
厚生労働省のキャリアパス

一人ひとりが、この手で。 C a r e e r
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。

ここでご紹介する職員は、年次も、勤務場所も、入省動機も、業務経験も、十人十色・千差万別。

しかし、年次や働く場所は異なれど、一人ひとりが、まさにその手でこれからの社会を形作らんと

奮闘しているのは、共通事項。多様なフィールド、そして色とりどりの志が、あなたを待っていま

す。さあ、今度はあなたの番です。あなたが社会を変えるなら、どんなキャリアを歩みますか。

多様なキャリアパス

1年目～ 4年目～ 9年目～ 18年目～
キャリアステップ

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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社会から障壁を
取り除いていく仕事
　みなさんは障害の「社会モデル」を知っていますか？ 障害者

が直面している困難は、個人の心身機能が制約されているこ

とに因るものではなく、マジョリティ（「健常者」）を前提とした

「社会」によって「障壁」がつくり出されていることに因るもの

なのだ、という考え方です。言い換えれば、その障壁を取り除く

のはまさしく社会の責務だということになります。

　世の中を見ると、障害者のみならず、疾病、性別、性的指向、

家庭環境、居住地・出身地・・・といった様々な違いで、社会に

よって困難を強いられている人たちがたくさんいます。厚生労

働省のひとつの役割は、社会と向き合い、こうした困難や障壁

をひとつひとつ取り除いていくことなのだと思います。

　私が入省して実感したのは、このような仕事は一人では決

してなし得ないこと、そして、多くの人の力が集まれば必ず進

められるということです。行政官としてでなくても構いません、

でもできれば厚生労働省の職員として、みなさんがこの輪に

加わってくれるなら、これほど嬉しいことはありません。

中村 健太郎 NAKAMURA Kentaro

職業安定局障害者雇用対策課
係長
【平成28年入省】

あの日と未来に
想いを馳せながら

社会保障と財政健全化の狭間で

　「将来世代まで含めた誰もがバックグラウンドを問わず自己

実現できる社会づくりに携わりたい」そんな想いで厚生労働省

の門を叩きました。

　数年前、遠方の祖母がペースメーカーの埋め込み手術を受

けたことを知りました。「あんなにタフな祖母が…」という衝撃、

何も力になれなかった自分の情けなさ－あの日の気持ちは今

でもよく覚えています。

　ファイナンスの世界である医療保険は、一見理詰めの世界に

も思えます。でも、たった一枚の保険証で必要な医療を受けら

れることが、どれほどの安心を支えているかを思うと－実は、と

ても一人ひとりに寄り添った制度なのだと感じます。

　今を生きる方の日々のくらしをまもること、そして医療保険制

度を着実に将来世代に引き継ぐこと。２つの重要なミッション

の共通解を見つけるべく、省内では日々活気ある議論が交わさ

れています。

　あの時祖母を助けてくれた制度が、いつかは友人や私自身

を支えてくれる。そうした想いで制度改正に取り組んでいます。

成瀬 双葉 NARUSE Futaba

保険局高齢者医療課
係員
【令和元年入省】

本気で人の“幸せ”を想い、
形にする
　みんなが健康で、笑って暮らせる社会を支えたい。そんな思い

を胸に、私が厚生労働省の門を叩いたのは、近しい人を病気で

亡くしたことがきっかけでした。健康がかけがえのないものであ

ること、また、健康だからこそ掴める幸せがあることを強く感じ、

その幸せを支えたいと思ったことが始まりです。

　現在携わっている労働行政は、人々の“働く“を守り、寄り添う

仕事です。「世界は誰かの仕事でできている。」誰もが耳にしたこ

とのある有名なキャッチコピーですが、まさに労働の上に人の暮

らしは成り立っています。私たちには、全ての人が安心・安全に、

生き生きと働くことが出来る環境を作り、明るい暮らしを守ると

いう使命があります。突如現れた新型コロナウイルス感染症が

人々の健康・労働・暮らしを脅かすのを一職員として目の当たり

にする中で、この使命を全うすることの重要さを痛感しています。

　“幸せ“という言葉はひどく曖昧で、形や種類は様々ですが、自

分が大切にしたい“幸せ”を守る手段が、ここにはある。だからこ

そ日々の仕事に全力で取り組み、想いを形にしていきます。

村田 一真 MURATA Kazuma

労働基準局総務課
係員
【令和2年入省】

　未来の国民に対しても、堂々と説明できる内容か――省の

予算編成を担当する私が、予算の説明をするとき、自問自答し

ていることです。

　より良い制度のための歳出増は、ともすれば未来への負債

の先送りにもなりかねない。厚生労働省の政策は、未来の国

民に対しても責任を負っているのです。

　一方で、一般論では片付けられない生活が、人生が、ありま

す。子育て支援が充実しておらず仕事を続けられなかった人、

高額な治療を諦めざるを得なかった人を、業務を通じて見て

きました。未来の自分とも重なるようで、決して他人事ではな

い。だからこそ、入省以来、より良い社会保障制度を作ろうと

奔走してきました。負債の先送りだからと社会保障関係費を

削減し、社会保障制度を縮小することが、未来の国民にとって

の「正解」とは言い切れないのです。

　「社会保障の充実」と「財政的な持続可能性」の狭間で、私

は常に悩み、苦しみ、もがいています。2つの命題の狭間に、

正解はあるのか。

　一見、答えなどないように思えるこの難問に、それでも向き

合っていく。私なりの、未来への責任の果たし方です。

若松 藍子 WAKAMOTSU Aiko

大臣官房会計課
係長
