業務内容

財政の業務

Mission

主計部門

予算の使い方を
チェック
関東財務局
理財部主計第二課

堀 紗矢香

HORI Sayaka

平成30年度採用
平成30年4月

関東財務局採用
東京財務事務所統括国有財産管理官付

令和2年7月

具体的な業務内容

若手職員でも気兼ねなく自分の意見・アイデアを言うこ

行されているかを把握するため、予算執行の実態を調査

とができる一方で、分からないことがあれば気軽に上司や

し、改善すべき点を指摘することで予算の見直しにつなげ

先輩方にも相談できる環境です。

毎年の調査事案の選定にあたっては、財務局においても
地元情報、地域の声を収集し、調査の必要があると思われ

予算のPDCAサイクル
国は毎年、社会保障や公共事業等の様々

予算執行調査は、財政資金の効率的・効果的な活用のため、予算の

な行 政 需 要を満 たすた め、予 算 編 成を

「チェック
（評価・検証）」
・
「アクション（予算への反映）」機能を強化し、

行っています。

予算へ的確に反映させる取組みのひとつです。調査事案については、

財 務 局では 、予 算 の 使い 方 が非 効 率と

例年4月に公表し、調査が開始されます。
また、調査結果や翌年度予算

なっていないか、無駄な部分が生じてい

への反映状況についても公表しています。

ないか、
といったチェックを予算の執行段

予算執行

階で行います。調査結果は、財務省主計局

Do

へ報告され、翌年の予算に反映されます。

予算

Plan

予算の
PDCA
サイクル

Check

評価・検証

予算執行調査

Action
予算編成 予算査定

職場の雰囲気

予算執行調査とは、国の予算が効率的かつ効果的に執

ていく取組みです。

予算執行調査

現職

フレックスタイム制やテレワークも積極的に活用されて
おり、性別・年齢等に関係なく、それぞれのライフスタイル
に合わせて働きやすい職場です。

る事業について、調査事案候補として本省へ提案を行って

また、財務局で様々なキャリアを積んでいる方だけでな

います。財務局からの提案が採択された場合には、調査手

く、本省や他省庁への出向経験等のある方、子育てと業務

法や内容を検討し、本省や全国の財務局を通じて調査を実

を両立されている方など、自らの将来を考えるうえでロー

施します。実際の調査は書面調査のほか、事業の現場を訪

ルモデルとなる方々が多くいらっしゃるので、業務以外の面

問する実地調査を行うこともあります。

でも相談に乗っていただいています。

自分の担当した調査の結果が公表された時や、調査結果
が翌年度の予算に反映された時には達成感を得ることが

受験生へのメッセージ

できます。
このように予算執行調査は、地方にいながら国の

「財務専門官」
と聞くと専門的な業務を行うイメージがあ

予算編成に参画できる、非常にやりがいのある業務です。

りますよね。私は学生時代に財政や金融とは無縁な分野を

業務のなかで心がけていること

か、
と不安を感じることもありました。
しかし、財務局は研修

学んでいたことから、入局前は自分に業務が務まるだろう

財務局から調査事案を提案する際には、地元情報や地域

制度が充実していますし、実務についても職場の方々が熱

の声が選定の端緒となることから、自分が住んでいる地域

心に指導してくださったので、安心して業務に取り組むこと

の施策や地方新聞情報などにアンテナを張り、情報収集に

ができました。業務は多

努めています。

岐にわたりますが、その

また、予算執行調査はチームで行う業務なので、チーム

分色々な業務に挑戦でき

や課内での情報共有やコミュニケーションを怠らないよう

ることが財務局の魅力で

に心掛けています。特にコロナ禍においてはテレワークで

す。ぜひ、魅力ある財務局

業務を行う機会が増えたことから、オンライン会議等を積

で一緒に働きませんか。

極的に活用し、連携を図っています。

5
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業務内容

財政の業務

Mission

主計部門

地域の現場で
国の予算に携わる
九州財務局
理財部主計第一課上席主計実地監査官

岩本正広

IWAMOTO Masahiro

平成4年度採用
平成4年4月

九州財務局採用
宮崎財務事務所理財課

具体的な業務内容
近年、豪雨、台風、地震など、大規模な自然災害が日本各
地で頻繁に発生しています。
道路・河川、学校などの公共施設等が災害を受けてし
まった場合は、人々の暮らしの安定のため、少しでも早く復

写真：令和2年 九州財務局管内の災害立会現場

旧をすることが必要になります。

災害立会

しかしながら、復旧には膨大な費用がかかることもあり、

令和2・3年における九州財務局管内の災害

九州財務局総務部経済調査課調査官

平成26年7月

九州財務局理財部理財課証券監査官

平成29年7月

九州財務局理財部主計第二課主計実地監査官

令和元年7月

九州財務局理財部主計第一課主計実地監査官

令和3年7月

九州財務局理財部主計第一課上席主計実地監査官

一部を担っており、極めて重要な責任の重い業務です。具体
的には、それぞれの被災箇所ごとに、査定官・立会官・申請
者の三者で現地を調査・確認して、話し合うことで、三者で合
意のうえ、
事業費を決定します。
災害査定立会は、財務省の使命、組織として目指す姿とし
て定められている、
まさに国民、納税者の視点に立って、適
性・公正な行政を行う業務です。必要な事業費を決定し、適

