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地域社会に貢献する
～財務局は、地域社会と

財務省・金融庁との架け橋です～



財務省北海道財務局の最大の使命は、北海道経済の基盤を支え、北海

道経済を活性化していくことです。

北海道財務局は、北海道地方を管轄する財務省の総合出先機関として、

また金融庁より事務委任を受けて、財務省や金融庁が企画・立案した政策

を、具体的には、財政、金融、国有財産、経済調査などの幅広い施策を実

施しています。

北海道が成長の主役となるよう、また、更に活性化するよう、地域の特性

を踏まえた施策を全職員が一丸となって遂行しています。財務省北海道財務局長
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北海道財務局は、新たな課題に前向きに挑戦する若手職員に対しては、その姿勢

を高く評価し、失敗を恐れず積極的に挑戦できる環境を整えています。若手時代に自

ら考えて試行錯誤し、先輩から叱咤激励を受けながら成し遂げた仕事は言葉にならな

い充実感を与えてくれます。

北海道財務局は、今後とも、社会の要請や時代の変化等に合わせて、地域に役立

つ様々な取組みを行っていく必要があります。未来を切り開いていくためには、皆さん

の柔軟な発想と好奇心、失敗を恐れないチャレンジ精神が必要となります。皆さん大

いに期待しています。

是非、私達と一緒に、北海道の地域の発展のために貢献しようではありませんか。



　

国は毎年、社会保障や公共事業等の様々な行政

需要を満たすため、予算編成を行っています。財務局

では、予算の使い方が非効率となっていないか、無駄

な部分が生じていないか、といったチェックを予算の執

行段階で行います。調査結果は、財務省主計局へ報

告され、翌年の予算に反映されます。

また、地震や台風などで道路等公共的な施設が被

害を受けたときには、現地にて災害の状況や国が負

担する復旧事業費の金額を確認するなどして、少しで

も早く災害復旧が行われ、生活環境の安定が図られ

るよう努めています。

証券取引等の公正性・透明性を確保し、投資家を保護す

ることも、財務局の役割の１つです。具体的には、証券会社

等に対する検査・監督のほか、インサイダー取引や相場操

縦等の違法行為の監視を行っています。違法行為に対して

は、証券取引等監視委員会と連携して、課徴金の賦課や検

察官への告発を行うための調査を行います。
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予算執行調査

財政投融資とは、国による、長期・低利資金の融資、出

資の活動です。各財務局は、地方公共団体が、学校、病院、

上・下水道、社会福祉施設等を建設する資金を必要とする

場合に、財政融資資金を貸し付けています。身近な例では、

札幌市営地下鉄の転落防止柵の設置に係る資金の一部に

も財政融資資金が使われています。

また、資金の貸し手としての立場から、貸付先である地方

公共団体の財政状況を把握するためのヒアリングを行って

います。

財政投融資

地域金融機関とは、地方銀行のほか、地域に密着

している信用金庫や信用組合です。地域金融機関は、

預金と貸出金では約６割、店舗数では約９割を占めて

おり、日本経済の中で大きな役割を担っています。

財務局は、こうした地域金融機関に対する検査や監

督を担当しています。継続的なモニタリングや立入検

査を通じて、金融機関の財務の健全性やリスク管理

の状況をチェックするとともに、必要があれば業務改

善命令等の権限も行使します。こうした取組みにより、

財務局は、預金者保護という重要な役割を果たしてい

ます。

地域金融機関の
検査・監督 財務局は、国有財産の管理・処分事務の実務を担当して

います。適切に管理や売却等の処分を行うことはもちろんで
すが、介護施設設置のために定期借地権を利用した国有
地の貸付など人々の安心につながる活用、地方都市や大
都市の再生につながる活用など、新たな取組にも力を入れ
ています。
また、観光地として有名な函館山や、羊が丘展望台も国有
財産であり、地元市町村に貸付を行っているものです。
さらに、平成23年3月に発生した東日本大震災においては、
被災者を国家公務員宿舎に受け入れたほか、国有地を仮
設住宅用地や被災車両置場として利用できるよう、各自治
体に対して無償で貸付を行っています。

国有財産の
有効活用

証券取引等の監視

企業へのヒアリングや地域経済に関するデータを

収集・分析して、地域の経済情勢をタイムリーに把握

し、四半期毎に財務大臣や財務省の幹部に報告して

います。財務省では、報告された各地域の経済情勢

を踏まえ、各種マクロ経済政策を企画・立案していくこ

とになります。

地域経済の調査
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財務局の業務

財務省財務局は、地方における財務省の総合的な出先機関として、財政、国有財

産の業務や金融機関の検査・監督（金融庁長官の委任による）など、国の経済と国

民生活に深く関係する業務を行っています。
財務局の業務は幅広く、イメージしにくいと思われる方も多いですが、財務局は財
務省及び金融庁それぞれの使命を担っており、「財政」「金融」の枠組みのなかで、
地域において幅広い業務を遂行しております。
（下図参照）

Our Mission

◆災害の立会い

（道南方面）

◆砂川市立病院への

資金貸付

◆函館市に無償貸付中の

函館山

◆管内経済情勢

報告（28年7月）

財政の仕事 金融の仕事

・金融機関の検査、監督業務

・証券取引等の監視

・地域密着型金融や金融円滑化の

推進

・多重債務者相談

・災害復旧に関する業務

・予算執行に係る業務

・地方公共団体への資金貸付

（財政投融資）

経済調査の仕事 国有財産の仕事

・国有財産の調整や売却、貸付等を

通じた有効活用（国有財産の売却

収入等は、税外収入として国の財

政に寄与）

・法人企業統計調査

・法人企業景気予測調査

・管内経済情勢報告（調査結果は

国の財政政策等の企画立案に寄与）

財務局財務省 金融庁
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都道府県や市町村等の地方公共団体が事業を実

