
財務省本省 採用リーフレット
(一般職向け)

パンフレットには載せきれない
さまざまな情報をまとめました

• 採用までの流れと各種説明会等を紹介してい
ます。

• 入省してからのことをイメージしていただく
ために、新人研修やキャリアステップのこと
を紹介しています。

• 財務省が取り組む新しい働き方について紹介
しています。

• 皆さんのさまざまな疑問にお答えできるよう、
先輩若手職員の生の声を紹介しています。

１ 財務省本省職員への道のり

2 新人研修について

3 入省から10年間のキャリア

4 コロナ禍での働き方

まずはこの
冊子から!

5 若手職員からのメッセージ

6 R３年度採用職員の体験談



１．財務省本省職員への道のり

3月 6月 8月 4月

財務省・各種業務説明会 官庁訪問直前イベント

2次試験
（面接）

7月

★まずは財務省のことを知ろう!
説明会は財務省の職員と
話すチャンスでもあるので、
積極的なご参加をお待ちしています。

4月 5月

★官庁訪問に向けて、不安をなくそう!

最終合格
発表 採用1次試験

（筆記） 官庁訪問

官庁訪問直前イベント
・業務説明会
全般的な業務説明に加え、官庁訪問のことや入省後のキャリアパスについてご説明いたします!

・分野別説明会
各局の現場で活躍する職員が、各局業務を分野別にご紹介!
通常の業務から、近年話題のトピックまで幅広くご説明いたします!

・テーマ別座談会
様々なジャンルの座談会で気になる疑問にお答えします!
（海外勤務者、地方勤務者、若手職員、人事担当者）

・個別相談会
採用担当者と個別に、試験・官庁訪問のことや、入省後のことなどどんな質問にもお答えします!



２．新人研修について

研修中のある１日
起床

朝の体操(7:15～)

朝食:＠食堂

１時限目:財務分析
(9:00～10:15) … 財務諸表から企業の経営状態を

読み解き、班ごとに議論・プレゼン
テーションをします。

２時限目:金融商品取引法
(10:30～11:45) … 大学の准教授や本省職員などを講

師に招き、法律の基礎知識を学び
ます。

昼食:＠食堂
(12:00～13:00)

３～４時限目:本省・国会見学
(13:00～17:15)

夕食:＠食堂
※金曜日は食堂の利用が自由なので

同期と外食をすることが多いです。

入浴:お風呂は大浴場です。シャワーブースも完備!

自習:＠自室・食堂 等
… 座学の復習や同期との議論、

プレゼンのリハーサル等をします。
テスト直前は特に集中!!

就寝(23:00)

西ヶ原研修所での基礎研修
採用されるとまず最初に、東京都北区にある西ヶ原研修所にて約二か月の新人研修を受け

ることになります。この研修では職場で使う専門的な知識やビジネスマナーを学び、配属後
の業務に備えます。

共同生活で深める同期との絆．．．
また、研修は本省採用の他に、全国の財務局で採用された財務専門官の同期と共同生活を

送ります。同期は一生の宝です。配属前に社会人としての心得を学びつつ、同期と一生の思
い出を作ります。

～研修概要～
●期 間:採用直後の4月～5月末（全寮制）
●場 所:西ヶ原研修合同庁舎（東京都北区西ヶ原）
●人 数:約150名（「本省」と「全国の財務局」の新規採用者が合同で研修を受けます）
●研修科目:（基礎科目）国家公務員法、簿記、財務分析、経済理論等

（実 務 法）財政法、会計法、銀行法、国有財産法等
（実践実務）職場の基本動作、配属別講義等
（そ の 他）ビジネスマナー、メンタルヘルス等

▼休日に同期と遊び
に行った時の一枚。
同期との絆も深ま
りました!

▼西ヶ原研修所庁舎
の前で教育官の
集合写真。
卒業時には教育官
の方々も涙を流

していました!

講義は基礎知識を身に付けることが目的であり、
知識がないことを前提に行われます。
そのため出身学部に関係なく、
講義についていけるカリキュラムとなっています!

