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大好きなこのまちを盛り上げていきたい！

そんな想いを持つ皆さんが輝けるフィールドが

福岡財務支局にはあります。

皆さんと一緒に働ける日を心待ちにしています。

繋いでいこう、この街と

～国と地域の懸け橋になろう～
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財務局の役割

財務局は、地域社会と財務省・金融庁との懸け橋です。
財務局は、財務省の総合出先機関として、また、金融庁からの事務委任を受け、財政、国

有財産や金融等に関する施策を実施します。

さらに、財務省及び金融庁の施策を地域に広報するとともに、地域の意見・要望や地域経

済の実態を財務省及び金融庁に的確かつ迅速に伝達し、効果的な施策の形成に寄与します。

また、地域の特性を踏まえた施策の実施を通じて、地域貢献に努めます。

財務省 金融庁

福岡財務支局

財政
の業務

国有財産
の業務

その他
の業務

金融
の業務

地域社会

地域の特性を踏まえた
施策の実施、広報 地域の情報収集

３ 財務局の役割

企業 国民 地方自治体



４ 財務局の組織

財務局の組織

福岡財務支局の組織

北海道財務局

東北財務局

関東財務局

東海財務局

北陸財務局

近畿財務局

中国財務局

福岡財務支局

沖縄総合事務局財務部
四国財務局九州財務局

財務局は、全国に１０か所の財務局・財務支局、県庁所在都市を中心に４０か所の財務事務所、
１３か所の出張所のネットワークで構成されています。
そのうち、福岡財務支局の管轄は、福岡・佐賀・長崎の北部３県となっており、勤務地は福岡市（本

