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財務省･金融庁の
施策を地域に

地域の意見･要望等を
財務省･金融庁に

地域の特性･要望等を踏まえた施策の実施を通じて

国民生活の安定･向上 日本経済の発展

財務局の使命

○ 財務省の総合出先機関として、また、金融庁の事務委任を受け、財務省及び金融庁の施策を｢実施」
し、地域に｢広報｣するとともに、地域の意見･要望や実情を的確かつ迅速に本省庁に ｢伝達｣し、効果的
な施策の形成に寄与する。また、地域の特性を踏まえた施策の実施を通じて｢地域に貢献｣する。

○ 以上により、金融機能の安定や通貨の信認を確保し、国民の資産を守るなど、国民生活の安定 ･向上
と我が国経済の発展に貢献する。
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・

財務局のネットワーク

○ 財務局は、財務省の総合出先機関としてブロック単位に設
置されており、 9財務局 (北海道、東北、関東、北陸、東海、
近畿、中国、四国、九州 )及び 1財務支局 (福岡 )がある。

○ また、財務局･財務支局の下に、 4 0箇所の財務事務所、 1 3
箇所の出張所が設置されている。

○ 沖縄県では、内閣府沖縄総合事務局財務部が財務局の業務
を実施している。

○ 財務局の定員は、総計で約 4 , 6 0 0名。
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財務局の業務

３．金 融
(1) 地域金融機関等の検査･監督

(2) 中小企業金融の円滑化に向けた取組

(3) 金融商品取引等の監視

２．国有財産

４．経済調査

５．広報相談

１．財 政
(1) 適正かつ効率的な予算執行の確保(予算執行調査等)

(2) 災害復旧事業の査定立会

(3) 地方公共団体への財政融資資金の貸付

(1) 地域経済情勢等の調査

(2) 地域の意見･要望を本省庁に伝達

(1) 財務省及び金融庁の重要施策等の広報活動

(2) 各種団体の会合･学校･研修会等への講師派遣

(3) 多重債務者相談

(1) 国有財産の効率的な使用のための総合調整

(2) 地域や社会のニーズに対応した国有財産の有効活用

(3) 国有財産を通じた災害対応･防災対応
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地
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未
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の
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に

◤共に考えます
財務局職員で構成する地域連携プロジェクトチームが、地域の皆様とともに

地域課題の解決策などを考えます。

●地域の実態や課題を数値で可視化すること
を目的に、各種統計データを分析します。

●地域の課題解決のためのワークショップ
を開催し、地域づくりをお手伝いします。

●全国の廃校活用事例や６次産業化などの
参考事例を調べます。

●地域経済の活性化につながる中小企業支
援の勉強会を開催します。

●分野に応じた補助金などの資金調達手段
を調べます。

●皆様の疑問に応えるため、財政・金融・
経済などに関する分かりやすい講座を開催
します。

中
国
財
務
局
を
活
用
し
ま
せ
ん
か

◤つなぎます
中国財務局では、独自のネットワークを活用し、地域課題の解決に役

立つ機関を紹介いたします。

（例）

ご要望 当局の主な連携先

･設備投資や試作開発に向けた相談をした
い
･事業承継に関する情報が欲しい
･商店街の活性化に取り組みたい

➜中国経済産業局につなぎます。

･観光地で使える補助金が知りたい ➜中国運輸局（観光部）につなぎます。（主
に自治体向けメニュー）

･6次産業化に取り組みたい ➜中国四国農政局（広島県拠点）につなぎま
す。

･地域づくりの実践活動に取り組みたい
･中山間地域の課題解決に向けてクラウド
ファンディングをしたい

➜広島県中山間地域振興課につなぎます。

･空き家活用に取り組みたい
･空き家対策の相談窓口が知りたい

➜広島県住宅課につなぎます。

･人材不足解消に向けて支援をしてほしい ➜広島労働局（ハローワーク）につなぎます。

･売上を伸ばしたい
･経営・技術課題を相談したい

➜（公財）ひろしま産業振興機構
➜Fuku-Biz(福山ビジネスサポートセンター) 
➜Hi-Biz(東広島ビジネスサポートセンター)
につなぎます。

･地域課題の解決に金融機関の知見を借り
たい

➜金融機関につなぎます。（自治体向けメ
ニュー）

今後も中国財務局は 地域活性化・地方創生 に向けて活動していきます！
ご質問やご要望等がございましたら下記までご連絡ください。

お問い合わせ窓口 中国財務局総務課企画係 ℡: 082-221-9221

地域の担い手の皆様と中国財務局のネットワーク
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財務局の地域連携の取組
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中国財務局における
地域連携の取組



