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　厚生労働省の業務は、１億３千万人の国民一人ひとり
の生命に直結しています。また、扱う予算は一般歳出の約
６割を占め、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、技術革新、
グローバル化等の構造的な変化の中で、前例のない課題の解決を求
められます。そのため、たとえ困難に直面しても、人々の幸せとよりよ
い社会の実現のために全力を尽くす「使命感」、多様な意見に耳を傾
けるとともに、現場の人々の思いに心を寄せられる「共感力」や「想像
力」、そして、視野を広く持ち、実際に足を動かし、人を巻き込み、課題
解決へと導く「好奇心」や「行動力」。これらを持った（将来持ちうる）人
材を求めています。他方で、多様な価値観を持つ人々の生活を支える
べく、チームで業務に取り組む省庁であることから、組織としての多様
性も重視しています。
　上記の観点から総合的に勘案して、採用を行っています。学歴や国
家公務員試験の席次、障害の有無等は関係ありません。（なお、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。本省職員や現場職員による講義、演習、ハロー
ワークなどの現場見学等を通じて厚生労働行政に関する

理解を深めるとともに、グループワーク等を通じて職員同士の一体
感を醸成することを目的としています。
その後、入省後数年の間に、霞が関を離れ、現場の第一線で厚

生労働行政に携わる、地方自治体の福祉事務所等における研修
や労働局研修（※右ページ参照）があります。これは、厚生労働行
政官として業務に取り組む上で必須である現場感覚を養うための
研修です。
　また、入省年次を問わず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、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
ども頻繁に行われており、自己啓発の機会には事欠きません。

研修制度について
教えてください。

　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毎
回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、人と暮らし、そして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。

配属先は
どのように決まるのですか。

　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はますます広がっており、本
人の希望に応じて、１～３年間の期間で厚生労働省の外

で活躍する機会が複数回用意されています。派遣先は海外（留学や
在外公館、国際機関等）、地方自治体、他府省庁、民間企業、研究機関
や大学など、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。

海外・地方勤務や他府省庁、
民間企業への出向はありますか。

　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運用の業務が主とな
ります。ただし、厚生労働省では技術系職員も含めた

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、社会保険、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厚生労働省を牽引する
ことが求められます。

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、試験区分に関わらず多様な業務を
行います。

総合職事務系として入省するに
当たり、国家公務員試験には
法律、経済、教養など複数の区分が
ありますが、試験区分によって
入省後の業務は異なりますか。

グローカルな出向先

海外勤務・留学状況
（2021年3月31日時点）

地方自治体への出向状況
（2021年3月31日時点）
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※採用実績欄の（　）は女性の数を示します。 ※出身地、出身大学ともに全国に広がっています。
　学部卒（文理問わず）、大学院卒（公共政策、法科、人文系、工学系等）、社会人経験者など、幅広く採用しています。

