
◆現在の仕事内容は？

総務課庶務係に在籍しており、主に月々の各種

統計記録の作成や報告、行政文書廃棄等の文書管

理事務、ホームページに関する事務を担当してい

ます。

◆仕事でやりがいを感じるときは？

お客様からの御相談や職員からの依頼をスムーズに解決できたときにやりがいを感じ

ます。

また、統計報告を期限内に提出できたときに達成感を感じます。

◆今の仕事で心掛けていることは？

報告ものはそれぞれ異なった期日があるので、

他部署に負担をかけることなく提出できるよう、

スケジュール管理には注意しています。

◆仕事で大変だと思うことは？

どの業務も法律や規則に基づいているので、そ

れらの知識が必要になる点です。担当業務が変わ

ると、扱う法律も変わるので、日々の勉強が欠か

せません。

◆職場の雰囲気は？

困ったこと、分からないことがあっても、先輩

方が丁寧に教えてくださるので、安心して働ける

環境だと思います。

◆今後やってみたい仕事は？

会計課の入札・調達業務に興味があります。

また、法人登記にも携わってみたいと思ってい

ます。

◆リフレッシュ方法は？

お酒を楽しむことです。また、連休に旅行をしてリフレッシュしています。

◆法務局に興味を持っている方へのメッセージをお願いします

法務局は様々な分野の業務を取り扱っているので、多くの経験ができる職場だと思い

ます。

法務局で皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

横浜地方法務局
総務課

法務事務官 鈴木日奈子
（平成３１年度入局）



◆現在の仕事内容は？

私は現在、横浜地方法務局会計課用度係に在

籍しており、主に、消耗品の調達や、棚卸し業

務を行っています。

◆仕事でやりがいを感じるときは？

法務局の業務は多岐に渡り、部門が変わるごとに、新しい知識を習得することができ

ます。自己成長し続けることができ、スキルアップしていることが自覚できます。また、

国民のニーズにあわせた新規政策にも携わることができ、同時にやりがいを感じること

ができます。

◆今の仕事で心掛けていることは？

お金が関係する業務であるため、作成した書

類を念入りにチェックします。また、少しでも

分からないことがあれば、先輩や上司に相談し、

誤った処理をしないように心掛けています。

◆仕事で大変だと思うことは？

予算が限られている中で、職員の要望どおり

に物品を調達するのではなく、限られた予算の

中で、必要か必要ではないかを判断し、年度末

までに物品を調達できる予算を残せるように調

整することが大変です。

◆職場の雰囲気は？

同年代の職員が多く、明るく、とても雰囲気が

いいです。色々と話しやすい職場で、とても働き

やすいです。

◆今後やってみたい仕事は？

国籍業務に興味があります。様々な国や地域の

方たちと接していくことにより、自身の視野が広

がり、違う視点からも物事を捉える力や、新たな

考えなどが増えるのではないかと思えるからです。

◆リフレッシュ方法は？

休みの日は、おいしい物を食べたり、野球やキックボクシングで汗を流したりしてリ

フレッシュしています。

◆法務局に興味を持っている方へのメッセージをお願いします

法務局の業務は、多岐に渡るため、様々な経験をすることができ、国民の方たちと接

する機会も多く大変なこともありますが、その分やりがいもあります。少しでも興味が

あれば、是非説明会などに参加し法務局の魅力を感じてみてください。

横浜地方法務局
会計課

法務事務官 佐藤智哉
（令和２年度入局）



◆現在の仕事内容は？

横浜地方法務局戸籍課に在籍し、現代社会の高

齢化に伴って注目されている成年後見人等に関す

る証明書の発行業務を行うほか、市区町村からの

戸籍に関する相談への対応を行っています。さらに、市区町村が適正に戸籍事務を遂行

するために、現場へ赴き指導をしたり、研修を開催し、講師を務めることもあります。

◆仕事でやりがいを感じるときは？

法務局では戸籍の届出を受理したり、戸籍謄本を発行する事務は行っておらず、市区

町村に助言、指示をする立場にありますが、市区町村からの相談の内容は難しいものが

多いです。また、電話で戸籍の相談を受けることもあります。そのような相談に対して、

簡潔明瞭な説明ができ、相手がきちんと理解してくれたときは達成感を得られます。

◆今の仕事で心掛けていることは？

戸籍は人生に深く関わるものであるので、戸

籍謄本を発行できるか、外国人と日本人の婚姻

届を受理できるかどうかなど、相談については

慎重に検討すること、相手に簡潔明瞭な説明を

することを心掛けています。

◆仕事で大変だと思うことは？

市区町村から受ける様々な相談は、初めて聞

く内容も多く、その都度資料を調べたり、相談

内容を理解することが大変だと感じます。

◆職場の雰囲気は？

戸籍課は他の部署に比べ少人数ではありますが、

悩んでいることがあれば同僚から声をかけてくれた

り、上司に相談することができるので、安心して仕

事に取り組めます。

◆今後やってみたい仕事は？

