
熊本県阿蘇大橋の崩落現場にて

平成７年厚生省入省。
障害保健福祉部、大臣官房総務課課長補佐、大臣秘書
官、老健局企画官等を経て、現職。

PROFILE

厚生労働官僚気質
　東日本大震災が起きた直後、日頃部下に仕事を任
せるタイプだった課長が、先頭に立って指示を飛ばし
始めた。東北地方の大きな白地図を買ってきた部長
は、施設の所在地を地図に書き込みながら対策を
練った。普段も仕事はしているが、困った人がいると
自然にスイッチが入る。これが私が厚生労働省を好
きな理由の一つ、「厚生労働官僚気質」だ。

熊本へ
　「熊本で地震が起きた。厚生労働省の現地対策
本部長として行ってくれないか。」熊本県には平成
17年から3年間少子化対策課長として出向してい
た。私はトランクいっぱいの水と食料とともに熊本に
入った。
　被災地でも厚生労働省の仕事は多い。医療や薬
の確保。病院や施設の状況確認・支援。在宅の高齢
者や障害者の支援も必要だ。全国からの医師、保健
師、介護従事者等の派遣。避難所の衛生確保。そし
て水。熊本の水道水は阿蘇の伏流水であり日本一お
いしい。その水道が出なくなった。
　熊本地震の一つの特徴は、熊本市内も被災した
こと。熊本城も崩れた。自らの家が全半壊しているの
に、帰らずに仕事している県庁職員も多かった。本
来の役割は県や市のサポートが中心だが、今回は

現地対策本部が自ら動くことも多かった。福祉施設
に水・食料が十分に行き届いているか、確認が必要
だが連絡が取れない。県庁職員も動けない。私は現
地本部員に巡回確認をお願いした。また、車の中で
避難生活する人が増え、エコノミークラス症候群が
問題となった。本省にチラシを作ってもらい、現地本
部員に大きな避難所を回って直接被災者に配って
もらった。

頼りにされる厚生労働省
　現地には各省から人が来ていたが、厚生労働省
の職員が一番走り回っていた。「避難所のリストが欲
しい」とか「ゴミが回収されない」とか他省に関する
ことまで厚生労働省が頼られることが多かった。
　一方、現地に来ている職員は、災害対策のプロで
はない。皆手探りだ。皆昼間は走り回り、夜のミーティ
ングで、私は一人ひとりから話を聞き、「それでいい
よ」「明日はここも注意して」など、不安を取り除くよう
努めた。４月はホテルが取りにくく、緊急対応にも備
え私は現地対策本部に寝泊まりした。出向時によく
利用していた県庁会議室の床で寝ることになると
は、と思いながら。

現場第一
　旧知の県庁職員から相談を受ける。厚生労働本

省から全施設の状況を整理してレポートするよう催
促されているが、電話も通じない中、他にやることが
山積していて対応が難しい。私も役人なので、「ちゃ
んと対応しています」という報告が早く欲しいという
気持ちは分かる。でも、現地本部長として本省に
メールした。「現場に寄り添って欲しい。」「県庁職員
も疲弊しているので、まずは我々本部に相談して欲
しい。」ありがたいことに、私のメールはすぐに厚生
労働省内に展開いただいたようだ。
　後任の本部長に引継ぎし、飛行機までの時間を利
用して、公私ともお世話になっていた市内の病後児
保育を訪れた。熊本市内は３週間保育所が休園と
なったが、どうしても働かなければならないお母さん
から頼られ、自主的に子どもたちを預かっていた。現
場にも、困っている人がいたらまず動く、という方が
たくさんいる。厚生労働省の仕事は、そうした現場の
方々が、誰かのために働きやすい制度をつくることだ
と思っている。
　これからの日本。少子高齢化や経済成熟の中、一
人ひとりの幸せをいかに大きくし、その総和を最大に
するか。難題だが、厚生労働省がその多くを担って
いる。誰かのために汗を流したいという皆さんが厚生
労働省の門を叩いてくれることを願っている。

「現場第一」
血の通った制度づくりを
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医療課 保険医療企画調査室長

矢田貝 泰之
保険局
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平成15年厚生労働省入省。
（旧）国家I種（事務系）職員の採用担当、非正規労働対
策等の担当を経て、産休・育休を挟み、久留米市役所へ
出向（子育て支援担当）。平成27年4月より現職。

