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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）

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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ひと、くらし、みらいのために
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
諸制度を所管しており、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。



所属する部署について
　保険局では健康保険、船員保険、国民健康保険といった医療保険制度及
び後期高齢者医療制度に関する企画立案及び診療報酬・薬価制度に関す
ることを行っています。
　保険局内でも所掌する業務によって課室が分かれておりますが、私の所
属する総務課では医療保険制度及び後期高齢者医療制度に関する総合的
な企画立案並びに局内の調整に関すること、医療保険制度の調整に関する
ことを所掌しています。その中でも私は主に保険局の予算・執行等経理に
関する業務を担当しています。
　国民皆保険制度のもと誰もがいつでもどこでも安心して医療を受けるこ
とができる医療保険制度を引き続き持続することができるよう、業務に取り
組んでいます。

担当業務について
保険局内の予算要求・予算執行のとりまとめ、関係各所との調整等を

主な業務としています。
　予算要求について、テレビや新聞等で毎年夏頃になると「今年の概算要
求は・・・」、冬頃になると「国の予算案が閣議決定されました」といった報道
を耳にすることが多いかと思います。私の担当している業務はまさにそれ
で、次年度何に対して予算を使っていくのか、どういった事業を行うのかと

いうことを１年近くかけて関係各所と調整の上決定しています。基本的に
事業を行うには、予算措置が必要なため、とても重要な業務です。
　そして予算執行とは、補助金の補助事業者への交付や業者との契約等の
予算を使っていく業務です。私は特に支払い手続き関係等のとりまとめ業
務を担当しています。例えば、補助金であれば国としてお金を補助事業者へ
交付することになるため、交付にあたって事前に申請内容を審査するなど、
その内容が適正であるかをきちんと確認するようにしています。
　上記の業務を中心に担当していますが、何事も円滑に進むよう、調整先
や調整元の思いを出来るだけ汲み取って関係各所とやりとりするよう日々
心がけています。

厚生労働省を目指すみなさまへ
　厚生労働省は私の担当している業務以外にも幅広く制度を所管しており、
そのどれもがみなさまの生活に大きく影響を与えるものだと思います。その
ため何事も慎重に取り組む必要があったり、困難な業務があったりと大変な
部分も多くありますが、その分やりがいはどこにも負けないと思います。
　特に私の所属している保険局では誰もが安心して医療を受けることがで
きる公的医療保険制度に関する業務ということで、とても重要であり責任も
ありますが、その分やりがいを感じる業務です。ぜひ一緒に働きましょう！

鈴木 颯太 SUZUKI Souta

PROFILE

総務課医療保険財政係

平成３０年

平成３１年
令和　３年

厚生労働省入省
保険局調査課
医政局医療経理室
現職

保険局

医療保険制度の適切な運営のために

担当している業務について
　精神・障害保健課では精神障害に関する業務等を所管しています。
私はその中で障害がある方のための医療費の助成制度を担当してい
ます。
　医療機関で診療を受けると、通常、患者さんは自己負担として総医
療費の３割を支払います。私が担当している制度は、障害をお持ちの
方の障害を除去するための医療に対して公費を投入することによっ
て、患者さんの自己負担をさらに軽減するものです。この制度を運営
するために予算を確保し、予算を必要とする自治体にお金を交付し、
制度の運用を考えることが私の業務です。

日々の業務で感じること
　現在の業務の一つとして自治体からの照会対応が挙げられます。制
度の内容については法令で定められており、規定に則って運用する必要
があるので、その解釈について自治体から多くの質問が寄せられます。
　法律でどのように規定されているのか一つ一つ確認しながら回答を
考えるのですが、自分だけでは判断ができないこともあります。そのよう
なときには、上司に助言をもらったり、医系技官に医療の専門的な内容

について教えてもらったり、類似の制度を担当している人に考え方を聞
きながら検討しています。厚生労働省では様々なバックグラウンドを持
つ方が働いているので、自分では考えつかなかった視点や知識を教え
ていただくことが多々あり、とても刺激になっています。
　また、自治体の担当者と話すことで、自分の担当する制度が現場でど
のように運用されているのか、どういった部分に困難さがあるのか垣間
見ることができます。実際に国民の皆さんと接する機会は少ないです
が、自分が担当する業務と人々の生活がつながっていることを感じられ
る貴重な機会だと思います。

厚生労働省を志す皆さんへ
　厚生労働省は所掌する業務が非常に幅広く、広い視点を持つことが
出来る職場だと思います。また異動を重ねる中で様々な業務に携わるこ
とができ、その経験が自分を成長させてくれます。
　このパンフレットを手に取っている皆さんはどのような分野に興味を
お持ちでしょうか。業務説明会等を通して厚生労働省の業務について
知っていただければ嬉しいです。
　皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしております。

大和田 多見 OWADA Tami 

PROFILE

障害保健福祉部
精神・障害保健課自立支援医療係

平成３０年

令和　２年
令和　３年

厚生労働省入省
医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課
健康局書記付
現職

社会・援護局

視野が広がる職場です

係員級 係員級

自立支援医療について
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。

【対象者】
精神通院医療：精神保健福祉法第５条に規定する統合失調症などの精
神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
更生医療：身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた
者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待
できる者（１８歳以上）
育成医療：身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術
等の治療により確実に効果が期待できる者（１８歳未満）

医療保険財政係の１年

４月～５月 ７月～８月 １２月 １月～３月

●予算業務に関しては、１２月に決定し
た予算「案」が国会で審議されたのち承
認され無事に成立です。（そして休む間
もなく次年度予算のことを考える必要が
でてきます・・！）
●決算・執行業務に関しては今年度の予
算事業を残すことなく執行する他、次年
度の予算執行に向け補助金交付要綱の
作成等準備を行っていきます。

●予算業務に関しては、概算要求後財務
部局での査定（要求した内容が適切かど
うかを精査するもの）を受け、最終調整
の上予算「案」として決定します。
●決算・執行業務に関しては今年度も残
り３ヶ月ということもあり、執行事務が遅
れていないか、適切に執行できているか
等進捗状況を気にしながら適切に執行
していきます。

●予算業務に関してはいわゆる夏の概
算要求を目指して局内での調整、会計課
との調整業務を行います。
●決算業務に関しては前年度決算結果
に基づく作業関係他決算書作成にあ
たっての原稿作成等を行います。

●予算業務に関しては次年度何をやり
たいか等を大まかに計画し、検討作業を
進めます。（この時期から次年度予算は
始まっている・・・！）
●決算・執行業務に関しては前年度会計
の出納整理期（前年度会計の精算時期）
ということで精算作業がピークを迎える
他、会計部署から決算状況等に関する調
査依頼が来るため適切に対応します。
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どんな仕事をしているか
　子ども家庭局では、保育や社会的養護、虐待防止対策や母子保健
など、子どもたちが成長していく過程を色々な面から支援する施策を
行っています。その中で私は、ひとり親家庭の支援施策に携わってい
ます。ひとことで「ひとり親家庭の支援」といっても、子育て・生活面の
支援、就労支援、経済的な支援、養育費の確保に向けた支援など、支
援内容は多岐にわたります。生活環境や事情は家庭ごとに様々で行
政に求めるものも異なりますが、ひとり親家庭の子どもたちが健や
かに育っていくために必要なことを考えながら日々の仕事に向き
合っています。

印象深かったこと
　私が厚生労働省を目指すきっかけとなったのは、産科医療をテー
マにしたテレビドラマでした。大学生だった私はそのドラマに魅せら
れ、赤ちゃんの誕生・成長に携わることができる仕事に就きたいと思
い、厚生労働省を目指しました。幸いなことに入省１年目で母子保健
課に配属となり、その冬、入省のきっかけとなったドラマのシーズン
２が始まりました。そして、そのドラマと母子保健がタイアップしたポ

スター制作に携わることができました。完成したポスターを見たとき
には感動するとともに不思議な気持ちになったことを覚えています。

パンフレットを目にしたみなさまへ
　就職活動中は、「厚生労働省でやっていけるだろうか」と不安な気持
ちが大きいと思います。私自身、入省して数年経った今でも、自分の無
力さに情けなくなるときがあります。でも、職場には困ったときには助
けてくれる上司や先輩、凹んだときには支えてくれる同僚が必ず近く
にいます。そのうち、頼りになる後輩にも出会えるでしょう。不安な気
持ちはあるでしょうが、自分の直感を信じて突き進んでみてください。
このパンフレットに目を通している時点で、厚生労働省の職員になれ
る素質は十分にあるはずです。この職場で皆さんにお会いできる日が
来たら、嬉しく思います！

草場 万里奈 KUSABA Marina

PROFILE

家庭福祉課
母子家庭等自立支援室生活支援係

平成２９年

平成３０年
令和　２年

厚生労働省入省
雇用均等・児童家庭局母子保健課（7月～子ども家庭局）
健康局難病対策課
現職

子ども家庭局

すべての子どもが健やかに育つように

担当業務について
　高齢者支援課では、介護老人福祉施設や高齢者の住まい、高齢者の在宅生
活を支える福祉用具や介護施設で用いる介護ロボット、高齢者の虐待に関す
ること等を所管しています。いずれも高齢者の暮らしに直結する、重要な業務
です。その中で、私は介護保険の福祉用具貸与について担当しています。
　福祉用具貸与とは、車いすや介護ベッド等の高齢者が自宅で自立した日常
生活を送るのに必要な用具をレンタルできる、介護保険サービスの一種です。
レンタルによる給付としているのは、高齢者は日々状態が変わりやすく、必要
な用具がその時々で変化するため、それに応じた適時・適切な給付を可能と
するためです。
このように、福祉用具を必要とする高齢者にとって利用しやすく、その自立し
た日常生活を支えるようなサービス提供を可能とするため、どのような用具を
保険給付の対象とするべきか、安全に用具を利用するためにはどうすればよ
いか、どのようにサービスの質を高めていくべきか等について、私たちは日々
検討を重ねています。

印象深かった業務
　保険給付の対象となる用具は種類が限られているのですが、高齢者が日常
生活を送る上で必要なものがあれば新しく給付対象とすることができるよう
に、介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会という会議を毎年行っています。

この検討会で、新しく給付対象となる種目を増やすことについて承認をいた
だいて、それを介護給付費分科会という介護保険制度の改正について話し合
う審議会に報告したときは、大変やりがいを覚えました。
検討会では、その用具が高齢者の自立した日常生活において有効なものか、
安全に利用できるか等について客観的なエビデンスデータをもとに審議する
のですが、そこに至るまでに、審議に必要なデータの収集や整理について、用
具の開発者や検討会を構成する有識者の先生方から資料やご意見をいただ
きつつとりまとめを行いました。その整理をもとに課内、局内、検討会、分科会
とスケールアップして審議が行われ、最終的に制度化する過程を見ていると、
日々の仕事が制度に直結するのだと実感し、身の引き締まる思いでした。

入省を考えている皆さんへ
　入省前は、私のように年次の浅い職員でも、制度についてじっくり考えて主
体的に検討に参画することができると思いませんでした。しかし、実際に厚生
労働省で働いてみると、制度の利用者にとってより良いものを考えるという点
においては、職員間に大きな差はないと感じます。厚生労働省は、制度をより
良くしていきたいという思いに応えてくれる職場だと思います。皆さんと一緒
に、厚生労働省の仕事に取り組むことができることを楽しみにしています。

舛井 健一郎 MASUI Kenichiro

PROFILE

高齢者支援課福祉用具・住宅改修係

平成３１年

令和　２年

厚生労働省入省
老健局振興課
現職

老健局

利用者にとって、よりよい制度を

福祉用具に係る制度検討の流れ

４月～６月 ７月～１０月 １１月～２月 ３月

検討会開催
評価検討会を開催し、福祉用具に新しい
種目を加えることについて審査をいただ
きます。審査結果が出たら開発者に連絡
をして、今後整理すべき事項等について
協議します。
調査結果のとりまとめ
各種調査については最終報告をとりまと
め、その結果を踏まえた来年度の検討の
方向性を議論します。

結果取りまとめ方針を協議
各種調査事業について結果が出始める
頃なので、最終的なまとめ方について受
託者と協議します。
検討会開催準備
評価検討会の資料作成が始まります。用
具の開発者や検討会の構成員とやりと
りをして、必要なデータを揃えて整理し、
評価検討会に向けて資料を作成してい
きます。

事業実施のため、関係各所と調整
委託事業や老健事業等、種々の事業が
本格的に始まります。制度改正を行うた
めにはどのようなデータを示す必要があ
るのかを念頭に、受託者と話し合って事
業の進め方や方向性について随時調整
を行います。

委託契約の提携
（調査事業実施のための準備）
制度改正の検討に必要な資料を収集す
るための調査事業は委託しており、委託
するためには調達の手続きが必要です。
公示、受託者の決定、契約の締結、支出
に向けての手続き等細かな作業ではあ
りますが必要不可欠なプロセスなので、
慎重に行います。

生活支援係の1年

４月 ５月～８月 ９月～１２月 １月～３月

次年度の委託事業の委託先や補助事業
の補助先を選定するための手続きを行
います。
評価委員会の委員の先生や事業者との
こまめな連絡が必要です。
年度末は年度内の手続きを完了させる
ことや次年度の事業実施に向けて通知
にて情報を周知するなど、同時進行で行
う業務が多くなります。

全国会議などを開催するための準備を
行います。
以前は会場に集まる形式で開催すること
が多かったですが、近年はオンラインで
実施することが増え、準備する内容も大
きく変わりました。
また、次年度の委託事業の選定にあたる
準備もこの頃から始まります。

