
「課題先進国、日本」――こう呼ばれて久しい我が国では、依然として人口減少、

少子高齢化の波が押し寄せています。人類がこれまで経験したことのない大きな

変化に直面しながら、他方で、個人の生き方・価値観もいっそう多様化していく。

時代の潮目を迎える今、新たな解決策を、日本が、世界が、必要としています。

絶対的な正解など存在しない中で、もがき続ける日々。難しく高い壁に立ち向かい、

汗をかき続ける毎日。それでも私たちが決して立ち退くことをしないのは、譲れない

想いが、諦めることのできない未来があるから。

ここでは、厚生労働省の職員が挑む４つのミッションと、それぞれの政策にかける

想いを綴っています。あなたがこれまで大切にしてきたもの、そしてこれからも

守りゆきたいものは、何でしょうか。

■障害者雇用

■多様な働き方

■介護

■生活保護

■地域医療

■労働基準

■医療保険

■子ども子育て

■年金

■医薬品・医療機器

■国際貢献

■能力開発・海外人材育成

いのちを守り抜く、
暮らしを支え続ける

まだ見ぬその手に、
バトンをつなぐ

日本が、世界を
リードする

一人ひとりが自分らしく
生きられる社会へ

OUR  MI S S ION
厚生労働省のミッション

譲れない、この想い。# 01
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多様で柔軟な働き方を
かなえられる社会へ
　“世界中どこにいても、誰とでも打ち合わせができる。”デジ

タル化の進展に伴って、時間や場所にとらわれない柔軟な働

き方が注目されています。テレワークにより、「地方在住、東京

勤務」が可能になり、また、通勤に必要だった時間を趣味や自

己啓発、家族との時間に使うこともできるようになりました。さ

らに、遠くの企業とも気軽に話ができるようになったことで、新

たなビジネスチャンスも生まれています。

　テレワークは、昨年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止の観点から急速に浸透し、社会的にも非常に注目されま

