
働く全ての人を守るその使命のために

20232023
労働基準監督官採用試験



労働基準監督官採用試験202302 労働基準監督官採用試験2023 03

　全国では、約 410 万の事業場で約 5,300 万人が働いています。働く人が安心して働
ける職場環境を実現するためには、労働基準法などで定められた労働条件が確保され、
その向上が図られることが重要です。
　労働基準監督官は、労働基準関係法令に基づいてあらゆる職場に立ち入り、事業主
に対し法に定める基準を遵守させることにより、労働条件の確保・向上、働く人の安
全や健康の確保を図ることを任務とする厚生労働省の専門職員です。
　労働基準監督官は、毎年人事院・厚生労働省が実施する「労働基準監督官採用試験」
の合格者から採用されます。
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労働に関する課題が、日常的に新聞等に掲載されるようになり、我が国が、人口増加から人口

減少時代へ移り変わっていることの歪みを日々感じています。「いかなる経済・社会情勢下に

あっても、労働基準法等に定められた最低労働条件は守られなければならない。」私達労働基

準監督官は、このことを胸に刻み、今日も企業に対する指導や働き方改革に向けた支援を行っ

ています。

　あらゆる企業において労働に関する法律の適正な運用がなされるならば、働く人々は心身と

もに健康で働くことができ、時代の変化にかかわらず、企業だけでなく、働く人々の幸福や社

会全体の利益となって還ってくるのです。その一翼を担うのが労働基準監督官であり、この職

業を選択した自分に間違いはなかったと、今でも思っています。
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 大阪中央労働基準監督署
同 30 年 愛知労働局労働基準部長
令和２年 厚生労働省労働基準局監督課
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主任中央労働基準監察監督官
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労働基準監督官の主な業務労働基準行政の組織

労災補償業務
　働く人の、業務上または通勤による負傷や
疾病などに対し、被災者からの労災請求に基
づき、関係者からの聞き取りや医学的意見の
収集などの調査を行った上で保険給付を行い
ます。

司法警察業務
　監督指導の結果、法違反の是正について指
導されたにもかかわらず従わないなど重大・
悪質な事案については、刑事訴訟法に規定さ
れる司法警察員として捜査を行い、検察庁に
送検します。

安全衛生業務
　労働安全衛生の専門的な知識を活かして、
クレーンやボイラーなど特殊な機械の検査や
建設工事に関する計画届の審査を行い計画変
更命令等を行うこともあります。じん肺など
職業性疾病やメンタルヘルス不調の未然防止
に向けた取組を推進します。

監督指導業務
　労働基準法などに基づき、定期的にあるい
は働く人からの情報を契機として、事業場に
立ち入り、機械・設備や帳簿などを検査して、
法違反が認められた場合には事業主に対しそ
の是正を指導します。危険性の高い機械や設
備には使用停止などを命ずる行政処分を行う
こともあります。

　労働基準行政の組織は、厚生労働大臣の下に労
働基準局が、各都道府県には都道府県労働局が、
さらに第一線機関として 321 の労働基準監
督署が置かれています。これらはすべて
国の機関です。
　労働基準行政では、国民を対象と
した行政活動の多くを、第一線機
関である労働基準監督署にお
いて展開しています。

　労働基準監督署は、行政需要や地理的な事
情などを考慮して全国各地に置かれています。
労働基準行政の第一線機関として、行政活動
の多くを労働基準監督署において展開してい
ます。

　都道府県労働局労働基準部は、各都道府県
の実情を踏まえた労働基準行政の運営を行う
とともに、管内の各労働基準監督署を指揮・
監督する役割を果たしています。

　厚生労働省労働基準局は、労働関係法令の
制定・改廃、各種施策の企画・立案、都道府
県労働局や労働基準監督署に対する指揮・監
督などを行っています。

厚生労働省労働基準局

総務課 労働条件
政策課

労働関係
法課

労災
管理課

監督課 賃金課

労働保険
微収課

労災保険
業務課

補償課 安全衛生部

都道府県労働局 /47 箇所

労働基準監督署 /321 箇所

厚生労働省労働基準局

都道府県労働局

総務部 雇用環境・
均等部（室）

職業
安定部

労働
基準部

監督課 健康
安全課

賃金課
（室）

労災
補償課

労働基準監督署の組織と体制の例

方面 安全
衛生課

安全
衛生課長

安全
衛生課長

安全
衛生課業務課労災課

業務課長労災課長

労災課

労災課長

監督課

監督課長主任
監督官

労働基準監督署

都道府県労働局労働基準部

厚生労働省労働基準局

署長署長

副署長

法令に基づき事業主に是正を指導 クライミングクレーンの落成検査

捜索・差押許可状を被疑者へ呈示 CT 画像による肺の陰影の確認
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労務管理の確認

労働時間記録などの労務管理書類の提出を
求め、内容を確認します。

3

事業場に向けて出発

監督対象となった事業場に向かいます。
運転の際は、安全運転を心がけています。

健全な職場づくりの一翼を担い社会に貢献する

　監督指導を行う事業場は、業種や規模も様々で、労務管
理や安全衛生管理の状況も千差万別です。労働基準監督官
の仕事では、境遇の異なる多種多様な方々と接し、様々な
知識・経験を得ることができます。その知識・経験を次の
指導などに活かして、健全な職場づくりの一翼を担い社会
に貢献できる大変やりがいがある仕事です。

茨城労働局　土浦労働基準監督署　第一方面主任監督官

伊藤　英貴　ITO HIDEKI
平成 17 年度任官

監督指導の流れ

１

監督指導業務

指導文書の交付

法違反が認められた場合は是正勧告書を
交付し、是正を求めます。

4

労働基準監督官になって良かったことは？
　労働相談をされた方に、適切に助言を行うことができたとき、監督指導を行うことにより、安全で健康
的な職場づくりや労働条件の確保・改善を図ることができたときに、自分自身が人々の役に立ち、社会に
貢献できたという充実感や達成感を得られ、それを励みに日々研鑽できることです。

　労働基準監督官は、事業主に法令違反の指摘や指導を
行うだけではありません。「働き方改革」の実現に向けて
主に中小企業の事業主の方々などが労働時間に関する法
制度を理解し、長時間労働の削減に向けた取り組みを進
めていただけるよう、法令・制度の周知や各種助成金等
の活用を提案するなど、きめ細やかな相談・支援の業務
も行っています。

