平成30年4⽉
財務省⼤⾂官房地⽅課

はじめに

財務局の地域連携･地域貢献について

財務局は、地⽅における財務省･⾦融庁の窓⼝として、本省庁の施策を地域に
｢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していくこととしています。
また、地域にとって真に必要な取組は何か、地域にどのように役⽴つことがで
きるかなど、地域の課題を把握し、地域の特性を踏まえた施策を｢実施｣すること
により、｢地域に貢献｣するよう、⼼懸けています。
特に近年は、地域の皆様と財務省･⾦融庁をつなぐネットワークの結節点(ハブ)
としての役割を果たすことを⽬指して活動してきました。
その⼀環として、地⽅公共団体や⾦融機関、商⼯団体等とのネットワークの深
化･拡⼤に加え、財務局をハブとする恒常的･互恵的な意⾒交換の場(地域連携
プラットフォーム)の形成･構築に取り組んでいます。
また、マスメディアや教育機関、NPO、地域の皆様との連携も強化するなど、
地域連携･地域貢献を更に進めるとともに、これまで⾏ってきた地域連携等の経験
も活⽤して、各地域における地⽅創⽣に向けた取組への⽀援･貢献も⾏っています。
今後とも、皆様のご理解･ご協⼒をお願い申し上げます。
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国⺠⽣活の安定･向上

⽇本経済の発展

財務省･⾦融庁の施策を

実施
する
財務省･⾦融庁の施
策を地域に

広報

伝達

する

する

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

地域に
貢献する
○ 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を｢実施｣し、｢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、国⺠の資産を守るなど、国⺠⽣活の安定･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、40箇所の財務事務所、13箇所の出張所が設置されている。
○ 沖縄県は、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。
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○

財務局は、地域の経済動向の調査や財務省等の重要施策等を広報する総務部⾨、予算執⾏調査や財政融資資⾦の貸付･地
域融機関の検査･監督等を⾏う理財部⾨、国有財産業務を⾏う管財部⾨、⾦融商品取引業者(証券会社･ファンド販売業者等)
の検査や市場監視等を⾏う証券取引等監視官部⾨に⼤別される。

○ 財務局の定員は、総計で4,651名(平成30年度末)。

組織概要図(H30.4.1現在)
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※橙⾊部署︓⾦融庁から事
務委任を受けている部署
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(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) ⾏政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
(1) 地域⾦融機関等の検査･監督
(2) 地域の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
(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
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○

国の予算の適正かつ効率的な執⾏を確保するため、予算執⾏調査の実施や予算編成に関連する情報の収集、国の予算の翌年
度への繰越しに係る業務を実施。
○ 台⾵や地震等により道路･河川等の公共⼟⽊施設や農地･農業⽤施設などが被災した場合、早期復旧に向けて、災害復旧事業
費を決定するための災害査定⽴会を速やかに実施。
○ 地⽅公共団体の財政状況を的確に把握しつつ、必要な事業への財政融資資⾦の貸付を実施。

(1) 適正かつ効率的な予算執⾏の確保(予算執⾏調査等)
○ 国の予算の適正かつ効率的な執⾏を確保するための業務を実施。
財務局が予算の執⾏実態を調査して改善すべき点等を指摘し、予
算の⾒直しにつなげていく予算執⾏調査の実施のほか、予算編成
に関連する情報収集、国の予算の翌年度への繰越しに係る業務を
実施。

(3) 地⽅公共団体への財政融資資⾦の貸付
○ 地⽅公共団体が、学校･病院の建設や上･下⽔道、
廃棄物処理施設等の⽣活関連施設の整備などに
資⾦が必要な場合に、財政融資資⾦から貸付を
実施。
福岡県久留⽶市･⼀般廃棄物処理事業
(宮ノ陣クリーンセンター)

(2)災害復旧事業の査定⽴会
○ 国⼟交通省･農林⽔産省等の主務省が⾏う実地調査(査定)に、
財政を主管する財務省の⽴場として財務局等の係官が⽴会。
現地に即応した適正な復旧⽅法と事業規模を早期に決定。
災害発⽣

災害査定⽴会

復旧完了
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○

各省庁に対する実地監査や、庁舎等の使⽤に関する省庁横断的な⼊替調整などを通じて、⾏政財産の効率的な使⽤を図ると
ともに、捻出した未利⽤地の処分や借受庁舎の解消につなげることで、わが国の財政に貢献。

