
厚生労働省のキャリアパス
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S t o r i e s

係員・係長級 課長補佐級 企画官・課室長級～幹部級

厚生労働行政について幅広く学ぶとともに、法
令関係を中心に多様な業務に従事し、省の中核
を担う職員として必要な資質を身につけます。

課題解決の最前線で制度改正等の主軸とな
り、組織のマネジメント役として、部局や省全
体の総合調整を行う業務に携わります。

担当政策分野のリーダーとして組織を牽引
し、豊富な経験と専門性を活かして、国の将来
を見通しつつ府省横断的な見地から政策の
方向性を決定します。

地方自治体
主に課長補佐～幹部級の職員が、全国の地方自
治体で幹部・管理職のポストに就き、現場の指揮
官として活躍するとともに、国と地方の橋渡し役
を担っています。

他府省庁
主に入省３年目～幹部級の職員が、厚生労働省
とは異なる政策ツールを持つ府省において、政
策立案における多角的な視点、調整能力等を養
うため、様々な経験を積んでいます。

海外
主に課長補佐～幹部級の職員が、在外公館や国
際機関において日本政府の代表として活躍して
います。また、留学制度を活用し、係長～課長補佐
級の職員が世界各地で学びを深めています。

民間企業、大学・研究機関
官民交流制度を活用して民間企業で勤務する、
実務者教員として大学で教鞭を執るなど、多様な
舞台で多くの職員が厚生労働分野の知見を活
用・発信しています。

ひとは、この国の発展の要。 ひとを支える厚生労働省の要もまた、そこで働く「人財」です。

ここでは、省内外の幅 広いフィールドで活躍する、多 彩な職員の声を通して、

厚生労働省でのキャリアパスをお伝えします。あなたは、どんなキャリアを描きますか。
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１年目～ 4年目～ 9年目～ 18年目～
キャリアステップ

多様なキャリアパス

係員 係長級 課長補佐級 企画官・課室長級 部局長など幹部クラス

行政官としての基礎を固める

OJTで基礎スキルを習得
幅広い政策分野を経験

課題解決の最前線　
様々なプレイヤーの総合調整を担う
地方出向の場合は幹部・管理職として勤務

省の中核的な役割を果たす

大局的視野で政策を立案・実施　
高度の専門性を発揮　
戦略的分析を行う

ジェネラリスト・エキスパート
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　「縁あって生まれたこの日本という国がずっと続いていくようにしたい」と

いうのが私の入省時の気持ちでした。

　私達一人ひとりの力の大きさ、人生の長さには限りがあります。その制約

の中で、日本という国がずっと続いていくには、その時々の国民一人ひとり

が自ら考え・能力を発揮できる社会であることが重要です。

　そのような社会の実現には、個人の健康状態や社会の制度・雰囲気など

前提となるものがたくさんあり、厚生労働省では、医療・障害者福祉・雇用・

地域づくりなど「人」にまつわる様々な行政分野を通じ、直接アプローチがで

きます。しかし、その裏返しで、社会保障等の個別制度に留まらず、国そのも

のを後世に残す責任感というものを感じます。

　現在の部署では、「全世代型社会保障」「就職氷河期世代支援」といった、

分野横断的な政策の音頭を取ることが中心です。こうした一つひとつの政

策が、これからも進み続ける日本という国を形づくると思うと、力が沸いて

きます。

日本という国の
持続可能性を求めて

宗得 貴之 SOTOKU Takayuki

政策統括官付政策統括室
係長
[平成25年入省]

　学生時代、NPOでのインターンを通じて、社会的弱者と呼ばれる方々が苦

しい状況に陥っている背景には、心身の健康や家庭環境等、様々な事情があ

り、それらは決して「本人の努力不足」という言葉では片付けられない、複雑

なものであることを知りました。この経験により、現在苦しい思いをしている

方が、一人でも多く、希望を抱いて前に進めるような社会をつくりたいという

思いを抱いた私は、一朝一夕には解決できないこの課題に職業人生を賭け

て取り組むため、厚生労働省に入省しました。

　入省以来、受動喫煙防止対策強化のための施策検討、国際労働条約策定

のための調整、省内の法令審査等、様々な業務を経験しました。これらは一

見すると、入省当初の思いからは遠いようですが、どの業務においても、当時

思い描いた社会の実現に貢献できていると感じる瞬間が何度もあり、厚生

労働行政の奥深さを感じているところです。

　これからも、現場の思いを形にすべく、様々な方の声を聞きながら、歩み

続けます。

誰もが希望を持って
生きられる社会に

藤本 絢香 FUJIMOTO Ayaka

大臣官房総務課
係長
[平成27年入省]

　きっかけはシングルマザーのドラマを見て、この国が声なき声を拾うこと

のできる国であるために自分に何ができるかを考えたことでした。少子高齢

化に直面した日本を支えていくために不可欠な、全ての人々が当事者意識

をもつことのできる社会づくりに携わりたいという想いから、厚生労働省に

入省しました。

　現在担当している年金制度は、まさに全ての国民に関わる超長期的な世

代間の支え合いの制度です。変化を繰り返す時代を捉え、常に磨かれ続ける

制度でなくてはならない反面、どうしてもその内容は複雑であり、誰にとって

も身近なものだからこそ漠然とした不安を持たれやすい現状にあります。

今、年金制度に必要とされる変化、そして変わらない理念をどう伝え続けて

いくのか。その最前線でできることを考え、制度改正に向け日々議論を戦わ

せる熱気を肌で感じている中で、自分がこの省で目指したいと思った社会づ

くりとまさに重ね合わせて働いています。まずは年金制度を通じて、そしてこ

れからも厚生労働行政の様々な視点で、目指す社会の実現への道筋を見つ

けていくことにわくわくしています。

変わる時代と変わらない信念の中で
見えること

佐藤 恵 SATO Megumi

年金局総務課
係員
[令和元年入省]

