
「信頼の確保とデジタル化への挑戦」
● 現在の業務内容
　現在の業務の中心は、文書管理（電子決裁）システムの導入に関する作業です。組織の
意思決定をこれまでは紙文書への押印により行っていましたが、それをデジタル化し、職
員のパソコン端末を用いて行うようにするものです。局内の関係部署やシステム業者との
打ち合わせ及び既にシステムを導入しているほかの独立行政法人へのヒアリング等を通じ
て、使いやすいシステムの構築を目指しています。ほかにも、個人情報の保護等をはじめ
とする法令遵守に関するコンプライアンスの推進活動（研修の企画・実施など）や造幣局
の内部規程の整備（ルール作り）に関する業務を行っています。

● 造幣局を志望した理由
　国家公務員としてパブリックマインドを大切にしつつ、旺盛な好奇心や自分が知らない
分野への探求心を生かし、貨幣の製造や販売など多様な業務に携われることに魅力を感じ
志望しました。また、もともと貨幣収集が趣味であり、貨幣に関心があったことも志望理
由の一つです。

● これまでの仕事で印象に残っていること
　プロジェクトリーダーとして文書管理システムの構築に携わっていることです。当初、
私は情報システムに関する知識がほとんどなかったのですが、「多くの職員が使い、後世に
残るこのシステムを、使いやすく親しみを持てるものにする！」と信念を持って知識を身
につけ、書類作成やシステム業者との議論をしています。そして今、システムの完成が着
実に近づいています。今後も自分が経験したこ
とのない業務に携わる機会が多くなりますが、
その場その場で良い仕事をしていきたいと思い
ます。

先輩からのメッセージ先輩からのメッセージ 令和5年1月1日現在

学生のみなさんへ

総務部 総務課 主任
平成 28 年

【総合職（法律）】

　造幣局は令和３年に、創業150周年の記念すべき年を迎えました。先人が築き上げてきた伝統や国民からの信
頼など、守るべきところは守る一方、若手職員の中から日頃の気付き等を生かした改善活動や新たなことに挑戦
する環境が広がっています。次の150年に向けて、皆さんが主役となって一緒に造幣局を盛り上げていきませんか。

 9：00 出勤　課員の予定確認
  メールチェック
 10：00 システム業者との打ち合わせ
 12：00 昼休み
 13：00 リスク・
  コンプライアンス委員会
 15：00 理事長への説明
 17：30 退庁

学生のみなさんへ

ある日のスケジュール

「造幣局と異なる環境での業務と交流」
● 現在の業務内容
　大臣官房秘書課には人事・給与・服務などの業務があり、その中でも私は経歴や表彰歴
を記載する人事記録の入力・管理や、非常勤職員の任免関係の業務を行っています。人事
記録は給与など多岐にわたって業務で使用されるため、迅速かつ正確な入力を心がけてい
ます。また非常勤職員の採用にあたっては、財務省のホームページに掲載する公募用のペー
ジを作成したり、辞令の発行を担当しています。
　財務省は造幣局よりも業務の規模が大きく忙しいときもありますが、私と同様に他機関
から出向している職員と交流を深めたり、資料を提出するために官邸訪問したりと、ここ
でしかできない貴重な経験をさせてもらっています。

● 造幣局を志望した理由
　公務員といえば事務作業のイメージがあったのですが、造幣局では貨幣や勲章の製造、
貨幣セットの販売など幅広い業務に携われるということに興味を持ち志望しました。また、
将来結婚や出産をしても働き続けたいと思っていたため、業務説明会で育児制度などのお
話を聞き、働きやすい職場であると感じたことも志望理由の一つです。

● これまでの仕事で印象に残っていること
　経理課に所属していたときに毎年度行っていた、標準原価の改定作業がとても印象に残っ
ています。標準原価は1年間、製造効率化などの指標となる重要な数値のため、数カ月かけ
てシステムで原価の積み上げと検証を繰り返し、
正確性を高める必要があります。地道な作業を
コツコツと進めていくのは大変でしたが、無事
に改定作業が終わったときはやり遂げたという
達成感と自信を得ることができました。