した。ポストコロナも見据え、事業者が適切に労務管理を行え

るようにすることで、労働者が納得・安心して働くことのでき

る、良質なテレワークの普及・定着に向けてグランドデザイン

を描くのが今の私の仕事です。

　普段生活する中で感じる課題や聞こえてくる声がアイデア

を生むヒントになる。身近なものから課題を把握し、施策に落

とし込むことで、よりよい未来に変えることができる。それが厚

生労働省の魅力です。

石田 勝士 ISHIDA Masashi

雇用環境・均等局在宅労働課 課長補佐
【平成19年入省】

人はなぜ「働く」のか
障害者雇用から聞こえる想い

希望を持ち続けられるように

　「仕事とは高貴なる心の栄養である。」ストア派の哲学者セ

ネカの言葉です。皆さんはどのような印象を持ちますか。

　人はなぜ「働く」のか、生活のためだけなのでしょうか。障

害者雇用（障害者が働くことを応援する現在の業務）では、そ

んな当たり前のことを自問させられます。障害者の働きたい

という声からは、「社会の一員になりたい」といった想いが聞

こえてきます。

　働く障害者の数は年々増加しています。しかし、終わりはあ

りません。障害者のために仕事を用意するのではなく、これ

からは、「その人だから」活躍できるような社会を目指した

い。数を増やすことから質を高めることへ、障害者雇用は転

換期にあります。そうした社会の実現に向けて仕事ができる

ことに、やりがいを感じています。

小林 孔 KOBAYASHI Kou

職業安定局障害者雇用対策課 課長補佐
【平成20年入省】

　20年前、祖母が自宅で最期を迎えられるよう、家族で協力

して介護をしていました。介護用ベッドを借りたり、訪問介護

のサービスを利用していたことを朧気に記憶していました

が、今、当時お世話になった制度を目の前にし、「こういう仕組

みだったのか」と勉強の日々を過ごしています。

　仕事として介護に携わる中で、祖母が持っていたように、希

望を持ち続けることの重要性を感じています。「自分の力であ

のスーパーまで買い物に行きたい」「また思い出の地に行き

たい」――こうした希望は、聞き手がいなければ埋もれてしま

うし、全く実現可能性がないと持つことさえも難しいものです

が、地域の情熱ある介護職や住民ボランティアの方々が1人

ひとりの希望を根気強く汲み取って、本人と一緒に実現を目

指しています。

　こうした介護の現場を支えるためにも、国の役割は非常に

大きいです。全国一律のルールを皆が納得できるように見直

したり、全国を見ているからこその視点で個々の地域課題を

一緒に考えるなど、これからも出来ることに最大限取り組ん

でいきたいです。

金沢 侑加 KANAZAWA Yuka

老健局認知症施策・地域介護推進課 課長補佐
【平成21年入省】

譲
れ
な
い
、
こ
の
想
い
。

# 0 1

厚
生
労
働
省
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

障害者の就職・職場定着のお手伝い、受け入れる企業の
環境整備、そして両者の円滑なマッチングなどを通じて、
障害者が働くことを応援している。また、地域で障害者を
切れ目なく支援するため、目下、福祉との連携強化に取り
組んでいる。

要介護の方々の在宅での生活を支えるための訪問介護、
通所介護等のサービスに関する介護報酬の企画立案や、
市町村における介護予防や生活支援の地域づくりに関す
る企画立案に取り組んでいる。

あらゆる人がその意欲と能力を活かして活躍できる、多様
で柔軟な働き方が可能な社会の構築に向けて、テレワーク
の推進に関する政策の企画立案に取り組んでいる。

譲れない、この想い。# 0 1 厚生労働省のミッション

障害者雇用 多様な働き方 介護

一人ひとりが自分らしく生きられる社会へ
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これからの「まちづくり」を、
「医療」から考える
　一昨年度まで、北海道で医療政策を担当しました。200万人

