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私たち労働政策研究・研修機構（JILPT）は、平成15年10月に日本労働研究機構と労働研修所

（厚生労働省）が統合して設立された、厚生労働省所管の独立行政法人です。

私たちに与えられた使命は、内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査

及び研究等並びにその成果の普及を行うとともに、その成果を活用して厚生労働省の労働に関する

事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うことにより、我が国の労働政策の立案

及びその効果的かつ効率的な推進に寄与し、もって労働者の福祉の増進と経済の発展に資する

ことです。

近年、労働問題が、重要な政治的課題の一つとして取り上げられるケースも増えてきました。

労働問題の特徴は、往々にして、労使の利害対立が生じやすく、バランスを失うことで当事者の

真のニーズからかい離していく危険性を常にもつことです。

このため、昨今の労働政策の企画立案には、労働の現場についての正確な実態把握（課題の

解明も含む）が不可欠となり、私たちJILPTにそのための調査研究の依頼が多くなりました。

私たちの最大の任務は、労働政策の立案、実施、評価に役立つ実践的な調査研究を行い、将来

にわたって労働政策関連での客観的で有用なデータやエビデンスを提供すること、また、研究と

研修を連携して労働行政運営の中核となる行政職員の能力の向上を目指した研修を継続的に実施

することです。

このように私たちには、調査研究などを通じていち早く政策課題を解明することによって、

「行政の一歩先を行く」成果を恒常的に生み出していくことが求められており、そのためには

優秀な人材の参集が必要です。

今回募集する事務職も、上記のように調査研究を支える重要な役割を果たしていただく方々です。

調査研究に関する勉強を重ね、他の法人にないJILPT独自の優秀さを身につけていただける人材

を求めています。ぜひ、この機会にJILPTの門をたたいてくださるようお願い申し上げます。
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労働政策研究・研修機構（JILPT）は、
内外の労働問題や労働政策について、総合的な調査研究を行うとともに、
その成果を活用した労働行政職員等に対する研修を実施することにより、
労働政策の立案及びその推進に寄与することを目的に事業を推進しています。

調査研究 研修

普及

調査研究活動 研 修

成果の普及
当機構ホームページ

労働政策フォーラムの様子

◆内外の労働問題や労働政策に関する
　総合的な調査研究

◆内外の労働政策の情報や
　各種統計データの収集・
　整理

◆海外の研究機関や
　研究者とのネット
　ワークの形成

◆厚生労働省の労働関係事務担当職員
　に対する体系的な各種研修の実施

◆管理監督者研修
◆一般研修
◆専門研修

◆ホームページでの提供
◆メールマガジンの発行
◆フォーラムの開催
◆各種刊行物の出版



労働分野の生の情報に触れ、新たな知見を得る
ことがやりがいに
私は現在、調査部（政策課題担当）に所属し

ています。この部署では、国内の労働事情を把
握するため、アンケート調査やヒアリング調査
を行っています。アンケート調査では、回答者
に質問の意図が伝わるように工夫して調査票を
作成し、集計した回答結果から傾向を分析して
います。また、ヒアリング調査では、企業や労
働組合の先進的な取り組みを取材し、「メール
マガジン労働情報」や月刊誌「ビジネス・レー
バー・トレンド」に記事を掲載しています。
いずれも締め切りに間に合うように、スケ
ジュールを意識して根気強く作業を進める必要
があります。大変さも感じますが、調査を通して
労働分野の生の情報に触れ、新たな知見を得る
ことができる点にやりがいを感じます。

小規模な組織でも、異動の前後で業務内容や
働き方は大きく変化
当機構は規模の小さい組織ですが、様々な業務

を経験できます。私も以前は、総務部経理課に
所属していました。そこでは、機構の事業を進
めるうえで生じる現預金の収入・支出にかかわ
る業務や、組織で１年間に使われた資金の流れ・
財務状況をまとめる「財務諸表」の作成を担当
しました。異動の前後で、業務内容や働き方は

仕事とプライベートを両立させつつ、
 メリハリをつけて働ける職場

先輩からのメッセージ

働き方改革の推進や新型コロナウイルス感染
症が経済、雇用・就業に与える影響など、現在、
労働問題は社会の大きな関心となっています。
当機構は、こうした労働問題の総合的な調査研
究などを行う独立行政法人です。
今回募集する事務職員の業務は、総務、経理、