学生のみなさんへ

財務省 大臣官房秘書課 係員
平成 31 年

【一般職（行政）】

　パンフレットやホームページを見ただけでは分からないことも多くあるかと思いますので、試
験勉強の合間のリフレッシュも兼ねて、ぜひ様々な業務説明会に参加してみてください。機会が
あれば造幣局にも来ていただき、興味を持っていただければ幸いです。

学生のみなさんへ

「バックオフィスの重要性とやりがい」
● 現在の業務内容
　私は現在、経理課に所属しており、決算業務に携わっています。主に１年間の財務諸表
の作成に向けて、日々の起票の整合性の確認や月次残高試算表の作成、監査法人による監
査業務への対応などを行っています。各課に伝票の起票について疑問点を聞いたり、監査
法人の関係で連絡をとったりとほかの課との関わりも多いです。簿記や原価計算等の会計
の専門知識も求められるため、日々勉強にも努めています。

● 造幣局を志望した理由
　社会基盤などを支える仕事に就きたいと考え、その中で国民生活には欠かせない、貨幣
製造を行っている造幣局に興味を持ち、志望しました。また説明会での職員の方のお話や
雰囲気に惹かれたこともきっかけとなりました。

● これまでの仕事で印象に残っていること
　経理担当時に携わったICDC（造幣局主催のコインデザインコンペ）の賞金の支払いに伴
う外国送金が印象に残っています。ICDCの受賞者は日本だけでなく、外国の方々も多くおり、
普段の支払いとは異なって、租税条約の確認や相手先の銀行に振り込みが可能かどうかの
確認を国ごとに行う必要がありました。支払期限もある中、上司の指導を仰ぎながら確実
に遂行できたことは自分にとって大きな経験となり、成長につながったと感じています。

学生のみなさんへ

総務部 経理課 係員
令和３年

【一般職（行政）】

　民間企業を含め様々な企業や官公庁がある中、少しでも造幣局に興味があるなら、ぜひ説明会
や工場見学に足を運んでいただき、職場の雰囲気や業務内容などを知っていただきたいです。皆
さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

 8：30 出勤
 9：00 月次残高試算表の作成
 12：00 昼休み
 13：00 監査のための事前資料の
  作成
 16：00 原価差異の分析
 17：00 退庁

学生のみなさんへ

ある日のスケジュール

09 10JAPAN MINT Recruiting Guide



「信頼の確保とデジタル化への挑戦」
● 現在の業務内容
　現在の業務の中心は、文書管理（電子決裁）システムの導入に関する作業です。組織の
意思決定をこれまでは紙文書への押印により行っていましたが、それをデジタル化し、職
員のパソコン端末を用いて行うようにするものです。局内の関係部署やシステム業者との
打ち合わせ及び既にシステムを導入しているほかの独立行政法人へのヒアリング等を通じ
て、使いやすいシステムの構築を目指しています。ほかにも、個人情報の保護等をはじめ
とする法令遵守に関するコンプライアンスの推進活動（研修の企画・実施など）や造幣局
の内部規程の整備（ルール作り）に関する業務を行っています。

● 造幣局を志望した理由
　国家公務員としてパブリックマインドを大切にしつつ、旺盛な好奇心や自分が知らない
分野への探求心を生かし、貨幣の製造や販売など多様な業務に携われることに魅力を感じ
志望しました。また、もともと貨幣収集が趣味であり、貨幣に関心があったことも志望理
由の一つです。

● これまでの仕事で印象に残っていること
　プロジェクトリーダーとして文書管理システムの構築に携わっていることです。当初、
私は情報システムに関する知識がほとんどなかったのですが、「多くの職員が使い、後世に
残るこのシステムを、使いやすく親しみを持てるものにする！」と信念を持って知識を身
につけ、書類作成やシステム業者との議論をしています。そして今、システムの完成が着
実に近づいています。今後も自分が経験したこ
とのない業務に携わる機会が多くなりますが、
その場その場で良い仕事をしていきたいと思い
ます。

先輩からのメッセージ先輩からのメッセージ 令和5年1月1日現在

学生のみなさんへ

総務部 総務課 主任
平成 28 年

【総合職（法律）】

　造幣局は令和３年に、創業150周年の記念すべき年を迎えました。先人が築き上げてきた伝統や国民からの信
頼など、守るべきところは守る一方、若手職員の中から日頃の気付き等を生かした改善活動や新たなことに挑戦
する環境が広がっています。次の150年に向けて、皆さんが主役となって一緒に造幣局を盛り上げていきませんか。

