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ひと、くらし、みらいのために

厚生労働省
Ministry Of Health, Labour And Welfare

デジタル技術を活用し、国民生活の質の向上と社会経済の発展に寄与
厚生労働省における情報分野の仕事

～全体を統括するＰＭＯ、個別の情報システムを整備するＰＪＭＯ～

厚生労働省全体のデジタル化施策を統括するＰＭＯ（全体管理組織）

Mission

PMO では、CIO 及び副 CIO のリーダシップの下、デジタル分野における見識と高い専門性を有する政府 CIO 補佐官か
らの助言・指導を得ながら、省内の情報システムを統括し、デジタル・ガバメントの実現に向けたマネジメントを行って
います。
PMO は、政策統括官（統計・情報政策担当）が運営しています。
所管業務のデジタル化を推進する PJMO（プロジェクト推進組織）

PJMO は、所管業務を遂行するための情報システムを整備し、行政サービスの効率的・効果的な提供を行います。厚生
労働省において、政府内でも大規模となる情報システムを扱う PJMO としては、政策統括官（厚生労働省 LAN システム）
、
年金局（公的年金業務）
、労働基準局（労働基準行政、労働保険適用徴収、労災保険給付）
、職業安定局（職業紹介、雇用
保険給付）があります。

土屋厚生労働審議官

情報化統括責任者（CIO）・最高情報セキュリティ責任者（CISO）

多様化する行政ニーズに応えていくために
厚生労働省は、
「国民生活の保障及び向上を図り、
並びに経済の発展に寄与する」ため、
社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上・増進、労働者の働く環境の整備と職業の確保
を図ることを任務としています。
そして今、昨年来のコロナ禍の中で、感染拡大防止、医療体制の確保、ワクチン接種、
さらには雇用の維持・確保、生活にお困りの方々への支援など、幅広い課題に総力を挙
げて取り組んでいます。その中でデジタル技術の活用に関しては、国民の皆さんにご迷
惑をおかけした局面もありました。
厚生労働省はこれまでも、国民生活に直結した業務を全国で着実に実施するため、
年金のシステムやハローワーク・システム（求人・求職・雇用保険）など、大規模なシ
ステムを長年にわたり運用してきました。一方、多様化する行政ニーズにこれからも的
確に応えていくためには、デジタル技術の急速な進展をしっかりと取り込んで最大限活
用するとともに、情報セキュリティ対策を強化する必要があります。
そのために、厚生労働省はＩＴ人材の確保・育成に積極的に取り組んでいます。デジ
タル技術の知識豊富な皆さん、デジタル技術の活用を通じた社会の様々な課題の解決
に、ぜひ一緒に取り組みましょう。

岡崎サイバーセキュリティ・情報化審議官
各府省情報化専任審議官（副 CIO）
・副最高情報セキュリティ責任者（副 CISO）

デジタル社会の実現に向けて
デジタル技術を活用して国民生活の利便性を向上することなどを目的として、その司
令塔であるデジタル庁を設置するなど、政府全体で強力にデジタル社会の実現に向けて
推進しているのは既に報道等でご存知のところだとは思います。
厚生労働省は、年金等の巨大なシステムを複数運用しており、そのシステム運用経費
は、政府全体の４割近くになる等、国民が紙ではなく電子的に手続を行えるようにする
デジタルガバメントの実現に果たすその役割は政府全体の中でも非常に大きなものと
なっています。
また、今般の新型コロナ対応においても、まだまだ至らない点が多々有るとはいえ、
いくつかの情報システムを可能な限り速やかに整備し、保健所や医療機関等の現場の対
応を支援しています。
さらにその後も見据えて、データヘルスを推進し医療や介護の情報化を進め、医療や
水道などの重要インフラのセキュリティ対策、自治体事務のデジタル化・標準化にも取
り組んでいます。
私は、これまで総務省や内閣法制局で、広く情報通信政策やその法制化に携わってき
ましたが、厚生労働省の特徴は、このようにより国民生活に密着した具体的なデジタル
化に貢献できるところに有ります。みなさんが培ってきた電気・電子・情報の知識を生
かして、デジタル社会の実現に向けて、厚生労働省で一緒に仕事をしていければ嬉しい
です。

