一日中子どもと向き合い続けており、誰にも弱音を吐けない。とに
かく誰か大人に話だけでも聞いてほしい

● 少しの時間だけ子どもを誰かに預けたいけれど、頼れる親族や知
り合いが身近にいない

● 子どもが小学校へ入学したけれど、共働きで帰りが遅くなるので、
放課後に一人にするのが心配
等、挙げ始めるときりがないほど、子育てにまつわる問題は多岐にわ
たっています。そして、子どもを一生懸命大事にしようと思うほど、親
自身が追い詰められてしまうのです。その負担を地域社会で共有し、
軽減するために、私たちは日々の業務に邁進しています。

印象深かったこと
　令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まり、日本におけ
る未就学児の子育てをめぐる環境が大きく変わりました。無償化を実
現するまでには、法改正のための国会審議をはじめとした様々な調
整があり、今後の課題も含め様々なご意見をいただきましたが、無事
実現することができ、かつその場面に携われたことは大変感慨深い
ものがあります。

厚生労働省を目指す皆さんへ
　当省の仕事は、日本に暮らす方一人一人が、今、そして未来におい
ても自分らしく生きることができるよう、移りゆく時代やあらゆる状況
を想定し、その困難ができる限り解消されるよう陰ながら支えること
だと考えています。直接国民の方々と接する機会が日常的にあるとい
うわけではありませんし、国の厚生労働分野を背負うということは当
然簡単なことではありませんが、日々の一つ一つの仕事が日本のど
こかで、誰かの笑顔を作っているかもしれないと考えると大きな原動
力になります。
　皆さんも厚生労働省で「ひと、くらし、みらいのために」私たちと一
緒に働いてみませんか。

永木 昂平 NAGAKI Kohei

PROFILE

国際年金課国際年金調整係

平成28年
平成28年
平成30年

厚生労働省入省
年金局総務課書記室
現職

鶴澤 智美 TSURUSAWA Tomomi

PROFILE

子育て支援課予算係

平成26年

平成27年

平成29年

平成31年

子ども家庭局

年金局

1年間の業務イメージ
4月～5月 6月～8月 9月～12月 1月～3月

地域の子育て支援（主に、地域子育て支援
拠点事業及び利用者支援事業）に携わる
人材向け研修の委託事業者の選定・契約
を行い、１年間に渡り全国で研修会を開催
します。研修の参加者にしっかりと学んで
いただけるように、当省の施策に係る資料
作成や、事業者との連絡調整を綿密に行
います。

来年度予算の概算要求に向けて、各局内で
来年度の要求内容を検討し、会計課と調整
を行います。国の予算には限りがありつつ
も、どの分野に関しても進めて行かなけれ
ばならないことがあるので、要求内容を認
めてもらうためには大変な労力が必要で
す。また、予算の計数を把握し、全体の調整
を行うため、細心の注意を払いながら様々
な作業を行う必要があり、大変忙しい時期
です。

子育て支援員や保育関係、子育て支援に
携わる方の養成、資質向上のための研修
を実施する自治体へ補助金の交付を行い
ます。補助金の交付のためには、まず実施
要綱や交付要綱を作成し、補助の条件を定
めた上で、申請を受け付けます。受け付け
た申請書はチェックをしっかりと行い、申請
が適正であることを確認した後に交付決
定を行います。
予算関連では、来年度予算案の国会提出
に向けて、財務省との調整を行い、概算要
求時同様、予算額の全体の調整に向けた
必要な作業を行います。

1月は通常国会が開会します。会期中は来
年度予算に関することや、提出のあった法
案、各施策等に関する質疑が行われ、議員
より通告のあった質問内容に関し、答弁作
成を行います。質疑当日は陪席を行い、答
弁者がより詳細な内容について問われた
場合に備えます。

社会保障協定を実施するまでのプロセス

現在所属している課について
　私が所属している国際年金課は、主に社会保障協定の締結・実施
に関する業務を行っています。
　社会保障協定とは、グローバル化している社会における国際的な
人的交流と経済交流の促進を目的とした二国間の協定です。
　社会保障協定を締結することによる効果の一つとして、海外に転
勤した方の滞在する期間に応じて、働いている国か自国のどちらか
一方の国の年金保険料だけを納めればよいことになり、海外に転勤
した方の大きな問題である年金保険料の二重負担が解消されるよ
うになります。

私の業務内容について
　私の主な業務は、社会保障協定を実施するために必要な両国間で
の事務手続きや様式についての調整を行うことです。調整を行うた
めに、相手国の担当者と対面で協議することもありますが、その際に
は、協議を円滑に進めていくための対処方針を事前に作成します。特
に自分が担当している国との協議の場合には、主担当として対処方
針の作成作業を進めていく必要があります。

　対処方針は、上司だけではなく、実際に事務を行っている日本年金
機構やその他関係省庁に対しても確認を行う必要があるため、完成
までには大変な時間と労力を要します。
　一方、実際に協議の場で相手国が日本側の提案を受け入れた時に
は、作成した対処方針が役に立ったと、とてもやりがいを感じます。ま
た、協議の現場では対処方針上には書き表せない上司の交渉術を目
の前で見ることができ、とても勉強になります。

皆さんへメッセージ
　厚生行政は、多岐にわたって国民に対して大きな影響を与える分
野であり、携わっている業務がメディアで取り上げられるたびにその
ことを実感しています。
　仕事をしていて大きな責任を感じるときもありますが、厚生労働省の
職員としてのやりがいや達成感は、他の職場では味わえないと思います。
　このパンフレットを見て少しでも厚生行政に興味を持っていただけ
たのであれば、まずは気軽に厚生労働省の業務説明会に参加しても
らえればと思います。
　皆さんと一緒に働ける日が来ることを楽しみにしています。

職員からのメッセージ（省内） Message

まずは、相手国制度を確認し、協
定締結可能性について検討する
ための予備協議を行います。そ
の後、社会保障協定の条文の交
渉を行う政府間交渉に入ります。

協定条文が合意に至り、政府間
交渉が終了すると、両国間で協
定に対する署名を行います。日
本では協定に対する署名が完了
した後に国会に提出し、承認を
得ることが必要です。

国会承認後、また、両国間の事
務手続きや様式についての調
整や国内政省令の整備等の協
定実施のための条件が整った
段階で、協定発効のための外交
上の公文交換の手続を行いま
す。これにより、協定の発効日が
確定します。

協定の発効日が確定した後は、
協定に関する周知広報を行い
ます（日本年金機構のホーム
ページ上での協定に関する情
報の掲載、企業関係者等を対象
とした協定の説明会（国内外）
の開催など）。

協定発効後は円滑に協定が実
施されているかを確認しつつ、
必要に応じて相手国と協議を行
います。

相手国との社会保障
協定について議論

協定の署名及び
国会承認

外交上の公文交換
社会保障協定発効に
関する周知広報

社会保障協定発効

係員 係員
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※上記のスケジュールは申請時期等によって異なります。

明日の生活を支える
社会づくりの担い手として

担当業務について
　精神・障害保健課では、主に障害者の方の保健の向上や、国民
の精神的健康の増進に関することを所管しています。その中で、
私は現在、精神保健福祉法に基づく入院制度や、精神保健指定医
という資格の指定に関する業務等を担当しています。具体的に
は、精神保健指定医の指定について有識者の意見を聴く会議（審
議会）の段取りなどの調整や、精神科病院等における安心・安全
な医療を提供するための研修に対する補助事業の実施等に携
わっています。
　日々の業務にあたっては勉強が欠かせません。たとえば、以前担
当していた自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するた
めの医療について医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療
制度ですが、障害者福祉に関する知見に加え、医療保険に関する理
解や、自己負担額の算定に利用している地方税に関する知識が必
要となります。分からないことがあれば自分で調べ、時には周囲の
人に教えてもらいながら、1つひとつ理解していく過程は大変では
ありますが、これらの理解が適切な判断の基礎となるため、丁寧に
取り組みます。

　また、精神・障害保健課には、実際に現場で働いた経験を持つ医
療職や福祉職の職員も多く在籍しています。業務を進めるにあ
たっては、事務系の職員だけでなく、このような技術系・専門職の
職員とも連携し、一丸となって対応していく場面が多くあります。専
門的な知識・経験に基づく視点や考え方を学べることは、この職場
ならではの魅力の一つです。

思いをかたちに
　厚生労働行政は、中央官庁の中でも特に国民の生活に密着し
た、身近な行政です。日々の業務は地道な作業や調整の積み重ね
も多く、華やかなものばかりではありませんが、培ってきた知識や
経験をもとに、明日の誰かの生活を支える社会の仕組みづくりの
一翼を担っていくこの仕事は、とても有意義な仕事だと感じていま
す。
　「ひとのために働きたい」という思いをお持ちの方は、是非その
実現の場として、厚生労働省という職場をご検討いただければ幸
いです。

現在の業務について
　社会・援護局では、地域福祉や障害者福祉などの施策の他、先の大戦に
おける戦没者の慰霊事業や戦没者のご遺族への援護施策を行っています。
私が所属する援護・業務課では、戦没者のご遺族や戦傷病者の方に対する
年金などの給付の制度を所管しています。
　その中でも、私の担当業務は、戦没者のご遺族（妻、子ども、兄弟姉妹な
ど）や戦傷病者の妻に対する各種給付金制度の運用です。
　このメッセージを読んでいる皆さんの中には、厚生労働省が戦没者の慰霊
事業を所管していることを知らない方もいるのではないでしょうか。厚生労
働行政は非常に広い分野を扱う行政ですが、このメッセージを読んで、まず
は「援護」という分野の仕事もあることを知ってもらえると嬉しく思います。

印象深かった業務
　毎年8月15日に、戦没者を追悼し、平和を祈念するための「全国戦没者
追悼式」が行われます。この式典は、社会・援護局の援護分野の職員が一
丸となって、事前準備や当日の式典運営に取り組んでいます。天皇皇后両
陛下をはじめ、三権の長や各界代表が一堂に会するこれだけ大きな式典

小山 あかね KOYAMA Akane

PROFILE

援護・業務課給付係長

平成19年
平成19年
平成20年
平成22年
平成25年
平成27年
平成28年
平成30年

厚生労働省入省
社会・援護局援護企画課外事室
社会・援護局援護企画課
大臣官房人事課任用班
出向（杉並区役所）
社会・援護局援護・業務課不服審査係長
社会・援護局事業課事業推進室事業第二係長
社会・援護局援護・業務課給付係長（現職）

髙橋 和那 TAKAHASHI Kazuna

PROFILE

障害保健福祉部精神・障害保健課
精神医療係長

平成24年
平成24年
平成25年
平成26年
平成28年

平成30年

厚生労働省入省
健康局総務課
健康局総務課指導調査室
大臣官房人事課
医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全企画課
自立支援医療制度に関する業務を経て、
現職

社会・援護局
社会・援護局

業務を通じて
自分自身も成長する

は滅多にありません。
　また、今年は元号が令和となってから初めての式典でしたので、例年よ
り更に緊張感を持って臨みました。

厚生労働省を目指す皆さんへ
　現職までの間、様々な分野の業務を経験しました。入省して10年以上
が経ち、社会人１年目だった頃の当時の上司と同じ立場になった今、思う
ことは「経験したあらゆる仕事が全て今の私の糧になっている」というこ
とです。例えば、人事課に在席していた際には、省内の部局や他省庁との
連絡・調整などを通じて、多くの関係者がいる業務におけるスケジューリ
ングの大切さを痛感しましたし、自治体出向中には、福祉事務所での現場
の第一線の職員として勤務する中で、「人の話を丁寧に聞く」という姿勢
の大切さを学びました。どの経験が欠けても、今の私はありません。
　厚生労働行政は、国民の生活に密着しているため、どの分野において
もその時代に応じた様々な課題があります。業務を通じて、自分自身が成
長できることは間違いありません。
　皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています！

精神保健指定医の指定について
（平成30年度前期指定申請分の場合）

6月～7月

精神保健指定医の新規指定に係る申請書類
が、各自治体を経由して厚生労働省に提出さ
れます。

8月～1月

申請書類の確認等を行います。また、審議会の
開催に向けて、準備を進めます。

2月～3月

審議会を開催します。審議会での有識者の意
見を踏まえたうえで、精神保健指定医の指定
の可否を決定します。

給付係の1年

4月～6月 7月～11月 12月 1月～3月

来年度予算要求事項の検討
来年度予算に計上したい事業や
項目を検討し、課内で打合せを行
います。
限りある予算を効率的に使うため、
請求受付が新たに始まる制度の広
報や、事務処理に必要な人件費、物
品など、細かく精査していきます。

実際に事務処理を行う
自治体向けの説明会の準備
給付係で担当している事業は、具体的な事務処
理のほぼ全てを自治体に委任しています。制度
を正しく運用するため、法律の趣旨や制度の成
り立ちはもちろん、具体的な事務処理の方法な
ども詳しく説明しなければなりません。
一番分かって欲しいポイントはどこか、どういう
フレーズを使ったら理解してもらえるかを考えな
がら、課長や課内の他の係とも相談しながら、資
料を作成します。

説明会の開催
各自治体から複数名が参加
するので、１００人超を収容
できる省内の会議室にて、間
に休憩を挟みつつ約２時間
の説明会を行います。

説明会後の各種照会の対応
説明会に参加した自治体から、「●●の方法であれば
もっと処理スピードが早まるのではないか」「資料の○○
の部分を再度説明して欲しい」など、様々な提案や質問
が来ます。給付係のメンバーで分担し、質問には返答し、
取り入れた方がより良くなる提案は、資料の該当部分を
修正し、新しくなる箇所を自治体にお知らせします。
自治体に対する監査の実施
上述のとおり、給付係で担当している事業は、実際の事
務を自治体が行っています。事務が適正に行われている
か、自治体へ訪問し、書類の点検や執務の状況確認など
を行います。

