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第1部

財務省の活動

第1部

財務省は、国の資金の流れという観点から、国家のあらゆる分野について重要な動きに関わっています。

目次

財政政策

財務省は、多様な政策ツールを有しており、またカウンターパートも多岐にわたります。
政策ツールは、
「財政政策」、
「マーケット関連政策」
「国際関連政策」の３つに分類することができます。
、

05

第１部では、政策立案の最前線で活躍する職員が、業務内容をご紹介します。

予算編成
主計局主計官補佐
（国土交通係担当主査）

カウンターパート

谷口 逸生

内閣府

07

税制企画
主税局税制第二課 課長補佐

樫野 壮一郎

警察庁
09

金融庁

マクロ経済政策
大臣官房総合政策課 企画室長

小田原 卓也

復興庁
カウンターパート

国際開発金融機関
（世界銀行、ADB等）

国際金融政策

途上国開発政策

予算編成

税制企画

法務省

マーケット関連政策

外務省

11

政策金融
大臣官房政策金融課 課長補佐

竹内 雅彦

厚生労働省

財政投融資

関税政策

WTO・WCO

大沢 暁子

文部科学省

発展途上国

財政投融資
理財局計画官補佐
（国土交通・地方企画係担当）

総務省

財政政策

IMF

国際関連政策

G20・G7

財務省の
政策ツール

10

12

為替政策
国際局為替市場課 課長補佐

農林水産省

長谷川 実

経済産業省

13

国債管理政策
理財局国債業務課 課長補佐

為替政策

国債管理政策

岩﨑 浩太郎

国土交通省

政策金融

環境省

国際関連政策

防衛省

マーケット
関連政策

14

関税政策
関税局業務課 課長補佐

安部 峻平

15

国際金融政策
国際局国際機構課 課長補佐

浅尾 耕平
カウンターパート

為替市場

海

03

外

財務省の活動

債券市場

株式市場

金融システム

16

金融庁

途上国開発政策
国際局開発政策課 開発政策調整室長

日本銀行

濱田 秀明

国

内
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財政政策
予算編成

主計局主計官補佐（国土交通係担当主査）

谷口 逸生

断を下していく責任は重大です。
（注：日常生活で

現在の業務について

TANIGUCHI Issei

は、何につけ妻に頼ってばかりですが……）また、
「コロナ禍」においては、従来の延長線上にはな

国土交通係で取り組んできた課題

［平成17年入省］

い新たな発想も求められ、新たな補助制度をい

私が担当しているのは、鉄道やバス等の公共
CAREER

交通、観光振興、海上における治安維持（海上保

主査の仕事は単に要求された予算を削ること

安庁）といった分野です。令和3年度の予算編成

ではありません。例えば事業者支援施策でいえ

を振り返れば、

ば、社会の変革期であるからこそ、厳しさを承知

平成 17 年

大臣官房秘書課

平成 19 年

広島国税局

平成 20 年

理財局国有財産企画課

平成 20 年

内閣府再就職等監視委員会事務局

平成 21 年

理財局財政投融資総括課

平成 22 年

留学（英・ノッティンガム大、
ケンブリッジ大）

平成 24 年

加治木税務署長

伴 う新 た な 建 設 財 源 の 措 置と 工 事 費 の 抑

平成 25 年

国税庁長官官房総務課 課長補佐

制のための整備スキームの抜本的見直し

平成 26 年

復興庁統括官付参事官付参事官補佐

平成 28 年

で、単なる経営支援ではなく、事業の転換や拡大
を後押しするような中長期的に意味のある補助

○ 北陸新幹線の工事費再増加（2,658億円）に

制度にできないか等、政策提案もぶつけながら、
持ち込まれる施策をブラッシュアップし、相手省

○ 経営状況が悪化している地域公共交通の維

庁やその周囲の関係 者がみな納 得するととも

内閣官房副長官補付

持と活性化のため、収益増加の取組みを後押

平成 29 年

主計局総務課 課長補佐（歳入・国債係担当主査）

に、何よりも納税者からの理 解を得られるよう

平成 30 年

主計局主計官補佐（文部科学係担当主査）

しする補助制度の創設

令和 元 年

主計局主計企画官補佐（調整係担当主査）

な、一粒で二度も三度もおいしい奥行きのある

○ 宿泊施設や飲食店、土産物店といった観光施

予算を作っていくのが主計局担当者に求められ

設のリニューアルや廃屋撤去等、観光拠点の

るものだと思います。そして、そうした担当者の

面的再生のための補助制度の創設

考えが目に見える形で実現していくのが、仕事の

○ 緊迫する尖閣諸島情勢等に対応するための

概

要

予算編成とは、日本が抱えるすべての政策課題に対し、その優先順位を

○官邸、内閣官房

○経済界

判断してメリハリ付けしながら、より効率的で政策効果の高い制度へと

○各省庁

○学界

○国会議員

○マスメディア

○各業界団体

○各国財政当局

○地方公共団体

○国際機関

能で理解の得られる形で配分していく営みです。これは、国づくりそのも
のです。

海上保安庁の体制増強

業務の主なカウンターパート

ブラッシュアップし、国民から託された税金を、将来世代も含めて持続可

醍醐味だと思います。

○ JR北海道、JR四国の経営自立に向けた新た

国家公務員を志す皆さんへ

な支援策の策定
○ GoToトラベル事業の累次の運用改善、事業

財務省に採用されて15年、主計局以外でも、東

の停止・延長対応

日本大震災の復興財源フレームの策定・見直し、
内閣官房における政権の重要施策の政策調整
等々、多種多様な課題とその成果がありました。

そうした思いを共有し、談論風発、新たな風を

こうした多岐にわたる国土交通省の重要施策
を預かり、短期間に同時並行で検討し、一人で判

持続可能なより良い国づくりを目指して
政策分野に関する総論
すべての政策を扱う主計局
主計局が担当する「財政政策」
「予算編成」のそ
の実は、極めて多岐にわたります。
扱う政策をあげれば、医療・子育て等の社会保

ルス感染症対応として、100兆円を超える国債

悩み抜き、涙を呑んで判断し、できる限り効率的

を発行し、一般会計歳出総額を例年の2倍近い

納税者への説明責任を第一に、
「公費を最も効

に実現していくことが、予算編成の核です。

約176兆円とする前例のない対応を取ってきま

率的・効果的に使うものであるか」を追求し、
「政

また、
「単年度」
「政策単位」という目先のミクロ

したが、より先を見据えれば、大規模災害等の次

策目的を達成するために正しい手段か。補助で

な予算管理だけではなく、将来をも俯瞰した持

のリスクにも耐えられる財政も必要です。持続可

はなく融資や規制（緩和）など他の手段があるの

続 可能 な財政 運営がなければ 国は廃れます。

能な財政のため、財政の平常化も進めなければ

ではないか」、
「事業者の自助努力をかえって削ぐ

なりません。

支援になっていないか」、
「 公平性は保たれてい

「2025年度の基礎的財政収支の黒字化」といっ

障、公共事 業、エネルギー、教育、科 学技 術、外
・・・
交、農業……と、それは政府が取り組むすべての

た中長期的な財政健全化目標を適切に設定し、

政策です。

済 運営目標を 追 求 するのも、主 計局の 大きな

価値の多様化がますます進む現代、国民から
託された税収を中心とする財源をどう配分する

財務省の活動

きればいい」という単純な話ではありません。

ことが「正しい」のか。政策の優先順位を冷静に

経済成長と財政健全化の両立というマクロの経
ミッションです。
特に、令和2年度においては、新型コロナウイ

主計局の仕事とは

係員の
業務

等々、常に歴史の中心にいるような思いですし、
その思いと責任は年々強くなります。

主査の仕事のやりがいと難しさ

05

くつも創設しました。

もたらしてくれる皆さんとの出会いを心から楽し
みにしています。

主計局調査課

小峯 千佳

［令和2年入省］

KOMINE Chika
主計局調査課の大きな仕事の一つに、
「財政制度等審議会」の運営があり
ます。
「財政制度等審議会」とは、予算・決算等の重要事項について調査・審
議を行う場であり、審議結果は「建議」として取りまとめられ、注目を集めて
います。令和2年秋の審議会では、新型コロナウイルスの感染拡大を受け
た財政出動の在り方をはじめとした、予算編成上の重要課題が議論されま

るか」……等々、相手省庁の置かれた環境も理解

した。私は、建議の取りまとめに携わる機会に恵まれました。入省して1年

しつつ、相手とは異なる視点からゼロベースで政

目であっても、主体的に関係者と連絡調整することでプロセスに関与でき

各省から持ち込まれる予算案（すなわち政策

策を吟味し、より質の高いものにしていくという

案）に対して、財務省の担当者と相手省庁の担当

のが主計局の業務の本質です。それはより良い

者が行っている議論は、
「 1円でも予算を削減で

社会を追求する作業そのものだと思います。

ると感じました。建議の公表後、新聞やテレビで報道され、多くの方々から
反響があった時には、充実感とともに身の引き締まる思いがしました。
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財政政策
税制企画

主税局税制第二課 課長補佐

樫野 壮一郎

現在の業務について

KASHINO Soichiro
［平成20年入省］

エコカー減税の見直し

CAREER

自動車関係の税制の担当として、令和3年度税

平成 20 年

主税局調査課

平成 22 年

大臣官房総合政策課

平成 23 年

主計局総務課

見直しでした。エコカー減税とは、環境性能に優

平成 25 年

留学（米・シカゴ大）

平成 27 年

大臣官房文書課 課長補佐

れた自動車の普及を促進するため、自動車の構

平成 28 年

花巻税務署長

平成 29 年

国税庁長官官房総務課 課長補佐

平成 30 年

厚生労働省保険局保険課 課長補佐

制改正における主要な論点は、エコカー減税の

造や燃費基準の達成度に応じて新車購入時の自
動車重量税を減免する租税特別措置です。

概

要

業務の主なカウンターパート

し、関係者との調整を行ったうえで、改正内容の
制度化に至るまでやり遂げることは、非常にやり
がいがあり、貴重な経験になります。

より良い社会を引き継いでいくために
自動車を取り巻く環境は大きく変化していま
す。脱炭素社会の実現に向けて電動化の取組み

乗用車の新たな燃費基準が策定され、より厳

が進んでいます。自動運転やネットワークに接続

しい基準の達成に向けた取 組みが行われるな

したコネクティッドカーに代表される技術革新

か、エコカー減税の政策インセンティブ機能を

が起きています。シェアリングなど自動車の利用

発揮するためにはどのような改正を行うべきか

のあり方も変化しています。こうした変革を踏ま

を議論しました。その際には、電気自動車へのシ

えた自動車関係税制のあるべき姿について、引
き続き検討していく必要があります。

○エコノミスト

な財源を調達することです。税の制度設計は、国民や企業の行

フトといった国際的な潮流があるなかで、自動車

○総務省（地方税担当部局）

○国会

産業の目指すべき姿も見据えた検討が必要にな

税制改正に携わるということは、税制を通じ

○各省庁

○マスメディア

ります。一方で、コロナ禍にあることを踏まえれ

て経済社会の構造変化や日本の抱える課題に対

○産業界

○国際機関

ば、全体として自動車ユーザーの負担が増えない

応していくということであり、それは将来世代に

○学者

○外国税務当局

ような配慮も求められます。多様な論点に対し

対してより良い社会を引き継いでいくことにつな

て、改正を行った場合の影響を分析しながら、関

がります。熱意ある皆さんと、日本の未来を考え

係者と議論を行いつつ、詳細な制度設計を検討

ながら、税制のあるべき姿を議論できる日を心

しました。

待ちにしています。

する、より良い税制を考える役割を担っています。

税制改正の内容は、与党の議論を経て税制改

税制を通じて国の未来を考える
制を考えていくことです。

正大綱として決定されます。そして、大綱に基づ

また、税制は特定の政策目的を実現するため

代の資産の早期の世代間移転を促進するために

税は、社会の構成員である国民が、公的サービ

の政策手段としても用いられます。租税特別措置

は、資産課税をどう見直していくべきか。経済の

スに必要な費用として広く公平に負担するもの

による税負担の軽減等を通じて、経済社会を誘

グローバル化・デジタル化が進展するなか、国際

です。税制改正の検討に当たっては、その時々の

導することにより、日本が抱える課題への対応

課税上の課題にどう対応していくのか。様々な角

を図っています。

度から税制のあり方を検討する必要があります。

税制は、その時々の経済社会を基礎として構

経済社会情勢を踏まえながら、負担能力に応じ

築されるものであり、経済社会を映し出す「鏡」

た公平な税制にすることが求められます。また、

でもあります。経済社会の構造は常に変化してお

特定の世代に負担が集中しないよう、世代間の

り、日本が抱える課題も時代とともに変わりま

公平を確 保することも重 要です。さらに、公的

経済社会の変化に対応した税制を考える際の

す。それにもかかわらず、税制が変化に対応して

サービスの水準に比して、税負担の水準が低け

論点は、多岐にわたります。働き方やライフコー

いなければ、適正かつ公平な税制は実現できま

れば、負担が将来世代に先送りされることにもな

スが多様化するなかで、働き方によって有利・不

せん。主税局の役割は、毎年度の税制改正を通じ

るため、将来世代の視点に立った検討が欠かせ

利が生じない公平な個人所得課税をどう構築し

て、経済社会の変化に応じた適正かつ公平な税

ません。

ていくのか。格差の固定化を防止しつつ、高齢世

07 財務省の活動

済社会の変化に応じた税制のあるべき姿を構想

○国税庁

税制改正において、その時々の経済社会の構造や課題に対応

適正かつ公平な課税の実現

制度化されます。税制改正プロセスにおいて、経

税の主な目的は、政府が公的サービスを提供するために必要
動、社会のあり方と密接に関連しています。主税局は、毎年度の

政策分野に関する総論

いて税制改正法案を作成し、国会の審議を経て

変化する経済社会と税制のあり方

あるべき税制を構築していくためには、現状を
多角的に分析しながら、目指すべき国の姿を見据

係員の
業務
主税局調査課

増谷 瞭

［令和2年入省］

MASUTANI Ryo
私の業務は、フランス税制の調査です。1年目ではありますが、フ
ランスの税制に関して問われた場合、私が日本政府の責任者とな
ります。調査の際は、政府資料に当たることはもちろん、ときには

えつつ、その時々の経済社会に適した税制を構

大使館に照会することもあります。特に印象に残っている調査

想するための骨太な議論が求められます。

は、炭素関連税制の調査であり、グリーン政策の検討に活用され
ています。責任は重大ですが、自分の業務が政策立案に貢献して
いることを実感し、やりがいを感じています。

08

財政政策

財政政策

マクロ経済政策

大臣官房総合政策課 企画室長

小田原 卓也
ODAWARA Takuya
［平成14年入省］

概

財政投融資

CAREER

要

平成 14 年

大臣官房総合政策課

平成 15 年

大臣官房政策金融課

平成 16 年

福岡国税局

平成 17 年

留学（米・イエール大）

平成 18 年

在ニューヨーク日本国総領事館 副領事

平成 20 年

大臣政務官秘書官

平成 21 年

国税庁調査査察部査察課 課長補佐

平成 22 年

沼田税務署長

平成 23 年

関税局業務課 課長補佐

平成 24 年

大臣官房政策金融課 課長補佐

平成 25 年

青森県農林水産部団体経営改善課長

平成 27 年

青森県総務部財政課長

平成 28 年

主計局法規課 課長補佐

平成 29 年

主計局主計官補佐（防衛係担当主査）

平成 30 年

復興大臣秘書官

理財局計画官補佐
（国土交通・地方企画係担当）

CAREER

大沢 暁子
OSAWA Akiko
［平成21年入省］

大臣官房総合政策課

平成 23 年

福岡国税局

平成 24 年

国際局国際機構課

平成 26 年

留学
（米・コロンビア大）

平成 29 年

大臣官房文書課

平成 30 年

内閣官房健康・医療戦略室 参事官補佐

令和 元 年

内閣官房社会保障改革担当室 参事官補佐

業務の主なカウンターパート

概

マクロ経済政策を企画立案する際には、国内外の経済情勢を調査分析し、その

○国会

財政投融資（財投）
とは、政府が財投債を発行して調達した資金を、
日本政策金

○日本政策金融公庫

○各省庁

見通しを持ちつつ、金融政策をはじめとする他の諸施策も踏まえて、最も効果

○内閣官房・内閣府・日本銀行

融公庫やＪＢＩＣ、
ＤＢＪ等の財投機関に融資・出資する仕組みのことです。
これ

○JBIC（国際協力銀行）

○地方公共団体

が発揮されるように政策を調整しなければなりません。大臣官房総合政策課

○金融庁・経済産業省等の関係省庁

らの財投機関は、財投で調達した資金を元手に、中小企業に対する低利融資や

○DBJ（日本政策投資銀行） ○民間金融機関

は、
こうした財務省所掌の政策の総合的、基本的な企画立案と総合調整の機能

○経済団体・金融機関・格付会社

インフラ事業に対する長期融資をはじめとした、政策的対応が必要な分野に対

○JICA（国際協力機構）

を担っています。

○学者、エコノミスト

して、金融を通じた支援を行っています。

○官民ファンド

マクロ経済政策の総合調整はリベロでもある
マクロ経済政策の総合調整

政策の調整はミクロ施策にも

財務省は、予算や税、財政投融資など、マクロ経済に大きな

マクロ経済情勢の分析を背景として、各部局が行っている

影響を及ぼす政策ツールを所管しています。ですが、そうした

ミクロの経済政策の検討に貢献することもあります。財務省

政策が、もし、政府が進める他の施策、例えば規制制度の改革

のマクロ経済政策の全体的な方向性を見据えているからこ

や、日本銀行が所管する金融政策と、バラバラに実施されて

そ、各関係部局に助言できることがあるのです。比較的自由

いるとしたら……。かくして、タコ壺を越えて、マクロ経済政策

な立場で、ときには議論をリードする姿勢で、各部局が適切に

の総合調整役を果たすのが、総合政策課です。

連携できるよう総合調整を行っています。

経済のインテリジェンス

危機の中でのマクロ経済政策

策を検討するだけでなく、デジタル・グリーンなどの今後の成
長分野も見据えました。厳しい財政状況の中、
「守り」と「攻め」
を柱とする経済対策で、補正予算をはじめとする財政政策に
つなげました。