○
○

地域や社会のニーズに対応し、介護や保育など⼈々の安⼼につながる分野で国有財産を積極的に活⽤。
地⽅公共団体と国の政策を連携させ、地域の開発計画との整合性を図ることで、教育や社会福祉分野、地域の活性化に寄与
するなど、地域の｢まちづくり｣に貢献。

(1) ⾏政財産の有効活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

○ 監査結果等を有効に活⽤することにより、国の機関が使⽤
○ ｢介護離職ゼロ｣に
している庁舎等について省庁横断的な⼊替調整等を⾏うなど、 直結する緊急対策と
国有財産が効率的に使⽤されるよう総合的に調整。
して、定期借地によ
る貸付料の減額な
○ コスト⽐較や利⽤者の利便性等を考慮したうえで、分散し
どを実施し、⽤地確
ている⽼朽化庁舎等を空きスペースのある庁舎に集約化し、
保が困難な都市部
跡地処分や借受解消につなげることで、財政に貢献。
における介護施設整
備を促進。
≪集約化のイメージ≫

〜 調整前 〜
Ａ官署
空スペース

Ｂ官署
(Ｂ地)

〜 調整後 〜
Ａ官署
Ｂ官署
Ｃ官署

売却
(Ｂ地)

Ｄ官署
Ｃ官署
(Ｃ地)

Ｄ官署
(Ｄ地)

売却
(Ｃ地)

売却
(Ｄ地)

○ ⼤規模国有地につ
いて、財務局主導で
地元⾃治体等と協
議会を⽴ち上げ、地
区計画等により利⽤
⽅針を策定。地区計
画活⽤型⼀般競争
⼊札等により売却。

東京都世⽥⾕区の事例
国有地活用図

保育所
(定期借地)
(約1,180㎡)
平成28年4月開所

対象
国有地

売却(一般競争入札)
(約4,800㎡)

特別養護老人ホーム等
(約4,180㎡)
平成29年8月開所

広島県広島市(⼆葉の⾥地区)の事例
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○

庁舎･宿舎等跡地や相続税物納財産について、公的利⽤要望がない財産については、⼀般競争⼊札等で処分し、税外収⼊の確
保に貢献しており、⼀部の売却収⼊は復興財源に充当。
○ 東⽇本⼤震災への対応として、未利⽤等国有地を応急仮設住宅やがれき置き場等として無償で提供しているほか、国の宿舎
等を地⽅公共団体を通じ被災者に貸与。加えて、⾃然災害発⽣時の備えに対する取組も実施。

(3) 普通財産の管理処分(税外収⼊の確保)

(4) 東⽇本⼤震災や熊本地震への対応

○ ⾏政財産の総合調整により捻出された跡地などや、相続税
の⾦銭納付に代えて物納された不動産を売却することで、
税外収⼊の確保に貢献。
⇒ 平成28年度⼟地売払代︓1,638億円
○ 国家公務員宿舎の跡地、⼀部の政府保有株式等の国有財産
の売却収⼊は復興財源に充当。
○ このほか、機能を喪失した⾥道･⽔路等単独で利⽤できな
い財産に係る相談や、居住者･隣接⼟地所有者への売却等、
地域と密着した業務を実施。

○ 未利⽤国有地等の情報を地⽅公共団
体に提供し、応急仮設住宅や仮設店
舗敷地、仮庁舎、がれき置き場など
の緊急対応に活⽤(無償貸付)。

天草市へ無償貸付(仮庁舎)
《旧⼋代地域センター天草⽀所》

○ また、被災者の受⼊れを⾏う地⽅公共団体からの要請に基
づき、地⽅公共団体に国の宿舎等を無償で使⽤許可し、被災
者に貸与。今後も国有地の活⽤を通じて、復興⽀援及び被災
者⽀援を実施。

