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地域経済を支える北海道財務局
財務省北海道財務局の最大のミッションは、北海道の経済基盤を支
え、北海道全体を活性化していくことです。
北海道財務局は、北海道における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、金融、経済調査に
関する施策を実施しています。
また、財務省や金融庁の施策を地域の皆さまにお伝えするとともに、
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

財務省北海道財務局長
志 村 仁

迅速に伝達することで、効果的な施策の形成に寄与しています。

局
我々は、財務省・金融庁の施策の担い手として、また、国と地域をつな
ぐ架け橋として、日々業務に邁進しているところであります。
国家公務員としての使命感を持って職務を遂行するとともに、地域の
実情及びニーズを的確に把握し、北海道経済の活性化、ひいては、豊
かな日本の未来を、ともに築きあげていきましょう。
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［ 財務専門官採用試験 ］

北海道財務局は、「財務専門官採用試験」合格者から採用予定者を決定します。

北海道財務局の使命
Our Mission

＜ 国と地域と財務局の関わりを示す図 ＞
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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
行しています。
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組織図

函館財務事務所
旭川財務事務所
釧路財務事務所

北海道財務局 （札幌：本局）

帯広財務事務所
小樽出張所
北見出張所

北海道財務局は、札幌を本局として４か所の財務事務所（函館市・旭川市・釧路市・帯広市）、２か所
の出張所（小樽市、北見市）のネットワークで構成されています。

経済調査の仕事

財政の仕事

・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）

・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

金融の仕事

・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）

・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

近年の経済情勢の変化によって、地域における財務局の役割は、より重要なものとなっております。
北海道財務局では
・国の立場から北海道の経済活性化に貢献したい
・財政や金融のプロフェッショナルになり、自分を成長させたい
・プライベートとの両立を図りながら充実した毎日を送りたい
と考えている方を求めています。ぜひ「財務専門官採用試験」にチャレンジしてください。
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北海道財務局の

業務紹介

◆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

◆災害の立会い （道南方面）

財政の仕事

Ｐ５

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。
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。

国有財産の仕事

Ｐ６

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、羊ケ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。

金融の仕事

Ｐ７

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。

経済調査の仕事

Ｐ８

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。
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財政の仕事
国の予算に貢献！
私が所属している特別主計実地監査官では、国の財政
に関する仕事をしています。具体的には、予算執行の実
態を調査し、必要性・有効性・効率性の観点から改善す
べき点を指摘して予算の見直しにつなげていく「予算執行
調査」や、公共事業の実施箇所について必要性や緊急性
の観点から情報収集や現地調査を行い、財務省主計局
に報告する業務などを行っています。
いずれの業務も、地方の財務局が国の「予算」に対して
貢献できる仕事であり、大きなやりがいを得られる仕事で
す。
また、業務を通じて見識を広められることも、この仕
事の大きな魅力の一つです。

細川 慶和
HOSOKAWA YOSHIKAZU

PROFILE
【北海道大学
平成18年4月
平成26年7月
平成27年7月
平成28年4月
平成29年7月

経済学部

卒】

国の予算が私たちの身近なところで、様々な形
で使われています。「予算執行調査」では、様々
な分野の事業を調査する中で幅広い知識を得ら
れるほか、調査先への実地調査を通じて多様な
意見を聞くことで、自らの視野の広がりを実感で
きます。
自身の成長にも繋げられる仕事、是非一緒にし
てみませんか？

帯広財務事務所 財務課 採用
釧路財務事務所 管財課調査主任
北海道開発局 開発監理部開発計画課地域経済係長
北海道開発局 開発監理部開発計画課開発計画専門官
北海道財務局 理財部主計実地監査官（現職）

地方公共団体の財政を支援
私は、地方公共団体などが行う社会資本の整備（学
校・病院の建設、下水道の整備など）や、災害復旧のた
めの資金として財政融資資金を貸し付けるなどの融資
業務を担当しています。
融資業務では、借入申込の妥当性を審査し貸付を実
行するとともに、貸し手の立場から地方公共団体の財政
状況を定期的に確認し、その結果である「診断表」を交
付することで、財政健全化に関する情報提供や財政運
営で今後注意すべきことなど認識の共有を図っていま
す。

畑中 良太
HATANAKA RYOUTA

PROFILE
【小樽商科大学 商学部 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付 採用
平成29年7月 小樽出張所 財務課（現職）
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管内における平成29年度新規貸付額は、104
億円です。当所では融資業務を2人で担当してお
り、1人が扱う金額はとても大きいです。その分、
慎重に審査を行う必要があり、神経を使う面は
ありますが、学校や病院が建設され地域の方々
が利用している姿など、仕事の結果が目に見え
るので、やりがいを感じています。
このほかにも財政融資資金の活用事例が財務
省・財務局のホームページに掲載していますの
で、興味がある方は是非ご覧ください。