局）、佐賀市・長崎市（事務所）、北九州市・佐世保市（出張所）の５か所です。

財務総合政策研究所
北九州研修支所

財務広報相談室

官 房 理財部

管財課

財務事務所
管財課
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首席国有財産鑑定官

管財部

会計課

総務課

証券取引等監視官

金融商品取引所監理官

経済調査課

合同庁舎管理官

融資課

理財課

特別主計実地監査官

主計課

金融監督第一課

統括金融証券検査官

特別金融証券検査官

検査指導官

検査総括課

金融調整官

金融監督第三課
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統括国有財産監査官

統括国有財産管理官

審理課

管財総括第二課

管財総括第一課

財務課

理財課

総務課

統括国有財産管理官



財政の業務

災害査定立会

５ 業務の概要（財政の業務）

仕事の魅力

財務局の立会官が査定立会時に合意した事業費はそのまま予算

措置されるなど、立会官は予算編成業務の一部を担っています。

これは財務局の他の業務では経験できない貴重なものです。

また、被災箇所が綺麗に復旧されている様子を見ると、何とも

言えない達成感を得られるなど、地域のために役立っていること

を直に実感できる、やりがいのある仕事です。

地震や台風等で道路や河川など公共的な施設が被災した場合、地方公共団体等が行う復旧事業の費用を国が

一部負担する制度があります。

国が負担する災害復旧事業の内容と金額を確認し、速やかな復旧を図るため、被災した施設を所管する主務省

（国土交通省、農林水産省等）、地方公共団体と国の予算を所管する財務省（財務局）の三者は、現地に出向

いて災害の状況を確認します。

この制度を「災害復旧事業の査定立会制度」といい、一日でも早く災害復旧を行い、地域住民の生活環境の

安定を図れるよう努めています。



現在の業務のやりがい
予算執行調査は、クリエイティブな側面がありとても面白いです！身近な

体験や他の業務での疑問点など、予期せぬところに調査の発端があったり、

当初の視点とは違った視点で調査を進めてみたりと、基本に縛られず創意工

夫を凝らすことができる点にやりがいを感じています。

また、若手職員であっても主体的に事案を提案し、調査を行うことができ

る点もこの仕事に対して毎年モチベーションを上げることができるポイント

の一つです。

６ 業務の概要（財政の業務）

財務局では、県や市町村などの地方公共団体が、道路、学校、病院、上・下水道、ごみ処理施設等の公共施設を整備す

る際の財源として、国の信用を背景とした長期・低利の「財政融資資金」を貸し付ける業務を行っています。

また、資金の貸し手の立場から、地方公共団体の財務状況を把握し、財務健全化に関するアドバイスも行っています。

身近な事例
皆さんの身の回りにある道路、学校、病院等の公共施設の建

設や整備等には、「財政融資資金」が広く活用されています。

例えば、福岡都市高速道路６号線の新設や、福岡市営地下鉄

七隈線の延伸といった事業にも、財政融資資金が活用されてい

ます。

予算執行調査

財政融資資金

「国の予算執行に無駄な部分はないか」「より効率的に予算執行できないか」といった視点から、国の予算が使われて

いる事業の中から事案を選定、調査手法を企画・立案、収集したデータを分析、改善点等を導き出して公表するという、

地方にいながら国の予算編成業務に貢献できる仕事です。

事案の選定にあたっては、各府省庁が公表している資料を基に検討するだけでなく、財務本省では目の届きにくい地方

の情報を収集し、その中から予算執行の問題点を洗い出し、調査に繋げるということも、我々財務局職員に求められてい

る役割です。

受験生へメッセージ
財務局の業務は幅広く、融資業務以外にも、金融・国有財産

・経済調査といった様々な業務を経験できるほか、財務省や金

融庁へ出向する選択肢もあります。明確に自分のやりたいこと

が決まっていない人も、いろいろな業務を経験する中で、自分

の適性に合った仕事を見つけ、やりがいを感じることができる

と思います。

少しでも財務局に興味を持っている方は、ぜひ財務専門官を

目指してください！お待ちしております！

受験生へメッセージ
公務員試験は勉強に面接と、長く感じることが多いかと思います。しん

どいなと思った時は、自分で自分を目一杯甘やかしてください。まだまだ

周りの方にフォローしていただくことが多いですが、来年には少しでも皆

さんをサポートできるよう私も日々頑張りたいと思います。いつか皆さん

と一緒に働けることを楽しみにしています！

◀
福
岡
都
市
高
速
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金融の業務

福岡財務支局管内には、地方銀行のほか、信用金庫や信用組合、証券会社等といった様々な金融機関が存在

します。地域金融機関は、地域企業の経営を支援することで「地域経済を発展させる」という重要な役目を担

っています。

そして福岡財務支局の金融部門は、地域金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、検査・監督

を行っています。

７ 業務の概要（金融の業務）

監督業務
金融機関の業務の適切性や財務の健全性、金融シ

ステムの安定性を確保するため、金融機関から提出

される各種資料や報告を基にヒアリング等（オフサ

イトモニタリング）を行っています。

検査業務
金融機関や金融システムの実態を把握するため、

金融機関へ立ち入り、経営の健全性や収益性などの

経営課題を実地で検証（オンサイトモニタリング）

します。

また財務局では、地方において把握した生の情報

等を金融庁にフィードバックし、政策立案に活用し

てもらっています。

身近な事例
福岡財務支局では、管内の福岡・佐賀・長崎の各県警と連携して

ATMを利用した振り込め詐欺等の金融犯罪を未然に防止する取組を

実施しています。具体的には、各県で概ね年1回、金融機関等の関係

者連携会議を開催し、被害の現状や最新の手口などの情報共有を行

ったり、詐欺への注意を促すチラシ等の配布や模擬ATMを使った声

掛け訓練等に参加しています。

▲関係者連携会議の様子

地域金融機関の検査・監督

現在の業務のやりがい
銀行等の金融機関は私たちの生活に密着しているインフラであり、事業者への融資等を通して地域経済を活性化させる重要な機関

です。金融機関への検査・監督業務を通じて、地域経済や金融システムの安定性を確保することの一端を担っていることにやりがい

を感じています。

また、ニュースで耳にするような世界情勢や経済情勢の変化は地域経済へ大きな影響を与えており、金融機関へのヒアリングを通

じて地域経済の「リアル」を知ることができるのもこの業務の面白さだと感じています。



８ 業務の概要（金融の業務）

証券取引等監視官

具体的な業務内容
私は、日々のモニタリング等によるリスクアセ

スメントの結果等を踏まえ、金商業者を対象に立

入検査を行っています。立入検査では、金融商品

取引法などの各種法令等違反がないかや、非対面

チャネルを活用した営業活動が拡大する中、営業

員が顧客に対して不適切な商品説明等を行ってい

ないかなどについて検証しています。

また、部門内では福岡証券取引所等で行われて

いる証券取引について、様々な目線から不公正取

引がないか日常的に監視し、インサイダーなどが

疑われる取引について、証券監視委に対し、審査

レポートを作成・提出するなどの業務も行ってい

ます。

受験生へメッセージ

「財務専門官」と聞くと専門的な業務を行うイメージを持つ方も多いかもし

れません。確かに財務局には、財政分野・金融分野の様々な業務があり、一定

の専門性を必要としますが、行政課題が多様化しているからこそ、財務局にお

いても多様な人材が活躍することが不可欠です。学生時代に財政や金融とは無

縁な分野を学んでいても問題ありません。ここには、皆さん一人ひとりが輝け

る場所がきっとあります。地域のため、皆さんとともに働ける日を楽しみにし

ています。

証券取引等監視委員会等との連携
複数の財務局の管轄地域に店舗をもつ金商業者

に対する検査を実施する際には、証券監視委や他

財務局との合同検査の実施や財務局間の検査官の

相互派遣など、より効率的・効果的な検査を行う

ための取組みを実施しています。

また、複雑・高度な手口を用いる悪質性の高い

金商業者に対しては、証券監視委とも緊密に連携

のうえ対応し、時にはデジタルフォレンジック等

の専門的手法を用いつつ、重大・悪質な法令等違

反に対する行政処分勧告や市場ルールの違反者に

対する課徴金の賦課に向けた検査・調査を行って

います。

監視官部門では、証券取引等監視委員会（以下「証券監視委」）から委任を受け、

証券取引等の公正を確保するため、金融商品取引業者（以下「金商業者」）に対する検査のほか、日常的な

市場監視やインサイダー取引等に対する審査（調査）などを行っています。

近年、ITの発展やグローバル化の急速な進展に伴い、証券取引や金融商品等が複雑化・高度化し、また、

不公正な取引の手口も巧妙化・多様化している中、私たちは検査・審査等を通じた市場監視に取り組み、市

場の公正性・透明性の確保や投資者保護の実現に努めています。

◀