が住む大都市から、冬は船便が連日欠航となる人口300人の

離島まで様々な地域がありますが、命を育み、命を守り、最期に

寄り添う「医療」の確保は、あらゆる地域に共通した課題です。

　こうした中、我が国が直面する人口減少・高齢化。2040年に

向けて、全国の3割の地域で、人口は3割以上減少し、中には半

減する地域もあります。人口減少・高齢化は、患者数の減少や

高齢者に多い疾病の増加、担い手の減少など、様々な変化に

直結します。

　人口減少・高齢化は特に地方で急激に進んでいます。都市部

だけではなく、どの地域であっても必要とされる医療が受けら

れるような体制の整備を行うこと。これは地域の暮らしと、地域

に暮らす人々の命を守ることに他なりません。

　少しずつ進行する、しかし、決して無視できない大きな変化を

直視しながら、これからの「まちづくり」を、「医療」から考える。

史上最大のプロジェクトとともに皆さんをお待ちしています。

小川 善之 OGAWA Yoshiyuki

医政局地域医療計画課 課長補佐
【平成17年入省】

誰もが安心して暮らせる
基盤として

安心して働くことのできる
社会を守る

　サーカスの空中ブランコを想像してみてください。空中に躍り

出た演者が別のブランコに移ろうとした瞬間、手を滑らせる。息

をのむ観客―でも、大丈夫。ブランコの下には安全網（セーフ

ティネット）が張られています。

　生活保護制度はよく「最後のセーフティネット」と言われます。

思わぬリスクに直面するなどして、生活が急変したとしてもしっか

りと受け止め、命を守る最後の砦となる（最低生活の保障）。ただ、

それだけでなく、弾力のあるネットで受け止めた身体を弾み上が

らせ、次の一歩につなげること（自立の助長）も本来の目的です。

　未曾有の災害や感染症など、当たり前の生活を突如一変させ

るような出来事が起こり、自分や自分の大切な人の身にいつ何が

降りかかるか分からないリスクを誰もが抱える今。生活保護は皆

の安心につながるものとして、意義を深めているように思います。

　生活保護を必要とする一人ひとりの命や生活、それぞれが抱

えるものの重さは計り知れません。その重さから目を背けず、そ

して一生活者としての想像力を絶やさずに、誰もが安心して暮ら

せる基盤を守っていきたいと思っています。

八木 舞子 YAGI Maiko

社会・援護局保護課 係長
【平成29年入省】

　職業人生が始まると、人は多くの時間を仕事に費やすことに

なります。人生の大きな部分を占める仕事に心身ともに健康

に取り組めるよう、労働のルールを定めていくことは豊かな社

会を作る礎となります。

　一方で、平成27年度の脳・心臓疾患による労災支給決定件

数は251件、精神障害によるものは472件と、労働者が健康を

害してしまう事例は少なくありませんでした。さらに、長時間労

働が仕事と家庭生活との両立を困難にしていたことから、平成

30年、労働基準法制定以来約70年ぶりの大改革として、時間

外労働に上限規制を設けました。現在、働き方改革に取り組む

企業をコンサルティング等様々な形で支援しています。

　ウィズコロナ・アフターコロナの社会において、副業・兼業やテレ

ワーク、フリーランスといった新たな働き方が広がっています。一

方で、そのような新たな働き方については、労働時間の管理が難

しいという課題もあります。こうした変化の中で、労働時間を適切

に管理し、労働者のいのちと健康を守るべく、新たな時代の働き

方のルールを創っていくという気概を持った仲間を待っています。

堀 俊太郎 HORI Syuntaro

労働基準局労働条件政策課
【平成30年入省】

生活保護 地域医療 労働基準

譲れない、この想い。# 0 1

譲
れ
な
い
、
こ
の
想
い
。

# 0 1厚生労働省のミッション

厚
生
労
働
省
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

生活保護制度を担当。現在は、生活保護制度の医療扶助に
おいて、オンライン資格確認（マイナンバーカードを利用した
受給資格の確認）の導入に向けた法改正に携わっている。

長時間労働の是正、年次有給休暇の取得義務化、副業・兼
業やテレワークの労働時間管理のルール作りなど、労働
時間法制に関する諸施策を担当。誰もが働きやすい社会
づくりのため、働き方改革に取り組んでいる。

平成29年度から令和元年度まで、北海道庁に出向し、地域
医療の確保に向けた施策を担当。令和2年度から、厚生労働
省で、中長期的な人口構造の変化や新型コロナウイルス感
染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の在り方の企画
立案に取り組んでいる。

いのちを守り抜く、暮らしを支え続ける
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未来を担う子どもの命と明日を守る

　約19万件。令和元年度の虐待相談対応件数です。年々増加

し、命が奪われる痛ましい事件も後を絶ちません。

　私自身、自治体出向時に、生活保護のケースワーカーとして

見たある光景が今でも忘れられません。虐待で保護された男

の子が、身の安全にホッとしつつも、離れた母を心配し、不安

げに窓を眺める姿――小さな子どもにのしかかる深い悲しみ

と、実母を思いやる一途な子どもの想い――厳しい現実に、言

葉を失いました。

　虐待の背景は一概には語れませんが、核家族化や共働き世

帯の増加といった家族構成の変化、地域におけるつながりの希

薄化等により、家庭における子育ては難しくなってきています。

　こうした状況においては、児童虐待防止に限らず、子育てに

悩む親子さんへの支援や地域の見守り体制の強化など、社会

全体で子育て世代を支えていくことが肝要です。

　少子化に直面する我が国で、未来を担う子どもの命と明日

を守るのは、私たち大人の責任。難しい課題も多いですが、本

当にやりがいに溢れた仕事です。皆さんも一緒にこの課題に

立ち向かいませんか。

水野 嘉郎 MIZUNO Yoshio

子ども家庭局総務課 課長補佐
【平成17年入省】

世界に冠たる
「国民皆保険」を、この先も

国民生活を支える年金制度を、
次世代に引き継ぐ

　“誰もが一部の負担で医療を受けられる”