職員からのメッセージ（省内） Message

係長級 係長級
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現在所属している部局の業務内容
　私たちが暮らす日本においては、国民全員を公的医療保険で保障す
る国民皆保険制度のもと、誰もが安心して医療を受けられる医療制度
を実現し、世界最高レベルの平均寿命と保健医療水準を達成してきま
した。他方、進展する少子高齢化や経済情勢の変化に対応し、これから
もこの世界に冠たる国民皆保険制度を維持していくことが必要です。
　私が所属する保険局では、この目的を達成するために日々業務に
取り組んでいます。

現在の業務内容
　公的医療保険制度は、大きく職域保険である被用者保険、地域保険
である国民健康保険、高齢者を対象とした後期高齢者医療制度に分け
られますが、私はそのうちの後期高齢者医療制度における企画立案業
務を行っています。
　加齢に伴い医療にかかりやすくなる高齢者の心身の特性や生活実

態などを踏まえ、社会連帯の精神に基づいて、高齢者医療は現役世代
の支援金によって支えられています。
　こうした現状のもと、誰もが安心して医療を受けられる社会を維持
するために、高齢者と若者の間での世代間公平や、高齢者間での世代
内公平が図られるよう、高齢者の方々や職場の方々、関係者の方々な
ど、様々な方々のご意見を伺いながら日々業務に取り組んでいます。

厚生労働省を目指される皆様へ
　厚生労働省の所管は、国民の皆様の生活に直結する、身近で、重要
なものばかりです。　　　　
　身近なものであるからこそ、ミクロな視点が重要であるとともに、
日本の現状そして未来をどうするのかというマクロな視点も重要に
なります。国民の皆様の生活をどのようにより良くしていくのか、そし
て日本の現状、未来をどのようにより良くしていくのか一緒に考えて
いきませんか。皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

誰もが安心して生活できる
社会を目指して

えっ、これも厚労省なの！？
　「覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん
法」と聞いて、どこの省庁を思い浮かべますか？厚生労働省を思い浮
かべた人は少ないと思います。しかし、これらの法律は全て、私が勤
務する監視指導・麻薬対策課が所管しています。厚生労働省は、政府
の薬物乱用対策推進会議の事務局を担い、安全・安心な社会の実現
に貢献しています。

私の現在の業務
　違法薬物対策は、関係する省庁や自治体等が一丸となって、薬物乱
用未然防止のための広報啓発や密売組織の取締り等に総合的に取
り組む必要があります。そのような中で、私は、現在、主に青少年を対
象とした薬物乱用未然防止のための広報啓発と、地方厚生局麻薬取
締部の組織管理に従事しています。そして、課長補佐として、熱い想
いを内に秘めながら一所懸命に仕事をする部下の提案を形にし、ま
た、現場の第一線で昼夜を問わず頑張っている職員を本省からサ

成嶋 伸浩 NARUSHIMA Nobuhiro

PROFILE

監視指導・麻薬対策課長補佐

平成11年

平成17年
平成21年
平成22年
平成24年
平成26年
平成27年
平成28年
平成30年

厚生省（の地方支分部局に）入省
その後、本省へ異動。
大臣官房人事課主査
医薬食品局監視指導・麻薬対策課管理係長
医薬食品局書記室経理係長
医薬食品局監視指導・麻薬対策課総務係長
医薬食品局総務課総務係長
医薬食品局書記
大臣官房人事課課長補佐
現職

髙橋 智明 TAKAHASHI Tomoaki

PROFILE

高齢者医療課企画法令係主査

平成23年
平成23年
平成25年

平成27年

平成28年
平成31年

厚生労働省入省
保険局国民健康保険課庶務係
独立行政法人健康・栄養研究所事務部
会計課経理係
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
戦略企画部戦略企画課調整係
保険局医療課庶務係
現職

保険局

医薬・生活衛生局

安心・安全に暮らせる社会は
私たちの宝

ポートすることが、私の大きな役目です。
　先輩達による数々の取組の結果、日本における違法薬物の生涯経
験率は、諸外国に比べると格段に低く、安心・安全に暮らせる社会の
礎となっています。先輩達が残してくれた日本の素晴らしいところを、
更にバージョンアップして、次世代に引き継ぐことが、私の責務です。

皆さんへのメッセージ
　厚生労働省が第一志望の方も、未だ志望官庁が決まっていない方
も、是非、厚生労働省の説明会等に足を運んで、職員の生の声を聞い
てみてください。
　厚生行政の守備範囲の広さは皆さんの想像以上だと思いますし、
一般職で入省した場合、企画立案部門で働く職員の他、私のように人
事・総務部門での勤務が長い職員もいます。
　厚生労働省は、「日本をもっと良くしたい！」という想いの数だけ、
居場所のある職場です。厚生行政という泉に、皆さんの情熱と優しさ
を注いでくださることを心から願っています。

企画法令係の1年

1月～6月 6月～8月 9月～12月 年中

①1月から通常国会が始まります。国会
会期中には国会質問への回答作成を行
います。また、国会における質疑のフォ
ローなども行います。どのような質問が
きてもよいように普段から準備を行いま
す。
②予算概算要求に向けて、要求事項の
検討を行います。

①予算概算要求の時期です。関係団体
等からの要望に係る検討や具体的な要
求内容の精査について関係係と連携し
ながら対応します。
②後期高齢者医療保険料の算定や窓口
負担割合の判定を行う時期です。地方自
治体において疑義等が生じたものに対
して回答していきます。

①各地方との意見交換の時期です。役割
分担して各地方に出向き、制度の現状や
制度改正に伴う広報などを行います。ま
た、日頃の業務において困難なことにつ
いて共有し、必要な対応を検討します。
②予算案のセットの時期です。限りある
財源の中で必要な財源を確保できるよ
う調整を行います。

①制度変更等について、有識者で構成
された審議会で議論を行います。議論を
行うために必要な資料作成等を行いま
す。
②少子高齢化や経済情勢の変化を踏ま
えて、制度を公平で持続可能なものとな
るよう検討を行います。

違法薬物乱用の未然防止に向けて

5月～6月 6月～7月 10月～11月 12月～3月

『不正大麻・けし撲滅運動』
（5月1日～6月30日）

都道府県や地方厚生局麻薬取締部等
と連携して、自生している大麻やけし
を除去したり、大麻やけしに関する正
しい知識の普及に繋がる広報啓発活
動を行います。

『「ダメ。ゼッタイ。」普及運動』
（6月20日～7月19日）

都道府県や公益財団法人麻薬・覚せい
剤乱用防止センター等と連携して、国民
の皆さんに違法薬物の乱用問題に対す
る認識を高めてもらえるよう、街頭キャ
ンペーン等を行います。

『麻薬・覚醒剤乱用防止運動』
（10月1日～11月30日）

違法薬物の根絶を目指して各都道府県
で開催される地区大会に参加して、最
新の違法薬物情勢について講演等を行
います。

来年度の啓発関係事業や国民的啓発運
動の実施に向けて、予算を確保したり、
調達（事業者を決める入札など）を実施
したりします。また、新しい企画を考え、
イベントの内容を練ったり、関係機関や
事業者と打合せをしたりします。

職員からのメッセージ（省内） Message

係長級 課長補佐級
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厚生労働省を支える
職員の魅力 かがやく未来を

支えるために

現在の業務について
　私は人事課で給与制度に関する業務を担当しています。これまで人
事課で職員の採用、人事異動、人事評価、研修などの業務を経験し、
その中で給与に関わっていたつもりでしたが、実際に業務に取り組
むとその幅広さは想像を超えました。採用されたとき、昇進したとき、
といった職員としての各場面だけでなく、結婚したら、引っ越したら、
さらには休んだら、再雇用されたらといった具合に、職業人生のあり
とあらゆる場面に給与は関わっています。公平で適正な給与とは何か
ということに真正面から取り組むことができたことは、得難い経験だ
と思っています。

厚生行政の魅力について
　国家公務員の給与は、その時々の社会一般の情勢や各府省の人事
管理の状況等を踏まえて、制度の見直しや給与水準の改定が行われ
ています。私も関係省庁に対して厚生労働省職員の給与改定要求や
要望について様々な形で説明しています。そのためには、自身が厚生
労働省の仕事をよく知らなければなりませんし、説明する以上、我が

事として話をしなければ伝わらないだろうと思っています。入省後20
年以上経ちますが、あらためて取り組んだことは調べ、聞き、気づくと
いうことの繰り返しでした。そしてあらためて気づいたことは、厚生労
働省の仕事は国民生活に直接つながっていて、根底には人の暮らし
を支えたいという温かい思いがあって、全国でそんな思いのある職
員が使命感をもって働いているということでした。

これから働く皆さんへ
　厚生行政は非常に幅広い行政分野であることが特徴の一つです。
異動した新しいポストで思いもよらぬ経験、人との出会いがありま
す。何より皆さんの意欲と可能性を活かせる仕事がたくさんありま
す。興味を持っていただいたらぜひ気軽に訪ねてください。お待ちし
ています。

年金局事業企画課会計室の1年の流れ

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 通年

丸山 恵美 MARUYAMA Emi

PROFILE

人事課給与専門官

平成7年

平成9年

平成11年
平成13年
平成16年

平成17年
平成21年
平成24年
平成29年

厚生省入省
（大臣官房統計情報部保健社会統計課）
保健医療局国立病院部経営指導課
施設整備管理室
大臣官房政策課調査室
大臣官房統計情報部企画課情報企画室
大臣官房統計情報部企画課
統計企画調整室調整係長
大臣官房人事課研修補償係長
大臣官房人事課人事評価係長
大臣官房人事課任用班長、任用専門官
現職

大臣官房

七五三充 SHIME Mitsuru

PROFILE

事業企画課会計室長

昭和56年　社会保険庁入庁（年金保険部業務第２課）
昭和61年　保険局書記付管理係
昭和62年　東京都福祉局社会保険管理部
　　　　　 世田谷社会保険事務所徴収係
平成11年　老人保健局老人保健課医療係長
平成12年　保険局医療課医療係長
平成13年　社会保険庁年金保険部年金保険課
　　　　　 厚生年金管理係長
平成15年　年金局資金管理課庶務係長
平成17年　社会保険庁総務部総務課人事専門官
平成21年　社会保険庁総務部総務課長補佐
平成22年　年金局総務課長補佐
平成25年　関東信越厚生局総務課長
平成27年　年金局総務課長補佐（総括）
平成29年　九州厚生局指導総括管理官
平成31年　現職

年金局

給与班の1年の流れ

4月～6月 7月～8月 9月～12月 1月～3月

現在の業務
　公的年金は、国民の老後生活の大きな柱です。厚生労働省は、その制度の財政
責任・管理運営責任を負いつつ、一連の業務運営を日本年金機構に委任・委託し
て、制度運営を行っています。
その事業規模については、公的年金加入者（被保険者）約6,700万人、年金受給
権者約4,000万人、約220万社の事業所（会社）を対象としています。
年金保険料は、被保険者や事業所から毎月納められ、その金額は年間約39兆円
になっています。他方、年金受給権者への年金給付については、原則２月に１回
（偶数月）の決まった期日に支払いを行っており、その支給総額は年間約55兆円
となっています。
年金局は、年金制度の安定的な運営と負担の公平を確保するため、日本年金機
構と連携し、厚生年金保険の適用促進対策や国民年金の保険料収納対策を推進
するとともに、年金記録の管理、被用者保険適用、保険料徴収、年金給付及び年金
相談等の各業務を確実かつ迅速に行うよう取り組んでいます。
そして、これら一連の業務に必要な経費の要求、確保及び執行・管理を行う部署
が私の所属する年金局事業企画課会計室です。

印象深かった業務
　約35年間も国家公務員として勤務すれば、様々な部署で様々な業務を経験し
ます。色々な思い出がありますが、現在、年金局の事業部門にいますので、その関

●新年度が始まり、新規採用、人事異動な
どに伴う諸手当（通勤手当など）の認定
を行います。

●6月の賞与支給に向けた作業を行い
ます。

●次年度の給与改定要求に向けて要求事
項を検討します。課内で何度も議論して
形にしていきます。

●例年8月上旬頃に人事院勧告が行われ
ます。

●次年度の給与改定要求資料を作成し、
省内の要求資料をとりまとめ、８月末に
内閣人事局、人事院、財務省に対して要
求書を提出します。

●給与改定要求について、関係省庁（人
事院や財務省）に対して説明、折衝を行
います。年末に要求結果（査定）が示さ
れます。

●12月の賞与支給に向けた作業を行い
ます。

●国家公務員の給与の実態を把握するた
めの調査が行われます。

●給与改定要求の過程で明らかになった
課題などについて検討します。

係で振り返れば、健康保険や厚生年金保険において今では当たり前となった「総
報酬制」の導入に伴い、事務処理の構築を行ったことです。
　当時、総報酬制の事務処理を実施するために、届出方法変更の企業への周知
方法、届出様式の作成、事務処理のシステム変更等について、年金事務所等の現
場の意見を集約し、関係する部署やシステム開発担当企業への説明や調整等に
深夜まで従事していた記憶があります。
　総報酬制が導入されるとともに、私は他部署に異動となりました。企業が総報
酬制に慣れていない状況等もあり、事務処理が軌道に乗るまでには、様々な苦労
があったと思います。あれから約15年の歳月が経過し、今では総報酬制の制度に
も慣れ、その事務処理等も円滑に実施されています。現在、過去の苦労を思い出
しつつ、総報酬制の円滑な事務処理の実行に苦労して頂いた方々へ感謝をして
いるところです。

就職活動中の皆さんへ
　厚生労働省は、中央省庁の中でも国民に最も密接な立場にある役所です。健康
寿命が延伸し「人生100年時代」を迎える日本において、国民一人一人が健康に
生活できるよう制度構築や制度運営には様々な工夫が求められます。
　また、「働き方改革」の旗振り役である厚生労働省においては、職員の働き方も
世の中の注目を集めるところです。
　皆さんの熱い情熱と柔軟な思考を厚生行政に生かしていただきたいと思って
います。

