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【採用に関する問い合わせ先】

関東信越厚生局　総務課人事・給与係
〒３３０-９７１３ 
埼玉県さいたま市中央区新都心１－１ 
さいたま新都心合同庁舎１号館７階

ＴＥＬ：０４８－７４０－０７１１（代表）
 

【関東信越厚生局】 ＪＲ京浜東北線・高崎線・宇都宮線　さいたま新都心駅　徒歩５分
                         ＪＲ埼京線　北与野駅　徒歩１０分

※令和4年4月1日現在の情報を記載しています。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/
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関東信越厚生局の管轄地域
関東信越厚生局は、関東甲信越地域１都９県を管轄しています。

地方厚生（支）局は、平成１３年に厚生労働省が所掌する事務の一部を移管して、全国に７局１支局設置されている厚生行政の政策実施機関です。
地域において、国民の皆さまに最も身近な医療、福祉、保険などの社会保障政策を実施しています。

厚生労働省（東京都）

関東信越厚生局（さいたま市）
● 茨城県　　● 栃木県
● 群馬県　　● 埼玉県
● 千葉県　　● 東京都
● 神奈川県　● 新潟県
● 山梨県　　● 長野県

東北厚生局（仙台市）
● 青森県
● 宮城県
● 山形県

● 岩手県
● 秋田県
● 福島県

東海北陸厚生局（名古屋市）
● 富山県
● 静岡県

● 石川県
● 愛知県

● 岐阜県
● 三重県

沖縄麻薬取締支所（那覇市）● 沖縄県

四国厚生支局（高松市）
● 徳島県 ● 香川県 ● 愛媛県 ● 高知県

中国四国厚生局（広島市）
● 鳥取県
● 徳島県

● 島根県
● 香川県

● 岡山県
● 愛媛県

● 広島県
● 高知県

● 山口県

九州厚生局（福岡市）
● 福岡県
● 大分県

● 佐賀県
● 宮崎県

● 長崎県
● 鹿児島県

● 熊本県
● 沖縄県

近畿厚生局（大阪市）
● 福井県
● 大阪府
● 和歌山県

● 滋賀県
● 兵庫県

● 京都府
● 奈良県

北海道厚生局（札幌市）
● 北海道
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私は、令和4年度より人事交流で川口市役所から出向し、地域包括ケア推進課へ
配属され、介護保険の地域支援事業交付金の審査、地域包括ケアに関する調査
研究の取りまとめやシンポジウム・セミナーなどを企画する普及啓発活動等を担
当しています。いずれも初めて取り組む業務ばかりで不安な気持ちはあります
が、諸先輩方からのアドバイスのお陰もあり、自分なりに業務を遂行することがで
きています。また、他省庁、都県、市区町村、民間企業の方々と意見交換をする
機会が多いため、これまでの市役所での現場経験に加えて、多角的な視点からの
気づきや新たな発見により日々成長を実感しております。今後、さらなる高齢化
の進行により医療介護の連携や、地域住民同士が協力し合う体制がより一層求
められることが想定されます。私も、限られた財源の中で高齢者が個々の能力を
最大限に活かし、健康寿命を全うするにはどのようにすれば良いかを学び、地域
包括ケアシステムの構築の推進に向けて、関東信越地区の自治体が対策を講じる
にあたって一助になれればと思っています。私達、若者にとっては避けて通れな
い課題でもありますので、課題解決に向けて一緒に取り組みませんか？

菊谷 飛鳥　係員　令和４年度採用

● 安全な医療供給体制の確保
● 臨床研修実施体制の確保
● 再生医療等の安全性の確保
● 年金給付等の審査請求への対応
● 年金記録の訂正請求への対応
● 薬物犯罪の捜査・取締り
● 薬物乱用防止の普及啓発　など

地域社会の
ニーズに応える事業

● 保険医療機関等の指導監査
● 健康保険組合の指導監督
● 企業年金に係る指導監督
● 障害福祉サービス事業者の
　 業務管理体制の検査
● 各種養成施設の指導監督
● 医薬品・再生医療等製品製造業等の許可
● 食品の総合衛生管理製造過程の承認
● 日本年金機構が行う業務の認可　など

事業者等の
指導監督

● 地域包括ケアシステムの構築に関する支援
● 健康福祉関係の補助金交付による支援
● 医療保険者（国民健康保険）の指導監督・助言
● 生活保護法等に基づく指導監査等による助言
● 市区町村が行う国民年金事務に関する
　 交付金の審査
● 健康危機管理
● 食中毒対策等
● 食品の安全確保に関する
　 リスクコミュニケーション  など

地方自治体の支援・連携国民の皆さまの
健康で安全・安心なくらしを
支えるためのさまざまな業務を
行っています。

関東信越厚生局の各部門

健康福祉部門

指導部門

総務課
企画調整課
年金指導課

年金調整課
年金審査課
年金審査分室（千葉・東京・神奈川）

総務年金部門

社会保険審査官
（社会保険審査事務室）

麻薬取締部※
※ 食品衛生課、麻薬取締部の採用については、
   関東信越厚生局では行っておりません。
   採用に関しては、各採用担当部署に
   お問い合わせください。

健康福祉課
医事課
薬事監視指導課

食品衛生課※

地域包括ケア推進課
保険課

企業年金課

管理課
医療課
調査課

特別指導第一課
特別指導第二課
指導監査課（埼玉県を管轄）

都県事務所
（茨城・栃木・群馬・
 千葉・東京・神奈川・
 新潟・山梨・長野）

主な業務内容
管内自治体における地域包括ケアシステムの深化・推進の
支援に関する企画、立案、普及啓発
認知症施策の実施状況の把握、推進のための助言、普及啓発
課の所掌事務に係る補助金等の交付

❶

❷
❸

地域包括ケア推進課は、急速に進む高齢化に対応するため、
管内の市区町村における地域包括ケアシステムの推進を支
援することを目的として、様々な業務を行っています。
都県の市区町村支援業務のバックアップが主な業務ですが、
自治体の職員を対象としたセミナーや事例研究会などを開
催し、関係者間のネットワークの構築にも力を入れています。

高齢者の移動支援に関する都県との研修会

他省庁の地方支分部局との連携

病気になったら… 医療

いつまでも元気に暮らすために… 生活支援・介護予防

介護が必要になったら… 介護

住まい

通院・入院

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO　等

通所・入所

※ 地域包括ケアシステムとは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
    日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいいます。

地域包括ケアシステムの姿

病院：急性期、回復期、慢性期

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

■在宅系サービス：
・訪問介護　・訪問看護　・通所介護　
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・２４時間対応の訪問サービス
・看護小規模多機能型居宅介護　等
■介護予防サービス

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護　等

・自宅
・サービス付き
　高齢者向け住宅 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。 ※　地域包括ケアシステムは、おおむね３０分以内

に必要なサービスが提供される日常生活圏域
（具体的には中学校区）を単位として想定

厚生局の業務 地域包括ケア推進課健康福祉部門
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包括ケアシステムの構築の推進に向けて、関東信越地区の自治体が対策を講じる
にあたって一助になれればと思っています。私達、若者にとっては避けて通れな
い課題でもありますので、課題解決に向けて一緒に取り組みませんか？

菊谷 飛鳥　係員　令和４年度採用

● 安全な医療供給体制の確保
● 臨床研修実施体制の確保
● 再生医療等の安全性の確保
● 年金給付等の審査請求への対応
● 年金記録の訂正請求への対応
● 薬物犯罪の捜査・取締り
● 薬物乱用防止の普及啓発　など

地域社会の
ニーズに応える事業

● 保険医療機関等の指導監査
● 健康保険組合の指導監督
● 企業年金に係る指導監督
● 障害福祉サービス事業者の
　 業務管理体制の検査
● 各種養成施設の指導監督
● 医薬品・再生医療等製品製造業等の許可
● 食品の総合衛生管理製造過程の承認
● 日本年金機構が行う業務の認可　など

事業者等の
指導監督

● 地域包括ケアシステムの構築に関する支援
● 健康福祉関係の補助金交付による支援
● 医療保険者（国民健康保険）の指導監督・助言
● 生活保護法等に基づく指導監査等による助言
● 市区町村が行う国民年金事務に関する
　 交付金の審査
● 健康危機管理
● 食中毒対策等
● 食品の安全確保に関する
　 リスクコミュニケーション  など

地方自治体の支援・連携国民の皆さまの
健康で安全・安心なくらしを
支えるためのさまざまな業務を
行っています。

関東信越厚生局の各部門

健康福祉部門

指導部門

総務課
企画調整課
年金指導課

年金調整課
年金審査課
年金審査分室（千葉・東京・神奈川）

総務年金部門

社会保険審査官
（社会保険審査事務室）

麻薬取締部※
※ 食品衛生課、麻薬取締部の採用については、
   関東信越厚生局では行っておりません。
   採用に関しては、各採用担当部署に
   お問い合わせください。

健康福祉課
医事課
薬事監視指導課

食品衛生課※

地域包括ケア推進課
保険課

企業年金課

管理課
医療課
調査課

特別指導第一課
特別指導第二課
指導監査課（埼玉県を管轄）

都県事務所
（茨城・栃木・群馬・
 千葉・東京・神奈川・
 新潟・山梨・長野）

主な業務内容
管内自治体における地域包括ケアシステムの深化・推進の
支援に関する企画、立案、普及啓発
認知症施策の実施状況の把握、推進のための助言、普及啓発
課の所掌事務に係る補助金等の交付

❶

❷
❸

地域包括ケア推進課は、急速に進む高齢化に対応するため、
管内の市区町村における地域包括ケアシステムの推進を支
援することを目的として、様々な業務を行っています。
都県の市区町村支援業務のバックアップが主な業務ですが、
自治体の職員を対象としたセミナーや事例研究会などを開
催し、関係者間のネットワークの構築にも力を入れています。

高齢者の移動支援に関する都県との研修会

他省庁の地方支分部局との連携

病気になったら… 医療

いつまでも元気に暮らすために… 生活支援・介護予防

介護が必要になったら… 介護

住まい

通院・入院

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO　等

通所・入所

※ 地域包括ケアシステムとは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
    日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいいます。

地域包括ケアシステムの姿

病院：急性期、回復期、慢性期

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

■在宅系サービス：
・訪問介護　・訪問看護　・通所介護　
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・２４時間対応の訪問サービス
・看護小規模多機能型居宅介護　等
■介護予防サービス

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護　等

・自宅
・サービス付き
　高齢者向け住宅 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。 ※　地域包括ケアシステムは、おおむね３０分以内

に必要なサービスが提供される日常生活圏域
（具体的には中学校区）を単位として想定

厚生局の業務 地域包括ケア推進課健康福祉部門
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健康福祉関係補助金の交付
生活保護法などの施行事務指導・監査
各種養成施設等の指定・指導監督
病原体等所持施設の監督
経営力向上計画の認定

❶
❷
❸
❹
❺

健康福祉課では、地域の皆様が安心して暮ら
すための健康福祉サービスが提供されるよう、
補助金の交付等を通じて生活環境や社会福祉
基盤の整備に取り組んでいます。
また、医療・健康・福祉従事者養成施設の指定
及び監督業務を行っています。

管理栄養士・栄養士養成施設説明会の様子

補助金に関するオンラインセミナーの様子 災害復旧事業事後調査の様子

主な業務内容

医師、歯科医師臨床研修の実施体制の確保に向けた調整や補助金の交付を
行うとともに、病院の医療安全管理体制の確保、再生医療等の安全性の確
保、臨床研究に対する信頼の確保、医療観察法における継続的かつ適切な
医療の提供体制の確保等に関する業務を実施しています。
また、２０２５年に向けて在宅医療等の推進を図るため、手順書により、一定
の診療の補助を行う看護師の養成に取り組んでいます。 医療安全セミナーの様子

課内研修の様子

業務で使用する書籍など

再生医療等の安全性の確保等に関する法律とは？
細胞加工物を用いて、人の身体の構造又は機能の再建・修復・形成並びに人の疾病の治療・予防（再生医療等）が

迅速かつ安全に提供されるよう、再生医療等の安全性の確保等に関する法律が平成２６年１１月２５日に施行されました。

※ 再生医療等を提供する医療機関及び特定細胞加工物の製造事業者は、地方厚生局又は厚生労働省に対して届出等の手続きが必要です。

特定細胞加工物

地方厚生局／厚生労働省 再生医療等委員会の認定

特定細胞加工物
製造事業者 定期報告の受付と

必要な調査等

再生医療等委員会

提供を受ける者

再生医療等提供
計画の届出受理

特定細胞加工物の製造
の届出受理又は許可

再生医療等提供医療機関

主な業務内容
臨床研修病院等の指定に係る審査及び適正な臨床研修の実施体制の審査
医療機関の病院管理者等を対象とした医療安全のための講習会の実施
行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施
医療観察法における裁判所の決定による対象者の入院の執行
再生医療等安全性確保法の規定に基づく、再生医療等の計画書の受付、再生医療等
委員会の認定や特定細胞加工物製造事業者の許可
看護師の特定行為研修の指定研修機関の指定に係る審査及び指導
臨床研究法の規定に基づく、特定臨床研究の実施計画の受付や臨床研究審査委員会の認定
地域医療構想の達成に向けた取組の推進
災害時における医療の確保の支援
医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定

❶
❷
❸
❹
❺

❻
❼
❽
❾

医事課健康福祉部門健康福祉課健康福祉部門

私の担当する業務は臨床研修、再生医療、臨床研究における各種申請、届出の対
応を主とし、機密性が高く、社会的影響力の大きな重要文書を日々取り扱ってい
ます。業務は専門性が高く、聞き慣れない語句や難解な法令を理解する必要があ
りますが、専門官の方々から親切にサポートしていただいており、自分に出来ること
を日々増やそうと努めています。医療は国民のQOLの向上に直接的に寄与するも
のであり、その質を高めて、安全性を確保する業務の一翼を担える点は大きなやり
がいだと日々感じています。課の雰囲気は穏やかで、質問がしやすい環境です。
新卒で不安を多く抱えていた私にとって、この点は非常に嬉しいことでした。
また、医師、歯科医師、看護師などの資格を持った方々と働くため、多くの知見が
得られて勉強になることが多いのも魅力の一つです。

