
北海道大学　法学部　卒】
理財部　検査総括課　採用

牧野　嵩也
MAKINO　TAKAYA

法政大学　経営学部　卒】
理財部　金融監督第一課　採用

竹安　優樹
TAKEYASU　YUUKI

北星学園大学　経済学部　卒】
総務部　経済調査課　採用

赤石　果蓮
AKAISHI　KAREN

大阪府立大学
現代システム科学学部　卒】
管財部　国有財産調整官付　採用

高山　貢多
TAKAYAMA　KOUTA

大原法律公務員専門学校　卒】
管財部
統括国有財産管理官付　採用

福藤　真紀
FUKUTOU　MAKI

藤女子大学　文学部　卒】
管財部　審理課　採用

北嶋　巧乃
KITAJIMA　YOSHINO

【

【

【 【

【

【

　筆記対策は、他の試験種でも使う民法と、数的処理に力を入れて勉

強しました。また、自分はあまり面接が得意ではなかったので、ハ

ローワークの面接練習を何度も受講し、フィードバックを受けて次の

練習に活かすよう心掛けました。

　業務の多彩さにあると思います。財務局は、国有財産関連、金融関

連、融資関連と多様な業務を所轄しているので、系統の違った様々な

業務を経験することが出来る点が魅力的です。

　どんな仕事も常に一所懸命な
牧野君。
　その姿は職場に元気を与えて
くれています。これからも一緒
に頑張っていきましょう︕

　筆記試験は、過去問を粘り強く繰り返し解きました︕面接試験は、

あまり背伸びをしないで、真摯に自分の想いや考えを伝えたいと考え

ていました︕

　大学が経営学部であったことから、経済系の官庁に興味をもってい

ました。

　そんな中で、財務局は職員の雰囲気が良さ（優しい人が多い感

じ︕）に惹かれ、財務局で働きたいと思うようになりました。

　既にベテランの風格を感じさ
せる竹安君。
　人当たりも良く、仕事も難な
くこなす金融監督第一課に欠か
せない愛されキャラです︕

　面接は練習しすぎないようにして、自然体で臨むようにしました。

笑顔を大切に、ゆっくりと落ち着いて話すなど基本的なことを意識し

ていました。

　ワークライフバランスを大切にしている方が多い印象があります。

テレワークやフレックスタイムを積極的に活用し、柔軟な働き方がで

きる環境です︕

　仕事ののみ込みがはやい赤石
さん。
　テレワークという難しい環境
のなかでも自分のできる最大限
のことを積極的に取り組んでく
れました。経済調査課にとどま
らず、いろいろな部署で羽ばた
いてくれることでしょう︕

　元々理系だったので計算が多い経済学は得意でしたが、法律は大学

でまともにやったことが無いわりに、分量が多かったのが大変でした。

　法律科目は平均点前後を目指し、他の科目である程度得点すること

が自分の戦略でした。予備校で財務専門官志望者向けの勉強会を開い

たこともモチベーションにかなり良い影響がありました。

　本局管財部（10階）は課によって雰囲気は異なりますが、若手職員

も多く、基本的に事務室内はいつもにぎやかな印象です。周りが静か

なときは何かあったのかなとさえ思ってしまいます。

　毎月の給料を憧れのSUV車購
入のための貯金に充てつつも、
未だ免許未取得の高山君。
　趣味として毎日欠かさない筋
トレで鍛えた大胸筋とハムスト
リングを活かし、その名のとお
り、財務局に「多大な貢献」を
してくれることを期待していま
す。

　面接試験では、ありのままの自分の魅力を出すのが1番だと思います。

うまく取り繕おうとしすぎずに、緊張感を持ちつつリラックスして、

自分を出せるように頑張ってください。

　幅広い分野の業務を経験することができるのが魅力だと感じていま

す。経験豊富な上司の方々や先輩方が優しく教えてくれるので、未経

験の業務でも成長することができます。

　真面目に取り組みつつ、時折
笑顔で楽しそうに仕事をしてい
る福藤さん。
　わからない事などは、先輩や
上司に確認し、吸収していく姿
はとても立派で頼もしいです。
　今後も管財業務を楽しみつ
つ、色々な事に挑戦していって
ください(o^―^o)

　試験範囲が広いので、自分の得意不得意を考え対策しました。苦手

な教科については、基本的な問題は間違えないようにしようくらいの

気持ちで、満遍なく勉強していました。

　説明会に参加したときに、業務の幅が広く、いろんな知識を身に付

けることができると感じたからです。また、職員の方の話を聞いて働

きやすそうな職場だなと思ったからです。

　キラキラした目・にこやかな
笑顔・ときどき出るお茶目・
あっという間に仕事を覚えテキ
パキこなしている…私の語彙力
では伝えきれないくらい魅力
いっぱいです︕
　またランチ行こうね︕
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入局１年目職員にインタビュー︕
                                       with ブラザー & シスター 本局編