講義は基礎知識を身に付けることが目的であり、
知識がないことを前提に行われます。
そのため出身学部に関係なく、
講義についていけるカリキュラムとなっています!

▼研修中の就業時間は男女ともにスーツで過ごします。

※Ｒ２、Ｒ３はオンライン開催



３．入省から１０年間のキャリア

勤続年数
（年目） Ａさん・男性 Ｂさん・女性 Ｃさん・男性 Dさん・女性 Ｅさん・女性

1 主計局
総務課

理財局
財政投融資総括課 大臣官房

信用機構課
理財局

財政投融資総括課
国際局

地域協力課2 理財局
総務課

3
主計局

文部科学省
予算編成担当

理財局
国債業務課

主計局
総務課

理財局
農林水産・環境係

国際局
為替市場課

4

大臣官房
会計課

主計局
総務省

予算編成担当

主計局
国土交通省
予算編成担当

主計局
法規課

大臣官房
総合政策課5

6 大阪税関
出向

福岡財務支局
出向

関東財務局
出向

東京税関
出向7

関東財務局
出向8 理財局

たばこ塩事業室
主計局

厚生労働省
予算編成担当

主計局
厚生労働省
予算編成担当

国際局
調査課

9
金融庁
出向

理財局
国庫課

主計局
総務課

主計局総務課
主計事務専門官 外務省ASEAN

日本政府代表部
（ジャカルタ）

出向10 大臣官房
秘書課

主計局
文部科学省
予算編成担当

国内大学留学



４．コロナ禍での働き方① 大臣官房秘書課人事第三係
児玉 啓晃（R1入省）

朝の時間を有効活用

出勤するときは5時半に起床し、約1時間半かけて通勤していますが、テレワークの日にはその1時間半を利用し
て洗濯や、洗い物などを行い、朝の時間を有効活用することができます。また、日によっては通勤時より少し遅
めに起床することも可能です。
業務開始の７時４５分に、上司に開始報告をして１日の業務スタートです!

テレワーク中のコミュニケーション方法

係全員でビデオ通話を行い、その日の予定や仕事の締め切りを確認します。
仕事以外にもプライベートで起こったことなど雑談も交えながらコミュニケーションをとっています。
出勤すると上司や同僚との会話もありますが、テレワークは自宅で１人ですのでこうしたオンラインを
利用してのコミュニケーションも重要な機会となります。
ビデオ通話以外にも「Microsoft Teams」を利用したチャットで気軽に連絡を取ったりもしています。
また、私は採用業務も行っておりますので、採用説明会を自宅から配信するなど通常業務でもオンライ
ンを活用しています。

定時後の時間も有効活用

その日に行った業務を報告書にまとめ、上司に報告してその日の業務は終了です。現在、新型コロナウイルス感染
症対策として、時差出勤に取り組んでいることから、私の場合は１６時半に業務終了です。出勤すると残業で帰り
が遅くなってしまうこともありますが、テレワークでは定時で業務終了ですし、職場から自宅への帰宅に必要な時
間もかかりませんので、夕飯の買い物に行ったり、ジムでトレーニングを行ったりと、いつも以上に定時以降の時
間も有効活用することができます。

これからの
働き方

新型コロナウイルス感染症が大きなきっかけとはなりましたが、テレワークの促進、押印の省略など財務
省に限らず中央省庁全体で働き方に変化が起こっています。
中央省庁は⾧時間労働などのイメージが強いかもしれませんが、実はこうした取り組みによって残業時間
の削減、ワークライフバランスの充実など、この数年で働きやすい職場となってきており、今後も時代に
合わせて変化していきます!



今までのテレワーク
単身赴任中に地元の自宅から実施している職員などはいましたが、私にとっては他人事のような感覚でした。

Withコロナ
緊急事態宣言後、原則テレワーク勤務となり環境は一変!

