
供託課

中 島 彩 恵
（令和３年度採⽤）

最初に供託課に配属され，供託申請の受
付や申請書の調査をしています。
また，⾃筆証書遺⾔書保管の申請の対応

も⾏っています。
新⼈なので，⼀⼈ではできないことばか

りですが，周りの⽅々に助けていただきな
がら，⽇々の業務に取り組んでいます。

法令と照らし合わせながら業務を⾏う
ことは難しいですが，その積み重ねに
よって，⾃分⾃⾝の成⻑につながること
にやりがいを感じます。もっと多くの知
識を⾝に付けて，幅広い業務に携わって
いきたいです。

Message（法務局に興味をお持ちの⽅へ）

現在の仕事の内容は︖

仕事でやりがいを感じることは︖

職場の雰囲気は︖

リフレッシュ⽅法は︖

職場の⽅々はとても親切で明るく，何
でも聞きやすい和やかな雰囲気です。
⽇頃からコミュニケーションを取りな

がら，実践的に知識を深めています。

外に出ることが好きなので，川沿いを散
歩したり，⾃転⾞で海沿いを⾛ったりして
います。
家にいるときは，本を読んだり，料理を

したりしてリラックスした時間を過ごして
います。

法務局は，多岐にわたる業務を担っていて，専⾨的な知識も必要なので，不安を
抱かれる⽅もいらっしゃると思います。しかし，⼤学で法律を学んでいなかった私
でも，周りの⽅の⽀えや多くの研修制度によって，毎⽇やりがいを持って業務に取
り組んでいます。是⾮，法務局で⼀緒に働きましょう︕

⼤分地⽅法務局 先輩職員からのメッセージ

研修中



⼤分地⽅法務局 先輩職員からのメッセージ

登記部⾨

松 江 直 ⼈（平成２９年度採⽤）

現在の仕事の内容は︖
登記部⾨の筆界特定室に所属し，筆界（⼟地の境界）

の特定に関する業務を担当しています。
具体的には，筆界が分からなくなっている⼟地の資料

を収集したり，現地に⾏って，資料に基づいた調査をし
たりしています。事案によっては，道のない⼭林を歩き
回ることもありますが，運動不⾜の解消になると前向き
に考えています。

筆界調査委員（⼟地家屋調査⼠など）や現地の近隣の住⺠の
⽅からお話を伺ったり，資料を使って検証などを⾏うことに
よって，筆界が分からず困っている⼈の⼿助けができることに
やりがいを感じています。

上司や先輩にも冗談を⾔い合える，明るい雰囲気
の良い職場です。また，仕事で困ったことがあれば，
上司や先輩⽅が優しく声をかけてくださるので，安
⼼して仕事ができています。

⾷べ歩きをすることです。ただ，最近は新型コロ
ナウイルスの影響であまり外⾷ができないので，物
産展などで名物を購⼊し，⾃宅で家族と⾷べながら，
⼀緒に各地を巡った気分に浸っています。

Message（法務局に興味をお持ちの⽅へ）
法務局の業務は，国⺠の権利や⽣活に関わる重要な仕事ですので，やりがいも⼤きいです。
また，業務が多岐にわたるので，たくさんの知識が必要になりますが，各業務に対応した研

修が充実していますし，上司や先輩⽅がフォローしてくださるので，働きやすい職場だと思い
ます。
もし，法務局に興味があれば，今後の業務説明会や官庁訪問に是⾮参加をしてみてください。

皆さんと⼀緒に働くことができる⽇を楽しみにしています。

仕事でやりがいを感じることは︖

職場の雰囲気は︖

リフレッシュ⽅法は︖



登記部⾨

岡 ⾕ 美 ⽉
（令和２年度採⽤）

皆さんは会社がどのような⼿順で作られる
か知っていますか︖
私は現在，各種会社・法⼈を設⽴し，運営

していくために必要となる『登記』に関わる
仕事をしています。具体的には，法務局に提
出された申請書類を審査し，データベースに
登記の内容を⼊⼒する業務を担当しています。
申請書類を提出したお客様からの問い合わせ
にも，電話や窓⼝で直接対応します。

登記の仕事に限らず，法務局のどの仕事も，
⼈の⼈⽣の節⽬に関わるものです。
例えば，会社を設⽴する，マイホームを建

てる，親の不動産を相続するなど，これらす
べてに『登記』が関わります。
こうした国⺠にとって⼤切な申請の対応を

するわけですから，その分⼤きなやりがいが
あります。

Message（法務局に興味をお持ちの⽅へ）

現在の仕事の内容は︖ 仕事でやりがいを感じることは︖

職場の雰囲気は︖

リフレッシュ⽅法は︖

登記部⾨は，５〜６⼈程度の係に分
かれていますが，係を越えてコミュニ
ケーションを取っています。
仕事で分からないことがあっても，

先輩⽅に相談をすると，どの先輩も，
必ず⾃分の仕事の⼿を⽌めてくれて，
丁寧に答えてくださいます。それに，
「５分悩んだら相談してね」と優しく
声をかけてくださる先輩もいます。

