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人は石垣、人は城。いつの時代も、この組織を形作り、

そこで様々な改革を行ってきたのは、一人一人の厚生労働省職員だった。

我々が、どのような想いを持って厚生労働省の門をたたき、

どのような仕事をしてきたのかを紹介したい。

あわせて、まさにこれから職業選択をしようとする若者に向けて、

メッセージを送りたいと思う。



職員からのメッセージ

ワークライフバランス座談会
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入省して間もない頃

入省して３０年

官僚の中の官僚

　私は昭和58年、旧厚生省に入省した。官庁訪問をしてい
たときは、厚生省を第一志望と考えていたわけではないが、
実際に話を聞くうちに、この役所はこれから非常に大事な
役所になる、しかも単に頭がいい、仕事ができる、というだ
けではない、複雑多様な社会を感じて理解できる人材が望
まれているのだと強く感じたのだ。
　お盆時期で閑散とした職場で、「福祉国家の危機」という
ＯＥＣＤレポートの日本語訳の新著を手に国際的な国家観
の変動を語ってくれたのはＯＥＣＤ事務局勤務帰りの先輩

だった。また、採用担当の先輩の話を聞くうちに、思い出し
たのは、当時大河内一男元東大総長から受けた言葉。楢山
節考の主人公は母を山に置き去りにして泣きながら帰る途
中、降ってきた雪に救われる思いがする、この雪とは何か、
これからの君たちは考えなければいけない、と言う言葉だ。
これはいまだに私の中では宿題になっている。

　入省して30年、私の予測は的中した。いや、現実は予測を

はるかに超えていた。ここまで巨大な官庁になるとは考え
ていなかった。今、霞ヶ関で、最も多忙で、最も困難な課題
を最も多く抱えている。国の未来に直接関わっていると
いっても過言ではない。官庁の中の官庁と言う言葉がある
が、我々は官僚の中の官僚という気概を持って仕事をするこ
とが試されている、と感じる。官僚の持つべき全能力を試
される機会が次々訪れる。それは、理解力だけではなく、地
方や個人、産業や国際関係まで及ぶ想像力と言ってもいい。
マクロとミクロの両方の地平線を同時に見ることが求めら
れるのだ。

保険局 審議官

昭和58年（1983年）東京大学法学部卒業、
同年厚生省に入省。老人保健法の施行と見
直しに従事。以後、大蔵省主計局、ジェトロ
ニューヨーク事務所、北海道庁への出向な
どを経て平成11年（1999年）に大臣秘書官
（丹羽雄哉厚生大臣）。平成12年（2000年）
に医政局企画官。以後、主に医療分野を担
当し、医政局経済課長、同政策医療課長や
保険局国民健康保険課長、同総務課長を
歴任、その後社会保障担当参事官として社
会保障・税一体改革を担当。2年間の総務
省出向（消防庁審議官）を経て、平成26年
（2014年）7月より現職。

武田 俊彦
Profile

25Ministry of Health, Labour and Welfare



　　　　　　という気概で

伝えたいこと

　社会保障・税一体改革が進行中だ。平成9年以降、消費税
の見直しなしに社会保障経費の削減が続いていたが、平成
20年に社会保障国民会議が設置され、本来必要なのは社
会保障の機能強化であり、その所要財源がどれくらいなの
か、について議論が始まった。そこからあしかけ5年、平成
24年夏に消費税法等一体改革関連法が、長い審議ののち
成立した。この間、陰に陽に関わってきたが、そこで感じた
のは、この役所はもはや単なる要求官庁ではなく、国の財
政全体、国の将来全体を語るべき説明責任を持つ官庁なの
だ、という実感だった。財政当局、税制担当部局とともに、
各種説明会や地方の対話集会に出かけたが、時に厳しい批
判も受けながら、きちんと説明することの重要性を感じた。
社会保障も国家財政も、他人事ではなく、自分たちの社会
のことなのだから。

　そういう問題意識を持ち、社会保障教育の在り方の議論
も開始した。社会保障は常に攻撃にさらされ、正しい知識
がないままに誤解が蔓延している。それが決して若い世代

のためになっていない。このような強い危機感の下、認識を
共有する有識者が集結し、これも数年を掛けて議論を進化
させていった。

　しかし、私がみなさんに伝えたいのはそのような政策の
話ばかりではない。
　最大のこの役所の魅力は、全ての仕事に現場があること
なのだ。

　最初に配属された老人保健部（当時）で、徹底して教わっ
たのは、現場主義ということだった。当時、高齢者の医療費
無料化政策が10年を経て見直され、この間に急増した老人
病院の質の改革と退院促進が課題となっていた。しかし、
退院促進を掲げても肝心の受け皿づくりが出来ていないと
いう批判が出ていた。
　当時、高齢者の入所・入院ニーズは、特別養護老人ホーム

という福祉施設か、病院という医療施設しかなかった。当
時の上司とともに、双方に足を運び、話を聞き、あまりの違
いに驚きながらその中間的な施設が存在できないか、検討
が進められた。これが、後に老人保健施設という形で制度
化されることになる。今思い出しても、よく一年目、二年目
の若手を外に出し、足で集めた情報を使ってくれたものだ
と思う。
　その後、一貫して現場との対話、外の人を交えた勉強会
を続けている。あらゆる職場、課、係ごとに、現場があり、政
策があり、課題があり、その答えの鍵はやはり現場にある。
こんな仕事ができる環境はそう多くないことに気づくべき
だ。ただし、相当にストレスのかかる職場であることは付け
加えておいた方がいいだろう。タフな職場であり、タフな人
材が求められている。それこそが官僚の中の官僚という気
概を持つ者であり、我が省が心から持ち望んでいる人材で
ある。
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　大臣秘書官をやっていて、改めて、厚生労働省の間口の広さ

