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　私は現在、財務局の国内留学制度を利用し、熊本学
園大学大学院会計専門職研究科において、会計を中
心に監査・税法等を学んでいます。財務諸表の作成・分
析に関する会計知識から、税法や会社法についての判
例を通じた法解釈論に至るまで、幅広い分野の研究を
行っています。研究活動を通して、過去に金融監督業
務に携わった際に難解に感じていた金融機関の決算
分析について、集中して学び直すことができており、大
変貴重な経験をさせていただいているなと感じます。

　金融業務に限らず、財務局でのどの業務においても会計知識は有益であると思います。そこで、会
計の専門的知識を習得し、財務専門官としてより質の高い業務を行うことで組織に還元し、ひいては
地域経済の発展へ貢献したいと考えています。
　財務局は、業務の多様性もさることながら、研修制度等も充実しており、様々なことにチャレンジで
きる職場です。そして、その姿勢を全力で応援してくれる懐の深い組織だと感じています。現時点で具
体的にやりたい業務やなりたい将来像がイメージできていなくても、財務局では、様々な業務を経験
し研修制度等を利用する中でゆっくりと自分の進みたい方向を見出していくこともできます。このよ
うに様々な経験ができる財務局で自らの可能性を広げてみませんか。

　私は沖縄総合事務局に入局後、経済調査業務
を2年経験して財務省理財局へ出向しました。
　理財局では国有財産情報室に所属し、国有財産
台帳の整理や決算事務、統計資料の作成に関す
る業務を担当しています。
　国民共有の財産である国有財産の管理処分を
適正かつ効率的に行うためには、個々の財産の現
況を正確に把握することが求められます。国有財
産の数量、価格などの情報は、「国有財産台帳」へ

記録されており、財政のストックを国民に明らかにするという観点からも、その基礎となる台帳整理を
適切に行うための制度を設計しています。
　本省では、法律や制度を企画立案する立場であるため、初めての業務でも「聞く立場」から「聞かれる
立場」へ状況が変わります。出向当初は業務量と意思決定の早さに圧倒されましたが、決定したことは、
法令や通達などの形で全国的に影響を及ぼすため、そのスケールの大きい仕事にやりがいを感じます。
　意外かもしれませんが、理財局職員のうち、財務局からの出向者は全体の約4割を占めています。
経験豊富な先輩方の下、個人の成長を後押ししてくれる環境が用意されています。
　社会経済情勢や国有財産を巡る状況が変化する中、地域社会のニーズに対応するためには財務局と本省
の連携が不可欠です。地域と財務省を繋ぐ架け橋として活躍できる財務専門官をぜひ目指してみてください。
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「聞かれる立場」へ

財務省理財局
管理課
国有財産情報室
統計情報第二係

宮良長宏

平成29年度採用

MIYARA Nagahiro

金融庁
監督局証券課
証券モニタリング室

佐々木愛

平成27年度採用

SASAKI Ai

平成29年4月　 沖縄総合事務局採用

平成29年7月　 財務部財務課経済調査室

令和元年7月　 現職

平成27年4月　東北財務局採用

　　　　　　  理財部金融監督第一課

平成29年7月　主計局総務課

令和元年7月　主計局厚生労働第四係

令和2年7月　  現職

平成29年4月　北海道財務局採用

　　　　　　  函館財務事務所財務課

令和元年7月    現職

平成20年4月　東北財務局採用

　　　　　　  総務部経済調査課

平成22年7月　財務省主計局総務第一係

平成24年7月　財務省主計局農林水産第一係

平成26年7月　財務省主計局予算総括第二係

平成27年7月　東北財務局理財部主計第二課主計実地監査官

平成30年7月　財務省大臣官房地方課主計第二係長

令和2年8月　  外務省在上海日本国総領事館副領事

令和3年1月　  現職

　私は令和元年9月中旬から約1か月間、内閣府の
国際社会青年育成事業に参加しました。当事業は、
国際的な社会問題をテーマに、アジア・欧州・南米
から2か国を訪問し、ホームステイや現地青年との
意見交換などの交流活動を行います。
　海外派遣研修を通じ、私は国際観・社会観が大き
く変わりました。外国青年の労働観や、宗教に基づく

