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ワーク・ライフ・バランス

子育てママ＆パパにインタビュー
「やりがいのある仕事も大事だけど、一度きりの人生 ! 楽しく色んなことに挑戦したい !」と考えている方も多いのではない

職業安定局総務課 企画法令係長

でしょうか。厚生労働省では、ワーク・ライフ・バランス、特に仕事と家庭の両立を実現するため、様々な取組を行っており、

田中 広秋

まさに「公私」ともに充実した生活を送っている職員が数多くいます。ここでは、そんな職員の中から、「子育て」に全力投球
な先輩たちをご紹介したいと思います。

平成 19 年厚生労働省入省。健康局、年金局を経て現職。昨年 1
児が誕生し、子どものかわいさに目覚める。現在、育児に奮闘
中の毎日。

老健局総務課（育休中）

花咲 恵乃
平成 10 年労働省入省。労働基準局、社会・援護局、職業安定局
などを経て、現在 3 度目の育休取得中。老健局では、短時間勤
務制度を利用しながら介護保険制度見直しに向けた検討を行
うなど、職場でも家庭でも活躍中。

厚生労働省では同じように子育てをする女性の先輩や
同僚に相談にのってもらったりしますか ?
御自身の経験を踏まえて適確なアドバイスをくださる先輩
現在の花咲さんのワーク・ライフ・バランスについて

やリアルタイムで悩みや子育ての楽しさを共有してくれる同

教えてください。

僚たちの存在は私にとってなくてはならないものです。近所の

現在 3 度目の育休中です。実際に仕事はしていません

ママ友も貴重な存在ですが、具体的な仕事の中身について

が、気になる厚生労働省関連の施策はニュースなどでチェッ

の相談にものってもらえる職場の ママ友たち は最強です!

クしています。なので、ライフが 95％、ワークが 5％といった

ご家族は仕事についてどのように応援していますか ?

ところでしょうか（笑）
。

夫が休みの日は、保育園の送迎や洗濯、食事づくりなど

厚生労働省の育児休業制度を利用して、どのように思

家事を一手に引き受けてくれるので安心して残業すること

いますか ?

ができます。また、0 歳で保育園に入り、仕事に向かう私

留学中にも感じたことですが、自分の所属する組織から

の背後で泣いていたこともある長男は、いつしか私の背中に

少し距離を置いて外から客観的に眺める機会をもつことは

「ママ〜、お仕事がんばって!」と叫んでくれるようになりまし

重要です。育児休業期間は子育てに専念できるだけでなく、

た。家族みんなの応援があって仕事を続けられています。

そういう意味でも有意義な時間だと思います。
花咲さんは厚生労働省の短時間勤務制度も利用され

最後に学生に向けてのメッセージをお願いします。
自分にとって最適なワークとライフのバランスは、時々刻々
と変わっていくものだと思います。一時点での自身のイメー

今回育児休業を取得する以前は、子どもが通う保育所

ジに固執することなく柔軟に対応していくことで充実した職

の開所時間が短かったため、1 時間勤務時間を短縮する

業生活を送れるような気がします。厚生労働省はそれを可
それを可

一方で、少しでも長く仕事をするために早出勤務制度を利

能にしてくれる職場だと思いますよ!

僚の存在の影響はありますか ?
ありますね。既に共働きで子どもを育てている男性の先
現在の田中さんのワーク・ライフ・バランスについて

まず励みになります。
輩が省内にいるという事実それだけで、

教えてください。

ちなみに、職場の子育て男子達の間での会話の 8 割は、子

朝起きて、ベッドの上で大体 20 分くらい子どもと遊んで

育ての話題ですよ。

から会社に向かいます。 パパ見知り 防止のためですね。

厚生労働省の子育てに関する職場環境はどのように感

会社からの自宅に帰宅するのは時期によってまちまちです

じますか ?

が、早い時間に帰宅したときは、お風呂後の子どもと遊んで

仕事は大変ではありますが、少なくとも子育てに対する周

います。

りの理解は、他と比べても圧倒的に高いと思います。妻も、

田中さんのワーク・ライフ・バランスは、結婚前と結婚後、

今後、働きたがっているので、2 人で工夫しながら仕事と家

お子さん誕生前と後とで、何か変わりましたか ?