　世界では、1年で約6億人もの人々が食中毒になると言われています。幼い

頃、アフリカの人々が満足に手洗いもできない環境で食事をしている光景をテ

レビ越しに見て、とてもやるせない気持ちになったことを鮮明に覚えています。

　幸い日本の食品衛生のレベルは高いですが、依然として発生する食中毒事

故を少しでも減らすため、現在、食品のリコール情報を政府で一元的に公開

する仕組みの創設などの制度改正に携わっています。

　「人の命、一生を守る仕事がしたい。」その思いを胸に厚生労働省の門を叩

きました。入省前は食品衛生分野について全く知りませんでしたが、安心して

食事を楽しむことができる社会を守り続けるために、どのような仕組みが必

要かを考え、政策に落とし込むそのひとつひとつが、この国の全ての人のた

めだと感じながら働くことができています。

　政策に答えはありません。世の中の当たり前を守るという仕事は、当たり

前のように簡単にできるわけではないと、いつもひしひしと感じています。そ

れでも一人ひとりの命を、人生を守るために、一生を捧げることができる職

場、それが厚生労働省だと確信しています。

一人ひとりの人生を
守り続ける

福田 一郎 FUKUDA Ichiro

医薬・生活衛生局食品監視安全課
係員
[平成30年入省]

係員 係長 課長補佐 企画官 課室長 係員 係長 課長補佐 企画官 課室長
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平成23年に厚生労働省に入省し、職業能力開発局（現人材開発
統括官）に配属。入省3年目に滋賀県湖南市役所に出向。本省に
戻り、医政局での勤務を経た後、配偶者同行休業を取得し中国と
フランスに在住。平成30年9月より現職。

海外から選ばれる日本に

　介護分野の有効求人倍率は高止まりし、人手不足が深刻

な介護現場からは外国人材に期待する声を多く聞きます。

私は現在、介護分野への外国人材の受入れを担当してお

り、2019年4月に創設された新たな在留資格である特定技

能制度の企画立案から施行までの一連の流れを経験しまし

た。海外政府や関係省庁等との調整に従事し、時に立場や

利害が対立するなかで、政策を前に進めていくことの難しさ

とやりがいを実感しています。特定技能制度の施行から1年

が経ちますが、現場への浸透はまだまだこれから。多くの外

国人の方に日本での介護の仕事を選んでいただけるよう、

使命感を持って業務に取り組んでいます。

夫の留学に同行する、という選択

　入省6年目、夫の2年間の海外留学が決まりました。本省

業務から離れることへの不安もあり大変悩みましたが、この

先の長い人生において必ず生きてくる機会だととらえ、配偶

者同行休業を取得。1年目は中国の北京語言大学で学び、

長男を出産。2年目はフランスに移り、組織に依存せず自分

の力で人生を切り開く、魅力的な友人たちに恵まれました。

私自身も、女性だから、子どもがいるから、ということを言い

訳にせず、人生をかけてやりたいことに打ち込みたいと強く

思いました。生活面では、家庭を大事にし個人の意思を尊重

する欧州文化に触れ、また、海外ならではの苦労やハプニン

グもたくさんあり、家族の絆がぐっと深まった2年間となり

ました。

仕事も、家庭も

　海外から戻り、育休から復帰してさぁ働くぞ、となった途

端、夫が地方転勤となり、ほぼワンオペ状態で仕事と育児を

こなしています。保育園の送迎のため、「机がどんな状態で

もこの時間になったら帰らねば」という制約があり、子ども

の体調不良で呼び戻されることも多々あります。が、これま

で仕事を続けられているのは、上司や同僚の理解があって

こそ。限られた時間のなかで仕事をこなして、家でしっかり

と子どもと向き合うには、試行錯誤の毎日ですが、息子は

「僕は保育園で遊んでいるから、ママはお仕事をして待って

いてね！」とチャレンジする母を受け入れてくれています。仕

事も家庭も私の人生における大切な一部であり、両方を追

い求められる環境に感謝しています。

仲山 実可子 NAKAYAMA Mikako

社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室　
室長補佐
[平成23年入省]

実践、
私の働き方改革

フランス滞在時、家族とフランス滞在時、家族とフランス滞在時、家族と

平成19年厚生労働省入省。医薬食品局、労働基準局、障害保健
福祉部での勤務のほか、財務省、内閣官房（マイナンバー制度）、
大船渡市への出向を経て、令和元年7月より現職。