生活支援係が担当しているひとり親家庭
への貸付金に関する手続きを行います。
実際にひとり親家庭へ貸付を行うのは
都道府県等の自治体ですが、その原資の
一部を国が負担しています。
また、生活支援係が担当している補助金
などに関する手続きなども行います。

ひとり親家庭支援施策に関連する調査
を自治体の担当者宛に送付し、回答を集
計します。
各自治体からの回答は、施策の実績の
把握や、次年度の予算を要求する際の材
料となります。

係員級 係員級
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現在の業務内容について
　医薬・生活衛生局では、食品の安全を確保するための施策を所掌し
ており、私が所属する生活衛生・食品安全企画課指導係は、過去に起
きた食中毒事件であるカネミ油症や森永ひ素ミルク中毒事件に関す
る施策、食品衛生管理者や製菓衛生師という資格に関することを主に
担当しています。その中でカネミ油症について紹介します。
　カネミ油症は、昭和４３年に発生した、ライスオイル（米ぬか油）に
よる食中毒事件ですが、現在でも症状が続いている方々がいます。こ
のため、厚生労働省は、平成２４年に制定された「カネミ油症患者に
関する施策の総合的な推進に関する法律」に基づき、健康実態調査や
相談支援などの各種施策を実施しています。
　また、施策の推進のために必要な事項について協議するため、年に
２回、国、原因事業者及び患者団体による三者協議も行っており、患者
の方から頂いた様々なご意見・ご要望について、油症の研究者の先生
や都道府県、関係省庁等と連携しながら、何が実現できるのか検討し、
施策を進めていきます。
　制度的な観点や科学的な観点など様々な視点からの検討が必要と
なり、その調整が大変なこともありますが、ご意見等をしっかり聞い

て、丁寧に対応することを心がけています。
厚生労働省は幅広い分野を担っていますが、このような過去の被害に
関する施策を継続していくことも、大切な業務であると感じます。

皆さんへのメッセージ
　厚生労働省の仕事は、食品、健康、医療、福祉など国民の生活に
密接に関わるものばかりです。社会的な関心も高く、その分緊張感
がありますが、上司、先輩、同僚など、周りと協力して前向きに取り
組むことができる環境だと実感しています。
　私はこれまで、障害保健福祉・難病対策・介護予防などの部署を
経験しました。様々な業務に携わり、社会保障制度に関する知識を
身につけることで、自分自身の成長にもつながっていると感じます。
また、全ての業務が人々の暮らしを支えることにつながっており、そ
の一端を担っていることはとても大きなやりがいがあります。
　ぜひ、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。

藤井 智奈美 FUJII Chinami

PROFILE

生活衛生・食品安全企画課
指導係長

平成２５年　厚生労働省入省
　　　　　　健康局総務課
平成２６年　健康局総務課指導調査室
平成２７年　社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
平成２９年　健康局難病対策課
平成３１年　老健局老人保健課
令和　２年　現職

医薬・生活衛生局

安心して暮らせる社会を支える

食品衛生月間について

食品は、生命や健康に密接な関わりがあり、その衛生の
確保・向上を図ることは、極めて重要です。
特に暑い季節は細菌による食中毒が発生しやすくなる
ことから、厚生労働省では、８月の１ヶ月間を「食品衛生
月間」と定め、国民の皆さんに食品衛生に関する意識を
高めてもらうために食中毒予防などを全国的に呼びか
けます。
実施にあたっては「食品衛生月間実施要領」を定め、各
地方公共団体のほか、関係省庁、関係団体等にご協力い
ただいています。

係長級 係長級

大臣官房会計課
　私が所属している部署は「大臣官房会計課」です。
　大臣官房？耳慣れない言葉ですよね。私も入省した時にそう感じ
ました。大臣官房は、厚生労働行政を総括し、総合調整などを行って
いる部署で、私はそのうちの会計課に所属しています。
　予算額で見てもわかるように厚生労働省は幅広い分野の施策を
所管していますが、大臣官房会計課ではそれらの施策に“会計”とい
う観点から携わることができる部署です。“会計”というと予算や決
算といった細かい計数の業務を連想するかと思いますが、大臣官房
会計課では、それら以外にも補助金等の審査業務や会計監査指導
業務、厚生労働省職員の福利厚生業務などの業務を行っています。

現在担当している業務
　私が現在担当している業務は、補助金等の審査業務です。
　令和３年度でみると一般会計における厚生労働省の予算33.1
兆円(100％)のうち、補助金等は19.8兆円(59.8％)であり、厚生
労働省の予算の大半を占めています。
　補助金等とは国が特定の事業等に対して、その事業を実施する
ために財政的な援助を行うことです。補助金を交付するための一般
的な流れとしては、まず、交付するためのルールブックとなる「交付
要綱」を策定します。次に、補助事業を実施する者に対して補助金を
交付することを約束する「交付決定」を行います。そして、補助事業

が適正に遂行された後には「補助金等の額の確定」などを行う必要
があります。
　補助金等を所管する当省の各部局が「交付要綱の策定」や「交付
決定」、「補助金等の額の確定」を行う際には、大臣官房会計課にお
いて、法令に違反していないか、予算の範囲内に収まっているか、補
助事業の目的や遂行内容が適正であるか、金額の算定に誤りがな
いかなど様々な点から審査を行う必要があり、大臣官房会計課で
の審査の結果、問題がなければそれぞれ施行することができます。
　審査を行う件数は各年度の情勢などによって異なりますが、令和
３年度は合計でおおよそ２,０００件の審査を行いました。“会計”と
いう面から厚生労働省全体を支えており、大臣官房会計課なくして、
厚生労働省の予算はもちろん、各局の事業ひいては、施策そのもの
が成り立たないことを考えると、とても重要な役割を担っていると感
じます。
　審査の際には各部局の担当者と綿密にコミュニケーションを図
り、必要に応じて打ち合わせを設けて納得がいくまで説明を受けて
調整するなど、補助金等が適正に執行され厚生労働省の各施策が
着実に実現できるよう日々取り組んでいます。

一之瀬 清大 ICHINOSE Seidai

PROFILE

会計課地方財政班
地方財政係長

平成１６年　厚生労働省入省
平成２３年　大臣官房会計課主査
平成２７年　大臣官房会計課庶務班調整係長
平成２９年　大臣官房会計課福利厚生室共済班企画係長
平成３１年　大臣官房会計課監査指導室指導班企画係長
令和　２年　現職

大臣官房

厚生労働行政の実現に向けて

厚生労働省の予算額は全省庁の中で最大規模

　ここ数年は年度末になると「来年度の国の一般会計予算は過去最高額を更新」と報道され
ますが、その中で厚生労働省の予算額はどれぐらいの規模かご存じでしょうか。
　令和３年度でみると一般会計における国の予算総額は１０６.６兆円です。その総額から
地方自治体の財源等となる「地方交付税交付金等」と国債の返済などに使う「国債費」を除い
た各省庁の施策に使う「一般歳出」は６６.９兆円(１００％)で、その「一般歳出」のうち厚生
労働省の予算額は３３.１兆円(４９.５％)であり、「一般歳出」の約半分が厚生労働省の予
算です。
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担当する業務内容
　私が所属する医政局では、近年の高齢化や疾病構造が変化するな
かで、すべての国民に必要な医療が届けられるよう、良質で効率的な
医療提供体制の実現に向けた政策の企画立案を行っています。
　私は医師臨床研修制度や医師の地域偏在・診療科偏在対策に関
わる業務を担当しており、全国的な臨床研修の質の確保・均てん化を
図ることや特定の地域や診療科への医師の偏りを是正して地域医療
を支えることにより、いかなる地域においても良質で効率的な医療を
受けられる医療提供体制の実現を目指す非常に重要な政策に携
わっています。

厚生労働省で働くこと
　私は、国民が日常生活を送る上で、健康で長生きできることが最も
基本的かつ重要であると思っています。そのためには、怪我や病気に
なっても、誰もが安全で質の高い医療サービスを受けられる医療提供
体制を確立し、それを持続可能な形で運用することが必要不可欠であ
ると強く確信してきました。この医療提供体制の実現や運用に係る政
策の企画立案やそれを実行するための業務に関わり、健康長寿社会
の実現に貢献したいという想いから厚生労働省を志しました。
　我が国の医療を取り巻く環境は、高齢化、医療技術の進歩、医療提
供の場の多様化等により、刻々と変わっているため、変化する状況や
国民のニーズに対応し、最善の質と適切な量の医療が、必要とするす

べての人に最適なタイミングと適切な価格で提供されることが求めら
れています。
　国の政策は、法令や予算に基づき、誠実に実行する必要があり、現
状把握、関係機関等との調整、予算要求、予算執行など、細かい過程を
一つずつ丁寧に積み重ねていくことが重要です。健康長寿社会の実現
に向けて貢献しているという自負を持ちながら、日々自分の仕事を全
うしています。
　厚生労働省は、「ゆりかごから墓場まで」という言葉に象徴されるよ
うに、すべてのライフステージで国民の暮らしをサポートしています。
だからこそ、どんなに困難な問題に直面しても、強い責任感と覚悟を
持って挑む必要があります。国民の生命や健康に直結する仕事である
が故の重責を担いますが、それ以上のやりがいや達成感を感じられる
職場です。

皆さんへのメッセージ
　人生において、職業の選択は１つの大きな決断であり、たくさん悩
まれることと思います。皆さんには、自分にとって最善の決断をして
いただきたいと切に願うとともに、その決断過程の中で、１人でも多
くの方に厚生労働省に興味を持ち、志していただけたら幸いです。

髙原 裕弥 TAKAHARA Yuya

PROFILE

医事課医師臨床研修推進室
臨床研修指導官

平成１５年　厚生労働省入省
平成１７年　大臣官房総務課
平成１９年　医政局国立病院課
平成２３年　大臣官房人事課主査（大臣付）
平成２５年　医政局国立病院課運営管理係長
平成２７年　医政局医事課試験免許室国家試験係長
平成３０年　医政局医療経営支援課国立ハンセン病
　　　　　 療養所管理室運営管理係長
令和　２年　大臣官房国際課庶務班長
令和　３年　現職

医政局

国民生活に一番身近な存在だからこそ、覚悟を持って挑む

補佐級

医師の臨床研修制度について
医師法において、診療に従事しようとする医師は、２年以上、臨床研修病院や大学
病院等において、臨床研修を受けなければならないこととされています。
研修医は、将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を身に付けるた
め、２年間の研修期間中に、内科、外科、小児科、産婦人科、精神科などの診療分
野や救急医療、地域医療について経験を積むこととなります。
また、基幹型臨床研修病院のほか、協力型臨床研修病院や臨床研修施設を回りな
がら、医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム）及び医師としての使命
の遂行に必要な資質・能力を身に付けていきます。

現在の業務
　公的年金制度は国民の老後を支える柱であり、極めて重要な社会保
障制度です。この制度における経理は、事業の状況を明確化するため、
一般会計とは区分して年金特別会計にて行われており、その規模は令
和３年度予算で約９７兆円と国の一般会計歳出予算（令和３年度当初
約１０７兆円）とほぼ同規模となっています。
　さらに一般会計における歳出のうち１割以上（令和３年度約１２兆
円）は年金給付費の国庫負担分として、年金特別会計に繰り入れられて
います。
　私は現在、巨大な年金特別会計の中でも最大の規模を誇る厚生年金
勘定の予算を担当しています。年金特別会計は事業内容によって６つ
の勘定に分かれおり、厚生年金勘定は厚生年金保険事業の経理を行う
勘定で、令和３年度予算で約４９兆円と大きなものとなります。被保険
者数、受給者数、標準報酬等といった膨大なデータをもとに、翌年度ど
のくらいの予算が必要か計算をしていきます。制度改正の影響等も反
映し、保険料の収入や年金の給付にかかる費用などを計算して、翌年度
予算の要求額を出していきますが、全体として適正な予算となるように
取り組んでいます。
　規模が大きく注目度も高いため、とても緊張感のある業務ですがこの
ようなスケールの大きい予算を任されることは大変貴重な経験であると
感じています。

印象深かった業務
　今まで様々な業務を経験してきましたが、少し変わった業務として大
臣官房総務課国会連絡室での業務を紹介します。
　国会連絡室は国会内にあり、本省と国会を繋ぐ窓口として国会に関
する様々な情報を収集したり、国会質問、国会議員からの照会等に関す
る本省との連絡調整を行ったりしています。室員は情報（エサ）を収集す
るため常に国会内を飛び回っている姿から「トンビ」と呼ばれ、公務員で
ありながらまるで記者のような仕事をしています。
　また、国会議員、議員秘書、政党職員、マスコミ、衆・参事務局、他省庁
等々、多くの方と接するため人間関係が広がり、様々な世界を知ること
で刺激溢れる日々を送ることができます。

厚生労働省で働くとは
　一つ一つの業務は地道な作業が多く、たくさん勉強しなければなりま
せん。お叱りを受けることも多々ありますが、厚生労働省には志が高く、
魅力的な職員が沢山います。
　国民の暮らしを支えるとは、苦しみ、困っている人に寄り添うとはどう
いうことでしょうか。外から眺めていては分かりません。厚生労働省に
入って一緒に答えを探しましょう。

須賀 敬志郎 SUGA Keishiro

PROFILE

総務課
厚生年金保険制度間調整係長

平成１６年　社会保険庁入庁
平成２４年　保険局医療課主査
平成２６年　保険局保険課主査
平成２８年　年金局事業企画課会計室主査　
平成３１年　大臣官房総務課国会連絡室国会班主査
令和　３年　現職