各施設を管理している地方公共団体の財政能力を超える

正な予算措置につなげるたびに、一箇所ごとに達成感を感

負担が生じてしまうと、早期復旧が困難になりかねません。

じることができます。
そして何より、地域社会の役に立つこと

地震や台風などで道路等公共的な施設

令和2年7月豪雨災害により、熊本県、大分県、鹿児島県等の広い範囲で

が被害を受けたときには、現地にて災害

河川の氾濫、
浸水害、
土砂災害等が発生し、
人的な被害の発生に加え、
道路、

るため、現地に出向いて災害の状況や国が負担する事業費

の状況や国が負担する復旧事業費の金

河川、
学校等の公共施設や農地・農業施設なども甚大な被害を受けました。

の調査を行うものが、災害査定立会制度です。

額を確認するなどして、少しでも早く災害

令和3年においても、梅雨前線豪雨災害等により鹿児島県、熊本県を中

具体的には、地方公共団体等から補助の申請を受けた

復旧が行われ、生活環境の安定が図られ

心に河川の氾濫等が発生し、人的な被害の発生に加え、公共施設や農

主務省（国土交通省等）は、災害現地に係官（災害査定官

一定の専門性を必要としますが、人材育成の仕組みは極め

等）を派遣し、災害復旧事業費の査定を行います。このと

て充実しています。災害査定立会業務でも、各種研修、実際

き、財務局も係官（立会官）を各府省庁の災害査定にそれ

の災害査定立会に同行して実務を学ぶOJT、現地での勉強

ぞれ派遣し、工事費の決定をその場で行います。

会などの機会で専門知識を身に付けることができます。

るよう努めています。

地・農業施設などに大きな被害を受けました。
九州財務局管内では、これまでにも熊本地震（平成28年）、九州北部豪
雨（平成29年）など、大きな災害が発生していますが、速やかな復旧によ
り被災地における生活の安定が早期に取り戻せるよう、局内一丸となっ
て、
また、全国の財務局とも連携して、災害査定立会を実施しています。

地方公共団体等
（申請者）

被災した地方公共団体等は、施設を所管する主務省（国土交通省、農林水産省等）に
対し、災害復旧事業費を申請。

災害現場
（災害査定）
派遣

現 地で
災 害 復 旧 事 業 費の 決 定

申請

主務省
（災害査定官）

Ministry of Finance Local Finance Bureaus

そこで、国が特別の財政負担を行い、速やかな復旧を図

も直接的に実感でき、大きなやりがいを感じる業務です。

受験生へのメッセージ
財務局には、財政分野・金融分野の様々な業務があり、

通常の公共事業の場合、予算要求から予算化まで相当の

財務局のどの業務も地域に密着しており、地域に貢献し

期間がかかりますが、災害査定立会において決定した災害

つつ自らのスキルや能力を高めていくことができます。地域

復旧事業費は、財務本省においてそのまま予算化されるこ

のため、皆様とともに働ける日を楽しみにしています。

とにより、公共施設等の早期復旧を可能としています。

業務のやりがい
派遣

財務局
（立会官）

主務省と財務局は現地に災害査定官、立会官を派遣し、災害復旧事業費の査定を行う。財務局の立会官は、財政
を主管する財務省の立場から、主務省が行う査定が公正かつ適正なものかを確認。

7

平成23年7月

財務局の立会官が災害査定官等との間で合意した事業
費は、
そのまま予算措置されます。
立会官は、災害査定立会業務を通じて予算編成の調整の

九州財務局の災害査定立会現地勉強会の様子
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業務内容

Mission

財政の業務 融資部門

地 域に寄り添って
課 題 解 決を支 援
中国財務局
理財部融資課調査官

内藤雄大

NAITOU Yuta

平成23年度採用
平成23年4月

中国財務局採用
理財部金融監督第三課

具体的な業務内容

地方公共団体の財務状況把握

これらに限らず、本省庁へ出向する機会もあり、法令や

いか、財政状況を指標に照らして確認するとともに、財政

制度の設計など地域の枠組みを越えた国全体の目線に

運営に関する
「アドバイス」や「情報提供」、場合によっては

立った業務に携わることができるほか、財務局への復帰後

上・下水道、ごみ処理施設等を建設する

図っています。

資金を必要とする場合に、財政融資資金

平成26年度からは、財務健全化の取組事例に関する情報収集を行い、

を貸し付けています。身近な例では、レ

収集した情報を他団体へ紹介するなどにより、
アドバイス機能を強化

染症禍における経済の悪化に伴う税収の減少、高齢化に

インボーブリッジや東京メトロの建設資金

し、丁寧なコンサルティングを実施しています。

伴う社会保障関係費の増加など、歳入・歳出の両面で様々

全地方公共団体に
ついて財務省で作成

4指標（注）に加え、
地方財政健全化法の指標他、
各種データを活用

財務の健全化に向けた
貸し手としてのアドバイス

結 果 概 要︵ 診 断 表 ︶の 交 付

ます。

総 務 省か ら決 算 統 計
デー タ な ど を 入 手

を把握するためのヒアリングを行ってい

「財務状況悪化に関する事前警鐘」
を行っています。
そのほか、使用状況等の実地監査を通じて、融資した

昨今、地方公共団体では、人口減少やコロナウイルス感

な課題を抱えています。

地方公共団体に
対するヒアリング

（注）4 指標とは、行政キャッシュフロー計算書に基づき、ストック関連データも合わせて算出した「債務償還可能
年数」、
「 実質債務月収倍率」、
「 積立金等月収倍率」及び「行政経常収支率」の4つの財務指標のことをいいます。

の貢献が可能です。

する観点から、地方公共団体の財務の健全性に問題がな

資金の使用の適正化や財政融資資金の効率的運用等を

行政キャッシュフロー
計算書の作成

いった業務、地域経済の動向調査・分析、被災した地域の

い街づくりを行っていくことにより、自らが暮らす地域へ

地方公共団体の財務状況把握を実施しています。

貸付先である地方公共団体の財務状況

現職

融資資金を通じて、地域の街づくりに貢献しています。

し、財政融資資金の審査の充実などを図る観点から、平成17年度より、

選定

財務省理財局財政投融資総括課資金企画室資金企画第二係長

令 和 3 年 7月

り、こうした幅広い観点から、地域と一緒になって、
よりよ

務 局 は 、地 方 公 共 団 体 が 、学 校 、病 院 、

その他の関連指標
も加え、
財務状況を
モニタリング

令 和 2 年 7月

ついて、地方公共団体に融資する業務を行っており、財政

して、借り手である地方公共団体に対して、
その財務状況を的確に把握

また、資金の貸し手としての立場から、

財務省理財局国債業務課政府保証係長

状況の監督など、地域と密接に関連した業務を行ってお

低利資金の融資、出資の活動です。各財

【財務局・財務事務所などにおける財務状況把握の流れ】

財務省理財局地方運用第一係調査主任

令和元年7月

復旧に向けた財務上の支援、地域金融機関の法令遵守の

確実かつ有利な運用が義務付けられている財政融資資金の貸し手と

ます。

財務省理財局地方運用第一係

平成31年4月

財務局では、地方公共団体が行う公共事業や学校・社会

財政投融資とは、国による、長期・固定・

の一部にも財政融資資金が使われてい

財務省理財局管理課

平成30年7月

福祉施設等の整備、災害からの復旧などに必要な資金に

また、財政融資資金の貸し手として、償還確実性を確認

財政投融資

平成27年7月

は、本省庁で学んだ知識や経験を財務局に還元することに
より、更なる地域貢献を行うことができます。
こうした業務は、専門性が高く、求められる知識も高度
なものとなりますが、財務局では研修の制度・機会が充実
しており、研修を通じて業務に必要な知識を得ることがで
き、不安なく業務に取り組むことができます。
また、ワークライフバランスの意識が高く、
フレックスタ
イム制度や時短勤務、
テレワークの活用など職員一人一人

