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茨城労働局

（茨城県水戸市）

労働局は、国民の生活の安定と、経済・社会の発展を

図るため、地域における労働行政の総合的機関として、

雇用の安定や男女ともに健康で働きやすい職場の実現等

を目指しています。

このため、労働局は、「労働分野の専門家集団」とし

て、仕事を探している方や仕事でお困りの方、人材を必

要とする企業等に日々接し、求められるサービスの提供

に努めています。

労働局の果たすべき責任は重いものですが、その分や

りがいがあり、また、関連する様々な業務を経験し、｢労

働分野の専門家（プロフェッショナル）｣として、自らの

専門性を磨くことができます。

行政を目指す皆さん、ぜひ、労働局に来てください。

熱意ある皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみにし

ています。

はじめに

Ⅰ 労働局の概要

（１）労働局とは ………………………………１

（２）活躍のフィールド ………………………２

（３）主な業務紹介 ……………………………５

（４）入省後のキャリアパス …………………８

Ⅱ 職員からのメッセージ

（１）労働局職員 ……………………………11 

（２）本省出向職員 …………………………16

（２）ワーク・ライフ・バランス …………17

（３）職員の１日 ……………………………18

▶ よくある質問（Ｑ＆Ａ） ………………………21
▶ 採用に関する問い合わせ先

Ⅲ 研修施設（労働大学校） ……………20 



労働局は、

・ 仕事の確保（職業安定行政）

・ 職業能力の向上（人材開発行政）

・ 労働条件の確保・向上（労働基準行政）

・ 働き方改革（雇用環境・均等行政）

など、「働く」ということに関連する様々な行政分野を、総合的・一元的に運営しながら、地域に密

着した行政を担うことを目的とした、厚生労働省の地方機関です。

仕事を探している方、働いている方、事業を行っている方などと広く接し、様々な相談に対応した

り、課題の解決に取り組んでいます。

また、労働局の各行政分野は、働く方を直接支援する第一線機関を有しており、職業安定・人材開

発行政の第一線機関である「ハローワーク」、労働基準行政の第一線機関である「労働基準監督署」

があります。

Ⅰ 労働局
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（１）労働局とは
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ハローワーク 労働基準監督署

労働条件の向上、労働者の安全と健康の確保を

図ることを目的としています。

労働者の業務災害・通勤災害について、必要な

保険給付を行う制度の運営や事業主が納付する労

働保険料の徴収などの業務を行うとともに、長時

間労働の抑制、賃金の確実な支払い、不適切な解

雇の防止、労働災害の防止などを推進しています。

労働基準行政

働き方改革を進め、誰もがいきいきと働きやすい

雇用環境を実現することを目的としています。

法律や制度の周知、事業主への指導、相談受付、

紛争解決援助などを実施し、非正規雇用労働者の待

遇改善、ハラスメント対策の推進、女性の活躍推進、

ワーク・ライフ・バランスの推進などに取り組んで

います。

すべての人々が能力を高め、各々に適した仕事に

就けるよう支援することを目的としています。

スキル向上・キャリア開発に向けた支援を通じて、

働く人の未来への挑戦にしっかり寄り添うことで、

すべての人が持てる能力を存分に発揮し、いきいき

と働くことのできる社会の実現を目指します

すべての人々が、その能力を最大限に発揮して
働けるようにするとともに、人材を求める企業の
ニーズに応えることなどを目的としています。
求職者と求人者を結びつける職業相談・職業紹

介、働く人が失業した場合の失業等給付の支給、
障害者・高齢者などの就職促進などの業務を行っ
ています。

人材開発行政

雇用環境・均等行政

職業安定行政



マザーズハローワークでは、子育てを

しながら就職を希望している方に対して、

キッズコーナーの設置など子ども連れで

来所しやすい環境を整備し、担当者制

（ご相談の中で予約が可能）による職業

相談、地方公共団体等との連携による保

育所等の情報提供、仕事と子育ての両立

がしやすい求人情報の提供など、総合的

かつ一貫した就職支援を無料で行ってい

ます。

ハローワーク朝霞
（埼玉県朝霞市）

マザーズハローワークのキッズコーナー
（マザーズハローワーク日暮里（東京都））

マザーズハローワーク

ハローワーク（公共職業安定所）

ハローワーク（公共職業安定所）は、全国に544

所あり、民間の職業紹介事業等では就職へ結びつけ

ることが難しい就職困難者を中心に支援する「雇用

のセーフティネット」としての役割を担っています。

また、地域の総合的雇用サービス機関として、職

業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を一体的に

実施しています。

職業相談窓口

新卒応援ハローワーク ＆ わかものハローワーク

新卒応援ハローワークは、全都道府県にあるワンス

トップで新卒者等を支援する施設で、大学院、大学、

短大、高専、専修学校などの学生及び卒業後概ね３年

以内の方を対象に、学校との連携の下、担当者制によ

るキャリア設計に関わる相談や具体的な就職活動に関

する支援などきめ細かな個別支援を無料で行っていま

す。

また、わかものハローワーク等では、フリーターの

正社員就職の支援拠点として、担当者制による個別相

談や、正社員就職に向けたセミナー、職業訓練への誘

導等の各種支援、就職後の定着支援を実施するなど、

正社員就職に向けて一貫したきめ細かな就職支援を行

っています。

正社員を目指すためのセミナー
「ジョブクラブ」２

（２）活躍のフィールド



労働基準監督署

新宿労働基準監督署（新宿労働総合庁舎）
（東京都新宿区）

胸部CT画像の確認（労災補償業務）

電話による問い合わせ対応

労働基準監督署は、全国に321署あり、労働

基準法、労働安全衛生法などの法令に基づき、

労働者の労働条件の確保、職場の安全や健康の

確保を図るための取り組みを行っています。

また、労働者が仕事や通勤中に病気やケガを

された場合の治療費用や、療養のために仕事を

休み、賃金が支払われない場合の補償などの、

労災保険の給付を行っています。

窓口対応

３



雇用環境・均等部（室）

４

雇用環境・均等部（室）は、働き方改革を一体的

に進めるため、平成28年４月に全国の労働局内を再

編成してできた組織です。労働者がいきいきと働き

やすい雇用環境を実現するため、働き方改革の推進、

非正規雇用労働者の待遇改善、ハラスメント対策の

推進、女性の活躍推進、ワーク・ライフ・バランス

の推進などに取り組んでいます。

「子育てサポート企業」の認定
（プラチナくるみん認定）の通知書交付式

働き方改革推進会議

所管する法律（女性活躍推進法）の説明会

相談対応

また、労働局全体の施策の企画・立案、総合調

整、広報などをとりまとめ、都道府県、労使団体

等との調整などの役割を担っています。
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職業安定行政の業務

人材開発行政の業務

職業相談・職業紹介

仕事を探している方（求職者）に対して、職業相談を通じて職業情報やそ

の他就職に関する情報を提供し、求職者がその適性、能力、経験、技能の程

度等にふさわしい職を選択することができるよう窓口で助言、援助を行う業

務です。

職業相談を行うにあたっては、求職者のニーズを的確に把握し、そのニー

ズに応じたサービスを提供することが重要です。窓口での求職者との相談の

中で、希望する仕事内容や労働条件などのニーズを引き出し、仕事経験や能

力などの適性を考慮した適切な求人を提案することが求められます。

この業務を通じて、職業相談・職業紹介に関する実践的知識・経験を深め、

地域の実情に応じた、就職率向上のための様々な施策を企画立案し、職業に

関するエキスパートとして活躍することが期待されます。

雇用保険の給付
雇用保険部門の主要な業務は、「企業に雇用された労働者を雇用保険の

被保険者として加入手続きをする」、「失業された方に対して、失業給付

の額を決定し支給する」の２つです。これらは、いずれも雇用保険法に基

づく「行政処分」です。

この処分を行うためには、雇用保険法だけでなく、労働基準法等の「関

係法令」、法解釈や具体的な取り扱いを示した「通達」、「業務取扱要

領」を参照する必要があります。具体的には、雇用保険の適用対象になる

「労働者」か否かの判断にあたって、労働基準法上の判断基準を参照した

り、失業給付を支給するにあたって、雇用保険と厚生年金保険との調整を

行ったりするなど、業務内容は公平・公正な対応が求められるものです。

日頃からハローワークの窓口における利用者との面談や提出された書類

を通じて、正確に事実関係を把握し、法令に照らして行政処分を行います

が、雇用保険業務を通じて、様々な法令等に精通し、中堅職員になる頃に

は「社会保険制度」のエキスパートとして活躍することが期待されます。

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」が設置されています。訓練室では、訓練室長をトップとして、地