年金局

国民の暮らしを支える日々の積み重ね

年金特別会計（厚生年金勘定）の予算編成業務の主な流れ

４月～６月 ７月～８月 ９月～１２月 １月～３月

●国会に予算案が提出され、予算委員
会での審議を経て年度末までに翌年度
予算が成立する。
●翌年度の予算執行に向けた準備作業
として、収入計画、支出計画等の作成を
行う。
●関係課室から必要なデータを取り寄せ、
基礎計数の推計を行い、翌々年度の予算
編成に向け一次推計作業を開始する。

●概算要求の内容について財務省への
説明を行う。
●関係課室から直近のデータを取り寄
せ、基礎となる数字の更新を行う。
●財務省や関係部署等と調整し、予算案
を取りまとめる。
●予算案が閣議決定された後、予算書、
明細書、その他必要な調書類等の作成
を行う。

●被保険者数などの計数を基に保険料
収入、年金給付費等の各項目の金額を
算出する。
●関係部署等との調整、課内・局内・省
内等各所への説明を経て、概算要求額を
取りまとめる。
●概算要求書を作成し、８月末に財務省
へ提出する。

●一次推計作業を行い、翌年度予算に
おける国の負担額の見込みを見積もり、
財務省に登録する。
●関係課室から必要なデータを取り寄
せ、被保険者数、受給者数、標準報酬等
の予算要求額を計算する際に基礎とな
る数字を推計する。
●翌年度に施行される制度改正の内容を
把握し、予算への反映について検討する。

係長級
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現在の業務
　公的年金は、国民の老後生活の基本を支える制度です。
　年金局では、働き方の多様化、高齢期の長期化が進む中で、社
会・経済の変化に対応した、安心で信頼できる年金制度の確立に向
けた制度の見直しや、年金事業の運営を担う日本年金機構と連携
し、年金制度の適切な運営に取り組んでいます。
　私の所属する監査室では、日本年金機構が国民の重要な個人情
報を大量に扱う組織として、個人情報を正しく管理し、漏えいや紛
失が生じないよう、情報セキュリティ対策の取組・履行状況を確認す
るとともに、これらに係る内部統制システムの有効性の確認、検証
を行っています。

これまでの業務
　採用から２部署経験後の昭和６３年、愛知県の豊橋社会保険事
務所に出向。傷病手当金などの給付業務を担当し、自分の仕事が国
民生活に身近なものであることを実感しました。
　平成１２年、初めての係長。健康保険組合の指導監督を担当し、勉
強会の講師を任されたときは、大企業の諸先輩方を前に緊張しまし
たが、慣れればどこで笑いを取ろうかという余裕も出てきました。
　平成１５年、システム刷新を担当。システムを刷新するにあたり、
有識者の先生にもご意見をいただくため、検討委員会を立ち上げ
たり、計画を策定したり、民間のIT企業を調達するなど、次々と新し
いことに取り組みました。他にも、他府省との調整、国会対応、マス
コミ対応など、この頃が一番忙しかったと思います。今まで経験した

ことのない業務やわからないことばかりで、最初は大変なことも多
かったですが、貴重な経験をすることができました。
　その後、平成２６年、九州厚生局年金調整課長、平成３１年、中国
四国厚生局総務管理官と、管理職として地方勤務を経験。地方での
生活は、新たな出会いがあり、また、仕事以外でも酒、スポーツ、旅行
を通じての交流など、充実した日々を過ごすことができました。
　公務員生活を振り返ってみると、得意不得意、合う合わない、楽し
い仕事もあれば苦しい仕事もありました。それでも今ではすべてが
懐かしい思い出です。いい仲間に恵まれたと思います。

就職活動中の皆さんへ
　人生の大きな選択です。たくさん悩
み、たくさん迷ってください。この経験
は間違いなく今後のみなさんの成長
につながると思います。皆さんにとっ
てすばらしい就職活動になることを祈
念しております。頑張ってください。

前川 幸哉 MAEGAWA Yukiya

PROFILE

事業企画課監査室長

昭和５７年　社会保険庁入庁（年金保険部業務第２課）
昭和６３年　豊橋社会保険事務所
平成１２年　厚生省保険局保険課組合第２係長
平成１５年　社会保険庁運営部企画課計画班計画第１係長
平成２２年　年金局事業管理課システム室情報企画専門官
平成２３年　年金局総務課長補佐（人事）
平成２６年　九州厚生局年金調整課長
平成２９年　年金局総務課長補佐（総括）
平成３１年　中国四国厚生局総務管理官
令和　３年　現職

年金局

行く手けはしき道をすすむ

社会保障の給付と負担の現状
我が国の社会保障給付費は約１３０兆円（２０２１年度予算ベース）であり、
その内訳は、年金が約５割、医療が約３割、福祉その他が約２割となっていま
す。この給付費は、主に保険料と公費でまかなわれており、その内訳は、保険料
が約６割、公費が約４割となっています。

室長級

▶九州厚生局チームで参加した
　福岡ドームでのリレーマラソンの写真

現在担当している業務について
　毎年流行を繰り返すインフルエンザウイルスと異なり、ほとんどの人
が免疫を獲得していない新型のインフルエンザウイルスが出現した場
合、世界的な大流行（パンデミック）となり、大きな健康被害と社会的な
影響を受けることが懸念されます。こうした事態に備え、治療薬やワク
チンの備蓄、ワクチン接種体制の整備、入院医療機関の整備や関係省
庁との調整・訓練の実施等の業務を担当しています。
　また、現在は緊急対応として、新型コロナウイルス感染症に係る治療
薬の確保のため、各企業との交渉や会計手続きの調整等の業務も担当
しています。

これまでの経験から
　厚生労働省の所掌業務は非常に多岐にわたりますが、私は公衆衛生
関係の分野を中心に、難病を抱える方への生活支援、健康危機管理事
案発生時の初動対応、行政事件訴訟への対応、望まない受動喫煙をな
くすための取組を進めるための法改正などに携わってきました。
　公衆衛生は「国民の健康を保持、増進させるための取組」であり、医
療費負担の軽減や医療環境の整備、健診を通じた健康作りの推進な
ど、業務内容が国民の健康に直結するため、自分の担っている業務が
人々の日々の暮らしを支えていることを実感しやすく、高いモチベー
ションで仕事に取り組めます。

　特に、平成３０年７月の健康増進法の改正業務では、衆参併せて7回
の審議が行われ、長丁場の国会対応となり非常に苦労しましたが、法改
正により、屋内での喫煙が原則禁止となり、喫煙を可とする場合も喫煙
場所を設ける場合のルールを定めたことで、社会全体として受動喫煙
対策に取り組む気運を高めることができました。飲食店等を訪れた際、
受動喫煙に配慮した取組を見かけることがあると、自分の携わった仕
事の成果を実感します。
　厚生労働省の業務内容には専門的な分野も多いですが、本省では医
師、看護師、栄養士、薬剤師、自治体や民間企業からの出向者など、多く
のエキスパートと一緒に働いています。医療や薬剤などに関する専門的
な相談や、自治体や医療機関など、我々が実施する事業の担い手として
の視点で意見をもらうこともできます。自らの見識を広げることにもつ
ながり、新たな業務を担う際にも大きな武器となります。皆さんが厚生
労働省で働くことを考える時に、専門的な知識が無いことに不安を持つ
方もいるかと思いますが、心配はいりません。

皆さんへのメッセージ
　厚生労働省の業務は私たちの暮らしの多くのことに関わっています。
だからこそ、より身近に、真剣に「もっと良くしたい。そのために何ができ
るのか」を考えて仕事をすることができます。皆さんと一緒に働ける日を
楽しみにしています。

田仲 洋之 TANAKA Hiroyuki

PROFILE

結核感染症課
新型インフルエンザ対策推進室長補佐

平成１５年　厚生労働省入省
平成１９年　健康局疾病対策課
平成２３年　大臣官房厚生科学課健康危機管理対策室調整係長
平成２７年　健康局がん・疾病対策課Ｂ型肝炎訴訟対策室訟務調整第一係長
平成２８年　大臣官房総務課国会連絡室国会班主査
平成３０年　健康局健康課総務係長
令和　２年　大臣官房人事課事務次官総括秘書
令和　３年　現職

健康局

人の暮らしをより良くするために

補佐級

風しんへの追加的対策について

 風しんは、成人がかかると症状が重くなることがあります。また、妊娠初期の妊婦さんが感染してしまうと、
生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。
 昭和３７年度～昭和５３年度生まれの男性は、過去に公的な予防接種が行われていないため、風しんに
感染すると家族や周囲の人たちに広げてしまうおそれがあります。この年代の男性の皆様がこれから抗体
検査を受け、必要な予防接種を受けると、免疫を持っている人が増え、風しんの流行はなくなると言われて
います。現在、自治体からクーポン券を発送し、原則無料の風しんの抗体検査と予防接種を受けていただく
取組を推進しています。
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現在の業務
　私が出向している全国健康保険協会（協会けんぽ）は、主に中小企業の従業員が加入する健
康保険の運営主体です。加入者の給与から徴収された健康保険料を原資に、医療機関への医
療費の支払いや、病気・出産などで働けない場合の休業補償の給付金などの支払い、また加
入者の健康維持・増進を図るための保健事業の展開を行っています。
　私は東京支部に所属しており、各種給付金の申請書の審査、医療機関への医療費の支払い
の審査、保険証の発行など資格の管理と保険料の徴収、保健事業の実施や広報の作業など、
おおよそ健康保険の現場で行う実務を一通り経験させていただいているところです。

本省ではできない経験
　本省では加入者の方と直接お話しする機会は少ないですが、出向先では一般の加入者（働
いている方やそのご家族）、会社の担当者、事業主、自治体職員、医師や医療事務の方等さま
ざまな方に対し、具体的な手続きを日々案内しています。相手の理解度に応じて説明をする
必要がありますが、特に一般の加入者の方については、病気で働けない方、高額な医療費が
必要な方など、実際に困っている方々へご案内することが多いため、相手の事情に寄り添
い、辛い状況にあることを受け止めつつ、できること・できないことを明確にかつ簡潔に伝え
るように心がけています。
　厚労省やその関連する出向先の仕事は、どこにいても、「困った方に寄り添い、その問題を
どう解決するか」という点に尽きると個人的には考えています。出向先での経験は、本省では
なかなか感じにくい、現場で起こっている悩みや問題に実際に耳を傾けながら、制度全体が
どうあるべきかを考える大変貴重な機会となっています。

国民の生活と制度のあるべき姿に
思いをはせる機会に

松野 佑真 MATSUNO Yuma

PROFILE

全国健康保険協会東京支部企画総務部

平成２８年　厚生労働省入省
　　　　　　保険局保険課全国健康保険協会管理室
（平成３０年５月～翌３月　育児休業取得）
令和　２年　保険局保険課
令和　３年　現職

大使館について
　私は現在、北京にある在中華人民共和国日本国大使館で勤務しています。大使館は基本的
に各国の首都に置かれ、日本を代表して、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などを行っています。このよ
うに業務分野が幅広いため、大使館には外務省の職員のほか、各分野を担当する各省庁の出
向者が共に働いています。

現在の業務について
　私は邦人の窓口となる領事部に所属しています。例えば、新型コロナウイルス感染症に関
する業務では、中国に住む邦人に対して、中国での感染状況や政府の防疫政策に関する情報
の収集や発信、邦人の生活や仕事に問題が生じないよう現地政府との連絡調整などを行っ
ています。その他、戦中の混乱により、幼い頃に家族と離別する等、やむなく中国に残ること
となった「中国残留邦人」といわれる方々に対し、日本への帰国支援等も行っています。困難
な場面もありますが、常に邦人生活への影響などを考え、責任を感じながら業務にあたって
います。
　語学については、出向前に外務省での研修を受講しました。その後も、やはり仕事や生活
に欠かせないと感じ、出勤前や休日に個人授業を受けて勉強を続けています。

皆さんへメッセージ
　私の場合は、学生生活はとても普通で、何かアピー
ルできるような活動をしていたわけでもなく、周囲が
優秀に思えました。今同じように思う方でも、きっと大
丈夫だと思います。私はその分、採用された感謝を忘
れずに、入省後は経験を積むため様々なことに挑戦す
るよう心がけてきました。自分次第で、様々な機会が得
られる職場だと思います。

異なる環境や文化のなかで
得る経験

髙戸 竜 TAKATO Ryu

PROFILE

在中華人民共和国日本国大使館二等書記官

平成２０年　厚生労働省入省
平成２２年　社会・援護局総務課災害救助・救援対策室
平成２４年　社会・援護局書記付
平成２６年　三重県名張市役所
平成２８年　社会・援護局援護企画課調整係長
令和　元年　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
令和　２年　社会・援護局事業課調査第一係長
　　　　　　現職

　私の場合は、学生生活はとても普通で、何かアピー
ルできるような活動をしていたわけでもなく、周囲が
優秀に思えました。今同じように思う方でも、きっと大
丈夫だと思います。私はその分、採用された感謝を忘
れずに、入省後は経験を積むため様々なことに挑戦す
るよう心がけてきました。自分次第で、様々な機会が得

現在の業務内容と感じること
　私は令和２年度から鳥羽市に出向しています。鳥羽市では、生活困窮者の方への支援や、これ
からの鳥羽の福祉やまちづくりを考える地域共生社会の実現に向けた業務など幅広い仕事に
従事しています。
　出向してみて感じることは、「ひと、くらし」に目を向けて仕事をすることの難しさです。私が業
務として所掌している「福祉」はその人の暮らしのなかの一部でしかありません。しかし、支援の
現場では、その人の人生に伴走しながら一緒に「みらい」を考えていく必要があります。例えば、
生活困窮者の方への支援にしても、困窮していることがその人の全てではなく、話を聞いていく
と「実はこれが得意なんだ。」「こんなことをやっていたんだ。」とその人の色々な面を知ります。そ
の一つ一つに寄り添いながら本当にその人にあった自立を考えていく必要があります。
　鳥羽市への出向を通じて、厚生行政の奥深さと、幅広い視野を持つことの重要性を再認識
しました。

