
痛ましい事件が後を絶たない児
童虐待について、その予防や、迅
速・的確な対応、虐待を受けた子
どもの自立支援等、一連の対応を
より良くするための制度改正に取
り組んでいる。

政府が目指す働き方改革の実質
的な中身の多くを職業安定行政
が担う。企画法令係長として、同一
労働同一賃金をはじめとした、巨
大な局内の多種多様な施策をとり
まとめる調整役を担っている。

吉田 真理

総務課 虐待防止対策推進室

雇用均等・児童家庭局

田中 奈緒子

　　これまでのキャリアで一番印象に残っている仕事は何ですか。

　まさに今取り組んでいる、児童虐待に関する制度改正。これまでのキャリア＝雇用均等・
児童家庭局での２年間が全てだが、きっと10年後も「印象に残っている仕事」のはずだ。
　痛ましい児童虐待の事件は毎日のように報道されている。社会の関心の高まりととも
に頻繁に制度改正が行われるなか、最前線で対応をしているのは児童相談所等の自
治体の職員。制度改正にあたって重要なのはその制度を現場でどうワークさせるかに
あると感じている。子どものために「使える」制度にしたく、日々 悩んでいるところである。

　　仕事に取り組む上で大切にしていること・信条はありますか。

　「知ったつもり」にならないこと。どんなに資料を読んでも、現場で働く人以上に現場
を理解することはできない。現場の声を聞き、足りないところは想像力で補いながら、よ
りよい制度について考えるのが私たちの仕事。「これがいいに決まっている」と思い込
んで、それが現場を、さらには子どもを苦しめることがないように、自分は素人という自
覚を常に持っていたい。

　　入省時の想いは、現在どのように変わりましたか。

　時代遅れのようで恥ずかしいが、入省時は、どんなに忙しくても楽しい仕事ができれ
ば構わないと思っており、楽しい仕事がしたくて厚生労働省に入った。働いてみて初め
てわかったのは、仕事だけが充実している状態なんてあり得ないということ。自分の人
生をプライベートも含めトータルで充実させていくために、やりたいことにどう優先順
位をつけていくかが、きっと大事だと思っている。

　　あなたの考える「目指すべき厚生労働省職員像」は何ですか。

　広い視野を持ち、難しい問題にも前向きに取り組めて、部下を大事にする人。

　　あなたにとっての厚生労働省とは一言で何ですか。

　巨大迷路のようなところ。課題が山積していて先を見通すことも難しいなかで、とに
かく前に進んでいくしかない。すごく遠い道のりを歩んで行ったのに、実はゴールは隣
にある、ということもあったりする。

　　どういう人に厚生労働省の門をたたいてほしいと思いますか。

　日本社会の抱える難しい課題に、正面からチャレンジしたいと思える人。

　　これまでのキャリアで一番印象に残っている仕事は何ですか。

　「官僚の仕事＝政策立案」だが、政策の達成手段の代表格は法律の制定、改正。成立
後も、政令、省令…とまだまだ仕事は山積みで、施行日まで、全力疾走の日々 が続く。法律
の制定作業は課長補佐がチームリーダーとなることが多いが、政令以下の作業は基本
的には係長が責任を持つ（課長補佐に知恵を（おおいに！）借りながら、ではあるが）。
　私も新法の施行チームの一員として政令の新規制定を担当した。政令は、原案作成
後、内閣法制局に通い何度も審査を受けながら、修正を重ね、審査を通れば、「閣議決
定」を経て、晴れて「公布」となる。厳正な審査を経ているとはいえ、間違ったら自分の責
任、とはいえ自分ごときではとりきれない大きな責任を感じながらやり遂げるというのは、
霞ヶ関、特に厚生労働省の係長であれば、年中誰かが経験している日常の仕事である。
しかし、身を持って経験しなければ決して分からない。課長補佐や法制局参事官の導き
があってこそだが、この「係長の通過儀礼」をクリアしたことは大きな自信となった。
　華 し々いイメージの「政策立案」だが、それには地道・緻密な法令作業が必ず伴うもの
である。「係長」時代は、課長補佐の背中を必死に追いかけながら、いつかの「政策立案」
の大仕事に備えた鍛錬の日々 である。

　　仕事に取り組む上で大切にしていること・信条はありますか。

　「今だ！」を捉えること。日常の仕事の中で突如として出くわす使い勝手の悪い制度を、
手直しできるタイミングを捉え、変え遂げること。

　　入省時の想いは、現在どのように変わりましたか。

　入省時の使命感や熱い想いは変わらないし、仕事は好きだが、その問題意識が時代
錯誤にならないためにも、自分自身の日常や人生を疎かにしないことが必要だと感じる
ようになった。

　　あなたの考える「目指すべき厚生労働省職員像」は何ですか。

　時代に求められる制度を提案し、実現できる人。

　　あなたにとっての厚生労働省とは一言で何ですか。

　傍観者でなく、当事者として、社会の違和感に同志とともに立ち向かうことを仕事にできる場所。

　　どういう人に厚生労働省の門をたたいてほしいと思いますか。

　仕事を通じて自分以外の人の幸せの実現を想像できる人。

平成27年厚生労働省入省。
雇用均等・児童家庭局総務課を
経て、現職。

PROFILE
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MARI  YOSHIDA NAOKO  TANAKA

平成27年入省 平成22年入省

平成22年厚生労働省入省。
障害保健福祉部精神・障害保健
課、雇用均等・児童家庭局総務
課少子化対策企画室、内閣官房
副長官補付（厚生労働担当）へ
の出向を経て、現職。