●年金事業運営に必要な予算要
求について、年金局各課、地方
厚生（支）局及び日本年金機構
等における検討内容を踏まえ、
会計室において要求内容をまと
め、要求事項等を決定します。

●日本年金機構の決算書を財務
省に提出します。

●概算要求基準等を踏まえ、事業
運営に必要な予算を計上し、８
月末に年金特別会計業務勘定
の予算概算要求書を財務省に
提出します。

●年金特別会計決算書を財務省
に提出します。

●予算概算要求について、関係部
署、日本年金機構と調整を行い、
財務省との折衝を実施し、年末
の予算編成に向けて予算案の
精査を継続的に実施します。

●年金特別会計の財務書類を財
務省に提出します。

●１月に通常国会が召集され、予
算案が国会で審議されるので、
その対応（審議事項に対する答
弁作成等）を行います。

●予算の成立後速やかに執行でき
るようその準備を行います。

●翌々年度の予算概算要求に向
けた課題の検討を開始します。

●年金受給権者への年金給付の
支払事務を行います。

●日本年金機構への交付金の事
務を行います。

●年金局所管の国有財産の管理
等に必要な事務の調整を行いま
す。

●会計検査院の実地検査等への
対応を行います。

●年金局が調達する案件の事務手
続きを行います。

職員からのメッセージ（省内） Message

課長補佐級 課室長級
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働き方改革・休み方改革

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

働き方改革

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

働き方改革・休み方改革の取組の
実施状況を人事評価へ反映

その他の取組

厚生労働省では、「１億総活躍社会」の実現に向けた取組の中でも最大のチャレンジである「働き方改革」を、
省内職員についても積極的に推進しています。

働き方改革・休み方改革

2019.4.25 「厚生労働省改革若手チーム」立ち上げ
厚生労働省の20・30代を中心とした若手約40名によるチームを発足しました。

2019.8.26 厚生労働省の業務・組織改革のための緊急提言
アンケート、ヒアリングなどを通じて職員の多くの声を聴き 、
そこから見えた、あるべき組織の姿を描いたものです。
若手チームが言いっぱなしにする提言ではなく、
若手チームのメンバーを含めて、職員一人一人が意識を変え、
行動することで実現させていく組織の形を提案しています。

オフィス改革
執務室のフリーアドレス化を導入

●席が固定されていないため、組織内コミュニケーションが活性化
●打ち合わせ場所を確保する必要なし! 座席移動のみで打ち合わせ可能に
●書棚や書類の山がなくなることで冷房効率が向上

食堂等の使い方をもっと自由に

地下1階大食堂を営業時間外等に開放することで、

座席移動のみで打ち合わせ可能に

BEFORE AFTER

打ち合わせスペース 集中作業ペース リラックススペース

1

2実績

68%

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

19:58

H31年 H31年H26

272
人日

489
人日

5,854
人日

6,440
人日

9,779
人日

H27 H28 H29 H30

厚生労働省改革若手チーム

厚生労働省改革若手チーム

としての活用ができるようになりました
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▲県庁前にて同僚と
　（筆者中央）

▲カザン出張 ▲同僚と飲み会
  （筆者右手前）

▲友人と出場したトライアスロン
　（筆者左から2番目）

▲首里城

▲県庁前にて同僚と

▲カザン出張 ▲同僚と飲み会
（筆者右手前）

▲友人と出場したトライアスロン
（筆者左から2番目）

▲首里城

現在の業務について
　私の所属する沖縄県子ども生活福祉部は、生活保護、高齢、児童、障
害、地域福祉、平和援護、男女共同参画等、県民の生活そして生き方に寄
り添う幅広い分野を担当しており、県民からの期待も大きく、責任のある
職場です。日々の業務としては、県政の政策決定や議会調整等に関わる
とともに、市町村や現場の方々とのやりとりや外部での行政説明等を
行っています。

地方からだからこそ見える国のかたち
　出向により、地域の特性や課題、強みや弱み等を国の立場とは異なる
視点で目の当たりにすることができ、国の制度や仕組みを改めて勉強し、
地方にいるからこそ見える様々なことを考えさせられています。この経
験を踏まえ、国民生活に密着する厚生行政にとって、地方（現場）の声や
思いを制度に活かしていくことが極めて重要であることを再認識してい
ます。

　このように厚生労働省は、本来の国の業務のみならず、
出向を通して地方や現場での知見を広める機会もあり、自
らの人生をも豊かにすることができる魅力ある職場です。

厚生労働省を目指す皆さんへ
　人口減少、地域でのつながりの希薄化等、社会情勢が
大きく変化する中、今後、厚生行政の役割がますます重要
になります。
　これからも、国民と共に歩む、優しく、強くしなやかな厚
生行政を目指し、そして、誰もが平和で幸せに生活できる
世界に誇れるこの国の未来のために、一緒に思いを共有
し、力を合わせていきましょう。

国民と共に歩む行政

日露関係の最前線における業務
現在の業務について
　私はモスクワの在ロシア日本国大使館に出向していて、シベリア抑留
に関する資料調査を担当するほか、大使館の政務部で日露協議に関する
業務にも携わっています。
　シベリア抑留に関する業務では、主に大使館と厚生労働省の橋渡し役
を担っており、本省からの指示に基づいてロシア側の関係機関と交渉し
たり、ロシア側の関係機関から入手した情報を本省に報告したりしてい
ます。

大使館職員としての業務について
　大使館職員としては、主に日露協議に関する業務を行っています。
総理大臣が出席した国際会議に従事した際には短期間で対応する必要
があったため、時には意見の相違による衝突など苦しみを感じたことが
多々ありましたが、まさに「ОＮＥ　ＴＥＡМ」の精神で臨み、無事乗り
越えることができました。

学生の皆さんへ
　大使館は他省庁からの出向者が多く、本省とは異なる環境で仕事をす
るため日々学ぶことが多く、充実した時
間を過ごしています。
厚生労働省に入省した時は、自分が海
外赴任することを全く想像していません
でしたが、実際に赴任してみると、長く働
くうちに見つかる道もあるものだと実感
しています。
　皆さんも是非、厚生労働行政の一翼
を担う中で、自分なりの道を見つけてみ
てください。

佐藤 辰憲 SATO Tatsunori

PROFILE

二等書記官

平成17年
平成19年
平成21年
平成23年
平成25年
平成26年
平成28年
平成29年
平成30年
平成31年

厚生労働省入省 社会・援護局援護企画課外事室調査第二係
稲城市役所出向
社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室監査係
社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室経理係長
社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室地域支援係長
社会・援護局援護企画課経理係長
社会・援護局事業課調査第二係長
社会・援護局援護企画課援護経理係長
社会・援護局援護・業務課調査資料室調査係長
現職

在ロシア日本国大使館

現在（出向先の業務内容）
　現在、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所で、医薬品の開
発支援に関する業務に携わっています。
　行政による医薬品の開発支援は多岐に渡りますが、私が担当している
のは、医薬品を開発するバイオベンチャーや大学への出資に関する業務
や開発した成果をスムーズに製品化するためのサポートをする業務です。

出向先の業務を通じて感じたこと
　バイオベンチャーや大学など医薬品開発の現場では、様々な試行錯誤を
重ねながら少しずつ研究を進めています。
　開発担当の方に話を伺うと、国の開発支援体制や医薬品行政について
「こう変えてもらえると開発がより促進する。」「このような補助制度があると
有難い。」といった、当事者だからこそ感じる要望を頻繁に聞きます。こう
いった要望は、霞が関で仕事をしていると殆ど聞く機会はありません。
　このように、主観的な視点では気づくことができなかった、様々な意見や
考え方を知り、行政の在り方を多角的に見る目を養えることが、厚生労働省
から他の機関へ出向する最大のメリットだと感じています。
　
皆さまへのメッセージ
　厚生労働省の看板を背負って働く。それは大きな責任と権限を負うこ
とです。同時に国民の皆様の大きな期待を背負います。当然プレッシャー
も大きいですが、その分仕事のやりが
いは保証します。
　「日本の未来を創るダイナミックな
仕事がしたい！」そんな熱い志を持っ
た方は、是非厚生労働省職員として社
会人のキャリアをスタートしてみては
いかがでしょうか。

東澤 翔太 TOUZAWA Shouta

PROFILE

開発振興部 開発調整課 管理係長

平成19年
平成19年
平成20年
平成21年
平成23年
平成25年
平成29年
平成31年

厚生労働省入省
医政局経済課
医薬品食品衛生研究所総務部業務課
医政局指導課
医薬食品局安全対策課
医薬基盤研究所会計課
医薬・生活衛生局医薬品審査管理課許可管理係長
現職

医薬基盤・健康・栄養研究所

現在(出向先)の業務内容
　「公的年金制度」と聞き、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか？多くの
方が老齢年金を想像するかと思います。しかし、公的年金には、老齢年金
だけでなく、障害年金、遺族年金といった国民の皆様が安心して暮らせる
ための将来のリスクに備えた制度があります。
　そうした中で、日本年金機構は、厚生労働大臣から委任・委託を受け、公的
年金の一連の運営業務（適用、徴収、記録管理、給付など）を担っています。
　私は平成31年4月より日本年金機構中央年金事務所に出向し、国民年
金課にて、国民年金保険料未納者への納付勧奨と納付いただけない方へ
の滞納処分を担当しています。
　
出向先の業務を通じて感じたこと
　年金事務所で仕事をしているとよく耳にするのが、「年金は将来もらえ
るのか？」という質問です。長寿化による老後期間の伸張、社会構造の変化
によって、近年、年金に対する不安が大きくなっていると感じています。こう
した不安に対する質問にこそ、責任ある回答が求められると私は思いま
す。保険料を納付いただくことは、ご自身が将来年金を受け取るためにも
必要ですが、その時々の高齢世代の年金給付を賄うための重要な財源に
もなっています。そうした年金制度を支える根幹となる保険料納付に関し
て、社会の変化に応じた対策を考え実行することも大切な業務です。しかし
それだけでなく、年金制度の意義を伝え、国民の皆様と真摯に向き合うこと
で、不安を解消していくことも大切な業務の一つであると感じています。
 
皆さまへのメッセージ
　厚生労働省では、こうした不安を解消し、日本の未来を創るために責任
感のある仕事を様々なフィールドで経験できます。生活の土台を支え未来を
担う。責任感も大きいですが、やりがいも大きいです。
　これから入省を考えている皆様と一緒に働けることを心より楽しみにし
ています。

圓山 裕章 MARUYAMA Hiroaki

PROFILE

国民年金課

平成27年
平成27年
平成29年
平成31年

厚生労働省入省
年金局年金課企画法令第一係
年金局総務課書記室管理係
現職

中央年金事務所

国立研究開発法人

安心して暮らせる日本を創るために

日野 徹 HINO Toru

PROFILE

子ども生活福祉部参事

平成4年
平成6年
平成8年
平成12年
平成15年
平成21年
平成23年
平成25年
平成27年
平成30年

厚生省入省（社会局書記室）
老人保健福祉局老人福祉計画課
大臣官房人事課（職員係、研修補償係、給与係）
老人保健福祉局老人福祉計画課痴呆対策係長
障害保健福祉部企画課経理係長
東海北陸厚生局福祉指導課介護サービス指導官
社会・援護局総務課災害救助・救援対策室災害救助専門官
社会・援護局総務課課長補佐
社会・援護局地域福祉課課長補佐
現職

沖縄県

出向で得られる経験と視点とは

職員からのメッセージ（出向者） Message

年金事務所

自治体

他省庁

独立行政法人
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現在の業務について
　私は今人事係についており、主に職員の給与支給を行っています。直
接国民の皆さんへ繋がることはありませんが、職員あっての厚生労働省
であること、また、税金から給与を支給していることを忘れずに、適切に
支給しています。誤りが起こらないのが当たり前の仕事ですが、これは他
の業務にも言えることだとこの1年感じています。
　一つ前の部署では、補助金の執行や表彰事務を行っていました。厚労
省の所管業務は多岐にわたっているので、部署が変わると雰囲気がが
らっと変わるところに刺激があります。

地方出身者へメッセージ
　私は大学卒業までは関西で過ごしていました。東京で働きたくて、最初
は区役所を考えていたのですが、どういう業務に携わりたいかを考えた
結果、厚労省所管の業務がやりたい！となり、より多くの方にアプローチ
ができる、制度を整える側になりたいと思い決めました。実際、法改正が
間近で進んだときは、端くれでも力添えができて嬉しかったです。
　東京での生活は本当に楽しいです！仕事は忙しい時期もありますが、
職場の方も温かく接してくれたので、すぐに慣れることができました。仲
の良い同期もでき、仕事やそれ以外のこともたくさん話せます。上京を
不安に思っている方、なんとかなるので、前向きに考えてみてください！
皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

現在の業務内容について
　私は、厚生労働省全体の予算をとりまとめる大臣官房会計課予算班と
いう部署で、予算編成業務及び予算執行業務を行っています。予算編成業
務は、８月末に財務省へ概算要求を行うまでの省内要求のとりまとめや、
予算書関係の作業及びとりまとめが主な仕事です。予算執行業務におい
ては、成立した予算を執行するための作業・財務省との調整などを行って
おります。莫大な厚生労働省予算にかかる予算要求・予算執行業務に携
わっていることで、金額の大きさも然ることながら、その重要さについて、
日々、身に染みて感じているところです。

