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職員からのメッセージ（省内）

職員からのメッセージ（出向者・海外勤務・留学）

職員からのメッセージ（地方出身者）

職員からのメッセージ（社会人経験）

働き方改革・休み方改革

厚生労働省 改革若手チーム

仕事と家庭の両立（ワーク・ライフ・バランス）

ワークスタイル（係長・係員の1日）

ワークスタイル（係員の1日）

ワークスタイル（係長の1週間）

1年目職員による座談会

1年目職員アンケート

キャリアパス、配属について

採用Q&A

省内幹部からのメッセージ

Contents

「いきる」と向き合う
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。

生涯を通じたサポート
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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。

人事課、総務課、会計課、
地方課、国際課、厚生科学課

総務課、地域医療計画課、医療経営支援課、
医事課、歯科保健課、看護課、経済課、研究開発振興課

総務課、健康課、がん・疾病対策課、結核感染症課、難病対策課

総務課、医薬品審査管理課、医療機器審査管理課、医薬安全対策課、
監視指導・麻薬対策課、血液対策課、生活衛生・食品安全企画課、
食品基準審査課、食品監視安全課、生活衛生課、水道課

総務課、保育課、家庭福祉課、子育て支援課、母子保健課

総務課、保護課、地域福祉課、福祉基盤課、
援護企画課、援護・業務課、事業課

企画課、障害福祉課、精神・障害保健課

総務課、介護保険計画課、高齢者支援課、
認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

総務課、保険課、国民健康保険課、高齢者医療課、
医療介護連携政策課、医療課、調査課

総務課、年金課、国際年金課、資金運用課、
企業年金・個人年金課、数理課、事業企画課、事業管理課

参事官（企画調整担当、情報化担当、
サイバーセキュリティ・情報システム管理担当）

検疫所、国立ハンセン病療養所、試験研究機関（国立医薬品食品衛生研究所、
国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所、国立感染症研究所）、
更生援護機関（国立児童自立支援施設、国立障害者リハビリテーションセンター）

都道府県労働局
地方厚生（支）局

中央労働委員会

大臣官房

医政局

健康局

医薬・生活衛生局

子ども家庭局

社会・援護局

障害保健福祉部

老健局

保険局

年金局

政策統括官（統計・情報政策担当）

政策統括官

労働基準局

職業安定局

雇用環境・均等局

人材開発統括官

施設等機関

地方支分部局

外局

医療・保険

医療・保険

衛 生

衛 生

福 祉

福 祉

年 金 

福 祉衛 生

福 祉衛 生

官 房

官 房

厚
生
労
働
省

現在の業務について
　現在私が所属する老健局高齢者支援課では、老人福祉施設に関するこ

と、介護施設等の整備に関すること、介護ロボットに関すること、福祉用

具・住宅改修に関すること、高齢者虐待に関することなど、様々な事務を

所掌しています。私は予算係として、上記に関連する各事業の予算要求

や、予算関連の各種作業のとりまとめ、養護老人ホーム及び軽費老人ホー

ムに関する自治体からの質問対応などを行っています。また、百歳になら

れる方への記念品等贈呈事業という、少し珍しい事業も担当しています。

印象深かった業務
　「人生100年時代」と言われる今日ですが、皆さんは、全国に百歳の方

が何人いらっしゃるかご存じでしょうか。厚生労働省では、毎年9月15日

の「老人の日」に合わせ、年度中に百歳を迎えられる方に対して、お祝い

状と記念品を贈呈する事業を行っています。令和2年度の贈呈対象者は9

月1日時点で41,802人と、昭和38年に事業が始まってから、初めて4万

人を超えました。

　高齢者支援課の予算係では、この事業を行うために、対象者の名簿収

集、記念品やお祝い状の手配など、各自治体の協力を得ながら1年かけて

準備を行います。担当する他の様々な業務と並行して、名簿のチェックや

人数の集計作業、各自治体との連絡・調整などを行わなければなりませ

んので、大変なことも多いですが、無事に贈呈を終えた後は非常に達成

感があります。実際に、記念品を受け取られた方からお礼のお手紙をいた

だくこともあり、「家族や老人ホームの皆さんに支えられて、ここまで生き

て来られました。大変ありがたいです。」と、笑顔で記念品とお祝い状を抱

えた姿のお写真をいただいた時は、とても嬉しかったのを覚えています。

　この事業を通じて、「人生100年時代」を強く実感するとともに、少しで

も多くの方々に、長生きすることは幸せだと思っていただける社会にして

いくことの重要性を再認識しました。

厚生労働省を目指す皆さんへ
　厚生労働行政は、国民の生活に密着した、最も身近な行政です。日々の

業務は地道な作業や調整の積み重ねが多く、様々な制度や課題につい

て、常に勉強が必要となります。決して華やかな仕事ばかりではありませ

んが、国民の皆様が健康で安心して生活を送れるような社会の仕組みづ

くりに携わるというのは、非常にやりがいのある仕事だと思います。

　入省を考えている皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

平成30年　厚生労働省入省
平成30年　社会・援護局地域福祉課
平成31年　現職

4月～6月 7月～8月 9月 12月～翌3月

来年度の事業実施に向けて、記念
品等の調達の準備を進めます。来
年度の対象者の見込みについて調
査を行い、必要数を計算し、委託業
者の選定等を行います。
限られた予算のなかで、記念品の
製造から自治体への発送までをス
ムーズにおこなうため、様々な工
夫が必要となります。

9月15日の老人の日に向けて、報道発表等の準備を進めます。9月
1日時点の贈呈対象者数について、各自治体から報告を受け、人
数をとりまとめ、様々な資料を作成します。この人数については、
様々なメディアで取り上げられるほか、厚生労働大臣が閣議で発
言するため、誤りのないよう慎重に集計しなければなりません。
9月15日を迎えると、各市町村を通じて対象者の方への贈呈が始
まります。地域の敬老会などの機会に、市長から直接贈呈されるこ
ともあるそうです。なお、令和2年度においては、新型コロナウイル
ス感染症対策を踏まえて、郵送等により行われました。

記念品やお祝い状の納品に向け
て、各自治体への発送の手配を行
います。発送先や日程のとりまと
め、配送業者の選定やスケジュール
の調整を行います。
お祝い状の追加や修正があった場
合は、その都度、1件1件対応します。

お祝い状を作成するために、今年
度中に100歳になる方の名簿を収
集します。各都道府県、指定都市、
中核市を通じて国に名簿が提出さ
れます。海外にお住まいの日本国
籍を持つ方も対象としており、外務
省にもご協力いただいています。

「老人の日」記念事業の1年

宝木 美華 HOUKI Mika

PROFILEPROFILE

高齢者支援課
予算係

老健局

「長生きは幸せ」と
思える社会に

係員級

（総合政策担当）
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現在の業務
　国民健康保険課では、自営業の方などが加入する国民健康保険
制度の企画立案や運営などを行っています。この国民健康保険制
度によって、日本の国民皆保険が実現していると言え、国民が「い
つでも」、「どこでも」、「誰でも」安心して医療を受けられるという
大変重要な制度です。
　その中で私は、都道府県や市町村が国保加入者向けに実施する
予防・健康づくり事業に必要な経費を交付したり、その事業の取組
内容や実績に応じてお金を交付したりといった複数のメニューで
構成される「保険者努力支援交付金」という交付金の執行を担当
しています。
　交付金には交付要綱や交付要領という、交付の要件や申請方法
を定めた規則がありますが、日々の業務ではその内容の解釈に関
する質問などが都道府県から多く寄せられます。これらの質問にそ
れぞれ対応していくとともに、よくある質問にはQ&Aや事務連絡
を作成して補足するようにしています。誰が見ても分かりやすく正
確に伝わる文書を作ることの難しさを感じますが、自治体の方々と
共に考えながら改善していけることにやりがいを感じます。

　また、私は主に医政局と保険局を異動する人事グループに所属
していますが、両局とも医療職の資格を持つ職員が多く在籍して
おり、多様なバックグラウンドを持つ方々と一緒に仕事ができるこ
とも魅力の一つです。

厚生労働省に興味がある皆さんへ
　厚生労働省はニュースで取り上げられない日がないほど、国民
の生活に密着した多岐にわたる分野を所掌しています。担当する
業務というのはその中のほんの一部ですが、どれも大事なものば
かりで、誇りを持って仕事をすることが出来ると思います。
　また、異動も頻繁にあり、色々な業務を経験できるうえ関連する
分野も多いので、以前取り組んだことを生かせるということもよく
あります。
　このパンフレットをご覧になっている皆さんは厚生労働省の業
務に興味を持っていただいていると思いますが、ぜひ就職活動を
通じて厚生労働省が担う業務について色々と知っていただき、実
際に目指していただければと思います。皆さんが来てくださるのを
お待ちしております。

担当業務について
　大臣官房会計課は、厚生労働省の予算のとりまとめや執行、職
員の福利厚生、庁舎の維持管理等を所掌しています。現在、私は管
理室の経理係として、庁舎の維持管理に必要な経費の予算要求や
執行を担当しています。庁舎の維持管理というと、裏方で地味な仕
事のイメージですが、日々の光熱水料から庁舎の工事に要する経
費まで大小様々で、合計すると年間で10億円を超える大きな予算
を取り扱っており、国民生活に密接に関わる厚生労働省をハード
の面から支えています。
　一つ前の部署では、情報システムの調達を担当しており、厚生
労働省の施策を推進するために、政策担当部局と二人三脚で入札
説明会の実施や必要な経費の積算、事業者の方との交渉等を行っ
ていました。直接国民の皆さんと関わる形ではありませんが、政策
担当部局に対して客観的な視点で自らの考えを提案できるところ
が、会計課ならではの魅力です。

やりがいと成長
　私は大学卒業後、民間企業に就職しましたが、より大きなスケー
ルで社会に貢献したいと思い、転職しました。民間企業との最大の
違いは、若いうちから国の未来を担う責任ある立場で、自分自身を
成長させられることです。「公務員」というと、なんとなく堅苦しい、
頭が固いといったイメージがあるかも知れませんが、実際は、上司
に対して自由闊達に提案でき、仕事もどんどん任せてもらえる風
通しのよい職場です。そうした環境での日々の仕事が国の未来を
形づくるとともに、自分自身を大きく成長させてくれるので、責任
感が強い方や成長意欲が高い方にうってつけの職場です。多様な
角度から国民生活を支え、やりがいを持ちながら成長を実感でき
る、そんな職場で一緒に働きませんか？

の1年保険者努力支援係

4月～5月 6月～9月 9月～1月 12月～3月

椙山 優香 SUGIYAMA Yuka

PROFILE

国民健康保険課
保険者努力支援係

平成28年　厚生労働省入省
平成28年　保険局高齢者医療課財政係
平成30年　医政局地域医療計画課
　　　　　 在宅医療推進室在宅医療係
令和2年　 現職

平成27年　厚生労働省入省
平成27年　大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課
　　　　　 企画指導係
平成29年　大臣官房会計課経理室契約班契約第一係
令和2年　 現職

今年度の事業を振り返り、どう
すれば自治体での予防・健康づ
くりが進むか、成果に結びつく
か、都道府県の申請手続きを簡
略化できるか等を技術系職員
と一緒に検討し、次年度の交付
要綱等の改正作業を行います。

事前協議を元に交付申請を受
け付けます。申請書の内容を審
査した後、書類を取りまとめて
局内の予算担当や幹部、省の会
計課に交付金の内容や目的を
説明し、交付を承認してもらうと
いう手続きをとります。

正式な交付申請の前に、事前協
議として各自治体から事業の計
画内容や経費内訳を提出して
もらい、交付要件を満たした事
業内容になっているかを確認
し、不明確な点は都道府県に疑
義照会をかけて疑問を解消し
ています。また、事業内容に応
じた採点もします。

4月初めに保険者努力支援交付
金の交付要綱及び交付要領を
発出します。その後、交付要件等
の内容に関して都道府県からの
質問がくるので、個別に対応し
たり、聞かれることの多い質問
はQ&Aとしてまとめたりします。

通年 4月～5月 6月～11月 12月～3月

来年度予算の執行に向けた
入札等を行います。同時に、
今年度の予算執行のとりまと
めを行い、室の決算の準備を
行います。

概算要求の内容等について、厚
生労働省の予算をとりまとめて
いる部署と協議します。その後、
財務省に概算要求の内容を説
明しつつ、適宜必要な見直しを
行います。

来年度に必要となる経費を積
算し、概算要求に向けた準備を
行います。必要な経費が盛り込
まれているか等、室内の関係者
に相談・確認しつつ、過不足の
ない予算案となっているか入念
に確認します。

室の予算執行を行います。よ
り安価に調達できないか、適
切な数量になっているか等を
確認しつつ、執行した経費を
管理します。

保険局

の1年経理係

誇りを持って
働ける仕事

松島 正治 MATSUSIMA Masaharu

PROFILEPROFILE

会計課
管理室管理班経理係

大臣官房

公務を通じて
成長する

係員級 係員級
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委託費執行のプロセス

4月～5月 6月～7月 8月～9月 10月

八島 知佑 YAZIMA Tomosuke

PROFILE

監視指導・麻薬対策課
総務係

平成27年　厚生労働省入省
平成27年　医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室
平成28年　大臣官房厚生科学課研究助成係
平成30年　医政局経済課薬価係
令和2年　 現職

平成22年　厚生労働省入省

平成30年　医政局書記室主査
平成31年　医政局医事課主査
令和2年　 現職

各都道府県に決定した交付金額
を通知するとともに、委託事業
の実施を依頼します。

各都道府県に委託事業を実施
するのに必要な見積額の提出
を依頼します。提出された見積
額を集約・精査し、都道府県1県
1県の交付金額を決定していき
ます。事務作業は膨大ですが、
一番大事な交付金額を決める
作業ですので、緊張感を持って
取組みます。

それぞれの事業の担当係に、事
業の実施方針をまとめた実施
要領を作成してもらいます。
この実施要領を元に交付金額
ができるので、各担当者とよく
相談しながら進めていきます。

前年度に交付した委託費につい
て、各都道府県から事業の実施内
容や使った金額などをまとめた実
績報告書を提出してもらいます。
一つ一つ確認しながら集約し、委
託費全体としての実績額を算出
します。国の予算の実績ですの
で、ミスのないよう複数人でチェッ
クしながら慎重に作業します。

