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国の信用を守り、
希望ある社会を次世代に引き継ぐ

私たちは、この財務省の使命を達成するべく、

政策のプロフェッショナルとして、

様々な政策課題に取り組んでいます。

次世代を担う皆さんが、財務省の一員となる日を、

心より楽しみにしています。

巻  頭  言

太田 充財務事務次官
［昭和58年入省］
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主計局

大きな流れの
一点として

　主計局の主な業務は各省庁と折衝を重ねなが

ら国の予算を編成することですが、予算編成だ

けでなく、国の財政の調査分析、決算等、財政に

関する様々な業務も行っています。

　その中で、私の所属する法規課は、国の予算の

制度や執行手続きを定める財政法、会計法など

の法令を数多く所管しており、これら財政会計

法令に関する照会事案への対応、予算に影響を

与える可能性がある各省庁の法律案等の内容確

認や調整を主に行っています。

　昨年は、新型コロナウイルス感染症への対応

において、従来の制度や解釈のままでは対応が

難しい様々な事案が発生したため、財政会計法

令の趣旨を踏まえつつ、時代のニーズと両立でき

るよう、制度の見直し（財政会計法令の改正）を

行うなど、財政会計制度が時代に即したものと

なるために必要な企画立案も行っています。

　「予算」は国民生活に直接影響を与えるもので

あり、また、それゆえにマスコミや国民の皆様の

関心も高く、そのような「予算」の編成に携わる

機会を得られること自体が主計局の魅力であ

り、やりがいだと思います。また、全省庁の予算

査定を行っているので、予算を通して、国の様々

な行政分野に関与することができることも魅力

の１つではないかと思います。

　主計局で長年勤務した経験から、予算編成な

ど主計局での勤務は正直大変な面もあります

が、国の根幹を担うというやりがいを大いに感じ

ることができる仕事です。ぜひ皆さんにも主計

局での勤務を経験していただければと思ってい

ます。

主計局の魅力・やりがい

05　第1部 財務省の業務 06

第1部 財務省の業務

社会保障、公共事業、教育、安全保障、食料の安定供給等国の政策実現の裏付けとなるのが予算です。予算

編成過程における各省庁との議論を通じ、分野ごとの施策の優先順位を洗い直し、無駄を排除しつつ、限

られた予算を経済効果の高い施策に重点的に配分しています。

国の予算の編成や決算の作成、会計制度の企画・立案等

現在の業務内容

［平成10年入省］

KADOKURA Daisuke
門倉 大輔
主計局法規課課長補佐

国の根幹を担う
自負をもって

［平成28年入省］

OZAKI Ryotaro
尾﨑 遼太郎
主計局経済産業第三係

　私は現在、主計局の経済産業係において、経

済産業省の中でも中小企業対策等の予算を担当

しており、９月～１２月の予算編成期間中に、担

当部局から要求された予算案を査定する業務に

携わっています。

　査定にあたっては、経済産業省所管の予算を

総括する主計官や、各分野の予算を担当する主

査の下、担当係全体で、国民視点に立ちながら、

政策的に重点化した予算とすることや、積算の

妥当性、省庁内や省庁間での事業の重複を排除

することなど、多角的に議論し精査を行います。

また、議論の末の計数の増減を適切に管理し、

予算書にまとめるまでの予算作成業務を行って

います。

　一つ目に、国が政策を実行するために事業を

行う際には、財源が必要であり、予算措置が必要

になることがありますが、この予算措置に関連す

る業務は国の重要な仕事の一つであり、そのよう

なスケールの大きい仕事に携わってみたいと

思ったからです。

　二つ目に、主計局は、財政（予算や決算等）を通

じて、全省庁がカウンターパートとなりますが、一

つの局でありながら、様々な省庁の政策について

担当することで知見を広げることができること

も魅力の一つでした。

　予算業務にあたっては、査定を行うために担当

分野について勉強が必要です。また、予算は国民

の皆様の税金等を財源としているため、計数は入

念にチェックする必要があり、神経をすり減らすよ

うな場面もありますが、大きな仕事でありながら、

緊張感を持ってきめ細かな仕事をすることもでき、

自分自身の成長に繋がる業務だと思っています。

主計局を志望した理由

現在の業務内容

予算編成業務を
通じて

　現在は、総務省予算を担当する係のとりまとめ

の他、個別の予算担当として、マイナンバーカード

関係予算等を担当しています。

　マイナンバーカードは、政府のデジタル化の中

心ツールとしてその利便性を高めつつ、普及を加

速化させることが喫緊の課題となっています。予

算編成にあたっても、まずは総務省の担当者と、

普及に向けた課題の分析や、どうすればカードの

交付申請が進むか、効果的な普及策の方法論だ

けでなく、その効率性や必要性を含めて様々な角

度から議論しました。また、マイナンバーカード関

連業務のデジタル庁への一部移管等、予算編成

開始以後の事情も含めて検討し、予算措置を行い

ました。

　予算担当として、偶然にも予算編成中の政権

交代を２度経験し、時の政権の施策を予算を通

じて目の当たりにするという、大変貴重な経験

をすることができました。例年の予算編成もそう

ではありますが、政権交代時は、政策方針の変更

を受けた概算要求のやり直し等を経て、まさにト

ンネルを抜けたように予算の決定に至ったとき、

安堵感と、とても大きな充実感を味わうことが

できました。

　また、財政会計法令等を扱う法規課の所属時

には、平成から令和への改元に係る会計制度上

の対応など、制度等に大きな影響が生じる案件

を経験し、それが形になった時の達成感はこの

上ないものでした。

　主計局での業務は、時代の最前線において、時

の政策に大きく影響するような仕事が数多くあ

り、それも大きな魅力であると感じています。

主計局で印象に残っている業務

現在の業務内容

主計局概要

KOYANAGI Kenji
小柳 謙二 ［平成17年入省］

主計局総務第一係長



理財局

財政と街の
未来を考える

政策に
一番近い場所で

　私は現在、国における「たばこ事業」に携わって

います。具体的には、たばこ事業法等に基づいて、

たばこ小売販売業の許可や小売定価の認可、日本

たばこ産業㈱に対する監督、国際規制への対応等

を行っています。

　最近のたばこを取り巻く環境は、喫煙と健康に

関する意識の高まり等により需要が減少傾向であ

るなど、業態としては厳しい状況にある中で、たば

こ小売販売店の管理にあたっても様々な課題が生

じていますが、それらの各種課題が円滑に解決す

るように日々対応しています。

　たばこの販売は、たばこ税を通じて将来的にそ

の一部が広く社会に還元され生活に活かされてい

く大切な役割を果たしており、各地方のたばこ事

業を監督する各財務局とも連携・協力しながら、厳

しい状況下で、適切な販売・流通が維持されるよう

努めています。

　これまでの理財局での勤務において、財政投融

資業務では財政投融資計画のとりまとめや財投機

関への融資等の審査、国債業務では発行計画や流

通市場のモニタリングの機会、また、国立印刷局や

造幣局の監督業務など、多種多様な分野の仕事をす

る機会に恵まれています。

　このように業務が多岐にわたっていることで、絶え

ず新鮮な気持ちで好奇心を持って仕事に向き合うこ

とができます。また、こうした業務の幅広さに加え、一

見違う業務でもおおよそ共通する事柄があるため、

創造力を働かせながらこれまでの経験を活かしてい

くことができる点にも魅力を感じています。加えて、

自分の仕事の成果が実際の経済や事業の動きに連

動することが多く実感が得られやすいため、緊張感

がありながらも充実感に満ちた業務が送れています。

理財局の魅力・やりがい
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現在の業務内容

経済活動の
インフラとして

［平成8年入省］

KIRIKOSHI Tomoya
桐越 智哉
理財局総務課課長補佐

　国有財産業務課指導係において、国有財産業

務のルールブックである通達の制定・改廃や、国

有地等の有効活用を図る業務を担当していま

す。国有地等の有効活用業務においては、数多く

ある国有地の活用案件の中でも特に大規模な案

件に携わっており、民間企業や弁護士、不動産鑑

定士など有識者にもよく意見を聞いた上で、各

財務局とも協力し、国及び各地域双方にメリット

となるような方針を策定することになります。

　この中で私は係員として、よりよい方針策定の

基となるよう、不動産に関する各地域のマーケッ

ト動向について民間企業にヒアリングするなど、

各案件の検討に必要な情報の収集や資料作成、

関係各所との調整業務を主に行っています。

　国有財産業務は、国有財産の売却等により、国

の財政に貢献できるだけでなく、その有効活用

を通じて地域の活性化に繋げることができま

す。国有財産で規模の大きいものは、活用方法

によっては街づくりに大きな影響を及ぼします。

そのため、国有財産を含む地区の地区計画につ

いて、国有財産の利活用を含め、地方公共団体

と協議し、計画を策定するなど、まちの魅力づく

り等の様々な分野にも貢献することできます。

　また、ひとつひとつの事案を進めていくにあた

り、公務員のほか幅広い職種の方とも接するこ

とにより、様々な視点や考え方に触れることも

できます。

　このように、地域活性化に貢献できるととも

に、自らの成長に繋げることができると考え、

国有財産業務を志望しました。

理財局を志望した理由