こうした地方公共団体の抱える課題に対して、
全国の財務

の置かれた環境やニーズに合致した働きやすい環境を提

局のネットワークを活用し、機会をとらえて収集した全国の

供しており、
ノー残業デーや積極的な休暇取得の促進の

地方公共団体の収支改善のための取組事例の紹介や、
地方

ほ か 、男 性 の 育 児

公共団体の職員との間で財政に関する勉強会を開催するな

休業の取得推進な

ど、
地方公共団体に寄り添って課題解決を支援しています。

ど、育児等との両立

財務局の魅力

に積極的な風土が
あります。

財務局では、地方公共団体に対する融資のほか、国有財
産の売却や貸付、地域のニーズに合わせた有効活用と

9
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業務内容

Mission

地 域や 社 会の
ニーズに対 応 した
財産活用

財政の業務 管財部門

北陸財務局
管財部国有財産管理官

高溝直樹

TAKAMIZO Naoki

平成18年度採用
平成18年4月

北陸財務局採用
福井財務事務所管財課

平成24年7月

財務省主計局文部科学第一係

平成26年7月

北陸財務局会計課用度係長

平成29年7月

北陸財務局管財部管財総括第一課国有財産管理官

令和2年7月

現職

ることを重視しており、職場コミュニケーションを充実させて

具体的な業務内容

様々な課題への対応を考えています。このようなプロセスを

国有財産（国が保有する財産）の有効活用や売却を担当し

経て財産の取扱いを決定した結果、地域のまちづくりがダイ

ています。国民共有の貴重な国有財産は税外収入を確保する

ナミックに進行する姿を見ると、組織として地域や社会に貢

手段であるとともに、介護や保育など様々な課題の解決に貢

献している実感があります。

献する手段にもなります。将来を見据えながら、多様化する地
域や社会のニーズに対応した財産活用に向けて、地方公共
団体など様々な関係者と協働して業務に取り組んでいます。

受験生へのメッセージ
財務局職員は国家公務員でありながら、地域に根差した組
織の職員として、地域の課題解決に向けた業務にも取り組ん

現在の業務のやりがい

でいます。そのような業務に携わり、広く社会の持続可能性を

地域や社会のニーズを踏まえながら、財産の最適な取扱い
を決定することは簡単ではなく、検討に検討を重ねる日々を

追求することで、自分を大きく成長させることができるのでは
ないでしょうか。

過ごしています。財務局ではチームワークで高い成果を上げ

国有財産の有効活用

山口江里子

財務局は、
国有財産の管理処分事務の実務

平成2年4月

国有財産

国有林野

公園

道路

普通財産
未利用国有地

政府出資

新たな取組みにも力を入れています。

総合調整

都市や大都市の再生につながる活用など、

宿舎

各省庁
監査

貸付など人々の安心につながる活用、
地方

管理
庁舎

財務省・財務局

福岡財務支局総務課係長

平成30年7月

福岡財務支局佐賀財務事務所管財課国有財産監査官

令和元年7月

福岡財務支局理財部上席調査官

令和3年7月

現職

具体的な業務内容
私は国有財産のうち行政財産の総合調整に関する事務を

市部の憩いの場として活用されている日比

財政貢献

有効活用
貸付等

売却

元市町村に貸付を行っているものです。

担当しています。
情報提供

谷公園や大阪城公園も国有財産であり、
地

地方公共団体・法人・個人等

財務局は、国有財産の総合調整を行う機関として、各省庁が
国有財産を取得する際の事前協議を行い、取得の必要性や
規模の適切性について、
ヒアリング及び現地確認による審査を
行うなど、責任のある業務を担っています。

地等として位置づけられた区画における国の合同庁舎の建設
に向けて検討しています。
これにより市民サービスの充実や新
たな公共用地を活用した利便性の向上が見込めるなど、地域
のまちづくりに貢献できるやりがいのある仕事です。

財務局の魅力
財務局は、金融、財政、国有財産という、全く異なる業務を

また、庁舎を建設する際には、地域のまちづくりとの調和や

一つの組織で経験できることが大きな魅力です。国有財産業

地方公共団体と行政面などで連携しながら、国公有財産の

務を進めていく中で、各部門での経験が役立つことも多くあ

するとともに 、税 外 収 入 の 確 保 にも貢 献しています 。また 、各 省 庁 が 管 理 する

最適利用を図ることが重要です。

り、業務を通じてスキルの向上を実感できます。
また、各部門

担っています。

わせた諫早駅周辺整備事業との連携を図るため、公共施設用

財務省・財務局では、普通財産の管理・処分を通じて地域や社会のニーズへ対応

行政財産に対する監査など、国有財産を有効活用するための総合調整の役割も

Ministry of Finance Local Finance Bureaus

平成29年7月

管理

また、
観光地として有名な松島や兼六園、
都

11

福岡財務支局採用
総務課

行政財産

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

YAMAGUCHI Eriko

平成2年度採用

国有財産行政の全体像
を担当しています。
適切に管理や売却等の処

福岡財務支局
管財部管財総括第二課国有財産総括専門官

地 域の
まちづくりに
貢 献できる 仕 事

写真：無償貸付中の国有財産（都立代々木公園）内に国家戦略特区制度を活用し
平成29年10月に開設した認定こども園（「まちのこども園代々木公園」）

直近では、長崎県諫早市において、西九州新幹線開業に合

と協力して対応を図ることもあるなど、組織の一体感を感じら
れることも魅力の一つです。

Ministry of Finance Local Finance Bureaus
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業務内容

