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【財務省の使命】

国の信用を守り、希望ある社会を
次世代に引き継ぐ。

本　省 外　局

Ministry of FinanceMinistry of Finance

私たちをとりまく社会は、日々速度を増して変化しています。

新たな時代の日本をいかに形作っていくか。

そこに、私たちの果たすべき役割があります。　

私たち一人ひとりが専門性と、多様な経験を持ち、

一つのチームとなって、日本、そして

世界の抱える課題に立ち向かっています。

皆さんが歩む未来の、希望ある社会のために。

ともにこの国を描いていきましょう。

岡本 薫明財務事務次官

巻 頭 言

財務省の組織
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限りある資源を分け合う

　私はいま、高等教育の無償化、大学入学共通テ

スト、奨学金、国立大学への交付金等、高等教育

に関わる予算を担当しています。これらは、いま

このパンフレットを読まれている就職活動中の皆

さんにとっても比較的身近なものであり、多くの

方が経験する一つのライフステージに深く関わる

ものだと思います。

　自分自身がかつて学生だった時に、（当時は特

段の意識なく）サービスを受けていた様々な事業

について、いま改めて、サービスを提供する側か

ら関わっています。「こういうところにこれぐらい

の税金が使われている」ということを学びながら、

より良い税金の使い方について検討や議論を尽く

し、年末に予算案としてまとめ上げ、年明けの国

会審議に臨みます。

　令和２年度予算においては、高等教育の無償化

や大学入学共通テストといった新しく始まる事業

が世間の関心を集める中、過去にない予算を担当

することができ、良い経験となりました。

現在の業務内容

　主計局の中でも、各省庁の予算を査定する予算

係では、予算という資源配分を通じて、担当する

省庁が行う事業の一翼を担えます。担当者は、そ

の事業について財務省で最も詳しい職員になる

ことを目指し、深く学ぶ機会を与えられ、自らがそ

の前線に立って各省庁と議論することになりま

す。事業の必要性が認められれば、それが円滑に

行われるよう、必要となる経費を見極め、理想的

な配分を目指します。

　各省庁と議論を重ね、関係者が納得・合意でき

るよう予算案をまとめていきますが、時には、事

業の必要額を見極めるだけでなく、そもそもの事

業のあり方について、知恵を出し合いながら、政

策実現に向けて各省庁をサポートする場面もあ

り、政策立案という国家公務員の醍醐味を味わう

ことができるのも魅力です。

　また、予算係だけでなく、予算と対をなす決算

や、国の会計に関する法律・制度を扱う部署等、

相互に関連する様々な分野の業務に携わる中で、

自らの勉強や上司・先輩の指導により専門的知識

を養うことができ、主計局の中だけでなく、局外

や省外にも活躍の場が広がっていきます。

主計局の魅力・やりがいについて
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第1部　財務省の業務

津田 浩平

［平成19年入省］

TSUDA Kohei

主計局
文部科学第三係長

主計局

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。

主計局概要

国の予算の編成や決算の作成、
会計制度の企画・立案等

採用担当者からのメッセージ

　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

等、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、知識や経験等様々な能力が

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ることができる、と

いうものです。

　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わかりやすく

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。是非、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ものです。私たち採用担当者一同、是非、