施する際に、地方債（借金）を財源とすることがありま

す。地方債は、大きく分けて、公的資金または民間資

金によって引き受けられますが、民間資金では対応

困難な分野があり、その場合には公的資金による引

き受けが必要となります。この公的資金のうちの1つ

が、国が運用する「財政融資資金」であり、融資業務

では「財政融資資金」の貸付及び管理を行っています。

地方公共団体から資金の借入れ申込みを受けると、

事業内容等から地方債の発行や発行額が適切であ

るかなどの審査を行います。また、貸付を行っ

た後は、資金が申込みのとおりの目的に使用

されているか、取得した財産が適正に管理さ

れているかなどを調査します。

現在、人口減少や景気低迷の影響を受けて、

厳しい財政状況となっている地方公共団体も

少なくありません。財務局における融資業務は、

民間金融機関による融資を補完することで、

地方公共団体の健全な財政運営を支援してい

ます。

私は現在、オホーツク管内の経済調査業務を担当

しています。経済調査と聞くと漠然としてわかりにくい

かもしれませんが、イメージとしては、ある一定の期間

に、「いくら買い物がされたのか」、「何軒家が建てられ

たのか」、「何人が仕事を探しているのか」など、様々

なジャンルからアプローチをすることで、その地域を取

り巻く経済の動向を調査・分析するといった感じです。

分析をする時は、単に数字が増えた・減ったという事

実よりも、数字を増減させる要因はどこにあるのかと

いう「背景」が重要となります。そのため、街のスー

パーやクルマ屋をはじめ、住宅用木材の製造会社、

大学、高校、金融機関など、幅広い業界

に毎月のように出向き、話を伺うことで、そ

の「背景」を読み解くための手がかりとして

います。こうした仕事柄、国や地域の経済

対策のほか、各業界の状況といった情報を

収集し、常に頭に入れておくことが必須とな

るため、勉強の日々が続く一方とてもやり

がいを感じる仕事です。

鈴木 彰
SUZUKI AKIRA

PROFILE
【北海道大学 経済学部 経済学科 卒】

平成18年4月 北海道財務局

理財部統括証券検査官付 採用

平成20年7月 釧路財務事務所財務課

平成22年7月 小樽出張所 財務課

平成24年7月 函館財務事務所財務課

平成25年7月 北海道財務局 総務部人事課

平成27年7月 帯広財務事務所財務課（現職）

私は十勝管内の経済調査を担当しています。経済情勢を把握するた

めに、個人消費・金融・観光等の状況を様々な企業にヒアリングし、情

報を集めています。ヒアリングは実際に企業を訪問し、相手方は企業

の幹部の方が対応してくれます。企業の技術や取り組みについて教え

てもらうのはもちろん勉強になりますが、人生経験豊富な方が多く、話

をしていてとても楽しいと日々感じています。

経済調査業務の最大の魅力は、自分が調査した内容が新聞等に掲

載されることだと思います。調査結果は四半期ごとに記者発表を行い、

新聞等の報道機関を通して、地域に発表しています。実際に自分が調

査し、自分がとりまとめた資料が新聞に載るというのは大きなやりがい

です。

資料の取りまとめは、自分が集めた

情報を様々な角度から分析をするため、

時には迷ったり、悩んだりすることもあ

りますが、職場の上司等と意見を交わ

しあい、資料が出来上がった時には、

心地よい達成感が得られる仕事です。

三宅 優也
MIYAKE MASAYA

PROFILE
【北海道大学 法学部法学課程総合法政ｺｰｽ卒】

平成24年4月 北海道財務局 管財部審理課 採用

平成26年7月 帯広財務事務所財務課

平成28年7月 旭川財務事務所財務課（現職）

地方公共団体の財政を支援 物事の背景を捉える

自分の仕事が新聞に載る！国民の生活環境を守る！

財政の仕事 経済調査の仕事

加納 正貴
KANOU MASAKI

PROFILE
【東北大学大学院理学研究科修了】

【北海道大学大学院経済学研究科修了】

平成20年4月 北海道財務局 管財部審理課 採用

平成22年7月 函館財務事務所 理財課

（平成24年4月～平成26年3月

北海道大学大学院へ国内留学）

平成26年4月 北海道財務局 総務部会計課

平成28年7月 北海道財務局

理財部主計課主計実地監査官（現職）

現在、私は主計課で災害査定の立会業務に従事

しています。施設等の災害は、民生の安定や社会

経済上重要な影響があり、できるだけ早期に復旧

する必要があります。しかし、復旧に関する費用

は膨大な額に達し、公共団体等の財政能力では賄

いきれないこともあるため、国が特別の財政負担

を行い、公共の福祉を図るものとされています。

具体的には、実際に被災した現地に立ち会い、復

旧事業費の予算額の決定に携わっています。

また、新たに開始された業務として、公

務員の不適切な経理等を抑制するため、国

の内部監査業務の充実強化及び適切な会計

事務の推進に向けた業務を行っています。

現状では、各省庁等との地方連絡協議会を

企画・立案し、国の会計監査充実のための

ガイドライン等の掲示や各省庁等の会計監

査事務担当者と意見交換を行うなど、国の

内部統制の強化に努めています。

熱意あふれる皆様と共に働ける日を楽し

みにしています！

斉藤 裕哉
SAITOU HIROYA

PROFILE
【北海道大学 法学部 卒】

平成25年4月 北海道財務局 管財部

第３統括国有財産管理官 採用

平成27年7月 北見出張所 財務課（現職）
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銀行の預金口座は、給与の振込や公共料金の支

払いなど日々の暮らしにおいてとても身近で重要な存

在です。また銀行は預金を原資として、企業等に資金

を供給することで地域経済を支える大きな役割を担っ

ています。

私の所属する金融監督第一課では、預金者を保護

するために、銀行経営の健全性や金融サービスを提

供するための体制がきちんと整備されているかを

チェックし、金融が円滑に行われるよう銀行の活動を

モニタリングしています。

具体的な日々の実務は、ワードやエクセルでの

報告書の作成から法令等の照会、銀行へ直接赴く

ヒアリングに参加するなど多岐にわたります。

金融はグローバル化やITの進展に伴いめまぐる

しく発展を遂げています。そのため、例えば世界の

裏側で起こったニュースが自分の仕事に関係する

ことも多々あります。日々の業務の中で経済のダ

イナミックな動きを感じられるのはこの仕事の大き

な魅力の一つです。
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金融機関は国民から預かった資金を運用して、収