戸籍の前に携わった法人登記についても未経験の

業務が多く、供託の仕事にも興味があります。

◆リフレッシュ方法は？

バラエティ番組が好きなので、１週間録画で溜め

た好きな番組をお酒を片手に、週末一気に見て笑っ

てます。また、数年前から毎晩の楽しみにゲーム実況動画も見ています。ゲームが苦手

な自分にとっては楽しくて面白い、最高のリフレッシュです。

◆法務局に興味を持っている方へのメッセージをお願いします

法務局の仕事は、不動産登記や戸籍など、社会の基盤となる業務も多く、経験を積む

ことで、幅広く専門的な知識を得られて、自分の可能性を広げられる仕事が多いと思い

ます。

ご縁があれば、皆様と働くことを楽しみにしております。

横浜地方法務局
戸籍課

法務事務官 井部琴絵
（平成２９年度入局）



◆現在の仕事内容は？

供託課において、申請された供託書の内容を

審査して供託金を預かる「受入（うけいれ）」

という業務を担当しています。

「供託」というのはあまり聞き慣れない言葉

かと思いますが、国が当事者に代わってお金を

預かったり、そのお金を払い渡したりする制度

と考えていただければと思います。

◆仕事でやりがいを感じるときは？

窓口に供託の相談に来られたお客様が、無事に申請を終えられたときです。

お客様が自分の説明に納得され、感謝して帰って行かれるのを見ると、やりがいを感

じるとともに、自らの知識やスキルの向上も実感でき

ます。

◆今の仕事で心掛けていることは？

場合によっては何百万円、何千万円と現金を取り扱

うことがあるため、トラブルにならないよう、窓口で

現金を数える作業には特に慎重を期しています。

◆仕事で大変だと思うことは？

お金に関わる業務であるがゆえに、申請内容を正確

かつ事細かに確認することが求められる一方で、お客

様をお待たせしないよう、同時に迅速さも求められる

という点が大変だと感じています。

◆職場の雰囲気は？

分からないことや困ったことを気兼ねなく相談

でき、良い雰囲気であると感じています。先輩や

上司も優しく、経験も豊富なのでとても心強いで

す。

◆今後やってみたい仕事は？

法務局の基幹業務である不動産登記業務に携わ

り、知識を深めたいと思っています。

◆リフレッシュ方法は？

オタ活を満喫することです。アニメを見たり、

ライブに足を運んだり、推し声優のラジオ番組を聴いたりしてリフレッシュしています。

◆法務局に興味を持っている方へのメッセージをお願いします

日常において法務局という場所が身近であるという方は少ないと思いますが、実際に

勤務してみると様々な場面において国民生活を下支えしている官署であることを実感で

きると思います。加えて、業務を通じて世の中の様々な仕組みや制度についての理解を

深めることができ、日々自らの成長を感じられる職場でもあります。

また、法務局では休暇を取得しやすい雰囲気があり、ワークライフバランスの充実を

目指すという意味でも理想的な職場です。

意欲ある皆さんと一緒に働けるのを楽しみにしています。

横浜地方法務局
供託課

法務事務官 柴一誠
（平成２９年度入局）



◆現在の仕事内容は？

人権擁護課に在籍しており、人権擁護課では多く

の人に「人権」を尊重することの大切さを知っても

らうために啓発活動等を行っております。

現在の主な業務として、人権擁護委員の実費弁償金に係る事務や庶務関係、啓発活動、

人権相談対応等などに携わっています。

◆仕事でやりがいを感じるときは？

私が担当している人権相談業務では、日々、様々なお悩みを抱えていらっしゃる方々

からたくさんの相談を受けています。問題解決の手助けをするため、相談内容をよくお

聴きし、助言等を行った結果、相談者から、「相談して良かった」と言っていただけた

ときに、この業務を行っていて良かったというやりがいを感じます。

◆今の仕事で心掛けていることは？

多くの業務があり、他官署からの各種照会などのそ

れぞれの報告期限を守ることです。

また、電話での相談では、相談者の顔が見えないの

で、相談者の気持ちに寄り添いじっくりお話を聞くこ

とを心掛けています。

◆仕事で大変だと思うことは？

複数の仕事を同時進行で進めていくことが多く、色

々なことを頭に留め、優先順位を整理しておく必要が

あるので、スケジュール管理が大変です。

◆職場の雰囲気は？

優しい方が多く上司と部下の距離が近いイメージ

です。相談対応等で大変なことも多いですが、困っ

たことを上司に相談した際は親身になって聞いてく

ださり、とても働きやすい雰囲気の中で仕事してい

ます。

◆今後やってみたい仕事は？

今までやったことのない業務ばかりなので、積極

的に色んな仕事に携わっていきたいです。

◆リフレッシュ方法は？

友人・同期とお酒を飲みながらおしゃべりをすることや連休を使って旅行に行くこと

です。家にいる時間も増えたことで、プライムビデオなどでアニメや映画などを観てま

す。

また、姪の写真や動画を見て癒やされています。

◆法務局に興味を持っている方へのメッセージをお願いします