皆さんへのメッセージ
　厚生行政は、人の暮らしに寄り添いながら、国民の皆様の「みらい」
を考えていく非常にやりがいのある仕事です。その一方で、時には誰
かの人生を大きく変えてしまうような重い責務を担っています。非常に
難しい仕事ではありますが、「この制度・支援があってよかった」と言っ
てもらえると、この仕事をしていてよかったなと感じます。
　大変な部分はありますが、それだけやりがいの大きい仕事だと思い
ますので、是非一緒に頑張りましょう！

出向を通じて感じた
厚生行政の奥深さ

沼 浩嗣 NUMA Hirotsugu

PROFILE

鳥羽市健康福祉課生活支援係

平成２８年　厚生労働省入省
　　　　　　老健局高齢者支援課
平成２９年　社会・援護局地域福祉課
令和　２年　現職

年金事務所での業務内容について
　私は令和３年１０月から日本年金機構横浜西年金事務所へ出向し、管轄の事業所から資
格や報酬に関する届出が適切に行われているかどうかを調査する業務を担当しています。社
会保険の加入要件を満たしている従業員の方が法律に基づき適正に加入しているかどうか、
標準報酬月額に関する届書が報酬に合わせて適正に提出されているかどうかなどを調査し、
正しい手続きが行われていない場合は事業所への指導を行います。
　調査を行うにあたり、社会保険への加入の必要性や各届出の方法などを正しく理解する必
要があります。マニュアルに当てはまらない複雑なケースに遭遇することもあり、お客様へ分
かりやすく説明するためにも、常に勉強する姿勢を大切にしています。

パンフレットを手にした皆様へ
　現在担当している業務を遂行することは、事業所の従業員の方が将来適正な年金を受け
取ることにつながります。事業所の方に制度を正しく理解してもらい、適正な手続きに結び
付いたときは達成感や業務の意義を感じます。
　厚生労働本省では、年金事務所での業務のようにお客様と直接接することはないため、年
金制度を運営する現場で仕事ができるのはとても貴重な経験だと思っています。本省にいる
だけでは分からない現場の視点を学び、今後
の本省での業務に生かすことが私の役割だ
と、出向を通じて感じました。社会保障政策
を支える現場から学ぶことはとても多く、こ
のような経験ができるのも厚生労働省で働
くことの魅力だと思います。皆さんとやりが
いのある職場で一緒に働ける日を楽しみに
しています。

社会保障政策の
一端を担う

鵜飼 実月 UKAI Mizuki

PROFILE

日本年金機構横浜西年金事務所厚生年金適用調査課

平成２９年　厚生労働省入省
　　　　　　年金局事業管理課給付事業室
令和　２年　年金局書記付
令和　３年　現職

海外勤務

協会
けんぽ

鳥羽市

日本
年金機構
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現在の業務について
　大臣官房会計課経理室契約班では、本省業務の一部を民間企業に外部委託する際に、民間
企業の選定（入札や公募など）を行い、本省業務が円滑に進むよう厚生労働省に属する全部局
のサポートをしています。また、外部委託により発生した料金の支払い手続きも行います。厚生
労働省では、国民の生活に直接関わる業務を多く所管しているため、時代の流れや変化に合
わせた業務を行う必要があります。契約班においても、それらに対応するため各部局と連携し
て柔軟に対応する必要があります。
　私は主に全国の自治体や教育機関、国民の方々へ厚生労働省で作成した資料及び物品を
発送する業務を外部委託する際の契約業務を担当しています。新型コロナウイルス感染症対
策に必要な医療用具を希望者および医療機関へ発送する際の契約業務に携わったことは、国
民の方々の生活だけでなく、いのちを救う業務の一部をサポートすることができたと感じ、特
に印象に残っています。

厚生労働省をめざす地方出身者の皆さまへ
　私が上京するにあたって苦労したことは、家探しです。入省前は、配属先の忙しさなどが分か
らず、通勤時間をどの程度設ければ快適に通勤が出来るかとても悩んだことを覚えています。
　国民の生活に寄りそえる仕事だからこそ感じる苦労もありますが、自分の仕事は誰かの役
に立っていると思える職場です。誰かの役に立つ仕事をしたいと思う方々と一緒に仕事をで
きる日を楽しみに待っています。

国民の生活に寄りそえる仕事

江藤 優馬 ETO Yuma

PROFILE

大臣官房会計課経理室契約班契約第二係

平成３１年　厚生労働省入省
　　　　　　政策統括官付情報システム管理室
令和　元年　大臣官房会計課経理室
令和　３年　現職

現在の業務について
　私が所属する書記室という部署では、職員の給与や福利厚生に関わる業務に加え、幹部職
員の日程管理など幅広い業務を行っております。医政局全体の窓口としての機能を担っている
ため、世の中の情勢に応じて、急ぎの対応を求められることもありますが、国の中枢を担ってい
る機関であるという実感を特に得られる部署です。また、幹部職員の日程管理に携わると、テレ
ビやニュースで目にする有名な企業の方達が面会に来られることも多く、身の引き締まる思い
で日程を調整することもあります。入省１年目でまだまだわからないことも多くありますが、そ
の分多種多様な業務に携わることができ、スキルアップに繋がっていると感じています。

地方出身者へのメッセージ
　就職に伴う上京に色々と不安を感じる方も多いと思います。私自身、気候や町並みも大きく
違う土地で過ごす不安もある中、学生から社会人になる変化も加わることで、負担に感じるこ
ともありました。しかし、大変なことばかりではなく、本省で働くことを決めて良かったと実感す
ることも多くあります。
　例えば、仕事の面では、国の中枢機関で働くやりがいを感じられますし、医政局では特に地
域医療に関する取り組みも多いため、地方出身者として地方の実情を踏まえた視点が必要と
なることも多いです。また、昨年度の就職活動はコロナ禍のため日程変更等イレギュラーなこ
とも多い状況でしたが、オンライン面接やWeb研修など、臨機応変に対応して頂けたので、地
方出身者としても安心して活動を行うことが出来ました。
　依然コロナ禍が継続する中、不安な事や不便な事も多くあると思いますが、一人一人の職員
が快適に業務に取り組めるよう、あらゆる面でサポートされていると感じます。尊敬できる上司
や親切な先輩も多い職場ですので、安心して飛び込んできてください。皆さんと共に働ける日
を楽しみにしています。

国の中枢で働くやりがい

伊藤 晴恭 ITO Haruhisa

PROFILE

医政局書記付管理係

令和３年　厚生労働省入省
　　　　 現職

現在の業務について
　私の所属するＢ型肝炎訴訟対策室では、集団予防接種等において注射器の連続使用により
Ｂ型肝炎ウイルスに感染した方等へ救済措置として給付金を支払うための書類審査作業等を
行っています。
　審査に係る意見の擦り合わせ等のために、各地方法務局や法務省ともやりとりを行ってお
り、省外の方々との関わりが多い係だと思います。
　業務では、各地方法務局等と意見が相違することがあり、意見相違時には一概に否定せず、
相手の意見を受け入れる柔軟性と法律やマニュアル等審査の基本的な考え方全体に矛盾の
ない判断が必要とされます。私自身まだまだですが、配属当初より柔軟に大きな視点からも物
事を考えることが出来るようになったと少しながら成長を実感しています。

既卒者・社会人経験者へメッセージ
　私は前職で厚生労働省が所管する補助金に関わったことをきっかけに、国民の健康増進
のために補助金業務等に企画立案側として携わりたいと思い、厚生労働省へ転職しました。
　入省してから感じたことは、年齢や前職問わず様々な人が活躍しており、既卒者・社会人
経験者にとっても働きやすい職場だということです。出向や人事交流も活発に行われている
ため、業務を通じて沢山の方と知り合うことができることは厚生労働省で働く魅力の一つだ
と思います。
　また、厚生労働省の業務は人々の生活に密接に関わるものであるため、国民の関心も高
く、責任とやりがいを持って働くことができます。皆さんと一緒に働けることを楽しみにして
います。

様々な人と出会える場所

牧野 芽依 MAKINO Mei

PROFILE

健康局がん・疾病対策課
Ｂ型肝炎訴訟対策室審査係

令和３年　厚生労働省入省
　　　　 現職

現在の業務について
　私の所属する係では、主に年金局の一般会計の予算要求に関する業務を行っています。次年
度予算の確保に向けて、局内各課で検討した予算をとりまとめ、局内をはじめ大臣官房会計課
や財務省との調整を行っています。
　具体的には、４月～６月に局の基本方針や要求書案を作成し、７月～８月には省としての
要求が可能か否か会計課の査定を受けた後、８月末に概算要求書を財務省へ提出します。そ
して９月～１２月には局内各課と連携し、財務省に予算の必要性について説明の上、局の予
算として認めてもらうよう折衝します。１月～３月には、政府予算案が国会に提出され、予算委
員会等の審議を経て、新年度予算が成立するという流れです。
　予算関係の業務は長丁場であり忙しい時期もありますが、国の事業の実施にあたり無くて
はならない重要な業務であり、とてもやりがいを感じています。

既卒者・社会人経験者へメッセージ
　私は以前、中学校教師として働いていました。全く異なる業種からの転職であったため、最
初は厚生行政の専門的な知識が無いと苦労すると考えていましたが、日々の業務を通して
不明点を調べたり、上司や先輩方の助言を受けたりする中で必要な知識が身に付いていき、
様々な業務を行えるようになりました。
　厚生労働省では多くの既卒者・社会人経験者がこれまでの人生で得た経験を活かしなが
ら働いており、転職者も活躍できる職場だと思います。また、新卒・既卒問わず公平に能力や
実績が評価されるため、目標に向かって安心して働くことができます。
　最後に、厚生労働省の業務はどの仕事も「国民の生活を支える」ことに繋がっています。時
には大変なこともあるかと思いますが、日本国民の生活を支える大きな仕事に熱意を持って
挑戦できる仲間と一緒に働けることを楽しみにしております。

仲間と共に目標に向かって

西内 匠 NISHIUCHI Takumi

PROFILE

年金局総務課庶務係

平成３１年　厚生労働省入省
　　　　　　年金局事業管理課
令和　３年　現職

北海道地方

地方
出身者

地方
出身者

既卒者

既卒者
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主な歩み

改革状況の一例特集

厚生労働省の業務・組織改革のための緊急提言を根本大臣に提出

第２回改革実行チーム「厚生労働省改革工程表」の策定

第５回改革実行チーム開催

2019.8.26

2019.12.25

2021.3.11

2021.11.8

改革実行チームにおいて、
定期的に改革の進捗確認を行い、着実な実現を図っています。

快適なオフィス環境に

柔軟な働き方の実現

職員ケアの充実

フリーアドレスの導入や、事務机・椅子の交換等により、快適な職場環境を実現しています。

◆メンター制度 ◆エンゲージメントサーベイの実施

新規採用職員１名に対して先輩職員１名がメンターとな
り、キャリア形成や業務の進め方についての相談など幅広く
相談できアドバイスを受けられる仕組みを運用しています。

本省係員等を対象に、「エンゲージメントサーベイ」を行って
います。実施結果を分析・関係者に共有し、職員のきめ細か
いケア、離職防止等に役立てていきます。

厚生労働省改革
自分たちで変えていく、自分たちの職場環境

緊急提言は「厚生労働省改革実行チーム」（チーム長：事務次官）で受け止め、
具体的な改革内容を検討。

職場環境の改善や業務効率化に向けて
改革を進めています。

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。

全職員向けアンケート結果をもとに、
工程表の中でも重点的に取り組む22項目を決定。　

第７回改革実行チーム開催

後藤大臣出席のもと、引き続き改革を進めていくことを確認。

生産性の向上や職員の柔軟な働き方を実現するため、テレワーク環境の整備を進めています。
また本年、省内ITインフラを大幅に改善する予定です。
オンライン会議環境の充実やグループチャットツールの導入などで、効率的な働き方を実現します。

BEFORE AFTER
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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

▲

育児や介護などを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

フレックスタイム制や
早出・遅出勤務の活用促進

▲

フレックスタイム制について、特に育児や介護
を行う職員からの希望は、原則100％希望ど
おり対応できるよう配慮▲

国会対応などの他律的業務について早出・遅出
勤務を活用▲

その際、原則11時間のインターバルを設ける  など

年間16日以上、少なくとも全職員の75％が毎月１日以上の年次休暇を取得

▲

年次休暇：全ての職員が、マンスリー休暇（毎月１日以上の年次休暇）を取得▲

夏季特別休暇：全ての職員が、連続１週間以上の休暇を取得▲

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

休み方改革

働き方改革

職員の心身の健康を大切にしながら、一人ひとりの業務が生み出す価値を最大化し、
国民生活を支える行政機関としての責務を果たすため、これからも改革を続けていきます。

厚生労働省では、業務や職場環境等の改善に向けて様々な取組を行っています。
個々の職場の実情に合った創意工夫ある取組を行った国家公務員の職場として、
これまで複数回ワークライフバランス職場表彰を受賞しています。

実績

テレワーク利用（年度別）

全職員のうち、
月１日以上の年次休暇を取得した割合

平均退庁時間

489
人日

5,854
人日

6,440
人日

9,779
人日

H27 H28 H29 H30 R元 R2

ワークライフバランス職場表彰

96,429
人日

14,696
人日

働き方改革 休み方改革

59％（R2年） 64％（R3年）

20：19（R2年） 20：10（R3年）

令和２年度

「マイクロラーニング動画等によるオンライン研修」
　厚生労働省では令和２年度から業務改革推進室を設置し、部局横断的な業務の
改善や個別の相談を支援する取組を行っています。コロナ禍による制約の中、集合研
修に変わる手段として、手作りの動画等によるオンライン研修を企画・実施しました。