地方出身者へメッセージ
　私は、大学卒業までは地方にいましたが、就職を機に東京に来ました。
　就職活動は、地方と東京の両方で行い、短期間に東京と地方を行き来す
る必要があったため、その点は少し苦労しましたが、家族を含め、様々な
人の助けを借り、乗り切ることができました。
　私が厚生労働省を目指したきっかけは、業務説明会や官庁訪問などで、
厚生労働省の雰囲気の良さや働いている方に魅力を感じ、一緒に働きた
いと思ったことでした。
　新たな地で社会人として仕事を始めるのは、仕事面での不安のみなら
ず、見知らぬ土地での生活という面でも不安はありましたが、先輩方や同
期に支えられながら、徐々に慣れました。
皆さんも東京での就職にあたっては不安なことばかりかと思いますが、皆
さんと一緒に働けることを楽しみにしております。

藤山 貴英 FUJIYAMA Takahide

PROFILE

会計課予算総括班 予算第一係

平成27年
平成27年
平成28年
平成29年
平成31年

厚生労働省入省
政策統括官（社会保障担当）情報政策担当参事官室 予算係
政策統括官（統計・情報政策担当）情報化担当参事官室 予算係
大臣官房会計課予算総括班 予算第三係
現職

大臣官房

現在の業務について
　主な業務内容は、予算や補助金の交付です。具体的には、医療保険者が
行う特定健康診査・特定保健指導（メタボ健診）の事業や、医療保険者の
予防・健康づくりの取組を支援する事業等を行っています。
　補助金の交付は、申請書や報告書の内容を補助事業者へ電話やメール
で照会しながら審査し、省内の決裁を経て、各補助事業者への補助額を決
定・通知します。補助先が多く、量をこなすのに苦労しますが、上司や事務
補佐員と連携し、業務を遂行しています。
　また、より効率的な補助ができるよう、補助内容の見直しの検討や関係
団体との調整も行っています。今後の方針をメリットやデメリットを考えな
がら決めていくのは、面白くやりがいを感じるとともに、中には億単位の
予算が関わり、多くの補助先へ影響があるため、責任を感じています。

既卒者・社会人経験者へメッセージ
　皆さんの中には、全く異なる職種からの転職を考えている方も多いので
はないでしょうか。私自身、前職は医療関係職として約３年間勤めており、
事務職とは全くかけ離れていたため、正直なところ、最初はメールのやり
とりさえ分からず苦労しました。省内の業務は多岐に亘り、経験がない業
務への異動もありますが、業務を行う上で大切なことは、上司や他課との
調整力や会話力だと感じています。他企業で働いた強みを活かして、一緒
に働きませんか？藤野 亜莉沙 FUJINO Arisa

PROFILE

医療介護連携政策課 医療費適正化対策推進室
健康調整係

平成29年　厚生労働省入省
平成29年　現職

保険局

現在の業務について
　現在は、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備する業務に携わっ
ています。具体的には、病院や一般診療所、歯科診療所並びに保険薬局に
おける医業経営等の実態等の分析です。
　また、厚生労働省では、業務内容が非常に多岐にわたる分、多様な人材
がさまざまな角度から活躍するきっかけがあり、その分やりがいもある職
場だと感じます。

既卒者・社会人経験者へメッセージ
　私の前職は地方公務員でした。転職のきっかけは、東京で働き、さまざ
まな人やものに関わる中で、もっと大きなフィールドで自身の力を試して
みたいと感じたことと、自身のやりたい業務は本当に地元自治体でないと
経験できない業務か？ということに疑問を感じたからです。厚生労働省で
は、国民の方との距離が近い「窓口」と言われる業務に近い内容もある一
方で、本省でしか経験できないような業務もあり、経験できる業務が幅広
いということが大きな魅力だと思います。
　業務上、量・スピードを求められることも多くありますが、経験豊富でや
さしい先輩方や上司の助けもあるので心配不要です。職員に対する充実
したフォロー体制がある厚生労働省を働く職場の一つとして、是非検討し
ていただけることをお持ちしております！

村上 晃一 MURAKAMI Kouichi

PROFILE

医療課保険医療企画調査室主査

平成26年
平成26年
平成29年
平成31年

厚生労働省入省
医政局医療経営支援課職員厚生室共済係
大臣官房人事課研修補償係
現職

保険局

俵頭 美結 HYOUDOU Miyu

PROFILE

平成27年
平成27年
平成29年
平成31年

厚生労働省入省
統計情報部企画課審査解析室（統計審査第一係）
健康局健康課地域保健室（企画調整・指導係）
現職

既卒者のメッセージ地方出身者のメッセージ

統計情報総務室 人事第一係・給与係

政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）付
 参事官（企画調整担当）付

未経験でも活躍できる職場幅広い業務ができて勉強になる毎日

可能性を広げる社会・職場づくりを
目指して

誰もが活躍でき、成長できる職場
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子どもと共に成長できる職場

仕事と家庭の両立

　私は2007年に第1子、2009年に第2子を出産し、それぞれ1年間
ずつ育児休業を取得しました。出産後１年間以上育児休業を取得する
ことは当時すでに当たり前となっていたため、何の不安もなく取得する
ことができました。
　娘達が小さい頃はすぐ熱を出し、中耳炎になっては毎週耳鼻科通
い。朝ちょっと体調が悪そうだけれど、どうにかなるかなと保育園に預
ければ、結局どうにもならず、職場に着いてすぐに呼び出し、そのまま
とんぼ返りといったことも多々ありました。そんな時でも周囲のサポー
トは大変厚く、「仕事の代わりはいくらでも居るけれど、母親の代わり
は誰も居ない。熱のときは1分1秒早く帰ってあげて。」といった温かい
声をかけてもらい、安心して家に帰ることができました。
　そんな手のかかった娘達も現在はすっかり大きくなり、今夜は飲み
会に行くと告げると飲み過ぎないようにねと注意してくれる頼れる存
在に。また職場では責任ある仕事にも携わることができ、昨年度ニュー

スでも話題になった厚生労働省改革若手チームに所属し、活発な議論
に参加できたことは今後の人生の糧になる貴重な経験でした。
　ライフステージの変化（結婚・出産・子育て・介護等）に直面したとき
も、厚生労働省では多様な働き方が認められ、周りのサポートがある
ため、子供の成長と共に自分自身も成長し、変わらず活躍し、働き続け
ることができると思います。

6:00 9:30 11:00 15:00 19:00 23:00

起床
朝練の長女を起こして
朝食を準備し、その
後、次女を起こします。

出勤
メールをチェック。一日
の室内スケジュールを
室員にメールで共有し
ます。

打合せ
EBPMよろず相談対
応。各局担当者からの
施策の効果検証につい
ての相談を受けます。

若手チーム打合せ
オンラインで外部とコ
ミュニケーションを取
る活用方法の検討を行
います。

退庁
子供の夕食は母に任せ、
同期達と飲み会へ。

帰宅
バカ話で盛り上がった
同期会が終了し、帰宅。
ストレス解消になるもの
の飲み過ぎて明日が不
安に。

１日の流れ

岩田 幸子
PROFILE

政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）付
参事官付政策立案支援室政策立案支援係長

平成14年　厚生労働省入省
平成14年　大臣官房統計情報部企画課人事係
平成16年　大臣官房人事課大臣秘書官室
平成22年　大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課専門職
平成24年　大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課世帯統計室専門職
平成28年　大臣官房人事課人事評価係長
平成31年　現職

仕事と家庭の両立支援制度

IWATA Sachiko

出産予定日の6週間前から出産の日まで取得できる休暇

出産日の翌日から8週間を経過する日まで取得できる休暇

超過勤務が免除される制度

午後10時から翌日午前5時までの深夜勤務を制限すること

月24時間以内かつ年150時間以内に超過勤務を制限すること

勤務時間の始め又は終わりに、
1日につき2時間以内で勤務しないこと

出産する場合

３歳未満の子を養育する場合、 
又は父母等を介護する場合

小学校就学前の子を養育する場合、 
又は父母等を介護する場合

小学校就学前の子を養育する場合

３歳未満の子を養育する場合

小学校就学前の子を養育する場合

小学校就学前の子の養育、小学生の放課後
児童クラブへの送迎、家族の介護をする場合

妻が出産予定又は出産した場合

妻が６週間以内に出産予定又は
出産後８週間以内の場合

配偶者の就労状況にかかわらず休業できる制度

短時間で勤務又は１週間のうち希望する日に勤務すること

１日の勤務時間の長さを変えることなく始業・終業時間を繰り上げ
又は繰り下げて、勤務時間帯を変更して勤務すること

妻の出産に伴う入退院や出産の付き添い、入院中の世話、
出生の届出などのために２日間取得できる休暇

産まれた子への授乳や、上の子の保育所等への送迎などのために
5日間取得できる休暇

厚生労働省では、男性職員の育児休業取得率が50％を超え、“取得が当たり前”となりつつあります。（女性はもちろん
100%）職員の取得希望の確実な実現に向け、上司にバックアップ体制を整えるよう促すなど、「男の産休」（※）や育児休業
を取得しやすい職場環境の整備を進めています。
令和２年度より、子どもが生まれる全ての男性職員が、育児に伴う休暇・休業を１か月以上取得することが政府目標です。

育児休業等の取得状況

主な両立支援制度

男性職員の育児休業取得率

※「男の産休」とは、以下の２つの休暇制度をいい、

　あわせて５日以上取得することを目標としています。

13.8%

平成26年度

53.5%

3.1% 12.4%

平成30年度

厚生労働省

政府全体

女性職員の育児休業取得率

100%

98.5%

平成30年度

厚生労働省

政府全体

「男の産休」５日以上使用率

61.1%

平成26年度

84.1%

24.7% 67.8%

平成30年度

厚生労働省

政府全体

「配偶者出産休暇」（2日）
「育児参加のための休暇」 （5日）

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進し、働き方の見直しを図っていくことは重要な課題となっています。
厚生労働省では、仕事と育児や介護が両立できるよう、以下のとおり育児休業等制度を実施しています。

仕事と家庭の両立 Work Life Balance

産 前 休 暇

産 後 休 暇

超過勤務免除

深夜勤務制限

超過勤務制限

育 児 時 間

育 児 休 業

育児短時間勤務

早出遅出勤務

配偶者出産休暇

育 児 参 加 の
た め の 休 暇
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育児休業 育児休業

テレワーク育児時間

育児休業を取得してよかったこと
私は、第２子が産まれて２ヶ月後の４月下旬から５月下旬までの１ヶ月
間、育児休業（「育休」）をとりました。育休は第２子出産を契機にとりま
したが、３歳になった長男と毎日一緒にいたことで気付かされたことも
多かったと感じています。
休日だけしか子どもの面倒を見ていなかった私は、スプーンの使い方や
トイレの練習などは徐々にできるようになればいいよと悠長に構えてい
ました。しかし、子どもと妻が、昨日はできた、今日はだめだった、明日は
頑張ろうと、喜んだり泣いたり毎日奮闘していたことを知り、自分が子育
てを任せきりだったことに気づかされました。
たった１か月の育休でも、毎日一緒にいることで、子育てへの向き合い
方が変わったように思います。

両立に当たって大変なことと今後の目標
育休のほか、子どもの発熱などで休みを取るとなると、自分が処理でき
ない業務は上司や同僚にお願いしなければなりません。日頃から業務の
進捗や結果を共有するとともに、いざというときに上司や同僚に仕事を
お願いできる環境が必要です。
職員それぞれが異なる業務を担当しているため、自分の担当業務は自分
にしかわからないということはよくあります。細かいことまで全てを共有
することはできませんが、いつ休むことになっても、周りの職員がフォ
ローできることが理想だと思います。
最後に、両立というと自分の仕事にだけ目が向いてしまいますが、上司
や同僚の助けを必要とするからこそ、自身も上司・同僚を支えること、周
りを巻き込みながら自分も巻き込まれていく、そういう雰囲気が一番大
切なのではないかと感じています。育児も仕事もその両立も悩ましいこ
とばかりですが、どちらもまだまだ先は長いので、試行錯誤しながら、こ
れからも奮闘していきたいと思います。

育児休業復帰後、どのように仕事と育児を両立しているか
　私は2018年５月に出産し、約1年間の育児休業取得後、2019年4月に
職場復帰しました。育休によりブランクがあること、0歳の子供を保育園に
通わせながらのフルタイムでの職場復帰には自信がなかったことから、復
帰前に育児時間を取得することを決めました。現在、1日１時間の育児時間
を取得して、8時30分に出勤、16時15分に退庁しています。保育園への送
りは夫、お迎えは私という分担にしていますが、夫が出張等で不在の日は、
朝１時間の休暇を取得して、保育園に送った後に出勤しています。

両立に当たって大変なことと今後の目標
　時間の制約がある中では、出産前と同じように働くことが難しく、上司や
同僚に負担をかけてしまうこともありますが、助けてもらっている分、今自分
にできることをできるだけやろうという思いで、日々業務を行っています。
 平日の家での生活は、朝と帰ってから寝かしつけるまでの時間は特にバ
タバタで、子供の機嫌を見ながら、時間があれば何かの家事を進めておく
という状況になり、特に復帰直後は、気が休まる時間のない生活になかな
か慣れませんでした。また、まだ小さ
い子供がよく発熱し、出産前はほと
んど風邪をひかなかった私ですが、
子供から病気を移され、たびたび熱
を出してしまい、子供だけでなく、自
分の体調管理も復帰後の一つの課
題となりました。
　現在の業務は、あまりテレワーク
に向いていない業務のため行った
ことはありませんが、将来的にテレ
ワークも活用しながら、仕事と家庭
を両立していきたいと思っています。

育児休業を取得してよかったこと
　私は、平成27年に育児休業を取得しました。長期間取得することを決
めたとき、長く仕事を離れることに気が引けてしまうところもありました
が、思い切って取得することにしました。
　職場では任されていた仕事が滞ってしまう不安がありましたが、取得の
検討段階から相談にのってもらっていたこともあり、業務の引継ぎについ
て、時間をかけて行わせてもらえるよう配慮していただきました。
　取得してよかったことは、子どもの成長をじっくり見ることができたこと
です。おかげで、子どもとの距離をとても近く感じています。また、定期検診
や予防接種など、利用する立場で厚生行政の重要さを実感できたこともよ
かったと思います。
　子どもが生まれる予定の職員に、男性も含めて積極的に育休を取得す
るよう働きかけがあったこともあり、職場には、実際に制度を利用できる
雰囲気があります。

