
佐賀労働局管内で働く
先輩厚生労働事務官からの

メッセージ

付録



佐賀労働局
雇用環境・均等室
企業指導、相談対応・援助、周知啓発

（労使間のトラブルの解決のサポートを行うとと
もに、事業主に対する助言・指導を行っていま
す。）

指導係 大坪 丈哲
採用年度 平成30年度
趣味 マラソン：3回完走

性格 落ち着いてると思います！

１．雇均室の仕事について

雇用環境・均等室では、働き方改革、女性活躍推進、ハラスメント対策の推進、同一労働同一賃金など、働きやすい
職場づくりを推進しています。そのために県内の事業所を訪問して法律違反がないか確認し、助言・指導したり、労働
者や事業主からの相談に対応することで、紛争解決のための援助を行ったりしています。

また、主に中小企業事業主を支援するための助成金に関する事務や、労働局全体の行政運営が効果的に行われるよう
に、企画・立案・調整や広報の取りまとめも行っています。

２．局間異動を経験して、よかったところ

人脈がつくれたところです。業務中でも他の労働局とやり取りをすることがあり、他局（私の場合は鹿児島局でし
た。）に知り合いがいると、相談しやすく、情報交換も行えるようになりました。

３．受験者の方へメッセージ

私は採用後にハローワークへ配属され、総務課、雇均室と様々な部署を経験してきました。どの部署においても、国
民の労働に密接に関わっており、大変働き甲斐のある職場です。また、ワークライフバランスも充実しており、とても
過ごしやすい職場環境となっています。

もし、気になっていたり迷っていたりしているのであれば、まずは説明会に参加をしてみてはいかがですか？



佐賀労働局
職業安定部職業安定課

職業紹介係として学卒・若年関係の
業務を担当しています。高校生の求
人・求職・内定状況の取りまとめや、
大学生や若年層向けの合同企業説明
会の運営などを行っています。

紹介係 柏戸 愛
採用年度 令和２年度
趣味 ドラマを見ること
性格 平和主義な性格

１．志望動機

労働行政に興味を持ったきっかけは、労働局の説明会に参加したことです。人生の中で多くの時間を費や
す「労働」に深く関わることができる業務に魅力を感じました。また、大学のゼミ活動で、若者への就職支
援に関する内容を研究しており、もっと様々な知識を身につけて本格的に考えることができたらいいなと
思ったのも労働局を志望した理由のひとつです。

２．佐賀労働局としごとの魅力

佐賀労働局は他局に比べると規模が小さいので、一人が担当する業務は多いですが、その分様々な業務に
携わることができ、多くのことを学べることが魅力だと思います。

３．受験者の方へメッセージ

労働行政に関する知識はほとんどなく、不安が大きかったのですが、上司の方々の優しく丁寧なご指導の
おかげで少しずつ業務に慣れることができました。また、佐賀労働局は人間関係が温かく、有給休暇も取得
しやすいため、仕事もプライベートも充実させることができる働きやすい職場だと思います。

就職活動は大変なことも多いですが、後悔のない選択ができるよう、様々な説明会などに参加をして、そ
の職場の雰囲気を感じてみてください。佐賀労働局で皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。



佐賀公共職業安定所
雇用保険適用課
雇用保険の取得・喪失、育児休業給付や高年
齢雇用継続給付の支給

など主に事業主の方が手続きに来所する窓口
です

適用主任 松尾 恭子
採用年度 平成26年度
趣味 体を動かすこと
性格 人の話を聞くことが好き

１．志望動機

「働く」という人が生きていく上で必要不可欠なことをサポートできることにやりがいを感じたことや、育
児休業を取得した後も働き続けることができるという職員の方の話を聞き、魅力に感じたため。

２．１日のスケジュール（業務外の時間（家事育児のスケジュール））

5：30起床 6：30子供を起こす 7：20出発 7：30園に子供を預ける 8：10職場着 8：30業務開始

17：15業務終了 18：00保育園にお迎え 18：30～20：00夜ご飯とお風呂 20：30寝かしつけ

３．育児における職場のサポート体制

仕事復帰をした際には業務分担を見直すなどして、定時で帰宅できるように配慮をしてもらいました。また、
子供が熱を出したときなどに突発でお休みをする際にも対応をしてもらえました。