PROFILE

日々の中にある光
　就職して１5年目、毎日幸せだと思う。仕事という役
割の中で、たまにうまくいき、しばしば反省する。助け
られ、怒られもするが、知らなかったことを教わりなが
ら、今日の小さな一歩の価値を確かめ、日々を送る。
１８時半から２１時半までは、娘を学童に迎えに行き、
朝作っておいた夕食をとって、お風呂に入れ、宿題を
見る。娘が寝て、いま流行りのテレワークで仕事を再
開する。考える。「泥だらけになって考えろ」というの
が退官した先輩の教えである。
　忙しくともある意味平和な日常。当たり前に誰もが
持っているものではないといつも思う。うまくいかな
い仕事で心や身体を壊す人がいる。仕事を失った
ら家族も出て行ってしまったという人も、頑張ろうに
も頑張りようのない家庭環境で何とか生きて大人に
なった人もいる。貧困の定義は学問的には様々ある
が、ただ「お金がない」ことではないと思う。それは、
お金もなく（経済的困窮）、一緒に頑張る人も支えて
くれる人もいない（社会的孤立）中で、傷ついて自信

を失った人の姿である。
　無駄遣いしたんでしょとか、同じ条件でも頑張って
いる人もいるよなどと言うことは、たやすい。でも、自信
を失っていま途方に暮れている人を見ないふりをし
て、同じ社会で生きていくことでいいのだろうか？
　あなたはどう思うか？ ぜひ議論したい。

生活困窮者自立支援とは
　これまで、高齢者・障害者・子どもといった属性ご
との福祉制度と社会保険制度において、低所得者
対策を相当充実させてきた。それでも制度の狭間に
あったり、自力では制度を使いきれなかったりして生
活がままならない世帯「みんな」の「全てのことがら」
を、自立にむけて支援するのが生活困窮者自立支
援法である。たとえば、仕事一つとっても、既存の求
人では就職しにくい人にあわせた中身、条件の仕事
を地域で探してくるということが全国で行われてい
る。自分ではお金の出入りがわからなくなっているが
間違いなく赤字だという人と一緒に、いくらの給料を

何に使っているのかを本人に気づかせ、生活再建を
自分で考えられるようにする家計相談支援という分
野がある。そしてこれから低所得者の住まい問題の
解決に力を入れようと、国土交通省との協議を重ね
ている。まだ施行3年目の新しいこの法律は、要件を
決めて単に該当する人に給付を行うという伝統的な
社会保障制度ではない。相談に来た世帯を丸ごと
受け止めて「断らない」という誇りと、断らないからこ
そ必要となる、その人に合わせた支援を地域社会の
中で生み出していく専門性と気概を共有しながら、
全国各地の自治体・支援現場の人たちと一緒にやっ
ている。これは、イノベーションだと思っている。

おわりに
　この仕事は面白い、と書くのは不謹慎だと思う。今
日の生活や命がかかった人を支える仕組みをどう充
実させていくのか、はっきり言って荷は重すぎるほど
重い。だから、我こそはという人をお待ちしている。

生活困窮者自立支援に携わる全国の支援員さんの研修で
講義（全国社会福祉協議会にて）
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地域福祉課 生活困窮者自立支援室 室長補佐

渡邊 由美子
社会・援護局
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本当に大切なことは、
目には 見えない



5年前のパンフレットより

医療経営支援課 課長補佐

吉田 拓野
医政局

平成15年厚生労働省入省。
保険局医療課、大臣官房総務課、内閣府政策統括官
付、社会援護局障害保健福祉部障害福祉課等を経
て、現職。

PROFILE

あれから5年
　前にこういうパンフレットの原稿を書いてから５年
が過ぎた。あのときもたまたま今と同じ医療政策の担
当で、医療事故を調査する仕組みづくりのことを書
いた。当時まだできていなかった仕組みは、2年後に
法律となり、その翌年スタートした。でも、まだまだや
るべきことは多い。仕組みができたことはゴールでは
なく、スタートに過ぎない。絵に描いた餅にせず、魂を
どう入れていくか。そうやって、今日も各分野で、様々
な「仲間」と我 の々同僚とが一緒になってもがいている。
　あのときのパンフレットのタイトルは「アウトサイ
ダーとして」だった。どうしてそんなタイトルにしたの
か－後輩と「ノリ」で決めたか、照れ隠しか－実際、こ
の仕事に取り組む我々はアウトサイダーではなく、
常に当事者そのものだと思う。自分自身の生活に、
自分自身が取り組んだことが直接返ってくる。なによ
り子どもが生まれ、親が老い、自分が当事者である
という実感は更に強くなった。自分の子も認可保育
所には入れなかったし、ダブルケア（育児と介護な
ど、同時に複数のケアが生じている状況）の問題も
目の前に迫っている。そもそも、年金制度が十分に