検査部門 監督部門

金 融 機 関 を 通 じて
地域貢献

金融の業務

Mission

具体的な業務内容

北海道財務局
理財部金融監督第二課

佐薙伽奈

SANAGI Kana

令和2年度採用
令和2年4月

現職

も大きく、回数を重ねるたびに自分自身の知識が深まっていること

地域金融機関は、地域の事業者に寄り添って融資や本業支援
を行うことで、事業者自身や地域全体を支えている重要な存在
です。私たちは、地域金融機関が健全な経営を続けていけるよ
う、資料と向き合って決算状況の分析をしたり、電話で担当者と

も感じられるため、
とてもやりがいのある仕事です。

職場の雰囲気
自分自身の考えが尊重され、活かすことができる環境なので、

経営上の課題について対話を行ったり、本部へ赴いて頭取・理

業務に対し意欲的に取り組むことができています。
また、必要なと

事長の経営に対する思いを伺うなど、様々な方法で金融機関の

きにはしっかりサポートしてくれる上司・先輩方に囲まれているこ

ことを考え、サポートに取り組んでいます。

とも、安心して様々なことにチャレンジできる理由のひとつです。

現在の業務のやりがい

受験生へのメッセージ

私は採用2年目ですが、金融機関で数十年以上勤めあげてきた
ベテラン職員の方と対話をさせていただく機会が多くあります。
ま

地域貢献に繋がる仕事の中でも、地域金融機関を通したアプ
ローチに興味のある方は、ぜひ財務局へ！待っています！

だまだ緊張は抜けませんが、有意義な議論ができた際には達成感

地域金融機関の検査・監督

遠藤智之
平成10年度採用

金融の業務

平成10年4月

各地域には、それぞれ地方銀行のほか、
信用金庫や信用組合、証券会社、貸金業
者など、様々な金融機関があり、地域の
人々の暮らしと密接なつながりがありま
年々大きく変化しています。
財務局は、
こうした地域の金融機関に対
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、

検査

平成21年7月

東北財務局理財部検査総括課金融証券検査官

金融機関へ立入検査し、法令等
順守態勢、リスク管理態勢等を
把握し、問題点を指摘 。

平成25年7月

東北財務局理財部金融監督第二課調査官

平成28年7月

東北財務局福島財務事務所財務課調査官

平成30年7月

東北財務局山形財務事務所理財課主任調査官

令和2年7月

現職

財務局

監督

金融リテラシーや
金 融 犯 罪 防 止に
関する情報提供

ヒアリング等を通じて金融機関
の経営状況等を把握するととも
に、ビジネスモデル等について
対話。

金融機関の財務の健全性やリスク管理

サービス利用者の保護」
という重要な役
割を果たしています。

具体的な業務内容
事業者等への資金繰り支援や経営改善・事業再生支援等を

金融機関

金融商品・サービスの提供

金融商品・サービスの利用
手数料等の支払い

金融サービス
利用者
（預金者など）

傾聴し、対話することを通じて課題を共有しながら、今後の方向
性等について議論していく。簡単なことではありませんが、だか

いえる存在です。

らこそ日々のやりがいを感じています。

等に与える影響のほか、事業者支援の取組等の金融仲介機能
地方銀行、
信用金庫、
信用組合、
保険会社、
証券会社、
貸金業者
FX業者、資金移動業者
など

められる点です。当局意見の押し付けではなく、相手の考えを

担う地域金融機関は、ポストコロナの地域経済を支える「要」
と
検査部門では、地域金融機関の有するリスクが将来の健全性

の状況をチェックすることにより、
「金融シ
ステ ム の 安 定 」や 預 金 者 など の「 金 融

東北財務局採用
管財部直轄財産第二課

検査・監督

連携

す。また、金融を巡る環境や金融商品は

ENDO Tomoyuki

地 域 金 融 機 関の

コンサルティング

東北財務局
理財部検査総括課上席金融証券検査官

の発揮状況について、立入検査やモニタリング等を通じて検
証・対話を行い、必要な対応を促しています。
また、
近年では、
国際的な動向も踏まえて、
マネーローンダリング・
テロ資金供与対策に関する検査も行っています。

現在の業務の面白さ

受験生へのメッセージ
皆さんは、財務局の幅広い業務に魅力を感じる一方、業務の
専門性に 対する不 安もあるかと思います。私自 身もそうでし
た が 、実際には業務に携わるなかで十分に知識を身に着け、
経験を積むことができるので大丈夫です。また、研修等ステッ
プアップの機会もありますので、安心して財務専門官を目指し
てください。

検査業務の面白さは、我々自身もコンサルティング能力が求
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業務内容

Mission

金融の業務 証券部門

国 民の
資 産 形 成に
貢 献します！

東海財務局
証券取引等監視官部門証券検査官

野村俊之

NOMURA Toshiyuki

平成14年度採用
平成14年4月

東海財務局採用
理財部金融監督第二課信用組合監督室

平成26年7月
平成29年7月

東海財務局総務部会計課経理係長
東海財務局証券取引等監視官部門
証券取引等副監視官付審査係長

令和元年7月

東海財務局津財務事務所財務課主任調査官

令和3年7月

現職

具体的な業務内容
私は、
証券会社等の金融商品取引業者を対象に、
事前分析の上、
立入検査を実施しています。
立入検査では、
例えば、
業者の営業員が顧客に対して適切な商品
説明を行っているか、
他にもマネーロンダリング
（犯罪収益の資金洗
浄）
対策を講じているかなどを検証しております。
なお、
コロナ禍ということもあり、
リモート環境での検査を行って
いるほか、
顧客対応やビジネスモデルの変化にも着目しております。

業務のなかで心掛けていること
仕事上、
様々な金融商品を見る機会がありますが、
中には、
「リス
クが少なく安全に年率○％のリターン」
などのキャッチコピーで販
売された商品について、
投資した資金が、
説明されたとおりに運用
されていない場合や、
実際にはリスクが存在し、
損失が発生する場

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

金融商品取引法
金融商品取引法は 国民経済の健全な発展 と 投資者の保護 を目
的としており、その手段としての規制は「開示規制」
「不公正取引規制」
「業者規制」の3つに大きく分類されます。

場操縦等の違法行為の監視を行っていま

目的

す。違法行為に対しては、証券取引等監視

国民経済の健全な発展
投資者の保護

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。

証券監査

投 資 者の適 切な
投 資 判 断のために

証券取引等の監視

金融商品等の公正な価格形成

開示規制

不公正取引
規制

業者規制

手段

手段

手段

具体的な業務内容
金融商品取引法の
目的と手段

上場企業等の事業・財務内容が記載された開示書類（有価証券
報告書、
有価証券届出書等）
の受理と審査を行っています。
そのほか、
開示書類に含まれる財務諸表の監査状況が記載され
た概要書や上場企業役員・主要株主による当該企業株式の売買報