国有財産の仕事
「現地主義」
私は現在、一般の個人や企業、地方公共団体等に国有財産
（主に土地）を売却、貸付等を行う業務を行っております。イ
メージとしては国の不動産屋さんのようなものです。
国有財産業務の特徴の１つとして「現地主義」であることが挙
げられます。国有地の使用状況の確認や売却可能な土地なの
かを判断するために、定期的に現地へ出向き、調査を行いま
す。このようにアクティブな側面があることも国有財産の業務の
魅力の一つだと思います。

河合 総一郎
KAWAI

SOUICHIROU

PROFILE
【小樽商科大学

商学部 卒】

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、土地の売買契約を締結したりと重
要な業務を任されます。自分の手がけた案件が契約
締結に至り、お客様から「ありがとう」と言われるときは
本当にやりがいの感じる瞬間です。
財務局全般に言えることですが、とても働きやすく、
風通しの良い職場であると思います。皆様と一緒に働
ける日を楽しみにしております。

平成29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）

知識の幅が広がる！
私は、十勝管内の国有財産の管理処分業務に携
わっています。
主な業務は、国有財産（国が所有する土地など）を必
要とする人や企業、地方公共団体等に対し、売払・貸
付等を行うことです。
管財課の仕事は、多くの人と関わることができます。
国有財産に関する相談は多岐にわたり、相談者の年
齢や職業も様々です。相談に来るお客さんと会話をす
ることで、時には自分の知らない知識を教えてもらうこ
ともあり、知識の幅が広がりとても面白いです。

虎谷 卓也
TORATANI TAKUYA

PROFILE
【北星学園大学

文学部

卒】

また、管財課の仕事は外勤が多いのが特徴的です。
例えば、国有地を買いたいお客さんが相談に訪れた
場合、実際に国有地を売却する前に、現地調査をす
ることが多いです。国有地の現況がどうなっているか、
そもそも売払の相手先として適切かなどを実際に国
有地に赴き、目で見て判断の材料にするためです。
国の財産を売って収入を得るということには責任が
伴いますが、とてもやりがいのある仕事だと思います。

平成29年4月 帯広財務事務所 管財課 採用（現職）
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金融の仕事
国民の生活を支える
金融監督業務を担当している部署では、金融システムの
安定と金融仲介機能の発揮、利用者保護と利用者利便の
確保などのため、国民の生活に密着した公共性の高い
サービスを提供している地域金融機関が適切に業務を行っ
ているかについて監督しています。
具体的には、金融機関の役員からの直接のヒアリングや
財務データの分析、各種届出・報告書の確認などにより、
法令に則って健全な経営を行っているか、企業などの顧客
に円滑な資金供給を行っているかについて日々検証してい
ます。

後藤 友城
GOTOU

適切な監督業務を行うためには、金融経済や
各種法令、財務会計など幅広く高度な専門知
識の習得のほか、金融業界・経済の動向の把
握など、自己研鑽を絶えず続けることが求めら
れます。
国民の生活を支える業務であるという責任は
軽いものではなく、自己研鑽を続けるのも容易
ではありませんが、自分の努力が成果につな
がる実感を得ることができる職場です。
ぜひ一緒に働きましょう！

TOMOKI

PROFILE
【小樽商科大学大学院 商学研究科 修了】
平成12年4月
平成14年7月
平成16年7月
平成18年7月
平成19年7月
平成22年7月
平成23年7月
平成24年7月
平成26年7月
平成29年7月

北海道財務局 理財部理財課 採用
金融庁 総務企画局市場課
金融庁 監督局銀行第一課
北海道財務局 理財部統括金融証券検査官付
北海道財務局 理財部金融証券検査官
帯広財務事務所 理財課調査官
帯広財務事務所 財務課調査官
北海道財務局 総務部経済調査課調査官
北海道財務局 理財部検査総括課金融証券検査官
北海道財務局 理財部金融監督第二課調査官 (現職）

金融のプロと議論を重ねて
金融機関はどのようにビジネスを行っているかご存知でしょうか。
金融機関は、我々国民から資金を預かり、預かった資金を融資(個人
や企業などにお金を貸すこと)や、市場運用(国債や株などの有価証券)
で運用し、収益を上げています。こうした運用は、融資をした企業が倒産
したり、有価証券で損を被るなど、我々国民の預金を元にした資金が少
なからず傷つくリスクを抱えています。
私の所属する部署では、道内の信用金庫・信用組合などに立ち入り、
金融機関のリスク管理方法や、管理態勢の十分性を検証し、相手と議
論を行います。もし、リスクの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、改善を促しています。

佐々木 健人
SASAKI KENTO

PROFILE
【小樽商科大学 商学部 卒】

当然、金融のプロを相手にするため、業務上相応の
知識と努力が必要になります。しかし、相手のために、
必死に頭を使い、伝え方を考え、最終的に相手方の
状況が改善したり、感謝されたときは、大きなやりが
いを感じることができます。