大船渡市での経験

　入省８年目、東日本大震災の被災地大船渡市で勤務する

機会をいただきました。そこで出会ったのは、それぞれに被

災体験を抱えながらも力強く現場で活躍する人々でした。

24時間オンコール体制で、求めがあれば数十km離れた隣

町にも駆けつける在宅医、その医師と連携する他職種のメ

ンバー、立ち上げたばかりの生活困窮者自立支援事業で、

ひきこもりだった方の「兄貴分」として、愛をこめて叱咤激励

する社協職員、「60代なんてまだまだ高齢者の中では若者

よ！いつか自分もお世話になるのだし」と言って様々な活動

を繰り広げる女性――。

　また、震災から５年以上経過していた当時、仮設住宅から

は「取り残され感」も聞かれ、退去プランを立てられないで

いる世帯の支援が課題となっていました。そこで、仮設住宅

に常駐する支援員や市職員、福祉関係団体とで多角的に各

世帯の状況を把握した上で支援プランを作成、各世帯が一

番信頼を寄せている支援者から相談を進めるなど、住民に

寄り添った対応ができるよう、心を砕きました。

　心の通った支援は、現場の方の工夫や熱意によって生み

出されているのだと痛感する日々でした。

社会保障に通じる様々な視点

　他府省庁への出向も経験しました。財務省では国際社会の

信認を維持するための海外の財政運営調査、内閣官房では

ＩＣＴの利活用を通じた国民利便性の向上や行政運営の効

率化に取り組みました。これらもすべて、社会保障が持続可

能であること、現場職員の負担を軽減して心の通った支援を

行うことにつながっています。

厚生労働省で働く楽しさ、頼もしさ

　家族形態や就業形態も多様化する中、現場で起きている課

題は多種多様です。一つの制度で問題が完結することはほぼ

ありません。そんなとき、関係制度に精通した同僚と、お互い

の知識・想像力を総動員しながら最適解を模索する、そんな厚

生労働省での仕事はとても楽しく、頼もしい職場だと日々感じ

ています。

　厚生労働省の持つフィールドは本当に幅広く、経験を積む

ほどにやりたいことが増えてきて尽きることを知りません。次

代を担う皆さんと、一緒に働ける日を楽しみにしています。

伏木 崇人 FUSHIKI Takahito

職業安定局雇用保険課　
課長補佐
[平成19年入省]

「心の通った」
社会保障制度で
あり続けるために

海外から選ばれる日本に

フランス滞在時、家族とフランス滞在時、家族とフランス滞在時、家族と

係員 係長 課長補佐 企画官 課室長
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平成10年旧労働省入省。職業安定局、労政局、文部科学省、雇
用環境・児童家庭局、職業能力開発局、2回の育児休業を経験。
その後、政策統括官（労働政策担当）、内閣官房、雇用開発部、東
京都庁、人材開発統括官を経て現職。

社会の将来を考え、時代を先取りした
課題解決に取り組む

　現在は人々の「働き方」や「人生」への意識の大きな変革

期だと思います。これから5年、10年で従来と異なるワーク

スタイルがどんどん現実のものになると言われています。

しかし、「働く」ことが人生の多くの部分を占めることには

変わらず、「働く場」をより良くしていくことは人生をより良

くしていくことに貢献できるものと思います。

　これまで、様々な制度に関わってきましたが、印象が深

いのは係長時代に男女雇用機会均等法の改正に関わり、

間接差別（一見性別とは関係ないように見えるルールで

も、運用した結果どちらかの性別が不利益になってしまう

こと）の禁止と妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱い

の禁止に取り組んだことです。当時入省5、6年目だったと

思いますが、真剣に制度の在り方を検討し、関係者の方々

と議論できたのは本当に糧になりました。現在ほど女性の

活躍推進や少子化、働き方改革が大きな話題となっている

時代ではありませんでしたが、時代を先取りした制度改正

に取り組めたと思っています。

　また、東京都庁に出向した際には国と連携しながら障害

者雇用や高齢者雇用の事業を設計し、最近では就職氷河

期対策として就職氷河期世代の方々が正社員に結びつく

職業能力開発に頭を悩ませたりと、常により良い在り方を

目指して模索できる仕事に携われたことは幸運だったなと

思っています。

仕事と育児の両立について

　現在、小学生2人の育児をしながら働いています。職場の

両立環境はこの10年で激変（もちろんいい方に）しました。

男性が育児休業を取得することもごく普通ですし、テレワー

ク、早期退庁など、育児に限らず、全体としての働き方改革

の意識も高まっているのを実感しています。

　この国全体の働き方のこと、そして自分自身の働き方（自

分事）を日々考えられる、そんな職場で皆さんをお待ちして

います。

立石 祐子 TATEISHI Yuko

雇用環境・均等局　
企画官
[平成10年入省]

社会の進歩と
一人一人の幸福な人生に
携われる仕事

平成5年旧厚生省入省。介護保険、障害福祉、生活困窮者支援
などを担当。米国、フランス、大阪府、総理官邸などへの出向経
験あり。令和元年7月から現職、抜本的な制度改革が行われた
直後の国民健康保険制度の着実な実施と次期改正が課題。

辞めようと思ったこと

　入省以来、忙しかったことも多いですが、辞めたいと思っ

たことは一度もありません。ただ、辞めなければならないか

もしれないと思ったことはありました。

　それは、生活に苦しむ困窮者を支援するための新しい制

度を創設した時のことです。財政事情の厳しい日本で、新

たに数百億円を投じる制度を作ろうというのに、実施主体

になる自治体からも無理だろうと言われていました。私自

身も難しいと認識しながら「この制度は必ずできます」と多

くの人を巻き込み説得に走り回りました。それは、それまで

に厚労省で幾ばくかの仕事を経験する中で、既存の仕組み

では救済されていない生活困窮者が存在することを知って

いたからです。それを知っていて、しかも支援できる可能性

が見えているなら、行動することが自分の責任だと感じた

からです。

　でも、もしできなかったら？そのときは巻き込んでしまっ

た多くの関係者に対して、責任を取らなければならないの

ではないかと思ったのでした。（※後輩の皆さん、安心してく

ださい。実際に辞める必要はありません。）

新しい制度はなぜできたのか

　自ら退路を断ったのが良かったのでしょう。志を同じくす

る人を得て、時を得て、遂に制度は創設されました。

　上司にも恵まれました。「君は『制度の狭間』に置かれた

人たちを救いたいのだろう？それなら簡単だよ、法律を一本

作れば良いのだから」と、まるで道の小石を拾うように仰る

上司や、国会議員を含めて誰を相手にしても、エレガントか

つ論理的な説明で相手をうならせる上司がいました。

　その制度がどうやってできたのか、もう少し聞きたくあり

ませんか？そう、面白い話はたくさんありますので、志のあ

る方でしたら、いつでもお話したいと思います。でもそれより

皆さん自身が、それぞれ誰かのためになる大切な制度、そし

て経験を仲間と創ってください。厚生労働省にはそうした仕

事が必ずあると思います。

熊木 正人 KUMAKI Masato

保険局国民健康保険課長
[平成5年入省]

