
　厚生労働省では、民間企業の働き方改革を推進するとともに、厚生労働省で働く職員のための働き方改革にも取

り組んでいます。短時間でこれまでと同等以上の付加価値を生み出すことは、質の高い政策立案等を通じて国民の

皆さんの生活の向上にもつながります。「先ず隗より始めよ」の精神で、大臣をはじめとするトップダウン方式と若

手職員が参画するボトムアップ方式の双方を組み合わせ、厚生労働省の業務における付加価値を高めるため、様々

な業務改革・働き方改革に取り組んでいます。

厚生労働省における業務改革×働き方改革

Q 総合職と一般職の業務内容の違いについて教えてください。 
A 総合職は政策の企画・立案や省内外の調整、一般職は総務や会計といった事

務や事業の実施の業務が主となります。ただし、厚生労働省では技術系技官

も含めた様々な職種の職員がチームとなって仕事を進めていくため、その能

力と適性に応じて柔軟に役割分担が行われています。 
また、一般職はある程度行政分野が限定されて配属されますが、総合職は

医療、福祉、保険、労働のすべての分野に携わるため、ジェネラリストとし

て分野横断的な視座から政策を牽引することが求められます。 
 
Q 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。 
A  総合職事務系（行政、政治・国際、法律、経済、教養）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

多様な業務を行っていきます。様々なキャリアを選択することができますの

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、自身の専門性を磨くといったことも可能です。 
 
Q 配属先はどのように決まるのですか。 
A 本人の能力と適性、毎年度行われる意向調査等を総合的に考慮して決定して

います。必ずしも希望の部署に配属されるわけではありませんが、厚生労働

行政のどの分野に配属されても、ひととくらし、日本の未来を支える仕事が

できます。また、幅広い分野を経験し、専門性と総合力を兼ね備えた人材を

育成するという視点も、配属を決定するに当たっての重要な要素です。 
 
 
Q  海外・地方勤務や他省庁、民間企業への出向はありますか。 
A  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

働職員の活躍の場が広がっています。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複数回あり、出向先は海外（留学や大使館、国

際機関）から地方自治体、他省庁や民間企業、研究機関や大学等、多岐に渡

ります。多様な機会を活用し、あなた自身のキャリアを描くことができます。 
 
※昨年度版 p.44 上部の図は p.27･28 へ移動 
※昨年度版 p.44 下部の表は削除（空いたスペースは QA が増えた分に活用。） 
 
※採用 HP の案内を追加 

http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kokka1/index2.html
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採用に関するQ&A

近年の採用実績

Q5 Q6

　厚生労働省の業務は、１億３千万人の国民の生命や健康、生
活等に直結しています。また、一般歳出の半分以上の予算を占
め、社会保障や労働といった我が国の盛衰を左右する重要な分
野を所管しており、少子高齢化、人口減少、格差の拡大、グロー
バル化等の構造的な変化の中で、前例のない難題の解決を求め
られます。このため、たとえ困難にぶつかっても折れず、人々の幸
福を願う「志」、多様な意見に耳を傾け、人々の思いに心を寄せ
られる「想像力」、前例のない難題に立ち向かう「勇気」、そして、
実際に足を動かし、人と話し、人を巻き込み、課題を解決へと導く

「創造力」。これらを持った（将来持ちうる）人材を求めています。
　総合的な能力を勘案して、上記のような我々が求める人材に
合致する方を採用していますので、学歴や国家公務員試験の順
位、障害の有無は関係ありません。また、官庁訪問では、障害に応
じて面接時などに必要な配慮を行っています。