平成29年4月 北海道財務局
理財部統括金融証券検査官付 採用
平成30年7月 北海道財務局 理財部検査総括課（現職）
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経済調査の仕事
北海道の経済動向を調査
私は北海道経済の動向を調査し、財務省へ報告及び世間
に公表する業務に携わっています。
法人企業景気予測調査と法人企業統計調査という２種類
の経済調査は、当課で回収・審査した調査票が集計されて
統計の数値となり、その数値を用いて経済動向を分析した
結果は政策立案等に活用されるため、非常にやりがいを感
じます。
四半期ごとに北海道の経済動向をとりまとめている管内経
済情勢報告は、課のメンバー各々が担当項目をもち、ヒアリ
ングや各種経済指標の分析、資料の作成を行います。

絹川 真由
KINUKAWA MAYU

PROFILE
【北海道大学

法学部

卒】

配属１年目から「個人消費」などの項目を一人で担当
することとなるため、当初は不安しかありませんでした
が、上司や諸先輩方のサポートにより段々と安心して
業務に打ち込むことができるようになりました。
配属２年目の現在は「観光」などの項目を担当してお
り、各事務所・出張所の同期とも連携を図りながら、北
海道全体の経済情勢を把握するよう努めています。

平成29年4月 北海道財務局
総務部経済調査課 採用（現職）

「生の声」を基に分析！
私は渡島・檜山管内の調査を担当しています。
特に観光・水産業で知られる地域ですが、様々な
課題を抱えています。その現状を、①統計資料等
の「データ」と、②スーパーや観光施設、金融機関
など、様々な業種の方からヒアリングした「生の声」
を基に分析し、発信する。数字でわかることと、数
字だけではわからないことを伝える。それが経済調
査です。
ヒアリングは、企業の幹部の方とお話しするので、
日々の準備は緊張感を要します。一方、大切なの
は「人と人」の関係ですから、より良い関係作りが
重要です。また、ヒアリング先の方にとっても有益
な時間とする努力が欠かせません。日々是勉強で
す。

地域の幅広い業種の方の話を聴くことや、地
域のイベントに参加することで、見識が広がる。
自分なりに地域の魅力や課題を考えた結果得
た「気付き」や「発見」を、次のヒアリングに還元

坪山 真樹

するなど、自分の成長を感じながら、誇りを

TSUBOYAMA MASAKI

持って取り組める仕事が経済調査だと考えて

PROFILE
【小樽商科大学

商学部

います。

卒】

平成29年4月 函館財務事務所 財務課 採用 （現職）
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試験対策を教えて！

試験対策を教えて！
•長期間勉強するので、モチベー
ションをいかに維持するかが重
要だと思います。自分の場合は、
志望先の説明会等に繰り返し参
加し、将来そこで働くイメージを
持つことでやる気につなげてい
ました。

•公務員の仕事の中で財務局を志望
する理由を明確にし、自分の軸を作
ることで、面接でうまく話せたのでは
ないかと思います。そのためにホー
ムページやニュースなどで、財務局
の仕事について色々と調べました。

石井

彩織

ISHII

SAORI

髙橋

財務局の魅力は？

朋大

勤務地での生活は？

TAKAHASHI TOMOHIRO

平成30年3月 北海道大学
文学部 卒

かシ
一らス
のタ
言 ー

•休む時は休み、働くときは働くとメリ
ハリをもって仕事ができるところです。
忙しい時期もありますが、自分で計
画を立て、休みをとることができる
環境があるので、気持ちを切り替え
ながら業務に励むことができます。

平成30年3月 北海学園大学
経済学部 卒

かブ
一ら ラ
のザ
言 ー

石井さんの印象を一言でいうと、とに
かくポジティブ！
気遣いもできて、時折助けられてお
ります。

•函館で生活することも一人暮らし
をすることも初めてなのですが、
仕事終わりに上司の方にご飯に
連れて行っていただくこともあり、
毎日楽しく過ごしています！！

函館管財課・高橋ブラザーズの“細
い方”こと朋大くん。入局後まもなく
様々な業務にチャレンジしています。
これからも切磋琢磨していきましょ
う！
“太い方”の顕太郎より。

入局2年目 服部茉菜

入局3年目 高橋顕太郎

入局１年目職員にインタビュー！

with ブラザー ＆ シスター

試験対策を教えて！
試験対策を教えて！
•面接や職場訪問では、まるで暗
記したかの如く拾った知識を並
べて話すよりも、自分の思いを自
分の言葉で話すことが大事だと
思います。 今思えば,私の時は
楽しくお話しした記憶が強いです
(笑)