証券市場の公平性・透明性を高め、
投資者
保護を一層徹底させるために、
上場企業な
どから提出される、
企業の財務内容などが

15

（参考）EDINETとは
EDINETは、
「 金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する
電子開示システム」のことで、有価証券報告書、有価証券届出書、大量保有報告

告書の受理を行っています。

業務のなかで心掛けていること

合など、
被害等に遭うケースもあります。
このため、
日ごろから
「うまい儲け話には、
裏があるのではないか」
と自問自答しながら、
何か問題や欠陥がないかと注意しております。
こうした心掛けを通じて、国民が安心して投資することができ、
適切な資産形成ができるよう貢献していけたらと考えています。

受験生へのメッセージ
私自身、
財務局に入局するまでは、
金融とは無縁の生活を送って
おりましたが、
採用後の研修制度は充実しておりますので、
安心して
ください。

ちなみに、
現在の部署に配属されてからは、
通信研修を受講し
て、
ファイナンシャルプランナーの資格も取得しました。
受験生の皆さん、
財務局の業務は多岐にわたりますが、
一緒に
やりがいのある仕事をしませんか。

関東財務局
理財部証券監査官

郡司文子

GUNJI Fumiko

平成15年度採用
平成15年4月

関東財務局採用
水戸財務事務所第二統括国有財産管理官付

平成27年5月〜 平成28年4月

育児休業取得

平成28年5月

関東財務局理財部証券監督第三課調査官

平成30年7月

関東財務局総務部人事課給与係長

令和3年7月

現職

このため、有価証券届出書の審査を行うに当たっては、各企業
の開示が充実するよう、発行企業の事業内容、業況及びその企業
が属する業界のトレンド等を把握し、発行企業の資金使途、
リスク
情報について正確かつ十分に記載されているか投資者保護の観
点から確認するよう心掛けています。

職場の雰囲気
財務局は、
ワークライフバランスに関する取組を進めています。
私は、育児による時短勤務をしていますが、
フレックスタイムやテ

記載された有価証券報告書等をEDINET

書等の開示書類について、その提出から公衆縦覧等に至るまでの一連の手続き

企業がファイナンス（新株を発行して投資者から資金調達）を

により受理し、
審査しています。

を電子化するために開発されたシステムであり、
（保守等の期間を除き）24時間

行うために財務局に提出する有価証券届出書は、投資者の投資

レワークを活用している職員も増え、周りの理解や温かいサポー

365日稼働しています。

意思決定に当たり重要な法定開示書類です。

トもあり、育児中の職員も働きやすい職場だと感じています。
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業務内容

Mission

総合的な業務 経済調査部門

財 務 局にしか出 来ない
経 済 調 査を
近畿財務局
総務部経済調査課調査官

乾 浩樹

INUI Hiroki

平成18年度採用
平成18年4月

近畿財務局採用
神戸財務事務所理財第一課

具体的な業務内容

地域経済の調査

平成20年7月

近畿財務局管財部統括国有財産管理官付

平成23年7月

金融庁総務企画局総務課

平成25年7月

金融庁検査局総務課

平成26年1月

金融庁検査局総務課金融証券検査官

平成26年7月

金融庁監督局保険課保険サービス監視第一係長

平成28年7月

近畿財務局理財部金融監督第三課調査官

平成30年7月

近畿財務局総務部人事課給与係長

令和2年7月

現職

きるため、努力の成果が現れやすい業務だと思います。

経済調査課では、各種経済指標等をもとに地域の経済

また、集計結果を分析、整理し発信するまでは、ミスの

情勢を判断する「管内経済情勢報告」、法人の決算内容等

許されない緻密な作業の連続となりますが、発信した内

を調査する「法人企業統計調査」、法人の景況感等につい

容が新聞等に掲載されると、世間における関心の高さや

て現状や今後の見通しを調査する「法人企業景気予測調

自身の業務の重要性を再認識させられるのと同時に、大

査 」を行っており、私はその 中 の「 法 人 企 業 景 気 予 測 調

きな達成感を感じることができます。

査」を担当しています。
具体的には、四半期に一度、無作為抽出等により選定

財務局の魅力

全国財務局長会議において報告を行った情報

した法人（全国で約1万4千社）に対して調査票への回答

財務局では経済調査以外にも財政、金融、国有財産と

企業へのヒアリングや地域経済に関する

四半期ごとに開催されている全国財務局長会議の場において、財務局

を依頼し、回収した調査票を集計、分析し、その結果を記

いった様々な業務を所管しており、採用後はそれらの業

データを収集・分析して、地域の経済情勢

長より本省幹部に対して、管内経済情勢の報告のほか、毎回特定の

者発表やホームページ掲載等により発信しています。調

務を幅広く経験することができるほか、さらに専門性を高

をタイムリーに把握し、四半期毎に財務大

テーマを設定し、そのテーマに係る企業ヒアリングの結果を合わせて

査内容は、法人の景況感のほかにも従業員数や設備の過

めたい場合には財務省や金融庁へ出向する選択肢も用

臣や財務省の幹部に報告しています。

報告しています。

不足状況を伺うものなど多岐に渡っており、調査結果は、

意されています。

財務省では、報告された各地域の経済情

政策の企画・立案に役立てられているほか、地域の皆様

勢を踏まえ、各種マクロ経済政策を企画・

にも広く活用していただいています。

地域経済に関する
資料･情報の収集

立案していくことになります。

現在の業務のやりがい
調査票への回答を依頼する法人は、様々な規模・業種
国 の 施 策 に 役 立て る

法人企業統計調査

経済情勢報告

地 域への 情 報 提 供

法人企業景気予測調査

に分かれており、内容に応じて法人へのヒアリングも行う

また、私は大学で理系の学部だったため、経済や財政、
法律等の知識は皆無でしたが、各業務に応じた研修が組
まれているほか、上司や先輩から丁寧に指導してもらえる
ため、知識面で不利に感じることはありませんでした。
ですので、財務局の業務に少しでも興味があれば、財
務局を志望してみませんか。

