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厚生労働省には、今も昔も、変わることのない「使命」がある。

この使命を果たすため、我々は何をしてきたのか。

そして、この使命を、我々はどのような想いをもって担ってきたのか、

紹介したい。



絶対に、救う。

世界の最先端を目指す。

この国の未来の担い手を育てる。
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生活保護の第2の役割
「自立の助長」の強化を制度化

法案の廃案、仲間から託された「思い」

人は何のために生きるのか

絶対に、

　「自己有用感」。これは尊敬する当時の上司が、酒の席のたび
に熱く語ってくれた頻出ワードだ。
　生活保護とは、生活給付だけと思われがちだが、実はそうで
はない。制度の目的は「生活の保障」と「自立の助長」だ。
　保護を受け始めたときには、就職意欲が高くても、就職活
動に失敗し、社会的な繋がりが薄くなってくると、だんだんと
意気消沈し、ついには気持ちが潰え、目からは光が消える。
　それは一重に、人から必要とされる、社会とつながってい
る、そうした「自己有用感」が損なわれているからにほかなら
ない。

　人が「自己有用感」を持てるようになるには、いくつかのス
テップが必要だ。日常生活自立、社会生活自立、経済的自立。
３歩進んで２歩下がる、一進一退の世界だ。
　これを力強く後押しする仕組みが必要という考えから、厚労
省では、生活困窮者自立支援法の制定とともに、生活保護法
の抜本改正を目指す中で「就労自立給付金」という自立を促
進する制度の創設を盛り込んだ。

　この法案は、不正受給対策、医療費適正化とセットであった
ため、社会的にも大きな波紋を呼び、議論は複雑化した。我々
は理論武装し、条文に魂を込め、法案を提出し、国会で喧々
諤々議論を重ねた。

　しかし、平成25年6月26日、政治情勢もあり、法案は審議未
了、廃案となった。昼夜土日を問わず走りぬけてきただけに、国
会中継を見ながら廃案の瞬間、上司、同僚らを含め、一様に脱
力し、喪失感だけが残った。
　その思い冷めやらぬ数日後、厚労省では人事異動があった。
送別会にて、異動していく上司らは口々にこう言った。「後はお
前たちに任せた。」
　これ以上言葉は要らなかった。この翌日の朝、ベッドで目覚
めたとき、なぜか涙が溢れた。今思うと、悔しさと残念さと、仲
間の思いと、そして次こそはよりよい制度と社会のために、と
いうことだったのかと思う。
　我々は再度奮起し、半年後の平成25年12月6日、多くの思

を乗せた生活保護法改正法は、国会で成立した。平成２７年の
今、改正法は施行され、私が出向している市役所の1階でも、改
正後の生活保護制度が動いている。社会的なインパクトは極
めて大きい。改めて責任の大きさを感じる。

　ここまでの解釈は、読んでいただいた方に任せたいが、ただ
言えるのは、厚労省の職員は、担当する政策について、責任を
持ち、よりよいものを求め、「思い」を持っているということだ。
　そうした組織であり、仕事があるからこそ、厚労省はやめ
られない。今、市役所に出向して外から振り返り、改めてそ
う思う。

吹田市 医療まちづくり監
（兼 理事）（出向中）

平成 18 年厚生労働省入省、以降、
介護報酬改定（療養病床再編）、
最低賃金の引上げ、雇用保険法改
正、生活保護法改正などを担当し、
平成 26 年 4 月から現職。

米丸　聡
Profile

最後に伝えたいこと
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　　救う。
改正生活保護法の施行に向けて

厚生労働省で働くということ

法律に込められた「思い」を形に

　保護課で私に与えられたミッションは、改正生活保護法
の円滑な施行だ。我々の仕事は法律を作って終わりではな
い。どんなに高尚な理想を掲げた法律も、「絵に描いた餅」
となってしまっては意味がない。現場の実務が回るよう、施
行に向けて入念に準備をしなければならない。
　特に、今回の生活保護法の改正は、制度ができて以来60
年ぶりの大改正だ。制度見直しに向けた議論を開始した当
初から、関係省庁、自治体、学識者、医師会、連合、支援者
等、オールジャパンとも言える体制で取り組み、たくさんの
人の「思い」が込められていた。だからこそ、制度改正に携
わった人々の「思い」が現場でしっかり生きるよう、我々も

心血を注いで施行作業に取り組んだ。

　施行作業の一つとして、私は、自治体が新しく行うことに
なる業務のマニュアル作成に携わった。全く見識のない損
害保険について一から勉強し、様々な人に話を聞きながら
実際の業務の流れをイメージし、現場の負担感などを考慮
しつつ、内容はこれでいいのか、不足はないのかと何度も確
認を行い、検討を繰り返し、業界団体と調整を行いながら
詰めていく。業務全体の流れから、損害保険会社とやりとり
をする際の書式といった細かな部分まで調整を行い、その