 9：00 出勤　課員の予定確認
  メールチェック
 10：00 システム業者との打ち合わせ
 12：00 昼休み
 13：00 リスク・
  コンプライアンス委員会
 15：00 理事長への説明
 17：30 退庁

学生のみなさんへ

ある日のスケジュール

「造幣局と異なる環境での業務と交流」
● 現在の業務内容
　大臣官房秘書課には人事・給与・服務などの業務があり、その中でも私は経歴や表彰歴
を記載する人事記録の入力・管理や、非常勤職員の任免関係の業務を行っています。人事
記録は給与など多岐にわたって業務で使用されるため、迅速かつ正確な入力を心がけてい
ます。また非常勤職員の採用にあたっては、財務省のホームページに掲載する公募用のペー
ジを作成したり、辞令の発行を担当しています。
　財務省は造幣局よりも業務の規模が大きく忙しいときもありますが、私と同様に他機関
から出向している職員と交流を深めたり、資料を提出するために官邸訪問したりと、ここ
でしかできない貴重な経験をさせてもらっています。

● 造幣局を志望した理由
　公務員といえば事務作業のイメージがあったのですが、造幣局では貨幣や勲章の製造、
貨幣セットの販売など幅広い業務に携われるということに興味を持ち志望しました。また、
将来結婚や出産をしても働き続けたいと思っていたため、業務説明会で育児制度などのお
話を聞き、働きやすい職場であると感じたことも志望理由の一つです。

● これまでの仕事で印象に残っていること
　経理課に所属していたときに毎年度行っていた、標準原価の改定作業がとても印象に残っ
ています。標準原価は1年間、製造効率化などの指標となる重要な数値のため、数カ月かけ
てシステムで原価の積み上げと検証を繰り返し、
正確性を高める必要があります。地道な作業を
コツコツと進めていくのは大変でしたが、無事
に改定作業が終わったときはやり遂げたという
達成感と自信を得ることができました。

学生のみなさんへ

財務省 大臣官房秘書課 係員
平成 31 年

【一般職（行政）】

　パンフレットやホームページを見ただけでは分からないことも多くあるかと思いますので、試
験勉強の合間のリフレッシュも兼ねて、ぜひ様々な業務説明会に参加してみてください。機会が
あれば造幣局にも来ていただき、興味を持っていただければ幸いです。

学生のみなさんへ

「バックオフィスの重要性とやりがい」
● 現在の業務内容
　私は現在、経理課に所属しており、決算業務に携わっています。主に１年間の財務諸表
の作成に向けて、日々の起票の整合性の確認や月次残高試算表の作成、監査法人による監
査業務への対応などを行っています。各課に伝票の起票について疑問点を聞いたり、監査
法人の関係で連絡をとったりとほかの課との関わりも多いです。簿記や原価計算等の会計
の専門知識も求められるため、日々勉強にも努めています。

● 造幣局を志望した理由
　社会基盤などを支える仕事に就きたいと考え、その中で国民生活には欠かせない、貨幣
製造を行っている造幣局に興味を持ち、志望しました。また説明会での職員の方のお話や
雰囲気に惹かれたこともきっかけとなりました。

● これまでの仕事で印象に残っていること
　経理担当時に携わったICDC（造幣局主催のコインデザインコンペ）の賞金の支払いに伴
う外国送金が印象に残っています。ICDCの受賞者は日本だけでなく、外国の方々も多くおり、
普段の支払いとは異なって、租税条約の確認や相手先の銀行に振り込みが可能かどうかの
確認を国ごとに行う必要がありました。支払期限もある中、上司の指導を仰ぎながら確実
に遂行できたことは自分にとって大きな経験となり、成長につながったと感じています。

学生のみなさんへ

総務部 経理課 係員
令和３年

【一般職（行政）】

　民間企業を含め様々な企業や官公庁がある中、少しでも造幣局に興味があるなら、ぜひ説明会
や工場見学に足を運んでいただき、職場の雰囲気や業務内容などを知っていただきたいです。皆
さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

