の想いを地域のために
〜財務局は、地域社会と

財務専門官

財務省•金融庁との架け橋です〜

財務省財務局採用担当公式Twitter
財務省財務局の採用関係公式アカウントです。総合職及び財務専門官受験者向けに、様々な

情報を発信します。

財務省財務局総合職.財務専門官公式Facebook
財務省財務局の採用関係公式アカウントです。総合職及び財務専門官受験者向けに、様々な

情報を発信します。

雄

北海道財務局公式Twitter
財務省北海道財務局の公式アカウントです。財務省北海道財務局ホームページに掲載する

情報を中心に、北海道財務局からお知らせしたい情報を発信します。

北海道財務局公式Facebook
財務省北海道財務局の公式アカウントです。北海道財務局からお知らせしたい情報を発信し

ています。

お問い合わせ先

財務省:!ヒ海道財務局総務部人事課
a™

亍060-8579札幌市北区北8条西2 丁目札幌第1合同庁舍11F
TEL 011-709-2311(内線4252)
〇本冊子は、クリーン購入法(国等による環境物品等の調違の推進等に関する法律)に基づく基本方針の判断基準を満たす紙を使用しています。
〇リサイクル適正の表示
本冊子は、 ランクの資材のみを使用しており、印刷用の紙にリサイクく レできます。
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Iffi域経済を支える北海道財務局
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財務省北海道財務局の最大のミツシヨンは、北海道の経済基盤を支え、北海道全体を

活'注イ匕していくことです。

国際財務理論研修制度•日本青年海外派遣制度

♦ワークライフバランス(WLB)について

P19〜20
P21～ 22

北海道財務局は、財務省の総合的な出先機関であるとともに、金融庁からは事務委任

を受けて、北海道において、財政、国有財産、金融、経済調査に関する幅広しヽ施策を実

◊地職携................................................ P23

施しています。

♦財務専門官になるためには

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。

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

げていきましよう。

P24

北海道務局の使命
ur

ission
<組織図>

<国と地域と財務局の関わりを示す図>

//

八

函館財務事務所

)

f

旭川財務事務所

)

J

ぐ釧路財務事務所
ぐ帯広財務事務所

北海道財務局(札幌：本局)｝

金融庁

財務省

(

)

f

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財務事務所、2出張所のネットワークで構成されて
います。

北海道財務局

財政の仕;
•災害復旧に関す

財政の仕事

国有財産の仕事

.予算執行に

•法人企業統計調査

業務

■地方公共団体への資金貸付 (財政投融資)

金融の仕事

\

•法人企業景気予測調査
.管内経済情勢報告(調査結果の財政政

経済調査の仕事

策等の企画立案に寄与)

金融の仕事」

企業

地方自治体

国有財産の仕事
■金融機関の検査、監
整や売却、貸付等を通じた

•証券取引等の監視
•地域密着型金融や金融円滑化の推進

有効活用(国有財産の売却収入等は、税タト

•多重債務者相談

収入として国の財政に寄与)

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。
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1しています。

1

北海道財務局では

•国の立場から北海道の経済活性イ匕に貢献したい

•財政や金融のプ□フェツシヨナルになり、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。

2

財政の仕事

I
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予算執行調査
Hokkaido Local Finance Bureau

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^資金の融資、出資の活動です。財務局では、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
防止柵の設置資金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(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

国有財産の仕事
財務局は、国有財産の管理■処分の実務を担当しています,適切な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、人々の生活の安定につながるような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しヽる例の1つです。
さらに、平成2 3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
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。道内の地域金融機関シェアは、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、北海道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
関の財務の健全注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。こうした業
務を通じて、財務局は、預金者保護という重要な役割を担ってし、ます。

証券取引等の監視
証券取弓I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、証券取弓I等監視
委員会と連携して、課徴金の賦課や検察庁への告発を行うための調査を行います。

経済調査の仕事
地域経済の調査
企業へのヒアリングや地域径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、各地域から報告された経済情勢を踏まえ、各種マク□経済政策を企画•立案
していくことになります。

3
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財政の仕事

国有財産の仕事
街づくりに貢献

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(こ関す
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、

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
吉な魅力の一つです。

必要性•有効性•効率性の観点から改善すペき点を指摘して予

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

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

札幌ドーム、函館山、釧路湿原、知床五湖といえば北海道屈

時には、市街地の中で未開発となっている、東京ドーム**

指の観光スポットとして有名ですが、これらは国有財産が地域

個分という広大な土地を売却することもあり、このようなケー

のシンボルとして活用されている代表的な事例の1つです。

スでは、民間デベ□ッパーの開発によって、居住エリア(マン

国有財産は、北海道各地のあらゆる場所に存在しているた

ション、戸建分譲)のほかに、スーパーや飲食店、病院といっ

ます。「予算執彳ラ調査」では様々な分野の事業を調査する中で

め、それらを地域の貴重な資源として有効的に活用してもらえ

た様々な生活利便施設が集積した1つの街が完成することか

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

幅広しヽ知識を得られるほか 、調査先への実地調査を通じて多様

るよう、売払いや貸付けを実施することが私たちの役割です。

ら、携わった仕事のスケールの大きさにも驚かされます。

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。

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 。

いずれの業務も、地元の情報等をきっかけ(こ当局から財務本
省に対し調査事案の提案などを行うことができ、地方の財務局

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

街へ出向くと、以前に売払いをした国有財産が様々な形で活
用されている様子がうかがえ、例えば、一般の住宅や会社の事

私たちととも(こ、国有財産の有効活用を通じて、北海道のた

めに貢献してみませんか？

務所が建ち並んでいたり、公共用の道路や公園として利用され
か？

ていたりと、人々の生活に欠かせない基盤として機能している

が国の「予算」に対して貢献しているという、大きなやりがい

ことを実感で吉ます。

を得られる仕事です。

斉藤裕哉SAITOU HIROYA

関野淳一SEKINO JUNICHI

PROFILE
【北海道大学

法学部

卒】

PROFILE
【北海道大学

経済学部

卒】

平成16年4月

く1鵂出張所 財務課

平成18年7月

北海黜務局総務部会計課

採用

平成20年7月

釧路財務事務所管財課

平成22年7月

金融庁 公認会計士.監査審査会事務局

北海道財務局

平成27年7月

北見出張所

平成29年7月

北海道財務局

管財部統括国有財産管理官付

採用

財務課
管財部首席国有財産鑑定官付

令和元年7月北海道財務局管財部国有財産調整官付(現職)