を感じる。医療・介護・年金・子育て支援・困窮者支援・健康危

機管理・労働者派遣・労働時間法制などなど。もちろん、厚生

労働行政は、これらにとどまらない。日々、多くの案件が大臣の

ところに舞い込んでくる。また、日々の案件をこなす以外にも、

2025年・2035年を見越した中長期的な政策の検討もやって

いかなければならない。これら多くの案件をどう優先順位づけ

して、何を大臣に入れるべきか。また、大臣に入れると判断した

案件については、短時間で効率的に大臣にご理解いただくた

めに、何をどうインプットすべきかを瞬間、瞬間で判断する毎日

である。入省以来、医療・福祉分野と官房しか経験がないため、

年金や子育て、また労働行政は薄くは知っているものの、まっ

たく詳しくない。これらの分野の深さについていくのが大変

で、毎日が勉強である。

　ちょうど20年前の夏、官庁訪問で当時の厚生省の門を叩い

たわけであるが、なぜ厚生省を志望したか思い出してみると、

「大きな仕事をしたい」という一点だけであった。なにも厚生省

に絞っていたわけでもなく、霞が関中の役所を廻った。民間企

業も廻った。面接の際は、いつも「大きな仕事をしたいと思って

います。入ったら何ができますか」と常に聞いていた。

　今思えば生意気だった私が、何かの御縁で厚生労働省に

入ったわけであるが、「大きな仕事」には事欠かなかった。入省

直後、薬害エイズ問題で揺れる局に配属された。上司は対応に

追われていたが、背中を見て仕事の仕方を学んだ。血液行政の

見直し案も考えた。最初の係長は保険局で、平成12年・14年の

大改正に取り組んだ。医療保険分野での我が国最初の社会保

障協定も係長であった私の提案で進んだ。最初の課長補佐は

内閣府。多くの役所からの出向者で構成される部署で、経済財

政の視点から、国のかたちを、社会保障の在り方を考えた。当

時の出向者たちは、今、各省の秘書官をやっている仲間であ

る。最初の管理職は三重県庁。三重県内の医療・福祉を誰より

も考えた。そこで知り合った現場の皆さんは今でも気心知れ

た仲間である。現場での経験が、厚生労働省に戻った後の22

年・24年の医療保険制度改革、26年の医療・介護の一体改革

に役立ったし、机上の理論より現場の“実践”を常に意識でき

るようになった。

　厚生労働行政は、まだまだ広く、そして奥深い。“知識”は決

して要らない。その代わり、高い“意識”は必要であろう。それさ

えあれば、厚生労働省は決して皆さんを退屈にはさせない。や

らなければならない事は山ほどある。

大臣秘書官

平成８年、厚生省入省。その後、
医薬安全局、保険局、老健局、
社会・援護局、大臣官房、内閣
府、三重県健康福祉部を経て、
現職。

吉田 一生
Profile
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私が厚生労働省を目指した理由

医薬食品局での制度改正の経験

厚生労働省を目指す皆さんへ

　昔から、周りの人が楽しそうに笑っているときが一番好
きだった。この国に住むたくさんの人達が、理不尽な思いを
せずにできる限り笑って暮らせるようにしたい、学生の頃は
ただ漠然とそんな風に思い、法学部ということもあって、弁
護士など法曹関係の仕事につこうか、と思っていた。しか
し、勉強していく中で、裁判では「適法か違法か」という尺度
の中での判断になることや、事後救済がメインとなることな
どに気づき、被害の発生を未然に防ぐことや最適解を導く
ことができる仕事がないか、そう思うようになった。３年生
の秋、そんな中で厚生労働省の説明会に参加し、ここだ！と
思った。医療、介護、年金、労働、保育など、この国の人が安
心して充実した人生を過ごしていくために必要不可欠な制
度を所管し、その制度の抱える課題、ひいては日本の課題

に対し具体的な最適解を考え、実現していく仕事。魅力を感
じないわけがなかった。

　現在の医薬食品局総務課に配属になってからは、３度の
薬事法改正に立ち会うことになった。
１つは、再生医療技術を用いた製品や革新的な医療機器の
迅速な実用化を目指したもので、法律の名称も変わる大改
正。局内に施行チームを設け、多くの職員が一丸となって、1
年後の施行に向けて、政省令の改正や通知の発出など膨大
な作業をこなした。１～３年目の若手職員も全力で取り組ん
でくれた。施行業務に目途がついたときは、泣きそうに嬉し
かった。病気と戦う患者に安全な再生医療の製品や医療機

器をより早く届けたい、その思いがみんなを支えた。
　もう１つは一般用医薬品のインターネット販売を認め、消
費者の安全を守るためのルールを整備するもの。この改正
は「利便性と安全性のバランス」をいかにとるかが最大の論
点。激しく意見対立がある中で最適解を探る、法改正も施
行業務もまさにそういう作業の連続だった。
　そして最後は危険ドラッグ対策を強化するための改正。
危険ドラッグ販売業者に対して検査命令・販売停止命令を
かけることができる物品の範囲を広げ、税関でも違法な薬
物に指定される前の危険ドラッグに検査命令等をかけて国
内への流入を止められるようにした。また個別業者への検
査命令等の対象となった物品を全国的に規制する仕組み
も導入した。取締りの強化も功を奏し、危険ドラッグの実店
舗はほぼ閉鎖に追い込んだ。