益を確保しています。したがって預金者等の保護の

観点から、各金融機関は経営管理態勢や各種リスク

管理態勢などを十分に整備する必要があります。私

の所属する部署は、こういった観点から信用金庫や

信用組合などの金融機関に立入り、十分な態勢整備

がなされているかを検証しています。

具体的には、金融機関の職員の方々と議論を行い

ながら、「金融機関の財務諸表の分析」や「貸出先企

業の健全性の検証」、 「債券や株式といった市場性

のある商品に対するリスク管理の実態把握」など

を行い、管理態勢に問題があると認められた場合

には、金融機関に対して改善を促します。この場

合も双方向の議論を通じてお互いが納得したうえ

で、より良い運営ができるような指摘・課題事項を

提示しています。

検査部門と監督部門が協力し、金融機関の在り

方を考えていくという責任ある業務なので、日々

大きなやり甲斐を感じています。

私は現在、釧路・根室管内の国有財産を取り扱う部

署にいます。

国有財産と言っても様々ですが、私の担当は国の所

有する土地・・国有地に係る業務がほとんどです。

実は、北海道のいたるところに国有地はあります。（ご

存知でしたか？）札幌などの街中だけでなく、山の中

や海辺まで・・。国有地の大きさや形もバラバラで、立

派なマンションが建ちそうな住宅街の土地、公共施設

となっている土地、山中の一部分だけ、ということもあ

ります。

色々な土地があるので、色々な方からバラエティに富

んだ問い合わせが来ます。「通り道にしたい」「畑にし

たい」等々・・・。
こういった要望にどう応えるのがベストか一つ一

つ考え、実行に移していくことが私の仕事です。

懸命に頭を悩ませながら、案件を進めた先に待っ

ているのは、住民の方からの「ありがとう」という

感謝の言葉です。

地域と直接関わることができる国有財産業務の

中で、一番やりがいを感じる瞬間です。

ぜひ、あなたも体験しませんか。

嶋中 奈緒子
SHIMANAKA  NAOKO

PROFILE
【北海道大学 水産学部 卒】

平成19年4月 北海道財務局

理財部特別主計実地監査官付 採用

平成21年7月 旭川財務事務所管財課

平成23年7月 北海道財務局 総務部人事課

平成25年7月 帯広財務事務所管財課

平成26年7月 小樽出張所管財課 調査主任

平成28年7月 北海道財務局

管財部国有財産管理官（現職）

就職活動当時、理系出身の私にとって、財政、金融といった、国の経済に

関係する業務を行っている北海道財務局は名前も知らない機関でしたが、

業務説明会や職員との面談を通じ財務局の業務に興味を持つようになりま

した。

入局後は、予算執行調査を通じて学生時代に所属していた研究室の研究

費が適正に使用されているか調査し、自身の経験を生かすことで、大変やり

がいを感じた記憶があります。

現在は、３３の市町村に所在する国有財産の貸付や売却を行っております。

当業務では、税外収入確保のため、一般個人へ国有地の買受勧奨を行う

機会も多くあります。担当者自らが国有地を商品化し、折衝、売払まで一貫

して業務を行うため、国有地を売却し

た時は非常に達成感があります。ま

た、グループで共通目標を掲げ、一

丸となって困難を切り抜けた時は一

体感も生まれ、とても良い雰囲気で業

務を行っています。

文系、理系を問わず、活躍できる場

が財務局にはあるので、是非興味を

持っていただければ幸いです。

鈴木 裕介
SUZUKI  YUUSUKE

PROFILE
【北海道大学 経済学部卒】

平成27年4月 北海道財務局

統括金融証券検査官付 採用

（現職）

濱田 空太郎
HAMADA  SORATAROU

PROFILE
【北海道大学 教育学部 卒】

平成27年4月 北海道財務局

釧路財務事務所管財課 採用

（現職）

議論を重ねて・・・ 地域を身近に感じる職場

文系、理系問わず活躍できる職場道民の預金を守る！

髙木 健一朗
TAKAGI KENICHIROU

PROFILE
【愛媛大学 法文学部 卒】

平成27年4月 北海道財務局

金融監督第一課 採用(現職）

金融の仕事 国有財産の仕事



　 　

財務局の魅力は数え切れないほどありますが、一番の魅力は若手の職員でも大きな仕事を任せてもら

える点です。現在、私は経済調査課というところで、北海道経済の動向を調査する仕事をしています。その

中で私は北海道観光の分析を担当しています。統計資料を使って北海道を訪れる方の人数の増減を調べ、

その理由を探るため、実際にホテルや旅行代理店等へヒアリングを行っています。観光は、北海道の産業

の中でも重要なものとなっています。そのため、北海道経済を分析する際には観光の動向を知ることは非

常に重要です。そのような大切な役割を２年目の私に

任せていただけて、非常に大きなやりがいを感じなが

ら仕事ができています。

また、北海道財務局には明るい人が多く、毎日楽し

く仕事ができる点も魅力です。職員同士の交流も多

く、終業後にお酒を飲みに行ったり、休日に旅行をし

たり駅伝大会に参加したりして楽しい時間を過ごして

います。
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私は、国が所有している土地の売払、貸付業務を主に担当しています。

入局一年目から契約相手方との折衝から契約締結まで一人で任され、最初は戸惑うことが多かったです

が、周りの先輩の優しいサポートによって少しずつ業務にも慣れ、大きなやりがいを感じながら日々楽しく

業務をしています。専門的な仕事であることから、たくさん勉強をしないといけないの？と不安に思う方もい

ると思いますが、研修制度がしっかりしているので、業務時間内に安心して専門的知識を身に付けること

ができます。

また、私が北海道財務局を志望した大きな理由の１つ

が職場の雰囲気です。説明会に参加するまでは、専門

官という字面からお堅い職場だと感じていましたが、先

輩方の親しみやすさや風通しが良い職場の雰囲気を

感じ、今までのイメージが一掃されました。入局してか

らもより一層風通しの良さを感じています。

是非、一度北海道財務局の説明会に参加して職場

の雰囲気を感じてください。

親しみやすく風通しの良い職場
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畑中 良太
HATANAKA     RYOUTA

PROFILE
【小樽商科大学 商学部商学科 卒】

平成27年4月北海道財務局 管財部統括国有財産管理官 採用
四釜 早百合
SHIKAMA SAYURI

PROFILE
【北海道大学 法学部卒】

平成27年4月北海道財務局 経済調査課 採用

若手も大きな仕事ができる職場

財 務 局 の 魅 力 財 務 局 の 魅 力



　 　

皆さんは財務局が何をしているところかご存知でしょうか。財務局の業務内容は幅広く、経済調査や金融監

督、財政融資資金の貸付や国有地の管理処分など多岐に渡りますが、ここでは私の担当業務についてご紹

介します。

私は現在、国有地の管理処分を担当しています。具体的には、国有地を売ったり貸し付けたりしているので

すが、こういった業務は何のために行われるのでしょう。それは、国有地を有効に利用してもらうためです。

現在、利用計画のない国有地は少なくありません。そこで、他の省庁や市町村、地元企業や近隣住民の方

など、土地を必要とする方に国有地を売ったり、貸し

付けたりすることで、地域の土地需要を満たすこと

ができます。また、売払代金は国の貴重な財政収入

となり、その一部は東日本大震災の復興財源として

も使われています。

一つの国有地が、地方の需要を満たし、国の財政を

潤す 地方と国、双方のための仕事をできるのが

財務局です。
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森 愛永
MORI MANAE

PROFILE
【小樽商科大学 商学部商学科 卒】

平成26年4月北海道財務局 理財部融資課 採用

平成28年7月北海道財務局 北見出張所管財課

様々な業務を経験できる職場

財 務 局 の 魅 力
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●後輩へのメッセージをお願いします！