4月 5月～9月 10月～12月 1月～3月

先の会議で得られた議論を具体
化するため、関連する通知等の
発出や既に発出している通知等
の修正を行います。
当該年度中に実現に至らなかっ
た点や引き続きの検討案件等を
整理し、翌年度に引き継ぎます。

臨床研修制度をよりよくするため、
専門家による会議を行い、制度設
計や研修内容の見直しに係る議論
を行います。この議論が充実した
ものになるよう事前に調査データ
等の分析をしたり、見やすくわかり
やすくなるよう資料を作成します。

来年度臨床研修を行うため、臨床
研修を行う予定の学生と臨床研
修医を受け入れる病院の採用が
始まります。具体的にはシステム
を用いて両者をマッチさせます。
また、来年度の臨床研修に関連す
る補助金の予算要求も行います。

昨年度に2年間の臨床研修を終
えた医師が、臨床研修修了登録
を行う為、申請書（年間約1万
件）を提出します。これを医籍の
システムに入力していきます。
また、臨床研修に関連する補助
金の執行も行います。

医薬・生活衛生局

臨床研修推進室の1年の流れ

誰かの
役に立てる仕事

櫻場 友康 SAKURABA Tomoyasu

PROFILEPROFILE

医事課医師臨床研修推進室
臨床研修係長

医政局

診療に
従事しようとする
全ての医師のために

係員級 係長級

所属する課室について
　所属する医政局医事課は医政局の中で医師や各種医療関係職種に
係る法律を所管し、医師や医療従事者の養成や様々な制度を扱う課で
す。最近では、医師の働き方改革の問題やオンライン診療などの業務も
行っております。
　その中で私は、医師臨床研修推進室にて、臨床研修の制度に係る業務
を行っております。臨床研修とは、医師法に位置付けられた研修であり、
大学の医学部を卒業した後、患者さんに診療を行うために行わなけれ
ばならないとされております。当室では、そのような一人前の医師を養
成するために必要な臨床研修制度について様々な取組を行っています。

臨床研修制度について
　「医師を養成する」と聞くとなんだか難しく、すごく長い期間考えなけ
ればならないことのように思いますが、日本においては、一般的に大学
医学部の6年間と医師法に義務付けられた医師免許取得後の臨床研
修の2年間を経れば患者に対し、診療が行えるようになります。この医
師としてスタートする重要な2年間の研修をどのように効果的なものに
するかが私たちの最重要課題です。
　そもそも、なぜ医師免許を取得した者に研修を義務付けるのかとい
うと、古くは昭和21年のインターン制度に始まり、昭和43年には旧医

師臨床研修制度が施行されますが、この制度にはさまざまな問題があ
りました。2年間の初期研修は努力規定であり、研修内容も不明確なも
のでした。研修する施設間格差が激しかったり、指導体制も不十分、研
修医の身分や処遇も不安定だったりしたため、研修医の過労死に発展
したケースもあったのです。
　このため、平成12年に医師法、医療法が改正されて臨床研修の義務
化が決まり、平成16年に新医師臨床研修制度がスタートします。この
改正で2年間の臨床研修への専念や臨床研修終了後の医籍登録、病院
や診療所の管理が臨床研修修了者に限定されるといった内容が制定
されました。さらに修了者でなければ保険診療をすることもできないと
いったことも制度として決まったのです。
　その後3回の改正を受け、現在では、研修内容や研修医の処遇を充
実させ、2年間で幅広い知識や経験を取得し、基本的な診療能力を身
につけることができるようになっています。

厚生労働省を志す皆様へ
　厚生労働省は、私が所属する医療分野だけでなく、福祉・介護・年金
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、非常に
広い視点を持つことができる職場です。皆さんと一緒に働けることを楽
しみにしています。

私の業務内容について
　監視指導・麻薬対策課では、医薬品の品質や広告などに関する監
視・取締や、麻薬や覚醒剤に関する取締、薬物乱用防止のための啓
発活動、麻薬取締部の組織管理など、幅広い仕事を行っています。
　私は総務係として、課の庶務業務全般や国会関係の窓口業務、ま
た予算の執行に関する業務に取組んでいます。特に予算の執行業
務では、課の事業を実施するにあたって必要な物品やサービスを調
達するために、契約手続きや予算の支出などの仕事を一手に担っ
ています。
　特に大きな予算の執行業務に、全都道府県への委託費の交付が
あります。これは各都道府県に、医薬品等の製造業者・販売業者等
への立入検査や市場に流通している医薬品の検査等を委託する事
業で、それらを実施するのに必要な予算を交付しています。具体的
には、各都道府県から事業の実施に必要な予算の見積額を提出し
てもらい、それらを集約・精査し、必要な交付金額を作っていきま
す。予算には限りがありますので、見積金額が本当に無駄のないも
のか一つ一つ確認しますが、一方で、ただ機械的に減らしてしまって
は必要な事業が実施出来なくなってしまうかもしれません。真に必

要なラインを見極めるのが難しいですが、それぞれの事業の担当者
と相談したり、都道府県の担当者にヒアリングしたりし、一つ一つ必
要な金額を積み上げていきます。
　そうしてできあがった委託費を各都道府県に交付し、委託契約の
手続きが完了した際には、大きな達成感を感じるとともに、不良な
医薬品から国民を守るという仕事に、自分が携わったことへの確か
なやりがいを実感します。

皆さんへのメッセージ
　厚生労働省の業務はどれも国民の生活に直結するものです。新
聞を開いても、厚生労働省のニュースを見ない日はありません。ふ
と目にしたニュースが、自分が携わる業務に関係しているというこ
とも少なくありません。
　もちろん大きな仕事ばかりではなく、地道な作業も多いですが、
その一つ一つの積み重ねこそが、国民一人一人の生活を確かに支
えています。
　誰かの役に立つ仕事をしたい。そんな熱意を持つあなたと一緒
に仕事をできる日を楽しみに待っています。
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現在の担当業務
　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。ここでは援護施策のうち、私が現在所属している事業課において
実施している、戦没者の遺骨収集に関する業務を紹介します。
　皆さんは「遺骨収集事業」と聞いて、どのような仕事かすぐに思い浮か
ぶでしょうか。海外などからの戦没者の御遺骨の収容は昭和27年度から
始まりましたが、今なお戦没者の御遺骨が残されている地域があります。
異境の地に残されている御遺骨を早期に一柱でも多く収容又は本邦に送
還することが遺骨収集事業であり、法律により国の責務とされています。
　その中でも現在私が担当している主な業務の一つは、遺骨収集の実
施主体となる指定法人への指導監督に関することです。委託契約の締
結から始まり、年間を通じて遺骨収集事業が効果的に実施されるよう業
務を進めます（年間のスケジュール参照）。

印象深い業務
　もう一つの主な担当業務に、国内外の渉外に関する業務があります。
メインは米国の遺骨収集実施機関との連絡調整です。日本同様、米国も
行方不明となっている兵士を探す取組を実施しているため、遺骨収集に

関する専門的、技術的な情報を日常的に交換します。
　また、年に数回相互訪問をして直接の意見交換を行うこともあり、そ
の際には外務省など各方面との調整を行い、協議の準備を整えます。こ
のような米国との協力関係を元に、一昨年、米国との間で遺骨収集に関
する協力覚書の締結に至りました。協力覚書に関する業務に携われた
ことは、本省勤務ならではの経験であり、目に見える形で結果がでたこ
とで非常にやりがいを感じた業務でした。

皆さんへのメッセージ
　厚生労働省が所管する分野は多岐にわたり、毎日ニュースでその話
題を見ない日はないほどです。このパンフレットを読んでいる皆さんは
どの分野に興味をお持ちでしょうか。
　遺骨収集事業の目的は、戦没者の御遺骨を本邦、そして最終的には
御遺族の元へお返しすることですが、厚生行政はこのように国民に直結
する仕事が多く、その分やりがいを感じやすい行政だと思います。
このパンフレットを通じて、厚生行政に興味を持っていただけたら、まず
は業務説明会に参加してみてください。
　皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

どのような仕事をしているのか
　みなさんは「母子保健」と聞いて、どのようなことを思いつくでしょうか。
読んで字のごとく、お母さんと赤ちゃんの健康のこと？と思うのではない
でしょうか。この理解は半分正解で、半分不正解です。
　実は、お母さんと赤ちゃんの健康に関することだけではなく、乳幼児期の
子育ての方法や、お父さんと赤ちゃんの接し方の支援なども含まれます。
　私が担当している母子保健係では、母子保健に関わる様々な支援に関
する事業を実施しています。

仕事の醍醐味
　具体的な事業としては、妊婦健康診査、乳幼児健康診査、両親学級（母親学級・
父親学級）などの制度の解釈や、自治体への予算補助などを実施しています。
　しかし、これらの既存事業を実施することだけが仕事ではありません。
世の中の動きに合わせて、新しい施策を検討・実施する必要があります。
　とりわけ印象深かった仕事は、新型コロナウイルス感染症の流行に不
安を抱える妊産婦さんを支援する事業を創設したことです。
　当然、既存の事業はないため、事業の内容、実施方法などを一から考え
る必要があります。検査を受けるためにはどうすればいいのか、検査で陽
性だった妊産婦さんへどういった支援が必要なのか、外出困難な家族へ
の支援はどうするのか、など、一人ではとても考えつきません。
　どうすれば適切に事業を実施できるのか、課内に配属されている職員が

一丸となって考えました。看護系技官は日常生活への寄り添った支援方法
について、医系技官は医療機関・検査機関での検査の実施方法や実施時期
について、私は補助金の要件、積算、事業全体のとりまとめなどを担当しまし
た。それぞれの職員が、専門分野の知見を結集して、事業を作り上げました。
　新型コロナウイルス感染症という未曾有の危機に際して、まさに課を
挙げて対応した事例であり、とても印象に残っています。協力して仕事を
すること、新しい事業を作ること、作った事業によって人々の生活を支える
こと、これらはまさに、公務員としての仕事の醍醐味でした。

厚生労働省で働くということ
　このパンフレットを手に取った方は、厚生労働省に興味がある人、どこ
の省庁で働きたいのか悩んでいる人など、様々な状況にあると思います。
皆さんが日本のどこかで働いている、生活している限り、厚生労働省で働
く私たちと繋がっています。
　このページで取り上げた事例以外にも、仕事の中で、嬉しかったこと、
心動かされた出来事などが、たくさんあります。その一つ一つが、みなさ
んを含め、日本で生活している様々な人を支えることや、自分自身の成長
に繋がっていると考えています。是非みなさんと一緒に、このかけがえの
ない仕事や時間を共有できたら良いなと思っています。

指定法人への指導監督に関する業務

4月 6月～7月 10月～12月 1月～3月

鳥羽 有沙弥 TOBA Asami

PROFILE

事業課
法人指導・事業推進係長

平成22年　厚生労働省入省

平成26年　大臣官房人事課秘書（大臣）
平成28年　社会・援護局事業課事業推進室事業第一係
平成30年　現職

平成20年　厚生労働省入省

平成28年　大臣官房人事課任用第一係主査
平成30年　子ども家庭局子育て支援課保育士対策係長
平成31年　現職

【次年度の委託契約に向けた準備】
年度明け直ちに指定法人との委託
契約を締結し、事業をスムーズに
開始するための準備を始めます。
●次年度の遺骨収集事業の取組
　方針を作成し、指定法人に提示
●契約に必要な書類を準備し、
本省会計課の審査を受ける

【有識者会議において報告～有識者の意見・
助言を反映～】
「戦没者の遺骨収集に関する有識者会議」に
おいて、指定法人の事業実施状況及び指導監
査の結果を報告します。報告に対して、法律や
法人コンプライアンス、会計などの専門的な
見地から意見・助言をいただきます。
有識者からいただいた意見・助言を踏まえて、
今後の遺骨収集事業をより効果的、効率的に
進めていきます。

【指定法人への指導監査～
事業実施状況の確認～】
前年の決算が確定した後、遺骨収
集等事業が法令等に基づき適正
に実施されたかなどについて、指
定法人の事務所に立ち入ることに
より監査を実施します。各種資料
の確認及びヒアリングを行い、結
果に応じて適宜指導を行います。

【委託契約の締結～事業開始～】
遺骨収集を実施する唯一の団体と
して厚生労働大臣が指定した法人
と遺骨収集等事業に関する委託契
約を締結します。指定法人が事業
を速やかにスタート出来るよう、係
員と協力しつつ、契約の締結から
委託費の支払いまでスピード感を
持って対応します。

1.健やか親子21 2.マタニティマーク

マタニティマークは、妊婦さんが
交通機関等を利用する際に身に
つけ、周囲に妊婦であることを示
しやすくするものです。また、交
通機関、職場、飲食店等が、呼び
かけ文を添えてポスターなどと
して掲示し、妊産婦さんに優しい
環境づくりを推進するものです。

妊娠初期は、赤ちゃんの成長
はもちろん、お母さんの健康を
維持するためにもとても大切
な時期です。しかし、外見から
は見分けがつかないため、「電
車で席に座れない」、「たばこ
の煙が気になる」など妊婦さ
んには様々な苦労があります。

このシンボルマークのコンセプトは
「子どもがのびのびと健やかに、夢
と希望を持って、光輝く星のよう
に・・・☆」です。社会全体で子どもの
健やかな成長を見守り、子育て世代
の親を孤立させないよう支えていく
温かな地域づくりのイメージカラーと
して、背景色を薄緑色にしています。

「健やか親子21」は、母子の健康
水準を向上させるための様々な
取組を、みんなで推進する国民運
動計画です。母子保健はすべての
子どもが健やかに成長していく上
での健康づくりの出発点であり、
次世代を担う子ども達を健やか
に育てるための基盤となります。

社会・援護局

母子保健課で実施している広報について ●ここでは、母子保健課で実施している普及啓発等の事業の一部をご紹介します。

すこりん
マタニティ
マーク

厚生労働行政の
幅広さ

荒田 英治 ARATA Eiji

PROFILEPROFILE

母子保健課
母子保健係長

子ども家庭局

すべての子どもが
健やかに育つ
社会を目指して

係長級 係長級
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1899
資料:厚生労働省「人口動態統計」
注:1944～46年は、戦災による資料喪失等のため、統計が得られていない。