要

平成 21 年

業務の主なカウンターパート

○マーケット関係者

未来を創る財政投融資
あなたは何者であり、
どこへ進み、
何を成し遂げたいのか
皆さんは10年後、20年後、どのような世界に、

規模となりました。資金繰り支援を引き続き確保

財政投融資計画の編成

する一方、ポストコロナを見据えた未来への投資

令和2年度の財政投融資では、新型コロナウイ

として、ライフサイエンス分野におけるイノベー

ルス感染症による極めて厳しい経営環境の下、
暮

ション投資、資本性資金の供給を通じた事業再

らしと安心を守るため、65兆円に及ぶ計画を組

生、
5G通信網、
高速道路や空港といった大型イン

私が職員として財務省の門をくぐった2009年

み、
中小企業や病院の資金繰り支援を行ってきま

フラ整備を目指しています。

総合政策課は財務省の「リベロ」でもあります。各部局の間

春、世界はリーマン・ショックの渦中にあり、各国

した。
プラスの経済価値を生み出せる企業が一時

「日本」というと、少し自分とは遠いもののよう

に落ちてしまいそうな、しかし、国家の重要案件であるタマを

が必死で未曽有の金融危機から金融システムを

的な不測の事態により倒産を余儀なくされた場

に感じ、
「世界」で起きているアメリカ大統領交代

果敢に拾いにいきます。例えば、国際金融センターの整備や

守るための政策対応を実施していました。それか

合、既存の雇用環境が突然消滅し、取り返しのつ

に当たっての議会乱入や、
イギリスのＥＵ離脱も、

マイナンバーを利用した公金受取口座の設定。他省庁や他部

ら10年の時を経て、足元ではプラットフォーマー

かない影響を個人の暮らしに与えることになりま

自分の生活とは切り離された一つのニュースとし

新型コロナウイルスの感染拡大との闘いは、非常に神経を

局所管の施策でも、内閣の重要な政策課題に進んで貢献しま

の出現、
5Gなどの通信技術、
CtoCビジネス、
AI技

す。緊急事態宣言の発令、変異株の出現、各国に

て眺めておられるかもしれません。
しかし、
それら

勢の調査分析が不可欠です。総合政策課では、省内外のエコ

使う業務でした。各産業が受けた影響の度合い、人出の動向、

す。具体的な政策に落とし込めるよう、省内外の政策担当に

術の躍進など、
人々の生活に確実な変革がもたら

おけるワクチン接種の開始など、目まぐるしく状

全ては、集合体の構成員として私たち一人ひとり

ノミストや市場関係者、国際通貨基金（IMF）などの国際機関

企業の資金繰り状況など、指標やデータに目を凝らし、既に講

積極的に提案もします。
「こんな案件も担当しているの？」と

されています。社会に必要な変化を読み取り、そ

況が変わりますが、ショックが個人を直撃するこ

が形作っているものに他ならず、翻って個人の生

とも日常的に情報交換し、国内の消費、生産、投資、輸出入、海

じた政策の効果を見極めました。

よく驚かれますが、大臣を支える責任感を持ち、担当分野の壁

の先鞭を担うこと、
これが財務省の役割です。

とを防ぎ、機動的なバッファーとなることが危機

活に大きな影響を与えます。
微力ではありますが、

時の政府には求められます。

日々の業務を通じ、繁栄する日本を作っていきた

時宜にかなった経済政策を企画立案するためには、経済情

外経済の情勢まで、経済の「体温」を測ります。金融市場が大

晩秋、感染拡大による経済の下振れリスクが意識され、
「総

きく変動すると、金融庁や日本銀行との情報交換会合を主催

合経済対策」
（2020年12月閣議決定）の策定に携わりまし

し、市場の細かな動きをウォッチします。

た。影響の大きい産業を特定し、事業と雇用を下支えする政

係員の
業務

リベロだからできること

を越えて幅広く総合調整を担う立場だからできることです。

初心を忘れずに

未来に生きていたいと思いますか。

中でも、
財政投融資は、
民間金融では対応が困
難である長期・固定の資金供給を行う財政融資、

令和3年度の財投計画も、
40兆円と過去最大

いと願っています。

リスクが高い事業に対するエクイティファイナン

財務省に入省し、最初の配属が大臣官房総合政策課。その

スとしての産業投資を担っており、舞台は国内外

ときと机の位置が変わりましたが、同じ担当ラインに戻って

を問わず、
全国1800程の地方公共団体への貸付

きたのが昨年夏。様々な経験を経て思うのが、ここでは、青臭

や、
日本企業による海外M&A、
資源開発も支援し

い議論、大いにウェルカムです。例えば、予算を国会に提出す

ています。古くは戦後の経済復興期において、東

久保 麟太郎

る際に財務大臣が財政演説を行いますが、そのドラフトにあ

名高速道路、成田国際空港といった、日本経済の

KUBO Rintaro

SHIMATANI Yukino

たっては、1年目の職員も10年目の職員も同じ。みんなで財

要となる大型社会資本整備や、
鉄鋼・海運・電力な

令和2年春、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた企業等を支えるた

総合政策課で、
国内経済の調査・分析に携わっています。
足元の経済動向を

政演説にふさわしい言葉を推敲します。経済財政や歴史、文

どの基幹産業育成のための長期資金の供給を行

め、総額約50兆円の財政投融資計画の追加を決定しました。自らが足を踏み

明に至るまでの見識や、地に足の付いた素朴な常識も試さ

いました。

入れた職場が、日本が直面する困難に立ち向かう最前線基地であることを実

大臣官房総合政策課

島谷 薫乃

［令和2年入省］

ウォッチして、日本の経済成長率等のマクロ指標を分析し、省内外に発信
する役割を担っています。令和2年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に
よる日本経済への影響について議論する機会が多く、
経済の見通しを理解
することの難しさとやりがいを感じました。1年目から経済のプロフェッ
ショナルに囲まれて働く環境に身を置き、
多くの学びがあり刺激的です。

れます。
私も、自らの初心を忘れず、瑞々しい感性をもった皆さん
と大いに議論して、一緒に日本の未来を創る機会を楽しみに

係員の
業務

理財局財政投融資総括課
［令和2年入省］

感した瞬間でした。財政投融資総括課では、財投計画編成の指揮に加え、マー
ケットからの原資（財投債）調達や、融資の償還確実性を確保するための法改
正等を担っています。1年目職員として走り回りながら、日々交わされる広く深
い議論から勉強を重ねる毎日です。

しています。
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マーケット関連政策

マーケット関連政策

政策金融

CAREER

為替政策

平成 20 年

大臣官房総合政策課

平成 21 年

大臣官房政策金融課

平成 22 年

福岡国税局

平成 23 年

留学
（米・コロンビア大）

平成 25 年

大臣官房秘書課財務官室

平成 26 年

大臣官房秘書課財務官室 課長補佐

平成 27 年

内閣官房健康・医療戦略室 参事官補佐

平成 28 年

IMF
（国際通貨基金）エコノミスト

CAREER

大臣官房政策金融課 課長補佐

竹内 雅彦
TAKEUCHI Masahiko
［平成20年入省］

平成 20 年

主計局総務課

平成 21 年

主計局調査課

平成 22 年

広島国税局

平成 23 年

主税局総務課

平成 25 年

留学（英・LSE、BBK）

平成 27 年

IMF（国際通貨基金）
理事補

平成 29 年

金融庁総務企画局総務課
課長補佐（国際室）

概

要

国際局為替市場課 課長補佐

長谷川 実
HASEGAWA Minoru
［平成20年入省］

概

業務の主なカウンターパート

政策金融とは、国の信用力を活用して調達した資金を元手に、政府系金融機関
等を通じて、投融資等を行う政策ツールです。政府系金融機関等による投融資
等が行われる分野は、
公益性が高い分野であって、民間金融機関だけでは投融
資等を十分に行うことができない分野です。
具体的には、
例えば、
中小企業やベ
ンチャー企業等への資金調達支援、
災害・経済危機時の支援等があります。

○政府系金融機関
（日本政策金融公庫、日本政策投資銀行、国際協力銀行、
商工組合中央金庫等）
○関係各省庁

業務の主なカウンターパート

世界の経済金融システムの根幹を成す「通貨」。需要と供給のバランスによっ

○マーケット関係者（金融機関、投資家、事業法人）

て通貨同士の交換比率（為替レート）
を決めるのが、外国為替市場です。為替市

○日本銀行

場課は、外国為替市場と向き合い、市場参加者や各国の通貨当局、国際機関と

○各国通貨当局（財務省・中央銀行）

緊密にコミュニケーションを取りながら、経済の発展にとって重要な為替の安

○国際通貨基金（IMF）等の国際機関

定のための政策に取り組んでいます。

（経済産業省、中小企業庁、金融庁、農林水産省、厚生労働省等）

国の信用力×金融支援策＝政策金融

要

通貨当局として、
「森羅万象」
を反映する為替市場と対峙する
な要因が絡んできます。各国の財政・金融政策は

で変動する値動きを横目にそれらのレポートを

もちろん、株式・債券やコモディティ市場の動向、

参照しつつ、
外国為替市場に影響を与える様々な

世界がグローバル化した現在、国境を越えた

政治情勢、
外交問題、
企業活動、
自然災害、
武力紛

ニュースに目を通すことから1日が始まります。そ

歴史的な背景を踏まえながら、
ウィズコロナ、
そし

財、サービス、資本のやり取りはますます活発化

争、新たなウイルスの検出、要人のツイート、はた

れらの情報を咀嚼したうえで、市場参加者にヒア

ような状況において、政策金融は、国の信用力を

てポストコロナの時代のニーズに応える政策金

しています。為替レートは、このような国境を越

またスキャンダルに至るまで、
まさにこの世の
「森

リングを行い、前日の相場動向とその背景、今後

活用して、事業者に対する投融資等の金融支援

融の形を考え、その実現に向けて取り組むこと

えた経済活動に、非常に大きな影響を与えます。

羅万象」が市場での為替レートの形成に影響を

の相場展開について、
深度ある見立てを自分なり

資金を、
政府系金融機関等を通じ、
融資や投資等

策を実施します。特に、現在の新型コロナウイル

が、
現在の私の業務です。

例えば、ドル円レートが1円動くだけで利益が数

及ぼします。株や債券と違い、為替にはいわゆる

に作っていきます。どのようなプレイヤーがどの

の金融支援を行う政策ツールです。国の信用力

ス感染症対策のような災害・危機への対応の際

百億円変わってくるグローバル企業もあります

「取引所」というものが存在しません。世界中のあ

ようなニュースに反応し、どのような思惑で取引

を活用することで、民間金融機関だけでは投融

には、
政策金融が大きな役割を果たします。

害や金融危機といった状況においては、将来の

応できる部分は民間に任せることが、
市場の効率

見通しが不確実となるため、リスクが非常に大き

性を最大限に活用することになるため、
政策金融

く、民間金融機関だけでは、事業者の求める資金

は民業補完が原則となっています。政策金融の

財務省は、広く公益に資する政策ツールを多く

ニーズを全て満たすことが困難となります。この

所掌しておりますが、
政策金融もその一つです。
政策金融とは、
国の信用力を活用して調達した

国の信用力を金融支援策に
活用する政策ツール

財務省に興味がある皆さんへ

為替の重要性

し、身近なところでは「円高になったから海外旅

らゆる場所で24時間取引が行われており、
1日平

をしているのか、常に相場に目を光らせ、相場が

災害・危機対応以外にも、国の信用を活用して

政策目的の設定、
事業者のニーズに適した効率

行での買い物がお得になった」という個人の声も

均の取引額は約7兆ドルにのぼります。
また、
為替

荒れた時には迅速に対応します。

民間金融を補完する分野は沢山あります。例え

的なスキームの検討、
実現に向けた利害関係者と

あります。企業の経済活動や私たちの生活のあ

レートには各国大きな関心を持っていることか

また、
アルゴリズム取引や各金融機関等が有す

政策金融の利点の一つは、補助金ではなく、融

ば、ベンチャー企業等の創業支援や、家族経営の

の調整、これらは非常にダイナミックで創造性を

らゆる場面に、為替レートは関わっています。為

ら、為替レートをめぐる議論には、必然的に国際

る電子プラットフォーム上での取引の増加など、

資や投資等の金融手法を使うことによって、より

小規模事業者支援にも、
政策金融が活用されてい

働かせる余地の多い、やりがいのある業務です。

替の安定は、日本経済や世界経済の健全な発展

的な対立や協調が伴います。

近年急速に進んでいる外国為替市場の構造変化

効率的に国費を政策立案に活用できる点です。
ま

ます。これらの分野は、①情報の非対称性が大き

また、
課内は風通しが良く、
誰もが議論に参加し、

にとって必要不可欠であり、財務省の極めて重要

た、投融資支援を受けた事業者は、収益を上げて

く、
②信用リスクが高く、
③資金ニーズが小口であ

政策立案に貢献できる環境になっています。
ベン

なミッションの一つとなっています。

その償還を行うことがゴールとなるため、インセ

るため、
民間金融を補完する必要があります。

チャー起業家や中小企業経営者の知人から、
「日

資等を十分に行うことができない分野に資金を
投じています。

「森羅万象」
を反映する為替市場

日本の通貨当局として
為替市場課は、日本の通貨当局として、G7・

への対応といった課題にも取り組んでいます。

大海に漕ぎ出す勇気

ンティブが持続しやすい構造にもなっています。

さらに、
「大規模」かつ「長期」の融資が必要な

本政策金融公庫の融資には大変お世話になって

G20のメンバー国・地域をはじめ、世界各国の通

為替政策は瞬時に市場に大きなインパクトを

政策金融の具体的な活用の場面として、例え

5G通信のインフラ整備のような分野や、企業競

いる」
「
、政策金融のM&A支援を活用した」
と聞く

為替レートは、基本的には各国経済のファンダ

貨当局や市場参加者と日々緊密にコミュニケー

与えるため、責任は重く、緊張感に満ちた場面が

ば、災害や金融危機の影響を受けた事業者に対

争力強化や地域活性化のための成長マネーを供

と、自身が携わる政策が社会の中で確かに活用

メンタルズを反映し、マーケットの需給により市

ションを取り合っています。相場に過度な変動や

訪れることもしばしばあります。
しかし、
日本の通

し、
迅速な資金繰り支援等を実施しています。
災

給する上で
「市場がまだ未成熟」
な、
グリーン関係

されている手応えを実感できます。

場において決定されるものですが、
そこには様々

無秩序な動きが見られた時には、大臣や財務官

貨当局として、ときには一市場参加者として、森

投融資等の分野においても、民間金融機関と連
携する形で政策金融を活用しています。

時代のニーズに合わせた
政策金融を考える

11 財務省の活動

からの発言やG7ステートメントの発出のほか、

羅万象を反映しながら日々目まぐるしく動く外国

に議論し政策を作り上げていきたいと思わせて

状況に応じて一市場参加者として為替介入を実

為替市場という大海と対峙することは、
他では得

くれる先輩・同僚・後輩がたくさんいる点も魅力

施し、
為替の安定に努めます。

られない非常にエキサイティングな経験です。こ

また、政策金融課に限らず、財務省には、一緒

だと思っています。財務省というと、
「法学部・経
済学部の出身者ばかりなのでは」
と思われること

為替市場課の日々の業務

政策金融の歴史は古く、戦前、戦後復興期、高

もありますが、私を含め、理系学部出身の職員も

為替政策の実務に当たるに際し、市場動向の

度経済成長期、バブル崩壊後から現代まで、時代

多く活躍しています。日々やりがいと成長を感じ

把握は必要不可欠です。
ニューヨーク時間が終わ

に合わせた役割を担ってきました。民間金融機関

させてくれる職場に興味がありましたら、ぜひ一

る日本時間の早朝、オーバーナイトの相場動向を

が発達した現代においては、
民間金融機関が対

緒に働きましょう！

説明したレポートが飛び交います。
リアルタイム

の大海に漕ぎ出す勇気と気概のある方をお待ち
しております。
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マーケット関連政策