政

厚生行

採用後の配置先①

政策統括官（統計・情報政策担当）
業務内容 ～電気電子情報区分として活躍できるフィールド～

主な勤務場所
中央合同庁舎５号館（霞が関）

 デジタル・ガバメントの実現に向けて、政府 CIO 補佐官からの助言・指導を得ながら、厚生労働省の
情報システムの整備における企画、調整、評価、予算審査及び調達支援や、申請・届出等手続におけるオ
ンライン利用促進、ＩＴ人材確保・育成等の取組を行っています。
●データヘルス改革
 少子高齢化が進む中で、健康寿命の延伸、社会保障制度の持続可能性の確保といった我が国の課題に対
応するため、健康・医療・介護分野の各制度で蓄積されたビッグデータの利活用や最先端技術の導入によ
り国民がメリットを感じられる ICT インフラの整備などを行っています。
●サイバーセキュリティ対策
 電子データの漏えい・改ざん等を防ぐための事前の危機管理やその対策、サイバー攻撃等を検知した際
の初動対応等の指導や、事案の発生から終息に至るまでの状況等を分析し、省内情報システムの運用部門
等と共有することで、更なる対策の強化に取り組んでいます。
●省の基幹システムの企画・運用等
 厚生労働省の各機関（約 2,100 箇所）をセキュアな広域回線で接続したネットワーク基盤、電子メール
やファイル共有、各種業務支援システム等を集約したグループウェア（利用者約６. ３万人）
、「厚生労働
省ホームページ」など業務処理の基幹となる情報システムを企画・運用しています。

政策統括官付情報化担当参事官室（システム企画第一係）

髙野

智佳（2020 年入省）

現在の業務
～厚生労働省全体の業務を支える～

印象深い業務
情報システムの監査と以前監査を行ったシステムに

厚生労働省 PMO の窓口として、省外からの様々な

ついてのフォローアップに携わったことです。システ

依頼について、省内の各部局との調整やとりまとめを

ムの調達の方法や調達に必要な文書の保存についてな

行っています。省内外でやりとりを行うため、政府全

ど、とても勉強になることが多い業務でした。また、

体を俯瞰して見ることができる業務です。その他にも、

情報システムを持つ各部局の担当者とやりとりを行う

省内の情報システム監査やドメイン管理など、多岐に

ことで、省内全体の把握に努めることができました。

わたる業務に携わっています。

皆さんへ
～電気電子情報区分採用として～
現在、政府全体の流れとして、「デジタル」がより
一層重要となっています。そして、その中でも厚生労
働省では国を支えるシステムが多くあり、今後はさら
に、電気電子情報区分において学んだ IT 知識が必要
不可欠です。みなさんの学んだことが活かせる職場で
ぜひ一緒に働いてみませんか。

デジタル技術の活用による業務改革に取り組む

●ＰＭＯとして

政

厚生行

採用後の配置先②

年金局
業務内容 ～電気電子情報区分として活躍できるフィールド～

主な勤務場所
中央合同庁舎５号館
日本年金機構本部（高井戸）

 公的年金制度は国民の身近な暮らしを支えるものであり、その複雑な制度を正確かつ公正に運営するた
めに構築されている、非常に大規模なシステムが社会保険オンラインシステムです。
●多岐に渡るサービスの実現
 社会保険オンラインシステムは、公的年金（国民年金や厚生年金保険など）に係る被保険者記録の管理
から、年金の給付、相談に至るまで、多岐にわたる日本年金機構のサービスを実現しています。
●サービスの実施体制とシステム
 社会保険オンラインシステムは、全国の年金事務所や事務センター等と日本年金機構本部をネットワー
クでつなぎ、それぞれの役割に応じたサービスを実現しています。このため、市区町村や金融機関など数
多くの外部機関とも密接に連携し情報交換を行っています。
●ＩＴ化の推進及び大規模なシステムプロジェクトへの取り組み
 政府全体で推進している手続の電子化などの、利用者中心のサービス改革への取り組みや、現在稼働し
ているシステムの課題に対応するため、大規模なシステムの見直しに取り組んでいます。