守岡 伊織　係員　令和４年度採用

私は、国家試験である社会福祉士、介護福祉士、あん摩マッサージ指圧師、
はり師きゅう師の資格を取得するための養成施設等の指定及び監督業務を担
当しています。具体的には、新規に養成施設等を開設する場合や、既存の養
成施設等が内容変更を行う場合などに書類審査を行うほか、適正な運営がさ
れているかを直接養成施設等に赴き指導調査することもあります。
担当している業務は、デスクワークだけでなく、指導調査にて管轄である1都
9県の養成施設等の現場に赴き仕事ができることが魅力の一つでもあります。
少子高齢化社会において、今後福祉人材の育成が重要でありその一端を支え
ていると思うとやりがいを感じています。
当課は、課内のコミュニケーションがとても取りやすく、雰囲気が良いと感じて
います。また、休暇についても気軽に取ることができる環境であり、ワークラ
イフバランスも充実していると感じています。

中島 力　係員　平成２９年度採用
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健康福祉関係補助金の交付
生活保護法などの施行事務指導・監査
各種養成施設等の指定・指導監督
病原体等所持施設の監督
経営力向上計画の認定

❶
❷
❸
❹
❺

健康福祉課では、地域の皆様が安心して暮ら
すための健康福祉サービスが提供されるよう、
補助金の交付等を通じて生活環境や社会福祉
基盤の整備に取り組んでいます。
また、医療・健康・福祉従事者養成施設の指定
及び監督業務を行っています。

管理栄養士・栄養士養成施設説明会の様子

補助金に関するオンラインセミナーの様子 災害復旧事業事後調査の様子

主な業務内容

医師、歯科医師臨床研修の実施体制の確保に向けた調整や補助金の交付を
行うとともに、病院の医療安全管理体制の確保、再生医療等の安全性の確
保、臨床研究に対する信頼の確保、医療観察法における継続的かつ適切な
医療の提供体制の確保等に関する業務を実施しています。
また、２０２５年に向けて在宅医療等の推進を図るため、手順書により、一定
の診療の補助を行う看護師の養成に取り組んでいます。 医療安全セミナーの様子

課内研修の様子

業務で使用する書籍など

再生医療等の安全性の確保等に関する法律とは？
細胞加工物を用いて、人の身体の構造又は機能の再建・修復・形成並びに人の疾病の治療・予防（再生医療等）が

迅速かつ安全に提供されるよう、再生医療等の安全性の確保等に関する法律が平成２６年１１月２５日に施行されました。

※ 再生医療等を提供する医療機関及び特定細胞加工物の製造事業者は、地方厚生局又は厚生労働省に対して届出等の手続きが必要です。

特定細胞加工物

地方厚生局／厚生労働省 再生医療等委員会の認定

特定細胞加工物
製造事業者 定期報告の受付と

必要な調査等

再生医療等委員会

提供を受ける者

再生医療等提供
計画の届出受理

特定細胞加工物の製造
の届出受理又は許可

再生医療等提供医療機関

主な業務内容
臨床研修病院等の指定に係る審査及び適正な臨床研修の実施体制の審査
医療機関の病院管理者等を対象とした医療安全のための講習会の実施
行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施
医療観察法における裁判所の決定による対象者の入院の執行
再生医療等安全性確保法の規定に基づく、再生医療等の計画書の受付、再生医療等
委員会の認定や特定細胞加工物製造事業者の許可
看護師の特定行為研修の指定研修機関の指定に係る審査及び指導
臨床研究法の規定に基づく、特定臨床研究の実施計画の受付や臨床研究審査委員会の認定
地域医療構想の達成に向けた取組の推進
災害時における医療の確保の支援
医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定

❶
❷
❸
❹
❺

❻
❼
❽
❾

医事課健康福祉部門健康福祉課健康福祉部門

私の担当する業務は臨床研修、再生医療、臨床研究における各種申請、届出の対
応を主とし、機密性が高く、社会的影響力の大きな重要文書を日々取り扱ってい
ます。業務は専門性が高く、聞き慣れない語句や難解な法令を理解する必要があ
りますが、専門官の方々から親切にサポートしていただいており、自分に出来ること
を日々増やそうと努めています。医療は国民のQOLの向上に直接的に寄与するも
のであり、その質を高めて、安全性を確保する業務の一翼を担える点は大きなやり
がいだと日々感じています。課の雰囲気は穏やかで、質問がしやすい環境です。
新卒で不安を多く抱えていた私にとって、この点は非常に嬉しいことでした。
また、医師、歯科医師、看護師などの資格を持った方々と働くため、多くの知見が
得られて勉強になることが多いのも魅力の一つです。

守岡 伊織　係員　令和４年度採用

私は、国家試験である社会福祉士、介護福祉士、あん摩マッサージ指圧師、
はり師きゅう師の資格を取得するための養成施設等の指定及び監督業務を担
当しています。具体的には、新規に養成施設等を開設する場合や、既存の養
成施設等が内容変更を行う場合などに書類審査を行うほか、適正な運営がさ
れているかを直接養成施設等に赴き指導調査することもあります。
担当している業務は、デスクワークだけでなく、指導調査にて管轄である1都
9県の養成施設等の現場に赴き仕事ができることが魅力の一つでもあります。
少子高齢化社会において、今後福祉人材の育成が重要でありその一端を支え
ていると思うとやりがいを感じています。
当課は、課内のコミュニケーションがとても取りやすく、雰囲気が良いと感じて
います。また、休暇についても気軽に取ることができる環境であり、ワークラ
イフバランスも充実していると感じています。

中島 力　係員　平成２９年度採用

Message

Message

10

54



保険課は、健康保険の保険者である健康保険組合の行う業務の監督及び
全国健康保険協会支部に対する検査等を行っています。

企業年金課は、多様化した老後生活のニーズに対応するため、公的年金の補完による老後の収入の確保を
目的に、企業年金及び国民年金基金の監督、認可等の事務を行っています。

主な業務内容
確定拠出年金（企業型年金に限る）に対する承認、指導及び監督
確定給付企業年金に対する認可、承認、指導及び監督

❶
❷

厚生年金基金、国民年金基金に対する認可、指導及び監督❸

主な業務内容
健康保険組合に対する指導及び監督
全国健康保険協会に対する立入検査等

❶
❷

健康保険組合が行う保健事業への助言
認可申請等の審査事務、届出の確認事務、各種証明事務等

保険課健康福祉部門 管理課指導部門

調査課指導部門企業年金課健康福祉部門

❸
❹

課内の様子

管理課は、医療指導部門の指導計画の取り纏め、各種会議や委員会等への議題の提案等の管理的な
業務を行っています。また、社会保険診療報酬支払基金等に対する指導・監督も実施しています。

調査課は、医療指導部門が保有する行政文書の開示や訴訟に関する事務を行っています。
一定期間内に判断すべき案件が多く、常に慎重かつ迅速な事務処理が求められています。

主な業務内容

主な業務内容
開示請求のあった医療指導部門が保有する行政文書に対する審査・決定 等
保険医療機関等の指定取消等に起因する訴訟への対応（準備書面の作成、裁判への出席等）
保険医療機関等の情報を管理するシステムの調整・取り纏め等

❶
❷
❸

医療指導部門の会議等の開催・運営
指導監査課及び都県事務所が作成した指導計画の調整及び取り纏め
社会保険診療報酬支払基金が行う診療報酬の審査・支払業務に対する監督
国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会が行う業務に対する助言・指導監督
後期高齢者医療制度における市町村、後期高齢者医療広域連合及び国民健康保険団体連合会が行う業務に対する助言・指導監督

❶
❷
❸
❹
❺

私は令和２年12月に関東信越厚生局に入局し、保険課に配属され、主に健
康保険組合から提出される書類の受付や、健康保険組合が現に存在する公
法人であることを証明する公法人証明書の発行を担当していました。初めは
電話で組合名と要件にあった健康保険の用語を聞き取るのもままならない状
態でしたが、わからない部分は先輩職員の皆様が丁寧に教えてくださり業務
に慣れていくことが出来ました。
令和３年10月に課内の異動で業務が変わり、現在は健康保険組合に対する
実地指導監査、健康保険組合から提出される認可申請書等の審査を担当し
ています。健康保険組合に対する実地指導監査では、一定の周期で管轄の
１都９県内に所在する健康保険組合へ出向き、経理に関する帳簿等を検査し
て、必要な指導や助言を行います。法令や通知等の文書だけでなく、実際の
帳簿を目にすることでより知識が深まり、監査の中で組合職員への説明を重
ねることで自己の成長と業務へのやりがいを感じています。

押切 悠希　係員　令和３年度採用

私は、主に社会保険診療報酬支払基金の実地監査、国民健康保険や後
期高齢者医療制度に係る保険者・後期高齢者医療広域連合及び国民健
康保険団体連合会の技術的助言・指導監督業務を担当しています。
具体的には管内の１都９県の関係機関に出向き、各種資料の確認や担当
する職員からの聞きとりにより、業務が適正に進められているかを確認し
ています。それぞれの制度の法令、通知などは多岐に渡っており、それ
らの知識を習得するのは大変ですが、知識が深まれば制度の仕組みも
理解でき、的確な指摘ができるので業務に対するやりがいにもつながり
ます。管理課は、人数が少なく比較的小さい課のため、課内のコミュニ
ケーションが取りやすく、雰囲気が良いと感じています。また、休暇も取
りやすく、ワークライフバランスの面でも良い環境だと思います。

五十嵐 教夫　地域医療保険監査指導官　平成７年度採用

私が所属している調査課では、主に情報公開制度に基づく行政文書開示
請求の審査と、医療指導部門における訴訟への対応を担当しています。
行政文書開示請求は、行政文書の開示によって行政機関の活動を国民
に説明することにつながる制度ですので、国民への説明の機能がきちん
と達成されるよう取り組んでいます。
また、医療指導部門における訴訟は、調査課の職員だけではなく、各都
県事務所の職員や法務局の職員と協力しながら対応を行っております。
調査課は相互に忌憚のない意見を出し合い、より良いものを作り上げる
ことができるとても良い雰囲気の課です。

坂田 幸太郎　係長　平成14年度採用

私は企業年金課内で令和4年3月まで確定給付企業年金の監査業務をして
おり、令和4年4月から確定給付企業年金に係る届出等の業務を担当してい
ます。確定給付企業年金を監査と実務の観点から携わっており、同じ部署
内でも行っている業務内容が全く違っているので、毎日とても新鮮です。現
在の確定給付企業年金に係る届出等の業務では主に企業等が実施している
確定給付企業年金の規約の審査・承認やそれに携わる金融機関等の相談を
受けております。配属されたばかりで、まだまだ自分の勉強不足な所も多い
ですが、課内の先輩方や上司が大変頼りがいがあり、わからないところは丁
寧に教えてくださいます。
課内の雰囲気としては全体的に明るく相談しやすい環境です。また、毎月
１日以上、年次休暇を取得する事が目標のため、休暇はとても取りやすいの
でプライベートも充実しています。

今村 菫　係員　平成 31年度採用
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保険課は、健康保険の保険者である健康保険組合の行う業務の監督及び
全国健康保険協会支部に対する検査等を行っています。
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目的に、企業年金及び国民年金基金の監督、認可等の事務を行っています。
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確定給付企業年金に対する認可、承認、指導及び監督

❶
❷

厚生年金基金、国民年金基金に対する認可、指導及び監督❸

主な業務内容
健康保険組合に対する指導及び監督
全国健康保険協会に対する立入検査等

❶
❷

健康保険組合が行う保健事業への助言
認可申請等の審査事務、届出の確認事務、各種証明事務等

保険課健康福祉部門 管理課指導部門

調査課指導部門企業年金課健康福祉部門

❸
❹

課内の様子

管理課は、医療指導部門の指導計画の取り纏め、各種会議や委員会等への議題の提案等の管理的な
業務を行っています。また、社会保険診療報酬支払基金等に対する指導・監督も実施しています。

調査課は、医療指導部門が保有する行政文書の開示や訴訟に関する事務を行っています。
一定期間内に判断すべき案件が多く、常に慎重かつ迅速な事務処理が求められています。
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開示請求のあった医療指導部門が保有する行政文書に対する審査・決定 等
保険医療機関等の指定取消等に起因する訴訟への対応（準備書面の作成、裁判への出席等）
保険医療機関等の情報を管理するシステムの調整・取り纏め等

❶
❷
❸

医療指導部門の会議等の開催・運営
指導監査課及び都県事務所が作成した指導計画の調整及び取り纏め
社会保険診療報酬支払基金が行う診療報酬の審査・支払業務に対する監督
国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会が行う業務に対する助言・指導監督
後期高齢者医療制度における市町村、後期高齢者医療広域連合及び国民健康保険団体連合会が行う業務に対する助言・指導監督

❶
❷
❸
❹
❺

私は令和２年12月に関東信越厚生局に入局し、保険課に配属され、主に健
康保険組合から提出される書類の受付や、健康保険組合が現に存在する公
法人であることを証明する公法人証明書の発行を担当していました。初めは
電話で組合名と要件にあった健康保険の用語を聞き取るのもままならない状
態でしたが、わからない部分は先輩職員の皆様が丁寧に教えてくださり業務
に慣れていくことが出来ました。
令和３年10月に課内の異動で業務が変わり、現在は健康保険組合に対する
実地指導監査、健康保険組合から提出される認可申請書等の審査を担当し
ています。健康保険組合に対する実地指導監査では、一定の周期で管轄の
１都９県内に所在する健康保険組合へ出向き、経理に関する帳簿等を検査し
て、必要な指導や助言を行います。法令や通知等の文書だけでなく、実際の
帳簿を目にすることでより知識が深まり、監査の中で組合職員への説明を重
ねることで自己の成長と業務へのやりがいを感じています。

押切 悠希　係員　令和３年度採用

私は、主に社会保険診療報酬支払基金の実地監査、国民健康保険や後
期高齢者医療制度に係る保険者・後期高齢者医療広域連合及び国民健
康保険団体連合会の技術的助言・指導監督業務を担当しています。
具体的には管内の１都９県の関係機関に出向き、各種資料の確認や担当
する職員からの聞きとりにより、業務が適正に進められているかを確認し
ています。それぞれの制度の法令、通知などは多岐に渡っており、それ
らの知識を習得するのは大変ですが、知識が深まれば制度の仕組みも
理解でき、的確な指摘ができるので業務に対するやりがいにもつながり
ます。管理課は、人数が少なく比較的小さい課のため、課内のコミュニ
ケーションが取りやすく、雰囲気が良いと感じています。また、休暇も取
りやすく、ワークライフバランスの面でも良い環境だと思います。

