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● 造幣局を志望した理由はなんですか？
　就職活動を進める中で、造幣局と海外の接点が大いにあることを知り、自分も海外
業務・海外販売に携わってみたいと考えるようになりました。また、面接時に緊張し
ないよう場を和ませてくださった職員の方がいたのも印象的で、志望に至ったきっか
けの一つです。

● 就職活動時のこと（面接で工夫したことなど）
　勉強してきた内容やアルバイト・留学等の経験について、培った知識や経験を業務
にどう生かせるかという点を意識しながら、自分の言葉で話せることが大切だと思い
ます。また、面接の雰囲気にのまれることなく落ち着いて話せるように、練習するの
もいいかもしれません。

● 現在の業務内容
　海外販売室では、主に海外の卸売業者に対して貨幣セットや金属工芸品等の製品の
紹介・販売・発送を行っています。また、年に数回、海外で行われる貨幣フェア（オ
ンライン開催を含む）等に参加し、販売状況に関する聞き取りや共同製品企画の実現
に向けた情報収集を行っています。

● 職場の雰囲気
　親切な方が多く、落ち着いた雰囲気の職場であると感じています。また、仕事上の
疑問点についても、周りの方に相談しやすい環境が整っていますので、一人で抱え込
むことなく、その都度解消しながら業務に取り組むことができます。

● 造幣局で仕事をしていく中での目標
　１日でも早く、周りの先輩方に追いつけるように、様々なことにアンテナを張って
仕事に取り組んでいます。目の前の仕事を通じた知識の習得に加え、研修や自己研鑽
の機会を捉えて、常に自分をアップデートできるよう心がけていきたいです。

● リフレッシュ方法・アフターファイブや休日の過ごし方
　仕事後はジムでトレーニングをして汗を流すことが多いです。休日は友人と食事に
出かけて好きな日本酒を飲んだり、銭湯に行ってリラックスしたりしています。また、
最近、中国語の学習を再開したこともあり、先生から出される課題に取り組んでいる
こともしばしばです。

学生のみなさんへ

事業部 海外販売室 係員
令和４年

【総合職（行政）】

　このパンフレットをご覧くださった
皆さんには、ぜひ、造幣局を一つの選
択肢に加えていただき、業務説明会や
造幣局のイベントに参加していただけ
ればと思います。皆さんと一緒に働け
る日を心待ちにしています。

学生のみなさんへ

● 造幣局を志望した理由はなんですか？
　大学では経営学部に所属していたこともあり、将来は金融関係の仕事に就こうかな
と漠然と考えていました。そのような中で造幣局と出合い、「お金を扱う仕事は世の
中に数多くあるけれど、お金そのものを造ることに携われる仕事はここしかない」と
感じ、造幣局の仕事に強い関心を抱きました。また造幣博物館を訪れ、造幣局の長い
歴史に触れたことや、業務説明会に参加して職員の方々のお話を直接聞けたことも決
め手となりました。

● 就職活動時のこと（面接で工夫したことなど）
　私は造幣局一筋だったので、面接ではとにかく造幣局で働きたいという熱意を伝え
ました。周りと比べて目立った経歴や資格は全くありませんでしたが、面接官の方々
の目をしっかり見ながら、誠実に受け答えすることを心がけていたので、気持ちが伝
わったのではないかと思います。

● 現在の業務内容
　私は広報関係の業務に従事しており、造幣局ホームページの更新作業や、一般の方
からの工場見学に関するお問い合わせ対応などを行っています。日々の業務に取り組
む中で、自分一人では対処できないことも多々ありますが、周りの方々が丁寧にサポー
トしてくださるため、非常に居心地の良い職場だと感じています。

● 職場の雰囲気
　入局前に抱いていたイメージ通り、穏やかな人が多く落ち着いた職場です。電話や
更衣室などで他部署の方々と話すこともありますが、皆さん優しい方ばかりなので安
心して業務に取り組むことができています。また、先輩方の仕事に取り組む姿勢や考
え方から学ぶことも多く、励みになっています。

● 造幣局で仕事をしていく中での目標
　今はまだ自分にできることは限られていますが、先輩方の仕事をお手本にしながら、
少しずつレベルアップしていきたいです。これから先、様々な部署を経験することに
なると思うので、どこに配属されても任された場所で自分の力を発揮できるように、
知識や経験を積み重ねていきたいと考えています。