　業務に役立つExcelの知識を昼休み等の隙間時間を活用して効率的に学べるよ
う、１回あたり90秒の動画を計30本、１回あたり15分の動画を計10本作成・配
信したほか、現役課長を講師とするオンラインでのマネジメント研修を計４回行い
ました。
　コロナ禍でも多くの職員がスキルアップや意識啓発の機会を得ることができました！

令和３年度

りんばん定時退庁（交替で定時退庁にトライ！）
　りんばん定時退庁とは、複数の係の単位等で、係長・係員が順番に定時退庁を行う
取組です。
　定時退庁する職員は、定時に業務を終わらせるよう、日中の業務の生産性向上に
取り組み、補佐クラスの職員は、定時退庁を予定する職員が必ず定時退庁できるよ
う、業務マネジメントと勤務時間マネジメントに取り組むことで、係全体の超過勤務
削減効果も期待できます。
　若手職員からは「目標を立て仕事をすることで集中力がアップする」「プライベート
の予定が計画的に確保でき、モチベーションがアップする」等の声があがっています。
令和３年４月より大臣官房人事課で開始した取組ですが、省内に展開すべく、周知を
行っています。

直近の受賞例
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国家公務員
制度担当
大臣表彰

内閣人事
局長賞



仕事と育児の両立のための支援制度の活用について
　私は２０２０年１月に出産し、約１年間の育児休業を取得し、２０２１年４月に職場復帰しま
した。現在、1時間の育児時間を取得し、８:３０～１６:１５を勤務時間にしています。あわせて、
私が所属する年金記録審査室ではテレワークを積極的に取り入れており、特に、育児中の職員
はテレワークを活用するようにとの上司の後押しもあり、週２回テレワークをしています。テレ
ワークは通勤がないので、始業時間を早め、その分、早く勤務を終了するなど柔軟な勤務が可
能です。テレワークにより、休暇をとらずとも、勤務終了後に、子どもの通院や保育園の用事を
済ますことができるので助かっています。

職場の理解への感謝と今後の目標
　職場復帰後、毎月のように子どもが体調を崩し休暇をとっています。休暇が続き出勤でき
ない状況に焦ったり、職場の皆さんに申し訳なく心苦しくなりますが、職場の皆さんはいつ
も快く休暇を受け入れてくれます。急な休みをとることになっても、周りの方々にできるだけ
迷惑をかけないよう、仕事は締め切りまでに余裕をもったスケジュールを組んで進めるよう
に心がけています。また、情報共有も欠かさないよう努めています。
　子育てをしながら仕事をするようになり、もうすぐ１年になります。この１年を振り返ると、
職場の皆さんの理解、サポートがあったからこそ子どもの成長を側で見守りながら仕事を続
けることができました。一方で、職場の皆さんの厚意に甘え
て成り立っているようでは、まだまだ仕事と育児の両立と言
えないのではないかと痛感しました。私の仕事と育児の両
立は始まったばかりですが、これからも助けが必要な時は
感謝を忘れず、職場の皆さんにサポートをお願いしつつ
も、自分が室の一員として業務の遂行にどのように貢献で
きるかを考えながら、日々、努力していきたいと思います。

育児と仕事の両立

馬場 智子 BABA Satoko

PROFILE

年金局事業管理課主査

平成１３年　社会保険庁入庁
平成１３年　社会保険業務センター業務部業務第１課支払第２係
平成１５年　年金局書記付
平成１７年　半田社会保険事務所
平成２２年　総務省行政評価局年金記録確認中央第三者委員会事務室
平成２７年　内閣府政策統括官（経済社会システム担当）付参事官
　　　　　　（社会システム担当）付
平成３０年　保険局総務課主査
令和　３年　現職

育児休業を取得する前の不安と取得してよかったこと、職場の理解等
　私は、第２子の出生を契機に、里帰り中の妻が東京に戻り生活が安定するまでの間が大事
と考え、令和３年６月から１か月間育児休業を取得しました。
　第１子が出生した際に、出産のダメージを抱えながら新生児の世話・家事をこなす妻の大
変さを見ていたので、第２子の妊娠がわかった時から育児休業を取得したいと考えていまし
た。一方、総務係長という課長の秘書的な業務や課の取りまとめを担う立場で長期不在にする
のは、課の皆さんに迷惑をかけるため不安でしたが、課長や上司から育児休業を積極的に取
得するようにと背中を押していただき、取得を決心することができました。
　生まれて間もない長女を間近でたくさん見られたのは素晴らしい時間でした。日々できるこ
とが増え、表情も豊かになり、毎日違う顔を見せてくれます。短期間でこれほど変化する時期は
二度とないので、この時期に間近にいられたのは良かったと思います。育児休業を取得するこ
とによって、育児の楽しさはもちろんですが、大変さも理解することで、より主体的に育児に関
われるようになったと思います。

両立に当たって大変なことと今後の目標
　業務の都合で早く帰宅できないことや子どもの発熱等家庭の事情で急に仕事を休まざる
を得ないことがあるなど、仕事と育児を両立するには課題もあります。両立のためには、家族
や職場の方々の理解を得ることが不可欠で、特に職場では上司や同じ係の方々と日頃から
業務進捗の共有等を行い、誰がいつ不在になっても大丈夫な体制を取っておくことが重要で
あると思います。
　最近は、業務改革の推進により、テレワーク環境の整備や
ワークライフバランスの実現に向けた取組が進んでいること
もあり、上司や同じ係の方と業務を調整し、できるだけ週1回
のテレワークや定時退庁を実践し、家族と過ごす時間を大事
にするようにしています。子どもの寝かしつけや家事が終わ
ると深夜という日々ですが、今しかない幼少期の子どもと過
ごせる貴重な時間を楽しみたいと思っています。

今しかない貴重な時間

栁田 聡 YANAGITA Satoshi

PROFILE

医政局医事課総務係長

平成１６年　厚生労働省入省
平成１６年　医政局医事課試験免許室

平成２３年　医政局国立病院課国立病院機構管理室主査
平成２５年　医政局書記付主査
平成２６年　保険局医療課包括医療推進係長
平成２８年　医政局研究開発振興課医療技術情報推進室管理係長
平成３０年　医政局総務課医療国際展開推進室企画係長
令和　２年　医政局医療経営支援課国立ハンセン病療養所
　　　　　　将来構想実現等推進室運営管理係長
令和　３年　現職

小学校就学前の子どもを養育、放課後児童クラブに通う
小学校の子どもを出迎え、又は父母などを介護する場合

出産する場合

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

小学校就学前の子どもを養育する場合

育児短時間勤務
勤務時間を１日３時間５５分（週１９時間３５分）など、通常
（１日７時間４５分）よりも短い時間に短縮することができます。

小学校就学前の子どもを看病する場合

子の看護のための休暇
年５日まで（対象となる子が２人以上の場合は年１０日）
の範囲内で１時間単位で休暇を取得できます。

３歳に満たない子の療育のために、
申請をした上で超過勤務が免除されます。

３才未満の子どもを養育する場合

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

小学校就学前の子どもを養育する場合

育児時間
１日の勤務時間の一部（２時間まで）を
勤務しないことが認められます。

３歳未満の子どもを養育する場合

超過勤務の免除

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

配偶者、父母、子、配偶者の父母などを介護する場合

介護休暇
６ヶ月の期間内で必要と認められる期間、
休暇を取得できます。

小学校就学前の子どもを養育、又は父母などを介護する場合

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

配偶者、父母、子、配偶者の父母などの介護など
必要な世話をする場合

短期介護休暇
年５日まで（対象となる要介護者が２人以上の場合は
年１０日）、１時間単位で休暇の取得ができます。

妻が出産する際、その出産や入退院の付き添い、
出生の届出のために必要な場合

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

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

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

「子育てメールマガジン」の配信
毎月１９日を「育児の日」と定め、職員に育児関連情報を広く周知し両立支援制度の活用
を推進するため、両立支援制度の紹介や育児に関するイベントの案内等を掲載した「子育
てメールマガジン」を大臣官房人事課から全職員に対して直接配信しています。

「両立支援ハンドブック」の作成・配布
職員の両立支援制度の利用を促進するため、両立支援制度等をまとめたハンドブックを
作成し配布しています。

さらに
職員の取得希望の確実な実現に向けて、上司にバックアップ体制を整えるよう促すなど、
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。

実績

男性職員の育児休業新規取得率

５９.２％ ７５.１％
令和元年度　 令和２年度　

女性職員の育児休業新規取得率

９８.６％ ９９.５％
令和元年度　 令和２年度　
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仕事と家庭を、上手に両立するために。
Work- life balance

仕事と家庭生活の両立のための主な支援制度



小畑 和博 KOBATA Kazuhiro

PROFILE

社会・援護局総務課自殺対策推進室
指定調査研究等法人指導係長

平成２６年　厚生労働省入省
平成２６年　老健局振興課
平成２８年　社会・援護局保護課
平成２９年　社会・援護局総務課書記室書記付
令和　元年　社会・援護局総務課自殺対策推進室
令和　３年　現職

小畑 彩音  KOBATA Ayane

PROFILE

社会・援護局福祉基盤課法人経営指導係長

平成２６年　厚生労働省入省
平成２６年　社会・援護局総務課
平成２６年　社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
平成２８年　国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部企画課
平成２９年　社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
令和　元年　社会・援護局障害保健福祉部精神障害保健課
令和　２年　社会・援護局福祉基盤課
令和　３年　現職

　私たち夫婦は、現在、ともに厚生労働省で働きながら子育てをしてい
ます。同期入省で仕事の条件が一緒のため、育児もなるべく条件を一緒
にと夫婦で話し合い、実践中です。

両立のための働き方の工夫
　育休は妻が４ヶ月、入れ替わりで夫が２ヶ月取得しました。復帰後も
それまでとなるべく同様に働きたいと考え、保育園は、融通のききやす
い、職場と同じ建物にある「ふくろう保育園」にしました。２人とも復帰し
た現在は、保育園で１０時から１９時まで預かってもらい、夫婦ともに
ほぼ定時出勤・定時帰りで働いています。最近では、テレワーク環境も整
い、早く帰りやすい雰囲気にもなるなど、柔軟な働き方がどんどん可能
になっていると感じています。夫婦のスタイルに合わせた多様な選択が
可能となることは大変ありがたいです。
　係長への昇任と同時期に父親・母親になったので、係長も育児も１年生、
どちらも要領がわからないまま、正直、まだまだ試行錯誤中です。業務時間
内で思うようにやりたい仕事を終えられないまま、息子と帰るのもちょっと
遅くなってしまったりして、やきもきすることもしばしば。しかし、このスタイ
ルにしたことで、子どもが寝返りしたとき、立ったとき、歩いたとき…沢山の
かけがえのない瞬間を、夫婦で共有することができていると感じています。

これからも３人で頑張ろうと思える瞬間です。

両立というチャレンジ
　入省以来、仕事に邁進してきましたが、育児という新たなライフステー
ジにたち、今しかない育児と、今しかできない仕事と、全部にチャレンジ
したいと思っています。１年経った今振り返ると、国会対応や予算要求な
ど、１係長として精力的に働くことができたのではないかと思っていま
す。それができているのは、上司や部下、同僚の助けがあってこそです。
日々感謝し、自分の持てうる時間を最大限有効に使いつつ、これからも
前向きにチャレンジしていけたらと思っています。

皆さまへメッセージ
　就職後、結婚、育児、介護など自分のライフスタイルが変わった時の働
き方をどうするかというのは、男性でも女性でも考えることだと思います。
　霞が関勤務は忙しいと言われることが多いですが、省内の働き方改革
も進められており、両立支援のための制度の充実だけではなく、周囲の
理解もとても進み、個人の事情に応じて柔軟な働き方が可能となってき
ました。自分たちの働き方が、公務員を目指す皆様のこれからの参考に
なればうれしいです。

３人で家を出発！
一緒に職場に向かいます。

息子就寝後、大人の自由時間。
今日もお疲れ様でした！

帰宅。
夕食は保育園にお願いしているので、
息子とお風呂に直行。

１９時までには仕事を終わらせ、
息子をダッシュでお迎えに。
帰路も長いため、なるべく３人で帰るのが
我が家のルールです。
どちらかが遅くなるときには２人で帰ることも。

職場到着！
主に夫が息子をふくろう保育園に
預けに行きます。
子どもを預けたら、すぐに始業です。
メールチェックから１日が始まります。

起床。
子どもの準備も
しなければいけないので、
朝がよりバタバタになりましたが、
朝ご飯は簡単でも必ず食べます！

ランチは２人で近場に
食べに行くことが多いです。
貴重な夫婦水入らず時間です（笑）。

「保育時間※」を活用して１５分間授乳。
仕事の隙間に子どもに会える
時間があると何だか安心します。
職場の保育園の大きなメリットです。

7:00

19:00

22:00

20:30

9:30

8:00

11:30

15:30

厚生労働省５号館保育室

厚生労働省５号館保育室（ふくろう保育園）は千代
田区の認可を受けた事業所内保育所（地域型保育
事業）です。
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5号館内に保育室を平成２６年に開
設しました。

※生後１年未満の子を養育する職員が授乳や
　託児所等への送迎を行う場合に与えられる休暇
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仕事も育児も夫婦で一緒に・・

Work- life balance
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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の１日
　国民生活基礎統計第一係では、国民生活基礎調査という調査の事務を担当しています。