国際関連政策

CAREER

国債管理政策

平成 17 年

関税局関税課

平成 19 年

仙台国税局

平成 20 年

留学（米・イエール大）

平成 22 年

国際局国際機構課

平成 23 年

国際局国際機構課 課長補佐

平成 24 年

英国財務省

平成 26 年

主税局参事官補佐

平成 27 年

主税局調査課 課長補佐

平成 28 年

大臣官房総合政策課 課長補佐

平成 29 年

EBRD
（欧州復興開発銀行）
理事補

関税政策

理財局国債業務課 課長補佐

関税局業務課 課長補佐

岩﨑 浩太郎

安部 峻平

IWASAKI Kotaro

ABE Shumpei

［平成17年入省］

要

国が公的サービスを提供していくためには、その資金が必要となります。現在
の日本において、税収等で賄えるのはその6割程度であり、残りの4割程度は

主税局調査課

平成 25 年

熊本国税局

平成 26 年

内閣府政策統括官付参事官付
（経済見通し担当）

［平成23年入省］

概

留学
（英・LSE、
UCL）

平成 30 年

関税局関税課 課長補佐

概

○国内外の投資家（銀行、生命保険会社、

関税局は、関税政策の「企画・立案」、全国9税関による「執行」、経済連携協定等の「国際交

○関係省庁（外務省、農林水産省、経済産業省、厚生労働省等）

渉」を三位一体で担っており、政策の企画・立案から現場での執行まで、一貫して責任を負っ

○関係業界（船会社、航空会社、倉庫業者、運送業者、

投資運用会社等）

要

平成 28 年

業務の主なカウンターパート

業務の主なカウンターパート

通関業者、商社等）

国債を発行することで資金調達しています。国債を確実かつ円滑に発行する

○証券会社

ています。主な業務の一つとして、国内産業保護と消費者利益のバランスを考慮しながら、

とともに、中長期的な資金調達コストを抑制することが、国債管理政策には求

○日本銀行

関税率を設定しています。また、越境電子商取引の拡大等に伴いモノの流れが急増・急速化

○国際機関（世界貿易機関、世界税関機構等）

められています。

○学者・エコノミスト

する中、迅速通関の確保と厳格な取締りの実施を両立することも重要なミッションです。

○諸外国の税関当局、国会議員、学者・エコノミスト

国と市場の結び目
確実かつ円滑な国債発行

関税を通じて、国家のグランドデザインを描く
中長期的な調達コストの抑制

の財政・金融政策、その背景にある成長率・雇用・物
価等の経済のファンダメンタルズ、海外市場の動向、

あるべき関税率とは

もしも乾燥・冷凍の基準が曖昧であれば、現場の判断にバラつきが

全国9税関の司令塔

生まれてしまいます。これでは、法令上、
「真の保護水準」が実現され
ていても、まったく意味がありません。

国債管理政策の目標の一つは、国債を円滑かつ

国債管理政策のもう一つの目標は、中長期的な調

格付会社の見方、直近の話で言えば、米国の大統領

関税率は、国内産業保護を目的に、海外から輸入されるあらゆる

私が所属する関税局業務課は、貨物の輸出入許可、関税の賦課

確実に発行することです。国債の満期は6か月のも

達コストを抑制することです。
投資家のニーズはマー

選・議会選、英国のBrexit合意等、およそ世の中で政

「モノ」に課されています。関税率の水準を定める際に最も大切な

徴収等を担当する全国9税関の司令塔です。税関という言葉のとお

のから40年のものまであり、また、国債の年限の

ケットの状況によって絶えず変化するものの、一部

治・経済のニュースになることは、多かれ少なかれ国

のが、
「真の保護水準」を見極めることです。
「真の保護水準」とは、

り、関税率・課税価格は適正かといった「税」的な観点だけでなく、

可能性にまで思いを巡らせる必要があります。関税局業務課は、全

ニーズは国債を購入する国内外の投資家によって

の投資家の一時的なニーズの変化に過度に対応す

債金利に影響を与えることになります。

国内産業保護・消費者利益の両者のバランスが取られた関税率の

社会悪物品等はないかといった「関」的な観点も含め、幅広い視野

国9税関の司令塔として、執行の段階でバラつきが生じないよう、統

様々です。

れば、投資家全体にとっての予見可能性が損なわれ、

ことです。

で輸出入貨物の審査・確認をしています。

一的な運用の確保に努めています。そのためには、現場の税関職員

どの国債をいつ、どれくらい発行するか、という解

ニーズに合わないものを売ろうとすると、金利が

結果として中長期的な調達コストの上昇につながっ

を得るには、こうした数多の指標を変数に持つ巨大

高くないと売れなくなり、資金調達コストが高くな

てしまいます。日々のマーケットの動きを調査・分析

な連立方程式を解くような作業が必要になり、国債

国内の畜産農家をはじめとする国内産業を保護することができま

ります。また、投 資家が一部の者に限られている

するに当たっては、様々な立場の市場参加者の見方

企画課・国債業務課のチームで一つひとつ丁寧な検

す。その一方で、市場に出回る海外産牛肉は高価になってしまうた

と、その投資家が国債を買わなくなった際に、必要

を分析することで、より中長期的な需要動向を見極

証を行っていくこととなります。

め、消費者利益が損なわれるおそれがあります。

な資金調達ができなくなるおそれがあります。こう

めるようにしています。

した観点から、市場との対話を丁寧に実施し、市場
のニーズを十分に踏まえるとともに、国債保有者層

多元連立方程式
国債管理政策に影響を与える要素は、証券会社・

の多様化に取り組んでいます。

投資家のニーズのほかにも数多く存在します。
日本

係員の
業務

との緊密なコミュニケーションが欠かせません。また、私自身、入省

政策の立案と執行の現場

して３年目に国税局の現場で執行に携わった経験が活きています。

関税率は、
「真の保護水準」を見極め、国内産業保護・消費者利益

誰かがやらねばならぬこと

の両者のバランスを取っているとお伝えしました。しかし、法令上、

関税局の担当職員は、関係省庁や関係業界と議論を重ね、ときに

関税率が「真の保護水準」となっていても、実際の執行の現場で、適

関税政策は国内産業保護と消費者利益を勘案して決定されます

が変わってしまうこともあり、式が変われば解が大き

は現場に足を運び、
「真の保護水準」を見極めていきます。どの業界

正な関税率が適用されていなければ、
「真の保護水準」は達成され

が、裏を返せば、関税率をどう設定しても、すべての利害関係者から

くずれてしまいます。チームの作業をまとめて一つの

にも属さない財務省だからこそ、中立的な立場から消費者利益にも

ません。

感謝されることはありません。しかし、誰かがその役割を担わなけ

形にしていくうえでは、全体の大きな流れを俯瞰的

思いを巡らし、関税政策を担うことができるのだと思います。

にとらえる目を養うことが重要です。

関税を通じた国家のグランドデザイン

れば、政策は宙に浮いてしまいます。財務省の仕事の多くがこうし

一例として、乾燥いかは15％、冷凍いかは5％の関税率が適用さ
れますが、
「乾燥した後に冷凍したいか」は、乾燥・冷凍どちらに分類

た性格を持ち合わせているかと思いますが、この国の未来を思い、

されるでしょうか。その最終判断は、税関職員によって行われます。

あえてこのいばらの道を歩んでみたい、そんな皆さんと共に仕事が
できるのを楽しみにしています。

ここまで聞くと、関税政策はミクロな話だと感じられるかもしれ

国債管理政策のバックボーンとなる学問はファイナ

ません。しかし、関税政策を立案するには、マクロな視点が不可欠

ンスです。私は国債に関わるのは初めてですが、ファ

です。例えば、米や麦の関税率を定めるには、日本の食糧自給率を

YAMASHITA Seika

イナンスという観点では、米国留学で学んだことや、

どのようにしていくべきか、といった農業政策のビジョンが必要で

私の主な仕事は、
「国債発行計画」の企画・立案であり、日本政府が年間に発行する国

財務省の総合政策課や国際局等の他の部局で学ん

す。また、バイオ燃料の関税率を設定するには、日本のエネルギー

債の計画を策定しています。私の扱っている情報や数字の一つひとつが、巨額の資

だことが活きています。日本国債に携わる証券会社

政策を正しく理解していなければいけません。

金調達に影響を与えると思うと、緊張感を持つ一方で、仕事のスケールの大きさに魅

の方々は、
「円債村」と呼ばれる世界で20年、30年と

森羅万象すべての「モノ」に関税が課されているからこそ、関税政

ずっと過ごしてこられた方々であり、彼らの共通言語

策の守備範囲は広く、すべての「モノ」の将来像を考えることは、こ

はファイナンスの理論体系です。ファイナンスの勉強

の国のグランドデザイン（国家百年の計）を描くことに他なりませ

入省前はマーケットの知識が全くありませんでしたが、市場関係者に対するヒアリン

を進めるほど、また証券会社の方々と話すほど、その

ん。関税政策を立案するには、個々の品目を取り巻く状況を理解す

であることを自覚し、正確かつ迅速に業務を行うことはもちろん、妥協せずに

グをはじめとした専門性の高い情報に触れながら、日々学びを深めています。

学問と実践のリンクの奥の深さを知ることができる

ることはもちろん、日本という国家がどのような方向に進んでいく

政策の質を追求しており、刺激的な毎日を送っています。

環境にあり、
日々の業務の中で刺激を受けています。

のか、といった大局観が不可欠です。

理財局国債企画課

山下 聖加

［令和2年入省］

力を感じています。足元では、新型コロナウイルス感染拡大等の影響で、国債発行総
額が過去最大の規模となりつつあります。このような状況において、市場と綿密に
対話を行いながら、中長期的な影響を見極めつつ、国債発行計画を策定しています。

財務省の活動

牛肉を例に取ってみましょう。牛肉に高い関税率を設定すれば、

このように、関税政策を考える際には、税関の現場における執行

一つひとつの指標の捉え方を誤れば、方程式自体

「円債村」
での標準装備
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CAREER
平成 23 年

係員の
業務

関税局第一参事官室

梅野 琉依

［令和2年入省］

UMENO Rui
関税局第一参事官室では、関税政策における国際交渉を担当しています。直
近では、RCEPや日英EPAという、大型の経済連携協定が成立する歴史的瞬
間を眼前にすることができました。大型経済連携協定に限らず、普段の業務に
は国内外問わず多くの関係者が携わっています。私自身がその重要な結節点

14

国際関連政策

国際関連政策

CAREER

国際金融政策

平成 24 年

国際局国際機構課

平成 26 年

金沢国税局

平成 27 年

主計局総務課

平成 29 年

留学（英・ケンブリッジ大、
LSE）

令和 元 年

大臣官房総合政策課 課長補佐

令和 元 年

途上国開発政策

内閣官房全世代型社会保障検討室
参事官補佐

令和 2 年

内閣官房新型コロナウイルス感染症

CAREER

対策本部事務局 参事官補佐

主計局総務課

平成 19 年

札幌国税局

平成 20 年

金融庁監督局総務課

平成 21 年

金融庁監督局保険課

平成 22 年

留学（米・コロンビア大）

国際局国際機構課 課長補佐

国際局開発政策課 開発政策調整室長

浅尾 耕平

濱田 秀明

ASAO Kohei

HAMADA Hideaki

平成 24 年

国税庁長官官房総務課 課長補佐

［平成17年入省］

平成 25 年

飯田税務署長

平成 26 年

国際局開発機関課 課長補佐

平成 28 年

世界銀行上級専門官

［平成24年入省］

概

要

業務の主なカウンターパート

概

世界各国の経済のつながりが深まり、国際的な資金移動が活発化するなかで、

○G7・G20各国の財務省

貧困、紛争、感染症をはじめとする開発途上国の諸問題は、
日本を含む世界全

○各国財務省・開発省

国際金融システムの安定が日本経済にとって一層重要となっています。財務省

○IMF
（国際通貨基金）

○国内関係省庁（外務省、経済産業省、厚生労働省、内閣官房）

は、国際金融情勢に目を配りつつ、G7・G20等の国際会議、
ＩＭＦといった国際

○金融庁

体の安定を脅かします。財務省は、途上国の持続可能な発展のため、途上国へ
・・
の投融資や国際開発金融機関を通じた支援に代表される、
「開発金融」
を担っ

機関、
アジアにおける金融協力等を通じ、国際金融政策に関する世界的な政策

○外務省

ています。国内外の情勢を踏まえた政策の立案・遂行と共に、国際会議を通じ

○国際開発金融機関（世界銀行、アジア開発銀行等）

協調に貢献しています。

○日本銀行

て世界の合意形成を図っています。

○民間金融機関・事業会社

Think Globally, Act Globally.
Think Globally

要

業務の主なカウンターパート

○JBIC（国際協力銀行）、JICA（国際協力機構）
○CSO（市民社会組織）

世界と共に持続可能な途上国開発を実現する

れたＧ7や、それに新興国を加えたG20は、国際金

タル通貨のケースを取り上げましょう。2019年に

融・経済の課題を解決するための重要な国際フォー

Facebook社により発表されたリブラ構想や、中国

途上国開発における財務省の役割

途上国開発にも大きな影響を与えており、経済危
機に直面する途上国の債務問題の悪化に拍車をかけ

得難い経験と成長

グローバルに統合された現在の国際金融システム

ラムであり、私の業務の1つは、これらの会議における

が実用化に近づいている中央 銀 行デジタル 通貨

途上国開発政策には多くの省庁や機関が関与し

ています。
かつては、
先進国や国際開発金融機関が途

「途上国開発をやるなら財務省もいいよ。」大学時

において、ローカルな問題がグローバルな問題へと

日本のスタンスを定めることです。問題解決に効果

（CBDC）計画は、決済の低コスト化等の便益をもた

ていますが、財務省の役割は、①JBICやJICAを通

上国への貸付けの中心でしたが、近年、中国をはじめ

代、
開発経済学を専攻していた私が恩師から頂いた言

発展することは少なくありません。例えば、2008年

的なツールは何か、日本にとってのメリット・デメリッ

らすものとして世界的に期待されています。一方、リ

じた投融資等の二国間支援、②世界銀行やアジア

とする新興国や民間セクターのプレゼンスが急速に

葉です。
当時は
（おそらく、
これを読んでいる多くの方

のリーマン・ショックは、米国の住宅市場における問

トは何か、意見が合わない国とはどう折り合いをつ

ブラや一部のCBDCが多国間で広まり、各国の通貨

開発銀行等の国際開発金融機関を通じた多国間支

高まっています。途上国経済を持続可能な成長軌道

と同様に）意外に思いましたが、今はこの言葉が間

題が、世界金融危機を引き起こしました。また、今回

けるべきか、等の様々な論点を考慮しながら、日本の

が使われなくなると、各国ひいては世界の金融システ

援の制度・政策を企画立案し、実施することです。

に戻すためには、
立場や考え方が大きく異なるこれら

違っていないと確信しています。

のコロナ禍においても、流行国において経済活動が

スタンスを定める作業は、まさにThink Globallyを

ムの安定性に悪影響が生じる懸念もあります。こうし

これらを軸にして、Ｇ7/Ｇ20財務大臣会合をはじ

の債権者も含めて、途上国債務問題への対応策につ

直近の経験では、世界銀行スタッフとして米国とシ

停滞するだけでなく、その貿易相手国にも不況が及

体現する業務と言えます。

た我が国の懸念に、当初はどの国も懐疑的でしたが、

めとする国際会議で、途上国開発を巡る様々な課

いて議論し、
合意した事項を着実に実施していくこと

ンガポールに駐在し、
世界中から選び抜かれた同僚と

私は、各国に働きかけ、デジタル通貨が国際金融・経

題について議論し、各国との合意を得て、開発金融

が不可欠です。

途上国開発政策を立案・実行する機会に恵まれまし

済上もたらし得る影響を有志と協力して分析し、最終

の潮流を生み出しています。

ぶといった、危機の伝播も発生しています。この結
果、多くの途上国で債務状況が悪化し、必要な資金
調達が行えなくなる、といった世界経済の共通課題

Act Globally
このようにして考え出された日本のスタンスは、た

的に、デジタル通貨に関するＧ7財務大臣・中央銀行

私たちが政策を策定・実行する上で納税者を含むス

日本の開発政策は、質の高いインフラ投資・国際

テークホルダーの納得を得ねばなりませんが、
こうし

た。
こうした得難い経験も財務省のキャリアパスの醍
醐味であり、
成長の糧になります。

だＧ7やＧ20の会議で発言すれば終わり、というも

総裁共同声明が発出されるに至りました。引き続き、

保健・防災といったアジェンダ（検討課題）で、国際

た事情は新興国等も同じです。
相手の立場をよく理解

政策プロフェッショナルとして国内外の議論をリー

このような国際金融・経済上の問題は、もはや1国

のではありません。会議は出発点に過ぎず、そこから

国際社会がデジタル通貨の便益を最大限享受しつ

社会をリードしています。これらのアジェンダは、日

し、
各国・各機関、
そして何より日本国民が納得できる

ドするには、
専門知識、
政策分析能力のほか、
自ら提案

の力で解決できるものではなく、世界各国が力を合

他国の賛同を得て、G7やG20全体のcoordinated

つ、リスクに適切に対処するため、coordinated

本の経験や強みを生かし、日本企業の海外展開を

最適解を見つけ、
合意に持ち込む。
そのために、
私たち

し、合意を形成する力が必要です。また、地政学や歴

わせ、解決に向けた協調的な行動（coordinated

actionとして練り上げていくことこそが、我々の本業

actionの具体化を進めていく予定です。このような

促すといった経済的な側面、そして、新興国の台頭

は毎日議論を積み重ね、事務レベルでも頻繁かつ緊

史などに関する高い視座も欠かせません。
「一念天に

action）を取ることが必要です。先進国により構成さ

です。

国 境 を 越 え た 政 策 の 実 現 過 程 は 、まさに A c t

への対応といった地政学的な側面も考慮して、戦

密に二国間や多国間の意見交換を行っています。

通ず」
の精神で日々、
勉強と研鑽を積み重ねています。

Globallyを体現する業務といえます。

略的に設定しています。

も生じています。

私が担当しているプロジェクトの一例として、デジ
係員の
業務

世界で戦いたいあなたに

国際局国際機構課

齋藤 浩暉

［令和2年入省］

Think Globally, Act Globallyに活躍するために

係員の
業務

国際局開発政策課

のカウンターパートと意見交換を繰り返すことで、

三浦 駿人

［令和2年入省］

は、語学、経済学、交渉術等、様々なスキルが必要とな

各国の財務大臣レベルでの合意形成につなげてい

MIURA Hayato

私は、Ｇ7・Ｇ20財務大臣・中央銀行総裁会議に関する業務や国際通貨基

りますが、財務省のダイナミックなキャリアパスは、こ

ます。日本の国益と途上国開発の理想が重なる領

開発金融の舞台では、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
特に途上国

金（IMF）等をカウンターパートとする国際金融に関する業務を行っていま

うしたスキルを身に着けるのに最高の環境です。留

域を作り出すことによって、国益と世界益の両立を

債務や保健分野において、グローバルな開発課題が深刻化しています。世界各

す。入省してからの1年間でも、大国間の利益が衝突する緊迫した交渉や、

学で得た英語や経済学の知識はもちろんのこと、こ

実現するという、重要かつスケールの大きいミッ

国がどのように対応できるのか、
途上国開発政策の真価が問われている状況で

れまで業務で経験した予算編成やコロナ対策等の知

ションです。

た。行われる議論は、デジタル通貨や新型コロナウイルス感染症への対応
等、
グローバルな重要課題ばかりで、
それを支えるために各国やIMF等のカ
ウンターパートとやり取りをする日々は知的な刺激に溢れています。

見も、日本の状況を国際会議で説明する際に、大変役
立っています。入省時に必要となるのは「志」のみ。世
界で戦いたい皆さんの挑戦を、お待ちしています。

財務省の活動

そして、Ｇ7/Ｇ20財務大臣会合等の国際会議に
向けて、各アジェンダのコンセプトを整理し、他国

SAITO Hiroki

それを乗り越えて到達する歴史的な合意の場面に立ち会うことができまし

15

平成 17 年

債権者の国際協調

す。
そのような歴史的な局面において、
入省してからの一年間、
JBIC・JICAを通
じた緊急支援策の策定や、
Ｇ20・G7をはじめとした国際会議への対応等、
多様
な案件に携わることが出来ました。
グローバルな開発課題を乗り越えるため、
国
際社会の一端を担っている自負を感じながら、
日々の業務に奔走しています。