平成26年7月

金融庁総務企画局

平成27年7月

釧路財務事務所財務課調査官

企画課信用機敞画室預金保険係長

総務言纖室総務第二係長

平成24年7月

金融庁監督局総務課金融会社室金融会社第一係長

平成30年7月

北海鋤務局麵部主計課主計実地監査官

平成25年7月

金融庁監督局総務課金融会社室金融会社第三係長

令和元年7月

北海道財務局理財部主計実地監査官(現職)

国有地を通じて地域を知る
森林や道路、河川といった国有の資産はさまざまな省庁で管

地方公共団体の財政を支援
私は、財政融資資金を地方公共団体へ貸し付ける業務を担当

算統計を用いて財務状況を分析し、財政担当者にヒアリングを

しています。貸付にあたり、団体からの借入申込みの内容が適

行い、最終的に財務上の課題等をまとめた「診断表」を交付し

切かどうか審査を行います 。時(こは数億円の貸付もあり、初め

ます。人口、地理、産業といった特徴を踏まえた分析は難しい

は金額の大きさに驚きました。貸し付ける資金は、地方公共団

ですが、財政に関する知識を得ることができます。

融資業務は、地方公共団体との関わりが多く、管内市町村の

体が学校や道路、公営住宅などを整備するのに欠かせなしヽ財源

特徴など様々な発見があり楽しい仕事です。皆さんと一緒に働

となるため、責任を持って取り組んでいます。

平成25年4月

また、貸付のほかにも、貸し手の立場から地方公共団体の財

けることを楽しみにしています！

また、街の様相の変化を間近で見ることができます。こうし

理されていますが、財務省財務局では主に土地(国有地)を管

た"地域の実情を知る経験"は、地域で働く国家公務員、財務専

理しています。

門官でこそ培うことができると思っています。実際に、全国的

現在私は後志管内に所在する国有地の管理処分業務に従事し

にも地価上昇が著しい倶知安 •ニセコ方面の土地取引に携わ
り、貴重な経験を積んでいる実感があります。

ています。仕事の相手方は自治体職員をはじめ、民間企業、地

域住民の方など多岐にわたっています。
国有地の取引にあたっては、現場に足を運んで国有地の状況

最後に、北海道財務局では大学や予備校など関係機関と連携

を把握し、地価に関する指標を調ペ 、最新の取引事例を探し、

して業務説明会を開催しています。このパンフレットをご覧に

法令通達に沿って適正に価格評価を行います。

なったあとは、ぜひ説明会にも足を運んでみてください！

土地取引の経験を重ねる中で、北海道の土地の歴史に触れ、

務状況を分析する「財務状況把握」という業務があります。決

中村美沙NAKAMURA MISA

kikuya shizuna

PROFILE

【北海道大学

PROFILE

経済学部

平成29年4月

令和元年7月

卒】

北海道財務局

旭川財務事務所

【北海道大学

管財部国有財産調整官付
財務課(現職)

採用

卒】

平成28年4月

帯広財務事務所

平成30年7月

北海道財務局

令和2年7月

5

法学部

小樽出張所

財務課

採用

総務部人事課

管財課(現職)