現在の業務内容

［平成30年入省］

KIMURA Toshiaki
木村 聖哲

理財局国有財産業務課
国有財産審理室指導係

　私は理財局農林水産・環境係長として、財政投

融資計画の編成・執行業務を行っています。主な

担当としては、政府系金融機関を通じた農林水

産業者向けの資金繰り支援です。

　農林水産業には「天候等の影響を受けやすく

収益が不安定」であったり、「成育に時間が掛か

る等のために投資回収に長期間を要する」と

いった特性があることから、民間金融機関のみ

では十分な資金供給が行えない場合がありま

す。このため、政府系金融機関を通じた長期かつ

低利の資金を供給することで、安定的に農林水

産業が発展するよう支援しています。また、昨今

においては、新型コロナウイルス感染症により経

営に影響を受けた農林水産業者への財政融資を

通じた資金繰り支援も行っています。

　理財局地方企画係長として、地方公共団体向

け財政投融資計画の策定に携わったことが印象

に残っています。地方公共団体は、税収不足など

により財源に不足が生じる場合、地方債という

形で外部から資金調達をすることができ、その

発行予定総額は総務省作成の地方債計画として

上限が定められることになります。この上限額

は、地方公共団体への財政融資資金を含んだ額

となるため、最終的な地方債計画の額を考慮し

つつ、財政融資資金をよく精査することが必要

となります。昨年度においては、地方債計画の改

正が何度も行われたことにより財政融資資金の

精査についてもその都度行い、それに伴う省令

改正等の業務も必要になるなど非常に苦労しま

したが、自身の業務を通じて、地方公共団体の財

政運営の一端に携わることができ、とても有意

義な経験となりました。

理財局で印象に残っている業務

現在の業務内容

［平成22年入省］

IMAI Ai
今井 愛
理財局農林水産・環境係長

収入支出の調整（資金繰り）を行う等、国庫金の効率的・

統一的な管理、運用を図っています。また、通貨に対する

信頼維持のため、通貨制度の企画・立案、通貨の製造計

画の策定、偽造対策等も行っています。

国庫・通貨

税収等で賄えない歳出需要を賄うため、国債の発行または借

入により資金調達を行っています。確実かつ円滑な国債発行に

より、資金を確実に調達するとともに、中長期的な調達コスト

を抑制するため国債管理政策を企画・立案し、執行しています。

国債管理

税財源によらない国の投融資活動です。リスクが高く、民間では十

分に対応できないものの、政策的必要性から資金供給を行うべき

分野に対して、財投債の発行によって調達した資金等を財源とし

て、長期・固定・低利の融資やリスクマネーの供給を行っています。

財政投融資

国有財産は、国が所有する土地や庁舎等の建物といった不動産、

国が政策的な出資により取得した株式等、国民共有の資産です。

こうした国有財産を適正に管理または処分し、財政に貢献する

とともに、地域・社会のニーズに応じて有効に活用しています。

国有財産

理財局概要



国際局

Make difference
国際社会の
課題に挑戦

　私は、外国為替及び外国貿易法（外為法）を所管

する外国為替室において、有事規制に係る業務に

従事しています。

　外為法は、我が国の対外取引に関する基本法と

して対外取引が自由に行われることを原則として

いますが、一定の要件の下に有事規制を発動する

仕組みを備えています。

　外為法の歴史は1949年に遡りますが、制定当

時は原則禁止とされていた対外取引は1980年

の改正により原則自由となり、更に1998年の改

正を経て事前の許可・届出制度は原則事後報告

制度に改められました。これらの法改正は時代

の要請に応えたものですが、外為法に関わる者

として、常に時勢を捉え対応できるように心掛け

ています。

　国際局の魅力は一言で言うと「風通し」の良いと

ころです。役職に関わらず、一担当者として意見を

求められることもよくあり、各人が主体性をもって

自分の仕事に取り組んでいます。また国際局は、

国際金融市場の安定や発展のため、主に、外為法、

開発援助、資金運用、地域金融協力の四分野を柱

とし、課長補佐前半までに専門性を育成するとい

うキャリアパスの構築を目指しています。これらの

分野の選択により、キャリア形成の初期段階で各

人が専門性を意識しながら働ける環境が整ってい

ます。また、海外留学や国際機関勤務の機会もあ

りますので、海外で得た経験を業務に活かし再び

国際機関等の勤務に繋げるという道もあります。

　国際社会が抱える課題に挑戦し、新しいチャレ

ンジの積み重ねが自分のキャリア形成に寄与しま

すので、チャレンジ精神豊かな方にとってはやりが

いのある魅力的な職場ではないでしょうか。

国際局の魅力・やりがい
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現在の業務内容

　私が所属している資金管理室では、外国為替資

金特別会計において、主に外貨準備の管理・運用

を行っています。

　外貨準備とは、一般的に国際収支の調整や為替

介入等の目的のため、政府や中央銀行が保有する

外貨建て資産のことであり、日本の外貨準備の規

模は世界で2番目に大きく、金融市場からも非常に

注目されています。

　その上で、外貨準備の運用は、日本に限らず各国

において「安全性・流動性・収益性」を追求する運

用が行われていますが、「安全性・流動性」と「収益

性」は基本的に相反するため、これらのバランスを

とりながら運用することが非常に重要となります。

　刻々と変動する市場の中で、自分が行う運用に

納得できる根拠を見つけることはとても難しいで

すが、自身の視野を広げることができる業務だと

思っています。

　私は、今まで海外に触れるような経験をしたこ

とがほとんどなく、また、英語にも苦手意識を持っ

ていたのですが、漠然といつかは英語を使い国際

社会と関りを持つ仕事がしたいと思っており、そ

の目的に早く近づくことができる国際局を志望し

ました。

　正直、配属された時点では、国際局について文字

通り国際関係の仕事をしていることしか分かって

おらず、配属後も、英語は勿論のこと、国際金融に

関するルールや知識などを習得するまで、右も左

も分からず非常に苦労しましたが、それ以上に自

身の成長に繋がることがとても多く、上司・同僚も

親身にサポートしてくれるなど、とてもよい職場環

境であり、充実した毎日を送ることができているの

で、国際局を志望して良かったと思っています。

国際局を志望した理由

現在の業務内容

［平成23年入省］

SHIOZAKI Hiroko
塩﨑 寛子

国際局調査課
外国為替室資金調査係長

　私の所属する外国為替室は、外国為替やその

他の対外取引を総合的に対象とする法律であ

る、外国為替及び外国貿易法（外為法）を所管し

ており、国際金融のグローバル化や国際情勢の

変化等を背景とした法令改正やその運用を担っ

ています。

　その中で、私は、海外の投資家や企業が対内

直接投資を行う際の事前審査制度や、経済制裁

措置の実施などに関する業務を担当していま

す。対内直接投資の制度においては、令和元年

10月に、日本経済の健全な発展に寄与する投資

を一層促進するとともに、国の安全等を損なう

おそれがある投資に適切に対応していくため、

外為法の改正を行いましたが、その改正に携

わったことはとても貴重な経験となりました。

　これまで約10年間、国際局に勤務し、外国為

替、開発援助及び地域金融協力といった幅広い

国際金融分野の業務を経験してきました。その

中でも特に印象に残っているのは、開発機関課

の担当者として、中南米の経済成長・社会発展を

支援するため各国が加盟（出資）している国際機

関である米州開発銀行の政策運営に携わった

後、アメリカのワシントンDCにある同行の本部

の理事室に日本政府の担当者として、2年間出向

した経験です。本部での業務においては、同行に

加盟する国々の立場が交錯する中で、各国それ

ぞれの意見や立場を正確に把握しながら、日本

政府として策定した対処方針に基づくように合

意を作っていかなければならず、とても醍醐味が

あると同時に、国際間の合意形成の難しさを肌

で実感できた貴重な経験でした。

国際局で印象に残っている業務

現在の業務内容

日本を超えて
世界へ

国際局概要
外国為替市場、内外資金フローの把握・分析や外貨

準備の管理等により外国為替制度の運営に当たって

いるほか、G7、Ｇ20、国際通貨基金（IMF）関連の各

種国際会議を通じて、国際金融システムの安定に向

けた制度強化に関する国際的な取り組みに参画して

います。また、チェンマイ・イニシアティブやアジア債

券市場イニシアティブ等の取り組みを通じて、通貨危

機の予防対処のためのより前進した枠組みの実現に

向けたアジア地域内における地域金融協力に取り組

んでいます。このほか、テロ資金供与や大量破壊兵器

の拡散防止への資金支援といった国際金融システム

の濫用の防止にも取り組んでいます。

国際通貨政策

政府開発援助（ODA）の効率的・戦略的な活用、円借款、国際協力銀

行、国際開発金融機関（MDBs）を通じた支援、地球環境問題、債務

問題への取り組み等、開発途上国における安定的な経済社会の発

展に役立つ資金協力等を推進しています。

開発援助政策

［平成3年入省］

IZUMIYAMA Miyuki
泉山 美幸
国際局調査課課長補佐

［平成28年入省］

SUGI Takahiro
杉 貴大

国際局為替市場課
資金管理室特別会計第一係



主税局 関税局
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　主税局は、総務課、調査課、税制第一課、税制第二課