　制度を変えるだけでは、世の中は変わりきらないかもし
れない。物事を動かすには人の意識を変えていくことが重
要で、そのためには時間が必要になることもある。けれど、
思いをもって最適解を考え、制度を変えれば、人の意識は変
わっていく、世の中が動き出すきっかけに必ずなる、私はそ
う思う。厚生労働省に入って、この国の未来を一緒に考え、
人々が人生のあらゆるステージで直面する課題に対して最
適解を導き、この国の人たちの笑顔を守りたい、そう思って
くれるなら、是非厚生労働省の門を叩いてみてもらいたい。
絶対に飽きることはない、そう保障する。

医薬食品局総務課
課長補佐

平成 19 年入省。医政局総務課に配属と
なり、1 年後に指導課に異動。3 年目に
は総務省自治行政局市町村課（現住民
制度課）に出向。２年後に厚労省に戻
り職業安定局派遣・有期労働対策部企
画課に配属され非正規雇用対策のとり
まとめ等を担当。さらに 2 年後に医薬
食品局総務課に配属となり、２つの薬
事法改正の施行業務や危険ドラッグの
法改正（議員立法）の調整等を担当。

丸茂 友里子

Profile
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　「これからの時代、社会の変革に挑戦するなら、厚生労働行
政に軸足を置くべきだ。」2005年の暑い夏、熱い官庁訪問を
経て、私が辿り着いた結論だ。
　日本は今や成熟社会を迎え、少子高齢化や人口減少が進展
し、グローバル化の荒波にも晒されている。経済成長をできる
限り続け、財政の健全性を確保しながら、誰もが安心して生き
生きと暮らせる社会を構築したい。そのために直面する多くの
重要課題に挑戦したい。学生の頃から変わらぬ思いだ。

　厚生労働省の強みは、担当分野の具体的な制度設計・政策
立案を通じて、地に足を着けて主体的に、これからの国のかた
ちを創造できる点にある。社会保障や労働政策に限られると
思うかもしれないが、それら自体が国民１人１人の「生きる」を
支える重要かつ広範な行政分野であり、成熟社会で目指すべ
き豊かさを体現するものだ。
　また、財政再建は社会保障の在り方に大きく依存し、雇用
の環境整備や規制改革、医療・福祉産業の発展等に成長戦略
としての期待が懸かるなど、マクロの経済財政運営の鍵も
握っている。国民生活に直結し、国・地方の行財政、企業活動、
労働市場等に広く大きなインパクトを与えるため、多様な意見
の調整は容易でないが、それが醍醐味とも言える。

　実際に近年担当した業務を振り返ると、保険局では、人口
構造や経済環境が変化する中で将来にわたって国民皆保険

を堅持するため、公平で納得できる支え合いの仕組みを四
六時中考えた。社会保障と税の一体改革として、高齢者医
療制度の見直しや国民健康保険制度の基盤強化等のため
の法改正等を行い、それら以外も今般の改革で結実しよう
としている。
　医薬食品局では、革新的な再生医療製品・医療機器の開発
支援、薬のインターネット販売拡大等のための法改正を担当
した。アベノミクスの目玉施策の１つだが、国民の生命に関わ
るものであり、規制当局として安全性と迅速性・利便性のバラ
ンスが問われる仕事だった。
　そして今、雇用均等・児童家庭局で、結婚・妊娠・出産・子育
ての切れ目ない支援や働き方改革等の少子化対策に携わり、
構造問題に直接アプローチしている。

　厚生労働省には、課題先進国・日本が抱える構造問題の縮
図のように、短期的・中長期的な重要課題の多くが集中してお
り、その果たすべき役割は今後より一層大きくなる。言わば日
本の未来を切り拓くための改革の本丸だ。解決すれば世界の
モデルともなるだろう。
　しかしながら、この壮大なミッションを成功させるために
は、高い志と能力を有する人材がまだまだ必要だ。職業人生
を賭けるに値するフィールドがここにある。私達と一緒に挑戦
しよう。

雇用均等・児童家庭局
総務課少子化対策企画室

室長補佐

平成 18 年厚生労働省入省。その
後、医政局、職業能力開発局、
保険局、医薬食品局などを経て、
現職。

芦田 雅嗣
Profile

社会の変革に挑むなら厚生労働省

山積する重要課題に立ち向かう

一緒に挑戦しよう

今後の国家運営の を握る
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チームワークで乗り越えた制度改正四半世紀を振り返って思うこと

省外から見た厚生労働行政

　昭和62年夏。官庁訪問も終盤に近づいた頃、引導を渡され
た某省の軒下で雨宿りをしながら、女子学生の就職戦線の厳
しさを痛感しつつも何とか気をとり直し、第１志望だった厚生
省（当時）を再訪した時、思いがけず内定をいただいた。
「苦しいときに踏み出す一歩は心細いものだけれど、その一歩
のところに、くよくよしていた時には想像もつかなかった新し
い世界が広がっていることがある」
厚生労働省で過ごしたこれまでの日々は、座右の銘にしてい
るこの言葉を実感するような出来事の連続だったと思う。