　厚生労働省が行う保健・医療・福祉・年金・就業・所得など暮らしにかかわる幅広い施策に取り組むための基礎資料を得るために

行っている重要な統計調査です。毎年、全国から無作為に抽出された世帯に調査員がお伺いし、調査にご協力いただいています。

　国民生活基礎統計第一係は５種類ある調査票のうち、世帯票という調査票を担当しています。現在は、2021（令和３）年調査の

データチェック作業と、３年に一度の大規模調査となる２０２２（令和４）年調査の準備を進めています。

　そんな国民生活基礎統計第一係の一日をご紹介します！

出勤

電子調査票の開発テスト
運動不足を少しでも解消するため、お
昼休みはなるべく外に出るようにして
います。
空いているお店にふらっと入ったり、テ
イクアウトして席で食べたりしてリフ
レッシュしています。

お昼 動画作成業者と打合せ

退庁

出勤 電子調査票の開発テスト
ゆったり自席でお弁当を食べることが
多いです。
時々、近場や銀座のお店へランチに出
かけます。

お昼 目的外申請の審査 データチェック 退庁

係長

係員

現在は時差出勤をしています。出勤した
らメールをチェック。室長補佐、係員など
関係者へ今日一日の予定や現在の業務
の進捗をメールにて共有します。これを
省内では「朝メール」と呼んでいます。

２０２２（令和４）年調査からオンライン
調査を導入するため、現在、外部委託して
電子調査票を開発しています。開発も終
盤なので、係員とダブルチェックで動作確
認をしています。
テスト入力して送信した電子調査票デー
タ、想定していたレイアウトのとおりにオ
ンライン調査システムからダウンロードで
きたね！

出勤後はまずメールをチェックし、自分
宛ての新規案件は来ていないか等確認
します。「朝メール」で本日の自分の業務
を整理しつつ、上司等に共有します。

テスト入力して送信した電子調査票の回
答データをオンライン調査システムから
ダウンロードして確認します。
事前に作成したデータレイアウトのとお
りになっているか、係長と一緒に確認し
ます。大丈夫そう！

調査データの利用申請者から提出された
書類の審査を行います。この項目は何に使
用されるのだろう？
審査は大変ですが、担当している調査が研
究等に役立っていることを実感でき、嬉し
さを感じます。

２０２１（令和３）年調査のデータチェック
をしていたら、おかしな世帯のデータを発
見。係長に相談。
調査票の欄外にヒントになることが書いて
ありました！
エラーがなくなっていくと、達成感があり
ます。

退庁後は家でドラマをみたり絵を描いた
り漫画を読んだり…大半の時間を趣味に
割いています。最近はビーズ刺繍も始め
てみました。

調査を担当する調査員用に調査員の仕
事をまとめた動画を作成しています。
普段委託業者とはメールでのやりとりが
多いですが、今日は動画の試写のため対
面で打合せです。
台本も固まり、映像も動くようになって仮
ナレーションも入ったので、だいぶできあ
がってきましたね！

早く帰れる日は帰りにデパ地下に寄ります。明日の
朝食べるパンを買ったり、おやつに食べる焼き菓
子を買ったり。毎日早く帰れたら、マカロンのサブ
スク（１日１個もらえる）をしたいと思っています。

データチェック
係員から２０２１（令和３）年調査のデータチェックについての相談。
リストやエラーデータを見ても分からないときは調査票に立ち返ってみましょうか。
何か分かるかもしれないよ。
世帯票のデータを修正したら、所得票の担当者とも連携して情報共有しておいてね。
エラーがなくなってきれいになったら、世帯票データと所得票データと突合すれば、世帯
の所得の状況も分かるし、これらのデータはいつも審査している目的外申請の研究者
にも二次利用されて色々な分析に役立てられているよ。データチェック頑張って！

10:00

10:30 12:00 15:00

12:00 13:0010:309:00

17:00

17:00 19:00

20:00

係員係長
村上 颯也佳
MURAKAMI Sayaka

輿水 麻美
KOSHIMIZU Asami

25 26厚生労働省   入省案内2022  一般職 厚生行政 厚生労働省   入省案内2022  一般職 厚生行政

７　ワークスタイル（係長・係員の1日） ７　ワークスタイル（係長・係員の1日）

12

6

39
210

111

57
48

12

6

39
210

111

57
48

12

6

39
210

111

57
48

12

6

39
210

111

57
48

12

6

39
210

111

57
48

12

6

39
210

111

57
48

12

6

39
210

111

57
48

12

6

39
210

111

57
48



　社会・援護局保護課では、健康で文化的な最

低限度の生活を保障し、その自立を助長する

制度である生活保護制度を所管しています。

　生活保護は生活を営む上で必要な各種費用

に応じ８つの扶助に分かれていますが、私の係

では、各扶助の基準の策定に関する業務や、生

活保護基準が適切な水準となっているか有識

者に評価・検証していただく社会保障審議会生

活保護基準部会の運営を行っています。

　医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課企画

係では、主に、医薬品等のメーカーの不正事案

対応を行っています。

　医薬品や医療機器は国民の健康維持のため

必要不可欠なものではありますが、その品質等

に問題が生じた場合には健康被害に直結する可

能性もあることから、製造等に際して法令が遵

守されているか監視及び指導を行うことは極め

て重要な業務です。

　実際に法令違反が確認された場合には、事案

に応じて行政処分の要否も検討していくことと

なります。

上柳田 雪花 KAMIYANAGIDA Yukika

社会・援護局
保護課基準係

平成29年入省
まずは、前日の退庁後にきているメールがないか確認をします。保
護課では、毎日当番の係員が保護課に関連するネット記事等を共有
することになっているので、それらにも目を通します。
その後、前日に整理した業務のリストの中で優先順位の高いものか
ら取り組みます。今日は、来年度の基準改定に向けた作業を主に行
い、午後には次の生活保護基準部
会に向け、委員の方と打合せを行
います。

今日は、来年度の基準改定の作業のうち、財務省に提出する資料の
作成を行います。昨年度提出した資料を見ながら、必要な公表デー
タ等を探し、数値を直近のものに修正して、金額を算出します。
扶助の中には、ここで算出した金額が来年度支給する際の基準に
なるものもあり、大変やりがいのある業務だと感じています。その一
方で、影響も大きいため、緊張感をもって業務にあたっています。

9:00 出勤

10:00 午前

お昼は、感染症対策のため、部局ごとで時間が異なっており、私の局
は少し早めの11時半からです。お弁当を
家から持参して自席で食べることが多いで
すが、近くのビルや銀座にあるお店まで行
くこともあります。ランチをすることもあり
ます。近くのビルで昼食をとった時は、日比
谷公園を散歩して気分転換をしています。
また、当番の日はお昼に電話番をすることに
なっているので、自席で電話対応をします。

12:00 昼

午後は、次の生活保護基準部会に向け、委員の方と打合せを行うた
め、打合せで使用する資料の準備を行います。感染症対策のため、
オンラインで行うこととなったので、保護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も整えます。
打合せでは、次の生活保護基準部会で扱う内容について説明を行
い、質問やご意見等を伺います。委員への説明は課長補佐が行いま
すので、打合せの内容についてメモをとって、係に共有します。

14:00 午後

今抱えている業務の進捗状況や明日お願いしたいことがあれば
係長に共有します。明日は、今日作業した来年度の基準改定につ
いて、係長に確認してもらう予定なので、その旨を伝えておきます。
また、勉強していく中で分からな
かったことがあれば、教えてもら
います。
最後に、明日やるべきことをリス
ト化し優先順位を考えたら、帰り
ます。

18:00 退庁前

中藤 良太 NAKAFUJI Ryota

医薬・生活衛生局医薬・生活衛生局医薬・生活衛生局医薬・生活衛生局医薬・生活衛生局医薬・生活衛生局医薬・生活衛生局医薬・生活衛生局医薬・生活衛生局
監視指導・麻薬対策課企画係長監視指導・麻薬対策課企画係長監視指導・麻薬対策課企画係長監視指導・麻薬対策課企画係長監視指導・麻薬対策課企画係長監視指導・麻薬対策課企画係長監視指導・麻薬対策課企画係長

平成22年入省
前日退庁後から出勤までに来たメールのチェックと、午前に行う打
合せの資料の確認を主に行います。

医薬品医療機器等法違反が疑われる事案について、担当者が
集まり今後の対応を協議します。
これまでに確認された事実関係を整理し、法令違反の認定の可否、
認定できた場合の行政処分の要否、行政処分を行う場合の今後の
想定スケジュール等について詳細
に決めていく必要があります。
行政処分は行政が企業に対して
その権利を直接制限するものであ
るので、その要否は過去事例と比
較して慎重に検討します。

9:30 出勤

10:00 午前

製薬関係の学会において、改正医薬品医療機器等法で盛り込まれ
た製薬業界における法令遵守体制のあり方について、オンラインで
講演を行うことが予定されています。
当日の講演時間は30分と限られてい
るため、今日はその時間内で話せる内
容の資料を作成していきます。
講演後、パネルディスカッションも予定
されているため、想定される質問とそ
の回答案も予め準備をします。

13:00 午後

夕方以降、私の席では比較的外部からの電話が落ち着きます。
そのタイミングで、各都道府県や保健所設置市から集めた薬事監視
を実施した事案等を集計する業務を集中的に行います。
集計業務は集中できるまとまった時間が必要になるので、計画的に時
間を確保しながら進めていきます。
集計したデータは各都道府県や保健所設置市に情報提供するた
め、ミスが無いよう、チェックを繰り返し行います。

16:00 夕方

早く帰れる日は極力早期退庁し、趣味としてやっているダーツをし
ています。（もちろん、常時マスクを付けるなどの感染対策を行って
います。）
スポーツダーツとして始めて３年ほど経ち、月１回程度アマチュア
の試合に出ています。
ダーツはもちろん息抜きにもなりますが、メンタルスポーツでもある
ので、精神面を鍛える上でとても役立っています。

19:00 退庁後

係員級 係長級
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まずは、厚生労働省や厚生行政に関心をもったきっかけを教えてください。

渡邉　僕は元々献血が趣味で、学生時代から行っていたのですが、人の役に立つこ
とがうれしいなと思っていました。厚生労働省が「ゆりかごから墓場まで」と言われて
いるように、すべてのライフステージで国民の暮らしをサポートしていることから、仕
事で人の役にたてるかなと思い、厚生労働省に関心を持ちました。

長岡　僕は正直言うと、厚生労働省のことをほとんど何も知らなかったので、逆に知
らなかったことがきっかけになったと言うか…。大学生時代に海外ボランティアで貧
困の子どもや孤児に出会い、普通の暮らしができることのありがたさ、重要性に気
づきました。そういった経験をきっかけに、みんなの“あたりまえ”に厚労省が大きく
関わっていると知りました。元々は教育系に興味があったけれど、それよりももっと
根底の部分で人々の暮らしを支えているのが厚生労働省の仕事なのかなと自分な
りに解釈をして、興味を持ちました。

三輪　これまでの課外活動の経験や大学時代
に先進諸国の福祉制度や社会保障制度を比較
研究するゼミに所属していたことをきっかけ
に、人生100年時代に、高齢者から若者まで全
ての人々の生活を生涯にわたって支える仕事
がしたいと考えました。また、厚生労働省の説
明会に参加し、社会保障制度の企画立案や運
用等に携わっている職員から話をきいたこと
で、更に関心を持ちました。

三輪さんのように、就職活動時に厚生労働省の説明会に参加した方はいますか。

渡邉　僕も説明会に参加しましたが、新型コロナウイルス感染症関連の対応をした
職員の方がいて、その方が「我々がコロナで倒れたら国が倒れるぐらいの気持ちで
やっている」と言っていて、非常にかっこいいなと思って、入りたいと思いました。

金子　私はやりたいことが絞りきれずどうしようかなと悩んでいたけれど、説明会に
たくさん参加して、厚生労働省では、赤ちゃんから高齢者まで、人生のどのライフス
テージを支える業務にも関わることができると知り、志しました。

小林　私は説明会に参加したり、パンフレットを読むまであまり厚労省について知り
ませんでした。一つの分野に尽力する官公庁もあると思うんですけど、厚生労働省
は、福祉も年金も健康も医療も・・と色々な面からアプローチできるのがとても魅力
だなと思いました。

入省して間もなく、１年が経ちますが、やりがいや達成感を感じた業務、
印象に残っている業務があれば、教えてください！

小林　私はシステム関係の部署への配属となりましたが、今までシステム系の勉強
をしたことがなくて、初めは業務内容が全く分からず、理解するのにすごく苦労しま
した。自分なりに調べたり、先輩に質問したり、研修を受けたりして、少しずつ理解で
きることが増えてきました。理解できてきたからこそ先輩方のお役に立てることが少
しでもあれば嬉しいなと思って頑張っています。

金子　私は障害に関する仕事、障害のある方に役立つ仕事に関わりたいなと思って
いて、ちょうどドンピシャの所へ配属となったのですが、最初の頃は知識が無いため
自治体や一般の方からの電話に答えられないことや問い合わせの内容を理解でき
ないことがありました。制度や予算のことも全
然分からなかったんですけど、係長や課長補佐
に指導していただいたり、法令の通知集を読
んだり、自分で理解してできるようになったこ
とが増えました。
担当している特別児童扶養手当の支払いで
は、支払い先を確認する業務があって、北海道
から沖縄まで住所や名前をチェックするので、
全国の障害がある方、親御さんたちに影響の

ある仕事をやっているんだなとやりがいを感じています。

長岡　僕も配属先の業務に関する知識がほと
んど無い状態で入省したので、外部から照会を
受けた時に分からないことばかりでした。過去
の照会事例を確認したり、係長や専門官に聞
いて知識を身につけてきて、自分ひとりでもど
んどん回答できるようになってきたことにやり
がいを感じています。補助金の執行が仕事のメ
インなので、見たことないくらい大きな桁の金
額を扱い、実際に必要な場所にお金が届いて
いると感じた時には、やりがいを感じました。