PROFILE
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総務課 企画法令係長

職業安定局
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最低賃金・賃金の引上げに向けた
中小企業・小規模事業者に対する
生産性向上のための支援、最低賃
金の決定に関わる審議会の運営、
最低賃金制度の検討等の業務に
従事している。

国立病院機構の財務部に在籍し、主
に、病院の施設整備や医療機械の購入
に関し、その投資を進めるか否かを決
定する判断を行う業務を行っている。
厚生労働省にいると「制度」と向き合う
ことが多いが、今は、その制度の中で
どのように生き抜いていくかという観
点で仕事をしている。独立行政法人と
はいいつつ、独立採算であるため、民
間と同じ土俵だ。民間企業への出向で
もそうだったが、制度をつくり上げて
いく過程において、その制度を使った
り、適用される人、事業体なりの「気持
ち」について身をもって体験すること
ができており、意味ある時間を過ごし
ている。

大野 希望

平成19年厚生労働省入省。
職業安定局、政策統括官付社会
保障担当参事官室、健康局、外務
省出向、米国留学を経て、現職。

賃金課 課長補佐

労働基準局

簑原哲弘

　　これまでのキャリアで一番印象に残っている仕事は何ですか。

　世界金融危機が起こり、厳しい雇用失業情勢となったことを受けて、雇用保険制度
を改正する業務に携わったこと。非正規労働者に対するセーフティネット強化等のた
め、チーム一丸となって法律改正に取り組んだ。入省して間もない時期の仕事だったと
いうこともあり、強く印象に残っている。それ以外にも、省外のキャリアでは、米国留学も
印象に残っている。

　　仕事に取り組む上で大切にしていること・信条はありますか。

　一つ目に、担当する分野について可能な限り専門性を高めること。過去の経緯を学
び、関連する文献・学説を読み、現場に学ぶことが大切だと考える。二つ目に、仕事は
人が作っていくものなので、関係者の意見をよく聞き、言葉だけでは表れない想いも含
めて汲み取ることができるよう努めること。三つ目に、体を壊しては元も子もないので、
無理をし過ぎないこと。

　　入省時の想いは、現在どのように変わりましたか。

　入省時、人が感じる将来への不安を和らげることができるような仕事をしたいとの想
いがあった。入省後、様々な業務を経験する中で、一定の制約に直面することはある
が、現在でもその想いは変わっていない。

　　あなたの考える「目指すべき厚生労働省職員像」は何ですか。

　心優しく、志高く、先を見据えて問題解決につなげることができる人。

　　あなたにとっての厚生労働省とは一言で何ですか。

　価値観の相克に向き合うことを常に求められる、インパクトの大きな省庁。

　　どういう人に厚生労働省の門をたたいてほしいと思いますか。

　どのような人でも、業務内容に興味があれば厚生労働省の門をたたいてほしいと思
うが、強いて言えば、人の暮らしや幸福に関心があり、現存する問題を解決することに
対する貪欲さがある人。

　　これまでのキャリアで一番印象に残っている仕事は何ですか。

　ご遺骨の収集や戦没者の慰霊等の重要な役割を担っている援護行政は、厚生労
働省の所掌分野の中であまり注目されることはないが、戦没者のご遺族が高齢化し
ている中で、これまで以上に取組を加速していかなければならない分野である。よく
「ゆりかごから墓場まで」と言われる厚生労働分野だが、援護行政は「墓場から始ま
る分野」とも言える。戦後７０年の節目の年にこの分野に携わることができたことは印
象深い。

　　仕事に取り組む上で大切にしていること・信条はありますか。

　こだわりを持たないこと。常に自分の視野が狭くなっていないかどうか、自己チェック
を怠らないようにしている。

　　入省時の想いは、現在どのように変わりましたか。

　「想い」を持つことは大切だが、自分の「想い」にこだわりすぎてしまうことによって見
えなくなってしまうものもあることがやっと分かってきた。

　　あなたの考える「目指すべき厚生労働省職員像」は何ですか。

　様 な々局面で、厳しい判断をできる職員。

　　あなたにとっての厚生労働省とは一言で何ですか。

　動物園。色々な動物がいる動物園のように、厚生労働省には色々な価値観・視点を
もった職員がいる。

　　どういう人に厚生労働省の門をたたいてほしいと思いますか。

　公務員、民間企業問わずどんな業界にいても、理想と現実のギャップはあるが、厚生
労働分野は特にそれが大きいかもしれない。そんな中で仕事を進めていく上では、自
分を大切にできることも重要。辛いときにこそ、セルフコントロールができる人に門をた
たいて欲しい。

PROFILE

平成11年厚生省入省。
老人保健福祉局、法務省入国管
理局、雇用均等・児童家庭局、東
京海上日動火災保険、医政局、
社会・援護局（援護）、大臣官房
総務課等を経て、現職。

PROFILE
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NOZOMI  OHNO TETSUHIRO MINOHARA
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財務部長

独立行政法人国立病院機構

キャリアストーリーQ& A キャリアストーリーQ& A
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社会・援護局 総務課のメンバーと
総務課長

藤原 朋子
社会・援護局

平成元年厚生省入省。
平成10年宮城県健康対策課長。
その後、老健局で介護報酬改
定、内閣府で子ども・子育て支
援法創設、保険局で医療保険制
度改革（後期高齢者医療担当）
等に携わる。このほか、国立社会
保障・人口問題研究所で研究職
も経験。平成28年より現職。