 8：30 出勤
 9：00 月次残高試算表の作成
 12：00 昼休み
 13：00 監査のための事前資料の
  作成
 16：00 原価差異の分析
 17：00 退庁

学生のみなさんへ

ある日のスケジュール

09 10JAPAN MINT Recruiting Guide



「造幣局の保全業務」
● 現在の業務内容
　広島支局保全課は、主に建物や設備、樹木などの保全に関する業務を行っています。私
は外注担当として、建物等の修繕や改修を外部に発注するための設計図面や仕様書（工事
着手前に、造幣局側の要望や条件等の情報を、関係法律と予算を検証したうえでまとめた
資料）等の作成を行っています。工事を無事完了させるという目的のために、設計側と施
工側との間ですれ違いが起きないよう業者との打ち合わせや工事の監督業務なども行って
います。

● 造幣局を志望した理由
　業務説明会に参加し造幣局の業務に興味を持ったのがきっかけです。造幣局は、貨幣の
製造だけでなく勲章や褒章などの製造業も行っていると説明を受けて関心を抱いたのを今
でも覚えています。説明会で工場見学して以降、貨幣の製造業務に携わりたいと思い、志
望しました。

● これまでの仕事で印象に残っていること
　広島支局の溶解課から保全課に異動となり、今まで経験してこなかった修繕や改修工事
に関する設計図面の作成などをしたのが、これまでの仕事で一番印象に残っています。当
初は、専門的な知識を持っていないため図面を描くことができず不安を感じていましたが、
上司や先輩方に支えていただいたことで、今で
は自信を持って仕事に取り組むことができてい
ます。

先輩からのメッセージ先輩からのメッセージ 令和5年1月1日現在

学生のみなさんへ

広島支局 保全課 係員
平成 31 年

【一般職（電気・電子・情報）】

　造幣局は、公的機関でありながら製造・販売事業を行っている珍しい機関です。ほかの公務員
の職場ではなかなか経験できないような仕事が多くありますので、興味を持った方は、ぜひ造幣
局の説明会や工場見学等に参加していただけたらと思います。

 8：15 出勤
 8：30 朝礼、ラジオ体操
 8：40 図面の作成
 12：15 昼休み
 13：00 仕様書の作成
 15：00 業者と工事の打ち合わせ
 17：00 退庁

学生のみなさんへ

ある日のスケジュール

「貨幣製造を設備面から支える仕事」
● 現在の業務内容
　事業調整課保全係で、建物や機械設備についての保全に関する業務を担当しています。
日々の点検により、設備が正常に稼働しているかどうか確認しています。また、エネルギー
使用量のデータを活用し、省エネルギーとなるような設備の設定の検証を行っています。
また、保全係のメンバーで修理や点検を行うこともあり、そのための物品の購入や作業報
告書の取りまとめを行っています。

● 造幣局を志望した理由
　国家公務員でありながら製造業に携わることができる点に興味を惹かれ、大学時代に専
攻していた工学系の知識を生かせると思い造幣局を志望しました。また、私の実家が大阪
にあるので、大阪に本局がある造幣局に親近感を感じていたこともきっかけでした。

● これまでの仕事で印象に残っていること
　入局後に配属された販売・顧客サービス室での仕事が印象に残っています。記念貨幣の
申込受付期間中には毎日大量の申込葉書が届いており、何万通もの申込情報のデータ整理
作業には苦労しましたが、効率的な作業のためにプログラムを組む等の工夫をしたことは
それからの仕事への取り組み方の土台となりま
した。そして、販売事業を通して、お客様の声
を身近に感じることができた良い経験でした。

学生のみなさんへ

さいたま支局 事業調整課 主任
平成 22 年

【一般職（電気・電子・情報）】

　造幣局は、自らの専門分野を生かすこともできますし、希望に応じて多種多様な仕事を経験す
ることもできる職場です。興味がある方は、業務説明会をはじめ、工場見学や博物館にもぜひお
越しください。皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