機能しなければ、おそらく自分の世帯の生活も成り
立たなくなるだろう。そういう緊張感とそれを越えた
先にある日々の生活の喜びを常に持つことのでき
る仕事だとつくづく思う。

重み
　少し医療の話をしよう。病院；約8,500、診療所；
約10万、医師；約31万人、看護師;約114万人、薬
剤師；約29万人、医療費；約40兆円…この数字に
何を感じるだろうか。あまりに大きなこの数字も、こ
の国の１億2,700万人の一人ひとりが受ける医療
の積み重ねに他ならない。いまこの瞬間も多くの生
命が生まれ、がんや認知症、難病等、多くの人が病
気・けがと闘い、医療従事者を始めとした多くの
人々が支えている。こうした日々の営みはこれから
もなくなりはしないだろうし、絶えることがあっては
ならない。一人ひとりが自らの住み慣れた場所で、
住みたい場所で活躍していくための土壌づくり…
「医療提供体制の確保」、「国民皆保険制度の堅
持」…漢字だらけでとっつきにくい言葉だが、実は
そういう重みがある。厚生労働省が責任をもつ様々

TAKUNO YOSHIDA

な仕組みは、どれもそういう重みを持っているのだ
と思う。

当事者として
　もしかすると、あのときはそういった大きな視点に
「アウトサイダー」を感じていたのかもしれないなと
思う。だが、目の前の子どもたちの無邪気な笑い声
を聞くたび、それも当事者そのものなのだな、と思わ
ずにはいられない。次世代、そしてその次の世代の
ために、いま何をすることができるか、何をすべき
か。それを同世代とどう共感し、実行していくか－達
観から実感へ。普通とは逆なのかもしれないが、こ
の仕事をしながら、そして、日々の生活を過ごしなが
ら歳を取ってきたことを、少しだけの満足感と多く
の渇望感とともに感じている。
　あのときのパンフレットと同じ言葉で、この稿を締
めようと思う。「だから自分は歩みを止めずに、前へ
進む。…誰もが「本当の幸せ」を感じることのできる
国をつくるために。」
　そして、我々の後に連綿と続く世代のために。

MESSAGE

当事者として
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省内の法令審査室にて

松土 拓也

平成25年厚生労働省入省。
医薬食品局にて改正薬事法（医薬品のインターネット
販売、再生医療）の施行、危険ドラッグ対策を担当し、
平成27年9月より現職。

PROFILE

人の役に立つ仕事がしたい
　ほんの数年前の話だが、厚生労働省の門を叩い
た理由の根底はこのシンプルな思いだった。
　そんな私は現在、労働基準法の担当をしている。
労働基準法は人が働くうえで最低限守られなけれ
ばならない基準を定める法律だ。この法律が、時代
の変化に即した「望ましい働き方」を実現するものと
なるよう、日々考えを巡らせている。

歴史的な大改革の最前線で
　「時間外労働の上限規制」― このパンフレットを
手にとる皆さんは、テレビや新聞、インターネット
ニュースでもよく目にするのではないか。本年３月、時
間外労働の上限規制について、労使の画期的な合
意を受け、政府は現行の労働基準法に定められて
いない時間外労働の上限を定める法律案を国会に
提出する方針を決定した。労使ともに「労働基準法７
０年始まって以来の歴史的な大改革」と表現するこ
の政策の実現に向けて、上司や同僚とともに日々全

力で向き合っている。
　「時間外労働の上限を定める」― つまり、その上
限に労働時間が達したら帰る、ある意味シンプルな
話だ。一方で、説明するまでもなく社会に与える影
響も大きい。時間数の水準は労働者の健康を確保
するために十分だろうか、上限を定めることによっ
て必要なサービスが停滞し不当な不利益が発生し
ないだろうか…この政策が実現すべき社会をイ
メージしながら、膨大な統計データや条文の解釈と
にらめっこし、労使団体等の関係者と多くの議論を
重ね、現場で機能するきめ細やかな制度となるよう
検討している。

これからの「働き方」を見据えて
　毎日が刺激的でやりがいに溢れている。大げさで
はなく、５年目を迎えた今でも、当時厚生労働省を選
んだ自分に感謝している。私は、国家公務員は「どう
いった社会を目指したいか」「実現したいものは何
か、防ぎたいものは何か」といった「意志」がなけれ