どのような人材を求めていますか。

　まず、入省直後に厚生労働省独自の「初任研修」が行われ
ます。ここでは、省内職員や現場の方による講義、ディベート演
習、ハローワーク等の現場訪問等を通じて知識を深めるととも
に、厚生労働省職員としての自覚・一体感の醸成にも意を用い
ています。
　その後、入省数年の間に、霞ヶ関を離れ、一人の現場職員と
して業務に携わる、福祉事務所研修や労働局研修があります。
これは、厚生労働行政を推進する上で必須である現場感覚を
養うための研修です。
　また、業務時間内に参加できる研修として、ＰＣスキルに関す
るもの、広報力向上を目指すもの、研究機関による講義などが
多様に、定期的に開催されています。
このほか、外部有識者による講演会、有志の勉強会や現場見
学などが多くあり、自己啓発の機会には事欠かないでしょう。

研修制度について教えてください。Q1 Q2

総合職と一般職の業務内容の
違いについて教えてください。

　総合職は政策の企画・立案や省内外の調整、一般職は総務や会計
といった事務や事業の実施の業務が主となります。ただし、厚生労働
省では技術系技官も含めた様々な職種の職員がチームとなって仕事
を進めていくため、その能力と適性に応じて柔軟に役割分担が行われ
ています。
　また、一般職はある程度行政分野が限定されて配属されますが、総
合職は医療、福祉、保険、労働のすべての分野に携わるため、ジェネラリ
ストとして分野横断的な視座から政策を牽引することが求められます。

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。

　総合職事務系（行政、政治・国際、法律、経済、教養）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多様な業務を行っていきます。
様々なキャリアを選択することができますので、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、自身の専門性を磨くといったことも可能ですし、法
律の条文作成に携わることも可能です。

Q3 Q4

配属先はどのように決まるのですか。 海外・地方勤務や他省庁、
民間企業への出向はありますか。

　本人の能力と適性、毎年度行われる意向調査等を総合的に考慮
して決定しています。必ずしも希望の部署に配属されるわけではあ
りませんが、厚生労働行政のどの分野に配属されても、ひととくらし、
日本の未来を支える仕事ができます。また、幅広い分野を経験し、専
門性と総合力を兼ね備えた人材を育成するという視点も、配属を決
定するに当たっての重要な要素です。

　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。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複数回あり、出
向先は海外（留学や大使館、国際機関）から地方自治体、他省庁や
民間企業、研究機関や大学等、多岐に渡ります。多様な機会を活用
し、あなた自身のキャリアを描くことができます。
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出身地、出身大学ともに全国に広がっています。学部卒（教育、国際関係、農学、薬学）、大学院卒（公共政策大学院、ロースクール、経営管理等）、
社会人経験者など、幅広く採用しています。

【業務改革】

【更なる加速化に向けて】

【働き方改革】

厚生労働省５号館
保育室「ふくろう」

　会議資料のペーパーレス化、打ち合わせ時間短縮のため
のルール作りなど様々な業務改革を進めています。また、個々
の職員や課室が業務効率化のために行っていた「生産性の
低い作業をマクロを活用して改善するためのマニュアル作
成」、「若手職員を対象とした課独自の研修計画の策定」等
の取組みをベストプラクティスとして表彰し、横展開を図って
います。

　省内では、働き方改革の気運も高まり、時間当たりの労働
生産性を重視する雰囲気が醸成されてきました。従前からの

「風通しのよさ」がその土台になっているのかもしれません。
　ただ、取組はまだまだこれから。生産性の向上、管理職の
マネジメント力の向上等を進めるため、局長自らが重点的に
取り組む業務改善事項を設定して率先して取組を進めると
ともに、360度評価（部下からの評価を管理職の業績評価に
組み込む手法）の試行実施等を行なっています。
　皆さんが入省する際には、改革もさらに進んでいるはず。こ
の職場で、一緒に働きましょう。職員一同、お待ちしています。

　月の平均退庁時間「20時以前」、マンスリー休暇の取得率
（月に1回の有給休暇を取得した職員の割合）「75％以上」
といった数値目標を設定し、省内の職員の仕事と生活の両
立を進めています。政府全体でも力を入れている「テレワーク

　厚生労働省のある中央合同庁舎第５号館の２階には、保
育室が設置されています。この保育室は、厚生労働省職員の
ワーク・ライフ・バランス推進のための取組の一環として、平
成26年に設置されたものです。厚生労働省の職員のほか、霞
が関周辺の国家公務員の子どもを受け入れています。
　天気のよい日には、子どもたちはすぐそばの日比谷公園へ
お散歩に。運動会等の各種イベントのほか、夏場にはプール
遊びも行っています。

利用する職員の声
「子どもが熱を出したときなど、
すぐに迎えにいけるのでとても有難いです」

「21時までの延長保育が可能ですので、
急遽仕事が入ったときにも安心です」

の推進」については、利用手続きの簡素化等を思い切って進
め、平成28年度は全府省1位の実施実績となりました。
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●ヨークシャー ヨーク大学（留学）

●ベルリン 在ドイツ連邦共和国日本国大使館一等書記官

●ブリュッセル 在ブリュッセルEU日本政府代表部一等書記官

●北海道 経済部労働政策局長
　　　　 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

●山形市 福祉推進部 長寿支援課長

●富山県 商工労働部
　　　　　労働政策課長

●埼玉県 福祉部少子政策課長

●石川県 健康福祉部
　　　　 子ども政策課長

●和光市 子どもあんしん部長

●新潟県
　産業労働観光部
　労政雇用課長

●松戸市 福祉長寿部審議監
●東京都 雇用就業部 就業推進課長

●静岡市 保健福祉長寿局理事

●三重県 医療保健部 長寿介護課長

●愛媛県 経済労働部 産業雇用局 労政雇用課長 

●三鷹市 健康福祉部 生活福祉課

●多摩市 健幸まちづくり政策監

●草津市 健康福祉部理事

●吹田市 健康医療審議監

●香川県 健康福祉部 医務国保課

●愛知県 副知事

●京都府 健康福祉部 障害者支援課長

●福岡県
　福祉労働部 労働局 労働政策課長

●広島市 健康福祉局保健部
　　　　　医療政策課長

●岡山市
　保健福祉部局統括審議監

●八頭町 地方創生監

●兵庫県 健康福祉部 少子高齢局 高齢対策課長

●鹿児島県 副知事

●

●

●

●

●
● ●

●

●
●

●

●
●

●

●

●●

●

●

●
●

●
●

● ●
●

●

●

●
●●

●
●

●
●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●
●

●熊本県 健康福祉部 長寿社会局 高齢者支援課長●ロンドン 在英国日本国大使館一等書記官

●ウランバートル 
　JICAモンゴル国チーフアドバイザー

●バンコク
在タイ日本国大使館一等書記官
JICAタイ国チーフアドバイザー

●ヤンゴン
JICAミャンマー連邦共和国

グローカルな出向先

●パリ 在フランス日本国大使館一等書記官
　　　在パリOECD日本政府代表部一等書記官
　　　 OECD雇用労働社会問題局社会政策エコノミスト、
　　　雇用分析・政策課労働市場エコノミスト　
　　　社会科学高等研究院（留学）

●ジュネーブ 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部参事官、一等書記官

●ストックホルム 在スウェーデン日本国大使館一等書記官　

●北京 在中華人民共和国
　　　 日本国大使館一等書記官　

●ジャカルタ
JICAインドネシア共和国インドネシアチーフアドバイザー

●デリー 
在インド日本国
大使館一等書記官 

●ボストン ハーバード大学（留学）

●シカゴ
　シカゴ大学（留学）

●カリフォルニア
　カリフォルニア大学（留学）

●ミシガン
　ミシガン大学（留学）

●ニューヨーク 
JETRO
ニューヨークセンター
コロンビア大学（留学）

●ワシントン
　在アメリカ合衆国日本国
　大使館一等書記官

※平成30年4月1日時点。
地図に記載しているのは一部です。

※平成30年4月1日時点。
地図に記載しているのは一部です。

全国の自治体等在外公館､国際機関等
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