概要 取組の成果

地方創生支援セミナー
｢地域における観光･ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞの現状とRPAの活用｣を開催

• 岡山県内における地方公共団体の地方創生に向けた取組を支援するため、中国経済産業局、岡山
県等との共催により、｢地域における観光･インバウンドの現状とRPAの活用｣をテーマとする地
方創生支援セミナーを開催。

岡山財務事務所は、平成27年度以降、
地域活性化の取組に係る地方公共団
体向けのセミナーを開催している。
第5回目となる今回、自治体のニー

ズに基づき観光関連施策を推進する中
国経済産業局、中国運輸局等と連携して令和元年10月に開催。

講演の中で、｢サービス産業の生産性向上のためには、付
加価値向上にアプローチしていくことが必要｣、｢自治体に
おけるRPAの導入にあたって
は、組織全体で連携分担して
対応することが重要｣との説明
があり、参加者からは、｢RPA
導入について参考になった｣
｢インバウンド戦略上の参考に
なった｣などの声をいただいた。

6

中国経済産業局、中国運輸局より
観光サービス業の取組支援策やイン
バウンド観光の現状について講演が
あり、㈱ｴﾈﾙｷﾞｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞより、
自治体におけるRPAの導入と課題について説明された。
また、ベンダー企業(㈱両備ｼｽﾃﾑｽﾞ、ﾋﾟｰﾌﾟﾙｿﾌﾄｳｪｱ㈱、㈱ｴﾈ

ﾙｷﾞｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ)から｢住民向けの情報共有アプリ」や「観
光ガイドアプリ｣などの紹介があった。

開催経緯

セミナーの内容

【セミナーの様子】

参加者からの声

【中国経産局講演の様子】
今後の展開

今後も様々な関係機関との連携強化に努め、引き続き、
地域の地方創生に向けた取組に対して、財務局のネット
ワーク等を活かした、課題解決の一助となる取組を実施す
るなど、積極的に支援を行っていく。

中国財務局岡山財務事務所



概要 取組の成果

上下水道事業の経営に関する講演会を開催

◆人口減少等に伴う料金収入の減少や、設備･管路の老朽化や更新対応
等により、上下水道事業の経営は厳しさを増している。

7

中国財務局鳥取財務事務所

◆ 講演会には、鳥取県
内市町村上下水道関係
職員など約60名が参加。

◆ 今後も鳥取県と連携
し、課題解決に向けて
取り組む方針。

（出典）厚生労働省資料をもとにDBJ作成（出典）総務省資料をもとにDBJ作成

高度成長期に布設された管路は更新時期を迎えてい
るが更新率は低く、今後の更新費増大は避けられな
い。

2010年をピークに給水人口は減少、1人当たり水使用量も
減少。水道料金を値上げしない限り収入が減少していく事
業構造となっている。

◆ こうした状況を踏まえ、経営課題解決に向けた取組として、鳥取県
との共催により、｢上下水道事業の広域化･共同化｣をテーマにした講
演会を、令和2年1月に開催。

◆ 株式会社日本政策投資銀行、EY新日本有限責
任監査法人から講師を招へい。

【講演の概要】
鳥取県内の上下水道事業の現状を踏まえ、
持続可能な事業運営のためには効率化が急
務であり、課題解決に向けて官民連携や広
域化･共同化が重要であること、また、広域
化等のシミュレーション実施にあたって留
意すべき点などの説明があったのち、全国
の広域化、官民連携の事例を紹介。