　それは、私たちの生活の安心・安全の礎です。我が国の医

療保険制度は、年間40兆円を超える医療費をファイナンスす

る巨大な仕組みであると同時に、医療行為等の対価である診

療報酬を通じて医療の質の向上に寄与しています。

　少子高齢化の進展に伴い、国民の「支え合い」で成り立つ

医療保険の財政は、年々厳しくなっています。先人が築き発展

させてきたこの制度を、いかにより良い形で将来世代につな

いでいくか。保険局では、日々、検討を重ねています。

　他方、医療保険分野においても、「治療中心」から「予防重

視」へのパラダイムシフトが生じています。医療・健康情報等

のビッグデータを用いて、新たな予防施策や健康づくりに活

かしていく。そこには無限の可能性があります。

　厚生労働省には、国民生活に安心・安全をもたらす沢山の

ツールがあります。皆さんも、チームの一員になりませんか？

國代 尚章 KUNISHIRO Naoaki

保険局総務課 課長補佐
【平成16年入省】

　年金制度は国民同士の支え合いの仕組みです。皆で拠出し

たお金をもとに、加齢、障害、死亡など、人生の様々な場面で

訪れるあらゆるリスクから国民の安心を守っています。

　この年金制度の運営においては、今を生きる国民だけでは

なく、未来の国民にも想いを馳せる必要があります。例えば、

現在の年金額を無理に高く設定すると、高齢化が進む中、年

金財政は苦しくなっていき、将来世代の年金は少なくなってし

まいます。こうした事態は、避けなければなりません。

　このように、将来をも見据えて、長期的な視野で制度を運

営・改善していくのが我々の役目です。厚生労働省には国民

の生活を支える年金制度を次世代に引き継いでいく責務が

あります。いま・この時代だけでなく、この国の未来の安心を

守り続けていく、このような責任ある仕事に携われることこ

そ、厚生労働省の魅力だと思っています。

平山 祐暉 HIRAYAMA Yuki

年金局年金課 主査
【平成29年入省】

譲
れ
な
い
、
こ
の
想
い
。

# 0 1

厚
生
労
働
省
の
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ッ
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ョ
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入省4～6年目に担当係長として高齢者医療制度の創設
に携わる。現在は、「全世代型社会保障」に向けた医療保
険制度改革の取りまとめなど、医療保険制度全般に関する
政策調整を担当している。

国民年金制度や年金生活者支援給付金制度の企画立案に従
事。高齢化が進む中でも、国民ひとりひとりが安心して暮らし
ていけるよう、これからの年金制度について日々考えている。

次世代を担う子ども一人ひとりの健やかな成長を社会全体
で支えるため、保育所をはじめとした子育て支援サービス
の充実、児童虐待防止やひとり親家庭への総合的な支援、
妊産婦へのケアなど母子双方の健康づくりの推進など、子
ども・子育て支援の総合的な調整業務に従事している。

譲れない、この想い。# 0 1 厚生労働省のミッション

医療保険 子ども子育て 年金

まだ見ぬその手に、バトンをつなぐ
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日本を起点に、
世界のDecent Workの実現へ
　労働分野で国際？というのは、イメージが沸きづらいかもしれ

