
厚生労働省 群馬労働局

業務紹介

【国家公務員採用 一般職試験 対象】

群馬労働局総務部総務課人事係



厚生労働省は、人（ひと）の生活に

密着している行政です。

私たち労働局職員は、厚生労働省の一員として、

「働く」ことを支えています。

働き始める前から、退職した後も、誰もが、
安心して働き、生活していけるように。

そんな当たり前の日常を支え、守っていく。

それが、私たち労働局職員の使命であり、目標です。



職業安定行政

労働基準行政 雇用環境・
均等行政

就職支援・人材のあっせん

労働条件の確保・改善
災害補償 働き方改革・女性活躍推進

人材開発行政

職業能力の向上

群馬労働局は、「労働」関連の行政分野を、総合的かつ一元的に運営
する厚生労働省の地方機関として、労働者及び事業主の支援を行い、
「はたらく人」を支えています。

主な行政分野



組織図（概要）

厚生労働省

都道府県労働局（全国４７箇所）

労働基準監督署（全国３２１箇所）

公共職業安定所（全国５４４箇所）



業務の概要

［ 職業安定行政 ］



①職業紹介

仕事選択の援助・助言

職業相談を通じて、求職者の
適正、能力、経験、技能の程度
などにふさわしい仕事を選択す
ることができるよう助言

早期就職の実現のため、
求職者向けセミナーなど
様々な施策の企画・立案

特に、就職へ結びつけること
が難しい就職困難者の支援 障害のある方

子育て中の方

妊娠中の方

外国人の方



②雇用保険

雇用保険の申請書類等
の審査・受理。
退職される人が失業給

付の受給の際に使用する
離職票の発行などを行う。

▪雇用保険の加入・喪失手続き ▪失業給付の額の決定・支給

申請書類を審査し、失
業給付を受ける要件を満
たしているか確認。
失業給付金額の決定、

支給手続きを行う。

「ハローワークシステム」で、雇用保険データ
（企業の事業所登録や被保険者の受給記録等の
情報）を管理。



③求人業務

受け付けた求人の内容が労
働基準法や男女雇用機会均等
法などの関係法令に違反して
いないか点検。
違反がある場合は、事業主

に対する指導を行う。

▪求人内容の点検・指導 ▪求人充足の為の相談・助言

求人を出しても募集がない
などの場合、求人条件の緩和
や、求人票の記載内容が魅力
的になるよう助言。
ＰＲブースの提供や合同就
職面接会などの企画・運営を
行う。



業務の概要

［ 人材開発行政 ］



人材育成

▪人材育成業務を担う部署として、労働局に「訓練室」を設置

ハロートレーニング
（公的職業訓練）関係

▪何歳になっても学び直し、その能力を発揮させ、いきいきと働き続ける
ことのできる社会の実現を目指し、様々な施策を実施

ジョブ・カード関係 技能検定関係

地域若者サポート
ステーション関係 技能実習制度関係

地域ニーズに即した訓練実
施のため、都道府県など関係
機関と連携し、ハロートレー
ニングの総合的訓練計画を策
定。

地域におけるジョブ・カー
ドの普及促進。

国家検定制度である技能検
定の周知・広報。

若年無業者（ニート）など
の就労支援を行う「地域若者
サポートステーション事業」。

不適正な監理団体や実習実
施者に対して立入検査等の実
施、外国人技能実習機構など
の関係団体と連携。適正な技
能実習制度の運営を図る。



8:30【業務開始】
まずはメールの確認。
この日は説明会と出張
があるので、資料の再
確認を行います。

11:00【説明会】
企業の人事担当者を集め、
障害者雇用と助成金制度
についての説明会を実施。
資料は前日までにしっか
りと準備しました。

9:00【職業相談】
就職希望者が来所
したので、職業相
談を行う。
求職者に適格なお
仕事を紹介します。

14:00【出張面談】
特別支援学校に出張。
障害を持つ学生、親御さん、
先生と面談を行い、卒業後
の進路について検討を行い
ました。

16:00【打合せ】
本日の説明会と出張面談の
内容を上司へ報告し、今後
の方針について打ち合わせ
を行います。

12:00【お昼休憩】
同僚と食事に外出
したいところです
が、コロナ禍なの
で、お弁当を頼み
ました。

17:15【閉庁】
本日は出張や説明会
など業務が多い日
だったため、閉庁後
１時間ほど残業し、
退庁しました。

ハローワークの障害者雇用担当者を例とした、ある一日のスケジュール（残業を１時間行った日の例）



業務の概要

［ 労働基準行政 ］



①労災補償

▪労災保険の調査の流れ

労働者災害補償保険（労災保険）は、業務上の事由又は通勤による労働
者の負傷等に対して、迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付等
を行う公的保険制度です。