ば良い仕事はできないと思っている。
　皆さんは「何のために」就職活動をし、働こうとし
ているだろうか。自己実現を図るため、豊かな生活を
するため…人によって様々であり、異なって当然だと
思う。しかし、そもそも労働の根本的な目的は「生活
するため」、つまり、生活の糧である賃金を稼ぐこと
にあるのではないか。この「生活するため」に行う「労
働」によって、健康や生活を害することは本末転倒
であり、防ぐべきものだ。時間外労働の上限規制の
企画立案に携わる私の「意志」はここにある。
　日本は人口減少社会を迎えた。ワークライフバラ
ンスを実現しながら、女性や若者、高齢者等、多様な
人材一人ひとりの労働参加を可能とし、それぞれが
意欲や能力を最大限に発揮できる社会をつくること
は、この人口減少社会という行政課題に対する一つ
の解だと思っている。
　「働き方改革」はまだまだ道半ばの状態。我 は々、改
革への道程をともに歩んでくれる仲間を求めている。

「長時間労働の是正」　
一人ひとりの望む働き方 を実現する
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平成24年厚生労働省入省。
その後、労働基準局安全衛生部（労働者に対するスト
レスチェック制度の創設を含む労働安全衛生法の改
正の担当）、老健局（介護保険の利用者負担の見直し・
施行の担当）を経て、現職。

PROFILE

企画課のデスクにて

社会保障担当から労働担当へ
　前の部署での私のミッションは、介護保険制度の
持続可能性を高めるための利用者負担のあり方を
見直すことであった。介護保険における利用者負
担は、サービスの量や質とのバランスが取れてい
ることも重要であるが、実際に利用者に負担できる
だけの収入・貯蓄があるかという点がとても重要に
なってくる。利用者の収入は年金が主であるが、今
後の介護保険制度を考えていく上では、介護保険
利用前の就労状況が切っても切れない関係にある
のではないか・・・ということを考えているうちに、私
のミッションは、非正規で働く方の待遇を改善する
ことに変わった。今後の介護保険制度のあり方を
考えるためにも、非正規で働く方の待遇改善を実
現するためにも、今働いている方が直面している課
題に、真摯に向き合い対応する必要がある。厚生
労働省は幅広い分野を所管しているが、いずれの
分野も国民の生活に寄り添ったものという点で、筋
が通っている。担当が変わってもこれまでの知識・

経験・問題意識を活かせるところが面白く、異動の
度にモチベーションが高まっていく。

非正規だから賃金が低くても仕方ない？
　さて、現在は、政府が「働き方改革」の最重要課
題としている同一労働同一賃金の実現に向けて検
討を進めている。非正規雇用で働く方の中には、正
社員と同じような仕事をこなし、同じような責任を
負って、同じように業績に貢献しているにもかかわ
らず、非正規であることを理由として正社員より賃
金が低いケースがある。こうした方が、「非正規だ
から正社員より賃金が低くても仕方ない」と諦めざ
るを得ない社会を変えることが目的である。

同一労働同一賃金を現実にするために
　現在私は、法律の改正作業を行っている。これま
で積み上げられてきた雇用慣行や法制度を調べ
る度に、日々多くの論点・難題にぶつかる。ただ、
我々が悩んでいる間も、非正規で働く方の切実な

声や、非正規で働く方の待遇改善に苦慮している
企業からの生の声は、厚生労働省に届けられる。
そんな声に耳を傾ける度に、多くの方の期待が込
められている同一労働同一賃金の制度を、実効性
があり、多くの労働者・企業に納得してもらえるも
のにつくりあげなければならない、という使命への
決意を新たにしている。

「やりがい」がある仕事
　同一労働同一賃金が実現した先にある社会は、
どの働き方を選択してもきちんと評価され、その結
果が賃金や待遇に反映される社会であり、それは
多くの方が仕事に「やりがい」を持てる地盤になると
私は信じている。また、非正規の方の待遇改善は、
その方の今の生活だけでなく、これからの生活を支
える安心にもつながるはずである。今働いている
方、これから働く方、全ての労働者が自分の仕事に
「やりがい」と生活への安心を持てるような社会をつ
くる、そんな「やりがい」のある仕事がここにはある。

働く誰もが仕事に「やりが い」を
持てる社会を目指して
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派遣・有期労働対策部 企画課 企画法令係長
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省内のがん対策推進本部にて