● リフレッシュ方法・アフターファイブや休日の過ごし方
　退庁後は、ほぼ毎日ホットヨガに通っています。社会人になってから通い始めたの
ですが、日常生活では使わない体の部位を動かせるので、良いリフレッシュになって
います。また、休日は友人とカフェ巡りをしたり、家でのんびり料理をしたりして、
平日に消費したカロリーを摂取しています。

総務部 経営企画課 係員
令和４年

【一般職（行政）】

学生のみなさんへ

　就職は人生における大きな分岐点な
ので、皆さんもたくさん悩んでおられ
ると思います。今、少しでも造幣局に
興味を持ってくださっている方は、思
い切って業務説明会や工場見学に参加
してみることで、新たな選択肢が生ま
れるかもしれません。皆さんと一緒に
働ける日を心待ちにしています。

学生のみなさんへ

● 造幣局を志望した理由はなんですか？
　業務説明会に参加した際に職員の方々や職場の雰囲気に惹かれたこと、官公庁であ
りながら高校時代に専攻していた化学分野を生かせることなどから志望しました。
　また、学生時代からの趣味である弓道が部活としてあったことも理由の一つです。

● 就職活動時のこと（面接で工夫したことなど）
　就職活動時は多くの官公庁の業務説明会に参加しました。また国家公務員採用試験
だけではなく、ほかの区分の採用試験も多く受けていました。面接の際には国家公務
員として従事していくうえでの責任感を伝えることを意識していました。

● 現在の業務内容
　貨幣製錬課では、記念貨幣の製造や金、銀などの地金（記念貨幣や勲章の材料）の製造、
市中から回収された1円貨幣の溶解作業などを行っています。私は作業に必要な物品
の購入や品質を維持するための日々の作業報告書の作成、設備の点検やトラブルが起
きた際の外部業者の手配などを行っています。作業に影響が出ないよう、必要物品の
購入や外部業者の手配は特に迅速に行うことを心がけています。

● 職場の雰囲気
　非常に活気あふれる職場で上司や先輩方に質問をしやすい環境でもあります。高価
な貴金属を扱っている職場であり在庫管理等には細心の注意を払う必要があるため、
上司や先輩方に質問しやすい環境は非常にありがたいです。また現場の職員の方も作
業について分かりやすく教えてくださるため、積極的に質問をするようにしています。

● 造幣局で仕事をしていく中での目標
　業務内容をより深く知ることを意識しています。そのためにも直接工場での作業を
よく観察し、疑問点があればすぐ現場の方に質問することを心がけています。また突
発的なトラブルが起こることもあるため、より迅速かつ効率的に通常業務と並行して
作業ができるよう心がけています。

● リフレッシュ方法・アフターファイブや休日の過ごし方
　退庁後は部活動として弓道をしています。造幣局の敷地内に弓道場があり、気軽に
参加できることが魅力です。また入局以降一人暮らしをしているので平日は自炊に挑
戦しています。退庁後に同期の職員と野球観戦に行くこともあります。球場へのアク
セスも良く、かなり気軽に行けることも良いところです。

学生のみなさんへ

貨幣部 貨幣製錬課 係員
令和４年

【一般職高卒（事務）】

　数多くある官公庁の中から短期間で
就職先を決めることは非常に難しいと
思いますが、自分の興味のある官公庁
だけではなく、幅広く官公庁の研究を
することをおすすめします。またその
中で造幣局の業務に関心を持っていた
だければ、ぜひ業務説明会や工場見学
に参加し、実際に職場の雰囲気を感じ
てみてください。

学生のみなさんへ

● 造幣局を志望した理由はなんですか？
　公務員でありながら製造や販売に関する業務を行っており、造幣局でしかできない
働き方があると思い、志望しました。また、私は就職活動においてワーク・ライフ・
バランスも重視していたので、説明会等で職員の方々が休暇の取りやすさについて話
されていたことも決め手の一つになりました。

● 就職活動時のこと（面接で工夫したことなど）
　面接では緊張しましたが、笑顔で愛想よく話すことを心がけました。仮に内定の連
絡がなかったとしても、自分自身を否定するのではなく、「その官庁とはご縁がなかっ
たのだ」と気持ちを切り替えることを意識していました。