研修制度も充実しているので、専門知識がなくても、一から勉強する

ことができます。財務局は大変なこともありますが、とても楽しく充実し

た職場です。皆様と一緒に働けることを願っています。

●入局してみてどうですか？

とても風通しの良い職場であると感じました。

仕事で疑問に思ったことは気軽に上司・先輩に質問できますし、プライ

ベートなことも気にかけてくれるので、安心して仕事ができます。

小樽商科大学

商学部商学科 卒

平成２７年度採用

大港 雅也
OOMINATO MASAYA

●勤務地での生活は？

一人暮らしの経験はありますが、北海道で生活するのが初めてなの

で新鮮なことばかりです。特に毎日涼しくて驚いています。休日には地

域のイベントなどもあるので、時々出かけていって満喫しています。

●仕事で心がけていることは？

分からないことがあった場合、すぐ質問することです。

自分で調べることも大切ですが、迅速かつ正確に仕事を行うために

思い切って質問するように周りの方々も仰って下さるので、自分が先

輩となったときに答えられるようにするためにも、今のうちに何でも聞

くようにしています。

神戸大学

経済学部経済学科 卒

平成２８年度採用

片木 俊介
KATAGI SYUNSUKE

●職場の雰囲気はどうですか？

上司や先輩方に質問しやすい雰囲気だと思います。

上司や先輩方は私が理解するまで、根気強く教えてくださるため、とて

も心強い存在であり、安心して仕事をすることができます。

●財務専門官試験対策を教えてください

独学だったため、テキストを2回読み込んだ後、問題集の問題や過去

問を解き、理解していなかった部分をテキストに書き込みました。

そして、試験前に、テキストの中の自分で書き込んだ箇所を確認してい

ました。

慶応義塾大学

商学部 卒

平成２７年度採用

一戸 孝一
ICHINOHE KOUICHI

●財務局の魅力は？

私が北海道財務局を志望した理由は、第一に自分が生まれ育った

北海道を舞台にできる点です。そして第二に大きく財務・管財・金融の

3つの分野から財政へアプローチしていく点に興味を持ったからです。

●休日の過ごし方は？

写真はシルバーウィークに全国各地の同期と仙台旅行をしたもので

す。このように北海道をフィールドに働きながらも、全国の同期と関わ

りあえるのも財務局の魅力の一つだと思います。

北海道大学

経済学部 卒

平成２７年度採用

松山 世
MATSUYAMA TOKI

●財務局の魅力は？

財務局では、財政、金融等さまざまな業務がありますが、どの分野も

専門性が高く、やりがいをもって働くことができます。慣れるまでは大変

ですが、上司があたたかく見守ってくれるので安心して業務に取り組め

ます。

●後輩へのメッセージをお願いします！

残りの学生生活はアルバイトをしたり、髪を染めたり、学割を思う存分

使ったりなど、本当に今しかできないことを見つけて、目いっぱい楽しん

でください。※旅行は財務局に入ってからもできます。

北海道大学

法学部 卒

平成２８年度採用

菊谷 静海
KIKUYA SHIZUNA

●入局してみてどうですか？

1年目から責任ある業務を任せてもらえるので、非常にやりがいがあ

ります。また、職場の方々は、仕事だけでなくプライベートな相談にも

のってくださるので、はじめて暮らす地域でも、充実した日々を過ごせ

ています。

●仕事をするうえで心がけていることは？

手持ちの業務とその期日を全て付箋に書き出し、見えるところに貼

るようにしています。物事の優先順位を意識して業務に当たれるので、

その日すべきことが明確になり、仕事にメリハリがつきます。

小樽商科大学

商学部経済学科 卒

平成２８年度採用

小島 明
KOJIMA AKIRA

●休日の過ごし方は？

8月に車を買ったので、主に市内で乗り回しています。管財業務は車

で現地調査に行くことが多く、「自分も運転に慣れたい」と思い、思い切

って購入しましたが、そんなことは関係なく純粋に運転を楽しんでいます。

●採用面接で気を付けたことは？

焦らないようにすることです。予想外の質問が来ると何と答えたらいい

かぱっと浮かばないものですが、答えに困って考えても自分が思ってい

るほど沈黙している時間は長くないはずなので、一呼吸置いて自分の

言葉で答えるといいと思います。

●後輩へのメッセージをお願いします！

財務局は、専門的な知識がなくても研修制度が充実しているため、

不安なく業務に取り組むことができる環境になっていると思います。

非常に風通しの良い職場だと思いますので、財務局をぜひ目指して

いただければと思います。

●勤務地での生活は？

旭川はこれまで訪れたことのない土地なので、新鮮な気持ちで日々

を過ごしています。職場の先輩と食事に行かせていただくことも多く、

初めての土地ではありますが満喫しております。

小樽商科大学

商学部経済学部 卒

平成２８年度採用

真壁 拓也
MAKABE TAKUYA

●財務局の魅力は？

財政・金融の範囲の中でも、まったく内容が異なる様々な仕事を体

験できること、北海道内以外でも、霞が関の財務本省、金融庁、さら

には海外でも働くことができることがあるかなと思います。

●入局してみてどうですか？

最初のころは何もかもが分からない状態でしたが、周囲の方はみな

親切で、質問しやすい環境にあります。また、一年目から大きな仕事

を任されるので、やりがいも感じています。

北海道大学

法学部 卒

平成２７年度採用

室谷 佑樹
MUROYA YUUKI

小樽商科大学

商学部企業法学科 卒

平成２８年度採用

舟越 翔健
FUNAKOSHI SHOUKEN

●財務局の魅力は？

新人のうちから責任ある仕事を任せてもらえるところです。自分は、

経済調査の業務をしているのですが、既に一人で企業へヒアリングに

行っており、責任の重さを感じながらもやりがいを感じています。

●入局してみてどうですか？

自分が関わった仕事が新聞に掲載されることもあり、社会に与える

影響の大きさを実感しつつ、自分も日本の財政を支える一員として働

けていることを非常に誇らしく思っています。

小樽商科大学

商学部社会情報学科 卒

平成２７年度採用

今井 健人
IMAI KENTO

北海学園大学

経済学部 卒

平成２８年度採用

古野 敬太
FURUNO KEITA

●職場の雰囲気は？

職場の雰囲気は、とてもアットホームだと思います。新規採用職員とし

て、初めて職場に行った際には緊張していましたが、すぐに打ち解ける

ことができました。上司・先輩も親身に相談に乗ってくれます。

●採用面接で気を付けたことは？

この職場に入りたい！という気持ちを伝えることだと思います。職場訪

問や説明会なども積極的に参加し、質問などをすることで、気持ちをア

ピールし合格につながると思います。

●財務専門官試験対策を教えてください

基本となる科目をしっかりと固めることが大切です。教養科目ならば

数的処理、専門科目ならば憲法・民法・経済学です。これらの科目は

安定して点数が取れるようになるまである程度時間が掛かるため、早

めに取り掛かりたいです。

●仕事をするうえで心がけていることは？

積極的な気持ちを忘れないことです。新しい仕事をするとなるとわか

らないことばかりですが、こうした方が良いのではないか？と思ったこ

とは心に留めておかず、発信するようにしています。

北海道教育大学

教育学部 卒

平成２８年度採用

奥寺 大介
OKUDERA DAISUKE



入局１年目

財務局の将来を担う新人たち