世界中で拡大した新型コロナウイルス感染症は、

16

第2部

財務省職員のキャリアパス

第2部

財務省職員は、約1〜2年ごとに様々な部局で経験を積み、成長しながらキャリアアップしていきます。

係長×係員 対談

目次

下記にキャリアパスの一例をお示しします。

19

係

長

主税局調査課

課 長

藤音 眞生子

19

係

企画官・
室長

大澤 銀河

地方への出向

課長補佐
START

国税局/
財務局/
税関

係長/
留学

21

国税局
福岡国税局 国税調査官

梶 颯人

21

財務局
福岡財務支局理財部 金融証券検査官

係 員

楠山 恭平

所掌事務の政策立案に
責任を負う。
重要事項についての
企画・立案に携わる。

留

学

22

海外留学
米・ウィスコンシン大マディソン校

行政の最前線で政策の

五十嵐 貴大

企画・立案の中心的役割を
【係長】係のマネジメントを行い、

務める。

22

海外留学

政策立案のサポートを行う。
地方の国税局・財務局・税関で

【留学】語学の習得とともに、

財務省の現場を学ぶ。

海外の大学院で修士レベルの

米・シカゴ大

曲淵 季実子

課長補佐

勉強をする。

財務省職員として

員

主税局調査課

必要な知識・ノウハウを学ぶ。

23

主計局調査課 課長補佐

島谷 和孝

企画官・室長

1・2年目

3年目

4〜7年目

8年目〜

25

国税庁長官官房総務課 審査室長

課

長

27

寺﨑 瑞枝

主計局主計官
（総務係、地方財政係、財務係担当）

関 禎一郎

特集

17

財務省職員のキャリアパス

より良い働き方を目指して

29

関税局監視課 課長補佐

29

育児休業

高橋 実枝

石黒 真理
18

係長・係員の1日
09：30

登

主税局調査課の場合

庁

新聞やニュースに目を通す。自分たちの課

IAL INTERVIE
EC
W
SP

が関わっている案件が新聞の一面に出るこ

係 長×係員 対談

ともあり、世の中の動きに直結していると
実感。

10：00

主税 局調査 課インタビュー

政府税制調査会

調査課は、政府税制調査会の運営を担う。
政府税制調査会は、学者・有識者の委員の
方々が、今後の税制の在り方について議論
を行う場だ。今日は、経済社会の構造変化
に応じたあるべき税制について幅広い議
論が行われた。新型コロナウイルス感染症

係 員

キャリアパス

係長/
留学

国税局/
財務局/
税関

財務省職員として必要な
知識・ノウハウを学ぶ。

で変化する社会に対してどのように税制で
課長補佐

企画官・
室長

課 長

係のマネジメントを行い、
政策立案のサポートを行う。

係長

係員

主税局調査課

対応 できるかについて、意 見 が 飛 び 交っ
主税局調査課

藤音 眞生子

大澤 銀河

FUJIOTO Maoko

OSAWA Ginga

［平成28年入省］

［令和2年入省］

た。様々な学者・有識者の方々の意見に触
れられることは、とても勉強になる。

１２：００

昼

食

仕事がひと段落したところで、昼食の時間！
省内の食 堂は、他省庁の利用者もいるほ
ど、人気を集めている知る人ぞ知るスポッ
トである。それぞれ食堂に行ったり、外にお

お二人の現在のお仕事について

ます。主税局調査課は、いわば主税局全体の知

大澤

藤音係長には、業務の進捗状況をこまめ

な疑問点が浮上することも日常茶飯事です。1年

で悩みぬいてください。自分がどのような形で社

弁当を買いに行ったり、午後に向けてエネ

教えてください。

恵袋です。単に受け身で調査を行うだけでなく、

に報告することを心がけ、自分の作業の位置づ

を通じて、さまざまなトピックを扱いましたが、調

会に貢献したいのか、丁寧に自分と向き合った時

ルギーを充電。

世の中の動きに常にアンテナを張り、先手先手

けや今後の方向性を一緒に確認してもらってい

査を経るごとに、係内の連帯感が強くなっていき

間は、社会人になった後でも、必ず自分の糧にな

藤音

で調査研究を行っています。そのために、政府全

ます。入省したばかりの頃は、社会人1年目として

ました。議論に議論を重ねて作成した私たちの調

ると思います。財務省では、幅広いフィールドで

礎となる事項について調査研究を行うとともに、

体の仕事の流れを意識し、必要な情報を的確に

どのように働いていけばよいのか、丁寧に教えて

査資料が、政府税制調査会の会議資料となり、

活躍することができます。自分自身が成長する

税制に関する制度の中長期的な視点に立った企

収集・発信することを心がけています。関係部署

いただきました。
「 自分もこのように頼もしい先

今後の税制の在り方に関する議論が進んでいく

機会が多いと同時に、様々な形で社会に貢献す

画立案等を行っています。私たちは、経済・社会

との連絡を密に取り、各担当者の業務がスムー

輩になりたい」と思わせてくれる存在です。特に

のを目の当たりにすると、達成感がありました。

ることができます。最後まで悩みぬいた結果、財

の状況が日々刻々と変わる中で、
「あるべき税制

ズに進むように考えながら仕事をしています。

尊敬しているのは、業務のプロセス全体を見通し

主税局調査課では、税に関する政策の基

とは何か」を常に考えています。あるべき税制を

た視点から、瞬時に的確な判断をされる点です。

主税局調査課の雰囲気について
教えてください。

いです。

試算業務

今 後 の 税 収 がどのように推 移するのか、
様々な経済前提のもと試算を行った。試算
結果をわかりやすく整理する。今後の財政
を検討するための重要な資料だ。

考えるため、経済・社会の現状を把握するととも

藤音係長に伺います。係員、係長と経験し

各カウンターパートの立場になって、何をどのよ

に、税制が経済社会に与える影響について、しっ

て、両者の立場の違いを実感することがあ

うに伝えていくべきか、いつもアドバイスを頂い

かりと調査を行う必要があります。私たちの調査

りましたら教えてください。また、係員の普

ています。私は、目の前の業務に手一杯になりが

大澤

私たちの係は、若手が多く活気にあふれ

むか最後まで悩みました。最終的に財務省を選

係長と係員で作成した資料について、主税

が将来の税制をかたちづくる基礎となるため、非

段の仕事の様子や、一緒に働き始めてから

ちですが、藤音係長のように、全体像をつかんで

ており、風通しもよいので、係員でも自分の意見

択したのは、自分が今後どのように生きていきた

局の幹部へと説明を行う。作成した資料が

成長したと感じるところを教えてください。

仕事ができるように日々頑張っています。

を伝えやすく、働きやすい環境です。課には様々

い のかを考え たときに、財 務 省 が 持 つ 様 々な

幹部の判断のベースになるので大きな緊

な仕事を経験してきた職員が多く、日々の何気

フィールドやその環境で生き生きと働く方々に

好な関係を築くことも重要な役割です。また、係

藤音

この一年で一番思い出に残っている

ない会話の中でも新しいことに気づかされる刺

魅力を感じたからです。実際に働き始めて1年が

を預かる立場として、係全体のパフォーマンス向

の中の現象につながっているのか、より見えるよ

仕事について教えてください。

激的な毎日です。また、プライベートの相談も遠

経とうとしていますが、初めて触れる税の世界も

上のため、チーム全体の業務量・進捗を常に把握

うになりました。また、自分の仕事に加え、係の

慮なくできるので、安心して仕事に取り組むこと

非常に興味深く、刺激を受ける毎日で、財務省に

することを心がけています。

意思決定や課全体の運営等、マネジメント能力

藤音

調査課の役割の一つに、中長期的な税制

ができています。今年度は新型コロナウイルス感

来て良かったと改めて感じています。就職活動

も求められるようになったと感じています。大澤

の在り方を検討する議論の素材を提供すること

染症の影響もあり、テレワークをする機会も多

は迷うことも多いと思いますが、しっかり考えて

くんは、些細な仕事であっても、手を抜かず丁寧

があります。テーマは幅広く、例えば、経済成長に

かったのですが、上司や同僚が常に、
「 体調に変

悩んだ末の決断に後悔はしないはずです。皆さ

に取り組む姿勢が素晴らしいと思います。入省し

伴う税収の変動、税・社会保障による再分配前後

化はないか」
「困っていることはないか」等を気に

んに後悔のない選択をしていただければと思い

たばかりの時は、税に関して知らなかったことも

のジニ係数の推移、税・社会保険料の負担率の推

かけてくださり、不安なく仕事に取り組むことが

ますし、一緒に仕事ができることを楽しみにして

日本の税制の在り方について、海外へ正確

多かったと思いますが、仕事の吸収も早く、今で

移について、調査・分析を行っています。その他に

できました。オンラインであっても、職場と変わ

います！

に発信するのも調査課の重要な業務。今日

は安心して業務を任せることができます。最近

も、税制を企画立案するには、社会全体の潮流に

らないような形で交流を深めています。

は、自分の考えや意見をしっかりと伝えてくれる

ついても把握する必要があるため、働き方の多

ため、とても頼りにしています。

様化やデジタル化の進展等のトピックについて

就職活動中の学生への

も、調査・分析を行いました。社会全体の潮流や

メッセージをお願いします！

常に重要な役割を担っています。係長としては、
各省庁等をはじめとするカウンターパートと良

大澤

私の主な業務は、日本の税制に関する調

査です。調査というと、単に調べごとをするだけ
のように思われがちですが、将来の税収を推計
したり、ときには国際機関を相手に日本の税制
について説明を行ったり、幅広い業務を行ってい
19

務省で皆さんと一緒に働くことができれば嬉し

１３：００

財務省職員のキャリアパス

係長になり、自分の仕事がどのように世

係員から見て、係長はどのような存在で
すか？いつもどのように仕事を教えても
らったり、相談したりしているのか教え
てください。

中長期的な税制の在り方を考える際は、様々な

大澤

私が就職活動をした際は、他の省庁に進

１５：００

主税局幹部との打ち合わせ

張感。今後のあるべき税制について、幹部
との議論を重ねて方針が固まっていく。係
長・係員であっても、担当者として責任のあ
る発言が求められる。これまで、係で積み
重ねてきた調査の真価が問われる。

１６：００

ＩＭＦ職員と今後の税制の
在り方に関して意見交換

はIMFの職員との意見交換。日本の税制の
現状について資料をまとめ、それをもとに

就職活動は、悩むことが多いと思います。

議論を行った。最新のテーマに関する日本
の動きや世界の動きについて幅広く情報交
換を行うことができた。

観点から議論を行うことが不可欠です。大澤く

藤音

んが作成した資料に私がコメントしたり、私が作

ですが、就 活 中は、民 間 企 業 から官公庁まで、

成した資料に大澤くんからコメントをもらった

様々な組織の方からお話を聞ける貴重な機会で

本日予定していた業務はこれで終わり！明

り、お互いの意見をぶつけ合う中で、次々に新た

もあります。多くの方の話を伺い、納得できるま

日以降やるべきことを確認し、退庁。

１８：１５

退

庁
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国税局/
財務局/
税関

係 長

キャリアパス

係長/留学

課長補佐

企画官・
室長

課 長

係 長

キャリアパス

地方の国税局・財務局・税関で
財務省の現場を学ぶ。

との間で議論を行います。私自身も、国税局職員
として税務当局の見解を述べ、法人の担当者と
議論を行っています。議論のためには税法や会

梶 颯人

計の知識が不可欠であり、周囲の方々にも教え

KAJI Hayato

てもらいながらこれらの専門知識を身に着けて

［平成30年入省］

います。

CAREER

この1年間の経験は、国家の財政運営を預かる

学ぶ私たちの将来的な責務だと感じています。

米・ウィスコンシン大マディソン校

奥深きエイゴの世界

五十嵐 貴大

海外経験が少なかった私にとって、海外で生活する

IGARASHI Takahiro

こと自体 が 学 び の 連 続 で す。渡 航 直 後は、教 授 の

［平成26年入省］

ジョークに周りが爆笑するなか、意味も分からず愛想
笑いを浮かべたこともありました。日常生活の場面で

平成 26 年 大臣官房総合政策課
平成 28 年 札幌国税局
平成 29 年 主税局総務課

も、外食ではイメージと異なるものが運ばれ、コールセ
ンターとのやり取りに苦戦し、医療や保育サービスの

の重みを肌で感じるかけがえのない機会となり

日本との違いに驚きながら、何とか全てが英語である

ました。

環境にも慣れたところです。多様な人々が暮らす米国

「財務省では現場での経験ができないのでは

で、英語は他者を理解するための入口に過ぎません。

はるか彼方のウィスコンシンで

ないか」という学生の皆さんの悩みを聞くこと

国税局の業務紹介
財務省の外局の一つとして国税庁があり、国
税庁の下に国税局・税務署が組織されています。

組んでいます。

税務行政の現場での経験
私は調査査察部において、国税調査官として

私の所属する福岡国税局は、福岡県・佐賀県・長

大規模法人の税務調査を行っています。具体的

崎県の3県の税務行政を担っており、3県に所在

には、法人への実地調査を通じて、法人税等の申

する税務署のマネジメントを行うとともに、単独

告が正しく行われているか確認しています。

の税務署では扱うことが困難な税務事案に取り

私が現在所属している福岡財務支局は、財務省の総
合出先機関として、健全な財政の確保や国有財産の管

立つ以上、土木工事の工法等、これまでの人生で触れた
ことのないような領域についてもしっかりと勉強するこ
とが必要で、とても良い機会となりました。

財務省を志望する皆さんへ

ることができるようになりました。

る税務当局は税務行政の最前線の現場です。私

という街で経済学を学んでおり、特に、政府支出の経

All models are wrong, but some are useful.

もまた、その現場に立ち、税務に関する多くの知

済効果や経済格差の研究をしています。数年間働いた

というものがあります。アカデミアには数多の政策的

人口減少という日本の運命を簡単に変えることはで

見や専門知識を身に着け活かす経験の只中に

財務省を一度飛び出て、米国で大学院生活を送ること

インプリケーションが眠っていますが、それらには多く

きません。しかし、この困難な時代を乗り越え、希望あ

あります。

は、かけがえのない経験になっています。

の仮定や限界が存在し、現実社会に妥当するとは限り

る社会を次世代に引き継ぐ力が日本社会にはあり、そ

ません。有益な研究成果を社会に活かすには、社会制

こで財政が果たす役割は大きいと私は信じています。

度を熟知した行政官が、専門知を実行可能な政策に

財政という、答えが無い課題に共に挑む仲間を待って

皆さんも財務省で、幅広い経験をし、新たな学
びを得続け、日本の将来に活かしてみませんか？

アカデミアと政策立案
私が通うウィスコンシン大学マディソン校で統計学

わずか3年のキャリアの中でも、多様な職務経験を積む

の教授を務めた、故George Box氏の有名な言葉に、

「翻訳」し、その政策を様々な議論やプロセスを経て実

自己の成長を社会に還元する

思っています。
現代において、社会課題の解決には一つの特効薬は

新たなる希望を求めて

います。

お持ちでしょうか。私が学生の頃は、自分には不
釣り合いで働けないのでは……と考えていまし

世界各国の失敗から学ぶ

きます。アメリカでは、大統領選をはじめとした

た。しかし、官庁訪問や入省後の仕事を通じ、
「日

政治の話題がよく議論にのぼり、議論の中で多

本や世界を良くしたい」という思いこそ、財務省

角的な視点を養うことができると感じています。

で働く人々が共有し、かつ必要としているものだ

なく、複合的なアプローチが求められているなか、この

私は現在、
シカゴ大学の公共政策大学院で学ん

ように多様な経験をすることができたことは、必ずや将

でいます。
突然ですが、
皆さんは、
「自動車事故を減

国際化が進展する中、行政には多角的な視点が

と気が付きました。留学で得た新たな視点や知

来の糧になると思います。

らす目的で安全装置の導入を政策的に義務付けた

求められており、留学はこうした視点を養う機会

識を活かし、自己の成長を社会に還元したいと

「行政官として求められる広く・多層的な視野を得た

ところ、
人々の行動が変容し、
かえって事故が増え

でもあります。

気持ちを新たにしているところです。日本や世界

2年目には政策金融の枠組みの企画・立案や法改正に

い」と財務省の門を叩いて3年弱、思い描いた以上に多

てしまった」
という話をご存じでしょうか。
このよう

地域企業の生の声を聴いたり、予算執行に非効率がな

携わり、その後、ここ福岡財務支局にて、政策執行の現

様な経験を積むことができました。同じ志を持つ皆さん

な意図せぬ政策効果は、
シカゴ大学の研究者の名

いか調査するために管内の現場を巡ったり、政策執行の

場に近い場所で経験を積む機会を得ました。これまでの

と共に働くことができる日を楽しみにしています。

にちなんでペルツマン効果と呼ばれています。

理、経済調査等幅広い領域に関する施策を実施してい
ます。
ここでは、地域経済の動きを的確に把握するために

私は、入省1年目には経済財政政策全般の総合調整、

さまざまな現場を自ら見るという経験ができています。

私が現在履修している授業の一つに、世界各

特に印象に残っているのが、災害復旧事業費の査定

国の政策の失敗を分析する授業があります。国

立会を行った経験です。災害復旧事業費の査定立会と
は、台風等の自然災害によって被害が生じた場合に、財
務局（財務支局）の職員が、災害現場に赴き、被災施設を
所管する省庁や地方公共団体と協議しつつ、災害復旧
事業の内容と金額を現地で決定する仕組みです。
私が担当したのは、令和2年6月から7月にかけて全国
を襲った梅雨前線に伴う豪雨災害の事案でした。長崎県
の大村市に一週間泊まり込み、作業着にヘルメット姿で
市役所や他省の方々と議論を重ねた経験は、学生の頃
に想像していたようなデスクワークとは全く違っていて、
大変勉強になりました。また、一人で立会官として現場に
21

