
横浜財務事務所から講師を派遣します
～勉強会や研修会に講師を無料で派遣します～
当事務所では、国の財政や金融経済の基礎知識、金融商品等をテーマとした講座を実施しております。

ご希望の方は総務課までお問い合わせ下さい。 📞📞📞📞 総総務務課課 ００４４５５－－２２２２６６－－１１７７２２６６

各課の主な業務、ダイヤルイン番号のごあんない
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JR京浜東北線「桜木町駅」
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横浜財務事務所 横須賀出張所

京浜急行線「横須賀中央駅」
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横須賀市新港町１－８
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借金に関する相談をお受けしています
多重債務でお困りの方の解決に向け、専門相談員による無料相談を行っています。

まずはお気軽にお電話ください。 📞📞📞📞 多多重重債債務務相相談談窓窓口口 ００４４５５－－６６３３３３－－２２３３３３５５

このパンフレットは
令和5年4月現在のものです。

【横浜財務事務所】

担当課等 ダイヤルイン番号

総務課 045-226-1726

財務課 045-681-0932

理財課 045-285-0981

管財課 045-681-0934

第１統括国有財産管理官 045-681-0935 横浜市（神奈川区・中区・南区・保土ヶ谷区・西区・磯子区・港南区）

第２統括国有財産管理官 045-681-0936
横浜市（金沢区・戸塚区・栄区・泉区）、鎌倉市、藤沢市、
茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町

第３統括国有財産管理官 045-681-0937
横浜市（鶴見区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・旭区・瀬谷区）
川崎市

第４統括国有財産管理官 045-681-0516
平塚市、相模原市、厚木市、小田原市、伊勢原市、秦野市、
南足柄市、中郡、愛甲郡、足柄上郡、足柄下郡

第５統括国有財産管理官 045-681-0980

第６統括国有財産管理官 045-681-5003

【横浜財務事務所横須賀出張所】

担当課等 ダイヤルイン番号

管財課

統括国有財産管理官

主な担当業務

普通財産の
管理処分

担
当
地
域

広報・情報公開・一般競争入札の資格審査
横浜第２合同庁舎の維持管理

地方公共団体への融資関係業務
地方経済情勢の調査等業務
たばこ、塩、交付国債事務

金融機関、貸金業者、金融商品取引業者等の監督関係業務

国有財産の総括、国有財産の監査、国の債権管理等事務

046-823-1047

普通財産の管理処分、提供・返還財産の管理処分、物納不動産引受関係事務
<担当地域>横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町

広報・情報公開、横須賀地方合同庁舎の維持管理
国有財産の総括、国有財産の監査、国の債権管理等事務、国家公務員宿舎の維持管理

主な担当業務

提供・返還財産の管理処分
物納不動産引受関係事務

国家公務員宿舎の維持管理

046-823-1048

【横浜財務事務所】
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総務課 045-226-1726

財務課 045-681-0932

理財課 045-285-0981

管財課 045-681-0934

第１統括国有財産管理官 045-681-0935 　横浜市（神奈川区・中区・南区・保土ヶ谷区・西区・磯子区・港南区）

第２統括国有財産管理官 045-681-0936
　横浜市（金沢区・戸塚区・栄区・泉区）、鎌倉市、藤沢市、
　茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町

第３統括国有財産管理官 045-681-0937
　横浜市（鶴見区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・旭区・瀬谷区）
　川崎市