大切な経験を創るのは
あなた自身です

係員 係長 企画官 課室長係員 係長 課長補佐 課長補佐企画官 課室長
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　現在、外務省で国際労働機関（ILO）の外交政策を担当しており、世界の

労働問題に対し、日本が国際社会の一員としていかに責任を果たすべきか

という課題に取り組んでいます。

　ILOは、ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の実現を

目標に掲げ、労働条件の改善のための政策を推進しています。2019年は

創設100年という節目に当たり、各国の政府、使用者団体、労働者団体とと

もに、高齢化などの人口動態の変化や技術革新のもたらす影響にいかに

対応するかについて活発な議論が行われました。

　私はこれまで、厚生労働省で女性活躍の推進や働き方改革の実現などに

取り組んできましたが、出向を通じ、日本の抱える課題は多くの国にも共通

するものであり、厚生労働省が行う政策が世界の課題へのアプローチにもつ

ながっているということを実感しました。また、国内の労働施策に携わった経

験とそこで得られた知識は、外交戦略を考える上での強みとなっています。

　この活躍のフィールドの広さと深さは、厚生労働省で働く魅力の一つだと

思います。

国際社会の一員として
「働くこと」を考える

廣比 香里 HIROBE Kaori

外務省国際協力局専門機関室
主査
[平成24年入省]

外務省の前で

もに、高齢化などの人口動態の変化や技術革新のもたらす影響にいかに

対応するかについて活発な議論が行われました。

　私はこれまで、厚生労働省で女性活躍の推進や働き方改革の実現などに

取り組んできましたが、出向を通じ、日本の抱える課題は多くの国にも共通

するものであり、厚生労働省が行う政策が世界の課題へのアプローチにもつ

ながっているということを実感しました。また、国内の労働施策に携わった経

験とそこで得られた知識は、外交戦略を考える上での強みとなっています。

HIROBE Kaori

外務省国際協力局専門機関室

外務省の前で外務省の前で

　大家さんの多くは、高齢者・低所得者・障害者などに家を貸すことに拒否

感があります。大家さんの不安を解消し、そうした方々が住まいを見つけ、

安心して住み続けるためには、入居の支援と入居後の生活支援を一体的に

提供することが必要です。こうした「居住支援」を進めるには、自治体も現場

も、住宅分野と福祉分野の連携が不可欠です。今、厚生労働省の各部局とと

もに、住宅と福祉をつなぐ仕事をしています。

　居住支援が目指していることは、厚生労働省が取り組む「地域包括ケアシ

ステムの構築」そのものです。国土交通省で高齢者の住まいの議論をしてい

ても、住まいの確保というハード面だけでなく、高齢者の見守りや活動・就

労、地域との交流などソフト面が重要という話になります。

　国土交通省、そして、かつて出向した滋賀県庁（障害者福祉を担当）や内

閣官房（地方創生を担当）で共通して感じること、それは、地域の産業や住ま

いなども含め、様々な分野の関係者が一緒に取り組む「地域づくり」に欠か

せない分野が、福祉だということです。福祉から地域をつくる。厚生労働省

が担う分野が今求められています。

福祉から
地域をつくる

川野 宇宏 KAWANO Takahiro

国土交通省住宅局
安心居住推進課長
[平成5年入省]

　経営企画部の経営戦略室長。官民交流で派遣されている私の肩書きです。

会社全体の経営方針を定め、中期計画の策定等を行う部署で、M&Aや他社

との協業案件、買収した子会社の再編・統合等を担当しています。

　日々、慣れないP/L（損益計算書）やB/S（貸借対照表）と格闘しながら、一

つ一つの案件について、会社全体の方針に照らし実行すべきかどうか検討し

ていますが、これまでとは全く違う感覚で仕事に取り組むことができていると

感じています。

　M&Aや事業の再編・統合は、経営の判断で行うものですが、対象となる会

社には必ず働く人達がいて家族を含めた生活があるので、賃金や労働時間

等はもちろんのこと、勤務地一つとっても重要な問題で、細やかな検討が必

要となります。

　こうして考えてみると、出向して全く違う仕事をしている気持ちでいます

が、最終的には、働くとはどういうことか、企業として雇用するとはどういうこ

とかといった大きな命題に行き着くことを実感し、改めて、自分の職業人生を

賭けるに値する検討課題は厚生労働省にあるという思いに到るのです。

民間企業で
新境地を拓く

村野 伸介 MURANO Shinsuke 

ALSOK（綜合警備保障株式会社）　
経営企画部　経営戦略室長
[平成14年入省]

　現在、社会政策・社会保障の講座を担当しています。授業では、若者の柔

軟な視点や社会人学生の鋭い質問もあり、私自身も刺激を受けています。

　大学では、研究者や現場の実践者の方々と議論する機会が多くあります。

研究者は自身の専門領域の視点で理論的考察を行い、実践者は自身の確

かな経験を基に具体的に論じます。それぞれの豊かな知見に触れる中で、

行政官の仕事のあり方に思いを巡らせます。

　厚生労働分野に関わる学問領域や現場関係者は多岐に渡ります。これ

は、多くの研究者や実践者の「知」によって支えられているものだとも言えま

す。私たち行政官は、より良い社会を構築するために、こうした「知」を結集

して、いかに実現可能性のある政策・事業に結び付けていくのかが改めて

問われているのだと実感します。

　大学教員という異なるフィールドでの経験を基に、学問と行政実務の橋

渡しをする一人になりたいと強く思います。また、学生の皆さんには、厚生

労働行政の仕事は、幅広い「知」の一端に触れる面白い仕事でもあることを

ぜひお伝えしたいです。

学問と行政実務の
橋渡しを目指して

中園 和貴 NAKAZONO Kazutaka

北海道大学 公共政策大学院
教授
[平成14年入省]