調査（国内外労働事情、統計情報）、研究支援（研
究調整、広報、成果普及）、研修（研修管理、教
務支援）など、非常にバラエティに富んでいます。

自分の経験に基づいて主体的に判断し、
 その責任を引き受ける覚悟を持った人材を求めています

採用担当者からのメッセージ

職員からのメッセージ
Messages from ours

これらのキャリアパスの中で、本人の希望を勘
案した上で、数年ごとにジョブローテーション
を行い、様々な業務を担当しながら経験を積ん
でいくことができる人事制度を採用しています。
職員の採用にあたっては、自分の経験に基づ
いて主体的に判断し、その責任を引き受ける覚
悟を持った人材に育ってくれる、意欲ある方を
求めています。皆さんのご応募をお待ちしてお
ります。

調査部（政策課題担当）　女性（入社 5年目）
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大きく変わりました。経理課では、規程・規則
を遵守しながら作業を進める中で、職員からルー
ルについて問合せを受けることも多く、根拠に
基づいて正確な情報を提示し、処理する能力が
身に付いたと感じています。一方、調査員とし
ての仕事は、厚生労働省との打合せや企業に対
する取材依頼など、職場外の人と接する機会が
多くあります。また、文章を書く機会も増えた
ため、原稿の構成や言葉、表現を吟味するなど、
提供する情報を読み手に的確かつ分かりやすく、
伝えることを意識するようになりました。

有給休暇を利用して適度にリフレッシュも
仕事と折り合いをつけながら、適度にリフ
レッシュもしています。私は有給休暇を利用し
て、アーティストのコンサートや舞台を見に
行ったり、友人と旅行に行ったりしています。
また、休日には大学時代に所属していた合唱
サークルの仲間と一緒に、社会人合唱団で活動
しています。趣味を全力で楽しむことで、仕事
にも励むことができていると感じます。当機構
は仕事とプライベートを両立させつつ、メリ
ハリをつけて長期的に働くことができる職場
です。関心を持ってくださる方と、一緒に働ける
ことを楽しみにしています。
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皆さま、こんにちは。私は入社後、総務部の
経理課、人事課、総務課、研究調整部の研究推
進課、広報企画課を経験し、これから2年間、
休職して大学院へ進もうとしています（3月末
現在）。

縁の下の力持ちとして
この間の仕事や経験を振り返りますと、入社

直後は管理部門となる経理課に配属され、旅費
の精算や日々の出納、決算業務を担当しました。
時間に追われる決算処理やミスが許されない確
認作業等、大変さもありましたが、その分、縁
の下の力持ちとして活躍することができました。
また、財務省研修に参加させていただき、他の
組織と横の繋がりを持つこともでき、とても貴
重な経験になりました。
人事課では主に給与計算を担当するとともに、

職員の福利厚生に深くかかわりました。配属当
時は、社会保険制度の仕組み等を理解しておら
ず、給与制度を一から勉強することになりまし
たが、先輩に教えていただきながら職責を果た
すことができました。

各界で活躍されている方々と身近に接する経験も
一方、業務部門となる広報企画課は、機構の

研究成果等の普及を様々な媒体をとおして行う
部署ですが、私が主に携わった仕事は「東京労
働大学講座」と「労働政策フォーラム」の運営
でした。

研究調整部　広報企画課　男性（入社 10年目）

多様な業務を経験する中で、
 自分自身を再発見するとともに興味ある仕事等が明確に

先輩からのメッセージ

「東京労働大学講座」は、広く労働問題に関心
をもつ方を対象に毎年開催し、今年で69回目を
迎える歴史と伝統を誇る講座で、総合講座とそ
れに続く専門講座があります。「メンタルヘルス」
や「高齢者雇用」「女性の能力発揮とワークライフ
バランス」等、現代の労働問題を学習するのに
最適なトピックスを精選し、講師陣も労働分野
の第一人者を揃える講座となっています。これ
を受講された方が各界で活躍されているのを耳
にするたび、有意義な事業であると感じます。

また、「労働政策フォーラム」は、労働・雇用
の分野における様々な政策課題をテーマに据え、
広範な労働関係者間で論議する場を提供するも
ので108回の開催を数えます。企画の立案から
登壇者の選定、参加者の募集等、フォーラムの
中核を担う大変さもありますが、参加者の評価
に直接、触れることができ充実感が得られます。

一時休職で大学院へ
入社から10年の節目を前に、私はこれから
大学院へ進もうとしています。多様な業務を経
験し、キャリアを積んでいく中で、自分自身の
再発見につながり、興味のある仕事等が明確に
なったように感じます。
当機構の事務職は、ジョブローテーションで
数年おきに異動があり、様々な仕事を経験する
ことができます。皆さまにお会いするのは2年
後になりますが、一緒に働けることを楽しみに
しています。