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◆志望理由やきっかけは？

【司会】 司会の人事課張替です。皆さんが財務専門官

や北海道財務局を志望した理由やきっかけは何です

か？

【大竹】 私は、説明会などでの職員の方の笑顔と、「財

政と金融のプロフェッショナル」という言葉に魅かれまし

た。

【市野】 私は、財政の面から、「国と地方の架け橋」とい

う重要な立場を担いたいと思ったのがきっかけです。

【山内】 私も、説明会等での職員の方の雰囲気の良さ

や、「国と地方の架け橋」となる仕事内容に、純粋に

「かっこいいな」と思って志望しました。

【高橋顕】 私は、某公務員予備校で(おそらく今皆さん

が見ている)パンフレットを見て、興味があったので、受

験しました。

【髙橋直】 私は、説明会等で、職員の方が色々アドバ

イスをくれたり、相談を受けてくれたりして、対応が親切

で雰囲気が良く、「素敵だな」と思ったのがきっかけです。

【本野】私は、専門的な知識を活かせるし、本省との距

離も近く、一度は東京へ出向して中枢で仕事をし、その

経験を北海道に持ち帰りたいと思いました。

【吉川】 私は、仕事内容より、人の良さを重視していた

ので、説明会での財務局職員の方のにじみ出る人柄の

良さを見て、決めました。

◆入局しての印象は？

【司会】 では、次に、実際に入局してみて、印象はどう

ですか？

【高橋顕】 良いギャップがたくさんあった感じです。

【司会】例えばどんなギャップですか？

【髙橋顕】 最初は、財務専門官について知らなかった

【本野】 基礎研修から帰ってきて、初めての社会人とし

ての不安もあったけど、ブラザー・シスター制度のおか

げで、公私ともに安心できました。

【高橋顕】 仕事だけじゃなく、プライベートも楽しいです

よね。ソフトボール大会とかキャンプとか。

【市野】ワークライフバランスのおかげで、新人でありな

がらすぐに結婚できますし、休暇もとりやすいですよね

(笑) 公私ともに充実しています。

◆受験生へのメッセージ

【司会】 それでは、最後に、受験生の皆さんにメッセー

ジをお願いします。

【大竹】 私ちと一緒に頑張りましょう！僕も皆さんと一

緒に一歩一歩、仕事を頑張りたいです!!!

【市野】 ぜひ一緒に働きましょう!

【高橋顕】 悩むこともたくさんあるけど、明るく楽しいこ

ともたくさんあるので、ぜひ一緒に働きましょう。

【山内】 仲良く一緒に頑張ろう！

【髙橋直】 色々な官庁があるけれど、自分で成長でき

たな、楽しいなと思える職場なので、ご縁があれば、ぜ

ひ北海道財務局を覗いてみて下さい。

【大竹】 入局して後悔はしていないですね。毎日楽しく

やっています!

業務の幅も広いですし、40年間色々な仕事をできるこん

な職場は他にないと思います！

【本野】 勉強もしながら、休み時間には財務のパンフ

レットを見て、モチベーションをあげて頑張ってください。

【吉川】 試験勉強は大変だけど、体調に留意して、無

理せず頑張ってください。 お待ちしています！

【司会】 それでは、本日はありがとうございました。

座談会

山内 一政
YAMAUCHI   ISSEI

【札幌大学 卒】

管財部第2統括

国有財産管理官

髙橋 直子
TAKAHASHI   NAOKO

【藤女子大学卒】

管財部審理課

高橋顕太郎
TAKAHASHI KENTAROU

【横浜国立大学卒】

理財部

金融監督第二課

市野 貴幸
ICHINO   TAKAYUKI

【北海学園大学卒】

総務部経済調査課

大竹 敏文
OOTAKE TOSHIFUMI

【小樽商科大学卒】

理財部

特別主計実地監査官

本野 大幹
MOTONO  DAIKI

【北海学園大学卒】

管財部第3統括

国有財産管理官

吉川 菜摘
YOSHIKAWA NATSUMI

【北海道大学卒】

理財部融資課



◆本省庁のやりがいは？

【田中】 みなさん、財務省や金融庁に出向してみてどう

ですか?

【藤村】 本省庁ならではの経済対策の補正予算編成な

ど、とても緊張感があり、関わっている仕事が政治に直

結していると感じました。

【藤平】 私も東京ならではの仕事は魅力的だと思いま

す。現在、課内の調整のほか各種会議の準備等を行っ

ていますが、今後アジアを中心に約20か国が参加する

大規模な会議の運営が待っています。スケジュール調

整から参加者の招へい、当日の運営等々ロジ業務のす

べてがつまっているのでとても楽しみにしていますね。

【田中】 そうだね。私も、不正な株取引の調査、取調べ

をしているけど、北海道ではなかなか経験できないこと

を経験できるのは魅力だと思う。

【高桑】 私の部署は、各局課からの要望に基づき、契

約や業者との調整を行うので、財務省の様々な取り組

みを垣間見ることが出来てとても勉強になります。

【西脇】 自分の仕事内容に限らず、職場の周りを見て

いると係長、補佐クラスに若い職員が多く、自由に意見

を交わすことの出来る良い雰囲気があるなぁと思います。

弁護士や公認会計士、金融機関等民間企業からの出

向者など様々なバックグラウンドを持つ人もいて、様々

な角度から見識を深めることができています。

【高桑】 そうですね。ほかにも財務局からの出向者だけ

でなく税関や国税など色々な出身の人がいるので、いろ

んな考えに触れられて、視野をひろげるいい勉強になり

ます。

【田中】 みんな、今日

はありがとう。引き続

き、東京から北海道

財務局を盛り上げて

いきましょう！

◆出向者からみた北海道財務局の魅力は？

【田中】 みんな今、東京で仕事をしていますが、北海道

財務局から離れてみて、改めて感じたこととかあります

か？

【藤平】 改めて感じたのは、自分の仕事が地元に直接

貢献できることですかね。

【藤村】 確かに地元と接している仕事が多いですよね。

【西脇】 あと、人間性までみて、ちゃんと自分を評価し

てくれているって感じることが多かったです。ハラスメント

にもみんな真摯に考えていますよね。

【田中】 若手間でいろいろ仕事などの相談ができて横

のつながりの良さも改めて感じた。

【高桑】 ちゃんと自分を気にかけてくれているので、仕

事でも誰かがいつもフォローしてくれていました。あと、

若手でも積極的に業務に携われる環境だったのも東京

に来て役立っています。

【藤平】 そうそう。若手同士で情報交換を頻繁にしてい

るし、上司の方々もしっかり若手の意見を言いやすい雰

囲気を作ってくれているので、上司と仕事の議論して、

仕事の方向性に関われたりできるよね。

【田中】 そうだね。職員数も多すぎないから、課の垣根

を越えて、みんなを見ることができるし、そのおかげか

職場としての結束力も強いよね。

【高桑】 業務ではないですが、ワークライフバランスに

もすごい力をいれていると思います。北海道財務局は

特に、周りが前向きに取り組んいるので、自分の時間を

とりやすくメリハリがある生活を送れるし、いろんな視点

で考える機会も多いですね。

【藤平】 確かに職員の顔が見える職場なので、みなさ

ん仲がいいですよね。ソフトボール大会、テニス合宿と

か有志でいろいろ楽しい企画やっていますよね。

【西脇】 上司の方々が率先して何事にも積極的に取り

組まれているので、若手も自分を成長させる機会を多く

持てるのが魅力だと思います。
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北海道財務局の一員となって１５年あまり、仕事でも私生活でも多くの経験を得る機会があ