両立に当たって大変なことと今後の目標
　復職後の今は、残念ながら、帰宅する時間には寝てしまっていることが多い

ので、平日は朝ぐらいしか子どもと一緒に過ごせないのですが、ライフワーク

バランスに気を配って、少なくとも週に1度は子どもが起きて

いる時間に帰宅することを心がけています。そのために、仕

事を効率よく処理し、早く退庁できるよう考えながら業務を

行うようにしています。

　子どもの成長は早くて、本当にあっという間なので、で
きるだけ多くの時間を子どもと過ごし、その成長を見守っ
ていきたいと思っています。また、育児を通じて厚生労働
省の仕事の重要性を再認識し、そのことを活かして行き
たいです。

テレワークについてどのように両立しているか
　厚生労働省では働き方・休み方改革やワークライフバランス推進の取組
として全職員年２回以上のテレワーク実施を目標としており、特に子育てや
介護が必要な職員には非常に利用しやすい環境となっています。
　私は長女の誕生以降制度を活用していますが、昨年次女が誕生し、より
いっそう利用する機会が増えています。先日も午前中はテレワーク、午後は
休暇を取得し子どもを予防接種に連れて行きました。
　仕事の面では、テレワークにより業務が滞留しないよう、関係者とコミュ
ニケーションを密に取りながら進めることを心がけています。創造的な業務
はテレワーク中に案が浮かぶことも多いです。
　育児休業中の妻とともに子育てと家事を行いながら充実した時間を過ご
すことは、職場での家庭を忘れて仕事に集中する時間と、精神面でもいいバ
ランスがとれている気がします。小学生となった長女も協力してくれますし、
楽しみながら時に大変さを感じつつの毎日です。

大変なことと今後の目標
　今後、妻が職場復帰し次女が保育園に入園となると、送迎や急な呼出しが
発生しテレワークが増えるかもしれません。その場合、常にテレワークができ

る環境が整っていると安心して業務を進めることができます。
　ただ、国会会期中に発生する翌日の質疑に向けた作業は、現
時点でテレワークでは対応できていないため（紙の答弁、対面
での説明等）、早期退庁やテレワークが国会次第という日があ
り、まだまだ業務効率化の必要性を感じています。（その中でも
省をあげて業務改革に取り組んでいます）
　私の状況を考慮していただいている職場のみなさんや理解の
ある上司に感謝するとともに、支障なくテレワークでの業務が可
能となるよう今後とも私自身も努力できればと思っています。

鹿江 健 KANOE Ken

PROFILE

大臣官房
人事課任用班主査

平成22年
平成22年

平成24年
平成26年

平成28年
平成29年
平成30年

厚生労働省入省
雇用均等・児童家庭局育成環境課
子ども手当管理室財政第二係
復興庁交付金班
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
障害児・発達障害者支援室障害児支援係
雇用均等・児童家庭局総務課児童相談係
大臣官房人事課庶務班主査
現職

塩野 友久 SHIONO Tomohisa

PROFILE

医政局 
研究開発振興課 臨床研究推進係長

平成18年　厚生労働省入省
平成18年　医政局医事課
平成20年　健康局疾病対策課
平成22年　医政局医事課試験免許室
平成24年　保険局総務課保険システム高度化推進室主査
平成26年　医政局医療経理室主査
平成27年　育児休業
平成28年　医政局医療経理室主査
平成29年　医政局研究開発振興課主査
平成30年　医政局研究開発振興課臨床研究管理係長
平成31年　現職

田村 早樹子 TAMURA Sakiko

PROFILE

医薬・生活衛生局
医療機器審査管理課（併任）係長

平成20年
平成20年
平成21年
平成23年
平成25年
平成28年
令和元年

厚生労働省入省
医薬食品局血液対策課　
国立医薬品食品衛生研究所 総務部会計課　
医政局経済課　
大臣官房人事課　
医政局経済課　
現職

吉川 公一 YOSHIKAWA Kouichi

PROFILE

年金局 
企業年金・個人年金課 主査

平成15年
平成22年

平成24年

平成27年

平成27年

平成29年

社会保険庁（当時）入庁
保険局高齢者医療課主査
～後期高齢者医療の財政に関する業務を担当。
大臣官房会計課予算班主査
～保険局・年金局の予算に関する業務を担当。
政策統括官付情報政策担当参事官室（当時）主査
～省内の情報政策に関する庶務業務を担当。
年金局企業年金国民年金基金課（当時）主査
～厚生年金基金等の運営業務を担当。
現職

仕事と家庭の両立 Work Life Balance
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▲係内打合せ（筆者右手前）

▲執務室内の図書コーナー

▲職場の風景（筆者右奥）

▲課内飲み会（筆者右奥）

▲休日に友人と
　ラグビー観戦（筆者右端）

▲職場の風景（筆者右奥）

▲係内打合せ（筆者右手前）

自分なりに
職場の魅力を見つけて

次世代を担う
子どもの健全な育成を
目指して

　入省から現在まで、保育や母子保健など児童福祉に関わる業務に携
わってきました。現在は、子ども家庭局総務課少子化総合対策室という
少子化対策の総合的な施策を担当する部署で、他省との連絡調整や局
内のとりまとめ、子ども・子育て支援に関する調査研究の企画などを
行っています。例えば調査研究の企画業務では、その成果が制度の見

直しや予算の検討を行う際の重
要な資料になりますので、限ら
れた期間で効果的な研究が行
われるよう常に心がけながら、
有識者のご意見を取りまとめて
事業者の決定、研究成果の事後
評価及び研究費補助金の執行
に取り組んでいます。
　入省3年目に地方自治体へ出
向する機会があり、市職員として
保育所の入所事務や認可外保

育施設への指導等を行う業務を経験しました。そこでは、「保育所が決
まらず職場復帰できない」「病気の子どもを預ける場所がない」といっ
た切実な不安や行政へのご不満を市民の方からお話しいただくこと
が多くありました。この経験は今でも強く印象に残っており、どの業務
に携わったとしても国民の視点を忘れてはならないと自戒しています。
　出向を終えてからは母子保健施策の予算担当として不妊治療への
助成金や未熟児養育医療負担金の執行にも携わりました。その後、約
一年の育児休業を取得して現職に至ります。夕方に保育園のお迎えが
ありますので、早出勤務の制度を利用して他の職員より1時間ほど早く
出勤しています。朝の誰もいない時間帯に前日退庁後に届いたメール
の確認や期限の迫った作業を集中的に処理してしまい、日中はとにか
く時間を大事にして業務に取り組むことを意識しています。
　私は、子どもに関わる仕事をしている方が身近に多かったので、子

育て支援に興味を持って厚生労働省に入省しました。今は私自身も保
育所を利用して様々な支援を受ける立場になり、改めて自分たちの仕
事が人々の暮らしを支えるものであることを実感しています。
　入省すると異動が約２年毎にありますので、特定の業務に継続的か
つ長期的に携われる訳ではありませんが、どの部署に行っても尊敬す
る上司や仲間に出会うことができ、常に成長の機会があると感じてい
ます。地方自治体や民間企業からの出向者と共に働く機会も多いの
で、そういった方々に出向元での業務について聞くことも新しい視点
が得られる良いチャンスです。厚生労働省の仕事は「ゆりかごから墓場
まで」という言葉に象徴されるように、国民の暮らしに寄り添うもので
非常に多岐に渡ります。少しでも興味を持っていただいたなら、ぜひ
色々な職員の話を聞いて将来をイメージしてみてください。一緒に働
くことができたらとても嬉しいです。

平井 麻由子
PROFILE

子ども家庭局
総務課少子化総合対策室

平成23年　厚生労働省入省
平成23年　雇用均等・児童家庭局保育課
平成25年　岡山市へ出向
平成27年　雇用均等・児童家庭局母子保健課
平成30年　現職

HIRAI Mayuko

　入省1年目は、公衆衛生の向上や健康増進、各種疾病対策、結核・感
染症対策等を通じて、国民の健康を守る取組みを行っている健康局
で、他課や他部局との連絡調整業務を主に担当しました。また、通常業
務と並行して夏には原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に向けて広島・長崎
両市との日程調整、冬には自治体向けの健康行政に関する説明会を主
催しました。原爆式典では、台風の影響で省内参列者の移動手段に急
遽変更が生じ、式典直前まで日程調整を行うなど臨機応変な対応が求
められました。説明会では、配布する紙資料をタブレット端末で代替し、
ペーパーレス化推進という省内の新しい取組みを導入しました。
　現在所属している生活衛生課では、衛生的な生活環境を確保するた
め、理容・美容・クリーニングをはじめとした生活衛生関係営業の衛生
規制と振興、建築物における衛生的環境の確保、墓地や埋葬・火葬に
関する規制等を行っています。その中で私は生活衛生関係営業対策事
業費補助金の執行と理容師法・美容師法等を含む6つの法律に係る一
般の方や自治体からの疑義照会への対応を担当しています。1年目と

業務内容が180度変わり、
配属当初はメールを仕分け
ることで精一杯という状態
でしたが、係長をはじめとし
た多くの方々のサポートも
あり、外部の方とのやりとり
もスムーズに行えるように
なりました。また、補助金の
執行はスケジュール管理、
疑義照会への対応は適切
な回答をすることが重要で
あるため、係内でよく情報
共有をしながら仕事を進め
ています。
　私が約2年間で担当して
きた業務内容からも分かる
ように、厚生労働省の所管
業務は非常に多岐に渡り、
かつ各業務が密接に関連し
ています。多種多様な業務
で自分の好奇心を常に刺激
し続けながら働けることがこの職場の魅力であると私は感じておりま
す。もちろん初めての業務は慣れるまで大変なこともあると思います
が、一人で黙々と仕事をするというよりは、係や課全体で協力をして仕
事をすることも多く、周りには多くの部署を経験している大先輩がたく
さんいるので、不安に思う必要はないと思います。今、パンフレットを手
に取られている皆様も、この仕事のここが面白いな！魅力的だな！と感
じることのできる職場でぜひ働いていただきたいです。少しでもその
職場が厚生労働省であると感じた方がいらっしゃいましたら、是非一
緒に働きましょう！

井上 鈴菜
PROFILE

医薬・生活衛生局
生活衛生課

平成30年　厚生労働省入省
平成30年　健康局総務課
平成31年　現職

INOUE Suzuna

▲執務室内の図書コーナー

▲課内飲み会（筆者右奥）

▲休日に友人と

活躍する女性職員からのメッセージ Message
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医薬・生活衛生局　
血液対策課 献血推進係の一日

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

出勤
高校生向け
テキストの作成

今日はみんなで
ランチに行きます。
お腹すいたー！

お昼 制度改正の打ち合わせ 退庁

出勤
高校生向け
テキストの作成

今日はみんなで
ランチに！

お昼 疑義照会への対応 献血のイベント 退庁

　私たちの係では、献血の推進に関する業務を担当しています。具体的には、献血の推進に関する計画

の策定、ポスターやテキストなどの普及啓発資材の作成、献血運動推進全国大会の開催などを行って

います。都道府県や採血事業者である日本赤十字社など多くの関係者と協力し、一人でも多くの方に献

血にご協力いただけるよう、日々業務に取り組んでいます。

係長

係員

係員

大山 和仁
OYAMA Kazuhito

加邉 光
KABE Hikari

ワークスタイル（係長・係員の1日） Work Style

係長

出勤したらメールと今日のスケジュー
ルを確認！血液対策課では朝メールを
実施しており、スケジュールなどを課
内全員と共有しています。

係員が作成した構成案をチェックし、お
互いに意見を出し合います。どういう
内容にすれば献血に興味を持ってもら
えるかな。こういう特集はどう？

出勤したら、メールと今日のスジュー
ルをチェック。やることを整理して、課
内に朝メールで報告します！

全国の高校に配布するテキストの構
成を考えます。原案を作成して、係長
と打ち合わせをします！

都道府県からの疑義照会への対
応。関係する法律などを調べて回
答します。判断に迷う時は、係長に
も相談します！

イベントの記者発表会に出席！当日
の動きをしっかり確認して、漏れがな
いようにしないと…。

仕事終わりは、同期や友人とよくご飯
に行きます。この日は、大学の友人と
ご飯に！

課内で省令・通知の改正について打
ち合わせ。より良い制度になるよう、
皆で意見を出し合います。

早く帰れた日は家族みんなで夕食。
その後、娘が主催するおままごとに出
席。この時間が明日への活力になり
ます！
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職員の一日 職員の一日～係員～ ～係長～

