
職員紹介 Q1. 財務専門官の
志望動機 Q2. 業務内容 Q3. 職場の印象

　・雰囲気

財政と金融に興味があったた
め、興味があることを専門にし
ながら、地方や国に貢献できる
財務専門官に魅力を感じたから
です。また、本省庁へ出向する
機会があるので、幅広い業務を
経験することができるという点
にも惹かれました。

財務局では、財政や金融など
様々な業務を経験した上で自分
の適性に合った分野の専門性が
高められるという点に魅力を感
じました。また、国の機関であ
りながら地方に根差しており、
国という広い視野で地域に寄り
添い貢献するという役割に惹か
れて志望しました。

北陸以外の他府県でも暮らした
経験から、地域によって経済事
情が異なることを体感しまし
た。これをきっかけに、地域の
経済動向の調査や分析、それぞ
れの経済や社会に合わせた国有
財産の有効活用に関心を持った
ため、財務専門官を志望しまし
た。

財政・金融・国有財産など、地
域の社会や経済に直接関連する
業務を専門的に行うことができ
るという点に惹かれ、志望しま
した。幅広い業務を行っている
ので、様々な経験をすることが
でき、自身の成長につながると
考えました。

当初は多くの人の役に立ちたい
という思いから、漠然と公務員
を志望していました。財務局の
寄附講義を通じて、財務専門官
の業務は財政や金融の分野から
地域全体に貢献できることを知
り、経済や金融に興味があった
こともあり、財務専門官を志望
しました。

会議の準備や防災訓練の実施、
異動時における資料の更新など
幅広く、様々な業務を行ってい
ます。総務部門の業務では、部
門内だけではなく理財部門や管
財部門など他部門との関わりも
多く、庁舎内を歩き回っている
こともあります。

経済調査課では北陸地域の経済
動向について調査し、その調査
結果を記者発表やホームページ
で公表しています。私は個人消
費の４業態（コンビニエンスス
トア、ドラッグストアなど）と
新車販売を担当しており、企業
にヒアリングを行い、北陸地域
の消費動向について調査をして
います。

事業に割り当てられた予算が効
率的に執行されているかを調査
しています。調査結果を財務省
へフィードバックすることで、
翌年度以降の予算編成に反映さ
れます。また、地方公共団体や
国の出先機関が年度内に使いき
れなかった予算を翌年度に繰越
すことに対して、承認や事後的
な検証を実施しています。

普通財産の管理処分に係る業務
を担当しています。主に、委託
業者に対する、未利用国有地の
管理指図や、期間入札での国有
地の売却を行っています。ま
た、エリアマネジメント業務で
は、地域との連携強化を目指し
て、地方公共団体にヒアリング
などを行っています。

金融機関の監督業務をしていま
す。金融機関からの届出を受理
し、中身の確認を行ったり、財
務内容に係る資料を分析し、ヒ
アリングを行い、内容をまとめ
るなどといった業務を行ってい
ます。

普段作業している執務室では、
静かな雰囲気の時もあれば、話
し合いの声でざわざわしている
時もあり、居心地良く感じてい
ます。また、他部署の方との関
わりを通して、全体的に優しい
方ばかりで働きやすい職場だと
感じています。

頼りになる方が多い印象です。
わからないことや困ったことが
あると親身に対応してくださ
り、働きやすい職場だと感じて
います。また、休暇やテレワー
クを取得しやすい環境が整って
おり、プライベートの時間も充
実させることができます。

穏やかです。皆さん真面目に業
務をこなしていますが、話しか
けると優しく対応してくれま
す。上司にも遠慮なく相談にい
けるので、風通しの良い職場だ
と思います。

優しい方が多い職場だと思いま
す。私の所属する部署では、コ
ミュニケーションをとりながら
業務を行うことを大切にしてい
るので、疑問点なども聞きやす
い環境です。雑談などもたまに
します。

優しく親切な方が多い印象で
す。アドバイスが的確で、どん
なことでも答えていただけま
す。また、同じ部署の方はもち
ろんのこと、業務上の関わりが
ない方でも、声をかけてくださ
るので、アットホームで働きや
すい雰囲気です。
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Q4. 入る前の不安
→実際入ってみて

Q5. プライベート面
での変化　

Q6. 記述試験 　
　 アドバイス

Q7. 合格を目指す
受験生へ

デスクワークが続いたり、テレ
ワークで長時間家の中にいると
体が怠けてしまうので、散歩な
どの軽い運動をするようになり
ました。また、休日出勤はな
く、年休も取得しやすい職場な
ので、外出や旅行の計画を立て
ていきたいと思っています。