PROFILE

　　これまでのキャリアで一番印象に残っている仕事は何ですか。

　内閣府に出向した際、子ども・子育て支援新法の創設に携わった。高齢者中心の社
会保障制度を見直し、子育て世代への支援も拡充できるよう、文部科学省の幼稚園や
厚生労働省の保育所の垣根を超えて新たな財政給付の仕組みを導入するものだっ
た。両省の橋渡しをして制度創設を束ねることが自分にできるのだろうか、赴任当初か
ら途方に暮れた。それでも素晴らしい仲間に恵まれ、内閣府・厚生労働省・文部科学
省の３府省担当者がチーム一丸となり、互いに助け合い、新法創設に向けて審議会で
の検討、財政当局や地方団体との調整に明け暮れた。政治的にも紆余曲折を経て、２
年後に法案が成立した日の達成感と安堵感が今も忘れられない。

　　仕事に取り組む上で大切にしていること・信条はありますか。

　追い詰められたときこそ「原点」に立ち戻ることが大切だと思っている。
　子育て支援の検討の際、審議会で議論が白熱して対立軸が顕著になるたびに、
ある有識者の委員が「私たちは大人の都合ではなく、子どもの最善の利益を目指しま
しょう」と議論を原点に戻して下さったことが鮮烈に記憶に残っている。合意形成が難
航する時こそ、誰のために、何のために見直そうとしているのか、小手先の利害の調整
ではない判断が必要だ。
　もう一点は、理想像を描いた上で柔軟に前進すること。理想的な最終目標にはたど
り着けなかったとしても、投げ出してしまうのではなく、まずは一歩でも改革を前進させ
ることだ。ささやかに見える一歩が将来の大きな改革の第一弾となることもあるからだ。

　　入省時の想いは、現在どのように変わりましたか。

　当時厚生省を選択したのは、何らかの障害や困難を抱えている人 を々サポートする
立場で働きたい、自分が恵まれた環境で生きてこられたことの恩返しをしたいという漠
然とした想いからだった。その想いは３０年後の今も基本的なところは変わっていない。

Q

Q

Q

異動する度に使命感をもった現場の実践者との新たな出会いがあり、大いに刺激を受
けてまだまだ自分も成長したいと思っている。

　　あなたの考える「目指すべき厚生労働省職員像」は何ですか。

　「政策立案」は、机上の空論では済まされない。福祉・医療の現場で何が起きている
のか真摯に傾聴して課題を発見すること、全国的な施策化に向けて案を練り関係者
の合意形成を図ること、地道な作業の連続である。こうした仕事はどんな優秀な職員
でも一人では絶対にできない。各自が惜しみなく努力をしたうえで、仲間を信頼して
チームとして総合力を高める。これらを丁寧に日々積み上げていけば、その結果が目指
すべき姿になるのではないだろうか。

　　あなたにとっての厚生労働省とは一言で何ですか。

　良いときも悪いときも、「人生とともに在るもの」。入省後3年目で母親となり、厚生労
働省勤務と子育て時代が完全に重なった。課長補佐時代は子育てに十分な時間がと
れずに自分を責めた時期もあったが、それでも幸いだったのは、子どもたちに胸を張っ
て「今こういうお仕事を頑張っているのよ」と話すことができたことだ。厚生労働省とい
う職場も家族も自分にとってはかけがえのない存在だ。

　　どういう人に厚生労働省の門をたたいてほしいと思いますか。

　この冊子を読んでいるあなたは、どのような問題意識を持っているのだろう。大学の
ゼミで初めて社会保障に興味を持った、福祉に関心はないが経済や財政との関係で
持論がある、海外生活で日本の医療制度との違いを痛感した、障害をもった大切な家
族を支えたい。きっと一人ひとりの物語があるはずだ。あなただけの問題意識と熱意を
是非私たちに聞かせてほしい。私たちも負けない熱意を持って受け止めたいと思って
いる。

Q

Q

Q

社会・援護局では、「地域共生社
会」の実現に向けて、生活課題が
複雑化する中で、地域課題を住民
自らが把握し、縦割りでなく包括的
に相談できる体制の整備を進めて
いる。さらに、来年の生活保護と生
活困窮者自立支援制度の見直しに
向けて、有識者や自治体、現場の
福祉関係者とともにテーマ別に意
見交換を進めている。

現在の仕事についてキャリアストーリーQ& A

TOMOKO  FUJIWARATOMOKO  FUJIWARATOMOKO  FUJIWARATOMOKO  FUJIWARATOMOKO  FUJIWARATOMOKO  FUJIWARA

平成元年入省
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鈴木 俊彦
年金局
年金局長

昭和58年厚生省入省。
保険局、大臣官房、年金局、京都
府高齢化対策課長、保険局老人
医療企画室長、内閣総理大臣官
邸、大臣官房参事官、健康局総
務課長、大臣官房会計課長、大
臣官房審議官（雇用均等・児童
家庭、少子化対策担当）、社会・
援護局長等を経て、平成27年
10月から現職。

PROFILE

　　これまでのキャリアで一番印象に残っている仕事は何ですか。

　行政官の世界に身を置いて３０年が過ぎた。いつの時代も国民が厚生労働省に
対応を求める課題は多い。その要請に応えるべく懸命に走ってきた。改めて振り返っ
てみると、印象に残る仕事は多々あるが、あえて一つを挙げよと言われれば、平成１４
年から１７年まで３年間、小泉政権の総理官邸で内閣総務官室の内閣参事官を務
めたことだろうか。内閣全体を視野に置き、また行政・立法・司法の接点として、様々
なことを経験できた。課長職として初任のポストで、大きな責任を感じると同時に、自
らの視野と仕事の幅が広がり、また各界の多くの方 と々御縁ができた点でも得るとこ
ろが大きかった。