平成25年厚生労働省入省。
社会・援護局にて社会福祉法改正、戦傷病者妻法改正
に携わり、平成27年6月より現職。

PROFILE

私の志望動機
　「日本が超高齢社会をどの様に乗り越えるのか、
台湾は注視している。」  学生時代、台湾人留学生
からこんなことを言われた。課題先進国である日本
が医療、年金、福祉等の社会保障分野で有効な解
決策を見つけ出せれば、日本のみならず同様の課
題を持つアジアの国々の参考となり、世界にいる
人々の暮らしに好影響をもたらすことができる。こ
の時私はそう確信した。また、社会保障分野で質の
高い政策を立案することこそが日本のイメージを高
め、結果的に世界における日本のプレゼンス向上
に寄与するのではないかとも考えた。
　さらに、ボランティア活動等を通じて、病気や
失業、介護等で途端の苦しみにある人々に出会い、
自助努力の限界を知り、福祉と労働の両分野を所
管する厚生労働省を志望した。

これまでのがん対策
　現在、私は健康局で主にがん対策を担当している。
日本人の２人に１人はがんに罹患し、３人に１人はがん
で亡くなる。がんは、まさに「国民病」であり、国民一人
ひとりの人生に与える影響が大きい。そのため、国は、
がん対策基本法の制定やがん対策推進基本計画の
策定等、これまで様 な々対策を講じてきた。

がんゲノム医療
～日米韓保健大臣会合と
　がんゲノムフォーラムを通じて～
　私が携わったがん対策の一つにがんゲノム医療
の推進がある。がんゲノム医療とは、個々人のゲノ
ム情報に応じて適切な治療法を見つけ、提供する
医療のことである。
　昨年９月、米国のバイデン前副大統領の呼びかけ
で、がん撲滅推進のための日米韓保健大臣会合が
ニューヨークで開催された。会合の場で、日本からど
のようなメッセージを発信することができるか、塩崎
厚生労働大臣のもと、何度も協議し、方針を固めた。
会合では、「がんに終止符を打つ」ための協力を一
層深めることを3ヵ国で合意し、我が国からは、がん
の治療につながる取り組みとして、人工知能を集
積したゲノム医療拠点を整備することや、ビッグ
データに基づき、患者さん個々人に最適な治療を
届けることを表明した。
　年末には、国民の皆様にがんゲノム医療につい
て知ってもらうことを目的に「がんゲノム医療フォー
ラム2016」を開催した。フォーラムの最後には、塩
崎厚生労働大臣が安倍総理大臣の挨拶を代読す
るとともに、がんゲノム医療の推進のための国家プ
ロジェクトの策定を表明した。

　私は、このフォーラムの企画を担当し、主に厚生
労働大臣や総理大臣のスピーチ原案の作成、プロ
グラム案の検討や開催地選びを行った。限られた
時間の中、官邸や大臣室、局内の意向を汲みつつ
調整することは困難を極め、厳しい作業であった。
しかし、何度も修正されたスピーチが、フォーラム当
日大臣によって読み上げられ、フォーラムが成功し
た時は感慨深いものがあった。
　現在、大臣の決意表明に基づき、より一層がん
ゲノム医療を推進するべく、様々な検討が重ねられ
ている。

厚生労働省を目指す皆様へ
　仕事をしていく中で、厳しい局面に立たされ、時
に辛いこともあるが、着実に社会をよりよい方向へ
変えているという感触が、この職場で働く醍醐味で
あり、私の働く原動力となっている。何よりも、民間
企業や医師等、様々なバックグラウンドを持った尊
敬できる上司や同僚と議論を交わし、施策をつくり
上げていくことは楽しく、誇らしい。
　社会生活に直結する行政課題の解決を通じて、
日本のみならず世界へ貢献できる職場は、ここを
おいて他にはないと感じている。志を同じくして下
さる皆様と一緒に働ける日を楽しみにしている。

すべての人の「健康に生き る」を支える
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くすりの部屋（科学技術館）にて

クリエイティブに想いを描 く

平成20年厚生労働省入省。
医政局、職業安定局、大臣官房国際課、外務省国際協
力局を経て、現職。

PROFILE

厚生労働省との出会い
　いわゆる経済官庁を志望していた私が厚生労働
省と出会ったのは、官庁訪問の時だった。正直なとこ
ろ、何気なく立ち寄っただけだったが、面接のたびに
大きな衝撃を受けた。毎回、自分の内面をえぐり出さ
れる感覚がした。この国に住んでいる人のために、自
分の家族のために、大切な人のために働けることは
素晴らしいと思った。同時に、他人の人生を左右しか
ねない苦しい決断もあるのだろうなと想像し、そこに
やりがいを感じた。