入局前は仕事がこなせるか、う
まくコミュニケーションをとる
ことができるかといったことが
不安であり、とても緊張してい
ました。実際に働いてみると、
分からないことは何でも教えて
くれる優しい職員がたくさんい
るので、安心して仕事に取り組
めています。

早寝早起きが習慣になりまし
た。休日でも早く起きるように
なったので、ショッピングをし
たり、おいしいカフェを探した
りと、新しい趣味ができまし
た。また、ニュースをよく見る
ようになり、社会情勢の変化に
敏感になりました。

一番大きな不安は仕事をしっか
りこなせるかということでし
た。入局してみると、周りの方
がよく気にかけてくださり、困
ったことがあっても相談しやす
い雰囲気で安心しました。今で
も周りの方に色々と助けていた
だきながら仕事をしています。

規則正しい生活を送るようにな
り、お肌の調子が良くなりまし
た。
また、仕事後や休日といったプ
ライベートの時間を貴重に感じ
るようになり、趣味に打ち込む
ようになりました。

寝坊しないか心配でしたが、今
のところしていません。今後も
規則正しい生活が送れるよう
に、適度に休息をとっていこう
と思います。

平日は週２回ほどスポーツジム
に通い、休日は社会人チームで
ハンドボールをするなど、運動
でリフレッシュするようになり
ました。また、一人で過ごす時
間が増えたので、スポーツ観
戦、サウナ、カラオケ、美術館
巡りなど、あらゆる趣味を一人
で満喫するようになりました。

朝起きられるか非常に不安でし
た。入局後は毎朝気合でなんと
か起床しています。

公務員宿舎で、生まれて初めて
の一人暮らしをしています。初
めは食事や掃除、洗濯などの家
事を一人でやらなければならな
いのが大変でしたが、慣れた今
では、一人の自由な時間を楽し
んでいます。

業務内容が専門的なので、つい
ていけるか心配でした。配属先
では、教育担当の先輩職員がつ
いてくださるので、教えてもら
いながら、無理なく業務内容を
覚えていけます。

憲法を中心に対策をしていまし
たが、試験本番では解答に自信
が持てなかったため、多肢選択
でも入念に勉強していた財政学
を選択しました。記述試験でも
複数科目を準備しておくこと
で、わからない問題が出題され
たときにも焦らず対応できます。

まずは選択問題を最優先に勉強
し、記述問題は年明けごろから
勉強し始めました。それまで身
につけてきた知識を整理し、解
答のキーワードや構成の理解に
努めました。問題演習では、本
番よりも5～10分ほど解答時間
を短く設定し、時間内に最後ま
で書ききることを徹底していま
した。

経済学を選択しました。記述試
験では、特定の分野に関して記
述する必要があるので、山を張
るのは難しいと思います。そのた
め、記述試験は多肢選択試験の
延長だと考え、まずは多肢選択
試験の問題をしっかり解けるよう
にしていました。そのうえで、不
安のある分野について、記述試
験前に重点的に復習していました。

憲法の問題を４月から１日１題
解き、いざというときに備え
て、経済学と財政学についても
分野を絞って勉強しておきまし
た。広い試験範囲に対応できる
ようにしておく必要があるの
で、試験日から逆算した計画的
な勉強を心掛けてください。

過去の試験問題を分析すること
で、出題頻度が高い単元と低い
単元に分けることができるの
で、最初に出題頻度の高いもの
から取り組むといいと思いま
す。自分の書いた意図が、相手
に伝わるような回答作成を意識
すると、得点につながりやすい
です。

公務員といってもたくさんの職
種があるので、いろいろな職種
を知り、これだ！と思うものを
見つけることをお勧めします。
自分で納得できるものが見つか
れば、最後まで頑張り続けるモ
チベーションになると思います。

公務員試験は長期戦です。勉強
ばかりではなく、適度な休息や
趣味の時間をとり、心身ともに
調子を崩さないことが大切だと
思います。焦る気持ちもあると
思いますが、自分なりのペース
で頑張っていただければと思い
ます。

公務員試験の勉強をしている
と、一人の時間が多くなりがち
です。そういう時は良くない思
考に陥っていてもなかなか気づ
くことができません。そのた
め、息抜きも兼ねて、他の人と
会ってみたり、オンラインでも
良いので話してみてください。
面接練習も意外と息抜きになり
ます。

試験から採用まで様々な想定外
の事態が起きることもあります
が、諦めずに自分の力を出し切
れるよう頑張ってください。将
来自分がどんな仕事をしたいか
イメージすることでモチベーシ
ョンも保ちやすくなると思いま
す。

説明会やワークショップなど、
職員の方達と直接会ってみるこ
とをお勧めします。職場の雰囲
気が良いことも志望のポイント
になりますし、職員の方をよく
観察することで、求められる人
物像も見えてくると思います。
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