ジムで体を動かしたり，温泉に⾏っ
たりします。とにかく疲れた︕という
⽇にはマッサージにも⾏きます。
また，実家に帰省して，家族とゆっ

くり過ごすことも休⽇の楽しみです。

法務局の扱う業務は登記，⼾籍，供託，⼈権などとても幅広く，それぞれの専⾨性も⾼
いため，知識の深さや経験の重みがしっかりと活かされる仕事です。また，職員に合わせ
たワークライフバランスが推進されていて，働きやすい環境です。
ですから，私は，⼀⽣の仕事としてとても良い仕事を選んだなと思っています。
ぜひ，皆さんも法務局で働いてみませんか。

⼤分地⽅法務局 先輩職員からのメッセージ



会計課

後 藤 名 奈
（令和元年度採⽤）

⼤分地⽅法務局の職員が業務で使⽤する
物品を購⼊したり，その代⾦を事業者に適
切に⽀払ったりする仕事をしています。そ
のほかに，会計検査院に提出する証拠書類
の作成なども⾏っています。

会計の仕事は，直接国⺠の⽅々と関わるもの
ではありませんが，⾃分が購⼊を担当した物品
を使って，法務局の業務が円滑に進んでいる光
景を⾒ると，やりがいを感じます。
また，昨年度まで所属していた供託課では，

⾃筆証書遺⾔書保管制度の開始（R2.7.10）に
⽴ち会うことができ，貴重な経験をすることが
できました。

Message（法務局に興味をお持ちの⽅へ）

現在の仕事の内容は︖

仕事でやりがいを感じることは︖

職場の雰囲気は︖

リフレッシュ⽅法は︖

とても温かい雰囲気だと思います。先輩
⽅はとても優しく，のびのびと働かせてい
ただいています。若⼿職員が多くて，若⼿
職員だけの研修があったり，休⽇に⼀緒に
みんなで出かけたりと，とても活気あふれ
る職場です。

野球観戦が趣味なので，家で野球中継を⾒
たり，実際に球場に⾜を運んで観戦したりす
ることです。それと，アイドルが好きなので，
仕事が終わった後や休⽇に，職場の同期とア
イドルのＤＶＤ鑑賞をしています。

法務局は，国の機関でありながら，私たちの⽣活にとても密接している業務ばかりです。
それに，様々な分野の業務がありますので，⾊んな経験をすることができます。若⼿職員
も多く明るい職場ですので，興味を持っている⽅は是⾮法務局へお越しください︕

⼤分地⽅法務局 先輩職員からのメッセージ



総務課

⽑ 利 直 ⾏
（平成２５年度採⽤）

総務課庶務係で勤務しています。
来客者等の対応，関係各署から送付されて

くる⽂書の対応，情報公開事務，司法書⼠・
⼟地家屋調査⼠試験事務，公証事務などを
⾏っています。
⾏政⽂書に関わる事務をメインとしつつ，

⼤分地⽅法務局全体の何でも屋をしているよ
うなイメージです。

初めて取り組むときは全く分からなかった
仕事が，⾃分で調べて，考えて，経験するう
ちに，できるようになったときにやりがいを
感じます。

Message（法務局に興味をお持ちの⽅へ）

現在の仕事の内容は︖

仕事でやりがいを感じることは︖

職場の雰囲気は︖

リフレッシュ⽅法は︖

笑い声の絶えない明るい職場です。
メリハリがあり，お互いの意⾒を尊重し

つつも，より良い仕事ができるように，意
⾒交換を⼤切にしている職場だと思います。

趣味に時間を使ったり，家族と団らんした
り，同僚と⾷事に⾏ったりすることです。
⼟⽇，定時退庁，年次休暇の取得などがあ

るので，⾃分なりの適度なリフレッシュがで
きていると思います。

多岐にわたる法律を駆使しながら業務を⾏うため，⽇々勉強をしていかなけれ
ばなりませんが，だからこそ働きがいがある職場だと思います。それに，国の機
関でありながら，地⽅⾃治体のように国⺠と接することも多いので，国⺠⼀⼈⼀
⼈のために仕事をしていると実感することもできると思います。
働きやすさ，やりがい，⾃⼰実現を求めている⼈にぴったりな職場です︕