6

金融の仕事

経済調査の仕事
調査はチー厶で。地域経済をみる。

地域経済を支えるために
地域金融機関は、地域の中核企業として、事業者等が抱える課題解

知識のほか、金融分野の幅広い知識が求められ、その習得は一

決の支援や資金使途に応じた適切なファイナンスなど、金融仲介機能

朝ータにはいきませんが、日頃から興味をもって自己研鑽を継

を発揮して地域経済へ貢献することが求められます。金融監督部門で

続することで自分の視野も少しずつ広がっていくことを実感で

は、こうした役割を担う地域金融機関が健全かつ適切に業務を運営し

者の保護•利便性の確保などの視点で監督を行っています。

-ロに「監督」といってもその内容は多岐(こわたります。各種報告
書等の確認、財務データ等の情報分析 、ヒアリンク通じた業務運営状

況の把握など、様々な手法を組み合わせてモニタリンク'を実施し、金

イムリーなテーマも調査し、地域の姿を明らかにするよう取

り組んでもきました。

「個人消費」「観光」等の分野を担当し、裏付けとなるデータ

新聞記者の方向けに、取りまとめた内容を発表する瞬間は

緊張もしますが、公表後の達成感は格別です。将来、同じ

や、企業担当者からの貴重な声などを手分けして収集します。

吉ます。

ているかについて、金融システムの安定、金融仲介機能の発揮、利用

経済調査はチームプレイです。定期的に公表している地域の
経済動向の取りまとめに向かって、課のメンバーはそれぞれ

社会•経済が変化しても、金融機関の監督を通じて地域経済

私は「生産動向」の担当で、「電子部品の需給」から、「イ

を支えるという我々のミツシヨンは不変であり、重要かつ責任

力の水揚げ」まで、関連情報を新聞等で収集し、管内の工場の

のある業務です。やりがいのある職場で成長を実感しながら一

生産状況把握のためヒアリングを実施しています。

チームとして皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみにし
ています！

課内の検討会では、担当毎に集めた情報を元に 、経済の現状

緒に働きましょう！

融機関と対話を重ね、少しずつ課題を解消していくことが監督業務の

(こついて議論を重ねます。また、当課では「函館港へのクJレー

重要な役割です。

ズ船の寄港増」「新型コ□ナの道南地域への影響」といった夕

監督業務を適切に行うためには、法令や金融•財務会計等の専門的

秋7E

髙田雄士

TAKADA YUUJI

陽車甫

PROFILE

PROFILE

【北海道大学

【北海学園大学

工学部

AKIMOTO YOUSUKE

経済学部

卒】

卒】
平成16年4月

北海謝務局管財部

平成18年7月

小樽出張所財務課

平成25年7月

小樽出張所財務課調査官

財務省大臣官房会計課企画係長

平成20年7月

帯広財務事務所財務課

平成27年7月

小樽出張所

平成26年7月

北海鋤務局総務部会計關度係長

平成22年7月

北海蹦務局総務部人事課

平成29年7月

北海道開発局

大臣官房会計課監査室監査第二係長

平成27年7月

北海蹦務局理財部主計課主計実地監査官

平成24年7月

小樽出張所財務課

令和元年フ月

財務省

大臣官房会計課管理室管財宿舎係長

平成29年7月

東北財務局舰部金融証券髓官

財務省

大臣官房会計課契約第一係長

令和元年7月

平成13年4月

北海翻務局総務部会計課採用

平成16年7月

北見出張所財務課

平成18年7月

財務省

大臣官房会計課

平成25年7月

平成20年8月

財務省

大臣官房会計課監査室監査係長

平成21年7月

財務省

平成22年7月
平成24年7月

統括国有財産管理官付採用

北海道財務局

地域金融機関は、金融仲介機能を発揮し、地域経済の発展や地元企

にわたる経営の健全性や安定した収益の確保が重要となります 。

金融検査部門では、地域金融機関への立入検査を実施し、経営の健
全性等について実態把握や経営陣等と議論を行い、必要に応じて改善

函館財務事務所

開発監理部開発計画課開発計画専門官
財務課調査官(現職)

理財部金融監督第一課調査官(現職)

地域とともに歩む金融検査
業の育成に貢献していくことが求められており、そのためには、将来

総務課総務係長

北海道の「今」を知る
です。金融検査を通じて、対話力は向上され、専門知識を習得

することもで吉ます。

組むことが出来ています。

私が所属する経済調査課では、北海道経済の動向を調査する

現在は観光などの項目を担当していますが、新型コ□ナウイ

ため、管内経済情勢報告と2種類の統計調査を実施しています 。

預金者を守り、一人一人が幸せに暮らせる社会の実現に関わ

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、

りたい、そんな意欲を持たれた皆さんは、ぜひとも財務局の門

個人消費、生産活動、雇用情勢といった様々な項目について、

は正直難しいです。ただ、ヒアリングを通して北海道の「今」

を叩いてみて下さい!

-人一人が担当を持ち、各種統計データやヒアリングで得られ

を知ることが出来ること、様々なデータとヒアリングで得られ

Jレスの影響により情勢が刻一刻と変化するなかで判断を行うの

や是正を求めています。また、預金を原資とする融資業務について

る情報などから分析を行い、その結果を四半期ごと(こ公表しま

る「生の声」を組み合わせながら、自分なりの結論を導き出す

は、利用者保護の観点から、融資先の実態把握や財務分析など十分な

す。

作業は大変面白く、やりがいを感じています。

リスク管理が行われているかについて個別に検証を行っています 。

配属1年目から担当を持つことに対する不安はもちろんありま

このように、金融検査は、金融システ厶の安定性や有効性を維持.

みなさまと一緒に仕事できる日を楽しみにしています！

したが、上司や先輩方のサポートもあり、安心して業務に取り

向上させていく重要な責務を担っており、大きなやりがいがある仕事

浅田

智史

小西あおし、KONISHI A0I

ASADA SATO SHI

PROFILE

PROFILE
【小樽商科大学

7

商学部

【北海道大学

卒】

平成11年4月

北海道財務局管財部直轄財産第二課採用

平成20年7月

小樽出張所

平成12年7月

北海務局管財部統括国有財産管理官付

平成22年7月

北海道財務局

証券検査官

平成13年7月

函館財務事務所挪課

平成24年7月

北海道財務局

理財部金融証券検査官

平成15年7月

金融庁総務企画局政策課

平成27年7月

金融庁

平成17年7月

金融庁監督局証券課総務係長

平成29年7月

平成18年7月

金融庁監督局証券課証券業第五係長

令和2年7月

総務課合同庁舎管理係長

教育学部

平成31年4月

卒】

北海道財務局

総務部経済調査課

採用

検査局総務課金融証券検査官

北海道財務局
北海黜務局

理財部検査総括課金融証券検査官

聰部赌総括課上席金融証券検査官 (現職)

8

財務専門官試験対策を教えてください ！

財務専門官試験対策を教えてください ！

参考書と問題集をうまく使うことです。問題集を解くことで出題の傾向

面接試験対策では、「経験」「やりたいこと」「財務局でできるこ
と」などを付箋紙に書き出して、それらを並べて文章を作ることで自分

や選択肢のパターンがつかめてくると思います。間違えた問題に関する知

が話したいことを整理するようにしていました。

識を解説や参考書で補うようにしていました。
入局2年g斉藤醸

職場の雰囲気は？
普段から和気あいあいとしていて、ちよっとした相談もしやすいです

し、困ったときには周りのいろんな先輩•上司が助けてくれるので、社

佐薙伽奈

会人1年目でも安心です！

SANAGI KANA
北海道大学

理学部

領よくこなす"デキる"女性で

す！

卒

幅広い業務を通して地域貢献ができることです。財政や金融など様々

しっかり者の佐薙さん。

どんな仕事でもテキパキ要

入局5年目高橋顕太郎

財務局の魅力は？

1年gとは思えないほど、

な面から地域のために働くことができます。また、職場の雰囲気も想像

佐藤寿樹

の"かずちゃん"。
コ□相での新生活•新社
会人で今年はチャレンジの連

していたよりもにぎやかで 、楽しく仕事ができています。

SATOU KAZUKI

親しみやすいキャラクター

続だったと思いますが 、粘り

北海道大学法学部卒

強く仕事に取り組み成長しつ

づけています!！

財務専門官試験対策を教えてください ！
得点配分が多い科目を中心に苦手を作らないように勉強していまし

P'

