
幸福度４回連続 No.1 の

をさらに素敵な県にしませんか?ふくい
あなたの力で

福井労働局で働く魅力とは？
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働く人を守る警察、みたいな仕事
●仕事が多すぎて、夜も遅くまで出勤！土日も出勤！

●しかも！残業代が払われない！

●給料を払ってもらえない！

●いきなり明日から来なくていいと、解雇された！

●仕事中に機械に巻き込まれて、怪我をした！

♯働き方改革 ♯過労死 ♯若者の「使い捨て」 ♯労働災害

改善指導会社を
調査
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監督指導を行うため、対象企業へ。
工場などの作業現場では、機械・設備・作業
法等が安全衛生基準を満たしているかを確認。

事務所では、タイムカード、賃金台帳などにより、
労務管理状況を確認。

監督指導の結果、法違反が認められた場合は是正
勧告書を交付。法違反の内容を十分に説明し、自
主的な改善がなされるよう指導。

その場で
作成し交付!!

賃金不払残業や違
法な長時間労働が
ないか!?

危険性の高い機械・
設備はその場で使用
停止を命令!!各種情報等から指

導する企業を選定

① 署を出発

② 作業現場の安全衛生管理の状況を確認

④ 是正勧告書の交付 ③ 労務管理状況を確認

【臨検監督の流れ】
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ＷＬＢ
（ワーク・ライフ・バランス）

安心して働ける
職場環境の実現

（法施行事務）

社会とのつながり
（事業主・労働者）

「監督官として働く」とは？

労働分野のプロ
広い視野
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 社長輩出率No.1（38年連続）福井の県民性は「素直で真面目」。

監督官の指導に前向きに取り組む事業主が多く、やりがいや充実感があります！

違反の傾向・社会情勢を捉えて、能動的・計画的な監督指導に力を入れています！

 様々な産業がある福井。海山の仕事から、繊維関連、精密機械、世界に誇るmade in sabaeのメガ
ネや原発銀座と言われる若狭湾、様々な伝統産業。

 小規模局の強みを生かして、初めての業務でも上司や先輩が丁寧にサポート。監督指導業務と安全
衛生業務が両立できるため、しっかりと深く学び、広い視野を持った監督官にあなたもなれます！

 監督官は40人程度（女性は約20％）。お互いの知識・経験を生かしながら、少数精鋭ならではの強
い連携で、効率的・効果的に業務を遂行できます！！

働く

 福井署（約21,000社）

商業（福井駅前、SC）、繊維工業、テクノポート福井（化
学工業、機械金属）

 武生署（約9,000社）

繊維工業、弱電産業、輸送機械製造業、眼鏡産業、伝統産業
（越前和紙・打ち刃物）

 敦賀署（約7,000社）

原子力発電所関連、水産加工業、電気機械器具製造業、伝統
産業（若狭塗）

 大野署（約3,000社）

繊維工業、縫製業、電子機械器具（通信機器）製造業、建設
業（治山工事）

各監督署の主な産業

大野署

敦賀署

武生署

福井署

労働局・監督署の所在地

徒歩30分(2.4km) or 
電車6分＋徒歩5分(0.4km)で計11分

車42分(20.7km) or
電車18分＋徒歩20分(1.6km)で計38分

車43分(29.8km)

電車50分＋徒歩4分(0.3km)で計54分

（）内は福井駅からのアクセス

福井労働局

徒歩15分(1.0km)
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キャリアパス（異動ルール）を教えて！

福井労働局・監督署
※将来的に、本人の能力・適正等
により、幹部等に登用

【都道府県労働局】
各課室長、各課室長補佐、
専門官

【労働基準監督署】
署長、副署長

福井県内の
監督署

福井以外
の労働局
※全国異動

（注）本省

採用後
２年間

３～４
年目

５～12
年目

13～14
年目

その後

福井労働局
or監督署

福井以外
の労働局
※全国異動

配
属
労
働
局

（注）労働局ではなく、厚生労働省本省での勤務を希望することも可能。
この場合は４年間、本省で勤務し、13～14年目の異動はない。

【福井労働局採用の場合】
採用後は福井県内の監督署（福井・武生・敦賀・大野）で

勤務するけど、数年だけ県外で勤務することになるよ。
県外では福井にはない産業を経験できるし、２年間はあっ

という間だから、長い出張と思ってもらえるといいかなぁ。
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 福井局独自研修で全力サポート！