【平成26年入省】

一人ひとりが、この手で。# 0 2
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育児の大変さと喜び

　この1年、省内、そして自身の業務としても新型コロナ

ウイルス感染症対応に追われる中、「それでもこれは前に

進めないと」、と思い取り組んできたのが、男性の育休取

得促進策を含む育児休業制度の改正です。

　働き方や家族のあり方が大きく変化する今日におい

て、「仕事と子育て等の両立」という政策分野はニーズも

理想も人によってさまざま――「キャリアの継続」を重視

する方もいれば、「育児等の時間の確実な確保」を重視

する方もいます。こうした具体的な声・ニーズを踏まえて

施策につなげることが基本ですが、個々人が抱えている

ニーズや課題は、その人固有のものではなく、社会課題

とつながっている場合が多いことも考慮しなければなり

ません。

　当事者一人ひとりの主観的な想いと、「なぜそういう

ニーズがあるのか」といった客観的な分析、そして長い目

で見たときに「仕事と子育て等の両立はどうあるべきなの

か」という政策の方向性。――常にこの3つを意識しなが

ら制度改正に取り組んできました。

　また、「仕事と子育ての両立」というと、その大変さが強

調されがちですが（実際、私も「大変だ！」と思うこともあり

ますが）、子育てには大変さ以上に喜びがある――自分自

身、小さな娘と過ごしていてそう感じています。だからこ

そ、男女問わず若い世代の人が仕事と育児の両立を前向

きにとらえられるよう、今回の制度改正の内容を決める文

章を作る際、「育児の大変さを…」という文章の中に、「喜

び」という言葉を加えました。

試行錯誤の毎日

　これは働く親皆の悩みかもしれませんが、率直なとこ

ろ、「目一杯仕事したい！」という気持ちと、「一刻も早く

帰って子どもに会いたい！」という気持ち、この2つのはざ

まで日々葛藤しています。それでも、やりがいのある仕事

に全力で取り組みながら、自宅に帰れば「ママ大好き」と

無償の愛情を注いでくれる子どもがいる。私がこんな毎

日を送ることが出来るのも、家族や職場の理解、両立に取

り組んできた先輩たちの努力があってこそ。

　私自身、「仕事と子育ての両立」を目指す一人の親とし

て試行錯誤を重ねる日々ですが、社会全体として、この国

で働く人それぞれが自身の希望をかなえられるよう、政策

としても1つずつ前に進めていきたいと思っています。

とある先輩の言葉

　「松圡は、1年間で3つの法改正に対応したことになるのか」
令和3年2月、担当していた新型コロナウイルス感染症対

策のための法律案が国会で可決された後、職場の先輩に

かけられた言葉です。この時、自分自身そういった認識は

なかったので一瞬ハッとしましたが、新型コロナウイルス感

染症対策は途上であるものの、1年間本当に色々あったな

と回顧することとなった言葉でした。

「法令事務官」として

　現在、私は本来の役職である年金局の席を離れ、新型コ

ロナウイルス感染症対策推進本部で仕事をしています。昨

年3月は内閣官房に出向し緊急事態宣言の根拠となった

いわゆる特措法の改正、昨年秋は新型コロナウイルス感染

症のワクチンに関する予防接種法の改正、そして、今年は

再度特措法の改正（感染症法・検疫法を担当）と1年間で計

3つの法改正を担当しました。

　国家公務員の仕事の一つとして、法律案を作り、国会に

提案する仕事があります。社会の課題に対し、何が必要か

を考え、制度設計をした結果として、それが法改正を必要

とするものであれば、条文を書いて法律案を作成していく。

言葉にするとシンプルですが、決して簡単なことではありま

せん。本当に、本当に、たくさん、悩みます。

社会の課題に立ち向かう

　法改正の仕事は、誤解を恐れずに言うと正直不安です。なぜ

なら、自分たちが書いた法律案が国会で可決され、公布・施行

された場合、その文字が、社会に適用されるルールを形成す

るからです。でも、だからこそ、あらゆる努力を重ねています。

　関係法令や通知を読み漁り、制度に関係するあらゆる情

報を頭に入れた上で、改正に際してどのような課題がある

か、一生懸命考える。「現実に即したルールになっている

か？」「足りていない条文はないか？」「他制度への影響を見

逃していないか？」「他国の対応にヒントは無いだろうか？」

――様々なことに考えを巡らせる。こうしたことを毎日毎日

考え続けながら、一文ずつ条文案を書き、多様な意見を持

つ関係者と調整をした上で、法律案を作りあげていきます。

　法改正は、地道で泥臭い作業も伴います。でも、想像して

みてください。自分が携わった法律案が可決され、世の中

に出て、「一歩でも世の中がよくなった」と感じられること

を。この仕事のやりがいは、計り知れません。

平成20年厚生労働省入省。労働基準局、大臣官房（採用担当）、年
金局、職業安定局での勤務のほか、米国にて半年間の在外研修。
その後、内閣官房（成長戦略担当）に出向し、産休・育休を経て、
内閣府食品安全委員会事務局で勤務後、令和2年4月より現職。

安部 愛子 ABE Aiko

雇用環境・均等局 職業生活両立課
課長補佐
【平成20年入省】

「行政官」、
そして「一人の親」として

平成25年厚生労働省入省。医薬食品局、労働基準局、大臣官房
総務課（途中、内閣官房へ出向）で勤務し、令和2年8月より現職。
2児の父。

松圡 拓也 MATSUDO Takuya

年金局年金課
（併任：新型コロナウイルス感染症対策推進本部）
課長補佐
【平成25年入省】

社会の課題に立ち向かう、
法改正に関わる魅力

一人ひとりが、この手で。# 0 2
厚生労働省のキャリアパス
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生きづらさ、暮らしにくさの要因