　国家公務員としての仕事の大きな柱の一つは制度改正。私
自身がこれまで携わった中でもいくつか心に残っている仕事
がある。
　係長時代。副反応被害をめぐる訴訟の敗訴判決を契機に
行った20年ぶりの予防接種法改正。被害者の方々との交渉で
は厳しい局面に立たされることもあったが、法案成立後、原告
弁護団の一人から、救済制度の充実についてお礼の電話をい
ただいたことは今でもよく覚えている。
　介護保険制度の創設から５年後の大改正。審議会の運営、
法案の立案作業と国会審議、法案成立後の介護報酬改定な
ど、企画官として改正作業の取りまとめに携わった３年間は、

様々な利害調整に悩みつつも、現場の意欲的な取組に知恵と
勇気をいただきながら、多くの仲間とともに駆け抜けた鮮や
かな思い出の一つだ。
　「年金消失2000億円」－某新聞のスクープで表面化した
AIJ事件。メディア、国会対応など嵐のような数か月を経て、矛
盾を抱えながら長年先送りされてきた厚生年金基金制度の幕
引きを行った。課長として孤独な判断を迫られることも多かっ
たが、嵐の中で強くなった課のメンバーに支えられながら乗り
切った苦しかったけれど思い出深い改正だ。

　四半世紀の職業生活の中では、外から厚生労働行政を見る
機会も与えられた。
　入省１０年目で出向した和歌山県。トンネル１本の開通で統
合が可能となったへき地保育所、村全体が家族のような人口
６００人の飛地の村など「霞が関視点」を再考させられること
も多かった。ワシントンDC、ニューヨークでの海外勤務や総
理官邸勤務の機会を通じて、この国の将来像を描く上で、社
会保障のあり方がいかに重要かということを改めて実感し
た。同時に日々の仕事に追われて忘れがちな「発信」の大切さ
も感じた。
　間口が広く、奥の深い厚生労働行政は、様々な調整を行い
ながら着地点を模索しなければならないことも多く、決して
平坦な道ではなかったが、今でも四半世紀前の選択は間違っ
ていなかったと思っている。
　皆さんと来春以降、一緒に仕事ができることを楽しみにし
ている。

保険局
医療介護連携政策課長

昭和 63 年厚生省入省。児童家庭
局、保健医療局、社会・援護局、
和歌山県、保険局、老健局、ジェ
トロ・ニューヨーク、年金局、総
理官邸等を経て現職

渡辺 由美子
Profile
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　一日は、中学生になる息子の弁当作りから始まる。食材
は主に宅配やネットスーパーを使って調達し、昼休みに献
立を考える。1日24時間の時間割りでいくと、一番多くの
時間を仕事に費やしているが、弁当作りは大事にしている
日々の家事だ。
　厚生労働省の仕事は、生活に密着したテーマを扱うも
のばかり。日々の業務は、たくさんの書類をやりとりする
中で進められ、政策対象とのリアルな接点は必ずしも多く
ない。でも、自分の仕事の先に誰がいるか、忘れてはいけ
ない行政だ。弁当作りはささやかな母親業だが、そんな営
みの中で「生活者の視点」を育み、仕事に向き合っていき
たいと思う。

　平成24年から栃木労働局に総務部長として赴任した。
本省での業務が長かったので、行政の第一線で政策効果
を実感できる仕事をしようと心に決めていた。取り組んだ
テーマの一つが、生活困窮者の就労支援。地方自治体の福
祉行政と労働行政（ハローワーク）にまたがる対応が必要
な分野だ。いろいろな事情を複合的に抱える方が多いが、
経済的に自立したいと願う受給者は多い。そして多くのハ
ローワーク職員は、就職に困難を抱える人たちの支援に
熱い思いを持っている。地元の市長に掛け合い、市役所内
に就労支援の拠点としてハローワークのコーナーを開設
し、市と協力して生活困窮者の就労支援を強化する体制
を作った。この過程で職員のハートにさらに火がつき、開
設から1年弱で全国一の支援実績を上げた。あきらめかけ

ていた就職が適った方々の喜び、大きな手応えを感じて生
き生きと輝く職員の表情。紙の上に書かれた政策にいの
ちが吹き込まれた。行政官になった充実感を全身で満喫
した。

　現在は、若者の雇用対策に取り組んでいる。これからの
社会を担う若者が、適職を見つけ、持てる力を発揮しなが
ら大きく成長していける環境作りは待ったなしだ。若者の
雇用を促進するための法案を今通常国会に提出し、その

実現に向け仕事をしている。帰りが遅い日も続くが、そん
な時に思い起こすことがある。娘の育児休業から復帰する
ときに、幼かった息子から「どうしてお仕事をするの？」と
問われ、思わず「あなたたちが生きやすい社会を作るため
よ」と答えたことがある。まだまだ未熟だが、彼らに恥じな
い仕事をしたい。次世代へ遺す未来をつくる。これが厚生
労働省の仕事だと思う。

職業安定局派遣・有期労働対策部
企画課　雇用対策企画官

平成 9 年入省。労働基準局、職業能力
開発局、政策統括官付、外務省、雇用
均等・児童家庭局、栃木労働局等を経
て、現職。

五百旗頭 千奈美
Profile

求められるまなざしは「生活者の視点」

次世代へ遺す未来をつくる

現場の働きが政策にいのちを吹き込む
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自分が死ぬときどう思うか

はじめに

厚生労働行政を巡る現状

歴史に残る人物とは

最後に

　採用パンフレットの掲載依頼があり、喜んで受けたが、考え
れば考えるほど、これから社会に旅立たんとする就活生に対し
て、先輩として「いかに仕事をすべきか」ということを書く責任
の重さに気づいてしまい大いに悩むこととなった。

