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次のページより
「事務官（基準）」からのメッセージです。→

～はじめに～

ここには、山形労働局の第一線で活躍する職員から国家公務員を目指す皆さん

に送るメッセージを掲載しています。

公務員を志望する方からは「国家公務員の仕事はイメージしにくい」といった声

を時々耳にします。

すべてのメッセージをご覧いただいた後に、山形労働局の仕事についての理解が

進んで皆さんの疑問や不安が解消され、山形労働局の業務にやりがいや魅力を感じ

ていただければ幸いです。山形労働局で一緒に働きましょう！！
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１．現在、担当している仕事について教えてください

主に2つの業務を行っています。1つ目は、労働保険加入に関する業務です。事業主は労働者を雇った際、
労働保険（労災保険と雇用保険の総称）に加入する義務があり、加入手続きに必要な届出の内容を確認して
います。2つ目は、労働災害にあった方に対する保険給付に関する業務です。請求書の内容を審査するほか、
災害現場へ調査に行き、給付調査を行っています。

２．公務員（または労働局）を志望した理由を教えてください

漠然とですが、将来は公務員として住民生活を支える仕事に就きたいと考えていました。労働局の業務説
明会に参加し、私たちの生活と密接に関わっている労働を支える仕事に魅力を感じ、志望しました。また、
県外への人事異動はあるものの、基本的には地元で働くことができることも魅力に感じました。

３．仕事を進める上で大切にしていることは何ですか

スケジュール管理です。保険給付の調査は、1人でいくつもの事案を並行して調査することとなります。
私自身まだまだ未熟ですが、迅速に保険給付の可否を判断するために、「いつまでに」、「何を」行うのか
スケジュールを立てながら業務にあたっています。また、自分1人だけでは分からないこと、悩むことがあ
れば、積極的に相談するようにしています。

４．山形労働局に入省して良かったと思うことは何ですか

とても働きやすい職場だと感じます。保険給付の調査方針や調査方法などで悩んでいる時、上司や先輩職
員の方々へ相談すると、親身になって教えてくださるため、悩んだままの状態にならず、スムーズに業務に
あたることができます。さらに、上司から有給休暇の積極的な取得を促してくださり、ワークライフバラン
スを大切にしてくれる職場です。

５．皆さんへメッセージをお願いします

皆さんの中には第1志望を迷っている方もいらっしゃると思います。私もとても迷っていました。イン
ターネットなどで大まかな仕事内容を知ることはできますが、業務説明会へ積極的に参加し、職員の生の声
を聞くことで、自分に合う仕事と出会えると思います。その中で、労働行政に興味を持たれた方は、労働局
を志望していただけると嬉しいです。

氏 名 丹野 息吹
所 属 山形労働基準監督署 労災課

採 用 令和３年度

たんの いぶき
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１．現在、担当している仕事について教えてください

労災保険は「仕事中にケガしたときに治療費を補償してくれる制度」というイメージが強いと思いますが、
治った後も病気が再発してしまう場合もあります。そこで労災保険では再発等を防ぐために定期的な検査等
を補償する「アフターケア」という制度があり、私はそのアフターケアの請求の審査を行っています。他に
も、開示請求等も担当しています。

２．業務の中で辛かったことはありましたか

自分の勉強不足を実感した時です。仕事をする上で多くの基礎を覚え、大量の通達や事務連絡の中から必
要な情報を探し出し、状況に応じて対応する必要があるのですが、特に入省した当初は、調べ方もわからな
い状態だったので、相手や職場の人にかなり迷惑かけてしまいました。今も十分に力がついているとは言え
ませんし、知識も不十分なところがありますが、経験を積んで徐々に身に付けていきたいと考えています。

３．仕事を進める上で大切にしていることは何ですか

「メモを取ること」と「自分で考える」ことです。メモを取ることはかなり基本的な事ですが、特に入省
した当初は、「メモをしたつもり」が多かったので、後から見返して誰かに説明できるくらいまで細かくメ
モできるように努めています。また、これも当たり前の事ですが、上司など誰かに相談する前に、通達や手
引等を参照し、あらかじめ自分なりの答えを用意することも大切です。