▶オンライン会議の増加
省内幹部への説明や相談もオンライン対応。スライド画面を共有し、ペーパーレスで話し合

いを行います。出勤している職員が居れば、幹部室において対面とオンラインのハイブリット
形式で説明を行うこともあります。

▶国際会議のオンライン化
このような状況だからこそ各国との協調が重要ですが、関係機関等が一堂に会す大規模な会議は開催できません。延期された会

議もありましたが、オンライン会議が主流となりました。
時差のため、日本時間の深夜となる会議が多く、時には昼夜を問わない対応も必要とされました。
昨年は、G20財務大臣・保健大臣合同会議がオンラインで開催され、私は、議⾧国サウジアラビアとの接続テスト等の会場設定

や運営を行いました。現地での会議と違い、接続が上手くいかなければ、会議への参加ができなくなるため責任は重大です。
このような国際会議に係員が同席することはなかなかありませんが、オンラインになったことで、通常は経験できない現場の温

度感や各国の生の声が聞ける貴重な経験となりました。

これからの働き方
2020年は新型コロナ感染症拡大による様々な変化がありました。オンライン会議は

どこでも参加可能なため、国内外各方面との会議開催のハードルを下げました。
普及しつつあるテレワークにも課題はありますが、今後も世界の流れに伴い更に進化

していくことと思います!

４．コロナ禍での働き方② 国際局開発政策課
芹澤 花奈（H29入省）



５．若手職員からのメッセージ

官庁訪問・二次試験について
アドバイスを!

櫻井 柚香
（早稲田大・茨城県）

職場の雰囲気や職員の方の人柄に魅力を感じ
ました。財務省と聞くとお堅いイメージが
あったのですが、みなさんフランクな方ばか
りで、官庁訪問前など親身になってアドバイ
スしてくださったのが印象的でした。また、
財務省の業務は国の政策に関わるようなス
ケールの大きいものばかりで、やりがいを感
じられる職場だと思い志望しました。

馬塚 元希
（埼玉大・東京都）

受験生の頃は、財務省は仕事量も多く、個
人にかかる負担も大きいのではないかと考
えていましたが、官庁訪問前の説明会で
「財務省はチームプレーで仕事をする」と
いう説明にギャップを感じ、財務省を志望
しました。多くの仲間と1つの課題を解決
していくスタンスは現在でも魅力的だと
思っています。

千葉 翔子
（青山学院大・神奈川県）

財務省では、幅広く国民の方々の生活を支え
ることができるからです。昔から私は、誰か
の役に立ちたいと思うことが強く、多くの人
の役に立てる仕事に就きたいと思っていまし
た。例えば、財務省主計局では予算という面
から各省庁の政策に携わることで、幅広く人
の役に立つことができます!まだまだ主計局
では未経験なことばかりですが、一つ一つの
業務にやりがいを感じており、財務省を志望
してよかったなと思います!

井 咲乃
（早稲田大・熊本県）

官庁訪問の日は⾧時間にわたり面接が行われ、
心身ともに疲れも出てくると思いますが、そ
れを表に出すことなく常に元気よく明るくは
きはきとした態度で臨むことが一番大切なの
ではないかと思います。また、面接ごとに質
問内容やフィードバックを受けた内容を書き
出して頭の中を整理するようにしていました。

菊地 幸生
（日本大・宮城県）

まずは大学の就職指導等で練習を繰り返し、
場慣れをすることを目標にしました。
財務省では、受験生一人一人の「人間性」を
見てくれます。練習したテンプレートどおり
の回答ではなく、自分の言葉で話すというこ
とを意識して面接に臨みました。

財務省を
志望した
理由は?