　　仕事に取り組む上で大切にしていること・信条はありますか。

　資本主義・民主主義が危機に直面し、世界の其処彼処で社会の分断への懸念が
叫ばれているこの時代。我が国はどのような道を歩んで行くべきだろうか。行政に携
わる者として、常にこうした問題意識の下に、アンテナを高く張って社会経済の変化
を捉え、先見性をもって課題に対処するように心がけている。目先にとらわれず、真
に国民にとって良いことは何かをひたすら考え、答を出し、実行する、この繰返しで
ある。

Q

Q

　　入省時の想いは、現在どのように変わりましたか。

　「国家・国民のために身を捧げたい、どのような仕事に携わろうとも行政官として
悔いのないように身を処したい」と、青臭い決意を胸に職業人生をスタートしてか
ら、今日まで、この想いはいささかも変わっていない。

　　あなたの考える「目指すべき厚生労働省職員像」は何ですか。

　日々の仕事の中、例えば、多様で複雑な利害の調整の渦中で、「何が大事なこと
か」を見失いそうになることだってある。そんな時にも、国民の味方として、「生活者」
としての国民一人ひとりを支えることが厚生労働省の使命である。この信念と誇りを
胸に新しい社会づくりに挑む、これが目指すべき我が省の職員像だと思っている。

　　あなたにとっての厚生労働省とは一言で何ですか。

　真に国民の味方となることができる省。

　　どういう人に厚生労働省の門をたたいてほしいと思いますか。

　時代が大きく変化を始めている今日、国民の負託にしっかり応えられるフレッシュな頭脳
とタフな魂を持った諸君と一緒に、新たな課題に挑戦することを心から楽しみにしている。

Q

Q

Q

Q

懸案の年金改革法が昨年末の臨
時国会で成立した。後半は「年金国
会」とも言われ、激しい論戦を経て
の成果であった。ほっとしたのも束
の間、年金局では、既に次の改革に
向けた「仕込み」を始めている。社
会保障の主柱である年金制度が
将来にわたり安定的・持続的に機
能していけるよう、不断の改革に
取り組んでいかねばならない。

現在の仕事についてキャリアストーリーQ& A

TSHIHIKO  SUZUKITSHIHIKO  SUZUKITSHIHIKO  SUZUKITSHIHIKO  SUZUKITOSHIHIKO  SUZUKITOSHIHIKO  SUZUKI

昭和58年入省
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厚生労働行政と企業活動の中継地点
　私は今、官民人事交流法に基づき、あいおいニッセイ同和損害保
険（株）人事部で働いている。企業の人事部は賃金、労働時間、企業
年金等の厚生労働行政の受け手であると同時に、制度に沿った業
務運営を現場に浸透・定着させ、ときに指導するという意味では諸
制度の実施者としての側面もある。

社内の「働き方改革」で感じたこと
　そんな人事部で、私は「働き方改革」に携わっている。
　厚生労働省の制度改正の方向性を咀嚼し、社内ルールの改善・
見直しを検討・実行する過程で改めて感じたのは、「現場」を知り、
ときに積極的に関与していくことの重要性だ。
　改革の一環として、業務削減・効率化の取組みと同時に職場あた
りの残業回数に関するルール変更を行った。過去のデータに照らす
と、社内の大半の部署で大幅な残業回数の削減を求めるもので

あったが、新ルールは定着し、10％から20％程度の残業時間の縮減
が実現されてきている。
　鍵となったのは、検討の過程で、定量データだけでなく、同僚たち
の現場経験を踏まえた「感覚」や現場の受け止め方を考慮したこと、
また実行の過程では、新ルール遵守状況のきめ細かいモニタリング・
開示、複数回の研修や個別職場への直接指導を不断に実施したこ
とだと感じている。「制度」が「現場」に届いた、と実感した瞬間だ。

中継地点からの期待
　人口構造の変化や人工知能等の技術革新を背景に、厚生労働省
は今後も多くの改革を実施しなければならない。その中では「現場」を
知り、適切な形で関与していく視点が不可欠だ。データを睨んで机上
で考えるだけでなく、現場に飛び込んでいく気概のある方々が厚生
労働省に入省してくれることを期待している。

での はじめに
　安倍政権誕生とともに官邸に入って、４年余りが経過した。就任
間もない頃にも寄稿したが、今回はこれまでの経験を振り返り、皆さ
んの将来を考える一助になればと思い、筆をとらせていただいた。

日本の鍵となる社会保障
　まず、政府全体を俯瞰する官邸だからこそ強く感じることは、社会
保障行政、ひいては厚生労働行政の間口の広さ、影響力の強さであ
る。国民の安心・安全を確保するだけでなく、日本社会が掲げる様々
な課題を克服する極めて重要な鍵と言える。
　平成29年度予算に占める社会保障関係費は32.5兆円に達し、
一般歳出の半分強を占める。特に75歳以上人口が急増する中、
医療・介護の費用抑制は喫緊の課題だ。制度の持続性を確保しつつ、
社会保障費に大胆にメスを入れることは、財政再建面でも最大の

テーマと言える。また、少子高齢化や人口減少は、経済・社会だけで
なく、地方創生という点でも深刻な問題であり、こうした我が国が抱
える構造的問題に正面から立ち向かうべく、政権の最重要課題とし
て厚生労働省が中心となって取り組んでいるのが「一億総活躍社
会の実現」と「働き方改革」である。