年金局事業企画課システム室

谷澤

システム総合調整専門官

聡（1994 年入省）

現在の業務
～公的年金業務を支える～

印象深い業務
私は今のポジションに着任する前に、当室との併任

当室は、日本年金機構と一体となり、公的年金制度

として４年間、内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略

を情報システムの側面から支える業務を担っていま

室に勤務した経験があります。社会保険オンラインシ

す。社会保険オンラインシステムは、利用者中心のサー

ステムを厚生労働省の中から携わるのではなく、IT 総

ビス改革を実現するため、様々な見直しを行っている

合戦略室の立場として、社会保険オンラインシステム

ところであり、これらの取組を実現するにあたり、厚

を政府情報システムの中の１つのシステムとして外から

労省内外の調整は必要不可欠となり、それに必要とな

携わることができ、他システムの良い取組や失敗事例

る資料作成などに、日夜取り組んでおります。

などを知ることで柔軟な考え方を学び、難しくも、自分
なりに非常に貴重な経験ができたと実感しています。

皆さんへ
政府最大級の社会保険オンラインシステムを安全か
つ円滑に稼働させていくためには、様々な役割を持つ
スタッフが、連携して一体となってパフォーマンスを
発揮することが求められます。
今まさに、大きな節目を迎えている社会保険オンラ
インシステムに活躍の場を見出していただき、我々と
共に、皆さんがお持ちのＩＴスキルを是非活かしてみ
ませんか？

複雑な公的年金制度を正確かつ公正に運営

●社会保険オンラインシステム

政

労働行

採用後の配置先③

労働基準局
業務内容 ～電気電子情報区分として活躍できるフィールド～

主な勤務場所
上石神井庁舎、中央合同庁舎５号館

 労働基準行政（監督・安全衛生・労災給付）の業務※を行うためのシステムです。業務を行っている全
国の都道府県労働局・労働基準監督署の利用者は１万人を超え、約 20 の外部システムとの連携を行って
いる大規模システムです。
※監督業務……………法律で定められた労働条件の履行確保を図るため、労働基準監督官により、事業場
に対する監督指導や重大かつ悪質な法律違反を犯した事業主に対する司法処分など
を行う業務
安全衛生業務………職場におけるケガ、長時間労働などによる過労死やメンタルヘルス不調、有害な物
質による職業ガンなどの労働災害を防ぎ、働く方の安全と健康を守る業務
労災保険給付業務…仕事中や通勤中のケガなど、労働災害に遭われた方やその遺族の方に対して、労災
保険による迅速・適正な保険給付などを行う業務
●労働保険適用徴収システム
 労働保険適用徴収システムは、労働保険等（労災・雇用・一般拠出金）の適用徴収に関する事務、債権
管理に関する事務を行うためのシステムです（利用者約４万人、約 10 の外部システムと連携）。

労働基準局労働保険徴収課労働保険徴収業務室

佐藤

システム計画係長

愛（2005 年入省）

現在の業務
～労働保険適用徴収業務を支える～
一人でも労働者を雇っている事業場は労働保険料を
納めることとなっています。その労働保険料は労災保
険及び雇用保険の原資となりますので労働保険料の適
切な管理が必要となります。そのため、私が所属する
室において、労働保険適用徴収システムを保有し、運
用しています。

ステムに関する技術的な知見は、通常業務の中ではな
かなか得られるものではありませんので、皆さんのよ
うにＩＣＴに詳しい人に、是非、携わっていただきた
いところです。全国の労働局職員が使うシステムの構
築や運用をしてみませんか？