身近なものを扱う魅力
　厚生労働省に入ることを決めてから、10年目。振
り返れば、学生の頃の想像をはるかに超えた世界
が展開されていた。大臣官房国際課、外務省出向
といった国際畑を経験し、現在は医薬品産業の振
興に取り組んでいる。生まれつき肌の弱い自分に
とって、医薬品は日用品であり、欠かすことができな
いものだ。産業振興という規模の大きな仕事をやり
ながら、「医薬品」という身近なものを扱うことがで
きる。これは厚生労働省の魅力の一つだと思う。

経済成長の中核を担うー規制から育成へー
　医薬品産業には様々な事業特性がある。まず、新
薬の候補として研究を始めた化合物が、新薬として
世に出る成功確率は約２万５千分の１という難しさが
ある。また、基礎研究から承認・発売まで10年以上
の年月と、莫大な研究開発費が必要になる。さらに、
医薬品は、人間に投与するものであり、時には人体
に危険をもたらすものであるため、当然ながらその
規制は厳格である。そうした数多のハードルを超え
て、晴れて発売に至った新薬の中には、年間売上高
が1000億円を超えるものもある。ハイリスクであるも
のの、市場としては非常に魅力的だ。高付加価値
型・知識集約型産業であり、今後の経済成長の中核
となる重要な産業として期待されている。

ベンチャー企業が日本を変える
　実は日本の新薬開発技術は世界トップクラスであ
る。しかし、残念ながら現状を見ると、日本の企業は
規模が小さく、資金力や販売力の面で欧米に先を
行かれている状況である。世界で一番多くの新薬を
創出しているアメリカでは、ベンチャー企業が高いリ

スクをとって先端的な研究開発を行っており、メガ・
ファーマ（巨大製薬企業）はそういったベンチャー企
業を買収することで機能強化を図っている。ベン
チャー企業は、「イノベーション創出のエンジン」だ。
優れた科学技術水準を有する日本においては、イノ
ベーションが起きる可能性が無限に広がっている。日
本の中で、「イノベーション創出のエンジン」の誕生を
促すには、いったい何が必要なのだろうか。

クリエイティブに想いを描くー想いを形にー
　そのために解決すべき課題は山積している。製薬
企業、ベンチャーキャピタル、知的財産権の研究者、
地方自治体等の数え切れない関係者から意見を聴
き、それぞれのアイデアを集約し、政策という一つの
形にしていく。この文章を読んだあなたには、もうお
分かりいただけたのではないだろうか。厚生労働省
の仕事が、クリエイティブで刺激に溢れているという
ことを。
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初任行政研修の派遣先自治体（島根県益田市）にて

平成27年厚生労働省入省。
職業能力開発局総務課にて働く人や求職者のスキル
アップを支援する施策等のとりまとめに携わる。平成
28年6月より現職。

PROFILE

入省時の想い
　「女性、高齢者、障害者、外国人、全ての人が働き
やすく活躍できる社会を作りたい。」
　そんな想いを持って厚生労働省に入省した。
　入省2年目にして、幸運にも現在、「外国人」を対象
にした制度づくりに携わっている。

外国人技能実習法の成立
　平成28年11月、外国人技能実習法が国会で成立
した。この法律は、開発途上地域に技能を移転する
ことによって、その国の経済発展を担う「人づくり」に
協力することを目的とした技能実習制度の適正な実
施等を盛り込んだ法律である。平成５年に制度が創
設されて以降、平成27年度までに延べ約160万人
の外国人を受け入れてきたが、以前から制度の不
適正な利用が発生していたことから、国際貢献を目
的とする趣旨を徹底するため、必要な内容を法制化
するに至った。
　現在は、施行に向けて、新制度の詳細な運用方法
の検討や必要な法令の整備を進めており、私も法律

の共管省庁である法務省をはじめとした関係省庁と
の調整や法令作成に携わっている。新制度について
事業者からの問い合わせも多く、それらに的確に対
応することも重要な業務だ。若手であっても外部か
らはその分野の専門家として見られるため、正確な
対応が求められる。わからないことがあったときは、
知識・経験の豊富な上司からアドバイスを受けつ
つ、日々勉強しながら取り組んでいる。

他国と協力した制度づくり
　この制度は外国から実習生を日本の企業等に受
け入れるものであるため、日本国内で実習生が適正
に実習を受けられる環境を整備するだけでなく、相
手国政府にも実習生を適正に日本に送り出す体制
を整備してもらうことが必要となる。そのためには双
方が納得する制度づくりが重要で、実習生の送り出
しを希望する国・地域の大使館を対象にした説明会
の開催や、二国間取決めの作成に向けた準備を中
心に、相手国政府との調整を進めている。
　新制度の実行性を担保するための鍵となる作業