講演会の様子

• 貸付先実地監査等を通じ地方公共団体と共有した上下水道事業の経営課題を解決するため、
｢上下水道事業の広域化･共同化｣をテーマにした講演会を開催。



中国財務局

単独災害復旧事業に係る起債手続きの柔軟な対応
（平成30年７月豪雨への対応）

• 平成30年７月豪雨による被災地の災害復旧事業のうち、単独災害復旧事業に係る起債ヒアリングについて、
地方公共団体の実情に応じ訪問ヒアリングや提出書類の柔軟な対応を実施。（令和元年度は平成30年度に引き続き実施）

【広島県内の単独災害復旧事業の状況】

◆ 平成30年7月豪雨により、広島県内は甚大な被害を受けた。
◆ 多くの人的被害、家屋被害のほか、公共施設等を含めた国庫補助金の
対象となる災害復旧事業は、約1万1千件、約1千6百億円となった。
◆ このほか、比較的規模の小さい国庫補助の対象とならない災害復旧事業、
いわゆる「単独災害復旧事業」は、県南部を中心に1万か所以上であった
とされ、その復旧事業は、一部では令和2～3 年度まで続いている。

【地方公共団体の実情に応じた柔軟な対応】

● 地方公共団体から、「現場対応を最優先に取り組んでおり、被災状況の
写真や工事費の積算等が膨大に見込まれる。書類作成やヒアリング等に
配慮いただけないか。」との要望が多数寄せられたため、広島県（市町
担当課）と協議し、 地方公共団体の実情に応じた対応を実施。
①訪問ヒアリングの実施
地方公共団体の負担軽減、迅速で効率的なヒアリング実施の観点から
訪問ヒアリングを実施。実施時期も地方公共団体の希望に対応。

②提出書類の柔軟な対応
被災箇所の写真や復旧工法の検討・復旧事業費の積算等について、
必要最小限の書類で対応。

単独災害ヒアリング実施件数・訪問ヒアリング実施回数

実施年度 令和元年度 参考：平成30年度

地方公共団体名
ヒアリング
実施件数
（箇所数）

訪問
ヒアリング
実施回数

ヒアリング
実施件数
（箇所数）

訪問
ヒアリング
実施回数

広島県・広島市 255 7 1,843 12 

市町・一部事務組合 1） 1,909 2） 9 7,681 2） 9 

計 2,164 16 9,524 21 

1）：一部令和元年災を含む。 2）：広島県市町行財政課と合同で、各回4～6人で実
施している。

○当局の対応に対して地方公共団体からは、
「応急復旧等現場対応を最優先に取り組んでお
り、コンサル委託や膨大な件数の積算に手が回
らない中、ヒアリングや申請書類について柔軟
に対応していただき、非常にありがたい。」と
いう声が寄せられた。

引き続き、被災地に寄り添い、早期の復旧
に繋がるよう、柔軟な対応に努めたい。
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概要 取組の成果

地域金融機関と日本政策金融公庫との連携セミナーを開催
・中国地方で特に深刻な課題である｢後継者不足｣の解決に向け、事業承継をテーマとした｢地域金
融機関と日本政策金融公庫との連携セミナー｣を開催。

・当セミナーが、地域金融機関と日本政策金融公庫との連携強化の契機となることで、地域経済の
活性化や円滑な事業承継の推進が期待される。

○ 中国地方では、後継者不在率が全国ワースト10に管内5

県のうち4県が含まれ、後継者不足による廃業の急増が危
惧されている。このため、中国財務局独自の取組として、
同課題の解決に向け、地域金融機関と日本政策金融公庫と
の連携強化を目的としたセミナーを開催(11/29)。

○ セミナー後のアンケートでは、
｢実際の経営者から事業承継事例
を聞くのは初めてであり、参考に
なった｣といった声が寄せられた
ほか、7割超の参加者から、セミ
ナーの内容について｢満足だっ
た｣との回答を得た。

9

中国財務局

○ 日本政策金融公庫より、｢地域金融機関と日本政策金融
公庫の連携に係る取組み｣等について説明。

セミナー内容

○ M＆Aにより事業譲受を行った東洋電装株式会社の桑原
社長及び、親族内事業承継を行った天満冷凍機株式会社の
天満社長が、事業承継をした際に苦労した点、地域金融機
関から受けた支援について講演。