法務局は様々な業務を取り扱っていますが、共通することは、どの業務も国民の生活

に密着しているということです。そして、それぞれの段階に合わせた研修があるのも法

務局の魅力だと思います。研修では、専門的な知識を習得するとともに、全国の法務局

の職員とも交流を深めることができます。もし、就職先で悩んでいる方がいれば法務局

で働くことも１つの選択肢としてはいかがでしょうか。皆さんと一緒に働けることをと

ても楽しみにしています。

横浜地方法務局
人権擁護課

法務事務官 広瀬有加
（平成２９年度入局）



◆現在の仕事内容は？

私は不動産登記部門に在籍しており、不動産の登記

に係る統計や報告書の作成など、主に部門内における

庶務事務を担当しています。

◆仕事でやりがいを感じるときは？

お客様からの質問や相談に対応できたときです。法

務局では、専門的な法律知識が必要になることがあり

ますが、自己学習や日々の業務の中で学んだことをいかして、お客様の疑問を解消した

り、登記処理をスムーズに行えると、自分の知識に基づいた仕事がお客様の生活の役に

立っていることを実感し、強い達成感を覚えます。

◆今の仕事で心掛けていることは？

正確な自己認識を持ち、常に状況把握を怠らな

いことです。複数の異なる種類の業務を同時に抱

えることがあります。自らの能力であれば、目の

前の仕事はどれくらいの時間で終わるのか。個々

の仕事で割り出し、管理することで、期日までに

適切な処理を行えるよう心掛けています。

◆仕事で大変だと思うことは？

仕事に対するモチベーションを高く保つことで

す。人間である以上、「寝付きが悪かった」など、

日常生活におけるマイナス要素で、容易にモチベ

ーションが下がります。どのような時でも意欲的

に業務を行うことは、非常に大変だと思います。

◆職場の雰囲気は？

とても柔らかい雰囲気の職場です。分からないこと

なども聞きやすく、困ったことがあれば周りの先輩方

が常に親身になって相談に乗ってくれます。皆さん懐

が深く、働きやすい環境だと思います。

◆今後やってみたい仕事は？

不動産登記部門では、長期相続登記等未了土地解消

作業や、表題部所有者不明土地解消作業等の新規施策

事業が行われています。こうした前例の少ない新しい

業務には強い魅力を感じます。

◆リフレッシュ方法は？

目的を定めず、思いつくがままに行動し、時間を浪費することです。極力頭を働かせ

ずに、家でゴロゴロしている時が至高の時間です。趣味のバスケットボールの試合を観

戦することも、良いリフレッシュになっていると思います。

◆法務局に興味を持っている方へのメッセージをお願いします

過ごしやすい職場環境。私は法務局の最大の魅力だと感じています。入局してすぐに

実感したことは、自分の居場所が作りやすい職場だということでした。生活の大部分を

占める場所が、快適に過ごせる環境であったことはとても幸運なことだったと思います。

皆さんも是非、法務局を選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか。

横浜地方法務局
不動産登記部門

法務事務官 武田翔大
（令和２年度入局）



◆現在の仕事内容は？
法人登記部門に所属しており、主に統計の作成

や、消耗品等の在庫管理など、部門内の庶務に関
する事務を担当しています。

◆仕事でやりがいを感じるときは？
お客様から様々なお問合せがありますが、場合によっては資料や文献等を確認し、回

答しなければなりません。その際に、新たな知識を身につけられるとともに、お客様に
的確に回答でき、きちんと理解してもらえたときにやりがいを感じます。

◆今の仕事で心掛けていることは？
お客様と同じ目線で話すことを心掛けて

います。法人登記部門はお客様と接する機
会がとても多い部署です。なるべく難しい
言葉を使用せず、ゆっくりとわかりやすい
言葉で説明を行うようにしています。

◆仕事で大変だと思うことは？
複数の仕事を同時進行で行わなければな

らず、また、突発的な仕事が舞い込むこと
もあるため、優先順位を常に考えながら業
務を行う必要があります。

◆職場の雰囲気は？
困ったことがあっても、親身になってくださ

る先輩ばかりでとても働きやすい環境です。勉
強会も頻繁に開かれるため、自己研さんの機会
が多く、充実した日々を過ごしています。

◆今後やってみたい仕事は？
入局時から興味があった戸籍に関する事務に

携わってみたいです。

◆リフレッシュ方法は？
天気が良い日は、昼休みにみなとみらい周辺

を散歩して気分をリフレッシュしています。休
日には、神社などのパワースポットやカフェ巡
りをして英気を養っています。

◆法務局に興味を持っている方へのメッセージをお願いします
法務局の仕事は登記以外にも多岐にわたっています。前任庁の支局総務課では人権や

供託、国籍などの業務に携わることができ、様々な経験や知識を得ることができました。
未経験の業務でも研修制度も充実しているため、安心して業務に挑むことができると思
います。皆さんと一緒に働くことを楽しみにしています。

横浜地方法務局
法人登記部門

法務事務官 齊藤ありす
（平成３０年度入局）