3

働き方改革と労働基準監督官Q

安全管理の確認

機械や設備が法令に定められた安全基準を満た
しているか確認していきます。

2

トピック

現在の仕事内容は？１
　雇用を取り巻く環境はめざましく変化をしており、その中で行政課題を
見極め、課題の解消を図っていく必要があります。そのため、効果的・効
率的な監督計画を策定し、公平・公正・斉一的に監督権限を行使できる
よう進行管理を行っています。また、若手監督官の指導・教育を行い、
自らも監督指導、労働相談対応などを行っています。

労働基準監督官として心がけていることは？
　監督指導や労働相談対応を行う際は、相手方の労働関係法令に
関する知識や職場の管理状況を確認した上で、法令の趣旨や内容、
今後の対応方法について十分に理解していただけるよう、できる
限り丁寧に説明を行うとともに、必要に応じてリーフレットや参
考資料などを提供し、理解の促進ができるように心がけています。

2
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捜査の計画

今後の捜査方針を署内で検討します。

監督官は労働基準関係法令のスペシャリストです
　監督官は労働基準法や労働安全衛生法などのスペシャリストです。ま
た、特別司法警察員としての権限が与えられ、賃金不払や労災事故では
法違反の立証のため強制捜査、逮捕をする場合もあります。
　重大・悪質な事案を捜査し厳正に対処していくことは、スペシャリス
トである我々監督官のプライドをかけた仕事です。熱意ある皆さんと一
緒に仕事ができることを心待ちにしております。

司法警察業務の流れ

１
司法警察業務

2 捜索・差押え
裁判官があらかじめ
発する令状により、
捜索や差押えを行う
ことがあります。

2

2 取調べ
被疑者や参考人の
出頭を求め、取調
べを行います。

4

現在の仕事内容は？１
　事件捜査を自ら担当するとともに、3，4 年目の若手監督官が担当す
る事件の補助、指導を行っています。
　監督官は、早い時期から司法事件を担当する機会がありますので、
若手のスキルアップを重要課題として、一人前になるまで手厚い指導
を行っています。

労働基準監督官になって良かったことは？
　事件捜査においては、多様な事件を担当しますので、自分の経験が活かせる場面が数多くあります。例えば、
近年ではデジタルフォレンジックという技術で電磁的な記録の証拠物を扱う機会が増えており、情報系学科
出身であった私の経験が役立つ場面もありました。入省時には、専攻学科とは畑違いの仕事に就いたと思い
ましたが、何が役立つかわからないものです。

労働基準監督官として心がけていることは？
　賃金不払や労災事故は、被害を受けた労働者やそのご家族の人生
を大きく揺るがすものであり、これまで担当した１件１件の事件を
忘れることはありません。
　事件捜査は、地道な作業の連続であり非常に労力を使いますが、
犯罪行為による被害者がいることを常に忘れずに粘り強く対応する
ことを心がけています。

2

3

静岡労働局　磐田労働基準監督署　第二方面主任監督官

木下　真佳人　KINOSHITA MAKATO
平成 23 年度任官

　近年、パソコンやスマートフォンなどの電子機器の普
及により、労働時間記録などの情報が電磁的記録として
保存されることが多くなっています。
　電磁的記録として保存された記録の収集・解析の手法
がデジタルフォレンジックであり、労働時間記録、事業
主と労働者等のやりとりなどの重要な証拠を解析する必
要性が高まっていることから、デジタルフォレンジック
機器を使用して労働時間記録の改ざんなどを解明し、正
確な証拠の確保を行います。

入手した証拠物を分析し、犯罪事実の立証
に必要な事実を見つけ出します。

証拠物の分析3

捜査した事件について、捜査書類や証拠物
を検察庁に送ります。

検察庁への送検5 ※逮捕を行う場合もあります

被疑者が罪を犯したこ
とを疑うに足りる相当
な理由があるときは、
裁判官の発する逮捕状
により、被疑者を逮捕
することもあります。

デジタルフォレンジックとは？Qトピック
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それぞれの専門性で、労働者の安全と健康を守る仕事
　労働基準監督官は、全ての労働者の安全と健康を守る仕
事であり、業種などの区別なく様々な会社に対して指導を
行うため、学生時代の専攻分野、今までに学んだ知識や培っ
た経験が業務に活かせる場面が必ずあります。
　皆さんもそれぞれの専門性を労働行政の第一線で活かし
てみませんか。

労働基準監督官になって良かったことは？
　労働災害の調査において、災害発生の原因究明を行うことや再発防止対策などの指導を通して、少しず
つでも労働者が安心して健康に働くことができる職場の実現に寄与できていることです。
　また、クレーン、ボイラーなどの普段触れることのなかった機械に触れ、様々な業種の最新技術や手法
を直接見聞きすることで、自らの知見や視野が広がっていることです。そして、得た知識を他業種の労働
災害防止などの指導に活かしています。

印象に残っている仕事は？
　建設現場で発生した死亡災害の調査です。被災された方は妻と数
か月後に誕生する子を残して亡くなられました。朝、「行ってきま
す。」と家を出た家族が、ケガや病気により帰宅ができなくなるこ
とは絶対にあってはならないと改めて強く感じました。死亡災害を
ゼロに近づけるため、小さな労働災害から減らしていき、安心して
健康に働くことができる職場の実現に取り組んでいます。

現在の仕事内容は？１

2

3

　大阪府内の労働災害発生状況を把握し、その傾向に応じた
指導を行っています。例えば、近年労働現場での熱中症が問
題となっており、大阪府内でも警備員の方が亡くなられる災
害が発生したため、当署管内約 200 の警備業者に対し、
WBGT 値※に応じた熱中症予防対策の徹底を要請しました。
また、管内では高さ 100m 級の高層ビル建設も行われており、
クレーンの検査や安全管理の指導も行っています。