五十嵐 教夫　地域医療保険監査指導官　平成７年度採用

私が所属している調査課では、主に情報公開制度に基づく行政文書開示
請求の審査と、医療指導部門における訴訟への対応を担当しています。
行政文書開示請求は、行政文書の開示によって行政機関の活動を国民
に説明することにつながる制度ですので、国民への説明の機能がきちん
と達成されるよう取り組んでいます。
また、医療指導部門における訴訟は、調査課の職員だけではなく、各都
県事務所の職員や法務局の職員と協力しながら対応を行っております。
調査課は相互に忌憚のない意見を出し合い、より良いものを作り上げる
ことができるとても良い雰囲気の課です。

坂田 幸太郎　係長　平成14年度採用

私は企業年金課内で令和4年3月まで確定給付企業年金の監査業務をして
おり、令和4年4月から確定給付企業年金に係る届出等の業務を担当してい
ます。確定給付企業年金を監査と実務の観点から携わっており、同じ部署
内でも行っている業務内容が全く違っているので、毎日とても新鮮です。現
在の確定給付企業年金に係る届出等の業務では主に企業等が実施している
確定給付企業年金の規約の審査・承認やそれに携わる金融機関等の相談を
受けております。配属されたばかりで、まだまだ自分の勉強不足な所も多い
ですが、課内の先輩方や上司が大変頼りがいがあり、わからないところは丁
寧に教えてくださいます。
課内の雰囲気としては全体的に明るく相談しやすい環境です。また、毎月
１日以上、年次休暇を取得する事が目標のため、休暇はとても取りやすいの
でプライベートも充実しています。

今村 菫　係員　平成 31年度採用
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年金審査課では、国民の生活において重要な年金記録について、国民の皆様か
ら事実と異なるとして請求のあった年金記録の訂正請求に基づき調査を行い、
審議会という弁護士や社会保険労務士、税理士などの方々で構成されている会
議に諮り、年金記録の訂正・不訂正を決定する業務を行っています。
また、年金審査課には社会保険労務士や民間企業の経験者など、多様な人材が
所属しており、様々な経験や知見に触れることができる部署です。
年金記録の訂正請求の調査は、６つの班で分担して調査等を行っていますが、訂
正請求について班を越えて意見交換を行うなど、職員同士で相談しやすく、協力
しあって課題に取り組むことができる雰囲気です。さらにワークライフバランス
の面から、私自身１年間の育児休業を取得しましたし、現在も男性で１名育児休
業を取得している職員がおり、非常に働きやすい環境の職場だと感じています。

加藤 陽　係長　平成17年度採用

医療課は、指導監査課及び都県事務所が行う保険医療機関等に対する指導・監査等の実施状況の確認及び
助言を行うなど、医療指導部門の業務全般の舵取りを行っています。
また、医療法の規定に基づく大学病院等への立入検査も実施しています。

特別指導第一課・第二課は、社会的影響が極めて高い保険医療機関等
の不正事案に関し、医療課や指導監査課、都県事務所と協力・連携のう
え、指導監督等を行います。

主な業務内容
保険医療機関等の不正事案に係る情報収集・情報分析
保険医療機関及び保険薬局等に対する指導・監査等
柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師に係る指導監督等の業務支援

❶
❷
❸ 業務打合せの様子

指導監査課、各都県事務所は、現場の最前線機関として、管轄する保険医療機関及び保険薬局並びに保険医及
び保険薬剤師、柔道整復師等に対する指導監督や診療報酬、療養費の請求等に不正が疑われた場合の監査等
を行っています。なお、「指導監査課」は埼玉県を、「各都県事務所」は茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京
都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県の各都県を管轄しています。

年金審査課及び年金審査分室は、国民から提出された年金記録の訂正請求について、調査及び記録訂正の可
否の判断を行っています。なお、年金審査分室は、千葉県（千葉市）、東京都（新宿区）、神奈川県（横浜市）
の３ヶ所に設置されています。

主な業務内容
厚生年金保険及び国民年金の年金記録に係る訂正請求の調査・決定業務
年金記録訂正の可否の判断を行う外部組織（関東信越地方年金記録訂正審議会）の運営

❶
❷

主な業務内容
保険医療機関等及び保険医等に対する指導・監査
保険医療機関等に対する適時調査

❶
❷

保険医療機関等及び保険医等から届出される申請書等の受付・審査等
保険診療、保険請求に関する国民等からの相談対応

❸
❹

主な業務内容
医療指導部門が行う事務処理等の企画・総合調整等
指導監査課及び都県事務所が行う指導等の進捗管理及び業務支援
医療安全管理体制の確保状況の確認のための特定機能病院に対する立入検査
不適正事案防止のための管理体制の整備状況の確認のため臨床研究中核病院に対する立入検査

❶
❷
❸
❹

指導監査課・各都県事務所指導部門

年金審査課・年金審査分室総務年金部門

医療課指導部門

特別指導第一課・二課指導部門

当課では、私たちが普段保険証を使用し受診している病院や診療所、調剤薬局
が医療保険制度を正しく理解し運用できるように支える業務を行っています。
その中でも、私の業務は主に、各都県事務所等に対し、本省から発出される通知
等を連絡する業務や、保険医療機関等から厚生局へ提出が必要とされている届
出や報告に関する業務、そしてそれに伴うHPの更新等を行っており、各都県事
務所等が円滑に業務を遂行できるよう取り組んでいます。医療保険制度に関連
する仕事をしますので、必然的に制度に詳しくなりますし、そこで得た知識が日
常生活の小さな気づきに活かされることがこの仕事の面白さだと思っています。
例えば、病院で貰った明細書を見てもなんのことやら、という方が大半だと思い
ますが、この仕事に携わってからは、なぜこの管理料が取られているのか、とい
うことがわかるので、見ていて楽しいと思えています。

新道 敬介　係員　平成 31年度採用

当課では、国民の皆様からの情報やメディアで取り上げられる話題等から保険
医療機関等の不正事案に繋がる情報を収集・分析し、関係する都県事務所等に
情報提供を行っています。さらに、都県を跨ぐ複数の保険医療機関等に関わる
ような事案や、社会的影響が極めて高い事案について、医療課や都県事務所等
と協力・連携しながら指導・監査等を実施しており、その他にも都県事務所の指
導監督等に係る業務支援を行っています。１都９県に及ぶ広い範囲で業務を行
うことや、患者様や医療従事者の方々からの生の声に触れることで、自分の仕事
が国民の皆様の生活と密接に結びついているという実感を持つことができます。
また、当課は少人数であり職員同士の距離が近いため、何かあった際にはすぐに
打合せの場を設け、相談や提案ができることにも魅力を感じています。

下條 翼　係員　平成29年度採用

指導監査課では、埼玉県内の保険医療機関や保険薬局に対して、健康保険法
等の関係法令に基づき指導・監査等を行っています。その中でも、私は歯科の
医療機関に対する個別指導・集団指導や施設基準と呼ばれる届出の審査等を
担当しています。個別指導では医療機関にカルテ等を持参してもらい、保険請
求が適正に行われているかを歯科医師である技官とペアになって確認します。
不正請求が疑われる場合は監査を実施し行政処分に至ることもあります。
不正請求に関する情報提供は、医療機関からの内部告発や患者さん等から日々
寄せられ、緊張感をもって業務に取り組んでいます。当課は部署としては比較
的人数が多く、分からないことがあればすぐに相談できる環境が整っており、
様々な経歴を持つ職員と情報共有を積極的に行いながら、意欲をもって業務に
取り組むことが出来るやりがいのある職場です。

中根 和哉　係員 　平成 28年度採用

 （千葉・東京・神奈川）
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年金審査課では、国民の生活において重要な年金記録について、国民の皆様か
ら事実と異なるとして請求のあった年金記録の訂正請求に基づき調査を行い、
審議会という弁護士や社会保険労務士、税理士などの方々で構成されている会
議に諮り、年金記録の訂正・不訂正を決定する業務を行っています。
また、年金審査課には社会保険労務士や民間企業の経験者など、多様な人材が
所属しており、様々な経験や知見に触れることができる部署です。
年金記録の訂正請求の調査は、６つの班で分担して調査等を行っていますが、訂
正請求について班を越えて意見交換を行うなど、職員同士で相談しやすく、協力
しあって課題に取り組むことができる雰囲気です。さらにワークライフバランス
の面から、私自身１年間の育児休業を取得しましたし、現在も男性で１名育児休
業を取得している職員がおり、非常に働きやすい環境の職場だと感じています。

加藤 陽　係長　平成17年度採用

医療課は、指導監査課及び都県事務所が行う保険医療機関等に対する指導・監査等の実施状況の確認及び
助言を行うなど、医療指導部門の業務全般の舵取りを行っています。
また、医療法の規定に基づく大学病院等への立入検査も実施しています。

特別指導第一課・第二課は、社会的影響が極めて高い保険医療機関等
の不正事案に関し、医療課や指導監査課、都県事務所と協力・連携のう
え、指導監督等を行います。

主な業務内容
保険医療機関等の不正事案に係る情報収集・情報分析
保険医療機関及び保険薬局等に対する指導・監査等
柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師に係る指導監督等の業務支援

❶
❷
❸ 業務打合せの様子

指導監査課、各都県事務所は、現場の最前線機関として、管轄する保険医療機関及び保険薬局並びに保険医及
び保険薬剤師、柔道整復師等に対する指導監督や診療報酬、療養費の請求等に不正が疑われた場合の監査等
を行っています。なお、「指導監査課」は埼玉県を、「各都県事務所」は茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京
都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県の各都県を管轄しています。

年金審査課及び年金審査分室は、国民から提出された年金記録の訂正請求について、調査及び記録訂正の可
否の判断を行っています。なお、年金審査分室は、千葉県（千葉市）、東京都（新宿区）、神奈川県（横浜市）
の３ヶ所に設置されています。

主な業務内容
厚生年金保険及び国民年金の年金記録に係る訂正請求の調査・決定業務
年金記録訂正の可否の判断を行う外部組織（関東信越地方年金記録訂正審議会）の運営

❶
❷

主な業務内容
保険医療機関等及び保険医等に対する指導・監査
保険医療機関等に対する適時調査

❶
❷

保険医療機関等及び保険医等から届出される申請書等の受付・審査等
保険診療、保険請求に関する国民等からの相談対応

❸
❹

主な業務内容
医療指導部門が行う事務処理等の企画・総合調整等
指導監査課及び都県事務所が行う指導等の進捗管理及び業務支援
医療安全管理体制の確保状況の確認のための特定機能病院に対する立入検査
不適正事案防止のための管理体制の整備状況の確認のため臨床研究中核病院に対する立入検査

❶
❷
❸
❹

指導監査課・各都県事務所指導部門

年金審査課・年金審査分室総務年金部門

医療課指導部門

特別指導第一課・二課指導部門

当課では、私たちが普段保険証を使用し受診している病院や診療所、調剤薬局
が医療保険制度を正しく理解し運用できるように支える業務を行っています。
その中でも、私の業務は主に、各都県事務所等に対し、本省から発出される通知
等を連絡する業務や、保険医療機関等から厚生局へ提出が必要とされている届
出や報告に関する業務、そしてそれに伴うHPの更新等を行っており、各都県事
務所等が円滑に業務を遂行できるよう取り組んでいます。医療保険制度に関連
する仕事をしますので、必然的に制度に詳しくなりますし、そこで得た知識が日
常生活の小さな気づきに活かされることがこの仕事の面白さだと思っています。
例えば、病院で貰った明細書を見てもなんのことやら、という方が大半だと思い
ますが、この仕事に携わってからは、なぜこの管理料が取られているのか、とい
うことがわかるので、見ていて楽しいと思えています。

新道 敬介　係員　平成 31年度採用

当課では、国民の皆様からの情報やメディアで取り上げられる話題等から保険
医療機関等の不正事案に繋がる情報を収集・分析し、関係する都県事務所等に
情報提供を行っています。さらに、都県を跨ぐ複数の保険医療機関等に関わる
ような事案や、社会的影響が極めて高い事案について、医療課や都県事務所等
と協力・連携しながら指導・監査等を実施しており、その他にも都県事務所の指
導監督等に係る業務支援を行っています。１都９県に及ぶ広い範囲で業務を行
うことや、患者様や医療従事者の方々からの生の声に触れることで、自分の仕事
が国民の皆様の生活と密接に結びついているという実感を持つことができます。
また、当課は少人数であり職員同士の距離が近いため、何かあった際にはすぐに
打合せの場を設け、相談や提案ができることにも魅力を感じています。

下條 翼　係員　平成29年度採用

指導監査課では、埼玉県内の保険医療機関や保険薬局に対して、健康保険法
等の関係法令に基づき指導・監査等を行っています。その中でも、私は歯科の
医療機関に対する個別指導・集団指導や施設基準と呼ばれる届出の審査等を
担当しています。個別指導では医療機関にカルテ等を持参してもらい、保険請
求が適正に行われているかを歯科医師である技官とペアになって確認します。
不正請求が疑われる場合は監査を実施し行政処分に至ることもあります。
不正請求に関する情報提供は、医療機関からの内部告発や患者さん等から日々
寄せられ、緊張感をもって業務に取り組んでいます。当課は部署としては比較
的人数が多く、分からないことがあればすぐに相談できる環境が整っており、
様々な経歴を持つ職員と情報共有を積極的に行いながら、意欲をもって業務に
取り組むことが出来るやりがいのある職場です。

中根 和哉　係員 　平成 28年度採用

 （千葉・東京・神奈川）
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年金調整課は、将来にわたって国民が安心できる公的年金制度の運営・推進に取り組んでおり、市区町村が行
う国民年金事務及び年金生活者支援給付金事務に対する事務費の審査などを行っています。また、年金制度
への理解と信頼を深めていただくための啓発活動を行う年金委員の委嘱など幅広い業務を行っています。

主な業務内容
社会保険労務士法に基づく業務の報告・検査等
年金事業の啓発活動等を行う年金委員の委嘱等・厚生労働大臣表彰
大学等の申請に基づく学生納付特例事務法人の指定
市区町村が行う国民年金及び年金生活者支援給付金事務に関する交付金の審査

❶
❷
❸
❹

年金調整課総務年金部門

年金指導課は、日本年金機構が行う業務の認可や関東信越厚生局内
の年金を担当する課の総合調整を行っています。

主な業務内容
日本年金機構の職員に対する徴収職員の認可
日本年金機構が行う業務（※）の認可
※適用事業所への滞納処分の実施、適用事業所への立入検査の実施等
年金指導課、年金調整課、年金審査課及び年金審査分室の業務に関する総合調整