　人はいつか死ぬ。当たり前のことだ。いや、別に哲学や宗教
を話そうとしているわけではない。しかし、今の君たちは若い
故に「人はいつか死ぬ」ということを思ったことがあったとして
も実感はないだろう。今、自分がなりたい職業について自分の
やりたいことをやれたという前提で、もうすぐ自分は死ぬとい
う状況になったと仮定し思い浮かべてほしい。「人を騙してで
も稼ぎまくって、何不自由ない人生を送ったぜ。」となるか。な
らないと思う。「自分が手掛けた仕事はたくさんの人たちの人

生に役立った。」「未来の子供たちのために立派なインフラ整
備をした。」そういった思いを胸にして死にたいと思うのではな
いだろうか。私は日本人には「人に役立つ仕事をすることを誇
りとする」というDNAがあることを信じる。

　高齢化が進み社会保障費はこれからどんどん増える。しか
し、日本が抱える借金はもうこれ以上増やせないという域にま
できている。加えて隣国では今にも我が国を攻め入らんと牙を
向けている国がある。テロも現実に日本人にも起こる事態に
直面した。安全保障費など社会保障費以外の費用もこれから
増加せざるを得ないあるいはそう簡単に減らせない状況だ。
　これからは、社会保障費をいかに増加させずに、かつ、社会
保障施策をいかに効率的に進めるかがポイントとなる。
　当然、多くの国民に負担をお願いせざるを得なくなる。

　このような状況の中で、これから厚生労働省で働くことにな
る人は、生きているうちに評価されることはないと考えてよい
だろう。それでも、この難関をクリアしなければ日本は崩れて
いくことになるだろう。誰かが命を懸けてやらなければいけな
い仕事なのだ。
　ここで歴史に名の残る人物とはどのような人物か考えてみ
てほしい。「楠正成」「吉田松陰」「西郷隆盛」彼らの共通点は
「死を恐れず（究極には死を受け入れて）己の道を突き進ん
だ。」「『私』のためではなく『公』のために戦った」ということで
あろう。
　100年後の子孫に「あの時の先祖ががんばってくれたから今
の日本がある」と言われるような途方もない壮大な仕事を一
緒にしようではないか。
　付随して述べておくと、これらの歴史に名の残る人物のもう
一つの共通点として、人間として徳の高い者であった、つまり
人格者であったことは言うまでもない。我々は仕事を通して自
分も磨き続けなければならない。

　最近、私の胸に迫った言葉を２つ紹介して終わりにしたい。
縁尋機妙（えんじんきみょう）・・・
　良い縁がさらに良い縁を尋ねて発展していく様は誠に妙（た
え）なるものがある。
多逢聖因（たほうしょういん）・・・
　いい人に交わっていると良い結果に恵まれる。
　このパンフレットを見てくれたこのご縁が縁尋機妙となり、
厚労省で多逢聖因な人生を送れますように。

内閣総理大臣
補佐官付

内閣官房副長官補室主査、健康局
総務課企画法令係長、子ども手当
管理室室長補佐、社会・援護局援
護課課長補佐、大臣政務官秘書官
などを経て、現在、総理補佐官付

鷹合 一真
Profile
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　学生時代には英語力を活かせる国際的な職業につきた
いと考えていたが、就職活動の際に様々な方々と出会い、自
問自答を繰り返した結果、「国内に山積する問題の中に飛び
込み、解決の一助となりたい。とりわけ、恵まれない環境で
育った人や大きな挫折を経験した人が、何度でもチャンス
をつかめる社会にしたい」との思いを自覚し、厚生労働省の
門を叩いた。

　入省後は、予想もしていなかった公的医療保険制度の担
当となった。中小企業に勤める方々の医療費のための財源
を、大企業に勤務する方々から支援いただくための新法の
提出や、75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度の立
上げに携わった。いずれも利害関係者の合意形成や世論の
大反対に苦労し、「高齢化に伴い医療費は増加する一方な
のに、誰もこれ以上負担したくない」という厳しい現実を前
に途方に暮れることも多々あった。

　そんな中、入省５年目には内閣官房という総理大臣を補佐
する機関に出向し、まさに総理大臣の目や手足となり、消費
税率を引き上げその増収分を社会保障財源化する改革を担
当した。過去数次にわたる消費税率の引上げは歴史的にも政
治的ドラマを伴うものだったが、実際にその渦中で首相官
邸、財務省、厚生労働省等の調整に携わるのは、経験したこ
とのない緊張・責任の日々であり、文字通り駆けずり回って
いるうちに翌朝となっていることも多々あった。「日本の財政
も社会保障もどうにかしなければ」という熱いメンバーとの
日々は、生涯の宝となったと言っても過言ではない。

　社会保障改革への熱意を新たに英国留学から帰国した
後、幸運にも留学前に担当していた「社会保障と税の一体
改革」における、医療分野の改革メニューの一つを担当する
ことになった。諸外国と比較すると日本は入院日数も医療
機関の病床（ベッド）数も突出している。また、急速な少子
高齢化に伴い、急性期医療よりもリハビリや在宅復帰への
ニーズが高まっているが、現状のままでは対応できそうに
ない。そこで、現在、地域における医療のニーズに応じて病
床の構成を再編成していくという医療政策史上初の試みの
最中であり、微力ながらその一翼を担えたことを誇りに
思っている。