•教養科目では数的処理、専門科
目では民法・経済学・行政法の
マスターが一番の近道です。ま
た、公務員試験は長期戦かつ勉
強科目が多いので、適度にリフ
レッシュすることも重要です。

谷口

摩利香

仕事における心構えは？

TANIGUCHI MARIKA

平成30年3月 小樽商科大学
商学部 卒

名児耶

亮太

財務局の魅力は？

NAGOYA RYOUTA

•積極的に取り組むことです。分
からないことがあれば通達や六
法・マニュアルで調べたり、上
司・先輩に相談し、仕事が滞って
しまわないよう気を付けています。

平成30年3月 北海道大学
経済学部 卒

かブ
一ら ラ
のザ
言 ー

いつも明るくハキハキしている谷口さん。初め
ての仕事でも積極的に行動しており、感心して
おります。
当課の戦力としてどんどん成長していってくれ
ればと思います。

入局2年目 河合総一郎
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•職場環境の良さだと思います。
特に先輩方は優しくフランクに話
し掛けて下さる方が多く、いつも
気持ちよく働くことができていま
す。私の所属する管財部では、
職員同士の笑い声がよく聞こえ
てきます。

既に風格を感じられる名児耶君。私と課は違う
のですが、いつも楽しそうに仕事をしているとい
う印象です。
私を含め、引っ張っていってくれる存在になって
くれればと思います。

試験対策を教えて！

試験対策を教えて！

•過去問演習が最も大切だと思いま
す。過去問は膨大にありますが、試
験で問われやすいポイントを何度も
繰り返し解くことで、合格点に達する
ために必要な知識の定着を図るこ
とができると思います。

•択一試験では問題数の多い科
目が苦手にならないように勉強
する。専門記述試験の法律科目
では答案を見て、どのような構成
で書いているかを見ると、答案が
書きやすくなると思います。

佐野
SANO

由昴

勤務地での生活は？

YOSHITAKA

平成30年3月 北海道大学
法学部 卒

•初めての一人暮らしということも
あり、常に新しい発見があり、新
鮮な気持ちで過ごしています。こ
れからは、流氷を見に行って、オ
ホーツクを満喫したいです。

ハキハキとしたあいさつにシャキッと
した態度。新人としてとても訓練され
た方だと思います。そんな彼のブラ
ザーになりましたが、情けない姿を
見せないよう自分も精進します。

かブ
一ら ラ
のザ
言 ー

阿部
ABE

仕事における心構えは？

眞尊
MASATAKA

平成27年3月 北海道大学大学院
理学院数学専攻 修士課程 修了
（平成30年3月 博士課程単位取得退学）

•手持ちの業務を付箋紙に書き出し、
見える位置に貼っています。優先順
位が大切であるため、付箋紙の色
を分けて貼ったり、時には上司に相
談したりすることで、効率的に仕事
を行えるよう心掛けています。

全国の同期の中から「笑顔が素敵
な男性」第２位に選ばれるほどの笑
顔力を持つ阿部さん。どんな時もに
こにこ穏やかに業務に取り組む姿勢
を、私も見習いたいと思います！

入局2年目 菅野涼介

かシ
一らス
のタ
言 ー

入局2年目 絹川真由

➢ブラザー・シスターとは・・・
入局後、「ブラザー・シスター」と呼ばれる年齢の近い先輩職員が、マンツーマンで職場マナーなど基本的な業務を教えるほか、疑問・悩
みに対して適切なアドバイスをすることで、新人職員がより早く職場に適応できるようサポートしていく制度です。

試験対策を教えて！

試験対策を教えて！
•財務専門官試験には専門記述
試験があります。いくつかの科目
から選択することができるので、
複数の科目の対策をしておくと
本番でも心に余裕を持って挑め
ます。

•数的処理と文章理解は毎日解い
ていました。専門科目は過去問
の全部の選択肢を完璧にする意
識で何周もしました。面接前は
「一番伝えたいことは絶対伝えよ
う」とだけ考えていました。

宮本

あすか

MIYAMOTO ASUKA

平成30年3月 小樽商科大学
商学部 卒

努力家で勉強熱心な宮本さん。仕
事も頑張りながら、習い事のピアノ
を続けていることに感心します。締
切に間に合うよう走っている姿をよく
見るけど、転ばないように気を付け
てね！！

職場の雰囲気は？

徳長 拓門

職場の雰囲気は？

TOKUNAGA TAKUTO

•はじめはとても緊張していたので
すが、職場の皆さんがあたたかく
迎えてくださったためすぐに安心
感を抱くことができました。また、
頑張りたいと思う人が全力で頑
張れる雰囲気があると思います。

かシ
一らス
のタ
言 ー

平成30年3月 弘前大学
教育学部 卒

とっても頑張り屋さんな徳長君、通
称「徳ちゃん」は若手きっての大酒
豪。自宅にウィスキーボトルをキー
プするほど。
一緒に働くのも縁なので、飲み会で
も親交を深めたいです！