● 現在の業務内容
　現在の業務は、業務内容やワーク・ライフ・バランスに関連した造幣局の組織目標
の進捗管理を行っています。この目標は各部支局ごとに定められており、各部支局か
ら報告される進捗状況を取りまとめ、幹部が参加する会議の資料や局内ホームページ
に掲載する資料を作成しています。また、造幣局は取引の安定性に寄与するISOを取
得しており、ISOの審査や認証維持に関する業務も行っています。

● 職場の雰囲気
　入局前は、真面目で静かな方が多いイメージでしたが、入局してみると、様々なタ
イプの方がいることに驚きました。総じて穏やかな方が多いので、働きやすい職場で
あると感じています。

● 造幣局で仕事をしていく中での目標
　今後、様々な業務を経験することにより、幅広い知識と視野を持ちたいと思ってい
ます。私がいる経営企画課でも、製造部門や契約部門など様々な部署を経験した上司
がいて、そこで得た知識や経験を生かして業務を行われていると感じます。私も今後、
様々な経験と知識をもとに頼られる人材になりたいです。

● リフレッシュ方法・アフターファイブや休日の過ごし方
　退庁後は家に帰って本を読んだり、テレビを見たりとのんびり過ごしています。休
日は友達と遊びに出かけたり、一人で買い物に行ったりと休みを満喫しています。旅
行に行くのも好きなので、今度平日に休暇を取って、一人旅に行きたいと考えています。

総務部 広報官付 係員
令和４年

【一般職（行政）】

学生のみなさんへ

　就職活動を行う中で、思うようにい
かず悩むこともたくさんあるとは思い
ますが、悔いのないように最後まで頑
張ってください。造幣局は官公庁であ
りながら、製造業を営んでおり、ほか
の官公庁とは異なった働き方ができる
ところが魅力だと考えています。皆さ
んが造幣局に興味を持っていただけれ
ば幸いです。

学生のみなさんへ

令和5年1月1日現在
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● 造幣局を志望した理由はなんですか？
　就職活動を進める中で、造幣局と海外の接点が大いにあることを知り、自分も海外
業務・海外販売に携わってみたいと考えるようになりました。また、面接時に緊張し
ないよう場を和ませてくださった職員の方がいたのも印象的で、志望に至ったきっか
けの一つです。

● 就職活動時のこと（面接で工夫したことなど）
　勉強してきた内容やアルバイト・留学等の経験について、培った知識や経験を業務
にどう生かせるかという点を意識しながら、自分の言葉で話せることが大切だと思い
ます。また、面接の雰囲気にのまれることなく落ち着いて話せるように、練習するの
もいいかもしれません。

● 現在の業務内容
　海外販売室では、主に海外の卸売業者に対して貨幣セットや金属工芸品等の製品の
紹介・販売・発送を行っています。また、年に数回、海外で行われる貨幣フェア（オ
ンライン開催を含む）等に参加し、販売状況に関する聞き取りや共同製品企画の実現
に向けた情報収集を行っています。

● 職場の雰囲気
　親切な方が多く、落ち着いた雰囲気の職場であると感じています。また、仕事上の
疑問点についても、周りの方に相談しやすい環境が整っていますので、一人で抱え込
むことなく、その都度解消しながら業務に取り組むことができます。

● 造幣局で仕事をしていく中での目標
　１日でも早く、周りの先輩方に追いつけるように、様々なことにアンテナを張って
仕事に取り組んでいます。目の前の仕事を通じた知識の習得に加え、研修や自己研鑽
の機会を捉えて、常に自分をアップデートできるよう心がけていきたいです。

● リフレッシュ方法・アフターファイブや休日の過ごし方
　仕事後はジムでトレーニングをして汗を流すことが多いです。休日は友人と食事に
出かけて好きな日本酒を飲んだり、銭湯に行ってリラックスしたりしています。また、
最近、中国語の学習を再開したこともあり、先生から出される課題に取り組んでいる
こともしばしばです。

学生のみなさんへ

事業部 海外販売室 係員
令和４年

【総合職（行政）】

　このパンフレットをご覧くださった
皆さんには、ぜひ、造幣局を一つの選
択肢に加えていただき、業務説明会や
造幣局のイベントに参加していただけ
ればと思います。皆さんと一緒に働け
る日を心待ちにしています。