❶
❷

❸
業務で使用する書籍など

年金指導課総務年金部門

私は、市区町村が行う国民年金事務に必要な経費について、提出された各種報告書
を審査し、交付金として金額を決定するまでの業務を行っています。その業務の一
つとして、市区町村から提出される報告様式や作成要領の準備があります。市区町
村がよりわかりやすく、より効率的に様式を作成できることを念頭に業務に取り組ん
でいますので、もし、パソコンが得意でしたら、その力を存分に発揮できる仕事であ
ると思います。また、市区町村から提出される決算関係書類を確認するため、実地
審査として各市区町村へ出張することもあり、普段行くことのない区役所や市役所へ
足を運び、市区町村担当者と実際に顔を合わせ、書類を確認させてもらうという貴
重な体験ができます。当課では、市区町村から提出される報告書を審査したり、報
告書に関する照会が多数ありますが、困っていることはないか、疑問をそのままにし
ていないか、その都度係で打合せをして情報を共有し、コミュニケーションを図って
いますので、安心して仕事ができる職場です。

小川 弘美　係長　平成14年度採用

年金指導課は、日本年金機構が行う滞納処分や立入検査等の実施に係る認可・確認
等の業務を主に行っております。具体的には、日本年金機構から届く申請書や結果
報告書の内容の書類審査が主な業務になります。申請書の中には急を要し、期限ま
でに迅速に対応しないといけないものもありますが、無事に認可できたときなどは達
成感が得られます。また、小さい課ですが、とてもチームワークがよく、お互い助け
合って仕事をしています。私は現在小学生の子どもが２人いますが、フレックスタイ
ムや時にはテレワークを活用させていただいています。育児と仕事の両立がしやす
い職場であり、大変助かっています。

新藤 由希子　係長　平成12年度採用

業務打合せの様子

企画調整課は、関東信越厚生局が行う業務に係る企画・立案、局内の調整など
に携わっており、ホームページの管理、広報・公聴、職員研修などの多岐にわた
る業務を行っています。

主な業務内容
各部署の業務計画の取組状況の管理・把握
関東信越厚生局ホームページの運営、パンフレット・事業年報の作成
ホームページに寄せられる「国民の皆様の声」（ご質問、ご意見）等への対応
テーマ別研修の企画・実施
関東信越地方社会保険医療協議会の運営

❶
❷
❸
❹
❺

企画調整課総務年金部門

企画調整課は、国民の皆様から寄せられたご質問やご意見の
取りまとめ、事業年報の作成、局ホームページの適切な運営な
どの広報広聴に関すること、人材育成のための職員研修の企
画・実施に関すること、局の組織目標の立案や、大規模災害発
生時の業務継続計画の策定など、局全体の調整・運営に関わ
る業務を行っています。
特に、ホームページについては閲覧者の立場から、読みやすく、
かつわかりやすいコンテンツの掲載に取り組んでいます。
また、当課は少人数のため、お互い意見を出し合い、協力をし
ながら良い雰囲気、チームワークのもとで業務を行っています。

永須 文康　医療構造改革推進官　平成7年度採用

関東信越厚生局
パンフレット

関東信越厚生局
ホームページ
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年金調整課は、将来にわたって国民が安心できる公的年金制度の運営・推進に取り組んでおり、市区町村が行
う国民年金事務及び年金生活者支援給付金事務に対する事務費の審査などを行っています。また、年金制度
への理解と信頼を深めていただくための啓発活動を行う年金委員の委嘱など幅広い業務を行っています。

主な業務内容
社会保険労務士法に基づく業務の報告・検査等
年金事業の啓発活動等を行う年金委員の委嘱等・厚生労働大臣表彰
大学等の申請に基づく学生納付特例事務法人の指定
市区町村が行う国民年金及び年金生活者支援給付金事務に関する交付金の審査

❶
❷
❸
❹

年金調整課総務年金部門

年金指導課は、日本年金機構が行う業務の認可や関東信越厚生局内
の年金を担当する課の総合調整を行っています。

主な業務内容
日本年金機構の職員に対する徴収職員の認可
日本年金機構が行う業務（※）の認可
※適用事業所への滞納処分の実施、適用事業所への立入検査の実施等
年金指導課、年金調整課、年金審査課及び年金審査分室の業務に関する総合調整

❶
❷

❸
業務で使用する書籍など

年金指導課総務年金部門

私は、市区町村が行う国民年金事務に必要な経費について、提出された各種報告書
を審査し、交付金として金額を決定するまでの業務を行っています。その業務の一
つとして、市区町村から提出される報告様式や作成要領の準備があります。市区町
村がよりわかりやすく、より効率的に様式を作成できることを念頭に業務に取り組ん
でいますので、もし、パソコンが得意でしたら、その力を存分に発揮できる仕事であ
ると思います。また、市区町村から提出される決算関係書類を確認するため、実地
審査として各市区町村へ出張することもあり、普段行くことのない区役所や市役所へ
足を運び、市区町村担当者と実際に顔を合わせ、書類を確認させてもらうという貴
重な体験ができます。当課では、市区町村から提出される報告書を審査したり、報
告書に関する照会が多数ありますが、困っていることはないか、疑問をそのままにし
ていないか、その都度係で打合せをして情報を共有し、コミュニケーションを図って
いますので、安心して仕事ができる職場です。

小川 弘美　係長　平成14年度採用

年金指導課は、日本年金機構が行う滞納処分や立入検査等の実施に係る認可・確認
等の業務を主に行っております。具体的には、日本年金機構から届く申請書や結果
報告書の内容の書類審査が主な業務になります。申請書の中には急を要し、期限ま
でに迅速に対応しないといけないものもありますが、無事に認可できたときなどは達
成感が得られます。また、小さい課ですが、とてもチームワークがよく、お互い助け
合って仕事をしています。私は現在小学生の子どもが２人いますが、フレックスタイ
ムや時にはテレワークを活用させていただいています。育児と仕事の両立がしやす
い職場であり、大変助かっています。

新藤 由希子　係長　平成12年度採用

業務打合せの様子

企画調整課は、関東信越厚生局が行う業務に係る企画・立案、局内の調整など
に携わっており、ホームページの管理、広報・公聴、職員研修などの多岐にわた
る業務を行っています。

主な業務内容
各部署の業務計画の取組状況の管理・把握
関東信越厚生局ホームページの運営、パンフレット・事業年報の作成
ホームページに寄せられる「国民の皆様の声」（ご質問、ご意見）等への対応
テーマ別研修の企画・実施
関東信越地方社会保険医療協議会の運営

❶
❷
❸
❹
❺

企画調整課総務年金部門

企画調整課は、国民の皆様から寄せられたご質問やご意見の
取りまとめ、事業年報の作成、局ホームページの適切な運営な
どの広報広聴に関すること、人材育成のための職員研修の企
画・実施に関すること、局の組織目標の立案や、大規模災害発
生時の業務継続計画の策定など、局全体の調整・運営に関わ
る業務を行っています。
特に、ホームページについては閲覧者の立場から、読みやすく、
かつわかりやすいコンテンツの掲載に取り組んでいます。
また、当課は少人数のため、お互い意見を出し合い、協力をし
ながら良い雰囲気、チームワークのもとで業務を行っています。

永須 文康　医療構造改革推進官　平成7年度採用

関東信越厚生局
パンフレット

関東信越厚生局
ホームページ
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薬事監視指導課では、輸入される医薬品等の確認を通関前に行うことにより、無許可、無登録品又は不良品
等が違法に国内に流入することを未然に防ぎ、国民の保健衛生上の危害を防止することを目的として、通関
前に輸入者に指定の書類を提出させて確認を行っています。
また、医薬品、再生医療等製品の製造業等の許可や、毒物及び劇物の取締りに関する業務を行っています。

主な業務内容
医薬品等の個人輸入の監視
医薬品及び再生医療等製品の製造業等の許可
毒物及び劇物の輸入の監視

❶
❷
❸

日本年金機構や全国健康保険協会等が行った、年金や健康保険の資格、標準報酬、給付等の決定に対する、
不服申立てに基づく審査請求業務を行っています。

主な業務内容

採用にあたっては面接を行い、成績優秀者を採用します。
採用の時期については、麻薬取締官ウェブサイト（https://www.ncd.mhlw.go.jp）でお知らせします。
詳細については、麻薬取締部採用担当までお問い合わせください。

麻薬取締部は、薬物犯罪の捜査、取締りを行うとともに、麻薬取扱者に対
する指導監督、立入検査、薬物乱用防止のための啓発活動、薬物乱用者
等を対象として電話やインターネットを介した相談を行っています。

麻薬取締官の採用の応募には、次の❶または❷に記載の資格を要します。

❶

❷

国家公務員採用一般職試験（大卒程度）の「行政」または「電気・電子・
情報」の受験者（ただし、最終合格を採用の条件とします）。
薬剤師または薬剤師国家試験合格見込みの者
（ただし、合格見込みの者は薬剤免許の取得を採用の条件とします）。

麻薬取締官の採用について

食品衛生課では、食の安全性を確保するため、広域食中毒の防止または発生時の対応、登録検査機関に対
する立入検査を実施しています。また、政府の推進する食品等の輸出促進のため、輸出食肉、輸出水産食
品施設の指導や査察、輸出水産食品の衛生証明書の発行等を実施しています。　

食品衛生監視員の採用について

食品衛生監視員採用試験（大卒程度）の受験者（ただし、最終合格を採用の条件とします）。
採用に関する情報は、厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp）の「採用情報」
及び国家公務員試験採用情報ＮＡＶＩ（https://www.jinji .go.jp/saiyo/saiyo.html）をご覧ください。
受験資格など詳細については、厚生労働省検疫所業務管理室までお問い合わせください。

被保険者等からの審査請求に関する照会・相談対応❶ 審査請求書の受付及び請求事案の審理（容認・棄却の決定）❷

保険者による
年金・保険給付

被保険者等からの審査請求に
関する照会・相談の対応
審査請求の受付

審査請求事案に関する審理
● 要件審理等
● 事案審理   ● 決定知ってから

３ヶ月以内

審査請求の流れ

総務課は、職員の人事・給与、福利厚生、会計、服務、情報セキュリティ管理などの幅広い業務を担当して
おり、厚生局の縁の下の力持ち的な課となっています。
また、局内の各部署間の橋渡しや厚生労働本省、他厚生局とのパイプ役も担っています。

主な業務内容
職員の任免、給与等の人事関係事務
国有財産の管理、物品の管理、契約や支払い等の会計事務

❶
❷

保有する個人情報の保護や情報セキュリティに関する事務
公文書類の受付、発送等の庶務的事務

❸
❹

総務課総務年金部門

社会保険審査官（社会保険審査事務室）

私は、主に支払業務や物品管理・発注に関する事務、各都県事務所の賃貸
借や自動車維持に係る契約事務を担当しています。これらの会計事務に
は会計法のほか、税金や契約に関する様々な知識が必要であり、日々学ぶ
ことばかりです。
なかでも契約事務は、事業者との交渉や関係者との調整を行うため、契約
締結へ至るまでに困難な状況に直面することもありますが、その分無事に
契約できたときには大きな達成感を得ることができます。
総務課の魅力は、局全体の仕事を把握し、支えることができるところにあ
ると考えています。課内には私の所属している経理第一係の他に４つの係
がありますが、各係間にとどまらず他課ともコミュニケーションが活発で、
些細なことでも相談できる環境が整っている課だと感じています。

穴井 智紗　係員　平成27年度採用

私は社会保険審査事務室に所属しており、室員として社会保険審査官の補助的な
業務を行っています。
社会保険審査官の行う審査請求業務は年金や健康保険に関することなど、社会保
険制度の多岐にわたりますが、日々の業務の中でそれらを学ぶことができます。
また、厚生局の中でも一般の方とやり取りを行う数少ない部署ですが、その中で一
生懸命対応したことに対してお礼の言葉をいただく機会もあり、大きなやりがいを
感じることができます。室内の雰囲気はとても明るく、休憩中は趣味の話で盛り上
がったり、上司が休暇を取るように声かけしてくださるので、日々充実して業務に取
り組むことができています。

藤本 えみ　室員　平成 30年度採用

薬事監視指導課健康福祉部門

食品衛生課健康福祉部門

麻薬取締部

厚生労働省ホームページ「採用情報」 国家公務員試験採用情報ＮＡＶＩ
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薬事監視指導課では、輸入される医薬品等の確認を通関前に行うことにより、無許可、無登録品又は不良品
等が違法に国内に流入することを未然に防ぎ、国民の保健衛生上の危害を防止することを目的として、通関
前に輸入者に指定の書類を提出させて確認を行っています。
また、医薬品、再生医療等製品の製造業等の許可や、毒物及び劇物の取締りに関する業務を行っています。

主な業務内容
医薬品等の個人輸入の監視
医薬品及び再生医療等製品の製造業等の許可
毒物及び劇物の輸入の監視

❶
❷
❸

日本年金機構や全国健康保険協会等が行った、年金や健康保険の資格、標準報酬、給付等の決定に対する、
不服申立てに基づく審査請求業務を行っています。

主な業務内容

採用にあたっては面接を行い、成績優秀者を採用します。
採用の時期については、麻薬取締官ウェブサイト（https://www.ncd.mhlw.go.jp）でお知らせします。
詳細については、麻薬取締部採用担当までお問い合わせください。

麻薬取締部は、薬物犯罪の捜査、取締りを行うとともに、麻薬取扱者に対
する指導監督、立入検査、薬物乱用防止のための啓発活動、薬物乱用者
等を対象として電話やインターネットを介した相談を行っています。

麻薬取締官の採用の応募には、次の❶または❷に記載の資格を要します。

❶

❷

国家公務員採用一般職試験（大卒程度）の「行政」または「電気・電子・
情報」の受験者（ただし、最終合格を採用の条件とします）。
薬剤師または薬剤師国家試験合格見込みの者
（ただし、合格見込みの者は薬剤免許の取得を採用の条件とします）。

麻薬取締官の採用について

食品衛生課では、食の安全性を確保するため、広域食中毒の防止または発生時の対応、登録検査機関に対
する立入検査を実施しています。また、政府の推進する食品等の輸出促進のため、輸出食肉、輸出水産食
品施設の指導や査察、輸出水産食品の衛生証明書の発行等を実施しています。　