４．プライベートとの両立はできていますか

かなりプライベートとの両立がしやすい環境です。土日祝日は休みですし、有給休暇も毎月積極的に取得
するように呼びかけられており、取得しやすいことが今の職場の魅力の１つです。また、私の場合ですが基
本的に残業することなく、定時で帰ることができます。

５．労働局で働く前後のギャップを感じたことはありましたか

昨年までは監督署にて主に労災保険の請求の調査をしていましたが、入省前は「事務官」という名称の通
り、室内にこもって事務作業を延々としているイメージが強かったです。しかし、実際は聴取のために会社
を訪問することもあり、意外と外に出る場面が多かったように感じました。外での仕事は慣れない環境のた
め緊張することもありましたが、気分転換にもなっていました。

氏 名 梶原 明莉
所 属 山形労働局 労災補償課 調整係

採 用 平成31年度

前 所 属 米沢労働基準監督署 労災課

かじわら あかり
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１.現在、担当している仕事について教えてください

皆さんも「労災」という言葉を聞いたことがあると思いますが、労働者の方々が仕事や通勤が原因で負傷
した場合、病気になった場合、亡くなった場合に、ご本人やご遺族に対して必要な労災保険給付を行う仕事
をしています。また、医療従事者を中心として、仕事が原因で新型コロナウイルスに感染した方々への給付
も行っています。

２.公務員（または労働局）を志望した理由を教えてください

ゼミで労働法を専攻していたからです。就活は、公務員を第一希望としつつ、将来への不安から民間企業
も併願しましたが、企業説明会での人事担当者の「公務員を諦めきれずに辞めていく社員が多いので、公務
員を目指してる方はうちを希望しないでください。」という言葉に、不安を見透かされ道を示された気がし
て公務員一本に絞ったことを印象深く覚えています。

３.山形労働局で働くやりがいや面白さはどのようなところですか

労災による負傷や病気が完治することが一番ですが、障害を負ったり、不幸にも亡くなったりするケース
もあります。障害が残った労働者の社会復帰へのフォローや大切な家族を失ってしまったご遺族の生活を支
えることも労災保険の大切な仕組みの一つです。労働者やその家族を守るセーフティーネットとしての重要
な役割を担っていることにやりがいを感じています。

４.労働局職員に必要なスキル・資質はありますか

労働局職員だからといって、特別なスキルや資質は必要ないと思います。私は、「謙虚であること」を心
がけて仕事をしています。それは、学ぼうとする姿勢であったり、同僚やお客様に対する姿勢であったりで
す。自分自身と向き合い、周りの方の良い部分を吸収して、より良い自分であろうと努力し続けることが大
切だと思います。

５.皆さんへメッセージをお願いします

この山形労働局職員からのメッセージをご覧になって、一人でも多くの方が国家公務員（あわよくば山形
労働局、さらに欲を言えば基準系事務官）を希望していただければ幸いです。山形労働局で皆さんと一緒に
働ける日を楽しみにしています！

氏 名 津島 裕奈
所 属 村山労働基準監督署 労災課長

採 用 平成12年度

前 所 属 山形労働局 労働保険徴収室 適用第二係長

つしま ゆうな
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１．現在、担当している仕事について教えてください

労災保険では、仕事中や通勤中の負傷や病気など、労働災害に遭われた方やその遺族に対して、治療費や
休業補償・障害補償・遺族補償などの給付を行っています。私は、労働基準監督署に勤務し、保険給付など
に関する相談や給付請求書の受付審査、決定までの事務を行っています。また、労働保険料の申告受付や労
働保険料の徴収業務も行っています。

２．山形労働局で働くやりがいや面白さはどのようなところですか

労災認定にあたっては、認定基準に照らし合わせ、保険給付できるか否かなど専門性の高い判断が求めら
れています。そのため、請求された事案が全て支給となるわけではなく、不支給となる場合もあり、「どう
して認定されないのか」などと不満を言われ辛かったこともあります。

しかし、一方で、労災が認定されて労災で治療や休業などの給付を受けていた方から、「おかげさまで良
くなった、労災から給付されたので助かった、労災給付がなかったら生活できなかった、ありがとう」など
の言葉をいただいた時は、この仕事をしていて良かったなとうれしくなり、私自身の仕事のやりがいにつな
がっています。