　目の見えない人が多数派である社会を想像すれば、点

字書籍や音声信号機が標準となり、目の見えないことが

ハンディにならない一方で、少数派の「目の見える人」の

ための街灯の整備などは後回しとなり、私たちは夜道も

歩けないかも知れません。知的障害は、読み・書き・そろ

ばんが必須の近代社会になって初めて「障害」と意識さ

れるようになったという説もあります。障害のある人が

心身に何らかの特徴を持っているとしても、それが故に

社会生活の様々な場面で生きづらさ、暮らしにくさを抱

えて生きていかざるを得ないのは、その時代の社会環境

や社会構造との関係で生じている問題と言えます。

　また、我が国のひとり親家庭の「子どもの貧困率」は先

進国で最も高くなっています。我が国の母子家庭の母の

就労率は先進国で最も高いのですが、この国の労働市

場における「男性と女性」「正規労働者と非正規労働者」

の雇用格差、あるいは「子どもや子育てに対する社会的

支援」の手薄さが、母子家庭の生きづらさ、暮らしにくさ

に大きく影響しているのです。

厚生労働省の役割

　自助を基本とする社会でも、個人の努力で乗り越えら

れない「社会構造」の問題は、社会全体で解決していか

なければなりません。社会のルールづくりを担う公務員

の役割と責任は大きいと思います。とりわけ、国民生活と

密着した厚生労働省は、声になりにくい生きづらさ、暮ら

しにくさをしっかり拾い上げ、社会の仕組みに反映して

いくべき職場です。

　ある人にとって好ましいことが別の人にとっては必ず

しもそうではない場合も多々あります。国民の価値観が

多様化している中で、様々な関係者の意見に耳を傾け、

折り合いをつけながら、一歩ずつ「誰もがその人らしく暮

らせる社会」を実現していくこと、それが厚労省の仕事と

思っています。

　是非、皆さんも「誰もがその人らしく暮らせる社会」の

実現に向けて一緒に奮闘しませんか？お待ちしています。

「働くこと」「人」に関することが仕事

　入省して24年。社会の課題を一歩先取りして解決策

を提案する仕事、過去からの課題を解決する仕事、目の

前の困りごとを抱える方々を支援する仕事など様々経験

してきましたが、すべて「働くこと」「人」に関することとい

う一本の軸があります。本省勤務の他、外務省や新潟県

への出向など、仕事を通じての経験や人との出会いを通

じて、視野が広がり、点と点がつながり、線になり、面に

なるような感覚があります。好きなことを仕事にでき、自

らの成長にもつなげられることは幸せだと思います。

「仕事と育児の両立」とその経験からの学び

　仕事中心の生活を送っていましたが、8年前に妊娠・

出産し、私自身、行政サービスの受け手の立場を経験し

ました。先輩達が一つずつ作り上げてきた数多の制度や

施策のお陰で、産前産後・育児休業を取得し、安心して

母になることができました。職場復帰後は、先輩達の例

を参考にしつつ、フレックスタイムやテレワーク、保育園

やファミリーサポートセンターの支援を活用し、夫と二

人で試行錯誤しながら、自分達なりのスタイルで仕事と

育児を両立してきました。また、それらの経験を通じて多

くのことを学ぶとともに、生活者の視点から初めて見え

てきた課題も多々あります。それを行政官としての仕事

に活かしていきたいと考えています。

次世代の未来を描き、創る

　解決すべき課題は、山積しており、終わりも正解もあり

ません。また、政策形成過程では様々な利害、制約がある

ため、一足飛びに理想形にたどり着けることもありませ

ん。その中で、よりよい社会の未来予想図を描き、その実

現に向けた取組を一歩ずつ進めていくのが私たちの仕

事です。

　現在は、女性活躍推進や男性の育児休業取得促進の

仕事に携わっています。今7歳の息子が社会に出る頃に

は、希望する人が意欲と能力に応じて仕事に就き、男女

ともにより幸せを感じられる働き方、暮らし方ができるよ

うにしたいと考えながら、日々の仕事に向き合っていま

す。そして、自らの仕事を通じて次世代の未来を描き、創

ることができることに幸せに感じています。

　このような想いを共有し、一緒に取り組んでくださる

皆さんの入省をお待ちしています。

平成4年旧厚生省入省。年金、子育て支援、介護保険関係の部局
などを経験。さらに財務省・文科省、地方自治体（千葉県）などへ
の出向経験あり。課長級としては、介護保険制度改正、幼児教育・
保育の無償化、年金制度改正、介護報酬改定などを担当。
令和2年7月より現職。

竹林 悟史 TAKEBAYASHI Satoshi

老健局
総務課長
【平成4年入省】

誰もがその人らしく
暮らせる社会に向けて

平成9年旧労働省入省。中央省庁再編（大臣官房）、ILO条約批准
（外務省（出向））、高年齢者雇用安定法改正（職業安定局）、就職
氷河期対策（人材開発統括官）等を担当。この他、米国留学、新潟
県出向（労政雇用課長）、育児休業（1年半）を経験。
令和2年8月より現職。

前田 奈歩子 MAEDA Nahoko

雇用環境・均等局
企画官
【平成9年入省】

次世代の未来を描き、
創る幸せ

一人ひとりが、この手で。# 0 2
厚生労働省のキャリアパス
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国内（他府省庁、民間企業、大学）

厚生労働行政×「ビジネス感覚」

　現在、私は、東京海上日動に出向し、商品部門で保険商品の

開発に取り組んでいます。日々、東京海上日動で得られる「ビジ

ネス感覚」に刺激を受けています。

　保険商品の開発に当たっては、①商品の価値やその社会的

意義、②商品の売り、③シンプルさ（機能美）、④商品の魅力の伝

え方といった点をこれでもかというぐらいに徹底的に議論しま

す。競合他社が複数存在するため、数多くの商品の中からお客

様に選んで頂く必要があるので、商品の「バリュー」「長所」「使

いやすさ」「わかりやすさ」等をとことん追求していくわけです。

　このようなビジネス感覚は、厚生労働省にも必要だと感じて

います。厚生労働省の提供する社会保障サービス等には、競合

相手がいませんが、すべての国民の皆様の生活や人生に深く

密接に関わります。だからこそ、確実に安全・安心をお届けする

ため、社会保障サービス等を国民の皆様に「必要だ」と感じて

頂き、是非とも「使いたい」と思って頂く工夫が必要です。ビジ

ネス感覚を磨けば、厚生労働省には国民の皆様のお役に立て

る可能性がまだまだありそうです。

渡邉 一真 WATANABE Kazuma

東京海上日動個人商品業務部
担当課長
【平成15年入省】

数ある省庁の中で
厚生労働省が果たすべき役割
　いわゆる就職氷河期世代の方々の中には、就職期がたまたま

バブル崩壊後の厳しい経済状況にあった故に、現在に至るまで

様々な課題に直面しながら苦労しておられる方が少なからずい

らっしゃいます。

　現在、私は内閣官房で就職氷河期世代支援の大きな方向性

を考える仕事をしており、ともに働く他省庁出身者、民間企業出

向者、自治体出身者といった多様性あふれるメンバーから、業界

ごとに異なる企業の採用ニーズや自治体の抱える事情といった

話を聞き、新たな視点や気づきを得る日々です。その一方で、具

体的な支援策を考えると、生活に困りごとや不安を抱えている

方への支援や、職業紹介・職業訓練、採用・人材育成を行う企業

への支援といった厚生労働省の施策が多くを占めており、我が

省の果たすべき役割の大きさを改めて認識させられます。

　就職氷河期世代で苦労をしておられる方々お一人お一人の

事情に寄り添い、御本人に合った形で活躍できる環境整備を進

めていくーーそのために、厚生労働省で培った知見やネット

ワークを総動員しながら、多くの省庁を巻き込んで、政府一丸と

なって取り組んでいきます。

朝比奈 祥子 ASAHINA Shoko

内閣官房就職氷河期世代支援推進室
企画官
【平成14年入省】

一人ひとりの生活を支えるために

　現在、内閣府で、子ども・子育て支援新制度の担当をしてい

ます。ずっと携わりたいと思っていた分野を担当できて嬉しく思

うと同時に、子育て分野は世間の関心が非常に高く、国民生活

への影響も非常に大きいことを日々実感しています。

　子育て分野における内閣府の主な役割は、個別の施策にと

らわれず広い視野を持って、子ども・子育て支援は「こうあるべ

き」という大きな絵を描くことです。他方で、描いた絵を絵で終

わらせず、現実のものにするために、具体的にどのような支援

を行って、実際に人々の生活を支えていくべきなのか。こうした

点を考えると、個別施策が果たす役割の大きさを感じます。

　子育て分野1つをとっても、必要な支援は、妊娠、出産、仕事

との両立等さまざま。これに対し、厚生労働省は、医療・福祉・

労働などのあらゆる分野からアプローチし、「一人ひとり」に必

要な支援が行き届くように取り組んでいる、そうしたことが出

向してよりクリアになりました。

　1つの課題に対して様々な具体的アプローチをして解決を

図る―これが厚生労働行政の魅力だと思います。

坪井 尚子 TSUBOI Naoko

内閣府子ども・子育て本部参事官
（子ども・子育て支援担当）付参事官補佐
【平成25年入省】

大学から厚生労働省を見つめ直す

　私は、学生と共に、地域福祉をテーマとしたワークショップを

行っています。例えば、8050問題については、高齢の親やひき

こもりの子に対して自治体が行う相談・支援等の事業をはじ

め、他にも民間団体や住民が主体となって行う支援活動があり

ますが、それぞれの取組をどのように組み合わせていくのか、

各種取組を推進するために必要な政策は何なのか――こうし

た点について、制度の現状や地域の実情を調査しながら議論

を重ねています。

　教育・研究を通じて改めて感じるのは、厚生労働省は、それ

自体が「知」の創造の場であるということです。国民のあらゆる

生活課題に関する制度を所管し、多様な人材が集まり議論しな

がら解決策を探っていく。そして、その成果を法制度や事業の

形にし、国民や自治体の皆さんと共有し、それぞれの活動を支

えながら全国に展開していく役割を担っているのです。

　このように厚生労働行政を客観的に見つめ直す中で、新鮮

な気持ちを抱きつつ、大学での経験を今度は本省での職務に

活かしていきたいという思いを強くしています。

橋本 敬史 HASHIMOTO Takashi

東北大学公共政策大学院
教授
【平成5年入省】

子ども・子育て本部の執務室にて

き」という大きな絵を描くことです。他方で、描いた絵を絵で終

わらせず、現実のものにするために、具体的にどのような支援

を行って、実際に人々の生活を支えていくべきなのか。こうした

点を考えると、個別施策が果たす役割の大きさを感じます。

　子育て分野1つをとっても、必要な支援は、妊娠、出産、仕事

との両立等さまざま。これに対し、厚生労働省は、医療・福祉・

労働などのあらゆる分野からアプローチし、「一人ひとり」に必

坪井 尚子 TSUBOI Naoko

内閣府子ども・子育て本部参事官

子ども・子育て本部の執務室にて子ども・子育て本部の執務室にて 大学の研究室にて

た点について、制度の現状や地域の実情を調査しながら議論

を重ねています。

　教育・研究を通じて改めて感じるのは、厚生労働省は、それ

自体が「知」の創造の場であるということです。国民のあらゆる

生活課題に関する制度を所管し、多様な人材が集まり議論しな

がら解決策を探っていく。そして、その成果を法制度や事業の

形にし、国民や自治体の皆さんと共有し、それぞれの活動を支

HASHIMOTO Takashi

東北大学公共政策大学院

大学の研究室にて大学の研究室にて

本社ビルにて

す。競合他社が複数存在するため、数多くの商品の中からお客

様に選んで頂く必要があるので、商品の「バリュー」「長所」「使

いやすさ」「わかりやすさ」等をとことん追求していくわけです。

　このようなビジネス感覚は、厚生労働省にも必要だと感じて

います。厚生労働省の提供する社会保障サービス等には、競合

相手がいませんが、すべての国民の皆様の生活や人生に深く

密接に関わります。だからこそ、確実に安全・安心をお届けする

WATANABE Kazuma

東京海上日動個人商品業務部

本社ビルにて本社ビルにて内閣官房の庁舎前で

向者、自治体出身者といった多様性あふれるメンバーから、業界

ごとに異なる企業の採用ニーズや自治体の抱える事情といった

話を聞き、新たな視点や気づきを得る日々です。その一方で、具

体的な支援策を考えると、生活に困りごとや不安を抱えている

方への支援や、職業紹介・職業訓練、採用・人材育成を行う企業

への支援といった厚生労働省の施策が多くを占めており、我が

省の果たすべき役割の大きさを改めて認識させられます。

ASAHINA Shoko

内閣官房就職氷河期世代支援推進室

内閣官房の庁舎前で内閣官房の庁舎前で
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国内（地方自治体）

支え合い、分かち合い、
未来につなぐ
　私は、ここ広島市で地方行政に携わる機会に恵まれ、医療政

策課長を経て、現職では、市政全体を俯瞰し、全庁的な重要政策

を企画・総合調整する仕事を担当しています。

　中国・四国地方の中枢都市である本市でも、少子化・高齢化、

人口減少等への対応が最大の課題であり、新たな総合計画を策

定して持続可能なまちづくりを進めています。その際、基礎自治

体の役割として、地域コミュニティを活性化し、支え合いの取組

を広げ、地域共生社会の基盤を強化することを重視しており、社

会福祉協議会を中心に様々な地域団体が連携して包括的支援

を行う体制づくり等に取り組んでいます。

　また、新型コロナウイルス感染症対策を講じる中では、社会経

済活動が生命・健康や暮らし・雇用の安定の上に成り立っている

ことや、地域の皆で支え合うことの大切さを改めて実感しました。

　成熟社会を迎え、支え合いと分かち合いによる全体の調和が

必要ですが、国でも地方でも、その実現は簡単ではありません。

我が国の将来の鍵を握る厚生労働行政に軸足を置く１人とし

て、同志とともに挑戦を続ける決意を新たにしています。

芦田 雅嗣 ASHIDA Masatsugu

広島市企画総務局企画調整部
政策企画課長
【平成18年入省】

福祉政策の最前線にて

　内定者時代、同期で集まり、若年性認知症をテーマにした映

画を見ました。記憶を失っていく主人公に感情移入し泣き出す

同期もいたことを覚えています。しかし、行政官となった今、誰

もが認知症になりうる現代においては、それを「悲しいテーマ」

で終わらせてはならないと考えています。

　現在私は、明石市で認知症施策に関わる企画立案の仕事を

しています。昨年10月から、認知症に係る診断費用を無償化す

るなど、早期発見し必要な支援につなぐ取組を進めるととも

に、「認知症手帳」を発行し、一冊に必要な情報を集約すること

で継続的な支援につなげています。今後は、研修を通して認知

症サポーターの専門性を高め、認知症の方への見守り支援な

ど、サポーターの活躍の場を広げる予定です。その取組を通し

て、認知症への地域理解を促進し、住み慣れた地域で安心して

暮らし続けられる街づくりを進めていきます。

　現場で働く方々と接すると、厚生労働行政は、人の一生にか

かわる重要な仕事だと実感します。厚生労働省に戻った後は、

現場と行政をつなぐことができるようになりたいです。

牛津 拓也 USHITSU Takuya

明石市福祉局
高齢者総合支援室高齢者・障害者相談支援担当課長
兼こども局明石こどもセンター児童総合支援担当課長
【平成28年入省】

厚生労働省の「現場の力」

　福岡県は北九州、福岡、筑豊、筑後の４地域に分けられ、地域

ごとに豊かな歴史・文化と多様な産業があります。私は今、そんな

福岡県で労働政策を担当しています。

　労働政策には、就職支援、地場産業の人材確保、働き方改革の

推進等、多くのミッションがあります。土台となる制度や支援等の

仕組みは厚生労働省（国）が提供していますが、「福岡県らしさ」に

こだわって仕組みを活用し、地域の実情を踏まえて足らざるを補

強するのが今の私の役割です。

　福岡県に来て再認識したのは、厚生労働省が持つ「現場の力」

の価値です。全都道府県に労働局が構えられているほか、ハロー

ワークや労働基準監督署という現場もあります。現場で日々集め

られる「生の声」と「データ」は、国で政策を検討する際の重要な情

報となりますが、県の労働政策にとっても必要不可欠なものです。

　今、福岡労働局と連携し、就職氷河期世代の方の活躍支援やコ

ロナを踏まえた緊急的な雇用対策等に取り組んでいます。これか

らも、「働く」を応援できるよう、地道に、前向きに、具体的に取り組

んでいきます。

上村 有輝 UEMURA Yuki

福岡県福祉労働部 
労働政策課長
【平成19年入省】

厚生労働行政が
地域とともにあること
　2019年7月より愛知県の副知事として、福祉、保健医療、女性

の活躍などの地域行政に携わっています。愛知といえば名古屋？

いえ、県内54の市町村があり情勢も様々です。例えば、「遅れが

ち」と言われている「女性の活躍」を進めるため各地に出向くと、

逆に女性が生き生きと働く企業に出会います。また、製造業だけ

でなく、地域により農業、水産業も盛ん、自然も豊か。こうした多

様な地域と向き合って政策ができるのが県政の醍醐味です。

　県政でも、目下は新型コロナウイルス感染症対策が最優先。県

民の生命・健康と経済とのバランスをとりつつ、これらを守るとい

う責任の下、市町村の声も聴きながら最前線で対策を担います。

　さて、こうした自治体の対策は法令や全国的な方針を踏まえ

て行われるので厚生労働行政の役割は大きいです。他方で、今回

のような未知のウイルスに立ち向かう事案では、自治体の先行

的な取組が国の政策に反映されるケースも多々あり、国が実効

ある政策を行う上では、現場をしっかり見ることが重要だと痛感

しました。厚生労働行政は地域とともにあるべし。それが今自治

体に身をおく私の実感です。

青山 桂子 AOYAMA Keiko

愛知県
副知事
【平成4年入省】

明石市「認知症あんしんプロジェクト」の業務中

しています。昨年10月から、認知症に係る診断費用を無償化す

るなど、早期発見し必要な支援につなぐ取組を進めるととも

に、「認知症手帳」を発行し、一冊に必要な情報を集約すること

で継続的な支援につなげています。今後は、研修を通して認知

症サポーターの専門性を高め、認知症の方への見守り支援な

ど、サポーターの活躍の場を広げる予定です。その取組を通し

て、認知症への地域理解を促進し、住み慣れた地域で安心して

牛津 拓也 USHITSU Takuya

明石市福祉局

明石市「認知症あんしんプロジェクト」の業務中明石市「認知症あんしんプロジェクト」の業務中 広島市役所の庁舎前にて

体の役割として、地域コミュニティを活性化し、支え合いの取組

を広げ、地域共生社会の基盤を強化することを重視しており、社

会福祉協議会を中心に様々な地域団体が連携して包括的支援

を行う体制づくり等に取り組んでいます。

　また、新型コロナウイルス感染症対策を講じる中では、社会経

済活動が生命・健康や暮らし・雇用の安定の上に成り立っている

ことや、地域の皆で支え合うことの大切さを改めて実感しました。

ASHIDA Masatsugu

広島市企画総務局企画調整部

広島市役所の庁舎前にて広島市役所の庁舎前にて

県庁のロビーにて、「九州ロゴマーク」とともに

こだわって仕組みを活用し、地域の実情を踏まえて足らざるを補

強するのが今の私の役割です。

　福岡県に来て再認識したのは、厚生労働省が持つ「現場の力」

の価値です。全都道府県に労働局が構えられているほか、ハロー

ワークや労働基準監督署という現場もあります。現場で日々集め

られる「生の声」と「データ」は、国で政策を検討する際の重要な情

報となりますが、県の労働政策にとっても必要不可欠なものです。

上村 有輝 UEMURA Yuki

福岡県福祉労働部 

県庁のロビーにて、「九州ロゴマーク」とともに県庁のロビーにて、「九州ロゴマーク」とともに 女性の活躍促進宣言をされた蒲郡市長と

様な地域と向き合って政策ができるのが県政の醍醐味です。

　県政でも、目下は新型コロナウイルス感染症対策が最優先。県

民の生命・健康と経済とのバランスをとりつつ、これらを守るとい

う責任の下、市町村の声も聴きながら最前線で対策を担います。

　さて、こうした自治体の対策は法令や全国的な方針を踏まえ

て行われるので厚生労働行政の役割は大きいです。他方で、今回

のような未知のウイルスに立ち向かう事案では、自治体の先行

青山 桂子 AOYAMA Keiko

愛知県

女性の活躍促進宣言をされた蒲郡市長と女性の活躍促進宣言をされた蒲郡市長と

一
人
ひ
と
り
が
、
こ
の
手
で
。

# 0 2

厚
生
労
働
省
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

27 28厚生労働省   総合職入省案内 2021 厚生労働省   総合職入省案内 2021



一人ひとりが、この手で。# 0 2
厚生労働省のキャリアパス

海外勤務、留学

「データ」と「世界」の文脈で
日本を視る
　「国全体に適用されるルール」を制定する国家行政、特に国民

の生活に直結する厚生労働行政には、明確な立法事実や合理

的な説明が求められます。一方で、これまで法改正・制度改正に

従事する中で、根拠となるデータがあればより説得力のある立

案や説明が出来るのにと感じることがありました。このため、

「データに基づく政策立案の推進に資するスキル習得」を目的に

留学を志望しました。

　コロンビア大学では、2年間統計を中心に学び、現在はその集

大成として「保育の無償化」の政策効果の実証分析に取り組ん

でいます。留学中、貧困や差別、健康問題、LGBT問題など様々な

社会問題・政策に関して、統計的・国際横断的に学ぶ中で、改め

て、データ分析の結果や国際的潮流を国の制度として社会に反

映させる国家公務員の仕事の面白さを再確認するとともに、厚

生労働行政が社会に与えるインパクトの大きさ、その使命の重

要性を実感しています。

浅沼 友里 ASANUMA Yuri

コロンビア大学
【平成26年入省】

日独交流160周年、
先人たちの思いを引き継ぐ
　「何故日本は、民主的な緩やかな規制でコロナ感染を抑制で

きるのか」――ドイツでは、しばしば政治家やマスコミから驚嘆

の眼差しで問われます。日本の生活習慣まで掘り下げ好意的に

報じられることも多く、日本への関心や共感に繋がっているよう

に感じます。他方、ドイツでのワクチン接種や検査のあり方等、有

用な情報を日本に伝える役割も担っています。

　また、渡独後最大の驚きは「社会保障政策について意見交換

をしたい」と、多くの人から連絡があることです。明治以降、先人

たちは苦労してドイツの制度や医療技術を輸入しましたが、今

や多くのドイツ人が日本の動向に注目しています。ドイツも高齢

化が進み、社会保障は内政上の最重要課題なのです。

　一外交官として、私には社会保障に関する代表者の振る舞い

が、ドイツでは求められています。図らずも日本が手にした超高

齢社会という最大の特徴を足がかりに、ドイツの人たちに日本

の社会や制度の展望を伝え、同時に、日本の制度と親子の様な

関係にあるドイツの制度から多くの学びを持ち帰りたいと考え

ています。

高澤 航 TAKAZAWA Wataru

在ドイツ日本国大使館
一等書記官
【平成19年入省】

より良い人生のための、
より良い政策
　現在、OECDで能力開発に関する分析に従事しています。

　労働政策を考えるに当たっては、その国特有の雇用慣行や

社会通念を歴史軸で捉える「縦」の視点が必要です。一方、デジ

タル化、高齢化等の構造変化や、新型コロナウイルス感染症の

発生に伴って、先進諸国の課題は近接しています。こうした中

で、経済学的手法を用いた定量分析を通じて、各国のベストプ

ラクティスを「横」の視点で俯瞰し、国際的な基準づくりを先導

していく姿勢が重要であると実感しています。この両者のバラ

ンス感覚を鍛えるのに、厚生労働省での経験が活きています。

　「Better Policies for Better Lives」。これは人生の各ス

テージにおける自己実現こそが豊かさの本質であると捉え、個

人の能力開発等に力点を置くとの意味合いを込めたOECDの

標語です。労働の側面からより良い政策をどう実現できるか、

日々、試行錯誤しています。

　入省前、自分が海外で働くことになるとは思いませんでし

た。幅広いキャリア形成の機会も、厚生労働省の魅力の一つと

考えます。

大野 希望 ONO Nozomi

OECD雇用労働社会問題局　雇用分析・政策課
労働市場エコノミスト
【平成19年入省】

人の数だけ答えがある

　入省当初は、留学に興味はありませんでした。仕事を進める中

で、政策分析のスキルや新たな着眼点を得たいと思い、留学を

決めました。行き先は、デジタルヘルスなど新しい取組に積極的

なシンガポールを選びました。現在は、公衆衛生課程で、健康行

動の決定要因などを研究しています。

　シンガポールは、能力主義を社会の基礎とする都市国家です。

世界で最も効率的な医療システムと評価されるなど、優れた実

績を上げています。一方で、皆が経済的効率性を優先するあま

り、困難さを抱える人には厳しい社会でもあります。この点、日本

は、多様な価値観を許容し、色々な背景や困難さを抱える人が自

分らしく活躍できる寛容な社会であると感じます。

　厚生労働省のミッションは、そんな一人ひとりの活躍を、医療

や福祉、労働などの政策分野から応援することです。我々の政策

に単一の解はありません。人の数だけ答えがあるなかで、仲間と

ともに、一つの結論をまとめていく。私はそこが難しく、また面白

いと感じています。

平岡 慎二 HIRAOKA Shinji

シンガポール国立大学
【平成23年入省】

在ドイツ日本大使館前にて

　また、渡独後最大の驚きは「社会保障政策について意見交換

をしたい」と、多くの人から連絡があることです。明治以降、先人

たちは苦労してドイツの制度や医療技術を輸入しましたが、今

や多くのドイツ人が日本の動向に注目しています。ドイツも高齢

化が進み、社会保障は内政上の最重要課題なのです。

　一外交官として、私には社会保障に関する代表者の振る舞い

が、ドイツでは求められています。図らずも日本が手にした超高

TAKAZAWA Wataru

在ドイツ日本国大使館

在ドイツ日本大使館前にて在ドイツ日本大使館前にて 大学のシンボルであるロウ記念図書館と女神像前にて

留学を志望しました。

　コロンビア大学では、2年間統計を中心に学び、現在はその集

大成として「保育の無償化」の政策効果の実証分析に取り組ん

でいます。留学中、貧困や差別、健康問題、LGBT問題など様々な

社会問題・政策に関して、統計的・国際横断的に学ぶ中で、改め

て、データ分析の結果や国際的潮流を国の制度として社会に反

映させる国家公務員の仕事の面白さを再確認するとともに、厚

浅沼 友里 ASANUMA Yuri

コロンビア大学

大学のシンボルであるロウ記念図書館と女神像前にて大学のシンボルであるロウ記念図書館と女神像前にて

OECD本部の会議場にて

ラクティスを「横」の視点で俯瞰し、国際的な基準づくりを先導

していく姿勢が重要であると実感しています。この両者のバラ

ンス感覚を鍛えるのに、厚生労働省での経験が活きています。

　「Better Policies for Better Lives」。これは人生の各ス

テージにおける自己実現こそが豊かさの本質であると捉え、個

人の能力開発等に力点を置くとの意味合いを込めたOECDの

標語です。労働の側面からより良い政策をどう実現できるか、

ONO Nozomi

OECD雇用労働社会問題局　雇用分析・政策課

OECD本部の会議場にてOECD本部の会議場にて アジア諸国からの留学生と（筆者は中央下。2019年8月）

世界で最も効率的な医療システムと評価されるなど、優れた実

績を上げています。一方で、皆が経済的効率性を優先するあま

り、困難さを抱える人には厳しい社会でもあります。この点、日本

は、多様な価値観を許容し、色々な背景や困難さを抱える人が自

分らしく活躍できる寛容な社会であると感じます。

　厚生労働省のミッションは、そんな一人ひとりの活躍を、医療

や福祉、労働などの政策分野から応援することです。我々の政策

平岡 慎二 HIRAOKA Shinji

シンガポール国立大学

アジア諸国からの留学生と（筆者は中央下。2019年8月）アジア諸国からの留学生と（筆者は中央下。2019年8月）
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１年目職員の過ごし方

週末の過ごし方

一人ひとりが、この手で。# 0 2
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西村 立人 NISHIMURA  Ryuto

登庁・メールチェック 自治体職員の方からの照会への対応（電話対応）

16:00 18:00 ２０:00

厚生労働省と東京都庁の介護保険に関わ
る職員で、小規模な懇親会を行いました。
制度や政策は霞ヶ関だけでなく、地方自治
体の職員の方々を始め、たくさんの方の
支えによって成り立っていることを改めて
実感しました。

入省式／省内研修／配属先決定
今年は緊急事態宣言下だったこともあり、自宅にて
オンライン形式で研修を受講。場所は離れていて
も、課題についてオンラインやチャットで相談しなが
ら、同期一丸となって取り組みました！

OJT 都庁職員の方々とミニ懇親会

4月 5月 6月 8月 9月

人事異動
新しい上司を迎えて新体制がス
タートしました。優しそうな上司で
よかった～

土日祝日と有給休暇を組み合わ
せて11連休を取得！函館に旅行
に行き、北海道グルメを堪能しま
した！

夏期休暇

10月 11月 12月 1月 2月 3月

係長の指導の下、介護保険制度の持続可能性を高
めるための法令改正作業に着手。法令事務官とし
てのイロハを一から教えてもらいました。

自分が改正作業をした法令
が無事公布されて一安心。
達成感は格別です。

１週間、研修所に宿泊して行われる全省庁合同の
研修に参加しました。様々な背景を持つ他省庁の
同期との交流は、大いに刺激になりました！

法令改正に着手 年末年始
休暇

通常国会開会 法令の公布 来月から
先輩！　介護保険計画課は、主に介護保険制度の給付と負担など介護保険財政を

所管している課です。そこで私は、介護保険制度の持続可能性を高めるため
に、自己負担の上限額を所得水準により一層対応させる制度改正に向けた
法令業務を主に担当しています。
　日々の業務を通じて、介護保険制度は高齢者の暮らしを支える大切な制
度であると実感するとともに、この制度を将来に引き継ぐために自分にでき
ることは何なのかを考えています。

老健局介護保険計画課 係員  [令和2年入省]

9:30 10:30

課長補佐に説明 法令改正資料の作成

同期とランチ 国立リハビリテーションセンター学院で講義11:30

退庁

13:00

ＯＪＴで、先輩の背中を見な
がら１つ１つ仕事を覚えて
いきます。

１年生を
迎えるのが
楽しみです！

例年は、入省してすぐ2泊3日の省庁合同初任研修、その後、
約3週間の省内の研修を行います！省内研修では、政策に関
するグループワークやハローワークなどの現場見学を行い
ます。

例年は6月頃から、複数のコースに分かれて、5週間に渡
る省庁合同研修を行います。研修では、研修所での座学
のほか、地方研修や福祉施設での実習などを1週間ずつ
行い、他省庁の同期との交流を深めます！

※撮影のためにマスクを一時的に外しています。

１年目職員の
１日&１年

特集

自治体職員の方からいただく、法令
改正の趣旨や規定の解釈などに関
する問い合わせに対応します。

職場に着いたらまずメー
ルをチェック。その日に行
う仕事の見通しを立てま
す。まだ先だと思っていた
〆切が迫っていたことに
ここで気が付くこともしば
しば…！ 

同じ局の同期と一緒に、厚生労働
省と同じ建物にある中華料理レス
トランでランチ！このレストランは
安くておいしく、なおかつ最上階
（２６階）にあるので見晴らしも最
高です。

次期制度改正の検討材料
となる資料を課長補佐に
見てもらいます。正確で見
やすい資料を作れるよう
になるために、日々試行錯
誤しています。

介護保険制度の持続可能性を高める
ための法令改正のための資料を作成
します。一言一句ミスが許されない作
業のため、六法や逐条解説を参照し
ながら慎重に作業を進めます。

寝る前の30分の読書が日課で
す。厚生労働省の関連分野に関す
る書籍はたくさん出版されるの
で、読みたい本がすぐにたまって
しまいます。

厚生労働省や他省庁の同期とオンライン

飲み会！入省前から交流があったメンバー

も多く、仕事の相談には頼りになるアドバ

イスをもらったり、仕事とは関係ない話で

大笑いしたり、とても楽しい時間です。

介護保険制度について、学生の
方々に講義を行います。講義の
テーマは介護保険制度の概要
と制度創設の経緯について。所
管制度について国民にわかり
やすく説明することも大切な業
務の一つです。

※写真はイメージです

※写真はイメージです

新人行政官の1日

入省後1年間の流れ
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合同初任研修