満足

だった

73.0%

やや満足

だった

24.3%

やや不満だった

2.7%

○ 広島県内の金融機関等27機関、約50名が参加。

○ 続いて、パネルディスカッションでは、事業承継を行っ
た経営者お二人に加え、広島県事業引継ぎ支援センター、
日本政策金融公庫、広島銀行の担当者のほか、金融庁の参
与が登壇し、事業承継支援を行っている機関の取組の現状
や課題について、討論した。

（経営者による事例紹介：左が桑原社長、右が天満社長）（パネルディスカッション）

○ 今後も、地域関係機関との連携を一層強化することによ
り、事業承継等の地域課題解決のための取組を実施してい
くこととしている。



概要 取組の成果

財務局と信用金庫･信用組合等との合同勉強会の開催

広島：事業承継、中小企業の経営改善支援、内部監査の高度化

鳥取：信用金庫の存在意義、取引先の強みを引出す対話力

島根･山口：事業性評価

岡山：組織の将来を担う人材育成、内部監査の高度化
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中国財務局及び管内財務事務所

中国財務局では、当局職員及び金融機関職員のスキルアッ
プに繋げるため、来年度以降も、勉強会を開催する予定。

今後の展開

信用金庫の存在意義を
議論(鳥取)より活発な意見交換や資質向上に向けた今年度の工夫

①班別討議の材料となる動画制作
財務局が中小企業を訪問して制作し
たインタビュー動画を勉強会で放映

②新テーマでの勉強会を新たに開催
内部監査の勉強会を2県で開催

③事前勉強会の拡充
財務局職員向けの事前勉強会の一部
について金融機関職員に講師を依頼

④参加者の範囲を更に拡大
テーマ等に合わせ労働金庫や金融庁
へも参加を呼びかけ

経営支援で地域経済の活性化を！
(広島:Fuku-Biz高村センター長)

事業性評価の取組について班別討議
(左：山口、右：島根)

内部監査の高度化等に
ついて議論(岡山)

令和元年度の勉強会テーマ

有意義 71%

やや有意義

24%

ふつう

5%

○参加者のほとんど
が｢有意義であった｣
と回答。

○金融機関参加者か
ら｢立場を超えて
ディスカッションで
きた｣と評価の声。

信用組合職員との勉強会
(広島)アンケート結果

内部監査が経営陣に提言を!
(広島･岡山：金融庁 杉山主任統
括検査官)

• 毎年度バージョンアップしながら、中小企業に対する経営支援のスキル向上などをテーマに、

財務局職員と信用金庫・信用組合等の職員との合同勉強会を平成29年度から各県で開催。



概要 取組の成果

地元企業等

金融機関

地域のｷｰﾊﾟｰｿﾝ

地域の生産性向上に向け、地元企業等と対話
・島根県の地元企業等を訪問し、経営上の悩み、地域の課題及び成功体験等を収集。収集した内
容を基に、金融機関や地域のキーパーソンとの対話を行い、地域の生産性向上や課題解決に向
けた取組を促す。
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中国財務局及び松江財務事務所

○ 令和元年10～11月に島根県内の地元企業や経済団体など
44先を訪問。少子高齢化により地域経済の縮小が見込まれ
る中、地元企業が抱える経営上の悩み、地域の課題及び成
功体験等に関する生の声を収集。