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。

M E S S AGE

「人材」に対して求めているもの

個性・才能のある皆さんとの出会い
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片田 竣亮

［平成28年入省］

KATADA Shunsuke

理財局国債業務課
短期国債係

理財局

日本、世界の将来を描く

　現在、私は、国際機構課で、世界の通貨・金融体

制の中核を担う国際通貨基金（IMF）における政

策分析や日本の任意拠出金の管理を担当してい

ます。国際通貨システムを支えるうえで、グロー

バル金融セーフティネットの役割を果たすIMFの

主要な業務は三つあります。一つ目は、世界経済

や地域経済の動向をモニターし、また、加盟国経

済の健全性を評価し、必要な政策調整について

提言を行うこと（サーベイランス）です。二つ目は、

途上国政府当局に財政・金融・統計分野等の専門

家を派遣して政策遂行能力向上のための技術支

援を行っており、日本は30年にわたる長年の主要

パートナーです。最後は、対外的な支払い困難（外

貨不足）に陥った国への融資を行っており、世界

金融危機やギリシャに端を発する欧州債務危機

のほか、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大

においても、資本流出の影響を受ける低所得国及

び新興市場国へ緊急融資を行う等、IMFの資金支

援が世界経済の安

定に貢献しています。また、IMFの政策課

題として、デジタル化等の技術進歩、人口動態変

化、気候変動等新しいテーマについても取り上げ

られているところです。

　これらの舞台裏で、日本は米国に次ぐ第2位の

出資国として、理事会の場を通じて我が国の立場

をどのように発信し、プレゼンスを発揮するかを

考える毎日です。例えば、サーベイランスに基づ

き各国当局の経済政策について議論する際に、マ

クロ経済状況を踏まえ検討するだけでなく、貿易

を巡る緊張や資本フローの規制等といった政策

に関する不確実性が及ぼす影響も踏まえ、分析し

課題を特定していくことは不可欠です。経済分野

の専門家であるIMFスタッフが作成する文書を読

み解き、彼らと議論を展開していくためには研鑽

の毎日です。

現在の業務内容

　国際金融、途上国開発援助、為替政策等多様

な観点から日本と国際社会との橋渡しを担う国

際局では、刻々と変容・複雑化する経済・社会構

造に対して柔軟な発想や対応力が求められてお

り、役職にとらわれず議論を歓迎する雰囲気があ

ります。私自身も、これまで主計局、北海道財務

局、イギリス留学等を経て得た経験を還元してい

きたいと考えています。日本、世界の将来の青写

真を描きつつ困難な課題にも果敢に向き合う、そ

んな気概に溢れる上司・同僚たちと一緒に働きま

せんか。

国際局の魅力・やりがいについて

川野 晋平

［平成22年入省］

KAWANO Shinpei

国際局国際機構課
通貨調査係長

国際局

多種多様な業務を通じて

　私は、理財局国債業務課で国債の入札業務に

従事しています。国債業務課は主に、入札を通し

て国債を市場に発行することにより、国庫の資金

を調達する部署です。現在の我が国の財政では、

歳入全体の約3分の1を国債に依存しており、少

子高齢化等により社会保障関係費が年々増加し

ているなか、持続可能な財政運営に向けて、国債

の確実かつ円滑な発行及び中長期的な資金調達

コストの抑制が不可欠です。そのために、日頃か

らヒアリング等を通して入札に参加する証券会社

等の市場関係者とコミュニケーションを取り、市

場環境や投資ニーズを把握するように努めていま

す。市場の第一線で活躍するディーラーの方から

直接マーケットについての話を伺えるのは貴重な

経験であり、非常に勉強になります。

　その中でも私が担当している短期国債係では、

歳出需要を賄うことや国庫の資金繰りを目的に、

償還までの期間が短い国庫短期証券を発行して

います。日々、短期国債市場の動向を注視しなが

ら、理財局国債企画課が策定する国債発行計画

や、国の資金を管理する理財局国庫課の要請に

基づいて、入札における発行額を決定し、月6回

程度の入札を実施しています。

現在の業務内容

　そもそも「理財」とは、「貨財を有利に運用する」

という意味があります。財務省と聞くと予算編成

や税制等のイメージが強いかもしれませんが、理

財局では、国債発行による資金の調達のほかに

も、財政投融資の実施、国有財産の活用、国庫金

の管理等、幅広い意味で国の貨財の運用に関する

業務を担っており、それらはいずれも、国の財政

活動にとって重要な位置を占めています。同じ理

財局でありながらも、それぞれの部署ごとに業務

内容は全く異なっており、局内の人事異動であっ

ても、まるで転職したかのように多種多様な業務

に携わることができ、刺激的な経験を積むことが

できるのが理財局の魅力です。私はまだ国債関

係の業務にしか携わっていませんが、これから新

たな業務に携わるのが楽しみであり、それぞれの

業務が日本をより良くすることに繋がっているこ

とが働くうえでのやりがいだと思っています。

理財局の魅力・やりがいについて

理財局概要

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

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
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誇りをもって仕事ができる組織を目指して

　大臣官房秘書課にて、「財務省再生プロジェク

ト」という組織風土改革を目的としたプロジェク

トに携わっています。このプロジェクトでは、財務

省で働く職員が誇りをもって仕事ができる組織

風土づくりを目指して、コンプライアンスの確保、

人材の育成、働き方改革や業務効率化、省内外コ

ミュニケーションの向上といった観点から、様々

な取り組みを進めています。財務省本省だけで

なく、地方支分部局である財務局や税関、外局で

ある国税庁を含め、財務省全職員を巻き込むプロ

ジェクトですので、各組織との連携・協力は不可欠

です。私の仕事は、こうした組織内各部署と連絡

を取り合い、調整をし、改革に向けた取り組みを

前に進めていくことです。

　また、職員から寄せられた意見を検討し、可能

なものから実現していくことにも取り組んでいま

す。寄せられる意見は様々で、評価されたものも

あれば、厳しい指摘もあります。どんな内容であ

っても目を背けず、職員とともにより良い組織を

作っていきたいと考えています。

現在の業務内容

　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あり、業務も職場環境

も部署によって様々です。大臣官房は組織全体を

総括する立場にあるので、組織内各部署の動きを

知ることができるとともに、日本と世界の課題解

決に向け、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、社会に貢献することがで

きます。

　財務省では業務も職場環境も部署に応じて異

なり、各部署が抱える組織課題も様々です。組織

風土改革といっても一筋縄ではいかず、そのため

の取り組みは地道なものも多いですが、私が取り

組んだ仕事が職員に届けられ、僅かながらでも

「変化を感じた」等前向きな反応があったときはこ

の上ない達成感を得ることができます。先輩たち

が築いてきた良き伝統や文化を大事にしつつ、一

方で好奇心旺盛で強い探求心をもつ職員に納得

してもらえるような企画を考え、実行することが

やりがいに繋がっています。

大臣官房の魅力・やりがいについて

大臣官房概要

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

財務省の内部管理と
行政事務の総合調整役

　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

主税局

　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

関税局

苅住 朋子

［平成28年入省］

KARIZUMI Tomoko

大臣官房秘書課
人事企画担当

大臣官房
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第2部　特　集

出向者からのメッセージ

村田 浩司 ［平成10年入省］

MURATA Koji

株式会社日本政策金融公庫 農林水産事業本部予算管理室

平成 10  年 7月 主計局 司計課
平成 12  年 7月 主計局 国土交通第一係
平成 13  年 7月 国際局 開発機関課
平成 15  年 7月 関東財務局 理財部 統括金融証券検査官付
平成 17  年 7月 主計局 農林水産第二係 調査主任
平成 18  年 7月 主計局 司計課 司計第二係長
平成 20  年 7月 主計局 文部科学第二係長
平成 23  年 7月 主計局 司計課 司計第一係長
平成 25  年 7月 主計局 文部科学第一係長
平成 26  年 7月 主計局 総務課 予算総括第一係長
平成 28  年 7月 主計局 主計官補佐（外務係、経済協力第一係、
     経済協力第二係担当）
平成 29  年 7月 主計局 予算実施監査官
令 和 元 年  7月 株式会社日本政策金融公庫へ出向

道野 陽 ［平成28年入省］

MICHINO Hikari

国際復興開発銀行日本理事室

平成 28  年 5月 国際局 地域協力課
平成 29  年 7月 国際局 総務課
令 和 元 年  6月 国際復興開発銀行（ワシントン）へ出向

小坂 菜乃花 ［平成26年入省］

KOSAKA Nanoka

関東財務局東京財務事務所理財第2課

平成 26  年 5月 主計局 司計課
平成 27  年 7月 主計局 総務第一係
平成 29  年 7月 理財局 国債業務課
令 和 元 年  7月 関東財務局東京財務事務所理財第2課