(5) 防災分野への貢献

⼊札⾵景

旧⾥道

○ ⾃然災害の発⽣に備え、地⽅公
共団体に対し活⽤可能な国有財産
の情報を提供しているほか、地⽅
公共団体との間で国有建物の津
波避難ビル指定など⾃然災害発⽣
時の備えに対する取組も実施。
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○ 地域⾦融機関等に対し、⾦融システム及び⾦融機関を巡る状況の変化に対応した効果的･効率的な検査･監督を実施。
○ 中⼩企業⾦融をはじめとした⾦融の円滑化及び地域密着型⾦融を推進。
○ ⾦融サービスの利⽤者の保護、公正･透明な市場を確⽴するための市場監視を実施しているほか、⾦融商品取引業者
(証券会社･ファンド販売業者等)の検査等を実施。

(1) 地域⾦融機関等の検査･監督

(2) 地域の中⼩企業⾦融の円滑化に向けた取組

○ 預⾦者等の保護を図るため、地域銀⾏･信⽤⾦庫･信⽤組合など
への検査･監督を実施。

○ 中⼩企業に対する資⾦供給が円滑に⾏われるよう、⾦
融機関や中⼩企業へのヒアリング等を通じて中⼩企業⾦
融の実態を把握。⾦融機関に対し、⾦融円滑化に資する
きめ細やかな対応を促している。

○ また、保険契約者や消費者⾦融等を利⽤される⽅の保護を図る
ため、保険業者や貸⾦業者などへの検査･監督を実施。
○ このほか、投資者の保護を図るため、証券会社等の⾦融商品
取引業者などの検査･監督を実施。
オンサイト
モニタリング

委任

検査
部⾨
連携

連携

監督
部⾨

⽴⼊検査
検査結果
の通知
経営状況等
の実態把握
問題点の改
善促進

報告
回答

銀⾏･信⽤⾦庫･
信⽤組合等
証券会社
貸⾦業者

(3) ⾦融商品取引等の監視
○ ⾦融商品市場での取引に係る⽇常的な監視や犯則事件
等の調査を実施。

⽇常的な市場監視(情報収集･分析･審査)
証券会社
等の検査

開⽰検査

取引調査

犯則事件
の調査

その他⾦融機関
オフサイト
モニタリング

勧告･建議

告発
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○

地域の経済動向の現状及び先⾏きに係る調査･分析を⾏い、地域に情報発信するとともに、これを財務省(全国財務局⻑会議
等)に報告。

○

また、企業、経済団体、地⽅公共団体等への経済調査ヒアリングで得た意⾒･要望などを合わせて本省庁に伝達することで、
財政政策等の企画⽴案に寄与。

(1) 地域経済情勢等の調査

地域への情報提供

① 経済情勢報告
○ 経済情勢を地域別で継続的に調査し、これを財務省の全国財務局⻑会議において
年4回報告し、財政政策等の企画⽴案に寄与。
○ 本調査は、各種指標の分析だけに留まらず、様々な業種や規模の企業に対しヒア
リングを実施しており、より精緻な結果となっている。

② 法⼈企業統計調査

(基幹統計)

○ 企業活動実態を把握するため、年次別
調査及び四半期別調査を実施。調査項⽬
は売上⾼など企業の財務諸表等。
○ 政府の｢⽉例経済報告｣など経済･財政
政策⽴案の基礎資料や、四半期別GDP推
計に活⽤されているほか、⺠間研究機関
等における経済分析にも利⽤されている。

③ 法⼈企業景気予測調査

(⼀般統計)

○ 企業活動の現状･先⾏きを把握するた
め、四半期毎に調査を実施。調査項⽬は
景況感のほか、企業収益、設備投資⾒通
し等。
○ 法⼈税収⾒積り、政府の｢⽉例経済報｣
など経済･財政政策運営の基礎資料とし
て活⽤されているほか、⺠間研究機関等
における経済分析にも利⽤されている。

国の施策に役⽴たせる

(2) 地域の意⾒･要望を本省庁に伝達
○

経済情勢等のヒアリング実施時には、国の財政運営等に対する意⾒等も合わせて聴取するなど、双⽅向の関係を構築。
また、聴取した意⾒･要望等を本省庁に伝達し、財政政策等の企画⽴案に寄与。
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○ 『若年層』、『⼦育て世代』を中⼼に財務省･⾦融庁の施策を対象に応じた⽅法、内容で情報発信。
○ 全国の⼩･中･⾼校で、予算編成シミュレーションのグループワークを中⼼とした『財政教育プログラム』を展開。
○ ⼦育てママ･パパに、少⼈数の⾞座形式で⽣活に役⽴つマネー講座と併せて財政をわかりやすく説明。
○ 各種団体や⼤学等へ講師を派遣し、財政･税制の説明、⾦融関係広報を実施。各財務局に多重債務相談窓⼝を設置。