気がついたとき、今までとは異なる視点から日本を見

私は現在、米国ウィスコンシン州の州都マディソン

ことができる財務省という環境は、非常に魅力的だと

作業着とヘルメット

英語を通じて、様々な慣習の背後にある文化や歴史に

がありますが、実際には、財務 省が全国に抱え

申告内容の誤りをはじめとする税務上の問題

政策執行の現場と向き合う

課 長

財務省職員として、納税者たる国民に負う責任

学生の皆さんへ

税務行政の現場から

企画官・
室長

現させることが必要です。これが、この時代に海外で

海外留学

CAREER

税金を自ら賦課・徴収する税務職員としての

平成 30 年 国際局総務課
令和 元 年 国際局調査課

課長補佐

語学の修得とともに、海外の
大学院で修士レベルの勉強をする。

点を発見した場合、国税局職員と法人の担当者

福岡国税局
国税調査官

係長/
留学

国税局/
財務局/
税関

財務省職員のキャリアパス

より良い日本と世界のために

をより良くする仕事に、あなたも一緒に取り組ん
でみませんか。

皆さんは財務省に対してどのようなイメージを

の政策は影響が大きく、倫理的にも経済的にも、

福岡財務支局理財部
金融証券検査官

楠山 恭平
KUSUYAMA Kyohei
［平成30年入省］
CAREER

平成 30 年 大臣官房総合政策課
令和 元 年 大臣官房政策金融課

実験で効果を確かめることは簡単ではありませ

海外留学

ん。それゆえ、過去の失敗例は、行政にとって貴

米・シカゴ大

重な教訓の宝庫です。私自身、過去の教訓から
しっかりと学び、今後の政策立案に活用したいと
考えています。

視野の広い行政官になるために
新型コロナウイルス感染症や米国大統領選挙
等について、現地の友人や先生方と議論してい

曲淵 季実子
MAGARIFUCHI Kimiko
［平成26年入省］
CAREER

平成 26 年 関税局関税課
平成 28 年 広島国税局
平成 29 年 主税局参事官付

ると、価値観の違いや日本の強み・弱みが見えて
22

課長補佐

2005年
理財局
（新人時代）

これまでの歩み

アイデアとやる気と行動力

家への説明に向け、現地の文化・宗教・風習まで必死で勉強することに

理財局で、特に国債関係の業務に携わりました。マーケットに詳しい

なりました。また、40年という超長期の国債の新規発行プロジェクトも

わけではなかったので、わからないこと・面白そうなことがあれば、担当

印象に残っています。当時、30年債までしかなく、40年債の適正価格が

に関係なく直接聞いて回ること、新人であっても自分なりの付加価値を

わからなかったため、当時の上司は、アメリカの金融工学の大家を訪問、

つけることを心掛けていました。

説得して研究会を立ち上げ、40年債の適正価格を算出する金利モデル

当時は、国債を海外投資家にも購入してもらうため、海外IR（投資家
説明）に力を入れており、欧米に加えて中東諸国を初めて訪問すること

2007年
仙台国税局・
留学

になりました。私は好奇心が勝って中東チームを志願し、現地での投資

予想外の学び

をつくり上げました。役所の仕事はここまで自由なのかと驚きつつ、ア
イデアとやる気と行動力さえあれば、
何でもできることを学びました。
また、入省6年目にアメリカに留学しました。学問に励み、語学力を
高めるとともに、視野を広げる非常に重要な機会です。私は、中西部

入省3年目で国税局に出向しました。財政に携わる一員として、税金

と西海岸で、公共政策と法律を学び、異なる生活環境・学問を経験で

1円の重みを現場で知る貴重な機会ですが、私にとってはその後の仕

きました。さらに、妻が仕事で私より一足先に帰国したため、最後の

事の基礎を学ぶ機会でもありました。税務調査先で様々な業界の動

半年間、子どもと2人きりで生活できた(ワンオペ育児)ことは貴重な

向を謙虚に聞くヒアリング力、数字の羅列の中におかしな動きを感じ

経験です。寝落ちして宿題が満足に終わらなかったり、手抜き料理で

とる嗅覚、取引先にもウラをとって主張を補強する周到さ、年長者と
も協力して仕事を仕上げていくマネジメント力、いずれも今の仕事の

子どもの栄養が偏ったり、周囲にも迷惑をかけた日々でしたが、仕事
（学業）と子育ての両立の難しさを、身をもって学びました。

基本になっています。

「最高の営業マン」
を目指して

2013年
厚生労働省
出向

政策のイノベーション
厚生労働省年金局では、マクロ経済スライドという仕組みに衝撃を
受けました。少子化・高齢化にもかかわらず、日本の年金財政はかなり

て自動的に調整される制度（マクロ経済スライド）が導入されている
からです。負担の分配が難しいとされる民主主義のなかで、この仕組
みは政策手法のイノベーションなのではないか、他の行政分野でも応
用できるのではないか、と強く感じました。

安定的だと見込まれています。それは、少子化・高齢化の程度に応じ

2015年
主税局
課長補佐

主計局調査課
課長補佐

島谷 和孝
SHIMATANI Kazutaka
［平成17年入省］

税収を通して経済活動を見る

団体等と折衝しながら進めていく政治的なプロセスです。折衝といっ
ても、単に0と100で、間をとって50、という調整をするだけでは付加

主税局では、税収見積りとエコカー減税を担当しました。

価値はありません。自分なりの哲学が必要です。エンジンを開発する

税収といえば、計数だけを扱う無味乾燥な仕事と思われがちです

技術者の方と酒を飲んで熱く議論しながら、自動車業界の将来像を

が、数字にはドラマがあります。例えば、消費税収が増えているとき、

真剣に考え抜きました。そうした哲学があってこそ、業界の方々も話

消費税率を引き上げたからなのか、消費が伸びているからなのかで、

を聞いてくれるのです。他にも、減税の基準となる燃費を、マクロ経済

政策的インプリケーションは全く違います。税収というフィルターを

スライドのように技術の進歩に合わせて自動調整できないかといっ

通して、実際の経済活動が見えてくるのです。

たことを、制度の根本から議論することができた印象深い1年です。

エコカー減税をはじめとする税制改正は、相手省庁、政治家、業界

2017年
主計局主査
係 長

キャリアパス

国税局/
財務局/
税関

係長/留学

課長補佐

企画官・
室長

課 長

マクロ・ミクロの視点で未知の世界を学ぶ

業において、どのように評価して事業を採択しているのか、実際の成

科学技術と環境の予算を担当しました。担当分野の勉強を夏から

果はどうなのか、執行を細かくチェックしていくなかで、問題点を抽出

始め、秋には相手省庁や業界の方々と話ができるようにしておかなけ

し、マクロの一般的なルールを練り上げていく、こうしたマクロ・ミク

ればなりません。量子力学やエネルギー等、自分の知らなかった世界

ロを両方考えられるのが主計局の醍醐味です。

を勉強できることは、本当に楽しいです。

行政の最前線で政策の
企画・立案の中心的役割を務める。

ば、政策の方向性を大きく変えることはできません。ミクロの個別事

主査経験を通じて私が抱く理想は「最高の営業マン」です。相手の

その際重要なのが、マクロの政策論とミクロの事業の執行状況の

要求を、周囲と調整しながら実現できるのは、良い営業マン。相手は

両方を考えることです。例えば「民間企業にもっと研究費を出してもら

要求していないものの、将来必ず顕在化するような潜在的なニーズを

うべき」といったマクロの指摘は、総論としては正しいのですが、ミク

くみ取り、先回りして提案して実現できるのが、
「最高の営業マン」。ま

ロの事業に落とし込むことが難しい。逆に、
「 ある事業が成果につな

だまだ遠い道のりですが、理想は高く持っていたいと思います。

がっていない」といったミクロな指摘をしても、抽象化ができなけれ

学生へのメッセージ
私は、就職活動時に大きく２つの不安を感じていました。

いる」と考えるようにしています。確固たる夢に向かって努力する人間か、確固

一つは、就職先を一つに絞り込み、他の可能性を「捨てる」ことへの不安で

たる夢がなくても目の前のことに一生懸命取り組む人間か。筋トレに金メダル

す。様々な活動をして可能性を広げてきたにもかかわらず、進路を一つに定め

を獲るという目標が必要かどうかかもしれません。私は、自分が後者の人間で

ることで可能性が閉ざされてしまうのではないか、
「この分野が一番面白い」と
簡単に決めてしまって良いのか、悩んでいました。確かに、人生は他の可能性を
「捨てる」決断の連続です。しかし、私は、財務省はあらゆる分野への知的好奇
心を「捨てる」ことなく、様々な分野の面白さを追い求め続けることができる非
常に魅力的な職場だと感じています。
もう一つは、自分は情熱が足りないから確固たる夢を持てていないのではな
いか、という不安です。就職活動の際に、
「君の夢は何か」という問いにうまく答
えることができず悩んでいました。この不安に対して、私は、
「２種類の人間が
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2020年
主計局調査課
課長補佐

16年目にして初めて財政健全化
現在は、財政健全化を実現するための企画・立案を行っています。

主張するだけでは、
「将来世代」という業界団体の利害を代弁している
に過ぎません。社会の構造変化を見据え、現役世代・将来世代がチャレ
ンジできる環境をどう整えていくか、限られたお金をどう資源配分して

入省以来、様々な部署を経験しましたが、財政健全化を真正面から考

日本の中長期的な成長につなげていくか、受け身ではなく財務省から

あると思っています。逆にだからこそ、入省以来、どのような分野でも食わず嫌

える仕事は初めてです。新型コロナにより、経済が大きな影響を受け

提案するクリエイティブな姿勢が求められています。

いせずに取り組んできました。夢を固めきっていないからこそ、可能性は無限

るなか、短期では大胆に財政出動を行い、感染拡大防止や雇用・生活

一口に「財政健全化」と言っても、国債市場への影響を考えるときに

大。そう考えると、ワクワクしませんか。

の維持に全力をあげています。一方で、日本はコロナ以前から、少子

は理財局の経験が、歳出面で大きなウェイトを占める社会保障を議論

財務省は、可能性を一つの分野に閉ざすことなく、目の前の階段を一歩ずつ

高齢化による低成長、財政の悪化に苦しんでおり、そうした構造的な

するときには厚生労働省の経験が、歳入面の税収を見るときには主税

登っていけば、気が付いたら驚くような光景に出会える職場だと思っています。

課題への対応も待ったなしです。非常に難しい舵取りが求められる

局の経験が活きています。どんな分野でも食わず嫌いせずにどっぷり

私と同じような不安を抱えている方がいたら、ぜひ財務省にも遊びに来てみて

局面です。

浸かって勉強してきたからこそ、これまでの経験が、自らの血となり肉

ください。想像もできない出会いと経験が待っているかもしれませんよ。

財務省は、業界団体のしがらみがなく、将来世代のことを考えて仕事
ができると言われます。しかし、
「財政が悪いから支出を削減すべき」と

となっています。財務省の仕事は、経験を重ねれば重ねるほど新たな面
白さが見えてくる、
「スルメ」のような仕事かもしれません。
24

企画官・室長
これまでの歩み

2002年
主税局
（新人時代）

原典確認！

強く言われたのが、
「原典確認」、つまり、税法条文か公的資料でウ
ラ取りをせよ、ということ。

官庁訪問で「株式譲渡益課税って知ってる？」と聞かれ、
「わかり

当時は「イジワルさんめー」と思うこともありましたが、あふれる

ません」と答えた私の最初の仕事は、ドイツ税制の調査。税のプロ

情報の中で仕事をするには、大事なこと。最初に刷り込まれて良

集団の主税局内でも、ドイツ税制がわかるのは、1つ上の先輩だ

かったと、今ではひっそりと思っています。

け。緻密で賢い人で、いい加減な私は、注意されてばかりでしたが、

2010年
国税庁①
（出向）

マイノリティ
だけれども

2012年
農水省
（出向）

国税庁長官官房総務課
審査室長

Respect among the honest. Fear among the dishonest.
国税庁開設時に元GHQ内国歳入課長のハロルド・モスから贈

合間に「育児との両立は、結局、祖母頼みで悩む」等とこぼしたと

られた言葉で、今も、多くの国税職員の胸にあります。二度目の育

ころ、若手捜査官は「弁護士の妻が同じことに悩んでいて、それで

児休暇後の本格復帰は、国税庁査察課でした。米国の査察組織と

も今日も祖母宅に預けているんだ」
と言い、
強面のシニア捜査官も

の協議もありました。彼らは、脱税のほかマネーロンダリング等も

「子どもが小さいときは、混んだ地下鉄で庁舎内の保育園まで連れ

手掛け、銃も携帯する「捜査」機関でしたが、脱税者に立ち向かう

てくるのが大変で引っ越したよ」と言い、
「共働きの悩みは万国共

熱い思いは日本の国税組織と同じ。

通だね」
と笑いあった場面を、
時々、
思い出します。

子どもは、親とは別の人間。
政策立案の基礎的な流れを学んだのは農水省でした。
出向中に、
自民党への政権交代があり、
自民党の新たな農政のコンセプトや具
体策の伝え方を考えたり、官邸の本部で決定する文書案を作った

寺﨑 瑞枝

せてもらい、
政策が形になっていくのを見届けました。
そんな盛りだくさんの2年間の終わり、上司が、内示の最後に付
け加えてくれたこの言葉。
「子どもは、親とは別の人間」
子どもたちとの距離に悩むときには、この言葉を自分に言い聞
かせています。

り。
大臣室のみならず、
幹部の要路説明や党の部会対応にも同行さ

TERASAKI Mizue
［平成14年入省］

2014年
理財局

係 長

キャリアパス

国税局/
財務局/
税関

係長/留学

課長補佐

企画官・
室長

課 長

重要事項についての
企画・立案に携わる。

2018年
主計局

学生へのメッセージ
想像してみてください。皆さんが、今の倍の歳になった時のことを。どんな
日々なら、今の自分の選択に後悔はないと言えるでしょうか？

次頁で、私の育ての親たちの言葉をご紹介しますが、いろいろな方に話を伺
える機会も多いし、先輩、同僚だけでなく、カウンターパートその他多くの方に

た。
「私が育ったこの国は、こんなに借金があって、みんな気持ち悪くないのか

育てられ、
「今年はあの人と一緒に仕事できてよかったなぁ」と思う方々に、毎

な。これからも大丈夫なのかな。ちょっと話、聞いてみよう」。はじめはその程度

年出会えるんです。何十年も働くことを考えたら、結構、すごくないですか？

の問題意識で、財務省職員としてはマイノリティかもしれません。

25

財務省職員のキャリアパス

はっきり言って私は、理路整然とした説明が苦手です。最初の編

財務省に戻って理財局では、財政投融資と国債を2年ずつ経験

成で、上司から聞かれたのが、
「今の説明のキーセンテンスはどれ
だ？」。説明したいことは、大概、突き詰めるとワンフレーズのは

る3年は、年末に向けて、財投計画や国債発行計画をまとめる編

ず。資料も説明も、それを意識すればよいのだ（と、昔の上司がよく

成業務でした。財務省の典型的な業務の一つで、担当省庁や機関

言っていた）、とのこと。なるほどっ！

等から話を聞いて、素人なりに咀嚼して、今度はその立場を背負っ

ですが……。

自分で管理しなきゃ、予算は査定できないんだ。
「財政」には、予算以外にもいろいろ大事なことがあると徐々に

ま、実際は、これが難しいの

ですが、早々に上司からも数字に弱いことの指摘。う……、薄々気
づいていましたが……そんなときは迷わず有能な同僚たちの力を
全面的に借りるチームプレーで乗り切ります。

気がつくものの、それでも興味はあった予算編成。総務省と外務省

いろいろな人がいろいろなことを言う予算編成を経て、こっそ

の予算を1年ずつ担当して、相手省庁に育ててもらう場面が多いこ

り、予算編成業務と家事（優先順位をつけて複数案件を並行処

とを実感します。

理）
・育児（正論だけでは通せない相手との交渉）って、結構似てい
るな？と思っています。侮るなかれ、家事育児。

字のインパクトをつかむ能力があるのとないのとでは大違いなの

ていますが、育ての親がたくさん見つかるのは、財務省の強みだと思います。

の私は、正直、明確に財務省でやりたいことがあったわけではありませんでし

て、局内で説明して計画を作っていく、そんな役割を担いました。

しました。そのうち1年は連日、資金調達（入札）をしていました。残

たくさんの説明を受けるなかで、瞬時にそれぞれの予算額や数

今でも、多様性は組織を強くすると信じ、マイノリティなりに試行錯誤を重ね

財務省は、20年後のことも考えられる職場です。と言いつつ、今の半分の歳

キーセンテンスはどれだ？

……と、振り返ってみました。そりゃ、学生のときは想像できてな

2020年
国税庁②
（現在、出向中）

かったこともあるし、うまくいかないことも、悲しくなることも、投
げ出したくなることも、もちろんあります。それでも、いろいろな人
の顔が浮かんで、いつの間にか、また頑張るかーという気分になっ

て、の繰り返し。マイノリティなりに、財務省を選んだのは間違って
なかった、と思っています。
だからぜひ、はじまりは軽い気持ちでも。財務省、ちょっと覗い
てみませんか？
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課

