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財務省北海道財務局の最大のミッションは、北海道経済の基盤を支え、

北海道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、財政、金融、国有財産、経済調査に

関する施策を実施しています。

北海道が成長の主役となるよう、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。

ぜひ、北海道経済の活性化、ひいては、豊かな国の未来をともに築きあ

げていきましょう。
財務省北海道財務局長

髙 秀 樹

H o k k a i d o

L o c a l  F i n a n c e  B u r e a u

地域経済を支える北海道財務局
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財務局の業務

財務省北海道財務局は、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、金融庁長官からの事務委任として金融機関の検査・監督業務など、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。

Our Mission

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）

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）

経済調査の仕事

財務省

金融庁

函館財務事務所

帯広財務事務所

旭川財務事務所

釧路財務事務所

小樽出張所

北見出張所

北海道財務局

（札幌：本局）

組織図

地域金融機関の検査・監督

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。

証券取引等の監視

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。

財政投融資

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。

予算執行調査

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。

地域経済の調査

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。

国有財産の有効活用

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

の貸付などの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。
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財務局では金融機関の検査・監督業務をしていますが、

それと同時に地方公共団体に対する財政融資資金の貸し

手でもあります。この融資業務は、民間資金では対応困難

な分野に対する国の投資や融資によって、経済活動や社会

資本の整備を支援するという財政投融資活動の一翼を担う

ものです。

具体的な業務を大別すると、団体からの借入申込みを受

けて申込み内容が適切かどうかを確認する審査業務と、貸

付けをした資金が確実に返済されるかどうか団体の財務状

況等を確認する管理業務の2つがあります。道路や橋の整

備に関する資料を見たり、公営病院の経営状況をヒアリン

グしたりと、非常に奥が深い業務です。

国と地域をつなぐ財務局の業務の中でも

特に団体との接点が多く、各地域の実情

を詳しく知ることができます。現在、過疎化

や少子高齢化の影響を受けて厳しい財政

状況となっている団体も少なくありません。

財政のプロフェッショナルとして、地域の力

になることが求められています。

私は釧路・根室管内の経済調査を担当しています。経済調査

の仕事は、地域経済の現状を分析・発信することです。分析のた

めに多くのデータをチェックしますが、何より大切なのは、地域企

業から現状をヒアリングし、直接「声」を聴くことです。スーパーや

ホテル・旅館、金融機関など多種多様な業種の方にご協力いた

だき、多くの「声」を聴くことで、データだけでは読み取ることがで

きない、より正確な経済の流れを把握することができます。そして、

その分析結果は、記者発表により新聞社等の報道機関を通し、