⼦どもが⽣まれたときは，妻の出産に⽴ち会うために
「配偶者出産休暇（２⽇間）」を取得しましたし，２⼈⽬
が⽣まれたときには，上の⼦の⾯倒をみるために，「育児
参加休暇（５⽇間）」を取得しました。その後は，毎⽉１
９⽇の法務省の「育（いく）児の⽇」に合わせて休暇を取
得したり，⼦どもの幼稚園⾏事に合わせて休暇を取得した
りしています。
休暇を取ることによって，家族との時間をしっかりと確

保するようにしています。

仕事と育児を両⽴させるために⼯夫していることは︖

⼤分地⽅法務局 先輩職員からのメッセージ



訟務部⾨という部署に所属しています。
仕事の内容は，国が訴えられた裁判に対応す

るため，国の訴訟代理⼈として，弁護⼠のよう
に裁判所に出廷したり，裁判所に提出する書⾯
の作成などをしています。

仕事を通して，様々な知識が⾝に付く
ことにやりがいを感じます。専⾨性の⾼
い仕事ばかりで，仕事をしていく中で達
成感を得ることができます。

Message（法務局に興味をお持ちの⽅へ）

現在の仕事の内容は︖

仕事でやりがいを感じることは︖

職場の雰囲気は︖

リフレッシュ⽅法は︖

職場の雰囲気は，和やかで，毎⽇快適
に過ごしています。分からないことが
あっても，上司や先輩に聞きやすいです
し，⼀緒に問題を解決してくれます。
休暇も取得しやすいです。

休⽇は，ツーリングに⾏ったり，釣りをした
りと趣味に没頭しています。休⽇は，カレン
ダーどおりのため，予定も⽴てやすいです。年
次休暇を使って⻑期間の休暇を取ることもでき
るので，旅⾏にも⾏きやすいです。
「アット法務」な職場で，仕事とプライベー

トを充実させています。

法務局の仕事は専⾨性が⾼く，様々な分野にわたるので，楽しみながら仕事をするこ
とができますし，多様な経験をすることができるのも魅⼒だと思います。
研修制度も充実していて，⻑期間，仕事を離れて勉学に打ち込む環境も⽤意されてい

ます。研修では，他県の法務局職員との交流などもできます。
国家公務員は⼈事異動の範囲が広いため，それがネックになっている⼈もいると思い

ますが，新しい⼟地や新しい⼈との出会いを楽しめるというメリットもあるので，是⾮，
法務局に⼊局されて⼀緒に仕事ができればと思います。

訟務部⾨

藤 内 和 輝
（平成２９年度採⽤）

⼤分地⽅法務局 先輩職員からのメッセージ



⽇⽥⽀局

浪 平 将 志
（平成２２年度採⽤）

⽇⽥⽀局の総務係⻑として，⼾籍事務と⼈権擁護事務を主に担当しています。
⼾籍事務は，国の法定受託事務であるため，主に市町村で取り扱っていますが，

法務局は⼾籍事務が全国⼀律で適正に⾏われるよう，市町村に対しての助⾔・研
修・指⽰等を⾏っています。
⼈権擁護事務は，法務⼤⾂から委嘱された⼈権擁護委員の⽅々と協⼒しながら，

⼈権相談に応じたり，啓発活動を⾏ったりしています。

⽀局の総務係は，様々な仕事をこなす
必要があります。
特に，⼾籍担当の市町村職員に対する

研修の講師や，⼾籍に関する相談などの
重要かつ困難な仕事を処理できたときに
達成感が得られます。

Message（法務局に興味をお持ちの⽅へ）

現在の仕事の内容は︖

仕事でやりがいを感じることは︖
職場の雰囲気は︖

リフレッシュ⽅法は︖

少⼈数の職場なので，先輩にも後輩
にも冗談を⾔い合えるとても明るい雰
囲気です。
難しい仕事もありますが，みんなで

協⼒して進めていける良い職場です。

コロナ禍なので，⾊々と⾃粛する状況
ですが，休⽇の「おうち時間」が増えま
したので，⾞を洗ったり，掃除をしたり
しています。

法務局について，どのような仕事をしているか知らない⽅もいると思いますが，登記，
⼾籍，供託など国⺠⽣活に密接に関わる業務を⾏っており，責任のある仕事です。
興味のある⽅は⼀度，業務説明会に来てください︕

⼤分地⽅法務局 先輩職員からのメッセージ



⼈権擁護課

⽵ 井 佳 織
（平成２６年度採⽤）

今まで会計課，登記部⾨を経験し，現在の⼈権擁護課に所属しています。
⼈権擁護課では，法務⼤⾂から委嘱された⼈権擁護委員や，市町村などの関係機関と連携して，

⼈権に関する地域の実情に応じた啓発活動を⾏ったり，いじめや差別といった⼈権侵害の事件を
調査し，侵害を受けた⼈を救済できるよう取り組んだりしています。
その中で，私が主に携わっているのは，⼈権相談業務です。電話やメールで寄せられる相談者