松本 茂樹 ［平成16年入省］

MATSUMOTO Shigeki

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 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6課
平成 23  年 7月 理財局国有財産企画課調査主任
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

　私は令和元年7月から、ワシントンD.C.に本

部を置く国際復興開発銀行（IBRD）に出向して

います。 IBRDは、昭和20年に設立された国際

開発金融機関で、開発途上国に対する資金の

貸付と開発プロジェクトのための技術・知的協

力を行っています。私は日本理事室のアシスタ

ントを務めており、主な業務は理事室職員の予

定管理と面会調整、年次総会等に出席するた

めに財務省から出張してくる職員の対応、その

ほか、包括的日本信託基金（CJTF）の案件を

審査することです。国際機関内での意思決定

を間近で見られる貴重な経験をさせてもらって

おり、その開発プロジェクトに関わることで、少

しでも困っている人の役に立っているとしたら

嬉しいです。

　理事室内には日本人しかいないので普段は

日本語ですが、他国の理事室やスタッフとのコ

ミュニケーションは英語で行います。ほとんど

メールを使うので、聞き逃すといったことはあ

りませんが、決まった英語ばかり使わないよう

に、ほかの職員が使っている英語をまねして、

いつでも使えるように語彙を増やしています。

国際機関には英語が母国語ではない職員もた

くさんいるので、皆さん間違いに優しいですが、

それに甘えず正しい英語を使うよう心がけてい

ます。

　この出向を通じて、生きた英語を学ぶこと、

また、国籍を越えて様々な関係者と連絡・調整

をする業務経験は、今後のキャリアにとって大

きな糧となり、自信にも繋がると思います。

　私は現在、関東財務局東京財務事務所にお

いて、都内の地域金融機関の監督業務を担当し

ています。具体的には、決算期における金融機

関へのヒアリングや、市場リスク等の管理態勢

に係る報告の受理等を行っています。金融機

関は顧客からの大切な預金を預かっています

ので、業務が適正に運営されるよう監督するこ

とは、預金者保護のため重要な業務です。

　財務省本省では、国全体に影響するスケー

ルの大きい業務に携わることができますが、財

務局が行うのは地域密着型の業務であり、より

直接的に地域貢献できることにやりがいを感

じています。金融機関が中小企業等に円滑な

資金供給等を行うことが、その地域の活性化

にも繋がることから、金融機関の経営状況を監

督する業務を通じて、地域経済を担う企業を身

近に感じ、貢献できることに充実感を覚えま

す。また、そのほかにも財務局では金融リテラ

シー向上を目的として、小・中・高校生等向けの

金融の基礎知識講義を開催しています。私も

講師として小学校で為替をテーマにした講義を

行いましたが、子供たちが真剣に学んでいる姿

がとても印象的でした。

　国全体の施策を検討する際は、地域の実情

を理解している必要があると思いますので、行

政執行の最前線である地方支分部局に出向す

ることで、本省業務にも通じる貴重な経験がで

きていると感じています。

○出向によって得られる経験
　財務省では、職員が様々なキャリアを積めるよ

う、他省庁や政府関係機関等への出向の機会が

あり、私は現在、大手町にある（株）日本政策金融

公庫の農林水産事業本部に出向しています。

　公庫は、日本の中小企業・小規模事業者や農

林漁業者等の資金調達において重大な役割を

果たしているほか、自然災害や新型コロナウイ

ルス感染症の拡大による損害にも対応できる

セーフティネット機能も有する等、我が国の政

策実施に不可欠な政策金融機関です。

　私のこれまでのキャリアは主計局が主戦場

で、予算を通じて財政面から広く国の政策に関

わってきました。出向先では、主計局業務の先

にある、実際の予算がどう使われているかを知

ることができるほか、金融機関の職員として仕

事をしていると霞ヶ関では気づくことがなかっ

た新たな発見等もあり、日々貴重な経験をさせ

てもらっています。

○今後の業務にどう活かせるか
　出向先ではいままで経験したことのない業

務に直面することもありますが、こうしたとき

に対話の重要性を痛感させられます。財務省と

公庫では仕事の仕方等違う点はありますが、謙

虚に仕事と向き合い、人の話にしっかり耳を傾

けることの重要性は変わりません。

　また、出向したことで、霞ヶ関の省庁が外か

らどう見られているか等を考える良い機会にも

なります。

　対話の重要性を再認識できたことや、出向し

ていままでと違った視点を持てたことは、今後

の業務に活きてくるものと思っております。

○現在の業務
　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に向けて大会運営を緻密

に整えていくため、日々、大会開催に必要な全て

の事業とそれに伴う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。

○組織委員会への出向で得られる経験
　組織委員会は、数多くの企業や官公庁から集

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の重視する点

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、判断を下すことが求めら

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

えぬく知的体力を高め、考え方の幅を広げる上

で大変意義深いと思います。

○自身の未来・キャリアにとって、とても大きな機会
　ドイツのボンにあるIPC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・役職を担わせていただい

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。



財務省職員の活躍するフィールド
2020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。

在外公館
国際機関等

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
インドネシア財務省

ラオス財務省

台北交流協会
ADB（アジア開発銀行）
フィリピン大使館
フィリピン財務省

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

ミャンマー財務省

スリランカ
大使館

ASEAN+3
マクロ経済リサーチオフィス

マレーシア大使館
マレーシア財務省

ウラジオストク総領事館

オークランド
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）
GEF（地球環境ファシリティ）
FRB（連邦準備制度理事会）
ハーバード大学
プリンストン大学
ジョンズ・ホプキンス大学
コロンビア大学

トルコ大使館

ロシア大使館

ドバイ総領事館

エジプト大使館

AfDB（アフリカ開発銀行）

シンガポール大使館
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　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

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。

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。

係 員

係 長

課長補佐

○

○

○

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

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）

役職・業務に応じた研修

自己啓発

各種研修・自己啓発について
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

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)