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国有財産の業務

財務局の魅力
財務局は、金融、財政、国有財産という、全く異なる業務を一

つの組織で経験できることが大きな魅力です。

国有財産業務を進めていく中で、各部門での経験が役立つこと

も多くあり、業務を通じてスキルの向上を実感できます。また、

各部門と協力して対応を図ることもあるなど、組織の一体感を感

じられることも魅力の一つです。

行政財産の総合調整

９ 業務の概要（国有財産の業務）

各省庁が使用する庁舎等の国有財産（行政財産）について、土地や建物が効率的に使用されているかな

どを現地で監査します。監査の結果、使用していない部屋があるなど非効率な使用となっている場合には

民間ビルを事務所として借り受けしている他の官署を入居させるなどの調整を行います。また、分散して

いる庁舎を合同庁舎として集約化することや需給を踏まえた宿舎の整備など、行政財産の総合的な調整を

行っています。調整の結果、不要となった土地や建物等を売却し、財政に貢献しています。

具体的な業務内容

私は国有財産のうち行政財産の総括事務を担当しています。

財務局は、国有財産の総括機関として、各省庁が国有財産を取

得する際の事前協議を行い、取得の必要性や規模の適切性につ

いて、ヒアリング及び現地確認による審査を行うなど、責任の

ある業務を担っています。

また、庁舎を建設する際には、地域のまちづくりとの調和や

地方公共団体と行政面などで連携しながら、国公有財産の最適

利用を図ることが重要です。

直近では、長崎県諫早市において、西九州新幹線開業に合

わせた諫早駅周辺整備事業との連携を図るため、公共施設用地

等として位置づけられた区画における国の合同庁舎の建設に向

けて検討しています。これにより市民サービスの充実や新たな

公共用地を活用した利便性の向上が見込めるなど、地域のまち

づくりに貢献できるやりがいのある仕事です。



国有財産業務（普通財産）の一般的な流れを説明します。

不用となった国の庁舎や宿舎、相続税等金銭の代わりとして国に納められた土地や建物などの国有財産を、

公園や学校、社会福祉施設などの公共的な施設用地として、県や市町村に優先的に売払いや貸付けを行い、利

用要望のなかった財産については、民間へ売払いを行っています。

また、売れ残った財産の草刈りや補修等の維持・管理にかかる業務も行っています。

国有財産業務は他の業務と比較しても、現地性の高い仕事です。必要な情報を既存の資料や写真等で確認す

ることができない場合には、速やかに現地に出向き、利害関係者とその場で話し合い、対応方法の調整等を行

う必要があります。

１０ 業務の概要（国有財産の業務）

普通財産の管理処分

国有財産の身近な例

国有地である大濠公園の敷地は、福岡県に対して無償で

貸付けを行っています。

大濠公園は、日本庭園や美術館を有する優れた景観を誇

るだけでなく、1周2㎞の遊歩道はジョギングやサイクリン

グコースとして利用され、県民・市民の憩いの場となって

います。

▲大濠公園

地域貢献
国有財産業務のトレンドとして「留保財産」というもの

があります。

地域にとって有用性が高く希少な国有地（土地面積2,000

㎡以上）は、国が所有権を留保し、定期借地権による貸付

での活用を図ることとされています。留保財産は、民間ヒ

アリングなどを通じてニーズの事前調査を行うとともに、

地方公共団体とも議論を行い、介護・保育としての活用や

まちづくりにも配慮した土地利用を検討しています。

実際に、福岡市内の留保財産のうち４財産については、

介護施設として活用することが決定しており、市が実施す

る公募事業により選定された社会福祉法人と定期借地契約

（50年以上）を締結することとなっています。

このように、国有財産の有効活用を図ることによって、

地域・社会のニーズに貢献できることも、国有財産業務の

魅力の一つです。



１１ 業務の概要（経済調査の業務）

経済調査の業務

地域経済の動きを的確に把握するため、企業ヒアリングや経済指標の調査・分析を行い、「管内経済

情勢報告」を定期的に発表しています。

また、景気動向の分析のための「法人企業景気予測調査」及び「法人企業統計調査」を、多くの企業

にご協力を頂きながら実施しています。

企業ヒアリングは地域の実情を生の声で聞くことのできる非常に貴重な機会です。より多くのことを

聞きだすことができるようになるため、日々試行錯誤の連続です。

現在の業務の面白さ

私たちは財務省が実施する様々な調査において、各企業から提供され

た情報や聞き取り（ヒアリング）のほか、経済指標の調査・分析などを

通じて、地域経済の動向を把握し、定期的に公表を行っています。

また、作成した資料は財務省等において様々な施策の企画・立案時の

参考資料として役立てられています。企業ヒアリングでは、様々な業態

の方から話を聞き出すため、各業態の動向などについて日々研究が必要

となりますが、各業態の最前線の話を聞くことができるという貴重な機

会でもあり、非常に面白いです。

経済調査課は課長以下、10名で構成されています。各メンバーには担

当があり、それぞれが収集・作成した資料など、情報交換を行いながら

業務を行っているため、とてもコミュニケーションが大事になります。

財務局の魅力

財務局の業務は多岐にわたっており、異動すると転職したかのように仕事が変わってしまうことがあります。財務局の使命でもあ

る「地域課題解決」のため、様々な分野から取組みを行うことができるという点は財務局の業務の面白さだと思います。また、当

局は職員数も少なく、所属課をこえて職員同士の交流が盛んであることも魅力だと思います。充実した社会人生活を送るため、仕

事内容ももちろん大事ですが、どういう職場で働くのかもとても大事だと思いますので、説明会などの機会を利用してぜひ財務局

に足を運んでみてください。

▲ヒアリングの様子



財政教育授業
若年層に対して、経済再生と財政健全化との

両立に向け、歳出入の両面から改革に取り組ん

でいくことの必要性を発信するために、小中高

に対して、国家予算を組むシミュレーションを

体験しながら財政の現状について学ぶ、財政教

育プログラムを実施しています。

１２ 業務の概要（広報の業務）

広報の業務

財務広報相談室は、地域の方々に対して、各種講演会や授業の実施を通じて、財政や金融等の施策に

ついての情報を発信するとともに、皆様からの意見を行政運営に反映させるために、これらの機会を活

用して地域のニーズや意見要望を収集しています。

また、新聞やテレビ局などのマスコミ対応やHPやSNSを活用した、情報発信も積極的に行っています。

金融教育授業
スマートフォンなど技術の向上により、近年

では、キャッシュレス決済など、金融を巡る社

会の変化が進んでいます。一方で、金融トラブ

ルなども身近で起きることが多くなっているこ

とから、私たちが生きていくうえで必要な金融

の知識・判断（リテラシー）を身に付ける授業

です。

現在の業務のやりがい
我々は「伝える」ことが仕事です。講演や説明などの場やHP・SNSなど

の手法を組み合わせて、わかりやすく国民の皆様に、国の施策について、

理解してもらうことが重要だと考えています。

すぐに成果が出る訳ではない種まきのような仕事ではありますが、実施

したイベントの参加者が書いたアンケートの感想を見て、我々の取組が国

の財政や金融などの国の施策について考えるきっかけになったことを実感

できたときなどにやりがいを感じています。

受験生へメッセージ
財務局では、財政、金融、国有財産管理など様々な専門分野の業務を担

っているため、異動毎に新しい知識や刺激を受けられる環境があり、自身

の成長を実感できる職場だと思います。

就職先を検討する中で、仕事の内容も大切ですが、自分がどんな風に生

きていきくべきかといったライプラインを考えることも重要です。これか

らの長い人生、仕事だけでなく生活の両立が実現できるよう自分の将来を

想像しながら、考えてみて下さい。



事務所・出張所の雰囲気

１３ 事務所・出張所の雰囲気

小倉出張所

佐賀財務事務所

○通勤しやすい立地♪
博多駅から佐賀駅まではJRで約40分！
宿舎からだと自転車で約10分！
庁舎の真横から高速バスにも乗れるため、福岡からのお誘いにも

すぐに対応可能です！

○職場の雰囲気は最高♪
佐賀財務事務所で勤務している人数は30名（若手職員5名）で、
すべての課がワンフロアとなっているため、職員同士の距離が近くア
ットホームな雰囲気で仕事をしています！

○若手職員が大活躍！
若手職員が主導で行う「財政教育プログラム」、「金融教育授業」

では、財政、金融に関する講義を行っています。
「財政教育プログラム」は佐賀県内の小中学校に対して、「金融教

育授業」は佐賀大学に対して行っています。我々も先生になって授業
を行います！

○若手が成長できる職場！
若手研究会という勉強会を月に1回ほど開いており、財務局職員と

して必要なスキル考え方を勉強しています！
このような多くのことを勉強し吸収できる環境が佐賀財務事務所に

はあります！

○職場の特徴・雰囲気
小倉出張所は小倉城や勝山公園の近くにあります。平成30年9月に新庁舎に
移転したばかりで、職場環境も非常に恵まれています♪
職員数は約25人と少ない組織ですが、全員が国有財産業務に従事しており、