５ 若手職員からのメッセージ

西山 直希
（関西大・兵庫県）

メリハリをつけて仕事をするように
心がけています。無駄に残ったりは
せず、帰れる時には早く退庁し、映
画を見たりして息抜きをしています。
月に１回は必ず二郎系ラーメンを摂
取することで、体調管理をしていま
す。
また金曜日に限らず、早く退庁でき
た時は飲みに行ったりしています。

金川 美咲
（早稲田大・埼玉県）

主計局は、予算が成立する3月までは特
に忙しくなります。時には土日に出勤
したり、朝まで書類を作成したりとい
うこともあるようです。しかし、一人
で全ての仕事を背負うことは絶対にな
く、「みんなで乗り越える」という雰
囲気がどこよりも強い局だと思います。
主計局での業務は今後の人生において
良い経験になると思います。噂の”師
団”というものは一体何か、興味がある
人はぜひ説明会にお越しください!

武田 健三朗
（北海学園大・北海道）

理財局は他局に比べて一般職採用の
職員が多いのが特徴です。そのため、
局内の本省一般職採用職員どうしの
懇親会だけでなく、採用後最初の配
属が理財局だった先輩方との懇親会
等、様々な名目の集まりがあります。
理財局を卒業された先輩方との交流
を通じて、部局の垣根を越えた人脈
が広がるのも理財局の魅力かなと思
います。

丸山 史佳
（専門学校・神奈川県）

入省前はお堅い人が多いイメージ
だったのですが、仕事とプライベー
トのメリハリがしっかりしているだ
けでみなさん普通の方です（笑）業
務に関しては、日中パソコンと向き
合って終わるかと思っていたら、地
下から３階まで全力で何往復も移動
したりと意外と体力も必要です。

野口 友菜
（立教大・栃木県）

入省前には、深夜バス、省内コンビ
ニ24時間営業、ホテル大蔵といった
単語をよく聞き、「本省での仕事は
どの部署でも忙しい」という話を聞
いていました。実際に働いてみると、
常に忙しいということはありません
でした。業務中でも比較的余裕のあ
る時は、同期や上司の方にマクロ経
済について教えてもらっています。

外国の状況を把握しながら仕事をするため、
世界の政治や経済のあらゆる知識を身に付
けることができます。私のいる為替市場課
では日々変化する状況に対応するため係内
でのコミュニケーションを多くとっていて、
笑いもよく起こっています。また、静脈認
証の扉やパソコンのモニターを一人５台
扱ったりととてもハイテクな環境です。

児玉 啓晃
（明治大・千葉県）

平日でも予定がある時は、あらかじめ上司
にその旨を伝えると早く上がれるよう配慮
してくれます。時間のある時は健康にいい
ご飯を食べて、自宅の20キロダンベルで
筋トレをして汗をかいてリフレッシュしま
す!早く上がれた時に予定を入れるのでは
なく、予定があるので集中して仕事に取り
組んで定時で上がるというスタンスで、プ
ライベートも充実させています。

越水 太朗
（成蹊大・埼玉県）

所属局特有の仕事内容や雰囲気は?
入省前後の

ギャップは?

平日の
リフレッシュ

方法は?

国際局

主計局 理財局



約１か月前から対策を行いました。主に予備校の模擬面接を練習に利用し、模擬面接も本番と思い、言いたいことを端的に
まとめるように努めました。

６．R3年度採用職員の体験談①

大学3年の10月頃から少しずつ始め、大学の後期試験がわってから、本格的に勉強しました。2月以降は、1日9時間ほどは
勉強していたと思います。予備校通っていたため予備校からもらう過去問集を中心に勉強し、文章理解と数的処理は毎日問
題を解いていました。

試験に関する情報は、予備校の先生やＯＢ・ＯＧの方々、大学の先輩から聞いていました。官庁訪問に関しては、説明
会で積極的に質問して情報を得るようにしていました。

小論文については特に対策をしておらず、模試で初めて解いたくらいです。時事の勉強の流れで重要な論点を押さえ、文章
構成に気を付けて書けば平均点は取れると思います。論文よりは専門試験の対策をする方が効率が良いと思います。

数的処理、経済系、法律系は1年くらい前から勉強していました。数的処理は個人的に苦手だったのでもっと前からすれば
よかったと後悔しました。また、自然科学は苦手だったので、捨て科目にし、他科目に集中しました。