入局2年目 中村美沙

•職場には頼もしい先輩方ばかり
です。私はまだまだ力不足でわ
からないことが多くありますが、
先輩方は私が困っているときは
いつも助けてくれます。

かブ
一ら ラ
のザ
言 ー

入局2年目 森順紀
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財
Hokkaido Local Finance Bureau

北海道財務局
職員の声

務

専

門
財政・金融のプロフェッショナルへ

官

の
CONTENTS
◆財務専門官のキャリアパス・・・・・・・・P12
◇若手職員からのメッセージ・・・・・・・・・P13
◆先輩職員からのメッセージ・・・・・・・・・P15

キ

ャ

◇本省出向者からのメッセージ・・・・・・・P17

リ

ア

パ

ス

財務専門官採用試験合格
採用決定

財

務
専

財務局

地方基礎研修

幅
広
い
業
務
経
験

財務省

金融庁

基礎研修

配属別転課者研修

係 員
海外研修

国内外留学

本省係員

庁係員

本省係長

庁係長

本省補佐

庁補佐

国際財務理論研修
不動産鑑定理論研修

門
官

通信研修

８～９年目

専
門
家
育
成

適
性
検
証
・

実務研修
地方実務研修

の
キ
ャ

リ
ア

係長級
高等理論研修

新任上席クラス研修

指
導
力
・
調
整
力
発
揮

補佐級
（上席官級）

新任課長クラス研修

管理監督者研修

本局課長

他財務局課長

主要課長クラス研修

パ

ス

上級管理セミナー

中央研修

地方研修

部長
財務事務所長
等
（注）現在の財務局Ⅱ種職員を例にした昇進モデルであり、本人の能力や経験、勤務成績等によって昇進することになります。
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若手職員からのメッセージ
私は、財政・金融を専門として地域に貢献するという業
務内容や、業務説明会で実感した職場全体の温かい雰囲
気に魅力を感じ、北海道財務局を志望しました。
実際に働いてみて、国の予算の執行状況の調査を担当
させていただくなど、１年目の新人でも国の予算編成に関
わるような仕事に携われたことにやりがいを感じました。も
ちろん、業務を進めていく中でつまずくことも多々ありまし
たが、そのたびに上司や先輩から丁寧かつ的確な助言を
いただき、業務をやり遂げることができました。

清水 亮佑
SHIMIZU RYOUSUKE

PROFILE
【北海道大学

文学部

卒】

平成30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）

国の立場から大きな仕事に携わることができるのは財
務局の魅力の一つですし、それを後押ししてくれる職場
の風通しの良さも大きな強みだと感じています。
また、終業後には同期や友人と飲みに行ったり、休日に
は局内の野球部の活動に参加したりと、職場以外でも充
実した生活を送ることができています。
仕事もプライベートも充実させたい！という皆様、ぜひ
一緒に財務局で働いてみませんか？

私が北海道財務局を志望した理由は、職場の雰囲気の
良さです。説明会では、職員の方と接する機会が多く設けら
れており、アットホームな職場であるということを肌で感じる
ことができました。また、業務説明も丁寧で、「この職場で働
く」ことを明確に思い描けたのが、大きなきっかけだったと思
います。
入局後2年間は融資課でお
世話になり、初めての異動で
北見出張所の総務課に配属
されました。生まれ育った札
幌市から離れることに、とて
も不安を感じていましたが、
優しく指導してくれる上司や
先輩に囲まれながら、日々業
務に取り組んでいます。業務
時間後は職員の方々とお酒
を飲んだり、休みの日は旅行
にいったり、公私ともに充実
した日々を過ごしています。

進路について悩まれている方は多いと思いますが、こ
のパンフレットを読んで、北海道財務局に少しでも興味を
持っていただけたらとても嬉しいです(^^)
みなさまと一緒に働ける日を心待ちにしています！
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吉川 菜摘
YOSHIKAWA NATSUMI

PROFILE
【北海道大学 法学部 卒】
平成28年4月 北海道財務局 理財部融資課 採用
平成30年7月 北見出張所総務課 （現職）

若手職員からのメッセージ
就職活動中、漠然と公務員を志望していた私ですが、北海道
財務局を選んだ決め手は、職員の人の好さです。
説明会等で見た当時の人事課の方々は常に笑顔で対応も優し
く、雰囲気の良い職員に知らぬ間に惹かれていきました。
入局から２年目となりますが、現在業務としている金融の世界
は深く、難しく感じることも多々あります。
しかし、専門的な知識が最初からなくとも上司がきちんと指導し
ますし、歳の近い先輩が自分の仕事を見守る「ブラザー制度」が
この職場にはあります。