方人材育成対策担当官などの専門官が配置され、以下のような人材育成に関する多様な業務を行っています。

① ハロートレーニング（公的職業訓練）関係

地域のニーズに則した訓練が実施されるよう、都道府県などの関係機関と連携し、ハロートレーニングの総合的な訓

練計画を策定するなどの業務。

② ジョブ･カード（※）関係 （※）「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツール

地域におけるジョブ・カードの普及促進や、各都道府県に設置する地域のジョブ・カード運営本部の運営に係る業務

③ 技能検定関係

国家検定制度である技能検定の周知・広報に関する業務

④ 地域若者サポートステーション関係

若年無業者等の職業的自立のため支援を行う「地域若者サポートステーション事業」の委託契約の締結及び業務指導

等に関する業務

⑤ 技能実習制度関係

不適正な監理団体や実習実施者に対して立入検査等を実施するほか、労働基準監督署等の関係機関と連携し、制度の

適正且つ円滑な運用を図る。

現在、誰もが何歳になっても学び直し、その能力を発揮し、いきいきと働くことのできるよう、働く人の未来への挑戦

にしっかり寄り添う人づくりへの期待が高まっています。そのため、労働局の職員は、地域の「人づくり」のエキスパー

トとして最前線で活躍することが期待されます。

雇用保険受給者が使用する受給資格者証（例）で
す。「基本手当日額」等の個人情報が含まれてい
るため、厳重な取り扱いが必要です。

（３）主な業務紹介



６

労災の補償

労災保険では、仕事中や通勤中のケガなど、労働災害に遭わ

れた方やその遺族の方に対して、迅速かつ公正な保護をするた

めに保険給付を行っています。そのため、保険給付等に関する

相談をはじめ、給付請求書の受付審査、決定までの事務を労働

基準監督署及び労働局で行っています。

労災保険制度は、労働基準法で定められた使用者の災害補償

責任の担保として創設されたものですが、現在では、その範囲

を超えて、社会復帰に向けた事業（義肢・義足の支給や遺児の

就学費用の援助等）を実施するなど、被災労働者やその遺族の

生活保障の色彩を強め、社会保障を考えるうえでも欠かせない

ものとなっています。

また、近年においては、仕事のストレス（業務による心理的

負荷）が原因で精神障害になった、あるいは自殺したとして労

災請求されるケースが増えており、労災認定に当たっては、よ

り専門性の高い判断が求められています。労災補償業務は、迅

速で公正な保険給付を行うことにより、労働者が健康で安心し

て働ける社会を支える、とてもやりがいのある仕事です。

労働保険加入手続き・徴収

労働保険とは、業務上の負傷や病気に際して給付を受ける
ための労災保険と、失業した際に失業給付を受けるための雇
用保険の総称です。

労働保険は、原則、労働者を１人でも雇用する会社が必ず
加入しなければならない強制保険であり、保険者である国が
労災保険と雇用保険の給付を適切に行うことができるよう、
会社から保険料を徴収しています。

労働局が行う労働保険適用・徴収業務は、労働保険の加入
手続きや、保険料の申告受付及び徴収の業務を主に行ってい
ますが、他にも、労働保険に加入してない会社を把握し、加
入の指導を行う「適用促進」の取り組みや、保険料が適正に
申告納付されているか会社に立入検査を行ったり、保険料を
滞納している会社に対し納付に関する指導を行ったりする
「適正徴収」の取り組みを実施しています。また場合によっ
ては、労働保険に加入しない会社に対して、職務権限により
強制的に加入させたり、保険料を滞納する会社の財産を差押
えたりすることもあります。

労働保険は、働く皆さんのいざという時のセーフティネッ
トであり、労働保険制度の健全な運営と、費用の公平負担の
確保のため、そして何よりも「自分は労働者の味方である」
という自信と自覚をもって、労働保険徴収法のほか様々な法
令等に精通して活躍することが期待されます。

労働基準行政の業務

事業主から提出された「労働保険料申告書」
です。
雇用している労働者の賃金総額に保険料率を

乗じることで、保険料額を算出し、徴収します。
徴収された保険料は、労働災害に遭われた方

への労災保険給付や、失業されてお仕事を探さ
れている方への失業給付に充てられます。

レントゲン写真を確認し、負傷の部位及び程度
を評価します。
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企業指導

雇用環境・均等部（室）では、働きやすい雇用環境を実現するため、
「働き方改革の推進」や「安心して働くことができる職場環境整備」
の役割を担っています。

「えるぼし」マーク

くるみんマーク

企業指導業務の担当は、取り扱い企業の働
き方改革が進むよう、非正規雇用労働者の待
遇改善、ハラスメント対策の推進、男女の均
等取扱い、ワーク・ライフ・バランスの推進
などの業務に取り組んでいます。

・職場の男女差別、セクシュアルハラスメン
ト、妊娠・出産に関するハラスメントがない
職場づくり

・パワーハラスメント、非正規雇用労働者の
均等・均衡待遇などの労働問題の相談対応

・｢くるみん｣認定、｢えるぼし｣認定など両立
支援や女性の活躍を推進する企業の表彰

企業指導業務の担当者は、幅広い法律の知識
を駆使し、法律が守られるよう企業指導のエキ
スパートとして活躍することが期待されます。

広報・企画調整

広報・企画調整業務の担当は、次の業務を行っています。

○企画調整業務

・労働局が各地域で施策を総合的に展開するため、企画、

労働局内外の調整

・労働局の運営方針の取りまとめ

○広報業務

・労働局全体の施策の周知広報

・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り組み、時間外労働の改善の取り組み、

最低賃金引き上げの取り組みを支援するための助成金の支

給

広報・企画調整業務の担当者は、労働局全体の動きに関わる

存在であり、また、説明会の開催や情報提供、周知広報などに

より、地域の働き方改革を推進する存在として活躍していくこ

とが期待されます。

雇用環境・均等行政の業務

雇用環境・均等（部）室では、実際
に企業を訪問し、法律に沿った雇用管
理ができているかの報告を求める「報
告徴収」を行います。法律を下回って
いる場合は、法律ごとに分かれたパン
フレットを使いながら丁寧に説明し、
是正されるまで指導を行います。



① ハローワークや労働局における

働く人の職業の安定、働き方改革関係業務を中心としたキャリアパス

・ ハローワーク（公共職業安定所）や労働局において、職業相談・紹介業務、雇用

保険業務、雇用対策業務等や働き方改革推進のための企業指導、相談等の多彩な業

務を担当していただきます（職業安定、人材開発、雇用環境・均等行政の部署に配

属されます）。

・ 業務が広範なため、入省後はできるだけ多くの異なる業務に就いていただき、係

長・専門官等の中堅職員以後は、本人の適性や希望に応じて、各業務のスペシャリ

ストに成長していただくことを期待しています。

・ 最終的には、幹部職員としてハローワークや労働局の運営に携わっていただきま

す。

（４）入省後のキャリアパス ～ キャリアパスの選択 ～

労働局の事務官には２つのキャリアパスがあり、入省時に選択することができます（次ページ参照）。

② 労働基準監督署や労働局における

労災補償業務や労働保険適用・徴収業務を中心としたキャリアパス

・ 労働基準監督署や労働局において労災保険を支給するための審査、調査、労災認

定の対応や労働保険の適用・徴収を担当していただきます（労働基準、雇用環境・

均等行政の部署に配属されます）。

・ 入省後早い時期には、労働基準監督署における第一線の窓口業務を中心とする業

務を経験後、管内監督署の業務を統括する労働局の業務も含めて経験していただき、

労災補償や労働保険の適用・徴収業務のスペシャリストとなっていただくことを期

待しています。なお、本人の適性や希望に応じて、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していただくこともあります。