学生のみなさんへ

● 造幣局を志望した理由はなんですか？
　大学では経営学部に所属していたこともあり、将来は金融関係の仕事に就こうかな
と漠然と考えていました。そのような中で造幣局と出合い、「お金を扱う仕事は世の
中に数多くあるけれど、お金そのものを造ることに携われる仕事はここしかない」と
感じ、造幣局の仕事に強い関心を抱きました。また造幣博物館を訪れ、造幣局の長い
歴史に触れたことや、業務説明会に参加して職員の方々のお話を直接聞けたことも決
め手となりました。

● 就職活動時のこと（面接で工夫したことなど）
　私は造幣局一筋だったので、面接ではとにかく造幣局で働きたいという熱意を伝え
ました。周りと比べて目立った経歴や資格は全くありませんでしたが、面接官の方々
の目をしっかり見ながら、誠実に受け答えすることを心がけていたので、気持ちが伝
わったのではないかと思います。

● 現在の業務内容
　私は広報関係の業務に従事しており、造幣局ホームページの更新作業や、一般の方
からの工場見学に関するお問い合わせ対応などを行っています。日々の業務に取り組
む中で、自分一人では対処できないことも多々ありますが、周りの方々が丁寧にサポー
トしてくださるため、非常に居心地の良い職場だと感じています。

● 職場の雰囲気
　入局前に抱いていたイメージ通り、穏やかな人が多く落ち着いた職場です。電話や
更衣室などで他部署の方々と話すこともありますが、皆さん優しい方ばかりなので安
心して業務に取り組むことができています。また、先輩方の仕事に取り組む姿勢や考
え方から学ぶことも多く、励みになっています。

● 造幣局で仕事をしていく中での目標
　今はまだ自分にできることは限られていますが、先輩方の仕事をお手本にしながら、
少しずつレベルアップしていきたいです。これから先、様々な部署を経験することに
なると思うので、どこに配属されても任された場所で自分の力を発揮できるように、
知識や経験を積み重ねていきたいと考えています。

● リフレッシュ方法・アフターファイブや休日の過ごし方
　退庁後は、ほぼ毎日ホットヨガに通っています。社会人になってから通い始めたの
ですが、日常生活では使わない体の部位を動かせるので、良いリフレッシュになって
います。また、休日は友人とカフェ巡りをしたり、家でのんびり料理をしたりして、
平日に消費したカロリーを摂取しています。

総務部 経営企画課 係員
令和４年

【一般職（行政）】

学生のみなさんへ

　就職は人生における大きな分岐点な
ので、皆さんもたくさん悩んでおられ
ると思います。今、少しでも造幣局に
興味を持ってくださっている方は、思
い切って業務説明会や工場見学に参加
してみることで、新たな選択肢が生ま
れるかもしれません。皆さんと一緒に
働ける日を心待ちにしています。

学生のみなさんへ

● 造幣局を志望した理由はなんですか？
　業務説明会に参加した際に職員の方々や職場の雰囲気に惹かれたこと、官公庁であ
りながら高校時代に専攻していた化学分野を生かせることなどから志望しました。
　また、学生時代からの趣味である弓道が部活としてあったことも理由の一つです。

● 就職活動時のこと（面接で工夫したことなど）
　就職活動時は多くの官公庁の業務説明会に参加しました。また国家公務員採用試験
だけではなく、ほかの区分の採用試験も多く受けていました。面接の際には国家公務
員として従事していくうえでの責任感を伝えることを意識していました。

● 現在の業務内容
　貨幣製錬課では、記念貨幣の製造や金、銀などの地金（記念貨幣や勲章の材料）の製造、
市中から回収された1円貨幣の溶解作業などを行っています。私は作業に必要な物品
の購入や品質を維持するための日々の作業報告書の作成、設備の点検やトラブルが起
きた際の外部業者の手配などを行っています。作業に影響が出ないよう、必要物品の
購入や外部業者の手配は特に迅速に行うことを心がけています。

● 職場の雰囲気
　非常に活気あふれる職場で上司や先輩方に質問をしやすい環境でもあります。高価
な貴金属を扱っている職場であり在庫管理等には細心の注意を払う必要があるため、
上司や先輩方に質問しやすい環境は非常にありがたいです。また現場の職員の方も作
業について分かりやすく教えてくださるため、積極的に質問をするようにしています。

● 造幣局で仕事をしていく中での目標
　業務内容をより深く知ることを意識しています。そのためにも直接工場での作業を
よく観察し、疑問点があればすぐ現場の方に質問することを心がけています。また突
発的なトラブルが起こることもあるため、より迅速かつ効率的に通常業務と並行して
作業ができるよう心がけています。