難解なパズルへの挑戦
　一方で課題の解消は困難を極める。将来世代の給付を確保する
ため、現在の世代の給付削減や負担増といった世代間の厳しい調整
が求められるし、高額所得者と低所得者等、世代内の調整も必要
である。まさに今の日本が抱える最も難解で、かつ国民のためにな
り、やりがいに満ち溢れたパズルであるし、その課題解決の中心に
立つのが厚生労働省である、と官邸秘書官の立場にして、強く思う。
一生かけて挑む覚悟をもった挑戦者をお待ちしている。

平成２年厚生省入省。
児童家庭局、香川県健康福祉部、
副大臣秘書官、厚生科学課、政策統
括官、内閣府地方分権推進委員会
事務局等を経て、現職。

PROFILE鹿沼 均
HITOSHI  KANUMA

あいおいニッセイ
同和損害保険株式会社

人事部企画グループ

内閣官房

官房長官秘書官

川瀬 健太
KENTA KAWASE

平成20年厚生労働省入省。
老健局、社会保障担当参事官室、
労働基準局、雇用均等・児童家庭局
を経て、現職。

PROFILE

現場からの働き方改革

公務員課の送別会にて（筆者中央）

総務省

自治行政局公務員部
公務員課（併）女性活躍・
人材活用推進室　課長補佐

平成17年厚生労働省入省。
職業安定局、年金局、大臣官房国際課、海外留学、雇用均等・児
童家庭局（女性活躍推進担当）等を経て、現職。

PROFILE

中井 麻祐子
MAYUKO NAKAI

持続可能な行政サービス提供のために
　昨今、新聞やテレビで「女性活躍」や「働き方改革」のニュースを
見ない日はなく、民間企業ではこれらの推進が最重要課題となって
いる。公務員の世界も例外ではない。人口減少に伴い職員の年齢構
成や性別構成が変化する中、将来も持続的に質の高い行政サービ
スを提供できる組織であるために、限られた人材にいかに活躍して
もらうか、という点が、私の属する室の焦眉のテーマである。
　「公務員」が行政サービスの担い手であると同時に、働く一人の労
働者である、ということが、これほどまでにクローズアップされた時期
がいまだかつてあっただろうか。彼ら彼女らの力を十分に発揮でき
るような環境をつくることが、地域に暮らす住民の生活の質の向上
に直結するのである。

政策の提供者を支えるということ
　年金、国民健康保険、児童福祉、生活保護・・・厚生労働省が描く

社会のグランドデザインは、各自治体によって地域に最適な形に精錬
され、最終的にその職員により、地域住民に提供される。
　私の日々見ているものは、国が考える政策と、それを受け取る地域
住民の、ある意味で結節点であるといえる。綺麗に描かれた政策の
青写真が、期待通りに住民にまで届くためには、政策が自治体職員
にとって提供しやすいものであるか、自治体職員が働く環境のあり方
はどうか、という視点が欠かせない。厚生労働省行政官としての知
識・経験が大いに活かされる部分である。
　自治体の職員の中には、創意工夫を発揮し、地域に新たな風を吹
き込むべく奮闘されている方が多くいる。そういった方 を々支え、力を
発揮できるような環境づくりをすることが当室の使命であり、厚生労
働行政の視点を持つ私の使命である。公務員として働くことには多
くの「やりがい」があろうが、そのような使命に邁進することも、国で
働くことの「やりがい」の一つの具体的な形である。

政策と地域住民の結節点に立って

難解なパズルへの挑戦
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東京都 

産業労働局
雇用就業部就業推進課長

での

平成10年労働省入省。
労政局、文部科学省、雇用均等・児
童家庭局、職業能力開発局、労働基
準局、職業安定局等を経て、現職。
二児の母。

PROFILE

平成20年厚生労働省入省。
職業安定局、埼玉県所沢市、健康局、
社会・援護局、大臣官房総務課を経て、
現職。

PROFILE

立石 祐子
YUKO  TATEISHI

平成12年厚生労働省入省。
労働基準局、社会・援護局、財務省主計局、食品安全部、社会保険庁、在スウェーデン
日本国大使館、派遣・有期労働対策部等を経て、平成26年4月より三重県に出向。
子ども・家庭局を担当の後、平成28年4月より現職。

PROFILE

三重県

健康福祉部福祉政策担当次長

栗原 正明
MASAAKI KURIHARA

長浜市

健康福祉部長

市川 壱石
HITOSHI ICHIKAWA

地域住民の危機感
　「地域の住民ができることはやらないといけないと思っています。」
　市内のとある地域で開催された会議での、１人の地域住民の発
言である。会議のテーマは、増えていく高齢者をどうやって支えて
いくか、である。この方は自身の取組について話を続ける。他の参
加者は、時折質問をしながら真剣に話に聞き入っている。その方
の話が終わると、別の地域住民が話し始める。会議は、平日の夜に
も関わらず、５０名以上が参加し、２時間以上にわたって続いた。
　この地域をはじめ、単身高齢者や高齢者のみの世帯が増え
ている地域が市内には多くある。こうした世帯の高齢者は、家に
こもりがちになり、体の機能が低下して、いずれ要介護状態とな
るリスクが高い。身近にそうした現実を目の当たりにしている住
民たちの危機感は強く、それが自発的な取組に繋がっている。

「地域住民」を制度のプレイヤーに
　介護保険等の制度では、これまでサービスの利用者であった
地域住民をサービスの提供者として位置付ける方向に向かって
いる。サービス利用者の生活の質の向上と専門職の人材難とい
う両立する課題を解決するための手段の一つとして、このような
取組を進めていく必要がある。一方で、サービスの質を保ちなが
ら、地域住民が提供するサービスを持続的に一定量確保するこ
とは簡単なことではない。危機感を持つ地域住民をプレイヤーと
して課題解決に向けた実際の取組につなげるような仕掛けをど
のように制度に組み込んでいくことができるか、厚生労働省の腕
の見せ所だ。