庭の両立に取り組んでいきたいです。

私の場合、妻が同じ厚労省で、バリバリ働くタイプでした

最後に、学生に向けてのメッセージをお願いします。

ので、結婚の前後ではあまり生活は変わりませんでした。た

ワーク・ライフ・バランスを良くする方法に絶対解がある

だ、子どもが生まれてからは少し変わって、やはり早く帰るよ

ものではなく、わが家も現在奮闘中です。ただ、子どもが生

うになりました。また、妻に負担にならないよう、家事に分担

まれて一つわかったことは、
『自分の子どもは絶対的にかわ

は作らないようにしています。

いい !!』ということ。ワーク・ライフ・バランスを良くする秘

厚生労働省の両立支援制度は利用しましたか ?

訣は、実はその気持ちが、何よりも大事なのかなと思ってい

まだ、育休はとっていませんが、子どもを保育園に預け始

ます。

めて、慣れてきたら、遅出制度を利用しようと思っています。
子育てが仕事に与える影響について実感することはあ
りますか ?

特 集

ていましたが、利用してみてどうでしたか ?

厚生労働省で同じように子育てをする男性の先輩や同

あります。身近な話で言えば、厚生労働省政策の一分野
でもある「ワーク・ライフ・バランス」の重要性を意識するよ
うになりましたし、子育てに限らず、働き方全般
を含めた厚生労働省の仕事について、イメー
ジだけではなく、リアルな実感をもって捉えられ

ため、担当できる仕事が一部限られたり、同僚にその後の

るようになったと思います。

ワーク・ライフ・バランス

用して始業時刻を30 分早めていました。時間の制約がある
対応をお願いして帰宅しなくてはならなかったり正直心苦し
く感じる場面が何度もありましたが、同僚に助けられて仕事
をしていることに改めて感謝したり、情報共有を徹底するな
ど仕事の基本に立ち返るきっかけになったとも思います。
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厚生労働省のワーク・ライフ・バランスと女性の活躍
育児休業制度の利用状況

68 人

女性職員

若手職員のとある 1 日をのぞいてみました。

❶
労働基準局
総務課企画法令係

■ 女性職員数（平成 25 年 1 月現在）
269 人

菅野 喜之

6,209 人（22.9％） ※全省庁平均は 17.5％

（平成 25 年度入省）

■ 取得率（平成 24 年度）

■ 女性管理職の数

男性職員

11.3％ ※全省庁平均は 2.0％

国の地方機関課長・本省課長補佐相当職以上
（平成 25 年 1月現在）

女性職員

93.7％ ※全省庁平均は 96.5％

651 人（9.4％） ※全省庁平均は 5.3％

■ 新規取得者の平均育児休業期間（平成 23 年度）

うち本省課室長相当職以上（平成 25 年 10 月 1 日現在）

男性職員

2.98 月

57 人（6.7％） ※全省庁平均は 3.0％

女性職員

12.96 月

❶ 7：00
ランニング
少し早めに起きて、ラン
ニング。頭をスッキリさ
せて職場に向かいます。

❶

❷ 9：30
メールチェック
職場に着いたら、まずは
メール BOX の確認。1
日の流れを整理します。

うち指定職相当以上（平成 25 年 10 月 1 日現在）
6 人（7.7％） ※全省庁平均は 2.2％
118
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■ 男性

1日

厚生労働省での 1 日はどんなものでしょうか。

女性職員の活躍

■ 新規取得者数（平成 24 年度）
男性職員

若手職員

の

■ 女性

❷

104

80

職 場 に 着 い たらコ ー
ヒー片手に新聞を全紙
チェック。関連記事は
部内に情報提供。

❷ 10：00
電話対応

❷

外部からのお問い合わ
せ。障害者総合支援法
の解釈について、丁寧
に説明します。

❸ 10：30
作業依頼
総務課の仕事は原課の
方に仕事を依頼するこ
と。指示が明快な依頼
を心がけています。

100

❶ 8：30
登庁

❸ 11：30
政策論議

❹

これからの障害児支援
の在り方について議論。

60
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〜1月

1月超〜3月

3月超〜6月

6月超〜9月 9月超〜12月 12月超〜24月

❹ 12：00
ランチ

❹ 12：00
ランチ

職場の食堂（26 階）で
ランチ。眺めが良いの
で気分転換になります。

近くのおいしいイタリ
アンで 先 輩とランチ。
たくさん食べて午後も
頑張ります !