ラザー
からの

1

財務専門官試験対策を教えてください ！
問題集や模試で間違えた問題を自分なりにノートにまとめることで覚え

da/

た。また、説明会は財務局の仕事や人について詳しく知ることができる

た内容を定着しやすくしていました。解いたことのある問題と似たような

良い機会ですので何度も参力 Dしていました。

財務局の魅力は？

問題が出題されたときに、確実に正解できるようにすることが大切だと思

います。

入局4年目菅野涼介

入局2年目榊原佑京

電話の受け答えをしている

悩み事や疑問に思ったことを質問しやすい環境だと思います。1年目

は仕事やそれ以外の面でもわからないことが多いですが 、周囲の方々や

加茂佑介

ブラザーに助けていただき楽しく仕事しています。

KAMO YUUSUKE

小樽商科大学

商学部

勤務地での生活は？

様子は、冷静で自信に満ち溢

初めて札幌市以外で生活することになりましたが、休日は市内を観光

れた気迫を感じます。私の入
局当時は、緊張感の中、ぎこ

ちない電話応対でしたので、

鶴谷遼汰

したり、名物のスパカツやザンタレを食べに行ったりして、釧路での生

TSURUYA RYOUTA

活を満喫しています。

とても頼もしいです。

卒

小樽商科大学

商学部

面接では、どれだけ内心緊張していても笑顔でいることと 、相手の目

MIYASATO YURI
北海道大学

法学部

働いてみたい！」と、率直(こ感じたからです。スキJレの高い職員さんた
卒

ちへの憧れが大きな理由でした。

私も見習わなくては...!

くために、難しすぎると感じた問題はやらない、時間がかかったら諦める
などJレー Jレを決めていました。

をしっかり見て話すことを意識しました。

説明会で職員さんがお話してくれる業務の話や、道内各所•出向先で

す。電話の受応えはもはやプ

各科目とも同じ問題集をひたすら解いていました。より多くの問題を解

全消ししました笑

の経験談を聞いて、「もっとこの職場の人たちの話を聞きたい！一緖に

懸命に取組む姿は課員の鑑で

財務専門官試験対策を教えてください ！

筆記試験直前は、遊んでいる友達がうらやましくなってSNSアプリを

宮里友梨

君。日々の業務(こ真面目(こ、

□フェツシヨナル。

卒

財務専門官試験対策を教えてください！

財務局を志望した理由は？

大変人当たりの良い鶴谷

毎日「ウヒヤノとい

いつも元気で笑顔の田中さ

轟かせている宮里さん 。

持ち前の明るい性格•仕事
への真摯な姿勢.先輩を先輩
と思わない度胸の三拍子を備

えた逸材として 、名実ともに

入局5年目本野大幹

勤務地での生活は？

う盛大な笑い声をフ□ア中に

田中讶枝
商学部

ん。彼女の気配り、空気を読
む力は特に素晴らしぐ私も

ま、1年過ぎてしまったことが悔やまれます …。

TANAKA SAE

小樽商科大学

帯広は料理•スイーツどちらもおいしいと評判のお店がたくさんあ
り、とても魅力的なところです！コ□ナ禍でなかなか外出できないま

卒

"徴収のエース"に育ってくれ

見習わなきゃ…！といつも刺
激を受けています。お世辞抜

きで、帯広財務課(こは欠かせ
ない存在です！

ると信じています。

財務専門官試験対策を教えてください！
試験は、過去問の統計から出題率の高い分野を重点的に勉強するよう
に意識していました。また、苦手科目はモチベーションが上がらない時

でもテキストを読むだけなど少しでも時間をとって触れるようにしてい
ました。

職場の雰囲気は？

入局1年目職員にインタビュー！

入局2年目澤登柊
周囲に細やかな気配りが上

1年目職員として知識不足や不安なことが多くありましたが、優しく

三上俊樹

手を差し伸べてくれる頼りになる先輩方が多くいらっしゃるので、安心

MIKAMI TOSHIKI

北海学園大学

経済学部

して業務に励むことができています。また、WLBを大切にする職場で、
卒

とても働きやすい環境だと思います。

手な三上君。

なす姿勢に私も負けてられな
いです。これからも、楽しく

仕事をしていきましよう！！

9

withブラザー&シスター

電話対応、来客対応、デス
クワークなど仕事を淡々とこ

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。

10

財務専門官採用試験合格

財

in

務

Hokkaido Local Finance Bureau

専

財政•金融のプ□フェツシヨナノレへ

門

幅 広い業務経験

北海道務局
職員の声

8～9年目

1

闘 成

官
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財務局
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ア
パ
ス