三輪 私も皆さんと同じように電話で市町村や厚生局からの照会を受けることが沢
山あるのですが、最初は内容がよく分からなくて。分からないなりにも上司や周りの方
から色々教えてもらったり、通知などの資料を読み込んだりして、最近では一人で答え
られることも少しずつ増えてきました。あとは年金事務所で解決が難しい問題が発生
した時に照会をいただくことが多いですが、そういう現場ではなかなか対処できない
内容について上司に相談し、判断を仰ぎながら回答することで、感謝していただくこと
も増えてきたので、そういったところに今やりがいを感じています。

渡邉　さっき長岡さんが言っていた「金額が大きい」というのは僕も共通していて、
僕がメインで任された事業の予算が３億円と聞いた時は非常に驚きました。

仕事をがんばるためには、リフレッシュやストレス解消も大事だと思いますが、
みなさんの休日の過ごし方やリフレッシュ方法は何かありますか？

長岡　体を動かすことが大好きなので、ジムに行ったり、逆に癒やしを求めて温泉に
行ったり。車の運転も好きでレンタカーを借りて郊外の温泉に行くこともあります。

渡邉　僕は社会人になって結構使えるお金が増
えて、バイクを買いました。最近はバイクで色々な
所へ行きますが、コロナの影響であまり遠くには
行けていないので、落ち着いたら温泉とか行けた
ら良いなと思っています。

三輪　映画鑑賞や平日にできなかった自宅の片
付け、掃除をして休日はゆっくり過ごすことが多
いです。映画に詳しい上司がいるので、オススメ
の映画を紹介してもらって観ることもあります。
あとはコーヒーを飲むことが好きなので、カフェにコーヒーを飲みに行くことも。最近は
ちょっとできてないですけど。コロナの感染が落ち着いてきたら、また出かけていきたい
なと思っています。

金子　楽器を弾くのが一番のリフレッシュ方法で、週に一度レッスンに通っています。
レッスンが無い休日はお家でゆっくりしたり、動画を見たりしてリフレッシュしています。
本当は友達とご飯を食べに出かけるのが楽しくて、行くことができれば、一週間それを
目標に頑張れたりするんですけど、今はなかなか行けないので…。

小林　私はお休みの日の朝は、まず美味しい朝ご飯を作るところから始まります。美味
しいものを作ったり、友達とカフェを開拓したりするのも好きです。料理のレシピ動画を
見て、今度何を作ろうかな？と考えるのもリフレッシュになります。

本日は様々な部局の方に参加してもらっていますが、それぞれの課室の雰囲気
を教えてください！

小林　私の所属している情報システム管理室は年齢層で言うと、どの世代も同じく

らいいる課室だと思います。メンター（詳細は１８ページへ）の方がよく気にかけて
くれて、声かけてくれるのでとてもありがたいです。

渡邉　私の部署も明るい雰囲気で、話しかけやすい雰囲気なので、仕事で分からな
いことがあればすぐに教えてもらえるのがとてもよいなと思っています。

三輪　私の係では、テレワークやフレックスタイム制といった制度を利用している方
が多く、働きやすい環境だなと思っています。マンスリー休暇（詳細は１９ページへ）
を取っていなかったら「取ってね」と上司が声をかけてくれたりします。

入省前と後で感じたギャップや入省してびっくりしたことはありますか？

金子　小林さんや渡邉さんと同じく、上司の方とも話しやすくて、過ごしやすい環境
だなと感じます。入省前は公務員なので堅いイメージがあったのですが、話しやすい
人が多い環境だったのが一番のギャップでした。

小林　私も国家公務員の人は堅くて真面目で・・・というイメージがありましたが、実
際に働いてみると、アットホームな雰囲気なところが意外でした。

長岡　三輪さんが先ほど言っていましたが、僕は、休みやテレワーク、フレックスタイ
ムという制度があって、しっかり休みを取れることや、上司が「休んでね」と声をかけ
てくれること、自由にと言うとあれですけど、自分で上手くスケジュールを組んで、頑
張る時と休む時というメリハリをつけて働けていることが想像と違う点でした。

長岡　偉そうなことを言える立場ではないですが、就職活動となるとこれからの人
生が大きく関わってくる選択のタイミングになると思います。何かやりたいことを見
つけるのももちろん大事だと思うけど、いっぱい悩んで、どうしようかなと悩むことで
自分の未来を想像する良い機会になると思うので、選択肢を沢山持って、本当に自
分が入った時にどう感じるのかというのを色々想像してみる良い機会にしていただ
きたいなと思っています。

小林　私は既卒・職歴有りで入省しました。パ
ンフレットを読んでいる方の中にはもしかした
ら転職で国家公務員を考えている方もいらっ
しゃるかもしれません。厚生労働省には一般企
業や他省庁、自治体などから出向してきている
方も沢山いらっしゃいます。多彩な案件を取り
扱っている厚生労働省では、きっと以前の経験
が活きると思います。

金子　仕事をしていて大変なことがあっても、初心を思い返すと気持ちを切り替えら
れることがよくあります。就職活動は自分がやりたいこととか興味のあることが何
かっていうのを見つけられる良い機会になると思います。私自身もそうでしたが、悩
むこともあると思いますが、皆さんご自身それぞれのペースで道を切り開けることを
願っています。

渡邉　人生の中で働いている時間というのは長いと思うので、自分のやりたいこと
を見つけるのが大事だと思います。正解はないと思うので、自分の信じるままに頑
張ってほしいと思います。

三輪　就職活動は自分と真剣に向き合わなくてはいけないような時もあり、辛い時
期もあるかと思います。ですが、将来の自分のために妥協せず、悩んで成長できる時
間でもあると思うので、前向きに取り組んでほしいと思います。最近はコロナの影響
で説明会に参加しづらい、周りに相談しづらいという状況もあるかと思いますが、自
分の可能性を狭めずに挑戦してみる気持ちも持っていてほしいなと思います。

入省１年目のフレッシュな５名に、厚生労働省を目指すきっかけから実際に働いていて感じることを聞きました！

渡邉 隼人WATANABE Hayato

医薬・生活衛生局
血液対策課適正使用推進係

血液対策課は、献血の推進や献血をし
て得られた血液から作られる薬の安全
性に関する業務を行っています。僕は主
に薬害肝炎の被害者を救済するための
業務を担当しており、病院へのアンケー
ト調査や病院のカルテを調べる事業を
委託業者や関係各所と協力して進めて
います。

金子 綾華 KANEKO Ayaka

社会・援護局
障害保健福祉部企画課手当係

私は、障害のある子どもを持つ親への
特別児童扶養手当や障害者本人への
特別障害者手当の支給、それらの制度
に関する予算の管理を担当しています。
その他にも心身障害者扶養共済制度に
関する補助金の執行業務や制度に関す
る照会対応などを行っています。

長岡 駿 NAGAOKA Shun

保険局
国民健康保険課財政第一係

所属している国民健康保険課では国民
健康保険等の運営をメインの業務とし
ています。そのなかでも私は国民健康保
険組合への補助金の執行、省内の会計
課や財務省からの連絡や作業依頼を課
内に展開しとりまとめるなどの業務を
行っています。

三輪 映里花 MIWA Erika

年金局
事業管理課厚生年金保険管理係

年金局事業管理課では、公的年金事業等の管
理、運営をしています。年金制度はよく三階建て
と例えられますが、私はその２階部分の会社な
どに勤務している人が加入する厚生年金の徴
収、適用に関する係に所属しています。業務内
容は、一般の方からの問い合わせ対応、厚生年
金に関するパンフレットやホームページの作
成、国会に提出する報告書の作成、官報の発出
に関する業務など多岐にわたっています。

小林 茉優花 KOBAYASHI
Mayuka 

政策統括官付情報システム管理室
情報総務係

情報システム管理室は、省内のLANシ
ステムや職員が使うパソコン機器、テレ
ワーク環境の整備などを管理していま
す。私は総務係として、他の課室から来
る作業依頼のとりまとめや室内で物品
を購入する際の手続き、部屋の職員の
方々の勤怠管理、福利厚生など、室に関
する業務を幅広く担当しています。

厚生行政に関心を持ったきっかけ、
厚生労働省を目指そうと思ったきっかけ

入省1年目でやりがいや達成感を感じたこと、
印象に残っている業務について

休日の過ごし方、リフレッシュ方法

職場の雰囲気

入省前と後でギャップを感じたこと

就職活動中の皆さんへのメッセージ

１年目職員による座談会
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人々の生活を様々な方面から支
えることができると考えたからで
す。厚生労働省では医療や介護、
年金など私たちの生活に最も身
近で重要な仕事に携わることが
できる点に魅力を感じ入省を決
めました。

三宅 将太郎
年金局

事業管理課給付事業室

大坪 美悠
政策統括官付
統計・情報総務室

富澤 寧々子
年金局

事業企画課

島袋 翔
社会・援護局障害保健福祉部

精神・障害保健課

厚生労働行政の業務は「ゆりか
ごから墓場まで」と称されるよう
に、人々の生活に密着した行政
です。国民の生活に近いところ
で、多くの方の役に立つことがで
きると思い入省を決めました。

貧困問題に関心があり、この社
会問題の対策に携わることので
きる職に就きたいと考えました。
各種社会保障を所管する厚生労
働省であれば、制度改正等の業
務を通し、困っている方々の生活
に寄り添い、支えることができる
と思い、入省を希望しました。

厚生労働省では、福祉や医療な
ど、人々の暮らしに関わる分野を
多岐にわたって所管しており、厚
生労働省に勤めることで子ども
や高齢者など、多くの人々の暮ら
しを支えることができると考えた
ためです。

厚生労働省の所管する業務は、
どの境遇にあっても、どのライフ
ステージであっても、国民誰もが
安心して生活を送るための根幹
を支える仕事であるところに大
きなやりがいと魅力を感じ、入省
して多くの方の役に立ちたいと
考えたからです。

藤井 結
保険局

国民健康保険課

齋藤 真希
医政局

経済課流通指導室

安達 龍也
医薬・生活衛生局　

生活衛生・食品安全企画課　

伊藤 晴恭
医政局
書記付

厚生労働省では、国民一人ひとり
の生活に直結する身近で重要な
分野に携わることができるため、
日々の業務に責任を持ちながら、
やりがいや達成感を得られる点
に魅力を感じたからです。自分の
業務が少しでも誰かの幸せに繋
がれば良いなと思います。

元々、子育て支援に興味があっ
たこと、それに加え、多種多様な
分野に触れることが出来るのも
厚生労働省ならではの魅力であ
ると感じ志望しました。

新型コロナウイルスが蔓延する
中、特に影響の大きい医療従事
者への支援を行いたいと思い、
厚生労働省を志望しました。実際
に働き始めて、所管する事業の規
模の大きさを実感することも多
く、国の中枢機関で働くやりがい
を感じられる職場です。

決算業務に携わったことです。決
算で扱う数字の中には国民に公
表されるものもあります。そのた
め担当者として責任と自覚をもっ
て1つの会計の収支管理に臨む
必要があります。自身の業務の責
任と影響の大きさを、身をもって
感じる日々です。

大宅 一生
年金局

事業管理課

三輪 映里花
年金局

事業管理課

井﨑 達希
健康局

がん・疾病対策課

野村 望
社会・援護局
福祉基盤課

篠原 啓寿
健康局

健康課地域保健室

私は厚生年金に携わる部署にお
り、年に２回施行状況等に関する
報告書を国会へ提出しています。
正確な報告書を期限通りに作
成する必要がありますが、スケ
ジュール通りに決裁を行い関係
機関へ資料の配付を終えた時に
はやりがいを感じました。

私は、主に関係法人等への補助
金の執行業務を担当しています。
無事に交付手続きが完了した際
は、補助金を通して国民の生活
へと間接的に貢献していること
にやりがいを感じました。

自分の行う業務が、間接的に国
民の生活を支える事に繋がって
いる点にやりがいを感じました。
多くの方々と協力して業務を進
めた事や、新しい事に挑戦した
事が、自分の成長に繋がったと感
じました。

私は主に地域保健に関する補助
金と新型コロナ対応に関する業
務を行っています。特に後者につ
いてはめまぐるしく状況が変わ
るなかで勉強の毎日ですが、自治
体と協働して、感染症有事対応に
関われることに非常にやりがい
を感じています。

上司や周りの方々に助けていた
だきながら、所管する業務や制
度、法律等について日々学んで
います。分からなかったことが少
しずつ分かるようになってきて、
前の自分より少しは成長できた
かな、と思えたときにやりがいを
感じます。

田口 結稀
健康局

総務課指導調査室

長岡 駿
保険局

国民健康保険課

髙橋 尚也
大臣官房

会計課経理室

堀脇 駿作
医薬・生活衛生局
医薬安全対策課

私は主に補助金の執行に関する
業務を行っています。年間を通し
て多額の執行になるので、先の
見通しを持ってスケジュール通り
に作業を行う必要がありますが、
無事に執行が完了した際には、
大きなやりがいを感じました。

主に一般会計の支払いに関する
審査業務等を行っています。日々
何らかの支払いがある中で、それ
を一つ一つ審査していくのは地
味に思えるかもしれませんが、存
外面白いものです。まとまった件
数を問題無く完了できるとやりが
いを感じます。

国会対応や予算執行の業務を主
に担当しています。はじめのうち
は分からないことばかりですが、
周囲の方に教えてもらいながら
取り組んでいます。なかには責任
の重い業務もあり大変なことも
ありますが、そのような未知の業
務に取り組んでいくことは面白
いです。