(1) 財務省及び⾦融庁の重要施策等の広報活動

(3) ⼦育て世代向け広報

○ 地域の様々な⽅々との双⽅向のコミュニケーションを通じ、
財務省･⾦融庁の重要施策を対象に応じた⽅法、内容で情報
発信。

○ ⼦育てママ･パパが集まる⼦育て⽀援センターや図書館
などで職員がセミナー･説明会を開催。

○ ｢若年層｣｢⼦育て世代｣を広報活動のメインターゲットとし
て位置付け。

(2) 財政教育プログラム【若年層向け広報】
○ 平成27年6⽉以降、財政教育授業を延べ193校、約1万7千
⼈の児童･⽣徒へ提供。(平成30年3⽉31⽇現在)
○ ⽇本の財政に興味を持つきっかけとして、タブレット端末等
ICTを活⽤したニュートラルな主権者教育を提供。
○ 予算編成シミュレーション
のグループワークを中⼼と
したアクティブラーニング
の授業を全国の⼩･中･⾼校
で展開。

○ ⼦ども連れで参加できるよう
少⼈数の⾞座形式などで実施。
○ 参加者に役⽴つ情報を提供で
きるよう、三⼤(教育･住宅･⽼
後)資⾦に関するマネー講座等と
併せて財政についてわかりやす
く説明。

(4) その他広報活動
○ 各種団体や⼤学等へ講師を派遣し、様々なテーマで説
明･広報。
・ 財政･税制に関する説明
・ お⼩遣い講座など⾦銭教育
・ 特殊詐欺防⽌の啓発活動
○ 各財務(⽀)局に多重債務相談
窓⼝を設置し、広く相談を受付け。
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○ 財政健全化や地域活性化に向けた施策を推進していくため、財務省の総合出先機関として、我が国経済の発展と国⺠⽣活の
安定･向上に更に資するべく、財務局の地域における取組を強化。
○ より効果的な地域貢献を実施するため、既存ネットワークの深化･拡⼤に加え、財務局を結節点(ハブ)とする恒常的･互恵的
な意⾒交換の場(プラットフォーム)を形成･構築し、地域の主体との連携強化を図っている。

財務局を結節点(ハブ)とする地域の主体とのプラットフォームの構築
地域の声を
｢収集｣

地域経済
地⽅公共団体

機能強化
連携

(※1)

経済界･企業･⾦融機関
マスメディア

各省庁の
地⽅⽀分部局

(※2)

施策等を
｢広報｣

情報提供

地域の声を
｢伝達｣

学界･教育機関

財○務○省
(⾦○融○庁)

地域住⺠

※1
※2

経
国
厚
農

済
⼟
⽣
林

産
交
労
⽔

業
通
働
産

省
省
省
省

税関･国税局

財政融資、国有財産等
国有財産の総括権、予算執⾏調査、災害査定⽴会、予算の繰越承認等
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○ 財務省･財務局では、平成27年度に各地域において地⽅版総合戦略が策定され、地⽅創⽣に向けた取組が本格化することを
踏まえ、｢地⽅創⽣｣への貢献に取り組んでいるところ。
○ 各地域における地⽅創⽣の取組について、地⽅公共団体へのヒアリングや地⽅創⽣コンシェルジュの訪問等を通じて、把
握に努め、把握した情報をもとに、地域の主体等同⼠をつなぐ、あるいは財務局独⾃のツールとして、財政融資資⾦の供給
や国公有財産の最適利⽤(エリアマネジメント)などを通じて、各地域の実情に応じた⽀援等を⾏っている。

連携

・ﾋｱﾘﾝｸﾞ等を通じた意⾒･要望
・地⽅創⽣ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭへの相談

【財務局独⾃ﾂｰﾙ】
・財政融資資⾦の供給
・国公有財産の最適利⽤
(ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)
等