ため、常日頃から幅広く情報を収集しておく必要がありま
す。そして、集計結果の分析においては、規模・業種ごとの
傾向だけでなく、過去からの推移等も確認する必要があ
るため、最新の情報だけでなく過去の情報についても一
定把握しておくことが求められます。ただし、情報収集に
より知識を蓄積した分だけ深度ある分析を行うことがで
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業務内容

Mission

総合的な業務 広報部門

ともに学ぶ
四国財務局
総務部財務広報相談室広報相談第一係長

松下美保

MATSUSHITA Miho

平成20年度採用
平成20年4月

四国財務局採用
管財部管財総括課

平成26年7月

四国財務局高知財務事務所財務課

平成27年10月〜令和2年4月

育児休業取得

令 和 2 年 5月

四国財務局総務部会計課

令 和 3 年 7月

現職

具体的な業務内容
財務広報相談室は、地域のみなさまに財務省及び金融

財務局はワークライフバランスに関する取組に力を入れ

庁の施策についての情報を広く伝えるとともに、
これらに

ており、柔軟な働き方が可能です。現在、私は未就学児2名

対するご意見やご要望を財務省及び金融庁へ伝えるという

の子育て中ですが、早出遅出勤務やフレックス制度等を活

「国と地域をつなぐ」仕事を行っております。
現在、特に重視して取り組んでいるのが、
「 子育て世代」

広報・広聴

用した勤務時間の調整などを利用し、育児・家事をしなが
ら仕事を続けることができています。仕事と子育てを両立

及び「若年層」への情報発信です。子育て支援の一環とし

するための様々な制度を利用している職員も多く、上司、

て、
「 子育て世代」に対し子育て支援センター等で子育てに

同僚の理解や協力もあり、子育て世代にとって働きやすい

財政教育プログラム

かかるお金の知識や生活設計・資産形成のポイントをお伝

職場です。

財務省や金融庁の施策や財務局の仕事

財務省では、小・中・高校生へのニュートラルな主権者教育の一環とし

えしています。私自身も「子育て世代」であるため、お金に

についてご理解いただき、皆さまからのご

て、日本の財政について興味を持ってもらい、財政を自分たちに関わ

関する知識、金融リテラシーを一緒に高めていけたらという

意見を行政運営に反映させるため、各地

る問題としてとらえ、自分たちの国の将来について考え、判断できる

想いで取り組んでおります。
また、
「若年層」に少しでも日本

就職先を決めるということに対して、
漠然とした不安を感じ

で説明会や講演会等を開催しています。

知識を育むために、アクティブラーニングを取り入れた「財政教育プ

の財政に興味を持ってもらうための広報ツールの一つと

ている方もいるかもしれません。
財務局の業務は幅広く一定

また、専門の相談員が多重債務に関する

ログラム」
を実施しています。財務省・財務局の職員が講師として実際

して「財政教育プログラム」を実施しております。
「 財政教

の専門性が必要とされるため、
私自身財務局を志望するか考

相談の受付もしています。

に学校に赴く出張授業スタイルです。

育プログラム」
とは、財務局職員が講師として学校に赴き、

えた際に、
「自分に務まるだろうか」
と不安に感じていました。

国の財政に関する講義を行うとともに、日本の将来につい

しかし、財務局の研修制度は充実しており、安心して業務に

て考えることをテーマとしたグループワークも行います。

取り組めます。
また、
財務局は周りの上司、
同僚と業務の進め

グループワークでは、学生自身の描く未来やその実現に

方について相談しやす

向けた課題、課題解決のための手段などについて、財務

く、連携して業務を進め

局職員のサポートのもと、子どもたちが意見を出し合いな

ることができます。

「財政教育プログラム」に関するリーフレット
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受験生へのメッセージ

がら議論を行います。その議論を通して、日本の厳しい

皆さんに財務専門官

財政状況を把握し、
これからの日本のために財政について

を目 指してい た だき、

考えるきっかけになればと考えています。

一緒に働ける日を楽し
みにしています。
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業務内容

Mission

総合的な業務

災害対応

災害発生時の対応について
平成23年3月の東日本大震災、平成28年4月の熊本地震、そして平成30年9月の北海道胆振東部地震。
これらの地震の影響により、多くの住民の生命が奪われたほか、道路、河川、学校等の公共施設や
農地・農業用施設も甚大な被害を受けました。
このような状況のなか、財務局では、財政・金融・国有財産の各分野をはじめ、
人的支援の面からも職員一丸となって対応を行ってきました。
ここでは、災害発生時における各財務局の対応と復旧・復興支援のための取組みを紹介します。

金融面における被災者支援
災害発生後、財務局は日本銀行各支店とともに、管内の金融

財務局では、被災者・被災地支援のため、地震発生直後から

機関等に対して、預金の払戻しや貸出金の条件変更対応など

国家公務員宿舎や国有地などの国有財産を、被災された方々

に関し、災害被災者の被災状況に応じたきめ細かな対応に努

や地方公共団体へ提供しています。

めるよう要請を行っています。
また、住宅ローン等を抱える被災者の生活や事業の再建を支
援するスキームである
「自然災害による被災者の債務整理に関
するガイドライン」の活用促進のため、弁護士会と連携し、被災
地にて相談会を実施するなど、
周知活動に取り組んでいます。

迅速な災害査定業務の遂行

被災者・被災地支援に向けた国有財産の活用

東日本大震災発生後の東北財務局の対応
平成23年5月に完成した吉倉住宅（福島県福島市）を、計
画的避難区域に指定された飯舘村の方々へ提供したほか、
解体撤去予定だった川内住宅（宮城県仙台市）を財務局にお