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019

200

150

100

50

0

（万人）

死
亡
数

30

25

20

15

10

5

0

死
亡
率（
人
口
千
対
）

死亡数 死亡率
インフルエンザ
（1918-20）

11.2

死亡数と死亡率（1899～2019）
27.3

300

250

200

150

100

50

0
1899

資料:厚生労働省「人口動態統計」
注:1944～46年は、戦災による資料喪失等のため、統計が得られていない。

出生数 合計特殊出生率

出生率と合計特殊出生率（1899～2019）

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019

（万人）

出
生
数

5

4

3

2

1

0

合
計
特
殊
出
生
率1.58

ひのえうま
（1966）

第2次
ベビーブーム
（1971-74）

第1次
ベビーブーム
（1947-49）

4.54

1… 1…

社会保障協定とは
　年金局国際年金課では、主に社会保障協定の締結・実施に関す
ることを所掌しています。社会保障協定とは、海外に駐在する方な
どが自国と派遣先で年金保険料を二重に負担することの解消や、
海外で納めた保険料に基づく年金を受給しやすくすること等を目
的として二国間で合意するルールです。このような協定の締結によ
り、国際的な人的交流や経済交流が促進されます。

現在の業務内容について
　2021年1月末現在、日本は20カ国との間で社会保障協定を締
結しています。私の係では、新たな国との協定の締結推進を担当し
ており、そのハイライトともいえるのが相手国代表団との交渉です。
　交渉は基本的に、自国と相手国とで交互に開催されます（現在
は、新型コロナウイルスの影響により、オンラインで交渉を行うこ
とが基本となっています）。交渉相手国はどの国も個性豊かで、交
渉時にはこちらが思いもかけないような主張が飛び出すこともあ

ります。交渉に向けては、協定がこちらの希望に添った内容になる
よう、相手側の主張を可能な限り予測しつつ、こちらの主張がしっ
かり伝わるように対処方針を作成するのが知恵の絞りどころです。
交渉が上手くいき、両国で合意に達することが出来た時は大きな
達成感を感じます。

厚生労働省を目指す方へ
　厚生労働省の魅力の一つに、業務内容が多岐に渡ることがあげ
られると思います。私も入った頃は、自分が国際関係の業務に携わ
るとは考えてもいませんでしたが、たまたま国際関係の部署に配
属されたことがきっかけで、面白さを感じるようになりました。そ
れ以外にも、一口に厚生行政といっても様々な業務があり、様々な
人たちと関わることが出来ます。
　ぜひ好奇心を持って、厚生行政の世界に飛び込んでいただきた
いと思います。

日本を支える数字
　政策統括官（統計・情報政策担当）では、厚生労働行政施策の基礎資
料となる各種統計調査の実施・公表や、情報政策、セキュリティ対策など
を担当しています。
　私は、統計調査に関する業務の経験が最も長く、様々な施策を検討する
際の重要指標となる、出生数、死亡数、世帯数、所得の状況といった数値
に関するデータの集計及びチェック、公表作業などを担当してきました。
　これらの数値は、公表すると反響がとても大きく、省内はもちろん、他
府省の思いもよらない施策の基礎資料や、大学での研究、民間企業の
経営戦略など非常に幅広く活用されているところを目にする機会があ
ると、微力ながらも日本を支えていると実感することができました。

チーム力で乗り切る
　統計数値の公表に当たっては、正確性と迅速性が求められます。
　正確性と迅速性を同時に達成するためには、常に業務スケジュール
を意識しながら、チーム全体で業務の遅れや問題点がないか、問題が
ある場合には、どんな対処をすれば解決できるのか、日々試行錯誤をし
ながら、業務にあたっています。

　また、統計業務では、「チームで成果を出す」ことが求められるため、
職員同士のコミュニケーションが特に重要になります。
　働き方が多様化し、テレワークや時短勤務等により、すぐに連絡が取り
づらい場合もあるため、普段からチーム全体で目標や課題、問題点に対す
る認識を共有し、業務の進捗状況も透明化しておくよう心がけています。

ひと、くらし、みらいのために
　厚生労働省のキャッチフレーズ「ひと、くらし、みらいのために」が示
すとおり、厚生労働省ほど国民の生活に深く密接に関わる施策を担う役
所はないのではないかと思います。
　入省後は、人事異動により様々な部署を経験する中で、厚生労働省の
施策の幅広さ・奥深さを実感されると思います。また、施策への関わり
方は様々ではありますが、どのような部署であっても、私たち職員一人
ひとりの働きが人々のくらしを根底から支えているのだと、高いモチ
ベーションを持って業務に取組めることは間違いありません。
　ぜひ、日本のくらしを支えるために、一緒に働いてみませんか？楽し
みにお待ちしております。

社会保障協定の締結状況

東 正幸 AZUMA Masayuki

PROFILE

国際年金課
協定第一係長

平成14年　厚生労働省入省

平成27年　大臣官房国際課国際経済機関係長
平成30年　年金局企業年金・個人年金課企業年金係長
令和2年　 現職

平成9年　厚生省入省

平成29年　政策統括官付参事官付世帯統計室
　　　　　 国民生活基礎統計第一係長
令和2年　  現職

●これまでに締結した協定の発効時期
厚生労働省の代表的な
統計調査の一つである
「人口動態統計」は1899
（明治32）年から実施し
ており、出生数や死亡数
など政府全体の施策を支
える重要な指標として使
われています。1918（大
正7）年～の「スペイン風
邪」流行時の死亡数もこ
の統計による数値が広く
取り上げられています。

年金局

「縁の下の力持ち」を続けて120年余

二国間協定を
締結する

小倉 寿子 OGURA Hisako

PROFILEPROFILE

参事官（企画調整担当）付
社会統計室統計情報調整官

政策統括官（統計・情報政策担当）付

日本のくらしを
支えるために

係長級 課長補佐級

ドイツ
英国

大韓民国
アメリカ
ベルギー
フランス
カナダ

2000年2月
2001年2月
2005年4月
2005年10月
2007年1月
2007年6月
2008年3月

オーストラリア
オランダ
チェコ

スペイン
アイルランド
ブラジル
スイス

2009年1月
2009年3月
2009年6月（※）
2010年12月
2010年12月
2012年3月
2012年3月

ハンガリー
インド

ルクセンブルク
フィリピン
スロバキア

中国

2014年1月
2016年10月
2017年8月
2018年8月
2019年7月
2019年9月

（※）2018年8月改正議定書発効
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引退犬
ボランティア
※ユーザーに
　引き取られる
　ケース有

（一般家庭に譲渡）
PR犬

子犬 引退犬

認定

貸与 （引退）合同訓練
（使用者と補助犬）

適正判断
獣医の診察等

訓練

繁殖犬候補 キャリアチェンジ

（聴導犬）動物愛護センター等
他事業所との連携等

繁殖犬ボランティア パピーホーム
ボランティア

指定法人

出産

訓練事業者

（基礎訓練、歩行誘導、
介助動作、聴導動作等）

現在の業務
　社会・援護局障害保健福祉部は、障害者総合支援法によるサービス
など障害福祉を担当する部署です。
　私の所属する自立支援振興室では、義手義足などの補装具や身体障
害者のための補助犬、点字・手話等の意思疎通の支援、障害者による芸
術文化活動など、障害者の社会参加に関する業務を担当しています。
　所管する業務の予算や人員を確保するために関係省庁と折衝するの
が私の仕事です。それぞれの省庁にはそれぞれの事情がありますが、こ
ちらも譲れないことはしっかり主張します。それは、我々の仕事の一つ
一つが、障害がある人の生活につながっているからです。

厚生行政の魅力について
　働くことの魅力は、たくさんの人と出会い、これからの時代や社会を
一緒に考えていけることです。厚生労働省の場合、それが人々の生活で
あり、今の部署では障害のある人の「今」そして「これから」です。
　厚生労働省の仕事は、北海道から沖縄まで、大きな街でも小さな町でも、
日々の暮らしとつながっています。それが何事にも代えがたいやり甲斐です。
　人の暮らしは素朴で当たり前なことの積み重ねですが、その「当たり
前」は時代とともに移り変わります。時代や環境の変化に合わせて仕事

の内容や仕組みも変えていく必要がありますが、進む方向に迷い悩む
ことも多々あります。それでも投げ出さずに取り組んでいくと、新たな考
え方や物事の捉え方が生まれ、解決策が見つかることがあります。前例
のない課題やレアケースへの対応など、なかなか経験できない案件に
チャレンジできるのも、この仕事の魅力です。
　昨年度と一昨年度、新たに障害者の読書環境を整備するための法律
と障害者による文化芸術活動の支援を進める法律が制定されました。
それに伴い、国の基本計画の策定に取り組む機会を得ました。今までな
かった基本計画を策定できた嬉しさと安堵感はまたひとしおでした。

これから働く皆さんへ
　社会や生活の変化に合わせて仕事の内容をアップデートしていくた
めには、新しい時代の中を生きてきた皆さんの価値観や考え方、そして
出会いが必要です。
　その昔、新人研修で先輩がこう挨拶しました。「貴方たちと私に能力
の差はありません。あるのは、失敗（＝経験）の数の差だけです。」当時
の先輩と同じ世代となった今、その言葉を実感しています。
　経験は積むことができます。心配しないで飛び込んできてください。

厚生行政は皆さんの選択肢の1つになりますか～私の体験記から
　厚生労働省の仕事は、「ゆりかごから墓場まで」と表されるように、人生の各ステー
ジにおいて健康・医療・福祉のほか様々な施策を進めています。
　私は、公衆衛生関係業務を中心に厚生行政に携わってきましたが、これから社会
人として活躍される皆さんの選択肢の一つが厚生行政となればと思い、特に係長時
代を中心に業務体験を振り返ってみました。

昭和59年　海港にある大阪検疫所に採用。現在は新型コロナウイルス感染症が最重
要な検疫対象疾病ですが、当時は「種痘、黄熱、ペスト、コレラ」（検疫伝染病）に加え、「デ
ング熱、ラッサ熱、マールブルグ病」などの国際感染症について、海外から来港する客船
や貨物船の乗客・乗組員の健康状態を無線や船上でチェックしたり、船舶の衛生検査・
指導のほか、港湾区域のねずみの生息調査や海水の汚染調査などが主な業務でした。

平成6年　初めての係長（予防接種法を所管する担当係長）。予防接種法改正（「義
務接種から努力義務接種へ」、「健康被害救済の充実」、「予防接種情報の積極的な
収集・開示」、「接種対象疾病・年齢の見直し」など）後の円滑な施行のため、全国各
地へ出掛けて説明会を実施しました。

平成8年　現在の老健局の予算関係事務取りまとめ窓口。省内及び大蔵省（現在の財
務省）と協議・折衝し、新高齢者保健福祉10か年計画（新ゴールドプラン）予算を編成
し、介護保険制度の円滑な導入に向けた予算調整に従事しました。また、平成9年に
結婚しました。

平成10年　官房総務課の国会班に異動し、国会内で勤務。国会委員部との調整や
厚生省と国会議員・秘書との窓口パイプ役として2年間を過ごし、行財政改革や省庁

再編、保険・年金制度改正、感染症法の創設など国会審議に身近に接し、貴重な体験
をしました。また、平成11年には待望の長男が誕生しました。

平成12年　現在の健康局長の秘書役、局内の国会事務、人事管理や福利厚生に従
事しました。所管法律の改正など国会審議に日々深夜まで勤務したことや、省庁再
編により厚生労働省となり、様々な雑事が発生し四苦八苦しましたが、国会班での経
験もここで大いに活かされました。

平成14年　健康増進法の創設に携わりました。初めて法律に「たばこ対策」が明記さ
れ、望まない受動喫煙を防止するための第1歩となりました。また、この年に次男が誕生
し、大臣の命で出産時の特別休暇を5日間取得しました。イクメン時代のスタートでした。

平成15年　食品衛生法を所管する部局でした。前年に国内でBSE（牛海綿状脳症）
が発生し、国産食用牛は一時流通がストップし、不足分は輸入牛で代替。リスクコミュ
ニケーションを全国各地で行い、全頭検査による安全確認を条件にようやく流通再
開。ところが12月主要な牛肉輸入相手国（米国）でBSE汚染牛が発見され、輸入がス
トップ。大手牛丼チェーン店は豪州産牛や豚丼で代替しました。

厚生行政の世界へようこそ
　体験記に記したように、様々な分野で苦労の連続でしたが、その成果は確実に国
民の健やかな暮らしに役立っていると実感しています。
　入省当初は、何の専門知識もない自分でしたが、実体験の積み重ねが必ず経験値
として蓄積され、大きな武器になります。安心して厚生行政の世界へ飛び込んできて
ください。
　共に、国民の健やかな暮らしを支えていきましょう。

身体障害者補助犬について

昭和59年　厚生省入省（大阪検疫所検疫課）
　　　　　 国立公衆衛生院、生活衛生局水道環境部、
　　　　　 保健医療局に在籍
平成6年　 保健医療局エイズ結核感染症課給付係長
平成8年　 老人保健福祉局書記付経理係長
平成10年　大臣官房総務課国会班主査
平成12年　保健医療局書記付管理係長
平成14年　健康局総務課生活習慣病対策室調査総務係長
平成15年　医薬食品局食品安全部企画情報課総務係長
　　　　　 内閣府、大臣官房地方課、健康局に在籍
平成25年　健康局結核感染課長補佐
平成27年　健康局健康課長補佐
平成28年　大臣官房厚生科学課長補佐
平成29年　医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部
　　　　　 企画情報課長補佐
平成30年　現職

●身体障害者補助犬の育成について ●身体障害者補助犬実働頭数の推移
身体障害者補助犬
（盲導犬・聴導犬・介助
犬）は、目や耳や手足に
障害のある方の生活を
サポートしています。
身体障害者補助犬法
に基づき認定された犬
で、特別の訓練を受け
ています。障害のある
方のパートナーであり、
ペットではありません。

社会・援護局

健康局総務課指導調査室の1年

変化にあわせて
暮らしを支える

加賀山 成久 KAGAYAMA Naruhisa

PROFILEPROFILE

総務課指導調査室長

健康局

平成7年　 厚生省（国立身体障害者
　　　　　 リハビリテーションセンター）入省
平成14年　老健局総務課介護保険指導室指導係長
平成16年　社会・援護局地域福祉課予算係長
平成18年　社会・援護局総務課書記室管理係長
平成20年　老健局介護保険課総務係長
平成22年　社会・援護局障害保健福祉部企画課総務係長
平成25年　秋田県仙北郡美郷町役場福祉保健課長
平成27年　社会・援護局総務課長補佐
平成29年　現職