　日本は国民皆保険制度であり、全ての国民が公的医療保険に加入しています。その公

的医療保険のうちの一つが、私の配属されている課で所管している国民健康保険です。

国民健康保険課が取り扱う業務は、制度の運営や法令の改廃、保健事業の運営評価等、

多岐にわたりますが、私が携わっているのは、国民健康保険の財政に係る業務です。国

民健康保険の保険者である市町村や都道府県が行った、保険料軽減や医療費適正化等

の様々な取組みに対し、保険者・被保険者の負担軽減を目的として国が保険者に交付す

る補助金等の執行を主に行っています。

垣内 彩佳 KAKIUCHI Ayaka

保険局
国民健康保険課財政第二係

年金局
年金課企画法令第四係長

　公的年金は、老後生活の基本を支える機能を果たしています。この国民生活の安心に

つながる重要な機能を果たし続けられるようにしていくことが何よりも重要です。その

ため、定期的に法律改正を行い、公的年金制度を持続可能なものとしています。年金局

年金課では、国民年金・厚生年金保険制度を所管し、企画・立案業務を行っています。４

つある係のうち、企画法令第４係では、平成27年に施行された被用者年金一元化法を

担当し、疑義照会対応、必要な見直しの検討等を行っています。

篠田 豊 SHINODA Yutaka

ワークスタイル（職員の1日） Work Styleワークスタイル（職員の1日） Work Style

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

　まずは、前日の退庁後にきているメールがないか、メールチェックを行

います。チェックが終わったら、緊急性の高い業務から取り組みます。

　今日は、都道府県宛てに発出する予定の通知について、通知案や

通知の趣旨等を係長と補佐に共有し、問題ないか確認してもらいま

す。誤字脱字がないか、数値や年月日に誤りがないか等、決裁前の確

認は気が抜けません。

　決裁が終わったら、通知を発出し、係内や課内で共有します。

出勤

　都道府県から電話やメールで疑義照会がくるので、その対応をしま

す。照会内容は、申請方法や今後のスケジュール、交付基準の考え方

について等、様々です。過去の対応と矛盾しないよう、過去の事例もよ

く調べる必要があります。過去の事例等から判断して回答できるもの

以外は、係長と相談して回答方針を決めます。

　係長に相談したり回答内容を共有したりする際は、一度自分で整理

して考えをまとめてから話しかけるよう、心がけています。

午前

　都道府県や市町村が国から交付金等を受け取るための申請書を、

システムで作成させている場合は、交付基準に変更が生じたら、誤り

なくシステムへ反映させる必要があります。

　今日はシステム検証会といい、変更点を反映させたシステムが問題な

く作動するかどうか最終確認を行う日です。変更される計算式等の仕様

について、メールや電話で何度も業者とのやりとりを重ねてきましたが、

検証会が無事に終われば一安心です。

午後

　交付金等の過去の執行額や、申請データに含まれる基礎データ等の数

値提供依頼がきていたら出来る限り迅速に対応します。同じ課の他係か

ら依頼されることが多いですが、他課から依頼されることもあります。

　最後に、明日やるべきことをリスト化し、優先順位を考えてから帰りま

す。また、明日以降、係の上司や他課に確認してもらいたい案件がある場

合は、上司や他課のスケジュールを確認し、説明に入るタイミングを考え

ておきます。

退庁前

　出勤後は、まずメールチェックと本日の予定の確認です。年金課の職

員は省内に限らず、省外においても説明を行う機会が多くあります。決

められた時間にきちんと説明ができるようにフォローを行います。その

ため、どこでどのような動きをするか把握し、必要なフォローを行うのも

重要な業務の一つです。また、急遽予定が入ることもあるので、自分の

担当する業務だけではなく、今、年金課がどういう状況にあるのか把握

することが重要です。

出勤

　公的年金制度は、20歳以上の全ての人が共通して加入する国民年

金と、会社員が加入する厚生年金があります。なお、平成27年の被用

者年金一元化法の施行により、共済年金に加入していた公務員等も

厚生年金に加入しています。このため、共済法の解釈など他省庁とも

連携する場面が多くあります。厚生年金と共済年金の違いを理解して

おかなければ、今起きている問題に対処できないので常に勉強が欠

かせません。

午前

　法律改正の準備です。条文を作成し、内閣法制局での審査を受け、国

会に提出するまでの一連の作業に携われることは年金課の魅力の一つ

だと思います。現在の年金制度の問題点を理解し、どういう条文にすれ

ば解決できるか、前例になりそうな条文を探しながら検討します。そし

て、現行の条文と改正後の条文を並べた新旧対照条文を作成し、他の

条文と齟齬がないかチェックしつつ、改正の趣旨、規定の内容等を説明

する資料を作成します。

午後

　条文案は一日ではできません。出来上がったと思っても、その条文で

滞りなく年金をお支払いできるか、他の条文との関係、実務への影響も

考慮しないといけません。このように法律改正は簡単ではありません

が、自分一人だけではなく、課内で何度も議論して作り上げていきます。

そのため、今日までにやれたことを整理し、明日につなげます。帰宅中

のふとした瞬間に条文案が思いつくこともあるので、頭を整理すること

も大事な仕事の一つです。

退庁前

平成29年入省 平成14年入省
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入省して半年が経ちましたが、今の仕事の
「やりがい」や「印象に残っていること」は何ですか？
萩原さん　私は今、国民生活基礎調査という調査の担当をしています。ひとくちに
調査といってもただ単に質問に答えてもらうだけではなく、調査前には質問項目や
対象者を考えなければいけませんし、調査後にはデータの集計と公表作業がありま
す。また、今年の調査と並行して前年の調査結果の集計や翌年の調査の企画が行わ
れ、こういったことは、回答する側ではなく、調査を実施する側にならないと分からな
いことなので印象に残りました。
　自分が作っている統計が厚労省の政策として目に見える形になることは少ないで
すが、統計やデータを見ないと現状は分かりませんし、厚労省の各政策の元になっ
ていて、色んなところに活かされていると思うと、やりがいを感じます。

根本さん　私は現在臓器移植に関わる仕事をしています。入省前はこの分野につ
いて何も知らず、この係になった当初はとても不安だったのですが、専門の医系技官
の方などに基本的なことから教えていただき、学んでいく中で段々と業務に携われ
るようになってきました。
　限られた人数で予算業務、国会対応、会議の開催、陳情対応、普及啓発などを行う
ため、業務量は多いですが、その分幅広い業務に携われているのはすごく勉強にな
り、やりがいを感じています。

時松さん　私は障害保健福祉部で予算係をしています。予算のとりまとめや、大阪
にある国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）の運営管理、大臣表彰に携わっていま
す。日頃から障害のある方と関わっていて、毎日充実しています。　
　個人的に印象に残っているのは、官邸や皇居に入ることができたことです。一年目
にこのような機会に恵まれることは稀とのことで、大変貴重な経験となりました。

矢柄さん　私は医政局の医療経理室に配属されたのですが、主な業務は補助金の
執行業務で、具体的には研修医が臨床研修を行うための補助金を担当しています。
業務としては、都道府県から申請がくるので、内容や金額が適切であるか、基準に合
致しているか等を審査し、会計課との調整を経て、補助金という形で財政的な支援
を行っています。その中でも、周りとうまく業務を調整し、スムーズに審査が通るとき
は非常にやりがいを感じます。

江口さん　私は、年金局の企業年金・個人年金課にいて、年金は3階建てとよく言わ
れるのですが、その3階部分の私的年金を所管している課に所属しています。私的年
金の中にも様々な制度があり、確定給付企業年金という給付が確定している年金制

度を採用しているところの規約を審査・承認する業務や件数のとりまとめ、ホームペー
ジへの掲載など業務内容は多岐にわたります。業務上関わる機会の多い厚生局の年
金関係の方や一般の方から様々な質問を受けます。最初は分からないことばかりでし
たが、私は丁寧に答えたいと思っていて、丁寧に答えていくうちに段々と関係性が出
来て、感謝していただくこともあり、そういう時にこの仕事をやっていて良かったとや
りがいを感じます。本当に最初は年金のことすら分からず、その上の私的年金なんて
分かるはずないと思ったのですが、周りの方に聞いたりして、まだまだだと思うのです
が、だんだん知識もついてきて、答えられるようになってきているところです。

上司や先輩職員、職場の雰囲気は
どう感じていますか？
萩原さん　私の部屋、係の環境はすごく良いです。休暇も柔軟にいつでも取らせても
らえていますし、仕事をしていく中で、些細な疑問でも聞いたら本当に丁寧に教えても
らえて、皆さんに見守られながら仕事をしているのをすごく感じられる職場です。

根本さん　私のいる係は３人程度で少人数なので、基本的に全ての業務に全員で
取り組んでいます。予算の執行業務から国会対応等の大きな仕事も、全てまず３人
で話し合い、方向性を決めて分担しているので、一つのチームとして取り組んでいる
感覚があり、楽しく充実しています。
　8月に係長が代わり、新体制の中で大変なこともありましたが、その分話し合いな
がら進めていく意識が強まり、雰囲気もとてもいいと思います。

時松さん　私の部屋は入った当初のまだ緊張していた時に、個別に最近どう？大
丈夫？大変じゃない？と話しかけてくれる方が多くて、それがすごくありがたくて、い
いなと思いました。部屋には若手や女性の職員も多くいて、業務で難しい問題に直
面した時も、相談しながら作業しています。係長も他の係の先輩もちゃんと手を止め
て聞いてくれるので、すごく話しかけやすいです。

矢柄さん　医療経理室は上司も先輩もユニークな人が多く、分からないことを聞
いても嫌な顔をせず笑顔で答えてくれます。異動により係の中の人数が8人から6人
に減り、仕事が増えたのですが、Oneチームになって頑張っています。係長や先輩と
飲みに行くことや、隣の係の人も気さくで良い方ばかりなので一緒に飲みに行くこ
ともあり、ストレスなく仕事ができています。

江口さん　私の課も皆さんと同じように雰囲気が良くて、私は雑談するときがす
ごく面白くて、話しかけてくれる人や通り際にお菓子を置いてくれる人がいて、そう
いうのでコミュニケーションを
とっていて、楽しいと感じてい
ます。
　国会で年金が議題になると
忙しさが増すのですが、そうい
う時でも国会当番でない人は
帰っていいよと言ってくれます
し、休暇についても、最初は休
めないイメージがあって大変だ
と思っていたのですが、マンス
リー休暇の制度もあって、働き
やすい環境です。

たくさんある就職先の中で、
厚生行政に興味を持ったきっかけは何ですか？
萩原さん　昔から人のために働きたいと思っていて、それを一番実現できるのが厚
労省だと思いました。厚労省の仕事はよく「ゆりかごから墓場まで」と言われますが、
子育て、医療、年金、福祉と、日本に住んでいる人で厚労省の業務に関係ない人は誰
もいないのではないかと思うくらい幅広い業務を行っています。厚労省に入れば、日
本の色んな人のために働けると思いました。

根本さん　民間の会社と違って金銭的な利益を中心に考えるのではなく、誰かの
ために役に立てるという部分が大きいのがすごくいいなと感じています。税金を使
うから批判されることも多いかもしれないけど、「やって当たり前、できて当たり前」
なことをしっかりとこなしていくところがいいなと思ったのがきっかけです。
　お金を払わなくても全ての人が享受できるものを作り出していく業務内容に共感
しました。

時松さん　祖母が会話に福祉用具を用いていたのですが、困難を抱えつつも、ス
ポーツ活動や社会参加を積極的にやっていたので、そういうことに携われたらと、障
害を持った人だけでなく、全ての人が様々な選択肢を持って暮らせる社会を作って
いけたらと思い、厚生行政に興味を持ちました。
　実際に入省してみて、障害にも多様性があり、活躍している人が大勢いることを
間近で感じています。

矢柄さん　私の地元である北海道で地震が起こり、水道が止まったのですが、厚労
省の採用パンフレットで、医薬・生活衛生局では水道関連の業務があるというページ
を見て興味を持ちました。
　もともと人の役に立ちたいという思いがあって、厚労省に入れば何でも人の役に
立てると思ったので、公務員を志望しました。

江口さん　大学に入る頃は保育士になろうと思って保育を専攻していて、大学4年
間の中で実習に行く機会がたくさんあって、その中で保育士の方や子どもたち、保
護者の方と話していくうちに、保育士として子どもたちを支えるのではなくて、保育
士も子どもたちも保護者も支えていきたいと思うようになりました。その時にパンフ
レットか何かで見て、厚労省だったら子育てや子どもに携わることが出来ると思って
目指そうと思いました。

忙しい毎日かと思いますが、
休日はどのように過ごしていますか？
萩原さん　ディズニーの年間パスを持っていて、休日はもちろん、平日の仕事終わ
りにふらっと行くこともあります。カラオケや買い物も大好きで、ずっと家にいる日は
ほとんどないですね。

矢柄さん　地元の友達と休みを合わせて、ゴルフのコースをまわったり、打ちっ放
しに行ったり、たまに同期と飲みに行ったりします。ゴルフは友達に誘われて6月くら
いから始めて続けていたら上手くなってきてすごく楽しいです。

根本さん　自分のサッカーチームを持っていて、休日はよくサッカーをしています。
厚労省にもフットサルのチームがいくつかあって、この前、矢柄さんと一緒に参加し
ました。

時松さん　たまに地元大分の友達がこっちに来て自分の家に泊まることもあって、
この前は浅草に行ってきました。もちろん休日は毎回外出するわけではなく、出かけ
るときは出かけて、疲れた時はお家でゆっくり過ごしてメリハリをつけています。

江口さん　私も出かけたり出かけなかったりで、地元の大学が一緒でこっちにいる
友達や関西に就職した友達が遊びに来たりして、一緒に遊びに行ったりします。猫
が好きなので猫カフェに行きます。

最後に、就職活動中の皆さんへ
メッセージをお願いします！
矢柄さん　みんな良い人たちで働きやすい環境なので、勉強は大変かもしれない
けど、頑張ってください。

根本さん　今、勉強や面接の対策を
している方は、就活で頭がいっぱいに
なっていると思います。厚労省や公務
員を目指している方に限らず、民間を
目指している方も、入った後に何がや
りたいのか、自分がどのようになりた
いのかを考えて進路を選んでいくと、
その先につながっていくと思います。

江口さん　厚労省は働いている人も仕事の内容もすごく魅力がたくさんあって、こ
こに入って仕事をしていると、国民の役に立っているのを実感することができます。
今、頑張っている人たちは、目標に向かって一生懸命頑張ってください。

萩原さん　私は、試験期間中も体育会系の部活を続けていたので、苦しい時はあり
ましたが、どちらも諦めたくないという気持ちで乗り切りました。私のように辛い時
期があっても、公務員になりたい、厚労省に入りたい気持ちがある方は、ずっとその
気持ちを忘れずに夢に向かって頑張ってください。