OECD代表部

PRA（英国健全性監督機構）

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

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
ハノイ

JETRO研究所 JICA事務所 JBIC事務所

北海道財務局
札幌国税局

函館税関

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
東松山税務署

東京税関
東京国税局

横浜市役所

横浜税関

北海道庁

本省

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

近畿財務局
大阪税関
大阪国税局
灘税務署

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

北陸財務局
金沢国税局 石川県庁

奈良県庁
大阪府庁

亀岡市役所
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

基礎研修概要
基礎研修についてのコメント

　基礎研修においては、財務省・財務局の職員として業務を行うため

に必要な知識を、大学教授や実際に財務省・財務局の現場で働いて

いる職員の方に臨場感のある講義で教えていただき、その内容は、

予備知識のない職員を前提とした基礎的なことから実践的なこと

まで幅広いです。また、業務に必要な専門知識だけでなく、社会人

としてのマナーや国家公務員として守るべきルール等の講義もあり、配属され

るまでの準備期間として手厚くサポートをしていただけるので、とても充実した

研修です。

　研修中は二人一部屋での生活や班ごとの集団生活があり、当初は不安も感

じましたが、財務省本省採用の同期のほか、全国から集まった各財務局採用の

同期の皆と講義や生活面で助け合い、また休日を一緒に過ごしたりすることで

絆を築くことができ、２ヶ月を通して公私ともに充実した時間を過ごせました。

研 修 制 度

越水 太朗

［令和元年入省］

KOSHIMIZU Taro

国際局為替市場課
相場第二係
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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。

キャリアステップ

　アンテナを張り、得た情報から備えること、先輩を見習い

成長することの二つです。

　上司や同僚が何を話しているのか、話の論点はどこにあ

るのか、その際の雰囲気はどうか（穏やかなのか、緊迫して

いるのか等）、を仕事の傍らで意識しながら見聞きし、感じ

取ります。それが自分の仕事に関係しそうであれば、関係資

料を探して読んでおく、不明点を洗い出しておく、関係者に

協力依頼をしておく等、必要な時になるべく早く動けるよう

に備えます。

　そうは言っても、備えていない急な仕事が発生した際は、

いきなり一人で対応をするのではなく、周囲に共有し協力し

ていただくことが非常に多いです。そういった場面での先

輩の臨機応変な対応の仕方やチームワークは学べることが

多くありますので、先輩方を見習い、吸収するとともに、自ら

も経験を積んで成長することが、係員に必要なことだと考え

ています。

平成 29  年  5 月 理財局 財政投融資総括課
平成 29  年 10 月 理財局 国債企画課
平成 30  年  7 月 理財局 国庫課

山本 郁［平成29年入省］

YAMAMOTO Aya

理財局国庫課国庫総括係

係 員

　仕事の優先順位付けの習慣を持つことだと思います。係

長になると、部下からの相談や上司からの作業指示等の機

会が増え、その時々で何を最優先で作業しなければならな

いかという判断が求められます。自分自身の仕事を遂行す

ることも重要ですが、係全体のスケジュールを常に意識し、

仕事の効率をより一層高めることが大切だと思います。

　また、日ごろから、上司や部下の立場に立って物事を考え

ることも重要だと思います。「上司ならどのように対応する

だろうか」、「部下はどのような気持ちで相談したのだろう

か」という自問自答をすることで、自分自身に足りないとこ

ろや問題点が見えてきて、成長のきっかけにもなるのでは

ないかと思っています。

平成 22  年 5月 主計局 総務課
平成 23  年 7月 主計局 国土交通第一係
平成 25  年 7月 理財局 国債業務課
平成 27  年 7月 主計局 公共事業総括第一係
平成 29  年 7月 主計局 文部科学第一係調査主任
平成 30  年 7月 主計局 給与共済課 給与第三係長

岩崎 健一［平成22年入省］

IWASAKI Kenichi

主計局給与共済課給与第三係長

係 長

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 1月 理財局 国有財産総括課
平成  9 年 7月 関東財務局 浦和財務事務所 理財課
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 13 年 7月 国際局 調査課 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 20 年 7月 国際局 調査課 為替実査室検査指導係長
平成 21 年 8月 大臣官房 地方課 業務調整室 業務調整官
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

舟橋 聡［平成4年入省］

FUNABASHI Satoshi

国際局総務課課長補佐

課長補佐

30歳代
前半

40歳代
前半

平 成 元 年 7月 理財局資金第一課
平成  3 年 7月 理財局総務課
平成  4 年 7月 証券局総務課
平成  4 年 7月 証券局証券市場課
平成  6 年 7月 関東財務局管財第１部直轄財産第３課
平成  8 年 7月 理財局国有財産第一課宿舎調査係長
平成  9 年 7月 理財局国有財産第一課宿舎企画係長
平成 11 年 7月 理財局国有財産第一課特別会計第二係長
平成 13 年 1月 理財局国有財産業務課特定国有財産整備室計画策定係長
平成 13 年 7月 理財局管理課出資第一係長
平成 14 年 7月 理財局総務課管理係長
平成 15 年 7月 理財局 総務課 文書係長
平成 16 年 7月 理財局 国有財産業務課 有価証券第一係長
平成 17 年 4月 理財局 国有財産業務課 国有財産評価指導官
平成 19 年 7月 理財局 国有財産業務課 課長補佐
平成 20 年 7月 理財局 国有財産企画課 課長補佐
平成 21 年 7月 理財局 国有財産業務課 課長補佐
平成 22 年 7月 理財局 国有財産調整課 課長補佐
平成 24 年 7月 理財局 国有財産調整課 国有財産監査官
平成 25 年 7月 理財局 国有財産調整課 課長補佐
平成 26 年 7月 理財局 国有財産企画課 課長補佐
平成 26 年 8月 大臣官房 地方課 業務調整室 業務調整官
平成 27 年 7月 理財局 国有財産企画課 政府出資室 企画調整官
平成 29 年 7月 北海道財務局 函館財務事務所長
令 和 元 年 7月 理財局 管理課 電算システム室長