生活の考え方、自国の抱える課題などを夜が更けるまで語り合い、異文化への理解を深めることができ
ました。私は前任地の業務の中でベトナム人技能実習生について調べた経験から、「東南アジアと日本
の労働社会」をテーマにフィリピン・ベトナム両国を訪問し、行政機関や貧困支援機関との意見交換や、
現地青年との議論を行った中で財務局職員として何ができ、これからどうしていきたいか、深く考えるこ
とができました。当研修で得た観点や貴重な経験を、様々な業務に活かしていきたいと考えております。
　財務局は、国内、海外研修をはじめ、様々な研修制度が整っており、チャレンジする気持ちを職場全
体が応援してくれます。ぜひ、皆さんのチャレンジする気持ちを、一緒に、財務局で存分に活かして頂
きたいと思います。

　ニーハオ！私は平成20年に東北財務局に入局
後、2回の財務省勤務を経て令和2年から外務省
職員として在上海日本国総領事館に出向してお
り、上海地域の経済・金融の情勢分析や在留邦人
のための各種証明書の発行業務等を主に担当し
ております。情報収集や人脈作りのために企業が
開催するパーティーに出席することもあれば、在
留邦人から様々な相談を受けて解決方法を地道

に模索することもあり、財務省・財務局とは全く異なる仕事をしています。しかし仕事の内容は異な
るものの、財務局の諸先輩方から教わった課題への対応力、住民に寄り添う姿勢等は上海でも非常
に役に立っており、財務局の仕事のやり方は世界に通じると実感しております。
　大学生時代は東京に遊びに行くことさえ怖いと思っていた田舎者の私が海外勤務をすることに
なるとは夢にも思っていませんでしたが、週末は家族と一緒に中国国内の観光地巡りをするなど、
一生に一度の経験と思ってプライベートも満喫しております。転勤と聞くとネガティブなイメージを
もつ方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、各地の魅力をじっくり体験できる絶好の機会でもあ
ります。世界でも活躍できる財務局です。ぜひ皆さんも財務専門官を目指してみてはいかがでしょう
か。一緒に働ける日を楽しみにしています。再見!!

　私は現在、金融庁監督局証券モニタリング室において、大手・準大手証券会社のモニタリング業務
に携わっております。具体的には、決算・リスク管理に関する定期的なヒアリング、支店の調査、法令等
に基づいて提出される届出の確認などを通じて、証券会社の業務が適切に行われているかを日々検
証し、問題があれば改善を求めるための措置を講じています。
　プロを相手にしていることもあり、高い専門性が求められますが、研修が充実しているだけでな
く、先輩や民間企業から出向されているスペシャリストの方々が相談に乗ってくださるため、その有
難さと自身の成長を感じながら業務に取り組んでいます。
　私は東北財務局で地域金融機関の監督業務を経験した
後、採用3年目で財務省主計局に出向し、6年目に現在の部
署に異動しました。財務局では地域の特性に応じた業務を
経験しましたが、本省庁では施策や法令等についての議
論・検討、予算編成、国会対応など、よりスケールの大きな業
務を経験し、出向を通じて視野が広がったと感じています。
　財務局では若手のうちから専門性の高い様々な業務を
経験でき、本省庁への出向や国内外の留学など多くの機会
にも恵まれています。皆さんも、財務局で自分の可能性を広
げてみませんか？

平成29年4月　九州財務局採用
　　　　　　   理財部金融監督第一課

令和元年7月　九州財務局大分財務事務所管財課
令和2年3月　  現職

M e s s a g e
プロフェッショナルとしての知識と経験を地域のために活かす

財務省出向

情に棹させば流される。智
に働けば角が立つ。どこへ
越しても住みにくいと悟っ
た時、詩が生れて、画が出
来る。とかくに人の世は住

九州財務局
総務部総務課

小山健介

平成29年度採用

OYAMA Kensuke

北海道財務局
理財部
統括金融証券検査官付

坪山真樹

平成29年度採用

TSUBOYAMA Masaki

外務省
在上海日本国総領事館
領事

沼田伸行

平成20年度採用

NUMATA Nobuyuki

財務局で広がる可能性 金融庁出向

成長を全力で応援してくれる組織 国内留学

世界の刺激を得るチャンス 海外研修

財務局から世界へ 海外赴任

先輩からのメッセージ
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近畿財務局
管財部統括国有財産管理官付