・ 最終的には、幹部職員として労働基準監督署や労働局の運営に携わっていただき

ます。

８

※ 労働基準監督署や労働局労働基準部以外に、労働局総務部、雇用環境・均等部（室）で勤務する
こともあります。

※ ハローワークや労働局職業安定部、雇用環境・均等部（室）以外に、労働局総務部で勤務するこ
ともあります。
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ハローワークでの窓口業務
（雇用保険、職業相談等）

雇用環境・均等部（室）
での窓口業務
（労働相談、助成金
審査等）

監督署での窓口業務
（労災保険の請求対
応等）

労働局労災補償部署
や労働保険適用・徴
収部署における窓口
業務

職業紹介業務、雇用対
策業務、労働保険適
用・徴収業務等

職業相談窓口で就職困
難者の職業相談・職業
紹介等

企業指導計画の策定、
困難事案等への対応等

男女雇用機会均等法等に
関する企業指導等

労災補償業務、労働
保険適用・徴収業務、
管理業務等

過労死などの複雑な労
災請求の審査業務等

労働局において職業
紹介業務等の企画・
運営

部下のマネジメント、
組織内の業務調整

労働局において企業指
導業務等の企画・運営

部下のマネジメント、
組織内の業務調整

労働局において労災補
償業務等の企画・運営

各組織の統括・運営各組織の統括・運営

課長（補佐）、統括級

主任、係長、専門官級

係員級

労働局の幹部職員

主任、係長

係員

専門官 指導官

係員 係員

主任、係長

ハローワーク課長
ハローワーク統括
労働局の課室長補佐

労働局の幹部職員

労働局の監理官
労働局の課室長補佐

監督署や労働局の
幹部職員

監督署課長
労働局の専門官
労働局の課室長補佐

主任、係長

ハローワークや
労働局の幹部職員

専門官

（
2

年
間
）
（
概
ね
５
～
12

年
目
）

他
の
労
働
局
で
経
験
を
積
む

各組織の統括・運営

部下のマネジメント、
組織内の業務調整

①事務官（共通） ②事務官（基準）



Ⅱ 職員からのメッセージ

※ 各職員の所属は令和２年3月現在のものです。

１ 労働局職員

大阪労働局／大阪南労働基準監督署／柏原 太陽 …………………………………Ｐ11

新潟労働局／新発田公共職業安定所／今井 凪 ……………………………………Ｐ11

青森労働局／職業安定部職業対策課／佐々木 公大 ………………………………Ｐ12

和歌山労働局／和歌山公共職業安定所／池田 奈央子 ……………………………Ｐ12

東京労働局／労働基準部労災補償課／榎原 知樹 …………………………………Ｐ13

栃木労働局／雇用環境・均等室／大貫 文子 ………………………………………Ｐ13

長崎労働局／佐世保公共職業安定所／加藤 紘平 …………………………………Ｐ14

熊本労働局／菊池労働基準監督署／竹森 栄見子 …………………………………Ｐ14

島根労働局／出雲公共職業安定所／山田 誠 ………………………………………Ｐ15

愛知労働局／一宮公共職業安定所／神野 智恵子 …………………………………Ｐ15

２ 本省出向職員

職業安定局雇用政策課／浅黄 卓磨 …………………………………………………Ｐ16

職業安定局労働市場センター業務室／赤岡 夏実 …………………………………Ｐ16

３ ワーク・ライフ・バランス

千葉労働局／職業安定部職業対策課／風間 理恵 …………………………………Ｐ17

北海道労働局／札幌東公共職業安定所／芳賀 勇哉 ………………………………Ｐ17

４ 職員の１日

長野労働局／松本公共職業安定所／北澤 翔太朗 …………………………………Ｐ18

東京労働局／飯田橋公共職業安定所／小川 ちあき ………………………………Ｐ19
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労働局の説明会にて、労災補償業務は
仕事中や通勤中に怪我をした人たちに対
して社会復帰してもらえるようにサポー
トする仕事と聞き、人の役に立てる仕事
ができると思ったことから労働局を志望
しました。
また、人事異動はあるものの、基本的

には地元で働けるということも魅力的で
した。

労働局を選んだ理由

労災保険の給付に関する業務を担当しています。労災保険は、
業務や通勤が原因で傷病を負った労働者に対して治療費や休業補
償などの給付を行う制度です。実際の業務では、傷病が業務や通
勤を原因とするものかどうかの調査を行っています。調査の際に
は災害発生の現場を訪問することや、病院の医師に医学的な意見
を聞くこともあります。調査の結論を出すうえで、場面ごとに判
断を裏付ける知識が必要になるため、その都度、法令や参考資料
を見返しながら、日々奮闘しています。また、分からないことや
困ったことがあれば気軽に質問や相談ができるため非常に雰囲気
がよく働きやすい職場です。

現在の業務内容について

労働局の仕事は、人々の生活に直結
する責任ある仕事であるため、常に正
確な作業が求められます。業務におい
ても同じことの繰り返しではなく、い
つも新しい驚きや発見があるため業務
を通して多くのことを学ぶことができ
ます。また、労働局は人と接すること
の多い職場であり、経験を積むことで
専門性を高めることができるため、と
てもやりがいのある仕事です。
皆さんも労働局で一緒に働きません
か？

受験者へのメッセージ

大阪労働局
大阪南労働基準監督署 労災第１課

柏原 太陽平成31年 入省

労働局を選んだ理由

現在の業務内容について

私は入省3年目で初めて異動を経験
しました。それまでと業務内容ががら
りと変わり、初めての窓口業務だった
ため、異動当初は不安もあり、分から
ないことに直面する場面も多くありま
したが、周りの上司や先輩が相談に乗
ってくださり、アドバイスをしてくだ
さるので、安心して業務に取り組める
働きやすい職場だと感じています。
私が対応した方から、感謝の言葉を

いただけることもあり、やりがいを直
接感じられる仕事です。皆さんと一緒
に働けることを楽しみにしています。

受験者へのメッセージ

子どもの頃から人と話すことが好きだっ
たため、将来は人と接する仕事、人の役に
立てる仕事がしたいと考えていました。
ある時、身近な知り合いが、自分の置か

れている環境から、やりたいと思った仕事
に就けないという場面を目の当たりにしま
した。この知人と同じように、働くことに
対して不安や悩みを持っている方のために、
働きやすい環境づくりをしたり、様々な面
から働く人やその生活を支えるサポートが
できる仕事がしたいと思うようになり、労
働局を志望しました。

雇用保険課では、失業された方に対して、再就職先が決まるまで
の基本手当や早期再就職を支援するための各種手当の支給業務を行
っています。
窓口に提出された書類の内容確認や失業の認定を通して、実際の

手当を支給する業務であるため、正確に支給ができるよう心掛けて、
日々業務に取り組んでいます。
窓口には様々な悩みや不安を抱えて来所される方がいらっしゃる

ため、利用される方おひとりずつに合った説明や相談を行えるよう
日々勉強しています。
窓口で直接利用者の方と接し、話すことの多い今の業務では、

「丁寧で分かりやすかった、ありがとう。」と声をかけてくださる
方や安心して笑顔を見せてくださる方がいて、とてもやりがいを感
じています。

今井 凪平成29年 入省

新潟労働局
新発田公共職業安定所

雇用保険給付課

11

Kashihara Taiyou

Imai      Nagi

１ 職員からのメッセージ ①
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就職活動をしていた時、地元で、仕事とプライベートのバラ
ンスを取りながら、自分らしく働きたいという思いがありまし
た。いくつか官庁訪問をする中で、労働局には、親しみやすい
雰囲気の方が多いように思われ、職場環境にとても好感を持ち
ました。実際に、自分自身も、その雰囲気に緊張が解れた事も
あり、働きやすい職場だなぁと思い、労働局を志望しました。
自分もハローワークの窓口で、来られる人の気持ちに寄り添い、
自分らしい接客をし、公的な機関のイメージを変えられるよう
な仕事をしたいという思いで入職しました。