24月超

❺ 14：00
会場準備
❼

職業と家庭の両立を支援する様々な制度
介護休暇

6 週間以内に出産する予定の場合及び出産の翌日から 8 週間

配偶者、父母、子等であって負傷、疾病又は老齢により2 週間

を経過するまでの期間に取得

以上にわたり日常生活を営むことに支障がある者の介護をする

❻ 15：00
講演

今日は局長に説明する
案件があるので、労働
基準法の細かな解釈を
事前に勉強。

自治体職員の方に、障
害保健福祉施策につい
て講演。質疑では活発
な議論が。

❼

土日の過ごし方
暇さえあれば、旅行に出かけます。旅先で
美しい風景、美味しい料理に出会う度に、日
本の良さを実感し、仕事の活力になります!

妻の出産後 8 週間までの期間に子を養育するために 5 日以内
週間前から取得可能

家族の育児又は介護を行う職員が、勤務時間帯をずらすことが
可能

育児短時間勤務

❼ 17：30
打合せ
来 週の 会 議に向けて、
部内で打合せ。内容や
資料について、自分から
提案します。

❽ 19：15
飲み会
職場の先輩の送別会。
幹事を仰せつかったの
で、素晴らしい会にして
みせます!

❽ 20：30
退庁
明日の法制局審査で使
う資料をセットして、今
日は帰宅。お疲れ様で
した!

ワーク・ライフ・バランス

早出遅出勤務制度

土日の過ごし方
数ヶ月に1度の本番に向け、オーケストラ
の練習に励んでいます。最近は美味しいワ
インの開拓にもはまっています。

特 集

取得可能

で取得可能。上に小学校就学前の子がいる場合は、妻の出産 6

社会・援護局
障害保健福祉部
企画課企画法令係

多田 静香

子が小学校就学の始期に達するまで、子を養育するために取得
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❻ 15：00
調べ物

子の看護休暇
小学校就学前の子どもの負傷や疾病による看護に必要な時に

39

厚生労働委員会での
法案審議に陪席。万一
に備え、答弁者を後ろ
からサポートします。

局長に御説明。事前の
勉強の成果もあり、了
解をいただきました。

場合、それぞれの介護ごとに 6 か月以内で取得可能

可能

局内幹部会議の準備。
会場設営、資料セットも
1年生の大事な仕事。

❼ 17：00
局内幹部に説明

育児休業

男性職員の育児参加休暇

❺ 13：30
国会傍聴

❽

産前産後休暇

子が 3 歳に達する日までの間、子を養育するために取得可能

❻

（平成 25 年度入省）

など
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採用実績

キャリアステップ

■ 近年の採用実績
年度
採用人数
（ ）は女性

4 年目〜

平成 20 年

28（10）

平成 21 年

30（9）

平成 22 年

27（10）

平成 23 年

平成 24 年

平成 25 年

25（8）

27（9）

20（7）

9 年目〜

18 年目〜

平成 26 年

31（10）

採用実績は幅広く、新規採用職員の出身大学は、北は北海道から南は九州まで全国に広がっています。また、法学部卒だけでなく、経済学部、教育学部、外国語学
部、医学部、薬学部などの学部卒、公共政策大学院、ロースクール、経営管理などの大学院卒、社会人経験者など、多様な人材が採用されています。

係員クラス

係長クラス

他府省庁
福祉事務所
地方労働局
地方自治体

他府省庁
海外留学
地方自治体

課長補佐クラス
地方自治体・労働局
他府省庁
在外公館・国際機関
民間企業

採用に関する Q ＆ A

Q1
A1

どのような人材を求めていますか。
厚生労働省の業務は、1 億 3 千万人の国民すべての命・生活に直結するものです。少子高齢化・グローバル化
という前例のない難題の解決を求められる中で、長期的展望を持ち、あるべき国の姿に向けて舵を取ることは、
時に難しく、骨の折れる仕事です。困難にぶつかっても諦めず人々の幸せを追い求める「志」
、多様な意見に耳
を傾け、人々の思いに心を寄せられる「共感力」、前例のない課題にも立ち向かう「勇気」と「創造力」、そして、
仲間を大切にする「人間力」。これらを持つ人材を求めています。