分からないことがあればすぐ上司に相談できます。また、若手職員が多く、パ
ワフルに、和気あいあいと仕事をしています。

○小倉出張所ならではの経験
小倉は国有地が非常に多くいろいろな形態の財産があり、実際に現地に赴き
現況や境界を確認することもしばしばです。土地にとても詳しくなれますし、
汗を流した後に現地で食べる昼食は格別です！
小倉でおすすめの昼食は、ごろごろお肉の入った「どきどきうどん」です

○イベント
年に2回ほどパターゴルフ大会や輪投げ大会を行い、仕事以外の場面でも交
流の場を設けて職員仲良く過ごしています♪また、職員の永勤や還暦、結婚の
際には小倉出張所内みんなでお祝いをするアットホームな職場です！



１４ 事務所・出張所の雰囲気

長崎財務事務所

佐世保出張所

○恵まれた便利な立地！
宿舎から職場までの通勤時間は徒歩で15分（自転車なら5分）！商店

街も徒歩圏内にあり仕事帰りに買い物や食事もできますよ。職場周辺は
市役所や県北振興局もある官庁街で落ち着いた雰囲気です。

○佐世保でしか経験できない業務
財務省の管理している国有財産を米軍に提供しており、米海軍佐世保

基地との間で関係する手続等を行っています。これは全国の財務局でも
関わる機会が少ない貴重な業務です。街中には外国人の姿も多くドルが
使えるお店もあります。ちょっとした国際交流が出来るかも。

○ワークライフバランスが充実
勤務時間を柔軟に設定できるフレックスタイムの利用により、佐賀市

内や長崎市内から通勤をしている職員もいます。また、佐世保出張所の
職員は休暇取得の意識が根強く、年次休暇の取得率が高いほか、小さい
子供がいる職員は「子の看護休暇」を1時間単位で取得できるのですぐ
に自宅へ駆けつけることができます。生活しやすく子育てにも十分に関
われるのが佐世保出張所です！

○アットホームな雰囲気
職員が結婚した際などは、ムービーや似顔絵を作成し職員みんなでお

祝いする非常に温かい職場です。

○若手職員の活躍の場が盛りだくさん
若手職員で構成される「がんばらんば研究会」では、自らの従事

する業務に留まらず、業務の垣根を越えた活動により地域貢献や各
人のスキルアップを図っています。主な活動として、県内の小・中
学生、高校生に対して財政教育を行う「財政教育プログラム」や他
機関との意見交換会を実施しています。

○“管内で一番活気があるのは長崎“説
長崎財務事務所は事務所全体で30名ほどの職場（うち若手職員6

名）です。担当業務にかかわらず、みんなで意見を出し合うなど、
本当ににぎやかに業務を行っています。また、管理職から若手まで
非常に風通しがよく、何事も前向きに考える職員ばかりですので、
相談しやすく、事務所全体を通してアットホームな雰囲気です。

○観光しやすい！「坂の町」長崎を満喫！
「坂の町」長崎と言われるほど長崎は坂が多く、少し上れば長崎

の美しい景色を見渡すことができますし、路面電車で行ける範囲に
観光名所がたくさんあります。長崎財務事務所では、ワークライフ
バランスも充実していますので、平日の業務終了後でも、手軽に長
崎観光を楽しむことができます。長崎でたくさん観光してみてくだ
さい。



皆さんこんにちは。私は現在、財務省理財局国債企画課で働いてい

ます。平成28年に福岡財務支局へ入局後、国有財産や金融監督・検査

の業務に携わり、令和2年7月に財務本省へ出向しました。現在所属す

る理財局国債企画課では、可能な限り財政負担の軽減を図りながら、

国の公的債務（国債等）が国民経済の各局面において無理なく受け入

れられるよう、国債の発行、消化、流通及び償還等を各方面にわたり

行われる債務管理政策を行っています。

債務管理政策は①国債の確実かつ円滑な発行、②中長期的な調達コ

ストの抑制ということを国債管理政策の基本目標とし、国債発行計画

の策定・運営に当たり、各種懇談会等を通じた「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た国債発行に努めるほか、