及び税制第三課の五つの課と、参事官室からなり、局

長以下約190名の職員が、より良い税制を作るべく、

税制の企画・立案、税制改正法案の作成や国会対応等

に日々奮闘しています。税制は税務行政とも密接に関

連することから、職員の７割弱を国税局や税務署出身

の職員が占めているのが主税局の特徴です。

　総務課では租税政策全般に関する企画・立案・租税

収入の見積もり等、調査課では内国・外国税制の調査

等、税制第一課では所得税・相続税等及び税務手続き

に関する制度等の企画・立案、税制第二課では消費税

及び酒税等の個別間接税に関する制度の企画・立案、

税制第三課では法人税に関する制度の企画・立案、参

事官室では外国との租税に関する協定等の企画・立

案をそれぞれ担当しています。

　経済社会の構造は常に変化を続けており、税制も

不断の見直しが求められます。主税局では、経済社会

の変化や国際情勢を踏まえてどのような見直しが必

要か、例年秋から冬にかけて集中的に検討を行い、翌

年の通常国会での税制改正法案の成立を目指しま

す。主税局として近年取り組んでいる課題は、働き方

の多様化の進展等に対応した所得税の見直し、経済

のグローバル化やデジタル化等に伴う国際課税の

ルールの見直し等、多岐にわたります。

より良い税制のための不断の見直し
　税関は、我が国の経済・社会秩序を維持するため、

覚醒剤等の不正薬物や銃砲、知的財産侵害物品等の

密輸取締り、輸出入貨物の通関、関税や消費税等の徴

収等を行う行政機関です。　

　関税局は、この税関の司令塔としての機能を有する

組織であり、税関行政に関する様々な政策や制度の

企画・立案等を担当しています。具体的には、不正薬物

や銃砲、知的財産侵害物品等の取締方針や制度の策

定、警察等の関係機関や関係業界との連携や、IT化の

推進等を行っています。　

　また、関税局は税関・通商分野での国際交渉や国際

協力を担う機能も有しています。例えば、RCEP（東ア

ジア地域包括的経済連携）等の経済連携交渉を始め、

WTO（世界貿易機関）やWCO（世界税関機構）等にお

ける国際ルール作りへの貢献、外国税関との連携強

化を目的とした相互支援協定の締結、途上国税関に

対する制度・人材育成の支援等、国際貿易の促進や日

系企業の海外進出を後押ししています。　

　さらに、関税局・税関では貿易統計を発表しており、

我が国の重要な経済指標の一つとして国内外で活用

されています。このように、関税局は国民生活に直結

する政策に従事するとともに、執行機関である税関と

の関わりが深い組織であることが特徴として挙げら

れます。

国際貿易の秩序ある発展に向けて



大臣官房
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具体的には以下のような業務があります。

● 秘書課：職員の人事・給与等

● 文書課：国会窓口、機構・定員管理、広報等

● 会計課：財務省の予算、庁舎管理等

● 地方課：財務局との連絡・調整等

● 総合政策課：経済情勢の調査・分析等

● 政策金融課：政府系金融機関の監督等

● 信用機構課：預金保険機構の監督等
大臣官房概要

財務省の内部管理と行政事務の総合調整役

　大臣官房文書課は、国会関係業務をはじめと

した、国の諸問題について方針を定め、財務省と

して最終的な意見を決定するための調整を行う

部署です。その中でも私は業務企画室において、

サイバーセキュリティ、行政情報化、働き方改革・

業務効率化の業務に携わっています。ITはいま

や社会基盤として必要不可欠なものとなってお

り、官公庁としても導入が進められていますが、

同時にサイバー攻撃の脅威も高まることから、セ

キュリティ対策の重要性も増しています。また、

時代にふさわしい仕事のやり方や働き方を追求

し、多様な職員一人一人が活躍し、効率的に高い

成果を上げるための業務改革も重要です。

　これら情報システムの整備やセキュリティ対策

等は財務省組織全体としても進めており、その責

任者として、地方支分部局や他府省庁とも連携し

ながら各種調整事務を行っています。また、CIO

（情報化統括責任者）補佐官と呼ばれる専門的・

技術的知見を持つ方々にも協力を仰ぎ、様々な場

面で支援を受けながら、財務省組織全体のために

日々調整を行っています。

　財務省は、制度の企画・立案から執行に至るま

での行政機能が組織内に備わっており、その中

でも大臣官房は、組織全体を総括する役割を

担っています。財務省として抱える課題解決に向

け、各部署の動きを把握しながら、質の高い政策

作りに日々奮闘する職員を支えることを通じて、

社会貢献することができます。

　財務省組織全体としての取組は地道なものも

多いですが、新型コロナウイルス感染症対策を

契機としたテレワーク環境の整備やウェブ会議

システムの普及・拡大に向けた業務等に携わり、

働き方の変化を間近で感じています。自分が取

り組んだ仕事が職員に還元され、わずかながら

でも「業務改善・効率化に繋がった」と感じてい

ただけたときは達成感を得ることができました。

　業務内容としては想像しづらい分野ですが、

日々変化する情勢の中で、単なる組織の調整事務

のひとつとしてだけでなく、社会人としてのスキル

アップにも繋がるため、やりがいを感じています。

財務省を支える縁の下の力持ち

現在の業務内容

大臣官房の魅力・やりがい

　私が所属する大臣官房秘書課は、大臣等の秘

書業務（日程管理や業務サポート）のほか、財務

省職員の任用、採用、給与、服務、人事評価などに

関する業務を行っており、いわゆる財務省の「人

事課」です。その中で私は、秘書課自体の管理運

営を行う総務係に所属しており、秘書課で対応

する必要がある国会関連の連絡調整、課内の各

担当に向けた各種周知や作業のとりまとめ、課

内の物品の管理などを担当しています。また、当

係では新年の大臣挨拶式や政務交代式典など、

省全体の節目における行事の主催もしており、そ

の際には大臣のご案内など最前線で準備や進行

も行うこともあります。

　大臣官房には、秘書課の他にも、省の全体業務

の調整（国会対応含む）、広報など情報関連を行

う文書課、省の予算や物品、庁舎などの管理を

行う会計課、財務局組織を統括する地方課など

があります。予算や税制などを所管する政策部局

と違い、一見地味に思われるかもしれませんが、

希望ある社会のために日々奮闘する職員を支

え、財務省組織全体がより良い方向を向いて運

営されるように、各課とも縁の下の力持ちのよう

な存在として、日々業務を行っています。

　大臣官房は、財務省全体の総括的な役割とし

て、財務省組織が一丸となって円滑に機能するた

めの重要な部署です。また、業務上、特定部局の担

当者だけでなく、全部局の担当者とやりとりをす

ることが多く、様々な案件を通じて財務省全体を

広く見渡し、各部局の業務や状況を知ることがで

き、若手職員の間に、大臣官房部局を経験できた

ことは、私にとって大きな財産となりました。一人

前にはまだまだですが、いつの日か財務省を支

え、社会に貢献できるようになるために今後とも

精進していきます。

　なお、当課で採用活動を担当していますので、皆

さんが説明会に足を運ばれた際には、課の同僚の

職員が対応いたします。その際は、ぜひ担当に声

を掛けていただき、予算など各部局の業務のこと

だけでなく、大臣官房自体についての業務内容や

やりがいについて質問をしてみてください。

ITの利活用を通じて

現在の業務内容

大臣官房を志望した理由

［平成30年入省］

YOKOTA Sasuke
横田 冴介
大臣官房秘書課総務係

［平成29年入省］

YAMAGAMI Kosuke
山上 孝祐

大臣官房文書課
業務企画室業務企画第一係



［平成16年入省］

OTSUKI Satoshi
大槻 賢

外務省
在サンフランシスコ
日本国総領事館領事

し、必要となる安全情報を発信する業務を担当

しています。また、政治・経済の情報収集の一環

として、カリフォルニア州の財政について調査し

たりもしています。

　私は入省してから予算編成業務を中心に、国

債マーケットや金融監督といった国内の業務に

携わってきましたが、国内で仕事をしていた時

は、海外と比較しながら政策や施策を考える意

の立場も考える、③大きな視点を持ちつつ細部も考える、

の3点が非常に重要性であることを改めて認識しました。

　まず、①について、先達の知見を学ぶことは、日々変化

する行政事案においても、それぞれの事案の背景の理

解を深め、新たな問題点を発見し、解決策を得る手掛か

りとなります。また、②について、行政においては様々な

ステークホルダーが事案に関与するため、相手の立場

を考えることが重要となります。さらに、③について、国

民の皆様のためにどのような効果を意図した施策なの

かという大きな視点を忘れず、施策の円滑な施行のた

め、細部への配慮も重要となります。

　これらについては、今後の業務自体のみならず、より

よい行政を提供するために必ずや役立つものと思って

います。
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出向者からのメッセージ

　私は、現在、公益財団法人東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会組織委員会に出向しています。開催都市

である東京都、50社以上のパートナー企業、関連自治体、

国等、多様な関係者と力を合わせ、IOC（国際オリンピッ

ク委員会）・IPC（国際パラリンピック委員会）等の国際組

織との調整を行い、東京2020大会という世界最大級の

事業の成功・大会運営を緻密に整えていくため、日々、大

会開催に必要な全ての事業・支出が適切に実施されるよ

う調整・管理の業務を行っています。

　組織委員会は、数多くの企業から集まった職員で構成

される多様性のある職場です。出向して感じたのは、工

事・エネルギー・テクノロジー・輸送・競技等、50を超える

業務分野毎に異なる経験を有する人それぞれに、重視す

る点や当たり前のこと、考え方が違うということです。会

議等でそれら各関係者の意見を調整してまとめていくの

は難しく、苦労するのですが、財務省時代に様々な主体

と対話した経験が活かされているとも感じています。

　また、大会開催に必要な事業は多岐にわたり、その量

も膨大です。財務省時代の仕事と同等以上のスピード感

を持って、数多くの調整をこなすこと、その場ですぐに決

断、判断を求められます。さらに、事業毎の支出の必要

性・効率性・納得性や予算の全体像を国や東京都に説明

するという責任の重い立場にもなりました。

　財務省の外に出て、多様な課題に多様な立場から臨む

ことは、知識だけでなく自分の頭で考えぬく知的体力・

考え方の幅を広げる上で大変意義深いと思います。

　ドイツのボンにあるIPC（国際パラリンピック委員会）

本部において、組織委員会を代表して、全ての経費の説

明・調整を行うという、大きな役割・役職を担わせて頂い

たことは、今後の自身のキャリアにとって、とても貴重な

経験でした。

　また、マラソン・競歩競技の札幌移転、大会の開催延

期、新型コロナウイルス感染症への追加的な対応等、全

く想像していなかった、これまでのプロセスを大きく変え

てしまう変更の時期に立ち会い、どんなことが起きても

乗り越えるという覚悟のもと課題に対応した経験は、今

後の財務省の業務の中で活かされると感じております。

組織委員会への出向で得られる経験

自身の未来・キャリアにとって、とても大きな機会

現在の業務
［平成16年入省］

MATSUMOTO Shigeki
松本 茂樹

公益財団法人
東京オリンピック・
パラリンピック競技大会
組織委員会

［平成13年入省］

WATANABE Kenichiro
渡辺 謙一郎

一橋大学大学院
経営管理研究科

平成 16 年 5月  主計局 司計課
平成 18 年 7月  主計局 公共事業第三係
平成 19 年 7月  理財局 国有財産業務課
平成 20 年 7月  理財局 国有財産企画課
平成 21 年 7月  関東財務局東京財務事務所理財第六課へ出向
平成 23 年 7月  理財局 国有財産企画課
平成 24 年 7月  理財局 財政投融資総括課 産業投資総括係長
平成 26 年 7月  理財局 国土交通第二係長
平成 27 年 7月  理財局 厚生労働・文部科学係長
平成 28 年 7月  理財局 経済産業第一係長
平成 30 年 7月  公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック
                       競技大会組織委員会へ出向