　日本社会をよりよくしたいという情熱や社会的弱者への
温かな眼差しを持つ上司・同僚に囲まれ、あっという間に９
年目に突入した。入省時にはあまりに大きな課題を前に途
方に暮れることもあったが、今では社会保障改革をライフ
ワークとして、仲間とともに山積する課題に対し、色々な角
度から挑戦し続けていきたいと考えている。

医政局総務課
課長補佐

平成19年に入省後、保険局保険課、職業
能力開発局能力開発課（求職者支援制
度の創設）、内閣官房社会保障改革担当
室を経て、２年間英国の大学院（エジン
バラ、LSE）で欧米諸国の社会保障制度
を学んだ後、現職。

小林 真紀
Profile

病床の機能に応じた分化と連携を目指して ９年目に突入して

増加する一方の医療費は誰がどう負担する?!

社会保障と税の一体改革
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不死身の男
（厚労省の仕事は「現場」に繋がっている） 破天荒な男（厚労省は「実力」が求められる）

スケールのでかい男
（厚労省が「改革」の中心にある）

　「就職は、人生において結婚の次に大きな決断である」とい
う大学の指導教官の言葉を今でも覚えている。結婚の話はさ
ておき、職業選択における決め手は何か。私にとって決定的に
重要だったのは「人」である。幸運にも私は「人」に恵まれてき
た。こうした人々との出会いの中で、自分が成長する機会にも
恵まれた。ここでは、私が仕えた上司とのエピソードを通じて、
厚労省の魅力をお伝えしたい。

　その男は、週末に向け気合いを高めていくためにワイシャツ
の色が濃くなっていく（月曜は淡いピンクから始まり、金曜は
漆黒のシャツという具合）。その男の口癖は「大統領のように働
き、王様のように遊ぶ」であった。無尽蔵のスタミナであった。
当時、児童虐待防止に向けた体制強化のため、関係省庁と法

令改正についてタイトな調整を行っていた。連日の作業による
疲労から、集中力が途切れていた私の隣で、その男は一人で完
璧に調整を終えた。その協議後、私は自分の不甲斐なさを詫び
ると、「俺たちのこうした地道な努力が現場に繋がっているん
だ。それが一人でも多くの子どもの命を救うことになるんだ」と
彼は言った。現場への思いがここまで人間を突き動かすのか、
と痛感した。その男はその言葉を残し、そのまま夜の帳に消え
ていった。

　公務員というと「真面目でお堅い」イメージを持たれている
だろう。かく言う私がそういうタイプだ。しかしこの役所にはそ
んな公務員イメージの真逆を行く人間がいる。その男は酩酊
するとウーロンハイのグラスを指でかき回し始める。泥酔状態
で転倒し、翌日頭に包帯を巻いて職場に現れたり、同僚にドッ

キリをしかけたり、不適切発言で合コンの場を凍りつかせたこ
ともある。そんな彼の仕事におけるパフォーマンスは群を抜い
ていた。当時、周産期医療や生殖補助医療に係る社会的議論
が巻き起こっていたが、その男（当時係長）が課長に成り代わ
り、課を仕切っていた。先輩にも食ってかかる。実力があれば
大きな仕事が任されると感じた。異動が決まった日、「またどこ
かで一緒に仕事しよう。それまで俺も努力するから、お前も努
力しろ」と言いながら、その男はウーロンハイを指でかき混ぜ
ていた。

　その男からは無数のダメだしを食らった（仕事のやり方のみ
ならずプライベートのことまで）。「常に全体を意識しろ」「厚労
マニアになるな」「グローバルストラテジーが大事だ」と諭され
た。厚労行政が社会経済に与えるインパクトは想像以上に大き
い。それ故に大局的な観点からのグランドデザインと実行力が
求められる。例えば、「極点社会」の回避とそのための「地方創
生」はまさに厚労省がオールジャパンの先頭に立って取り組む
べき国家戦略だ。また、その男は改革・成長志向である。彼はそ
のために、常に新しい情報を求め、自ら咀嚼し、さらに斬新な
ものを創り出していく。この業界では、改革を進めようとして
抵抗勢力とぶつかる場面にしばしば遭遇するが、こうした無邪
気な前向きさが改革の原動力になるのだと感じた。

　皆さんは就職活動を前に、大なり小なり夢や理想を持ってい
るだろう。厚生労働省は、その思いを強く持っていれば自己実
現できる組織である。自分は何が好きか、自分は何に向いてい
るか、どうやって世の中の役に立てるか、厚生労働省で「ありの
ままの自分」を追求してほしい。

大臣政務官
秘書官

平成17年厚生労働省入省。その後、
雇用均等・児童家庭局、内閣府（経
済財政分析担当）、老健局、在米企
業福祉研究所（EBRI）、職業安定
局を経て、現職。

遠坂 佳将
Profile

34Ministry of Health, Labour and Welfare



　一生の仕事の選択であると思い、とことん自分自身の
本質と向き合う努力をした。結果、直感的で漠然としてい
たが、社会の中で困っている人を助けたいというのが自分
の根底にある強い思いだという結論に達した。そして、人
の生活や健康に影響を与える社会制度の設計に関与した
いと思い、厚生労働省の扉をたたいた。
　15年経ってこれまでの仕事を振り返ると、入省前には
想像もできなかった様々な経験（苦いのも楽しいのも含め
て（笑））や、魅力的な人との出会いがたくさんあった。総じ
てやりがいがあり、充実していた。自分にとって本当に学
ぶことの多い時間であったと思う。