いうちから多くの経験を積めることが北海道財務局の魅力の一つだと思います。と、書き出してみましたが、業務

なさんは『管財』という言葉をお聞きになったことはありますか？辞書を引くと「財産を管理すること」とあります。国家公務

内容って文章で読んでもなかなかイメージが湧かないですよね。就活当時、「自分がやりたしヽ仕事なんてわからない！」

員である私違が管理する財産は国有財産と呼ばれており、北海道財務局の管財部(課)では、主に土地(国有地)の管理•処分に関す

と思っていた私は、業務内容ではなく"人"で職場を選びました。北海道財務局に決めたのは、職場訪問等を通じて、「こ

る業務を行っています。

んな人と一緒に働きたい」「こんな人になりたい」と思う職員にたくさん出会えたからです。

雪のない時期は現地調査に行き、太陽の光を浴びながら外を歩くので 、普段事務仕事が多い公務員にとって、しヽい気分転換になると

入局して4年目になりましたが、今のところ、自分の選択は"当たり"だったと思っています。財務局の業務は多岐に渡

ころは管財業務ならではの魅力です。そして管財業務は「忙しそう」とよく言われますが、それはそれだけ「仕事を任せてもらってい

り、面白いと思うものもあれば、正直自分には合わないかもと思うものもあります 。でも、周りには常に楽しい同期や先

る」ということです。業務上、民法や都市計画法など様々な法律の知識を使うので、難しいと感じることもありますが 、だからこそ

輩後輩、尊敬できる上司がいます。仕事中のちよっとした会話や業務外の時間が楽しくて 、目標になる職員が近くにいれ

「面白い」そして、「知れば知るほど面白い」と私は思っています。また、業務で頻繁に登記申請を法務局に出すので 、私生活で登記

ば、どんな仕事も前向きに頑張れちゃうのです。

申請が必要な時は、業務経験を活かし、身近な人の役に立てることも嬉しい一面です。

財務局の業務に興味がある方はもちろん、今のところないという方も、北海道財務局で一緒に楽しく働いてみません

「公務員はルーテインワークだからつまらなそう」そういう人にこそ管財業務、そして財務局の仕事を経験してほしいと思います。

か？

いつかみなさんと共に、盃を交わしながら現地での思い出話ができることを楽しみにしています 。

中川智博

絹川真由

NAKAGAWA
TOMOHIRO

KINUKAWA MAYU

PROFILE

【北海学園大学

平成31年4月

人文学部

卒】

帯広財務事務所

管財課

採用

PROFILE

【北海道大学

教育学部

平成31年4月

卒】

北海道財務局

理財部金融監督第一課

採用

メ
ツ
セ
|

若
手
職
か
ら
の

PROFILE

【北海道大学

法学部

平成29年4月
令和元年7月

卒】

北海道財務局
北見出張所

総務部経済調査課

採用

管財課(現職)

虎谷卓也
TORATANI TAKUYA

虢N牖
PROFILE

【北星学園大学

平成29年4月

令和元年7月

X学では教育学(こついて学んでいたのですが、いつのまにか「財務専門官」という全く違う世界に飛び込んでい
ました。「財政や経済について全く経験がないのにこんなところに入って大丈夫だろうか」と入局当初はとても不安
でしたが、上司や先輩方に助けられ、しヽつのまにか2年目になっていました。
現在は金融監督第1課に所属し、銀行監督業務をしていますが、専門性が高く、毎日学ぶことばかりです 。なにから

なにまで"初心者"の私が毎日楽しく仕事ができているのは本当(こ周り(こ恵まれているからだと思います。私が業務の

文学部

卒】

帯広財務事務所管財課採用

北海道財務局

理財部統括金融証券検査官付 (現職)

M務局の仕事は責任が大きい分だけやりがいも非常に大きいのが魅力だと思います。
私は財務局に勤める前は 、民間企業で営業の仕事をしており、そこでは自分の営業数字を上げることだけに集中し

ていました。財務局に採用後は、自分の日々の仕事が、人々の暮らしを守ることにも繋がっているのだと意識するよ
うになり、早く一人前になれるように専門知識やビジネススキルの習得に励みました。研修も手厚いほか、業務知識

が豊富な先輩職員も多く、仕事での疑問点や悩みなどがあっても親切にアドバイスしてもらえるため、安心して仕事

中で心掛けていることは、上司や先輩方に助けられたら、自分のできる最大限で返すということです 。業務で力にな

を進めていくことができます。若手職員であっても責任のある仕事を任せてもらえるので、他業種と比べても大きな

れることは少なくても、周りを気にしながら、毎日少しの「ありがとう」をもらえるように頑張っています。このよ

経験値を積むことができると思います。

うに前向きな気持ちで仕事をすることができるのは素敵な環境にいるからだと思います 。
キラキラしたみなさんと働けることを心から願っています！

長々と仕事について書いてきましたが、最後にもう1点財務局の魅力を伝えたいなと思います。それは、働いてい
る職員の人の好さです。私が就活をしていた時のことを思い出すと、入局の決め手はコレだった気がします。お待ち