CAREER

平成 13 年 7月  理財局 財政投融資総括課
平成 15 年 7月  理財局 国債課
平成 16 年 7月  国際局 為替市場課
平成 17 年 7月  国際局 地域協力課
平成 18 年 7月  四国財務局理財部金融監督第二課へ出向
平成 20 年 7月  金融庁監督局へ出向
平成 22 年 7月  大臣官房 信用機構課機構業務室
　　　　　  　　企業再生支援機構係長
平成 24 年 7月  理財局 地方運用第一係長
平成 25 年 7月  預金保険機構へ出向
平成 27 年 7月  理財局 総務課調査室 日本銀行係長
平成 28 年 7月  理財局 国庫課通貨企画調整室 通貨調整係長
平成 29 年 7月  理財局 管理課 課長補佐
平成 31 年 4月  一橋大学大学院経営管理研究科へ留学
令和  3  年 4月  理財局 管理課 財政投融資実地監査官

CAREER

　私は財政投融資計画の策定や財政融資資金の適切

な管理のため、2019年4月から、一橋大学大学院で経

営学（経営戦略、財務会計、マーケティングなど）を学ん

でいます。

　当大学院の授業においては、学生は膨大なレジュメ

や課題本の読み込みを課せられ、それらの内容を把握

し、自分の考えを持って授業に臨み、発言することが求

められます。私も事前の勉強を深め、様々な角度から発

言できるように準備した上で授業に臨みますが、授業に

おいては先生方や他の学生から事前に予測できなった

今後の業務にどう活かせるかについて

留学によって得られる経験
意見が出され、更に視野を広げて物事を考えたいと意

欲を高めます。

　課題本などの読み込みやレポート作成のための負担

は大きく大変ではありますが、これまでの業務では得ら

れることができなかった新たな学びが得られるという

点で、貴重な時間を過ごさせていただいています。

　業務面として、未来のよりよい財政投融資計画の策定

などのため、今回の修学で得られる知識を活かせること

ができるのは勿論ですが、修学全体を通じ、行政に従事

する者として①先達が残してくれた知見を活かす、②相手

［平成28年入省］

SAKAI Akiho
酒井 明希穂

東北財務局管財部
統括国有財産管理官付

平成 28 年 4月 大臣官房 秘書課 調査係
平成 29 年 7月 大臣官房 秘書課 人事第二係
平成 30 年 7月 大臣官房 秘書課 人事第一係
令和  元  年 7月 東北財務局管財部へ出向

CAREER

　私は現在、東北財務局管財部において宮城県

内の国有地の管理業務を担当しています。国有

地を適切に管理しない場合、雑草や木が伸び放

題になり、虫が発生する温床になるなど、近隣住

民の方々に迷惑がかかり、更には不法投棄の場

にもなりかねません。そのため、草刈や樹木伐採

を定期的に専門業者に依頼したりするほか、自

身も実際に現地へ足を運び、国有地に異常がな

いかを直接確認しています。また、現地において

は近隣住民の方に話を伺うようにしており、ご

要望に沿った対応をすることもあります。

　本省で勤務していた頃は、省外とのやり取りと

言えば他の省庁の職員がメインでしたが、現在は

各地域の住民の方と話す機会がとても多くなり

ました。顔を合わせて国民の皆様の生の声を聞

くことができるのは、地方支分部局に出向する

ことで得られる貴重な経験の一つだと感じま

す。例えば、実際に草刈のご要望に対応した際、

近隣住民の方から感謝の言葉をいただくことが

あり、微力ながら地域の一員として働くことがで

きた満足感がありました。

　なお、国有地の管理一つとっても、地域の方な

どから寄せられるご要望は様々であり、その解

決策も事案ごとに異なります。管財部の先輩職

員から現地の実情に応じた様々な対応方法を学

ぶ度、本省で培った知識だけでは物事が解決し

ないことに気づかされ、もっと視野を広げて柔軟

に対応していくことが必要だと実感します。ま

た、国家公務員の基本である、国民の皆様から寄

せられた声に、真摯に耳を傾け柔軟に対応してい

く姿勢の大切さを再確認できることも、今後の

業務に必ず活きていくものと思っています。

平成 16 年 7月  理財局 国債業務課
平成 19 年 7月  主計局 総務課
平成 21 年 7月  関東財務局理財部金融監督第１課へ出向
平成 23 年 7月  主計局 厚生労働総括係調査主任
平成 24 年 7月  主計局 総務課 歳入・国債係長
平成 26 年 7月  主計局 厚生労働第一係長
平成 28 年 7月  主計局 総務課 予算総括第二係長
平成 30 年 7月  主計局 総務課 予算総括第一係長
令和  2  年 6月  外務省在サンフランシスコ日本国総領事館へ出向

CAREER

　私は現在、外務省の在サンフランシスコ日本

国総領事館に出向しています。総領事館は、大使

館や政府代表部を総称した在外公館の１つであ

り、在留邦人の保護、政治・経済その他の情報収

集、広報文化活動等の業務を行っています。その

中で私は、当館管轄のカリフォルニア州中北部

とネバダ州の在留邦人の方々へのパスポート発

給や、邦人保護の観点から様々な情報を収集

在外公館での業務

海外勤務で得られる経験を今後に活かす

識が希薄だった気がします。海外で勤務している

と自然に現地の政策を日本の政策と比較して考

えたりするので、自分自身の視野が広がります。

例えば、カリフォルニア州の予算を一つとってみ

ても、日本との違いが単に制度上の違いによる

ものだけでなく、現地に根差した思想や理念の

影響が大きいことが分かりますし、日常生活を

通じて感じることもできます。これは海外勤務

で得られる貴重な経験です。

　今はコロナ禍で外出する機会が少ないですが、

英語の勉強をしながら、可能な限り様々なイベン

トに参加したりする等してアメリカ生活を肌で感

じるようにしています。グローバル化が急速に進

展する時代において、このような感覚を持って仕

事をすることは、今後の財務省での業務におい

ても、色々な場面で必ず活きてくると思います。



基礎研修についてのコメント
　研修では、財務省・財務局の職員として業務を行ううえで必要な知識を、

大学教授のほか、財務省・財務局の現場で働いている職員の方から講義形

式で教えていただきます。

　今後、業務で扱う法律など、業務に必要な専門知識はもちろんのこと、

ビジネスマナーやメンタルヘルス、国家公務員の倫理など、社会人・公務員

として働くための基礎となる講義もあります。また、聴くだけの講義では

なく、例えば名刺交換や来客対応の練習など、ロールプレイング形式の講

義も行われます。

　また、研修中は２人１部屋で生活を行うほか、１０人程度の班に分かれて

の活動もありました。約２カ月間の寮での生活は初めての経験でしたが、

共同生活のおかげで財務省本省の同期のみならず、全国から集まった各

財務局の同期ともすぐに打ち解けることができました。また、休日も一緒

に過ごすことでより親交も深まり、公私ともに充実した研修となりました。
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財務省職員の活躍するフィールド
2021年4月1日現在、約200名の財務省職員（留学を除く）が世界各地の在外公館や国際機関、

シンクタンク等でグローバルな活躍をしています。

また、国内各地の地方支分部局や地方自治体でも多くの職員が活躍しています。
研 修 制 度

西ヶ原
研修合同庁舎
（東京都）

［令和元年入省］

KODAMA Hiroaki
児玉 啓晃

大臣官房秘書課
人事第三係

これらのほか、渉外事務に従事する職員に、個人の会話能力に応じたレベル別の語学研修や英文によるビジネス文章の書き方を

習得するための語学研修等を実施。

各職場において実務研修を実施。基本的な法律や事務の流れ等、実務上必要な基礎知識を補う。

政策に関する知識を深め専門性の向上を目的とした実務研修や、コミュニケーションスキル等

指導者としての能力を高める研修を実施。

マネジメント等管理職員に求められる能力及び資質を高める研修を実施。

職員の能力開発と業務遂行能力の一層の向上を目的として、学習意欲のある職員に、ファイナンシャル・プランニング技能検定や

簿記検定等、各資格試験等の受験をサポートする研修を実施。（通信研修）

自己啓発

職場に配属された後も、役職・業務に応じた研修や、自己啓発意欲を高め、業務に関連する知識や技能を習得するための研修等、

安心して業務に取り組めるよう、充実したサポート体制が整っています。

基礎研修概要
新規採用された職員は、西ヶ原（東京都）の研修合同庁舎にて、全国の財務局に新

規に採用された職員と共同生活を送りながら、約２ヶ月間の合同研修（全寮制）を行

います。

この研修では、国家公務員としての基礎知識や財務省職員として必要な専門知識

等を習得することだけでなく、共同生活を通じて研修生間の連帯感を培うととも

に、集団内の個人の立場や役割を学んでいただきます。

基礎研修について

各種研修・自己啓発について

係　員

係　長

課長補佐

役職・業務に応じた研修

ロサンゼルス
チェンナイ
ジャカルタ
香港
バンコク
ホーチミン

JETRO事務所 JICA事務所 JBIC事務所

ジャカルタ
ロンドン
ワシントン
シンガポール

ミャンマー

ASEAN代表部

カンボジア経済財政省
カンボジア大使館

インドネシア大使館

ラオス財務省

日本台湾交流協会

ADB（アジア開発銀行）
フィリピン大使館
フィリピン財務省

マレーシア大使館
マレーシア財務省

タイ大使館
タイ税関

ミャンマー大使館インド大使館
ベトナム大使館

ミャンマー計画財務工業省・ミャンマー税関

スリランカ
大使館

ASEAN+3
マクロ経済リサーチオフィス

ウラジオストク総領事館

マイアミ総領事館

国際交流基金サンパウロ
日本文化センター

サンフランシスコ
総領事館

スタンフォード
大学

香港総領事館

上海総領事館

中国大使館

韓国大使館

オーストラリア大使館

ボリビア大使館

メキシコ大使館

ブラジル大使館

アルゼンチン
大使館

カナダ大使館

アメリカ大使館
ニューヨーク総領事館
IMF（国際通貨基金）
IBRD（国際復興開発銀行)
IDB（米州開発銀行）
ハーバード大学
コロンビア大学

トルコ大使館
エジプト大使館
ロシア大使館

ドバイ総領事館

AfDB（アフリカ開発銀行）

シンガポール大使館

オークランド
総領事館

英王立国際問題研究所
（チャタム・ハウス）

FATF（金融活動作業部会）
BIS（国際決済銀行）

EBRD（欧州復興開発銀行）

JOGMECロンドン事務所

OECD（経済協力開発機構）

スペイン大使館
IOSCO（証券監督者国際機構）

イタリア大使館

ベルギー大使館

フランス大使館
OECD代表部

フランクフルト
総領事館

ドイツ大使館

英国大使館

ジュネーブ代表部

EU代表部
WCO(世界税関機構)