労働政策フォーラム 会場の様子

東京労働大学講座 授賞式の様子



様々な業務経験を通じて適性の見極めも可能
私は入職後、総務・人事・経理などの経営支

援に関する業務や、調査や研究を行う職員を支
える立場での業務を経験してきました。そして
この4月からは、JILPTの大きな財産の一つで
ある「日本労働研究雑誌」の編集担当という業
務に携わっています。
編集担当の仕事は、雑誌を刊行するための論

文の校正作業がメインになりますが、そのほか、
大学の先生方で構成される編集委員との調整や、
論文執筆の依頼、会議の開催に向けた会場の手
配や当日の資料準備など、様々な業務を行います。
当機構は、他の法人に比べて少人数ではあり

ますが、個々の業務は多岐にわたるため、それ
ぞれの部署で活躍の幅を拡げることができます。
また、定期的なジョブローテーションによる育
成が行われているため、様々な業務を経験する
中で、自らに合った適性を見極めることも可能
だと思います。

業務が円滑に進むことを実感し、
   大きなやりがいに
事務職の仕事は、実際に調査を行う業務から、

職員のサポート役となる業務まで多岐にわたり
ます。私はこれまで、後者の業務をメインに経験
してきましたが、単にサポートといっても、
サポートできる知識や経験を習得すること、
またそれらを的確に伝えるコミュニケーション
能力など、自らを伸ばすための工夫や応用が
必要になります。
小さいことの積み重ねによって、業務が円滑

に進むようになってきたと肌で感じるとき、
自身の成長とともに大きなやりがいを実感する
ことができます。

研究調整部　広報企画課　男性（入社 15年目）

人との繋がりを大切にできる職場で働けることが誇り

先輩からのメッセージ

ON-OFFの切り替えで、子どもと過ごす時間を
大切に
仕事が忙しい日などは残業して帰宅すること
もありますが、一昨年に導入されたフレックス
タイム制度を有効に活用し、メリハリをつけて
業務を行うようになりました。その結果、早く
帰宅できるときには、スパッと仕事を切り上げ
帰宅しています。家では1児の父親として、
子どもと過ごす時間を大切にしています。
また、組織をあげて有給休暇の取得向上を
推進しているため、仕事をするときは集中し、
休む時は休む！として、ON-OFFをハッキリ
切り替えることができます。こうした環境は、
健康で長く働き続けるためには重要なことだ
と思っています。

相手への敬意を忘れずに
尊敬する上司から「相手への敬意を忘れない
ようにすること」の重要性を教えていただきま
した。仕事をするうえでは、いろいろな人と協
力しながら、物事を進めていく場面が多くあり
ます。また、困難な課題が目の前にあり、どの
ように対応しようか迷うこともあります。日頃
から仕事を行う相手の立場になって物事を考え
ることで、今自分が何をすべきなのかをよく考
えるようになりました。
当機構には、人との繋がりを大切に考えてい
る職員が多くいます。このような職場で仕事が
できることを誇りに思いつつ、皆様と一緒に働
けることを楽しみにしています。

職員からのメッセージ
Messages from ours
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日本労働研究雑誌 各界の先生方との座談会の様子
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私は現在、調査部（海外情報担当）に所属し
ています。業務の内容としては、海外の労働情
報を収集し、提供する業務を行っています。

国内外の専門家との仕事を通じて多角的な視野
を持つことの大切さ等を実感
日々、こつこつと作業をしている中で、担当

した調査報告書が、新聞やニュースなどで引用
されたり、政府の資料として活用されたりして
いるのを見つけた時は、仕事にやり甲斐を感じ
ると共に少し嬉しくなります。
また、調査テーマによっては、国内外の専門

家と一緒にお仕事をさせて頂くこともあります。
この時に、それぞれの専門的立場から、労働問
題に関する様々な視点や考え方を伺う機会があ
り、知識の蓄積になると同時に、多角的な視野
を持つことの大切さを改めて感じます。

子育てをしながら働く女性管理職が複数
フレックス制で仕事と生活のバランスが柔軟に
とれるのも魅力
職場についてお話すると、男女を問わず多く

の職員が長く働き続けているのが特徴にあげら
れると思います。小さな組織なので、各人が担
う業務量もそれなりに多いのですが、若い時か
ら信頼して任せたりすることや、多少のトライ
＆エラーを許容しながら成長することのできる
職場風土があるからだと思います。
また、現在は、事務職全体にフレックス制が