国債保有者層の多様化等に取り組んでいます。

本省庁出向者からのメッセージ
入局後、福岡財務支局管内で数年の業務を経験した後、財務本省・金融庁等へ出向する機会があります。

本省庁では、財務局では経験できない予算査定や法律案作成、全国レベルでの施策の企画立案、総合調整等

の業務に携わることができます。

ここでは、福岡財務支局から財務本省・金融庁・証券取引等監視委員会へ出向中の職員の声を紹介します。

１５ 本省庁出向者からのメッセージ

財務省出向者より

なお、私自身は現在、国の予算決算業務に携わっており、具体的には一般会計国債費等の国債等に関わる予算編成業務、予算の執

行、そしてその決算業務を行っています。一般会計国債費は国の一般会計予算歳出に占める割合が高く、昨今の日本の財政状況など

から、年々その重要性が増しており注目度も高いことから、業務上大変なことも多いですが、それ以上にやりがいを感じています。

福岡財務支局入局当初は、本省に対して「多忙で大変なところ」というイメージを持っていました。もちろん、国の根幹に関わる重

要な業務を行っているため、時期等によっては忙しい時もありますが、財務省全体が「働き方改革」を推進していることもあり、仕

事とプライベートの両立を実現しやすい職場でもあると感じています。

財務本省は財務局とは業務の性質が異なり、国の政策の方向性を決定するなど、全国もしくは、大げさかもしれませんが世界規模

の業務に携わることができる環境であると思います。

日本のため、世界のため、地域のため、そして自分自身のために、ぜひ財務局、財務省で働いてみませんか。

福岡財務支局採用

統括国有財産管理官付

小倉出張所
統括国有財産管理官付

財務省へ出向

H28年4月

H29年7月

H30年7月 理財部
統括金融証券検査官付

R2年7月



私は金融庁総合政策局総合政策課へ出向後、国会対応や金融経済教育（「うんこお金ドリル」作りました！）に関する業務に従

事し、現在は、同課税制係に所属しています。

税制は、個人や企業の活動に変革をもたらす要素でもあります。日本経済を活性化し、私たちの生活をより豊かにするにはどう

あるべきか、といった視点で、税制の望ましい在り方を検討しています。特に、家計の安定的な資産形成を支援するために導入さ

れた「NISA」について、利便性向上のための法改正や、制度そのものを、さらにユーザーフレンドリーにできないか、金融機関や

関係業界と日々議論を重ねています。

金融庁での業務は、出向前に経験したことのない業務ばかりですが、財務局で培った知識・経験を随所で活かすことができ、自

らの可能性や視野が広がる良い機会となっています。

証券取引等監視委員会は、市場の公正性・透明性確保、投資者保護等を目的とする組織です。私が所属する開示検査課は、正確な開示

情報が迅速・公平に市場に提供されること及び開示規制の違反行為を抑止することを目指します。具体的には、開示書類を提出する会社

の様々な情報を収集・分析し、開示規制違反（有価証券報告書の虚偽記載等）が疑われる上場会社等に対して開示検査を行います。ちな

みに、これらは財務局の業務にはなく開示検査課特有の業務です。

また、証券取引等監視委員会には、金融機関経験者、検事、弁護士、公認会計士など様々な経歴をもつ職員が在籍し、お互いの強みや

経験を持ちよって業務にあたっています。私自身は知識も経験も足りない若輩者ですが、このような多方面の分野の方とのつながりが持

てることもこの職場の魅力の一つと考えています。
１６ 本省庁出向者からのメッセージ

金融庁出向者より

証券取引等監視委員会出向者より

福岡財務支局採用

経済調査課

佐賀財務事務所管財課

金融庁へ出向

H28年4月

Ｈ30年7月

R2年1月

福岡財務支局採用

小倉出張所統括国有財産管理官付

会計課厚生係

金融庁へ出向

H28年4月

H30年7月

R3年7月



職場環境・ワークライフバランス

１７ 職場環境・ワークライフバランス

育児休業取得者の声

仕事と育児の両立について

令和4年7月に、第1子の長女が産まれました。私の場合、妻には産後の休養に専念してほしい、自身が子供の変化や成長を間近で感

じたいと思ったため、出生後すぐに、育児休業や配偶者出産休暇などを組み合わせて、約１か月間の休暇を取得しました。

初めての育児で夫婦共々不安もありましたが、悩みを共有しながら協力して家事や育児を行い、とても貴重な時間を過ごせました。

私たち家族の場合、予定日より早い出産でしたが、事前に業務の調整等に協力いただいていたおかげもあり、立ち合いのための急な休

暇等にも柔軟に対応いただき、スムーズに休みに入ることができました。

福岡財務支局では、女性職員はもちろんですが、男性職員も育休を取得しています。そういった環境にあるのは、職場の方々の理解

や協力があってこそだと実感しました。

今回の経験を通して、男性職員も育休を取得する意味を強く感じましたので、今後、同僚や部下職員にも取得しやすい環境を作って

いきたいと思っています。また、当局は若手職員も、育休のみならず各種ワークライフバランス制度を利用しやすい環境にあります。

育児は続いていきますので、私も各種制度を利用することで、引き続き仕事と家庭の両立を目指していきたいと考えています。

仕事と家庭を両立しながら働きたい方にとって、福岡財務支局はとても魅力的な職場だと思いますよ！

仕事と育児・介護等を両立するために各種支援制度が用意されています。福岡財務支局では「財務局女性職員活躍とワークラ

イフバランス推進のための取組計画」を策定し、両立支援制度が活用しやすいよう、職場環境の整備に取り組んでいます。

また、男性職員の家事・育児等家庭生活への関与を推進すべく、男性職員の育児休業や休暇等の取得促進に努めています。

具体的には、「育児参加促進のためのチェックシート」を活用して、配偶者出産休暇や育児参加休暇の取得を積極的に促進した

り、育児休業の取得希望を確認したりしています。その際は、周囲の職員への協力も要請し、男性職員が制度を利用しやすい環

境の整備に努めています。

仕事と子育ての両立支援の制度

出産のときには
女性職員
●産前休暇（6週間）

●産後休暇（8週間）

男性職員
●配偶者出産休暇（2日以内）

●育児参加のための休暇（5日以内）

育児のために
●育児休業（子が3歳に達するまで取得可）

●育児短時間勤務、育児時間

子育て・介護のために
●早出遅出勤務、休憩時間の短縮

●子の看護休暇、短期介護休暇

●介護休暇（6ヵ月以内）

結婚・妊娠した時に
結婚した際に利用できる制度
●結婚休暇（5日以内）

妊娠中の女性職員が利用できる制度
●深夜勤務・時間外勤務の制限

●健康診査等のための職務専念義務免除

●通勤緩和 等

Profile
九州大学経済学部卒

平成２９年４月 福岡財務支局 採用

佐賀財務事務所理財課

（中略）

令和 元年７月 総務課（給与係）

令和 ２年７月 総務課（人事係）

令和 ４年７月 現職



フレックスタイムを利用した感想
フレックスタイム制度を利用することで、当初想定していた目的を達成することができただけではなく、終業時間が他の人と比べて

早いため、家に帰って自炊をする時間の余裕が生まれたり、趣味が充実したりと、終業後の満足感が大幅に増加しました。また、フレ

ックスタイム制度は随時変更が可能なため、朝早く起きるのがつらい冬などは、逆に少し勤務開始時間を遅くするなど、各人の目的に

沿った運用が可能となっています。

特に新規採用者の方は入って早々フレックスタイム制度や有給休暇などを利用しても良いのか悩まれるかもしれませんが、職場の多

くの方が積極的に諸制度を利用されており、若手でも気にすることなく使える風通しの良い職場ですので、当局に入局された際は是非

ご活用ください。

１８ 職場環境・ワークライフバランス

フレックスタイム利用者の声

テレワーク利用者の声

Profile
九州大学文学部卒

令和２年４月 福岡財務支局 採用

管財部管財総括第二課

令和４年７月 現職

利用している制度について

私は入局当初から本制度を活用し、通常8時30分から17時15分までの勤務時

間のところ、7時45分から16時30分までに勤務時間を変更していました。目的

は、朝の通勤の混雑を避けたい・日中は電話応対等で業務が中断するため、電

話応対が少ない朝に集中して業務を行いたいというものでした。

Profile
熊本大学法学部卒

平成１８年４月 福岡財務支局 採用

理財部金融監督第一課

（中略）

平成３０年７月 総務課（給与係）

令和 ３年７月 現職

テレワークを利用した感想
ここ数年、コロナの影響でテレワークの利用が進んでいるところですが、財務局においても例外ではなく、実際に私は週に１～２回程

度でテレワークを利用しています。私には小学校３年生と保育園年長の子どもがいるのですが、テレワークを利用することにより通勤時

間（約80分）がゼロになり、１日の限られた時間を仕事、家事・育児にと有効に活用することができます。

テレワーク制度は職員であれば誰でも利用することのできるもので、私の周りでもテレワークを取得している職員が多くおり、また、

財務局では、ウェブミーティングやチャット機能の活用が一般的であり、テレワークにおいても同僚とのコミュニケーションを問題なく

とることができるため、テレワークがとても利用しやすい環境です。

子どもが小さいうちは、仕事と子育ての両立は日々時間との闘いになりますが、テレワークを活用することで、自分の暮らしに合った

無理のない働き方ができていると感じています。



新規採用職員インタビュー

説明会で受けた印象と変わらず、とても雰囲気のよい職場
だと実感しています。
一年目なのでわからないことばかりですが、聞きやすい雰
囲気で、丁寧に教えていただいています。