地域住民の意欲を活かす

なんとかなるさ
　まるっと、サポート。今、三重県では、地域の社会資源を生かし
ながら、悩み相談や家庭訪問、育児教室や子育て広場等によ
り、全ての家庭を妊娠中から子育て期まで切れ目なく支援する
体制・仕組みづくりを進めている。
　核家族化や地域のつながりの希薄化が進み、子育て家庭が
孤立しているといわれて久しい。寄り添い支える仕組みづくりを
進めることで、子育てを「なんとかなるさ」と思える社会にしたい。
子育ての不安や負担から子どもを持つことをあきらめたり、後悔
したりする家庭をなくしたい。
　子育てに限らない。三重県で、子どもから高齢者まで、県民の
暮らしを守り支える仕事に携わる中で、今、改めて思う。どんな局
面でも「なんとかなるさ」と前を向いて進んでいける。この国で暮
らす人々が、今を、そして未来をあきらめず、希望を持って生きて
いける。そんな社会をつくりたい。

種を育てる
　厚生労働省の仕事の現場は、地域での人々の暮らしの中にあ
る。そこでは、県や市町村、関係機関、事業者、NPO、さらには住
民が、日々、知恵を絞り工夫を凝らしながら、課題解決に向けた
取組を行っている。この現場にある熱意と創意工夫にあふれた
取組を、その場、その時限りのものから、仕組みや仕掛け、制度と
して育てあげ、全国に、そして未来につなぐのが、私たちの大切
な役割の一つと考えている。子育てしかり、介護しかり、課題は
山積み。一つでも多くの課題解決の種を育てあげ、一人でも多く
の人の、今の、そして未来の笑顔につなげたい。
　皆さん、一緒に笑顔を咲かせてみませんか？

笑顔を咲かせるために

当たり前に「誰もが」いきいきと活躍できる社会を
　平成27年４月に、東京都庁産業労働局勤務を拝命し、都の雇
用就業施策の一端に携わっている。現在、都内企業は空前の人
手不足であり、育児中の方、高齢者、障害者等、従来活躍の場
面が十分になかった方々に力を発揮してもらうことが喫緊の課
題となっている。この追い風の時代に、どれだけ多くの前向きな
施策を企画立案できるかが勝負。日々わくわくした気持ちで業務
に取り組んでいる。
　「ダイバーシティ」。今では誰もが口にする言葉だが、私の入省
当時にはメジャーな単語ではなかった。「和をもって尊し」を旨と
する日本において、ことチームワークを大事にする職場におい
て、マイノリティが自ら声をあげて居場所を獲得していくには、
個々人の大きな犠牲が伴う。「労働」という生活の糧を得るため
に必要不可欠の場において、そして、人間の自己実現の重要な
場面において、「当たり前のこと」として、誰もがその意欲や能力
を正当に評価され、いきいき活躍できるような社会にしたい、その
基盤整備に行政としての立場で携わりたい―。それが私の志望
動機であり、今も日々思いを新たにしている。

困難に立ち向かいながらも、理想を追求しよう
　労働基準法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、障害者
雇用促進法、高年齢者雇用安定法―。いつも後手に回ると批判
されることも多い行政にあって、厚生労働省は、次世代を見据え
た制度改正・環境整備を地道に着 と々行ってきた。それは、先輩
方が常に「一人ひとりの人間の幸せ」という理想を抱いて施策を
行ってきたからこそだと思っている。
　地方公共団体に出向させていただいて、改めて、国の施策の
重みを感じる。特に、厚生労働行政は、国民一人ひとりの生活に
深く関与するが故に、日本という国が、社会が、この先何を目指
すのか、のビジョンそのものであり、インフラであるからだ。
　だからこそ、厚生労働省には、高度な専門性と深い問題意識
に基づいて誠実に課題に向き合い、現実の問題の解決に取組
み、しかも、「理想」を追求する省庁であって欲しい。
　東京都にいる間、私は、国のビジョンや制度を最大限活用し、
この首都東京ならではの課題を捉えた付加価値ある施策づくり
に奮闘したい。そして、厚生労働省で皆さんに会える日を楽しみ
にしている。

首都から描き出す未来
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り雇用労働政策である。スウェーデンでも排他的な議論を耳にす
る機会が少しずつ増える中、社会保障や雇用労働政策が、人々の
日々 の生活だけでなく、未来を見据えたまっとうな議論がなされる
ための「土台」をも支えていることを感じさせられる。

困難な時代に立ち向かう
　ロヴェーン首相は、「この困難な時代において、我々は人々の
毎日の生活に成果を届けることができることを示す必要があ
る。」と述べる。翻って我が国においても、スウェーデンやそのほ
かの諸外国と全く同じ状況にはないものの、社会保障や雇用労
働政策が常に国家の最重要課題の一つであり、次世代も含め
国民の日々の生活に直結するテーマであることは共通している。
困難に立ち向かうことが求められている大きな国際的潮流の
中で、日本の社会の「土台」を支え、日々の生活に成果を届ける
役割を担う気概ある人材が、厚生労働省に入省することを期待
している。