新聞記事として地域に発信しています。地域の「声」を聴き、分析

結果を発信し、それを役立てていただく。こうした地域と密接に繋

がった一連の流れが経済調査の仕事にはあります。

幅広い業種の話を聞くことで自分の知識

の幅を広げられたり、自分の仕事の結果

が新聞記事になり達成感を感じられたり、

地域との繋がりも強く感じられたりと、日々、

やりがいや自分の成長を感じられるような

仕事です。

市野 貴幸
ICHINO   TAKAYUKI

PROFILE
【北海学園大学 経済学部 経済学科 卒】

平成28年4月 北海道財務局

総務部経済調査課 採用（現職）

私は、経済調査課で北海道経済の動向を調査する業務に携

わっています。財務局では、法人企業景気予測調査と法人企

業統計調査という大きく分けて２種類の経済調査を実施してお

り、財務省に報告した分析結果は政策立案等に活用されるた

め、とても重要な役割を担っています。調査業務では、実際に

企業に訪問し、幹部の方へヒアリングを行っており、今まで知

り得なかった業界の話をいただけるので大変面白く、勉強にな

ります。

四半期ごとに地域経済の動向をとりまとめている管内経済情

勢報告では、これまで雇用情勢や設備投資を担当し、現在で

は北海道観光や公共事業についての分析を担当しています。

特に観光という分野は、近年北海道を訪

れる旅行客が増加していることから北海

道経済において重要度が高いものとなっ

ています。情勢を把握するために、旅行代

理店や航空会社の方へのヒアリングや統

計資料から分析し、その結果報告を任せ

ていただけてとてもやりがいを感じていま

す。

寿 佳典
KOTOBUKI   YOSHINORI

PROFILE
【小樽商科大学 商学部 企業法学科卒】

平成26年4月 北海道財務局 管財部審理課 採用

平成28年7月 函館財務事務所財務課 (現職)

大竹 敏文
OOTAKE    TOSHIFUMI

PROFILE
【小樽商科大学 商学部 商学科 卒】

平成28年4月 北海道財務局

理財部特別主計実地監査官付 採用

(現職)

私が所属する特別主計実地監査官の主な業務の1つ

に、予算執行調査があります。これは、各省庁の予算執

行の実態を調査して改善すべき点等を指摘し、予算の見

直しにつなげる取組です。例えば、国からの補助金等を

財源として事業を実施している先に対して、書面による調

査やヒアリングを通じて事業の実施状況を把握して、事

業の問題点等を指摘するほか、優良な取組みを周知す

るなどにより、予算編成に活用しております。

入局して間もない私でも、自分が担当した案件

については調査先への依頼から調査結果の集

約・分析まで行うため、責任を伴う一方、やり遂げ

た時の達成感はひとしおです。

また、予算執行調査は、自分たちで調査事案を

提案して実施することがあるため、各省庁の事業

に対する意見・報道等も含めて広く情報収集し、

本当に必要な事業なのか、目的に沿って事業が

行われているかなどを考えて、提案を行っており

ます。

井上 雄太
INOUE YUUTA

PROFILE
【北海学園大学 経営学部 経営学科 卒】

平成24年4月 帯広財務事務所管財課 採用

平成27年7月 北海道財務局 総務部人事課

平成29年7月 釧路財務事務所財務課（現職）

政の仕事 済調査の仕事
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地域金融機関は、地域の発展において大きな役割を担っていま

す。具体的には、国民から集めた預金を原資に、地域経済（もしく

は地域社会そのもの）の発展に資する主体へ資金を融通するなど、

それぞれの地域に根差した業務活動が期待されています。

私が所属する金融監督第二課では、そういった地域金融機関

（特に信用金庫、信用組合）の経営の健全性、各種業務の適切性

が、法令等に照らして十分なものとなっているかについて、日々の

モニタリングを通じて実態把握しています。具体的な実務としては、

金融機関の決算状況に関するヒアリング調査や、定期的な各種調

査の取りまとめ、法令等の照会への対応など様々な業務に取り組

んでいます。

近年、金融を取り巻く状況は刻一刻と変

化し続けています。金融監督当局の一職

員として、常に学び自己研鑽していくこと

が求められますが、それだけ日々やりが

い・使命を感じながら業務に取り組むこと

ができています。
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私は現在、商品券やプリペイドカード、電子マネー等（以