請求書
の受付

請求内容
の審査

実地調査・
資料収集

調査復命書
の作成

決定
（認定・不認定）

窓口で、請求方法の
相談や災害発生状況、
添付書類などを確認

請求内容を審査し、
必要な調査計画を立
てる

現場確認、関係者か
らの聴取調査、医学
的所見・資料の収集

調査内容を取りまと
め、調査官としての
意見を示す

調査復命書の内容な
どにより、監督署長
が決定



労災請求件数のデータ（群馬労働局）

近年、過重労働やパワハラ・セクハラなどを原因とする精
神障害（うつ病など）の労災請求件数が増えています。
労働基準監督署では、認定基準等に基づき、迅速かつ公正

な労災認定を行っています。

件



②労働保険適用徴収

▪労働保険とは「労災保険（労働者災害補償保険）」と「雇用保険」の総称です。

「労災保険」 「雇用保険」

業務中や通勤中の負傷等
に対する保険給付等

失業した際の保険給付等
＋

▪労働基準監督署又は総務部労働保険徴収室の事務

① 労働保険の加入手続き
② 保険料の申告受付、保険料の徴収
③ 保険料が適正に申告・納付されているかの確認のため、事業場への立入検査
④ 保険料滞納事業場に対する指導
⑤ 保険未加入事業場に対する指導、強制加入、財産の差押え

事業主が加入

労働者を一人
でも雇用すれ
ば強制加入



労働保険料の徴収状況（群馬労働局）
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【参考】全国の徴収決定額