ません。しかし、実は歴史的に見ると国際協調が重要と言われて

いる分野の一つです。「いずれかの国が人道的な労働条件を採用

しないことは、自国における労働条件の改善を希望する他の国の

障害となる」――国際労働機関（ILO）が100年以上前から憲章で

掲げているメッセージでも国際協調の必要性が謳われています。

　2020年の世界の総就労時間は、感染拡大前と比べて約8.8％

減少し、2億5500万人もの失業に相当するという推計がありま

す。新型コロナウイルス感染症の影響で、労働分野もかつてないほ

ど深刻な打撃を受けています。こうした状況にあるからこそ、日本

として、また国際社会全体として、“誰一人取り残さない社会”“よ

り良い仕事の未来”に向けた取組が今まさに求められています。

　まだ若輩者の私も、国際会議で発言するときは「日本代表」。

その責任と誇りを胸に、国際社会の中で日本が貢献し、日本、そ

して世界中の人々のDecent Work（働きがいのある人間らし

い仕事）の実現につなげる―こうした想いで、日々の業務に取り

組んでいます。

古橋 美佳 FURUHASHI Mika

大臣官房国際課 課長補佐
【平成23年入省】

日本の医薬品産業を
世界に誇る産業にするために

技能で世界を豊かに

　世界中の研究者が、革新的な新薬の研究開発に、日々勤

しんでいます。サイエンスに国境はありません。優れた新薬

の開発は、全人類への普遍的な貢献につながります。

　今、世界では、新型コロナウイルス感染症の流行により、

治療薬・ワクチンをはじめ、新薬開発への期待が大きく高

まっています。また、細胞治療薬や遺伝子治療薬など最先端

の医薬品も続々と生まれています。

　医薬品産業は成長産業であり、国民の命・健康を守る重

要産業です。日本の創薬力を強化したい。今般のパンデミッ

クのような緊急事態下においても必要な医薬品を安定的に

生産・供給できる、強靱な産業にしたい。

　こうした想いで、新薬の研究開発、薬事・保険適用、国内

流通、ジェネリック化といった医薬品の一生を俯瞰しつつ、

社会保障財政とのバランスも考えながら、日本の医薬品産

業がどのような方向を目指していくべきか、国の政策はどう

あるべきかを考える。日々頭を悩ませていますが、同時に、こ

れは厚生労働省でしか味わえない醍醐味でもある、そう感

じています。

千田 崇史 CHIDA  Takashi

医政局経済課 課長補佐
【平成23年入省】

　“Skills change lives”これは世界の代表者が様々な職

種の技能を競う場である「技能五輪国際大会」が掲げる世界

的な理念です。そして、この理念にあるように、戦後、高い技術

力を背景に豊かな生活を実現してきたのが、まさしく日本。こ

うした実績を世界に示し、培った技術を海外へ発信・伝承する

ことも、我が国に求められる役割の1つだと考えています。

　このようなミッションのもと、厚生労働省では、開発途上国

を中心とした技能労働者の育成を支援するべく、様々な国際

協力を行っています。例えば、来日した実習生が、日本の様々

な分野の技能を修得することを支える「技能実習制度」や、技

能検定、訓練方法等に関するノウハウを現地での研修等を通

じて移転することによって、開発途上国の技能評価システム

の構築・改善を支援する事業などを進めています。

　「技能で世界を豊かにしたい」そんな想いを胸に、今後も我

が国、そして世界の人づくりに貢献していきたいと思います。

原田 自由 HARADA Yoriyuki

人材開発統括官付人材開発総務担当参事官室 係長
【平成26年入省】

譲
れ
な
い
、
こ
の
想
い
。

# 0 1

厚
生
労
働
省
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

医薬品産業政策の企画立案に従事。新薬の研究開発から
薬事承認・保険適用、国内流通、ジェネリック化までを見渡
して、我が国で革新的な医薬品が生み出されるとともに、
必要な医薬品が滞りなく国民の手に届くようにするため
の環境整備に取り組んでいる。

若者や障害を持つ方々、そして高齢者や外国人まで、国内
外におけるあらゆる方々のニーズを踏まえた「人づくり」を
支援すべく、制度の改革や新規施策の企画立案に取り組ん
でいる。

労働分野における国際協力業務に従事。国際労働機関
（ILO）、G20、G7といった労働に関する国際的な課題等を
議論する場における日本の対応・発言について、立案・調整
を行っている。