下、伝わりやすいよう商品券と書きます）の検査を行う部署

にいます。

商品券の一番の特徴は、「商品の提供をする前に、先に

お金をもらう」ということです。

この特徴がある以上、商品券を提供する事業者の方々は、

気を付けるべきことが沢山あります。例えば、在庫商品券を

適切に管理しているか（盗まれたら不正に利用されたり、換

金されてしまう！）、商品券の信用を失わないよう管理体制

を整えているか、事業者に万一のことがあった際に払い戻

しができるよう措置を講じているか、等・・

私の仕事は、実際に事業者の方の元に赴

き、こういった事項一つ一つについて、議論

や実地調査を通じて検証することです。

時には、問題の本質を明らかにするため、

一つのトピックに対して何時間、何日も議論

をします。頭は疲れますが、相手先との間で

決着点が見えたときには、大きな達成感を

得られます。仕事を楽しい、と心から思える

瞬間です。

私は管財部審理課で徴収事務を担当しております。

国有地の売却代金や貸付料、国家公務員宿舎料等を

徴収するのが主な業務です。現金を扱うため、慎重か

つ正確に処理しなければならず、高額の契約の時はさ

すがに緊張します。

また、毎月の歳入実績の報告や、会計検査院への

計算書の作成などもあり、デスクワークが中心となりま

すが、現地での契約のための出張もありますし、監査

のため、道内の全事務所・出張所に出張することもあ

ります。課員が全道を回れるのは、管財部の他の課で

はなかなかないことだと思います。

国有財産業務は、統括官が行っている売

払い、貸付などの管理処分というイメージ

ですが、最後はしっかりお金を徴収し、歳

入として国に収めて完結となりますので、

地味ながらも重要な仕事だと思っておりま

す。

本野 大幹
MOTONO      DAIKI  

PROFILE
【北海学園大学 法学部 法律学科 卒】

平成28年4月 北海道財務局

管財部統括国有財産管理官付 採用

（現職）

私は現在、国有地等を個人の方や公共団体へ売払・貸付

する等の業務を行っています。身近な貸付先だと、札幌の中

島公園や羊ケ丘展望台等が挙げられます。

定期的に、以上のような国有地の現場に赴き、実際に自分

の目で見て、適正に国有地が使われているか等を確認して

います。このように外に出る機会が比較的多いことも魅力の

一つです。

また、入局1・2年目でも、電話でお客様からの土地照会に

対応したり、お客様と土地の売買契約を締結したりと重要な

業務を任されるので、無事終わった時には達成感があります。

その後も、自分が携わった土地に公共施

設が建っているのを見た際には、地域貢

献していることを肌で感じられ、とてもやり

がいを感じます。

職場環境については、みんなで助け合

う雰囲気があるため、休暇を取得しやすく、

ワークライフバランスを重視する方には最

適な職場であると思います。

皆さまも是非楽しい財務局生活を送って

みませんか？

濱田 空太郎
HAMADA    SORATAROU

PROFILE
【北海道大学 教育学部 教育学科 卒】

平成27年4月 釧路財務事務所管財課 採用

平成29年7月 北海道財務局

理財部統括金融証券検査官付

（現職）

髙橋 直子
TAKAHASHI   NAOKO

PROFILE
【藤女子大学 文学部 日本語・日本文学科 卒】

平成28年4月 北海道財務局

管財部審理課 採用（現職）

高橋 顕太郎
TAKAHASHI   KENTAROU

PROFILE
【横浜国立大学 経営学部 国際経営学科 卒】

平成28年4月 北海道財務局

金融監督第二課 採用 (現職）

融の仕事 有財産の仕事



　 　

北海道財務局の魅力は、若手の職員でも国レベルの仕事をすることがで

きる点だと思います。

私が所属する融資課では、財政融資資金に関わる仕事をしています。そ

の中でも、地方公共団体に財政融資資金を貸し付ける業務を担当していま

す。借入申込書類の提出を受けると、適切に予算措置がなされているかど

うかや、そもそも資金の貸付をしてよい事業なのかなど、様々なことを審査

します。審査に当たっては、専門的な知識が必要ですので、覚えることがた

くさんありますが、上司や先輩が優しくサポートしてくださるので、無理なく

業務を進めることができます。

また、入局1年目から担当事業（財政融資資金には学校、下水道、病院…

など複数のメニューがあります）をもち、億単位（！）の貸付をすることは責

任が伴いますが、その分大きなやりがいを感じながら業務を行っています。

やる気のある皆さまと一緒に働ける日を楽しみにしております！
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私は、国が所有している土地「国有地」を入札により売却する業務を主