財政融資資金の弾力的運用

いて補修・整備し、被災された方々へ提供しました。

地震・台風などの自然災害により、公共施設や農業用施設な

財 務 局 は 、地 方 公 共 団 体 が 行う社 会 資 本 の 整 備（ 学 校・

どが被害を受けた際、財務局では、早期に復旧工事が開始され

病 院 の 建 設 、道 路 整 備 、上・下 水 道 の 整 備 など）や 、災 害 復

熊本地震による熊本県下への災害救助法適用を受け、九州

るよう、直接、災害現場に出向き、国が負担する復旧事業費を

旧 の た め の 資 金として、財 政 融 資 資 金を長 期・低 利で貸し

財務局長と日銀熊本支店長の連名により、同県内に店舗を有

決定する仕事をしています。
これを「災害復旧事業費の査定立

付けています。災 害 発 生 時 に は 、貸 付 手 続きを大 幅 に 簡 略

する金融機関等に対し、被災者の被災状況に応じた適時適切

会制度」
といい、迅速かつ適切に災害査定立会を行うことで、

化し、被災団体の事務負担軽減を図るなどの措置を講じて

な措置を講ずるよう要請するとともに、報道機関、関係団体に

早期の復旧が期待できます。

います。

も周知要請・依頼を行いました。

熊本地震発生後の九州財務局の対応

現在も、国有地及び国有建物を地方公共団体へ無償で提
供し、役場などに利用されています。

その他の取組み

また 、二 重ローン問 題（ 被 災 前 からの 既 往 債 務 が 負 担 に

被害にあった地域のニーズは、発災後時々刻々と変わってい

なって新規資金調達が困難となる等の問題）解決に向け、平

きます。財務局では、地域のニーズを把握し、少しでも多くの点

成28年4月から運用開始された住宅ローン等の減額・債務の

で地域が求める復旧・復興の形が実現できるよう、機動的に対

胆振東部地震では、大規模かつ甚大な被害が発生し、迅速に

貸付手続きを大幅に簡素化し、被災団体の事務負担軽減と

免除を図る「自然災害による被災者の債務整理に関するガイ

応しています。

事業費を決定し、早期に復旧事業を開始する必要があったた

円滑な資金供給を図ったほか、被災により発生した延滞利子を

ドライン」の初の本格的な適用事案として、関係機関と連携し

め、災害査定では平成29年に制定した「大規模災害時におけ

実質免除する措置を講じました。
また、被災した上・下水道施設

て多様な周知広報活動を展開しました。

る公共土木施設災害復旧事業査定方針」に基づき事務の簡素

などの早期復旧や、災害公営住宅の建設に必要となる資金の

化を図るとともに、当局内の応援体制により立会官を増強し、

貸付を継続的に行っています。

北海道胆振東部地震発生後の北海道財務局の対応

東日本大震災発生後の東北財務局の対応

短期間に多くの災害査定立会を実施しました。

このほか、熊本行政評価事務所が実施した被災者支援特別
行政相談会（熊本市、宇土市、阿蘇市）に参加し、生活の安定・
再建のための金融面の各種支援策等に関する被災者からの

北海道胆振東部地震発生後の北海道財務局の対応
金融や財政、国有財産にかかる対応のほかに、被害に遭っ
た地域の皆さんをどう支えるか考えました。

相談等に対応したり、金融庁と共催で熊本県内所在の金融機

地震の影響で長時間続いた大規模停電により、札幌第1合

なっていることから、計画的に立会官育成勉強会を実施して

関等関係者向けに説明会を開催し、金融庁の施策等の紹介を

同庁舎が所在するJR札幌駅北口周辺部においては、上下水

います。

行う等の対応を行いました。

当局では、大規模災害発生時の査定立会能力強化が課題と

道を利用できなくなった住民や移動が 困難となった観光客
が多数いることがわかりました。本合同庁舎においては、自
家発電により、かろうじてトイレや水道が 使用できたことか
ら、住民や観光客のために1階ロビー（トイレ、水飲み場、洗
面所を含む。）を開放したほか 、避難場所などに関する照会
者に対しても、当方で調査のうえ、資料を作成し、その資料に
基づいた情報提供も行いました。
また、被害のあった地方公共団体を職員が 回り、まずは、

仙台市 南蒲生浄化センター

支援の要請があった安平町に対して、発災2日後から災害物

（公営企業災害復旧事業債（東日本大震災分・下水道事業 ）
）

資 の 運 搬をするた めに 職 員を派 遣することにしました 。次
に 、連 休を前 に 増えつ つ あった ボランティアの 受 入 れをス

地震発生後の厚真町の様子

被災した熊本城の災害査定立会の様子

ムーズに行うための要請があったむかわ町に対して職員の
派 遣を決 め、
「 地 図 へ のマッピング（ 情 報 の 見える化 ）」をし
て、地域住民へのサービスが均等に行き渡るように支援しま
した。このほか 、日高町に対しては、被災証明の現地調査の
補助のため職員を派遣しました。

地震で被災した公園施設の災害査定立会の様子
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）
仙台市 荒井東復興公営住宅（公営住宅建設事業債（東日本大震災分）

職員による二重ローン等の住民説明
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業務内容

Mission

総合的な業務

地域連携・地方創生

財務局の地域連携・地域貢献の取組み

中能登町の廃校跡地を活用した公営住宅整備等をサポート
北陸財務局では地域連携・地域貢献の取組として、地方公共団体や金融

財務局は、全都道府県に拠点を構えているという特徴を生かし、各地域において様々なネットワークを構築しています。
そのネットワークを通じて地域の課題の把握に努めていますが、
その課題を解決するためには、
様々な地域の主体が連携し、知恵を出し合って協働していく必要があります。

機関とともに、PPP／PFIに関する
「地域プラットフォーム」
を設立・運営し、
公的資産活用のための官民対話（地方公共団体と民間事業者による意見
交換）などの実施を通して、地方公共団体が抱える課題の解決に向けて