労働局を選んだ理由

現在、私はハローワーク和歌山で職業紹介の業務を担当して
います。仕事について悩まれている方が、前を向いて歩きだせ
るように、手助けをする事ができるこの仕事にやりがいを感じ
ています。悩まれていて動けなくなっていた方が、良い表情で
就職が決まった報告に来てくれた時はとても嬉しいです。全く
異業種への転職をされ、就職の報告に来てくれた方がいらっし
ゃいました。異業種への転職の為、不安と期待で胸がいっぱい
の様子の中、新しい業務に関連した本を携え「異業種なので不
安ですが、入社までに勉強します！」と笑顔で来てくれた姿を
見た時に、その前向きなエネルギーに触れ、自分自身も頑張ら
ないといけないなと身の引き締まる思いでした。

現在の業務内容について

窓口業務をしていると、たくさんの出会いがあり、世の中には色々な価値観があり、働き方や働く上で何を大切
にしたいかも人それぞれ違うという事をまざまざと感じさせられます。相談のスタイルも人それぞれ違っており、
正解がない分とても難しいですが、自分らしさを出す事のできる、深みのある仕事だと私は思います。

受験者へのメッセージ

和歌山労働局
和歌山公共職業安定所

紹介サービス第２部門

池田 奈央子平成21年 入省

平成27年 海南公共職業安定所 職業紹介部門

平成29年 和歌山労働局総務部総務課 人事係

令和 元年 現職

Ikeda       Naoko

労働局を選んだ理由

現在の業務内容について

就職活動の支援が主な業務と思い入省しましたが、実際には雇用保険関係業務や求人活動を行う企業の支援業務
等、多岐にわたるものでした。しかし担当業務は異なっていても、それぞれが国民一人ひとりの職業生活や人生に
かかわる重要なものだと感じています。
過去に震災を経験しましたが、生活の再建、地域の産業の再建のためには、やはり「仕事」が重要な位置を占め

ており、労働行政が担う役割や責任の大きさを感じています。労働行政分野で地域や社会のために貢献したいとい
う熱意のある方々と一緒に働けることを楽しみにしています。

受験者へのメッセージ

職業というのは、日々の生活や長い人生において中心に近い部分を
占めるものであり、その就職先を決める就職活動は人生の一大イベン
トであると思います。しかし、私も実際に経験しましたが、就職活動
には大変なこと、辛いことも多く、なかなか就職が決まらないときの
苦しみはとても耐え難いものだと思います。このように苦しくも重要
な就職活動の相談や手助けができるということは、他の仕事では感じ
られない大きなやりがいがあるものと思い、労働局を志望しました。

事業主を対象とする助成金関係の業務を担当しています。特別な支
援が必要な方の雇い入れのための助成金、従業員の処遇や職場環境の
改善のための助成金等、多種多様な助成金があり、それらの名称を覚
えるだけでも苦労しました。
具体的な業務としては、申請書類の内容を精査し、支給要件に合致

しているか判断する事務的な内容が大半ですが、その他にも内容に関
する問い合わせへの対応や、企業向け説明会において助成金の利用促
進のための説明等も行っています。
現在は書類審査事務に従事していますが、これらの助成金をきっか

けに、間接的にでも求職者の方々の就職に結びついたり、職場環境の
改善に結びついたりしていると信じ、多くの事業主に利用していただ
きたい気持ちで業務に取り組んでいます。

青森労働局
職業安定部職業対策課

雇用開発主任

佐々木 公大平成23年 入省

Sasaki        Koudai

平成27年 青森公共職業安定所
職業紹介第２部門

平成29年 青森公共職業安定所
雇用保険給付課

令和元年 現職

１ 職員からのメッセージ ②
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労働局を選んだ理由

現在の業務内容について

労働局での業務は、労働基準行政を必要としている方に直に接する機会が多いので、社会に意義のある仕事を行う喜び
を実感出来ると思います。大変な仕事も時にはありますが、チームワークで業務に取り組む気持ちの職員が多いので、困
った時は上司、先輩に相談しやすいです。また、有給休暇の取得や育児休業、時短勤務等についても周りの理解やサポー
トが得やすく、とても働きやすい環境だと感じています。私自身は、子どもが生まれた時に育児休業を6か月間取得しま
した。また、現在は休憩時間の短縮の制度を利用しており、定時より早い退勤時間での勤務となっています。おかげで、
子どもの保育園への送迎等を行う時間が確保出来ており、仕事と育児の両立を行なう事が出来ています。
誰もが安心して働き活躍出来る社会の実現のため、ぜひ一緒に働きましょう。

受験者へのメッセージ

就職するにあたり、３点希望がありました。①公共性の高い分野での就労、
②専門性のある職種、③現場で直接仕事できる職種。労働局での業務の内、
仕事中や通勤中の災害のため大変な思いをしている方達の手助けを直接でき
る労災保険関係の業務は、そうした私の希望に合致していました。
また、過労死等に対する労災保険給付について、社会から注目され、大き

な期待が寄せられていたことから、社会の要請に応えられる仕事が出来ると
考え、労働局を選びました。

労災保険には、労働者の方が仕事や通勤によるケガや病気をして治療を必
要とする場合、医療機関で無料で治療を受けることができる「療養の給付」
の制度があります。労働者の方がこの制度を利用すると、医療機関は治療に
かかった診療費を労働局に請求するのですが、私の部署では、その医療機関
からの診療費の請求の内容が適正なのかという審査を行っています。
審査業務は、医学的知識、関係法令等の知識、労災認定の経験等が必要で

あるため、覚える事が多く大変な業務ですが、その分知識、経験の幅が広が
り、とても成長の出来るやりがいのある職場だと感じています。
また、審査のためには様々な専門分野の医師に労働局に集まってもらいま

す。医師の先生方の中には著名な方も多く、先生方から最新の医学情報など
色々と興味深い話を伺えるのでとても貴重な経験ができますが、会話が高度
であるため対応に必要な勉強を日々行っています。

東京労働局
労働基準部労災補償課分室

医療主任

榎原 知樹平成20年 入省

Ebara Tomoki    

平成26年 東京労働局総務部総務課
平成28年 中央労働基準監督署労災課
平成30年 現職

１ 職員からのメッセージ ③

労働局を選んだ理由

現在の業務内容について

気がつくと25年勤務しており、この間、困難な対応を求められることも多々ありましたが、一人で抱え込んで悩み
過ぎずに、上司、同僚のサポートを得つつ、日々学びながら、楽しんで（これ大事！）業務に励んでいます。
厚生労働省は働き方改革を推進している省庁であり、労働局は働き（続け）やすい、休みやすい職場です。私も当

初の希望どおり、3人の子育てをしながら仕事と育児を両立させることができています。また、趣味のライブ鑑賞の
ために年休を取得して、リフレッシュするなど、プライベートも楽しみつつそれが仕事にもプラスになっています。

受験者へのメッセージ

結婚や出産をしても働き続けたいと思い、女性でも長く勤めている
人が多い公務員を志望しました。ところが、私が就職活動をしていた
当時は、バブル崩壊後で民間企業も含めて就職をめぐる状況は厳しか
ったことを記憶しています。官庁訪問をする中で、働く女性に関係す
る法律である男女雇用機会均等法を所管する厚生労働省（当時は労働
省）に興味を持ち、入省しました。生活をしていく上での礎となる
「労働」に携わる仕事はとてもやりがいがあり、良い選択をしたと思
っています。