食品衛生監視員の採用について

食品衛生監視員採用試験（大卒程度）の受験者（ただし、最終合格を採用の条件とします）。
採用に関する情報は、厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp）の「採用情報」
及び国家公務員試験採用情報ＮＡＶＩ（https://www.jinji .go.jp/saiyo/saiyo.html）をご覧ください。
受験資格など詳細については、厚生労働省検疫所業務管理室までお問い合わせください。

被保険者等からの審査請求に関する照会・相談対応❶ 審査請求書の受付及び請求事案の審理（容認・棄却の決定）❷

保険者による
年金・保険給付

被保険者等からの審査請求に
関する照会・相談の対応
審査請求の受付

審査請求事案に関する審理
● 要件審理等
● 事案審理   ● 決定知ってから

３ヶ月以内

審査請求の流れ

総務課は、職員の人事・給与、福利厚生、会計、服務、情報セキュリティ管理などの幅広い業務を担当して
おり、厚生局の縁の下の力持ち的な課となっています。
また、局内の各部署間の橋渡しや厚生労働本省、他厚生局とのパイプ役も担っています。

主な業務内容
職員の任免、給与等の人事関係事務
国有財産の管理、物品の管理、契約や支払い等の会計事務

❶
❷

保有する個人情報の保護や情報セキュリティに関する事務
公文書類の受付、発送等の庶務的事務

❸
❹

総務課総務年金部門

社会保険審査官（社会保険審査事務室）

私は、主に支払業務や物品管理・発注に関する事務、各都県事務所の賃貸
借や自動車維持に係る契約事務を担当しています。これらの会計事務に
は会計法のほか、税金や契約に関する様々な知識が必要であり、日々学ぶ
ことばかりです。
なかでも契約事務は、事業者との交渉や関係者との調整を行うため、契約
締結へ至るまでに困難な状況に直面することもありますが、その分無事に
契約できたときには大きな達成感を得ることができます。
総務課の魅力は、局全体の仕事を把握し、支えることができるところにあ
ると考えています。課内には私の所属している経理第一係の他に４つの係
がありますが、各係間にとどまらず他課ともコミュニケーションが活発で、
些細なことでも相談できる環境が整っている課だと感じています。

穴井 智紗　係員　平成27年度採用

私は社会保険審査事務室に所属しており、室員として社会保険審査官の補助的な
業務を行っています。
社会保険審査官の行う審査請求業務は年金や健康保険に関することなど、社会保
険制度の多岐にわたりますが、日々の業務の中でそれらを学ぶことができます。
また、厚生局の中でも一般の方とやり取りを行う数少ない部署ですが、その中で一
生懸命対応したことに対してお礼の言葉をいただく機会もあり、大きなやりがいを
感じることができます。室内の雰囲気はとても明るく、休憩中は趣味の話で盛り上
がったり、上司が休暇を取るように声かけしてくださるので、日々充実して業務に取
り組むことができています。

藤本 えみ　室員　平成 30年度採用

薬事監視指導課健康福祉部門

食品衛生課健康福祉部門

麻薬取締部

厚生労働省ホームページ「採用情報」 国家公務員試験採用情報ＮＡＶＩ
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渡邉 優姫
所属：年金調整課

品川 耕平 　

所属：年金指導課

私は主に、日本年金機構が行う滞納処分や立入検査などが適正に
行われているか、法令等に基づき審査し認可するといった業務に
携わっています。適用事業所が事業廃止した際に緊急で滞納処
分を行う場合など、急を要するケースも多く、迅速かつ正確な事務
処理が求められます。

担当業務について

配属当初は、右も左もわからず不安でしたが、上司や先輩方のフォ
ローもあり、安心して業務に臨むことができました。昨年度はコ
ロナ禍ということもあり、厚生年金保険料等を納付することが困
難になってしまった事業所に対する滞納処分等の認可申請件数が
大幅に増加しました。対応に追われた日々でしたが、多くのことを
経験することができました。

１年間業務を経験した感想

当課の職員数は４名であり、落ち着いた雰囲気です。上司や先輩
との距離が近いため、わからないことや気になったことがあったら
気軽に相談できます。年次休暇についても、上司から積極的に取
得するよう声がけをしてくださるので、公私ともに充実させること
ができます。

職場の印象について

学生時代のボランティアなどの経験から、医療・福祉・年金といっ
た国民生活に必要不可欠な分野に興味を持つようになりました。
その中でも、国民の方々の近くでそれらの分野に携わることがで
きる環境がある厚生局に魅力を感じ志望しました。また、業務説
明会等に参加した際に、職員の方が好印象だったのもこの職場を
志望した決め手です。

厚生局を志望した理由

公務員は業務に対する責任が大きいですが、その分社会に大きく
貢献できるためやりがいも大きいです。厚生局は、社会情勢が刻
一刻と変化していく時代の中で、国民生活に不可欠な分野におい
て国と地方との架け橋的な役割を担う重要なポジションにあると
思います。そのような中で皆さんと一緒に仕事ができることを、心
より楽しみにしています。

公務員志望の方へ

私は、主に地方年金記録訂正審議会の準備や審議会終了後に請
求者の方に年金記録の訂正の可否についてお伝えする書類の作
成を行っています。また、課内における各種報告、書類の取りま
とめや文書管理等の庶務関係の業務を担当しています。

担当業務について

課に配属された当初は、右も左も分からず不安でしたが、上司や
先輩職員に支えられ、業務をやり遂げることができました。
業務を行う中で、年金制度や年金記録の訂正の可否を判断する
ための基準、要領等に関する知識が身につき、視野が広がった
と感じています。

１年間業務を経験した感想

優しくあたたかい方ばかりで、居心地の良い職場です。わから
ないことがあってもすぐに相談することができ、安心して業務に
取り組むことができています。上司から休暇を取得するよう声
がけもあり、働きやすい職場であると思います。

職場の印象について

大学で社会保障論を学んだ経験から、国民生活のセーフティ
ネットとして重要な役割を果たす社会保障制度に携わりたいと
考えたからです。本省と比べて国民に近い立場において、医療、
年金、福祉といった社会保障政策の実施を行っている厚生局の
仕事に魅力を感じ、志望しました。

厚生局を志望した理由

公務員の仕事は多種多様であり、どの仕事も人々の生活をより良
くするために欠かせないものです。その中でも、厚生局では、社
会保障制度の観点から国民生活を支える仕事に携わることがで
きるため、私自身やりがいのある職場だと感じています。厚生
局を志望先の１つとして考えていただければ幸いです。

公務員志望の方へ

私は、国民年金や年金生活者支援給付金事務を行う市区町村への交
付金に関する審査業務を担当しています。また、こうした書類に不備
が生じないように、市区町村担当者向けに説明資料の作成や、決算審
査時にはいくつかの市区町村に実際に出向いて実地審査を行います。

担当業務について

働きはじめの頃は、市区町村からの問い合わせにすぐに答えることが
できず、覚えることも多く大変でしたが、業務を通じて市区町村が行
う国民年金事務等について理解を深めることができました。また、自
らの審査が市区町村の交付額に影響するため、責任は重い業務です
が、その分審査が適切に行えると達成感を感じることができました。

１年間業務を経験した感想

年金調整課では窓口での接客業務がないため、課内でのコミュニ
ケーションがとりやすく落ち着いて仕事をすることができます。
また、業務の繁忙期がはっきりしており、上司から休暇を取るよう声
掛けをしてくださるので計画的に休暇を取得でき、公私ともに充実さ
せることのできる職場です。

職場の印象について

厚生局は地方自治体と国との橋渡し的存在であり、学生時代に部活
動で団体間の調整を行っていた自らの経験を活かすことができると
感じたためです。また、医療、年金、保険等幅広く業務を行うことの
できることも魅力に感じ志望しました。

厚生局を志望した理由

就職活動は採用に至るために必要なプロセスであると同時に、自分
自身について深く考える機会でもあります。何に興味があり、何を大
切にしていきたいか、とことん自分と向き合った上で納得のいく進路
選びができることをお祈りしております。

公務員志望の方へ

荒牧 真理絵
所属：年金審査課

令和 3 年度
採用者
インタビュー
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渡邉 優姫
所属：年金調整課

品川 耕平 　

所属：年金指導課

私は主に、日本年金機構が行う滞納処分や立入検査などが適正に
行われているか、法令等に基づき審査し認可するといった業務に
携わっています。適用事業所が事業廃止した際に緊急で滞納処
分を行う場合など、急を要するケースも多く、迅速かつ正確な事務
処理が求められます。

担当業務について

配属当初は、右も左もわからず不安でしたが、上司や先輩方のフォ
ローもあり、安心して業務に臨むことができました。昨年度はコ
ロナ禍ということもあり、厚生年金保険料等を納付することが困
難になってしまった事業所に対する滞納処分等の認可申請件数が
大幅に増加しました。対応に追われた日々でしたが、多くのことを
経験することができました。

１年間業務を経験した感想

当課の職員数は４名であり、落ち着いた雰囲気です。上司や先輩
との距離が近いため、わからないことや気になったことがあったら
気軽に相談できます。年次休暇についても、上司から積極的に取
得するよう声がけをしてくださるので、公私ともに充実させること
ができます。

職場の印象について

学生時代のボランティアなどの経験から、医療・福祉・年金といっ
た国民生活に必要不可欠な分野に興味を持つようになりました。
その中でも、国民の方々の近くでそれらの分野に携わることがで
きる環境がある厚生局に魅力を感じ志望しました。また、業務説
明会等に参加した際に、職員の方が好印象だったのもこの職場を
志望した決め手です。

厚生局を志望した理由

公務員は業務に対する責任が大きいですが、その分社会に大きく
貢献できるためやりがいも大きいです。厚生局は、社会情勢が刻
一刻と変化していく時代の中で、国民生活に不可欠な分野におい
て国と地方との架け橋的な役割を担う重要なポジションにあると
思います。そのような中で皆さんと一緒に仕事ができることを、心
より楽しみにしています。

公務員志望の方へ

私は、主に地方年金記録訂正審議会の準備や審議会終了後に請
求者の方に年金記録の訂正の可否についてお伝えする書類の作
成を行っています。また、課内における各種報告、書類の取りま
とめや文書管理等の庶務関係の業務を担当しています。

担当業務について

課に配属された当初は、右も左も分からず不安でしたが、上司や
先輩職員に支えられ、業務をやり遂げることができました。
業務を行う中で、年金制度や年金記録の訂正の可否を判断する
ための基準、要領等に関する知識が身につき、視野が広がった
と感じています。

１年間業務を経験した感想

優しくあたたかい方ばかりで、居心地の良い職場です。わから
ないことがあってもすぐに相談することができ、安心して業務に
取り組むことができています。上司から休暇を取得するよう声
がけもあり、働きやすい職場であると思います。

職場の印象について

大学で社会保障論を学んだ経験から、国民生活のセーフティ
ネットとして重要な役割を果たす社会保障制度に携わりたいと
考えたからです。本省と比べて国民に近い立場において、医療、
年金、福祉といった社会保障政策の実施を行っている厚生局の
仕事に魅力を感じ、志望しました。

厚生局を志望した理由

公務員の仕事は多種多様であり、どの仕事も人々の生活をより良
くするために欠かせないものです。その中でも、厚生局では、社
会保障制度の観点から国民生活を支える仕事に携わることがで
きるため、私自身やりがいのある職場だと感じています。厚生
局を志望先の１つとして考えていただければ幸いです。

公務員志望の方へ

私は、国民年金や年金生活者支援給付金事務を行う市区町村への交
付金に関する審査業務を担当しています。また、こうした書類に不備
が生じないように、市区町村担当者向けに説明資料の作成や、決算審
査時にはいくつかの市区町村に実際に出向いて実地審査を行います。

担当業務について

働きはじめの頃は、市区町村からの問い合わせにすぐに答えることが
できず、覚えることも多く大変でしたが、業務を通じて市区町村が行
う国民年金事務等について理解を深めることができました。また、自
らの審査が市区町村の交付額に影響するため、責任は重い業務です
が、その分審査が適切に行えると達成感を感じることができました。

１年間業務を経験した感想

年金調整課では窓口での接客業務がないため、課内でのコミュニ
ケーションがとりやすく落ち着いて仕事をすることができます。
また、業務の繁忙期がはっきりしており、上司から休暇を取るよう声
掛けをしてくださるので計画的に休暇を取得でき、公私ともに充実さ
せることのできる職場です。

職場の印象について

厚生局は地方自治体と国との橋渡し的存在であり、学生時代に部活
動で団体間の調整を行っていた自らの経験を活かすことができると
感じたためです。また、医療、年金、保険等幅広く業務を行うことの
できることも魅力に感じ志望しました。

厚生局を志望した理由

就職活動は採用に至るために必要なプロセスであると同時に、自分
自身について深く考える機会でもあります。何に興味があり、何を大
切にしていきたいか、とことん自分と向き合った上で納得のいく進路
選びができることをお祈りしております。

公務員志望の方へ

荒牧 真理絵
所属：年金審査課
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私の所属する部署は、健康保険事業を行う健康保険組合に対する指
導監督を行っています。私は、健康保険組合から提出される申請書等
の審査及び管理業務を担当しており、審査にあたっては法令・通知を
理解しながら事務処理を進めています。また、申請書等の紛失を防ぐ
ため、電子データを用いて、管理を行なっています。

担当業務について

わからないことや悩みは、周囲の方々が相談に乗ってくれたため、悩み
を溜めることなく仕事ができました。また、この一年間は経験したこと
のないことばかりでしたが、そこから新しい知識が身につき、私自身成
長することができたと思います。

１年間業務を経験した感想

当課は、4月から12月の間において、健康保険組合に対する監査を実
施しています。そのため、当該期間には多くの職員が出張で不在とな
りますが、少ない人数で活発にコミュニケーションを図りながら事務
処理を進めています。話しやすい明るい職場という印象です。

職場の印象について

私はもともと医療の分野に興味があり、医療制度を支えるという役割
を担っている厚生局を志望しました。また、厚生局では、医療の分野
だけではなく、年金や保険といった幅広い分野の業務を行っており、
その点に魅力を感じました。

厚生局を志望した理由

公務員の業務には様々な分野がありますので、試験勉強と並行して、
興味のある分野を探すことが大切だと思います。公務員の仕事は私
達の生活の様々なところに関わっていますので、日常生活の中から興
味のある分野を探してみると良いと思います。

公務員志望の方へ

私は、確定拠出企業年金（DC）における規約の審査業務を主に担
当しています。規約の内容が法令や通知等に即しているかを確認
し、必要に応じて指導・監督を行います。また、電話やメールで銀
行や証券会社といった運営管理機関や、事業主からの相談への対
応も随時行っています。