　現在の私の仕事は、いわゆる厚生労働省本省での仕事
とはだいぶ異なる。ジュネーブで、主にＷＨＯを舞台に、日
本政府の代表として、日本の立場を主張しながら他国と交
渉し、最終的に世界の人々の健康の保護・向上につながる
ようなルールづくりをめざしている。
　意外だったのは、今や、先進国だけでなくアフリカやア
ジアなどの途上国においても、高齢化や非感染症疾患（が
んや糖尿病など）による死亡などが社会の優先課題とし
て認識されていることだ。日本国内の課題は世界各国が
頭を悩ませている問題でもあるのだ。この点において、国
民皆保険制度をもち、また既に高齢社会に対応するため
のさまざまな制度を導入している我が国には、世界をリー
ドするノウハウがあるといえる。このノウハウを活かし、い
かに国際社会に貢献し、そして我が国の国益に結びつけ
ていくか。難しいが、やりがいのある仕事だ。

　厚生労働省の役割は一昔前とは変わってきている。国
内だけでなく、国際社会においても保健分野のプライオリ
ティは高くなっており、今や、立派に外交の一分野を形成
している。つまり、これから厚生労働省に入ってくるみなさ
んには、国際社会においてもたくさんの活躍の場が用意さ
れているということだ。この国にとっての解決策は、世界
にとっての解決策にもなる。自分の知恵と労力を活かすの

に、これほど魅力的なフィールドは、中々ない。
　広い視野をもち、人生の中で何かをやりたい、という強
い意欲をもったみなさんと一緒に働ける日を楽しみにして
いる。

在ジュネーブ国際機関
日本政府代表部
一等書記官

平成12年入省。老健局、労働基準局、
社会保障担当参事官室、医政局、ハー
バード公衆衛生大学院留学、大臣官房
国際課などを経て、現職。

小野田 知子
Profile

15年前を振り返って

学生の方へのメッセージ

世界を舞台とする現在の仕事
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北海道の地域医療を考える

虫の目と鳥の目をつなぎ、明日の社会保障をつくる

虫の目と鳥の目をつなぐ

地域、霞ヶ関、世界で学び合う

自分たちで、明日の社会保障をつくっていく

　想像以上に広い。雪かきは大変。吹雪で移動できなくな
る・・・。やはり、暮らしてみないとわからない。
　私は今、北海道庁で地域医療を担当している。この広くて雪
が多く、医師が偏在している北海道で、どうやって地域の医療
を確保していくのか、例えば、どこまで在宅医療ができるのか
といったことに取り組んでいる。多様性あふれる179の市町
村、21の医療圏域を前にして、医療介護は地域ごとで考えなく
てはと日々痛感しているところである。

　医療をはじめとする社会保障は生活に密着している。理屈
上良い政策でも、運用がうまくいかなければ意味がない。
　現場で実践する方や利用者の方には、「何かおかしい」「こう
だったらいいのに」という想いがある。この想いをどうくみ取る
か。すべての現場を体験することはできないが、極力外に出
て、実情を知る人とよくよく対話し、そこから政策を磨いていく
しかない。
　もちろん、様々な制約によりできないこともある。その場合
でも、何が壁になっているかを伝え、どうしたらいいかを共に
考えることで、一歩ずつ前進していくことができる。

　現場の「虫の目」と政策立案者の「鳥の目」をつなぐことが、
より一層求められている。

　地域だけではなく、海外から日本を見る機会もあった。日本
の制度、そして地域の取組には優れたものがたくさんある。一
方で、世界から学ぶこともある。地域、霞ヶ関、世界、それぞれ
の経験や視点をつなげていくことで、日本の制度もよくなり、
世界に貢献していくこともできる。
　社会保障という一本の軸を持ちつつ、様々な立場で働く機
会があるということは、本当に貴重なことだと思う。

　今後の人口減少と高齢者の増加は、どの国も経験したこと
のない未知の領域である。国の要である社会保障は、個々人の
生活を支えるという視点で、分野をまたがり、資源をフル活用
しなくては成り立たないだろう。
　なんとかなるという発想ではなく、なんとかするために、将
来起こりうる課題をイメージできる形にして、より多くの人か
ら理解を得ることが我々の責務である。「あのとき、何かでき
なかっただろうか・・・」とは思いたくない。厚生労働省で働くと
いうことは、何かできる立場にあるということだと思っている。
　かくいう自分も、まだまだできていない。だからこそ、社会保
障をなんとかしたい、厚労省しっかりしろ！という熱い想いを
持っている人たちと、一緒に働いていければと思っている。

北海道 保健福祉部
地域医療推進局
地域医療課長

平成12年入省。保険局、老健局、社会
保障担当参事官室、高齢・障害者雇用
対策部等における本省勤務の他、アメ
リカへの留学やジュネーブにおける国
際保健業務を経験したのち、現職。

大竹 雄二
Profile
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１９８４年８月１日
　労働基準局監督課法規係長を拝命し、それから4年間、
担当係長として、労働基準法の改正、施行に関する業務に
携わった。労働基準法は、昭和22年に制定された賃金、労
働時間などの最低基準を定めた法律であるが、労働時間に
関しては、制定以来改正されることなく、40年近くの年月
が過ぎていた。高度経済成長期を経て、大企業では週休2
日、週40時間が普及していたが、中小企業ではまだ週休1
日制のところも多かった。ちなみに、私が入省した当時は、
公務員は土曜半ドンの週44時間制であった。このような状