働き方改革の推進、同一労働同一賃金、女性の活躍推進、ハラスメ
ント対策など、まさに今が旬の重要施策を担いつつ、労働局の仕事に
横串をさす役割も果たしているのが、雇用環境・均等室です。
私の現在の業務は、労働局全体の施策の企画・調整、広報です。労

働局内の様々な施策を横断的・総合的に推進するため、各部署と連携
して企画・調整を図るコミュニケ―ション能力が必要とされます。大
変ではありますが、施策の効果を最大限にするため様々な部署の人と
知恵を出し合い密度の高い仕事と感じています。また、広報において
は、まず労働局を知ってもらうことが重要なため、「必要な情報が、
必要な人に、迅速に、わかりやすく届くように！」をモットーに、労
働局ホームページの管理や労働局長が毎月行う定例記者会見などを実
施しています。

栃木労働局 雇用環境・均等室
雇用環境改善・均等推進指導官

（企画担当）

大貫 文子平成５年 入省

平成27年 栃木労働局雇用均等室
地方機会均等指導官

平成28年 栃木労働局雇用環境・均等室
雇用環境改善・均等推進指導官

令和元年 現職

Onuki Ayako



私は元々、消防士を目指して公務員の専門学校へ進学したのですが、
夢を叶えることが出来なかったとき、少しでも近い仕事に就きたいと
思い、困っている方々のために働ける仕事として労働局を志望しまし
た。
ハローワークの窓口では、失業して自信を失いかけている方、大き

な不安を抱えながら家族を支えるために一生懸命仕事を探されている
方など、様々な相談が寄せられます。自信を取り戻し、不安を乗り越
えて、その方の本来の力を発揮する事ができるようサポートしていく
事を心掛けながら相談業務にあたっています。

労働局を選んだ理由

現在、ハローワーク佐世保で新規学卒者を主な対象とした職業相談
を担当していますが、「やりたい仕事が分からない」等の相談も多く、
様々な悩みに幅広く対応できるよう、職場の研修や自主勉強会等でカ
ウンセリングやキャリア・コンサルティングに関する知識や技能を学
んでいます。それらは窓口業務だけではなく、職場の上司や部下、家
族や友人との関係、育児など、人生の様々な場面でもとても役立って
います。
多くの方々の人生と真剣に向き合う仕事だからこそ、自分自身とも

向き合いながら学び、成長していくことができる魅力ある仕事だと感
じています。消防士になることは出来ませんでしたが、その後に選ん
だ道は決して間違いではなかったと確信しています。

現在の業務内容について

ハローワーク業務の大部分は窓口業務で、カウンセラー的な要素が強い仕事だと感じます。普段から「相手の気持ち
や考えを尊重しながら相談する」ということを日常的に行っているので、職場の雰囲気も、お互いを尊重し合い、力を
合わせて働くことができる魅力ある職場だと思います。また、段階的にキャリア・コンサルティングの国家資格の取得
を目指して、職場の仲間達と実践しながら学びを深めていけるという充実感もあります。「誰かの役に立てるような仕
事がしたい」「やりがいのある仕事をしたい」とお考えの皆さま、ぜひ私たちと一緒に、共に学びながら働いてみませ
んか？

受験者へのメッセージ

長崎労働局
佐世保公共職業安定所

職業相談第一部門

加藤 紘平平成10年 入省

平成27年 長崎労働局職業安定課
雇用企画係

平成30年 佐世保公共職業安定所
職業相談第三部門

令和 元年 現職
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１ 職員からのメッセージ ④

Katou Kouhei

労働局を選んだ理由

現在の業務内容について

厚生労働省は人との関わり合いが最も求められる行政です。今後、あらゆる就労現場で技術革新が進みＡＩ導入等
による効率化が図られると思いますが、労働行政は経験や知識によるコミュニケーションも不可欠な仕事で、「これ
からの日本を支える労働者の方々が、健康で安心して働くことが出来る社会を支える一翼を担っている。」という醍
醐味を実感できる仕事です。ぜひ、皆さんをお待ちしております。

受験者へのメッセージ

職場での男女格差がまだ残っていた時代、男女の区別なく働きたい
という思いから公務員を志望し、期せずして男女雇用機会均等法を所
管する労働局に採用され労働行政に携わることになりました。労働法
に関する知識や興味はあまり特にありませんでしたが、今思えば自分
のニーズに最も適した省庁でした。

私の所属する労働基準監督署での労災補償業務は、仕事中や通勤中
の災害に遭われた労働者の方、そのご遺族の方に対して、治療費、休
業補償、障害補償、遺族補償等の給付や社会復帰に向けての支援等を
行うものです。事務作業だけでなく現場の第一線で労働者、事業主の
方々と日々接し、「働く」ということに向き合っています。
私のチームは、入省1年目の新人職員からベテラン調査官まで年齢

や性別、経験年数の異なる職員で構成されています。それぞれの役割
を十分に発揮し、新人職員育成や自身のキャリアップを目指しながら
仕事と家庭を両立させ、労働者の方への迅速な給付が行えるよう奮闘
しています。

熊本労働局
菊池労働基準監督署 労災課長

竹森 栄見子昭和60年 入省

平成28年 玉名労働基準監督署
労災課長

平成30年 菊池労働基準監督署
業務課長

令和元年 現職

Takemori Emiko 
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１ 職員からのメッセージ ⑤

学生時代から「人を支えたい」という思いが強く、就活で利益
追求ではなく、人に奉仕すると印象があった公務を志望しました。
いくつかの省庁を訪問する中で、人に密着するイメージが一番強
かった厚労省の門をたたきました。「うちの仕事は人を支えて笑
顔にする仕事です」と当時の面接官がおっしゃった言葉は、今で
も鮮明に覚えています。入省後、様々な業務を経験し、職業相談、
特に障害を持つ方の支援を志すようになりました。

労働局を選んだ理由

念願で就いた障害者支援でしたが、当時は障害者を雇い入れる
企業は少なく、雇用のお願いに歩き回りました。ある40代の知的
障害者が内定し、働く現場をご家族と見学した時のご両親の涙が
忘れられません。仕事の相談をするということは、当事者のみな
らず、家族の人生も左右するのだと、ハローワークの仕事に強い
誇りと責任感を持っています。
現在は管理職の立場になり、職業相談の機会は少なくなりまし

たが、所長として管轄地域の首長や、経済団体と連携することで、
地域の特性に密着したイベントや施策を企画することができ、若
手職員に取り組んでもらっています。間接的ではありますが、こ
ういう形でも市民生活を支えることができています。

現在の業務内容について

職業相談の他にも、事業を継続するための企業支援も行っています。いずれの現場も毎日が出会いの連続です。就
職内定に向けて一緒に作戦を練ったり、企業の課題解決のためのプランを考えて提案したり、利用者と共に歩むイメ
ージを持ってください。生身の人間同士、時にはぶつかりあったりすることもありますが、利用者の「ありがとう
ね」の一言は何にも代え難いものです。私たちのチームに入って一緒にやってみませんか？

受験者へのメッセージ

愛知労働局
一宮公共職業安定所 所長

神野 智恵子昭和56年 入省

平成27年 愛知労働局
職業安定部職業対策課

課長補佐
平成28年 名古屋中公共職業安定所 次長
平成30年 現職

Jinno Chieko

労働局を選んだ理由

現在の業務内容について

ハローワークは、生活の基盤である「働く」ことを支援するとともに、企業活動を支える「人材」確保の支援もして
います。
人と仕事を結び付けるハローワークは、とても大きなやりがいを感じることができる職場であり、それぞれの地域に

とって欠かすことができない行政機関です。入省後はキャリアコンサルティング技法などの研修も充実し、自分自身の
成長を確実に感じることができる職場です。ぜひとも一緒に働きましょう。お待ちしています。

受験者へのメッセージ

学校卒業後の就職を考える時に、どんな仕事があるのかということ
をあまり知らないまま、家族の勧めもあり、漠然と公務員を目指して
勉強していたことを思い出します。
公務員試験合格後、数カ所の官庁の採用面接を受ける中で、最も身