に担当しています。入札では一つの売買契約で数十億円を動かすことも

あり、責任もありますが同時に大きなやりがいを感じることができる仕事

だと思います。

また、公務員はデスクワークばかりと思われるかもしれませんが、私の

所属する部署では現地調査をとても大切にしています。実際に現地へ行

くことでしか得ることのできない生きた情報があるからです。図面や資料

だけではわからない情報を探しに、道内各地へ行くことも私の楽しみの一

つです。

さらに、出張先で仕事の合間に急いでご当地グルメを食べたこと、繁忙

期の忙しさを一致団結して乗り越えたことなど、大変だったことも良い思

い出に変えてくれる仲間達もいます。

財務局はそういう組織です。

もし、皆様が将来の職場選択に悩んでいるのでしたら、選択肢の一つ

に財務局を検討してみてはいかがでしょうか。

- 8 -

財 務 局 の 魅 力 財 務 局 の 魅 力

PROFILE

【札幌大学 経済学部経済学科 卒】

平成28年4月 北海道財務局

管財部統括国有財産管理官付 採用 （現職）

山内 一政
YAMAUCHI ISSEI

PROFILE

【北海道大学 法学部法学科 卒】

平成28年4月 北海道財務局 理財部融資課 採用 （現職）

若手も大きな仕事ができる職場 楽しくやりがいのある業務と最高の職場環境

吉川 菜摘
YOSHIKAWA    NATSUMI



　 　

森 愛永
MORI MANAE

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。

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 （現職）

様々な業務を経験できる職場

財 務 局 の 魅 力

森 愛永
MORI       MANAE
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後藤 景子
GOTOH KEIKO

「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

平成29年7月 北海道財務局 総務部財務広報相談室広報相談係長

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。

現在は広報相談係長として、財務省・金融庁の施策、北海道財務局の業務の広報を担当しています。

北海道財務局の業務はもちろん、財務省・金融庁の施策を地域の皆様により広く深く理解していただく

ために、パンフレットやホームページ・ＳＮＳを作成したり、道内各地に赴いて、説明会や講演会を行っ

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、7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。

財 務 局 の 魅 力

女性が活躍できる職場

財 務 局 の 魅 力
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平成２８年度採用

●財務局の魅力は？

菊谷 ：財務局では、財政、金融等様々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。

坪山 ：地域に密着した活動を行う点も、大きな魅力です。地域の現状やニーズを捉え、地方創生のために地域と国家行政を

つなぐ役割を果たすのは、財務省の出先機関たる財務局ならではだと考えます。

後藤 ：財務局では財務局の仕事だけではなく、金融庁の仕事にも携われ、幅広い視野をもって働くことができます。

また、職場の雰囲気も良く気軽に相談できることも魅力だと思います。

●職場の雰囲気はどうですか？

古野 ：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もしていました

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。

森 ：上司との距離が近いため、困ったことはすぐに相談することが出来ます。私自身、入った当初は慣れないことや戸惑うこと

ばかりでしたが、上司や先輩に相談しながら、安心して仕事に取り組むことが出来ました。

服部 ：非常に風通しの良い職場だと思います。優しく的確に指導してくださる上司や先輩ばかりで、仕事に取り組みやすい環境

です。まだ初めてのことやわからないことが多くありますが、日々助けられています。

●財務専門官試験対策を教えて下さい！

奥寺 ：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とれるようになるまである程度時間がかかるため、早めに取り掛かりたいです。