であり、日本国内だけに留まらない制度づくりを体感
できる場である。

グローバル社会の中で
　国民の生活に密接した厚生労働行政はドメス
ティックな印象を持たれやすい。しかし、グローバル
化が進む現代において、日本の制度・施策は、外国
にも影響を与える。少子高齢化が進む先進国とし
て、日本の様々な取り組みが世界からも注目されて
いる今、厚生労働行政には、今後グローバルな視点
がこれまで以上に必要になってくるはずだ。国内外
両方の視点を持って、日本をより働きやすく暮らしや
すい国にする。それを通じて他国の発展にも貢献す
る。そんな幅広い可能性を持った仕事が厚生労働省
にはある。
　課題はまだまだ多いが、皆さんが厚生労働行政の
幅の広さ・スケールの大きさに魅力を感じ、ここで働
きたいと思ってくだされば幸いだ。

経済発展を担う「ひとを  つくる」
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現場の実践者との飲みニケーション

平成11年厚生省入省。
児童家庭局、米国留学、医政局、障害保健福祉部、社会
保障担当参事官室、在米国日本国大使館一等書記官
等を経て、現職。

PROFILE

地域との出会い
　きっかけはあるビデオ会議だった。平成27年の末、
知り合いからの誘いで、地域づくりに取り組む皆さん
と意見交換をすることになった。画面の向こう側にい
たのは、福祉事業者ではなく、美容室やカフェを経営
する中で、子育てに悩むお母さんや障害のある方
等、困難を抱える方を支える皆さんであった。そのお
話から、公的制度に依存せず、自分の持ち場で、人々
の暮らしや地域を支えていくという強い思いが伝
わってきた。
　入省後、障害福祉や医療等の公的制度の企画立
案に携わり、そこに誇りを感じてきた私であったが、
「制度から眺めていては、現場で起きていることの一
端しか見えない」と痛感させられた。そして、これをきっ
かけに、私の思考は、制度からではなく、地域やそこで
の人 の々暮らしから発想するように変わり始めた。

この国で起きていること
　それから、私は、北海道から九州まで様 な々地域に
足を運び、住民や医療・福祉の事業者、行政職員の
方 と々話す機会を積極的に設けてきた。その中で特
に実感したことは、日本の地域社会の多くが直面す
る、未曽有の少子高齢化や人口減少の波である。そ
れは、社会経済の担い手の深刻な不足を背景に、耕
作放棄地や空き家の増加といった形で顕在化してい
る。「社会保障の危機」を超えた「地域社会の危機」
がそこにはある。

　人々の暮らしを見ても、単身世帯の増加や非正規
雇用化等を背景に、若い世代の一部で低所得層が
増加する傾向にある。さらに、家庭や職場、地域とい
う暮らしの基盤における人と人をつなぐ機能が低下
し、「社会的孤立」等のリスクも表面化している。
　一方で、地域の実践では、産業や保健福祉の関
係者が協力して地域づくりの取組を進め、地域社会
の課題を、障害のある方や困難を抱える若者の就
労や社会参加のための資源として活用している事
例がある。人々の暮らしが変容し地域社会が空洞化
する中、これまで「支えられる側」とされてきた方 を々
含め、地域全体がいわば「総力戦」で、暮らしを支
え、地域を持続させようとしているのだ。

我々の使命
　国民生活を担う厚生労働省は、地域のこのような
現状をどう受け止め、何をすべきなのか。
　これまで社会保障は、子育て、病気、介護・障害
等、人生における典型的なリスクを想定し、整備され
てきた。しかし、家族や職場、地域が暮らしの基盤の
機能が低下する中、公的なセーフティネットである社
会保障の機能を改めて考える必要がある。
　また、これまでは、国が制度の詳細を設計し、地方
自治体が執行するという枠組みが基本であったし、だ
からこそ、公的サービスを質・量ともに充実させてこら
れた。しかし、人々の暮らしが多様化し、地域ごとに実
情が大きく異なる中、これからは、地域の様 な々主体

がそれぞれの実情に応じた取組を進めやすい環境を
つくることに重点を移していく必要がある。
　そして、そのためには、人々の暮らしや地域の現実
を直視して、そこから発想する「ボトムアップ」の視点
が、一層重要になってくる。