近な行政であると感じたこと、生活の基盤である「仕事」に関係する
支援を行う行政であること、そして基本的に県内転勤であることなど
が選んだ理由であり、幸いに内定をいただくことができ入省しました。

現在、私は、ハローワーク出雲で所長として勤務しています。所内
全体の業務がスムーズに進むよう、求職者支援、求人者支援、雇用保
険業務など多岐にわたる業務の進捗管理を行い、仕事に関する指示や
若手職員へのアドバイスをするなど、全体のマネージメントを行って
います。
その他に地方自治体との協力関係を構築したり企業へ出向いて情報

収集をしたりして、地域とのつながりを大切にした業務ができるよう
取り組んでいます。
所内には異なった年代の職員がいますが、窓口サービスをはじめと

した様々な研修を実施するなどして、利用者サービスの向上を図って
います。一人でも多くの就職が実現でき、利用者に喜んでいただける
よう全員で取り組んでいます。

島根労働局
出雲公共職業安定所 所長

山田 誠昭和57年 入省

平成26年 島根労働局総務部総務課
課長補佐

平成28年 玉野公共職業安定所
所長

平成30年 現職

Yamada   Makoto



私は、厚生労働本省の現在の部署で、有効求人倍率の集計及び公表
に携わっています。有効求人倍率については、みなさんも一度は耳に
したことがあると思いますが、雇用情勢を判断する際に参考とされる
重要な指標の一つです。社会的にも注目度が高く、よくニュースや新
聞でも取り上げていただいています。テレビ番組の担当者や新聞記者
からの取材に対し、自分自身が答えた内容がニュースや新聞でそのま
ま報じられるため、責任は大きいですが、それに比例したやりがいも
感じられます。
この有効求人倍率の集計・公表に至るまでの業務は、労働局・ハロ

ーワークと非常に深いつながりがあります。有効求人倍率は、全国の
ハローワークの職員が窓口業務で入力した一件一件の求人・求職情報
が積み上げられて完成する結晶です。この業務一つをとっても、全国
の職員と手を取り合って業務を成し遂げているんだ、労働行政を作り
上げているんだ、という実感を得る場面が多々あり、本省ならではの
湧き上がる感情なのかなと感じています。

本省での業務を通じて

私は、山形労働局で採用され、初めはハローワークで
雇用保険の給付窓口業務からスタートしました。後に上
司と進路相談をする機会があり、本省でも勤務チャンス
があることを知り、思い切って希望しました。労働局採
用でも労働局内に留まらず、様々なキャリアパスを歩む
ことができます。この労働行政で様々な業務を経験し、
自分の可能性を広げてみませんか。ぜひ、私たちと一緒
に仕事しましょう。

受験者へのメッセージ

厚生労働省
職業安定局雇用政策課 調査係

浅黄 卓磨平成26年 入省

本省での業務を通じて

「働く」ということは、人生に大きな影響を与えます。労働行政
は、その「働く」ということに携わることができる職場です。「働
く」ということの考え方（政策など）を決定する本省、「働く」に
ついて来所者と接して一緒に考える労働局、どちらも責任は伴いま
すが、その分やりがいを感じられる職場だと思います。
また、周りの方々も優しく、わからないことも聞きやすい雰囲気

の職場です。研修の機会も多いため、配属先や年次などその時に必
要な知識を身につけることができます。
皆さんにどこかでお会いできることを楽しみにしています。

受験者へのメッセージ

長野労働局在籍時は、ハローワークの窓口で、来所者の方々
に雇用保険を支給する業務に携わっていました。現在は、当時
私も使用していた雇用保険システムの仕様決定・運用監視等の
業務に携わっています。窓口での対人業務から、全国で１万人
以上のハローワーク職員が使用するシステムに関する業務に変
わったため、最初は戸惑いもありましたが、周りの方々に支え
ていただきながら毎日業務に励んでいます。
本省勤務を希望した理由は、幅広い視野を持つために様々な

業務を経験し、今後の労働行政の課題解決に向け、尽力してい
きたいと考えたためです。現在携わっている業務は本省でしか
経験できない業務であり、システムに関することから窓口での
業務に関することまで多岐にわたります。本省での経験は、今
後労働局に戻った際も、様々な場面で活きてくるものと確信し
ています。

２ 本省出向職員からのメッセージ
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全国のハローワークで使用しているハローワーク
システム（雇用保険システム）です。このシステム
で会社の事業所登録や従業員の雇用保険の加入・脱
退、また雇用保険の受給の記録などの情報を管理し
ています。

現在所属している雇用政策課は、雇用失業情勢の
分析、情報収集等を主に行っています。本省先輩職
員の皆さんは業務に精通しており、日々の何気ない
打ち合わせがとても勉強になっています。

厚生労働省職業安定局
労働市場センター業務室

雇用保険システム係

赤岡 夏実平成29年 入省

Asagi     Takuma

Akaoka    Natsumi



３ ワーク･ライフ･バランス（育児中の職員さんからのメッセージ）

千葉労働局
職業安定部職業対策課

事業所給付係
風間 理恵

私は入省10年目に第一子を出産し、1年間の育児休業を取得後、職場復帰し、入省13年目に第二子を出産しました。
第二子出産時は育児休業を延長し、1年8ヶ月間取得しました。復帰時には、時短勤務を選択し、第一子復帰時は１時間、
現在は2時間短縮（育児時間を取得）し勤務しています。
第一子復帰後は、初の時短勤務と育児の両立ということもあり、育児休業前と同様の業務量・質を担保出来ず悩んだ

こともありましたが、職場の皆さんの育児に対する理解・応援のおかげで、両立することが出来るようになりました。
私たちはチームで業務を行いますが、時短勤務での不在時や子どもの体調不良により、急なお休みを戴くこともあるた
め、外部からの問い合わせに対応できるようチーム内には伝達事項等は必ず伝え、全員が情報共有することで円滑に業
務が進むよう心掛けています。
また、家庭では平日の家事が最低限で済むよう休日にまとめてこなし、家族との役割分担により両立しています。

千葉局では約2年で異動することが多く、異動の際は業務・周りの方々が
変わりますが、その度に様々なことを学び成長することができます。現在担
当している助成金審査業務は、雇用管理改善を行い、離職率低下に取り組む
企業が申請する助成金等の審査を行います。申請にあたっては、適正な審査
は勿論のこと、企業側が申請しやすいよう関係資料の作成も仕事の一つです。
このような助成金により、企業の従業員の待遇、職場環境が改善され、雇用
の安定が図られると考えるとやりがいを感じます。
労働局は、仕事と家庭（育児）の両立のための制度が充実しており、周り

の方々の理解もあるため気持ちよく仕事をすることが出来ます。皆さんもワ
ーク・ライフ・バランスを実現できる労働局で一緒に働きませんか？

～ 受験者へのメッセージ ～

平成23年 千葉労働局市川公共職業安定所
職業相談部門

平成25年 千葉労働局職業安定部職業対策課
事業所給付係

令和 元年 現職

Kazama Rie

私は入省1年目の平成30年8月に長男が、入省2年目の令和元年12月
に長女が生まれ、その際に産前産後の休暇を取得し出産に立ち会うこ
とができました。さらにその後、約1か月間育児休業を取得させていた
だきました。入省して間もない時期と2年連続ということもあり、申請
するときは多少勇気がいりましたが、上司や同僚は快く送り出してく
れたため、安心して育児に専念することができました。
特に長女が生まれるときは、実家が遠方なこともあり、妻の陣痛が

きたときに自分以外に長男の面倒を見れる人がいなかったため、出産
予定日の1週間前から産前休暇を利用しました。おかげで長男と共に出
産に立ち会うことができ、非常に助かりました。
子どもがまだ0歳と1歳なので、復帰後も風邪を引くなどすると急に

休まざるを得ないことがあり、その都度周りの職員に迷惑をかけてし
まうこともありますが、日頃から上司、同僚とのコミュニケーション
を怠らず、報告をまめに行うことで、周囲の負担を減らすよう心掛け
ています。