私の職場は、アットホームな雰囲
気です。最初は、緊張することも
ありましたが、共通の目的を持っ
て業務を達成していく中で、自然
と職場の雰囲気に慣れることが
できました。皆さんも入省後に
は、働く中で自然と職場の雰囲
気に慣れることができると思い
ます。

今村 徹
社会・援護局
地域福祉課

波野 裕依
健康局
総務課

後藤 未来
大臣官房

会計課福利厚生室

疋田 有弥菜
内閣府

子ども・子育て本部児童手当管理室

牧野 芽依
健康局がん・疾病対策課
B型肝炎訴訟対策室

真剣に業務に取り組みながら時
には雑談もあるメリハリがある
職場です。わからない事があれ
ば親身になって教えてくださる優
しい方ばかりなので、日々助けて
いただきながら、業務に取り組む
ことができています。

まだまだ分からないことが多く、
先輩方に教えていただいていま
すが、いつも丁寧に指導してくだ
さり、相談しやすい環境です。柔
らかい雰囲気なので、働きやすい
と感じます。

周りの上司や先輩方はとても優
しく、業務上で分からないことが
あれば、丁寧に教えてくれます。
また、些細なことでも相談できる
雰囲気であるため、安心して仕事
に取り組めます。

話しかけやすく、フレンドリーな
方が多いです。また様々な経歴
の方が一緒に働いているので、
話していて勉強になることも多
く、自分自身の成長や目標設定
の参考になると思います。

優しい人が多いので、仕事以外
のことも気軽に話すことができま
した。また、同じ地元の人がいた
のでとても仕事がしやすかったで
す。最初は、分からないことばか
りだということは周りの人も分
かっているので、気軽に質問すれ
ば教えてくれると思います。

謝花 広次
医薬・生活衛生局

検疫所業務課検疫所管理室

窪添 芙悠
医政局
総務課

桑原 優介
健康局

結核感染症課

渡邉 隼人
医薬・生活衛生局
血液対策課

業務の性質から黙々と自分の仕
事をこなすことも多いですが、そ
の分自分のペースで仕事ができ
ます。忙しい時期はありますが、
基本的に仕事の順序や定時で帰
る日、残業する日などメリハリを
つけて業務に取り組むことがで
きています。

忙しい時や、困っている時に上司
や先輩方が気にかけて話しかけ
てくれるので、困った時には相談
しやすい雰囲気です。また、年次
休暇の取得やテレワークの活用
も周囲の方がすすめてくれます。

私のいる課室は明るい人が多
く、分からないことがあっても
気軽に先輩や上司に聞くこと
ができています。時には雑談な
どしながら、メリハリをつけて
仕事に取り組んでいる人が多
いです。

厚生労働省の魅力は、国民の生
活に直結する業務が多いことだ
と思います。その分責任を伴いま
すが、やりがいを感じることがで
きます。そのような環境で業務に
取り組むことで、幅広い視野と知
識を身につけて自分自身も成長
できると感じています。

中村 有作
社会・援護局
事業課

川合 弦音
年金局
年金課

小林 茉優花
政策統括官付

情報システム管理室

今村 彰斗
内閣府

子ども・子育て本部

籾山 詞音
医政局経済課

医療用物資等確保対策推進室

何と言っても、職員の人柄の良さ
です。私は採用パンフレットを見
て「この人たちと働きたい！」と思
い志望しましたが、実際に入省し
て、自分の直感は正しかったとわ
かりました。忙しいときでも、お互
い支え合いながら楽しく仕事が
できています。

厚生労働省の所管する全ての業
務が、国民の生活に直結してい
ることだと思います。あらゆる角
度から人々を支えるアプローチ
ができるのは、他にない魅力で
す。小さな仕事でも、人の役に立
つことに繋がるのだと思うと、身
が引き締まります。

私の周りには多くの厚労省職員
の方がいます。仕事量が多く、大
変なこともある業務の中でご指
導や助言をいただきながら切磋
琢磨して仕事に励むことができ、
そのおかげで、日々の生活の充
実だけではなく、人間力の向上
や逞しさが養われています。

世の中の関心が強い施策に携わ
ることができる、スケールの大き
さが魅力だと思います。関心が大
きければ大きいほど業務は大変
になりますが、その分、国の事業
に携われているという実感をも
つことができます。

国民の関心が高い分野を幅広く
扱う省庁なので、人々の暮らしを
支える使命感とやりがいを持っ
て業務に取り組むことができ、暮
らしの向上に自分が貢献できる
ことに魅力を感じます。

渡辺 快
社会・援護局

障害保健福祉部精神・障害保健課
公認心理師制度推進室

海老原 千畝
保険局
調査課

岡村 絢音
保険局

高齢者医療課

加藤 瑞季
医薬・生活衛生局
血液対策課

業務内容・政策が国民生活に身
近であるため、自分の仕事がど
のように社会へ貢献しているか
実感しやすいと思います。また、
広範な行政分野に取り組んでい
るため、様々な職種の方と働くこ
とができる点も魅力の一つだと
思います。

「人」です。中央省庁で働くことに
緊張していましたが、職場は仕事
をこなす一方、時々雑談で場が和
むような温かい雰囲気であり、上
司も新人の私を常にサポートし
てくださるので、周りの方々の支
援を受けながら仕事が出来るこ
とにありがたさを感じています。

厚生労働省は業務の分野が幅広
く、幅広い世代の日々の生活に
関係していることが魅力の一つ
だと思います。また、業務をして
いく中で勉強することも多いの
で、その中で様々なスキルや知識
も身につけることができる点も
魅力の一つだと思います。

Q 厚生労働省で働きたいと思ったのはなぜですか？

Q 約１年仕事をして、やりがいを感じたことは何ですか？ Q 職場の雰囲気はどうですか？

Q 厚生労働省の魅力は何だと思いますか？
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Q

Q

Q

Q

Q

Q
入省前は、国家公務員に対して、
｢堅い｣イメージを持っていました
が、入省してみるとそんなことは
なく、アットホームな感じで仕事
ができているなと感じています。
また、上司や周りの方もフォロー
してくれているので、働きやすい
職場であると感じています。

風間 祐貴
医政局

医療経理室

野木沼 真海
政策統括官付

情報システム管理室

川名 青葉
医政局

研究開発振興課

香田 真那
保険局
保険課

公務員は堅い仕事というイメー
ジを持っていましたが、実際に働
いてみると、明るい雰囲気の職場
で、優しい方も多く、気軽に相談
などができてとても働きやすい
職場だと感じています。

入省前は、各自が淡々と業務をこ
なしているイメージでしたが、実
際は職員間のコミュニケーション
が活発で、エネルギーあふれる
職場です。課や局を越えた関わり
も多く、お互いに連携・協力して
取り組むチームワークの良さを
日々感じています。

職員の雰囲気です。私は勝手な
イメージで、まじめでお堅い体育
会系な雰囲気を想像していたの
ですが、話すとチャーミングな方
が多く、非常にいい意味で普通で
す。雑談もちゃんとあります。気負
いすぎず、どんな人に出会えるか
楽しみにしていてください！

坂本 和香
社会・援護局障害保健福祉部
企画課自立支援振興室

知識が少なく、分からないことば
かりで自分が仕事をできるのか
どうか不安でしたが、周りの方は
忙しい時であっても、質問すると
いつも丁寧に教えてくださいま
す。そのおかげで、まだ知識不足
のところはありますが、自分で取
り組める業務も増えました。

事務職で新人なので定例の作業
をこなすイメージでしたが、実際
は裁量を持って業務を進める場
が多いことにギャップを感じまし
た。不測の事態には上司がしっ
かりフォローして下さるので、失
敗を恐れずたくさんの業務に挑
戦できる魅力的な職場です。

佐藤 祐紀
医薬・生活衛生局

検疫所業務課検疫所管理室

宮 啓介
保険局
総務課

山崎 裕大
健康局
健康課

西原 信太郎
社会・援護局

保護課保護事業室

思っていたより休暇を取りやす
かったところです。夏と年末は有
給休暇と合わせ、1週間以上休む
こともできます。私は、夏は9日間
休暇を取りゆっくりすることがで
きました。また、月に1回年次休
暇も取ることができています。

私が配属された課の約半分の職
員が外部からの出向者だったこ
とに驚きました。出向者には医師
免許を持った方など様々な職種
の方がいるため、打ち合わせ等
で意見を聞くととても勉強にな
り、自らの成長にもつながってい
ると感じます。

皆が黙々と作業するドライな職場
というイメージがあったのです
が、実際に働いてみると、係や近く
の席の方と気軽に相談や雑談を
することができ、不満や不安を抱
え込むようなこともなく、良い意
味で「気楽な」職場で驚きました。

伊東 亮太
年金局

事業企画課システム室

公務員は堅いイメージがあり、上
下関係も厳しいと考えていまし
た。しかし、実際に入省すると、分
からないことを気軽に聞ける雰
囲気で明るく接して下さり、互い
に尊敬し合って業務をこなして
おり、働きやすい職場だと感じま
した。

面接対策として、友人と模擬面接
を行っていました。率直な意見を
もらえるのでおすすめです。話す
内容は、白書やパンフレットを参
考に考えていました。特に白書
は、統計データ等がわかりやすい
説明付きでまとまっているため、
大変勉強になりました。

久保 実生
医政局
経済課

岡本 恵梨
年金局
総務課

金子 綾華
社会・援護局

障害保健福祉部企画課

篤田 みなみ
医政局

医事課医師臨床研修推進室

吉井 勇人
大臣官房
会計課

官庁訪問・面接に苦手意識を
持っていたので、自分の経歴を客
観視して想定質問を作成し、箇条
書きで成功の要因、失敗から学
んだことをまとめていました。厚
生行政の政策分野は非常に広範
なため、最新の政策概要は知っ
ておくようにしました。

筆記試験に向けて勉強をしつ
つ、省庁のHPで情報収集を行
い、志望動機等を考えていまし
た。また学生時代の経験を思い
返し、どんなに些細なことでも、
仕事で活かしたい点や志望動機
のキッカケとなった出来事等をま
とめていたことが面接に役立っ
たと考えます。

一次試験までは筆記試験の対策
に集中していました。面接対策は
一次試験後、大学や予備校の模
擬面接を活用し、練習の数を重ね
ることを意識して取り組みました。
一次試験、二次試験を通じ、見識
を広げるため、新聞を毎日精読す
ることを心がけていました。

試験勉強はもちろんですが、私は
相手に説明することへの苦手意
識があったのでどうすれば相手
に自分のことを伝えられるかを
考えました。言いたいことを整理
し、練習と修正を反復して行うこ
とで改善していくことが出来たと
思います。

長期間モチベーションを保つた
めに美味しいものをたくさん食べ
るようにしていました。とんかつ、
焼き肉、もつ鍋、いちご大福、チー
ズケーキ、ソフトクリーム、かりん
とう饅頭等々、とにかく食でモチ
ベーションを保ちました。８キロ
太りました。

山本 峻
医薬・生活衛生局

総務課医薬品副作用被害対策室

白木澤 敦
社会・援護局
保護課

盛田 暉
医政局

医療経理室

坂井 駿介
健康局

結核感染症課エイズ対策推進室

主に自分史の振り返りや、時事ネ
タの確認を行っていました。自分
史については自身の強み・弱み
を分析しつつ、面接で話す内容を
まとめていました。時事ネタにつ
いては、毎日新聞やネットニュー
スを見て、出題されそうな内容を
確認していました。

就活対策で心がけたことは、志望
動機と志望先です。自分が面接官
だったら、どんなところを疑問に
思うのかを考えて、取り組みまし
た。様々な形式の説明会があるの
で、試験勉強だけでなく、参加して
体験して考えることが大切だと思
います。

オンライン面接の対策に力をい
れました。新型コロナウイルス感
染症の影響で、急遽オンラインへ
移行する面接も少なくなかった
ため、積極的に情報を集め、話す
時のカメラの目線など失礼にな
らぬ様、心がけました。

新卒新卒

既卒既卒

既卒既卒

１時間～
１時間30分以内
１時間～
１時間30分以内

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

７万円以上７万円以上

文学系文学系

教育系教育系

定時～１９時定時～１９時

１９～２０時１９～２０時２０～２１時２０～２１時

２１時以降２１時以降

公務員宿舎公務員宿舎

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

（社会人経験なし）

（社会人経験あり）

通勤時間はどのくらい？

家賃はいくらぐらい？

新卒・既卒？

出身地域は？

出身学部は？

退庁時間（平均）

既卒の方も大歓迎です！
（社会人経験者の声はP１６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P1５へ）
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した。

入省前と入省後で感じたギャップはありますか？

就活対策として、どんなことをしていましたか？

Q

Q
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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。

省

■配属先について ■他府省庁、地方自治体等への出向
係員級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。

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。
　○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）
　○市区町村：次長、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、最初の勤務地は東京となりますが、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職員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？

　厚生労働省が所管する分野は大変幅広く、国民生活に密接に関わっています。国民が安心して暮らせる社会の

構築のためには、医療、衛生、福祉、年金などの社会保障を充実させること、しっかりと運営していくことが非常に

重要ですが、これらはすべて厚生行政が担当している政策分野です。

　２年を超える新型コロナウイルス感染症のまん延という国難とも言える状況の中で、厚生労働省はその対策の

最前線に立って、感染防止対策や医療提供体制の確保、暮らしや仕事の支援に取り組んでいます。同時に、全ての

世代が安心できる「全世代型社会保障制度」の構築をはじめ、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 採用・人事評価係
（代）03-5253-1111（内線4424）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

62（29）人
令和4年度

人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

大臣官房参事官（人事担当） 竹林 悟史

令和2年度オープン！

明るい未来に向けて
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厚生行政採用 検索

【厚生行政採用ホームページ】
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