山田依莉佳
平成31年度採用

YAMADA Erika

財務局を志望した理由
　国の機関で、金融や財政に関する専門的かつ規模の大きな仕事ができることや、生まれ育った近畿で、地

域の方々の声を聞いて一緒に仕事をすることで、地域に貢献できることに魅力を感じました。

　また、インターンシップに参加した際に、職員の方々が一つひとつの業務についてとても丁寧に教えてく

れたことや、職場の温かい雰囲気を肌で感じて、実際にこの職場に就職して、初めての業務に携わる際にも

安心して働くことができるだろうなと感じ、ますます財務局で働きたいという気持ちが強くなりました。

業務の多様性・専門性
　私は現在、国有地の売却・貸付の契約事務や、その契約に至るまでに行う土地調査や境界確定など非常

に幅広い業務に携わっています。学生の頃に全く勉強していなかった土地に関する専門知識が業務を通じ

て身につくため、日々自身の成長を感じています。

　今後、金融など異なる分野の業務に携わり、新しい知識を習得することで、より成長できることが今から

楽しみです。

財務局を志望した理由
　財政・金融・国有財産・経済調査などといった幅広い業務を通じて、地域社会の発展に貢献する財務局の業

務に魅力を感じたからです。

　私は学生時代、日本各地を旅行する中で、地域社会、特に地方の発展の重要性を再認識しました。そうした

中で、国の機関でありながら、様々な観点から地域の実情を把握し、それらを踏まえた施策を実施するととも

に、本省庁への情報提供も行うことで、国と地域を繋ぐ架け橋となる財務局の存在を知りました。

　そこで、私も財務局職員としてそうした役割の一翼を担うことで、地域社会の発展に貢献したいと思い、財

務局を志望しました。

職場の雰囲気
　私が現在行っている地方公共団体への財政融資資金の貸付審査業務に当たっては、時として専門的な知識

が必要となりますが、判断に迷う場合は経験豊富な上司や先輩に気軽に質問することができ、自信をもって業

務を進めることができます。

　また、業務の中で改善すべき点などがあれば若手でも上司等に対し提案できる環境があり、風通しの良さ

を感じています。

出勤したらまずはパソコンを起動して、
メールや一日のスケジュールの確認をし
ます。業務が多い時には、やることリスト
を作成して仕事の全体像を把握するよう
にしています。

出勤

管財部門には国有財産に関する様々な
問い合わせが寄せられます。まだまだ分
からないことも多いですが、法令や通達
を確認しながら適切に対応をするように
努めています。

電話対応

午後からの現地調査の前準備と
して、事前に現地の地図や資料を
確認しておきます。インターネット
を活用して周辺がどのようなとこ
ろか把握しておくことも大切です。

出張前準備

自席で食べることも多いですが、職場の
先輩方や同期とご飯に行くこともありま
す。お昼休みにしっかりリフレッシュする
ことで、午後からの業務も頑張れます。

お昼休み

帰庁後は現地調査の結果をとりまとめ
て、課内で共有します。業者に作業を発
注することになった際には、業者と調整
を行いつつ書類を作成・依頼します。

課内打合せ・書類作成

一般の方からの要望対応や貸付財産の
利用状況の確認など、様々な目的で現
地に赴きます。自分の目で見ることで分
かることも多く、その後の業務がスムー
ズに進みます。

出張

家でまったりと過ごすことが多いです
が、先輩や同期とご飯に行ったり、おい
しいスイーツを求めてショッピングに
行ったりします。WLBがきちんととれる
職場なので、プライベートも充実でき
ますよ！

関東財務局
理財部融資課

山之内良平
平成31年度採用

YAMANOUCHI Ryohei

　財務局の業務は非常に幅が広いため、色々な業務に携わりたいと思っている方にピッタリな
職場だと思います。また、少しでも興味のある業務があれば、ぜひ説明会に参加してみてください。
　就職先を決めることはとても難しいことだと思いますが、自身のやりたいこと、これからの人
生で大事にしたいことなどを考えるとても大切な機会です。後悔のないように興味がある仕事
は積極的に調べていただけたらなと思います。その中の一つに財務専門官があり、最終的に志
望いただけたらとても嬉しいです。

受験生へのメッセージ

　就職先を選ぶことは、今後の人生を左右する難しい決断であると同時に、自分が将来何をしたい
か、どうなりたいかを考える貴重な機会でもあります。就職活動が辛くなったり、不安になることもあ
ると思いますが、誰かに相談したり、気分転換したりして、納得のいく決断をしてほしいと思います。
　財務局は幅広い業務を扱っており、その中に皆さんのやりたいことがきっと見つかるはずで
す。ぜひ説明会に参加して、詳しい業務内容に触れてみてください。皆さんとともに働けることを
楽しみにしています。

受験生へのメッセージ

東海財務局
管財部統括国有財産管理官（第二統括部門）

松山友香
令和2年度採用

MATSUYAMA Yuka

財務局1年生の1日若手職員からのメッセージ

　国有財産に関する業務として、普通財産の管理処分を行っ
ています。財務局が所管する国有地について、入札にかけて
売却したり、市町村に貸付けたりする等、地域・社会のニーズ
に貢献する業務を行っています。
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