居住支援の取組について
課内の関係者と打ち合わせ（筆者左から2人目）

　居住支援が目指していることは、厚生労働省が取り組む「地域包括ケアシ

ステムの構築」そのものです。国土交通省で高齢者の住まいの議論をしてい

ても、住まいの確保というハード面だけでなく、高齢者の見守りや活動・就

労、地域との交流などソフト面が重要という話になります。

　国土交通省、そして、かつて出向した滋賀県庁（障害者福祉を担当）や内

閣官房（地方創生を担当）で共通して感じること、それは、地域の産業や住ま

いなども含め、様々な分野の関係者が一緒に取り組む「地域づくり」に欠か

川野 宇宏 KAWANO Takahiro

国土交通省住宅局

居住支援の取組について
課内の関係者と打ち合わせ（筆者左から2人目）

居住支援の取組について
課内の関係者と打ち合わせ（筆者左から2人目） 　　　本社のセキュリティショールームにて

感じています。

　M&Aや事業の再編・統合は、経営の判断で行うものですが、対象となる会

社には必ず働く人達がいて家族を含めた生活があるので、賃金や労働時間

等はもちろんのこと、勤務地一つとっても重要な問題で、細やかな検討が必

要となります。

　こうして考えてみると、出向して全く違う仕事をしている気持ちでいます

が、最終的には、働くとはどういうことか、企業として雇用するとはどういうこ

村野 伸介 MURANO Shinsuke 

ALSOK（綜合警備保障株式会社）　

　　　本社のセキュリティショールームにて　　　本社のセキュリティショールームにて

大学院の研究室にて

　厚生労働分野に関わる学問領域や現場関係者は多岐に渡ります。これ

は、多くの研究者や実践者の「知」によって支えられているものだとも言えま

す。私たち行政官は、より良い社会を構築するために、こうした「知」を結集

して、いかに実現可能性のある政策・事業に結び付けていくのかが改めて

問われているのだと実感します。

　大学教員という異なるフィールドでの経験を基に、学問と行政実務の橋

渡しをする一人になりたいと強く思います。また、学生の皆さんには、厚生

中園 和貴 NAKAZONO Kazutaka

北海道大学 公共政策大学院

大学院の研究室にて大学院の研究室にて

他府省庁、民間企業、大学
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　私が出向する草津市では、誰もが健やかで幸せに暮らし続けられる「健幸

都市」を目指し、健康・福祉に限らずあらゆる政策分野に「健幸」という切り口

でアプローチする新たな都市モデルに挑戦しています。歩いて暮らせる健康

的な公共交通ネットワークの構築、市特産物を活かした健康食の推進等、厚

生労働行政の知見が必要不可欠なプロジェクトです。

　草津市は、今なお人口増加を続ける街ですが、駅周辺と郊外部とでは人口

構造や資源、生活機能等が全く異なるという特徴があります。

　そのため、このプロジェクトの実現にあたっては、各地区に住む人の暮らし

を把握し、市民、地域組織、企業、大学等の様々な主体と密に連携する必要が

あり、実際に現場に足を運び、関係者と直接対話をすることが欠かせません。

　試行錯誤する中で、「現場目線」の姿勢が行政官の原点だと痛感するととも

に、厚生労働省の基本理念である「ひと」と「くらし」を軸としたまちづくりが

これからの日本を創っていくはずだと確信しています。

「健幸」なまちづくりから
「みらい」を創る

溝口 智紀 MIZOGUCHI Tomonori 

草津市役所健康福祉部
理事
[平成24年入省]

　副知事の仕事は、日課の繰り返し的な要素があまりありません。県庁の同

僚たちと政策を議論する時間を大切にしつつ、市町村の首長さんや本県立

地企業の訪問を受けたり、知事祝辞を代読したり、地元テレビ局や県出資企

業でのお役を務めたり、時には農場や施設の視察に赴いたり、多様な時間を

過ごしています。一日が無事に終わり、翌日の「お品書き」を渡されるときは、

明日はどんな一日かしらと楽しみな瞬間です。

  そのような毎日では、子ども子育てや医療・福祉、産業人材確保などへの個

別的な政策ニーズをじかに見聞きする機会も多く、霞が関の政策が県民個

人の日々の幸せにつながるまでの全体像が見えるように感じています。県が

掲げる「鹿児島に生まれてよかった、住んでよかった」の実現のために厚生

労働行政が果たせる役割は大きく、この政策分野の出身であることに責任と

嬉しさを感じます。

  それにしても、我が省がこれほど様々な経験をさせてくれる就職先でした

とは。無理のない段階的なキャリア形成を促し、人生経験をも豊かにしてく

れる厚生労働省の良さを、改めて感じています。

地方でこそ感じる
厚生労働行政の「幸せ創造力」

中村 かおり NAKAMURA Kaori

鹿児島県
副知事
[平成6年入省]

　私は今、故郷の新潟県で働いています。高校まで新潟で暮らしていました

が、新潟県のことを何も理解していなかったことを痛感しつつ、二人の娘と

実家で暮らしながら県庁で働けるありがたさを感じています。

　県の雇用政策は産業政策との裏表であり、国と県の産業セクションとのつ

なぎ役です。新潟県の県土は広く、佐渡・粟島もあります。人口減少を背景と

した産業の人手不足という課題は地方に共通していますが、全国一律の事

業展開では地方の課題に対応できません。県内各地域の特色を理解し強み

を活かすにはどうしたらよいか、唯一の正解がない中で進むべき一歩を探る

毎日は、困難を伴いますがとても刺激的です。

　ナショナルミニマムとして必要な制度や仕組みは何なのか…県行政に携

わることで見えてくる課題と可能性を咀嚼しながら、厚生労働省が地方の活

性化のためにできることはまだまだあると確信しています。

新潟県庁から
思うこと

高橋 香苗 TAKAHASHI Kana

新潟県産業労働部
しごと定住促進課長
[平成17年入省]