在外公館

国際機関等

北海道財務局
札幌国税局

函館税関

北海道庁

青森県庁

新潟県庁
山形県庁

東北財務局
仙台国税局

関東財務局
関東信越国税局

東京税関
東京国税局

横浜市役所

本省

横浜税関

熊本県庁

九州財務局
熊本国税局

三重県庁
海津市役所

和歌山県庁
徳島県庁

岐阜県庁

東海財務局
名古屋税関
名古屋国税局

尾張瀬戸税務署

近畿財務局
大阪税関
大阪国税局

四国財務局
高松国税局

福岡財務支局
福岡国税局

長崎税関

佐世保税務署

北陸財務局
金沢国税局

石川県庁奈良県庁
大阪府庁
神戸税関

門司税関

中国財務局
広島国税局

沖縄国税事務所
沖縄地区税関

世界各地

ヨーロッパ

日本国内

地方支分部局等

地方公共団体

（注：新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和2年度、3年度については、

研修所における合宿形式の研修ではなく、各職場または自宅からのオンライン形式で実施。）
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平成 30  年　5月　主計局 司計課 司計第一係
令和 元  年　7月　主計局 文部科学第一係
令和 2  年　7月　理財局 国庫課 企画係

係 員
横山 希［平成30年入省］

YOKOYAMA Nozomi

理財局国庫課企画係 係 長
津田 浩平［平成19年入省］

TSUDA Kohei

主計局文部科学第三係長

　自分で考えて早めに行動すること

と、周囲（上司、先輩、同僚）の方々

の話をよく聞きながら協力していく

ことだと思います。

　まず、目先の業務だけをこなすこと

を考えず、業務方針の変更やスケジュー

ルについて、上司や同僚が何を話しているの

か、状況はどうなっているのかなど、周囲をよく観察し、自

身にも次に何が求められるのかを考え、可能な限り事前

に準備しておくように努めています。

　また、仕事をしていく上では、一部分の業務をお願いし

たり、必要な情報や資料の提供をお願いしたりなど、周囲

の方々の協力をいただく場面がたくさんあります。このた

め、業務の依頼時には、丁寧にお願いすることは勿論のこ

と、普段からコミュニケーションをよくとるようにして、お

互いに働きやすい環境となるように努めています。

　経験が少ないうちから、万全に業務準備を整えること、

よい協力関係を築きながら仕事を進めていくことは簡単

なことではないですが、先輩方に学びながら試行錯誤し、

成長していくことを常に心がけることが、係員にとって必

要なことだと考えています。

係員に求められること

平成 13 年　7月 国際局 国際機構課
平成 15 年　7月 国際局 開発機構課
平成 16 年　7月 大臣官房 総合政策課
平成 18 年　7月 九州財務局理財部金融監督第二課へ出向
平成 20 年　7月 国際局 地域協力課 協力第一係長
平成 21 年　7月 （株）日本政策金融公庫 国際協力銀行へ出向
平成 24 年　7月 国際局 調査課外国為替室 法規係長
平成 25 年　7月 国際局 総務課 経理係長
平成 27 年　7月 国際局 為替市場課 国際収支第一係長
平成 28 年　6月 米州開発銀行（ワシントン）へ出向
令和 元 年　7月 国際局 総務課 課長補佐

平成 19 年　6月 主計局 司計課
平成 20 年　7月　主計局 文部科学第一係
平成 22 年　7月　主税局 総務課
平成 24 年　7月　函館税関千歳税関支署へ出向
平成 26 年　7月　主計局 経済産業第一係
平成 27 年　7月　主計局 給与共済課給与第四係長
平成 29 年　7月　主計局 司計課 司計第二係長
令和 元 年　7月　主計局 文部科学第三係長

課長
補佐

萬 浩之［平成13年入省］

YOROZU Hiroyuki

国際局総務課課長補佐

　どれだけインパクトのある重要な政策であっても、ニュ

ースで目にする表舞台の背景には、人知れず細やかな仕

事とそれに携わる多くの職員が存在しています。係長に

は、自身の仕事のみならず、上司・部下や周囲の仕事も把

握しながら、これらの細やかな仕事一つ一つを、漏れなく

確実にこなしていくことが求められます。

　また、仕事には、絶対に欠かせない大切なもの、優先し

てやらなければならないもの、代わりの手段がとれるもの

など様々あり、それらを正しく区別し、一つ一つの仕事を

他の担当者や上司・部下と役割分担し、時には共同するこ

とを判断しながら、政策の基礎を丁寧に組み立てていく

ことも係長の役割です。

係長に求められること

　担当分野の責任者として政策立案実務を主導するのが

課長補佐の役割です。具体的には、部下である係長や係

員から情報を集め、それを基に政策の案を作成し、省内外

の関係者との調整や幹部への説明等の中核を担います。

迅速な対応を必要とする場合が多々ありますので、普段か

ら情報収集や資料の整理等の準備をしておくことが大切

です。また、昨今の働き方改革等の観点から、業務時間を

短縮する中で、いかに業務の質を向上させられるかが求め

られており、日々、業務改善にも取り組んでいます。

　これらの業務に必要なスキルは、日常業務のみならず、

様々な研修や外部での経験を積み重ねていくことで培わ

れていきます。例えば、私が所属する

国際局では、スキルアップの一環

として、語学研修等の各種研修

のほか、海外留学、国際機関等

への出向等の機会が豊富にあ

り、私自身もこれまで二度の海

外赴任の機会を与えていただき、

現在もその際に得た知識・経験が非

常に役立っています。

課長補佐に求められること

平成  4 年　5月 国際金融局 総務課
平成  5 年　7月 国際金融局 金融業務課
平成  7 年　7月 理財局 総務課
平成  8 年　7月 大臣官房 文書課
平成  9 年　7月 関東財務局浦和財務事務所理財課へ出向
平成 11 年　7月 国際局 国際収支課外国為替室 外国為替係長
平成 12 年　7月 国際局 国際収支課外国為替室 法規係長
平成 15 年　7月 オーストラリア・シドニー大学アジア太平洋研究所へ出向
平成 17 年　7月 国際局 総務課 調整係長
平成 18 年　7月 国際局 総務課 総務係長
平成 19 年　7月 国際局 調査課 為替実査官
平成 22 年　7月 国際局 調査課 課長補佐
平成 25 年　7月 国際局 開発政策課 課長補佐
平成 26 年　7月 国際局 総務課 課長補佐
令和  2 年　7月 四国財務局高知財務事務所長

管理職
舟橋 聡［平成4年入省］

FUNABASHI Satoshi

四国財務局高知財務事務所長

　財務本省は本省採用の職員

のほかにも、財務局、税関、国

税局・税務署等からの出向者

や非常勤職員等、様々なバッ

クグラウンドを持った職員の集

合体です。

　そのため、管理職としては、職員が仕

事に対する意欲を高め、多様な人材が活躍できる風通

しの良い職場環境づくりをすることが何よりも重要だ

と思います。例えば、日頃から積極的に職員に声をかけ

るなど、各職員とのコミュニケーションを大切にし、気

軽に相談ができるような働きやすい雰囲気の醸成に努

めています。また、業務においては、様々な難問にも突

き当たることもありますが、職員と業務の課題を共有

し、明確な意思決定と分かりやすいアドバイスをするよ

う心掛けています。

　そして、なによりも、社会に貢献できるようこの組織

を良くしていく、という強い情熱と責任感を持ち業務に

取り組むことが管理職として大事な心掛けだと思ってお

ります。

管理職に求められること

財務省本省一般職の職員はキャリアのなかの様々な経験を通じ、スペシャリストに成長していきます。

ここでは職員がどのようにキャリアを歩んでいくのか、

どのようなことを意識して日々の業務に取り組んでいるのか

各階層ごとに紹介します。

財務省のキャリアステップ

30歳代
前半

40歳代
前半

50歳代
前半



昼食の取り方は各職員でそれぞれです。省内の食堂・レストランで食べる方、お弁当

持参の方、コンビニで用意する方など。なお、省内の食堂・レストランは、3か所あり、

和食・洋食・中華・麺類などバリエーションが豊富で値段も安く、ボリュームもあるこ

とから多くの職員が利用しています。また、庁舎がある虎ノ門界隈は美味しいお店

がたくさんあり、特に天気のいい日などには上司や同僚と出かけることもしばしば

あります。昼食中は、業務中だと忙しくてなかなか相談できない事や、趣味の話な

どフランクに話すことができ、大切なコミュニケーションの場となっています。

昼食時▼  12：00
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財務本省では、通常9：30～18：15が勤務時間となっていますが、私は、時差出勤