時松さん　就活全般に対して言えると思いますが、志望理由や軸がないとブレブレ
になってしまう感じがするので、厚労省に限らず、自分が何故そこに行きたいのか、
就職するうえで最も大事にしたいことは何かというような軸を持って就職活動をす
るといいと思うし、面接の時の対策になると思うので、ぜひ頑張ってください。
　厚労省は大変なこともありますが、尊敬できる人も大勢いらっしゃいますし、官邸
や皇居に入るなどわくわくすることもたくさんあります。皆さんと一緒に、そんな経
験ができたらいいなと思います。

今日は、入省1年目のフレッシュな5名に集まってもらい、
現在の業務や職場の雰囲気などのテーマについて
お話をしていただきましたので、生の“声”をお届けします！

矢柄 亮
医療経理室決算第一係

医政局

江口 夢

企業年金・個人年金課
企業年金係

年金局

萩原 裕子

（企画調整担当）付 世帯統計室
国民生活基礎統計第一係

政策統括官付参事官

根本 拓実

難病対策課移植医療対策推進室
臓器移植係

健康局

時松 夏実

障害保健福祉部企画課
自立支援振興室予算係

社会・援護局

座談会1年目職員による

1年目職員による座談会 Round Table Discussion
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1年目職員アンケート Message from New Staff

入省の決め手は何ですか？

入省前と入省後で感じたギャップはありますか？

職場の雰囲気はどうですか？
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人々の生活をより快適で豊かな
ものにする業務に携わりたい、
という思いが公務員を志望した
理由です。厚労省は国民の生活
に幅広く関わる省庁であるため
特に魅力的に感じました。また、
官庁訪問の際の職場や職員の
方の印象も入省の決め手となり
ました。

医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全企画課

厚生労働省を志望した理由は、
各中央省庁の中で最もやりがい
を感じたからです。日本で生活
する人々の様々なライフステー
ジに合わせてサポートできるこ
とに魅力を感じ、厚生労働省に
入省することを決めました。

大臣官房会計課経理室

官庁訪問で厚労省の業務に魅
力を感じたことが決め手です。
どの業務も国民生活と密着して
いるため、どの部署に配属され
ても必ず国民の役に立つ仕事
に携われると考えました。

政策統括官付
情報システム管理室

厚生労働省で行っている業務は
どれも国民の暮らしに深く関
わっており、より多くの人の役に
立てると思ったからです。

年金局
企業年金・個人年金課

入省後はグループ内で異動する
と説明会で聞いて、入省したら
ずっと児童福祉行政の最先端に
関われると思い、厚生労働省で働
くことに魅力を感じたからです。

子ども家庭局
家庭福祉課

やはり一番の決め手はやりがい
です。全体の奉仕者である公務
員の中でも、特に本省の業務は
人々の「生命」を直接支えるも
のです。限りある命、その瞬間瞬
間を必死に生き抜くことが幸せ
だと私は思います。今の業務で
も、拙くも間接的にその手助け
が出来ていると実感でき、早く
成長していきたいです。

政策統括官付参事官（企画
調整担当）付審査解析室

厚生労働省に入省した決め手は、ど
の業務も国民の生活を支えることに
つながり、とてもやりがいのある仕
事だと感じたところです。

年金局事業管理課

厚生労働省の業務は「ゆりかごから
墓場まで」人々の生活を支える、最も
重要なものだと思ったからです。ま
た、厚生労働省の業務は大変幅広
いですが、そのどれもが人々の生活
に直結する身近なものであり、そう
いった業務に携わることに責任とや
りがいを感じたからです。

政策統括官付参事官
（企画調整担当）付世帯統計室

福祉行政に携わりたく入省しまし
た。また、厚労省の果たすべき大き
な役割のもと、常にやりがいを持っ
て働けると思ったことも決め手の一
つです。

社会・援護局
事業課事業推進室

業務が幅広いので様々な経験を積
むことができるということと国民の
生活に密着している業務が多いが
ゆえに自分の仕事にやりがいと責任
感をもって業務を遂行することがで
きると思い厚生労働省に入省するこ
とを決めました。

医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全企画課

学生時代、ボランティア活動に打ち
込む中で世の中に貢献できるよう
な仕事がしたいと思い公務員を目
指しました。その中で厚生労働省の
ゆりかごから墓場まで、国民の実生
活に根ざした事業等に取り組めるこ
とに魅力を感じ、厚生労働省に入省
いたしました。

年金局事業企画課

国家公務員に対して「お堅い」イ
メージを持っていましたが、実際は
そんなことはなく、アットホームな雰
囲気の中で仕事ができています。忙
しいときもありますが、上司はもちろ
ん、周りの人もできる限りフォローし
てくれるので、非常に働きやすい職
場であると感じています。

健康局
結核感染症課

思っていたより雰囲気が良く、休暇
も取りやすいところです。お盆は４
日休暇を取り、９連休でゆっくり過ご
すことができました。また、月に１回
はマンスリー休暇を取るように、上
司や先輩から言ってもらえるので、
金曜日や月曜日に休暇を取って、３
連休とすることもできています。

年金局
企業年金・個人年金課

ギャップはほとんどありませんでし
た。厚生労働省に入省する方は社会
の弱い部分を支えたい！と志す方が
多いので、同期も上司も温かく優し
いです！

医薬・生活衛生局
血液対策課

想像以上に先輩方が優しく、親身に
なって仕事を教えてくださることで
す。「公務員は堅くて暗い！」というイ
メージがあり、仕事の相談もしづらい
のではないかと思っていました。しか
し、意外にも職員同士のコミュニケー
ションは多く、明るくて風通しの良い
職場環境であると日々感じます。

医薬・生活衛生局総務課
医薬品副作用被害対策室

国家公務員は国民から遠いイメー
ジでしたが、実際には多く電話を受
けることに驚きました。分からない
点は上司に聞き、日々勉強しながら
業務に当たっています。

社会・援護局援護・業務課

入省前は厚生行政に関する知識不
足を危惧していましたが、実際の業
務を行う中で関連事項を調べたり、
上司や先輩に相談したりすること
で、知識を補い理解を深めることが
できています。なお、入省前は関心
のある分野以外にも、厚生行政につ
いて幅広くアンテナを張っておくの
がおすすめです。

社会・援護局障害保健福祉部
企画課自立支援振興室

入省前後で感じたギャップは、人の
優しさです。入省前は業務外で関わ
ることはないと思っていましたが、今
では頻繁に飲み会等しています。仕
事は辛いことも多々ありますが、皆
さん優しい方が多いので、是非厚労
省に入省して一緒に働きましょう。

子ども家庭局子育て支援課
施設調整等業務室

周囲の方の優しさ、明るさにギャッ
プを感じます。入省前は固いイメー
ジがありましたが、雑談等を交えて
笑いながら仕事ができる働きやす
い職場に安心してます。

健康局健康課

雰囲気の良さにギャップを感じてい
ます。もっと堅い雰囲気なのかと
思っていたので、非常に働きやすい
と感じています。

社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課

入省前は、国民の方々と直接に関
わることはあまりないのかと思って
いましたが、民間事業者から来る問
い合わせ等のお電話や業務上の関
係団体とのやり取りを通じて、関わ
る機会が多くありギャップを感じま
した。

医政局地域医療計画課
医療関連サービス室

とても雰囲気のいい職場で、笑いが
絶えません。私が1年目で右も左も
わからないなか、上司や先輩方が丁
寧に仕事を教えてくださり、とても助
かっております。また飲み会が多く、
毎日楽しく仕事ができています！

健康局
総務課指導調査室

上司や先輩方に話しかけやすい雰
囲気のため気軽に質問ができ、悩み
事なども一人で抱え込まず周囲に
すぐ相談できる職場だと思います。

医政局総務課

先輩方も優しく、明るい雰囲気の職
場だと思います。また、休暇の取得
や早期退庁等を積極的に行うよう
上司が呼びかけてくれるので、とて
も働きやすいです。

保険局国民健康保険課

もちろん繁忙期はピリッとしますが、
普段は息抜きに雑談をすることもあ
ります。また、質問や相談もとてもし
やすいです。

政策統括官付参事官（企画
調整担当）付統計情報・総務室

職場で働くに当たって、知らないこと
だらけなので、周りの人や前任者に
聞きやすい雰囲気です。また、困って
いるときは声をかけてくれたりしま
す。自分で調べてそれが合っている
かの確認を取りやすいので、業務を
円滑に進めることができています。

社会・援護局福祉基盤課

私の配属された部署の方々は、とに
かく優しく、特に新人のうちはいろい
ろと気に掛けてくれる人が多いの
で、職場に馴染みやすい環境だと思
います。

子ども家庭局家庭福祉課
母子家庭等自立支援室

私が配属された部署は、少人数のた
め業務多忙になることもあります
が、その分チームのような一体感が
あり、やりがいをもって職務に取り組
むことができます。また幅広い業務
を経験していく中で、自分自身の成
長に繋がっていると感じます。

健康局難病対策課
移植医療対策推進室

優しくて真面目な方が多いと感じま
す。上司や先輩は、わからないこと
があっても理解できるまで親身に
なって教えてくださいます。仕事の
話だけでなく、時には雑談をしなが
ら毎日楽しく過ごしています。

老健局高齢者支援課

私は医政局の医療経理室に配属に
なりましたが、同期や先輩、上司の
方に恵まれとても風通しの良い雰囲
気で仕事をしています。わからない
ことだらけですが先輩たちに教えて
もらいながら仕事を進めているよう
な状況です。職場の人次第で仕事の
しやすさや楽しさが変わるなと思い
ました。

医政局医療経理室

1
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2019年度に入省したフレッシュな職員たちのリアルな声を集めました！



通勤時間は？

忙しい
時期

余裕のある
時期 平均

就活対策として、どんなことをしていましたか？

1年目職員アンケート

入省前にやっておいて良かったことは何ですか？

ランチは
どうしてる？

省内の
食堂
省内の
食堂

コンビニ等で　
買ってきて席で…
コンビニ等で　
買ってきて席で…

手作りした
お弁当！
手作りした
お弁当！１時間～

１時間半以内
１時間～
１時間半以内

２～３ヶ月
　に１回
２～３ヶ月
　に１回

銀座や新橋で
ランチ！
銀座や新橋で
ランチ！

３０分以内３０分以内

週１回週１回

実家暮らし実家暮らし

法律系法律系東京東京

３０～１時間以内３０～１時間以内

月１回月１回 5万円未満5万円未満

経済系経済系関東
（東京以外）
関東
（東京以外）

１時間半
以上
１時間半
以上

毎日！毎日！

２３時以降…２３時以降…

飲み会の
頻度は？ 家賃は？

5万円以上～
　8万円未満
5万円以上～
　8万円未満

8万円以上8万円以上

上記以外上記以外

出身地は？ 出身学部は？

理系理系
社会学系社会学系近畿近畿

Message from New Staff

１９時前１９時前

１９～２０時１９～２０時

２０～２１時２０～２１時
２１～２３時２１～２３時

その他その他

１９時前１９時前

１９～２０時１９～２０時

１９～２０時１９～２０時２０～２１時２０～２１時

２１～２３時２１～２３時

２０～２１時２０～２１時
２１～２３時２１～２３時

退庁時間

１９時前１９時前
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友人などたくさんの人に会ったこと
です。既に働いている人、私と同じく
これから働く人、様々な人と話をす
ることで働くに向けての覚悟やモチ
ベーションに繋がりました。その覚
悟やモチベーションが今現在楽しく
働くことが出来ている要因の一つだ
と思います。

保険局
医療課医療指導監査室

同期の人と親しくなっておくことで
す。内々定をいただいた後、９月頃
に同期の人と顔を合わせる機会が
あったので、あまり緊張せずに10月
の内定式と４月の入省を迎えられ
ました。

政策統括官付
情報化担当参事官室

業務説明会や政策テーマ討論会等
に積極的に足を運び、具体的な業
務内容や職場の雰囲気を肌で感じ
ることで、入省後の自分の姿をイ
メージすることができました。

健康局総務課

介護施設でのアルバイトをやって
おいて良かったです。現場で働くと
きに何が大変か、少しですが知る
ことができました。他にも自分で実
際に体験したことが業務に役立っ
ています。

政策統括官付参事官
（企画調整担当）付社会統計室

職場の雰囲気を見ておく事です。
省内での説明会等のあと、すぐに
帰らずに実際に職員が働いている
場所や食堂等の様子をチラ見する
だけでもイメージが変わってくる
と思います。

政策統括官付
情報化担当参事官室

入省前にやっておいてよかったこと
は、友人と遊ぶことです。社会人に
なっても、休日に集まって遊ぶなど、
関係を維持することができています。

社会・援護局保護課

公務員（社会人）として押さえておき
たいマナーやWord,Excelの基本的
な操作方法についての本を読み準
備したことです。入省してから学ぶこ
とも多いですが、事前準備をしただ
けで初歩的なミスや常識外れな行
動を防ぐことができたからです。

医政局
経済課流通指導室

仕事内容については入省後に学ん
でいくことになるので、パソコンに
ついて最低限使えるように勉強した
ことです。後は自分の興味ある分野
だけではなく、広く厚生労働省につ
いて調べたことです。

医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全企画課
検疫所業務管理室

私は入省前に、厚労省のインターン
シップに参加しました。メディア経由
ではわからない政府内部の考えを
知る機会になり、とても新鮮でした。
入省すると政府の一員としてその考
えを理解していなくてはならないた
め、入省前にわずかでも触れる機会
があるだけでも、有意義だったよう
に思います。

老健局振興課

入省前にやっておいて良かったと思
うことは各社の新聞記事やテレビの
ニュース、ネットニュースを見ていた
ことです。様々な視点や角度から、
「自分の目で情報を確かめて考え
る」というのは意外に難しいことで
すし、国民に寄り添う厚生労働省で
の業務においては大切なことだと思
います。現在自分が行っている業務
にも少なからず役立っていると感じ
ているので、少しでも多角的に物事
を捉える癖を身につけておくと良い
のではないかと思います。