４．受験者の方へメッセージ

有給休暇や育児休業の取得について周りの理解があるため、取得しやすく女性にとっても働きやすい職場だ
と思います。皆さんと一緒にお仕事ができる日を楽しみにしています！！



佐賀公共職業安定所
雇用保険給付課
（失業手当や再就職手当、教育訓練
給付などの審査、支給を行う仕
事。）

審査係長 大宅 良樹
採用年度 平成17年度
趣味 （読書、ランニング）
性格 （温厚、プラス思考）

１．志望動機

モノではなく、人と関わる仕事がしたいという思いがありました。労働局は数ある官庁の中で、

人と接する仕事の割合が最も多い官庁ですので、やりがいがあると思い志望しました。

２．行政歴

17年目（雇用保険、職業紹介、均等行政、労働保険徴収、助成金等を経験しました。）

３．佐賀労働局と事務官（共通）の魅力

労働局の魅力は、求職者の人生を左右する「就職」という場面に立ち会えるということ。

事務官の魅力は、保険、紹介、総務といった幅広い業務を経験することができるということだと思います。

４．受験者の方へメッセージ

どの官庁がいいのか悩むと思いますが、人と接する仕事がしたいという方は労働局に入って後悔はしないと思
います。

家庭生活との両立も十分できますよ。ともに働ける日がくることを楽しみにしています！



佐賀公共職業安定所
雇用保険給付課
・雇用保険給付手続（認定）

・職業訓練受講中の給付手続

給付係 東島 沙弥
採用年度 令和２年度
趣味 食器を集めること
性格 単純

１．志望動機

漠然と「公務員になりたい！」と思っていたところ、ハローワークの職員が公務員であることを知り興
味を持ったのがきっかけです。国家公務員で有りながらも、地域の皆さんの身近な存在として尽力でき
るところをとても魅力的に感じました。

２．佐賀労働局の魅力と事務官（共通）の魅力

佐賀労働局は、ワーク・ライフバランスの実現が可能な職場だと思います。年次有給休暇をはじめとす
る各種休暇が取得しやすく、部署や時期にもよるかと思いますが、残業等もほとんどありません。当時
の人事担当の方から、職場環境などの話を聞いて魅力的だと思い、就職を決めましたが、入ってみると
聞いたとおりの職場環境でいま仕事ができています。共通採用事務官の魅力については、まだ安定系で
しか働いたことが無いのですが、幅広い業務に携わることができる点が魅力的だと感じています。

３．受験者の方へメッセージ

労働行政は生活の基盤となる「働く」をいろんな面から支えることのできるとてもやりがいのある仕事
です。私も入省時は右も左もわからない状態でしたが上司や先輩に丁寧にご指導いただいたおかげで不
安無く仕事ができました。ぜひ一緒に佐賀労働局で働いてみませんか？皆さんと働くことを楽しみにし
ています。



唐津公共職業安定所
職業相談部門
主に、既卒3年以内の利用者に対して、
お仕事探しの支援をおこなっていま
す。

一般職員 永岡 真記
採用年度 令和２年度
趣味 音楽鑑賞
性格 マイペース

１．志望動機

就職活動の際に、大学に来られていたヤングハローワークの方に相談をしていましたが、親
身に的確なアドバイスをいただいたことから、私と同じように就職に悩んでいる方の手助けをお
こなっていきたいと思い、志望しました。

２．佐賀労働局の魅力と事務官（共通）の魅力

上司や周りの方々からのサポートが手厚く、業務の中で多くを学ぶことができます。また、上
司からのはたらきかけもあり、有給休暇が取得しやすく、メリハリを付けて仕事ができます。

３．受験者の方へメッセージ

試験勉強、面接対策など、長期戦になり大変だと思いますが、陰ながら応援しています。受験
の際は、ぜひ佐賀労働局をご検討いただけると嬉しいです。私たちと一緒に働きませんか。