村山 太郎 MURAYAMA Taro

PROFILE

障害保健福祉部企画課
自立支援振興室長補佐

健やかな暮らしを
支えたい

課室長級課長補佐級

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

①通常国会(1月召集)において、翌年度予算
案が審議されます。予算成立後は、新年度ので
きる限り早期に補助金等予算を交付・支出す
るため、都道府県等からこの時点での所要額
を調査・集計するとともに、交付要綱の改正や
各種契約書案の作成などの準備を進めます。
②翌年度の「公衆衛生行政関係事務指導監
査」について、各地方公共団体宛て周知文書
を発出するとともに、指導監査の重点事項を
点検するなど、実施準備を始めます。

①財務省主計局や関係各所との
協議・折衝を重ね、翌年度の補助
金等について、政府予算案の編成
を行います。
②前年度の「公衆衛生行政関係事
務指導監査」の結果、是正すべき
事項として改善勧告した事項を集
計の上、関係地方公共団体宛てに
周知し、更なる事務の適正化を求
めます。

①翌年度の補助金等の所要額に
ついて、省内関係部局との調整を
経た上で、財務省に対し予算概算
要求書類を提出します。
②「公衆衛生行政関係事務指導監
査」を実施した結果、是正すべき事
項について、知事や市長宛てに改
善勧告文書を発出し改善報告書
の提出を求めます。（おおむね9月
から3月まで行います。）

①当年度の補助金等について、補助額等の内
示や補助金等の交付決定の事務、各種契約の
締結事務を行います。（必要に応じて、追加の
内示や契約等の変更を通年で行います。）
また、翌年度に必要となる補助金等のメニュー
や所要額を調査・算定し、予算概算要求の準備
を進めます。
②「公衆衛生行政関係事務指導監査」チームを
編成し、重点事項について、事前検討会～現地
派遣～事後報告会の手順で指導監査を実施し
ます。（おおむね6月から1月まで行います。）

介助犬・聴導犬（頭）

75
65
55
45
35
25
15
5

盲導犬（頭）
1300

1100

900

700

500

300

100
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現在の業務内容
　私は平成31年4月から陸前高田市役所で福祉部長・福祉事務所長をしています。
　福祉部の業務は、高齢者、障害者、子ども、生活困窮者等の支援から感染症予防、健康増進
等の保健、市が設置している診療所の運営など多岐に渡っています。陸前高田市が掲げてい
る、地域で暮らすあらゆる人が健康や幸せを感じられるまちづくり、「ノーマライゼーションとい
う言葉のいらないまちづくり」の一端を担っています。

出向先で得たもの
　陸前高田市は東日本大震災で甚大な被害を受けており、現在も復興に向けて取り組んで
います。市役所庁舎は仮設で、私が住んでいる派遣職員宿舎も仮設です。
　各自治体から派遣職員が80名近く、応援で来ており、各部局に配置され、市役所業務を手
伝っていただいています。私自身も慣れない土地でプロパー職員や派遣職員に公私に渡っ
て支えられています。陸前高田での出会いは資産であり、この貴重な人脈を大事にしたいと
思っています。

皆さんへのメッセージ
　陸前高田市に赴任する前、障害保健福祉部で自閉症啓発
デーの啓発で、東京タワーのブルーライトアップを担当して
いたことから、陸前高田市のシンボルである「奇跡の一本松」
を「希望」などを表すブルーでライトアップしたいと思い、当
日は、風が強く寒い日でしたが、同僚と３人でヘルメットを被
り、青いセロファンを風で飛ばされないように、ライトに貼り
付けて、一からの手作りで、奇跡の一本松をライトアップする
ことができました。厚生労働省の仕事はこれからの社会に
「希望」をつなぐものだと思います。「ひと、くらし、みらいのた
めに」、素敵な社会を目指し、一緒に頑張りましょう。

酒井 昭弘

PROFILE

日本年金機構 所沢年金事務所
国民年金課徴収担当

平成28年　厚生労働省入省
平成28年　年金局年金課
平成30年　年金局総務課書記室
令和2年　  現職

自治体

「ノーマライゼーションという
言葉のいらないまちづくり」を目指して

5年目職員になり、初めての出向
　　私は厚労省に入省し、年金局で4年間勤務後、令和2年4月より所沢年金事務所へ出向し
ました。年金局では主に法令や国会関係の職務に従事していたため、初めて年金事務に直接
携わることとなりました。
　事務所での業務は、国民年金保険料の強制徴収担当として、年金保険料未納者への保険料
納付勧奨や滞納処分を主としています。滞納処分の根拠となる法令の正しい理解だけでなく、
国税など他の公租公課に関する知識を身につけた上で処分を執行する必要があり、常に責任
を感じながら業務に従事しています。
　本省では、国民の方と直接接し話を聞く機会は中々ありません。様々な事情を持った方の声
を伺えるのは、地方出向したからこそ得られる経験であり、今後、本省での政策立案や事務運
営の業務に生かすことができると考えています。

パンフレットを目にした皆様へ
　私が就職先に厚生労働省を選択したのは、官庁訪問の前日でした。正直、それまで全く社会
保障施策に興味関心がありませんでしたが、たまたま訪れた省庁説明会にて、厚生労働省の
所管施策の幅広さと深度を知ることになり、入省を決意
しました。実際に入省し、入省前では思いもよらなかった
様々な出会いと経験をすることができ、あの日の決断は
正しかったと考えています。
　入省を決めるのは、私のように、些細なきっかけで構
わないと思います。今、自分のやりたいことが決め切れて
いない方も含め、この採用パンフレットに目を通し、厚生
労働省の、国民の生活基盤を守る業務に少しでも興味関
心を持ってもらえることを願っています。

齋藤 晴美

PROFILE

陸前高田市役所 福祉部長・福祉事務所長

平成 元年　厚生省入省
平成 元年　援護局庶務課中国孤児等対策室
平成 6年　児童家庭局保育課
平成10年　労働省女性局女性労働課家内労働係長
平成17年　内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付
　　　　　 障害者企画第一担当主査
平成19年　雇用均等・児童家庭局育成環境課
　　　　　 児童環境づくり専門官
平成25年　社会・援護局障害保健福祉部企画課長補佐
平成30年　社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・
　　　　　 発達障害者支援室長補佐
平成31年　現職

大使館とは
　大使館は、基本的に各国の首都に置かれ、その国に対し日本を代表する機関で、相手国政府
との交渉や連絡、政治・経済その他の情報の収集・分析、日本を正しく理解してもらうための広
報文化活動や邦人の生命・財産の保護を行っています。※ミャンマー（旧名：ビルマ）の首都はネーピー
ドーですが、大使館はヤンゴン（旧名：ラングーン）にあります。

　大使館では外務省職員のみならず、他省庁や地方自治体からの出向者も多く勤務しており、
厚生労働省では経験できない業務や様々な人との交流ができる職場です。

現在の業務について
　私は領事班に所属しており、旅券・証明・査証の
発給等の業務の外、旧日本兵の遺骨収集や慰霊
団等について、ミャンマー政府と厚生労働省との
交渉や連絡調整等を行っています。
　また、新型コロナウイルス感染症におけるミャン
マー政府の対策について、情報収集を行い、在留
邦人に対し、情報発信等を行うとともに、日本国政
府の水際対策等にかかる業務を行っています。

皆さんへのメッセージ
　厚生労働省はとても幅広い業務を行っており、また、生活に密着していることから、国民の皆
様の注目を浴びています。一つ一つの業務が重要であることは当然ですが、それらの業務に携
わることで、日々、自分自身もスキルアップして行くことができます。さらに、自分が行った業務
を振り返ってみると、一筋の道ができあがっていることに実感を持てる職場でもあります。
厚生労働省で皆さんと一緒に仕事をできる日を楽しみにしています。

海外勤務

業務や経験を通じて
自分自身をスキルアップする

佐久間 勝彦

PROFILE

在ミャンマー日本国大使館一等書記官

平成10年　厚生省入省
　　　　　（社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室）
平成12年　大臣官房会計課出納班
平成14年　社会・援護局援護企画課外事室
平成16年　老健局老人保健課保健指導係長
平成19年　社会・援護局援護企画課
　　　　　 中国孤児等対策室帰国援護係長
平成20年　在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
平成23年　社会・援護局援護企画課
　　　　　 中国孤児等対策室自立援護係長
平成24年　東海北陸厚生局健康福祉課健康福祉係長
平成29年　社会・援護局援護企画課事業推進室事業第三班長
令和2年　 現職

留学を決めたきかっけ
　これまで担当した法改正から施行業務の中で、政治家や関係団体が政策に与える影響の大
きさを身をもって感じました。声の大きい方に流されず、専門家や関係者の意見やエビデンス
を踏まえて議論し、科学的な根拠に基づいた政策を作っていくために必要な知識・視点を体系
的に学びたいと思い、留学を決めました。

留学先での学び
　ハーバード大学公衆衛生大学院では、医療政策の立案から評価までの過程において必要
な、医療経済学や定量評価手法、交渉・マネジメントなどを中心に学んでいます。これらの学問
内容はもちろん、異なる文化や風土の中で、多様なバックグラウンドを持つ同級生と議論する
ことで新しい気づきを得たり、海外から日本、日本の医療制度を客観的に見ることも留学の醍
醐味だと感じています。

皆さんへのメッセージ
　大学院での学びやコロナウイルスの
世界的パンデミックの中での留学を通
じ、医療政策が国民の健康に与える影
響の大きさに改めて気づかされるとと
もに、日本の医療制度が世界的に注目
されていることを肌で感じました。国民
の健康や生活に直結し、国内外から注
目される政策に携われることが厚労省
の仕事の魅力だと思います。

留学

留学で感じる厚生行政の魅力

堅田 薫

PROFILE

行政官長期在外研究員
（ハーバード大学公衆衛生大学院医療政策専攻 留学）

平成28年　厚生労働省入省
平成28年　医政局医事課
平成29年　医政局地域医療計画課
平成31年　医政局医療経理室
令和元年　 現職

年金事務所

国民生活に思いをはせ続ける

SAKAI Akihiro

SAITO Harumi SAKUMA Katsuhiko

KATATA Kaoru

職員からのメッセージ（出向者・海外勤務・留学） 職員からのメッセージ（出向者・海外勤務・留学）
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現在の業務について
　現係では、主に自治体や法人への補助金の執行業務を行っています。具体的な内容としては
相手方から提出された申請書や報告書の内容を元にその支出は適切かどうかなどを補助事
業者へ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します。はじ
めは内容の確認に手間取ることや分からないことも多くあり不安でしたが、上司に教えてもら
いながら徐々にできるようになっていきました。執行の中でも補助先が多くある事業や金額が
大きい事業先への交付決定を誤りなく行えたときはとても達成感がありました。

地方出身者へメッセージ
　私は、就職するまで関西に住んでおり、ぎりぎりまで家探しをしなかったため東京に来た当初
はほとんど何もない部屋から新生活が始まりました。はじめての一人暮らしで慣れない家事を
全て一人でこなすのは大変で苦労しましたが、家族や様々な方に助けを借り、少しずつできるよ
うになっていきました。現在の仕事でも最初自分なんかが働いていけるだろうかと思い悩むこと
もありましたが、先輩や上司など多くの方から支えてもらいながら取り組むことができています。
最初の一歩を踏み出すのはとても怖いことですが、その先にはきっと多くの支えてくれる先輩方
や上司がいます。よりよい世の中にするためにみなさんも一歩踏み出してみませんか。

金築 林太郎 KANETSUKI Rintaro

PROFILE

政策統括官（総合政策担当）付政策統括室
管理係

平成27年　厚生労働省入省
平成27年　大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課
　　　　　 世帯統計室国民生活基礎統計第一係
平成29年　政策統括官付参事官付統計・情報総務室　
　　　　　 人事第一係・給与係
平成31年　現職

自分自身の成長の場

現在の業務について
　私の所属する政策統括官（総合政策担当）政策統括室管理係では、政策統括官（総合政策担
当）という部局の国会関係業務の窓口として、会議の案内のとりまとめや、レク依頼への対応、
国会審議の準備に従事しています。
　各部局と調整しながら、限られた時間の中で部局としての対応方針を決定し、成果物を登録
する必要があるため、依頼がきたら1秒でも速く適切に対応する必要があります。そのために
は自部局内の所掌を正確に理解し、職場内の人の会話や、報道等で発表されていることにも
耳を傾け、常にアンテナを張ることが求められます。
　国の政策決定過程などを間近で感じられる非常に貴重な、そしてやりがいのある業務です。

地方出身者へメッセージ
　私が公務員試験を受けようと考え始めた頃は、当初から厚生労働省への入省を希望してい
たわけではなく、むしろ地方で働くことを想像していました。
　しかし、公務員試験を通じて、地方からでも本省の試験を受けられることを知り、せっかく
チャンスがあるのだから受けない理由は無い、と考え入省するに至りました。実際に働きはじ
めて一番感じたことは、自分の周りで働く諸先輩方がとても優秀だということです。その感覚は
入省して数年経った今でも全く変わっていません。自分の人生を懸けても良いと思えるような
人々や業務に囲まれて仕事ができるこの環境に感謝しながら毎日充実した生活を過ごしてい
ます。パンフレットをご覧いただいている皆さんにも、一度きりの人生なので、自分の生涯を懸
けたいと思える仕事をしてほしいと思います。私は厚生労働省ではそんな仲間と仕事に巡りあ
うことができると確信しています。
　特に現在は、新型コロナウイルス感染症への対応で国が一丸となって対応しており、厚生労
働省はその旗振り役として省を挙げて取り組んでいます。楽な仕事ばかりではないと思います
が、日本の未来に関わる大きな仕事に挑戦してみてはいかがでしょうか。

諸田 愛実 MOROTA Ami

PROFILE

健康局 がん・疾病対策課
疾病情報管理係

令和2年　厚生労働省入省
令和2年　現職

現在の業務について
　主な業務の１つとして死体解剖資格認定というものがあります。これは、医師等が死体の解
剖を行うために必要な認定を与えるものであり、専門家の方々とやり取りをし、意見を聞いた
上で決定を行います。
　またその他業務では、都道府県庁や検察庁等と連絡を取り、省内に所属している弁護士、元
検察官と相談をしながら業務を進め、それを実行するために、上司とともに幹部及び大臣等へ
説明に行くこともあります。
　どの業務も国家公務員ならではの責任がある業務であるとともに、とてもやりがいを感じら
れる仕事です。