しています。
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先輩職員からのメッセージ

J入局25年目職員

入局21年目職員

眞坂

島

明日香MASAKA ASUKA

SHIMA FUMINORI

胃さんこんにちは。私が所属する北海道財務局は 、財務省の出先機関であるとともに、金融庁の事務委任を受け、これまた出先

(—のパンフレットを手に取られた皆さん、「財務局には、どんなお仕事があるのだろう？」と興味を持ってくださった方、「業

務内容は多岐に亘ると聞くけれども、全く異なる業務が多いのは正直不安」…等々、お気持ちは様々かと思います。

史典

機関の役割を果たすといった、大変多様な業務を担っている稀有な行政機関です。

私は入局から20年経過しますが、国有財産系統業務約10年、金融系統業務約10年(うち2年は経済調査業務)を経験し、現在は証

この財務局における、私のこれまでの業務経験を少しお話すると、スタートは国有財産の管理業務であり、国有財産を法令に基づ

券業者等の監督業務に従事しています。業務系統が変わることで、それまで得た経験や知識は参考にならないか…というと、決して

いて売却したり、貸付したりしていました。その後、財務本省へ出向し、経済調査業務(経済統計の作成)や、国会運営の一端にも

そうではありません。私自身、国有財産調査のために自分が現地に行って得た情報や知識が、金融検査で行う不動産担保の査定に役

携わりました。本省では、日本の政治、経済のダイナミズムを目の当たりにすることが出来、大変貴重な体験だったと思っていま

立ちましたし、経済調査のヒアリング業務で得た「企業の生の声」は、金融業者のヒアリングの際に「地域の実情に関する知識」と

す。

して役立ちました。これらは一例にすぎませんが、業務で得た知識や経験は系統が異なったとしても、どこかで必ず役に立つので

す。「多岐に亘る業務に従事できる」ということは、自身の成長を実感できる機会がより多く得られる ！という財務局ならではのア

ドバンテージだと思いませんか？

その後、北海道財務局に戻り、公認会計士試験の運営、総務•経理、金融機関の監督業務などを経験し、現在は、本省でも経験し

ていた経済調査業務に就いています。本省出向で培った経験が 、今活きていると感じています 。
私の業務歴を一見すると、多様すぎ？と感じる方も居るかも知れませんが、これまで(こ得てきた経験や知見は、初めて担当する業

また、財務局では「よりよい働き方」の為の各種制度や休暇制度を、使いたい人がきちんと使えるという点も、皆さんにご紹介し

たいポイントです。私は、フレックス制度と週一度のテレワークを活用し 、子供の習い事への送迎に充てる時間を確保しています。
いかがでしょうか。私の経験談が、皆さんの不安解消の一助(こなれば幸いです。皆さんと一緒(こ働くのを楽しみに、財務局でお待
ちしています！

務を遂行する際(こ、必ず活かすことが出来ています。

このよう(こ財務局は、多様な業務経験が成長の糧になる職場だと思いますし、職場の上司や同僚も、成長の後押しを必ずしてくれ

ます。
そんな財務局で、皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

PROFILE
【北海学園大学

PROFILE

法学部

卒】

法学部

平成8年4月

北海道財務局

管財部直轄財産第一課

採用

平成12年4月

北海道財務局

管財部直轄財産第二課

平成12年7月

北海道財務局

管財部統括国有財産管理官付

平成10年6月

旭川財務事務所管財課

平成14年7月

北海道財務局

理財部統括金融証券検査官付

平成12年7月

大蔵省財務総合政策研究所研修部企画課

平成17年7月

旭川財務事務所

平成19年7月

小樽出張所

平成21年7月

北海道財務局

採用

財務課

管財課

管財部国有財産管理官

平成23年6月〜平成25年6月育児休業

平成13年1月

大蔵省財務総合政策研究所情報システ厶部

平成13年7月

財務省大臣官房総合政策課

平成16年1月

財務省大臣官房総合政策課調査主任

平成16年7月

財務省大臣官房信用機構課調査主任

平成25年7月

北海道財務局

管財部国有財産鑑定官

平成17年7月

財務省大臣官房信用機構課総務係長

平成27年7月

北海道財務局

理財部金融監督第一課調査官

平成18年7月

北海_務局i酣部醐黯替実査官

平成29年7月

北海道財務局

理財部金融監督第三課調査官(現職)

平成20年7月

帯広財務事務所総務課経理係長

平成22年7月

帯広財務事務所総務課総務係長

平成23年7月

北海鋤務局測部金融監督第一課調査官

平成27年7月

北海繩務局i酣部金融監督第二課調査官

平成29年7月
令和元年7月
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卒】

【北海学園大学

函館財務事務所財務課主任調査官
北海道財務局

総務部経済調査課上席調査官(現職)
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本省庁出向者からのメッセ_ジ
入局7年目職員

張替

由利子

浮田

HARIGAE YURIKO

宏昭

UKITA HIROAKI

〇と昔前に私が官庁訪問をした時、面接をしてくれた担当者から「入局したら本省庁勤務もありますがどうですか」と聞かれ

さん、こんにちは。今回は、私のこれまでの経験を簡単に紹介させていただきます。

最初の配属先は、帯広財務事務所の管財課で、主(こ国有地の現地調査や、地域の方々への国有地の売却•貸付等、地域に密着した

仕事をしていました。北海道財務局の人事課では、主に採用関係の仕事をしており、受験生の皆さんへの説明会等の仕事を行ってし 、
ました。

「(あまり想像がつかないけど…)行ってみたいです！」と答えたのを覚えています。皆さん(#省庁での勤務にどのような印象を

持っていますか？

私は北海道財務局に入局した後、5年目で金融庁に出向しました。金融庁ではメガバンクや地域銀行を監督する業務、銀行の自己

そして、財務本省へ出向し、給与共済課では人件費予算のとりまとめ等の仕事をし、現在は国土交通第五係で 、国土交通省の予算

に関する仕事をしています。

資本比率を計算するためのルールメイキングなど、主に預金取扱金融機関に関係する業務を担当してきました。
金融関係の知識や経験が身につくキヤリアアップももちろんですが、やはり何といっても金融庁で働くことの魅力はいろいろなス

まずは、相手省から要求された予算に関して、事業等について説明を聞いたり調べたりして、相手と議論を重ねていき、「査定」
を行っていきます。一つの予算を作っていくということは、地方では経験できないことであり、とても勉強(こなります。
出向してきた当初は、地方とは違う文化や業務内容等に苦労しましたが、上司のサポートや同僚の協力等もあり、無事に業務をこ

なすことができました。本省には、北海道財務局出身の方も多く、イベントや懇親会で集まる機会もあり、その際に本省勤務につし、

て聞くことができたり、アドバイスをもらうこともでき、とても心強かったです。

キル•能力をもった方々と一緒に仕事ができることにあると思います。特に金融庁は民間出身の人材も多く在籍しており、私自身、
弁護士や会計士、コンサルティング会社や銀行、保険会社出身の方々とチームを組んで仕事をし、日々新鮮な気持ちで仕事に取り組