「国づくり」への挑戦
　私は、「地域共生社会」というビジョンの実現に向
けた施策推進の責任者として、このような思いを胸
に取り組んできた。本年２月には、その一つの節目と
して、「当面の改革工程」を公表することができ、これ
までありがたいことに、多くの地域の実践者の友人・
知人から、期待を込めた激励をいただいた。
　しかし、その期待に応え、「地域共生社会」を実現
していくための改革は、まだ始まったばかりである。
「ボトムアップ」の改革は、先輩方が懸命に築いてき
たものを大切にしつつも、現状に合う形で再構築し
ていく作業であり、白地から作るよりも大変な作業か
もしれない。当然ながら、一朝一夕で成し遂げられる
ものではなく、相当な覚悟を持って立ち向かわなけれ
ばならない。
　そして、このチャレンジの中心となるのは、今の20
代～40代の世代である。皆さんが、厚生労働省職員
として、新しい時代の「国づくり」にともに参画いただ
くことを期待して止まない。

ボトムアップで発想する
～「国づくり」への挑戦～
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第1部　厚生労働省の果たすべき使命
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ジョカツ部って何ですか？

　ジョカツ部は、有志の若手職員による「女性・イクメン活躍検討
チーム」の愛称です。厚生労働大臣直轄のチームで、様々な部局
から職種横断的に参加しています。女性の活躍推進に向けて、今
何が課題になっていて、何をどう見直したらいいのか。ジョカツ部
のメンバーは知恵をしぼる毎日です。

発足の経緯は？

　厚生労働省は、他省庁と比べて、もともと女性職員が多い省
であり、女性活躍推進に関心の高い職員も多くいます。このた
め、今の子育て世代に近いメンバーの柔軟な発想で、「できる
こと」ではなく「すべきこと」を考えて欲しいと、厚生労働大臣
が有志を集め、大臣直轄の特命チームとして発足しました。

どんな活動をしてきたのですか？

　ジョカツ部の検討プロセスは、若手ならではのフットワークの
軽さを活かし、霞が関を飛び出して、様々な方と双方向に議論
し、実現することも見据えながら、「今すべきこと」を考えるもの
です。
　昨年12月末に厚生労働大臣に「私たち世代が考える女性活
躍推進のカタチ」（提言）を手交しました。提言の作成過程では
約60日の間に、50回を超えるヒアリング、勉強会、事業所訪問を
行い、子育て中のママや求職者、大学生、リクナビ運営会社、女
性活躍に熱心な企業、先進的取り組みを行う自治体やＮＰＯ、若
手の有識者等と意見交換を行って得た「生の声」を提言に反映
させています。また、提言を手交した際に、厚生労働大臣に「イク
ボス宣言」をしていただきました。

「イクボス宣言」って何ですか？
　「イクボス宣言」とは、自身が「部下や同僚等の育児や介護・ワーク
ライフバランス等に配慮・理解のある上司」である旨を対外的に宣言
することです。
　これまで企業や自治体で働く方がイクボス宣言を行うことはありま
したが、大臣がイクボス宣言を行った例はありませんでした。労働政策
を所管する省庁として、「まずは厚生労働省が変わる、そして、各企業
における働き方も変えていく。」との決意から、私たちジョカツ部が企
画して、厚生労働大臣と有志職員によるイクボス宣言を行いました。

イクボス宣言の反響はどうでしたか？

　12月27日の厚生労働大臣と有志職員によるイクボス宣言は、多
くのＴＶ等で放映され、非常に多くの反響をいただきました。私たち
が作成した「イクボス応援動画」は、厚生労働省が作成している他の
動画の数十倍の再生回数を記録しており、また、官邸の会議でも放
映し、全省庁の大臣、副大臣、政務官に紹介しました。
　現在、ジョカツ部では、社会全体のイクボス宣言動画を作成したい
と考えており、様々な方からイクボス宣言を募集しています。他省庁
の大臣、自治体、企業の方等、様々な方からイクボス宣言が届いて
います。社会でイクボスの輪が広がっていくことを願い、取組を進め
ています。

ジョカツ部が目指す
今後の女性活躍の理想の姿は？

　女性活躍推進に向けて新しい時代を切り開く必要があると考えて
います。男女雇用機会均等法が施行されて30年が経過しました。女
性はお茶くみ担当、結婚したら退職するものと考えられていた時代
は幕を閉じ、女性も積極的に社会進出してほしいと考えられる時代
となっています。しかしながら、ただ活躍を期待しても、必要な環境
が整備されていなければ女性は活躍できません。女性が活躍するた
めには、男性が一層育児に関わることに加えて、働きやすい職場づく
りと子育てしやすい社会づくりが必要です。そこに、私たちジョカツ
部の活躍できる場があると考えています。

厚生労働省   入省案内  総合職   201721 厚生労働省   入省案内  総合職   2017 22

特　集

Ｊリーグトップ
村井チェアマン

熊本県
子ども未来課長

ジョカツ部が企画した
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