筆記試験対策は、同じ問題集を何周もしていた記憶があります。
基本的な問題を間違えないようにすることを意識して勉強しまし
た。
面接試験対策は、面接シートに書いた内容を深掘りされても上手
く話せるように、友人と練習しました。
話す内容を全て暗記するのではなく、自然体で面接にのぞむこと
が重要だと思いました。

毎日が勉強や面接の練習で大変だと思いますが、内定を無事に
貰い就職活動が終わった後は楽しい期間が待っています。残り
の大学生活を悔いなく過ごしてください。
皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

職場環境の良さは、財務局の大きな魅力だと思います。
困ったことは何でも相談できていますし、研修やテレワー
ク、フレックスなど働きやすい職場づくりに力が入ってい
ると感じます！

晴れの日は散歩しています。宿舎が街中にあるおかげでよく
出かけるようになりました。都会はおしゃれな本屋や、おい
しい食べ物も多く、楽しい散歩生活を送っています。一方で
雨の日は、読書や映画、ゲームを楽しみながら家でごろごろ
しています。

「ずっとここで働きたい！」といえるまで、とことん調べて
ほしいです。私の場合、そうやって考えて志望した場所がこ
こでしたし、後悔はありません。このメッセージを読んでい
るあなたが、ここに就職できてよかったと思える、そんな就
活をしていただければ嬉しいです。応援しています！

１９ 新規採用職員インタビュー

財務専門官を志望したのは、すべての業務が専門的で、
どの業務もやってみたい！と感じたからです。
福岡財務支局に決めたのは、福岡・佐賀・長崎で働きた
かったという理由と、人事の方や座談会でお話しした職
員の皆さまが、大変優しくとても素敵だったからです。

法人企業統計調査を担当し、調査票の回収から審査、公表まで
やり遂げたことです。
調査結果が、様々な企業による分析や、実質GDP（２次速報）
に活用されているのを見て、財務局は重要な業務を担っている
ことを実感し、その業務を1年目から任されることに大変やり
がいを感じました。

まだ、実務に従事して間もないですが、福岡財務支局に
入局することができて良かったと日々実感しています。
公務員試験は大変かと思いますが、気晴らしをしながら
最後まで諦めずに頑張ってください！

福岡財務支局に決めた理由は？

入局後にした印象的な体験は？

受験生へのメッセージ

職場の雰囲気はどうですか？

試験対策について教えてください！

受験生へのメッセージ

財務局の魅力について教えてください！

休みの日は何をしていますか？

受験生へのメッセージ

公門 優斗 Yuto Kimikado

九州大学法学部卒

理財部金融監督第一課

石田 陸人 Rikuto Ishida

北九州市立大学法学部卒

理財部金融監督第二課

浦丸 ありす Arisu Uramaru

熊本大学理学部卒

経済調査課



皆さん優しくて最高の職場だと思います！業務の面で優しい
のはもちろん、休憩時間にご飯に連れて行ってくれるなど、
積極的に仲を深めてくれます。
年の近い先輩方は皆さん、面倒見の良い方ばかりなので業務
とは直接関係のない悩みや些細なことでも相談できる環境だ
と思います！

とにかく何度も面接練習を重ねました。面接は経験が物を言う
ので、やればやるほど良いと思います！
また、面接で話すエピソードを細かく紙にまとめ整理していま
した。時事対策のため日経新聞のアプリを入れてチェックして
いました。

公務員試験は内定が出るのが遅いため、焦る気持ちもあるか
と思います。
挫けずに最後まで頑張ってください！皆さんと会える日を心
待ちにしています！

①生まれ育った土地の地域活性化に貢献できると思ったから
②業務の専門性が高く大変な一面もある一方で、その分自分自
身が成長できる職場だと思ったから
③採用までの過程を通じて、一人ひとりをしっかり見て採用し
てもらっていると感じたから（他官署と比較して）

国有地の貸付相手方の自宅を訪問し、貸付料を直接受け取ると
いう経験をしました。
相手方の生活状況などをヒアリングしたうえで受け取ったお金
なので、学生時代にアルバイト等で扱ったお金とは違う重みを
感じました。
また、支払いが滞っている債務者に真摯に向き合う先輩の姿を
見て、仕事への取り組み方を学びました。

公務員試験は長丁場なので、不安や焦りを感じることもあると
思いますが、苦しい時にがんばった経験がその後の自信につな
がります。
福岡財務支局でお会いできるのを楽しみにしています！！ ２０ 新規採用職員インタビュー

・財務省や全国の財務局、民間企業などさまざまなところと
関わりがある

・職場の雰囲気が温かい
・専門的な仕事に携われる

博多や天神で買い物をしたり、家の周辺をぶらぶら歩い
て開拓しています。
ドライブしたり、同期から借りたキングダムを読んだり
もしています。

公務員試験期間は長く、つらい時期もあるかと思います。
試験が終わったら、やりたいことをなんでもやっちゃえます！
終わりはくるので、それまでがんばってください。
応援しています＾＾

財務局の魅力について教えてください！

休みの日は何をしていますか？

受験生へのメッセージ

職場の雰囲気はどうですか？

試験対策について教えてください！

受験生へのメッセージ

福岡財務支局に決めた理由は？

入局後にした印象的な体験は？

受験生へのメッセージ

渡邊 優衣 Yui Watanabe

西南学院大学法学部卒

小倉出張所管財課

冨田 洸大 Kodai Tomita

佐賀大学経済学部卒

管財部管財総括第二課

志良堂 春奈 Haruna Shiradou

琉球大学法文学部卒

理財部検査総括課



国が主導する大きな仕事をできる一方で、長崎・佐賀・福岡地
域に関わり貢献することができるため、興味を持ちました。
実際に説明会に参加し、たくさんの職員の方のお話を聞き、職
場の雰囲気の良さを実感し志望しました。

県庁での記者会見です。自分自身も配布資料の作成に携わらせ
ていただき、その資料が所長や記者に渡り、新聞に掲載された
時はやりがいを感じました。
また、地域連携として何ができるのか、佐賀財務事務所のすべ
ての課のプレゼンを聞くことができる機会があり、様々な年代
の職員の考えを知り、とても勉強になりました。