教材は予備校の問題集を使っていましたが、時事のみ市販の教材を使用しました。直前期は、午前中は教養、午後は専門、
寝る前に時事、週に1度は論文を書くというように計画を立てて勉強し、最低でも問題集を5周以上しました。

1次試験の合格発表後に始めました。予備校の模擬面接を何度も受けましたが、同じ公務員試験を受験する友人がいれば、
片方が面接官役などで練習できるので良いなと思います。予備校のＨＰや説明会でもらったパンフレットで情報収集をして
いました。

１次試験

２次試験

試験問題の解答速報を行っているサイトや試験対策を行っているYouTubeチャンネルやTwitterアカウントを見たり
していました。中には受験生の不安を煽るようなアカウントもあるので、試験の情報収集は予備校や大学、公務員の先
輩方の話を直接聞くのがいいと思います。

情報収集方法



自分で用意した予想問答集や、志望官庁の資料などを見ていました。また面接の形式や質問内容などの情報共有も行いまし
た。複数回面接を行うため、終わった面接に関して一喜一憂せず、全力で一人一人の面接に取り組むべきだと思います。

６．R3年度採用職員の体験談②

これは会話である!と常に意識していました。といっても全ての質問に端的に答えるだけではなく、自分が言いたいことが
言える質問を引き出したいときは少し⾧めに話すなど、メリハリをつけて話すようにしていました。

面接練習の中で、自分の中にある軸を見つけてもらいたいです。官庁訪問では多くの方々と面接するので、難しい質問もあ
ると思いますが、その軸があればどの質問にも自分の言葉で答えることができると思います。

他の受験生と会話をしたり、パンフレットや面接用のノートを見たりして過ごしていました。他の受験生からどんな質問さ
れたのか聞き、自分だったらどう答えよう、などを考えていました。

マスクではありましたが、相手の目を見て笑顔で話すことを意識していました。話を盛らず、ありのままの自分を見せられ
るように、素直に質問に答えるようにしていました。

予備校の面接練習で簡潔に話すことをよく指摘されていたので、特にその点を心掛けました。身なりにも気を遣い、常に明
るく笑顔でいられるように意識しました。

面接で
心掛けたこと

待合室での
過ごし方

官庁訪問前になるべく多くの説明会に参加し、情報を仕入れる必要があると感じました。また説明会で積極的に質問し印象
を残しておくことが大切だと思います。

官庁訪問は、朝から晩まで緊張していたため、体力と精神力が大切だと気が付きました。時間が⾧いため、体調を万全の状
態にしておくといいと思います。どんな質問がされても、慌てず、リラックスして答えるといいと思います。

官庁訪問の
アドバイス

どんなことを聞かれたのか周囲の受験生と情報共有したり、面接練習メモや官庁訪問カードを見て頭の中を整理しながら待
ち時間を過ごしました。職員の方々も積極的に声をかけてくださり、緊張がほぐれたのを覚えています。

整合性が取れない発言やのらりくらりとした印象を与えることを避けるため、嘘や建前、思い付きで発言しないことを特に
心掛けました。一度でも悪い印象を与えてしまえば一気に不利になるので、自分の伝えたいことはしっかりと固めておくべ
きだと思いました。



おわりに

• 皆さんに少しでも財務省を身近に感じ、親近感を持っていただき
たいという思いを込めて、このリーフレットを作りました。

• このリーフレットでも紹介した各業務説明会や座談会は、財務省
の仕事や人を知るチャンスです。実際に職員の話を聞くことで、
きっと、今よりももっと財務省への興味がわくはずです。

• 財務省には、ここに登場しているような個性豊かであたたかな心
を持つ先輩職員が多くいます。
これからの未来を担う皆さんが仲間入りしてくれることを楽しみ
にしています。

担当者連絡先
財務省大臣官房秘書課
E-mail : jinjione@mof.go.jp
TEL : 03-3581-4111（代） 内線5305