既卒者・社会人経験者へメッセージ
　私は以前、消防士・救急救命士として地方公務員をしていました。前職等の経験から、現場で
命に向き合っている医療従事者が最善を尽くせる環境作りがしたいと思い転職しました。日本
の医療は、保険証１枚でどこの医療機関でもかかることができる身近なものです。ただ、それ
は現場で働いている医療従事者の方々がいるからこそです。今、このコロナ禍で多くの方が更
に実感しているのではないでしょうか。
　厚生労働省の所管は多岐にわたります。そして、私の所属している医政局には、「理想の医
療」を目指し、民間企業経験者の事務官、都道府県庁等からの出向者、医師や看護師免許等を
保有している技官等様々な方が働いています。医政局に限らず、各々の分野に様々な経験、体
験をしてきた人たちが集まり、国民一人ひとりの生活に寄り添い、社会経済の発展、そして理
想とするものを実現するため働いています。
　みなさんの今までの経験、体験してきたことを活かし、この一員として働いて頂けることを
楽しみにしています。

様々な経験、
体験を活かせる職場

的場 亮 MATOBA Ryo

PROFILE

医政局 医事課試験免許室
免許登録係

令和元年　厚生労働省入省
令和元年　現職

現在の業務について
　国際課ではWHO（世界保健機関）やILO（国際労働機関）などの国際機関への参画や国際
会議の開催、開発途上国の支援など様々な業務を行っております。
　その中でも私は日本の厚生労働行政を紹介するイベントの開催や英語版ホームページの更
新、諸外国の厚生労働行政に関する情報収集などを担当しています。また、昨年度は海外の新
型コロナウイルス感染状況に関する情報収集も行いました。厚生労働省内や他省庁、在外公
館との調整業務や外国語での情報収集など大変なこともありますが、とてもやりがいのある仕
事です。

既卒者・社会人経験者へメッセージ
　前職はマスコミで働いていました。国の政策や事業を取材する中で省庁の政策が国民の生
活に与える影響力の大きさを実感し、政策を立案する側になりたいと思いました。数ある省庁
の中でも国民の生活に密着している政策に携わりたいと思い、厚生労働省に転職しました。
　厚生労働省では国民の生活に密着した業務に携わることができるので、やりがいをもって
仕事ができることが魅力だと思います。仕事が忙しくて大変なこともありますが、先輩や上司
がサポートしてくださるので安心して働くことができます。
　また、厚生労働省では多くの既卒者・社会人経験者が活躍しており、転職者にも働きやすい
職場だと思います。ぜひ皆さんと一緒に働けることを楽しみにしております！

国民の生活に密着した
やりがいのある仕事

須藤 智子 SUDO  Satoko

PROFILE

大臣官房 国際課
海外広報係

平成29年　厚生労働省入省
平成29年　政策統括官付参事官付審査解析室
　　　　　 統計審査第一係
平成31年　現職

人生を懸ける価値
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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

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。

●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

BEFORE AFTER

執務室のフリーアドレス化を導入2

テレワーク環境の抜本強化1

実績

59%

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

２０:１９

R2年 R2年H26

272
人日

489
人日

5,854
人日

6,440
人日

9,779
人日

H27 H28 H29 H30 R元

厚生労働省改革若手チーム

2019. 4.25 厚生労働省若手改革チーム発足
厚生労働省の20・30代を中心とした若手有志38名によるチーム。

18の全人事グループから構成。

2019. 8.26 若手改革チームが「緊急提言」を根本大臣に提出

2019.10.18 「厚生労働省改革実行チーム」立ち上げ
事務次官をチーム長とした、常に改革を断行するための恒常的な組織。

2019.12.25 第2回改革実行チーム「厚生労働省改革工程表」の策定
緊急提言を踏まえ、「人事制度改革」「業務改革」「職場改革」「広報改革」の４つの柱に沿って、

具体的な改革項目を策定。同工程表に則って改革を実行。
その後も、改革実行チームは年3回ほどのペースで開催されており、改革の進捗を常に確認することで、改革を着実に実現していく体制を確立しています。

14,696
人日

改革の歩み

すでに実施されている改革をご紹介！

●職員の柔軟な働き方を実現するため、全ての職員が
  テレワークできるよう、ネットワーク環境を抜本的に強化しています。
●令和４年度には大規模なシステム更改も予定されており、ハード面・ソフト面で
  より利便性の高い環境をつくっていきます。
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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

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 （令和元年度）　

女性 98.6％　  男性 ５９．２％

産後

3歳

産後

小学校就学前

妊娠

出産

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。

仕事と家庭の両立
　2011年に第1子、2012年に第2子、2015年に第3子を出産し、3人
とも1歳になるまで育児休業を取得しました。
現在は、育児・介護を行う職員が利用できるフレックス制度と休憩時間の
短縮を活用し、子どもの通院や学校行事の予定に合わせて勤務時間を短
くしたり、夫が迎えに行く日は勤務時間を長くしたりして仕事を捌いてい
ます。
　更に、テレワーク勤務と掛け合わせると、通勤時間がない分、勤務開始
時間を早めることができ、夕方前には勤務が終わるので、家事や育児に対
して時間だけではなく心の余裕もできて、充実した両立生活を送るために
有り難い制度が増えてきたと思います。
　とは言え、それでもまだ小さい子どもが3人･･･大半の日々は仕事も
家事・育児も猛ダッシュで駆け抜けている感覚です。

育児休業等の制度を利用して（職場の理解）
　子育て中の先輩職員が多くいることから、育児休業を取得することを当
たり前のように受け入れてもらえただけではなく、復帰後、子どもが小さ
いうちは体調を崩しやすく、遅刻や早退、休暇が増えることにも理解があ
り、嫌な顔ひとつされずに10年近く過ごせていることに感謝しています。
　このような環境は、本来、子育てをしながら働く際には「当然」であるべ
き理想の形なのかもしれませんが、「恵まれている」と感謝を忘れず、甘え
てばかりにならないように心がけていることがあります。
・急に休んでも周囲が困らないように、日頃から情報共有を欠かさない。
・「明日しよう」と後回しにせず、仕事を溜めない。
・周囲に助けられている分、私も出来る時、出来る範囲で助ける（仕事を引
き受ける）側に回る。
　そして、何より仕事も育児も楽しむこと！どちらも大変なことや時期はあ
りますが、楽しさを見つけてくよくよしないようにしています。職場でも家

でも元気が一番です！
　最後に、まだまだ先ですが、子育てが一段落した
ら、次は私がフォローする立場になることで感謝を返
したいと思います。

井上 亜紀 INOUE Aki

PROFILE

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

平成17年　厚生労働省入省
平成17年　社会・援護局援護課
平成19年　大臣官房総務課
平成22年　老健局書記室
平成24年　社会・援護局業務課調査資料室
平成26年　社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室
　　　　　 帰国・受入援護係長
平成28年　社会・援護局援護業務課審査室審査係長
令和31年　現職

仕事も育児も
楽しく両立する

5:30

起床
子ども3人を起こし
て支度をさせるの
は、なかなかの体力・
気力が必要です。

9:00

出勤
末っ子を保育園へ
送って出勤。
メールチェック後、仕
事の優先順位をつけ
ます

10:30

所管する事業の補助
金や委託費につい
て、自治体からの問
合せに対応。個別案
件が多く時間がかか
ります。

14:00

室内での打合せ。
事業の課題につい
て、対応を検討しま
す。課題は多く、議
論は尽きません。

17:30

退庁
３人とも習い事があ
る日は、送迎をする
必要があるので慌た
だしいです。

20:30

習い事を終え帰宅
子どもたちは軽食を
とっているけど、私
はお腹ぺこぺこです
･･･。

22:00

ようやく子どもたち
は就寝。一緒に寝る
ことも多いですが、１
人時間（お酒）を楽し
むことも♪

１日の流れ
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どのように仕事と育児を両立しているか
　私は2018年７月に出産、その後育児休業を取得し、子どもがちょうど１歳になる2019年
７月から保育園に入園できることとなったため、８月に仕事に復帰しました。復帰後は、1.5～
２時間の育児時間を取得し、９時に出勤、16時頃退庁しています。
　保育園への送りは夫、お迎えは私という分担で、帰宅後は１日離れて過ごしていた分、子ど
もの要求も多いので、朝に夕飯の用意まで済ませて出勤しています。子どもの発熱等で何日も
仕事を休む必要があるときは、夫にも交代で休みを取ってもらう以外にも、子どもが昼寝をし
ている間、テレワークで最低限の業務を進める等して、仕事と育児を両立しています。

両立にあたっての工夫と今後の目標
　仕事に復帰して初めての冬は、子どもも度々熱を出し、出産前は何年も熱を出すことはな
かった私自身も毎月のように熱を出してしまい、急に休まざるを得ないことが多々ありました
が、いつでも職場の上司や同僚は「いいよ！いいよ！ゆっくり休んで！」と笑顔で了承してくれ、仕
事でも精神的にもとても助けてもらいました。また、職場には子育ての先輩がたくさんいるの
で、愚痴を聞いてもらったり、経験談を聞いたりと、現在もとても助けられています。
　毎朝、班内で予定を共有するのですが、子どもが産まれてからは、どうしても急に休まなくて
はならないことがあるため、日々、業務の
進捗状況や本日やるべき業務内容を具
体的に記載し、急に他の方にお願いする
時もスムーズに依頼できるよう心がけて
います。
　現在は周りに助けていただいてばかり
の分、自分の子どもが大きくなってきた
ら、育児奮闘中の同僚のフォローをできる
ようになりたいと思っています。

加藤 由香 KATO Yuka

PROFILE

政策統括官（統計・情報政策担当）付参事官付
人口動態・保健社会統計室統計解析専門職

平成17年　厚生労働省入省
平成17年　大臣官房統計情報部国民生活基礎調査室企画開発係
平成18年　健康局総務課地域保健室地域保健係
平成21年　大臣官房統計情報部保健統計室医療施設統計第二係
平成24年　大臣官房統計情報部企画課給与係主査
平成27年　総務省政策統括官（統計基準担当）
　　　　　 統計審査官室専門職
平成29年　政策統括官付参事官付
　　　　　 世帯統計室成年者縦断統計業務係長
令和元年　 現職

育児休業に対する職場の理解等
　私は、第1子の出産に際し9ヶ月、第2子の出産に際し1年2ヶ月の育児休業を取得しました。周
囲のあたたかい気持ちに支えられ、育児休業を取得することの不安はありませんでしたが、復帰
した後にどう働いたら良いのか、周囲に迷惑を掛けずに仕事を続けられるのか、という事を不安
に思っていました。
　職場の方々もその気持ちを理解してくださり、休業前から様々な働き方や経験をアドバイスし
て頂き、休業中も気にかけて連絡を頂いたりしたことで、復帰に向けた不安も軽減されて、安心
して子どもとの生活に専念することができました。
育児休業中は、子どもとの新たな生活に慣れないことが多く、奮闘する毎日だったように思いま
すが、ふっくらした頬や寝息、笑顔を愛おしく思いながら楽しく過ごしました。
　仕事を離れて、一人の生活者として厚生労働行政に触れながら過ごせたことも、視点が変わり
有意義でした。仕事とは異なる観点や役割を持てたことを、これからも大切に、活かしていきた
いと思います。

両立に当たっての工夫と今後の目標
　第1子の育児休業から復帰して10年以上が経ちましたが、子どもの成長とともに、両立の課
題や仕事の進め方も変化してきました。復帰当初は、子どもの体調管理と、見通しをもった仕事
の進め方、周囲との情報共有・連携することに試行錯誤していました。今は、限られた勤務時間を
前提に、チーム＝組織として成果を出すために、自分はどのような役割を担えば良いのか、とい
う点を意識して日々取り組んでいます。　
　ずっと無我夢中のような気もしますが、振り返ると自
分自身も少しは成長したかな、と思えることが時折あり
ます。子どもの成長と、自分の成長を共に実感しながら
仕事を続けられる環境と、周囲の配慮にいつも感謝し
ています。育児に限らず、それぞれが大切な時間を確保
しつつ仕事で活躍できるよう、自分も誰かを支えられる
存在になりたいと思っています。

有賀 裕子 ARUGA Yuko

PROFILE

健康局難病対策課
ハンセン病元患者家族補償金支給業務室
補償金支給係長

平成18年　厚生労働省入省
平成18年　健康局疾病対策課臓器移植対策室
平成19年　大臣官房人事課
平成22年　医薬食品局生活衛生・食品安全部企画情報課
　　　　　 検疫所業務管理室
平成28年　健康局がん・疾病対策課Ｂ型肝炎訴訟対策室審査係長
平成30年　健康局健康課保健指導室保健指導係長
令和2年　 現職

育児休業を取得してよかったこと
　私は、平成30年に育児休業を３ヶ月間取得しました。わずかな期間ではありましたが、子育
てへの向き合い方を見直すことのできた、とても貴重な３ヶ月となりました。
　育休期間中は日々気づかされることばかりで、これまで妻に頼りきりの部分があったことを
自覚し反省するとともに、些細な出来事の中でも子どもの成長を身近に感じ取ることができ、
新鮮な毎日でした。子どもはまだ生後半年の乳児でしたが、ようやくお父さんとして認めても
らえたような気もします。
　担当業務が滞る不安がありましたが、取得の検討段階から上司や同僚に相談していたこと
もあり、余裕をもって業務の引き継ぎを行えるよう配慮して頂きました。

両立に当たっての工夫と今後の目標
　両立するにあたって、家族はもちろんのこと、職場の上司や同僚の方々の理解を得ることが
重要であると思います。育児に関わらず、職員自身の体調やご家族の事情により急な休暇取得
が必要となることは職員だれにでもあり得る話だと思うので、自身を含めいつ誰が休むことに
なっても互いに支えることができる環境作り、特に日頃の情報共有やワークシェアが大切だと
思います。
　最近では、新型コロナウイルス感染症対策の影
響もあり、業務の先行き等も中々予測しがたい状
況ではありますが、時差出勤やテレワークなども
積極的を活用し、平常時以上のワークライフバラ
ンスを達成していくことを目標としております。
　子どもの成長はあっという間と聞きます。その
貴重な期間に、家族で一緒にいられる時間を何よ
りも大切にして、子どもの成長を見守っていきた
いと思っています。