長

1995年
大臣官房
秘書課

これまでの歩み

2001年
金融庁
出向

2004〜
2006年
総理秘書官補

役所を知るための修行期間
採用活動に携わった2年間。入省するまで、大蔵省（当時）で働く

様であること、また、キャリアパスも様々であることを深く知るこ
とができました。
自分が働く職場について、懐深く自分が鍛えられる土壌を持ち、

職員は皆同じようなタイプなのではないかと思っていました。しか

多様なキャリアパスを実現しうる組織であるとの思いを早くから

し、採用活動に携わるなかで、諸先輩のキャラクターが本当に多

持てたことは幸いでしたし、今もその気持ちは変わりません。

持つ意味を肌感覚で理解する初めての機会となりました。

政策実現の型を学ぶ

関係者、専門家の意見を伺いながら制度改正案をまとめてい

信託業法の82年ぶりの改正や、リレーションシップバンキン

く段階から、法案作成、国会審議に至るまで政策実現のプロセス

グに関する金融審議会報告書の取りまとめ作業を担当。当局が

を一気通貫で経験できたことは、その後の自分の素地になりま

動くことで金融ビジネスの新展開につながるという、制度改革が

した。

チーム小泉の末席に連なって

交えて「ストーリー」として言葉を発することで、政策等の発信力
が大きく変わるという場面を何度も見る機会に恵まれました。そ

小泉政権下で、総理秘書官の補佐業務を担当。総理の国会答弁

れもメッセージの受け手を意識しているからこそできることで、こ

の原案づくり等を行うなかで、小泉総理の言葉の使い方等を間近

うした気づきはその後仕事していく上でも役立っていると痛感し

で見る機会を得たことは大きな財産になりました。

ます。

単に「ロジック」だけでは十分でなく、具体的なエピソード等を

「カタチづくりへの矜持」

2011〜
2013年
主税局

社会保障と税の一体改革

結実！

主計局主計官

したうえで実際の制度改正につなげていくという「プロセス」の作

政権交代を挟みながら、政府や与党の税制調査会の議論に参画。

り込み、消費税以外の税目の制度改正や低所得者対策といった

社会保障と税の一体改革の議論の現場を三党合意の成立に至る

「環境づくり」等の総合的な取り組みがあって初めて乗り越えられ

まで見届けました。
消費増税を実現するためには、将来世代の負担軽減、社会保障

（総務係、地方財政係、財務係担当）

た議論の蓄積や、税制改革の基本方針をプログラム法の形で規定

の充実・安定化等の大義がもちろん必要です。しかしそれだけで

る政策課題だったと思います。
黒衣に徹しながら政治プロセスを支えきる、財務省のカタチづ
くりの真髄を見た大きな経験でした。

は足りません。歴代政権において長年にわたり積み重ねられてき

関 禎一郎
SEKI Teiichiro
［平成7年入省］

2016〜
2017年
東京国税局
査察部長
係 長

キャリアパス

国税局/
財務局/
税関

係長/留学

課長補佐

課長

企画官・
室長

所掌事務の政策立案の
責任を担う。

早いもので入省27年目になりました。予算、税制、金融等の様々な政策分野

当チームの充実感あふれる表情も鮮明に覚えています。

脱税に対する犯則調査を行う現場部隊の指揮官的な役割を担

当たり前のことではありますが、税制も適正な執行あって成り

当。巨悪を許さないという誇りを胸に日夜努力する現場職員の思

立っているものであり、その観点を抜きにして制度を考えることは

いに応えるため、何ができるのかを考えた一年となりました。自ら

できません。制度に魂を入れるために払われている現場の努力に

の目の前で一つ一つの事案の調査状況が報告され、強制調査に乗

敬意を払うことは、今も骨身に染みています。

2018〜
2020年

大将の器の大きさに触れる日々

めの真髄を学ばせていただきました。
麻生大臣が議長を務められた福岡でのＧ20財務大臣・中央銀

麻生大臣にお仕えしながら、国会審議や国際会議等の場でサ

行総裁会議が成功裏に終了した時、大臣の晴れ晴れとした笑顔に

ポート。財務大臣としてのメッセージを際立たせる、政治家として

接した際に感じた喜びは、秘書官冥利に尽きる忘れられない思い

の言葉の選び方、国際会議でキーパーソンを早くから見極め、日ご

出です。

ろからの関係づくりに力を注がれる姿等を見て、仕事を進めるた
自分次第で「過去」、
「現在」、
「将来」を自由に行き来しながら考えを巡らす場

に関わる制度の企画立案業務に携わってきたことと、査察部長や大臣秘書官

所が財務省にはあります。苦しいこともいっぱいあるけれど、

等のポストを経験し、臨場感あふれる現場に触れる多くの機会を得たこと、こ

ときにはタイムマシンに乗り「過去」に

れが私の財産です。

学び「将来」を想像しながら、

常に「現在」目の前にある課題に全力を注いできましたが、共通していたこと

社会のカタチづくりの 一翼

は、
「過去」の教訓に学びながら、そして「将来」世代に何を引き継げるのかを考

を担うというキャリアパ ス

えながら試行錯誤していたということです。そして試行錯誤を繰り返すなか

は、財務省ならではの醍醐味

で、最後の最後に予算・法律等のカタチをつくりあげるところまで責任を持つ

だと思います。

ことが、財務省に求められる役割・使命であると実感してきました。

は、今でも忘れません。調査の結果、告発まで行きついた時の、担

り出すかどうかの判断を迫られる瞬間の身震いするような感覚

財務大臣
秘書官

学生へのメッセージ

マルサの男！？

2020年〜
主計官

カタチづくりの最前線

一般的には、査定といえば要求を切る、というイメージが強いか
もしれません。しかし、むしろ限られた財政資金をどの政策分野に

総務省予算（地方財政を含む）、財務省予算担当の主計官として

どういう形で投入することが求められているのかについて、要求

予算編成に参画。これまでの税収増のトレンドが一転する異例の

省庁と一緒になって知恵を絞りカタチにしていく作業というのが

状況下での予算づくりとなりましたが、足下の新型コロナウイルス

実態に近いです。入省して以来の様々な経験を活かしながら、社

感染症対策だけでなく、デジタル化等将来の社会の方向づくりの

会のカタチづくりの最前線の一翼を担っています。

ために今打つべき施策とは何か、深く考える機会となりました。

27

財務省職員のキャリアパス

28

特集

より良い働き方を目指して
財務省では、職員一人ひとりが充実した生活を送り、仕事と家庭生活の両立が行えるように、
様々な角度から改革を進めています。より良い働き方に向けた、財務省の取り組みを紹介します。

財務省再生
プロジェクト
について

「国の信用を守り、希望ある社会を次世代に引き継ぐ」
この財務省の使命を果たしていくため、そして、時代にふさわしい働き方ができ、より高い価値を社会に提
供することのできる組織風土をつくり上げるため、財務省全体で組織改革を進めています。風通しが良く、
チームワークで成果を上げることができ、一人ひとりが自己研鑽と挑戦に励むことができるような職場を目
指し、様々な取組みを行っています。

とを大きなハンデと感じることなく働いていま
す。また勤務環境の変化も大きく、今年は新型コ

関税局監視課 課長補佐

ロナウイルス感染症対策もあり、リモート環境の

高橋 実枝

整備は格段に進みました。

TAKAHASHI Mie

仕事と育児の両立はもはや女性だけの問題で

［平成18年入省］

はないと、周りの同世代や後輩世代を見てつく

CAREER

平成 18 年
平成 20 年
平成 21 年
平成 22 年
平成 23 年
平成 25 年
平成 27 年
平成 28 年
平成 29 年
平成 30 年
令和 元 年

づく感じます。そのようななかで、財務省のよう

国際局国際機構課
仙台国税局
主計局主計企画官付
主計局調査課
留学（米・シカゴ大）
三菱商事株式会社（出向）
大臣官房政策金融課 課長補佐
主税局税制第二課・第三課 課長補佐
主税局総務課 課長補佐
関税局監視課 課長補佐
育児休業

な幅広い政策分野に関わる組織こそ、多様性を
もった人材が働ける組織であるべきです。志高
き優秀な学生が、働き方の面で財務省を敬遠す
るようなことがないよう、私自身も前向きな組織
改革に取り組んでいきたいと思っています。
また、子供ができたことで、
「 希望ある社会を
次世代に引き継ぐ」、そして「安心・安全な社会を

コンプライアンス

働き方改革・業務効率化

コンプライアンスの確保を通じて適正・公平な

時代にふさわしい仕事のやり方を追求し、効率

行政を行いつつ、組織を率いる職員のマネジメ

的な働き方をしながら高い成果を上げることを

ント力を高めることで、財務省、ひいては国に

目指しています。新しい技術も活用し、職員の業

対する信頼の維持・向上を目指しています。

務改革に対するアイデアを実現しています。

取 り 組 み

取 り 組 み

全職員を対象として、コンプライアンスに関する研修を実施しています。中でも、

保育所の開設や、感染症対策を契機としたテレワーク環境の大幅拡充・ウェブ

組織パフォーマンスの向上や風通しの良い職場づくりを目指して、マネジメント

会議システムの導入等、新しい働き方を推進しています。また、これまで手作業

やコーチングのスキルを強化するための取組みに力を入れています。事例に基

で行っていた業務の自動化を行うRPAをはじめ、ITを積極的に活用し、業務改

づいたディスカッションを多く取り入れることをはじめとし、効果的な研 修を

革に取り組んでいます。

行っています。

実現する」ことの重みを、実感を持って捉えられ

前向きな変化の流れを次に繋げていく

るように なったと感じ
もが大きくなっ

「大きな変化のチャンスが財務省にも来てい

関の取締り業務を担当しています。安心・安全な

た 時 に 、日 本 に

る。」最近感じていることです。自分が入省した

社会を実現するという税関の使命を実現すべく、

産ま れ育ったこ

頃、同期の女性職員は1人か2人。結婚して子供

不正薬物やテロ関連物資等が日本に密輸される

とに誇りをもって

を産んだ後のキャリアイメージは、漠然としか掴

ことを防ぐ業務です。

生き て いて ほし

めませんでした。その頃に比べて財務省は変わっ

職場内に新設された保育所を利用しているた

てきており、今まさに変化の時にあると思ってい

め、執務室を出て数分後に子どもをピックアップ

ます。

できる環境です。理解ある上司・同僚、そして最

私は昨年育休から復帰し、現在は関税局で税

大の理解者である夫のおかげで、子供がいるこ

人

て います 。子ど

材

育

成

コミュニケーション

政策の立案・実現能力を高めるため、専門性や

聞き手の視点に立って「伝わる広報」を行い、外部

語学力強化を目指した研修や、世代や部局を

との双方向のコミュニケーションに取り組んでい

越えた勉強会を実施し、戦略的に人材を育成

ます。また、お互いの顔が見える組織をつくり、組

しています。

織内の連携・協働を促進しています。

取 り 組 み

取 り 組 み

い、そのためにこの組織で取り組んでみたいこと

高い専門性を持った人材を育成するため、部局を越えて経済分析を行う仕組み

スライド作成やプレゼンのスキル等、伝える技術の向上に向けた研修や、若年

はたくさんあります。

を立ち上げるとともに、国際機関の要求水準に合わせた経済財政理論の研修を

層や子育て世代、地 域社会に向けた財政講座を実施しています。組織内のコ

行っています。他の研修の例として、本年は「テレワークマネジメント研修」を新

ミュニケーションでは、若手と幹部の座談会を定期的に行う等、役職を超えた

たに実施し、優れた取組みとして「国家公務員制度担当大臣表彰」を受賞しまし

交流を盛んに行っているほか、省内ニュースレターで幹部へのインタビューを

た。また、職務環境の改善や組織パフォーマンスの向上に向けて、部下が上司を

掲載する等、風通しの良い職場づくりを行っています。

前向きな変化を遂げつつある財務省で、一緒
に働きませんか。

評価する「多面観察（いわゆる360度評価）」を導入しています。

オフの時間もオンにつながる財産になる

取り組んでおり、組織としても日々進化している

具体的な取り組み例

ところです。

現在私は育児休暇を取得し、もうすぐ1歳にな

ます。さらに、そもそも「働き方」とは、生産性向

多様な社会の課 題を解決するには多様な人

る息子の日々の成長を見守ることができている

上という、男女にかかわらず組織として絶えず

材が必要です。ぜひ財務省に足を運んでみてく

ことに幸せを感じています。産まれてから毎朝

改 善していくべき 課 題 で す 。財 務 省再 生プロ

ださい。

「おはよう」と言い続けて、1ヶ月後に初めてにっ

ジェクトにおいてもまさに課題のひとつとして

こり笑い返してくれたときの感動や、初めて手を
引きながら公園を歩いた時のドキドキ、かけがえ
のない想い出をつくることができています。ま
た、同時に息子から多くのことを学び、私自身も
人間として成長することができました。家庭とい

育児休業

う、仕事とは異なるフィールドで奮闘し得られた

石黒 真理

ものを仕事でも活かしていき、両方を楽しみな
がら頑張っていきたいと思っています。
学生の皆さんには、財務省は女性が働きやす
い職場であるというイメージはあまりないかも
しれません。ですが、財務省の仕事の多くは季節
性があり、仕事の忙しさの緩急がはっきりしてい
るので、前もって両立のための計画をある程度
立てられるというメリットがあります。また、仕事
と家庭の両立に試行錯誤しながら道を切り拓い
ていかれている先輩、同僚たちが増えてきてい

ISHIGURO Mari
［平成21年入省］
CAREER

平成 21 年
平成 23 年
平成 24 年
平成 24 年
平成 26 年
平成 28 年
平成 29 年
平成 30 年
令和 元 年

大臣官房文書課
札幌国税局
IMF・世銀総会準備事務局
留学（米・コロンビア大）
国際通貨基金（IMF）エコノミスト
理財局総務課 課長補佐
理財局国有財産企画課 課長補佐
主税局調査課 課長補佐
主税局税制第三課 課長補佐

充実した省内研修

若手の声で業務改革

人材育成の取組みの一環として、職員の専門性向上に資する様々な研

質の高い政策を作り上げるためには、多様な職員一人ひとりが能力を

修を開催しています。若手職員に対して、先輩職員が自身の経験をも

最大限に発揮し、より付加価値の高い業務に集中していくことが重要

とに、様々な政策課題に関する知見を共有する勉強会を実施している

です。その原動力は、各職員が自ら課題を発見し、解決のためのアイデ

ほか、所属部局を横断して編成したチームで、1年間特定の政策課題に

アを考えること、
そして、
仲間とともにそうしたアイデアを実現していく

ついて理解を深め、議論を行う等、職員同士の高め合いの機会を設け

ことです。財務省では、部局を超えて、業務改善のアイデアを共に考え

ています。また、国際社会で活躍する人材を育成するためのハイレベ

るための意見交換会を実施しています。こうした活発な議論を重ねな

ルな英語研修等、個々の職員のニーズや能力に応じた、実践的な研修

がら、テレワーク環境の充実といった場所にとらわれない働き方や、

も拡充させています。

RPAをはじめとするITを活用した業務の効率化等を実現しています。
私たちと一緒に、
進化し続ける財務省を一緒につくっていきませんか。
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より良い働き方を目指して

30

財務省職員の活躍するフィールド

第3部

国内各地の地方支分部局や地方公共団体で多くの職員が活躍してい

国 内

2021年3月1日時点で、約200名の財務省職員（留学を除く）が世界各地の

海 外

ます。また、他省庁や民間企業に出向する機会もあります。

在外公館や国際機関、シンクタンク等でグローバルに活躍しています。

在外公館
国際機関等

ミャンマー計画財務工業省・ミャンマー税関
ミャンマー大使館

インド大使館

北海道財務局
札幌国税局

地方支分部局等

ベトナム大使館
香港総領事館
中国大使館

トルコ大使館
エジプト大使館
ロシア大使館

カナダ大使館

サンフランシスコ
総領事館

地方公共団体
日本台湾交流協会
上海総領事館
韓国大使館
ウラジオストク総領事館

北海道庁

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

函館税関
沖縄国税事務所
沖縄地区税関

ADB
（アジア開発銀行）
フィリピン大使館
フィリピン財務省

青森県庁
新潟県庁

スリランカ
大使館

山形県庁

スタンフォード
大学
メキシコ大使館

カンボジア経済財政省
カンボジア大使館

ラオス財務省

東北財務局
仙台国税局

北陸財務局
金沢国税局

四国財務局
高松国税局

横浜市役所

石川県庁

奈良県庁
大阪府庁

インドネシア大使館

AfDB
（アフリカ開発銀行）

アルゼンチン
大使館

オークランド
総領事館

ASEAN+3
マクロ経済リサーチオフィス
シンガポール大使館

東京税関
東京国税局

尾張瀬戸税務署

ヨーロッパ

横浜税関

WCO(世界税関機構)

東海財務局
名古屋税関
名古屋国税局

佐世保税務署

徳島県庁

長崎税関
中国財務局
広島国税局

九州財務局
熊本国税局

和歌山県庁

ベルギー大使館
EU代表部

英国大使館

海津市役所
三重県庁

近畿財務局
大阪税関
大阪国税局

EBRD（欧州復興開発銀行）
英王立国際問題研究所
（チャタム・ハウス）
JOGMECロンドン事務所

ドイツ大使館

OECD（経済協力開発機構）
FATF（金融活動作業部会）

BIS
（国際決済銀行）

フランス大使館
OECD代表部

熊本県庁

第3部

国際交流基金サンパウロ
日本文化センター

オーストラリア大使館

本省

門司税関

福岡財務支局
福岡国税局

ボリビア大使館
ブラジル大使館

ASEAN代表部

マレーシア大使館
マレーシア財務省

ドバイ総領事館

関東財務局
関東信越国税局

岐阜県庁

神戸税関

タイ大使館
タイ税関

マイアミ総領事館

フランクフルト
総領事館

イタリア大使館
ジュネーブ代表部

JETRO事務所

JICA事務所

JBIC事務所

ロサンゼルス

ミャンマー

ジャカルタ

チェンナイ

ロンドン

ジャカルタ

ワシントン

香港

シンガポール

バンコク
ホーチミン

スペイン大使館
IOSCO（証券監督者国際機構）
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地方公共団体