○ 収集した地元企業の声を基に、地元の金融機関及びキー
パーソンと対話。地域の生産性向上や地域課題解決に向け
た取組の促進を目指す。

【活動イメージ】

（地域の声）

（今後の展開）

○ 地元企業からの声などを基に、金融機関や地域のキー
パーソンとの対話を行う。

○ 継続的に対話を行いつつ、財務局・財務事務所独自の
ネットワークを活用し、地域課題解決に役立つ情報を紹介
する等の取組を行う。

金融機関には、将来を見据えた第三者的な
視点からのアドバイスを期待しています。

地方は各事業者がタッグを組んで「奪い
合い」ではなく「分かち合い」をすれ
ば、元気になると思っています。地元企業の悩み

地域の課題の共有

課題解決へ！

情報収集

対話

対話

訪問

財務局
財務事務所
金融庁



概要 取組の成果

財務行政セミナー｢中国経済の現状と課題｣を開催

• 米中貿易摩擦の影響を懸念する企業の声を踏まえ、中国経済、米中貿易摩擦をテーマとしたセミ
ナーを開催。

○ 平成30年3月以降、米中両国が関税引上措置発動。
経済調査のヒアリング先から｢米中貿易摩擦の影響がある｣
｢動向を注視している｣との声が聞かれた。

○ また、所長出席の会合等で、企業経営者や若手事業家から
海外経済動向など視野を広げる講演を開催してほしいとの
要望があった。

○ これらを踏まえ、令和元年8月7日、日本貿易振興機構(ジェ
トロ)鳥取貿易情報センターとの共催により、｢中国経済の
現状と課題～経済の減速、米中経済摩擦の激化に中国はど
う対応するのか～｣を開催した。

12

中国財務局鳥取財務事務所

○共催の日本貿易振興機構(ジェトロ)鳥取貿易情報セン
ターでは、アンケート結果等をその後の企業支援に活用。

○当所では、セミナー講師からの中国経済の最新情報を
参加大学に提供することにより、関係を強化･継続。

講師の日本貿易振興機構アジア経済研究所
新領域研究センター上席主任調査研究員 田中修氏

セミナーの様子

○企業、金融機関、支援機関、大学、地方公共団体など
から約140名がセミナーに参加。

【参加者の声】
✔ 今年5月以降、米中貿易摩擦が更に激化するなか、
タイムリーなテーマで非常に有意義だった。

✔ 中国の経済構造や米中経済摩擦の背景を理解できた。

✔ 今後の見通しや、変化の兆しを読み取るポイントが
わかって良かった。



概要 取組の成果
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中国財務局

・お金の大切さなど金融教育への関心が高まるよ
う、各機関の特色を活かし、様々なイベントを継続
して企画、実施。

【コンテンツ】
・偽造防止技術等に
関するパネル展示

・クイズラリー
・講師派遣

【コンテンツ】
・工場見学
・特別展への

イベント併設
・講師派遣

【コンテンツ】
・金融･金銭教育研究校
の紹介

・貯金箱キットの提供

【コンテンツ】
・講師派遣
・パネル展示
・貯金箱づくり体験

お金に対する関心を一層深めるための連携した取組
• 当局がハブとなり、貨幣の製造を行う造幣局や紙幣の製造を行う国立印刷局のほか、くらしに
役立つ金融情報を提供している広島県金融広報委員会と連携し、お金の大切さの理解を深める
ための各種取組を実施。

金融教育への
貢献

小学生に当局の業務と貨幣の関
わりに関して、クイズを交えて
説明（造幣局広島支局・10月）

造幣局の貨幣関連の特別展を見
学した児童に貯金箱づくりを指
南（造幣局広島支局・11月）

造幣局の貨幣関連の特別展と連
携して当局の業務紹介パネル等
を展示(造幣局広島支局・11月)

小学生に貯蓄の重要性の説明等
を、保護者参観で国立印刷局・
造幣局と実施（小学校・2月）



概要 取組の成果

山口新聞へコラムを定期掲載

・山口財務事務所では、毎月第3水曜日に｢やまぐち 財政・金融QA｣と称し、山口新聞にコラム
を掲載。平成20年9月から継続しており、これまで計137のコラムを掲載。

掲載の経緯
○山口財務事務所では、地元の山口新聞に｢やまぐち 財
政･金融ＱＡ(山口新聞の財政･金融についてのＱ＆Ａコー
ナーの意味)｣というタイトルで、毎月第3水曜日にコラム
を掲載。