菅野 ：就活は長距離マラソンです。走り方は人それぞれで、序盤に飛ばす人もいれば一定のペースで走る人もいます。

ひとつ大事なのは、まず、走り切ることです。勉強が足りないかも、なんて心配よりも途中で投げ出さないように自分に気を

遣うことから始めるといいと思います。

虎谷 ：専門記述試験の対策を十分にすることが大切です。択一試験と違い、知識を整理できていないと全く書けないので、テーマ

ごとに情報をノートにまとめ、あとは何度も答案を書く練習をするのがいいと思います。

森 ：財務専門官試験には択一試験の他、専門記述試験があります。なので、択一式の問題を解くときから、記述試験だったら

どう出るかを考えながら解くように心がけると、問題に対する理解がより深まると思います。

●休日の過ごし方は？

舟越 ：休日は、仕事中に気になった物件を見に行くという建前のもと、小樽出張所の管内をドライブします。

土地勘も覚えつつ、ぼーっとのどかな景色を眺めながら運転して、ストレス解消もでき一石二鳥です。

後藤：休日は、赴任先で知り合った友人とドライブしてご飯を食べに行ったりしています。

また、知人宅でバーベキューを行ったり、釣りをすることもあります。

菅野 ：休日は、自家用車でオホーツクの観光巡りをしています。

経済調査の業務に携わっていると、多方面から情報が集まり地域の魅力に気づかされます。

この時期（9月）は網走のヒマワリが満開を迎え、一面の黄色に圧倒されます。慣れない地での赴任となりましたが、

このような楽しみもあるので充実しております。

●勤務地での生活は？

真壁 ：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。

片木：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。

坪山 ：“観光の街”函館に住んでいるので、週末に歴史ある街並みや観光地を訪れています。今後は、管内のイベントや青森

など、函館に住んでいるから行きやすい場所にも行きたいです。

●仕事をするうえで心掛けていることは？

小島：手持ちの業務とその期日を全て付せん紙に書き出し、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。

虎谷 ：職員の方々と積極的にコミュニケーションをとりながら仕事をしています。今自分がどのような仕事をしているか等の情報を

先輩と共有することで、アドバイスももらいやすく効率的に楽しく仕事をすることができています。

服部：仕事が始まる前にやるべきことを整理し、大体の1日のスケジュールを思い描いてから仕事に取り組んでいます。

時には上司に相談しながら優先順位をつけ、見落としのないよう心掛けています。

古野 敬太
インタビュー

メンバー

真壁 拓也舟越 翔健

小島 明菊谷 静海

奥寺 大介

片木 俊介 服部 茉菜

虎谷 卓也

坪山 真樹

森 順紀菅野 涼介 後藤 瑞樹



中村 美沙
NAKAMURA  MISA

【北海道大学卒】
管財部

国有財産調整官付

入局１年目

財務局の将来を担う新人たち
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◆志望理由や最後の決め手は？