● リフレッシュ方法・アフターファイブや休日の過ごし方
　退庁後は部活動として弓道をしています。造幣局の敷地内に弓道場があり、気軽に
参加できることが魅力です。また入局以降一人暮らしをしているので平日は自炊に挑
戦しています。退庁後に同期の職員と野球観戦に行くこともあります。球場へのアク
セスも良く、かなり気軽に行けることも良いところです。

学生のみなさんへ

貨幣部 貨幣製錬課 係員
令和４年

【一般職高卒（事務）】

　数多くある官公庁の中から短期間で
就職先を決めることは非常に難しいと
思いますが、自分の興味のある官公庁
だけではなく、幅広く官公庁の研究を
することをおすすめします。またその
中で造幣局の業務に関心を持っていた
だければ、ぜひ業務説明会や工場見学
に参加し、実際に職場の雰囲気を感じ
てみてください。

学生のみなさんへ

● 造幣局を志望した理由はなんですか？
　公務員でありながら製造や販売に関する業務を行っており、造幣局でしかできない
働き方があると思い、志望しました。また、私は就職活動においてワーク・ライフ・
バランスも重視していたので、説明会等で職員の方々が休暇の取りやすさについて話
されていたことも決め手の一つになりました。

● 就職活動時のこと（面接で工夫したことなど）
　面接では緊張しましたが、笑顔で愛想よく話すことを心がけました。仮に内定の連
絡がなかったとしても、自分自身を否定するのではなく、「その官庁とはご縁がなかっ
たのだ」と気持ちを切り替えることを意識していました。

● 現在の業務内容
　現在の業務は、業務内容やワーク・ライフ・バランスに関連した造幣局の組織目標
の進捗管理を行っています。この目標は各部支局ごとに定められており、各部支局か
ら報告される進捗状況を取りまとめ、幹部が参加する会議の資料や局内ホームページ
に掲載する資料を作成しています。また、造幣局は取引の安定性に寄与するISOを取
得しており、ISOの審査や認証維持に関する業務も行っています。

● 職場の雰囲気
　入局前は、真面目で静かな方が多いイメージでしたが、入局してみると、様々なタ
イプの方がいることに驚きました。総じて穏やかな方が多いので、働きやすい職場で
あると感じています。

● 造幣局で仕事をしていく中での目標
　今後、様々な業務を経験することにより、幅広い知識と視野を持ちたいと思ってい
ます。私がいる経営企画課でも、製造部門や契約部門など様々な部署を経験した上司
がいて、そこで得た知識や経験を生かして業務を行われていると感じます。私も今後、
様々な経験と知識をもとに頼られる人材になりたいです。

● リフレッシュ方法・アフターファイブや休日の過ごし方
　退庁後は家に帰って本を読んだり、テレビを見たりとのんびり過ごしています。休
日は友達と遊びに出かけたり、一人で買い物に行ったりと休みを満喫しています。旅
行に行くのも好きなので、今度平日に休暇を取って、一人旅に行きたいと考えています。

総務部 広報官付 係員
令和４年

【一般職（行政）】

学生のみなさんへ

　就職活動を行う中で、思うようにい
かず悩むこともたくさんあるとは思い
ますが、悔いのないように最後まで頑
張ってください。造幣局は官公庁であ
りながら、製造業を営んでおり、ほか
の官公庁とは異なった働き方ができる
ところが魅力だと考えています。皆さ
んが造幣局に興味を持っていただけれ
ば幸いです。

学生のみなさんへ

令和5年1月1日現在
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若 手 職 員 の1日

広島支局 溶解課 係員
平成31年

【一般職(機械)】

○職務紹介
　溶解課では、市中から回収
した貨幣やほかの工程から発
生した屑板等を溶かし、貨幣
の材料となる鋳塊を製造して
います。

出勤（朝礼、メール確認等）
溶解課は２交代制の職場で、早番の日は７時３０分始業になりま
す。メール確認のほか、前日の遅番での作業の進捗やトラブル等
について事務職員、現場職員を交えて情報共有します。

7：30

配合計算
溶解する銅などの金属材料や
回収貨幣等を、定められた品
位配合になるように計算しま
す。配合を間違えると不良品
となり、次工程に鋳塊を渡せ
なくなるため慎重を要します。