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。

ブラザー
からの
一言

財務専門官試験対策を教えてください︕

財務局の魅力は︖

入局3年目　榊原　佑京

ブラザー
からの
一言

財務専門官試験対策を教えてください︕

志望理由は︖ 入局6年目　古野　敬太

ブラザー
からの
一言

財務専門官試験対策を教えてください︕

職場の雰囲気は︖ 入局4年目　佐野　由昂

ブラザー
からの
一言

財務専門官試験対策を教えてください︕

職場の雰囲気は︖

入局9年目　斉藤　裕哉

ブラザー
からの
一言

財務専門官試験対策を教えてください︕

財務局の魅力は︖ 入局5年目　後藤　瑞樹

シスター
からの
一言

財務専門官試験対策を教えてください︕

志望理由は︖ 入局2年目　宮里　友梨



北海道大学　文学部　卒】
旭川財務事務所　財務課　採用

藤田　みのり
FUJITA　MINORI

北海学園大学　法学部　卒】
釧路財務事務所　管財課　採用

松田　宏隆
MATSUDA　HIROTAKA

大原法律公務員専門学校　卒】
函館財務事務所　財務課　採用

金子　もも花
KANEKO　MOMOKA

北海学園大学　法学部　卒】
小樽出張所　財務課　採用

浅野　雄大
ASANO　YUUDAI

北海道大学　法学部　卒】
北見出張所　管財課　採用

柳町　有香
YANAGIMACHI　YUKA

北海道大学　法学部　卒】
帯広財務事務所　管財課　採用

澤﨑　佑樹
SAWAZAKI　YUUKI

【

【

【

【

【

【

　筆記試験では、配点が大きい行政法は特に力を入れて勉強していま

した。面接試験では、自分が普段から大切にしていることをいくつか

ストックしておき、答えられるようにしていました。

　穏やかで優しい方が多く、疑問に思ったことは気軽に質問できるよ

うな、明るい雰囲気です︕また、業務時間外では雑談（例︓管内のゆ

るキャラについて）も盛り上がるので、日々楽しく出勤しています。

　 ピ ン ク 一 色 の 文 房 具 や 鳥
グッズに囲まれた可愛いデス
クで、てきぱき仕事をこなす
“みのりん”。
　どんな仕事も真摯に取り組
み、持ち前のマシンガントー
クで周りを明るくしてくれま
す︕

　択一式の問題は問題集を複数回解けば大丈夫だと思います。

また、論述式の問題の解き方は私も教えてほしいくらいでしたが、択

一式の問題集の答えを全て言えるくらいの勢いで覚えることが大事だ

と思います︕

　入局前に思い描いていた一人暮らし像と全く変わらないほど生活は

楽しいです︕

　釧路は自然豊かでもあり、温泉や観光スポットも遠くはないためプ

ライベートも充実しています︕

　冷静沈着に、地に足をつけて
業務をこなしている松田君。
　電話や来客対応が多いため、
対人スキルは著しく成長してい
ます。
　初心を忘れず、どんどん進化
していきましょう︕

　ひたすら問題を解いて得意科目を伸ばしつつ、苦手科目は足を引っ

張りすぎないよう対策しました。

　面接試験は、マスクで表情が伝わりにくいことを考えて、いつも以

上に笑顔を意識していました。

　函館は、おいしいと評判のお店がたくさんあり、とても魅力的な街

です︕気になるお店を片っ端から巡って、もっと函館を満喫したいな

～と思っています。

　ハキハキとした受け答えで経
済調査の電話ヒアリングを行っ
ている様子は、後輩ながらいつ
も尊敬しています。
　また、持ち前の明るい性格で
課内を賑やかにしてくれる頼も
しい存在です︕

　私は1週間単位で各科目どれくらい進めるか決めて（ex:民法〇章～

〇章）勉強していました。そうすることで、勉強時間に縛られず気持

ち的に楽になった気がします︕

　業務が魅力的なのはもちろん、説明会での職員の方々の対応は丁寧

ですし、説明や時間の使い方をかなり工夫されていて「ここで働けた

ら成長できそう︕」と思ったことがきっかけです。

　浅野君は笑顔が素敵で、話す
と楽しく、周りを明るくしてく
れる存在だと思います。職場で
は多くのことを吸収しようとす
る姿勢が素晴らしいです。
　野球部での活躍も楽しみにし
ています︕

　問題集の基礎と標準の問題を何度も繰り返し解くようにしていまし

た。

　応用の問題は深追いせず、基礎的な問題で確実に点を落とさないよ

うにすることを目標に勉強していました。

　初めての一人暮らしを満喫しています。休日には行ったことのない

お店にご飯を食べに行ったりしています。車の運転にも慣れてきたの

で、これから知床などに遠出もしていきたいです。

　いつも元気で、ハキハキと
した受け答えが印象的な柳町
さん。
　毎日真摯に業務に取り組む
姿は非常に頼もしく、課に欠
かせない存在です。
　これからも一緒に頑張って
いきましょう︕

　「自分のペースで進める」ことです。皆さんの周りや、インター

ネットにいる受験界隈は氷山の一角です。気にせず自分の目標だけを

見据えていきましょう。健闘を祈ります。

　「幅広い内容の業務を、高い専門性を持って行えること」です。財

務局には金融・国有財産・経済調査など様々な業務があり、その１つ

１つが財務局でしか経験できない仕事ばかりです。

　地元のアイスホッケーチーム
で大活躍している澤﨑くん。
　そんな激しいスポーツをして
いるとは思えないほど普段は穏
やかで周りを癒してくれる存在
です。日々の仕事も熱心に取り
組んでくれておりとても頼もし
く思っています。
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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。

シスター
からの
一言

財務専門官試験対策を教えてください︕

職場の雰囲気は︖ 入局5年目　中村　美沙

ブラザー
からの
一言

財務専門官試験対策を教えてください︕

勤務地での生活は︖

入局7年目　鈴木　裕介

ブラザー
からの
一言

財務専門官試験対策を教えてください︕

勤務地での生活は︖

入局4年目　鴨生　紘之介

シスター
からの
一言

財務専門官試験対策を教えてください︕

志望理由は︖ 入局4年目　宮本　あすか

ブラザー
からの
一言

財務専門官試験対策を教えてください︕

勤務地での生活は︖

入局4年目　清水　亮佑

ブラザー
からの
一言

財務専門官試験対策を教えてください︕

財務局の魅力は︖ 入局4年目　阿部　眞尊

入局１年目職員にインタビュー︕
                                       with ブラザー & シスター 事務所・出張所編