　「運転免許を持つ隣人がいなくなって、買物、病院に行けない。」世界で最

も高齢化率が高い日本における、過疎地域の深刻な住民の声。もはや行政

だけではなく民間の協力が不可欠であり、官民協働の取組が必須です。

　生活支援として、社会福祉法人が施設利用者用の送迎車を活用して、近隣

の買物困難者等の移動支援に協力するなどの地域貢献の促進のほか、人口

減対策として、地域のお店が割引の提供を通じて結婚や子育てを支援する

制度の創設・拡充、仕事と生活を両立できる企業を増やす条例改正などの自

治体での経験を通じて、厚生労働行政が「ひとの笑顔」と「国家的課題」に関

わっていると実感しています。

　社会保障関係費が財政健全化のカギを握り、医療・健康・福祉は生活の質

と経済成長の要を担い、雇用は生きがいと日本経済のファンダメンタルズに

大きく影響します。人口減少・超高齢社会に対して日本が世界の先行者とし

て処方箋を示せば大きな国際貢献になる。厚生労働省は『「ひとの人生」と

「日本の行く末」を左右する挑戦者』であると言っても過言ではありません。

未来の
挑戦者へ

林 歓 HAYASHI Kan

石川県
健康福祉部次長(兼)厚生政策課長
[平成16年入省]

草津市役所庁舎の前で

構造や資源、生活機能等が全く異なるという特徴があります。

　そのため、このプロジェクトの実現にあたっては、各地区に住む人の暮らし

を把握し、市民、地域組織、企業、大学等の様々な主体と密に連携する必要が

あり、実際に現場に足を運び、関係者と直接対話をすることが欠かせません。

　試行錯誤する中で、「現場目線」の姿勢が行政官の原点だと痛感するととも

に、厚生労働省の基本理念である「ひと」と「くらし」を軸としたまちづくりが

これからの日本を創っていくはずだと確信しています。

智紀 MIZOGUCHI Tomonori 

草津市役所健康福祉部

草津市役所庁舎の前で草津市役所庁舎の前で自席にて。職場でも働き方改革実践中！

業展開では地方の課題に対応できません。県内各地域の特色を理解し強み

を活かすにはどうしたらよいか、唯一の正解がない中で進むべき一歩を探る

毎日は、困難を伴いますがとても刺激的です。

　ナショナルミニマムとして必要な制度や仕組みは何なのか…県行政に携

わることで見えてくる課題と可能性を咀嚼しながら、厚生労働省が地方の活

性化のためにできることはまだまだあると確信しています。高橋 香苗 TAKAHASHI Kana

新潟県産業労働部

自席にて。職場でも働き方改革実践中！自席にて。職場でも働き方改革実践中！

先進的取組を進める法人と
地域共生社会について議論（筆者右）

制度の創設・拡充、仕事と生活を両立できる企業を増やす条例改正などの自

治体での経験を通じて、厚生労働行政が「ひとの笑顔」と「国家的課題」に関

わっていると実感しています。

　社会保障関係費が財政健全化のカギを握り、医療・健康・福祉は生活の質

と経済成長の要を担い、雇用は生きがいと日本経済のファンダメンタルズに

大きく影響します。人口減少・超高齢社会に対して日本が世界の先行者とし

て処方箋を示せば大きな国際貢献になる。厚生労働省は『「ひとの人生」と

林 歓 HAYASHI Kan

石川県

先進的取組を進める法人と
地域共生社会について議論（筆者右）

先進的取組を進める法人と
地域共生社会について議論（筆者右） シンガポール青年交流を受け入れて

  そのような毎日では、子ども子育てや医療・福祉、産業人材確保などへの個

別的な政策ニーズをじかに見聞きする機会も多く、霞が関の政策が県民個

人の日々の幸せにつながるまでの全体像が見えるように感じています。県が

掲げる「鹿児島に生まれてよかった、住んでよかった」の実現のために厚生

労働行政が果たせる役割は大きく、この政策分野の出身であることに責任と

嬉しさを感じます。

  それにしても、我が省がこれほど様々な経験をさせてくれる就職先でした

中村 かおり NAKAMURA Kaori

鹿児島県

シンガポール青年交流を受け入れてシンガポール青年交流を受け入れて

地方自治体
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　インドの人口は現在13億人（日本の10倍以上！）、5年後には世界一にな

ると言われています。

　思い返せばインドに赴任してから日々、成長を続けるインドと日本との経

済交流をどうすれば活発化できるかを考えている気がします。

　インドはよく親日と言われるものの、日本語話者や学習者は東南アジア等と

比べて圧倒的に少なく、相対的に日本への関心も薄く、日本で働くインド人も

少ないのが実情です。だからこそ思うのは、世界一の人口大国となるインドの

若者に日本に来てもらい、スキルを身につけながら働いてもらい、同じ釜のメ

シを食い、価値観を共有して、日本のファンになってもらう。そうすれば将来、

彼らはインドに帰ってからも、ビジネスはもちろん様々な場面で日印関係の発

展の橋渡しを担い、それは日本経済の発展にも寄与してくれるでしょう。

　私も日本で働いたことがあるー。10年後、20年後にそう楽しそうに懐か

しんでくれるインド人を一人でも増やしたい。日本でスキルを身につけなが

ら働く門戸を拡げるため、私は今日もインドの人たちと話をしています。

「働く」を通じて
「日本ファン」を増やしたい

米丸 聡 YONEMARU Satoshi

在インド日本国大使館
一等書記官
[平成18年入省]