石井 克憲［平成元年入省］

ISHII Katsunori

理財局管理課電算システム室長

管理職

50歳代
前半

係員に求められること 係長に求められること

　本省における課長補佐とは、担当する分野の責任者で

す。もちろん、課の責任者は課長でありますが、課の中に

は多くの異なる業務分野があり、それぞれの分野の政策立

案を主導するのが課長補佐の仕事となります。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、関係者間の調整や幹部への説明等の中

核を担うこととなります。これら課長補佐の仕事に必要な

スキルは、突然身に付くわけではなく、財務省では係長、係

員時代に様々な業務経験を積み重ねていくことで培われ

ていくものと思います。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、海外留学、在外公館・国際機関

等への出向等の海外赴任の機会が豊富にあります。

課長補佐に求められること 　財務省本省では、本省採用の職員のほかにも、財務局、税

関、国税局・税務署、他省庁、民間企業等からの出向者や非常

勤職員等、様々な背景をもった人が一緒に働いています。こ

こで重要なのは、それぞれが満足感をもって働くことができ

ているか、ということです。満足感は、国民の奉仕者としての

使命感、政策への好奇心、難題への挑戦や、優秀な仲間たち

との支え合い等、人それぞれです。自身の健康や家族も大切

にしながら、それぞれが個性と能力を十二分に発揮して、「い

ま、仕事で満足しているな」と感じることができたなら、それ

が財務省という組織全体の政策立案や行政執行の質の高さ

に繋がると思っています。皆がそうした満足感をもって働く

ことができるような職場をつくることが、管理職に求められ

ることであると考えています。

管理職に求められること
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現在の業務について
　主計局防衛係は、防衛省所管組