令和３年度は、
全国で約2兆6000億円を徴収決定。

令和３年度（R4.2時点）

▪徴収決定額
約330億2600万円

▪収納額
約324億1700万円

▪収納率
約98.2%

保険料は、労災保険や雇用保険の保険給
付のほか、災害防止活動や雇用の安定のた
めの各種助成金、労働者の能力開発などに
も使用されています。

％



8:30【業務開始】
メールチェック、担当
事案の進捗状況、請求
書等関係書類の確認。

11:00【障害認定の準備】
この日は、被災労働者を呼び
午後から障害認定を行う日
だったため、診断書やレント
ゲン画像等で障害の部位、状
態を確認。

8:45【調査復命書作成】
前日までに調査した内容
を取りまとめ、調査復命
書を作成。

13:30【障害認定】
被災労働者が来署。上司立
ち合いのもと、障害認定。
欠損部位、関節可動域角度、
神経症状の有無などを確認。

16:00【調査復命書作成】
確認した障害の状態から障
害等級を認定する。調査内
容をとりまとめ、調査復命
書を作成。

12:00【お昼休憩】
いつも行列しているお店に
奇跡的に並ばずに入れた。
午後の仕事が順調に進むこ
とへの期待が膨らむ。

17:15【閉庁】
当日受付分の請求書
や、翌日の調査事案
を確認。翌日は出張
のため、準備を入念
にしたため１時間ほ
ど残業し退庁。

労働基準監督署労災課の調査担当者を例とした、ある一日のスケジュール（残業を１時間行った日の例）



業務の概要

［ 雇用環境・均等行政 ］



①企業指導

・働き方改革や女性の活躍推進に係る業務

パワハラ・セクハラ
の防止、妊娠等を理由
とする不利益取り扱い
などに対処するための
事業主への指導

同一労働同一賃金へ
の対応に向けた非正規
雇用労働者の待遇改善、
仕事と生活の両立など
の相談対応

「くるみん」「える
ぼし」など、両立支援
や女性の活躍を推進す
る企業の認定



②広報・企画調整

・企画調整業務

・広報業務

労働局の施策を総合的に展開するための企画、関係部署との調整

労働局の運営方針の取りまとめ

労働局の施策の周知広報

記者会見の主催、ホームページの管理

労働法制セミナーの開催

企業の両立支援の取組、時間外労働の改善の取組、最
低賃金引上げの取組を支援するための助成金の支給

広報・企画調整担当は、説明会の開催や情報提供・周知広報活動を通じて、
地域の働き改革を推進しています。



採用後について



厚生労働事務官（共通）として
採用された場合

［担当業務］

職業相談・紹介業務、雇用保険業務、雇用
対策、働き方改革の推進、女性の活躍推進に
関する企業指導・相談等の業務など

厚生労働事務官（基準）として
採用された場合

［担当業務］

労災補償に係る審査・調査、労働保険の
適用・徴収業務など

本人の適正や希望に応じ、最低賃金に関
する業務や働き方改革推進関連業務に従事
することもあります

［主な配属先］

公共職業安定所（ハローワーク）、労働局
（総務部、職業安定部、雇用環境・均等室）

［主な配属先］

労働基準監督署、労働局（総務部、労働基
準部労災補償課、雇用環境・均等室）



採用された労働局以外（県外労働局）への
定期的な人事異動ルールが廃止されました

旧制度

５年目に異動

採用労働局以外で勤務
（２年間）

７年目に異動

採用労働局で勤務

新制度

採用労働局で勤務
（４年間）

異動を希望される場合は、

採用された労働局以外での勤務を希望する場合、
一定の期間、採用ブロック内の他の労働局で勤務をすることができる場合があります。

［厚生労働事務官（共通・基準）として採用された場合］



入省後の研修制度など

・ 入省後、公務員として必要な基礎的知識の習得、資質向上を図るため
の様々な研修が実施されます。

・ 研修施設：労働政策研究研修機構 労働大学校
（所在地：埼玉県朝霞市）

新規採用者研修
初級業務研修

上級研修
業務専門研修

係長研修
専門官研修

課長研修
専門官研修

・ 研修所での研修以外にも、労働局独自の研修、担当者会議を適宜開催。

・ 日常業務では、先輩職員や上司によるOJTが実施され、計画的に業務
を遂行していきます。

研修所に宿泊し
ながら、全国の仲
間と一緒に研修を
受講します



管内労働基準監督署・公共職業安定所の所在地と管轄区域

管内７署

ただし、
伊勢崎に分庁舎あり

管内１２所

安中・中之条は出張所

① 労働基準監督署

② 公共職業安定所

□で囲っている場所は庁舎の所在地です。



若手職員員インタビュー①
現在のお仕事の内容は？
総務課会計第２係で、主に群馬労働局全体で使用する光熱費や、物品などの支払い業務を
担当しています。
そのほか、支払いに関する本省報告や証拠書の取りまとめなどの業務もあります。
会計法令に基づき正確に処理をしなければならない業務であり、大変なこともありますが、
労働局全体の業務運営に欠かせない仕事なので、とてもやりがいのある仕事だと思います。

職場はどんな雰囲気ですか？
とても穏やかな雰囲気で、仕事で悩んだときも経験豊富な上司や先輩にいつでも相談でき
ます。みなさん優しい人ばかりなので、とても働きやすい職場だと思います。

入省までにやっておいた方がいいことはありますか？
やっておいたほうがいいことは特にないと思いますが、毎日ニュースは見るようにしてい
ました。

休日はどのようにしてすごすことが多いですか？
月に１回は年休を取るようにしているので、土日や祝日とつなげて連休にし、友人と遊ん
だり、旅行に行ったりしています。

みなさんにひとことお願いします。
最初はわからないことだらけで、大変なことも多いかと思いますが、上司や先輩職員が
フォローしてくれるので、楽しく仕事をすることができると思います。
また、研修では県外の同期とも仲良くなれます。
みなさんと働けるのをとても楽しみにしています！

氏 名：K・I
採用年度：平成30年度
所属部署：総務部総務課



若手職員員インタビュー②

現在のお仕事の内容は？
基準系事務官として採用されると、主に労災補償部門、労働保険適用徴収や総務部門へ配属され

ます。最初に配属された労働基準監督署では、主に労災保険の調査を担当し、請求があった事案が、
労災保険の給付対象になるのかどうかについて、法律や通達に基づいた調査を行っていました。

やりがいを感じたことは？
労災補償部門の仕事は、労災事故などにあわれた労働者だけでなく、その家族の生活にも影響を与えますし、認

定の結果によっては、事業主が裁判により安全配慮義務を問われることもありますので、認定にあたっては綿密な
調査が必要になります。複雑な事案では、カルテやレントゲン資料などの医学的資料を収集したり、関係者への聴
取や現場調査などを行い、担当調査官として労災と認めるべきか否かについて調査書を取りまとめます。脳梗塞の
事案を担当し、労災として認められたことを家族に伝えた際には、「たくさん調べてくれてありがとうございまし
た」と言われ、とてもうれしかったです。

群馬労働局に入って良かったことは？
地方公務員の場合、一般的にはジェネラリストとして様々な部署を渡っていくことが多いかと思うのですが、国

家公務員の場合は、その官庁が所掌する法令に関する業務を専門的に行うこととなります。厚生労働省は福祉、医
療、労働に関する行政を所掌する官庁であり、その中でも労働局は労働に関する行政運営を専門的に行っている機
関です。特定の行政に関わる期間が長いので、スペシャリストとして成長することができます。当然のことながら、
上司は労働行政のスペシャリストなので、仕事でわからないことがあっても、相談すれば何でも教えてくれます。
また、群馬労働局の場合、勤務場所は基本的に群馬県内で完結する為、将来設計が立てやすい点も魅力のひとつだ
と思います。

休暇や残業は？
厚生労働省は、「マンスリー休暇」などを推進している官庁ですので、職員も率先して有給休暇を取得していま

す。残業についてですが、一年目はほとんど残業をした記憶がありません。二年目以降も、平均が月５時間くらい、

多い月でも１０時間くらいの残業時間だったと思います。労働基準監督署では、夜７時前には、上司たちも帰宅し

ていますので、時間内に集中して仕事をすれば残業はしなくても済むことが多いと思います。

氏 名：D・B
採用年度：令和2年度
初年度配属部署：労働基準監督署労災課