大臣官房
会計課庶務班

4

職員の方の話をたくさん聞こうと、
座談会等が用意されている説明会
に積極的に参加しました。そこで、自
分の興味がある分野や携わりたい
職業を明確化させることができ、面
接や就活中のモチベーション向上
に役立ちました。

社会・援護局地域福祉課

就活対策としては、自己PRや志望動
機に具体性を持たせるエピソード
探しのために、中学時代から現在ま
での年表を作成しました。特にエピ
ソードをプラスとマイナスに分けて、
その時の経緯や感じたことを五月雨
式に記入し、自己分析に役立てまし
た。結果的に、面接では実体験に基
づいた受け答えが出来ました。

健康局がん・疾病対策課

説明会に参加したりパンフレット等
を活用しながら各局の取り組んでい
る政策の情報等を集めるようにしま
した。また、説明会で職員の方から
面接の流れや様子を聞くことができ
たのもとても参考になりました。

医政局医療経理室

１次試験に関しては、法律分野や経
済分野を中心に、問題集を繰り返し
解きました。２次試験以降に関して
は、ジョブカフェを活用して面接練
習等を行いました。

年金局年金課

自分の将来の選択肢を広げる意味
でも、積極的に様々な行政機関の説
明会に参加し、自身が納得するまで
比較検討を重ねていました。

年金局事業管理課

筆記試験の対策は直近の過去問で
頻出の箇所に絞って暗記をしていま
した。面接の対策としては、事前に複
数回行われる説明会等は出来るだ
け参加して面接で何を言うか考える
ようにしていました。また、大学の就
職指導も活用して模擬面接での対
策も行いました。

医薬・生活衛生局
生活衛生課

１次試験までの間は、ひたすら勉強
の日々でした。２次試験前は、自分
の思いやそのきっかけなどを書き
出し、何度も練り直して自分の就活
の軸を明確にすることで面接等に備
えました。

年金局事業管理課

筆記の勉強のほかに自分がどのよ
うな公務員になりたいか、どんな仕
事をしたいのか明確にして面接対
策等を行っていました。

医政局医事課試験免許室

HPやパンフレットを用いて興味の
ある分野や施策などについて調べ
ました。なぜその分野に興味を持っ
たのか理由を明確にし、やりたいこ
とを固めました。

社会・援護局
障害保健福祉部企画課

情報収集をまめに行っていました。
開催された説明会には可能な限り
参加し、業務内容だけでなく雰囲気
なども知っておこうとしていました。

保険局調査課
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ここに紹介されているキャリアパスを、より具体的に
知りたい場合は、職員からのメッセージのページを一
枚ずつめくってみてください。そこには、メッセージを
書いた先輩職員の熱い思いはもちろんのこと、あな
たの未来の姿も描かれているかもしれません。

　一般職（厚生行政）は、５つの視点・分野（官房、
医療・保険、衛生、福祉、年金）のいずれかを中心

に、おおむね２年ごとに異動を重ね、様々な業務を経験す
ることとなります。
　そのほか、他省庁や地方自治体などへの出向を経験す
ることもあります。

最初に配属されると、
ずっとその部署で勤務するのですか？

　必ずしも本人の希望どおりになるとは限りま
せんが、定期的に実施する意向調査により、本人

の希望や配慮すべき事情を確認するとともに、能力や適
性を勘案して、適材適所となるような人事異動が行われ
ています。

人事異動時に
個人の希望は反映されますか？

　一般職（厚生行政）として採用された場
合の最初の勤務地は東京（厚生労働本省）

となりますが、その後、経験を重ねていく中で、所管す
る施設等機関や独立行政法人などへの出向や、人に
よっては、地方公共団体へ転居を伴う出向（転勤）を
することもあります。
　なお、転勤を含む出向の期間は、通常の異動と同
様に、おおむね２年となります。

転勤はありますか？
　４月の入省後、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基本的な心構え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、経験を積んでいく中で、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。
　また、語学（英語）の研修、Word・Excel・PowerPointなどのパソコン
技能研修など、スキルアップのための研修や、セクハラ・パワハラ相談な
どのテーマ別の研修を随時実施しています。
　このほかに人事院が行っている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機会もあります。

研修制度について教えてください。

キャリアパス、配属について Career Path

一般職（厚生行政）は、5つの視点・分野（官房、医療・保険、衛生、福祉、年金）で
社会保障のエキスパートとして、キャリアアップします。
採用後は５つの視点・分野のいずれかを中心に異動を重ね、制度・事業の運用や企画・立案、予算編成・執行業務、
総務関係業務など様々な業務の経験を積み、一般職（厚生行政）職員としてステップアップしていくこととなります。
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厚生労働省入省後のキャリアパス
一般職（厚生行政）では、おおむね２年ごとに異動し、幅広い業務を経験することとなります。
このページでは、厚生行政に採用されてからの配属などのキャリアパスについて紹介します。

入 

省

■配属先について ■他府省庁、地方自治体等への出向
入省３年目の若手から課長補佐級まで、出向の機会は多くあります。
より現場に近い地方自治体や厚生労働省とは異なる施策を担う他省庁で様々な経験を積み、
厚生行政の政策企画立案や、予算業務にフィードバックすることが期待されています。
（詳細はP15～16へ。）

入 省 8 年目 ～ 1 8 年目 ～

係　長　級

本省での役職

施設等機関・地方支分部局での役職

課 長 補 佐 級

本省での役職

施設等機関・地方支分部局での役職

課 長、室 長 級

⇒課長、室長など

本省での役職

⇒地方厚生局等の部長など

施設等機関・地方支分部局での役職

係　員
○様々な部署での経験を活かし、各行政分野のエキス
パートとして、係を越えて幅広い業務を担当します。

○課長を支える役職として、政策の実現に向けた予算、企
画等のとりまとめや、対外交渉・調整（政治・マスコミな
ど）など、困難かつ重要な業務を担当します。

○部下の指導・育成などのマネジメントも課長補佐の重要
な業務となります。

Q1

A

Q2

A

Q3

A

Q4

A

○課や室の窓口として、関係部署との連絡調整や、予算の
執行、国会対応の窓口、人事等の総務関係の業務など
を担当します。

○係長と協力して業務を進めたり、指導を受けながら、厚
生行政の職員として基礎的な知識等を習得します。

【配属まで】
・入省後、２週間の研修（新規採用職員研修）を受けます。
研修の中では、厚生行政の概要や、厚生行政を担う部局
の説明などが行われます。
・研修後、各グループに配属されます。

○各係が所管する政策の企画・立案や予算編成等を担当
します。政策実現に向けて、自ら考えて調査や対外交渉
を行うなど、中心的な役割を担います。

○係員が部下として配属されることもあり、部下の指導や
育成なども業務の一つとなってきます。

※ここに記載されているキャリアパスは一例です。
　勤務成績、適性、希望等により、個々人で異なります。

※参考（出向時の役職）
　係員でも出向を経験することがあります。
　ここでは、出向した場合の、自治体での役職を
　参考に紹介します。
　○都道府県、市区町村：主事、主任主事など

係長級職員は、係や状況によって呼び方が異なりますが、
立場や責任は一緒です。
　⇒係長、主査、専門職など

本省から出向すると、本省での役職よりも少し高く、
責任のある立場になることがあります。
　⇒地方厚生局係長、施設等機関係長など

※参考（出向時の役職）
　○都道府県：課長、参事、主幹など
　○市区町村：次長、課長、参事、主幹など

※参考（出向時の役職）
　○都道府県：課長、参事など
　○市区町村：次長、課長など

課長補佐級も、係や状況によって呼び方が異なりますが、
　係長級同様、立場や責任の重さは同じです。
　⇒課長補佐、監査官、専門官など

⇒地方厚生局等の課長、課長補佐など

○所管課室の総責任者として、政策立案に関わる重要な
意志決定や対外交渉などの業務を担当します。

○省外の会議などで、所管する施策の責任者・代表として
発言する機会もあり、大きな責任が伴います。

○課・室員のマネジメントも重要な役割となります。



　厚生行政は、医療、衛生、福祉、年金など、国民の身近に関わ
る事柄を担当する分野です。

このため、国民の率直な意見を感じとる現場感覚と、既成概念にとらわれ
ない柔軟な発想を持つ方が望まれます。
また、直面する課題に一つ一つ取り組む根気と元気、目標の達成に向けて
一体となって取り組むチームワークの意識も必要です。
　そして、何よりも、地域社会のみならず、国民全体の生活の質の向上に
寄与しようという高い志と強い気概のある方を歓迎します！

厚生行政の職員に求められる
職員像について、教えてください。

　影響はありません。採用（官庁訪問）に当たっては人物重
視の面談を実施しています。また、民間企業の経験や出身

校、学部も採否に影響はありません。既卒者の方も歓迎です。

公務員試験の順位や年齢は、
採用に影響しますか？

　厚生労働省では、国民の生命や健康を守るため、高い志と
気概がある人が働いており、障害のある職員も活躍していま

す。また、厚生労働省では、障害特性に応じた合理的配慮を行いつつ、
障害のある職員が働きがいを感じ、持てる力を最大限発揮できる職場
づくりを行っています。

障害のある方で、
働いている人はいますか？

　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、主に一般職では、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。
　厚生労働省では技術系技官も含めた様々な職種の職員がチームと
なって仕事を進めていくため、その能力と適性に応じて柔軟に役割分担
が行われています。
　また、総合職では、ジェネラリストとして厚生行政・労働行政のすべて
の分野に携わりますが、一般職では、医療・保険、衛生、福祉、年金などの
各行政分野における「エキスパート」として、キャリアアップを図ります。

一般職と総合職との業務内容の
違いについて、教えてください。

　特別な専門知識は、採用時には必要ありません。しかしな
がら、厚生行政は国民生活に密着し、国民の関心も高く、新聞

などで話題が取り上げられない日はないと言ってもいいくらいですか
ら、当省を志望する皆さんにも、幅広く関心を持って欲しいと思います。

厚生行政に関する専門知識は、
どれくらい必要ですか？

採用Q&A 省内幹部からのメッセージ

　厚生労働省職員となった場合には、企業などに勤める
人々が健康保険や厚生年金保険などに加入するのと同様

に、職員やその家族が安心して毎日の仕事や生活を送れるよう、厚生
労働省共済組合に加入することとなります。
　厚生労働省共済組合では、病気やけがでかかった医療費の負担や、
お子さんが生まれたときの出産費の支給、育児休業を取得した場合は
育児休業手当金の支給などを行っています。
　そのほか、人間ドックやがん検診などの健康の保持・増進のための
事業や、住宅資金等の貸付などの事業を利用することができます。

採用後の社会保険等は
どのようになるのですか？ 　目まぐるしく変化する社会において、厚生労働行政は「ゆりかごから墓場まで」の言葉のとおり幅広く、そして国民生活

に密接に関わる諸課題に取り組んでいます。

　厚生行政の使命は、医療、介護、子育て支援、年金、福祉など国民の安定した生活を守ることであり、安心して暮らせる

社会を構築するための重要な役割を担っています。

　今、日本は、急速に進む少子高齢化とともにライフスタイルが多様化する中で、人生100年時代を迎えています。若者

も高齢者も、障害や難病のある方々も、みんなが包摂され活躍できる「一億総活躍社会」の実現が求められています。全

ての世代が安心できる「全世代型社会保障制度」を構築するため、疾病・介護予防の推進、医療・介護現場の質の確保や

生産性向上、子ども・子育て支援、高齢者雇用など厚生労働省が担うべき重要施策は多岐にわたり、国民の期待に柔軟

に応えるためには時に大きな変革が必要となります。

　また、厚生労働省では、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジである働き方改革を積極的に推進しており、

テレワークの推進や年次休暇、男性の産休・育児休業の取得促進など、長時間労働の是正や快適な職場環境の整備に

積極的に努めています。加えて、省内の業務プロセス見直しや業務効率化について、業務量の削減を目的とした業務改

革も進めており、職員が仕事とプライベートのバランスを良く保つことで勤務時間の短縮と生産性の向上を図っていま

す。さらに、厚生労働省改革若手チームの提言によってもたらされた変化もあり、省内では従来の考え方に囚われない

雰囲気が醸成されています。

　私たちの仕事は、一人ひとりの一生に寄り添う最も身近な行政であり、その分国民の関心も高く、責任も大きいです。

一辺倒では解決できない困難な課題に日々向き合い、時には悩み、試行錯誤することもありますが、そこには何ものにも

代え難いやりがいと「この国のために」という職員の想いがあります。

　厚生労働省には、一人ひとりの志を体現し、活躍できる場所が数多くあります。皆さんも私たちのチームの一員として

「ひと、くらし、みらいのために」一緒に働きませんか。熱い想いを抱いている皆さんの来省を心よりお待ちしています。

厚生労働省一般職（大卒程度・行政）厚生行政
採用窓口

一般職厚生行政の採用窓口はこちらです。
採用に関する質問がありましたら、
お気軽にご連絡ください！

地方厚生（支）局でも、本省の官庁訪問の一部を実施しています。 詳しくは、上記HPをご確認ください。
厚生行政採用HP http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kokka2/kokka2-kousei/kousei.html

問い合わせ先 大臣官房人事課 任用総括係 （代）03-5253-1111（内線7075）Tel

kousei2jinji@mhlw.go.jpE-mail

採用実績
※採用実績欄の（　）は女性の数を示します。54（19）人

平成30年度

53（24） 人人人

平成31年度

62（29）
令和2年度

Q1

A

Q4

A

Q5

A

Q2

A

Q3

A

採用Q&A／採用窓口

明るい
未来に向けて

Q6

A

厚生労働省においては、待機児童解消加速化プランの推進及び厚生労働
省職員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組の一環とし
て、中央合同庁舎第5号館2階に「厚生労働省5号館保育室」を平成26年
12月1日に開設しました。

大臣官房参事官
（人事担当） 榊原  毅
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