※WBGT 値（Wet-Bulb Globe Temperature）黒球温度や湿球温度などから算出される暑さ指数

　不幸にも仕事中の事故により負傷して
しまったり、仕事が原因で病気になって
しまうことがあります。
　被災した労働者やそのご遺族への早期
救済を図るため、治療費や休業補償等の
給付を、労災保険により行っています。
　労災補償業務においては、労災請求が
なされた場合に、業務が原因かを調査し
ますが、特に過労死等の事案や石綿等の
有害物による健康障害の事案などは、事
業場、被災者等からの聴取に加えて、主
治医や専門医から医学的な意見を求めて
行っています。

安全衛生業務

労災補償業務

大阪労働局　大阪中央労働基準監督署　衛生専門官

丸山　龍太郎　MARUYAMA RYUTARO
平成 25 年度任官
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足場などの機械設備等の強度計算や放
射線による健康障害防止のための指導 

有機溶剤や鉛、石綿などの化学物質
等に係る健康障害防止のための指導

香川労働局 坂出労働基準監督署
監督・安衛課　安全衛生係

田中　均樹 TANAKA NAOKI
平成 23 年度任官

大学時代の専攻分野と業務への活用
　学生時代は炭素固定を目的とした乾燥地における大規模植林に
関する研究を行っていました。監督官の業務とは専門領域が違い
ますが、学生時代に培ってきた基礎知識をもとに辿っていくこと
で、化学物質等に関する法律や計画届の審査における数値計算に
抵抗なく接することができています。

　労働条件の確保・改善については、年々国民の方々の期待や関
心が増しているように感じます。国民生活に密接にかかわる仕事
ですから、責任も大きいですが、その分やりがいを得られるとと
もに、自分を成長させてくれることと思います。
　「ひと、くらし、みらいのために」皆さんと一緒に働くことがで
きる日を楽しみにしています。

皆さんに伝えたいメッセージ

任官してからの苦労と、その克服方法
　私たちが取り扱う労働問題は年々事案の内容が複雑化しており、
時として困難な事案に直面することがあります。監督署は、組織で
問題に立ち向かい、解決する集団ですから、一人で考え込まずにす
ぐに先輩後輩問わず相談するようにしています。

労働基準監督官の魅力
　働く人が安心して暮らせる社会を実現するため
に、現場で日々汗をかいています。働く人に一番
近い場所で働いているからこそ、国民生活を支え
る大事な仕事であると実感することができます。

志望動機
　働き方が多様化する中で、働く人の労働条件の
確保・改善に貢献するという重要な仕事に携わり
たいと思ったからです。

理工系区分監督官インタビュー

大学時代の専攻分野と業務への活用
　私は土木専攻でしたので、建設現場での指導時に知識を活かす
ことができています。特に、企業でのリスクアセスメントについ
ては、大学時代に詳しく学びましたので、現場ではいつもチェッ
クし、意義のある安全活動となるよう適切なアドバイスを行うよ
う意識しています。

皆さんに伝えたいメッセージ
　監督官の業務は全産業にかかわる非常に幅広いものですので、
これまでの専攻分野は得意分野として活かしつつ、オールマイ
ティーな監督官になれる可能性が誰にでもあります。ぜひ目指し
てみませんか。

　理系学部出身ですので、監督官になるまで、労働基準法などを全
く勉強したことはありませんでしたが、任官後、研修で法律につい
て丁寧に学べますし、実地研修と併せて必要な知識は習得できます
ので、今、知識がなくても心配する必要はありません。

労働基準監督官の魅力
作業着で安全管理について指導することもあ

れば、スーツで労働時間の調査をすることもあ
ります。様々な業種の会社の指導に携わりま
すし、相談対応や機械の検査、各種届出の受付・
審査なども行っており多種多様な業務を経験
できるのは監督官の仕事の特徴です。 
　幅広い知識が求められ、日々勉強が必要で
すが、自分の成長につながる面白い仕事です。

志望動機
　様々な公務員の中で、理系の知識を活かして
活躍でき、働く人々のために働くことができる
ところに魅力を感じたためです。

工場や建設現場におけるクレーンな
どの機械等の安全性の確認・指導

工場や建設現場における電気設備
の安全性の確認・指導

労務管理の調査等における電磁的記
録の確認

建物や橋梁等の工事現場における
安全性の確認・指導

理工系知識が活かせるフィールド
土木・建築学 情報工学 電気工学 機械工学 化学 物理・数学

宮崎労働局 日南労働基準監督署
監督・安衛課長

赤木　理恵 AKAGI RIE
平成 20 年度任官

業務で必要な法律の知識等の習得について
重機を使用した作業の安全の確認

計画届の審査

瀬戸大橋の補修工事の安全確認
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みんなの笑顔のために、働いてみませんか
令和３年４月 奈良労働局長（現職）
平成 31 年４月　 外国人技能実習機構監理団体部長
平成 30 年７月 中央労働委員会事務局議事調整室長
平成 29 年４月　 東京労働局労働基準部長

奈良労働局長

鈴木　伸宏
SUZUKI NOBUHIRO
昭和 62 年度任官

志望者へのメッセージ
　労働基準監督官は、基本業務が「指導すること」であるのが特殊なのだと思います。
理解を得るための高いコミュニケーション能力が求められますが、臨検監督など相
手が望まない場合も多いので、臆せず、粘り強く取り組めることも重要です。
　自分にできるかな、などと不安に思うことはないですよ。「そうなりたい」、「社会
の役に立ちたい」と思う強い気持ちさえあれば、あとは……心強い「仲間がいるよ。」

志望者へのメッセージ

監督官のキャリアステップ

所　属  札幌東労働基準監督署
職　名 労働基準監督官

　上司や先輩に同行しながら多種多様な事業場に臨
検することで、今まで単なる風景だった工事現場や
工場、そこで働く人達が一気にリアルな存在となり
ました。初めて一人で監督指導を行った日は緊張で
ドキドキでしたが、自分の名前の是正勧告書を渡し
た時は監督官としての第一歩を踏み出したと静かに
感動しました。

１（採用後）１年目～３年目
所　属  北海道労働局監督課   
職　名 地方労働基準監察監督官

　北海道局内の 16 監督署の業務が適正に推進されて
いるか監察を行うほか、監督指導計画策定方針の検討
や調整の業務に携わりました。新型コロナウイルス感
染症の感染が拡大する中でどのように行政活動を継続
していくか、その方針の決定は非常に悩ましかったで
す。スピード感と慎重さのバランスをこれまで以上に
意識するようになりました。