○当時の担当者が、山口新聞に対し｢財務省として国民に
知ってほしい情報を掲載させてほしい｣と話したことから
実現。

掲載の内容
○コラム掲載内容は、財政、国有
財産、金融、経済調査など財務
局･財務事務所にかかる業務全
般で、国民に身近でタイムリー
な話題など。

○令和元年9月には、翌月から実
施される消費税率の引き上げに
ついて掲載。平成30年7月に西
日本豪雨が発生した際には、8

14

中国財務局山口財務事務所

作成時の注意点
○掲載するコラムは、常に
｢読者目線｣を意識しつ
つ、正確でわかりやすい
情報となるよう配意。

○コラムを作成する担当課
と調整担当の総務課で、
｢正しい情報｣と｢解りやす
い情報｣を両立させるよう
調整･検討。

今後の展望
○引き続き、国民のために
解りやすく･タイムリーな
情報を提供したい。

月に金融機関が災害時の本
人確認を柔軟に対応してい
ることについて掲載。

実際に掲載したコラム(山口新聞
平成30年8月15日付)

担当課による検討の様子



概要 取組の成果

学校向け･社会人向けの金融経済教育活動を強化
・投資リスクと｢長期･分散｣投資のメリットが実感できる独自の教材等を取り入れることで受講生
の金融リテラシー向上に大きく寄与したほか、金融機関と連携した授業も実施。

≪学校向け≫
○高校･大学では｢ライフプランを実現す
るためにお金を殖やす選択肢もあること
を学んだが、投資はリスクもあるため注
意が必要なことを実感した｣との声があ
る等、オリジナルのグループワーク教材
も好評で、満足度が高かった。

○中学校では、呉信用金庫と協働し、キ
ャッシュレス決済のメリット･デメリ
ットを考える出前授業を実施。

≪社会人向け≫
○実施した企業からは、｢公的機
関の説明だったので、安心して
聞けた｣との声があったほか、
｢来年度の新入社員向けに、マ
ネーセミナーを行って欲しい｣
との依頼がある等高い評価を受けた。
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中国財務局

｢人生100年時代｣に向けて、ライフプラン設計や資産形成に
関する知識の普及が重要と考え、高校･大学や20～30代の現
役世代をターゲットに、セミナーを実施。

≪学校向け≫
投資リスクと｢長期・分散｣投
資のメリットが実感できるグ
ループワーク教材を開発し、
高校や大学での出前授業を実
施したほか、金融機関と連携
した授業も実施。

≪社会人向け≫
｢働く人のためのマネーセミナー｣を
新規に企画。時間を確保しにくい現役
世代向けに、昼休みや勤務時間外等に
職場を訪問し、セミナーを実施。

マネーセミナーの様子
(1月、広島市内)

89%

7%
4%

出前授業に対する
高校のアンケート結果

(47人)

満足

やや満足

出前授業の様子(1月、呉市内)

【マネーセミナーPRチラシ】

その他



概要 取組の成果

幅広い年代に向けた金融経済教育の取組
• 鳥取財務事務所では、県民の金融リテラシー向上のため、親子向けセミナー、小学生向け講座、
巡回パネル展など、幅広い年代に向けた取組を実施。

◆平成28年金融リテラシー調査において、鳥取県は正誤問
題の正答率が全国ワースト5位。こうした状況を踏まえ、
以下の取組を実施。
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≪他機関と連携した親子向け金融セミナー≫