財 務 省
⾦ 融 庁

まち･ひと
･しごと
創⽣本部

連携

各省庁の地⽅⽀分部局
【地域の主体等同⼠をつなぐ】
・⾦融機関や各省庁地⽅⽀分部局等
との意⾒交換会等をｾｯﾃｨﾝｸﾞ
等

学界･教育機関

ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ

地域住⺠

・地⽅版総合戦略策定の⽀援
・事業性評価を通じて、地域産業･企業の
⽣産性向上や円滑な新陳代謝の促進を図り、地⽅創⽣に貢献

各省庁

連携

経済団体

地域
⾦融機関

連携

政府系⾦融機関

等
等
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事

例

区 分

⾴

【北海道財務局】
1. 国有財産を活⽤した地⽅創⽣の取組(⾼校⽣レストラン)

局

地⽅創⽣⽀援
国有財産
地⽅創⽣⽀援
国有財産

22

2. 国有地のジュエリーアイス観光駐⾞場への活⽤

帯広

23

3. ｢ツナガリPT｣等による⼦育て世代向け情報発信

局

広報相談

24

局

地⽅創⽣⽀援
⾦融

26

地⽅創⽣⽀援

27

地⽅創⽣⽀援

28

【東北財務局】
1. 広域での地域活性化に向けた官⺠伴⾛⽀援による取組と結果
2. ｢地域経済活性化フォーラム｣の開催とその後の展開

⼭形
秋⽥･福島

3. ｢カシオペア地域活性化フォーラム｣による広域連携の進展

盛岡

4. 国有財産の有効活⽤による地⽅創⽣⽀援

⼭形

5. 国家公務員合同宿舎を災害時⼀時避難施設として提供 〜⻘森県⻘森市との協定締結〜

⻘森

6. ⾦融経済教育及び⾦融犯罪防⽌のための出前講座
7. 銀⾏･保険･証券の業界垣根を越えた全国初の連携(岩⼿県)
8. 地元⼤学との連携
9. 東北財務局管内における｢財政教育プログラム｣の実施