　160兆円。何の数字か分かりますか？これは年金保険料による積立金の

総額です（執筆時点。2019年度第3四半期）。将来の年金になるこの大切なお金を、

GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が運用しています。GPIFは全体

の約半分を外国資産に投資し、5000超の企業株式を保有する世界最大の

年金基金として業界ではポケモンやマリオくらい有名な投資家で、その動向

は金融都市ニューヨークの関心の的です。私はGPIFの代理として投資動向

のリサーチやネットワーク作りをしており、ウォール街との接触は新鮮で刺

激的です。

　世界は絶えず変化し、その全てがマーケットを通じて運用に影響します。

GPIFは、新型コロナウイルス、米国経済、大統領選挙、貿易紛争、中東問題

など、世界情勢と無関係ではいられません。さらに近年は、国連が提唱する

環境（E）やダイバーシティ（S）への配慮、コーポレートガバナンス（G）改革

を応援するESG投資に積極的に取り組み、世界の投資家をリードする側に

も立っています。環境問題など地球規模のテーマを前にして、厚生労働行政

が運用を通じて世界とつながっていることを肌身で実感しています。

「160兆円」で
世界とつながる厚生労働省

若林 健吾 WAKABAYASHI Kengo

ジェトロ・ニューヨーク事務所
年金福祉部長
[平成10年入省]

　これまで経験してきた法改正や施行業務の中で、他国の制度との比較を

行う場面がありました。例えば、欧州の実態を参考としながら、同一労働同

一賃金の実現に向けて、非正規雇用労働者の待遇改善のための制度改正

を行いました。今後の業務においても、新しい課題に直面したときに他国の

例を参考にすべく、国同士の相違について多角的に分析できるよう、比較の

視点や指標や変数の設定・分析に当たっての知識と技術を得るために、

キャリアステップの機会として留学を選択しました。

　ヨーク大学では、社会保障政策や行政の運営のあり方を国際横断的に比

較するための理論と、統計分析といった実用的な方法論を学んでいます。官

庁の所掌や国の垣根を越えて政策の動向を大局的に見ていく中で、 また、

Brexitという時代の転換期における議論の中で、特に医療・健康・福祉・雇

用といった厚生労働省の所掌分野が各国の行政、ひいては国民生活の今後

を占う重要な分野であることに気付かされ、厚生労働省の使命の重さを改

めて実感しています。

日本を離れて実感する
厚労省の使命の重さ

青野 恵里子 AONO Eriko

英国 ヨーク大学 社会政策学科　
[平成24年入省]

　ILOは、労働問題に関する国連専門機関です。私はここで、ILO職員の

人事・労務管理制度の見直しを担当しています。

　ジュネーブ本部をはじめ世界中にオフィスを有するILOでは、あらゆる国

出身の職員が働いています。世界規模で職員が異動し、また地理的、ジェン

ダー的な多様性もある中で、いかに公平性・納得性の高い制度とするか。

いかに優秀な人材を惹きつけるか。日本で労働政策立案に携わった経験も

活かしつつ、全く異なる発想も求められます。国際機関の職場環境やその

課題は、ある意味で日本が向かう方向の２歩も３歩も先に位置するものだ

と感じます。

　日本とILOの関係に目を転じれば、日本のILO拠出金は世界第３位。日本

人職員も多く働いています。また、高齢化への対応や、労働安全衛生に関す

る日本の知識・経験は世界をリードするものです。日本が持つこれらのリソー

スは、今後一層、世界中での「decent work」の実現に役立てられることが

期待されています。ILOへの理解を深め、日本及び厚生労働省との協力関係

の強化に貢献していきたいと考えています。

I LOからの学びと
日本の貢献

中井 麻祐子 NAKAI Mayuko

ILO人材開発局人材政策部
人材政策担当官
[平成17年入省]