金融機関や金融広報委員会等と
連携し、｢お金との上手な付き合い
方｣を学ぶ親子セミナーを継続開催。
絶えず連携先の拡充･入替を行っ

ているほか、アンケート結果等を
もとに内容を見直し。

≪小学生向け金融経済教育講座≫

放課後児童クラブなどにおいて、ゲームを通じてお金の使
い方を学ぶ講座を実施。

≪金融犯罪未然防止に向けた巡回パネル展≫

県内全域で金融犯罪が発生していることを踏まえ、郡部を
含め県内を巡回開催。

≪他機関と連携した親子向け金融セミナー≫

平成30年8月、第1回目を八頭町にて開催。以降、学校の
長期休暇にあわせ、鳥取市、倉吉市、米子市において巡回
開催。延べ214名の親子が参加。

≪小学生向け金融経済教育講座≫

令和元年8月より18回実施。延べ
384名の児童が参加。

≪金融犯罪未然防止に向けた巡回パネル展≫

令和元年5月より、鳥取市をはじめ
智頭町、若桜町、岩美町、八頭町など
の郡部を含め、今年度6回開催。

【参加者の声】
✔ 学校では子どもたちが金融について詳しく学ぶ機会が
ないので、親子で関心を高める貴重な体験となった。

講座でのゲームの様子

セミナーの様子

中国財務局鳥取財務事務所

鳥取市役所新本庁舎にて同市と共催



概要 取組の成果

山口県金融広報委員会、日本銀行下関支店と連携し
子ども･子育て層向けに金銭教育を実施

・山口財務事務所は、子ども･子育て世代向けのイベント｢おかね楽習フェスタ｣に参加。来場した
子どもとその保護者に対し、お金に関するクイズを出題するなど、日本の財政の状況や消費税の
教育を実施。
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中国財務局山口財務事務所

今後の展望
○子どもを対象にした広報活動
は、クイズなどの遊びを使う
ことが非常に有効。

○財政、社会保障などの話に興
味を持ってもらうにはどうす
ればよいか、改善点を話し合
い、次回以降のイベントに備
える予定。

おかね楽習フェスタとは？
○ 今年で5回目を迎える山口県金融広
報委員会主催の子ども及び子育て世代
向けイベントで、山口市での開催は
初。

○｢お金｣について楽しく学び、身近に感
じてもらうことを目的に、山口県金融
広報委員会、日本銀行下関支店などが
子どもが楽しめる企画や子育てに有益
な情報を発信するイベント。

取組内容
○山口財務事務所で作成した○×クイズをスクリーンに投影。
クイズという形で｢お金、山口県、
財政等｣を考えることで、楽しみな
がら学習してもらった。

たくさんの親子が来場！
○開催した5時間半の間に100
名近くの子どもたちとその保
護者が当所のブースに来場
し、お金や日本の財政につい
て学習した。

○イベントに参加した職員も、
クイズを使った広報に非常に
手応えを感じたところ。

○クイズ終了後、終了証とクイズを記
載した冊子を配布。家庭での波及効
果を期待。



概要

地域活性化に向けた大学との連携
・中国財務局では、公共空間を使った賑わい創出に向けた実証実験(広島大学)、海士町でのフィー

ルドワーク(島根大学)、地方創生をテーマとするグループワーク(山口大学)、｢財政の現状と税制

について｣をテーマとする講演･意見交換(岡山大学)など、大学と連携した取組を実施。
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中国財務局

実証実験 (写真提供:
広島大学田中研究室)

中国財務局では、引き続き、大学など地域
の各主体と連携しながら、更なる地域の活
性化に向けて取り組む予定。

公共空間を使った賑わい創出に向けた実証実験(広島大学)

海士町でのフィールドワーク(島根大学)

地方創生をテーマとするグループワーク(山口大学)

松江財務事務所は、島根大学が毎年実施しているフィールドワークに3
年連続で参加。今年度は隠岐郡海士町を訪問。離島地域をテーマとした
事前学習の発表の場では、当所から｢財政融資資金を活用した地域振興事
例｣について説明を行い、学生と意見交換を実施。今後も地域の課題解決
へ取り組んでいる団体を訪問する予定。 ｢財政融資資金の活

用事例｣を説明

中国財務局では、PTを組成し、地域の課題解決を目指す広島大学の｢地
域の元気応援プロジェクト｣に参加。同大学、地域の方とともに、呉市の
協力のもと、呉市にて、賑わい創出に向けた実証実験を実施。(期間は11

月末から12月初旬)

今後、呉市とも連携を図り、地域課題への対応を図る予定。

山口財務事務所は、山口大学、山口県及び県内の金融機関と連携し｢山
口県の地方創生を考える｣をテーマに、グループワークを実施。学生から
は ｢学生と社会人は違った視点で考えているため非常に新鮮であった｣な
どの声があった。今後は、大学と一層の連携を図り、地域に密着した課題
解決に関わっていく予定。 地方創生について

議論(山口大学)

大学と連携した講義の実施(岡山大学等)