塩本 大徳
SHIOMOTO HIRONORI

PROFILE
【北海道大学

経済学部

卒】

平成29年4月 北海道財務局
理財部金融監督第一課 採用（現職）

入局前に想像していた職場のイメージと変わらず、温かい
雰囲気の中、安心して業務に取り組めています。
業務後や休日の活動としてバドミントン、テニス、野球等の
サークル活動も盛んです。野球初心者の私ですが、ここでも上
司が丁寧に投球、バッティングを指導してくれます。今のところ
試合にも出してもらえています。公私ともにのびのびと過ごせ
る職場です。
入局以来3年間、金融検査及び地方公共団体向け財
政融資に携わりました。そのほか、経済調査や国有財産
管理など、北海道財務局には一見つながりの見えない
多種多様な業務があります。これらの業務をつなぐ共通
点は、地域経済に必要不可欠な方々と同じベクトルで仕
事ができるということだと思います。

鈴木 裕介

北海道財務局は財務省の出先機関であり、地域の現

SUZUKI

状や課題、要望などを広く収集・分析することができる組
織です。地域の中で生活し、地域の方々と話し合うことで、
北海道とはどういうところなのか、地域経済ではどのよう
におカネが動いているのか、各産業はどのように連関し
ているのか、地域をより活性化させるためには何が必要
なのか、といったことについて日々業務を通じて向き合っ
ております。
これらの問いを考えていくには、広い視野、総合的な分
析力、そして北海道に対するまっすぐな熱意が必要です。
ともに北海道の「これから」に携わってみませんか。
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YUUSUKE

PROFILE
【北海道大学

経済学部

卒】

平成27年4月 北海道財務局
理財部統括金融証券検査官付 採用
平成29年7月 釧路財務事務所財務課 （現職）

先輩職員からのメッセージ

主 な 経 歴
【北海学園大学 法学部 卒】
平成 6年4月 北海道財務局 管財部普通財産調整課 採用
平成13年7月 旭川財務事務所管財課国有財産管理官
平成14年7月 金融庁 監督局証券課総務係長
平成15年7月 金融庁 監督局証券課証券業第五係長
平成17年7月 金融庁 監督局総務課運営管理機関係長
平成19年7月 金融庁 証券取引等監視委員会事務局証券検査課企画係長
平成21年7月 北海道財務局 理財部金融監督第二課調査官
平成24年7月 金融庁 証券取引等監視委員会事務局証券検査官
平成27年7月 北海道財務局 理財部金融監督第一課上席調査官
平成29年7月 北海道財務局 証券取引等監視官室 上席証券検査官 （現職）

和田 実
WADA MINORU

連環の一端を担うということ
数年前、ある金融関係の会議を開催することになり、そこで複数の中小企業経営
者にプレゼンを依頼することに。
担当だった私は、某経済団体に中小企業の実状を発信して頂ける方の紹介を依頼

しました。
「会議まで日が浅い中恐縮ですが、ご対応頂ける方をご紹介願いたいのですが･･･」
すると数時間後、担当者から「先方とアポイントを入れるので、これから来てもらえ
る？私も行きますよ。その方がいいでしょ。財務局さんには色々とお世話になってい
るので。」と。

その後、その担当者と相伴って２社の経営者にお会いし、快諾頂きました。
私の担当業務では、その経済団体にはお願い事ばかりで、他課がいい仕事をした
結果を私が享受できたようです。

財務局の業務内容は多様で、各業務の関連性が低いものも多いのですが、
各業務を通じて得られる人的関係は財務局共通の財産です。自分もいい仕事
をし、評価され、結果、他部課の業務が円滑に進むようになればいい。今はそう
した連環の一端を担うという意識を大事にして業務に取組んでいますが、正直、

若輩の頃にそうしたことを意識することはありませんでした。
この職場が育ててくれているのだと思っています。
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先輩職員からのメッセージ

主 な 経 歴

【北海道大学
平成15年4月
平成17年7月
平成19年7月
平成21年7月
平成23年7月
平成24年7月
平成26年7月
平成28年7月
平成29年7月

経済学部 卒】
北海道財務局 総務部会計課
小樽出張所 管財課
北見出張所 財務課
北海道財務局 管財部統括国有財産管理官付
釧路財務事務所 管財課
小樽出張所 総務課合同庁舎管理係長
帯広財務事務所 総務課経理係長
帯広財務事務所 総務課総務係長
函館財務事務所 総務課企画係長 （現職）

中田 さよ
NAKATA

SAYO

多様な業務経験を経た、いま
財務局の業務は多岐に渡ると採用パンフレットにもよく書かれてい
ることですが、本当にその通りだと身をもって実感しています。
北海道財務局に入局してから15年が経過しますが、その間、国有財
産・金融監督・経済調査等様々な業務を経験し、今は企画係長として、
財政や金融に関する講演会や地方創生に関するフォーラムの開催等
を企画・実施する仕事をしています。
様々な業務を経験するとともに、転勤も経験してきました。見知らぬ
土地に転勤することに最初は戸惑いもありましたが、その土地ならで
はの良さを実際に住むことで感じることができ、それが地域のために
何かしたいという今の仕事のモチベーションにも繋がっています。