第４統括国有財産管理官 045-681-0516
　平塚市、相模原市、厚木市、小田原市、伊勢原市、秦野市、
　南足柄市、中郡、愛甲郡、足柄上郡、足柄下郡

第５統括国有財産管理官 045-681-0980

第６統括国有財産管理官 045-681-5003

主な担当業務

普通財産の
管理処分

担
当
地
域

　広報・情報公開・一般競争入札の資格審査
　横浜第２合同庁舎の維持管理

　地方公共団体への融資関係業務
　地方経済情勢の調査等業務
　たばこ、塩、交付国債事務

　金融機関、貸金業者、金融商品取引業者等の監督関係業務

　国有財産の総括、国有財産の監査、国の債権管理等事務

　提供・返還財産の管理処分
　物納不動産引受関係事務

　国家公務員宿舎の維持管理



地方公共団体への資金貸付

神奈川県内の経済動向の調査

財務事務所は地域社会と財務省・金融庁を結ぶ架け橋です

地方財政・地域経済に関する仕事

地方公共団体が学校、病院を建設するときや、上下水道、

廃棄物処理施設などの整備に資金が必要な場合、「財政融資
資金」を活用していただき、地域の生活に役立てています。

神奈川県内の融資金額は、令和4年3月末時点では、1兆

5,776億円にのぼっています。 漁港の駅TOTOCO小田原（小田原市）

地域経済の動向を的確に把握するために、神奈川県内の企

業・団体などを対象とした様々な調査を行っています。調査
結果については、財務省の政策立案に役立てているほか、報

道発表・ホームページへの掲載を通じて多くの皆さまにご利

用いただいています。
また、神奈川県内の地域活性化の事例やトピックについて

調査した内容を「経済調査レポート」として公表しています。

安定的な金融取引の確立と金融を通じた地域経済の活性化への取組

金融・証券等に関する仕事

県内に所在する地域銀行、信用金庫、信用組合などの地域金融機関が将来にわたる健全

性を確保し、預金・融資・決済等の業務を適切に行うよう監督を行っています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域企業等に対する資金繰り支援や

本業支援等に向け、地域金融機関と深度ある対話を行っています。

利用者保護の取組

利用者が安心して多様な金融サービスを利用することがで

きるよう、利用者保護の観点から金融機関のほか、証券会社

等に対する監督も行っています。

～ 金融トラブルの被害に遭わないために ～

未公開株や社債、ファンド取引に関する詐欺的な投資勧誘等に

よる被害が高齢者を中心に多発しています。このため、警察や
地方公共団体と連携してトラブルの未然防止に努めています。

金融トラブル未然防止のための

注意喚起活動

国有財産に関する仕事

国有財産の売却

公園などの公的な利用要望のない国有財産については、

定期的に「一般競争入札」を実施して個人や企業の方に
積極的に売却し、財政収入に貢献しています。

なお、国有財産の売却情報は、当局のＨＰで確認する

ことができます。

関関東東財財務務局局 国国有有財財産産のの売売却却情情報報 検検索索

～保育・介護分野にも活用されています～

横浜公園（横浜スタジアム）や山下公園、長井海の手

公園（ソレイユの丘）など、県内170カ所の公園に国有
財産が活用されています。

（令和4年3月末現在）

横浜スタジアム（横浜市中区）

こんなに身近な国有財産
～みんなの公園

地域連携・広報に関する仕事

地方公共団体との連携（災害対応）

災害発生時に国有財産の提供や職員派遣を内容とする

包括的な災害支援協定を締結するなど、地方公共団体と

連携しています。
神奈川県との災害支援協定の締結

広報・相談に関する取組
財政金融の施策についての広報活動を行っています。

日本の財政や金融経済の基礎知識等の出前講座を実施し

ておりますので、お気軽にお問い合わせください。テー

マはご要望に応じてアレンジいたします。
＜テーマの一例＞

・日本の財政の現状について ・基礎から学べる！金融知識

・金融犯罪・特殊詐欺に気を付けて！

財政教育プログラム

介護老人福祉施設 わかたけ南

R2.4開所 (資料)社会福祉法人若竹太寿会HPより

～ 災害等における金融上の措置について～

大規模な災害発生時には、日本銀行と連携し、金融機関

等に対して、預貯金の柔軟な払戻し等を要請しております。

ヒアリング時の仕事風景

国有財産の売却情報（関東財務局HP）

ソレイユの丘（横須賀市） (資料)横須賀市HPより

「待機児童解消」や「介護離職ゼロ」に向けて国有地

の優先的な売却や貸付に積極的に取り組んでいます。



横浜財務事務所から講師を派遣します
～勉強会や研修会に講師を無料で派遣します～
当事務所では、国の財政や金融経済の基礎知識、金融商品等をテーマとした講座を実施しております。