【司会】 司会の人事課張替です。皆さんよろしくお願い致

します。本日は、皆さんに色々とお話を伺いたいと思いま

すが、まず、皆さんが北海道財務局を志望した理由や最

後の決め手は何ですか？

【佐々木】 私は、北海道財務局のインターンシップに参

加したことをきっかけに、金融の業務に興味を持ち、北海

道経済に貢献したいと思いました。また、色々な課の方の

説明を聞いて、それぞれ関連した部分があると知り、キャ

リアが途切れない点も魅力でした。

【塩本】 私は、最初は地方自治体を志望していましたが、

より専門性のある仕事をしたいと考えるようになりました。

その中で、「財務専門官」は、業務が「財政・金融」に絞ら

れており、大学で経済を勉強していたことから、大学で学

んだ経済の知識を活かすことができるかなと思ったのが

きっかけです。最後の決め手は、職員の方の人の良さや

雰囲気の良さです。

【中村】 私は、最初に興味をもったのは、業務内容です。

決め手は、塩本くんと同じで、職員の方に丁寧に質問に

答えていただいたりと風通しの良い職場の雰囲気が感じ

られて、楽しく働けると思ったからです。

◆入局しての印象は？

【司会】 では次に、実際に入局してみての印象はどうで

すか？

【河合】 説明会で聞いた話や雰囲気と同じで、風通しの

良い職場ですね。上司の方も色々教えてくださいますし、

自分からも聞きやすい環境なので、ギャップがないですね。

また、私は、第3統括国有財産管理官という課で、国有財

産の売却や貸付等の業務をしていますが、契約で大金を

扱う時などは、社会人としての責任感などを実感しますね。

【絹川】 河合くんも言ったように、入局する前と後のギャッ

プは少ないですね。また、1年目から責任ある仕事を任せ

てもらえるという話を説明会等で聞いていましたが、本

当に任せてもらえるので、やりがいがあって嬉しいです

ね。

【佐々木】 私は、統括金融証券検査官という課で業務

を行っていますが、金融経験が長い相手方とやりとり等

をするので、相手方の情報を引き出すといった、社会人

として必要なスキル等が身に付き、早く成長していける

印象があります。

◆受験生へのメッセージ

【司会】 それでは、受験生の皆さんにメッセージをお願

いします。

【塩本】 仕事も大事ですが、一緒に働く人も大事なので、

説明会等で職場の雰囲気をつかんで、一番良いと思う

職場を見つけて下さい！

【絹川】 北海道財務局は入ってから後悔しない職場で

す！経済に関わってこなかった人は不安かもしれない

ですが、ここで働きたい思ったら、思い切って飛び込ん

でみて下さい！

【中村】 公務員試験の勉強も大変ですが、試験が終

わった時の達成感が得られるので、それを楽しみに頑

張って下さい！

【河合】 北海道財務局は、生き生きと働くことができる

職場だと思います！色々な人が助けてくれるし、やりが

いのある仕事なので、自信をもっておすすめします！

頑張れ受験生！！

【佐々木】 受験勉強は大変なので、息抜きしながら、頑

張って下さい！

【司会】 それでは、皆さん本日はありがとうございまし

た。

座談会 塩本 大徳
SHIOMOTO  HIRONORI

【北海道大学卒】
理財部

金融監督第一課

絹川 真由
KINUKAWA  MAYU

【北海道大学卒】
総務部

経済調査課

河合 総一郎
KAWAI  SOUICHIROU

【小樽商科大学卒】
管財部

第3統括国有財産管理官付

佐々木 健人
SASAKI  KENTO

【小樽商科大学卒】
理財部

統括金融証券検査官付

皆さんと一緒に働ける日を

楽しみにお待ちしています♪
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【清水】 私は、北海道財務局から関東財務局へ1年間出向し、