チェコ人の同僚とILO本部にて

活かしつつ、全く異なる発想も求められます。国際機関の職場環境やその

課題は、ある意味で日本が向かう方向の２歩も３歩も先に位置するものだ

と感じます。

　日本とILOの関係に目を転じれば、日本のILO拠出金は世界第３位。日本

人職員も多く働いています。また、高齢化への対応や、労働安全衛生に関す

る日本の知識・経験は世界をリードするものです。日本が持つこれらのリソー

スは、今後一層、世界中での「decent work」の実現に役立てられることが

中井 麻祐子 NAKAI Mayuko

ILO人材開発局人材政策部

チェコ人の同僚とILO本部にてチェコ人の同僚とILO本部にて

2019年９月
加藤厚生労働大臣訪問時（筆者左端）

のリサーチやネットワーク作りをしており、ウォール街との接触は新鮮で刺

激的です。

　世界は絶えず変化し、その全てがマーケットを通じて運用に影響します。

GPIFは、新型コロナウイルス、米国経済、大統領選挙、貿易紛争、中東問題

など、世界情勢と無関係ではいられません。さらに近年は、国連が提唱する

環境（E）やダイバーシティ（S）への配慮、コーポレートガバナンス（G）改革

を応援するESG投資に積極的に取り組み、世界の投資家をリードする側に

若林 健吾 WAKABAYASHI Kengo

ジェトロ・ニューヨーク事務所

2019年９月
加藤厚生労働大臣訪問時（筆者左端）

2019年９月
加藤厚生労働大臣訪問時（筆者左端） 大学のキャンパスにて

キャリアステップの機会として留学を選択しました。

　ヨーク大学では、社会保障政策や行政の運営のあり方を国際横断的に比

較するための理論と、統計分析といった実用的な方法論を学んでいます。官

庁の所掌や国の垣根を越えて政策の動向を大局的に見ていく中で、 また、

Brexitという時代の転換期における議論の中で、特に医療・健康・福祉・雇

用といった厚生労働省の所掌分野が各国の行政、ひいては国民生活の今後

を占う重要な分野であることに気付かされ、厚生労働省の使命の重さを改

青野 恵里子 AONO Eriko

英国 ヨーク大学 社会政策学科　

大学のキャンパスにて大学のキャンパスにて

インドのスキル開発担当の公的機関（NSDC）の
同志と（筆者右端）

少ないのが実情です。だからこそ思うのは、世界一の人口大国となるインドの

若者に日本に来てもらい、スキルを身につけながら働いてもらい、同じ釜のメ

シを食い、価値観を共有して、日本のファンになってもらう。そうすれば将来、

彼らはインドに帰ってからも、ビジネスはもちろん様々な場面で日印関係の発

展の橋渡しを担い、それは日本経済の発展にも寄与してくれるでしょう。

　私も日本で働いたことがあるー。10年後、20年後にそう楽しそうに懐か

しんでくれるインド人を一人でも増やしたい。日本でスキルを身につけなが

米丸 聡 YONEMARU Satoshi

在インド日本国大使館

インドのスキル開発担当の公的機関（NSDC）の
同志と（筆者右端）

インドのスキル開発担当の公的機関（NSDC）の
同志と（筆者右端）

海外勤務、留学
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福田 開史 FUKUDA Kaishi

登庁、新聞・メールチェック 他省庁との打ち合わせ

15:30 17:00 19:00

研修所での座学研修のほか、地方（北海道東神楽
町）や都内の障害者施設などで、それぞれ1週間ず
つ、他省庁の同期と濃密な時間を過ごしました。
ここで生まれた繋がりを
きっかけに、現場の実践
者を訪ねる勉強会も
始まりました。

入省式／合同初任研修／
省内研修／配属先決定
入省前から特に問題意識
が強かった貧困分野に、
１年目から携われることに！ 

OJT ５週間研修

4月 5月 6月 7月 8月 9月

人事異動

新しい上司

課のメンバーで大阪を視察／
G20労働雇用大臣会合の
リエゾンを経験
保護課の業務とは別に、愛媛県松山市で
開催されたG20労働雇用大臣会合に、イ
ンド代表団の担当として関わりました。

有給休暇と土日祝日を組み合わ
せて、連続10日間の休暇を取得！
マレーシアで多様な文化や自然
を楽しみました。

夏期休暇（マレーシア旅行）

つ、他省庁の同期と濃密な時間を過ごしました。
ここで生まれた繋がりを

けに、現場の実践

10月 11月 12月 1月 2月 3月

生活保護制度の運用を担う福祉事務所の監査のた
めに滋賀県大津市に赴き、ケース記録の精査等を
行いました。
岡山県岡山市で開催され
たG20保健大臣会合に
も、今度はトルコ代表団の
担当として関わりました。

年末年始は、同期や先輩と一
緒に炊き出しや夜回り活動に
参加しました。活動の合間に、
生活保護制度の課題について
も率直なお話を伺うことがで
きました。

福祉事務所の指導監査（大津市）／
G20保健大臣会合のリエゾンを経験

法改正に関して
法制局での審査対応／
課の忘年会

通常国会開会 省令案作成／
４連休を取得して
韓国旅行

いよいよ
来月には
先輩に！

　社会・援護局保護課は、その名のとおり、生活保護制度を所管している課で

す。生活に困るどんな方も受け止め支えられるような社会を目指して、約40名

のメンバーで制度づくりに取り組んでいます。

　その中で私は、法令改正に関する業務や、課内の各係のとりまとめを担当し

ています。入省前から特に携わりたかった貧困対策の分野で、経験豊富な先輩

職員から刺激を受け、学びを深めながら働ける日々は、とても充実しています。

社会・援護局保護課 係員  [令和元年入省]

9:00 10:00

局長への説明 課内で打ち合わせ

同期とランチ 現場視察へ12:00

退庁

13:00

ンド代表団の担当として関わりました。

せて、連続10日間の休暇を取得！
マレーシアで多様な文化や自然
を楽しみました。

2 3

めに滋賀県大津市に赴き、ケース記録の精査等を

岡山県岡山市で開催され
たG20保健大臣会合に
も、今度はトルコ代表団の
担当として関わりました。

自治体からの要望を踏まえた法改正のた
め、上司とともに他省庁との打ち合わせに
出席しました。自治体以外のアクターの立
場も考慮し、どのような改善ができるか検
討します。

昼休みは同期を誘ってランチ
へ。入省前から付き合いがあ
り、心を許せる同期との繋がり
は、各部局に配属されてからよ
り一層大切に感じるようになり
ました。

課内で検討した法改正
の内容を局長にご説明。
この日は、事前に準備し
てきた資料で局長の懸
念にも応えることがで
きました。

先ほどの視察の内容を踏まえ、制度
の課題について上司や担当係と議
論。現場で得た知見をもとに、生活保
護を受給する方々のために制度をど
のように改善できるか、検討します。

退庁後は、1ヵ月半の育休を終え
て職場に戻ってきた係長を囲む
会を開催。おつかれさまでした！

週 末や休 暇 は、遊びや旅 行でリフレッシュするだけでな

く、霞が関の中に留まらず視野を広げようと、アクティブに

過ごしています。実践者や研究者との勉強会に参加した

り、省内外の同期や先輩と支援の現場に行ったリすること

もあります。入省後間もない５月には、同期を誘って金沢の

福祉施設に伺い、施設の見学だけでなく、職員の方々との

飲み会や金沢観光も楽しみました。

次期制度改正に向けた検討の
ため、都内の保護施設や簡易宿
泊所を視察させていただきまし
た。業務の中でのインプットの
機会としては他にも、省外で活
躍する実践者や研究者を招い
た勉強会等が開かれています。

通常国会開会

写真はイメージ

１年目職員の過ごし方

新人行政官の1日

入省後1年間の流れ
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初めての
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自治体からの要望を
踏まえた法改正に着手

１年目
職員の
過ごし方
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