勉強も面接対策もともに大変だと思いますが、息抜きをする
ことや完璧を求めすぎないことが大切だと思います。
多くの説明会に参加して後悔のない選択ができるように頑張
ってください！

金融や国有財産など、専門的なお仕事をやりたい方にはピ
ッタリだと思います。
また、地方で働きながら国の政策に直接的に関わっていけ
る点もとても魅力的です！

旅行とサイクリングが趣味なので、佐賀市内を自転車
でぐるぐる駆け回っています。
また、休日は福岡に行って同期や大学の友人と一緒に
遊んだりしています。

終わりの見えない就活で気持ちが沈むこともあるかもしれ
ませんが、程よく息抜きしながら頑張ってください！
皆さんと一緒に働ける日々を楽しみに待っています！

２１ 新規採用職員インタビュー

皆さん優しいです。
直接の先輩ではなくても、わからないことがあった
ら優しく教えてくださいます。
また、年休なども取りやすい雰囲気だと思います。

私は専門科目を重点的に対策していました。また、専門
記述（憲法）の参考書は、一度全部読むことをおススメ
します。私が予想したテーマからは出題されませんでし
たが、記憶を頼りに最低限のことを書くことができまし
た。面接は、細かいことは気にせずはきはきと話すこと
を意識していたと思います。

公務員試験は長いため、大変だと思いますが、頑張っ
てください。また、働くまでの期間を存分に楽しんで
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。

職場の雰囲気はどうですか？

試験対策について教えてください！

受験生へのメッセージ

福岡財務支局に決めた理由は？

入局後にした印象的な体験は？

受験生へのメッセージ

財務局の魅力について教えてください！

休みの日は何をしていますか？

受験生へのメッセージ

東丸 周平 Shuhei Higashimaru

福岡大学商学部卒

小倉出張所統括国有財産管理官

久保川 紗希 Saki Kubokawa

長崎大学経済学部卒

佐賀財務事務所財務課

齋藤 祐希 Yuki Saitou

関西学院大学経済学部卒

佐賀財務事務所管財課



毎日明るく和気あいあいとしています！
業務で分からないことがあっても、周りの人が快く教えてく
れるのでとても働きやすいです。課内の連携、サポート体制
が充実しているので、失敗を恐れず多くの業務に挑戦するこ
とができる職場です。

筆記対策は、毎日1分でも勉強するように意識して勉強癖をつ
けていました。
面接対策は、練習を繰り返すことです。回数を重ねるごとに上
手く話せるようになりました。また、話すことによってより深
く自己分析できました。

勉強や面接で心身共に疲れると思いますが、
気分転換をしながら悔いのないように頑張ってください！
皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています！

２２ 新規採用職員インタビュー

業務内容や職員の方の雰囲気が合うと感じたためです。具
体的には、財務に関する業務に専門的かつ幅広く関われる
ところ、先輩職員の人柄や職場環境の良さなどに惹かれま
した。実際に入局前と後でギャップはなく、働きやすい環
境で業務ができています。

五島市の高校生に向けた財政教育プログラムにアドバイザ
ーとして参加したことです。生徒自身が作成した国の予算
案についてのアドバイスをしました。採用二か月目での参
加でしたが、周りの職員の手厚いサポートもあり、何とか
成功することができました。

試験勉強や面接対策でつらい時期があると思いますが、そ
んな時はこのパンフレットを読んでモチベーションを高め
てください！一緒に働けることを楽しみにしています。

福岡財務支局に決めた理由は？

入局後にした印象的な体験は？

受験生へのメッセージ

職場の雰囲気はどうですか？

試験対策について教えてください！

受験生へのメッセージ

守口 隼佑 Shunsuke Moriguchi

北九州市立大学経済学部卒

長崎財務事務所財務課

尾山 穂乃佳 Honoka Oyama

熊本大学法学部卒

長崎財務事務所管財課



福岡財務支局では、職員のキャリアパスに応じた研修体系の下で、財務に関する専門知識習得のための研修を行っ

ています。研修は、西ヶ原研修合同庁舎内の財務総合政策研究所研修部（東京都北区）で実施する中央研修、各財務

局で実施する地方研修、自学学習の通信研修の３つから構成されています。

２３ 研修制度

研修制度

＜中央研修＞

●基礎研修（50日程度）

西ヶ原研修合同庁舎（東京都北区）を会場とし、本省・財務

局の新規採用職員を対象に、採用直後の4月から約2ヶ月間全寮

制で実施します。

ここでは、財務省職員としての基礎知識、ビジネスマナーに

関する講義のほか、所管業務に係る専門的かつ実務的な講義を

実施しています。

＜地方研修＞

●地方基礎研修

上記中央研修終了後、各財務局において地域の実情に応じた

基本実務、専門実務を習得するための研修を実施しています。

●配属別転課者研修（経済調査・財務・金融・管財）

新たな業務系統に異動した職員を対象に、配属先系統別の実

務に関する基礎知識を習得するための研修を実施しています。

中核的人材を育成するために、より高度な専門知識・理論や

教育等を取得するための研修を実施しています。

＜中央研修＞

●国際財務理論研修（国内20日程度、海外10日程度）

中堅係員以上を対象に、業務の国際化に対応した国際財務報

告基準等の知識を習得させるものです。国内研修と海外研修で

構成されています。

●不動産鑑定理論研修（年3回20日程度）

不動産に関する行政法規、不動産鑑定理論に関する高度な知

識を習得させるための研修を実施しています。

●高等理論研修（50日程度）

係長級を対象にした公募・選抜方式の研修で、高度な経済・

法律理論、実践的実務及びマネジメント能力を付与し、今後の

財務局行政の中核となりうる職員を養成します。

実務に必要な専門的・実務的知識や理論を習得させるため

の研修として、約50コースを設け、財務局のほとんどの業務

をカバーしています。

＜中央研修＞

経済調査事務研修、主計事務研修、融資事務研修、

モニタリング実務研修、市場監視基礎研修、

国有財産総合研修、国有財産審理事務研修 など

＜地方研修＞

初任検査官研修、財務状況把握研修、証券取引研修、

国有財産事務研修 など

職員の自己啓発を支援するための研修です。

業務に関する知識や関連した資格を取得するため、様々な

コースが用意されています。

・簿記（1～3級）

・ファイナンシャルプランナー（1～3級）

・中小企業診断

・宅地建物取引理論

・建築士（1～2級）

・金融（2コース）

・英語（3コース） など

基礎研修（主に新規採用者向け） 特別理論研修（中堅係員から係長向け）

実務研修（係長向け） 通信研修



２４ 財務専門官になるためには

財務専門官になるためには

試験日程

財務局職員は平成24年度（平成25年度採用）より、「財務専門官採用試験」合格者から採用しています。

このため、財務専門官になるためには、「財務専門官試験採用試験」に合格する必要があります。
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3月中旬～
4月上旬 6月上旬 6月下旬 6月下旬 7月上旬 7月中旬～