担当業務について

採用当初は今まで馴染みのなかった企業年金の業務に戸惑う点も
多かったですが、徐々に企業年金の重要性を理解し、今ではやりが
いを感じながら業務に取り組めています。業務内容に関しては課
の方に手厚く教えていただきながら進めており、不安無く1年間過
ごすことができたと感じています。

１年間業務を経験した感想

コミュニケーションがとりやすく、気軽に相談できる印象を持って
います。採用直後であっても安心して業務を進めやすいと思いま
す。また、休暇の取得促進等、仕事とプライベートのメリハリが
しっかりしており、どちらも両立しやすい環境作りも進んでいます。

職場の印象について

社会保障は国民の安心の基礎だと考えており、厚生局の職員とし
て政策実施に関わることで安心づくりに寄与したいと思い志望し
ました。また、当事者と国の両方を結ぶ立場として、広い視野で業
務に取り組めることに魅力を感じたのも理由の１つです。

厚生局を志望した理由

公務員試験は長丁場になりやすいです。その中でモチベーション
を保つためには試験に合格した先で、実際に働いている自分の姿
をイメージすることが大事です。ぜひ、ご自身がどんな公務員にな
りたいか考えながら頑張ってください。また、その際には厚生局も
一つの選択肢としていただけると嬉しいです。

公務員志望の方へ

企業が実施している確定拠出年金に関する事務を担当していま
す。具体的には、提出された申請書類の審査・承認や、当制度に
携わる金融機関等に対しての指導を行っています。また、事業主
からの照会対応なども行っており、外部の方とのやりとりが多い
のが特徴です。

担当業務について

配属された当初は、わからないことが多く、目の前の業務にあた
ることに精一杯でしたが、課内の皆さんのおかげで少しずつ年金
制度への理解を深めていくことができました。通常業務とは別
に、新型コロナウイルス対策の支援で現場に赴く機会もいただけ
たため、多くのことを経験できた１年になりました。

１年間業務を経験した感想

採用前のイメージと変わらず、温かい職場です。困ったときは、上
司や先輩職員に相談しやすく、安心して業務に取り組むことがで
きます。また、企業年金課では自分の好きなタイミングで休暇を
とりやすく、公私ともに充実した日々を送ることができています。

職場の印象について

医療・年金・保険などの業務に携わり、国民の安心安全な生活を
支えたいと思い、厚生局を志望しました。官庁訪問や採用パンフ
レットから、多種多様なバックグランドをもった職員が活躍して
いる点も決め手になりました。

厚生局を志望した理由

前職は民間企業で働いていましたが、厚生局という公務の世界に
飛び込み、「多くの人の役に立っていること」を日々実感しながら
仕事に取り組めています。厚生局では、新卒・既卒の区分に関係
なく、自分の強みを活かして社会に貢献することができます。皆
さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

公務員志望の方へ

私は、埼玉県内の保険医療機関・保険薬局の指定に伴う審査業務を主に担当
しています。医療機関や薬局が、保険診療、保険調剤を行うためには健康保
険法等に基づく指定がされていることが必要です。私たちが病気やケガの
治療を受けるために健康保険証を使うことができるのは、保険医療機関・保
険薬局であり、審査業務を通じて国民の皆さんが安心できる生活を支える大
切な仕事をしていると感じています。

担当業務について

配属された当初は、覚えることも多く業務を進めるうえで苦労する場面もあ
りましたが、上司や先輩の助けを借りながら徐々にできることが増えていき
ました。わからないことがあっても聞きやすい雰囲気なので、安心して仕事
に取り組むことができました。

１年間業務を経験した感想

思いやりがあり誠実な方が多い印象です。深い知識を持っている先輩方が多
く、知らないことも優しく教えてくださいます。電話応対や窓口応対で忙し
い中でも、コミュニケーションをとりやすく何でも話せる職場だと思います。

職場の印象について

厚生局の仕事は、日々の生活をしていく上で身近な医療や年金に関する幅広
い仕事を行っています。私自身、医療や年金の分野に興味がありましたが、
説明会に参加し業務内容の話を聞き、厚生局は現場に近いだけでなく、他機
関との調整役としても役割を果たしている職場であることに魅力を感じ志望
しました。

厚生局を志望した理由

公務員の仕事は多種多様であり、求められるものも違います。公務員試験
に向け準備をしながら、どのような仕事に携わりたいかを自分の経験も踏ま
えて考えていくと明確になっていくと思います。その上で、医療や年金につい
ての仕事をしてみたいという方は、厚生局を志望していただければ幸いです。

公務員志望の方へ

安田 将悟
所属：保険課

小佐野 慎也
所属：指導監査課

草間 拓海
所属：企業年金課

齋藤 悠花
所属：企業年金課
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私の所属する部署は、健康保険事業を行う健康保険組合に対する指
導監督を行っています。私は、健康保険組合から提出される申請書等
の審査及び管理業務を担当しており、審査にあたっては法令・通知を
理解しながら事務処理を進めています。また、申請書等の紛失を防ぐ
ため、電子データを用いて、管理を行なっています。

担当業務について

わからないことや悩みは、周囲の方々が相談に乗ってくれたため、悩み
を溜めることなく仕事ができました。また、この一年間は経験したこと
のないことばかりでしたが、そこから新しい知識が身につき、私自身成
長することができたと思います。

１年間業務を経験した感想

当課は、4月から12月の間において、健康保険組合に対する監査を実
施しています。そのため、当該期間には多くの職員が出張で不在とな
りますが、少ない人数で活発にコミュニケーションを図りながら事務
処理を進めています。話しやすい明るい職場という印象です。

職場の印象について

私はもともと医療の分野に興味があり、医療制度を支えるという役割
を担っている厚生局を志望しました。また、厚生局では、医療の分野
だけではなく、年金や保険といった幅広い分野の業務を行っており、
その点に魅力を感じました。

厚生局を志望した理由

公務員の業務には様々な分野がありますので、試験勉強と並行して、
興味のある分野を探すことが大切だと思います。公務員の仕事は私
達の生活の様々なところに関わっていますので、日常生活の中から興
味のある分野を探してみると良いと思います。

公務員志望の方へ

私は、確定拠出企業年金（DC）における規約の審査業務を主に担
当しています。規約の内容が法令や通知等に即しているかを確認
し、必要に応じて指導・監督を行います。また、電話やメールで銀
行や証券会社といった運営管理機関や、事業主からの相談への対
応も随時行っています。

担当業務について

採用当初は今まで馴染みのなかった企業年金の業務に戸惑う点も
多かったですが、徐々に企業年金の重要性を理解し、今ではやりが
いを感じながら業務に取り組めています。業務内容に関しては課
の方に手厚く教えていただきながら進めており、不安無く1年間過
ごすことができたと感じています。

１年間業務を経験した感想

コミュニケーションがとりやすく、気軽に相談できる印象を持って
います。採用直後であっても安心して業務を進めやすいと思いま
す。また、休暇の取得促進等、仕事とプライベートのメリハリが
しっかりしており、どちらも両立しやすい環境作りも進んでいます。

職場の印象について

社会保障は国民の安心の基礎だと考えており、厚生局の職員とし
て政策実施に関わることで安心づくりに寄与したいと思い志望し
ました。また、当事者と国の両方を結ぶ立場として、広い視野で業
務に取り組めることに魅力を感じたのも理由の１つです。

厚生局を志望した理由

公務員試験は長丁場になりやすいです。その中でモチベーション
を保つためには試験に合格した先で、実際に働いている自分の姿
をイメージすることが大事です。ぜひ、ご自身がどんな公務員にな
りたいか考えながら頑張ってください。また、その際には厚生局も
一つの選択肢としていただけると嬉しいです。

公務員志望の方へ

企業が実施している確定拠出年金に関する事務を担当していま
す。具体的には、提出された申請書類の審査・承認や、当制度に
携わる金融機関等に対しての指導を行っています。また、事業主
からの照会対応なども行っており、外部の方とのやりとりが多い
のが特徴です。

担当業務について

配属された当初は、わからないことが多く、目の前の業務にあた
ることに精一杯でしたが、課内の皆さんのおかげで少しずつ年金
制度への理解を深めていくことができました。通常業務とは別
に、新型コロナウイルス対策の支援で現場に赴く機会もいただけ
たため、多くのことを経験できた１年になりました。

１年間業務を経験した感想

採用前のイメージと変わらず、温かい職場です。困ったときは、上
司や先輩職員に相談しやすく、安心して業務に取り組むことがで
きます。また、企業年金課では自分の好きなタイミングで休暇を
とりやすく、公私ともに充実した日々を送ることができています。

職場の印象について

医療・年金・保険などの業務に携わり、国民の安心安全な生活を
支えたいと思い、厚生局を志望しました。官庁訪問や採用パンフ
レットから、多種多様なバックグランドをもった職員が活躍して
いる点も決め手になりました。

厚生局を志望した理由

前職は民間企業で働いていましたが、厚生局という公務の世界に
飛び込み、「多くの人の役に立っていること」を日々実感しながら
仕事に取り組めています。厚生局では、新卒・既卒の区分に関係
なく、自分の強みを活かして社会に貢献することができます。皆
さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

公務員志望の方へ

私は、埼玉県内の保険医療機関・保険薬局の指定に伴う審査業務を主に担当
しています。医療機関や薬局が、保険診療、保険調剤を行うためには健康保
険法等に基づく指定がされていることが必要です。私たちが病気やケガの
治療を受けるために健康保険証を使うことができるのは、保険医療機関・保
険薬局であり、審査業務を通じて国民の皆さんが安心できる生活を支える大
切な仕事をしていると感じています。

担当業務について

配属された当初は、覚えることも多く業務を進めるうえで苦労する場面もあ
りましたが、上司や先輩の助けを借りながら徐々にできることが増えていき
ました。わからないことがあっても聞きやすい雰囲気なので、安心して仕事
に取り組むことができました。

１年間業務を経験した感想

思いやりがあり誠実な方が多い印象です。深い知識を持っている先輩方が多
く、知らないことも優しく教えてくださいます。電話応対や窓口応対で忙し
い中でも、コミュニケーションをとりやすく何でも話せる職場だと思います。

職場の印象について

厚生局の仕事は、日々の生活をしていく上で身近な医療や年金に関する幅広
い仕事を行っています。私自身、医療や年金の分野に興味がありましたが、
説明会に参加し業務内容の話を聞き、厚生局は現場に近いだけでなく、他機
関との調整役としても役割を果たしている職場であることに魅力を感じ志望
しました。

厚生局を志望した理由

公務員の仕事は多種多様であり、求められるものも違います。公務員試験
に向け準備をしながら、どのような仕事に携わりたいかを自分の経験も踏ま
えて考えていくと明確になっていくと思います。その上で、医療や年金につい
ての仕事をしてみたいという方は、厚生局を志望していただければ幸いです。

公務員志望の方へ

安田 将悟
所属：保険課

小佐野 慎也
所属：指導監査課

草間 拓海
所属：企業年金課

齋藤 悠花
所属：企業年金課
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私は主に保険医療機関・保険薬局の指定申請の受付や審査を担当してい
ます。指定申請とは、医療法または薬事法に基づき開設を認められた医
療機関、薬局が保険診療、保険調剤を行うために必要な申請のことで
す。他にも診療時間などの諸変更や保険医等の登録を担当しています。

担当業務について

配属当初はわからないことだらけで苦労したこともありましたが、先輩
や上司の丁寧な指導に助けられながら担当業務への理解につなげられ
たと感じています。休暇を取りやすい環境なので、リフレッシュもしや
すいです。

１年間業務を経験した感想

コミュニケーションのとりやすい風通しの良い職場なので、わからない
ことであっても質問をしやすい雰囲気だと感じます。また、仕事上の悩
み以外であっても面談などを通して積極的に相談できる職場だと思い
ます。

職場の印象について

私自身、生活の基盤を支える行政に携わりたいという思いがあったこ
と、以前から医療や福祉に関心があったことが重なり、厚生行政を志望
するようになりました。その中で厚生労働省と地方自治体の橋渡し的
な役割として、現場に近い立場で仕事ができることに魅力を感じ、厚生
局を志望しました。

厚生局を志望した理由

公務員になることをゴールにするのではなく、その先の実際の業務の分
野までを考えて目標を設定することで、今後の就職活動もより意欲的に
なれると思います。そのためにも説明会や官庁訪問にはできる限り多
く参加し、見識を広めていくことをお勧めします。

公務員志望の方へ

特定の診療報酬上の点数を算定するための要件である「施
設基準」に関する業務を担当しています。具体的には、保険
医療機関からの届出の審査や保険医療機関に赴いて実施
する適時調査に関する業務等を行っております。

担当業務について

前職とは全く異なった業務内容であったため、配属当初は
不安でしたが、上司や先輩職員からのご指導のおかげで安
心して業務を行うことができました。保険医療機関にとっ
て重要な「施設基準」に関する業務に携わることができ、大
変やりがいを感じております。

１年間業務を経験した感想

いつでも相談できるような風通しの良い雰囲気があります。
また、周りの職員と協力しながらやり遂げる業務が多いの
で、コミュニケーションが活発であり、とても働きやすい環
境です。

職場の印象について

より多くの人々に貢献できる仕事がしたいと感じ、公務員を
志すようになりました。関東信越厚生局は医療や保険、健
康福祉等といった国民の生活にとって非常に重要な分野の
業務を担っており、魅力を感じ志望しました。

厚生局を志望した理由

公務員といっても様々な職種があり、業務は多岐にわたりま
す。そのなかでも厚生局は、現場に近いところから国民の
生活を支えることができるやりがいを感じられる職場です。
ひと、くらし、みらいのために、一緒に働きましょう！

公務員志望の方へ

私は柔道整復師や、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の
受領委任に関する業務を主に担当しています。また、行政文書の
開示請求に対応する業務や、職員の出張旅費の計算、出勤簿や休
暇簿の管理なども担当しています。

担当業務について

初めの頃は覚えることも多く、日々の業務の対応に精一杯でした
が、上司や諸先輩方に助けていただきながら徐々に慣れていきま
した。新規採用職員のための研修も充実しており、幅広い分野
の知識を体系的に学べることがありがたかったです。

１年間業務を経験した感想

東京事務所は所轄する医療機関が多い分、忙しいという印象があ
りますが、その分やりがいがあるように感じています。また、厚
生局ではワークライフバランスの実現に力を入れており、休暇の
積極的な取得や定時帰宅が推奨されています。仕事もプライベー
トも充実させられる良い職場だと思います。

職場の印象について

前職では医療機関に勤務しており、厚生局に書類の届出をしたり
電話で問い合わせをする機会がありました。その際に、厚生局の
方がいつも親切丁寧に対応してくださったことが印象的で、自分
もこのように医療機関をサポートする仕事をしたいと考え、厚生
局を志望しました。

厚生局を志望した理由

厚生局は、医療・福祉など、生活において重要な分野を担ってい
る部署なので、特にやりがいを感じられると思います。公務員試
験は大変ですが、あきらめず挑戦し続ければきっと夢は叶うと思
います。ご健闘を祈ります。

公務員志望の方へ

医療保険制度が健全に運用されるよう、保険医療機関に対し、保
険診療の質的向上及び適正な保険請求の周知徹底を図ることを目
的として、個別面談方式・講習会方式により指導を行っています。
私の具体的な業務の内容は、指導の事後処理の事務的な部分を
行っています。

担当業務について

最初は「医療保険制度とは」という基本的なこともよくわからない
まま、着任したので、通知の読み取り方や聞き慣れない専門用語等
に悩むこともありましたが、多忙の中でも、上司や同僚等から丁寧
に教えていただきながら徐々に業務にも慣れてきました。

１年間業務を経験した感想

電話での問い合わせが多く、適切な対応ができるか不安でしたが、
わからない時は周囲の方々がサポートしてくださるので、日々たくさ
んのことを学びながら業務に取り組めています。また優しくて面倒
見のよい方が多く、上司や先輩方に話しかけやすい雰囲気です。

職場の印象について

国民生活と密接に関わる厚生行政に携わることにより、少子高齢
化が進む日本社会に貢献したいと思ったからです。官庁訪問で対
応してくださった職員の方々の印象がとても良く働きやすい職場だ
と感じました。

厚生局を志望した理由

生活に身近な医療保険制度を支える仕事ができることが、当課の
魅力の一つであると感じています。また、優しくて面倒見のよい方
が多いため、悩み事を抱え込む前に、上司や先輩方に相談すること
ができます。

公務員志望の方へ

安食 樹
所属：千葉事務所

岡本 道晴
所属：東京事務所

横川 直紀
所属：東京事務所

大橋 幸枝
所属：東京事務所
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私は主に保険医療機関・保険薬局の指定申請の受付や審査を担当してい
ます。指定申請とは、医療法または薬事法に基づき開設を認められた医
療機関、薬局が保険診療、保険調剤を行うために必要な申請のことで
す。他にも診療時間などの諸変更や保険医等の登録を担当しています。

担当業務について

配属当初はわからないことだらけで苦労したこともありましたが、先輩
や上司の丁寧な指導に助けられながら担当業務への理解につなげられ
たと感じています。休暇を取りやすい環境なので、リフレッシュもしや
すいです。

１年間業務を経験した感想

コミュニケーションのとりやすい風通しの良い職場なので、わからない
ことであっても質問をしやすい雰囲気だと感じます。また、仕事上の悩
み以外であっても面談などを通して積極的に相談できる職場だと思い
ます。

職場の印象について

私自身、生活の基盤を支える行政に携わりたいという思いがあったこ
と、以前から医療や福祉に関心があったことが重なり、厚生行政を志望
するようになりました。その中で厚生労働省と地方自治体の橋渡し的
な役割として、現場に近い立場で仕事ができることに魅力を感じ、厚生
局を志望しました。

厚生局を志望した理由

公務員になることをゴールにするのではなく、その先の実際の業務の分
野までを考えて目標を設定することで、今後の就職活動もより意欲的に
なれると思います。そのためにも説明会や官庁訪問にはできる限り多
く参加し、見識を広めていくことをお勧めします。

公務員志望の方へ

特定の診療報酬上の点数を算定するための要件である「施
設基準」に関する業務を担当しています。具体的には、保険
医療機関からの届出の審査や保険医療機関に赴いて実施
する適時調査に関する業務等を行っております。

担当業務について

前職とは全く異なった業務内容であったため、配属当初は
不安でしたが、上司や先輩職員からのご指導のおかげで安
心して業務を行うことができました。保険医療機関にとっ
て重要な「施設基準」に関する業務に携わることができ、大
変やりがいを感じております。

１年間業務を経験した感想

いつでも相談できるような風通しの良い雰囲気があります。
また、周りの職員と協力しながらやり遂げる業務が多いの
で、コミュニケーションが活発であり、とても働きやすい環
境です。

職場の印象について

より多くの人々に貢献できる仕事がしたいと感じ、公務員を
志すようになりました。関東信越厚生局は医療や保険、健
康福祉等といった国民の生活にとって非常に重要な分野の
業務を担っており、魅力を感じ志望しました。

厚生局を志望した理由

公務員といっても様々な職種があり、業務は多岐にわたりま
す。そのなかでも厚生局は、現場に近いところから国民の
生活を支えることができるやりがいを感じられる職場です。
ひと、くらし、みらいのために、一緒に働きましょう！

公務員志望の方へ

私は柔道整復師や、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の
受領委任に関する業務を主に担当しています。また、行政文書の
開示請求に対応する業務や、職員の出張旅費の計算、出勤簿や休
暇簿の管理なども担当しています。

担当業務について

初めの頃は覚えることも多く、日々の業務の対応に精一杯でした
が、上司や諸先輩方に助けていただきながら徐々に慣れていきま
した。新規採用職員のための研修も充実しており、幅広い分野
の知識を体系的に学べることがありがたかったです。

１年間業務を経験した感想

東京事務所は所轄する医療機関が多い分、忙しいという印象があ
りますが、その分やりがいがあるように感じています。また、厚
生局ではワークライフバランスの実現に力を入れており、休暇の
積極的な取得や定時帰宅が推奨されています。仕事もプライベー
トも充実させられる良い職場だと思います。

職場の印象について

前職では医療機関に勤務しており、厚生局に書類の届出をしたり
電話で問い合わせをする機会がありました。その際に、厚生局の
方がいつも親切丁寧に対応してくださったことが印象的で、自分
もこのように医療機関をサポートする仕事をしたいと考え、厚生
局を志望しました。

厚生局を志望した理由

厚生局は、医療・福祉など、生活において重要な分野を担ってい
る部署なので、特にやりがいを感じられると思います。公務員試
験は大変ですが、あきらめず挑戦し続ければきっと夢は叶うと思
います。ご健闘を祈ります。

公務員志望の方へ

医療保険制度が健全に運用されるよう、保険医療機関に対し、保
険診療の質的向上及び適正な保険請求の周知徹底を図ることを目
的として、個別面談方式・講習会方式により指導を行っています。
私の具体的な業務の内容は、指導の事後処理の事務的な部分を
行っています。

担当業務について

最初は「医療保険制度とは」という基本的なこともよくわからない
まま、着任したので、通知の読み取り方や聞き慣れない専門用語等
に悩むこともありましたが、多忙の中でも、上司や同僚等から丁寧
に教えていただきながら徐々に業務にも慣れてきました。

１年間業務を経験した感想

電話での問い合わせが多く、適切な対応ができるか不安でしたが、
わからない時は周囲の方々がサポートしてくださるので、日々たくさ
んのことを学びながら業務に取り組めています。また優しくて面倒
見のよい方が多く、上司や先輩方に話しかけやすい雰囲気です。

職場の印象について

国民生活と密接に関わる厚生行政に携わることにより、少子高齢
化が進む日本社会に貢献したいと思ったからです。官庁訪問で対
応してくださった職員の方々の印象がとても良く働きやすい職場だ
と感じました。

厚生局を志望した理由

生活に身近な医療保険制度を支える仕事ができることが、当課の
魅力の一つであると感じています。また、優しくて面倒見のよい方
が多いため、悩み事を抱え込む前に、上司や先輩方に相談すること
ができます。

公務員志望の方へ

安食 樹
所属：千葉事務所

岡本 道晴
所属：東京事務所

横川 直紀
所属：東京事務所

大橋 幸枝
所属：東京事務所
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主に神奈川県内の保険医療機関等の指導・監督に関わる業務を行っていま
す。この業務をはじめとして、保険医療機関からの保険診療に関する質問
や、医療機関を利用された患者の方からの医療費に関する問い合わせを受け
ることもあります。

担当業務について

保険医療機関等より、医療保険関連の通知等の解釈についての問い合わせ
を多く受けており、回答した際に感謝の声をいただけたのは嬉しかったで
す。また、現在は新型コロナウイルス感染症の流行に伴って示された、診療
報酬上の臨時的な取扱いに関する質問を多く受けており、いま社会で最も
問題になっていることに微力ながらも関与できているように感じています。

１年間業務を経験した感想

現在の職場は、私のような若手からベテランの方まで幅広く在籍しており、
係の間で協力し合って問題に取り組める環境であると感じています。また、
休暇の取得も、周囲に遠慮してとりづらいという雰囲気もありません。

職場の印象について

大学で、社会政策を学んでおり、今後の少子高齢化などによる保険制度や年
金制度の問題解決の必要性を感じ、それに取り組みたいと感じたからです。
特に、私は、保険診療という、我が国の誇るべき制度の維持に寄与できるこ
とに魅力を感じ、現在在籍している医療部門での勤務を志望していました。

厚生局を志望した理由

厚生局のような地方出先機関は、国家公務員でありながら、地域に貢献した
り、特定の分野に踏み込んだ業務に携わることができます。また、ほどよい
ワークライフバランスが魅力です。
皆さんとともに仕事できる日を心待ちにしています。

公務員志望の方へ

社会保険に関する審査請求の受付事務が主な担当業務です。具体的
には、被保険者等からの審査請求に関する照会・相談対応や社会保険
審査官の審理の補助業務を行っています。また、口頭意見陳述の開催
に向けた日程調整から当日の準備、書記を担当しています。

担当業務について

働きはじめた当初はわからないことばかりで不安を感じていました。
１人で対応しきれないときは上司や先輩、周りの方に助けられながら、
業務にあたることができました。日々の業務を積み重ねていくうちに業
務に関する知識も少しずつ深まり柔軟に対応できるようになってきた
と感じています。

１年間業務を経験した感想

ベテランの職員が多い職場で、困ったことや相談にも優しく受けとめて
くださる方ばかりです。わからないことを質問した際は、丁寧に教えて
いただけるのでとても勉強になります。また、休暇もとりやすいので居
心地の良い職場だと感じています。

職場の印象について

人の暮らしに関わるより身近な分野に行政の立場で携わりたいと考え
たからです。厚生局の取り扱う医療や年金、福祉という分野は、生活の
なかで重要な役割を担っています。その業務に携わることで社会生活
への影響を考え、やりがいをもって働くことができると考えています。

厚生局を志望した理由

公務員の仕事は社会全般の制度の構築に携わることができるので、自
身の携わっている業務が社会の仕組みの中でどのように機能している
のかを実感できるのが魅力だと思います。社会保障に関する理解を深
めていきたい方は公務員試験を乗り越えて厚生局を志望していただけ
ると幸いです。

公務員志望の方へ

小笠原 由峻
所属：神奈川事務所

安井 誠二
所属：社会保険審査事務室

私が所属している施設調整等業務室は、保育
所等の児童福祉施設を整備する際の補助金
を所管している部署になります。主に、補助
金の交付に係る内示作業や交付要綱等の改正
作業を行っていますが、他省庁・省内他部局と
の調整を行うことも多く、調整業務も中心的
な業務の一つとなっています。

着任してすぐの頃は、業務のスピード感やメー
ルの量に圧倒され、慣れるまでに非常に時間
がかかりました。また、一人一人に与えられて
いる裁量も大きく、大変だと思う反面、やりが
いも感じています。今年度はこども家庭庁の
設置に向けた法案審議等の準備も行われるた
め、大変な一年になりますが、貴重な機会であ
ると思っています。

出向先の業務を通じて感じたこと

子ども家庭局子育て支援課
施設調整等業務室

係員　藤川 滉太

出向者にインタビュー

私は、「社会福祉施設等施設整備費補助金」
などの、障害者支援施設等の整備に関する補
助金の執行を担当しています。具体的には、
補助金の配分案の作成や、各都道府県、指定
都市、中核市との調整が主な業務となります。
また、同補助金の事務は各地方厚生（支）局に
おいても行っているため、関東信越厚生局を
含む、全国の地方厚生（支）局との連携も重要
となります。

全国の障害者支援施設等の整備のため、限り
ある予算を適切に配分すること、災害が起きた
ときには、その瞬間から被災状況の把握に努
め、迅速な復旧につなげること。いずれも障
害者等の安心・安全を確保するための重要な
施策であり、大きなやりがいを感じています。

社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課

係員　石塚 浩

現在（出向先）の職務内容

出向先の業務を通じて感じたこと

現在（出向先）の職務内容

令和 3 年度採用者インタビュー
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長寿支援課では、高齢者の相談事業や生活支
援事業、介護予防事業など高齢者福祉に関わ
る幅広い業務に取り組んでいます。その中で
も私は、在宅医療・介護連携の支援体制の推
進、認知症の方やそのご家族への支援体制づ
くり及び認知所ケアの向上に携わる業務を担
当しています。

1年間市役所での業務を経験してみて、厚生
局とは性質の違う業務が多いことを実感しま
した。市民から直接困りごとなどの相談を受
けることも多い一方、医療・介護分野の専門職
との連携も非常に重要となり、難しさとやりが
いの両方を感じています。また、現場に近い
地方自治体での仕事を通じて、厚生局に求め
られる役割を感じています。

出向先の業務を通じて感じたこと

川口市役所 
福祉部長寿支援課地域ケア係

主事　飯島 健太

出向者にインタビュー

出向１年目は年金の受給に関して、お客様か
らの電話対応や窓口対応、申請書類の審査等
を行っていました。
２年目の現在は窓口業務をメインに行ってお
り、受給の手続きや年金記録の確認、将来受
け取る年金額についてなど、様々な相談に対
応しています。

年金の知識を一から身に付ける必要があり難
しい業務ですが、その分研修制度などが充実
していて、年金分野への興味がとても深まりま
した。また、厚生局との違いを日々の業務か
ら感じることがあり、年金分野に関して厚生局
が担っている役割を以前よりも理解できたた
め、出向して良かったと思っています。

