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福岡財務支局では、平成25年12月から開催してきたプラットフォーム「九州の未来力2030」の深化・拡大を図るため、地域
の将来を担う各界の中堅世代が、地域金融のあるべき将来像について考え、自由に意見を交わす場として、「地域金融ワーク
ショップ」を28年9月から29年2月まで開催しました。
参加したメンバーからは、ワークショップの議論を通して、様々な気づき、考え方の変化があったとの声があげられました。

当局では、今後も異業種の者が交流を深め、ともに地域の将来を考察する場を提供していきます。
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～概要～

開催経緯
メンバー

開催実績 ～異なるフィールドの者が、地域の将来を考える～

「九州の未来力2030」（H25.12～H28.3 全10回開）
東京オリンピックの更に10年先（2030年）を見据えたオール九州の構想が

必要との認識の下、地域の有識者が参画する“プラットフォーム”として活動。

「地域金融ワークショップ」（H28.9～H29.2 全5回開催）

地域金融のあるべき将来像を議論するにあたり、テーマを設定し、様々な分野から講師
を招き、議論を深める上で必要な材料を提供。
最終回のプレゼンテーションに向けて、各グループとも熱い議論を展開。

管内の金融機関、経済団体、民間企業の将来を
担う中堅世代の計30名（6名×５グループ）
当局職員も各グループに参画し、メンバーの議
論をサポート

将来を担う中堅世代が平場で自由に語り合い、
自ら考える｢きっかけ｣づくりの場を提供！

【テーマ】
『金融機能の再デザイン～今後必要とされる金融機能とは何か～』

地域を活性化するうえで、地域経済の担い手である「金融」の役割は重要！
地域経済、地域金融を取り巻く様々な課題や変化を踏まえ、金融機関はどのような役割を求められ、

地域のために何をやるべきか！
【スケジュール・講義内容】

第1回 H28.  9.21 「地域経済の発展に向けたFDCの取り組みについて」「地域課題と金融」
第2回 H28.11. 2 「Fintech～その本質と脅威について～」「地方企業の新興マーケットへの展開の現状と課題」
第3回 H28.12.13 「地銀は知っている？生き残りを賭けた九州中小製造業の現状｢地方創生を目指して｣」「地域金融のこれから」
第4回 H29.  1.25 「地域におけるクラウドファンディングの可能性」

第5回 H29.  2.22 ～最終回～ 詳細は次ページ ☞

継承・発展

各グループが
将来の金融機能を

“リ” デザイン



開催実績 ～結果のアウトプット～

ｸﾞﾙｰﾌﾟ サブテーマ 結果

Ａ
Project “KAMA” ～地域金融×地方創生～

「地域金融の力で嘉麻から日本を元気に！」

Ｂ
“競争”から“協働”へ

～「㈱九州の未来力サポートセンター」の設立による地域活性化プラン

Ｃ 真に信頼される地域金融機能 ～「なつかしい未来」を目指して

Ｄ
『SECOND BANK SYSTEM』

地域金融機関同士が手を組み地元企業を支える新たなプラットフォーム

Ｅ 地域金融のリデザイン ～「貸金業」から「貸"人"業」へ

最終回（H29.2.22）、ワークショップの成果として、グループ毎に「将来の金
融機能が目指すべき姿のアイデア」についてプレゼンを実施。
各グループとも多忙かつ短期間の議論にもかかわらず、当日は、非常に完成度の
高いプレゼンを披露。
プレゼンはコンペ形式で行い、「九州の未来力２０３０」の有識者メンバーによ
る審査の結果、Ａ・Ｃの2グループが優秀プレゼンに決定。

優秀プレゼンに決定したＡ・Ｃ両チームは、『金融仲介の質の向
上に向けたシンポジウム』（H29.3.23開催）においてメインでプ
レゼン。ほかの３グループも概要を紹介。
金融機関をはじめ地域の関係者へ発信・提言。

総勢90名が参加

工夫を凝らした、レベルの高いプレゼン

終了後の集合写真（ＷＳメンバー、審査員、事務局一同）

Ａグループ Cグループ

金融機関、商工団体、地方公共団体など総勢220名が参加

ワークショップを終えて・・・（参加者の声）

【金融機関】
改めて金融機関が地域の中で果たすべき役割の大きさを認識。
連携すること、先の変化を見極めること、金融の役割を全う
することの重要性を再確認した。
金融の現場にいる自分たちの頭が既存の考えに凝り固ってい
ると痛感。
今後も将来を考察していく場を提供し続けてほしい。

【経済団体・民間企業】
金融機関の動向などを意識して確認するようになった。
参加者との情報交換、議論、交流は貴重な経験となった。
今起こっていることを認識でき、新しい視野が広がった。
私たち世代が地域を盛り上げていかなければと感じた。 2