平成26年度 平成27年度

31（10）

平成28年度

35（13）

平成30年度

31（13）

令和2年度

31（13） 36（15）

令和3年度

38（16）

平成29年度

35（14）

令和元年度

30（13）
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ストックホルム

ロンドン

ヨーク

パリ

トゥールーズ

ベルリン

ザールブリュッケン

ブリュッセル

ジュネーブ

在スウェーデン日本国大使館一等書記官

在英国日本国大使館一等書記官      

ロンドン大学（LSE）（留学）（2名）      

ヨーク大学（留学）      

OECD雇用労働社会問題局社会政策課エコノミスト      

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

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（2名）

トゥールーズ政治学院（留学）

在ドイツ連邦共和国日本国大使館一等書記官（2名）

ザールラント大学（留学）

在ブリュッセルEU日本政府代表部一等書記官      

在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官

ILO人事政策局人事開発部人事政策担当官

北京

バンコク

シンガポール

デリー

カンボジア

インドネシア

ニューヨーク

ワシントン

シカゴ

バークレー

スタンフォード

ノースカロライナ

サンパウロ

在中華人民共和国日本国大使館一等書記官

JICAタイ国・保健省高齢社会政策チーフアドバイザー

在タイ日本国大使館一等書記官（2名）

リー・クアンユー公共政策大学院（留学）

シンガポール国立大学（留学）

インシアード（経営大学院）

在インド日本国大使館一等書記官

JICAカンボジア国・労働職業訓練省チーフアドバイザー

JICAインドネシア・労働省チーフアドバイザー

ジェトロ・ニューヨークセンター年金福祉部長

ジェトロ・ニューヨークセンター厚生部長

コロンビア大学（留学）（3名）

在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官（2名）

シカゴ大学（留学）（4名）

カリフォルニア大学バークレー校（留学）（2名）

スタンフォード大学（留学）

ノースカロライナ大学（留学）

在サンパウロ日本国総領事館領事

北海道

山形市

群馬県

松戸市

柏市

東京都

多摩市

杉並区

川口市

愛知県

三重県

長野県

新潟県

富山県

石川県

滋賀県

守山市

京都府

大阪府

吹田市

兵庫県

明石市

和歌山県

鳥取県

倉敷市

総社市

真庭市

広島市

香川県

愛媛県

福岡県

北九州市

佐賀県

熊本県

大分県

杵築市

鹿児島県

保健福祉部次長

経済部労働政策局雇用労政課参事

保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課精神保健医療係長

福祉推進部長寿支援課長

総務部副部長（危機管理担当）    

福祉長寿部審議監

保健福祉部福祉政策課長

雇用就業部就業推進課長  

健幸まちづくり政策監    

高齢者担当部長 兼 保健福祉部参事

（新型コロナウイルス対策担当）    

福祉部理事（長寿支援課長兼任）

副知事

医療保健部医療政策課長

県民文化部子ども・若者担当部長

産業労働部しごと定住促進課長

商工労働部労働政策課雇用推進班長

商工労働部労働企画課担当課長

（人材確保・定住政策推進室課長 兼任）

副知事

健康医療福祉部医療福祉推進課長

事務監 兼 健康福祉部こども家庭局理事

健康福祉部こども・青少年総合対策室長

地域福祉推進室地域福祉課長

健康医療審議監

健康福祉部少子高齢局高齢政策課長

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

福祉保健部福祉保健政策局子ども未来課長

福祉保健部健康医療局医療政策課長

保健福祉局健康福祉部参事 兼 健康長寿課長

保健福祉部長

健康福祉部次長（兼）福祉課長（兼）

新型コロナウイルス感染症予防接種対策チーム長

企画総務局企画調整部政策企画課長

健康福祉部長寿社会対策課長

経済労働部産業雇用局労政雇用課長

福祉労働部労働局労働政策課長

保健福祉局健康医療部地域医療課長

健康福祉部医務課長　

健康福祉部子ども・障がい福祉局長（健康危機管理課併任）

副知事

福祉保健部高齢者福祉課長

市立山香病院 事業管理者補佐

副知事                  

採用実績  Q & A
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子どもと出勤して気づくこと

　仕事が終わると庁舎内の保育室へ。子どもは守衛さん一人一人に
バイバイと手を振って、一緒に退庁しています。子どもと一緒に出退
勤する日がくるとは思いませんでしたが、エレベーター一本で保育室
に行けるので、運動会などの行事や子どもの急病時に仕事と折り合
いをつけやすいです。アットホームな雰囲気で先生方と気軽に相談で
きるので安心して預けられます。
　働き方改革が進められている厚労省では、上司や同僚にも相談し
やすく、妊娠中に体調不良が続くときや子どもが急に発熱したときで
も、半休・一日休取得やテレワーク利用などで柔軟な働き方をさせて
いただけています。
　復帰して改めて周りを見渡すと、育児と仕事の両立の仕方は人に
よってさまざま。出産・育児に限らず、介護や治療などさまざまな事情
を抱えながら働く方がいらっしゃることを考えると、働き方は千差万
別であることに改めて気づかされました。
　この一当事者としての経験や気づきを、今度は仕事につなげるこ
ともできるので、厚労省の仕事はとても面白いと思っています。平成27年厚生労働省入省。医政局（医療法改正等）、人材開発統括官

（技能実習法施行業務等）を経て、第１子を出産。その後、約８ヶ月の育
児休業を取得し、現職。

山田 朋奈 YAMADA Tomona

雇用環境・均等局勤労者生活課　係長  [平成27年入省]