地方公共団体

奈良県副知事

末光 大毅

青森県総務部財政課長

永安 俊介

SUEMITSU Daiki
［平成11年入省］

NAGAYASU Shunsuke
［平成22年入省］

CAREER
平成 11 年

大臣官房文書課

平成 13 年

留学
（米・カリフォルニア大）

平成 15 年

主計局総務課

平成 17 年

関税局関税課 課長補佐

平成 19 年

在インド日本国大使館二等書記官

平成 21 年

在インド日本国大使館一等書記官

平成 23 年

主税局総務課 課長補佐

平成 24 年

主税局調査課 税制調査室長

平成 26 年

主計局主計官補佐（厚生労働係担当主査）

平成 27 年

主計局主計官補佐（地方財政係担当主査）

平成 28 年

大臣官房総合政策課 政策調整室長 兼 国際経済室長

平成 29 年

大臣官房総合政策課 企画室長

平成 30 年

奈良県総務部長

CAREER

やがてフィールドに立つ皆さんへ
奈良県にて

ていきます。余剰の調整の時代は遠く過ぎ去り、

国際局総務課

平成 23 年

国際局地域協力課

平成 24 年

IMF・世銀総会準備事務局

平成 24 年

金沢国税局

平成 25 年

厚生労働省老健局高齢者支援課

平成 27 年

留学
（英・ヨーク大、LSE）

平成 29 年

理財局総務課 課長補佐

平成 30 年

理財局国有財産企画課 課長補佐

令和 元 年

青森県農林水産部団体経営改善課長

令和 2

青森県健康福祉部高齢福祉保険課長

年

多様性に満ちた国家社会〜財政の役割と責任〜
を出し合うことがとても大切と思います。
これは、難しい利害調整の時代では、とりわけ

地域社会の多様性

現実の中で「儲かる」農林水産業の面白さを熱っぽく語り

個々の人間である。また、政策効果の発現は各業界で働く

ながら、
「国家の基（もとい）」たる農林水産業の意義を教

民間の方々との連携なしに叶わないことがほとんどだ。こ

奈良県に赴任後、総務部長を経て現在は副知

経済的な付加価値や資産、人材が伸び悩んだり

重要なことです。
財務省の政策が誰かに何かを失

りんご農家の収穫をお手伝いしたときに頂いた「もぎ

えてくれた。行政の側でも、県産品の生産性向上のために

れまで霞ヶ関で政策論議を闘わせるとき、私はそうした

事を務めています。総務部長としては、財政や人

減ったりする中で、公共の役割として、既存の利

わせるとき、様々な批判が伴うでしょう。しかし、

たてのりんご」の驚くほど爽やかな甘さ。地道に守られ育

静かな情熱を燃やす農林水産業の普及員や研究者、農村

人たちに十分に想いを馳せることができていただろうか。

事など組織の要の分野を、また副知事としては、

害に見直しを迫る難しい調整 が 益々増えるで

だからこそ、最終的に「財務省が言うことだから

まれた「青森ヒバ」が生い茂る森林で全身に浴びた空気

漁村を守るために必死に知恵を絞り、農林水産業の振興

福祉、医療、観光、文化、スポーツ、教育、人権、水

しょう。

きっと正しいのだろう」というぎりぎりの信頼を

の清々しさ。過疎地域の高齢者の「つどいの場」に流れる

のため汗を流し続ける職員たちがいた。

財務省の人材の多様性

道などの幅広い施策を担当してきました。手触り

同時に、グローバル化に適応し革新技術を活

得ていることが極めて重要です。
そのぎりぎりの

穏やかな時間。日本最多を誇る銭湯巡りで出会った彩り

次に着任した健康福祉部では、限られた資源の中でも

全ての国民には、想像を超えたストーリーがある。その

感のある現場の様々な課題について、知事や職

用しながら、豊かさを享受し続ける努力も必要で

信頼を保つためにも、
厚みのある議論は財務省の

豊かな泉質の素晴らしさと、地元入湯客から湧き出る聞

地域福祉を担う気概に溢れ、人々のニーズに「寄り添う」こ

上で「財務省は国家全体を俯瞰して常に理想を語り続け

員と議論しながら判断を重ねる毎日は、大変やり

す。
経済や人口の規模の変動を上手に乗り越えつ

生命線だと思います。
そしてそれは、
長期にわたっ

き取り困難な方言の不思議な魅力。
「ラッセーラー！」の

との重要性と困難性を教えてくれた医療介護従事者がい

なければならない」などと言うのは傲慢との誹りを免れな

がいがあるものです。

つ、未来へ橋を架けていく工夫が、今、日本に求

て存続する公共組織として信頼と能力を保ち続

掛け声が響き渡り、街中が「じゃわめぐ」ねぶた祭りの高

た。また、障害・児童・高齢・生活困窮の垣根を超えて住民

いかもしれない。しかし、それでもなお、想像力と全人格を

められています。

けるためにも、
とても重要なことです。

揚感。そして、凍てつく寒さと視界を遮る風雪に遭っても、

の命と暮らしを包括的、重層的に支えようと試行錯誤す

賭して、国家社会のあるべき姿を論じ、力を持たない小さ

日常生活を維持するため黙々と支え合う人々のたくまし

る役所の葛藤と優しい眼差し、コロナ対応に奔走する保

な声や将来の国民の声にも耳を傾け、少しでも多様な人々

さと、遅い朝日を浴びて輝く純白の世界の目を見張る美

健師や医療・福祉サービスの提供体制確保のため工夫を

に寄り添いながら国家財政を運営していこうとすること、

しさ―。

重ねる人々の姿があった。

ニヒリズムに陥ることなく堂々と価値判断を伴う政策提

また、
県議会議員や市町村長、
企業関係者や事
業者、
学識経験者、
寺社、
諸団体など、
県庁外の多
くの方々にも御厚誼を賜っています。
霞が関では得られない貴重な経験に恵まれる

より良い未来の目指し方
では霞が関はどう振る舞えばよいでしょうか。

私はかつて在インド日本国大使館にも出向し
ました。地方勤務も含めて多くのフィールドを用

中で、職業人としても個人としても、大きな学び

実は、難しい局面であっても、基礎的スキルがあ

意しながら、財務省は幅広い視野と柔軟な発想

青森県に赴任して２年。この地の文化と風土に魅了され

現在、財政課長として担う予算編成では、教育・警察・防

言をしていくこと、それこそが財務省の責務であり「財務

の機会を頂いています。

れば一定のアウトプットには辿り着けます。基礎

を求めています。皆さんもたくさんの経験を重ね

る日々だ。きっと青森に限らず、日本の至る所で、今この瞬

災・観光・商工労働・地域交通・道路・建築・航空・港湾・エ

省の人間」の矜持だと私は考えている。そして、だからこそ

的スキルとは、例えば、日程、財源、人事、人脈、組

てそれぞれの物の見方を深めてみてください。

間も、私の想像を超えた豊穣で美しい風景と時間が流れ

ネルギー・環境・医療・公衆衛生・福祉・農林水産業といっ

財務省は多様な価値を体現しなければならない。そのた

ていることだろう。これまで「日本」を語るに際して、私は

た県が担う全ての政策分野の予算事業を査定、整理して

めには、職員一人ひとりが様々な経験を積み、多角的な視

地域社会の多様性にどれほど自覚的であっただろうか。

いる。あらゆる事業には政策担当者にとっての真っ当な

点を持つべく不断の努力を重ねることに加えて、組織それ

理屈と、これまで関係を培ってきた各業界の切実な願い

自体が多様な人材で構成されることが不可欠だろう。

公共の課題は今後どう訪れるのか

織、事業、制度、交渉など、眼に見えないものを含

奈良は日本国の濫觴
（らんしょう）
の地です。
か

めてマネージする力が挙げられるでしょう。しか

つて、大陸から進んだ技術や制度を積極的に取

し、そのアウトプットが長期的に見て最適解に近

り入れて国づくりに邁進しましたが、国際情勢と

いかは別の話です。

この国の未来を担う皆さんと議論できるとき
を楽しみにしています。

社会の複雑性と
「公」の多層性

が存在し、時に「数字の向こう側」に想像を超えた背景事

このパンフレットを読んでいただければ、財務省で経験

技術が社会に大きな影響を与えているのは、
現代

現代の複合的な変化の中では、先例も十分に

地域社会の多様性に加えて、県庁での仕事を通じて実

情が姿を見せることもある。議論を深めるほどに明らかに

できる職務範囲の幅広さ、一人ひとりの職員の語りの奥行

の日本も同じです。とりわけ今後は、グローバル

は役立ちません。最適解を追求するには、した

感するのは、この国の社会経済活動や私たちが担う公共

なるのは、この社会そのものの複雑性であり、公共政策に

きの深さが分かるはずだ。財務省で将来共に働くあなた

化と情報通信技術の進展により経済活動が大き

がって、幅広い視野と柔軟な発想が必要です。と

政策が、実に多くの人々との関わりの中で織り成され、複

関わる主体の多重性ないし多層性である。

が、多様な価値を包摂した人間として成長を遂げていくこ

く変容する中で、人口動態への対応などの国家

はいえ、一人ひとりの知識、経験、能力だけではど

雑に展開されているということである。

的課題にも取り組むことが求められています。

うしても限界があります。このため、多様な経験

人口動態の加速的な変化は、
社会保障や地方
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行政などの仕組みを支える基盤を一層揺るがし

平成 22 年

財務省職員の活躍するフィールド

や意見を持ち寄って、
皆でベストに向かって知恵

県庁に赴任して最初に所属した農林水産部。そこで出
会った生産者たちは、時代と共に変化する生産や流通の

思えば、国が法律を作成し予算を編成したとして、個別

と、そして、この世界に一人しか存在しないあなたの個性

の政策の多くは国民にとって身近な地方公共団体におい

によって未来の財務省の多様性が鍛え上げられていくこ

て執行され、その担い手は、個別の経験と想いを背負った

とを本州最北端から願ってやまない。
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内閣官房

他省庁

に励む毎日は、非常に刺激的であり、充実感を味

「制度を背負う」意気

わっています。

厚生労働省で年金の世界に飛び込んで現在2年

成長する実感

目。最初の1年は5年に一度の法改正の年でした。

一昨年まで、在ミャンマー大使館で勤務してお
内閣官房副長官補付参事官補佐

離れて仕事をしていると、財務省の守備範囲の

石丸 直

広さを改めて感じます。財務省で培った広い視

ISHIMARU Sunao
［平成21年入省］
CAREER

平成
平成
平成
平成
平成
平成

21 年
23 年
24 年
26 年
28 年
31 年

パートタイム労働者の年金充実を実現すべく、短距

り、今は内閣官房に出向をしています。財務省を

関口 雄介

の様々な政策ツールを活用し、より良い社会の

SEKIGUCHI Yusuke

ていた理想を現実のものにするため、日夜頭を
悩ます日々が続いています。財務省職員としての
業務は、深い知識・教養、広い視野と柔軟な発想
が求められ、簡単なものではありませんが、上司

転して、次の法改正に向けたロングスパンの熟議。有

課長補佐

野を活かし、どの職場においても、
「予算・税制等
実現を目指す」という入省時に漠然と思い巡らせ

大臣官房文書課
広島国税局
主税局総務課
留学（英・LSE、
オックスフォード大）
在ミャンマー日本国大使館二等書記官
在ミャンマー日本国大使館一等書記官

離走的な瞬発力で調整に奔走しました。2年目は一
厚生労働省年金局年金課

識者・実務家との議論も重ね、あるべき年金制度に
向けて、作品を徐々に練り上げて形にしていくような
作業です。

［平成24年入省］

一見真逆のような仕事ですが、共通するのは常に
年金制度の歴史や整合性を念頭に置くこと。担当者

CAREER

平成
平成
平成
平成

24 年
26 年
27 年
29 年

主税局調査課
福岡国税局
大臣官房総合政策課
留学（仏・ENA、
ストラスブール大）

として
「制度を背負う」
重みを意識させられます。

財務省の役割

や同僚と議論を重ねるなかで、成長を実感して

制度を持つ各省庁に対し、
「査定官庁」たる財務省

います。

より良い社会の実現を目指して〜財務省の広い守備範囲〜

熱い気持ち

撮影協力：高橋年金局長（右）

はないと思います。
向く方向は同じ、
社会保障分野で

社会保障の深淵を覗く

言えば、安定した社会保障制度を後代に引き継ぐこ

「自分に何ができるか 分からないけれど、友

と。厚生労働省は年金・医療・介護等各制度を背負っ

タッグを組み、内政上の重要課題の解決に向け、

人、家族、国民、そして将来世代に役立つことをし

一丸となって取り組んでいます。新型コロナウイ

たい」、そうした熱く力強い気持ちを持っている

私は、一昨年の夏から、
「ホシツ」と呼ばれる内

ルス感染症対策やデジタル庁創設をはじめ、課

方、財務省に向いていると思います。財務省に

閣官房副長官補室で働いています。皆さんには

題は多岐にわたります。緊急の対応が求められ

は、皆さんのそうした思いを実現するための政

馴染みが薄いかもしれませんが、各省庁からの

ることも多く、日々緊張を解く暇もありません

策ツール、人が揃っています。より良い社会の構

出向者が集う「ミニ霞が関」のような組織で、内

が、多様なバックグラウンドを持つ方々と侃々

築に向けた議論を共にできる日を楽しみに、心か

閣官房副長官補の下、出身省庁の垣根を越えて

諤々(かんかんがくがく)議論しながら課題解決

らお待ちしております。

なった年。昭和60年は基礎年金導入により、基礎

思います。

後の業務に活きてくると確信しています。

官民の両者を経験して

民間企業と悩む皆さんへ

ミニ霞が関

異なるツールを通じた課題解決
また違う視点で
経済の好循環を回していく

財務省という場

出向経験を通じての成長

財務省は温かい組織だと思います。もちろんその意味
するところは、
「厳しくない」ということではないと思いま

昭和36年、昭和60年、
平成16年
いきなり年号を挙げてみました。年金の世界で
は、
「794ウグイス」並みの重要な年です。
昭和36年は国民年金法施行で「国民皆年金」と

年金と厚生年金の「2階建て」となった改正の年。平

て、
財務省は経済社会全体の安定運営を背負って、
お

成16年はマクロ経済スライドの導入等により、今

互いの立場で議論を重ねます。この程良い緊張関係

の年金財政フレームを確立した改正の年。

の中で、
政策は磨き上げられていくのだと思います。

年金制度を考える際は、こうした長い歴史がある

いま制度を背負う側にいることは、今後に向けた

だけに、過去を知り、未来を見据え、社会の変化も

得難い経験です。もうしばらく、この深淵のような社

織り込んだ超時的視座が必要です。

会保障の世界にどっぷり浸かる日々を堪能しようと

世の中には、
「社会を良くしたい、人のために働きた

「コンサル」
で働く経験

策ツールが、国民生活や企業活動に与える影響の大き

い」という思いを持って働く方々が、官民を問わず大勢

さを、改めて実感しています。

います。財務省の政策は、その思いを強く後押しするも

す。しかし、成長の機会を職員に与え、いざというときに

私は現在、官民交流制度を利用し、経営共創基盤

いま日本は、答えの見えない多くの課題に直面してい

のでなければなりません。
「社会を良くしたい、人のため

のを覚えています。出向先では、財務省で得た知識や上

は役割に関係なく助け合う、そんな文化があると感じて

（IGPI）でコンサルタントとして働いています。IGPIが抱

ます。その中で、財務省には、リアリティや実効力のある

に働きたい」という気持ちがある方は、ぜひ一度、財務

司・先輩から教わったスキルに大いに助けられています。

います。信念を持って働く周りの職員からも多くの刺激

える案件は、事業戦略、事業再生、投資、地方創生等多

解決策が強く求められており、私がIGPIで培った民間

省職員の声を実際に聴いてみてください。そのような、

在は金融庁で、財務省とは異なるツールを使って、その

そして、金融庁で得た知見やネットワークは、財務省に

を受ける日々です。そんな働き方に魅力を感じたら、ぜひ

岐に渡り、クライアントとなる企業の課題解決のために

企業の視点や課題解決に必要な姿勢を活かすことがで

熱い思いを持つ方々と一緒に働ける日を楽しみにして

課題に取り組んでいます。

戻ってから、他の職員が持たない異なった視点として、今

財務省の門を叩いてみてください！

必要な価値を提供しています。民間企業の考え方を知

きると考えています。

います。

「経済の好循環を回していく」
財務省にいたときにも取り組んでいた課題ですが、現

出向するとき、
「のびのびやってこい」と送り出された

りたいと考えていた私にとって、非常に得難い経験がで

金融庁に来て3年になります。現在、私は日本企業の
成長の後押しのためにコーポレートガバナンス改革に
取り組んでいます。

他省庁

きています。

コーポレートガバナンス。数年前、海外留学中に受講し

IGPIでは、クライアントが抱える本質的な課題とそ

たコーポレートガバナンスの授業で、対応が遅れている

の解決に向けた価値提供について、一人のプロフェッ

国としてクラスメートの大半が日本を挙げたのを見て、

ショナルとして真摯に取り組むことが求められていま

焦りを感じました。

す。その中で、答えの見えない課題に直面した場合で

しかし、コーポレートガバナンス上の形式的な対応だ
け促して、中身が伴わないような政策に終わってしまっ
ては、コーポレートガバナンス本来の目的が達成できま
せん。実態をしっかりと把握して企業側のインセンティ
ブをしっかり見極めるため、日々、国内外の投資家や企
業からのヒアリングを欠かさないようにしています。日
本企業の持つ良さを活かしながら、企業が成長し、魅力
的な企業で溢れる日本市場にできないか、そんな想いを
抱きながら思考を巡らせ、政策立案に取り組んでいます。

財務省職員の活躍するフィールド

民間企業

本質的な課題解決のために

海外から見ると遅れていると言われがちな日本の
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の役割は何か。
「要求側」に立ち向かう、というわけで

金融庁企画市場局企業開示課
課長補佐

も、自らの頭で突き詰めて考えること、当事者意識を持

島 貫 まど か

ちクライアントの立場で向き合うこと、仲間との議論や

SHIMANUKI Madoka
［平成23年入省］

23 年
25 年
26 年
28 年
30 年

価値のある提案に繋がると感じました。これは、財務省
での日々の仕事にも通じるものだと思います。

CAREER

平成
平成
平成
平成
平成

ヒアリング等を通じリアリティを追及することが、真に

大臣官房文書課
札幌国税局
主税局総務課
留学（米・ペンシルバニア大）
金融庁企画市場局総務課 課長補佐

財務省に求められる役割
財務省にとって、クライアントは国民の皆さんです。
民間企業で働く経験を通じて、予算・税制等の幅広い政

株式会社経営共創基盤
IGPIカンパニー
アソシエイトマネジャー

谷 伸雄
TANI Nobuo
［平成23年入省］
CAREER

平成
平成
平成
平成
平成
平成

23 年
24 年
25 年
26 年
28 年
30 年

主計局総務課
主計局地方財政係
広島国税局
関税局関税課
留学（英・LSE）
総務省自治行政局行政課 課長補佐
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国際金融機関