印象深い業務
ＲＰＡやＡＩ－ＯＣＲ等、業務効率化に資すると考

私が担当しているのは、システムを利用する労働局

えられる技術をどの業務に活用できるか、活用したら

職員からのシステム改修要望を集め、検討した上で、

どれくらい業務効率化が実現できるのかを検討するの

次期システムで実現する内容を確定し、予算要求、調

は難しいですが、貴重な経験ですし、職員の負担軽減

達事務といった必要な手続を行い、新たなシステムを

に繋がれば良いなと思います。

実現していくことです。

皆さんへ
システムの調達を行い、システムの開発を進めるに
あたっては、行政が実現したいシステムの形を事業者
と共有しなければなりません。認識誤りがあれば行政
が考えるシステムとは違うものができてしまうため、
システムに携わる職員には業務の知識とシステムに関
する知見が求められます。業務に関する疑問について
は、先輩や同僚に確認することで解決できますが、シ

本当に必要なシステム機能要件が何であるか

●労働基準行政システム

政

労働行

採用後の配置先④

職業安定局
業務内容 ～電気電子情報区分として活躍できるフィールド～

主な勤務場所
上石神井庁舎、中央合同庁舎５号館

 ハローワークシステムは、全国５００以上のハローワークで行われている各種業務、例えば、求職者に
対する職業相談・職業紹介状況の記録、雇用保険の加入・脱退の記録、失業給付金の支給、就職困難者の
就職を促進する助成金の支給など、様々な業務を処理するための巨大システムです。
● IT サービスの推進
 近年、ハローワークサービスのオンライン対応を進めています。例えば、コロナ禍の厳しい雇用情勢に
対応し、事業主がオンラインで申請できるよう雇用関係助成金の電子化を進めています。
 また、マイナンバーカードの普及に対応し、ハローワークに提出してもらう様々な申請や届出をマイナ
ンバーカードで行うことができるようにするなど、デジタル・ハローワーク・サービスの推進にも取り組
んでいます。
●働くを支える仕事
 少子高齢化が進む我が国においては、労働力の確保が重要な課題となっており、職業安定行政は様々な
角度から人の「働く」を支えています。電気電子情報区分の皆さんには、ハローワークシステムの開発、
運用などに携わることを通して、多くの人の「働く」を支える役割が期待されています。

職業安定局労働市場センター業務室

野呂田

職業紹介システム係長

朋恵（2011 年入省）

現在の業務
～ハローワークの業務を支える～
ハローワークシステムは、求職者が希望する仕事内
容や企業が求める人材の条件など、全国のハローワー
クが取り扱う情報を集約し、職業相談や仕事のあっせ
んなどのサービスを円滑に提供するための多くの機能
を有しています。まさにハローワークが行う業務の根
幹を担うものであるため、システムの安定稼働や、使
いやすさの向上を使命とし、日々の業務に励んでおり
ます。

皆さんへ
これまでも時代やニーズにあわせて機能を構築して
きたハローワークシステムですが、今まさに、これま
でにない大きな時代の流れのなかの転換点に直面して
います。利用者の目線に立ったよりよいサービスの提
供のため、システムでなにができるのか？どう活用し
ていくのか？一緒に考え、ともにつくりあげていく仲
間を募集しています。熱意ある皆様と働けることを楽
しみにしています。

印象深い業務
デジタル化やコロナ禍など、時代が目まぐるしく変
化していくなかで、ハローワークの業務についても、
紙から電子へ、対面からオンラインへと根本的に見直
す動きが進んでいます。新しい考えや方式を取り入れ
ながらも、利用者にとってわかりやすく、求める支援
を的確に提供するといった窓口サービスの基本理念を
守ること、その間をうまく探りながら解決方法を導く
バランス感覚が求められていると感じています。