利用した制度
育児休業（第１子出産後約８ヶ月）、
早出勤務・昼休30分短縮（10：00～18：15勤務）、
看護休暇、
テレワーク

働き方改革 ×休み方改革
厚生労働省は、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改革にも

取り組んでいます。職員の心身の健康を大切にしながら、一人ひとりの業務が生み出す価値を最大化

し、国民生活を支える行政機関としての責務を果たすため、これからも改革を続けていきます。

性別や家庭の事情に関わらず、職員の誰もがやりがいを感じながら、個人のライフステージに

応じて柔軟に働き続けられる職場環境が求められています。厚生労働省では、多様な両立支援

制度とそれらを利用しやすい環境の整備により、仕事と家庭生活の調和を推進しています。

働き方改革 休み方改革

仕事と家庭の両立支援制度

育児参加を応援してくれる職場

　子どもと一緒に遊び、食事をし、お風呂に入り、絵本を読んで寝かし
つける――。
　仕事がある平日だと、このような時間をたくさん取ることにはどうし
ても限界があります。職業人としての時間も大事ですが、親として子ど
もと過ごす時間を多く取りたいと考えていたため、第１子、第２子の誕
生後にそれぞれ育児参加休暇及び育児休業を取得しました。柔軟に
利用できる各種制度が整っているのはもちろんのこと、男性職員の育
児休業等の取得に対する職場の理解や雰囲気がとても寛容になって
きていることも取得を後押ししてくれました。
　育児休業等によって、昼夜問わずにこまめな授乳やオムツ交換等が
必要になる子どもの誕生直後の時期に家事や育児を積極的に行えた
ことは家族全体にとっても大きなメリットでした。また、職場に復帰した
後も、どのように効率的に仕事を処理するかという点により意識が向
くようになったため、仕事の生産性向上にもプラスに働いています。

平成27年厚生労働省入省。労働基準局安全衛生部を経て、大臣官房国
際課在籍時に第１子が誕生し、１か月の育児休業を取得。その後、現
職。医政局在籍時に第２子が誕生し、１か月半の育児休業等を取得。

森川 大輔 MORIKAWA Daisuke

医政局医療経営支援課 係長  [平成27年入省]

利用した制度
配偶者出産休暇、育児参加のための休暇、
育児休業（第１子誕生後に１か月、
第２子誕生後に育児参加休暇等と合わせて１か月半）、
テレワーク
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# 0 4わたしのワーク & ライフ

出産する場合

産前・産後休暇
産前6週間、産後8週間に取得

小学校就学前の子どもを養育、又は父母などを介護する場合

早出遅出勤務
始業・就業時間を繰り上げ又は繰り下げて勤務

3歳未満の子どもを養育する場合

育児休業
配偶者の就労状況にかかわらず取得可能

妻が出産予定又は出産した場合

配偶者出産休暇
妻の出産や入退院時の付き添い等のために２日以内で取得

小学校就学前の子どもを養育する場合

育児時間
勤務時間の始め又は終わりに、
1日につき2時間以内で育児のための時間を取得

妻が6週間以内に出産予定又は出産後8週間以内の場合

育児参加のための休暇
生まれた子や上の子を養育するために５日以内で取得

小学校就学前の子どもを看病する場合

子の看護休暇
年5日まで取得可能（対象となる子が2人以上の場合は年10日）

配偶者、父母、子、配偶者の父母などを介護する場合

介護休暇
6ヵ月の範囲内で取得

在庁時間の縮減
●原則20時までに退庁 17時15分以降の会議の禁止 など

テレワークの活用促進
●全職員が平均して年２回以上実施

フレックスタイム制、
早出・遅出勤務の活用促進
●国会対応等の場合に、早出・遅出勤務を活用し、
　原則として11時間の勤務間インターバルを確保

マンスリー休暇
●全職員が毎月１日以上の年次休暇（マンスリー休暇）を取得

夏季休暇
●全職員が連続１週間以上の休暇を取得

その他の休暇
●全職員がGW・年末年始に、マンスリー休暇とは別に、
　１日以上の年次休暇を取得
●勤続期間が満５年に達した以降５年ごとに、
　連続１週間以上の休暇（節目休暇）を取得

男性職員の育児休業取得率
（％）

全省庁取得率

厚生労働省（全体）取得率

厚生労働省（本性のみ）取得率

H21 H23 H25 H27 H29 R1
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# 0 4若手職員からのメッセージ

厚生労働省で
働く魅力

厚生労働行政に
かける想い

未来の後輩  職員に一言
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