理系・文系にかかわらず、労働法が専門でない方も、着実にレベルアップできるよう特に若手監督
官の研修が充実！

採用１年目：監督手法、相談・窓口対応、賃金計算方法、災害調査、原発関係の基礎等（月１回）

採用２～３年目：捜査報告書・供述調書・実況見分作成の演習、留意点

 中堅監督官は検察庁の独自研修（１週間）を受講し、さらにレベルアップ！

 その後も、司法や監督手法にかかる研修・会議などにより、さらに専門性アップ。

学ぶ

R２～3度採用監督官の研修風景

【局所排気装置の実演】
作業環境測定士（監督官）の講師の下、

模型の装置で吸気能力を確認

運転席からの
死角はどこか･･･？

【重機メーカーにて】
操作方法・点検項目を確認

保護マスクの着用方法
用途は適切･･･？

誤ったマスクを着用しており、
この後、激しくむせました･･･
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 年次有給休暇は、国家公務員（14.9日）や民間（10.1日）平均以上の取得日数！
マンスリー休暇の取得促進のほか、GWや夏期休暇など１週間以上の連続休暇取得者多数！！

 女性の育休取得率はもちろん100％！近年は男性もほぼ100％！

 福井市に住めば、異動があっても引越不要！将来設計が立てやすい！

 金沢まで電車で43分、大阪、京都、名古屋も２時間以内とアクセス良好！
2024年春には北陸新幹線が福井まで延伸し、東京へのアクセスもさらに快適に。
（福井～東京：約３時間20分 ⇒ ２時間53分に短縮予定）

生活

●宿舎情報
福井市大島町柳（ベル付近）や上北野（パリオ付近）などに

あり、家賃は１万円前後。

●住宅手当（上限28,000円）
・家賃が５万円の場合
(50,000円－27,000円)×1/2＋11,000円＝22,500円
⇒自己負担27,500円

・家賃が７万円の場合
70,000円＞61,000円のため、28,000円
⇒自己負担42,000円

●単身赴任手当
転居を伴う異動により、住居から官署までの通勤距離が60㎞

以上となる場合に支給。
（基礎額30,000円+距離加算額、上限10万円）

【大島宿舎】

【上北野宿舎】

宿舎・住宅手当等

【厚労省の目標】
年次有給休暇を年間16日以上
男性の育休は最低１ヶ月以上

WLBの取組は年々加速しており、仕事のオンオフも
しっかりしています。パパママになっても、働きやす
い環境になるよう取り組んでいます。
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私は福井市出身であり、任官2年目になります。福井局は職員数が少
ないため、アットホームな雰囲気で働くことができます。
現在、署内での相談業務や、会社に対する監督指導等を行っています。

都会では業務量の多さから一部の業務に偏りがちだと聞きますが、福井
では幅広い分野をバランスよく経験することができます。
また、若手監督官への研修も手厚く、局独自の研修制度が充実してい

るため、日々の業務にとても役立っています。
福井県には４つの監督署がありますが、引越しをせずに通勤可能なた

め、女性の結婚・出産後の働きやすさも魅力の１つ
だと思います。
仕事の息抜きとして、趣味のフルートやドラムを

演奏して、休日を過ごしています。プライベートの
時間がしっかり確保できるので、日々の業務もがん
ばることができています。
皆さん、福井局で是非一緒に働きましょう！

【武生署 監督課 幸道 杏子(２年目)】

労働基準監督官は、多種多様な経営者や労働者と関わる職業です。仕
事の基本は話を聴くことですが、人によって立場、知識、経験等が違い
ますので、考え方も人それぞれです。相手に合わせた対応が重要ですが、
かといって法律の適用を相手に合わせて変えることはできません。
そのあたりが難しく、やりがいがあるところですが、福井局では若手

監督官の研修を丁寧に行っていますし、相談しやすい上司や先輩がいま
すので、安心して学んでいくことができます。
また、残業が比較的少ないので、平日であっても帰宅後に子どもと公

園等で遊ぶことができており、このような仕事は
少ないと思います。休日もしっかり確保されてお
り、年次有給休暇も計画的に取得できますので、
プライベートもとても充実しています。
私は福井市出身ですが、福井に魅了されて定住