私は現在、ハローワーク札幌東で雇用保険給付課に勤務しています。求職者
の方に対して失業給付の手続きや雇用保険、教育訓練給付金に関する相談など
を担当しています。
求職者の方の中には失業して今後の生活に不安を抱えている方が少なくあり

ません。そのため、何事にも求職者の方の立場に立って対応することを心掛け
ています。求職者の方の手助けができ、感謝された際は大きなやりがいを感じ
ます。
ハローワークは仕事と家庭との両立が可能で非常に働きやすい職場です。ぜ

ひ私たちと一緒に働きましょう！

芳賀 勇哉

北海道労働局
札幌東公共職業安定所

雇用保険給付課審査係

平成30年 入省
Haga Yuuya
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～ 受験者へのメッセージ ～



10:00 職業相談
求職者の方との職業相談です。面接会などの

イベント情報や、企業ガイドブックなどもご案
内しつつ、求職者の方のご希望に寄り添った相
談をします。また、求人情報検索用パソコンの
使い方も、一緒に画面を見ながらアドバイスし
ます。

４ 職員の１日①

8:30 開庁
メールと今日の予定を確認。今日は就職面接

会があるため、その準備もあわせて行います。

～ 受験者へのメッセージ ～

12:00 就職面接会
松本市や商工会議所と連携した面接会です。

会場準備や参加者の受付、面接会の開始後は、
行動に移せないでいる参加者へ声掛けし、事業
所ブースへの誘導等を行います。また、事業所
ブースを訪問し、企業の情報収集やハローワー
ク主催のイベントのご案内等もします。

8:30

10:00

12:00

16:00

17:15
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～主な業務～
「新規学校卒業者の職業紹介」に関する業務を行

っています。大学生や高校生等の就職支援が中心で
すが、新卒者の採用を予定する事業所から相談を受
けることもあります。学生の就職に関するイベント
の企画・立案から運営までのクリエイティブな業務
にも携わります。

長野労働局
松本公共職業安定所

職業紹介第三部門

北澤 翔太朗平成２６年入省

17:15 閉庁
翌日以降の業務を確認、整理してから退庁し

ます。

16:00 帰庁 各種事務作業
面接会から帰庁し、情報の整理や、学卒関係

の報告のとりまとめなど、事務処理を行います。

労働局には様々な業務があります！
みなさんも一緒に働いてみませんか？

Kitazawa   Shoutarou



東京労働局
飯田橋公共職業安定所
事業所第一部門

小川 ちあき

～主な業務内容～
求人の受理を担当しています。

求人募集の内容に法令違反がないかの点検、記載内
容についての助言・指導をおこなっています。

平成３０年入省

14:00
求人申し込みは

FAXやインターネッ
トでも受け付けて
います。求人数日
本一の飯田橋所で
は連日大量の申し
込みが届きます。
電話対応や求人

内容のシステム入
力、発送などの処
理も行います。

求人業務は求人者と求職者のマッチン
グを支える大切な業務なので、相手の立
場に立って話を聞くことが求められると
思います。人と話したり接したりするこ
とが好きな方には、お勧めの職場です。
採用担当者から「採用が決まったよ、

ありがとう」と感謝の言葉を頂いた時は
やりがいを感じます。

～ 受験者へのメッセージ ～

8:30

10:00

12:00

14:00

17:15

10:00
事業主の方から提出された求人内容を窓口

で点検し受理していきます。
求人内容がわかりやすくなるように、相手

の話をよく聞くように心掛けています。
始めはわからないことも多いですが、先輩

や上司がしっかりフォローしてくれるので安
心して業務に取り組めます。
たくさんの求人申込書を受理するため、慎

重かつ迅速な処理を心掛けて日々の業務に取
り組んでいます。

8:30
待合スペースの美化など窓口業務を始める準

備を整えておきます。

12:00 昼休み
ハローワークは

お昼も窓口をおこ
なっているため、
交代で休憩を取り
ます。
同僚とお店でラ

ンチしたり、休憩
室でお弁当を食べ
ながらおしゃべり
したりしています。

17:15 閉庁
最後の来所者が帰られたら、書類をまとめて

本日の業務は終了。
繁忙期は残業をすることもありますが、部門内
で助け合って対応しているため、帰宅時間が過
度に遅くなることはありません。

４ 職員の１日②

Ogawa        Chiaki
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研修施設（労働大学校）

現在、職業相談部門において、一般職業相談、学生の職業相談、
高卒・大卒向け求人の受理やユースエール認定の取得勧奨などの業
務を担当しています。
受講させていただいた職業指導Ⅰ専門研修は、職業紹介に必要な

専門的な知識、技能及び技術の基礎を修得することを目的とした研
修です。具体的には、求職者との信頼関係を構築するための傾聴の
技法や求職者の興味・特性を把握するためのツール、職務経歴書の
作成指導方法、事業所訪問時における職務分析などについて学習で
きます。
特に面接実習の講義においては、理論として学習した傾聴の技法

について、実際に効果や使い方を体感することができ、効率的に技
法を習得することができました。実習以外にも班でのグループワー
クが多く、他県の職員による相談の観察は非常に参考なり貴重な経
験です。
少しでも興味のある方は、ぜひ一緒に働いてみませんか？

実際の業務の場面を想定したロールプレイで、スキルの向上を図り
ます。（写真は「事業主指導専門研修」）

＜研修概要＞
研修名：職業相談Ⅰ
目的：職業指導を効果的に遂行する上で

必要となる専門的な知識、技能及
び技術の基礎を修得させる。

日程：５日間

労働大学校（埼玉県朝霞市）にて各種研修を行っています。
各業務の知識やスキルの向上を図る機会であり、全国の職員と交流でき
る場にもなっています。

Ⅲ

【一般研修】
（基礎研修）
・労働行政職員基礎研修
・新任労働基準監督官研修

（上級研修）
・労働基準監督官上級研修
・公共職業安定所係長・上席職業指導官研修

【専門研修】
（労働基準行政）
・賃金指導業務専門研修
・労働保険適用徴収業務専門研修

（職業安定行政）
・職業指導Ⅰ専門研修
・若年者雇用対策担当者専門研修

（雇均環境・均等行政）
・企業指導業務（働き方改革関係）専門研修

労働大学校で開催している主な研修

【居室】
宿泊施設が備えら

れており、一人一室
割り当てられます。

【食堂】
日替わりメニューあり。
午後の研修に向け、英気を養います。

【談話室】
お昼休み中テレビを

見たり、研修の課題に
取り組んだりと、様々
な用途で使用されてい
ます。
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美藤 和穂

広島労働局
可部公共職業安定所 職業相談部門

平成29年 入省
Mitou Kazuho



よくある質問（Ｑ＆Ａ）

採用時に特別な知識は必要ありません。
しかし、労働行政は国民生活に密着し、国民からの関心も高く、新聞などに話題が取り上げられない日はな

いと言ってもいいほどですから、労働行政を志望する皆さんにも、幅広く関心を持ってほしいと思います。

Ｑ１ 労働行政に関する専門的な知識は必要ですか？

Ｑ２ 入省後の研修制度について教えてください。

採用後速やかに、公務員として必要な基礎的知識・労働行政職員としての心構え・行政の課題などを知るた
めの研修、資質の向上を図るための研修を実施しています。
その後、行政経歴（係員・係長・専門官・課長・幹部など）の節目の時期や、特定の職務または役職に就任

した段階での研修や、ＯＪＴにより効果的な職務能力の向上を図るための各種研修も実施しています。

Ｑ３ 給与等について教えてください。

初任給は一般職試験（大卒程度）採用の場合182,200円、一般職試験（高卒程度）採用の場合150,600
円が基本ですが、採用前の経歴に応じて加算されることがあります。また、期末手当・勤勉手当（ボーナ
ス）が６月と12月に支給されます。
大都市圏に勤務する職員には、その地域に応じて給与（俸給）の３％～20％の地域手当が加算されます