（採用後）24 年目～ 25 年目
所　属  西野田労働基準監督署ほか
職　名 労働基準監督官

　下町の監督署で、建設現場や金属加工業者を中心に
監督指導をしていました。減少しない労働災害に「仕
事が原因で命を失ったり、健康を損なうことはあって
はならない」との先輩の強い使命感に共感し、自分な
りに工夫しながら懸命に指導していました。もっと多
くの方々に効果的・効率的に伝えるための企画をした
いと考え、本省への異動を申し出ました。

１（採用後）１年目～２年目

所　 属  大阪労働局
職　 名 監督課長

　管轄地区の監督業務の責任者として労働災害の発生
状況などを踏まえた効果的な指導計画を企画します。
社会で話題になる捜査事案などは陣頭指揮を執ること
もありました。全国に営業拠点を持つ企業が突然倒産
したときなどは、各地の労働基準監督官の協力も得な
がら、全ての労働者が未払いの賃金を早く受け取ること
ができるよう様々に工夫しました。

2 （採用後）19 年目～ 20 年目
所　属  奈良労働局
職　名 局長   

　地域の総合労働行政機関として、時代に合った働きや
すい環境を作るべく「育児をしながら働きやすい奈良」
をキーワードに、労働基準監督署やハローワークの職員
とともに一体となった取組を進めています。

企業の皆様のご理解も得て労働災害は大幅に減少して
きましたが、労働行政が取り組むべき課題はまだ多いで
す。経験を活かして労働環境の向上のために頑張ります。

4 （採用後）34 年目～

所　属  労働基準局監督課
職　名 中央労働基準監察監督官

自らの経験や一線で働く仲間の意見等を踏まえ、全国
の監督指導方針案を作成します。新たな行政課題に適応
した具体的な指示を出すほか、国会対応、法律改正のお
手伝い、各局署への中央監察実施、新任監督官の研修な
ども行いました。特に、新人の頃から課題に感じていた
健康障害防止の指導について、新たな対応方針を示すこ
とに主導的役割を果たせたことは感慨深いです。

（採用後）21 年目～ 27 年目3 3

法律を手に、「働く」を通じて人と社会に向き合う
令和４年４月 浦河労働基準監督署長（現職）
令和２年４月 北海道労働局労働基準部監督課
  地方労働基準監察監督官
平成31年４月 旭川労働基準監督署副署長
平成30年４ 月 函館労働基準監督署
  第一方面主任監督官　　

北海道労働局
浦河労働基準監督署長

衲　裕美
NOTO YUMI
平成９年度任官

2 （採用後）12 年目
所　 属  札幌東労働基準監督署
職　 名 第四方面主任監督官

　監督署での管理職である主任監督官となり、監督計
画の策定や部下の育成等、監督指導業務推進の要とし
て采配を振ります。
　様々な行政課題に対し、能動的に企画立案を行うた
め、仕事が一層面白くなりました。自動車販売店への
夜間臨検の結果、労務管理が改善したと労働者から、
連絡を受けた時は本当にうれしいものです。

4 （採用後）26 年目～
所　属  浦河労働基準監督署
職　名 署長  

　署長の役割は全体をみわたし、滞りなく業務推進す
ることです。監督署の顔として各種業界団体や自治体
と関係性を構築し、労働基準行政の施策を周知してい
ます。また、管内情勢を注視して行政課題を的確に把握
する視点を持つことも必要です。何より、職員が意欲を
持ってその職責を果たせるよう、職場環境の整備や健康
管理を行うことも重要な職務です。

　労働基準監督官は労働者が安全な職場で健康に、適正な労働条件の下で働けるように力を尽く
しています。安心して働ける環境を整えることは、労働者とその家族の人生を安定させることに
なります。適正な労働条件の確保は、働く人はもちろん健全な経済の発展という社会全体のため
にも不可欠です。多くの人が労働者として、使用者として、「働く」ことに携わっています。「働く」
を通じて誰かの人生を守り、社会に貢献できる仕事です。
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３年目～ ７年目以降

監督官のキャリアパス

「働く」を通じて社会に貢献する人生を
　労働局で管内企業の「働き方改革」実現のため、企業や関係機関に対す
る要請、啓発等を行っています。
　これまで様々な現場を歩き、人に出会い、企業に適した労働環境整備の
お手伝いをしてきました。企業を知ることで私自身の生き方の幅も広がり
成長ができたと、この仕事に感謝しています。
　労働基準監督官は働く人々の健康と労働環境を守り、より良くしていく
仕事です。「働く」を通じ社会に貢献する人生を歩みましょう。

労働基準監督官の強みを活かす
　「働く方々が安全で健康に働ける」ことは、労使双方の基盤であり事業活
動の根幹です。労働局の健康安全課長として、すべての人が安全で健康に
働くことのできる職場環境づくりに向けて、地域情勢を踏まえた施策を企
画し、管下労働基準監督署と一体となって取り組んでいます。
　第一線で培ってきた専門性や現場力といった労働基準監督官としての強み
を活かしつつ、大局的観点に立った活躍もできるやりがいのある仕事です。

多様な業務を通じて成長できる
　本省の主な業務の一つに国会対応があります。
　国会連絡室は、円滑な国会運営に資するよう、本省と議員及び委員部と
の連絡調整を行っています。報道等で取り上げられる事案は、国会審議の
テーマとなることが多く、常にアンテナを張り、情報収集を行います。
　社会情勢を意識し、課題に迅速に対応する点で、労働基準監督署の業務
に通ずる点があり、現場での経験が活かされています。
　多様な業務を通じて成長できる労働基準監督官を目指してみませんか。

過労死のない社会を目指して
　労働行政の課題が増大し、複雑・困難化しているなか、過重労働特別対
策室では、長時間労働など職場環境を原因として命を落としてしまう過労
死は決してあってはならないという強い信念を持ち、全国各地で日々奮闘
している労働基準監督官のサポートをしています。
　労働基準監督官の仕事は多くの人の命や生活を救うことに繋がります。
いつかあなたの身近な人を救うことができる日が来るかもしれません。
ぜひ一緒に働きましょう！