り、入局のころと比べると大きく成長した自分になっていると今強く感じています。

国の行政機関である財務局は、地方支分部局として、地域に密着した実務を担当すること

ができるほか、企画・立案部門である中央省庁としての財務省・金融庁へ出向し、新たな法

令や制度を設けたり国の予算を編成する業務を担当することもできます。

私も、入局直後は、北海道財務局で、財政投融資の一環である国の資金を地方公共団

体に融資する業務を担当しました。地方公共団体の担当者のお話を伺ったり、書類を確

認・作成したりといった実務をしっかりと身に着けることができた２年間でした。３～６年目は

財務省へ出向しました。財務局の融資業務で得た経験を生かし、他の省庁の担当者と国

の施策ついて意見を交わし、財投計画の編成業務などに携わりました。

北海道財務局に復帰後は係長に昇進しました。担当する業務が高度になり、部下の指導と

いう役割も担いました。その後育児休業を２年間取得し、じっくりと長女の育児に専念しまし

た。

現在は調査官として、道内の金融機関の監督業務を担当しています。入局直後に得た事

務処理スキルで報告書を処理し、財務省で得た法令や制度に関する知識を生かし、専門

分野について勉強しながら、金融機関からの相談に応じる業務を行っています。上司や同

僚の協力を得ながら、計画的に仕事をこなすこと

で休暇を取得するなど、6歳になる長女の育児を

楽しんでいます。

国レベルの大きな仕事から地域のきめ細やか

な仕事まで経験でき、さらに充実のプライベート

も確保できる今の職場にとても満足しています。

後藤 景子
GOTOH KEIKO

女性が活躍できる職場

「財務局の業務は幅が広く様々な仕事を経験することができます。」

財務局の業務紹介の際によく使われる表現ですが、私自身のこれまでの経歴を振り返っ

てみると、財政に関する業務、金融に関する業務、国有財産に関する業務など、様々な業

務に携わってきており、正にこの表現を地で行くものとなっています。

そんな私がこの表現に一言付け加えるならば、「様々な仕事を“現場で”経験できる」とい

うことでしょう。かつて財政関係の仕事をしていたときは、台風などで被害を受けた地域住

民の方々の生活環境の安定のため、朝早くから日が暮れるまで道路や河川などの被災現

地を見て回り災害復旧事業費の確認などを行いました。また、国有財産関係の仕事をして

いたときは、国有地の買い受けを希望する方々のお宅を一軒一軒訪問したこともありました。

このように様々な現場で実際に起きている事柄を肌で感じ、それに的確に対応していく“現

場力”こそが財務局の強みであり財務局で働く醍醐味であると感じています。

一方、財務局の職員は単にいろいろな仕事をしているというだけではありません。職員一

人ひとりがそれぞれの業務の専門性を追求し“プロフェッショナル”として働いているのです。

金融監督に関する業務においては、金融機関の決算書類などを確認することがありますが、

その際、単に表面上に現れた計数を確認するだけでは十分とは言えません。過去と比較し

て各計数がどのように変動しているのか、変動している要因は何かなど様々な観点から分

析・検討しなければなりません。このようにそれぞれの現場において業務の専門性を深く追

求していく、こうした“プロフェッショナルな仕事”の積み重ねが財務局の持つもう一つの強み

だと言えるでしょう。

“現場力”、“プロフェッショナルな仕事”を

通じ、私たちの暮らすこの“地域”というフィ

ールドで思う存分力を発揮してくれる人達を

待っています。

プロフェッショナルな仕事

牧田 真一
MAKITA SHINICHI

主 な 経 歴

【北海道学園大学経済学部 卒】

平成6年 4月 北海道財務局 理財部理財課

平成13年7月 北海道財務局 理財部主計実地監査官

平成15年7月 財務省 理財局総務課たばこ塩事業室たばこ塩第二係長

平成16年7月 財務省 理財局国有財産業務課国有財産審理室審理第二係長

平成17年7月 北海道財務局 管財部管財総括課国有財産管理官

平成19年7月 北海道財務局 総務部人事課秘書係長

平成21年7月 北海道財務局 総務部人事課人事係長

平成23年7月 北海道財務局 証券検査官

平成25年7月 北海道財務局 理財部金融監督第二課調査官

平成26年7月 北海道財務局 理財部金融監督第二課上席調査官

平成28年7月 北海道財務局 北見出張所財務課長
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主 な 経 歴

【藤女子大学人間生活学部 卒】

平成12年4月 北海道財務局 理財部融資課

平成14年7月 財務省 理財局地方第二係

平成16年7月 財務省 理財局管理課

平成18年7月 北海道財務局 総務部人事課

平成20年7月 北海道財務局 総務部人事課管理係長

（平成22年9月～平成24年6月 育児休業取得）

平成24年7月 北海道財務局 理財部金融監督第一課調査官

平成27年7月 北海道財務局 理財部金融監督第三課調査官



財務局では、仕事と子育の両立にも積極的に取り組んでいます。国家公務員には、育児休業や産前・産後休暇、短時間勤務等の

制度がありますが、財務局では、できる限り多くの職員がこれらの制度を活用できるよう、「仕事と子育て応援プラン」を独自

に定め、職員が安心して働き続けられる職場環境を目指しています。

なお、女性職員の育児休業取得率は100％となっています。

　　・結婚休暇の取得促進→目標：可能な限り該当職員の100％

　　・男性の育児参加のための特別休暇（5日間）の取得促進→目標：可能な限り該当職員の100％
　　・配偶者出産休暇（2日間）の取得促進→目標：可能な限り該当職員の100％