乃村 久代
在パリ OECD日本政府代表部一等書記官

での

平成15年厚生労働省入省。
労働基準局、雇用均等・児童家庭局、職業
能力開発局、英国留学、医薬食品局、職業
安定局等を経て、現職。

PROFILE

HISAYO  NOMURA

平成15年厚生労働省入省。
労政担当参事官室、社会保障担当参事官室、内閣官房副長官補室、
労働基準局、情報政策担当参事官室、食品安全部、社会・援護局等を
経て、現職。

PROFILE

平成21年厚生労働省入省。
年金局、医政局、雇用均等・児童家庭局、医薬・食品局、大臣官房
総務課を経て、現在米国コロンビア大学国際公共政策大学院へ
留学中。

PROFILE

先崎 誠
在スウェーデン日本国大使館一等書記官

MAKOTO SENZAKI

OECDと厚生労働省の橋渡し役
　皆さんは、「OECD日本政府代表部」と聞いて、どのような組織か、
厚生労働省からの出向者がどのような仕事をしているか、すぐにイ
メージが浮かぶだろうか。
　OECD（経済協力開発機構）は、先進国間で共通の政策課題に関
する分析・提言や、国際比較データの提供等を行う研究機関である。
そしてOECD日本政府代表部とは、国際機関であるOECD本部とは
別の外務省の在外公館であり、日本政府を代表する立場として、
OECD本部と東京の本省との間をつなぐ組織である。
　OECDは経済社会関係の政策分野を幅広くカバーしているが、私
たち厚生労働省出向者の役割は、医療や社会保障、雇用等の分野を
対象に、OECDの会合で日本の取組を紹介したり、我が国の政策に
活用できるよう、OECDの研究結果を本省側に紹介するなど、双方向
での橋渡しを行うことである。その任務を通じて、私自身もまた諸外国
の制度や先進的な事例を学ぶことができ、毎日刺激を受けている。

高齢社会のトップランナーとして
　OECD加盟国である先進国は、高齢化や医療支出の増大という共

通の課題を抱えており、日本国内と同じような議論がOECDでも行わ
れていることに改めて驚きを感じた。とりわけ、日本は世界に類を見な
いスピードで高齢化が進んでいる課題先進国であり、医療・介護シス
テムの整備等、日本の政策は諸外国からも高い関心を集めている。
「知識のプラットフォーム」であるOECDの場を活用し、我が国の先進
的な取組事例を発信していくことが、国際社会での日本の存在感に
もつながっていく。厚生労働省の仕事が、国際社会への貢献や日本
外交の発展に寄与する、その接点の役割を担っていることが、今の仕
事の醍醐味の一つである。

国際社会のフィールド
　厚生労働省に入省する時には、「福祉や医療の政策を学んで、そ
れを国際社会で活かしたい」という漠然とした希望を抱いていた。ま
さに、今の仕事はそれを実現できるものであり、日々難しさとやりがい
を感じている。厚生労働省の中で、国際分野で活躍できるポストは確
実に増えている。同じ志を持った皆さんに、ぜひこの広いフィールドに
チャレンジして欲しい。

揺れる世界秩序の中で
　欧州難民危機、Brexit、そして米国における新政権誕生と、
歴史的にも大きな影響を持つと思われる出来事の連続に世界秩
序が大きく揺れている。EUの存在意義が問われる中、スウェー
デンのロヴェーン首相は、2017年11月に社会政策に関するEU
首脳会議を開催すると発表した。公正なEU労働市場、持続可能
な社会保障制度、社会的対話の推進といったテーマが議論の
中心となるとしている。人口規模では約1000万人と小国ながら
も、スウェーデンはヨーロッパにおける移民・難民の受入れと社会
的統合にイニシアティブを発揮し、EUにおける存在感を強めて
いるように見える。

スウェーデンで感じる社会保障と雇用労働政策の意義
　経済成長を続けるスウェーデン。しかし、普遍主義的な福祉国
家のモデルとされてきたスウェーデンにおいても、近年、地域間や
出身、性別等による「格差」が社会問題として顕在化している。移
民・難民にも寛容な政策を唱える現政権の試金石としてクローズ
アップされる課題は、やはり人々の生活に直結する社会保障であ

コロンビア大学

金沢 侑加
YUKA KANAZAWA

今この時代に厚生労働省で働くということ
　“BYE BYE OBAMACARE!!!”米国大統領選の翌朝の教室、掃除
したての黒板いっぱいに書かれていた。リベラル色の強い学校で、皮
肉と悲哀が込められたメッセージである。格差が世界の大国を分断
する場面を目の当たりにし、自分には何ができるのかを自問するのと
同時に、海の向こうで日夜この問題に対峙している厚生労働省という
組織の役割の大きさを感じた。
　なぜ私たちは格差を気にかけなければならないのか。哲学的な理
論から経済学的な分析まで、いろいろな観点からの答えがあり得る。
しかし、貧困家庭に生まれ、十分な教育機会を得られず、その才能を
生かせないまま貧困の連鎖から抜けられない子どもがいるという社

会の実態を“JUST”とは思えない。これが私の一番の思いであり、
厚生労働省を志した理由でもある。
　経済の安定、再分配、機会の均等。厚生労働省はこれらに対し、医
療、介護、子育て、雇用の安定、働き方改革等、人の一生にまつわる
全ての分野からアプローチをしている。そこに、少子高齢化や財政問
題が複雑に絡み合い、厚生労働省が抱える問いは実に難解だ。しか
し、世界中の国から学生が集まるこの大学で、同じ悩みを抱えている
又はこれから抱えるであろう国々が日本の動向に注目していることを
肌で感じる。日本の厚生労働行政をリードすることは、これからの世界
をリードすることだ。