用されました。中能登町のような比較的小規模な自治体でPFI事業が実施
されることは全国的にも数少ない事例ではありますが、当局による上記の

課題解決に向けた取組み

トキャンパスの新設や地域の交流施設を併設した町営住宅整備」
という

石川県中能登町から、
「廃校した小学校跡地の利活用」
と
「老朽化した町

全国の財務局において、地域の実情に応じた様々な取り組みがなされていますが、
ここではその一例を紹介します。

関係機関と連携したコロナ禍の事業者支援

関東財務局
の支援策に焦点を絞ったリーフレットを作成したことで、
より多くの事業

等の整備により、地域のにぎわい創出や活性化に繋がっていくことが期待

このため、
北陸財務局では、
中能登町に対して、
「地域プラットフォームの場

されています。

で官民対話を行い、民間事業者から幅広く意見を集めてはどうか。」
とアド

北陸財務局では、地方公共団

バイスしたほか、中能登町の議会向けPPP／PFI勉強会へ講師として職員

体からのこうした公的資産に関

を派遣するなど、
全面的に中能登町の取組をサポートしました。

する相談について、その地方公
共団体ごとの課題に応じて、伴

者に情報を届けることができたのではないかと思います。

こうした中、
財務局が地域から期待される役割としては、
金融機関による

関東財務局YouTubeチャンネルでの動画配信等に加え、地元テレビ局・

事業者支援を後押しする取り組みや支援を要する事業者に対する情報提供

地元紙の協力を得て広報を実施したことにより、
「 新型コロナウイルス

などが考えられるため、
下記の通り様々な取り組みを実施しています。

ビッグプロジェクトとなって着々と事業が進行しています。
この新しい施設

営住宅の建替え」
という二つの課題への取組について相談を受けました。

走しながら課題解決に向けて

また、各地方公共団体や商工団体等と連携したリーフレットの配布や、

い資金繰り状況に直面する事業者も少なくありません。

その結果、
中能登町では、
「地域プラットフォーム」
の場で民間事業者から
提案のあった、PFI事業によって小学校跡地に町営住宅を整備する案が採

サポートや関係府省への橋渡しにより、廃校跡地は現在、
「大学のサテライ
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新型コロナウイルス感染症が内外経済に甚大な影響をもたらす中、厳し
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サポートしています。

財務局では、構築した様々なネットワークを活用して、地域の各主体を結びつける
「つなぎ役」
を果たしながら、
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「地域プラットフォーム」
での官民対話

感染症に関する金融相談ダイヤル」の相談件数の増加にもつながるな
ど、多くの事業者に必要な情報を提供できたと

関係機関と連携した意見交換会等の開催、
新たなツールも活用した情報提供の実施

思います。
なお、意見交換会は、参加者からのニーズによ

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者を、
地域の関係機関が

り、第2回、第3回と継続して開催している地域も

一体となって支援していくため、
政府系・地域金融機関、
経営支援機関等に

あります。今 後も、社 会 情 勢 の 変 化に 留 意しつ

呼びかけ、事業者支援や事業再生をテーマとした意見交換会を、本局・各

つ、適時適切な取り組みを実施していきたいと

財務事務所が各地の実情に合わせた方法（対面又はオンライン）
で開催し

思います。

当局YouTubeチャンネル
にて動画配信中

中能登町議会向け勉強会で講演する職員

たほか、関東経済産業局と連携して、地域金融機関・経営支援機関等を対

事業完成イメージ

象に、事業者への伴走型支援やデジタル化支援をテーマとしたオンライン
セミナーを開催しました。

高校生と先生のための金融経済教育・消費者教育シンポジウム

また、
コロナ禍での金融機関との取引等に関する相談を受け付けるため
「新型コロナウイルス感染症に

近畿財務局

把握した地域の実情・課題等

関する金融相談ダイヤル」
を設
置したほか、新型コロナウイル

大阪府消費生活センターと連携して高校で実施した金融経済教育・消

ス感染症に関する各省庁等の

費者教育の出前授業や、教育関係者が主催する外部イベントへの参加

主な支援策を都県別に整理し

を通じて、成年年齢引下げを見据え、金融経済教育・消費者教育の重要
性、関係機関と連携して取り組むことの必要性を把握しました。

た一覧表を作成し、
リーフレッ
トの配布や動画配信等による

事業者支援に係る意見交換会

多角的な広報を実施しました。

取り組み内容
令和4年4月の学習指導要領改訂に伴い、資産形成に関する指導内容

関係職員の感想・受験生へのメッセージ

が強化されることから、金融経済教育・消費者教育によって、一人一人の
安定的な資産形成を実現し、情報・金融リテラシーを向上させ、自立した
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地域の企業や産業の持続性維持に向けて、政府系・地域金融機関、経
一覧表

リーフレット

取り組みの成果・効果、今後の展開等
全国から約120名の高校生と先生のほか、官民の金融経済教育・消費
者教育関係者が対面・オンラインで参加しました。

消費者を育成することが急務となっています。

関東財務局
総務課企画第二係員

シンポジウムの様子
（オンライン）

そのため、近畿財務局では、官民の関係機関と連携して、高校生と先

参加した高校生からは「リスクテイキングを体感的に学ぶことができ

生に金融経済教育・消費者教育の体験型の学びの場を提供し、新しい知

た」、先生からは「学校における金融教育の課題を学校外の方から具体

識や授業内容を考える際のヒントを得てもらうことを目的として、令和3

的に指摘していただき有意義だった」
といったお声をいただきました。

年3月に大阪発の取組みとして
「高校生と先生のための金融経済教育・

近畿財務局では、当シンポジウムの企画・開催をはじめ、今後も官民の
関係機関と連携して、
金融経済教育・消費者教育の推進に努めてまいります。

消費者教育シンポジウム」
を開催しました。

営支援機関等の関係機関が事業者支援のノウハウや課題を共有し、一
層の取組み促進につなげていく観点から、意見交換会を開催しました。

取組みの成果・効果、今後の展開
意見交換会等では、
関係機関が担当者レベルでノウハウや課題を共有し
ました。
参加者からは、
「課題顕在化前に積極的に取り組むことが重要と再認
識した」
「
、案件を積み重ねて皆で共有することが大切だと改めて感じた」
等
の声が聞かれ、
効果的な事業者支援に向けた連携強化に貢献できました。
新型コロナウイルス感染症に関する各省庁等の支援策は広範囲にわ
たり、かつ相談・申請の受付先も都道府県によって異なるなど、事業者に
とってわかりづらい面がありましたが、当局独自に主に金融面（資金繰り）
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地域連携・地域貢献の取組みにおいては、財務局の幅広いネットワー
クを活用し、地域の課題・ニーズに応じた取組みをすることが求められ
ています。また、新型コロナ感染症のような共通課題だけでなく、所管す
る地 域 特 有 の 課 題にも対 応すべく、地 域 の 各 主 体との 対 話を重 ね 、課
題解決に向けて企画を行っています。企画の際には、自分の意見がその
まま方 針に 反 映されていくた め、どうすれば 効 果 的な取 組 みを実 施で
きるのか試行錯誤が必要で、とてもやりがいのある仕事です。
財務局では財政や金融など様々な部門で、地域のために働くことができ
ます。ぜひ将来の選択肢の一つとして財務専門官を考えてみてください。
シンポジウムの様子
（対面）

オンライン参加者からの発表
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