譲れない、この想い。# 0 1 厚生労働省のミッション

医薬品・医療機器 国際貢献 能力開発・海外人材育成

日本が、世界をリードする
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新型コロナウイルス感染症対策の最前線 新型コロナウイルス感染症対策の推進新型コロナウイルス感染症対策の推進

　2019年12月に中国・武漢で発生し、2020年1月半ば日本国内で初めて感染者が確認された「新型コロナウイ
ルス感染症」。日に日にその勢いが増すなか、政府は同年4月に入り、まず7都府県に、その後全国に緊急事態宣言
を発出しました。さらに、2021年1月に再度の緊急事態を宣言し、国を挙げたこの感染症との戦いが続いています
（2021年２月現在）。そこで、この特集では、厚生労働省における新型コロナ感染症対策の取組について取り上げます。

　政府は2020年1月30日、新型コロナウイルス感染症対策を総合的かつ強力に推進するため、司令塔である「新
型コロナウイルス感染症対策本部」（本部長：内閣総理大臣）の設置を閣議決定しました。

　厚生労働省も、それに先立つ1月28日に「新型コロナウイルス感染症対策推進本部」（本部長：厚生労働大臣／以下「コロナ
本部」）を設置。田村厚生労働大臣のリーダーシップの下、省全体が一丸となって、また関係省庁とも緊密に連携しな
がら感染症対策を進めています。

　コロナ本部では、感染症対策の基本戦略の立案、検査体制や医療体制の整備、ワクチンの確保と地域における
接種体制の整備、クラスター対策、医療物資の確保、水際対策、国民の皆様への情報発信など、各種課題に対応で
きるよう必要な体制を組んでおり、日々さまざまな対策に取り組んでいます。こうした体制は、感染症対策の進展に
応じて機動的に組み替えています。

　任務に当たる職員は感染症対策を担当する部署以外からも応援に駆けつけ、感染拡大を防止し被害を最小限
に食い止めるべく、昼夜を問わず各任務に励んでいます。この特集では、コロナ本部で感染症対策の任務に当たる
３名の職員と、生活困窮者支援、雇用維持の観点からそれぞれの担当部局で対策に取り組む２名の職員から、
日々の任務や、任務に当たる思いを語ってもらいました。

※この記事の情報は、2021年2月執筆当時のものです。

1人でも多くの命を守る
　新型コロナウイルス感染症が国内で確認されて１年。事態

が時々刻々と変化する中で、前例のない未知のウイルスへの

対応は、決して簡単なものではありませんでした。海外動向の

収集・分析、検査や治療法の確立など様々な課題があり、どう

対策を講じていくべきか、日々対応に追われていました。

　それでも、１つ１つの事例への対応で得られた経験や知見

を分析して、ウイルスのゲノム解析による感染経路の解明や、

感染の連鎖を防ぐクラスター対策など効果的な感染症対策に

取り組んできました。さらに、次の未知なる感染症に備え、地域

の感染症対策の医療構想やウイルスゲノム解析の研究体制の

整備など、将来に向けた政策も進めています。

　未知のウイルスから１人でも多くの命を守っていく。そして、

この感染症が変えてしまった日常を、少しでもより良いものに

していく。そのために、これからも課題解決に向けた新たな対

策に取り組んでいきます。

麻那古 直大 MANAGO Naohiro

健康局結核感染症課 課長補佐
【平成20年】

新型コロナウイルス感染症の状況分析や感染症対策の立
案などに従事。パンデミックの収束に向けて、新型コロナウ
イルス感染症やその変異株に対応するための基本戦略の
策定などに取り組んでいる。
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中国武漢市における原因不明のウイルス性肺炎の発生に関して武漢当局が発表