在外公館

とEUの関係は大きく強化されることになりまし
た。日・EU間のEPA及びSPAは、日本とEU双方
の市場を相互に開放するとともに、
幅広い分野に
おいて地球的規模の課題を含む共通の関心事項
に関し、
日本とEUの協力を促進し、
将来にわたる
相互的な戦略的パートナーシップを強化していく
ことを目的としています。当代表部では、この両
協定を日・EU外交の法的基礎として、日々、EUと
の外交活動を行っています。

ミットメントの強さは世界随一で、財政局長は、

代表部勤務から考える財務省の魅力

よく「財政局全員の力を合わせれば、世界中のあ

財務省に入省してから18年が経ちましたが、
そ

らゆる財政問題に対して、解決策を提示できる」

の間に非常に多くの経験を積むことができまし

と口にしています。

た 。係 員・係 長 の 時 には 、G7 、G 2 0 、A P E C 、

財政局で扱うテーマは、
「コロナ危機からの経
済回復や格差是正に向けて、財政政策は如何に

ASEAN+3、
ASEM、
国際通貨基金
（IMF）
や国際

あるべきか」
「気候変動の問題に対して、どのよう

開発金融機関の年次総会をはじめとした、世界
各国の財務大臣・副大臣等が集まって政治的なコ

な財政措置を活用すべきか」といったグローバル

欧州連合
（EU）
日本政府代表部
参事官

な課題から、
「予算の効率性や透明性を高めるた

国際通貨基金
（IMF）
審議役

めに、途上国にどのような支援を行うか」という

松本 千城

石谷 良男

ミクロの問題まで、幅広いものです。私自身は、
後者を担当しており、例えば、途上国が膨大なイ

MATSUMOTO Chishiro

ISHITANI Yoshio

ンフラ需要に直面するなかで、いかに効率的か

［平成10年入省］

［平成15年入省］

つ持続可能な形で公共投資を実施していくかと

CAREER

いった問題について、同僚と分析をしたり、様々

CAREER
国際局地域協力課

の一員として参加し、国際的な政治的意思決定
の舞台を見るという貴重な経験をしました。
また、その間に、米国への留学の機会や、英国
財務省への出向の機会を頂き、国際金融法の学
問的専門性を習得し、国際感覚や英語で仕事を
する能力を身につけることができました。

平成 10 年

大臣官房調査企画課

平成 12 年

福岡国税局

な途上国を訪れ（今はZOOM等を通じ）、現地政

平成 15 年

高松国税局

留学
（英・ストラスクライド大、LSE）

府と議論を重ねてIMFとしての提言を策定したり

平成 17 年

平成 12 年

平成 18 年

留学
（米・ハーバード大）

システムの安定、国際銀行規制、マネーロンダリ

平成 14 年

主計局調査課

大臣官房秘書課財務官室

在イタリア日本国大使館二等書記官

しています。このように世界各地から集まるトッ

平成 20 年

平成 17 年

大臣官房秘書課財務官室 課長補佐

ング対策、貿易・投資協定という各専門的業務を

平成 20 年

在イタリア日本国大使館一等書記官

プレベルの同僚とともに、様々な国が抱える問

平成 21 年
平成 22 年

英国財務省

経験しました。これらの業務の中で、経済協力開

平成 20 年

国税庁長官官房国際業務課 課長補佐

大臣官房総合政策課 課長補佐

平成 21 年

国際局国際調整室 課長補佐

題の解決に取り組むことができるのが、IMFで勤

平成 24 年
平成 25 年

主税局参事官補佐

発機構
（OECD）
、
バーゼル委員会、
金融安定理事

平成 22 年

国際局為替市場課 課長補佐

務する最大の醍醐味だと思います。

平成 26 年

関税局業務課 課長補佐

平成 23 年

国際局国際機構課 課長補佐

平成 27 年

関税局調査課 課長補佐

平成 26 年

主計局主計官補佐（外務係、経済協力係担当主査）

平成 28 年

金融庁総務企画局総務課

平成 27 年

主計局主計官補佐（経済産業係担当主査）

平成 28 年

国際局開発機関課 課長補佐

平成 29 年

国際局総務課 国際企画調整室長

財務省職員として

課長補佐
（国際室）

国際的な舞台で活躍する機会は、こうした国

様々な国を訪れたことや、IMF・世界銀行・アジア

ヨーロッパ外交の中心地
ブリュッセルより

日本でホストしたこと、そしてこうした機会の度

私が20数年前に財務省に入省した時は、ドメ
スティックな役所に就職したという意識が強く、
予算や税制に関する業務を中心にキャリアを積
んでいくのだろうなと漠然と思っていました。他
方、今振り返ってみると、イギリス（留学）、イタリ
ア（大使館）、そして米国（国際通貨基金（IMF））

議に参加してきました。また、IMFの対日審査や、

に、日本として打ち出すべき政策・メッセージに
ついて議論を重ねて発信してきたことは、最も充
実感を得た仕事の一つです。

キャリア選択に臨まれる皆さんへ
こうした国際 機関や国際 局等における業務

財政・金融の主な分野を一通り全て経験した上
で、
日本大使館や日本政府代表部で、
外交の最前
線に立つというキャリアパスは、
財務省の国際的
側面を非常に強く表していると思います。
また、
こ
うした経験と知識を持って、EUという国際的に
大きな地位を占める国家連合との外交活動に携

開発銀行の年次総会といった大きな国際会議を

でイメージされている以上に、財務省では国際

な国際機関の各作業部会を担当し、それらの会

りました。

G 2 0 や G7等が 開 催される度に大臣とともに

携わってきました。こうした経験からしても、世間

政・金融分野における国際基準を設定する主要

日EU・EPA等の貿易・投資協定の交渉にも関わ

上 国 支 援 に 関 する 業 務 に 携 わっていました 。

幅広い国際分野での活躍機会

会
（FSB）
、
金融活動作業部会
（FATF）
といった財

ん。私自身、IMFに出向する前は、国際局にて、乱
な金融危機への対応、世界銀行等と連携した途

意外と国際的な財務省

課長補佐時代は、マクロ経済、国際租税、金融

際 機 関 への出向に限られたものではありませ
高下する為替への対応、ユーロ危機等の世界的

欧州連合日本政府代表部勤務の概要

ついて定期的に議論を行っています。このため、
ブリュッセルは、欧州委員会や欧州議会関係者、

欧州連合（EU）は、ヨーロッパの27カ国より構

外交官、マスコミ、シンクタンク、ロビイング団体

成される国家連合です。ここブリュッセルには、

等が集まる国際都市となっており、EU外交の中

欧州委員会、欧州議会、EU加盟国の常駐代表部

心地となっています。

というEUの本部機能が集まっており、
毎月EU加
盟国の首脳や閣僚が当地に集まりEUの政策に

わることは、
大変にやりがいのあるものです。

財務省を目指される皆さんへ
財務省は、国の財政を担う行政機関であり、我
が国の経済をかたちづくるうえで非常に大きな

欧州連合日本政府代表部は、EUに対して日本

役割を果たしています。この任務を遂行するため

政府を代表する機関であり、EUとの外交の重要

に、財務省は多くの機能を有しており、入省する
と、様々な部署で各種の政策形成に携わります。

的な舞台で活躍する機会が多い、ということは

は、非常に刺激的でやりがいがあり、皆さんの

な拠点となっています。当代表部には、霞ヶ関の

自信を持って言えます。

キャリアをかけて取り組む価値のある仕事だと

ほとんどの省庁から職員が派遣されており、
それ

そうした経験を通じて各種の専門性、スキルを身

思います。財務省では、若いうちからの留学や国

ぞれが各省庁の政策分野を担当しています。私

につけさせるとともに、幅広い分野を横断的に俯

際機関・大使館等への出向をはじめとして、職員

は、財政・金融担当の参事官として，マクロ経済、

瞰できる行政官を育てています。

を育てていく仕組みもきちんと整っています。ぜ

税制、金融規制、マネーロンダリング対策といっ

ひ、関心を持った方は、就職活動の機会に財務省

た政策分野を担当しています。

ＩＭＦ職員として
現在私は、IMFの財政局というところに勤務し
ています。

財務省の政策は、省庁を横断し、政府のあらゆ
る政策に影響を及ぼすことで、
日本の未来をかた

と3回の海外赴任の機会に恵まれ、さらに、国内

財政局は、マクロの財政政策や政府の歳出・歳

日本は、2018年7月に日・EU経済連携協定

ちづくっていきます。こうした政策形成に関わる

にいる際も、かなりの年数、国際局等で国際機関

入に関する様々な分野の専門家が世界中から集

（EPA）
及び日・ＥＵ戦略的パートナーシップ協定

ことができるということは、本当に誇りに思える

まっています。専門家の実績や能力、仕事へのコ

（SPA）
に署名し、
この両協定の締結により、
日本

仕事です。

や外国政府と直接的・間接的にかかわる業務に
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ミットメントを形成する会議に、日本政府代表団

財務省職員の活躍するフィールド

の門を叩いてみてください。
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在外公館
採 用 に 関 する

Q1

Q&A

財務省の採用について、皆さんから多く寄せられる疑問に
お答えします。

採用までの流れを教えてください。
以下の表のように、国家公務員試験に合格した上で、官庁訪問を経て内々定となります。国家公務員試験・官庁訪問の時期は
あくまで目安であり、詳細については、人事院ホームページの
「国家公務員試験採用情報NAVI」等をよくご確認ください。

ミャンマー政 府による迅 速な経 済 対 策 が 実現
し、ミャンマー政府から大変喜ばれ、二国間関係
の深化に貢献できたことは印象的でした。

8月

9月

10月

り、こうした知見を提供できるのは、日本の財務

［平成24年入省］

省から出向しているからこそであると実感してい
ます。

CAREER
平成 24 年

理財局国債企画課

平成 25 年

理財局国債業務課

平成 26 年

東海財務局

平成 27 年

主計局調査課

平成 29 年

留学
（英・LSE、
ケンブリッジ大）

財務省で働くことの魅力は、財政・金融という

途上国支援の現場から
ミャンマーにとって、
日本からの投資や支援は、

ミャンマーは、
第2次世界大戦以降、
長らく社会

経済発展に欠かせない要素となっています。特

主義政権による鎖国や軍事政権による支配が続

に、
私が担当している財政の安定や金融基盤の構

いた後、
2011年に民政移管が行われました。
それ

築への貢献は、
ミャンマーの開発の根幹を担う分

以降、
経済開放により急速に発展しており、
そのポ

野であり、日本とミャンマーの二国間関係の強化

テンシャルを表現した「アジア最後のフロンティ

につながる重要なミッションです。

1次試験があり、10月中の第2次試験を経て、10月
下旬に合格発表。

現場交渉官として

毎年の採用人数はどれくらいでしょうか。また、女性の採用について教えてください。
直近5年分の採用人数は以下の表のとおりです。財務省本省総合職では、区分ごとに採用人数を決めているのではなく、
人物本位・能力本位の採用を行っています。そのため、性別、出身大学・学部、試験区分に区別はありません。
また、文系・理系についても区別せず、入省後のキャリアパスに差はありません。

関等への出向といった幅広いチャンスがあり、こ
れまでの経験を還元しつつ、常に新しい経験を

採用実績

平成29年度

平成30年度

平成31年度

令和2年度

令和3年度

採用数

22

22

22

22

25

女性数

7

6

6

6

5

ると考えています。皆さんも、このような財務省
の幅広く活躍できるフィールドにぜひ飛び込ん
でみませんか。
（本寄稿は2021年1月に作成されたもの）

Q3

財務省本省ではどのような採用イベントを行っているのか教えてください。
採用担当による財務省の概要を紹介する説明会、政策分野やキャリアパスを紹介する説明会、若手職員との座談会のほか、

大使館に出向し、財政・金融等の分野の業務を担

2020年春、新型コロナウイルス感染症の拡大

当しています。在外公館は、その国における日本

という未曽有の事態の中、
財政基盤が必ずしも強

政府代表の役割を果たします。
私の日々の業務の

くないミャンマー政府から、信頼関係の深い日本

また、人事院主催の
「公務研究セミナー」
や
「総合職中央省庁セミナー」等にも参加しています。これらの説明会を通じて、

一つは、
ミャンマー政府を相手に、
当地に進出する

政府に対して支援の要請がありました。

財務省職員が日々どのような思いをもって政策課題に取り組んでいるかを知っていただきたいと考えています。

日系企業支援に関連する規制緩和等について交
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支援を行っています。

Q2

大きな軸の中で、財務本省や在外公館、国際機

得ながら、確実にステップアップできることにあ

そんな激動のミャンマーにおいて、私は現在、

院卒者試験（法務区分）については、10月上旬に第

私はこれまで財務省で、国債発行計画や予算
の策定などに携わってきました。これらの経験
技術支援の場面で、活かすことができています。

ア」
という言葉もよく聞かれます。

7月

最後に

は、ミャンマー政府との交渉や財政・金融分野の

経済発展の激動のなかで

6月

最終合格発表

NAKAI Tomoki

金融のエキスパートとしての知見が不可欠であ

5月

第2次試験︵人物試験等︶
第2次試験︵筆記︶
第1次試験合格発表

です。相手国のニーズを引き出すためには、財政・

4月

第1次試験

中井 智己

申し込み期間

き出し、両国の国益になるように調整を行うこと

︵教養区分除く︶
院卒者試験・大卒程度試験

在ミャンマー日本国大使館
二等書記官

3月

官庁訪問／内々定

大事なことは、あらかじめ決まったスタンダー
ドを押し付けるのではなく、相手国のニーズを引

1〜2月

最終合格者発表

ときには難しい舵取りが必要となります。

12月

第2次試験︵人物試験等︶

す。政府を代表することは簡単なことではなく、

申し込み期間

と直接やり取りすることがあり、緊張感もありま

︵教養区分︶

ような若手でも、相手省庁の副大臣級や局長級

大卒程度試験

このような国際交渉の現場においては、私の

第1次試験合格発表
第1次試験

財務省ならではのフィールド

11月

私は、ミャンマーにおける現場交渉官として、

渉をすることです。
また、
日本政府はミャンマーに

ミャンマー政府との交渉を行い、緊急支援を目

対し、税務や税関行政、金融インフラ整備等の技

的としたO DAの実 施に向けて 奔 走しました。

術支援を実施しており、私は日本政府の窓口とし

ミャンマーの 経 済 動 向に不安が 高まっていた

て、
ミャンマー政府との連絡・調整や現場における

状況において、日本政府によるODAによって、

財務省職員の活躍するフィールド

財務省の所掌分野に関する政策立案が体験できるワークショップなど、財務省独自の説明会を定期的に開催しています。

詳しくは、 財務省 採用

検 索

で検索し、ご覧ください。
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財務省
財務大臣

【財務 省の 使命】

〜採用担当者からのメッセージ〜

副大臣（2）

国の 信用を守り、

大臣政務官（2）

希望ある社会を

日本が好きですか。
この問いかけに素直に反応された方は財務省という職場がしっくりくると思います。

事務次官

次世代に引き継ぐ。

コロナ禍への対応だけでなく、少子高齢化や安全保障環境の変化という構造問題もあり、
日本の将来は決

秘書官

して楽観できません。
だからこそ、国家の舵取りの重要性が増しており、その中で、予算・税を通じてあら

財務官

ゆる政策分野を担当し、市場や国際金融におけるプレーヤーである財務省の果たす役割は大きくなって
います。
日本の将来に思いを馳せるのが我々の原点です。

本

省

外

内部部局

大臣官房

官房長

総括審議官

主計局

局長
次長

（3）

主税局

局長

関税局

局長

総務課

総務課

施設等機関

理財局

局長
次長

（2）

国際局

局長

次長

政策立案
総括審議官

総務課

調査課

管理課

総務課

総務課

公文書
監理官

司計課

税制第一課

関税課

国庫課

調査課

法規課

税制第二課

監視課

サイバー
セキュリティ・
情報化審議官

審議官
（11）
参事官
（9）
秘書課

文書課

会計
センター
関税
中央
分析所

財務局

国税庁
内部部局

地方支分部局

本庁

国税局

税関

財務省での仕事は純粋に面白く、やりがいがあると思います。
「虫の目」
（ミクロ）、
「鳥の目」
（マクロ）、
「魚の目」
（流れ）
といった切り口で経済社会を分析し、
「あるべき論」
を考え、多様なツールを組み合わせて
政策をデザインし、関係者と調整してディールをする。若いうちから最前線に立ち、判断することが求めら
れます。専門性や人間力、それを裏打ちする教養や知的好奇心も不可欠です。私自身、財務省に入省して
約20年、
社会保障・教育・科学技術分野の予算編成、
税制改革、
ワシントンDCの国際機関勤務における
各国政府との政策調整、
英国留学、
そして国税の現場での企業とのやりとり等を経験しました。
常に
「日本」

財務事務所

出張所

税関支署

税関出張所

税関監視署

を意識しながら、
自らの成長実感と国や世界に貢献している充実感・達成感を感じる日々でした。

税務署
もちろん悩む時もありますが、上司・部下等の仲間と一丸になって乗り切ります。時代の変化に対応す
る変革も求められます。前例にとらわれない若い新しい発想や一歩踏み出す勇気も大いに称賛されます。
抱えている政策課題が大きいが故に、点滴穿石な面もあります。
しかし、歴史の１ページを作るのに立ち

国債企画課 国際機構課

税関
研修所

会うとはそういうことであり、政策のプロフェッショナルとして国家の将来のために能力を涵養し、発揮
することは価値の高い営みだと思います。
「国の信用を守り、希望ある社会を次世代に引き継ぐ。」
これが
財務省のミッションです。是非一度門を叩いていただき、お目にかかれる日を楽しみにしております。

給与共済課 税制第三課

調査課
主計官

（11）

主計監査官

参事官
（2）

業務課

国債業務課 地域協力課

調査課

財政投融資
為替市場課
総括課
国有財産
企画課

開発政策課

国有財産
調整課

開発機関課

会計課

国有財産
業務課

地方課

管理課

総合政策課

計画官
（2）

政策金融課

財務総合
政策
研究所

地方支分部局

局

大臣官房秘書課人事調整室長

片山 健太郎
KATAYAMA Kentaro
［平成13年入省］

信用機構課

厚生管理官
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