学生のみなさんへ

「造幣局の技術力向上への貢献」
● 現在の業務内容
　私が現在所属している研究所研究開発課では、造幣局の事業に関する技術の研究を行っ
ています。その中で私は主に、プルーフ貨幣等の防錆に関する調査研究を行っています。
研究を進めるにあたっては、論文を読んだり、学術学会へ参加したりする等、現在の研究
がより進展するよう情報収集に努めています。また、収集した情報を活用し、研究チーム
のメンバーと調査内容等を話し合い、協力しながら、造幣局の技術力向上に貢献できるよう、
日々研究に励んでいます。

● 造幣局を志望した理由
　就職活動をするうえで「モノづくり」に携わる仕事をしたいと考えていたところ、公務
員でありながら「モノづくり」をしており、また私たちが普段使用している貨幣を製造し
ている唯一の機関であることに魅力を感じ、造幣局を志望しました。

● これまでの仕事で印象に残っていること
　これまで様々な部署を経験しましたが、現在所属している研究開発課での調査研究が印
象に残っています。研究を進めていくうちに、思い通りの結果が得られないことが何度か
ありましたが、自分の考えだけにこだわらず、上司や同僚の意見も取り入れながら対応策
を考え実行し、良い結果が得られたときは大き
な達成感を感じました。改めて固定観念にとら
われず多角的に物事を考える大切さを学ぶこと
ができました。

学生のみなさんへ

研究所 研究開発課 係員
平成 29 年

【一般職（化学）】

　造幣局に少しでも興味がある方は、ぜひ業務説明会や工場見学に参加してみてください。パン
フレットの情報だけでは分からない造幣局の雰囲気を肌で感じることのできるいい機会だと思い
ます。皆さんと一緒に働くことができるのを楽しみにしています。

 8：00 出勤（メール確認等）
 8：15 課内ミーティング
 9：00 研究チームで実験内容に
  関する打ち合わせ
 9：30 実験開始
 12：00 昼休み
 13：00 実験結果まとめ・考察
 15：00 決裁文書作成
 16：30 退庁

学生のみなさんへ

ある日のスケジュール

「確実に貨幣を製造するために」
● 現在の業務内容
　私は、貨幣を製造するための作業計画の立案業務に従事しており、金や銀を用いた貴金
属貨幣や収集用に特殊な処理を施し鏡面のように仕上げたプルーフ貨幣、極印（貨幣の模
様を転写するための金型）の製造計画を担当しています。造幣局は財務大臣が指示する製
造計画に従って貨幣を製造することになっており、納期内に必要枚数を確実に製造するこ
とが求められています。そのため、計画策定後に想定外の事象が発生した場合は、設備状
況や作業人員を考慮したうえで適宜見直しを行い、局外の関係先や局内各課の担当者と協
議を重ねつつ、納期を遵守した計画を策定しています。

● 造幣局を志望した理由
　専門分野にこだわらず、なおかつ公共性の高い仕事に就きたいと考え、就職活動をして
いました。その中で、国家公務員という立場でありながら製造や販売を行っていること、
そして何より貨幣という誰もが手にする製品の製造に携われることに大きな魅力を感じ、
志望しました。また、官庁では珍しく地元である大阪に本局があることにも魅力を感じま
した。

● これまでの仕事で印象に残っていること
　入局後、最初は広島支局 貨幣第一課に配属となり、貨幣製造工程における圧延（鋳塊と
呼ばれる金属塊を貨幣の厚みになるまで薄く延ばす）作業を行う部署で現場事務を担って
いました。圧延設備は設備規模が大きく、修理
や点検の実施に係る事務作業が多く苦労しまし
たが、確実に実施した結果が設備の安定稼働に
つながっていると考えるとやりがいを感じ、と
ても印象に残っています。

学生のみなさんへ

貨幣部 管理環境課 係員
令和 2年

【総合職（工学）】

　造幣局は公的機関でありながら「モノづくり」を行っている珍しい機関です。貨幣製造業務を
はじめとしてほかではなかなか経験できない仕事がたくさんあります。造幣局に少しでも興味が
あれば、ぜひ一度、業務説明会などへの参加の機会を通じて、業務内容や雰囲気を知ってください。

学生のみなさんへ

 9：00 出勤（メール確認等）
 10：00 新規製造予定の記念貨幣
  に関する関係各課との打
  ち合わせ
 12：00 昼休み
 13：00 決裁文書の作成
 15：00 作業計画に関する課内打
  ち合わせ
 17：30 退庁