大宮年金事務所
お客様相談室

職員　百田 千絵

現在（出向先）の職務内容

出向先の業務を通じて感じたこと

現在（出向先）の職務内容

健康課では予防・健康づくり、栄養士・管理栄
養士関係や保健所に関する業務など多岐にわ
たる業務を行っています。
私は主に予算の編成や執行に関する作業の課
内とりまとめ業務を行っています。課内や健
康局内の方々と幅広く関わりながら日々の業
務に取り組んでいます。

予算の編成に関する業務は厚生局では経験で
きない業務であり、日々色々なことを学びなが
ら業務を行ってきました。
本省の業務の大きな柱である予算関係の業務
に関わることができたのは貴重な経験だと感
じています。厚生局に戻った際にはこの経験
を生かして業務を行うことができればと考え
ています。

出向先の業務を通じて感じたこと

健康局健康課

係員　佐藤 諒一

川越市役所福祉部　
地域包括ケア推進課 地域包括担当

主事　小澤 直樹

現在（出向先）の職務内容

地域包括ケア推進課では、高齢者が住み慣れた地
域で自分らしい暮らしができるように、医療・介護
の連携や介護予防生活支援体制の構築等に取り
組んでいます。また、様々な悩みを一体的に受け
止め、早期に支援する福祉総合相談窓口を設置し
ております。その中でも私は、高齢者の介護予防
のための運動教室や講座の開催・見直し、認知症
の方の見守り支援等の業務に携わっております。

この１年の業務を通じて、様々な関係者と話し合う
機会が非常に多かったと感じております。庁内会
議や専門職との打ち合わせだけでなく、知見を広
げるために他自治体との情報交換会にも参加しま
した。『市民にとって何がよい暮らしなのか』を常
に考えながら、事業の見直しや実施をしておりま
す。こうした自治体の業務を支えるためには厚生
局の果たすべき役割は大きいと実感しております。

出向先の業務を通じて感じたこと

現在（出向先）の職務内容

23232222



長寿支援課では、高齢者の相談事業や生活支
援事業、介護予防事業など高齢者福祉に関わ
る幅広い業務に取り組んでいます。その中で
も私は、在宅医療・介護連携の支援体制の推
進、認知症の方やそのご家族への支援体制づ
くり及び認知所ケアの向上に携わる業務を担
当しています。

1年間市役所での業務を経験してみて、厚生
局とは性質の違う業務が多いことを実感しま
した。市民から直接困りごとなどの相談を受
けることも多い一方、医療・介護分野の専門職
との連携も非常に重要となり、難しさとやりが
いの両方を感じています。また、現場に近い
地方自治体での仕事を通じて、厚生局に求め
られる役割を感じています。

出向先の業務を通じて感じたこと

川口市役所 
福祉部長寿支援課地域ケア係

主事　飯島 健太

出向者にインタビュー

出向１年目は年金の受給に関して、お客様か
らの電話対応や窓口対応、申請書類の審査等
を行っていました。
２年目の現在は窓口業務をメインに行ってお
り、受給の手続きや年金記録の確認、将来受
け取る年金額についてなど、様々な相談に対
応しています。

年金の知識を一から身に付ける必要があり難
しい業務ですが、その分研修制度などが充実
していて、年金分野への興味がとても深まりま
した。また、厚生局との違いを日々の業務か
ら感じることがあり、年金分野に関して厚生局
が担っている役割を以前よりも理解できたた
め、出向して良かったと思っています。

大宮年金事務所
お客様相談室

職員　百田 千絵

現在（出向先）の職務内容

出向先の業務を通じて感じたこと

現在（出向先）の職務内容

健康課では予防・健康づくり、栄養士・管理栄
養士関係や保健所に関する業務など多岐にわ
たる業務を行っています。
私は主に予算の編成や執行に関する作業の課
内とりまとめ業務を行っています。課内や健
康局内の方々と幅広く関わりながら日々の業
務に取り組んでいます。

予算の編成に関する業務は厚生局では経験で
きない業務であり、日々色々なことを学びなが
ら業務を行ってきました。
本省の業務の大きな柱である予算関係の業務
に関わることができたのは貴重な経験だと感
じています。厚生局に戻った際にはこの経験
を生かして業務を行うことができればと考え
ています。

出向先の業務を通じて感じたこと

健康局健康課

係員　佐藤 諒一

川越市役所福祉部　
地域包括ケア推進課 地域包括担当

主事　小澤 直樹

現在（出向先）の職務内容

地域包括ケア推進課では、高齢者が住み慣れた地
域で自分らしい暮らしができるように、医療・介護
の連携や介護予防生活支援体制の構築等に取り
組んでいます。また、様々な悩みを一体的に受け
止め、早期に支援する福祉総合相談窓口を設置し
ております。その中でも私は、高齢者の介護予防
のための運動教室や講座の開催・見直し、認知症
の方の見守り支援等の業務に携わっております。

この１年の業務を通じて、様々な関係者と話し合う
機会が非常に多かったと感じております。庁内会
議や専門職との打ち合わせだけでなく、知見を広
げるために他自治体との情報交換会にも参加しま
した。『市民にとって何がよい暮らしなのか』を常
に考えながら、事業の見直しや実施をしておりま
す。こうした自治体の業務を支えるためには厚生
局の果たすべき役割は大きいと実感しております。

出向先の業務を通じて感じたこと

現在（出向先）の職務内容

23232222



採用関係 Q＆A

Q 採用スケジュールは？

Q 採用実績は？

Q 求められる人材は？
厚生行政は、医療、福祉、衛生、保険、年金など、国民の身近に関わる事務を担当し、仕事を通じて関わる人々も様々です。
国民の率直な意見を感じとる現場感覚と既成概念にとらわれない柔軟な発想が必要とされています。

Q 人事異動時に個人の希望は反映されるのか？
毎年、本人の希望や配慮すべき事情を意向調査により確認します。異動は必ずしも希望どおりになるとは限りませんが、
能力や適性、諸般の事情を勘案して適材適所となるよう総合的に判断して行われます。

Q 転居を伴う異動は？
当局は、１都９県を管轄していますので、住居地によっては転居しなければならない場合もあります。
しかし、「自分の子どもがまだ小さい人」や「親の介護をしているので遠くには行けない人」等、職員の事情も踏まえ
人事異動を行っています。

Q 残業や休暇は？
仕事や時期によって残業はありますが、上司などに遠慮して帰りにくいという雰囲気はありません。
休暇についても、ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィークや年末年始などは、有給休暇を取得して休暇をつなげる
よう推奨しています。育児休暇等については、本パンフレットでも紹介した子育てママ・パパの声にもあるように取得しや
すい職場だと自負しています。なお、育児休暇等については、女性職員だけでなく男性職員も積極的に取得しています。

Q 研修制度は？
採用されてすぐに厚生労働省本省（東京・霞が関）での新規採用職員研修があります。
また、当局では、公務員としての基礎的な知識の習得や厚生行政にたずさわる者としての専門性の向上を図るため、教育
訓練の推進に取り組み、各部署企画研修や若手職員宿泊研修を行っております。

一次試験
合格発表

個別業務
説明会

官庁合同
業務説明会 二次試験 採用内定二次試験

合格発表

官庁訪問（採用面接）

採用年次

人数（うち女性）

平成31年度

21人（6人）

令和２年度

１9人（5人）

令和3年度

14人（5人）

【採用に関する問い合わせ先】
関東信越厚生局　総務課人事・給与係　ＴＥＬ：０４８－７４０－０７１１（代表）　

ワークライフバランス

主な育児支援制度

妊娠 出産 1歳 3歳 6歳

❶ 通勤緩和
   １日につき１時間以内
   （女性職員）　

❺ 保育時間 子が1歳になるまで１日２回それぞれ３０分以内（男性・女性職員）　
❻ 育児休業 子が３歳になるまで（男性・女性職員）　
❼ 育児短時間勤務・育児時間 勤務形態の変更、勤務時間の短縮
                                              [ 小学校就学前まで ]（男性・女性職員 )

❽ 子の看護休暇 年５日 [小学校就学前まで ]（男性・女性職員）

❷ 産前・産後休暇 産前６週間、産後８週間（女性職員）　
❸ 配偶者出産休暇 ２日（男性職員）　
❹ 育児参加休暇 ５日（男性職員）　

子育てママ・パパの声 育児休業制度を利用してみての感想は？

妊娠したとき、出産するとき、
子の養育などをするための休
暇の取得や休業などをするこ
とができる制度です。

育児支援制度

配偶者、父母、子、配偶者の父母
など６ヶ月を超えない期間内で必
要と認められる長期休暇や通院
等の付き添いなどの短期休暇
（年５日）を取得できる制度です。

介護支援制度

総勤務時間を変えることなく、
ライフスタイルにあわせて始
業及び終業時刻や一日の勤務
時間を変更することができる
制度です。

フレックスタイム制度

私は育児休業を1年3か月取得しました。初めての育児は不安で戸惑うことばかりでした
が、毎日娘と一緒に過ごし、二度と見ることのできない一秒一秒の娘の成長をそばで感じら
れ、とても幸せな時間でした。
復職後は、フルタイムで勤務していますが、娘の体調不良等で急な休暇を取ることがありま
すが、担当内で業務量を調整していただいたおかげで定時退庁をして保育園の送り迎えが
できています。復職して約1年が経過し、イヤイヤ期の2歳の娘に手を焼くことも多々ありま
すが、保育園に迎えに行った際の娘の笑顔に癒され、娘との時間を大切にしようと思って過
ごしています。そして育児と仕事の両立ができているこの職場環境と周囲の方々のサポート
に日々感謝しています。

企業年金課　女性職員（係員）

私は育児休業を約5か月弱取得しました。当初子どもの出生後しばらくしてから3か月程度育
児休業を取得するつもりで上司に伝えていましたが、妻と相談し出生後すぐに育児休業を開始し
たいと考え直し、改めて上司と相談したところ急な申し出にも関わらず快諾していただきました。
そして始まった初めての子育てでは朝から晩まで大忙しの日々が続き、頭を抱えるようなトラブ
ルがいくつも起こりましたが、上司の理解のもと育児休業をまとまった期間取得しているという
安心感から落ち着いて対応に専念することができ、出生後すぐに育児休業を開始して本当によ
かったと感じました。また、一日中子どもと過ごせることで、お喋りし始めたり声を出して笑うよ
うになったりと子どもの日々の成長がより身近に感じられ、こうした今だけの貴重な体験を妻と
共有できているのも、上司をはじめ職場全体に育児休業取得をサポートしていただいたおかげ
だと感謝しています。

年金審査課　男性職員（係員）

仕事と家庭生活を両立するための支援制度について紹介します。 採用情報や人事異動など気になる疑問にお答えします。

令和4年度

17人（5人）
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厚生労働省

関東信越厚生局

総 務 課
企 画 調 整 課
年 金 指 導 課
年 金 調 整 課
健 康 福 祉 課
医 事 課
薬 事 監 視 指 導 課
食 品 衛 生 課
地域包括ケア推進課
保 険 課
企 業 年 金 課
管 理 課
医 療 課
調 査 課
特 別 指 導 第 一 課
特 別 指 導 第 二 課
年 金 審 査 課
指 導 監 査 課
社会保険審査事務室
千葉年金審査分室
東京年金審査分室
神奈川年金審査分室
茨 城 事 務 所
栃 木 事 務 所
群 馬 事 務 所
千 葉 事 務 所
東 京 事 務 所
神 奈 川 事 務 所
新 潟 事 務 所
山 梨 事 務 所
長 野 事 務 所
麻 薬 取 締 部

048-740-0711　
048-740-0830
048-740-0712
048-740-0714
048-740-0744
048-740-0754
048-740-0800
048-740-0761
048-740-0793
048-740-0772
048-740-0782
048-740-0811
048-740-0815
048-740-0811
048-740-0816
048-740-0817
048-600-0730
048-851-3060
048-851-1030
043-379-6994
03-6863-3778
045-270-9156
029-277-1316
028-341-8486
027-896-0488
043-379-2716
03-6692-5119
045-270-2053
025-364-1847
055-206-0569
026-474-4346
03-3512-8688

330-9713

330-9710
330-9727
330-9713
260-0026
160-0023
231-0023
310-0061
320-0043
371-0024
260-0013
163-1111
231-0015
950-0088
400-0858
380-0846
102-8309

さいたま市中央区新都心１－１
さいたま新都心合同庁舎１号館７階

さいたま市中央区新都心２－１ さいたま新都心合同庁舎２号館７階
さいたま市中央区新都心２－１ さいたま新都心合同庁舎検査棟２階
さいたま市中央区新都心１－１ さいたま新都心合同庁舎１号館５階
千葉市中央区千葉港２－１ 千葉中央コミュニティセンター１０階
新宿区西新宿6－14－1 新宿グリーンタワービル21階
横浜市中区山下町37－9 横浜地方合同庁舎5階
水戸市北見町１－１１ 水戸地方合同庁舎４階
宇都宮市桜５－１－１３ 宇都宮地方合同庁舎５階
前橋市表町２－２－６ 前橋ファーストビルディング７階
千葉市中央区中央３－３－８ 日進センタービル７階
新宿区西新宿６－２２－１ 新宿スクエアタワー１１階
横浜市中区尾上町１－６ ICON関内６階
新潟市中央区万代２－３－６ 新潟東京海上日動ビルディング１階
甲府市相生１－４－２３ 損保ジャパン鮎川ビル５階
長野市旭町１１０８ 長野第２合同庁舎４階
千代田区九段南１－２－１ 九段第３合同庁舎１７階

（代）

部 署名 所 在 地 電 話 番 号郵 便 番 号

所在地・連絡先

【採用に関する問い合わせ先】

関東信越厚生局　総務課人事・給与係
〒３３０-９７１３ 
埼玉県さいたま市中央区新都心１－１ 
さいたま新都心合同庁舎１号館７階

ＴＥＬ：０４８－７４０－０７１１（代表）
 

【関東信越厚生局】 ＪＲ京浜東北線・高崎線・宇都宮線　さいたま新都心駅　徒歩５分
                         ＪＲ埼京線　北与野駅　徒歩１０分

※令和4年4月1日現在の情報を記載しています。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/

関東信越厚生局ホームページ

さいたま新都心
交番

関東信越厚生局
（さいたま新都心合同庁舎１号館）
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歩行者デッキ

年金審査課

関東信越厚生局：年金審査課
（さいたま新都心合同庁舎2号館７階）

関東信越厚生局：指導監査課
（さいたま新都心合同庁舎検査棟２階）

ひと、くらし、
みらいのために

厚生労働省 
関東信越厚生局
Kanto-Shinetsu Regional Bureau of 
Health and Welfare