9：00

現場確認・出湯立ち合い
現場の設備等を見回った後、
溶けた金属を炉から鋳型へ流
し始める出湯作業の立ち合い
を行います。併せて、製出さ
れた鋳塊の配合品位や導電率
等の品質の確認も行います。

10：30

昼休み
食堂で食事をとった後、事務所で同僚の方々と世間話をしながら
休憩します。おやつを食べたりして、和気あいあいとした雰囲気
です。

11：30

9：00 デスクワーク
各課から提出される翌年度予
算要求の内容を元に、各課に
その妥当性を確認したり、収
支に影響を与える金銀銅等の
価格動向を確認し、局内に共
有したりします。

退庁
早番の週は１５時４５分と早い時間に終わるので、川辺などでサ
イクリングをしてリフレッシュします。

15：45

総務部 経営企画課 係員
平成30年

【総合職(経済)】

○職務紹介
　現在の収支状況について見
込みを立て、翌年度の予算の
策定に反映しつつ、将来の職
員数や収支の予測を作成して
います。

退庁（アフターファイブ）
最近買ったクロスバイクで梅田まで出かけました。本局のロケー
ションは街の中心に近く、遊びに行きやすくて楽しいです。

17：30

総務部 情報システム課 係員
令和4年

【一般職（電気・電子・情報）】

○職務紹介
　局内のパソコンやネット
ワーク等の管理を行うほか、
各部署で使用されている業務
システムの導入運用支援を
行っています。

出勤（メール確認等）
出勤後、メールをチェックし、
セキュリティに関する重要な情
報がないか確認を行います。ま
た、昨今の情報処理技術、セキュ
リティ事情等についても情報収
集を行い、知見を高める努力を
しています。

9：00

課内稟議資料の
作成・処理
当課が管理するネットワークや
情報処理機器に対して、他部署
から受ける各種申請は適切に判
断し運用を行う必要があるため、
課内稟議を諮り、ソフトウエア
及び機器設定の変更等の対応を
行っています。

10：00

外部業者との報告会
局内システムに関する運用及び障害報告や障害対応などについて
の報告会を行います。障害発生原因などを確認し、円滑な運用が
履行されるように打ち合わせを行います。

11：00

昼休み
食堂で昼食をとった後、同期の職員との会話を楽しんで午後の業
務に備えてリラックスしています。

12：00

情報処理機器の設置、
設定作業
当課で管理しているパソコンの
設定変更や設置依頼を他課より
受け必要な作業を行います。高
度な知識を要する場合もあり、
上司や先輩の指導を仰ぎながら
行っています。

13：00

退庁（アフターファイブ）
定時退庁日は、梅田を散策したり、自宅で友人を相手にオンライ
ンゲームをしたりしています。

17：30

外部研修への参加
情報システム、セキュリティ
に関する技術について情報収
集を行い、自分の知見を高め
るために、外部講義に参加し
ます。システムの運用保守を
行うために必要な知識を吸収
できる貴重な機会です。

16：00

決裁文書、報告書の作成
溶解作業で使用する物品の購入や産業廃棄物の処理に関する書類
の作成、地金等の在庫確認の事務作業を行います。

13：00

引き継ぎミーティング
遅番担当者に、早番で行った作
業や連絡事項などを引き継ぎま
す。引き継ぎに漏れがないよう
綿密なコミュニケーションが必
要です。

15：15

デスクワーク
役員レクでのコメントを踏まえ、より正確な収支の予測を行うた
めの情報収集として、関係課に送る作業依頼のメールを作成して
います。

16：45

役員レク
作成した収支の予測情報は、四半期ごと等の機会に役員に報告し
ています。今回は上司の命により説明者を務めました。緊張しな
がらの説明でしたが、優しくご対応いただきました。

13：30

業者とのWeb打ち合わせ
訪れた展示会で知り合った業者から、製品・サービスの詳細な情
報を伺っています。関係課を紹介・斡旋したいときは、他部署の
方に同席いただくこともあります。

15：30

予算要求ヒアリング
（局内）
予算要求の確認においては、
各担当者を訪ねて確認したり、
ヒアリングの場を設けて詳細
を聞いたりすることもありま
す。関係課が多い場合は、一
同に集まってもらい、まとめ
てヒアリングをするなどして、
スムーズに業務を進める工夫
をしています。