唐津公共職業安定所
職業相談部門
職業訓練受講希望の方への相談、職
業訓練受講中、修了の方の就職支援
業務

一般職員 松田 有加
採用年度 平成31年度
趣味 カフェ巡り
性格 前向き

１．志望動機

ハローワークのことを知ったきっかけが、家族が利用した際に職員の方が親身になって相談に乗ってく
れたおかげで今の仕事に就けていると話を聞いた時でした。その後、労働局の説明会等に参加し、人と
労働は常に身近であり、労働面で国民の方々を直接的に支援をしていくことに魅力を感じ、志望しまし
た。

２．佐賀労働局の魅力と事務官（共通）の魅力

労働局・ハローワークでは対人業務が多く、困難場面が多々ありますが採用後は定期的に研修が実施さ
れ、相談業務等の基礎から学べるため安心して業務に携わることができます。異動も数年ごとにありま
すが、様々な業務を経験することで自分自身の成長にもつながります。また、休みも取得しやすいため、
ワークライフバランスがしっかりしており、仕事とプライベートが充実できます。

３．受験者の方へメッセージ

労働局・ハローワークでは求職中の方・在職中の方等様々な方に支援を行っていきます。ぜひ皆さんも
一緒に労働行政に携わってみませんか？☺



武雄公共職業安定所
求人・事業所部門

事業所が提出される求人の受理や雇用管理指導援助業務

求人受理業務では、会社の方が申し込まれた求人を作成し、全国のハローワークやインター
ネットを通して公開します。求職者の方はその求人をもとに就職活動を行いますので、応募
が増えるような求人条件の提案や雇用管理の見直し、時には求職者の方から「こんな求人
あったらな」といった声をもとに、会社の方と日々相談をしながら魅力ある求人票の作成を
目標に業務を行っています。

雇用管理指導業務では、直接事業所に訪問し、障がい者雇用をはじめ、高齢者の継続雇用
や外国人の雇用管理等,さまざまな雇用上のルールを周知し、助言・改善指導などを行ってお
ります。また、助成金等の各種支援措置の利用促進を図っていくことで、事業主の方と信頼
関係を構築し、「働きやすい社会」をともに実現させていくことを取り組んでいます。

一般職員 楢﨑 大貴
採用年度 令和２年度
趣味 音楽鑑賞・漫画収集
性格 マイペースな性格

１．志望動機

公務員試験を受験するなかで、面接練習や応募書類の添削等のためにハローワークを利用した際に、職員の方が求職者に親身に話を聞き、
寄り添いながら職業相談を行っている光景を見て、ハローワークの業務に興味を持ちました。そして、労働局の業務説明会に参加し、人の
人生を左右するような「就職活動」を支えられる仕事に魅力を感じ志望しました。

２．佐賀労働局の魅力と事務官（共通）の魅力

佐賀労働局の魅力は、職員同士の繋がりが深いことです。勤務官署の中だけでなく、他官署とも常に連絡を密に取り合い、それぞれが協
力し合いながら業務を進めています。また、ワークライフバランスが大変充実しており、仕事と家庭を両立するための支援制度や、環境が
整っており、とても働きやすい職場です。

また、事務官（共通）の魅力は、職業相談・紹介業務、求人、雇用対策業務、雇用保険業務等、幅広い業務に就くことができることです。
仕事を探している方や働いている方、事業を行っている方などと広く接し、相談に対応することで、様々な角度から人々の「働く」を支え
ることができ、国民の生活に密着した仕事ができます。

３．受験者の方へメッセージ

ハローワークの仕事は窓口業務が中心であり、利用者に向き合い、寄り添いながら仕事を行っていくため、直接感謝の言葉を聞くことが
できる、魅力ある仕事です。多くの方と接していると、難しい事案に直面することも何度もありましたが、同僚、上司に相談し指導しても
らいながら対応していくなかで自分自身を成長させていくことができました。佐賀労働局は、人間関係があたたかく、プライベートとの両
立もでき、安心して働くことができる職場です。受験生の皆さんもぜひハローワークで一緒に働いてみませんか。