（例:東京都特別区20％が加算された場合の初任給 218,640円）。
また、通勤手当（最高限度額１ヵ月当たり55,000円）、住居手当（最高限度額１ヵ月当たり28,000

円）、扶養手当などの各種手当が支給要件に応じて支給されます。また、特定の業務に就いた場合に支給
される手当もあります。

Ｑ４ 人事異動はありますか？また、その際は転居を伴いますか？

入省後は、定着を希望する都道府県内で、２～３年の間隔で人事異動があり、労働局・ハローワークま
たは労働局・労働基準監督署を異動しながら多くの業務を経験していただきます。
また、採用ブロック内（次ページ参照）で都道府県をまたぐ労働局間の異動は、原則として、採用後５

年目から２年程度経験していただく予定です。この際、異動先によっては転居が必要となる場合がありま
す。ただし、出産・育児等の理由により異動出来ない場合は、時期を変更するなどの配慮を行います。

21

Ｑ５ 宿舎へは入居できますか？

独身者用宿舎または世帯用宿舎に入居することができます。
戸数に限りがあるため、民間アパートなどの使用をお願いする場合もあります（アパートなどを使用

する場合は住居手当を支給します）。

Ｑ６ 仕事と子育てを両立するための支援制度について教えてください。

出産に際し産前６週間、産後８週間の特別休暇を取得することができます。また、育児休業は子どもが３

歳になるまで取得できます。その他にも保育園への送迎などの目的として、勤務時間帯を選択できる早出・

遅出勤務や、1日2時間の範囲内で育児のための時間を取得できる制度もあります。

Ｑ７

過去３年間の一般職（大卒程度）試験合格者の採用状況は以下のとおりです（47都道府県労働局の
合計）。

過去３年間の採用実績

平成28年度試験 平成29年度試験 平成30年度試験

一般職（大卒程度） 525人 570人 565人

採用実績について教えてください。



▶ 採用手続きなどに関する問い合わせ先 (担当：総務部総務課人事係)

ブロ
ック

労働
局

郵便
番号

所在地 電話番号
ブロ
ック

労働
局

郵便
番号

所在地 電話番号

北海
道

北海
道

060-
8566

札幌市北区北８条西２-１-１ 札幌第１合
同庁舎 ９Ｆ

011-709-
2311(代)

関
西

滋
賀

520-
0806

大津市打出浜１４-１５
077-522-
6647

東北

青
森

030-
8558

青森市新町２-４-２５ 青森合同庁舎
017-734-
4111

京
都

604-
0846

京都市中京区両替町通御池上ル金吹町４
５１

075-241-
3211

岩
手

020-
8522

盛岡市盛岡駅西通１-９-１５ 盛岡第２合
同庁舎５Ｆ

019-604-
3001

大
阪

540-
8527

大阪市中央区大手前４-１-６７ 大阪合同
庁舎第２号館８F

06-6949-
6482

宮
城

983-
8585

仙台市宮城野区鉄砲町１ 仙台第４合同
庁舎

022-299-
8833(代)

兵
庫

650-
0044

神戸市中央区東川崎町１-１-３ 神戸クリ
スタルタワー１４F

078-367-
9000

秋
田

010-
0951

秋田市山王７-１-３ 秋田合同庁舎４Ｆ
018-862-
6681

奈
良

630-
8570

奈良市法蓮町３８７ 奈良第３地方合同庁
舎

0742-32-
0201

山
形

990-
8567

山形市香澄町３-２-１ 山交ビル３Ｆ
023-624-
8221

和歌
山

640-
8581

和歌山市黒田２-３-３ 和歌山労働総合庁
舎

073-488-
1100

福
島

960-
8021

福島市霞町１-４６ 福島合同庁舎５F
024-536-
4617

中
国

鳥
取

680-
8522

鳥取市富安２-８９-９
0857-29-
1700

北関
東

茨
城

310-
8511

水戸市宮町１-８-３１ 茨城労働総合庁
舎

029-224-
6211

島
根

690-
0841

松江市向島町１３４-１０ 松江地方合同庁
舎５Ｆ

0852-20-
7005

栃
木

320-
0845

宇都宮市明保野町１-４ 宇都宮第２地
方合同庁舎

028-634-
9110

岡
山

700-
8611

岡山市北区下石井１-４-１ 岡山第２合同
庁舎

086-225-
2011

群
馬

371-
8567

前橋市大手町２-３-１ 前橋地方合同庁
舎９Ｆ

027-896-
4732

広
島

730-
8538

広島市中区上八丁堀６-３０ 広島合同庁
舎２号館５F

082-221-
9241

埼
玉

330-
6016

さいたま市中央区新都心１１-２ ランド・
アクシス・タワー16F

048-600-
6200

山
口

753-
8510

山口市中河原町６-１６ 山口地方合同庁
舎２号館

083-995-
0360

長
野

380-
8572

長野市中御所１-２２-１
026-223-
0550

四
国

徳
島

770-
0851

徳島市徳島町城内６-６ 徳島地方合同庁
舎

088-652-
9141

南関
東

千
葉

260-
8612

千葉市中央区中央４-１１-１ 千葉第２地
方合同庁舎

043-221-
4311

香
川

760-
0019

高松市サンポート３-３３ 高松サンポート
合同庁舎３Ｆ

087-811-
8915

東
京

102-
8305

千代田区九段南１-２-１ 九段第３合同
庁舎14Ｆ

03-3512-
1600

愛
媛

790-
8538

松山市若草町４-３ 松山若草合同庁舎６
Ｆ

089-935-
5200

神奈
川

231-
8434

横浜市中区北仲通５-５７ 横浜第２合同
庁舎8F

045-211-
7350

高
知

781-
9548

高知市南金田１-３９
088-885-
6021

山
梨

400-
8577

甲府市丸の内１-１-１１
055-225-
2850

九
州

福
岡

812-
0013

福岡市博多区博多駅東２-１１-１ 福岡合
同庁舎新館５Ｆ

092-411-
4741

北
陸

新
潟

950-
8625

新潟市中央区美咲町１-２-１ 新潟美咲
合同庁舎2号館

025-288-
3500

佐
賀

840-
0801

佐賀市駅前中央３-３-２０ 佐賀第２合同
庁舎４Ｆ

0952-32-
7155

富
山

930-
8509

富山市神通本町１-５-５ 富山労働総合
庁舎５F

076-432-
2727

長
崎

850-
0033

長崎市万才町７-１ TBM長崎ビル３Ｆ
095-801-
0020

石
川

920-
0024

金沢市西念３-４-１ 金沢駅西合同庁舎
076-265-
4420

熊
本

860-
8514

熊本市西区春日２-１０-１ 熊本地方合同
庁舎A棟９Ｆ

096-211-
1701

福
井

910-
8559

福井市春山１-１-５４ 福井春山合同庁
舎

0776-22-
2655

大
分

870-
0037

大分市東春日町１７-２０ 大分第２ソフィ
アプラザビル３F

097-536-
3211

東
海

岐
阜

500-
8723

岐阜市金竜町５-１３ 岐阜合同庁舎３F
058-245-
8101

宮
崎

880-
0805

宮崎市橘通東３-１-２２ 宮崎合同庁舎
0985-38-
8820

静
岡

420-
8639

静岡市葵区追手町９番５０号 静岡地方
合同庁舎３Ｆ

054-254-
6317

鹿児
島

892-
8535

鹿児島市山下町１３-２１ 鹿児島合同庁舎
２Ｆ

099-223-
8275

愛
知

460-
8507

名古屋市中区三の丸２-５-１ 名古屋合
同庁舎第２号館

052-972-
0264

沖
縄

900-
0006

那覇市おもろまち２-１-１ 那覇第２地方合
同庁舎(１号館)４Ｆ

098-868-
4003

三
重

514-
8524

津市島崎町３２７-２ 津第２地方合同庁
舎

059-226-
2105

採用に関する問い合わせ先

都道府県労働局採用情報ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09614.html