制度を利用して7：45に出勤（終業は16：30）しています。朝

早いのは大変ですが、電車も空いており、快適に通勤でき

ています。なお、登庁後は1日の始めとして、メールの

チェックとその日の予定の確認をします。また、前日の

終業後に作業依頼が来ている場合には、速やかに対応

すべきことかを判断し、必要があれば優先的に対応でき

るように予定を組み直します。

出勤時▼  7：45

この日は、日本の景況に関する政府の報告書である「月例経済報告書」の公表内容

について、報告書の作成元である内閣府の担当者と内容の検討を行いました。私は、

公表項目のうち「企業収益」・「企業の業況判断」の２項目において、財務省側の分析

担当者として、公表内容の妥当性について自身の分析結果を踏まえ、内閣府の担当

者と意見交換し、検討を行いました。この報告書は景況に関する政府の公式見解で

あるため、内容や方向性に誤りがないよう、十分に準備して検討に臨んでいます。

午 前▼  9：00

景況判断にとって重要な指標である「日銀短観（日本銀行が実施する全国企業短

期経済観測調査）」の公表に対する事前準備を行います。公表当日は、その公表内

容について概要をまとめた資料を迅速に作成し、省内外へ発信する必要があるた

め、事前に作業スケジュールを組み立て、遅滞なく情報発信ができるよう準備しま

す。また、発信する情報を省内幹部に説明するにあたり、分かりやすい説明ができ

るよう、説明資料の構成も事前に考えておきます。この業務に限った話ではありま

せんが、組み立てたスケジュールや資料は、必ず上司と相互確認を行い、個でなく

チームで動くことを常に意識しています。

午 後▼  13：00

予定になかった業務への対応を行う必要が生じることにより、当初はその日で終

える予定だった業務を終えることができないことがあります。そのため、残った業

務について、優先度や期限を確認しながら業務スケジュールを組み立てなおした

り、事前に準備をしたりして、翌日にスムーズに業務に入れるようにしてから退庁

します。なお、スケジュールはアウトルックの予定表機能を活用し、担当内の全員

で共有・管理し、お互いに進捗状況を見ながら業務を進めています。

退庁前▼  16：30

The
 Flow 

Of The Day

係員の1日

［令和元年入省］

NOGUCHI Yuna
野口 友菜

大臣官房総合政策課
政策調整室調査第一係

運用資金の管理を委託している銀行から前月の運用状況の報告書の提出があったため、運

用に掛かった経費に誤りがないかを個別の請求書と照合してチェックし、運用管理に関す

る資料を作成します。取り扱う金額が大きく、数字のミスは資金繰りや経理処理に大きな

影響を与える可能性があり、細心の注意を払って確認しています。必要な報告資料を一通

り作成したら、その内容について上司に報告します。また、外貨資金を貸付（融資）している

政府系金融機関から、新規の貸付依頼が来たため、資金の全体管理を行っている担当者に

対し、新規貸付に問題ないかを確認します。

月曜日▼

前日に担当者に対して内容確認の依頼をした新規貸付について上司の了解を得ることができ

たため、実際の貸付の実施に向け必要な書類を準備します。貸付を実行するためには、他の関

係部署の担当者や所属課長に最終的な決裁（承認）をもらう必要があるため、それぞれの担当

者に事前説明を行いながら、決裁を起案します。また、保守を担当している資産運用管理シス

テムについて、毎週火曜日に、新規のシステム導入に向けた業者との打ち合わせを定例的に実

施しています。令和５年に新システムへ移行することを目指し、システム業者の担当者と中長

期的な作業工程の確認や作業の進捗報告・課題の解決方針などを話し合っています。

火曜日▼

水曜日▼

前日に行った新システムに関する打ち合わせを経て、新たに発生した課題への対応や、課

内に共有する打ち合わせ内容の記録に齟齬等がないかをチェックします。また、水曜の午

後は、部署内で実施している「外国債券運用研修」に出席しています。業務内容が国内外の

金融市場と密接に関わっているため、「外国債券運用研修」で債券運用に必要な知識の習

得に努めているほか、毎朝、証券会社から送られてくる市場レポートには必ず目を通すよう

にして、金融市場の動向にも気を配るようにしています。

金曜日▼

前日のシステム業者との会議を経て発生した作業や、共有される会議録に齟齬等がないか

チェックします。また、火曜日に起案した新規貸付に関する決裁が終了（正式に承認）された

ため、貸付を行う政府系金融機関に対し、最終連絡及び運用資金の管理を委託している銀

行に送金をするように依頼します。併せて、外貨資金の貸付総額の現在残高を、別の担当か

ら毎月公表している「外貨準備高」のうちの一つの項目として公表することになるため、今月

の新規の貸付総額と返済総額を考慮し、現在残高がいくらになるかを確認するための資料

作成を行います。

［平成30年入省］

OHIRA Tsubasa
大平 翼

国際局為替市場課
資金管理室
特別会計第六係

木曜日▼

保守を担当している資産運用管理システムについて、毎週木

曜日は、現在システムで生じている不具合への対応方針や、

新規にシステムを導入するまでの運用方針について、保守業者

の担当者と相談・検討を行っています。ICTの専門的な知識を必

要とする場面も多いですが、積極的に質問をし、疑問点を確実に解消す

ることで、システムが円滑に運用されるように努めています。また、外貨の運用に必要な円

資金を確保するための短期証券の発行について、証券を発行することになる理財局に対し

て、向こう2か月間の資金需要の見通しを定期的に報告しています。理財局では、この報告

内容をベースに今後短期証券の発行スケジュールや発行金額を検討することになります。

One
 Week Of Flow

係員の1週間

現在の業務について

私の所属する総合政策課は、国内外の経済情勢を調査・分析し、各経済政策が適切

に機能していくために必要な政策調整や、予算や税制などの政策立案の基となる

情報の発信を行っています。その中で、私は調査第一係において、国内経済に関す

る調査・分析を行っており、日々変化する経済指標を分析しながら、各政策が日本

経済にどのような影響を及ぼすかの情報の収集に主に携わっています。また、私は

入省３年目ですが、一部の経済指標については、自分がその指標の分析の責任者と

して、幹部などにも分析結果の説明をしています。日々変化する経済指標を正確に

把握することは非常に難しいものですが、経済をより深く勉強することができると

ともに、大きなやりがいを感じることができる仕事です。

定時後の過ごし方 現在の業務について

国際局為替市場課資金管理室では、外国為替相場の安定を保つた

めに実施する為替介入に備え外貨資産を保有しており、保有外貨資

産をマーケットで運用することで生まれる収入等を「歳入」、人件費

や運用手数料等を「歳出」とする、外国為替資金特別会計を運営し

ています。私は、特別会計の会計・経理と、外貨の運用資産を管理

するシステムの保守を担当しています。時期に応じて発生する、長

期的な案件もありますが、今回は定例業務を中心に私の職場の1週

間をご紹介します。

平日に仕事に精一杯励むためにも、休日は、特に気分を

リフレッシュするようにしています。外出することが好

きなので、洋服を買いに行ったり、気になるカフェに行

ったり、友人と飲み会をしたりして過ごしています。

また、社会人になってから始めたゴルフを上達させ

るため、しばしば打ちっぱなしの練習場に行ってお

り、ゴルフ場でも、職場の同僚や大学時代の友人

と定期的にラウンドを回っています。

休日の過ごし方

時差出勤（16：30が定時退庁時間）を利用しはじめ

てから、特に退庁後の時間を有効活用できるように

なりました。夕食を作る時間も十分に取れるため、

スーパーで買い物をしてから帰宅したり、家族や

学生時代からの友人とオンラインで近況報告し

て1日の疲れをリフレッシュさせたりしていま

す。また、最近はお弁当作りにも挑戦しており、

まとまった時間のとれる休日には1週間分の

お弁当のおかずを作り置きしています。



［令和2年入省］

CHIBA Shoko
千葉 翔子

主計局
司計課司計第一係
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主 計 局
先輩×後輩 対談
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L INTERVIEW 