仕事以外では、休暇を取りやすい雰囲気の職場であり、私もよく有給休暇を取得して、

趣味に没頭する時間を作っています。
また、女性で言えば、出産後も育児休暇や時短勤務を利用して働き続ける方がとても

多く、女性が働きやすい環境が整っていると思います。
公私ともに充実した生活を財務局で送ってみませんか？
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本省出向者からのメッセージ

ＰＲＯＦＩＬＥ
【中央大学 経済学部 卒】
平成26年4月 北海道財務局 管財部統括国有財産管理官付
平成28年7月 財務省大臣官房会計課

高桑 唯
TAKAKUWA YUI

私は現在、大臣官房厚生管理官付で財務省職員の福利厚生関係の業務に携わっています。財務省共済組合本省支
部では組合員の相互扶助を目的に共済事業を行っており、私の所属する係では本省職員約2,000人の医療費の支払や年
金・保険関係を所掌しています。出産や育児休業にかかる給付金の支給も担当しており、財務省ではこうした福利厚生制
度が整っているので職員のみなさんも安心して働く事が出来ます。
以前は、大臣官房会計課で契約事務を担当しており、G20といった国際会議のロジの入札等、本省ならではの貴重な経
験をする事ができました。

霞が関で働くとなると、激務なのではと心配している方
もいらっしゃるかもしれません。もちろん繁忙期には帰りが
遅くなることもありますが、休める時にはしっかり休もうと
いう雰囲気があるので、年次休暇を利用して各地へ旅行
に出掛けたり、オンオフ切替えた生活を心掛けています。
また、北海道を離れて3年目になりますが、同じ北海道財
務局出身者で集まる機会も多く、BBQやスノーボード旅行
などプライベートでも楽しく過ごしています。
地域に根ざした仕事ができる事が財務局の一番の魅力
だと思いますが、本省での仕事はとても勉強になることが
多く、財務局に戻ってもきっと活かすことが出来ると感じて
います。
みなさんもぜひ財務専門官として、一緒に働きませんか。
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キャリアサポートシステム

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

研 修
＜中央研修＞

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。

■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。

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。

■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。

＜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。

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

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

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！

＜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。

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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国内留学制度
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。

加納 正貴
KANOU MASAKI

PROFILE

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。

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 北海道財務局 総務部主計課
（ 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)

海外研修制度
私は、財務局職員として、平成30年2月下旬から約10日間、アメリカのワシントン
D.C.及びニューヨークへ渡り、国際財務理論研修を受講しました。
本研修では、事前に20日間程度の国内研修があり、国際的な会計分野に関連し
た講義を受講しています。アメリカでの10日間では、普段の業務や国内研修で興
味を持ったテーマや事案について、実際にアメリカの国際機関(IMFやIBRD等)や金
融機関、監査法人で働く方々に直接話を伺うことができます。ワシントン・ニュー
ヨークという、世界政治・経済の中心地の雰囲気を肌で感じることができ、大変刺
激を受けた研修でした。

花井 志朗
HANAI SHIROU

私自身の話をすると、決して特別英語ができるわけではないですが（海外渡航自
体ほぼなく、英語は大学の教養以来でした）、会計分野を通じて、こういった海外研
修のチャンスを貰うことができました。
財務局では、海外研修のほかにも、各種資格取得、国内留学を含む多様な研修
制度が整っており、様々なことにチャレンジ可能な環境が用意されております。み
なさんもそんな魅力あふれる財務局で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。

PROFILE
【北海道大学 法学部 卒】
平成26年4月 函館財務事務所 財務課 採用
平成28年7月 北海道財務局 管財部統括国有財産監査官付
（ 平成29年10月
国際財務理論研修 （ 国内 ）
平成30年2月～3月 国際財務理論研修 （ 海外 ) )
平成30年7月 金融庁証券取引等監視委員会事務局 総務課 国際調整係 (現職)
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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。
～仕事と子育て応援プランの概要～
•結婚休暇の取得促進→目標:可能な限り該当職員の100％
結婚

出産

子
育
て
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

•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

•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
子育て期間 •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
ライフサイクル
•職場内外にかかわらず、子どもを連れた者等への配慮
全般