織の予算に関する業務を執り行う

部署で、私は防衛装備庁を担当し

ています。

　日々、目まぐるしく変化する安

全保障環境に対応すべく、予算編

成業務は8月末に省庁から概算要

求（次の年度に必要な予算額の見

積もりを提出すること）を受けて始

まり、財政事情や施策の重要性を

勘案し、防衛省や防衛装備庁の担

当者と折衝を重ねながら、年末の

政府予算案の閣議決定まで査定

を続けます。

  時期によって業務内容は異なり

ますが、今回は概算要求後のある

１日をご紹介します。

芹澤 花奈

［平成29年入省］

SERIZAWA Kana

主計局防衛第三係

木村 聖哲

［平成30年入省］

KIMURA Toshiaki

理財局国有財産業務課
国有財産審理室指導係

係員の1日 係員の1週間

　休日は、活動的に過ごしていま

す。学生時代から続けているバス

ケットボールをしたり、人生初の

ハーフマラソンは職場の先輩と参

加しました。閑散期には有給休暇を

取得して友人とキャンプや温泉に

出掛け、去年の夏季休暇は同期と

ロシア女子二人旅を楽しみました。

  休日にしっかりリフレッシュして、

さあ今週も頑張ろう！と新しい１週

間に臨みます。

休日の過ごし方

現在の業務について
　私は現在、理財局国有財産業務

課国有財産審理室指導係に所属し

ています。係の窓口として、ほかの

係との連絡・調整を行うほか、行政

事務のルールブックである通達の

制定・改廃に関する業務等に従事

しています。国有財産には色々な

種類がありますが、私の部署で扱

う国有財産は主に国有地等の不動

産で、その管理処分は、日々の業

務の積み重ねによって行われてい

ます。今回は、ルーティーン業務の

内容も交えながら、国有財産に関

する業務をご紹介します。

　休日は、ジムに行って体を動かし

たり、気になっていたカフェや都内

で開催されているビールフェスに

行ったりしています。天気が悪い

日は、家でコーヒーを飲みながら

読書に勤しんでいます。職場の同

期と出かけることもあり、夏には

BBQや花火鑑賞、冬には地方のゲ

レンデに足を運びスノーボードを

して、リフレッシュをしています。

休日で上手く気分転換ができれ

ば、次の1週間のやる気があがりま

すので、仕事をしていくうえで重要

な時間です。

休日の過ごし方
　防衛装備庁の担当者から概算要求内容に関するヒアリングを行います。防

衛装備庁の予算は、装備品等の研究開発経費が大宗を占めています。その必

要性、喫緊性、費用対効果について説明を受けます。政策目的達成のために提

出された要求について、国の財政を管理する立場から、疑義のある点は詳細に

質問や指摘を行い、本当に来年度必要なのか、数量は適切か、原価はどうなっ

ているのか等、限られた財源の中で効率的・効果的な予算案を目指します。

10:00

午 前

　財務省内に３ヶ所、隣接する合同庁舎に２ヶ所の食堂・レストランがあるの

で、その日の気分によって官庁内グルメを楽しみます。防衛係のメンバーで

昼食をとることも多いのですが、食事中は上司と

もざっくばらんに色々な話ができ、くつろいだ時

間を過ごしています。

　時には同期や先輩たちと他省庁の食堂や虎ノ門

界隈のお店に食べに出ることもあります。

12:00

昼食時

翌日のヒアリングについて防衛省と日程を固め、その上でヒアリング事項の要

求関連資料に目を通します。 特に研究開発分野は技術的・専門的な用語も多

いため、ヒアリング時に議論ができるよう、事前に内容把握に努めます。

  １日の整理と、翌朝からスムーズに業務に入れるよう、準備をして退庁します。

18:15

退庁前

　財務省内の売店のコーヒーで一日がスタート。9：30始業後、メールチェッ

クと本日の予定の確認を行い、国会関連情報や前日の退庁以降に受けた作業

依頼等について目を通します。依頼があればそれぞれの期限を確認し、速や

かな対応が必要なものから優先的に処理できるよう、1日の業務スケジュール

を組み立てます。

9:00

出勤時

　午前中にヒアリングを実施した事項について、積算内訳や要求内容の整合

性について確認します。追加で調整が必要と考えられる事項については、改

めてヒアリングのスケジュールを組みます。

  また、前日のヒアリング時の指摘事項について、防衛省からの回答を確認し

ます。内容確認後、今度は私が防衛省からの要求内容とそれに対する査定方

針を上司に説明します。自分の気付かなかった点を新たに指摘していただき、

再度精査します。

13:00

午 後

　個別の国有財産の管理処分について、民間企業の方や関東財務局、東京財

務事務所の職員と月に2度、打合せを行います。予約しておいた会議室の鍵を

開ける、電気や空調をつけておく等、予め準備をしておきます。打合せが終わ

り、自席に戻ると、私の係で所管している「二段階一般競争入札」（土地利用等

に関する企画提案を求めたうえで、これを審査し、審査を通過した者を対象に

価格競争入札を行う方法）の通達について、ほかの係から照会が来ていたた

め、その回答を作成するために資料を集めます。

　月曜日に作成した資料をもとに、局長室で事案説明を行います。上司が説

明している内容に合わせて補足資料を配付することもあるため、説明中も気

が抜けず、予め、説明の流れに合わせて、配付する補足資料の順番やタイミン

グも考えておく必要があります。説明が無事に終わることもあれば、幹部から

宿題をもらうこともあり、その場合には、幹部説明の終了後、直ちに回答のた

めの準備に取りかかります。

　火曜日に来ていた照会について、集めた資料をもとに上司と検討します。

通達が制定されたときの背景や改正の意図、会計法等の法令との関係性、ほ

かの事案での取り扱い等を確認しながら、回答を作成します。回答した後は、

翌週の打合せの日程について、ほかの課室から調整依頼が来ていたので、ス

ケジュールを確認し回答します。その後は仕事を早めに切上げ、職場の同期や

先輩と食事に行き、1週間の疲れを発散します。

　関東財務局と一緒に進めている個別事案について、水曜日に局長に説明を

するための資料を作成します。上司と相談しながら、説明の内容や流れ、説明

に必要な情報の精査等に留意し作成します。できあがった説明資料の案を上

司に見せ、添削をしてもらいます。添削を何度か繰り返し資料が完成した後は、

説明時の備えとして「手持ち」と呼ばれる補足資料の準備に取りかかります。

月曜日

　私の係で所管している国有財産（オフィスビル）について、月に１度、国以外

の所有者（民間企業）の方々と、オフィスビルの管理運営方法について話し合

うための会議が、大手町で開催されます。財務省からは

私が一人で参加しているため、財務省に戻ってから、その

日の議事内容を上司に説明することになっており、説明

をスムーズに行うためには、会議の席上で積極的に質問

し、疑問点等を解消しておくことが必要になります。

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日
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理財局

先輩×後輩対談

主計局

上司×部下対談

新保　私の所属する地方財務審査係では、地
方公共団体の財務状況把握を行っています。

各団体がどのような財務状況にあるか様々な

観点から把握して、財務状況が悪化していれ

ば注意を促し、他団体の取り組み事例を紹介

する等、財務状況がより良くなるようアドバイ

スしています。

丸山　私の所属する調査係は、「財政投融資
分科会」という外部有識者との会議の運営が

主な業務です。会議が滞りなく開催できるよ

う、関係者と連絡を密に取り合ってスケジュー

ル管理をし、会議室の準備や資料の作成等を

行います。

丸山　理財局は、他省庁や民間企業からの出
向者が多くて活気がありますよね。

新保　女性もたくさん活躍していて、華やかな
印象があるよね。

丸山　業務中も和気あいあいとしているし、終
業後も先輩方によく食事に連れて行ってもらっ

たりしています。新保さん、いつも誘っていた

だき、ありがとうございます！

新保　私たちが携わっている財政投融資だけ
じゃなくて、国債、通貨、国有財産、たばこ・塩事

業等、やっていることがとても幅広いところが

魅力だよね。

丸山　局内で異動しても、きっと転職したみた
いに新鮮なんでしょうね。ほかの業務にも挑戦

してみたいです！

現在の担当業務について 理財局の雰囲気・魅力について

新保 綾音 ［平成30年入省］

SHINBO Ayane

理財局計画官室
地方財務審査係

先 輩

新保　丸山さんは、素直で一生懸命。いつも笑
顔で、周りから可愛がられている印象です。

丸山　新保さんは頼りになる先輩で、わからな
いことがあるとつい甘えてしまいます。パソコ

ンが苦手でしたが、人並みに使えるように指導

してくださいました。

新保　いまではかなり使いこなしているよね！笑
私たちはメンター※、メンティーの関係でもあ

るよね。でもこの制度に限らず、丸山さんとは

公私ともに相談し合える関係です！

新保　きっと想像よりも幅広く様々な業務があ
って、学歴や経歴に関係なく、自分の持ち味を

発揮することができると思います。是非、一度

説明会に足を運んでみてください。皆さんと一

緒に働けることを楽しみにしています。

丸山　是非、説明会に参加して、色々な人から
お話を聞いてください。この人と働きたいと思

えるような素敵な方が、財務省には大勢いま

す。数ある選択肢の中から、皆さんに財務省を

選んでいただけたら嬉しいです。

先輩からみた後輩の姿、
後輩からみた先輩の姿について

財務省を志望する方への
メッセージ

丸山 史佳 ［令和元年入省］

MARUYAMA Fumika

理財局財政投融資総括課
調査係

後 輩

金川　私がいま担当している仕事の一つに、国民
の皆様からの要望書を担当部署にお届けするとい

うものがあります。要望書を拝見すると、国民の皆

様の熱い思いが伝わってきますね。主計局での経

験が長い大槻さんは、こういった様々な要望を受け

ていく中で、どんなことを意識して予算編成に取り

組んでいますか！

大槻　国民の皆様に納めていただいた税金をどの
ように使うかを決めるのが予算編成だから、やっぱ

り納税者の視点に立った査定を行うことかな。いま

は予算全体を取りまとめていく立場だけど、予算は

それぞれの査定担当者が一つひとつ精査して、納

税者に説明できるように真に必要な経費を積上げ

た結果だからね。

金川　そうなんですね。国民の皆様の思いを受け、
「日本をもっと良くしよう」という気持ちが伝わって

きます。私も将来は予算査定業務に携わって、誰に

対しても胸を張れる予算を編成したいです！入省し

てから１年が過ぎて感じたことがあるのですが、主

計局の方々は特に夏から年末にかけて膨大な仕事

量をこなしていて、大変なことも多いと思いますが、

大槻さんが「主計局に配属されてよかった！」と思っ

た仕事は何でしょうか。

大槻　そうだな。平成30年7月の豪雨や新型コロ
ナウイルスの感染拡大に対応するための補正予算

を編成して、困っている方々に寄り添った財政支援

を行ったことかな。もちろん、通常では想定し得な

い業務だから、それを成し遂げるまでは紆余曲折が

あって大変だけど、こういった予算措置をすること

によって、災害からの復旧・復興や、新型コロナウイ

ルスの影響を受けている方々に多少なりとも手助け

ができた時は、主計局でのやりがいを感じるよね。

金川　最近は大規模災害が多発したり、新型コロ
ナウイルス感染症が全世界に蔓延したりする等、何

が起こるかわからない世の中になっていますよね。

安心して暮らせる社会を作るためにも財政は非常

に重要だと日々感じています。主計局の一員だとい

う気持ちを忘れず、これからも責任感と緊張感を持

って仕事に取り組みたいと思います！

大槻　社会人1年目の金川さんからみた職場の雰
囲気はどうだった？学生時代のイメージ通り大変だ

った？（笑)

金川　国家公務員と聞くと、どうしてもまじめでお
堅い人が多いという印象だと思いますし、私も当初

はそう思っていました。でも、皆さん本当にユーモア

あふれる方々で、毎日笑いが絶えません！学生時代

のイメージは、良い意味で裏切られました（笑）でも、

それでいて仕事に対する姿勢はストイックですよね。

頑張るときは頑張る、休むときは休むというメリハリ

がしっかりしていますし、忙しい中でもプライベート

を充実させている人が多いという印象です。

大槻　それは良かった。財務省としても働き方改
革にしっかりと取り組んでいるからね。仕事の面で

も金川さんは入省1年目なのにしっかりと業務をこ

なしているよね。自分が入省した時は右も左もよく

わからず、無我夢中だったよ。

金川　恐れ入ります（笑）でも、間違いや失敗も多
く、いつも諸先輩方に助けていただいています。特

に、国会議員からの質問や資料要求を取りまとめ

る業務は、状況が目まぐるしく変わっていくので、新

しい情報を把握することに精一杯の時もあります

が、毎日が刺激的です。大槻さんのところには、主

計局全体の情報も色々と入ってくると聞きましたの

で、何か困ったら大槻さんに聞こうと思っています

（笑）大槻さんの仕事ぶりを研究して、少しでも近づ

けるよう精進します！

大槻　ところで、金川さんは何で財務省に入りたい
と思ったの？

金川　私が初めて財務省に来たのは大学1年生の
時でした。当時、ミクロ経済学とマクロ経済学を

学んでいた私にとって、日本の財政を背負ってい

る財務省の仕事が魅力的に感じたんです。財務省

の職員として働く道を目指し始めたのはそこから

ですね。

大槻　さすが金川さんだね。主計局に限らず財務
省で業務を遂行するには、財政や金融といった知

識は必要だからね。インプットした知識を活用して

仕事をしていくことが大事だし、そうすることで自

らのスキルアップにも繋がるから。金川さんもこれ

から様々な業務を担当していく中で、その業務に見

合った知識が必要になるけど、心配することは全く

無いからね。業務毎・職位毎に職員のスキルアップ

をサポートする研修も用意されているし、周りの支

えもあるから。でも、志をもった後輩が増えるのは

本当に頼もしいな。これからも金川さんのような後

輩が財務省の門を叩いてくれると嬉しいね。

主計局の仕事・魅力

大槻 賢 ［平成16年入省］

OTSUKI Satoshi

主計局総務課
予算総括第一係長

上 司

金川 美咲 ［令和元年入省］

KANEGAWA Misaki

主計局総務課
予算総括第三係

部 下

職場について

財務省の志望理由について

メンター制度とは・・・・・・新規採用者が1日でも早く職場の雰囲気になじみ、働いていけるよう年齢が近い先輩職員が、指導役（メンター）として、
 新規採用者（メンティー）に対して公私にわたり助言指導を行う制度



21　第2部 特集 22

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。 

育
児
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

介
護
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

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。

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。

WORK LIFE BALANCEワークライフバランス

ライフイベントを
大切にする働き方

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。

　第一子となる長女の誕生に伴い、配偶者出産休暇を2日、

育児参加のための休暇を5日、そして育児休業を1ヶ月間取

得しました。私がこれらの育児関係休暇を取得したきっか

けは、上司からの勧めです。上司に「8月末に子供が産まれ

る予定です」と伝えたところ、男性職員が取得可能な育児

関係休暇制度について説明してくださるとともに、「是非、1

日でも多く休暇を取得してほしい」と声をかけてくださいま

した。また、省内全体でも働き方改革の取り組みが進んで

おり、男性職員による育児関係休暇の取得に多くの職員の

理解があり、休暇で不在にする間の業務のサポートを、周

囲の同僚が快く引き受けてくれる点も休暇の取得を後押し

してくれました。上司、同僚には大変感謝しております。

きっかけは上司の勧め

　配偶者出産休暇と育児参加のための休暇を取得したこ

とで、娘が誕生する瞬間に立ち会うことができましたし、出

産後の妻の入院生活のサポートを行うことができました。

また、出生届の提出等、役所に対する様々な手続もスムー

ズに対応することができました。そして何より、産まれたば

かりの我が子と一緒の時間を過ごすことができました。育

児休業の取得中は、1ヶ月間毎日朝から晩まで娘と向き合

って有意義な時間を過ごすことができましたし、妻と育児

の大変さを共有することができました。長いようであっと

いう間の1ヶ月でしたが、父親としての喜びを感じるだけで

なく、育児の経験値を増やすことができたと思います。

育児関係休暇を取得して

　私自身、就職活動をしていた頃は、仕事と育児の両立支

援制度等気にかけもせず、仕事内容に興味を持って財務省

で働くことを希望していましたが、結婚や子供の誕生等の

様々なライフイベントが自分の身に起こると、ワークライフ

バランスを確保することの大切さに気がつきました。国家

公務員は、仕事と育児の両立を支援する制度が整っていま

すし、財務省では男性職員の育児関係休暇の取得促進に取

り組んでいます。公務という責任の重い仕事をする以上、

いついかなる時も自分の望み通りの働き方ができる、とは

限りませんが、テレワークやフレックスタイム制等も含め、

仕事の状況や自分の生活に合わせて様々な働き方をする

制度が利用可能です。是非、財務省で多様な働き方を実現

しませんか。皆さんと会えることを楽しみにしています。

様々な働き方ができる職場

染谷 隼 ［平成29年入省］

SOMEYA Hayato

大臣官房地方課広報連
絡係



入省する前は、財務省という大きな組織の1年目職員なん

て、ほとんど雑用しかさせてもらえないものだと考えてい

ました。もちろんコピーや資料配付等、上司のサポートに

徹する場面はありますが、自ら考えてアイデアを
提案し、その成果が幹部に伝わる等、入省前
は思ってもみなかったやりがいのある仕事にも、1年目か

ら関わることができます。
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入省前は、業務多忙により毎日終電で帰宅し

たり、休日も出勤したりと、プライベートな時

間は取れないイメージがありました。しかし

実際には、年中忙しいわけではなく時期によ

って繁閑があり、定時退庁できる日は飲み会

や趣味のヨガでリフレッシュしていますし、

休暇を取得しやすい雰囲気もあってプライ
ベートな時間はしっかり確保でき
ています。

スケジュール管理と進捗管理を上手く
行えるようになってきていることです。様々な
案件を同時に受け持っているため、いつまでに、どん

なペースで進めることが必要か、そのための段取りは

どうするか、ということを常に考えながら業務に取り

組んでいます。

職員の働き方に関する意識が想像と大きく違ってい

ました。入省前は、恒常的な残業は当たり前のことと

捉えている職場を想像していたのですが、実際に働い

てみると、休暇の取得促進、残業時間の
削減に向けた取り組み・議論が活発に
行われており、効率化により政策の質を高めながら、

職員にとってより良い職場環境にしようという意識を

高く持っている職場でした。

主計局では、「みんなで同じ方向を向いて」
仕事に取り組む雰囲気があります。気づい
た論点は何でも議論しますし、非常に風通しが良いと感

じています。先輩方は、1年目職員の私に対して丁寧に教

えてくださるので、本当にありがたいです。懐の深さを感

じますね。

人生の岐路にさしかかっているいま、就職

先をどこに決めるかは非常に難しい問題

です。省庁ごとのカラーや職員の方の雰囲

気の違いは少なからずあるので、説明会
に足を運び、自分の目と耳、肌
で確かめることが大事になってく
ると思います。その上で、財務省の仕事に

魅力を感じていただけたら幸いです。

財務省が所管する財政に関する業務は、社会

保障費予算や租税制度等、国民生活とは切っ

ても切れない重要なものばかりです。必ずし

も華々しく見える業務ではないかもしれませ

んが、国民生活の基盤を支えたい
という志を持つ方には、理想的
な職場だと思います。

風通しが良く、1年目職員の私でも、日常的に上司から

意見を求められます。一見、単純な業務でも自分自身で

考えることで、その業務の意義や与えられた役割がわか

ってきます。そのため、日々、主体性とやりがい
を持って業務に取り組むことができる
職場です。

役職に関わらず、一人ひとりが個性を発揮
できる職場だと感じています。最近、私の課では、
働き方改革の進んでいる民間企業からの出向者の意

見を聞きながら、私たち係員が中心となって業務改善

に取り組んでおり、課全体として、さらに働きや
すい職場づくりを目指しています。

「常にアンテナを張る」ことを心掛けていま
す。報道や省内で発信されている情報のほか、周囲の

人の会話にも注意を傾け、これから何が起こるのか、い

まの状況で上司はどのような情報が欲しいのか、自分

が取るべき行動は何かを考えることで、十分な準備が

できるように努力しています。

同じ失敗を2回はしないことを心掛けています。この1

年、様々なことで上司や先輩からご指摘やご指導をいた

だく場面が多々ありました。その度に自分自身の中に吸

収し、次は同じミスをしないようにすることはもちろん、

経験上、考えられるミスを未然に防ぐ努力
を心掛けています。

自分から動く姿勢が身に付いたと
思います。採用当初は、指示された業務をこ
なすだけで精一杯でした。しかし、いまでは、わか

らないことを安易に上司や先輩に聞く前に自分で

調べ、係に回ってきた新しい業務に積極的に挑戦

するようになりました。

判断の根拠や事案の経緯をよく調べる
ようになったところです。私の担当している業務につい

て、根拠法を確認し、何年も前の文書から類似例を調

べることで、自分の勉強になるだけでなく、相手方に説

明をする際に、自信をもった伝え方ができるようになっ

たと思います。

令和元年採用職員からのメッセージ

令和
元年度

令和元年採用職員7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。

自分の業務が、常に誰かに必要とされ
ているものだということを忘れないよ
うにしています。自分の仕事の意義や、国民の皆様や

関係者に与える影響をよく考えることで、業務の理解

も深まりますし、モチベーションも高く保つことができ

ると考えています。

私は説明会に参加し、職員の方々と接

するうちに財務省の印象が大きく変わ

りました。先入観にとらわれず、説明会

に足を運んで庁舎や職員の人柄
等、財務省の雰囲気を実際
に自分で感じてみて、将来の就
職先の選択肢の一つにしていただけれ

ばと思います。

Q入省してから成長したと
思う部分はどんな部分ですか？

Q入省前と入省後でギャップはありますか？

Q財務省を志望する方へ
メッセージ

Qどんなことを心掛けて
仕事を行っていますか？

Q 職場の雰囲気はどうですか？
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