岡山財務事務所では、岡山
大学と連携して財政･金融に
関する講義や金融リテラシー
をテーマにグループワークを
実施。その他、県内の私立大
学において税務署と連携した
財政･租税教室を実施するな
ど、県内大学と幅広く連携し
ている。

学生からは、｢日本の経済
問題について財政、金融の面
から改めて詳しく理解する事
が出来た｣などの声。今後も
大学のニーズに応じて幅広く
連携を図る予定。

講義の様子

グループワークの様子



概要 取組の成果

久米南町と連携した課題解決支援

• 久米南町が抱える具体的な課題解決について、町の地域おこし協力隊が取り組む事業の企画立案
の参考とするため、同町と連携して研究会を開催。

久米南町へのヒアリングをきっかけに、同町が抱える具体
的な課題解決について、同町の地域おこし協力隊が取り組む
事業の企画立案の参考とするため、同町と連携して研究会を
開催。

各班において、意見交換を踏まえ
た事業企画シートを作成。
町から依頼を受け、財務局のネッ

トワークを活用し、全国の優良事例
を収集、また、金融機関が主催する
商談会への参加など、各部門の強み
を活かして課題解決を支援。第2回
では中国四国農政局と連携を図り、
今後の課題等について、より具体的
な意見交換を実施した。
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日 時：第1回令和元年6月4日
第2回令和2年1月23日

参加者：岡山財務事務所職員
中国四国農政局職員
久米南町職員
地域おこし協力隊

内 容：1班｢空き家流動化計画｣
2班｢地域の大人と連携したキャリア教育計画｣
3班｢柚子畑再生計画｣
以上の班に分かれて、地域課題解決に向けた取組に

ついて意見交換を実施。

開催経緯

研究会の内容

【研究会の様子】

課題解決支援

【事業企画書】

今後の展開

引き続き、町からの要望に応じて、事業実現のための情報収
集や情報提供など課題解決に向けたサポートを行っていく。

1班 2班 3班
提供事例数 11件 11件 17件
　うち全国財務局からの情報 　5件 　7件 　1件

【提供事例件数】※令和2年３月時点

中国財務局岡山財務事務所
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中国財務局

【事業者支援等に向けた取組】

○相談窓口の設置
事業者等からの相談を受け付ける専用

の金融相談無料ダイヤルを開設。
相談者からは、「国の支援策の内容や

申請手続きについて教えてほしい」等の
相談が寄せられており、相談者に寄り
添った対応を行っている。

○リーフレットの作成
各県別に、資金繰り相談窓口を一覧

できるリーフレット（ＱＲコード付）
を作成し、管内金融機関に対し周知し
たほか、当局ホームぺージやＦａｃｅ
ｂｏｏｋにも掲載。一部の団体からの
送付依頼にも迅速に対応。

○地域金融機関への要請
事業者等への影響拡大を踏まえ、地域

金融機関に対し、業況や資金繰り等のき
め細かな実態把握、ニーズへの迅速・適
切な対応等を求める要請文書を数次にわ
たり発出。金融機関の対応状況について
も適宜確認。

【施策周知に向けた取組】

○財務省等の施策周知
財務省・金融庁等の事業者向け施策について、当

局ホームページ内に特設ページを開設し、関連する
施策や取組等の情報を発信しているほか、管内各県
及び中国経済産業局のホームぺージとの相互リン
クを実施。

○広島県主催「経済専門家委員会」への参画
新型コロナウイルス感染による県内経済の影響や

政策に対して意見・助言等を行う「経済専門家委員
会」に参画し、財務省等の施策を説明するとともに、
各機関の施策を幅広く把握。

そのほかにも、地域の経済団体等から現場の実情や
施策に対する意見を聴取するなど、組織が一丸となっ
て、様々な取組みを実施している。

今後も、各種施策による支援が必要な事業者等に確
実に届くよう、地域の関係機関と幅広く連携していく。

新型コロナウイルス感染症対策に関する当局独自の取組
• 中国財務局では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者等への対応として、
組織が一丸となり、地域経済のために様々な取組を実施。