めています。

テレビや新聞などでもよく言われているように、確かに本省庁では時期や案件によっては激務になることもありますが、昨今の働

き方改革の流れもあり、休みの取りやすい雰囲気や残業削減に向けた意識改革など、ずいぶんワークライフパランスを意識した働き

もちろん繁忙期は、終電で帰れない日々が続いたり、大変なこともありますが、そうでないとき(こは休暇をとって旅行(こ行った
り、自分の時間を過ごすこともできます。

方に変わってきたものと感じています。また、最近、金融庁ではオープンスペースが作られ、内部•外部問わず気軽にミーティング
ができる環境も整備され、以前よりも開かれた職場になってきました(下の写真はオープンスペースでの打合せ風景です)。

このように、財務局では地域に根差した仕事をすることもできますし、中央の仕事を経験することもでき、選択肢の幅は広いで

す。

北海道財務局には、このように本省庁を経験してそこで得た知識や経験を活かして活躍している職員もたくさんいます 。地方•中

央両方の経験ができ、仕事を通じて自らの視野を広げて日々成長していくことのできる北海道財務局を皆さんの働く場所として選ん

ぜひ、色んな経験を積むことが可能な『財務専門官』として、一緖に働きませんか？

でみませんか？
PROFILE

PROFILE

【藤女子大学

文学部

【北海道大学

卒】

平成26年4月

帯広財務事務所

平成28年7月

北海道財務局

平成30年7月

財務省

令和元年7月
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入局19年目職員

財務省

管財課

採用

総務部人事課

主計局給与共済課給与第三係

主計局国土交通第五係

経済学部

卒】

平成14年4月

北海觀務局総務部経済調査課採用

平成16年7月

北見出張所管財課

平成18年7月

金融庁

総務企画局総務課人事第一係

平成19年7月

金融庁

総務企画局総務驗典係

平成20年7月

金融庁

監督局飜課金融会社室金融会社第一係長

平成22年7月

金融庁

監督局断第二觀てーゼルn実施係長

平成24年7月

金融庁

監督局総務課健全性基準室健全性基準第 2係長

平成27年7月

金融庁

監督局纖課文書係主査

平成28年7月

金融庁

監督局断第一係モニタリンヴ第1係長

平成29年7月

(株)東日本大震災事業者再生支援機構企画調整室副主任

平成30年7月

金融庁総合政鍋総務課課長補佐(総括第一係)

令和元年7月

金融庁監督局銀行第二課地域金融企画室室長補佐 (現職)
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キヤリアサポートシステ厶
国際財務理論研修制度
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直
基礎研修(国会見学)

国際連合訪問

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

国内留学(北海道大学会計専門職大学院 )

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。

研修

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

職員のキヤリアパスに応じた研修体系の下で、財務(こ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。

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

基礎研修(一般職員向け)

特別理論研修(中堅係員から係長向けの公募制研修 )

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

く中央研修>
■基礎研修(5 〇日酿)
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、採用食後の4月から約2か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。
く地方研修>
■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(こ、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 。

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 。
く中央研修>
■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
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。

あふれる財務局で働いてみたくありませんか。

実務研修(役付職員向け)

通信研修

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。
く中央研修>
経済調査事務研修、主計事務研修、融資事務研修(I • D)、デ
リパティブ研修、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
く地方研修>
初任検査官研修、証券取引研修、国有財産事務研修など

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
した資格を習得するため、「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。

一緖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

令和元年7月金融庁証券取引等監視委員会事務局取引調査課国際取弓 I等調査室総務係

令和2年7月

北海道財務局

総務部経済調査課 (現職)

日本青年海外派遣制度
私は「青年海外派遣研修」(内閣府主催事業)(こ参力□し、2019年9月中旬から約1か月間、
フィリピン、ベトナムの訪問、世界6か国の青年達との討議•交流を行いました 。当研修は

日本全国の立場の異なる青年を外国(こ派遣し、国際的な社会問題(こついて現地の青年と討議

する他、訪問国での実地研修、帰国後の交流会議を行います。私は、フィリピン•ベトナ
ム•日本の労働問題について現地青年と討議したり、現地省庁やNGOの方々から直接お話を
伺ったほか、ヨー□ッパ•南米の青年とも意見交流を行いました。

現地では、大渋滞や労働環境の違いなど驚きの連続でしたが、現地での働き方や生き方を
知り、また普段体験し得ない様々な経験を積ませて頂きました。経済成長の只中にある国の

勤務条件•福利厚生

空気を肌で感じた他、同じ社会問題にも異なる背景•アプ□ーチがあること 、外国青年との

相互理解•尊重の大切さを学び、今後の生活•業務への取組み方を考える非常に刺激的な研

給与

修でした。

初任給:18万円程度(行(-)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。

財務局は国内、海外研修をはじめ、様々な研修制度が整っており、職員のチヤレンジする

気持ちを全力で応援してくれます。ぜひ、皆さんのチヤレンジする気持ちを、一緒(こ、財務

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月29日〜1月3日)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、フレックスタイムやテレワーク制度を積極的に活用できます ！

局で存分に活かして頂きたいと思います。

PROFILE

【小樽商科大学

福利厚生

平成29年4月

財務局に採用されると国家公務員共済組合の組合員となります。

令和元年7月

商学部

卒】

函館財務事務所

財務課

採用

北海湖務局I酣部統括金融証券赌官付(現職)

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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海外の青年と記念写真
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ワークライフバランス(WLB)について
マ7職員からのメッセージ
財務局では、仕事と子育て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
私は、5歳と1歳の2人の男の子を育てながら財務局で働いています。子

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 、

育てをしながら働くうえで、まず最初にありがたいと思ったことは、子供

「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。

が3歳になるまで育児休暇を取得できることです。

なお、女'注職員の育児休業取得率は 100%となっています。

長男を出産した時は初めての子育てで不安もありましたが、子育てに
じっくり専念できましたし、財務局で共(こ働く夫が金融庁へ出向になった
時も家族一緒に東京で暮らすことができました。