ご希望の方は総務課までお問い合わせ下さい。 📞📞📞📞 総総務務課課 ００４４５５－－２２２２６６－－１１７７２２６６

各課の主な業務、ダイヤルイン番号のごあんない

横 浜 財 務 事 務 所
みなとみらい線「馬車道駅」

４番出口から徒歩１分

JR京浜東北線「関内駅」

北口から徒歩１０分

JR京浜東北線「桜木町駅」

から徒歩７分

〒２３１－８４１２

横浜市中区北仲通５－５７

横浜第２合同庁舎１２階

電話 ０４５－６８１－０９３１（代表）

横浜財務事務所 横須賀出張所

京浜急行線「横須賀中央駅」
徒歩１０分

〒２３８－８５３５

横須賀市新港町１－８

横須賀地方合同庁舎５階

電話 ０４６－８２３－１０４７（代表）

関東
財務局
ホーム
ページ

Twitter Face
Book

You
tube

借金に関する相談をお受けしています
多重債務でお困りの方の解決に向け、専門相談員による無料相談を行っています。

まずはお気軽にお電話ください。 📞📞📞📞 多多重重債債務務相相談談窓窓口口 ００４４５５－－６６３３３３－－２２３３３３５５

このパンフレットは
令和5年4月現在のものです。

【横浜財務事務所】

担当課等 ダイヤルイン番号

総務課 045-226-1726

財務課 045-681-0932

理財課 045-285-0981

管財課 045-681-0934

第１統括国有財産管理官 045-681-0935 横浜市（神奈川区・中区・南区・保土ヶ谷区・西区・磯子区・港南区）

第２統括国有財産管理官 045-681-0936
横浜市（金沢区・戸塚区・栄区・泉区）、鎌倉市、藤沢市、
茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町

第３統括国有財産管理官 045-681-0937
横浜市（鶴見区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・旭区・瀬谷区）
川崎市

第４統括国有財産管理官 045-681-0516
平塚市、相模原市、厚木市、小田原市、伊勢原市、秦野市、
南足柄市、中郡、愛甲郡、足柄上郡、足柄下郡

第５統括国有財産管理官 045-681-0980

第６統括国有財産管理官 045-681-5003

【横浜財務事務所横須賀出張所】

担当課等 ダイヤルイン番号

管財課

統括国有財産管理官

主な担当業務

普通財産の
管理処分

担
当
地
域

広報・情報公開・一般競争入札の資格審査
横浜第２合同庁舎の維持管理

地方公共団体への融資関係業務
地方経済情勢の調査等業務
たばこ、塩、交付国債事務

金融機関、貸金業者、金融商品取引業者等の監督関係業務

国有財産の総括、国有財産の監査、国の債権管理等事務

046-823-1047

普通財産の管理処分、提供・返還財産の管理処分、物納不動産引受関係事務
<担当地域>横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町

広報・情報公開、横須賀地方合同庁舎の維持管理
国有財産の総括、国有財産の監査、国の債権管理等事務、国家公務員宿舎の維持管理

主な担当業務

提供・返還財産の管理処分
物納不動産引受関係事務

国家公務員宿舎の維持管理

046-823-1048

【横浜財務事務所】

担当課等 ダイヤルイン番号

総務課 045-226-1726

財務課 045-681-0932

理財課 045-285-0981

管財課 045-681-0934

第１統括国有財産管理官 045-681-0935 　横浜市（神奈川区・中区・南区・保土ヶ谷区・西区・磯子区・港南区）

第２統括国有財産管理官 045-681-0936
　横浜市（金沢区・戸塚区・栄区・泉区）、鎌倉市、藤沢市、
　茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町

第３統括国有財産管理官 045-681-0937
　横浜市（鶴見区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・旭区・瀬谷区）
　川崎市

第４統括国有財産管理官 045-681-0516
　平塚市、相模原市、厚木市、小田原市、伊勢原市、秦野市、
　南足柄市、中郡、愛甲郡、足柄上郡、足柄下郡

第５統括国有財産管理官 045-681-0980

第６統括国有財産管理官 045-681-5003

主な担当業務

普通財産の
管理処分

担
当
地
域

　広報・情報公開・一般競争入札の資格審査
　横浜第２合同庁舎の維持管理

　地方公共団体への融資関係業務
　地方経済情勢の調査等業務
　たばこ、塩、交付国債事務

　金融機関、貸金業者、金融商品取引業者等の監督関係業務

　国有財産の総括、国有財産の監査、国の債権管理等事務

　提供・返還財産の管理処分
　物納不動産引受関係事務

　国家公務員宿舎の維持管理