作成期間は実に数カ月にも及んだ。
　これらは決して派手な作業ではないが、自分の手がけた
政省令やマニュアル等によって現場の実務が回る、とても
重要な仕事だ。法律に込められたたくさんの人の「思い」を
形にする仕事だと言ってもいい。新しい制度を作るというこ
と以上に、その意味は大きい。

　“社会の役に立ちたい。”“困っている人の力になりたい。”
これを読んでいる方は、少なからずそうした「思い」を抱い
て、このパンフレットを手に取ったことだろう。
　厚生労働省では、生活保護制度の見直しのような国家的
な課題に対して、入省１・２年目から、担当者として責任の
ある業務に携わることができる。たしかに、仕事は決して楽
ではないし、壁にぶつかることも多い。しかしだからこそ、
やり遂げたときの喜びは一入だ。
　就職という人生における大きな選択を前にして、悩むこと
あるかもしれない。ただ、そんなときはぜひ、このパンフ
レットを手にしたときの気持ちを思い出してほしい。厚生労
働省は、あなたの熱い「思い」にきっと応えてくれるはずだ
から。

職業安定局
派遣・有期労働対策部企画課

平成 24 年厚生労働省入省、以降、
社会・援護局総務課、同局保護課
を担当し、平成 26 年 7 月から現職。

岡　大蔵
Profile
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2013年春　新たな早期承認制度の創設

2014年秋　世界の最先端を目指して

2012 年夏
再生医療の早期実用化に向けて

世界の最先端を

　最先端の医療技術として注目を集める再生医療。ヒトの細胞を

使って、病気やけがで機能不全になった組織や臓器を再生させる

革新的な医療方法である。京都大の山中教授のノーベル賞受賞な

ど、再生医療研究では我が国が世界トップクラスを誇るが、今後、

研究成果を医療現場での実用化に結びつけていくためには、再生

医療製品の特性に合わせて規制を見直すことが一つの鍵となっ

ていた。

　この年の夏、担当部署に着任し、再生医療の早期実用化に向け

た検討を担当することとなった。国際競争が激化し、待ったなしの

状況。少子高齢化を背景として、世界に先駆けた健康長寿社会の

実現、さらに日本経済再生の原動力として再生医療に大きな期待

が寄せられる中、私達の挑戦が始まった。

　当時、国内で承認を受けていた再生医療製品はわずか２製品。

そのうち一つは、承認までに実に６年もの時間を要していた。その

理由は、生きた細胞を使い、品質が不均一な再生医療製品に関す

る有効性の評価方法が確立されていなかったこと。一方で、再生

医療製品については未知のリスクも指摘されており、安心して使

えるようにすることも課題の一つである。こうした問題に応えるた

め、省内外の関係者、専門家や業界団体、患者の方々とも意見交

換を重ねながら、早期実用化と安全性確保のバランスの取れた制

度づくりの検討のための日々が続いた。

　そして、2013年５月、再生医療製品の新たな承認制度を盛り込

んだ薬事法改正法案を国会に提出。安全性をきちんと確認した上

で、早期の承認を可能とし、市販化までの期間が従来の約半分に

なる画期的な仕組みである。我が国における再生医療の普及促進

に向けた制度的枠組みが整えられたことに万感の思いだった。

　再生医療製品へのこのような早期承認制度の導入は、諸外国で

もほとんど例はなく、国内外で注目を集めている。2014年秋の改

正法施行を受け、外資も含めた製薬メーカーやベンチャー企業が

日本での承認を目指す動きも活発化しているようだ。このように、

自分の携わった制度改革に対する反響と期待を直に感じられる

瞬間は、行政官として最もやりがいを感じる瞬間でもある。

　また、医療分野において厚生労働省が担う役割の重要性につい

ても、この制度改正を通して改めて実感させられた。再生医療を

安全かつ迅速に提供するための体制整備、安全で有効な再生医

療製品の実用化、全国の患者さんが再生医療にアクセスできるた

めの保険制度の仕組み、そのどれが欠けても患者の方々が安心し

て質の高い再生医療を受けることはできなくなる。そのような制

度面での砦の役割を果たしているのが厚生労働行政であり、国民

の健康・生命に直結しているだけに失敗が許されないが、それだ

けの熱意と責任感を持ったメンバーと一緒に働くことのできる魅

力的な職場でもある。

　同じ志を持った皆さんに、この厚生労働行政というフィールドを

ぜひ目指してみて欲しい。

職業安定局
派遣・有期労働対策部企画課

課長補佐

平成 15 年厚生労働省入省。その後、
労働基準局安全衛生部、雇用均等・
児童家庭局、職業能力開発局、英国
留学などを経て、現職。平成 24 年か
ら平成 26 年まで医薬食品局に在籍
し、薬事法改正を担当。