「仕事と子育て応援プラン」の概要

職場へ復帰した後も、育児に関する両立支援制度が充実しており、と
ても助かっています。

•結婚休暇の取得促進4目標：可能な限り該当職員の100%

次男の出産後は、希望の保育園に入園させるため、次男が〇歳8力月の時

に職場へ復帰することになりました 。

5

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( 日間)の取得促進目標 ：可能な限り該当職員の100%
•配偶者出産休祖(2日間)の取得促進づ目標：可能な限り該当職員の100%

〇歳児を預けて働くのはとても大変でしたが 、子の保育や看護のための
特別休B叚を取得できる制度もあるため、保育園に慣れるまで体調を崩しや

すかった時期も何とか乗り越えることができました。

9K4MS報等

への

財務局には、育児と仕事を両立されている先輩がたくさんいるので心強

梅津真弓UMETSU MAYUMI
営のため、職爆研修、各種制度の脱明等実施

いです。私も周りの方々に助けていただきながら安心して働けることに

PROFILE

日々感謝しています。

【北海道大学経済学部卒】
•3歳未満の子どものいる職員について、超過勤務プ
•育児短時間勤務等を取得している職員に対する雜

の周知

•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づ目標：全職員が16日以上の取得
ライフサイクノレ .釀内外にかかわらず、子どもを軌た者等への配慮
k全般d

平成20年4月

北海道財務局

平成27年2月

北海道財務局

総務部会計課

平成22年7月

釧路財務事務所管財課

平成30年7月

北海道財務局

総務部会計課調査主任

平成24年7月

北海翻務局総錦P会計課

平成30年10月〜平成31年4月育児休業

平成26年7月

北海道財務局管財部統括国有財産管理官付

令和元年7月

北海道財務局

総務部会計課厚生係長

令和2年7月

北海道財務局

総務部会計課支出係長 (現職)

理財部融資課

採用

平成26年10月〜平成29年7月育児休業

ノ(ノぴ哉員からのメッセージ
WLB推進プ□ジェクト

イクメンという言葉が世の中に広まって、どれくらいの月日が経ったこ

仕事と子育てのパ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

とでしょう。最近では仕事だけではなく、子どもとの時間を大切にしたい
と思うお父さんも増えてきたと思います。かく言う私もその中の一人で

も運用の課題、問題点はあります。

す。

そこで、仕事と育児に奮闘中の女性職員の'晴報交換の場を設け、職場の課題を発見し、その課題に対する施

私には2歳になる娘と〇歳(5か月)の息子がいます。私の家での仕事

策アイディアを提言するチームを発足しました。提言するチームは、現在子育てに積極的に参力□している男性

は、平日はお風呂上がりの子ども達の着替え、娘の歯磨き(娘の気分次

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。

第)。そして最大の誠康が寝かし付けです。私が娘を寝かし付ける時は、
妻の何倍も時間がかかり、妻に寝かし付けをお願いすると、信じられない
程悲しい声で泣き叫ぶ息子を30分以上抱き続けなければなりません(妻が

戻ると泣き止みます)。子ども達の遊び相手をするのは主に土日ですが、
いつも子ども達のパワーに圧倒されてしまい、日々相手をしている妻は大

丈夫なのだろうかと心配になってしまいます。

現在、新型コ□ナウイルスの影響で里帰り出産は制限され、身近な人の

山内一政

サポートも受けにくい状況が続いております。そんな時に頑張るお母さん

YAMAUCHI ISSEI

達を支えてあげることが出来るのはお父さんしかいません。

PROFILE

【札幌大学経済学部卒】

財務局では産前産後の特別休暇や長期間の育児休業を取得している男性

職員もたくさんいます。それは単に制度があるから可能というわけではな
管財部統括国有財産管理官付

平成28年4月

北海道財務局

平成30年7月

帯広財務事務所

令和2年7月

北海道財務局

財務課

総務部人事課(騙)

採用

く、男性職員の育児参加に理解のある上司や同僚が多い職場だからこそ可
能なことだと私は思います。
いまこのパンフレットを手に取られているみなさんが将来、家庭を持つ

頃は新型コ□ナウイ Jレスが収束していることと思います 。しかし、子育て
中はいつ何が起こるかわかりません。財務局は、そんな家族の緊急事態宣

言にも柔軟かつ暖かく対応してくれる職場です。みなさんも仕事と家庭の
両立を一緖に目指してみませんか?

21

22

地域連携

財務専門官になるためには

北海道財務局では、地域貢献を果たすため、地域の特注やニーズに応じた取り組みを、幹部から若手まで職
員一丸となって進めています 。

地域連携プラツトフオーム

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、地域の実情に即し
たテーマについて、横断的な意見交換の場を設定
し、地域活性イ匕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□ジェクトチーム「HPT (ホープフル•ポ
ジティブ•チー厶〜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。

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!^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>
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(各6題)のうち2科目選択
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(各1題)のうち1科目選択
憲法' 民法' 経済学' 財政学、会計学

過去5年間の採用実績
平成29年度

平成28年度

ツナガリPT

財政教育プ□グラム

中堅•若手職員による地域連携推進プ□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□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□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。

財務局では、小•中•高校生へ「財政教育プ□ク'
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□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。

平成30年度

平成31年度

令和2年度

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

104

50

154

93

44

137

107

61

168

87

49

136

83

61

144

ぅち北海道財務局

11

3

14

8

3

11

10

5

15

3

3

6

4

3

7

〜編集後記〜
このパンフレットを手に取っていただいた
皆さんは、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、経
済調査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？
皆さんのチヤレンジボ青神 、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！
北海道財務局人事課職員一同です 。

人事課より

※本パンフレット掲載写真については 、写真撮影時のみ一時的にマスクを外しています。
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