伊万里公共職業安定所
雇用保険課
（失業給付・就業促進手当・教育訓
練給付等
再就職を支援するための手当に関す
る相談、手続き、支給業務）

雇用保険係 江藤 由莉
採用年度 平成30年度
趣味 絵を描くこと・旅行
性格 単純・寛容

１．志望動機

学生時代に、男性が家族を残し過労により他界したというニュースを見たことがきっかけです。生活する上で欠かせない“労働”が原因
で他界したという事実にひどく心を痛めたと同時に、安定した生活を送るためには職業の安定が必要だと感じました。このことから、働く
人やその人の生活を様々な面からサポートできる仕事に携わりたいと思い、労働局を志望しました。

２．佐賀労働局の魅力と事務官（共通）の魅力

私は大分労働局採用で佐賀労働局へ異動となり現在に至りますが、佐賀の皆さんは人柄がいいと率直に感じました。業務の中でわからな
いことがあっても、気軽に聞くことができる雰囲気で、優しく教えてくださるので働きやすい環境です。また、“労働”に関することを中
心に幅広く様々な業務に携わることができます。その分、覚えることも多いですが、窓口など人と接することが多いため、感謝される機会
も多く、やりがいを感じられることが魅力です。

３．局間異動を経験してみて感じたこと

私自身、県外に出ることが初めてで土地勘もなく不安もありましたが、大分でお世話になった先輩方の存在が何よりも心強く感じました。
運良く同じ職場で働くことができ、知らない土地でも安心して業務に励むことができました。職場の皆さんも優しい方ばかりで楽しく充実
した日々が送れています。業務も局によって取扱が異なる部分が多少あり、様々な考え方を学べて勉強にもなります。正直なところ採用時
は局間異動が嫌でしたが、今現在佐賀労働局で働くことができ嬉しく思っています。

４．受験者の方へメッセージ

採用当時は業務に対する知識が乏しかったため、慣れるまで失敗も多く苦労しましたが、皆さんとても優しく、時には助けてくださるの
で安心して働くことができました。また、年次休暇も取得しやすいため、ワークライフバランスが実現できる職場です。受験時期は大変だ
と思いますが、一緒に働ける日を楽しみにしています。頑張ってください。



鳥栖公共職業安定所
職業相談部門

• 所属の建物の写真を張り付
けてください

メールでデータを送っていただ
いても可です。

内部 mizoguchi-
takashi@mhlw.local

外部 mizoguchi-
takashi@mhlw.go.jp

（職業訓練・職業紹介担当）

職業指導官 古川 真裕
採用年度 平成27年度
趣味 テニス、美味しいもの巡り
性格 のんびり

１．志望動機

学生時代に就職活動で悩んでいた時に、キャリアセンターの方に親身になってお話を聞いていただいた経験か
ら、自分も色々な方の就職支援を行いたいと思い労働局（ハローワーク）を志望しました。

２．佐賀労働局の魅力又は事務官（共通）の魅力

佐賀労働局の皆さんはとても優しく、人生経験も豊富で、育児休暇取得等への配慮もありとても働きやすい職
場です。この仕事は「就職」という相手の人生の重要な部分に関わり、様々な支援を行うため大変なこともあり
ますが、その分感謝をされることも多くやりがいを感じることができる仕事です。

３．局間異動を経験して、よかったところ

私は大分労働局へ局間異動をしていました。初めは知らない土地で不安もありましたが、大分の皆さんもとて
も優しく、観光地をドライブしたりイベントに参加したりであっという間の局間異動期間でした。他県の業務を
経験したり、その地域の労働市場を知ることができた点や、佐賀以外にも職員の繋がりができとても貴重な経験
になりました。

４．受験者の方へメッセージ

人のために働きたい、ワークライフバランスを重視したい方にはとても良い職場です。公務員試験勉強などで
大変な時期だと思いますが、皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしております！