使いやすく信頼できるシステムの開発に取り組む

●ハローワークシステム

キャリアパス
採用にあたっては、ご本人の意向を踏まえ、厚生行政・労働行政のいずれかで採用し、
・厚生行政の場合は、主にＰＭＯや省内ＬＡＮシステム、年金システムの運用等、
・労働行政の場合は、主にハローワークシステム、労働基準システムの運用等
に関する事務に従事することとなりますが、各ステージごとの主な役割は以下のとおり。

係員

キャリアパス

研

◦２ ～３年ごとにシステム運用部
門、セキュリティ対策部門、シ
ステムを利用する業務部門を異
動し経験を積みます。
◦労 働行政では、全国いずれかの
都道府県労働局、労働基準監督
署又はハローワークでの実地研
修により現場も経験します。

係長級（8 年目～） 補佐級（18年目～）

課長・室長級

◦担当するシステムや、 ◦課の予算要求・管理、 ◦本 省課・室長（又は
セキュリティの企画・
システムの企画・調
都道府県労働局長）
立案、予算要求等を
整を担当します。
として課・室（や労
担当します。
働局）の業務の総責
◦労 働 行 政 の 場 合 は、
任者を担います。
◦労 働 行 政 の 場 合 は、
都道府県労働局幹部
都道府県労働局への
職員（部長など）と
業務指導、調整など
してマネジメント業
も担当します。
務に携わることもあ
ります。

修

採用後、役職に応じた最新のテクノロジスキル・マネジメントスキルを習得できるよう、IT 及び情報セキュリティ関
係の豊富なメニューの研修を受講することができます。
一例として、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の整備した ITSS（IT スキル標準）のレベル３に到達できるよう
各種研修を計画的に受講することができます。
また、IT スキル以外にも、語学、広報、統計、危機管理等外部専門家等による、多彩な研修を受講することもできます。

ある職員の１日
医政局研究開発振興課医療情報技術推進室（標準化推進係）

荒木

潤（2017 年入省）

９時（登庁）

メールチェックと予定の確認。業務予定を室内に共有。CMS を活用して厚労省 HP に検討会資料をアップロード。

10 時～ 12 時

医療サイバーセキュリティ調査事業受託者との定例打合せ。事業進捗を確認し、医療機関向け研修資料について議論。

昼休み

外にランチに行くこともありますが、今日は地下食堂でランチ後、インターネットで情報収集。

13 時～ 16 時

他省庁などからの協議や依頼などが来るので、上司に確認を取ってから、省内他部局とも相談して、依頼事項に取り組む

16 時～ 18 時

ある医療機関にてサイバー攻撃の被害が発生した旨の情報を得る。医療機関等から状況を確認し、NISC 等と連携して対応。

19 時（退庁）

医療機関のシステム障害が緊急性の無いものであることを確認し、退庁。

＜現在の職務について＞
医療機関の IT 化を推進する室に所属しており、その中で主にサイバーセ
キュリティ対策の推進を行っています。具体的には調査事業を通した指針
策定・研修実施、医療機関からのインシデント報告対応、他局からの相談
対応を行っています。
様々なバックグラウンドの職員の中で、セキュリティに関する技術的知
識と併せて、他省庁との調整や段取りなど事務官としての能力も求められ
る職務です。
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採 用スケジュール

4/2
（金）
〜 4/14
（水）

国家公務員試験

受付期間

6/13
（日）

第一次試験

未定

厚生労働省

業務説明会

7/7
（水）

第一次試験

合格発表日

未定

人事院主催

官庁合同業務説明会

7/9
（金）9：00 〜

官庁訪問

7/14
（水）
〜 8/2
（金）

第二次試験日（人物試験）

8/17
（火）

最終合格発表日

10 月

採用内定

政策統括官付参事官付
統計・情報総務室⼈事第⼀係
（内線 7339）

（※日程については、決まり次第ホームページへ掲載します。）

厚生労働省 （代）03-5253-1111

質問メールの宛先
厚⽣労働省⼀般職採⽤
（情報セキュリティ・ＩＴ⼈材）担当
itjinnzai@mhlw.go.jp