福岡財務支局では、管内の地方公共団体の地方創生に関する取組を支援するため、各自治体と「地方版総合戦略」の策定状況
や地域の課題等について意見交換を行ったほか、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部（以下、「創生本部」）の幹部を講師に
招き、講演会や意見交換会を実施しました。
創生本部や政策金融機関と連携した講演や説明会の実施など、『国・政策金融機関と地域』を結ぶ様々な取組を行いました。

～政策金融機関と地域を結ぶ～～国と地域を結ぶ～

創生本部の幹部を講師に招き、｢地方創生とは？｣「地域の取組
や多様な支援策」などわかりやすく説明。
意見交換を通して、地域活性化について一緒に考察。

創生本部の幹部が地方公共団体の交付金申請に関する相談に応
じ、他の自治体の先進的な取組などを交えてアドバイスする相
談会を開催。九州各地から多くの自治体が参加。
相談会に参加した自治体から、他の自治体の事例の視察希望が
あり、当局が仲介して視察を実現。

【相談会開催実績】
H28.10.24-25（相談団体 109）
H29.  2.15-17（相談団体 34）
H29. 4.28     （相談団体 9）

日本政策金融公庫（以下「公庫」）をはじめとする政策金融機
関の地方創生に関する取組をヒアリング。また、地方公共団体、
商工会議所、地域金融機関等に対し、政策金融機関との連携状
況や要望等をヒアリング。
政策金融機関の取組を地域に紹介し、今後の連携強化につなげ
るため、地方公共団体向け、民間金融機関向けの説明会・セミ
ナーを開催。政策金融機関と地域を結ぶ機会を創出。

※ 27事務年度より、地方公共団体・経済界・大学・
地域住民の皆様など、多方面に向け実施しています。
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創生本部の幹部による講演をコーディネート

地方公共団体向け相談会を開催

地方公共団体向け説明会で公庫の取組を紹介

平成29年1～2月、当局管内8箇
所で開催。118の自治体から226
名が参加。
公庫の担当者から、創業・ＵＩＪ
ターン・農業の6次化産業等の支
援メニューや取組事例を紹介。

民間金融機関向け農業融資に関するセミナーの開催

H29.3.23開催。民間金融機関から31名が参加。
公庫の担当者から、公庫で行っている農業融資や経営支援に関
するノウハウについて説明。

【講演先】
H28.11.29 佐賀大学芸術地域デザイン学部
H29.  2.17 九州自治体地方創生プラット

フォームキックオフミーティング



福岡財務支局は、日々の業務を通じ、様々な地域貢献に取り組んでいます。

国有財産の有効活用災害復旧事業の査定立会・講習会への講師派遣

台風や地震等の自然災害により被災した公共施設や、農地・農
業用施設などの早期復旧のため、国土交通省、農林水産省など
が実施する「災害査定立会」に、当局職員が財政官庁である財
務省の立場で立会。

平成27年11月、一億総活躍国民会議で緊急対策が策定され、
このうち都市部の介護施設整備を推進するため、初期投資の負
担軽減策として国有地の賃料を減額することが決定。
これを受け、当局は、福岡県内の地方公共団体に対し、介護施
設整備の用地に活用が可能と思われる国有地（公務員宿舎跡
地）の情報を提供するとともに、定期借地権による貸付を行う
ことにより地方公共団体の介護施設整備を推進。
これまでに2市4件の定期借地契約が決定。国有地を活用して介
護施設を整備することで、介護と仕事を両立できる「安心につ
ながる社会保障」の一助へ。
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「介護離職ゼロ」の実現に向けた国有地の活用

福岡市城南区茶山所在の公務員宿舎跡地
（仮称）暮らしの里

～ 国家公務員宿舎が介護施設へ生まれ変わります ～

【特別養護老人ホームの定員増】
平成30年度までに、福岡市及び北九州市において4件の介護
施設が整備され、合計222名の入所者の定員を確保予定。

被災現場の早期復旧のための「査定立会」

福岡・佐賀・長崎県が主催する災害復旧事業の事務レベル向上
を目的とした講習会に経験豊富な職員を派遣。
｢立会官｣の視点から、申請時の確認事項や現場説明時の注意事
項など、災害査定立会における留意事項について講義。
ノウハウを提供・共有し、早期の災害復旧と地域の日常生活回
復に向け関係先との連携を強化。

災害復旧事務に関する講習会への講師派遣

【講師派遣実績】
H29. 4.21 福岡県
H29.  5.29 佐賀県
H29.  6.13 長崎県
H29.  6.22 福岡県

様々な災害復旧の現場において、
適正な復旧方法と事業規模、国が
負担する費用を迅速に決定し、早
期の現場復旧のため尽力。



財政・金融に関する施策について知ってもらうため、学校の授業や商工団体等の講演会、地域で活動しているグループの集会
など、さまざまな場で広報活動を行っています。
ニーズや要望をきめ細かに把握し、伝えるべきメッセージを絞ってわかりやすく丁寧にお伝えするとともに、地域の皆様から