あるため、仕事と生活のバランスがより柔軟に
とれるのも魅力の1つだと思います。
さらに、職場内には、産休・育休を取得し、

復帰している女性職員や、子育てをしながら働く

調査部（海外情報担当）、女性（入社 25年目）

長期にわたりキャリアの向上を目指せる

先輩からのメッセージ

女性管理職も複数おりますので、結婚や出産を
しても働き続けたいという気持ちを持っている
女子学生の皆さんにも、どんどんチャレンジし
て欲しいと思います。

いろいろな経験を積みながら、
これだけは誰にも負けない、という分野を
今後、さまざまなライフステージを経ても長
期間にわたり働き続けたいという希望をお持ち
なら、男性でも女性でも、きっと多様なキャリ
ア向上のチャンスが得られる職場だと思います。
そして、いろいろな経験を積みながら、これ
だけは誰にも負けない、という分野をぜひ見つ
けて行って欲しいと思います。
皆さんと一緒に働ける日を、心から楽しみに
しています。

消防訓練の様子



募集要項
Recruitment guidelines

給与等 大卒初任給　21万6,228円
 （特別都市手当一律 21,428円含む。2020年1月現在）
 ※特別都市手当は本俸の11％によって算出しております。
 ※その他学歴・職歴等がある場合は規程に基づき調整を行います（例：大学院修了者等）
 他に期末、勤勉手当（6・12月）、通勤手当、住居手当、扶養手当、時間外勤務手当等
昇給 原則年1回
勤務地 東京都練馬区（本部・研究所）又は埼玉県朝霞市（労働大学校）
勤務時間 フレックスタイム制を適用（標準労働時間／1日7時間30分）
休日・休暇 土・日曜日（完全週休2日制）、国民の祝日、年末年始、年次有給休暇20日、
 介護休暇、特別休暇（夏季、結婚、産前産後、看護等）、その他育児休業制度、
 介護休業制度等
福利厚生 健康保険、厚生年金、企業年金基金、雇用保険、労災保険の各種社会保険完備、
 留学休職制度有
試用期間 有（6か月）※本採用時と条件変更なし

待遇

職種 事務職
採用人数 若干名
採用年月日 2021年4月1日
職務内容 総務、経理、調査（国内、国際）、研究支援に係る企画・運営業務
 （2～4年おきにジョブローテーションがある場合があります。）
応募資格 1991年4月2日以降に生まれた者で、四年制大学以上卒業者
 （2021年3月卒業見込者を含む。）

採用予定者
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マイナビ2021に会員登録しない場合は、当機構ホームページから応募書類の申請を行ってください。

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp94270/outline.html

以下の募集要項をご確認のうえ、マイナビ 2021に会員登録して
エントリーをお願いします。ご登録のメールアドレスに応募書類の
申請フォームが届きますので、ご返信ください。
（応募書類一式（当機構指定の様式）のダウンロードURLを送信いたします）
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応募書類提出 6月30日（火）（当日必着）
適性検査 7月下旬頃 Webテスティング
第1次面接 8月中旬頃 Web上で実施予定
第2次面接 9月上旬頃 本部で実施予定
第3次面接 9月下旬頃 本部で実施予定
 ※現時点での予定のため変更となる場合があります。
 　変更の場合は、マイナビ2021及び当機構ホームページにて告知いたします。

募集・選考スケジュール（予定）

提出書類 ①履歴書・身上書
 ②成績証明書（原本）・卒業（見込）証明書（原本）
 ③筆記試験（作文）の回答用紙
 ④筆記試験（英文読解型小論文） の回答用紙
 ※①、③、④は当機構指定の様式（ダウンロードしてA4用紙両面印刷で利用）となります。
 ※大学院修了（見込）者は大学院の成績・修了（見込）証明書に加え、大学の成績・卒業証明書も
 　併せて提出してください。
 ※証明書について応募締切までに間に合わない場合は、理由・提出予定時期を
 　書面（メモ書きで可）でご提出ください。
応募方法 当機構総務部人事課へ郵送（直接持参不可）
 【送付先】
 〒177-8502　東京都練馬区上石神井4-8-23
 独立行政法人労働政策研究・研修機構　人事課　あて
 ※封筒の表に「応募書類在中」と朱書きで明記し、簡易書留または書留にて
 　郵送（宅配便も可）してください。持参不可。
応募締切 2020年6月30日（火）（当日必着）
 ※消印有効ではございません。新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、
 　応募の締切を延長しておりますので、当日必着を厳守してください。

応募要領

※応募に係る費用は、全額応募者負担とします。
※提出頂いた応募書類は、採用選考の用途にのみ使用し、返却いたしません。
※また、入手した個人情報は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」をはじめとする個人情報に関する法令及び
　当機構の規程にもとづき適切に管理するとともに、正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与を行うことは一切ありません。



独立行政法人 労働政策研究・研修機構　総務部人事課　採用担当
☎ 03-5903-6240（人事課直通）　E-mail: saiyo6193@jil.go.jp

お問合せ先 Contact

組織図
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労働大学校

2020年 4 月現在

本部（東京都練馬区） 労働大学校（埼玉県朝霞市）