8月中旬 10月上旬8月下旬

第一次試験

◆基礎能力試験多肢選択式（40題 140分）
知能分野27題：文章理解⑪、判断推理⑧、数的推理⑤、資料解釈③
知識分野13題：自然・人文・社会⑬（時事を含む。）

◆専門試験多肢選択式（40題 140分）
必須試験：次の2科目28題（憲法・行政法、経済学・財政学・経済事情）
選択問題：次の８科目48題（各6題）から２科目12題

民法・商法、統計学、政治学・社会学、会計学（簿記を含む。）、経営学、英語、情報数学、情報工学

◆専門試験記述式（80分）
次の５科目のうち１科目選択 憲法、民法、経済学、財政学、会計学

第二次試験

◆人物試験 人柄、対人的能力などについての個別面接（参考として性格検査を実施）

男性 女性 合計

令和 ４年度 ６名 ５名 １１名

３年度 ４名 ４名 ８名

２年度 ５名 ５名 １０名

元年度 ６名 ５名 １１名

平成 ３０年度 ４名 ３名 ７名

２９年度 ４名 ３名 ７名

最近の財務専門官の採用実績



Ｑ１． 職員の構成は？

福岡財務支局全体の常勤職員数は265人（うち女性職員は59人）です。

〔内訳：福岡本局196人、佐賀20人、長崎23人、小倉14人、佐世保12人〕

また、係員クラスの若手職員は、全体の約20％程度を占めています。

令和4年７月現在

Ｑ２． 転勤はどのくらいの頻度？

人事異動のサイクルはおおよそ２～３年おきですが、勤務地をまたぐ異動が２～３年おきにあるというわけではあ

りません。また、各勤務地は大きな駅の側にあり交通の便がよいため、勤務地をまたぐ異動があった場合でも、転居

することなく通勤する方も多いです。

なお、本局（福岡）、財務事務所（佐賀、長崎）、出張所（小倉、佐世保）での勤務のほか、財務本省、金融庁等

での勤務を経験するチャンスもあります。

Ｑ３． 入局後は希望どおりに配属される？

内定から入局までの間に仕事・勤務地の意向調査を行い、本人の意向や適性等を踏まえ、配属先が決まります。

入局後は、係員の間に幅広い業務を経験し、その経験及び本人の適正等に応じた業務を中心に専門性を高めてい

くことになります。

２５ 福岡財務支局Ｑ＆Ａ

Ｑ４．大学での専攻が経済学でなくても大丈夫？
また、入局前に専門知識が必要？

採用に当たり、出身学部による有利不利はありませんし、入局前の時点で専門知識を問われることもありません。

福岡財務支局の職員は、経済学部、法学部、文学部、教育学部、理系の学部など出身は様々です。

また、業務に必要な知識は、入局後の基礎研修をはじめ、各種研修制度や先輩職員のサポートを受けながらの業務

等を通して身につけていくことになります。

福岡財務支局Ｑ＆Ａ

Ｑ５． 採用の際に、有利な資格はある？
また、仕事をする上で必要な資格はある？

資格の有無は採用に影響しません。また、仕事をする上で必須の資格もありません。

なお、簿記やファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任の知識は業務上で役に立つため、入局後に通信研修

等を利用して取得する職員もいます。



Ｑ６． 年次休暇は取得しやすい？

福岡財務支局では、ワークライフバランスを重視しており、効率的に仕事を行うよう努めています。

繁忙期には残業をすることもありますが、毎週水曜日と毎月最終金曜日は定時退庁日（ノー残業デー）に設

定するなど、メリハリをつけて働ける環境を整えています。

Ｑ８． 出張はどの程度ある？

デスクワークが中心の部署が多いですが、例えば、金融・証券の検査の業務では、数週間にわたって検査先

に滞在する場合があります。また、管財業務では、国有財産は土地や建物を扱うため、頻繁に現地に調査に行

きますし（主に日帰り）、時には離島に出張することもあります。融資業務、経済調査業務については、ヒア

リング先に定期的に訪問するほか、災害査定立会業務では災害現場に１週間程度出張します。

Ｑ９． 給与、福利厚生は？

令和４年９月現在の初任給は200,420円です。（行(一)１級２５号俸、福岡本局勤務の場合、地域手当含む）

また、通勤手当・住居手当・期末勤勉手当等の各種手当が規程に基づいて支給されるほか、勤務地周辺には

公務員宿舎が整備されています。

福岡財務支局に採用されると国家公務員共済組合の組合員になります。国家公務員共済組合では、各種の

給付事業（病気・けが・出産等）や福祉事業（医療・貯金等）などを行っています。

福岡財務支局Ｑ＆Ａ ２６

Ｑ１０． 職場のサークル活動は？

サッカー、ソフトボール、バレーボール、駅伝、卓球、ゴルフ…とスポーツ系を中心に、若手からベテランまで

一緒になって盛んに活動しています。

コロナの影響で近年は中止となっていますが、部所対抗サッカー大会や五島列島夕やけマラソン出場、他財務局

との対抗戦（サッカー・バレー）など、毎年恒例的に行っているイベントも多数あります。

Ｑ７． 残業時間は？

福岡財務支局では、年間16日以上の年次休暇取得を目標としています。

課内で業務の進捗や休暇の予定等を共有したり、GWや年末の前には休暇予定表を回覧するなどして、年次

休暇を取りやすい環境づくりに取組んでいます。

休日は、土曜、日曜、祝日法による休日、年末年始（12/29～1/3）になりますが、このほかに年次休暇（

毎年20日付与（上限40日）、採用年は15日）や、夏季休暇、結婚等の特別休暇があります。



C O N T A C T

福岡財務支局 総務課人事係

TEL : 092-411-9049

Mail : fukuoka-jinji@fo.lfb-mof.go.jp

I N F O R M A T I O N

A C C E S S

福岡財務支局
福岡市博多区博多駅東２-１１-１福岡合同庁舎本館４階

佐賀財務事務所
佐賀市駅前中央３-３-２０ 佐賀第２合同庁舎７階

長崎財務事務所
長崎市筑後町３-２４

佐世保出張所
佐世保市木場田町２-１９ 佐世保合同庁舎６階

小倉出張所
北九州市小倉北区城内５-１ 小倉合同庁舎４階