のご意見をお伺いし、中央省庁へ伝達しています。

【若者向け】
小学生から大学生まで、それぞれのレベルに合わせた内容で、
日本の財政の現状と課題についてわかりやすく講義。

【働く世代向け】
中小企業経営者や経済団体向けに、財政の現状や社会保障と
税の一体改革のほか、北部九州の経済などについて講演。

【公民館の公開講座や地域で活動しているグループ向け】
公民館主催の公開講座や公民館で活動しているグループ向け
に国の財政事情や予算のポイントなどについて講演。

財政に関する講演 金融に関する講演

講師派遣に関するお問い合わせ ☎ 092-411-5035
多重債務に関するご相談 ☎ 092-411-7291
金融ホットライン
（金融サービスに関するご相談） ☎ 092-411-7297

講師派遣・相談窓口

【若者向け】
高校生、大学生向けに、社会に出て
トラブルに巻き込まれないための金
融に関する基礎知識や若年層が関与
する金融詐欺トラブルなどについて
講義。

財政教育プログラム

小・中・高の学生を対象に、財政クイズや
タブレットを使って予算編成を考えるアク
ティブラーニングを取り入れた「財政教
育プログラム」を実施。

詳細は次ページ

財政の現状と課題、社会保障と税の一体改革
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金融リテラシー

【働く世代向け】
民間企業の社員向けに、身近なお金の話や金融トラブルについ
て講演。

【子育て世代向け】
子育て世代のお金のはなしや生活設計・家計管理について講演。

【地域で活動しているグループ(婦人会、高齢者など）向け】
「金融トラブル被害にあわないために」
をテーマに、最近の金融詐欺の手口な
どについて講演。

上記金融リテラシー講演に併せて多重債務の予防や解決法につ
いて講演したほか、相談窓口や関係機関で相談員等向けに研修
会を実施。

高校生向けに、将来の職業選択肢の一つとしての公認会計士の
魅力について、公認会計士監査審査会の委員を招いて講義。

多重債務関係

公認会計士の魅力



主権者教育の観点から、将来を担う子どもたちに日本の財政について興味を持ってもらい、自分たちの国の未来について考え、
判断できるようになってもらうことを目的とし、全附連と財務省が連携して全国の国立大学附属小・中・高校で実施。
他の公立・私立学校にも広がりつつある。 (注)全附連とは、 「全国国立大学附属学校連盟」と「全国国立大学附属学校PTA連合会」の総称

小・中・高校それぞれの段階に合わせたプログラムを準備。学校側と入念な打ち合わせのうえ授業を実施。

概 要 これまでの取組成果等

講義に加え、財政クイズやタブレット端末を用いた
財政シミュレーションなど、参加型の授業を実施。
生徒たちが、自分たちで予算案を編成し、発表。

このプログラムを通して、日本の将来を担う
子どもたちが「財政」「我が国の将来」を
自分たちの問題として考えるきっかけに！

H28.11.25 長崎大学教育学部附属小学校（6年生88名）
H28.12.16 長崎大学教育学部附属中学校（3年生138名）
H29.  1.25, 30 福岡教育大学付属福岡小学校（6年生82名）
H29.  2.14 佐賀大学教育学部付属小学校（6年生96名）
H29. 6.13       長崎県立五島高等学校 （1年生140名）

特 徴

当局管内での実施状況

受講した生徒たちの感想

先生たちの感想

授業の目標

子どもたちに対するニュートラルな主権者教育の一環として、
・国の財政に広く興味を持ってもらい、
・財政を自分たちに関わる課題として捉え（自分事化）、
・自分たちの国の未来について、考え判断できる子どもを育成
する取組みをサポート。

税を上げることに不満を持っていたが、この勉強に
より増税に賛成できるようになった。財政とは、人
と人との助け合いからできる繋がりのことだと、初
めて知ることができた。〔小学6年生〕

日本は、国民の負担の割には、社会保障がしっかり
している方だと学んだ。サービスの良い現状に甘え
るのではなく、国民の一般化された常識を変え、
「社会福祉の充実を求めるなら、自分たちも国に貢
献していこう」という、一対一の関係を作っていく
ことが大切だと思う。〔中学3年生〕

子供達が目をキラキラさせながら活発に話をして
おり、財政は、子供達が高い関心を示すテーマで
あることが分かった。本件授業では、子供達が、
人との議論で折り合いをつけていくことの難しさ
を経験したことが一番の収穫だと考える。

〔小学校・先生〕
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