国有財産の現場を経験し、今年から財務省理財局に来ました。

現在、国家公務員宿舎に関する企画全般や全省庁・財務局の

宿舎計数の管理に携わっています。

【四釜】 私は、財務省主計局に出向してきました。現在は幹

部秘書として、日程管理や事務の補助をしています。国家予

算を司る主計局内の動きを肌で感じながら毎日業務を行って

います。

◆本省庁の経験を今後、どのように北海道財務

局で生かしていきたいですか？

【田中】 私の所属している部署には、弁護士、会計士、元証

券会社の人といった専門性の高い方がたくさんいて、様々な

知見が得られる環境です。そこで得た知見を北海道財務局の

職員にフィードバックし、刺激を与えられたらいいなと思ってい

ます。

【西脇】 本庁での業務は、判断することにスピード感が求めら

れるため、常に判断材料を広く持つよう心掛けており、その姿

勢を活かしたいです。

【藤平】 大小関わらず会議の運営には、スケジュール管理等

のほかにも、様々な部局との調整業務が発生します。北海道

財務局でも調整業務がありますので、東京で培った経験を活

かしていきたいと思っています。

【高桑】 効率的な予算執行を目指した調達を行っており、財

務省で学んだコスト意識を北海道財務局でも活かしたいです。

【清水】 財務省では、全国目線での業務に携われるため、北

海道財務局とは違った観点を得ることができます。ここで培っ

た観点を北海道財務局に戻った際にも活かしていきたいです。

【四釜】 財務省勤務で重要な「周囲との調整力」や「事務処理

のスピード感」は北海道財務局でも活かしたいなと思っていま

す。

【司会】 みんな、今日はありがとうございます。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ね！

（座談会終了後・・・）

【司会】 そうそう、今回の座談会の打ち上げも兼ね、秋に、出

向者で高尾山紅葉ツアーをしましょう☆

【四釜】 初めての高尾山。楽しみです♪

◆本省庁で携わっている業務について

【司会：園部】 若手の皆さん、今日は集まってくれてありがと

うございます。司会の園部です。私も、今年の7月に金融庁に

出向し、金融機関のモニタリング業務を行っておりますが、皆

さんは、今どのような業務を行っておりますか？

【田中】 私は、金融庁の証券取引等監視委員会で勤務して

います。投資家が公正な環境で取引ができるように、プロの

投資家や海外投資家がインサイダーや相場操縦といった不

公正取引を行っていないかを調査しています。調査した案件

の中には、大手証券会社に行政処分として多額の課徴金を

課すといったものもありました。

【四釜】 海外投資家も対象ということは、海外出張もあるので

すか？

【田中】 そうですね。海外投資家が調査対象の場合は、海外

当局と連携して調査します。実際、連携先の国へ出張し業務

も行いましたよ。

【西脇】 私も金融庁で勤務しています。現在の郵便貯金・参

事官室では、ゆうちょ銀行の監督業務を担当しています。経

営計画や決算状況、新規業務等のヒアリングの他、災害・報

道等の突発的な事案に対する情報収集・報告といった業務を

行っています。

【司会】 西脇くんの同期の藤平くんはどうですか。

【藤平】 私は、財務省の財務総合政策研究所で勤務してい

ます。世界各国から100名ほどが集まる国際会議や研究所内

で開催している研究会や研修の運営を行っています。国際会

議の運営では、海外出席者と直接メールでやり取りをすること

もあり、英語に触れる機会が非常に多く驚きました。

【四釜】 英語能力はどのように向上させているのですか？

【藤平】 省内には、様々な英語研修が用意されており、今後、

私も受講してレベルアップしようと思っています。

【司会】 今年、北海道出向者の会の幹事になりました高桑さ

んはどうですか。

【高桑】 幹事の高桑です。財務省の官房会計課で勤務して

います。役務契約の調達を担当しており、国際会議のロジ業

務や委託調査、庁舎管理に係る一般競争入札など、財務省

全般の様々な案件の契約手続きを行っています。財務省の

様々な動きに触れることが出来る点が魅力です。

【司会】 今年出向して来たお二人はどうですか。
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西脇 崇 高桑 唯 藤平 雅之 清水 睦子 四釜 早百合 田中 飛翔

金融庁監督局総務課 財務省大臣官房会計課 財務省理財局国有財産調整課 財務省主計局総務課財務省財務総合政策研究所

総務研究部

金融庁

証券取引等監視委員会



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。
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堀川 智子
HORIKAWA TOMOKO