［令和元年入省］

KANEGAWA Misaki
金川 美咲

主計局
厚生労働総括係

後 輩 先 輩

［平成24年入省］

NAKAGAWA Tadaaki
中川 忠明

大臣官房
政策金融課
政策金融第三係長

［平成30年入省］

WADA Shoma
和田 尚馬

大臣官房
政策金融課
政策金融第二係

先 輩 後 輩

金川　入省してから早くも1年だね。千葉さん
の業務内容を教えてください！

千葉　私が所属する司計課では、主に国の決
算や予算の適切な執行（支出）管理に関する業

務を行っています。

金川　主計局は予算「編成」という面が注目さ
れることが多いけど、司計課では、各省庁の1

年間の予算の使用状況を確認しているんだね。

来年度の予算編成の参考にもなる大事な仕事

だと思うな。

千葉　たしかに、成立した予算がどのように使
われているのかを知る機会は少ないかもしれ

ません。業務は覚えることが多く大変ですが、

周りの方々が丁寧に教えてくださるので、引き

続き気を引き締めて取り組んでいきます！

金川　私は厚生労働省の予算の査定業務を担
当していて、予算編成期は相手省庁と何度も議

論を重ねたよ。帰りが遅くなる時もあるけど、

先輩方がフォローしてくれるし、主計局には、

みんなで助け合って乗り越えようという熱い

雰囲気があるね！

金川　千葉さんは、色々な問い合わせに真摯
に対応していると聞くよ！初めての仕事で分か

らないことだらけだと思うけど、よく勉強して

いて頑張っているね！

千葉　特に問い合わせへの対応は、まずは現
在の状況を正しく把握・理解した後に、回答の

内容を考える必要があるので、まずは「先方か

らの情報を聞き漏らしてはいけない！」と必死

でやっています。私のメンター（助言・指導をす

る身近な先輩職員）でもある金川さんには、ラ

ンチにも何度か誘っていただきました。仕事の

悩みを聞いてもらっただけじゃなく、新社会人

としての仕事の仕方も教えてくださって、本当

に助かっています。ありがとうございます。

金川　こちらこそいつも楽しいランチをありが
とう！メンター制度は、歳が近い先輩と公私と

もに色々な相談ができるよね。私も去年、一つ

上の先輩にたくさんお世話になったんだ！

千葉　私は、昔から誰かの役に立ちたい、多く
の人の役に立てる仕事に就きたいと思い、幅広

く国民の方々の生活に関わることができる財

務省に興味を持ちました。例えば、財務省主計

局では、予算や決算といった財政面から各省

庁の政策、ひいては国民のみなさんの生活基

盤に関わることができます。例えば、私は現在、

全国の空港整備に関する予算の執行管理業務

において、航空業の円滑な運営の一部に携わ

っています。一つ一つの業務の影響力が大き

いので、緊張感があり大変ですが、とてもやり

がいを感じています！

金川　同感です！どの担当に配属されてもすご
く勉強になると思う！日本の財政に興味があ

る方はもちろん、財務省には国内外の経済に

関する幅広い業務があるので、パンフレットを

手に取っていただいた皆様には、まずは一度、

説明会に足を運んでいただきたいです！

主計局の仕事について

財務省を志望する方へのメッセージ

先輩からみた後輩の姿、
後輩からみた先輩の姿について

大臣官房（政策金融課）のやりがい・
魅力について

上司からみた部下の姿、
部下からみた上司の姿について

大臣官房
上司×部下 対談

SP
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L INTERVIEW 

中川　そもそも政策金融って何でしょう、あまり
馴染みがないよね。

和田　私も政策金融課に異動するまで全く知りま
せんでした。政府系金融機関を通じた融資や投資、

保証などの金融的政策を実施していますよね。

中川　そう。民間金融機関ではどうしてもリスク
を取ることが難しい、創業支援や災害対応への融

資が代表的かな。日本政策金融公庫や沖縄振興

開発金融公庫といった政府系金融機関の監督や、

それら機関を通して金融的な政策を企画・執行す

ることが仕事です。

中川　2020年4月ごろから新型コロナウイルス感
染症の感染が拡大し、政策金融としては、影響を

受けられた事業者の方々への資金繰り支援などの

政策を実施することが急務となりました。こうした

社会的な問題に対して、最前線で対応することが

求められ、とてもやりがいを感じています。

和田　新型コロナウイルス感染症の影響により、
突発的な問題や業務が発生していますが、中川さ

んが仰るように、このような際にこそ、政策金融の

重要性を痛感しています。私も、社会的な諸問題に

対して政策金融を通じて課題解決に少しでも役立

てるよう、日々勉強を重ねています。

和田　私から見た中川さんは勤勉家です。幅広い
問題を対処するため、関連している分野について

徹底的に勉強されています。また、人柄も尊敬して

いて、普段から些細なことでも声をかけてくださ

り、仕事面、精神面共に大きな支えとなっています。

何から何まで頼れる上司です。

中川　和田くんを見て思うのは、非常に素直であ
るということ。これはシンプルなことながら、最も

大事なことです。政策金融の分野が扱う対象は多

岐にわたります。また、一つ一つの問題に対して、

単一の視点ではなく、あらゆる観点から取り組む

必要があり、常に勉強する「素直さ」が何より大事

なわけで、この姿勢を是非とも続けてほしいなと

思っています。なお、余談ですが、偶然と趣味が重

なり、プライベートでも一緒に温泉や足つぼマッサ

ージに行ったりしています（笑）

和田　皆さんとても明るく、風通しの良い雰囲気
です。悩んだり、困ったりしていることがあれば、

役職にかかわらず誰にでも相談しやすいです。ま

た、常にチームで問題意識を共有しており、皆が前

向きに仕事をしています。

中川　コミュニケーションを密接にしながら活発
な議論をしています。これまでの経験からも思う

けど、誰とでも相談しやすい環境というのはとて

も大切なことかな。そういった雰囲気がある政策

金融課はすごくいい環境だと思うよ。それに加え

て、個性的なメンバーが多くて楽しいしね（笑）

和田　（中川さんも十分個性的だと思います
が・・・苦笑）

現在の担当業務について
職場の雰囲気について



介護関係

配偶者、父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹等の介護を行う職員が取得可能な制度があります。

年5日（要介護者が2人以上の場合は年10日）

通算して6ヶ月の期間内において、必要と認められる期間

連続する3年の期間内において1日につき2時間以内

○

○

○

:

:

:

短期介護休暇

介 護 休 暇

介 護 時 間

育 児 関 係

妊娠～出産まで

男性職員も育児関係の
休暇が取得可能

妻の出産に付添うための「配偶者出産休暇」や、妻の産前産後休暇期間中に

「育児参加のための休暇」を取得することができます。また、育児休業を取得する男性職員もいます。

復職後　仕事と育児を両立するため、勤務時間を短縮できる制度があります。（※男女ともに取得可能）

子どもが小学校に入学するまで、勤務時間を短縮できる制度

子どもが小学校に入学するまで、1日につき2時間以内で勤務しないことを認める制度

：

：

○

○

育児短時間勤務

育 児 時 間

復職後の勤務時間の例／大臣官房秘書課 Ａさんの場合
9:30 12:00 12:30 15:45 17:45

勤　務登
庁

退
庁勤　務 育児時間休憩時間の

短縮※

※休憩時間の短縮 … 妊娠中・子どもが小学校に入学するまでの間や小学生の子どもの送り迎え・家族の介護をする場合、休憩時間を短縮することを認める制度。

その他の
支援制度も充実

上記以外にも保育時間（子どもが1歳になるまで授乳や託児所等への送迎のため与えられる休暇）や、

子の看護休暇があります。

通勤ラッシュを避けて登庁できる通勤緩和・業務軽減等、妊娠中の女性職員の負担を減らす制度があります。

産前休暇（産前6週間前）、産後休暇（出産の翌日から8週間）が与えられます。

子どもが3歳に達するまでの間、育児休業を取得できます。

妊娠中

出産時

出産後

：

：

：

○

○

○

そ の 他

配偶者同行休業（外国で勤務等をする配偶者と生活をともにするための休業制度）

年次休暇、夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇 等

○

○

○ テレワーク（在宅勤務）

○ フレックスタイム制（職員が自身の勤務時間を割り振ることができる制度）

時間と場所にとらわれない働き方 ※一定の条件を満たすことにより、以下の制度を利用できます。
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財務省における女性職員の割合は増加してきており、今後は、そ

の活躍を図るための積極的な対応が求められます。また、こうし

た女性職員の活躍の視点に加え、優秀な人材の確保、心身の健

康の維持、広い視野に立った政策立案、次世代の社会を担う子

どもの育成環境の整備を可能にするためには、男女を問わず職

員全体について、仕事の質と能率性の向上、仕事と生活の調和

（ワークライフバランス）を確保できる働き方を実現していく必

要があります。 

ワークライフバランス
仕事と生

活の

調和を

［平成21年入省］

AMAYA Tokiko
天谷 季子
理財局総務課

　産院で双子妊娠の診断が出てすぐ上司

に妊娠した旨を報告したところ、フ

レックスタイム制による時差出勤

を勧めてくれました。ラッシュ時

間を避け、電車で座れる時間に

出勤でき、大変助かりました。

　また、健診のために病院に行く

回数が多く、頻繁に休暇を取得する

必要がありましたが、職場では妊婦が休

暇を取るということに理解があり、安心して妊娠生活と業務を両

立することができました。

　昨年4月に新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事

態宣言が出てからは、上司に勧められて終日テレワークを実施す

ることになりました。当時、私自身が省内のテレワーク制度の運

用を行う業務を担当しており、緊急事態宣言の影響でテレワー

クを行う職員が急激に増えたことで業務が忙しくなりましたが、

上司を始めとした職場の十分なサポートがあり、テレワークでも

支障なく忙しい時期の業務を行うことができました。

育児休業中の生活について

　産前休暇に入ってすぐ、切迫早産のため約２カ月入院し、予定日

より１ヶ月早く出産しました。双子でもあり、子供が小さく生まれ

てしまったため、２人ともNICU（新生児集中治療室）に入院が必

要となりましたが、未熟児のための医療制度により、入院費の自

己負担額も少なくて済みました。安心・安全に子供を産むことがで

きる日本の医療・保険制度の有難さを実感するとともに、その制

度を財政面から支えている財務省で働けていることを嬉しく思い

ました。

　現在、双子は生後5か月になります。育児はとにかくめまぐるし

く、双子の１人が泣いて面倒を見ているともう1人が泣き出すので

あやしていると、またもう１人が泣く…といったことの繰り返しで、

毎日ヘトヘトになっています。

　ただ、今では生まれた時の体重の3倍以上にまで大きく成長し、

これまで寝ているだけだったのに寝返りをして移動したり、私を

見ると笑ってくれてコミュニケーションが取れたり日々の成長を

実感することができてとても幸せです。

復職後の生活について

　私は、子供たちの成長を間近で見て、しっかりと育児を経験した

いと考えたため、子供が１歳を迎えた後の４月まで育児休業を取

得する予定でいます。

　仕事のブランクが出来てしまうことに不安は感じますが、妊娠・

出産・育児といった経験をこれからの業務に活かし、また、以前と

違った視点で業務に取り組んでいきたいと考えています。

　職場復帰後は、子供の保育園の送り迎えなどのため、時間的な

制約が出てくると思いますが、テレワークやフレックスタイム制な

どの制度を利活用し、実情に合わせた柔軟な働き方をすることが

できることをありがたく思います。

　民間企業に勤務している

夫は、育児にとても関心が

あり、現在、新型コロナウイ

ルス感染症対策で、ほぼテ

レワークをしていることもあ

り、双子の大量の哺乳瓶の洗浄

や同時泣きのときにはあやしてくれる

など、仕事の合間合間を見つけて、育児をしています。私の職場復

帰後も、お互い協力をして、育児に取り組んでいきたいと考えてい

ます。

ライフイベントを
大切にする働き方

“
”

育児休業を取得するにあたっての周りのサポート



令和2年
採用職員からの
メッセージ
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令和2年採用職員5名に、