鹿島公共職業安定所
職業紹介部門
・業務内容

仕事の相談・紹介

職業訓練の相談・あっせん

一般職員 小川 祐二
採用年度 令和３年度
趣味 サッカー・フットサル
性格 アウトドア

１．志望動機

自分の性格から、人と接する業務に興味を持ち、また、誰かの助けになりたいと思い志望しまし
た。

２．佐賀労働局の魅力と事務官（共通）の魅力

様々な部門で働くことができ、それぞれで専門的なスキルを身につけることができるところです。

３．受験者の方へメッセージ

様々なスキルや知識を身につけることができる佐賀労働局で一緒に働きませんか？

採用後の業務内容等について、先輩方が優しく教えてくださります！



佐賀労働局
総務部労働保険徴収室
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に、保険料を
滞納している会社に対し納付に関す
る指導を行っています。

徴収第一係 田中 香織
採用年度 平成31年度
趣味 アニメを見ること
性格 インドア

１．志望動機

佐賀労働局の業務説明会に参加し、働く人を様々な面からサポートする業務内容に興味を
持ったのがきっかけです。

２．佐賀労働局の魅力と事務官（基準）の魅力

佐賀労働局の魅力は休暇が取りやすいところだと思います。

事務官（基準）の魅力は専門性の高い業務を任せてもらえるため、やりがいを感じることができるところだと思います。

私は事務官（基準）として採用され、監督署の労災課で2年勤務し、現在は労働局の徴収室で勤務しています。1年目の時は馴染みのな

い用語だらけで大変でしたが、上司や先輩方に分からないところを聞きやすい環境だったため、とてもありがたかったです。

３．受験者の方へメッセージ

職場は学生の時よりも多くの時間を過ごす場所になりますので、自分の興味のある仕事内容

や職場環境等をまずは知ることが重要だと思いました。応援しています。



佐賀労働基準監督署
労災課
（労働・通勤災害に被災された労働者の方
への補償業務）

（労働保険適用徴収業務）

労災係 樺島 秀起
採用年度 令和２年度
趣味 読書
性格 慎重

１．志望動機

労働者の方のサポートができる仕事がしたいと考え志望しました。

２．佐賀労働局の魅力と事務官（基準）の魅力

佐賀労働局は、他局と比べ規模が小さく、様々な業務に携わることができるため、レベル

アップしやすいことが魅力だと思います。

また、事務官（基準）は、主に労災補償業務を担当しますが、労災保険法等の専門知識を

活用しながら、業務を通して被災労働者の方を支えることができるのが魅力です。

３．受験者の方へメッセージ

就職活動は長丁場で大変だとは思いますが、後悔のないよう頑張ってください。また、就職

活動をする中で佐賀労働局、そして事務官（基準）を検討していただければ嬉しいです。



武雄労働基準監督署
労災課
労働者が仕事中や通勤中に負傷し
た際に、安心して療養に専念できる
よう、労災保険の給付業務や成立業
務に日々奮闘しています。

労災係 篠原 真吾
採用年度 令和3年度
趣味 旅行
性格 穏やか（と言われています）

１．志望動機

小学生の時に、友人のお父さんが労災事故により亡くなったことがありました。残された友人や遺族の姿を
見ていた影響で、労働者に寄り添えるような仕事に就きたいと考えており、自分にぴったりの仕事だと思い志
望しました。

２．佐賀労働局の魅力と事務官（基準）の魅力

佐賀労働局の魅力は、一年目から様々な業務を経験できるところだと思います。他局と比べて、人数はあま
り多くはないかもしれませんが、その分さまざまな業務に携わることができます。事務官は庁舎内での業務が
主ですが、時には実際に現場に行って調査をすることもあり、やりがいを感じることができる仕事だと思いま
す。

３．受験者の方へメッセージ

日々の勉強や面接対策などやることがたくさんあり大変だと思いますが、応援しています。ぜひ、佐賀労働
局を選択肢の一つとしていただければ嬉しいです。一緒に仕事ができることを楽しみにしています。