　　・代替職員の確保
　　・育児休業中職員への職場情報等の提供

　　・復職時の不安解消、円滑な業務運営のため、職場研修、各種制度の説明等実施
　　・研修参加の際の受講延期等の配慮

　　・3歳未満の子どものいる職員について、超過勤務が免除される新制度の周知
　　・育児短時間勤務等を取得している職員に対する就業時間の配慮等

　　・職員への周知、情報提供の充実
　　・年休を取得しやすい環境整備→目標：全職員が16日以上の取得
　　・職場内外にかかわらず、子どもを連れた者等への配慮

結婚

出産

育児休業

子育て期間

職場復帰

ライフサイクル全般

子
育
て
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

仕 事 と 子 育 て 応 援 プ ラ ン の 概 要

仕事と子育ての両立支援
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育児も思う存分できる職場環境

長門 千尋
NAGATO  CHIHIRO

PROFILE
【小樽商科大学 商学部 卒】

平成13年4月 北海道財務局 管財部第3統括国有財産管理官 採用

平成22年7月 函館財務事務所 財務課調査官

平成23年7月 北海道財務局 管財部国有財産管理官

（平成24年12月～平成26年3月 育児休業取得）
平成26年4月 北海道財務局 管財部統括国有財産監査官

平成26年7月 北海道財務局 管財部管財総括第一課国有財産管理官

（平成28年11月～ 育児休業取得）

私が、自分の選択をし、自分なりの『両立』

が出来ているのは、北海道財務局が両立支援制

度を整備している職場である事が大前提にあり

ます。でも、本当にそれを可能にしているのは、

周囲の方々の理解と協力、制度を上手に運用し

ている（活用させて貰える）環境です。私が、

強調したいのは、まさにその環境が北海道財務

局にはあるということです。沢山考え、悩み、

迷いながら決める就職先。自分を取り巻く状況

は変化していきます。その時に後悔しない選択

ができるように、両立の『制度』だけではなく

『環境』も就職先の決断材料の一つに加えて頂

ければ、と願っています。

就職先を決める、という事は人生において一つの大きな決断です。自分のや

りたい事が出来るのか、経験や知識は活かせるのか、勤務地、転勤や休暇制度、

キャリアアップ等、沢山考え、悩み、迷われていることと思います。そんな人

生の一大事に、『仕事と子育ての両立』と言われても・・・まだまだその先に

あるような、漠然とした気持ちになるのでは、と思います。少なくとも、学生

時代の私はそうでした。

そして時は流れ、今、私はまさに『仕事と子育ての両立』真っ只中です。

子供が１歳半になった平成２６年４月に職場復帰をしましたが、その間、産

前・産後休暇に加え、育児休業を取得しています。育児休業は最大３年間の取

得が可能となっており、どのタイミングで職場復帰するのか、自分で選択する

ことができました。

また、復帰後３か月間は勤務時間短縮制度を活用し、１時間早く退庁、子供が

保育園や新生活にゆっくり順応するための時間にしました。この制度活用につ

いても、事前に人事担当者へ相談し、自分で取得時期を決めました。

昼食時は職場の先輩に仕事も子育てもまとめて相談しています

イクメン、イクボスが多い職場

園部 昌弘
SONOBE MASAHIRO

PROFILE
【小樽商科大学 商学部 卒】

平成11年4月 北海道財務局 理財部金融監督第一課 採用

平成17年7月 金融庁検査局 総務課調査室

平成19年7月 北海道財務局 理財部金融証券検査官

平成21年7月 金融庁検査局 総務課金融証券検査官

平成22年7月 北海道財務局 理財部金融証券検査官

平成23年7月 北海道財務局 理財部検査総括課金融証券検査官

（平成23年12月～1月 育児のための休暇取得）
平成26年7月 北海道財務局 総務部人事課人事係長 （現職）

私は、平成23年、二男が生まれたときに、長男の育児もある

など妻の負担が過大であることから、１か月間育児のための休

暇を取得しました。

当時、男性が育児のために長期間休暇を取る例があまりない

中、おそるおそる所属課長に相談したところ、子供が誕生する

こと及び積極的に育児に関わることに大変喜んでいただき、長

期間お休みを取ることへの理解を示してくれました。また、課

内の上司や同僚も快く仕事を引き受けていただき、無事、１か

月間、（大好きなお酒を飲むことも忘れ）育児に集中し、子供の

日々変わる成長に積極的に携わることが出来ました。

また、妻も仕事をしており、子供が熱を出した場合には、ど

ちらかが看護しなければなりません。その場合、看護休暇を積

極的に利用させてもらっており、これも職場全体で子育てに理

解のある雰囲気があるからこそ取得できるものと思っておりま

す。

このようなことが出来るのも、当局には、イクボス（育児に

理解のある上司）、イクメン（育児が大好きな男性職員）が多

く、仕事と育児のバランスを図れる雰囲気、環境があることが

大きいと感じます。

男性のみなさん、育児を含めたワーク・ライフ・バランスを

実践できる職場は、将来、結婚した後も、奥さんからの評価は

高いと思いますよ。

ぜひ、この観点についても就職先を決めるうえでの重要な要

素にしてみてはいかがでしょうか。
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WLB（ワークライフバランス）推進プロジェクト

仕事と子育てのバランスを図ることが出来る各種制度は整っていますが、まだまだ、北海道財務局においても運用の課題、

問題点はあります。

そこで、仕事と育児に奮闘中の女性職員の情報交換の場を設け、職場の課題を発見し、その課題に対する施策アイディアを

提言するチームを発足しました。提言するチームには、現在子育てに積極的に参加している男性職員も加わり、北海道財務局

一丸となってWLBを推進しています。

チームＡ

「ＷＬＢ実態勉強会（ＷＪＢ）」

●小学生以下の子を有する共働き女性職員で構成

●定期（四半期毎）及び随時に、オープンな情報

交換会を開催

●育児と仕事（キャリアアップを含む）の両立等

の 悩みを共有する職員が相互に情報交換を行う

ことにより不安感を解消するとともに、相談対応

知識の共有・蓄積により今後の子育て世代である

後輩職員等への相談にも対応

チームＢ

「ＷＬＢ推進ワークショップ（ＷＷＳ）」

●ＷＪＢメンバー＋8名程度の子育てに積極的に

参加する男性職員等で構成

●構成メンバーの3分の1（6名程度）で2月に1

回ワークショップを開催

●職場内での子育て中職員の周囲の職員の理解を

促し、制度利用を促進するための各種施策アイ

ディアを創出

●チームＡの体制・情報交換会開催情報周知

（悩みを抱えた職員とチームＡの橋渡し）

●チームＢから提言のあった施策の検討・実施

メンバー参加

課題提供 施策提言

人事課
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研 修

職員のキャリアパスに応じた研修体系の下で、財務に
関する専門知識の習得のための研修の強化に取り組んで
います。
研修は、財務省研修所（東京都新宿区）で実施する中央
研修、各財務局で実施する地方研修、自学自習の通信研
修の３つから構成されています。

基礎研修（一般職員向け）

＜中央研修＞
■基礎研修（50日程度）
財務省研修所を会場に、本省・財務局に新規に採用され
た職員全員を対象に、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、配属先ごとに分か
れて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、専門実務を修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、管財の４
コース）
新たな業務の系統に異動した職員を対象に、配属先の
系統別に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。

実務研修（役付職員向け）
金融検査基本技能研修など、業務に必要な専門的・実
務的知識や理論を習得させるためのもので、約40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（Ⅰ・
Ⅱ）、デリバティブ研修、金融検査実務技能研修、銀行監
督実務研修、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、証券取引研修、国有財産事務研修など

特別理論研修（中堅係員から係長向けの公募制研修）
財務専門官の中核的人材を育成するために、より高度な
専門知識・理論や教養等を習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会

計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・選抜型研修で、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。