就職活動の思い出や入省してからの

1年間を振り返ってもらいました。

Q2 どんなことを心掛けて
仕事を行っていますか？ Q3 入省してから成長したと

思う部分はどんな部分ですか？

Q4 入省前と入省後で
ギャップはありますか？

Q5 財務省を志望する方へ
メッセージ

Q1 職場の雰囲気は
どうですか？

A2 周りの職員や上司の状況・会話に注意を向け、これから

どのような情報が必要になるのか、そし
て、自分が取るべき行動は何かを常に考え
ながら仕事を行っています。

A1 職場の風通しはとてもいいと思います。上司や
先輩にも質問をしやすい雰囲気があり、分からない点は、と

ても丁寧に教えていただけます。また、1年目職員でも自分

の考えを話したり意見を求められたりすることがあり、主体

性をもって業務に取り組むことができます。

A3 専門的知識が必要となる業務もあるので、日々の業務の

中で知識の習得を心がけています。新しく習得した
知識が別の業務で生かすことができた時に成長
したと感じることができます。

A3 自ら考え行動する姿勢が身につきました。入省当初は、分か

らないことや判断に迷うことがあると、すぐに上司や先輩

に頼ってばかりでしたが、現在では、まず、過去の事例や根

拠となる法律・通達などを調べ、自分なりに答えを
出した上で、相談するようになりました。

A2 この一年は担当の仕事の方法や進め方だけでなく、社会人一年

生としても様々なことを教えていただきました。「言われているう

ちが花」ではありませんが、失敗した際に、ただ落ち込むのでは

なく、指導された内容・理由や、なぜそのように
なったのかを考え、その反省を踏まえて、次回によりよい
仕事ができるように意識しています。

A4 入省後1番感じたギャップは、1年目でも責任感のある仕事を
任せてもらえたことです。入省前は、1年目の業務は、コピーや入
力など、上司や先輩の資料作成などの補助が中心と考えていましたが、現

在では、徐々に、自分が主体となった担当業務を任されるようになり、（勿

論、今でも周囲の方に仕事を教えてもらいながらではありますが、）資料作

成から、上司や外部の方へ説明へも任されるようになりました。

A5 予算・税制だけでなく、通貨や国債や関税業務、

財務省の業務フィールドは、想像以
上に幅広いため、是非、説明会に一度足を運
び、興味のある分野を見つけてみてください！

A5 当初、公務員受験を始めた頃は、公務員の仕事は、机に向かって一人で

黙々と行うものと思っていましたが、採用説明会で採用担当の方から

「財務省は、議論は徹底的に戦わせ、方向性が決まっ
たら一枚岩となって取り組む職場だ」という言葉を伺い、
仲間と協力して働くことができる職場だと感じて財務省を志望しました。

是非、皆さんも先入観にとらわれず、説明会等で財務省という職場の雰

囲気を感じて、そして、魅力の一端を感じていただければと思います。

A2 スケジュール感をもって業務に取り組むことを
常に心掛けています。締切日から逆算し、業務の完成までのプロセ

スを考えて、スケジュールを立てています。余裕をもって計画を立

てると、想定外の業務が入っても、柔軟に対応することができます。

A1 職員の間で、知見を共有できる風通しの良い雰囲気
だと思います。また、私と同じ課には、様々な業界の民間企業から出向さ

れている方が多く在籍しており、経済の指標の捉え方ひとつにしても、各

業界それぞれの視点を学べることが魅力です。

A1 急な案件も多く、常に緊張感をもって業務に
あたっています。ただ、緊張感がある中でも、上司
や先輩は優しい方々ばかりで、分からないことがあれば

すぐに聞くことができる相談しやすい職場です。

A3 周囲の動きを注視するようになりました。職場内では

常に複数の業務が同時並行で進んでいます。自分が

主担となっている業務以外のことを急遽お願いされ

る場合もあるので、上司の会話や共有されるメールな

どを通して、今、誰がどんな業務を行って
いるかを把握するようにしています。

A4 入省前は常にお堅いイメージがありましたが、実際に働

いてみるとメリハリがあり、ところどころ
肩の力を抜いて仕事ができるところに、
いい意味でギャップを感じています。時には上司や業

者の方と雑談を交えながら、楽しく仕事をすることもで

きています。

A4 一番感じたギャップは、役職や立場にとらわれずに
自分の意見を発信できる機会が多くあるところ
です。私自身は、勿論まだ知識や経験も浅いですが、そんな一

年目職員の意見にも耳を傾けてくださり、入省前にイメージして

いた以上に風通しの良い職場だと感じています。

A5 毎年の予算・税制の策定や国の財産の管理など、財務省の業務は多岐に渡りますが、

どの業務も社会にとって必要不可欠なものです。そのため、自分自身も、日本の
将来が希望あるものとなるように、日々勤務しています。また、財
務省で働く職員の人柄の良さも魅力の一つだと思っています。是非、一度財務省へ

足を運び、職場の雰囲気や職員の人柄を感じ取っていただければ幸いです。



財務省の組織理念である「国の信用を守り、希望ある社会を次世代に引き継ぐ」

ことを実現するためには、仕事と生活の調和（ワークライフバランス）を確保でき

る働き方の実現も必要になります。仕事とプライベート、どちらも充実させた生

活を日々送っています。
財務省職

員の

オフショ
ット
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Q7 退庁時間は何時ごろですか？

24:00
19:00

20:00
22:00
18:15

18:15
23:00
17:00

19:00
1 位 2 位 3 位

通常期

繁忙期

閑散期

関東
65%

中部
11%

関西
7%

中国・四国
2%

北海道・沖縄 5%九州 5%

Q1

若手職員アンケート

出身地はどこですか？

大学卒
86%

専門学校卒
5%

既卒
（社会人経験有）

2%

既卒（社会人経験無）
7%

Q2 採用時の経歴は？

東北 5%

文系（法）
34%

文系
（経済・会計）

29%

文系（社会系）
12%

文系（その他） 12%

理系 5%

その他 3%

Q3 大学で何を学んでいましたか？

文系（文・教育系）
5%

Q4 毎日の通勤時間はどのくらいですか？

賃貸
51%

実家
21%

宿舎
26%

持ち家
 2%

Q5 現在の居住形態を教えてください！

デスクで食べる
（お弁当）

30%

庁舎内の
食堂で食べる

42%

外に
食べに行く

16%

デスクで食べる
（コンビニ）

12%

Q6 職場での昼食はどうしていますか？

● 心理学
● 哲学
● 外国語
 （ハンガリー語）
● 物理学
● スポーツ科学

● 地理
● 数学

こんな学部出身
の方もいます！

入省8年目までの若手職員から入省前の経歴や、

入省後の生活、働き方など様々なことを聞いてみました！！

30～40分
32%

50～60分
12%

30分以下
9%

40～50分
26%

60分以上
21%

最高に

リフレ
ッシュ

！

思い
出の

記念
写真
♪

休日におでかけ♪

BestShot!! 

皆で集
まると

やっぱ
り

楽しい
！

It's So Cool!!



Q
質問者

最近の採用実績について教えてください。

Q
質問者
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　財務省は予算編成、税制の企画立案、関税交渉、国の資産・債務管理、外国為替相場の安定など、

国の根幹に関わるものであり、職員が立ち向かう課題は多岐にわたります。これらの課題や、国民の皆様

からの行政需要に応え、責務を果たしていくために最も必要なことは、強い権限でも豊かな情報でもなく

「人材」であり、これまで以上に多種多様な能力・経験を持つ職員を必要としています。

　その「人材」に対して求めているものは、仕事をするうえでは、知識や経験など様々な能力が必要ですが、

それらを発揮するための土台となる、コミュニケーション能力が第一と考えています。ここでのコミュニケー

ション能力とは、ただ明るくて元気に会話ができるというだけではなく、物静かであっても、自分の頭で

考え、かつ、それを自分の言葉で伝えようとすることができる、というものと考えています。

「人材」に対して求めているもの

　このパンフレットでは、財務省が担う幅広い業務について、皆さんにできるだけ分かりやすく工夫

して作成しました。

　とはいえ、ここに掲載した説明や職員の体験談だけでは、職員一人ひとりが課題に向き合っている

実際の様子を、事細かに伝えることは困難です。ぜひ、財務省にお越しいただき、様々な課題に対して、

職員がどのように仕事をしているか、直に話を聞いてみてください。職員の生の声は、きっと皆さんの

心に何かを残せるはずです。

　様々な課題がある一方、公務という国民一人ひとりのために仕事をするということは、前向きに取り

組む志があれば、やりがいを多く得られることができます。私たち採用担当者一同、ぜひ、個性・

才能のある皆さんと出会えることを楽しみにしています。

個性・才能のある皆さんとの出会い

採用担当者からのメッセージ

Q A採用に関連する

よくある質問

A

財務省の具体的な業務について
知りたいのですが、どうしたらいいですか？

財務省では、人事院が全国各地で開催する「一般職各府省合同説明会」のほか、各大学・公

務員予備校主催の説明会等に積極的に職員を派遣しています。また、財務省が主催するイ

ベントでは、現役職員による詳細な業務説明や若手職員との座談会を中心とした説明会、

財務省の各機関（本省、財務局、税関、国税局）が合同で行う「財務省一般職・専門職セミ

ナー」等を開催しております。説明会等の情報は、財務省のホームページに随時掲載してお

りますのでご確認のうえ、お気軽にご参加下さい。

財務省

Q
質問者

A

入省後のキャリアパスについて教えてください。

一般職試験からの採用の場合、採用後数年間は本省内部部局において様々な経験を積み、

自分の希望職種や適性を見つけていくこととなります。その後、地方支分部局（財務局、

税関）へ出向し現場勤務の経験を経て、本省に戻り、特定の部局で専門性を高めていく

こととなります。希望次第では、国際機関への派遣や業務上関連のある他省庁への出向

の機会等もあります。

さらに財務省においてはこれまで旧Ⅱ種、Ⅲ種職員の幹部登用を進めてきており、一般職

試験からの採用者も、能力と実績次第では本省・地方支分部局の幹部職員として活躍す

ることが期待されています。

財務省

A

国家公務員一般職試験（大卒程度）合格者からの採用者数は、令和2年度には5名、令和3

年度には9名となっております。過去4年間の採用者状況は以下のとおりです。

財務省

平成30年度 平成31年度
（令和元年度） 令和2年度 令和3年度

12 7 5 9

4 3 3 6

一般職
（大卒程度）採用者

うち女性数

詳しくは
財務省本省一般職採用HP、
または公式Twitterをご覧ください。

一般職採用HP 公式Twitter
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