10：30

昼休み
お昼は食堂で定食を食べます。
他の課の友人を見つけたとき
は、食後に趣味の話で盛り上
がります。

12：00

令和5年1月1日現在

事業部 販売事業課 係員
令和3年

【一般職(行政)】

○職務紹介
　販売事業課では、お客様か
らの注文を受け、名誉県民章、
略小勲章、弁護士バッジなど
の金属工芸品の受注販売に関
する事務をしています。

9：00 出勤（メール確認等）
出勤後はまずメールをチェッ
クし、お客様からの新規注文や、
お問い合わせの有無を確認し
ます。注文があれば、現場担
当者に連絡して納期調整や見
積もり作成を行います。

10：00 略小勲章の注文書の
受理
略小勲章の注文書が届くと、書
類の不備等の有無を確認したう
えで、顧客情報の入力や受章の
確認を行い、受注のための資料
を作成します。

12：00 昼休み
休憩室でお弁当を食べています。昼食後は友人と連絡を取るなど
して、午後からの仕事に向かう前に気分転換しています。

13：00 修理依頼品を工場へ持ち込み
修理依頼を受けた品物を工場に持ち込みます。作業担当者によっ
て修理不可と判断された場合は、新規品と交換するか、今までの
ものをそのまま使用するか等をお客様と相談します。

11：00 製品の発送業務
完成した製品について、包装
や段ボール詰め等の梱包を担
当者に依頼し、発送準備をし
ます。到着を楽しみにしてお
られるお客様の元に製品をお
届けできると思うと、やりが
いを感じます。

15：00 手紙の郵送準備
製品の受注について上司の確認が取れたら、お客様に見積書や払
込書を送付します。注文が殺到する時期でも送付漏れのないよう
に、チェックリストを作成しています。

17：30 退庁（アフターファイブ）
退庁後は、ドラマを見たり、友人と連絡を取ったりしてリフレッ
シュしています。
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若 手 職 員 の1日

広島支局 溶解課 係員
平成31年

【一般職(機械)】

○職務紹介
　溶解課では、市中から回収
した貨幣やほかの工程から発
生した屑板等を溶かし、貨幣
の材料となる鋳塊を製造して
います。

出勤（朝礼、メール確認等）
溶解課は２交代制の職場で、早番の日は７時３０分始業になりま
す。メール確認のほか、前日の遅番での作業の進捗やトラブル等
について事務職員、現場職員を交えて情報共有します。

7：30

配合計算
溶解する銅などの金属材料や
回収貨幣等を、定められた品
位配合になるように計算しま
す。配合を間違えると不良品
となり、次工程に鋳塊を渡せ
なくなるため慎重を要します。

9：00

現場確認・出湯立ち合い
現場の設備等を見回った後、
溶けた金属を炉から鋳型へ流
し始める出湯作業の立ち合い
を行います。併せて、製出さ
れた鋳塊の配合品位や導電率
等の品質の確認も行います。

10：30

昼休み
食堂で食事をとった後、事務所で同僚の方々と世間話をしながら
休憩します。おやつを食べたりして、和気あいあいとした雰囲気
です。

11：30

9：00 デスクワーク
各課から提出される翌年度予
算要求の内容を元に、各課に
その妥当性を確認したり、収
支に影響を与える金銀銅等の
価格動向を確認し、局内に共
有したりします。

退庁
早番の週は１５時４５分と早い時間に終わるので、川辺などでサ
イクリングをしてリフレッシュします。

15：45

総務部 経営企画課 係員
平成30年

【総合職(経済)】

○職務紹介
　現在の収支状況について見
込みを立て、翌年度の予算の
策定に反映しつつ、将来の職
員数や収支の予測を作成して
います。

退庁（アフターファイブ）
最近買ったクロスバイクで梅田まで出かけました。本局のロケー
ションは街の中心に近く、遊びに行きやすくて楽しいです。

17：30

総務部 情報システム課 係員
令和4年

【一般職（電気・電子・情報）】

○職務紹介
　局内のパソコンやネット
ワーク等の管理を行うほか、
各部署で使用されている業務
システムの導入運用支援を
行っています。

出勤（メール確認等）
出勤後、メールをチェックし、
セキュリティに関する重要な情
報がないか確認を行います。ま
た、昨今の情報処理技術、セキュ
リティ事情等についても情報収
集を行い、知見を高める努力を
しています。

9：00

課内稟議資料の
作成・処理
当課が管理するネットワークや
情報処理機器に対して、他部署
から受ける各種申請は適切に判
断し運用を行う必要があるため、
課内稟議を諮り、ソフトウエア
及び機器設定の変更等の対応を
行っています。