労働災害のない未来を目指して
　安全衛生部は労働災害防止に向けた施策を企画・立案しており、私は
主に関係法令の制定・改正作業を担当しています。実際に発生した労災
事故を踏まえ、再発防止にはどのような規制が必要なのか考えるのは難
しいですが、一度法令が公布されると全国津々浦々に適用され、多くの
方々の安全や健康を守ることのできる、非常にやりがいある業務です。
　労働問題に関し労働基準監督署の業務とは違った観点でアプローチで
きることは、本省で働く魅力の一つです。   

厚生労働本省

大分労働局
労働基準部監督課長

池辺　雅文　
IKEBE  MASAFUMI
平成４年度任官

千葉労働局
労働基準部健康安全課長

工藤　仁美　
KUDO  HITOMI
昭和 63 年度任官

大臣官房総務課国会連絡室
国会第二係長

大園　淳司　
OOSONO  JUNJI
平成 23 年度任官

労働基準局監督課
過重労働特別対策室
過重労働特別監督第一係

猪股　茉以　
INOMATA  MAI
平成 28 年度任官

労働基準局安全衛生部
計画課法規係

渡邊　奏恵　
WATANABE  KANAE
平成 30 年度任官

キャリアパスを支える研修制度
 　労働基準監督官は、採用後 1 年間、監督関係業務に

係る基礎的研修・実地訓練を受けます。この間に労働
大学校（研修所）等で実施される中央研修を約３か月
間にわたり受講することになります。研修内容は、法
令に関する知識や産業の安全衛生に関する知識等を十
分に修得できるカリキュラムとなっています。
　このほか、定期的に又はキャリアに応じて中央研修
が実施されます。
4 月～5 月中旬 5 月中旬～6 月 ７月～８月 ９月～10 月中旬 10 月中旬～3 月

③実地研修（後期） ④中央研修（後期） ⑤実地訓練
研修所等で 1.5 か月監督署（局）で 1.5 か月 監督署で 5.5 か月研修所等で 1.5 か月監督署（局）で２か月

①実地研修（前期） ②中央研修（前期）

採用～７年目 ８～14 年目 15～22 年目 23 年目以降

本省・課長補佐級 本省・課室長級本省・係員級 本省・係長級

監督署・課長級 監督署・署長級監督署・係員級 監督署・係長級

監
督
業
務
（
共
通
） 安全衛生業務中心

監督業務中心
※安全衛生業務、労災補償業務にも

各１年以上従事

厚生労働本省で勤務する場合
※本人の希望に応じて、採用後 3 年目以降、厚生労働本省で勤務する選択肢もあります。
※係員級での本省勤務後は、本人の希望を踏まえ、採用された労働局に再び勤務する場合と、引き続き本省で勤務する場
合とがあります。

第一線の業務を通じて専門的知識を習得 各部門の責任者・管理者として能力を発揮

◆厚生労働本省で幅広い業務を経験します。
　（他省庁で勤務する機会もあります。）

◆ 係長に就任すると、担当業務の企画・立案、労働局へ
の業務指導などを担当します。

◆課長補佐として、国の施策に関する企画・立案などに
携わるほか、労働局幹部（部長・課長など）として、労
働局の施策に関する企画・立案などを担います。

◆ 本省課室長、労働局長に就任すると、課室や労働
局の業務の総責任者として、マネジメント業務などを
担います。

◆方面主任、監督課長、安全衛生課長に就任すると、
所属部署の責任者として、業務の企画・立案、調整な
どを担います。

◆ 署長・副署長に就任すると、監督署の業務の総責
任者として、マネジメント業務などを担います。

労働基準監督署以外での活躍

都道府県労働局



労働基準監督官採用試験202318 労働基準監督官採用試験2023 19

志望動機は？
田邉  　
　前職では、人事労務に関す
る仕事に携わっていました。
その時に長時間労働により体
調を崩してしまった方を見て、
働くことにより健康を害され
る方を一人でも減らしたいと思い志望しました。
松尾
　大学では、有機化学を学んでいました。その中で、
勤務先の化学物質の取り扱いが不適切だったことが
原因で、健康障害が発生し苦しんでいる方がいるこ
とを知り、大学で学んだ知識を活かして健康障害を
防止したいと思い志望しました。

仕事をしていてうれしかった出来事は？
田邉
　監督指導において、法違反等の指導をし、改善が
なされた際に事業主の方から、「指導を通じて職場環
境がより良いものとなった。ありがとうございます。」
などの言葉をいただいたときにやりがいや嬉しさを
感じます。

仕事する上で心がけていることは？
永井
　法違反について是正を指導する際や相談対応を行
う際には、専門用語をわかりやすく噛み砕いて説明
して理解を促すとともに、問題解決に結びつくよう
な的確な助言を行うことを特に心がけています。

令和２年度採用監督官座談会

職場の雰囲気はどうですか？ 
加藤
　業務の中で分からないことがあった際、上司が快
く相談にのってくれ、的確なアドバイスをしてくれ
ます。また、上司から困ったことなどはないか声を
かけてくれるので、風通しがいい職場です。
丸山
　若手の職員も多く、休日に一緒に遊びに行くこと
もあり、仕事やプライベートでの悩みについて何で
も相談ができ、のびのびと仕事が出来ています。

採用される前と後で、仕事に
対するイメージは変わりましたか？

田邉
　労働基準監督署では、年ごと、月ごとの計画に基づ
き監督指導等の業務を行っています。各監督官は割り
振られた業務を実施していくため、どのように仕事を
進めていくかを主体的に考えることが必要ですが、そ
れは各監督官には業務の進め方に関しての大きな裁量
があるということです。この点は、任官前にはイメー
ジしていなかった意外な面でした。

将来的にどのような監督官に
なりたいですか？     

松尾
　監督官の仕事は、事業主や働く方々と密接に関わ
り合いながら進めていくものだと思います。事業主
や働く方々が困った際には、なんでも相談してもら
え、的確なアドバイスや判断ができ、頼りにされる
監督官を目指していきたいと思います！！