の話を聞き，どのような解決策があるかを模索したり，重⼤な⼈権侵犯事件となれば，調査救済
に向けて取り組みます。皆さんの⾝近に，悩んでいる⼈がいれば，そのような⽅の相談窓⼝だと
思ってください。
業務の専⾨性が⾼い法務局ですが，仕事の内容は，意外にも⽣活に密着したものであることが

多いと思います。

法務局で仕事をする上で，法律や業務に関する専⾨的な知識を求められることはもちろん
ですが，それぞれの部署によっても，違う知識を求められるため，常に⾃⼰研さんが必要だ
と感じています。業務を⾏うための専⾨的な知識については，充実した研修制度があります。
そして，快く研修に参加させてもらえる温かい職場であるため，法律や知識などは，法務局
に就職してから⾝に付ければ問題ないです。
このように，業務を通して経験と知識を⾝に付けられることが，法務局での働きがいに

なっています。幅広い業務を経験できる法務局では，多⽅⾯でのスキル向上ができます。ま
た，過去に経験したことが役⽴ったときや，来庁者から感謝の⾔葉をいただいたときは，と
てもやりがいを感じます。

現在の仕事の内容は︖

仕事でやりがいを感じることは︖

職場の雰囲気は︖

産後休暇と育児休業を合わせて約１年半取得し，登記部⾨に復職しました。
今まで，これほど⻑い間，職場から離れたことはなかったですし，⼦どもがいるという状

況での勤務は初めてだったため，職場になじめるのか，職場の役に⽴てる仕事ができるのか，
復職前は不安でいっぱいでした。しかし，保育園の⼊園が決まって，復職をするまでの約１
か⽉間，担当職員の⽅から復職に向けたプログラムや，短時間勤務制度についての説明を受
けて，⾃分に合った働き⽅を⾒付けることができました。
そして，実際に復職してから，職場の皆様から穏やかに接していただいたことで，不安に

思っていた育児と仕事を両⽴させるリズムができ，⾃分のペースで仕事を進めることができ
ました。夫が単⾝赴任の時期には，上司や同僚から，１⼈で育児に励むことへのねぎらいの
⾔葉をいただき，とても感謝した覚えがあります。個⼈の事情にも配慮いただけて，つくづ
く良い職場だなと感じていますし，将来の後輩にも同じように接することができるような先
輩になりたいと思っています。

⼤分地⽅法務局 先輩職員からのメッセージ



Message（法務局に興味をお持ちの⽅へ）

リフレッシュ⽅法は︖

法務局では，ワークライフバランスの推進のため，⽉１⽇以上，年間１５⽇
以上の休暇を取得するよう取り組んでいます。私は，⼦どもの都合による休暇
が多いですが，休む時には休む，仕事の時には仕事に集中するというメリハリ
によって，ストレスなどをため込まないように⼼掛けています。育児のお陰で，
仕事にメリハリを付けられるようになりましたので，⼦どもに感謝です。
休みの⽇には，家で趣味のドラムの練習をしたり，気になっているお店に

⾏ってみたり，美味しいものを⾷べたりして，幸せを感じています。

私は，これまでに，法務局に勤めていて良かったと思うことが何度もありました。
各都道府県に勤務地があり，業務も幅広い法務局では，⾃分に合った働き⽅がで

きると思います。興味がある⽅は，是⾮，業務説明会に⾜を運んでいただき，法務
局職員と話してみてください。
私が⼊局を希望したきっかけは，業務説明会で職員と話したことでした。⼀緒に

働ける⽇を楽しみにしています。

現在，保育園の送迎に間に合わせるために，通常１時間の休憩時間を３０分に短縮
できる制度を利⽤して，退庁時間を早めています。そこで，毎⽇限られた時間の中で，
いかに効率よく仕事を進めるかということを考えていますし，⼦どものことで保育園
からの呼び出しがあったとしても，対応できる仕事のスケジュールになっているかを
考えながら仕事しています。具体的には，その⽇に⾏うことや今⽉中に⾏うことを書
き留めたメモを常に机に置いていますし，退庁時には明⽇⾏うことを書き留めていま
す。このようにすることで，私が急に不在になっても，他の職員がメモを⾒れば，私
の代わりに何をすべきか把握できると思います。
なかなか思うように仕事が進まなくて，育児との両⽴が難しいと感じることもあり

ますが，上司や先輩⽅の助けに⽀えられて，育児も仕事も充実した毎⽇を送っていま
す。

仕事と育児を両⽴させるために⼯夫していることは︖