平成９年厚生省入省。
医政局、保険局など医療行政全般に携わったほか、在タイ日本国大
使館、全国健康保険協会へ出向。 政策統括官付社会保障担当参事
官室政策企画官を経て、現職。

PROFILE

JICAモンゴル
社会保険実施能力強化プロジェクト チーフアドバイザー

山下 護
MAMORU YAMASHITA

タイムマシーン
　この世の中には「タイムマシーン」がある。ウソだと思うならば、パス
ポートを持ってモンゴルに来るといい。高齢化率は５％以下。２０歳未満
の者が、人口の４割を占めるモンゴル。実は、今から６０年前の日本の
人口割合と同じなのだ。
　モンゴルでは、病気やケガをしたとき、リーズナブルな治療費で治
療を受けることができない。落馬してケガをしても、一生涯の所得保
障も存在しない。６０年前の日本と変わらない光景がある。
　国民皆保険・国民皆年金の前夜、私たちの先輩は何を考え、どの
ような日本を描いていたのだろうか。その思いをたどりながら、モン
ゴルを良くしたいと思う仲間たちと一緒に、まだ見ぬモンゴルの新し

い社会を築いていくお手伝いをしている。
　社会保障の充実と経済発展を同時に実現した日本。どの国も経験
したことのない超高齢化社会に立ち向かっている日本。世界各国は、
この課題に果敢に取り組む日本に注目し、見習いたいと思っている。
　これから人口が急激に減少していく我が国では、今までと同じやり
方では到底社会は維持できない。皆さんの新しい発想が求められる
のだ。
　さあ、まだ誰も知らない未来に向かって、新しい社会を築いていく
一歩を踏み出していこう。

OECD保健大臣会合に出席された塩崎恭久厚生労働大臣と

チーム日本（筆者左から四番目）
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第 2 部

厚生労働省

活躍
省外での活躍

第2部　厚生労働省での活躍



係長の１日 溝口 智紀

特　集

労働基準局 安全衛生部計画課 法規係長 （平成24年入省）

係の状況把握 退庁

部下の抱える案件の進捗状況やその日の退庁時間等の
確認。組織管理も係長の重要業務。ちなみに今日は「定
時退庁日」！

内部の若手メンバーとの飲み会。仕事終わりの一杯は
最高です。

秘書官の１日 楊井 千晶 大臣政務官秘書官 （平成19年入省）

政務官室で、明日の予定を確認します。お迎えの時間、
昼食場所等、政務官は毎日動きが変わるので、細かく認
識を共有します。

政務官の担当は、主に医療・介護・年金です。今日は、が
ん検診や、水道対策、年金についての説明を担当部局
から受けました。政務官の厚生労働行政への理解が進
むよう、秘書官も一緒に聞き、不明点を質問します。政
務官と説明者の意思疎通が上手くいかないときは、秘
書官がつなぎとなり、フォローします。

今日は障害保健福祉部との懇親会です。政務官は、厚生
労働省職員との懇親を深めることを希望されているた
め、秘書官は幹事として懇親会をたくさんセットしてい
ます。かなりお店に詳しくなりました。いろいろな職員さ
んとお話しできて楽しいです。

新聞６紙を全紙チェック。厚生労働行政だけでなく、政
治の動き、政務官の出身の熊本の情勢など、政務官に
報告すべき内容をピックアップします。

今日は厚生労働省に戻って政務官室で昼食です。政務
官が注文してくださったお弁当を、政務官室のスタッフ
と議員会館の秘書さんとでいただきました。

厚生労働省が国会に提出予定の法律案の内容を、与党
の自民党が審査する場です。政務官は自民党議員です
が、政府側として出席。政務官が自民党の議員から質問
を受けたので、秘書官としてサポートしました。

厚生労働委員会での審議に出席。政務官の資料管理は
秘書官の仕事です。政務官が答弁を求められるときは、
秘書官が後ろからサポートします。

休日は省内の野球チームのメンバーとして白球を
追いかけています。他にも、冬には先輩方と毎年ス
ノーボードに行くなど、アクディブな毎日を過ごすこ
とを心がけています。思いっきり気分転換すること
が、平日の仕事で集中力を向上させる鍵です。

土日の過ごし方

大好きな映画と読書に没頭したり、ジムに行ったり
しています。平日ゆっくり会えない学生時代の友人
と遊ぶことも多いです。（筆者左から3番目）

土日の過ごし方
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相談された案件を法令化するための資料を作成。この
席は法令改正作業が中心。

前日の帰宅時間に応じてフレックスタイム制を活用し、
15分遅めに出勤。働き方は柔軟です。メールチェック
後、業務開始。

お昼は時間のある限り、外に出てリフレッシュ！いつもの
お店で後輩と。

法令関係資料作成10:00登庁9:45 昼食12:00

18:00

会議

帰庁後、法制局審査での指摘を整理。所管法令の改正
の歴史を細かく調べ、どのような条文が考えられるか検
討し直します。

内閣法制局にて改正予定の政令案の審査。六法は法令
作業担当者のマストアイテム。

新たな条約の締結を検討するための関係省庁会議に出
席するため外出。新たな条約と国内法との関係につい
て、綿密に打ち合わせを行いました。

法制局審査16:0014:00 調べ物17:30

19:30

厚生労働省を出発し、政務官の宿舎に車でお迎えに行
きます。車中で、重要な案件を政務官に報告します。政
務官、運転手さんと雑談もたくさんしています。

政務官お迎え7:45登庁・新聞チェック7:00

昼食12:00

自民党の会議に出席　8:00

国会陪席9:00

翌日の予定の打合せ17:00

原局からの説明13:00

飲み会18:30