した職員も多く、県外出身者にとっても生活しや
すい県です。
【雇用環境・均等室 労働紛争調整官 中野亮(19年目)】

私は、高知局（３年間）、長野局（６年間）を経て、２年前から福井
局の大野署で勤務しています。私は坂井市出身ですが、県外暮らしが長
く11年ぶりに福井へ戻ってきました。
監督官の仕事は企業の労務管理の調査だけでなく、窓口での労働相談、

労働災害現場へ赴いて調査、説明会の講師等、多岐に渡ります。デスク
ワークと外勤が半々であり、専門性と心身のタフさを求められるシーン
もありますが、採用後の手厚い局独自の研修と経験豊富な先輩監督官の
サポートがありますので心配には及びません。
福井局は少人数な分、職場内の連携が特に強く、
若手のうちからどっしり構えて仕事ができると
思います。
監督官の仕事に少しでも興味を持っている方、

私たちと一緒に福井局で働いてみませんか。

【大野署 監督課長 木下紘佑(11年目)】

先輩監督官からのメッセージ!!

「労働」という観点で社会とつながり、働く方や企業の悩み
を解決する。あなたの力で、働きやすい労働環境に変わり、
福井の企業がさらによくなる。過労死や労働災害を福井から
なくす。
監督官はどんな公務員よりもやりがいがあり、監督官だか

らこそ経験できる業務が多く、これほど視野の広がる職種は
ありません。そんな福井の未来を一緒に作りましょう‼

【福井局監督課長 森 健太】

昨年、娘が生まれて育休を取得しました。
WLBは本当にしっかりしていますので、いつ
までも働きやすい・休みやすい職場です‼
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特に決まりはないけど、男性はスーツにネクタイの人が多いね。逆に女性
でスーツを着ている人はほとんどいなくて、きれいめの服装が多いかな。
厚生労働省の作業着が支給されるし、外勤も多いから、日常的に作業着の

人もいるよ。男女問わず、シャツやカーディガンの上に作業着を羽織ってい
る人も多いね。

そうなんだ。最近、暑い日が続くけど、夏もスーツを着るの？暑くない？

なるほど～。服装は結構自由な感じなんだね。福井も結構暑いけど、
暑さとうまく付き合って、気持ちよく働けそう！！

クールビズ期間は５月～９月なんだけど、この期間にはネクタイや上着を着
ている人はほとんどいないね。
半袖シャツやポロシャツの人も多く、チノパンやスニーカーもＯＫ。
ただ、説明会など人前で話すときは、キッチリした服装で臨む人が多いね。

仕事の時の服装ってみんなどうしてるの？

厚労省
夏用作業着＆安全靴 10



「地味にすごい、福井」ってどんなところ？

 福井県は幸福度４回連続No.1。「全47都道府県幸福度ランキング」(一般財団法人日本総合研究所編)

繊維・眼鏡などのものづくり産業を中心に安定した雇用環境で、有効求人倍率は全国１位。働
く女性の割合や共働き率も日本一で、経済的に安定。待機児童も少なく、子供の学力・体力も
トップクラス。

 観光地は、世界に誇る勝山恐竜博物館、絶景の東尋坊、天空の城と言われる越前大野城、北陸
のハワイと言われる水島、水晶浜、(個人的に)福井の花火が日本一！足羽川の桜をはじめとして桜
づつみも多く、福井市は実は桜の街。冬は芦原温泉でゆっくりと。

 豊富な地酒に海鮮類、冬は越前ガニ。ご当地グルメは越前おろしそばやソースカツ丼、ボルガ
ライス、油揚げ、サバエドッグなど多数！！

 近年は音楽フェスもあり、ウインタースポーツだけでなく、キャンプや釣り、マリンスポーツ
などのアウトドアも充実。

移住ナビ
（福井県庁HP）

https://www.fukui-
ijunavi.jp/fukui_by_data/01

https://www.fuku-e.com/

ふくいドットコム
（福井県観光連盟HP）
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1次試験合格者向け業務説明会・見学会

【日時】令和４年７月29日（金）

14時～16時30分

【場所】福井労働基準監督署

（福井市開発１丁目121‐5）

【担当】福井労働局人事係 横田・矢村

☎0776-22-2655

※若手職員との意見交換会を予定しております。

ご応募お待ちしております。

【福井労働基準監督署】 12

受付については、福井労働局ホームページに受付フ
フォームを掲載予定。（準備中）