通信研修
職員の自己啓発を支援する研修です。業務に関する知識
や関連した資格を取得するため、「簿記（1～3級）」「中小企
業診断」「宅地建物取引理論」「金融（5コース）」「英語（3コー
ス）」「ファイナンシャル・プランナー（2～3級）」「ビジネス実務
法務（2～3級）」等の各コースを用意しています。

勤務条件・福利厚生

給与
初任給：17万円程度
（行（一）１級25号俸）
その他にも、扶養手当・通勤手当・地域手当等の各種手
当が、規定に基づいて支給されます。

勤務時間・休暇
勤務時間は原則として週38時間45分です。
休日は土曜、日曜、祝日法による休日、年末年始（12/29
～1/3）です。
このほかに、年次休暇（年20日。採用の年は15日）や夏季、
結婚等の特別休暇があります。
また、フレックスタイムを積極的に活用できます！

福利厚生
組合員となる国家公務員共済組合では、各種の給付事業
（病気・けが等）や福祉事業（医療・貯金等）を行っています。

基礎研修・開校式 国際財務理論研修・海外研修 北海道大学大学院へ派遣
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私は財務局職員として、成長著しいASEAN諸国から集まった300名もの青年た

ちと共に、平成28年10月下旬から約2か月間にわたって実施された、内閣府主催

「東南アジア青年の船」事業に参加してきました。

この事業は、様々な社会問題をテーマに行うディスカッション活動、各寄港地で

の政府機関への表敬訪問及び現地青年との交流活動に分かれており、物事に

対する考え方や視野を広げる貴重な機会となりました。

参加青年を代表し人前に立って行ったスピーチや海外青年と納得いくまで議論

を行った経験は、私のかけがえのない財産となりました。

今後はこの経験を生かして、財務局行政、国際社会の場面でグローカルに活

躍していきたいと考えております。

私は、平成24年4月から2年間、「北海道大学会計専門職大学院」に留学

し、最先端の情報に触れながら会計分野の研究を行っておりました。研究

内容は、財務諸表の作成・分析に関するもの、公認会計士監査に関する

もの等、幅広い分野にわたるものでした。

研究活動を通して、財務諸表を作成する際の一定のルールや財務諸表

と公認会計士の監査証明書の関係等を学び、財務諸表に関する知識を

深めることができました。このような財務諸表に関する知識は、財務諸表

作成会社の財務状況の把握に役立っております。

留学を通して特に感じたことは、集中して研究できることのありがたさで

す。社会人になって、好奇心のあることに集中的に研究できる機会は極め

て少ないと思います。時間の大切さを噛みしめながら研究することで、モ

チベーションにつながり、効率的な研究を進めることができたと実感してお

ります。財務局は、財政投融資、地域金融機関の検査・監督、国有財産

の管理処分等、業務が多岐にわたっており、さらに、それらの業務一つ一

つに専門性が求められております。そのため、国内留学や各種資格取得

のための研修等、スキルアップするための環境が充実しており、そこで得

たスキルを業務に生かすことができます。

こんな財務局で皆さんぜひ一緒に働いてみませんか。

加納 正貴
KANOU  MASAKI

PROFILE
【東北大学大学院理学研究科修了】

【北海道大学大学院経済学研究科修了】

平成20年4月 北海道財務局 管財部審理課 採用

平成22年7月 函館財務事務所 理財課

（平成24年4月～平成26年3月 北海道大学大学院へ国内留学）

平成26年4月 北海道財務局 総務部会計課

平成28年7月 北海道財務局 理財部主計課主計実地監査官

（現職）

平成28年11月 公認会計士試験最終合格

佐藤 達也
SATOH  TATSUYA

PROFILE
【弘前大学 農学生命科学部 卒】

平成26年4月 北海道財務局 北見出張所 管財課 採用

平成28年7月 北海道財務局 総務部財務広報相談室

（現職）

国内留学制度

さらなるスキルアップを目指して

スキルアップもプラベートも両立

海外研修制度

キャリアサポートシステム

財務局では、意欲あふれるみなさんに対

して、各種資格取得、国内留学そして海外

派遣といった研修制度が整備されており、

また、自分自身の成長を後押ししてくれる

環境があります。そんな魅力あふれる財

務局でみなさんも働いてみたくありません

か。

一緒に働ける日を心待ちにしております。



- 24 -

財務局職員の採用試験として、「財務専門官採用試験」があり、同試験合格者から採用することとしています。

【基礎能力試験（多岐選択式）：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）

知能分野13題

（自然・人文・社会 ※時事含む）

【専門試験（多岐選択式）：140分】

〈必須〉

次の2科目（28題）
憲法・行政法、経済学・財政学・経済事情
〈選択〉
次の8科目のうち2科目（各6題）
民法・商法、統計学、政治学・社会学、会計学

（簿記含む）、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

4月上旬
•インターネット申込み

6月上旬

•第一次試験
•基礎能力試験（多岐選択式）140分

•専門試験（多岐選択式）140分

•専門試験（記述式）80分

7月上旬 •一次合格発表

7月中旬
•第二次試験

8月下旬
•最終合格発表
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財務専門官になるためには地域連携

このパンフレットを手に取っていただいた皆様は、就職して退職

するまで約40年間もある中で、自分のやりたい仕事、やりがいを

感じられる仕事が何か、慎重に考えていることと思います。

北海道財務局は財政、金融、国有財産といった幅広い分野で、

地域に根ざして業務を実施しています。地域貢献はもとより自分

自身を磨くことができる職場なので、自分の力を財務局で発揮し

てみませんか？

皆さんのチャレンジ精神、バイタリティーが必ず地域貢献に生き

ると確信しています。

財政・金融に興味を持っている方、一緒に働ける日を楽しみに

お待ちしています！

人事課より

～編集後記～

北海道財務局では、地域貢献を果たすため、地域の特性やニーズに応じた取組を幹部から若手まで職員一丸と

なって、様々な取り組みを進めています。

●地域連携プラットフォーム
平成28年3月の北海道新幹線開業を機に、青函地域の地方公共団体や経済団体、地域金融機関などが一堂

に会する「青函地域経済活性化フォーラム」を発足し、定期的に開催。新幹線開業を契機とした地域経済活性

化に向けた取組や課題認識について情報共有を図り、関係者間による協力関係の深化に取り組んでいます。

●大学との連携

地元国立大学と包括的な連携を締結し、地域を担う人材を形成し、お互いのネットワークを活用することによ

り、協力して北海道の発展に取り組んでおります。

この取り組みの中で、財務局では有志職員によるプロジェクトチーム「HPT（ホウプフル・ポジティブ・チーム～希

望をもって、積極的に取り組むチーム」を発足し、大学との共同研究を進めております。

男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計

全国財務局 65 29 94 42 15 57 94 44 138 96 50 146 104 50 154

　うち北海道財務局 3 3 6 3 0 3 4 3 7 9 1 10 11 3 14

平成28年平成26年 平成27年平成24年 平成25年