局
管内事務所

地⽅創⽣⽀援
国有財産
災害対応
国有財産

29
30

⾦融

31

盛岡

⾦融

32

局
管内事務所
局
管内事務所

広報相談
地⽅創⽣⽀援

33

広報相談

34

局
新潟

地⽅創⽣⽀援
災害対応
地⽅創⽣⽀援
⾦融
地⽅創⽣⽀援
経済調査

【関東財務局】
1. ｢⽷⿂川市復興フォーラム｣を通じた復興⽀援
2. PPP/PFI勉強会の開催

局

3. ⽣産性向上･⼈材投資事例集の作成･地域への還元

局

36
37
38
13

事

例

区 分

⾴

【関東財務局︓つづき】
地⽅創⽣⽀援
⾦融
地⽅創⽣⽀援
⾦融

4. 東京島嶼地域活性化実現会議 〜東京活性化サロンWith Islands〜

東京

5. 中央⼤学ビジネススクール×東京活性化サロン『中⼩企業ファイナンス講座』

東京

6. ｢松本地域活性化サロン｣の開催

⻑野

地⽅創⽣⽀援

41

局

災害対応

42

局･東京
横浜･千葉

国有財産

43

9. 国公有財産の最適利⽤(エリアマネジメント)への取組

局

国有財産

44

10. 親⼦向け体験型⾦融経済教育の開催

局

⾦融

45

⻑野

若⼿職員

46

12. 財政教育プログラムの展開

局

広報相談

47

13. ⼦育て世代向け広報の促進

局

広報相談

48

局
管内事務所

地⽅創⽣⽀援
国有財産
地⽅創⽣⽀援
⾦融
若⼿職員
⾦融

51

広報相談

53

広報相談

54

7. 災害⽀援に係る地⽅公共団体との包括的な連携推進
8. 保育･介護施設などの社会福祉分野における国有財産の活⽤

11. ｢⼥性活躍推進と働き⽅改⾰に関するセミナー｣の開催

39
40

【北陸財務局】
1. 抱える課題、｢官⺠連携｣で解決できないか
2. 地域経済活性化フォーラムの開催

〜地⽅公共団体ヒアリング等で得られた地域の要望･ニーズを踏まえた地⽅創⽣⽀援の取組〜

3. 地域⾦融機関と連携︕地⽅創⽣に係る合同勉強会を開催︕︕
4. 若年層･⼦育て世代向け広報活動の拡⼤
5. 財政教育プログラムを通じた商⼯会議所等との連携

局
局
局
管内事務所
局

50

52
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事

例

区 分

⾴

地⽅創⽣⽀援

56

地⽅創⽣⽀援

57

【東海財務局】
1. 地域･産業振興の取組を後押し
2. 岐⾩県⾦融懇談会の設置

局
岐⾩･津
局
岐⾩

3. ｢サービス業の⽣産性向上に向けた勉強会｣の開催

局

地⽅創⽣⽀援

58

4. 地⽅公共団体と⾦融機関の連携をサポート

局

地⽅創⽣⽀援

59

5. 国有財産を魅⼒的なまちづくりに活⽤

局

国有財産
地⽅創⽣⽀援

60

6. 保育分野での国有財産の有効活⽤

局

国有財産

61

⾦融

62

⾦融

63

経済調査

64

7. ⼈⼿不⾜解消、働き⽅改⾰等で労働局と⾦融機関の連携⽀援
8. 障がい者就労⽀援施設等での⾦融講演を実施

局
静岡
局
津

9. 地域経済分析における中⼩企業団体とのコラボレーション

局

10. 若⼿地域連携PTによる地域貢献に向けた取組

局

11. 若⼿職員が県内の地域活性化の取組状況を集約して提供

津

12. 意欲的に｢考える｣⾃ずと｢関⼼を持つ｣財政教育を⽬指して
13. 東海4県で⼦育て世代に向けた財政講演実施
14. 地元⼤学との連携深化

局
管内事務所
局
管内事務所

若⼿職員
地⽅創⽣⽀援
若⼿職員
地⽅創⽣⽀援

65
66

広報相談

67

広報相談

68

静岡

広報相談

69

局
管内事務所
局
奈良･⼤津

地⽅創⽣⽀援
若⼿職員
地⽅創⽣⽀援
若⼿職員

【近畿財務局】
1. TEAMちほめんの躍進
2. 地域の課題解決に向けた⼤学⽣のチャレンジを⽀援

71
72
15

事

例

区 分

⾴

地⽅創⽣⽀援
国有財産

73

地⽅創⽣⽀援

74

【近畿財務局︓つづき】
3. 舞鶴出張所による京都北部地域の活性化に向けた取組

〜旧軍⽤財産視察会及び地域産業⽀援施策活⽤セミナーの開催〜

4. “⼭元(⼭林所有者等)への利益還元”に着⽬した林業振興⽀援
5. 特定の観光資源をテーマに⽀援し関⻄広域連携へ

局
京都･舞鶴
局
奈良
局
⼤津

地⽅創⽣⽀援
若⼿職員
地⽅創⽣⽀援
⾦融
地⽅創⽣⽀援
若⼿職員

75

6. 経済産業局等の機関と連携し、国等の産業⽀援策の活⽤を促進

局

7. 関⻄国際空港で南河内地域のインバウンドPRイベントを開催 〜若⼿職員が地域の観光振興事業へ直接参画〜

局

8. ⺠間企業等とコラボレーションした地⽅創⽣⽀援

局

地⽅創⽣⽀援

78

神⼾

地⽅創⽣⽀援

79

10. 継続的な意⾒交換から⽣まれた≪⼥性団体による地域PR≫⽀援

和歌⼭

地⽅創⽣⽀援

80

11. ⼈材育成事業“たなべ未来創造塾”を⽀援

和歌⼭

地⽅創⽣⽀援

81

局
管内事務所
局
管内事務所

広報相談
若⼿職員

82

広報相談

83

9. 兵庫県の特産物ブランディング⽀援

12. 局･全事務所体制による⼦育て世代向け広報活動の展開
13. 財政教育プログラムの新展開

76
77

【中国財務局】
1.地⽅公共団体と⾦融機関との連携による地⽅創⽣に関する取組

局

2.中国財務局と外部機関の若⼿･中堅職員によるネットワーク形成の取組

局

3.県⽴広島⼤学と連携した地域おこし協⼒隊の活躍⽀援の取組

局

4.⼤学⽣との意⾒交換(⼤学との連携)