関口 卓磨 SEKIGUCHI Takuma

PROFILE

医政局研究開発振興課
国立高度専門医療研究センター支援室 交付金係長

平成23年　厚生労働省入省
平成23年　医政局医事課
平成25年　医政局医療経理室
平成26年　医政局総務課
平成28年　医政局書記室
平成30年　大臣官房総務課国会連絡室主査
令和元年　 医政局看護課主査
令和２年　 現職

育児時間 子どもの成長、自分の成長

育児休業育児休業
育児休業を取得する前の不安と取得してよかったこと
　私は令和２年度に、第２子の出生を契機として育児休業を取得しました。長男がまだ1歳
で、妻１人だけで長男と次男の２人の子育てをするのは大変な事と、私自身もっと主体的に子
育てに携わりたいと考え、取得することを決めました。
実際に取得する際には、長い間仕事を離れることの不安や引け目も感じましたが、周囲の理解
もあり、また、せっかくの機会でもありますし思い切って取得しました。
　取得してよかったことは子どもの成長を直接見ることが出来たことです。日中ずっと一緒に
いるので、お座りが出来るようになった、スプーンが使えるようになったといった瞬間に立ち会
えることが出来ます。
よかったことだけではなく、同時に、子育ての大変さも実感しました。育児休業前から、出勤前
におむつを替えて、歯磨きをさせたりと長男の面倒は見ていたつもりでしたが、お風呂に入れ
たり寝かしつけたりはあまりしていなかったので慣れるまでが大変でした。

両立に当たっての工夫と今後の目標
　復帰後は、子どもの急な発熱などで休まなければならない日などもあり、自分の力だけでは
計画的に業務を進めることが難しくなってしまう事もあります。そういった時には周りの職員
にフォローしてもらうことになりますので、日
頃から業務進捗を共有するようにしています。
　現在は、帰宅時間は子どもが寝てからに
なってしまう事が多くなってしまっていますが、
子どもの成長はあっという間ですので、効率よ
く仕事を進めて定時退庁する日を増やす、週
に１度はテレワークする、などする事で意識的
に子どもと過ごせる時間を増やしていきたい
と考えています。

金子 威士 KANEKO Takeshi

PROFILE

年金局事業企画課会計室主査

平成17年　社会保険庁入庁
平成17年　社会保険庁運営部企画課数理調査室数理第２係
平成19年　内閣府政策統括官（経済社会システム担当）付参事官
　　　　　（経済社会システム担当）付
平成22年　年金局書記付管理係
平成24年　大手前年金事務所
平成28年　保険局国民健康保険課主査
令和2年　  現職

育児短時間勤務、テレワーク 育児休業

育児休業育児休業
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年金局事業企画課運営管理係の１日
　年金局事業企画課運営管理係では、年金記録の正

確な管理に関する取組及び日本年金機構との総合的

な連絡調整に係る事務などを主に担当しております。

　具体的には、事業運営を担う日本年金機構と連携し

つつ、年金加入者に毎年誕生月に送付する「ねんきん

定期便」やパソコンやスマートフォンで24時間いつで

も手軽に確認できる「ねんきんネット」（インターネット

でのサービス）を通じて、年金加入記録を簡単に確認で

きる仕組みの提供に係る支援及び調整などを行ってお

ります。

　国民の皆さまの関心が高い分野でもあり、やりがい

と達成感を感じながら、日々業務に取り組んでいます。

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
「ねんきんネット」
利用拡大のための広報検討

厚生労働省では部局毎に昼休み時
間を分散し、密を回避しています。
今日は何を食べようかなぁ～

お昼 日本年金機構との打合せ 退庁

出勤 「ねんきんネット」
利用拡大のための広報検討

省内の食堂や、席でゆっくりします。
余った時間はそっと目を閉じて....
午後もすっきりです！

お昼 「ねんきん定期便」
レイアウト検討

文書管理 退庁

係長

係員

係員係長
大西 紗衣里
OHNISHI  Saeri

田中 洋之
TANAKA Hiroyuki

メールをチェックし、今日一日の予定
を朝メールで課室長、補佐、係員に共
有。 仕事の段取りを考えたりします。

ねんきんネット周知用のリーフレット
案を確認し、色々と意見を出し合う。
なかなか良い出来映えじゃないか！

出勤したら、メールをチェック。課内に
「朝メール」でスケジュールなどを
報告します。時差出勤もできるので、
８時に登庁することも多いです！

より多くの方に「ねんきんネット」をご
利用いただけるよう広報活動！
リーフレットからSNSまで
手広くやるぞ！

被保険者のみなさまに届く郵便物に関
わることは、責任感もやりがいも大きい
です。パソコン作業も慣れてきたな～。

行政文書や係内の共有資料の管理も
大事な仕事。上司や先輩に教わりなが
ら学んでいます！

家庭菜園をはじめようとチャレンジし
ていますが、どうも我が家は日当たり
が・・・こちらはレタスです。

「ねんきん定期便」のレイアウトについて、法令改正等も踏まえ
ながら、打合せをします。
実務を担う日本年金機構との緊密な連携は重要であり、対面、
テレビ会議、電話等で常に認識共有しています。

帰って子どもと遊んだり、家事を行っ
たりとイクメンになります！
帰ってからも、頑張るぞぉ。
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係員の1日 係長の1週間

　社会・援護局地域福祉課では、障害の有無や年齢などそれぞれが抱える課題にかか

わらず、誰もが身近な地域社会の中でその人らしい生活を送れるよう、地域福祉の推進

に取り組んでいます。私の係では、長い間、社会との関わりを持っていないひきこもり状

態の方がそれぞれの状態に応じた支援を受けられるようにするための取り組みや、従来

とは異なる環境の中で生活する被災者への生活支援、住民が主体となって地域社会に

参加するボランティア活動などに関する業務を行っています。

高橋 美有 TAKAHASHI Miyu

社会・援護局地域福祉課
地域福祉・ボランティア係

医薬・生活衛生局
水道課上水道係長

　日本の水道の普及率は98％。一方で、水道は高度経済成長期に急速に普及したた

め、現在では施設の老朽化が進んでいるなど様々な課題に直面しているほか、近年頻発

する自然災害による断水が発生しており、災害に強い水道を作ることが必要です。

　上水道係では、水道管の耐震化や浄水場の浸水災害対策工事等を行う市町村等に対

し、補助金を交付するなどの事務を行っています。水道水がそのまま飲める国はわずか

12カ国しかないとも言われていますが、この水道の整備を支え、いつでも安全な水を国

民の皆様にお届けできるようにするのが私たちの使命です。

尾形 大輔 OGATA Daisuke

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00
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15:00

16:00

17:00

18:00

まずは、前日の退庁後に来ているメールが無いか確認をして、地域福祉課に
関係する新聞記事があれば目を通します。自分の仕事と関わりのある記事を
読むと、現場を身近に感じられるので、モチベーションに繋がります。その後、
今日やるべきことをリストにして、優先順位をつけて取り組みます。今日は、
自治体あてに実施したひきこもり施策に関するアンケートの集計作業がメイ
ンですが、午後には、ひきこもり施策の広報事業について、委託先業者と打合
せを行います。

出勤

ひきこもり施策に関するアンケート調査について、回答が他の項目と一致
していないなど、気になる部分を自治体に電話で照会していきます。アン
ケート結果からは、国で進めたいと考えている施策がどの程度現場で実
施されているかなど、今後の施策の参考になる情報が分かります。また、
全国会議で公表されることもあるので、全国の取り組み状況をイメージし
ながら丁寧に集計をしています。

午前

お昼は、感染症対策で、部局ごとに時間をずらして取っています、私の局は
少し早めの11時半からです。気分によって、省内のカフェや蕎麦、一駅乗
車して銀座ランチなど色々なところに出かけています。日比谷公園を散歩
するのも良い気分転換になります。

昼

午後は、ひきこもり施策に関する広報について、委託先の事業者との打合
せがあります。感染症対策のため、オンラインでの打合せとなったので、地
域福祉課と同じ階にある大きな会議室でオンライン会議の環境を整えま
す。打合せでは、ひきこもり状態にある方が、行政の支援機関を訪ねる
きっかけになるような事例集作成について打合せをし、実際の現場の支
援団体ともオンライン会議によりお話を聞きました。

午後

退庁前に、明日やるべきことをざっくりと確認します。明日は、国の補助事業
として来年度実施予定の相談支援事業について、公募要綱を係長や補佐に
確認してもらおうと思います。上司の明日のスケジュールを確認して、説明に
入るタイミングを考えながら帰ります。

退庁前

国から自治体に財政支援を行うためには予算が必要ですが、政府予算案は省内調整や財務
省折衝を経て編成されます。今日は金曜日の財務省折衝に向けた課内打合せ。過去の予算
執行や中長期的課題の分析、対応策、必要な予算額などをまとめた資料を作成し、効率的で
効果的な予算要求となるよう上司と議論を重ねます。業界のトレンドや国民のニーズを的確
に把握して真に必要な施策を企画立案し、データを根拠に理論的な説明ができるようにする
ことが重要です。

月曜日

午前は国会議員への説明対応。説明資料を揃えて議員の事務所にて、令和2年7月豪雨で
被災した水道施設の復旧工事に対する財政支援制度について、説明しました。午後は自治
体担当者とのオンライン会議。人口減少による料金収入の減少が見込まれる中、事業統合
は運営基盤を強化する手段の一つであり、国は、統合を行う自治体に財政支援しています。
統合をさらに進めるため、現場の声を伺いながら、補助金の有効な活用方法について助言
しました。

火曜日

平成23年に発生した東日本大震災では、地盤崩落や津波などにより多くの浄水場や水道
管などが甚大な被害を受けました。国は、そうした被害を受けた水道施設の復旧工事に対
して、財政支援を行っています。
また、岩手県・宮城県・福島県の被災3県や有識者らが参加する連絡協議会を開催し、水道
の復旧・復興に対する技術的支援を行っています。発災から10年が経過しましたが、今も
復旧が完了していない施設があり、復興への取組みはまだ続いています。
水曜日は、宮城県庁で開催された連絡協議会にて、被災3県の現状と今後の課題について
意見交換を行いました。私からは、財政支援制度の現状や留意点などについて、プレゼンし
ました。
木曜日は、宮城県石巻市において復旧工事の進捗状況を視察し、厳しい現状を目の当たり
にしました。この視察で見たものを脳裏に焼き付け、被災地の水道事業者の想いを胸に、
財政支援継続の意義や必要な予算額等を財務省などに説明していきます。

財務省との予算折衝に望みます。月曜日の打合せを踏まえて修正した説明資料とともに、係員
と協力して作成した補足資料やバックデータを抱え、議論に備えます。折衝の中で施策の緊急
性に関する説明が甘い部分について指摘を受けました。宿題として持ち帰り、直ちに根拠とな
るデータの整理と所要額の精査に取りかかり、次回の折衝でより精緻な説明ができるよう準備
します。水道の更なる基盤強化に資する財政支援が実現できるよう、引き続き頑張ります！

金曜日

水曜日

木曜日
〜
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仕事のやりがいや、印象に残っていることは何ですか？

高橋　作成した献血のポスターが街で貼られているのを見かけたときは嬉し
いです！
広報資材は基本1人で作成しているので大変ですが、出来上がったときは頑
張って良かったなと思いますし、それを見てみなさんが献血の知識を深めてくれ
るといいなという気持ちになります。
間接的にですが、自分の仕事が病気やけがで苦しむ患者さんの命を救うことに
つながっていると思うと、やりがいを感じます。

肘井　専門用語がとても多く、配属されたばかりの頃はメールを見ても電話を
取ってもまったく理解が出来ませんでした。とても大変だったのですが、周囲の
方に教えて頂いて一つ一つ覚えていき、理解出来るようになっていくのが自分
の中でやりがいになっています。
また、他省庁との連携も多く、「結構大きいことをやっているのだな」と自覚した
とき、非常に仕事のやりがいを感じます。

渡辺　基本的に年金に関する質問などは、年金事務所で受け付けるのですが、
本省でいただくものは難しい解釈に関する質問や現場の切実な声であること
が多いので、そうしたものは毎回印象に残ります。
また、年金制度改正法の整備政令の作成作業や年金額改定のプレスリリース公
表作業に先輩の手伝いとして携わりましたが、それらが官報や新聞記事に載っ
たりして外部に公表されているのを見たときは、厚労省の影響力の大きさを感
じ、やりがいを感じました。

梶山　現在の仕事の比重として補助金の執行業務が多いです。国のお金を支
出する上では独特なルールがいくつもあるので、一つ一つクリアしながら最終
的に交付決定が出来たときはホッとしますし、やりがいも感じます。
補助金を執行する上では、相手がどのような事業をしているのかを把握する

必要があります。今まで知らなかったことが日本で行われているということを
学ぶ機会が多いので、印象に残っています。

廣岡　私の仕事も補助金の執行が多いです。交付決定や確定の通知を発出出
来たときは、頑張ってよかったなとやりがいを感じます。実際、国からは都道府県
や市町村への執行が多いのですが、私の母親は介護従事者で、私が執行した慰
労金が母親の手元に渡ったと知ったときは、とてもやりがいを感じました。

厚生行政に関心を持ったきっかけは何ですか？

廣岡　元々、多くの人の役に立つ仕事がしたいと思っていました。
長い人生の中のどこかしらで誰もが関わっている厚生行政の中で、何か自分が
出来ることがあればいいなと思ったことがきっかけです。

梶山　私が厚生行政に関心を持ったきっかけは、自分が体調を崩したり、身近
な人が病気になってしまったことを経て、健康であることはとても大切だなと感
じたことです。人が健康であるために出来る事業に貢献したいと思い、厚生行
政は健康に関していろいろな分野を取り扱っているので興味を持ちました。
たとえば、保険局は健康に直接関係しているというイメージは湧きにくいと思う

のですが、被保険者の健康作りは保険者の義務であるので、そういった部分を
支援出来ているという意味では、健康作りに関われているのかなと思います。

渡辺　私は大学時代に地域の方と関わるサークルに加入したり、ゼミでは格差
や人口減少のことを勉強したりしていました。そうしたことを通じて、一人一人
が日々暮らす中で生じる様々な課題について直接向き合える仕事がしたいと思
い、まずは公務員を目指すことにしました。
その中で厚生行政というものは、人生における様々な課題に正面から向き合え
る分野かなと思い、厚生行政に関心を持ちました。

肘井　私は一人親家庭で育ち、母親一人で妹と二人育てて貰いました。地方で
育ったということもあり、周囲の方々の協力を得て不自由なく育ちましたが、
ニュースを見ていると一人親家庭で児童虐待があり、多くの子どもが命を落と
しています。そのような家庭を減らしていきたいと思い、大きなバックグラウンド
を持つ厚生労働省で社会に貢献していきたいと思ったことがきっかけです。

高橋　私も、仕事をするならば人の役に立つ仕事がしたいと考えていました。
厚生労働省はすべての人に関わる仕事で、国民の幸せと健康のために働けると
いうことがステキだと思ったからです。

仕事で心がけていること、今後の目標は何ですか？

廣岡　私は課の窓口業務が多いので、局の筆頭室から届いたメールの内容を
なるべくかみ砕いてわかりやすく課内に撒くことを心がけています。先日、その
ことでほかの係の方から「わかりやすい」と感謝されて嬉しかったので、これか
らも心がけていこうと思います。

梶山　いくつか仕事を抱えているときに、一気に片付けようとすると失敗するの
で、優先順位をつけてから始めるようにしています。
今後の目標は、もう少し業務に関する知識を付けたいと思っています。所管して
いる団体からの電話はもちろん、一般の方からの電話もかかってくるので分か
らないときは先輩方に相談しているのですが、先輩方が傍にいなくても自分で
も対応が出来るように知識を増やしてきたいです。

渡辺　仕事は自分だけで完結するものはほとんどなく、係長や補佐の決済を経
て完了するものが多いので、分からないことがあったときは一人で抱え込まず、
先輩や上司にすぐに相談するように心がけています。

肘井　私の業務は昨年のリバイスが多く、分からない部分は係長に聞きます
が、それでも分からない場合は前任の方に確認しており、前任の方とのつなが
りも大切にしています。
また、私は総務係なので室内へのメール展開や取りまとめが多いです。だんだ
ん業務に慣れてきて自分の判断で出来るようになってきましたが、どうしても小
さいミスをしてしまい、いつも係長にフォローして頂いているので、今後はしっ
かりとミス無く正確に仕事が出来るように心がけていきたいと思っています。

高橋　私は裁量のある仕事がほとんどなので、スケジュール管理が大切になっ
てきます。計画性を持って、周りに迷惑をかけないように着々と進めることを心
がけています。献血に関する仕事なので、きちんと献血のことが分からないと仕
事にならないと思い、休日に献血ルームに行くなど仕事をしていない間も生活
の中に献血のことを取り入れるようにしています。
今の目標は、緊急事態宣言で外出自粛が多い中、献血は不要不急の外出に該
当しないということで、献血に行くことを推し進め、医療機関に必要な量の血液
製剤を供給出来るように献血者を確保することです。

休日の過ごし方や、リフレッシュ方法を教えてください

廣岡 今はあまり友達とお出かけも出来ないので、一人でぶらぶらとお散歩をし
ています。また、平日は毎日デスクに座ってお仕事をしているので、「何か体を動か
したいな」と思って朝にランニングを始めました。そのおかげで調子が良くなったの
で、皆さんにお勧めしたいと思います！

梶山　私のおうち時間は、録画していたドラマや映画を見たりしています。私も体

を動かすことが好きなので、土日はジムに通って筋トレをしています。

渡辺　私も本を読んだり映画を見たりしておうち時間を過ごしています。それか
ら、土日は平日に出来なかった掃除や皿洗いなどの家事をしていることが多いで
す。運動はなかなかやる気が起きなくて出来ないのですが、平日お昼休みに庁舎前
にある日比谷公園を散歩して、自然を感じたりしています。

肘井　私も、平日に出来なかった部屋の掃除をすることから休日が始まります。運
動しなきゃとは思うのですが寒さで諦めています（笑）。平日の仕事の疲れを癒やす
ために、アロマディフューザーを焚きながら動画配信サイトを利用して動画を見た
り、本を読んだりして過ごしています。

高橋　私も掃除を土日にまとめてやって、後はアニメを見たり、好きなことをして
過ごしています。運動したいという心もありますが体が動かないので（笑）、私も昼
休みに日比谷公園をお散歩しています。

就職活動中のみなさんに向けてメッセージをお願いします。

肘井　就職活動は新しいステージに踏み出す準備ということで、分からないこ
とや不安な気持ちがたくさんあると思います。コロナの状況下で、すぐ誰かに相
談するということもなかなか難しいかもしれませんが、家族やご友人、大学の先
生等に自分の思いを相談しつつ、自分のやりたいことを明確にしていくことが
大切だと思います。就職活動は長い戦いになるので、心が折れそうになることも
あると思いますが、リフレッシュしながら、時には周りの励ましを受けながら最後
まで諦めずに頑張って欲しいと思います。

渡辺　私自身は新卒で入省しましたが、大学院に行ったり、民間企業に行った
りといろいろな選択肢がある中で一つの就職先を選ぶのはとても大変なことだ
と思っています。公務員となると面接だけではなく筆記試験もあるのでよりいっ
そう大変だと思います。大変だからこそ、時間をかけて自分が納得出来るやりた
いことを選択出来たらいいですね。応援しています。

梶山　現在、厚労省を含む省庁全体が、社会の変化に伴って改革を進めている
状況です。この改革は短期的なものではなく、今後もずっと社会が発展していく
ために必要なものだと思います。人の一生に関わる仕事をしながら、今必要な
改革をしていくという特殊な状況に身を置いているのも貴重な経験になると思
います。そういった経験を就活生のみなさんと出来たら嬉しいので、入省をお待
ちしております！

高橋　就職活動をしている方は学生だったり、すでに社会人だったりする方も
いると思いますが、多様な経験をして自分のやりたいことを見つけることが大
切だと思っています。
就職活動に正解は無いと思うので、後悔しないような道を自分のペースで進ん
で欲しいです。

廣岡　働いている中で、「初心って大事だな」と思うことがあるので、やりたいこ
とがあるという気持ちや、厚労省に興味を持ったという今のその気持ちを忘れ
ずに勉強などに生かして、最終的には厚労省に入って頂いて、一緒に楽しく働け
ることを楽しみに待っています！

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！座談会

高橋 未来 TAKAHASHI Miki

医薬・生活衛生局
血液対策課献血推進係

名前のとおり献血の推進で、将来にわた
り必要な献血者を確保するために、献血
のことを広く知らせたり、より献血しやす
いよう環境を整えたりするのが主な仕事
です。具体的には、若年層向けの献血啓
発資材の作成・配布や献血思想普及の
ためのキャンペーンの実施を行っていま
す。

肘井 大地 HIJII Daichi

政策統括官付情報システム管理室
情報総務係

私が所属する室では省内職員が使って
いるパソコンのシンクライアントや、テレ
ワークなどの統合ネットワークを管理し
ています。総務係として主に業務の取り
まとめや予算、経理、給与の担当をして
います。

渡辺 康太 WATANABE Kota

年金局年金課
企画法令第一係

所属する年金課では国民年金と厚生年
金の二つの公的年金制度を所管してお
り、一般の方や団体からの質問や要望を
いただくことが多いので、その一つ一つ
に対応しています。
また、昨年成立した年金制度改正法の整
備政令の作成作業や令和３年度年金額
改定のプレスリリースの公表作業を手
伝ったりすることもありました。

梶山 実里 KAJIYAMA Misato

保険局保険課全国健康保険協会
管理室運営管理第三係

主に全国健康保険協会の運営管理をし
ています。協会が実施する事業に対する
補助金の執行や、事業の評価をしていま
す。また、有識者との会議をセッティング
して意見を頂き、業績評価の結果をこち
らから通知をするなど、協会が適正に業
務を執行出来ているかどうかの管理を
しています。

廣岡 真帆 HIROOKA Maho

老健局認知症施策・地域介護
推進課予算係

私は、老健局認知症施策・地域介護推進
課というところで課内の窓口業務や補
助金の執行、介護従事者への慰労金の
執行にも携わっています。

1年目職員による座談会 1年目職員による座談会
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Q2 約1年仕事をして、やりがいを感じたことは何ですか？ Q4 職場の雰囲気はどうですか？

Q1 厚生労働省で働きたいと思ったのはなぜですか？

私は、現場で働かれている医療
従事者の方が最善を尽くせる
環境作りに貢献したいと思っ
ています。初めは都道府県庁へ
入庁することを考えていました
が、医政局が行っている医療政
策に関心を持ち、厚生労働省
に入省することを決めました。

的場 亮

医政局 医事課
試験免許室

ライフステージに合わせて国
民をサポートできるという点
に魅力を感じたからです。厚
生労働省の業務はどれも人々
の生活に密着しているため、
より多くの方の役に立てると
思い、志望しました。

永野 伶奈

大臣官房 会計課
経理室

私は主に補助金の執行に関す
る業務を行っています。制度に
ついて理解を深めることがで
きるほか、自治体と連絡を取り
合うなど人と接することも多
く、とてもやりがいを感じるこ
とができます。

大成 悠真

保険局 
国民健康保険課

「全国民が一生を通して幸せに
暮らせる社会に貢献したい」、こ
れが厚生労働省で働きたいと
思ったきっかけです。厚生行政
は、医療や健康、子育て、介護等、
業務の幅広く、どの業務も社会
にとって欠かせないものである
ということに魅力を感じました。

里島 天衣

健康局 がん疾病対策課
B型肝炎訴訟対策室

特定の誰かでなく、すべての国民
の健康と幸せのために働くこと
ができる点が素敵だと思い、入
省を決めました。1年目から規模
の大きい仕事ができ、責任を感
じますがやりがいも大きいです。
社会的弱者とされる方の立場向
上に努めていければと思います。

高橋 未来

医薬・生活衛生局 
血液対策課

厚労省は所管している業務が
幅広く、国民が安心して生活
できる環境づくりに貢献した
いとの思いから厚労省を志望
しました。特に医療や医薬品
は興味があったので、携わり
たいと考えました。

栗原 誠法

医薬･生活衛生局
医薬安全対策課

厚生労働省の業務は多岐にわ
たり、そのどれもが人々に欠か
せないものです。その中で自分
が携わった業務の影響を身近
に感じることができ、国民の寄
り添いながらより良い社会の
実現のため取り組むことがで
きるからです。

篠塚 修太郎

医政局 
経済課

私が厚生労働省で働きたい思っ
た理由は、1人でも多くの国民の
生活と安全を守りたいと思った
ためです。厚生労働省は国民に
最も身近な社会保障の行政組
織であり、生活に最も身近であ
ることからやりがいを感じられ
ると思ったため入省しました。

宮﨑 元哉

年金局 
事業管理課

日本中どこにいても安心安全に
暮らすことができるような社会を
作りたいと考えた時に、多種多
様な公務員の中でも、「厚生労働
省」が最も近くで国民の生活によ
りそい、国民の生活を支えること
ができると考えたから。

内田 祐紀

社会・援護局 
地域福祉課

人生のライフコースのどの場面に
おいても、誰もがお世話になる医
療や福祉といった分野で、国民の
生活の基盤をつくり支えている厚
生労働省で働くことに魅力を感
じ、私もより多くの人の役に立てる
仕事がしたいと思ったからです。

廣岡 真帆

老健局 
認知症施策・地域介護推進課

私が厚生労働省を志望した理
由は、日々の生活に身近な厚
生行政の業務に魅力を感じた
からです。また、スケールの大
きな業務に携われるという点
にも魅力を感じ入省を決めま
した。

村上 友教

子ども家庭局 
家庭福祉課

Q3 厚生労働省の魅力は何だと思いますか？

私は、厚生労働省の仕事を一
言で表すなら「国民一人ひとり
の一生を支える仕事」だと思い
ます。生活するうえで必要な制
度や法律を多く所管する官庁
だからこそ、社会貢献性の高い
仕事ができることが、厚生労働
省の魅力だと思っています！

梶山 実里

保険局 保険課
全国健康保険協会管理室

「生活と切り離すことのできな
い」物事を扱うところが私の考
える魅力です！その分責任は大
きいですが、細かな仕事でも多
くの方の生活に関わってきます。
普段の暮らしを見る目が変わる
ことも、仕事をしていくなかで面
白いなと感じたことの一つです！

大西 紗衣里

年金局 事業企画課
年金事業運営推進室

業務に関する知識量が豊富な
方ばかりで、些細なことでも相
談すれば的確な指示をいただ
けるのでとても勉強になってい
ます。一方趣味や仕事に関する
雑談をすることもあり、リラック
スして働くことができています。

猿渡 みおり

医政局 医事課
試験免許室

優しい方が多く、温かみのある
職場です。最初は分からないこ
とだらけで不安でしたが、上司
や先輩方がいつでも相談に
のってくださり助かりました。忙
しい日もありますが、そうでな
い日も多く、大きなストレスなく
働けています。

渡辺 康太

年金局 
年金課

常に国民の関心が高い内容を
取り扱っている省庁だと思いま
す。どんな小さな業務であって
も、元をたどれば、すごく大きな
政策に関係していることもあ
り、微力ながらも、重要な政策
に関われることに、とても魅力
があると感じます。

川島 爽

健康局 
総務課

厚生労働省の業務は人々のく
らしに密接に関係しているた
め、行った業務の重要性ややり
がいを感じやすいのが魅力で
す。また、業務を行っていく上で
身につける知識も暮らしに関
係するものが多いため面白い
ものばかりです。

亀山 稿也

医政局 経済課
流通指導室

政策統括官付
参事官付保健統計室

厚生労働省の魅力は、国民の
生活に携わることができるとこ
ろだと思います。一つ一つの業
務が国民生活の向上につな
がっていると考えると、高いモ
チベーションを維持しながら業
務に取り組めております。

佐野 智也

大臣官房 
会計課

厚生労働省の魅力は多くあり
ますが、それぞれの仕事が人々
の生活の広い範囲に直結して
いることだと思います。自分が
関わった仕事が、目立たない形
であれ社会の中で影響を与え
ていると感じることができます。