ある日のスケジュール
ある日のスケジュール

 9：00 出勤※
 9：15 課内打ち合わせ
 9：30 電気設備点検の立ち会い
 12：00 昼休み
 13：00 作業報告書のまとめ
 14：00 仕様書の作成
 16：00 夕礼
 16：30 退庁
※育児時間制度を利用しており、出
勤時間を１時間遅らせています。
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「造幣局の保全業務」
● 現在の業務内容
　広島支局保全課は、主に建物や設備、樹木などの保全に関する業務を行っています。私
は外注担当として、建物等の修繕や改修を外部に発注するための設計図面や仕様書（工事
着手前に、造幣局側の要望や条件等の情報を、関係法律と予算を検証したうえでまとめた
資料）等の作成を行っています。工事を無事完了させるという目的のために、設計側と施
工側との間ですれ違いが起きないよう業者との打ち合わせや工事の監督業務なども行って
います。

● 造幣局を志望した理由
　業務説明会に参加し造幣局の業務に興味を持ったのがきっかけです。造幣局は、貨幣の
製造だけでなく勲章や褒章などの製造業も行っていると説明を受けて関心を抱いたのを今
でも覚えています。説明会で工場見学して以降、貨幣の製造業務に携わりたいと思い、志
望しました。

● これまでの仕事で印象に残っていること
　広島支局の溶解課から保全課に異動となり、今まで経験してこなかった修繕や改修工事
に関する設計図面の作成などをしたのが、これまでの仕事で一番印象に残っています。当
初は、専門的な知識を持っていないため図面を描くことができず不安を感じていましたが、
上司や先輩方に支えていただいたことで、今で
は自信を持って仕事に取り組むことができてい
ます。

先輩からのメッセージ先輩からのメッセージ 令和5年1月1日現在

学生のみなさんへ

広島支局 保全課 係員
平成 31 年

【一般職（電気・電子・情報）】

　造幣局は、公的機関でありながら製造・販売事業を行っている珍しい機関です。ほかの公務員
の職場ではなかなか経験できないような仕事が多くありますので、興味を持った方は、ぜひ造幣
局の説明会や工場見学等に参加していただけたらと思います。

 8：15 出勤
 8：30 朝礼、ラジオ体操
 8：40 図面の作成
 12：15 昼休み
 13：00 仕様書の作成
 15：00 業者と工事の打ち合わせ
 17：00 退庁

学生のみなさんへ

ある日のスケジュール

「貨幣製造を設備面から支える仕事」
● 現在の業務内容
　事業調整課保全係で、建物や機械設備についての保全に関する業務を担当しています。
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使用量のデータを活用し、省エネルギーとなるような設備の設定の検証を行っています。
また、保全係のメンバーで修理や点検を行うこともあり、そのための物品の購入や作業報
告書の取りまとめを行っています。

● 造幣局を志望した理由
　国家公務員でありながら製造業に携わることができる点に興味を惹かれ、大学時代に専
攻していた工学系の知識を生かせると思い造幣局を志望しました。また、私の実家が大阪
にあるので、大阪に本局がある造幣局に親近感を感じていたこともきっかけでした。

● これまでの仕事で印象に残っていること
　入局後に配属された販売・顧客サービス室での仕事が印象に残っています。記念貨幣の
申込受付期間中には毎日大量の申込葉書が届いており、何万通もの申込情報のデータ整理
作業には苦労しましたが、効率的な作業のためにプログラムを組む等の工夫をしたことは
それからの仕事への取り組み方の土台となりま
した。そして、販売事業を通して、お客様の声
を身近に感じることができた良い経験でした。

学生のみなさんへ

さいたま支局 事業調整課 主任
平成 22 年

【一般職（電気・電子・情報）】

　造幣局は、自らの専門分野を生かすこともできますし、希望に応じて多種多様な仕事を経験す
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越しください。皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。
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● これまでの仕事で印象に残っていること
　これまで様々な部署を経験しましたが、現在所属している研究開発課での調査研究が印
象に残っています。研究を進めていくうちに、思い通りの結果が得られないことが何度か
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とが求められています。そのため、計画策定後に想定外の事象が発生した場合は、設備状
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した。
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