ＷＬＢ
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の体制・情報交換会開催情報周知

人事課

（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

施策提言

課題提供
チームＡ
「ＷＬＢ実態勉強会（ＷＪＢ）」

チームＢ
「ＷＬＢ推進ワークショップ（ＷＷＳ）」

●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

●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

メンバー参加
メンバー参加

- 21 -

職員からの
メッセージ

私は平成27年に長男を出産し、産前産後休暇の後、約２年半の
育児休業を経て平成30年度より職場復帰しました。
職場復帰にあたり、一番大変だったことは子供を預ける保育園
が見つかるかどうかでした。私の場合、子供の年齢から募集枠が
少なく、状況は極めて厳しいものでした。結果的に自宅近くの保育
園に入ることが出来なかった為、初めての育児に戸惑いながら、
職場復帰が近づくにつれて不安が募っていました。
しかし、職場には同世代の育児職員も多く、復帰に際して、同じく
育休復帰した職員へ復帰後の生活について相談することができ、
人事課へは復帰後の勤務制度について説明を受けることで段々
と不安が解消されました。

田中 智美
TANAKA

TOMOMI

PROFILE
【北海学園大学 経済学部 卒】
平成17年4月 北海道財務局 総務部経済調査課 採用
平成19年7月 帯広財務事務所 管財課
平成21年7月 北海道財務局 総務部財務広報相談官付
平成22年7月 財務省 理財局財政投融資総括課
平成25年4月 財務省 理財局財政投融資総括課調査主任
平成25年7月 北海道財務局 総務部会計課調査主任
平成26年4月 北海道財務局 総務部会計課厚生係長
平成27年8月 北海道財務局 管財部国有財産管理官
（平成28年1月～平成30年3月 育児休業取得）
平成30年4月 北海道財務局 管財部国有財産管理官

復帰後は、勤務時間短縮制度を利用して、前後30分勤務時間を
短縮して、子供の保育園の送り迎えをしています。
今回の私のように、自分が考えている通りの保育園が当たらな
かったりして、通常の勤務時間で仕事をすることが難しい場合でも、
北海道財務局には、両立支援制度が設けられており、職場内でも
当該制度を利用させてもらえる理解ある環境があったことで仕事
を続けられることが出来ました。
入局した当時は、将来の育児の事まで考えて選んではいません
でしたが、定年まで働きたいと希望する職場には、育児を含めて
様々な事を両立出来る環境が必要で、北海道財務局には理解あ
る職員と環境があると感じています。

職員からの
メッセージ

私には２人の娘がいます。共働きの妻と育児を分担し、娘の成長を近く
で見守りながら腰を据えて育児に専念するため、二女の誕生をきっかけ
に平成３０年７月から１年間育児休業を取得しました。
育児休業中は育児や家事に追われ忙しいですが嬉しい変化もあります。
私と手を繋ぎたがらずおむつを替える時も泣き叫んでいた長女が、今で
は「パパ、パパ」と懐いてくれたり、二女も私の腕ですやすやと寝付いてく
れたりと、娘たちとの信頼関係が生まれかけがえのない時間を得ること
ができました。
男性の育児休業はあまり例がないため取得する時は少し不安でしたが、
上司に相談したところ、家庭の状況等を理解していただき、前向きに受け
入れてもらいました。また職場にも取得を応援してもらい大変心強く育児
休業を取らせていただくことができました。
財務局では育児休業以外にも配偶者出産休暇や男性の育児参加を促
すための休暇など制度が充実しています。そして財務局の素晴らしいと
ころは、それら制度の活用を強力にサポートしてもらえる職場の雰囲気
や体制が整っているところです。

髙木 健一朗
TAKAGI

将来皆さんも仕事と家庭の間で悩む事があるかもしれません。それは
仕事はもちろん家庭にも皆さんにしか担えない大事な役割があるからだ
と思います。多様な生き方を模索できる今、在職中に子どもと深く関わる
時間を持つ経験は貴重で、それが今後の職業生活の充実につながると
信じています。
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KENICHIROU

PROFILE
【愛媛大学 法文学部 卒】
平成27年4月 北海道財務局 理財部金融監督第一課 採用
平成29年7月 函館財務事務所 管財課
平成30年7月 函館財務事務所 総務課
（平成30年7月～ 育児休業取得）

地域連携
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

●大学との連携

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。

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。

●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。
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財務専門官になるためには
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。

4月上旬

【基礎能力試験（多肢選択式）：140分】

•インターネット申込み

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）

•第一次試験
6月上旬

•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

【専門試験（多肢選択式）：140分】
7月上旬

7月中旬

8月下旬

〈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

•一次合格発表
•第二次試験

•最終合格発表
【専門試験（記述式）：80分】

過去５年間の採用実績

全国財務局
うち北海道財務局

平成26年
平成27年
平成28年
平成29年
平成30年
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
94 44 138 96 50 146 104 50 154 93
44 137 107 61 168
4
3
7
9
1
10
11
3
14
8
3
11
10
5
15

～編集後記～
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
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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～

北海道財務局案内図

お問い合わせ先

財務省北海道財務局総務部人事課
011-709-2311 （内線4252）
http://hokkaido.mof.go.jp/