⿃取

5.島根県プロフェッショナル⼈材事業への関与

松江

地⽅創⽣⽀援
⾦融
地⽅創⽣⽀援
若⼿職員
地⽅創⽣⽀援
若⼿職員
地⽅創⽣⽀援
若⼿職員
地⽅創⽣⽀援
⾦融

86
87
88
89
90
16

事

例

区 分

⾴

【中国財務局︓つづき】
6.島根⼤学との海⼠町合同フィールドワーク

松江

7.岡⼭県と連携した地⽅創⽣⽀援セミナーを開催

岡⼭

8.プロジェクトチームによる地⽅創⽣に係る課題の解決⽀援

岡⼭

9.岡⼭⼤学の学⽣との意⾒交換会を開催

岡⼭

10.⼭⼝⼤学･⼭⼝銀⾏･⺠間企業･⼭⼝県と連携し地⽅創⽣をテーマにグループワークを実施

⼭⼝

地⽅創⽣⽀援
若⼿職員
地⽅創⽣⽀援
⾦融
地⽅創⽣⽀援
若⼿職員
地⽅創⽣⽀援
若⼿職員
地⽅創⽣⽀援
若⼿職員
⾦融
地⽅創⽣⽀援

91
92
93
94
95

11.信⽤⾦庫･信⽤組合との合同勉強会の開催

局

12.知財⾦融フォーラムin広島を開催

局

⾦融

97

局

⾦融

98

岡⼭

⾦融

99

広報相談

100

広報相談

101

広報相談

102

地⽅創⽣⽀援

104

地⽅創⽣⽀援

105

〜⾦融機関に対する知財⾦融の啓発に貢献〜

13.官⺠⼀体となったサイバーセキュリティ勉強会の開催
14.岡⼭県信⽤⾦庫協会との連携研修
15.若年層への積極的な広報活動
16.⼦育てファミリーへの積極的な広報活動
17.親⼦で楽しみながらお⾦について学ぶ場を提供

局
管内事務所
局
管内事務所
⼭⼝

96

【四国財務局】
1. 地⽅創⽣･地酒応援(オリジナルラベル作成)
2. ｢四国遍路｣の世界遺産登録に向けた取組に財務局職員が参加 〜｢おもてなしの視点｣で地域貢献〜

局
管内事務所
局
管内事務所

3. ⼤学⽣と財務局若⼿職員の連携による地域活性化

局

4. 産官学｢若⼿職員による地⽅創⽣フォーラム｣で地⽅創⽣⽀援

局

地⽅創⽣⽀援
若⼿職員
地⽅創⽣⽀援
若⼿職員

106
107
17

事

例

区 分

⾴

【四国財務局︓つづき】
5. 四国４国⽴⼤学研究者等と連携した地域の実態把握調査 〜地域の姿“⽣の声”＆政策改善”気づき”の提供〜

局

地⽅創⽣⽀援

108

6. 地域毎の課題を特定して解決策を⽀援

局

地⽅創⽣⽀援

109

7. ⾼知創⽣コンシェルジュ会議

⾼知

地⽅創⽣⽀援

110

8. 国公有財産の最適利⽤｢セミナー･意⾒交換会｣の開催

徳島

国有財産
地⽅創⽣⽀援

111

局

広報相談

112

局
⼤分

地⽅創⽣⽀援

114

局

地⽅創⽣⽀援
⾦融

115

⿅児島

地⽅創⽣⽀援

116

4. 熊本県等と連携し｢住宅再建無料相談会｣を開催

局

災害対応
⾦融

117

5. 地盤改良技術の実証実験に国有財産を提供

局

国有財産

118

9. 親⼦で財政教育プログラム 〜親世代に気づきを与え、率直な意⾒を聞くために〜

【九州財務局】
1. 産官学⾦⾔と連携し｢活性化フォーラム｣を設⽴
2. 九州農政局と共催で｢⾦融仲介の質の向上に向けたシンポジウム｣を開催
3. 地域経済活性化フォーラム及び市町村の地⽅創⽣担当者と国のコンシェルジュとの意⾒交換会

【福岡財務⽀局】
地⽅創⽣⽀援
⾦融
地⽅創⽣⽀援
⾦融

1. ｢⼥性経営者と⾦融｣をテーマにワークショップを開催︕

局

120

2. 他省庁･政策⾦融機関･地⽅公共団体と連携し、⾦融機関向け地域活性化セミナーを開催︕

局

3. ⼤学⽣向け｢財政オープン講座｣を開催

局

広報相談

122

4. ⼥性向け広報誌(オンライン版)にコラムを掲載︕

局

広報相談

123

5. ