
　私が就職活動をしていた昭和63年はバブル期真っ只

中の売り手市場で、企業の採用意欲は女子に対しても旺

盛でした。ただ、企業情報は女子学生より男子学生に多

く送られてきたり、企業にも官庁にも暗黙の「女性枠」

（上限枠）があると感じたりで、男女差別が厳然と存在し

ていた時代でした。

時代のニーズが施策をつくる

　職場の男女平等については、1986年に男女雇用機会

均等法が施行されて以来、企業に対して、明確な男女差別

の是正を指導するだけではなく、採用、配置、昇進などで男

女差が大きいときに、なぜ格差があるのか、本当に男女問

わず人材の有効活用を行っているのかを検証し、問題があ

れば改善してもらうといった取組を地道に促してきました。

　ところが、2012年12月からの第2次安倍内閣で女性活

躍の推進が最重要課題となると、職場における男女平等の

実現は、途端に大きなムーブメントとなりました。これまで

我々が地道に企業に促してきていたPDCAのスキームが、

企業の「義務」として新しい法律に盛り込まれることになっ

たのです。経済界は当然ながら規制には慎重な態度でした

が、人口減少下における経済社会の担い手の減少への大

きな危機感を共有できたことから、最終的には経済界も法

案の賛成にまわりました。

　経済社会の担い手を増やし、さらにその方々に存分に能

力を発揮してもらうことは、今後とも我が国の最重要課題で

あり、これからもいろいろ知恵を絞っていく必要があります。

相手の立場への想像力が鍵

　公務員の仕事の中で、施策立案に際しての関係者との

調整は必須ですが、女性活躍推進法の策定作業は、調整

には相手の抱えている事情や立場への想像力・理解が

不可欠であることを学んだ大事な経験です。そして、施

策化するタイミングがめぐってきたら、素早く神様の前髪

をつかむ重要性も身に染みました。

社会に対する問題意識への
答えを探せる職場です
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これからは、あなたと。# 0 3 幹部職員からのメッセージ

平成元年旧労働省入省。本省では、現雇用環境・均等局に数度在籍し、
パートタイム労働対策、男女雇用機会均等対策に携わり、女性活躍推進法
制定にも従事。出向は内閣府（高齢社会対策や氷河期世代支援対策を担
当）のほか、小松市（石川県）助役や鹿児島県副知事も経験。初代の公文書
監理官を経て、令和2年8月から現職。

小林 洋子 KOBAYASHI Yoko

大臣官房審議官（労働条件政策、賃金担当）
【平成元年入省】

厚生労働行政官としての想い

　入省1年目のときには国際課の窓口の係に配属されまし

た。課の中はILOやOECDなどの国際機関ごとに係が決まっ

ており、窓口係は各係に各種作業を依頼する役目を担ってい

ました。1年生のときは、周囲が話している「業界用語」はち

んぷんかんぷん、上司に質問されても即答できず調べては

上司の所に戻る、という毎日でした。ただ、入省3年目くらい

になると上司の質問を予想できるようになり、10年目くらい

になると、このような施策等を打ち出すとこの方面からはこ

んな反応が返ってくるな、と先の見通しをつけられるように

なりました。

　石の上にも3年とはよくいったもので、仕事を重ねていく

うちに、周囲の出方の予想がつき、先の手も考えられるので、

暗闇の中で右往左往している状態から光のある出口へ脱出

できるようになるよ、と1年生の自分には伝えたいです。

　私は、男女雇用機会均等や非正規雇用の方の処遇改善な

どの仕事に長く携わってきました。配属先は必ずしも自分で

選べるものではないですが、もともと、頑張った分だけ報わ

れるような社会にしたいという気持ちを持っていましたの

で、女性だから、パートだからという理由だけで（男性より、

正規雇用の社員より）処遇が下がるという事態をなくしてい

く仕事を、やり甲斐を感じながら取り組んできました。

　厚生労働行政は、その施策内容が報道されない日はない

ほど国民の皆様からの関心が高く、国民生活に密着した幅

広い業務を担っていますので、皆さんが社会に対して持って

おられる問題意識を解決につなげるような部署がきっとあり

ます。そんな皆さんと一緒にお仕事をすることを楽しみにし

ています。

入省1年目のわたしへ 次 代 を 担うあ な た へ

仕事の積み重ねで出口が見える 社会に対する問題意識への
答えを探せる職場です
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社会や時代の変化に柔軟に対応

　私が旧厚生省に入省した1985年前後は、社会保障の

転換期で、高齢化社会に対応するための医療保険制度・

年金制度などの大きな改革が行われました。そして、今

日、人口減少・少子高齢化に対応する全世代対応型の社

会保障の構築に取り組んでいます。基本的な課題は大き

くは変わらないと思いますが、少子化の更なる進展、デ

ジタル化など社会は予想以上に変化しており、より柔軟

に変化に対応すること、改革のスピードが求められてい

ると感じます。

理念と熱意で社会を変える

　政策決定には、様々な利害調整があります。現場や関係

者の意見をよく聴く、チームで議論する、関係者間で調整す

る、このプロセスを繰り返しながら政策決定をしていきま

す。関係者の立場も考えながら答えを見つけ出すのはハー

ドなものです。自分が納得できるまで、とことん意見を交わ

し、考える。自分の言葉で自信を持って語れるものであれ

ば、道は開けるというのが実感です。悩み考え抜いた後に、

理念と熱意で関係者の理解を得て、それが政策として日の

目を見る、社会を変える、これがこの仕事の醍醐味です。

自分の成長と人の役に立つ実感

　このような経験の積み重ねが自分自身の成長につな

がっていると感じます。また、仕事が国民生活や医療・介

護などの現場に直結しますので、仕事の成果が目に見え

やすいのもモチベーションの向上につながっています。

社会から求められることも多く苦労も多い職場ですが、

仕事を通じて成長したい方、人の役に立つことを実感し

たい方には、最適の職場だと感じています。

これからは、あなたと。# 0 3 幹部職員からのメッセージ

濵谷 浩樹 HAMAYA Hiroki

保険局長
【昭和60年入省】

厚生労働行政官としての想い

　1年目、局の窓口である「児童家庭局企画課」に配属されま

した。大臣官房から発注される膨大な作業依頼に対応すると

ともに、当時課題だった行政改革（地方分権）一括法の担当の

末席として法案作成作業に携わる日々でした。

　最初は、膨大な作業依頼を淡々とこなしつつ、政策論議も交

わす先輩の姿に、自分にはとてもできそうにないと不安に思

いました。また、焦って早く仕事をこなそうとするあまり数々の

失敗もしました。

　そんなとき、先輩から「足下を掘れ、そこに泉あり」といわれ

ました。その後も、失敗をすることはありましたが、一つひとつ

の仕事を丁寧にこなしていくうちに、徐々に自分のペースで、

自分なりに創意工夫をしながら、仕事を楽しむことができるよ

うになりました。

　背伸びせずに、今そこにある仕事に誠実に取り組みなさい

と伝えたいです。

　就職活動は、人生の大きなイベントの一つです。私個人

は、就職活動の中で、幅広く民間企業や府省を回りました。

民間企業や府省の文化の違いが見えましたし、厳しい面接

で落とされることもあり、人生経験としては大変良かったと

思います。

　その上で、身近に感じる仕事の内容、仕事をしている職員

の姿、自由闊達な議論ができる文化に魅力を感じ、厚労省

（旧厚生省）に入省しました。

　皆さんも就職活動で貴重な経験をし、悔いのない選択を

してください。そして、厚労省で仕事をしたいと思った皆さ

ん、一緒に仕事ができることを楽しみにしています。
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入省1年目のわたしへ 次 代 を 担うあ な た へ

理念と熱意で社会を変える

昭和60年旧厚生省入省。省内では、子ども・子育て支援、福祉・介護、年
金、医療、社会保障政策、人事などを担当。出向経験は、自治省、環境庁、埼
玉県庁、内閣官房（行政改革推進事務局）、文部科学省。老健局長、子ども
家庭局長を経て、令和元年7月より現職。

今そこにある仕事に誠実に取り組め 悔いのない就職活動を
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中野淳太郎
平成23年入省　大臣官房総務課
厚生労働省改革実行チームの事務局メンバーとして、工程表に基づく厚労省改革を着実に前進。

樽見事務次官と厚労省改革について
ディスカッションしました。

行政改革担当大臣の河野大臣とも
意見交換しました。

若手チームの集合写真。
職種を超えた若手有志約40名が、今回の
厚労省改革の起点となりました。

厚生労働省が、今以上に国民の期待に応えられる行政組織
になるためにも、一人ひとりの職員がその能力を最大限発
揮でき、組織としてのパフォーマンスを最大化できる環境
を整備することを目的とし、以下の３つの考え方に沿って
改革提言を行いました。

①生産性の徹底的な向上
②意欲と能力を最大限発揮できる人事制度の抜本改革
③「暑い、狭い、暗い、汚い」オフィス環境の改善

■緊急提言等も踏まえ、事務次官をトップとする「厚生労働
省改革実行チーム」が発足しました。また、厚生労働省改
革・業務改革をメインで担当する部署も設置されていま
す。改革実行チームは、年３回ほどのペースで開催され
ており、大臣などの政務も毎回出席されています。

■また、厚生労働省では、全106項目にわたる「改革工程
表」を策定しています。改革実行チームにおいて改革の
進捗を常に確認することで、改革を単なる「打ち上げ花
火」とせず、着実に実現していく体制を確立しています。

職員の柔軟な働き方を実現するため、
全ての職員がテレワークできるよう、
ネットワーク環境を抜本的に強化して
います。

国会業務の負担が話題となっていますが、厚生労働省では、
迅速な担当決定ルール、ペーパーレスでの答弁審査、答弁印
刷部数の大幅削減など、業務効率化・負担軽減に向けた不断
の取組を行っています。また、国会議員への説明もオンライン
化が進んでいます。

職員一人ひとりが大切にされ、そのキャリアや人生が尊重さ
れると同時に、これまで以上のチーム力を発揮する組織に生
まれ変わるため、定期的に上司・部下が１対１で面談する
「1on1ミーティング」、若手職員に対して「ナナメ」の関係の先
輩がサポート・助言する「メンター制度」、そして個々の職員の
エンゲージメントを確認する「エンゲージメントサーベイ」な
どの取組を進めています。

フリーアドレスの導入や、執務机・椅子の交換等により、快適
な職場環境を実現！

■日本では、少子高齢化が世界に類を見ないスピードで進んでいます。こうした中
で、社会保障・労働行政を所管する厚生労働省が果たすべき使命は、依然として
大きく、今後も国家行政の中核を担っていくことは必至です。

■日本の現状、そしてこれからの社会を中長期的に展望し、それにふさわしい制度
立案に心を致し、国民の期待に応える。これが厚生労働省の職責です。そして、この職責を果たすためには、職員とその家
族の、健康と幸せが基礎となります。

■こうした考えに立ち、厚生労働省はこれからも改革を進めていきます。職員が安心して健やかに働き、人生を豊かなもの
にできるよう、全力で取り組んでいきますので、ぜひ熱い想いをもって、当省の門戸を叩いてください。共に厚生労働省の
職員としてお会いする日を、楽しみにしています。
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環境整備のほか、テレワークの効果的な活用法を
省内広報誌でも周知することでテレワークの活用
を一層推進しています。

中野淳太郎
平成23年入省　大臣官房総務課
厚生労働省改革実行チームの事務局メンバーと

どの取組を進めています。

三宅華子 MIYAKE  Han
ako

平成22年入省　
大臣官房人事課

若手職員向けの人
事ケアを担当する

ほか、

若手チームメンバ
ーとしても活動。

席が固定されていないのでコミュニケーションが
とりやすく、また、書棚や書類の山がなくなること
で空間的な余裕も。

席が固定されていないのでコミュニケーションが

NAKANO  Juntaro

特集

厚生労働省改革の歩み

緊急提言には、
どのような内容が盛り込まれていましたか？

厚生労働省若手改革チーム発足
（厚生労働省の20・30代を中心とした若手有志38名によるチーム。18の全人事グループから構成。）

若手改革チームが「緊急提言」を根本大臣に提出

「厚生労働省改革実行チーム」立ち上げ
（事務次官をチーム長とした、常に改革を断行するための恒常的な組織）

第２回改革実行チーム「厚生労働省改革工程表」の策定
（緊急提言を踏まえ、「人事制度改革」「業務改革」「職場改革」「広報改革」の４つの柱に沿って、
具体的な改革項目を策定。同工程表に則って改革を実行）

第３回改革実行チーム
第４回改革実行チーム
第５回改革実行チーム　
「全職員アンケート結果」や、
「重点的に取り組むべき22の改革項目」の公表

2019.4.25

2019.8.26

2019.10.18

2019.12.25

2019.12.25
2020.07.20
2021.3.11

テレワーク環境の抜本強化 国会関係業務の効率化

コミュニケーションを軸とした
職員のエンゲージメント向上のための取組 オフィス環境の改善

読者のみなさんへのメッセージ

職員の柔軟な働き方を実現するため、
全ての職員がテレワークできるよう、
ネットワーク環境を抜本的に強化して

環境整備のほか、テレワークの効果的な活用法を

テレワーク環境の抜本強化1 2

3 4

緊急提言を踏まえ、厚生労働省改革は
どのように進められてきましたか？

すでに実施されている改革を4つご紹介！

厚生労働省改革

37 38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