10：00

外部業者との報告会
局内システムに関する運用及び障害報告や障害対応などについて
の報告会を行います。障害発生原因などを確認し、円滑な運用が
履行されるように打ち合わせを行います。

11：00

昼休み
食堂で昼食をとった後、同期の職員との会話を楽しんで午後の業
務に備えてリラックスしています。

12：00

情報処理機器の設置、
設定作業
当課で管理しているパソコンの
設定変更や設置依頼を他課より
受け必要な作業を行います。高
度な知識を要する場合もあり、
上司や先輩の指導を仰ぎながら
行っています。

13：00

退庁（アフターファイブ）
定時退庁日は、梅田を散策したり、自宅で友人を相手にオンライ
ンゲームをしたりしています。

17：30

外部研修への参加
情報システム、セキュリティ
に関する技術について情報収
集を行い、自分の知見を高め
るために、外部講義に参加し
ます。システムの運用保守を
行うために必要な知識を吸収
できる貴重な機会です。

16：00

決裁文書、報告書の作成
溶解作業で使用する物品の購入や産業廃棄物の処理に関する書類
の作成、地金等の在庫確認の事務作業を行います。

13：00

引き継ぎミーティング
遅番担当者に、早番で行った作
業や連絡事項などを引き継ぎま
す。引き継ぎに漏れがないよう
綿密なコミュニケーションが必
要です。

15：15

デスクワーク
役員レクでのコメントを踏まえ、より正確な収支の予測を行うた
めの情報収集として、関係課に送る作業依頼のメールを作成して
います。

16：45

役員レク
作成した収支の予測情報は、四半期ごと等の機会に役員に報告し
ています。今回は上司の命により説明者を務めました。緊張しな
がらの説明でしたが、優しくご対応いただきました。

13：30

業者とのWeb打ち合わせ
訪れた展示会で知り合った業者から、製品・サービスの詳細な情
報を伺っています。関係課を紹介・斡旋したいときは、他部署の
方に同席いただくこともあります。

15：30

予算要求ヒアリング
（局内）
予算要求の確認においては、
各担当者を訪ねて確認したり、
ヒアリングの場を設けて詳細
を聞いたりすることもありま
す。関係課が多い場合は、一
同に集まってもらい、まとめ
てヒアリングをするなどして、
スムーズに業務を進める工夫
をしています。

10：30

昼休み
お昼は食堂で定食を食べます。
他の課の友人を見つけたとき
は、食後に趣味の話で盛り上
がります。

12：00

令和5年1月1日現在

事業部 販売事業課 係員
令和3年

【一般職(行政)】

○職務紹介
　販売事業課では、お客様か
らの注文を受け、名誉県民章、
略小勲章、弁護士バッジなど
の金属工芸品の受注販売に関
する事務をしています。

9：00 出勤（メール確認等）
出勤後はまずメールをチェッ
クし、お客様からの新規注文や、
お問い合わせの有無を確認し
ます。注文があれば、現場担
当者に連絡して納期調整や見
積もり作成を行います。

10：00 略小勲章の注文書の
受理
略小勲章の注文書が届くと、書
類の不備等の有無を確認したう
えで、顧客情報の入力や受章の
確認を行い、受注のための資料
を作成します。

12：00 昼休み
休憩室でお弁当を食べています。昼食後は友人と連絡を取るなど
して、午後からの仕事に向かう前に気分転換しています。

13：00 修理依頼品を工場へ持ち込み
修理依頼を受けた品物を工場に持ち込みます。作業担当者によっ
て修理不可と判断された場合は、新規品と交換するか、今までの
ものをそのまま使用するか等をお客様と相談します。

11：00 製品の発送業務
完成した製品について、包装
や段ボール詰め等の梱包を担
当者に依頼し、発送準備をし
ます。到着を楽しみにしてお
られるお客様の元に製品をお
届けできると思うと、やりが
いを感じます。

15：00 手紙の郵送準備
製品の受注について上司の確認が取れたら、お客様に見積書や払
込書を送付します。注文が殺到する時期でも送付漏れのないよう
に、チェックリストを作成しています。

17：30 退庁（アフターファイブ）
退庁後は、ドラマを見たり、友人と連絡を取ったりしてリフレッ
シュしています。
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