山口
　監督官は、あらゆる業種の会社を訪問し、立場や
年代が異なる事業主や働く方々と接します。その中
で、多様な働き方や考え方などに若いうちから触れ、
学ぶことができる機会があり、社会をより一層広い
視野で見ることができるのは、監督官の仕事の魅力
だと思います。
加藤
　労働基準法等に関する指導
を行うのみならず、重大・悪
質な事案には司法警察員とし
て捜査を行うことは監督官の
仕事の特徴の一つであり、魅
力的な面だと思います。

監督官の仕事の魅力は？

大学で学んだ知識は
仕事で役に立っていますか？

丸山
　私は、大学では有機化学
を専攻していました。化学
物質は何千種類もあり、多
くの産業分野で使われてい
ますが、芳香族ならば臭い
の特徴から、例えばフェノー
ルとかキシレンとか事業場
で取り扱っている物質の種
類や用途がだいたい想像できるので比較的すみやか
に作業環境を把握できますね（笑）
加藤　田邉　山口
　臭いで化学物質の種類が分かるのはすごいで
すね！！
加藤
　私は、法学部出身で多くの法律等を学んできた経
験があったため、業務で取り扱う労働基準法等の法
令を読み、理解することに抵抗なく取り組むことが
できており、大学時代に培った経験が業務に活かせ
ていると思います。

仕事とプライベートの時間は
両立できていますか？

松尾
　私は、今年結婚し、結婚休
暇と夏季休暇 ( それぞれ特別
休暇 ) を取得して、家族との
時間を過ごすことができまし
た。また、月に１日以上の年
次休暇の取得が推奨されており、仕事とプライベー
トが両立できる環境が整っていると思います。

１年目の時と比べて成長できたと
感じることはなんですか？

山口
　１年目の時は、労務管
理から安全・衛生管理まで
多岐にわたる項目の確認や
指導に時間を要していまし
た。しかし、先輩の日々の
業務の進め方や指導の際の
着眼点、時には失敗などを
通じて様々なことを学ぶことができたおかげで、今
では迅速かつ的確に確認を行い、指導ができるよう
になったと思います。

残業時間はどれくらいありますか？

永井
　自分で担当業務の分量や期
限などを見極め、優先順位を
つけて進めていくことができ
るので、残業はそれほど多く
ありません。また、定時退庁
日も設けられているため、定時退庁しようと意識し
て効率的に仕事を進めることができるのもいいとこ
ろだと思います。

永井　沙織
NAGAI SAORI
渋谷署　Ｂ区分（理工系）

丸山　竜輝
MARUYAMA TATSUKI
長岡署　Ｂ区分（理工系）

松尾　輝己
MATSUO TERUKI
豊橋署　Ｂ区分（理工系）

 田邉　優
TANABE SUGURU
那覇署　Ａ区分（法文系）

　
加藤　千尋　
KATO CHIHIRO
七尾署　Ａ区分（法文系）

山口　実華
YAMAGUCHI MIKA　
神戸西署  Ａ区分（法文系）
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ワークライフバランス

平成29年 結婚（埼玉局春日部署・川越署）
令和元年12月 第一子誕生

  娘（２歳）と同居
  （第二子妊娠中。来春出産予定。）

令和２年12月 育児休業
令和３年４月 宮城局仙台署へ異動

令和３年１月～３月　育児休業
令和３年４月　宮城局大河原署へ異動

産前休暇、育児休業を取得するまでの職場のサポート・雰囲気について
　　埼玉局川越署の安全衛生課に配属されたときに妊娠がわかり
ました。安全衛生課の職務内容には工場の天井に設置されたク
レーンや、工事現場のエレベーターなど現場に赴いて行う特定機
械の検査がありましたが、妊娠を上司に報告したところ、高所作
業や危険有害業務を伴う検査を行わなくて済むような体制を整え
てもらえました。こうした職場の配慮はありがたかったです。
おかげさまで、大きな不調なく産休まで働き続けられました。

　　  娘が満１歳を迎え、保育園に入園するまでの間、妻と交代す
る形で育児休業を取得しました。その際、直属の上司に育児休業を
取得したい旨を話したところ、すぐに業務の引継ぎの段取り等をし
ていただけました。また、職場の皆さんも快く送り出してくれて、
気兼ねなく育休を取得できました。「男性の育休」という言葉が浸
透してきていますが、現実には職場の方のサポートが不可欠である
ため、このような職場に恵まれてとてもありがたいと思いました。

出産・育児のため、利用している（利用した）制度について
　　長女の保育園への送迎は朝晩とも私が担当していますが、昼
休みの短縮により 15 分早く上がらせていただくことで保育標準
時間内に迎えに行くことが可能になっています。また、私の終業
時刻である 17 時になると、職場の方々から「もう 17 時になった
から早くお迎えに行ってあげて」という温かいお声がけをいただ
き保育所へ遅れることなく迎えに行くことができています。

　　   娘が保育園に入園して以降、急激な発熱など様々な体調不
良に見舞われることが多く、その都度夫婦どちらかが娘の看護の
ために仕事を休まなければならないのですが、その際に特別休暇
として年間５日間「子の看護休暇」を利用できます。数日間熱が
下がらないこともありましたが、夫婦併せて年間 10 日間利用で
きるため、この制度があって助かりました。

妻

子育て中の職員からのメッセージ
私の妻は里帰り出産で帰省していましたが、勤務日の昼休みに陣痛が来た

と連絡があり、上司に相談したところ、職場の皆さんは快く送り出してくれま
した。おかげで、「誕生の瞬間」に立ち会うことができ、妻と共に親になる、と
いう何事にも代えがたい経験をすることができました。
　長女、次女の時にもそれぞれ育児休業を取得し、育児と向き合い親になった
ことを実感できましたし、妻を 100% 育児から解放する時間がどれだけ大切か
ということを深く知ることができました。
　また、次女を授かって間もない頃、妻の体調が優れない日に、時間単位の年
休を有効に活用させてもらいました。私が長女の朝ご飯の準備をして一緒に食
べ、妻の体調がよくなってから出勤するということが何度かあり本当に助かり
ました。
　私の妻も厚生労働省の職員（平成 26 年度任官）として働いていますが、妊娠
時につわりがひどい時期には、通勤ラッシュを避けるために通勤緩和制度を利
用し、テレワークも行いました。また、産前・産後休暇、育児休業も取得しました。
　職場は各種休暇制度等が整っており、それぞれのライフイベントに合わせて
子育てと仕事が両立できる働きやすい職場だと感じています。