企画官、
課室長クラス

部局長など
幹部クラス

地方自治体・労働局
他府省庁
民間企業
国際機関
大学・研究機関

係員、係長クラス
係員、
係員
係長ク
長クラス
ラス
ラス
厚生労働行政の経験を幅広く積み、法令業務など多様な業務に携わり、省の中核を担う職員として必要な資質を身につけ
られるよう、3 〜 4 ポストの業務を経験します。

課
課長
課長補佐クラス
長補佐
補佐クラ
クラ
ラス
これまでの業務経験や能力を活かし、課題解決の最前線で制度改正などの中核を担い、組織のマネジメント役として、部
局や省全体の総合調整を行う業務に携わります。また、地方自治体で管理職のポストに就いて、現場の指揮官として活躍
したり、大使館や国際機関で日本政府の代表として、世界から求められる厚生労働分野の知見を活用します。

課室長、
課室
長、幹部職員クラス
長、
幹部職員
幹部
部職員
職員クラ
職員クラ
ラ

Q2
A2

どのような研修制度がありますか ?

これまで培った専門性と行政経験を活かして、担当政策分野の責任者として、制度改正にあたります。豊富な見識を活か
して、省横断的な取組や民間企業・団体との連携にも注力し、日本の将来を見通した社会保障・労働政策の方向性の決定
を行います。また、政策についての国会質疑における説明や政党とのやりとり等も担います。

厚生労働省では、職員の知識・能力向上のため、研修に力を入れています。入省直後には、国家公務員及び厚生
労働職員としての自覚と業務の基礎を身につけるため、外部講師を招いての講義や現場実習等を内容とする厚
生労働省における「新規採用職員研修」と各府省合同の「国家公務員合同初任研修」が行われます。その後、キャ
リアパスに応じて、人事院が主催する研修（役職段階別研修、国内・海外派遣研修など）や、厚生労働省におけ
る様々な研修（都道府県労働局や福祉事務所等での現場研修、国会業務・統計・アプリケーションソフトの使
用方法等の必要なスキルを学ぶ研修、各分野の外部有識者を招いた講演会など）に業務に替えて参加すること
ができます。こうした研修を通じて、職員がその時々に応じて将来に向けたキャリアパスを構築する手助けを
しています。

待遇・制度等
初任給（平成 25 年度現在）

Q3
A3

海外・地方勤務や省外への出向の機会はありますか ?
社会における厚生労働行政の重要性が高まるにつれ、省外における厚生労働省職員の活躍の場が広がっていま
す。厚生労働省職員としてキャリアを築く中では、志望やキャリアパスに応じて、1 〜 3 年間の期間での出向
の機会が、平均 3 〜 4 回程度あります。現場を多く持つ厚生労働省職員として経験すべき地方自治体や都道府
県労働局への出向や他府省庁への出向、キャリアパスや志向等に応じた留学や国際機関・大使館での勤務など
の他、民間企業との人事交流や研究機関・大学への出向など、多様な機会があなたを待っています。

〈院卒者試験採用〉 240,248 円
〈大卒程度試験採用〉213,816 円
※東京都 23 区に勤務する場合の地域手当を含む
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休暇
年次有給休暇 20 日
※ 4 月 1 日採用の場合、採用年は 15 日

扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当など

※残日数は 20 日を限度として翌年に繰越し

賞与（ボーナス）

その他、病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・出産・忌引・
ボランティア等）、介護休暇、節目休暇、指定休暇等

期末手当、勤勉手当として、1 年間に棒給等の約 3.95ヶ
月分（6 月、12 月に支給）

総合職事務系は、法律、経済等の採用区分に分かれていますが、
採用区分によって入省後の業務は異なりますか ?

原則年 1 回

総合職事務系（行政、政治・国際、法律、経済）で採用された職員は、入省後は厚生労働省の中核を担うべき職員
として、採用区分に関わらず業務を行っていきます。ただし、様々なキャリアを選択できますので、例えば経済
職で採用され、経済分析等の専門的な分野を中心にキャリアを積み、自身の専門性を活かすこともできます。

9：30 〜 18：15（ただし、部局、役職によって異なる場
合がある）

Ministry of Health, Labour and Welfare 2014

土・日及び祝日等の休日、年末年始

諸手当

昇給

Q4
A4

休日

福利厚生
公務員宿舎、診療所、健康診断・検診事業、各種共済制度（医
療給付、出産に伴う手当金の給付、育英資金や住宅資金の
貸付、年金など）

勤務時間
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職員の活躍の場
■ 在外公館や国際機関で活躍中！
在ブリュッセルEU
日本政府代表部 一等書記官

在ドイツ
日本国大使館 一等書記官

在イギリス
日本国大使館 一等書記官

在スウェーデン
日本国大使館 一等書記官
ストックホルム
ロンドン
パリ

ベルリン
ブリュッセル
ジュネーブ

在中国
日本国大使館 一等書記官

ジェトロNYC

ニューヨーク

北京

ワシントン
在パリOECD
日本政府代表部 一等書記官
在フランス
日本国大使館 一等書記官
在ジュネーブ国際機関
日本政府代表部 一等書記官

在アメリカ合衆国
日本国大使館 一等書記官

デリー

EBRI（企業福祉研究所）
バンコク
在インド
日本国大使館 一等書記官
在タイ
日本国大使館 一等書記官

■ 全国の自治体、地方支分部局などで活躍中 !
北海道保健福祉部
地域医療推進局地域医療課長
青森県商工労働部
労政・能力開発課長
新潟大学法学部准教授

吹田市医療まちづくり監
広島市経済観光局
雇用推進担当部長

全国の主な出向先

埼玉県福祉部少子化対策局
少子政策課長

都道府県

保健福祉局次長、知事政策局主幹、
長寿社会局長、経済産業部就業支援局長、
特命監、労政・能力開発課長

千葉市保健福祉局次長

市町村

副市長、健康福祉部厚生政策課長、
子育て支援課長

労働局

労働局長、総務部長、職業安定部長

民間企業

コンサルティング会社、保険会社、
メーカー、大学院教授

柏市保健福祉部福祉政策課長

鳥取県福祉保健部参事官

主な留学先
静岡市子ども未来局
子ども未来部理事
愛知県副知事
熊本県健康福祉部
長寿社会局長
桑名市副市長
愛媛県経済労働部
管理局労政雇用課長

海外の主な出向先
ニューヨーク

ジェトロ・ニューヨークセンター

ワシントン

在アメリカ合衆国日本国大使館、
EBRI（企業福祉研究所）

ストックホルム

在スウェーデン日本国大使館

ロンドン

在英国日本国大使館

ベルリン

在ドイツ連邦共和国日本国大使館

ブリュッセル

在ブリュッセル EU 日本政府代表部

ジュネーブ

在ジュネーブ国際機関日本政府代表部

パリ

在パリOECD 日本政府代表部、
在フランス日本国大使館

ロンドン

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス、
雇用年金省

ボストン

連邦労働省

ミシガン

ミシガン大学

エジンバラ

エジンバラ大学

北京

在中華人民共和国日本国大使館

ロサンゼルス

南カリフォルニア大学、
カリフォルニア大学ロサンゼルス校

バンコク

在タイ日本国大使館、タイ保健省

沖縄労働局職業安定部長
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その他多数が全国で活躍中 !
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年の省庁再編時に両省が統合されることとなり、現在の厚生労働省の姿となった。

国民健康保険法、労働者年金保険法などを整備。戦後、1947年に労働省が創設され、2001

2012

2013

東日本大震災︑﹁iPS細胞﹂ノーベル医学生理学賞
受賞

消 費 税 の 段 階 的 引 き 上 げ︑ 社 会 保 障 改 革 国 民 会 議
設置︑生活保護受給者過去最多を記録

ねじれ国会解消︑アベノミクス︑
2020年夏季オリンピックの東京開催決定

生 活 保 護 制 度 改 革︑ 再 生 医 療 関 連 法︑ 社 会 保 障 制
度 改 革 プ ロ グ ラ ム 法 成 立︑ 待 機 児 童 解 消 加 速 化
プラン︑イクメン企業アワードの創設

子 ど も・ 子 育 て 新 シ ス テ ム︑ 年 金 各 法 改 正︑ 若 者
雇用戦略︑﹁望ましい働き方ビジョン﹂

2011
高齢化率 ・ ％に

リーマン・ショック︑年越し派遣村︑
社会保障国民会議設置
2007年問題︵団塊世代の退職︶︑郵政民営化

合計特殊出生率が ・ に

％に

省庁へ︑ ・

失業率が過去最高の
省庁再編︑ 府
就業形態が多様化︑個別労働関係紛争が増加

次オイル・ショック
次オイル・ショック

次ベビーブーム

％を超える︑日本万国博覧会開催

次ベビーブーム

終戦︑国際連合発足

日本国憲法公布︑退役軍人の失業問題

第

朝鮮戦争︵特需ブーム︶

サンフランシスコ講和条約

国際職業訓練協議会設立

厚生白書
﹁国民の生活と健康はいかに守られているか﹂
創刊︑
徐々に公害問題が顕在化

三井三池炭鉱争議︑労働争議が最高潮に

所得倍増計画

東京オリンピック開催

高齢化率

ドル・ショック︑第

沖縄返還︑日中国交正常化︑﹁恍惚の人﹂出版︑介護が
社会問題化

福祉元年︑第

国際児童年︑第

ベビーホテル問題︑第二臨調︵財政再建︶︑
失業率が過去最低の ％に

日米貿易摩擦

プラザ合意

旧日本国鉄道の民営化

税制改革︑消費税創設

改元︑合計特殊出生率が ・ に

イラク・クウェート侵攻︑統一ドイツ誕生

バブル崩壊︑湾岸戦争︑ロシア連邦など誕生

︶︑

完全失業率の急上昇︵有効求人倍率
就職氷河期に突入

国際高齢者年︑派遣労働の原則自由化

1998

高齢化率 ％を超える︑税制改正︑
地方消費税の創設・消費税 ％に

阪神・淡路大震災

社会保障構造改革︑アジア通貨危機︑
大手金融機関の破綻

1993

1994

1995

1997

2002
2001
2000
1999

2003

2006
2005

2007

2008

2010
2009

介護保険法改正︑求職者支援法﹁日本はひとつ﹂しご
とプロジェクト﹂

子ども・子育てビジョンの策定

労働基準法改正︑割増賃金率の引き上げ

新雇用戦略︑﹁緊急人材育成・就職支援基金﹂の創設

日本年金機構法︑労働契約法︑最低賃金法改正︑生活
保護との整合性に配慮

改正高齢者雇用安定法︑ 歳までの継続雇用を促進

災害医療派遣チーム発足

次世代育成支援対策推進法︑少子化社会対策基本法

厚生労働省発足︑社会保障改革大綱

社会福祉法︑労働契約承継法︑児童虐待防止法

緊急雇用対策︑新エンゼルプランの策定

日独社会保障協定署名

臓器移植法︑介護保険法︑男女雇用機会均等法改正︑
女性に対する差別の禁止など

育児・介護休業法

時間労

世紀福祉ビジョン︑エンゼルプランの策定︑新
ゴールドプランの策定︑ 歳定年義務化

パートタイム労働法︑労働基準法改正︑週
働制原則化・変形労働制導入

1991
1990
1989
1988
1987
1985
1981
1980

1979
1973
1972
1971
1970
1967
1964
1963
1961
1960
1959
1958
1956
1954
1952
1950
1949
1948
1947
1946
1945

共に次代の厚生労働省の歴史を築いていきませんか︒

なく︑いまや︑少子高齢社会の日本モデルは︑世界が注目するものとなっています︒

するため力を注いできました︒戦後復興から現在まで︑私たちの存在意義は揺るぎ

厚生労働省はこれまで︑その時々の国民生活に寄り添い︑あるべき日本の姿を創造

世界と日本の動向

グローバル化への対応

育児休業法︑中小企業労働力確保法

老人福祉等福祉関係 法改正︑高年齢者等雇用安定
法︑ 歳までの再雇用の努力義務化

ゴールドプランの策定︑雇用保険法改正︑パート労
働者への適用拡大

時間労働制を目標

第二次国民健康づくり対策

労働基準法改正︑週
労働者派遣法︑男女雇用機会均等法
児童福祉法改正︑延長・夜間保育の実施

か年計画︑

薬事法改正︑医薬品副作用被害救済基金法
︵PMDAの前身︶
老人福祉法・健康保険法・年金制度改正

児童手当法︑高年齢者等雇用安定法
廃棄物処理法︑社会福祉施設緊急整備
水質汚濁防止法
公害対策基本法︑第一次雇用対策基本計画

老人福祉法

母子福祉法︑特別児童扶養手当等法

児童扶養手当法
薬事法
国民年金法︑国民皆年金を実現︑最低賃金法

歳に引き上げ

国民健康保険法改正︑国民皆医療保険を実現︑職業
訓練法︵現職業能力開発促進法︶

厚生年金法改正︑支給開始年齢を
戦傷病者戦没者遺族等援護法︑スト規制法

労働組合法
予防接種法︑医療法︑医師法

生活保護法︑労働関係調整法

労働省創設︑児童福祉法︑労働基準法︑労働者災害補
償保険法︑失業保険法︵現雇用保険法︶︑食品衛生法︑
職業安定法︑労働安全衛生規則

厚生省復活︑引揚者・退役軍人対策

厚生労働省の歩み

世界でも類を見ない少子高齢化を迎え
ているこれからの日本において、緊迫す
る国家財政の立て直しとともに、持続的
に安定した社会保障制度を確立していく
必要がある。2013 年に成立した、通称
「プログラム法」には、社会保障制度の
改革の方向性が明記され、医療、介護な
どの各分野での改革がはじまった。医療
の最先端技術である再生医療分野の法
整備も整い、今後の日本の維持・発展
に向けた取組、そして日本から世界への
発信はここから加速していく。
19 9 0 年 代 から の 景 気 低 迷 に 続 き、
2008年秋のリーマン・ショック以降の
急激な雇 用情勢の悪化により、いわゆ
る「派遣切り」など、派遣労働者の雇用
環境をめぐる問題が社会問題化した。
このため日雇派遣の原則禁止などを内
容とした労働者派遣法改正など対策を
実施。2012年には「全員参加型社会」、
「人材立国」
「ディーセント・ワーク」の
実現などを盛り込んだ「望ましい働き方
ビジョン」を取りまとめた。日本が成長
期から安定 期に移 行し、働き方が多様
化する中で、あるべき「働く」姿の再構
築が求められている。
1950年代から、新産業の発展による新
たな科学技術などの労働現場への導入
により、労働災害が急速に増えるととも
に、賃上げを求める労働争議が過激さ
を増し、電気、エネルギー産業などにお
けるストライキは国民 生 活に重 大な影
響を及ぼした。そこで、労働安全衛生規
則などの数十回にわたる制定改廃、スト
規制法や最低賃金法の制定など、国民
の労働環境の改善と健全な経済発展の
促進に努めた。また、同時期に医療・年
金の国民皆保険を実現。戦後まもなく、
日本の社会保障の礎が築かれた。

1980年代以降、グローバル化の進展に
より、海外諸国との人的交流が増加す
るとともに、企業の国際競 争力の向上
が 求められるようになる。そこで、公的
年金制度への二重加入などの問題解決
のため、1998年に日本初の社会保障協
定である日独社会保障協定の署名を実
現。国際競争を阻害しないよう、企業の
合併の際に円滑に労働契約が承継され
るよう新法を制定するなどグローバル
な課題に対応。これらにより、人的交流
の円滑化、経済交流を含めた両国間の
関係の一層の緊密化に貢献するととも
に、日本企業の国際競争力向上を下支え
することとなった。

労働環境の改善と健全な
経済発展の促進、国民皆保険

0.8

社会保障制度改革の道筋、
世界のフロントランナーとして
国家基盤の立て直し

9
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5

1
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「全員参加型社会」の
実現に向けて
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1
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12
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敗戦後、憲 法にうたわれた最 低限 度の
生活の保障、戦争孤 児の保護、衛生的
な食料の確保、各種 疾 病への対応、ま
た、窮乏生活の中で「生活できる賃金」
を要求して行われた生産管理などの過
激な争議行為、退役軍人の失業対策な
ど、山積した課題に対し、生活保護法、
児童福祉法、職業安定法などの制定、
労働関係調整法などによる労使間の合
意・争議解決の促進など、一つひとつ施
策を打ち、国家基盤の立て直しに大き
な役割を果たした。

5
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1
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戦後復興から現在︑そして世界へ

1
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また、本ページの沿革は主要な法令・出来事などを一部抜粋して作成しています。
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内務省の社会局・衛生局を前身として、1938年に厚生省が創設された。戦前から保健所法、

Histor y
厚生労働省