中国における原因不明肺炎の発生について、厚生労働省でプレスリリース

国内における新型コロナウイルス感染症患者１例目を確認

「新型コロナウイルス感染症対策推進本部」（本部長：厚生労働大臣）を設置

政府の新型コロナウイルス感染症対策本部（本部長：内閣総理大臣）

（以下「政府対策本部」）第１回会合を開催

クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の横浜・大黒ふ頭沖での検疫の開始

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議を設置

内閣官房に新型コロナウイルス感染症対策推進室を設置

政府対策本部で「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を決定

緊急事態宣言を発出（対象区域は東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡）

緊急事態宣言の区域を変更（全国に拡充）

緊急事態宣言全面解除

政府対策本部において「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」を取りまとめ

イギリス変異ウイルスへの感染を確認。外国人の新規入国を停止するなど水際対策を強化

緊急事態宣言を発出（対象区域は東京、埼玉、千葉、神奈川）

緊急事態宣言の区域を変更（大阪、兵庫、京都、愛知、岐阜、福岡、栃木を追加）

緊急事態宣言の区域を変更（対象区域は東京、埼玉、千葉、神奈川）

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が成立、公布。13日に施行

生活支援

新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの経緯について 2021年3月時点

特集

ワクチン
治療薬

水際対策
（検疫）

社会福祉

医療体制 感染拡大
防止

PCR検査

休業

雇用維持

テレワーク

新型コロナウイルス
対策推進本部

保険局

医薬・生活
衛生局

老健局

子ども
家庭局

社会・
援護局

医政局

健康局

労働
基準局

職業
安定局

雇用環境・
均等局

省内各部局において、
新型コロナウイルス感染症
にともなう政策課題へ対応

省全体が一丸となり、関係省庁とも緊密に連携しながら
新型コロナウイルス感染症対策を推進

感染症対策の基本戦略の立案、検
査体制・医療体制の整備、ワクチン
の確保と接種体制の整備等、様々
な感染症対策に取り組む。

厚生労働省

（本部長：厚生労働大臣）
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生活の基礎たる
「雇用」を下支えする仕事
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、特に宿泊業や飲
食業などの企業に対して営業自粛などが求められた結果、多くの
人々が休業・失業せざるを得なくなりました。感染症対策や医療
体制の確保が重要なのは勿論ですが、その一方で休業・失業に
よって収入を失い、生活が不安定になっている人がいることを忘
れてはいけません。こうした人々の生活を守るため、雇用維持の
施策が必要とされています。
　政府は雇用維持に取り組む企業を支援するため、労働者に休
業手当を支払う企業を支援する雇用調整助成金について特例措
置を講ずるとともに、労働者からの申請に対して直接支給する新
型コロナウイルス感染症対応休業支援金を創設して休業中の
人々の生活を支援しています。このほかにも、やむを得ず離職し
た方が安心して再就職活動をできるよう、雇用保険の失業等給付
を拡充する特例を設けました。
　令和３年２月現在、２度目の緊急事態宣言により、人々の雇用
は再び危機に直面しています。日本の企業や労働者がこの局面を
乗り越えられるよう、日々の業務に邁進しています。

朝井 優 ASAI Yu

職業安定局雇用保険課 係長
【平成28年入省】

コロナ禍における
日本の医療を考える

一人も取り残すことのない
生活支援を

　私は、令和２年１月、国内で新型コロナウイルス感染症の
発症例が確認され、あるいは武漢からのチャーター便受け
入れ等の対応を行っていた頃から、新型コロナウイルス感染
症対策推進本部に所属し、日々、国内の医療提供のあり方を
検討してきました。感染拡大時には目の前の課題に全力で
取り組み、感染が落ち着けば次の感染拡大に備えて改善点
を洗い出す――その際には、季節性インフルエンザの流行
想定時期や検査手法の追加などの新たな要素も考慮しつ
つ、自治体や専門家、医療機関の皆様と一緒に知恵を絞っ
て、医療提供体制の整備に取り組んできました。
　医療は、感染者の最後の砦である一方、地域の医療資源
が限られている中で、コロナ患者への対応のみならず、がん
や心血管疾患、救急医療などの一般医療も含めて必要な医
療を受けられる体制を確保することが重要だと考えていま
す。こうした未曾有の事態に対して、最前線で関わり続ける
ことはとても大変でしたが、日本の医療を真剣に考えて、関
係者のみんなと議論した日々は、私にとって得難い経験と
なっています。