乃村 久代
Profile
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　　　　　　目指す。
世界の最先端を目指す
法改正のためのチームの設立

厚生労働省の若手職員としてできること

立案に当たっての試行錯誤
　「我が国発の革新的な再生医療製品を創出する」ことを
はじめとしたミッションを達成するため、2012年夏に医薬
食品局に法改正のためのチームが作られ、乃村補佐を筆頭
に、技術系の職員を含めた６人のメンバーが集められた。
　入省２年目で、初めての法改正の仕事。ESやiPSといった
言葉についてそれまでもニュースで耳にすることはあった
ものの、自分にとって全く未知の分野。わくわくする気持ち
と不安な気持ちの両方を抱えながら、私は、チームに立案
作業を担当する係員として配属された。

　法改正作業は試行錯誤の連続だったが、その中でも強く
自分の印象に残っているのは、「再生医療製品の定義規定
の新設」だった。再生医療製品の新たな承認制度などを設
けるためには、まず「再生医療製品」とは何かを法律上定義
することが不可欠。法律上どのように「再生医療製品」を表
現するかについては、参考となる先例もなく、立案作業は困
難を極めた。
　そのような中、チームに配属された技術系の職員と議論
を重ねながら、技術的・法律的に正しく表現がなされている
かの検討を様々な文言について重ね、調整の結果、最終的
には「人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したも

の」と定義することとなった。
　この定義規定に限らず、立案作業は、チームのメンバーと
一緒に議論を重ね、答えを出すべく知恵を絞る作業の繰り
返しだった。そういった作業の成果が、最終的に分厚い法律
案として世の中に出ていったときは、本当にこの仕事に就い
て良かったと思った。

　国民の日々の生活に直結する行政分野に、他の職員と一
緒になって真剣に取り組めることが、厚生労働省を魅力的
な職場にしていると実感している。
　そして、厚生労働省には若手職員であっても自由に議論
に参加できる空気がある。法改正を担当した際は２年目の
職員だったが、自分の意見を真摯に聞いてくれる上司の下、
仕事をすることができ、自分の意見が法律案に反映されて
いくという貴重な経験をすることができた。
　厚生労働省が所掌する行政分野は、どれも国民の日々の
生活に直結する重要なものばかり。自分自身、これからもこ
の職場で様々な経験を積み重ねていきたいし、熱意を持っ
た皆さんには、若手のうちから貴重な経験を与えてくれる厚
生労働省という職場を是非お勧めしたい。

職業能力開発局海外協力課
外国人研修推進室　法規係長

平成23年厚生労働省入省。その後、
医薬食品局総務課／監視指導・麻薬
対策課、政策統括官付労働政策担当
参事官室を経て、現職。

原田 悠希
Profile
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保育サービスの量と質の両立を目指す

仕事人として、家庭人として

待機児童との戦い

この国の未来の

　「待機児童を無くす。」

　これが、20人少々しかいない私の課に与えられた大変

重い宿題だ。

　私にも娘が産まれ、実際に、保育所の利用の申込みを経

験したが、先も見えない中で、子どもを抱えながら、保育

所の申込みを行うのは大変精神的に辛かった。全国の小

さな子どもを持つ共働き家庭が同じ気持ちであろう。保

育所に子どもを預けられなければ、働くことができず、個

人や家庭のライフプランの修正を余儀なくされてしまう。

あるいは、待機児童が発生していることによって、そもそ

も子どもを産みたくてもあきらめてしまう家庭もある。こ

の国の将来を守るため、この国に生きる一人一人の人生を

守るため、これは、絶対に無くさなければならない。

　待機児童は必ず無くす必要がある。ただし、その前提

は、単なる数字あわせで保育所を整備するのではなく、か

けがえのない子どもの命を預かり、健やかな心身の成長

を促す、安心して子どもを任せられる施設を整備すること

でなければならない。

　こうした認識の下、新制度を作るため、課をあげて奔走

してきた。そして、平成27年4月に施行された子ども・子育

て支援新制度では、質を確保しつつ、保育の量を拡大させ

る工夫を盛り込むこととなった。一例で言えば、従来、定員

20人未満の小規模施設については、一律に認可外施設と

されてきたが、新制度では保育所よりも手厚い職員配置を

求める認可基準を設定した上で、認可を受ければ、公的な

給付を受け、安定的に事業を運営することができる仕組

みを創設している。

　今回のように、全く新しい制度を作るに当たり、「どうい

うルールが望ましいか」、あるいは、「どういう制度なら

ワークするか」を考える際に最も重要なことは、「想像力」

だと思う。

　その「想像力」というのは、あるいは「感受性」という言

葉とも通じると思うが、荒唐無稽なことを勝手に想像する

のではなく、現実の日々の生活に向き合うなかで湧いてく

るものだと思う。平日は、保育所に送り迎えをし、絵本を読

み聞かせ、休日には、公園に一緒に遊びに行くという「普

通の日常」。我が省でよい仕事をするには、この「普通の日

常」をいかにきちんとこなせているか、が重要だ。「普通の

日常」は、それがそのまま一つ一つの「現場」なのだ。これ

からも私は、娘と過ごす「普通の日常」を大切にしたいと

考えている。

雇用均等・児童家庭局保育課
課長補佐

平成19年度入省。社会・援護局保護
課、大臣政務官付、健康局結核感染
症課、職業安定局雇用保険課などを
経て、現職。平成25年7月に雇用均等・
児童家庭局保育課に着任し、平成27
年4月に施行された子ども・子育て支
援新制度の施行準備を担当。

橋本 圭司
Profile
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　　　　　　担い手を育てる。
仕事に学び　暮らしに学ぶ
初心：すべての子どもたちの幸せのために

二年目：女性の活躍推進

使命：ひと、くらし、みらいに向き合う一年目：仕事と家庭の両立支援

　「この国のすべての子どもたちが、生まれた環境にかかわらず

幸せを実感できる社会を実現したい」。そんな思いを胸に、厚生労

働省の扉を叩いた2年前の4月。あれから早2年。一口に「子ども」

といっても、少子化問題、虐待問題、待機児童問題など彼らを取

り巻く課題は非常に多く、それゆえ課題に対するアプローチ方法

も様々であることを実感してきた。

　子ども・子育ては、厚生行政・労働行政両面からのアプローチ

が不可欠である。その中で、私は労働行政からのアプローチに携

わってきた。

　まず携わることとなったのは、仕事と家庭の両立支援である。

労働者が子育てを行いながら働き続けることのできる環境整備

を目指し、一年目から法律改正を担当した。

　「仕事か家庭か」の二者択一ではなく、「仕事も家庭も」の複数

選択ができるように。仕事と家庭を両立しやすい環境を整えるこ

とは、労働者がより充実した職業生活と家庭生活を営めるように

なるだけでなく、社会全体でこの国の未来の担い手を育てること

につながると実感した。

　二年目となり、次に私が携わることとなったのは、安倍政権の

一丁目一番地の女性の活躍推進だった。働きたくても家庭との両

立が困難であることなどを理由に働けない女性がいる。もっと職

場で活躍したいのに、女性の能力発揮の仕組みが十分でないこと

などにより思うように活躍できない女性がいる。

　こうした働く女性や働きたいと希望する女性の活躍を推進する

ため、新たな法律案の作成作業が始まった昨年の夏。安倍総理か

ら昨年秋の臨時国会に法律案を提出するよう指示があり、急ピッ

チで作業が進められた。労使団体、有識者、関係省庁、国会議員な

どあらゆる関係者との調整、条文作成、国会審議等、数ヶ月間、局

を挙げて奔走した。臨時国会解散により廃案となってしまった

が、今通常国会へ再提出を果たした。本法律案の成立、そして女

性が希望に応じて活き活きと働ける社会の実現を目指して、再び

尽力したいと思う。

　国家公務員の仕事は、制度というツールを用いて、この国のグ

ランドデザインを描き、実現すること。そして、つくった制度を必

要とするすべての人に使ってもらえるよう、制度を利用しやすい

雰囲気を醸成していくことである。

　その所掌する政策分野の広さから、「ゆりかごから墓場まで」と

言われるほど人々の生活に密着している厚生労働省だからこそ、

その制度の企画立案は多くの人々に影響を与えうる。そのため、

どのような立場に置かれている人が何を必要としているのか、常

に傾聴し、把握し、時には想像する力が求められる職場であると

思う。さらには、人々の生活に密着しているからこそ、仕事で学ん

だことが私生活に活き、私生活における気づきが仕事を行う上で

のヒントとなる、仕事と私生活との結びつきが強い職場であると

の実感もある。

　仕事でも暮らしでも貪欲に学び、この国のひと、くらし、みら

いについて真剣に向き合える職場は厚生労働省のほかにない

と思う。

雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課

平成25年入省。雇用均等・児童家庭局
職業家庭両立課にて、企業に労働者
の仕事と子育ての両立のための計画
を策定することを求める次世代育成
支援対策推進法（次世代法）の改正に
携わる。平成26年7月より現職。

小森園 ひとみ
Profile
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