妻

妻

女性も働きやすい職場だと思いますか ?
　　長女はまだ２歳で保育園に通っていることもあり年中様々な
不調により急遽職場を休ませてもらうことや、現在第２子妊娠中
であり検診等で職場を離れることもありますが、いつも職場の
方々が「お互い様だから気にしないで。何かやっておくことはあ
る？」と声をかけてくれ、気兼ねすることはありません。また、
私の同期は全国におおよそ 200 人おり、そのうちの３割ほどが
女性なのですが、
妊娠出産を経験
し、私と同様に
育児休業後に職
場復帰している
方が多く、非常
に働きやすい職場
だと思います。

妻
夫婦で出産・育児を行っていける
環境が整っていると思いますか？

　　 制度は勿論ですが、職場の雰囲気としても非常に環境が整っ
ていると思います。実際に同じ労働行政内や労働基準監督官同士
で結婚し、出産・育児を行っ
ている夫婦も多いと思いま
す。そのためか、出産・育
児に伴う様々な出来事につ
いてもお互い様という雰囲
気があり、また、身近に同
じような状況を経験した先
輩も多く、相談もしやすい
ため、とても出産・育児を
行いやすい環境だと思いま
す。

夫

夫

夫

夫

令和元年　結婚（本省職業安定部需給調整事業課）
令和２年４月　福井局監督課へ異動
令和２年７月　第一子誕生
令和２年１１月　育児休業（１か月）
令和４年４月　岡山局監督課へ異動
令和４年９月　第二子誕生
令和４年10月　産後パパ育休（１週間）
令和４年11月　育児休業（1か月）
　　妻、娘（２歳、３か月）と同居

宮城労働局仙台労働基準監督署
平成 26 年度任官

細川　彩佳 HOSOKAWA AYAKA

宮城労働局大河原労働基準監督署
平成 26 年度任官

安井　孝典 YASUI TAKANORI

岡山労働局労働基準部監督課長
平成 17 年度任官

森　健太 MORI KENTA

子育てと仕事の両立支援制度
　子供が 3 歳になるまで育児休業を取得することができるほか、育児短時間勤務や子の看護休暇など、
子育てと仕事を両立することができるよう、多様な両立支援制度が用意されています。それぞれの職員の育児の事情に
応じた制度を利用することで、子育てをしながらでも、活躍し続けることができるようになっています。

※1…産前：出産予定日の 6 週間前 
 （多胎妊娠の場合は 14 週間前）から
※2…産後：出産翌日から 8 週間
※3…出産のための入院日から出産後 2 週間までの間に 2 日
※4…妻の産前産後の期間中に子の養育のために５日

出産 1歳　　　  3歳　　　  6歳　　　  
子
育
て
と
仕
事
の
両
立
支
援
制
度

（
時
系
列
）

妊娠
深夜勤務及び時間外勤務の制限
健康診査及び保健指導のための職務専念義務免除
業務軽減等
休息・補食のための職務専念義務免除

通勤緩和

保育時間
育児休業
超過勤務の免除
育児短時間勤務、育児時間
深夜勤務及び超過勤務の制限
子の看護休暇
早出遅出勤務　休憩時間短縮特例

産前休暇※1

配偶者出産休暇 ※3

育児参加のための休暇 ※4

産後休暇 ※2

女性職員のみ取得可
男性職員のみ取得可
男性・女性職員ともに取得可
男性職員のみ（女性職員は産後休暇中）

【汎用】

※その他フレックスタイム制を活用することで、　
　勤務時間の変更が可能となります
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監督官の 1 日～オンとオフ～

労働基準監督官は、あらゆる業種の事業場に立ち入り、法に定める賃金・労働時間や安全
衛生に関する基準などが守られているかを調査すること等を主な職務としているため、文
系の知識のみならず、理系の知識も必要となります。したがって、各分野の専門知識を業
務に活かすことができ、文系・理系どちらの方でも労働基準監督官として活躍することが
できます。なお、労働基準監督官試験には、A( 法文系 )、B( 理工系 ) の区分がありますが、
どちらの区分でも、採用後の給与、昇進等の処遇に違いはありません。 

給与、勤務時間・休暇に ついて教えてください。Q3

採用面接、異動・転勤について教えてください。Q2

労働基準監督官の仕事に、文系理系のどちらが向いていますか ? Q1

A1

労働基準監督官試験に最終合格された方を対象に、採用を希望する都道府県労働局にお
いて採用面接を行います。第1希望の都道府県労働局で採用に至らなかった場合は、第2
希望以下の労働局で採用面接を受けることになります。採用後は主に採用された労働局
管内の労働基準監督署で勤務しますが、採用後3年目からの2年間については、採用され
た労働局とは別の労働局管内で勤務します。 

A2

A3
職員初任給 :  行政職俸給表
㈠1級の第26号俸（186,900円）
※大学卒業後で採用前に職歴などがある

場合には、 一定の計算に基づきその期
間を経験年数として換算し、 それに応
じてさらに上位の号俸に格付けされる
ことがあります。 

※「一般職の職員の給与に関する法律」が
改定された場合には、 上記給与額に変
更が生ずることがあります。

勤務時間 :  原則 8 時 30 分から
　　　　　17 時 15 分まで
　　　　　 ( 休憩 1 時間 ) 

 休       日 :  土曜、日曜、祝日法による 
 　休日、年末年始　　　　
　　　　　(12/29~1/3)

年次休暇 :  年 20 日
　　　　　(4 月 1 日採用の場合、
  　採用日に 15 日付与 ) 
そのほか、特別休暇として、夏季休暇、結婚休暇、
忌引休暇、産前産後休暇などがあります。 

８：１５ 登庁

通勤時間は自宅から３０分程度です。８：３０の始
業を見据え、余裕をもって登庁します。

８：３０ メール、スケジュール確認

始業後、まずはメールとスケジューラーを確認し、
署内外からの伝達事項や１日の計画を確認します。

９：３０ 署内会議

各課からの伝達・共有事項について確認します。ま
た、監督指導の処理方針に行き詰まったときには上
司に相談し、対応方針を検討します。

１６：３０ 上司に報告・相談

明日監督指導に行く事業場の監督方針について、一緒
に検討します。まず、自身の考える方針を上司に伝え
ることで、望ましい方向性を検討できているか確認す
るように努めています。