３．仕事を進める上で大切にしていることは何ですか

電話や窓口業務で様々な相談が寄せられます。相談者が、どのようなことを知りたいのか、どのようなこ
とで困っているのか、相手の立場になって、親身に話を聞いて理解すること、制度などについて漏れなくわ
かりやすい言葉で丁寧に説明し、対応することを大切にしています。

４．皆さんへのメッセージをお願いします

様々な事案がありますので、疑問に思ったことや判断に迷って悩んだ場合は、同僚や上司に気軽に相談で
き、それでも判断できない場合は上部機関の労働局に相談しやすい環境ですので、一人で抱え込んで困ると
いうことはありません。新型コロナウイルス感染症の影響で大変な時期ですが、体調に気をつけてがんばっ
てください。ぜひ皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしております。

次のページより
「事務官（共通）」からのメッセージです。→

氏 名 長谷川 美幸
所 属 米沢労働基準監督署 労災課長

採 用 平成７年度

前 所 属 新庄労働基準監督署 労災課長

はせがわ みゆき
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１．現在、担当している仕事について教えてください

雇用保険給付業務を担当しています。具体的には仕事を様々な理由で退職された方に対して、給付金を支
給する仕事をしています。昨今の働き方の多様化に合わせて常に制度が改正されることから習得必須な知識
が多く、来所された方に制度についてわかりやすくお伝えできるよう日々知識習得に励んでいます。

２．公務員（または労働局）を志望した理由を教えてください

人々の生活に直結する「労働」という視点から地域の人たちの役に立ちたいと考えたからです。もともと
地域に貢献できる職業に就きたいと思い地方公務員を目指していましたが、学生時代にハローワークを利用
する機会があり、そこで対応してくださった職員の方の接遇が丁寧で、自分も労働行政に興味を持ち労働局
を志望しました。

３．山形労働局に入省して良かったと思うことは何ですか

全力でサポートしてくださる先輩・上司の方がいるところです。業務を進めていく中で、悩んだり迷った
りすることがあるのですが丁寧にアドバイスしてくださいます。異動前の上司や先輩などからもアドバイス
をいただくこともあり、手を差し伸べてくださる方がいる環境で仕事ができるのは恵まれていることだと実
感しています。

４．プライベートとの両立はできていますか

各種休暇が取りやすいです。育児休業は男女問わず取得しやすい環境にあり、育児休業を取った先輩によ
れば「子どもができた｣と報告したら、「育児休業どうしようか？」と返してくれる職場だそうです。また、
月に１回有給を取得することが推奨され、週２回の定時退庁日も設けられているので、プライベートとの両
立はしやすいと思います。

５．皆さんへメッセージをお願いします

公務員試験の道のりは長く不安に感じることも多いと思いますが、今の経験が必ず糧となり結果につな
がってくると思います。労働局は悩んでいると誰かが声をかけてくれるようなあたたかい職場です。皆さん
と一緒に働ける日が来ることを楽しみにしています。

氏 名 鈴木 琳夏
所 属 村山公共職業安定所 管理課 業務係

採 用 令和２年度

前 所 属 米沢公共職業安定所 雇用保険課適用係

すずき りんか
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１．現在、担当している仕事について教えてください

給付係として、仕事をやめた方に対しての求職者給付の手続き・スキルアップのために資格取得を目指す
方に対しての教育訓練給付の手続き・早期再就職に向けた支援等を担当しています。担当業務の大半は窓口
での手続きのため、窓口対応が非常に多い業務となってます。他にも、処理を行った書類の確認・作成、電
話対応等の事務作業を行っています。

２．公務員（または労働局）を志望した理由を教えてください

労働局を志望したきっかけは、山形労働局の業務説明会に参加したことです。説明会を通して、労働局は
地域・住民に寄り添い支援する業務がとても多いことを知り、以前から人と話すことが好きだった私は労働
局にとても魅力を感じました。

３．山形労働局で働くやりがいや面白さとはどのようなところですか

一番は故郷に貢献できることです。山形労働局の職員の大半は山形県出身の方です。「労働」という分野
から様々な面で業務を通して地元に貢献することができます。また、窓口業務が非常に多い仕事なので、
「ありがとう」などと感謝して頂いた時は特にやりがいを感じることができます。

４．プライベートとの両立はできていますか

土日祝日休み、夏季休暇(３日間）、年末年始休み、水曜・金曜日の定時退庁日、月１日以上有給休暇取
得等で、仕事とプライベートを両立・充実させることができています。私は、社会人サッカーチームに所属
しているので、休日のほとんどはサッカーをしています。ちなみに、山形労働局には野球部があります。

５．皆さんへメッセージをお願いします

最後に、入省後の山形労働局の魅力を紹介します。研修制度が充実していて、業務上必要な基礎知識を身
につけることができます。また、職場の方はみなさん優しく指導してくれるので、とても働きやすい職場だ
と思います。こちらを見て頂いた方の選択肢のひとつとして山形労働局を考えて頂けたら幸いです。みなさ
んと一緒に働ける日を楽しみにしています！！

氏 名 菅 陽
所 属 新庄公共職業安定所 管理課 給付係

採 用 令和元年度

前 所 属 鶴岡公共職業安定所 求人・職業紹介部門 職業紹介係

かん ひなた
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１．公務員（または労働局）を志望した理由を教えてください

大学生の頃、漠然と「人の役に立つ仕事がしたい」と考えて就活を行っていました。新卒応援ハローワー
クを利用したことをきっかけに労働局を知り、職業相談を通して多くの人の役に立てることから志望しまし
た。令和３年度まで新卒応援ハローワークで勤務しており、大学生の頃の気持ちを大事にしながら働いてい
ました。

２．労働局で働く前後でギャップを感じたことはありましたか

労働局に入る前は、ハローワークは職業相談のイメージが強かったですが、実際に入ってみると、企業か
らの求人受付や雇用保険業務、各種助成金業務など幅広い業務があることに驚きました。業務内容はそれぞ
れ異なりますが、国民の皆さんの仕事や生活を守るという目的は共通しており、大きなやりがいを感じてい
ます。

３．仕事を進める上で大切にしていることは何ですか

楽しみながら仕事をすることを大切にしております。もちろん、仕事は毎日楽しいことばかりではなく、
大変なこと、辛いと思うことも多くあります。そんな中でも、工夫や考え方一つで楽しくすることができる
と考えています。具体的には、日常業務の中に少しの挑戦を加えることが楽しくするうえでは有効だと思い
ます。

４．プライベートとの両立はできていますか

プライベートはかなり充実していると思います（笑）出勤前はジムに行って身体を動かしてリフレッシュ
しています。また、仕事終わりには職場の同僚と映画を見に行ったり、大好きなサウナにも行っています。
土日は家でのんびりしたり、最近は家族とキャンプにハマっています。休日は一切仕事のことを考えません。
メリハリが重要だと思います。

５．皆さんへメッセージをお願いします

人の役に立てる仕事がしたいと公務員を目指している方が多いと思います。実際に私もそうでした。地方
自治体や各官庁など、公務員にはさまざまな職場がありますが、労働局の一番の魅力は直接お礼をいただく
機会が多く、日々誰かの役に立っているという実感を持つことができる点にあると思います。皆さんと一緒
に働けることを楽しみにしています。

氏 名 美濃谷 孝明
所 属 山形労働局 職業安定課 職業紹介係

採 用 平成28年度

前 所 属 山形公共職業安定所 職業相談部 職業指導官

（ハローワークプラザやまがた）

みのたに たかあき
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１．現在、担当している仕事について教えてください

主に仕事を辞めた方の生活の保障として、失業等給付を支給するための手続きを担当しています。大半は
窓口での対人業務です。窓口では、仕事を辞めた理由を確認したり、仕事探しの状況などを確認します。仕
事を辞めた方を、再就職するまでの間、金銭的、精神的に支える仕事です。

２．公務員（または労働局）を志望した理由を教えてください

大学では心理学を専攻しており、人や、人と関わることが好きだったので、様々な状況にある方と関わる
仕事がしたいと思い、志望しました。また、労働局の仕事は、働いて賃金を得るという人の生活の根幹に関
わることができるだけでなく、日本経済とも密接に関わっているため、日本社会の発展にも貢献できる仕事
だということに魅力を感じました。

３．山形労働局で働くやりがいや面白さとはどのようなところですか

誰かの生活や企業の方針、日本社会を変えることができるかもしれない仕事ができることです。窓口で対
応した方が就職した時は嬉しいということもありますが、以前、雇用環境・均等室で、労働者が育児休業や
介護休業を取得しやすくなるよう企業に指導する仕事をしていた時は、企業の雇用環境や日本社会がより良
いものになるかもしれないと思うとやりがいを感じました。

４．労働局で働く前後でギャップを感じたことはありましたか

労働局の仕事は、人が働くことに関連した業務全般です。働く前は仕事を探している方へのサービスのイ
メージしかありませんでしたが、労働者を雇用する企業に対して、雇用環境が良くなるよう指導したり、助
成金を支給することで支援する仕事もたくさんあることを知りました。企業に対する指導や支援の結果、社
会全体が変わることにもつながっていると思います。

５．仕事を進める上で大切にしていることは何ですか

疑問に思う気持ちを大切にしています。公務員は法律に基づき仕事をするので、必ず根拠をわかったうえ
で行動するようにしています。また、仕事のやり方をより良いものにするには疑問に思う感覚がなければ始
まりません。様々な方と接する場面でも、求めていることを的確に把握し、問題を根本から解決するために
は疑問を持ちながら話を聞くことが大切だと思っています。

氏 名 池田 彩由実
所 属 寒河江公共職業安定所 管理課 業務係長

採 用 平成22年度

前 所 属 山形労働局 雇用環境・均等室 指導主任

いけだ あゆみ
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１．現在、担当している仕事について教えてください

職業相談部門の統括職業指導官として、仕事を探している人の相談業務および付随する業務の企画立案が
中心になります。特に再就職が厳しい高年齢者や離転職を繰り返している人が就職できる方法や人手が不足
している分野にどのようにして目を向けてもらうかを考えながら、求職者だけでなく求人事業所に対しても
ハローワークができる最高のパフォーマンスを追究しています。

２．労働局で働く前後でギャップを感じたことはありましたか

労働局に入る前は民間企業で営業の仕事をしていましたが、労働行政の仕事ということで、以前の職場に
比べて休暇を取る場合のサポートがしっかりしていると思います。男性の育児休業についても早い段階から
実施されていて、私自身も安心して休暇を取ることができました。それと、業務の改善なども積極的に伝え
られることも今までに無かった部分だと思います。

３．労働局職員に必要なスキル・資質はありますか

窓口で対話することが多い業務ですので、相手が伝えたいことや相談したい内容を正しく理解して、的確
でわかりやすい回答ができることが必要になってきます。労働関係の法律に関する知識については、入省後
の研修制度が充実していますし、先輩に相談しながら学ぶ事ができますので理系の私でも問題ありませんで
した。何事にも挑戦する気持ちが一番大切だと思います。

４．仕事を進める上で大切にしていることは何ですか

今までは自分が与えられていた仕事に対して忠実に実行するだけでも仕事が進んでいたのですが、部門を
統括する立場になり、各人の業務のバランスや仕事のやりやすさを考えて立案する事を大切にしています。
労働局は安定行政・基準行政・均等行政それぞれのチームの力で業務が成り立っていますので、連携を大切
にしていきたいと考えています。

５．皆さんへメッセージをお願いします

就職活動をしていく中でいろいろと悩む事が多いと思いますが、何事にもチャレンジしてみてください。
労働行政は国民の皆さんと身近な場面で関わる事が多く、困っている人に寄り添い、その人のチカラになれ
るやりがいのある仕事だと思います。興味をもった方はぜひ、労働局の仕事について聞いてみて下さい。一
緒に働ける時が来るのを楽しみにしています。

氏 名 大地 広志
所 属 長井公共職業安定所 職業相談部門 統括職業指導官

採 用 平成14年度

前 所 属 山形公共職業安定所 産業雇用情報官

おおち ひろし
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１．山形労働局の魅力を教えてください

「働く」ことは安定した生活を営む上で必要不可欠なものです。その「働く」にターゲットを置く労働行
政は、他の国家行政機関と比べて国民生活への寄り添い度は圧倒的です。業務内容は多種多様ですが、いず
れも有機的に繋がっています。様々な業務を経ながら「労働」のプロとして段階的なスキルアップを図るこ
とができます。

２．山形労働局で働くやりがいや面白さとはどのようなところですか

国の機関ですから法律や制度を正しく履行することは当然ですが、それに加え地域や利用者のニーズに
添った業務運営ができます。すなわち創意工夫の裁量幅が大きいということです。ハローワークでいえば就
職面接会（ガイダンス）のようなイベントを企画したりと、そのことがやりがいや面白さに繋がっていきま
す。

３．仕事を進める上で大切にしていることは何ですか

地域の皆様のニーズがどこにあるのか、という点を常に考えています。労働行政は地域生活と密接に関
わっていますから、そのニーズと乖離があっては良い行政サービスは生まれません。世の中の事象に対し常
にアンテナを張りながら、今求められていることは何か、を正しく理解するようにしています。

４．労働局職員に必要なスキル・資質はありますか

直接利用者の方と対話する業務が多いので、相手の話を正しく理解する力は大事になってきます。ネガ
ティブな思いを抱えて来られる利用者が多いので、それらの方に対しきちんと寄り添って話を聞くという姿
勢も重要です。専門の知識は入省してからで充分です。

５．皆さんへメッセージをお願いします

労働行政で仕事をしていく中で、利用者の方から思いがけない感謝の言葉をいただくことが度々あります。
そうやって喜びの声を直接聞くことで、えも言えぬ達成感を味わうことができますし、自身の励みにもなり
私生活にも良い影響を与えてくれます。私の長年の経験上、労働行政の「やりがい」はダントツであると自
負してます。お待ちしてます！

氏 名 多田 輝彦
所 属 酒田公共職業安定所 所長

採 用 昭和58年度

前 所 属 山形労働局 総務部総務課 課長補佐

ただ てるひこ
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◇人事担当者から皆さんへ◇

人事係 飛塚 洸

（採用：平成24年度）

人事係長 三浦 寛

（採用：平成13年度）

年次休暇取得状況について

令和３年は、年間で12日以上年次休暇を取得している職員は84.6％です。労働局では年

次休暇の目標取得日数を16日以上としており、69.2％の職員が16日以上の年次休暇を取

得しています。月１日以上の年次休暇取得を目指しており、管理職から今月はいつ年休を取得

するのかなど、働きかけがあります。

育児休業取得状況について

令和３年は、山形労働局全体の育児休業取得率は87.5％です。女性職員の育児休業取得率

は100％、男性職員の育児休業取得率は75％です。育児休業対象者には積極的に育児休業を

取得するように声がけをしています。目指せ！育児休業取得率100％！また、小学校就学前

の子が体調を崩し、看病等が必要となった場合、年次休暇とは別に１年で最大５日分、特別休

暇を取得することができます。仕事と育児を両立しやすいワークライフバランスな職場環境と

なっています。

定時退庁日の徹底について

毎週水曜日を全省庁、金曜日を厚生労働省独自の定時退庁日とし、各職員に定時退庁を

呼びかけています。当然、定時退庁日以外にも勤務時間以内に業務を終了していれば、定

時退庁することができます。ただし、所属や部門によっては、時期的に業務が集中し、忙

しくなり勤務時間内に業務が終わらない場合もあります。その場合は、超過勤務の伺いを提出

し、承認を受け、残業することとなります。

※定時退庁とは… 超過勤務（残業）をしないで、終業時刻後にすぐに帰ること。

人事係 吉田 舞人

（採用：平成27年度）

令和３年３月に子供が生ま
れたので、夏の期間は育児
休業を取得しました。働き
方のルールが、当たり前に
守られている職場です。

メッセージはいかがでした
か。山形労働局は働きやす
く、いろんな人から感謝さ
れる仕事ができます。

少し前に人事異動で他県の
労働局から山形労働局に
戻ってきました。様々な出
会いがあり、貴重な経験に
なりました。
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問い合わせ先

〒990-8567

山形市香澄町3-2-1 山交ビル3F

山形労働局総務部総務課人事係

担当：三浦・飛塚・吉田

℡023-624-8221
山形労働局ホームページ

ＱＲコード