PROFILE
【小樽商科大学 商学部 卒】

平成16年4月 北海道財務局 理財部融資課 採用

平成18年7月 北見出張所 管財課

平成20年7月 旭川財務事務所 理財課

平成22年7月 北海道財務局 総務部会計課

平成24年7月 北海道財務局 総務部人事課

平成25年12月 北海道財務局 総務部会計課厚生係長

（平成26年7月～ 育児休業取得）

就職先を選ぶ際、育児と仕事の両立について考える人は少

ないかもしれません。私が就職先を選ぶときにも、育児と仕

事との両立についてはほとんど考えませんでした。しかし、

実際に自分が出産し、育児をすると、育児と仕事との両立を

しやすい職場環境がいかに大切かを実感しています。

私は、平成26年に長女を出産し、育児休業中の平成28年に

長男を出産しました。そのため、平成31年3月まで育児休業を

延長し、トータルで5年近く職場を離れた後に復帰する予定で

す。

5年近くも休んだ後に復帰することに、私自身、不安もあり

ました。しかし、人事担当者が様々なことに親身に相談に

のってくれたことで、不安が大きく解消されました。また、

北海道財務局には、育児と仕事の両立の悩みを共有する職員

で構成されるワークライフバランス実態勉強会があります。

ワークライフバランス実態勉強会では、自分が抱えている課

題を話し、先輩職員の経験を聞くことで、不安が解消され、

とても勉強になりました。

このように北海道財務局には、育児と仕事の両立をしやす

い職場環境があり、さらにこれからも勉強会等を通じていい

方向へ変化していくと思います。育児をしている先輩職員は、

とても参考になるアドバイスをしてくれますし、心強い存在

です。

育児をしている心強い先輩職員がいて、育児と仕事との両

立をしやすい職場環境がある北海道財務局で、一緒に働いて

みませんか。

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

平成29年7月 金融庁監督局 地域銀行モニタリング分析官

（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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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、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

●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

換を行うことで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

課題提供 施策提言

人事課

メンバー参加

職員からの

メッセージ

職員からの

メッセージ

結婚
•結婚休暇の取得促進→目標:可能な限り該当職員の100％

出産

•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％

育児休業

•代替職員の確保

•育児休業中職員への職場情報等の提供

職場復帰

•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

子育て期間

•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

ライフサイクル
全般

•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

ＷＬＢ

推進プロジェクト

～仕事と子育て応援プランの概要～

子
育
て
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
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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

- 21 -

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る、内閣

府主催「東南アジア青年の船」事業に参加しました。

この事業では、国際社会が抱える諸問題をテーマにしたディスカッション活

動、各訪問国での政府要人への表敬訪問、様々な社会問題に取り組むNGO

団体等への視察、そして現地青年との交流を行いました。

私はここで得た気付きや経験を通して様々な物事に対する視野を広げ、自

分自身の実践力や発信力を高めて、将来財務局行政、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います。

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。

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

（平成28年11月 公認会計士試験最終合格）

平成29年7月 北海道財務局 理財部理財課証券監査官 (現職)

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

(平成28年10月～平成28年12月

「東南アジア青年の船」海外出張)

平成29年7月 財務省 国際局総務課経理係 (現職)

国内留学制度

海外研修制度

キャリアサポートシステム

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。
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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（多肢選択式）：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）

知識分野13題

（自然・人文・社会 ※時事含む）

【専門試験（多肢選択式）：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】

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（多肢選択式）140分

•専門試験（多肢選択式）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。

皆さんと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

財務局のネットワークを活かし「産官学金」等多種

多様な関係者に参加いただき、北海道の実情に即し

たテーマについて、横断的な意見交換の場を設定し、

地域活性化に向けて情報の共有化、連携を図ってお

ります。

●ツナガリＰＴ

中堅・若手職員による地域連携推進プロジェクト

チーム「ツナガリPT」（正式名称：地域との繋がり発掘

プロジェクトチーム）は、地域の皆様と「ツナガリ」を構

築し、「子育て世代に向けた情報発信」として子育て

サロンやイベントに伺ってお話しさせて頂くなど、自発

的・継続的に活動を行っています。

●財政教育プログラム

財務局では、小・中・高校生へ「財政教育プログラ

ム」を実施しています。

日本の財政について興味を持ってもらい、財政を自

分達に関わる問題としてとらえ、自分達の国の将来

について考えるために、アクティブラーニングを取り入

れたプログラムを実施しています。

具体的には、当局の職員が講師として実際に学校

に赴く出張授業スタイルで、グループワーク（予算シ

ミュレーションなど）や講師との意見交換等も行う双

方向の授業としています。

●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。

過去５年間の採用実績

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

42 15 57 94 44 138 96 50 146 104 50 154 93 44 137

3 0 3 4 3 7 9 1 10 11 3 14 8 3 11

平成28年 平成29年

全国財務局

うち北海道財務局

平成25年 平成26年 平成27年