１７：００ 残務整理、スケジュール確認
本日中に終わらせるべき仕事を優先し、順序立てて業
務にあたります。リスト化し、業務の漏れがないよう
管理しています。また、業務の進捗状況をふまえ、明
日以降のスケジュールを再確認します。

１７：１５ 退庁

チャイムがなり、本日の業務終了です。
デスク周りを片付け、速やかに退庁します。

１０：００ 電話・窓口対応

労働者や会社の労務管理担当者等、監督署には日々
様々な相談が寄せられます。相談の内容によく耳を
傾け、法令等に基づきアドバイスをします。

１６：００ 帰庁し、監督復命書の作成

本日の監督指導結果について復命書を作成し、上司の
決裁を受けます。監督指導で確認出来た状況について
わかりやすい文章で復命することを心がけています。

１２：００ 昼休憩

１時間の休憩時間は自由ですので、気分に応じて
様々な場所で過ごします。私は署内で過ごすことが
多いですが、気分転換に、同僚と近くの店へランチ
に出かけることもあります。

１４：００ 建設現場への臨検監督

ヘルメット、フルハーネス等を着用し、現場の安全
管理の状況を確認します。法令違反が認められた場
合、指導内容を是正勧告書等に記載して、会社担当
者に交付し、改善いただくよう指導を行います。
単に法令違反を指摘するのではなく、パンフレット
等の資料を示しながら是正に向けてわかりやすく法
令等の教示を行うよう努めています。

１３：００ （建設）監督出発

ヘルメットやフルハーネス等、必要な物を携帯し、
建設現場（事業場）に出かけます。

令和３年度
任官

三重労働局津労働基準監督署

乗竹 菜々子 NORITAKE NANAKO

プライベート
趣味は旅行です。新たな刺激を受けるべく、友
人と観光に行きます。また、体力を維持するた
めに、週に２日ほど、施設で運動しています。

採用に関する Q＆A

給　与 勤務時間・休暇

給　与

ＳＴＡＲＴ



採用試験募集要項
試験日程

第 1 次試験

受験資格
◆平成５年４月２日～平成 14 年４月１日生まれの者
◆平成 14 年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
①大学を卒業した者及び令和６年３月までに大学を卒業する見込みの者
②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認める者

専門試験（記述式）専門試験（多肢選択式）

◆知能分野 27 題（文章理解［11］、判断推理［８］、数的推理［５］、資料解釈［３］）
◆知識分野 13 題（自然・人文・社会［13］（時事を含む。））

◆必須問題 12 題（労働法［７］、労働事情［５］）
◆選択問題 36 題中 28 題（憲法、行政法、民法、刑法［16］、経済学、
　労働経済・社会保障、社会学［20］）
◆必須問題 8 題（労働事情［８］）
◆選択問題 38 題中 32 題（ 工学に関する基礎［38］）

労基
A

労基
B

労基
A

労基
B

◆労働法 1 題、労働事情 1 題

◆必須問題 1 題（工業事情）
◆選択問題 3 ～ 5 題中 1 題
　（ 工学に関する専門基礎）

採用予定者数
◆労働基準監督Ａ（法文系）
　約 170 名
◆労働基準監督Ｂ（理工系）
　約 40 名

試験の程度
◆大学卒業程度

厚生労働省ホームページ（労働基準監督官採用試験情報）で、
労働基準監督官の情報を掲載しています。
http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kantokukan.html
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申し込み

第１次試験
合格者発表日 第２次試験 最終合格者

発表日 勤務を
希望する
労働局で
採用面接

第１次試験

札幌市
盛岡市
仙台市
秋田市
さいたま市
東京都
新潟市
名古屋市
金沢市
京都市
大阪市
松江市
広島市
高松市
松山市
福岡市
熊本市
鹿児島市
那覇市

北海道労働局
岩手労働局
宮城労働局
秋田労働局
埼玉労働局
東京労働局
新潟労働局
愛知労働局
石川労働局
京都労働局
大阪労働局
島根労働局
広島労働局
香川労働局
愛媛労働局
福岡労働局
熊本労働局
鹿児島労働局
沖縄労働局

基礎能力試験（多肢選択式）

第 1 次試験地

〒060-8566 　札幌市北区北八条西 2-1-1 札幌第 1 合同庁舎
〒020-8522 　盛岡市盛岡駅西通 1-9-15 盛岡第 2 合同庁舎
〒983-8585 　仙台市宮城野区鉄砲町 1 仙台第 4 合同庁舎
〒010-0951 　秋田市山王 7-1-3 秋田合同庁舎
〒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
〒102-8305 　東京都千代田区九段南 1-2-1 九段第 3 合同庁舎
〒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
〒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
〒920-0024 　金沢市西念 3-4-1 金沢駅西合同庁舎
〒604-0846　 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町 451
〒540-8527 　大阪市中央区大手前 4-1-67 大阪合同庁舎第 2 号館
〒690-0841 　松江市向島町 134-10 松江地方合同庁舎
〒730-8538 　広島市中区上八丁堀 6-30 広島合同庁舎 2 号館
〒760-0019　 高松市サンポート 3-33 高松サンポート合同庁舎北館 3 階
〒790-8538　 松山市若草町 4-3 松山若草合同庁舎
〒812-0013　 福岡市博多区博多駅東 2-11-1 福岡合同庁舎新館
〒860-8514 　熊本市西区春日 2-10-1 熊本地方合同庁舎 A 棟
〒892-8535　 鹿児島市山下町 13-21 鹿児島合同庁舎
〒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

011-788-6959
019-604-3001
022-299-8833
018-862-6681
048-600-6200
03-3512-1600
025-288-3500
052-972-0251
076-265-4420
075-241-3211
06-6949-6482
0852-20-7005
082-221-9241
087-811-8915
089-935-5200
092-411-4861
096-211-1701
099-223-8275
098-868-4003

TEL所在地申込先

※A 区分・B 区分共通
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~３/20（月）
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~7/13（木）
の指定された１日

８/15（火）