況で、週休2日制への移行は時代の要請であったが、一方で
中小企業の経営への影響も大きいものがあり、公労使三者
構成の審議会では、侃々諤々の議論が行われた。結局、週の
労働時間は、48→46→44→40時間と段階的に引き下げる
こととなり、併せてフレックスタイム制などの柔軟な働き方
を導入することとなった。国会においては、労働基準法の制
定以来初めての大幅改正であること、労働時間の短縮が段
階的であることなどから、野党から厳しい質問が出るなど、
臨時国会までかかって成立した。その後、ある程度期間は要
したものの、週休2日制が社会に定着している。

　それから30年。週休2日にはなったものの、残業が多く、
年次有給休暇が取りにくい状況は続いている。昨年夏から
労働基準局長となり、当時の想いを再び胸に、働き過ぎを
なくすための法律改正に取り組んでいる。

労働基準局長

昭和59年（1984年）、労働基準局監督
課法規係長として、労働基準法の改正、
施行に関する業務に従事。以後、職業
安定局総務課長、高齢障害者対策部
長を経て現職に至る。

岡﨑 淳一
Profile
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２００３年８月３０日

２００７年９月１日

これまでのキャリアを振り返って

　職業安定局総務課長を拝命し、雇用対策を担当すること
になった。当時、バブル崩壊後の金融機関の不良債権が大
問題となっており、小泉政権では不良債権処理を加速化す
る金融再生プログラムが検討されていた。不良債権の処理
によって、貸出先の企業の倒産やリストラが急増して、雇用
にも大きな影響があるのではないかと懸念され、早急に雇
用対策を立案する必要があった。内閣府の推計では数十万
人の離職が見込まれるとの話があり、職業安定局や職業能
力開発局の担当課と議論を重ね、財務省とも折衝して不良
債権処理の影響で離職を余儀なくされた人に対する特別
の再就職支援プログラムを策定した。実際には、内閣府の
推計ほど離職者は発生せず、利用は少なかったが、雇用の
セーフティーネットを提供するという使命は果たせた。
　2008年9月のリーマンショックは我が国の経済・雇用に
大きな影響を及ぼした。大手製造業において、非正規従業
員を中心に大規模な雇い止めが発生し、失業率は3％台半
ばから2009年7月には5.6％まで急速に悪化した。職業安
定局ではリーマンショック発生直後から予想される事態に
対応して様々な対応策を検討、実施した。当時は高齢障害
者対策部長であったが、局の一員として連日知恵を絞った。
その後も、東日本大震災によって東北地方を中心にサプラ
イチェーンにより全国の雇用に大きな影響が生じるなど、
雇用情勢は様々な要因によって大きく変動する。最近は幸

いにして改善が続いているが、人々の生活の糧であり、時に
いきがいであり、時に人生でもある「仕事」を守るため、常に
雇用情勢に留意している必要がある。

　高齢障害者対策部長を拝命し、障害者の雇用対策を担当
することになった。政策を考えるに当たって、障害者の働い
ている現場や障害者の状況を知る必要があると思い、重度
障害者や知的障害者を雇用している企業、特別支援学校、
障害者就労支援施設などを訪問して回った。また、企業に
おける障害者の雇用状況を分析した。大企業は総じて障害
者雇用は進んでいたが、生命保険会社や大学・教育委員会
など一部に問題のあるところがあった。また、身体障害者中
心で、知的障害者や精神障害者の雇用は進んでいないこと
がわかった。大手企業の考えを変えるには、本省が先頭に
立って取り組むべきと考え、自分で業界団体に働きかけた
り、20社あまりを直接訪問して話をした。労働局、ハロー
ワークにおける企業指導のやり方も見直し、一人でも多くの
障害者が働けるように、幹部が率先して企業訪問するよう
にした。本省・労働局・ハローワークの努力の結果、2007年
から昨年までの間に、障害者雇用率適用対象企業における
障害者雇用数は30万人から43万人に増加した。なかでも、
知的障害者は4.8万人から9万人にほぼ倍増し、精神障害者

は0.2万人から2.8万人に一桁アップした。
　このような企業に対する啓発指導とともに、障害者雇用
に関する法改正にも取り組んだ。高齢障害者対策部長の時
には、中小企業に対する障害者雇用に関する納付金制度の
適用、雇用率制度における短時間勤務への適用を行う改正
を行った。また、その後職業安定局長になって、雇用率制度
の精神障害者への完全適用、障害者の差別禁止制度の導
入を行う改正を行った。障害を持っている方も希望に応じて
働ける社会の実現にむけて、さらなる努力が必要である。

　大学を卒業して、公務員になってから３５年が過ぎた。大
学時代に労働法のゼミに参加していたこともあって、当時
の労働省に入省した。入省５年目に労働基準局監督課法規
係長になったが、労働基準法の解釈の担当であり、自分の
判断が監督署を通じて、全国の企業の労働条件に関わると
思うとその影響の大きさに身が引き締まる思いがした。ま
た、労働基準法、労働安全衛生法、障害者雇用対策法、個別
労働関係紛争解決促進法、雇用保険法、労働者派遣法など
多くの法改正に関わってきたが、それぞれ企業社会や働き
方の改善に貢献できたと感じている。厚生労働省の幅広い
分野で、社会経済の発展に向けて一緒に働く仲間となる方
を期待したい。
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