土居 廉歩

年金局 事業管理課
給付事業室

携わる分野は多岐にわたります
が、どの仕事も国民生活に密接
しており、人々の暮らしを支えて
います。そのため、仕事に対する
責任は大きいですが、その分やり
がいを感じられるところが魅力
の一つです。皆さんの入省を心
待ちにしております。

伊藤 瑠夏

子ども家庭局 家庭福祉課
母子家庭等自立支援室

業務がすべての国民に密接して
いることです。ほぼ毎日ニュース
で厚労省に関する話題を耳にす
るため、それを実感しながら業
務に取り組むことができます。そ
のため、日頃から社会問題にも
関心を持つようになりました。

寺倉 丈人

まだ入省1年程度ということも
あるかもしれないですが、仕事
をしていく上で日々勉強するこ
とが多くとても刺激的です。自
ら吸収すればその分成長でき
るだけの伸びしろがあるとい
うことを特に感じられる仕事な
のではないかと思います。

原田 蒼汰

社会・援護局
保護課

扱っている業務の幅広さが厚
労省の魅力だと思います。どの
分野の業務も人々の生活に密
着しており、人々からの関心を
多く集めるため、どの部署に配
属になってもやりがいをもって
仕事ができると思います。

鈴木 昌美

社会・援護局 
援護・業務課

仕事でわからないことがあれ
ば、気軽に相談ができる先輩や
上司がたくさんいます。困った
ことがあれば、些細なことでも
相談しやすい環境なので、働き
やすい職場だと個人的には
思っています。

山田 健太

大臣官房 
人事課

個性的で面白い方が多く、とて
も明るい雰囲気だと感じてい
ます。初めはわからないことば
かりで不安もありましたが、親
身になって教えてくださる上司
や先輩方に囲まれ、日々業務に
取り組むことができています。

白木 葵

健康局 総務課
指導調査室

大臣官房 会計課
管理室

気軽に質問でき、困った時は相
談に乗ってくれる上司がいるの
で、安心して、自分の業務に取り
組むことが出来ています。はじ
めは分からないことばかりで、
不安に感じることも多いと思い
ますが、あまり気負いすぎず、自
分のペースで頑張って下さい。

栗原 梨紗

年金局 
資金運用課

職場の雰囲気は明るく話しかけや
すい雰囲気です。議員の方々への
対応中など忙しいときは、もしか
したら声をかけにくいと感じると
きもあるかもしれませんが、先輩
方が親身に相談にのってくださる
ので積極的に声をかけると仕事
に取り組みやすくなると思います。

沼津 大嗣

子ども家庭局 
子育て支援課

私が配属された係は比較的、落
ち着いている方が多く、各々が
淡々と自分の業務に取り組んで
いる感じです。職場の雰囲気は
配属先や上司、先輩、当人によ
るところが大きく、部署によって
様々であると感じました。

根本 政彦

社会・援護局 地域福祉課
消費生活協同組合業務室

仕事をする中で、わからないこ
と・迷うことばかりの日々です
が、上司や先輩方は相談事に対
して丁寧に答えて下さるのでと
ても働きやすいと感じています。

濱田 圭太

職場には、ちょっとした質問で
も、明るく対応して下さる優しい
雰囲気があり、居心地が良いで
す。周りの上司や先輩方は、自身
の業務に真摯に向き合っており、
対応力の高さには驚かされま
す。また、自身もそのような職員
にならなくてはと感化されます。

大坪 亜也菜

内閣府子ども・子育て本部
児童手当管理室

所属部署が開催する検討会や
会議を無事に終えられたとき、
やりがいを感じました。関係団
体との調整には苦労すること
が多々ありましたが、苦労した
分、無事にやり遂げたときの喜
びも大きかったです。

永澤 樹弥

医薬・生活衛生局 総務課
医薬品副作用被害対策室

私は、主に自治体や法人への
補助金の執行業務を行ってい
ます。その中でも、補助額の大
きい事業者に対して交付決定
をし、無事に補助金が執行さ
れたときは、非常にやりがいを
感じました。

諸田 愛実

健康局
がん・疾病対策課

情報システム関係について、
日々勉強できるとともに、予算
や経理、国会業務、福利厚生な
ど幅広い業務に携われること
にとてもやりがいを感じます。

肘井 大地

政策統括官付
情報システム管理室

私は障害年金に関する業務に
携わっており、この業務に関す
る会議等へ出席し、きちんと対
応ができた時には、大きなや
りがいを感じました。自分の発
言にも影響力が伴うことを意
識しながら、日々責任感を持っ
て業務に取り組んでいます。

田阪 美優

年金局 事業管理課
給付事業室

私は現在、自治体向けの補助
金に関する業務を行っておりま
す。担当している補助金は全国
の自治体を対象としているた
め、とりまとめるのは大変です
が、スケジュール通り執行がで
きたときは大きなやりがいを
感じました。

島津 佳亮

社会・援護局 障害保健福祉部
障害福祉課

私は補助金に関する業務を担
当しております。国民生活に関
わる業務であり、責任の重い業
務ですが、無事に補助金が執行
された時には大きなやりがい
を感じます。上司や先輩方のサ
ポートがあり、充実した日々を
送ることができています。

小倉 馨

老健局 
介護保険計画課

私は「公認心理師」という国家
資格に関する業務を行ってい
るのですが、精神科病院に視察
に行った際、公認心理師の方が
活躍されている姿を見て感動
し、普段の業務にやりがいを感
じました。

安尾 恵茉

社会・援護局 精神・障害保健課
公認心理師制度推進室

私は現在システム関係の部署
でプロジェクトの管理を担当し
ています。長期にわたる大規模
なプロジェクトの中で、より良
いシステムの将来像をイメージ
しながら様々な関係者と協力
し、少しずつ前に進めていくこ
とにやりがいを感じています。

二ツ神 佑馬

年金局 事業企画課
システム室

1年目職員アンケート 1年目職員アンケート
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３０分以内３０分以内
実家暮らし実家暮らし

法律系法律系

３０分～１時間以内３０分～１時間以内 6万円以下6万円以下

経済系経済系

１時間30分
以上

１時間30分
以上

６～７万円未満６～７万円未満

７～8万円以上７～8万円以上

文学系文学系
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定時～１９時定時～１９時

１９～２０時１９～２０時２０～２１時２０～２１時
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社会系社会系

理工学系理工学系
その他その他

北海道・東北北海道・東北

東京東京

関東甲信越（東京以外）関東甲信越（東京以外）東海・北陸東海・北陸

近畿近畿

中国・四国中国・四国
九州・沖縄九州・沖縄

Q6 就活対策として、どんなことをしていましたか？

Q5 入省前と入省後で感じたギャップはありますか？

公務員はまじめで堅いイメー
ジでしたが、実際に働いてみた
ら明るくユーモアのある方が
多いです。日々多忙な業務では
ありますが、その中でも楽しく
仕事ができる職場だと思って
います。

梅野 雄介

医政局 地域医療計画課
救急・周産期医療等対策室

公務員はお堅いというイメー
ジがありましたが、実際は柔ら
かい雰囲気の方が多い印象で
す。正確さが求められる業務
が多く大変だと思うこともあ
りますが、優しい上司や気の
合う同期に恵まれ、日々楽しく
仕事に励んでいます。

小木曽 文野

年金局 
総務課

面接対策として、二ュースを見
たり、新聞を読んだりしていま
した。多角的に物事を捉えら
れるよう、内容に対して肯定的
な記事と否定的な記事の両方
をインターネット等で探して読
み、一方的な考えを持たない
ように気をつけていました。

杢保 果穂

医政局 
医事課

新人のうちは、定型的な業務が
多いのではと思っておりました
が、実際には流動的な業務が多
く、日々新鮮さとやりがいを感じ
ています。上司や先輩方に支え
ていただきながら、様々なことを
経験しています。

辻 裕菜

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

入省前は同僚や先輩の足を引っ
張るのではないかとすごく不安
に感じていましたが、先輩職員の
方々が業務の進め方や法律を学
ぶ楽しさなどを丁寧に教えてい
ただいたおかげで、今では部署
が変わっても楽しく、自信を持っ
て業務に取り組めております。

金村 侃

大臣官房 
人事課

昨年始めは新型コロナウイル
スの流行で中々出勤できない
状況でしたが、配属された部
屋の約5割の職員がテレワー
クをしていて驚きました。想像
していたより、テレワーク等の
環境が整っていると感じます。

樫村 佳苗

政策統括官付 
情報化担当参事官室

入省前はピリピリした空気の中
で業務を行うものだと思ってい
ました。しかし、実際にはしっかり
コミュニケーションを取りながら
業務にあたるので、わからない
ことも聞きやすく、業務の合間に
会話も生まれるため、良い緊張
感の中で業務を行えています。

大畑 朋也

大臣官房 
人事課

役所と聞くととても堅いイメー
ジがありましたが、考え方に柔
軟性があり朗らかな方が多い
です。また、福祉と言っても細か
く分野が分かれており、自分と
同じ採用区分の職員の他に、そ
の分野の専門官が多数働いて
おり、多様性がある職場です。

菅原 実香子

社会・援護局 障害保健福祉部 
企画課 自立支援振興室

私が入省後にギャップを感じた
のは職場の雰囲気です。入省前
は肩の力が抜けないような緊張
感の漂う環境をイメージしてい
ましたが、実際に入ってみるとそ
んなことは全くなく、周りの先輩
方・上司方も優しいのでリラック
スして業務を行えています。

木村 翼

社会・援護局 
福祉基盤課

公務員は堅く真面目な方ばか
りというイメージでしたが、実
際に入省してみると、明るく、メ
リハリをつけて働いている方
が多いと感じました。優しい先
輩方に囲まれ、日々勉強させて
頂きながら充実した毎日を
送っています。

酒井 瑞生

老健局 
認知症施策・地域介護推進課

入省前と入省後に感じたギャップ
としては、職場の雰囲気です。入
省前は、もっと黙々と仕事をして
いると想像していましたが、実際
は上司や課内の他の人とコミュ
ニケーションの機会が多く、たまに
冗談が飛び交ったりと、とても良い
雰囲気の中で仕事をしています。

新野辺 彰平

子ども家庭局 
母子保健課

私は積極的に説明会や職場体験
に参加し、自分で見て体験するこ
とを心がけていました。実際に職
員の方々と触れ合い、話を伺う
ことで、漠然としていたイメージ
が明確化され、公務員になりた
い気持ちが強くなり、受験勉強
のやる気にも繋がっていました。

大塚 真由子

医薬・生活衛生局 
生活衛生・食品安全企画課 

学生時代に学問・部活・バイトで
うまくいったことや失敗したこと
（要因等も含め）をまとめていま
した。また、官庁訪問対策として
は、厚生労働行政に関わること
で学生時代に研究したり学んだ
ことと関連付けて話せるものを
いくつか整理しました。

曽合 真幸

健康局 難病対策課
移植医療対策推進室

試験勉強以外だと、（民間対策
も兼ねてですが）学生時代の大
したことない経験を、話し方や
仕草含め、面接にていかに魅力
的に伝えられるかひたすら考え
てました。そうして考えた内容を
友人や大学教授に話して、印象
を聞くことを繰り返してました。

三浦 竣太

社会・援護局 障害保健福祉部
精神・障害保健課

私が就活対策として行っていたこ
とはスケジュール管理です。公務
員試験対策の勉強、面接対策の情
報収集や業務説明会等のイベン
ト等就活にあたってするべきこと
はたくさんありますが、優先順位
とスケジュール感を意識すること
で効率良くこなせるかと思います。

河本 賢太

大臣官房 
会計課

筆記試験の勉強をしつつ、説明
会への参加やHPで情報収集
をして、受験先、志望動機など
を考えていました。面接対策と
しては、大学のキャリアセン
ターやハローワークで面談を
申し込んで、面接の練習をして
いました。

高橋 広樹

年金局 
事業管理課

HPやパンフレットを用いて積
極的に情報を集めました。ま
た、座談会や説明会に参加し、
職員の方からお話を伺うこと
で、面接の流れや仕事のイメー
ジを掴むことができました。

高島 一将

内閣府 
子ども・子育て本部

筆記試験までは、1年半ほど一
心不乱に勉強に取り組んでい
ました。面接試験に向けては自
己分析を行ったほか、HP等を
参考に興味ある分野を中心に
厚生労働省に関連する情報を
調べていました。

古川 紗帆

社会・援護局 援護・業務課 
調査資料室

就活中はメリハリのある生活を心
がけており、説明会へ行った後、気
分転換に映画を見ることもありま
した。面接では意外と趣味につい
て詳しく尋ねられることが多く、息
抜きも大事だなと実感したことを
覚えています。忙しく大変な時期か
とは思いますが、応援しています。

瀬戸 伽菜子

政策統括官（統計・情報政策担当）付 
参事官付 人口動態・保健社会統計室

通勤時間は？ 家賃は？

退庁時間（平均） 出身地域は？

出身学部は？ 新卒・既卒？

既卒の方も大歓迎です！（社会人経験者の声はP18へ）

「本省」は人事院試験を受験する地域区分に関わらず官庁
訪問することが可能です！（地方出身者の声はP17へ）

1年目職員アンケート1年目職員アンケート
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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。

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、約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。

　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。

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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まずは厚生労働省の採用に関する全体概要を知りたい方はこちら！
マイページ機能にご登録いただくと新着情報を自動でお知らせします。

「厚生行政」の詳しい採用情報はこちら！説明会や官庁訪問に関する情報を随時更新しています。

　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？

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？ 

　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。

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？

　厚生労働省では「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。その中でも厚生行政の使命は、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。

　現在の新型コロナウイルス感染症の影響による国難とも言える状況の中で、厚生労働省では、職員が

一丸となって感染症対策に取り組むとともに、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

雇用など多岐にわたる重要施策を担っています。

　こうした極めて重要な責務を果たしていくには、高い志と強い気概、政策課題に直面した際にその背

景や展開を考える想像力とやり抜く根気、目標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

が重要となります。

　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！

厚生労働省採用
特設サイト https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/saiyou/tokusetsu/

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7936）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。62（23）人

令和3年度

53（24） 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

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。

大臣官房人事課長 榊原 毅

明るい未来に向けて

令和2年度オープン！
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採用Q&A 省内幹部からのメッセージ