片山 伽奈子 KATAYAMA Kanako

医政局医療経営支援課 係長
【平成28年入省】

　新型コロナウイルス感染症により、生活資金や住まいの確保
が難しくなるケースが増えています。既存制度の枠組みでも
様々な支援がありますが、フリーランスの方やアルバイトを複
数かけもちして生計を立てている方等については、コロナの影
響で収入が減少しても、他制度の要件に当てはまらず、必要な
支援を受けられない場合があります。
　多くの方の生活が苦しくなっているコロナ禍においては、今
まで以上に様々な状況におかれた一人ひとりを支援できるよう
な柔軟なサービスが必要とされています。
　厚生労働省では、お金、仕事、住まい等に関して、相談支援を
通じて汲み取った個々のニーズに沿った支援や、生活資金の貸
付などを推進してきたところです。この度、こうした既存の制度
を大幅に拡充し、コロナの影響で一時的に資金繰りが厳しく
なっている方や、家賃の支払いが難しくなっている方に対し、資
金貸付や家賃給付を柔軟に行う制度を推進しています。
　多くの方が困難な状況にある今だからこそ、一人ひとりへ丁
寧な支援を行っていく。個々人の生活を守る柔軟な制度の必要
性を感じています。

太田 美桜 Ota Mio

社会・援護局地域福祉課
【令和元年入省】

医療提供体制確保のため、病床の確保や外来診療体制整備な
どに従事。コロナ医療と一般医療を両立し、コロナ患者のみな
らず誰もが必要な医療を受けられるよう、取組を進めている。

コロナの影響等により、様々な状況に置かれた一人ひとり
の生活を保障するため、家賃給付など、既存の制度の大幅
な拡充に取り組んでいる。

労働者が失業等をしたときに生活に必要な給付を行うことで
再就職を支援する「雇用保険制度」を所掌するほか、新型コロ
ナウイルス感染症による雇用への影響に対応するため、助成
金等によって休業中の労働者の生活支援に取り組んでいる。

前例のないワクチン接種事業に
取り組む
　新型コロナウイルス感染症の発生以降、前例のないスピードで
ワクチンの開発が進められ、日本でも承認を受けたワクチンの接
種が始まっています。
　ワクチンは、開発から薬事承認、生産・流通体制の構築、身近な
地域での接種を可能とする自治体や医療機関での体制構築、副反
応への対応など、実に多くのプレイヤーが複雑に関わる施策であ
り、接種の是非に関わる議論も含めて決して容易なものではあり
ません。今回は、国民のほとんどが接種対象になることが想定さ
れたため、昨年の早い段階から膨大な準備・調整・交渉が行われ
てきました。
　こうした中、私自身は、ワクチン確保のための各企業との交渉を
主に担当しています。「全国民分のワクチンを、いかに早く確実に確
保できるか」――異なるバックグラウンドを持つメンバーとともに
様々な角度から情報収集・分析し、トップも含めた意思決定のサ
ポートや、実務を担う者同士での数多くの協議に参加してきまし
た。時に大きな困難や批判を伴うことは避けられませんが、他方で、
この経験は国でしかできない仕事であるとも感じています。

藤野 雅弘 FUJINO Masahiro

健康局健康課予防接種室 課長補佐
【平成20年入省】

新型コロナワクチンの接種事業に従事。現在は、円滑な接
種を実現するため、各企業や関係省庁とも連携し、主にワク
チンやその他の必要な物資の確保、物流の体制整備に取り
組んでいます。

特集 新型コロナウイルス感染症対策の最前線
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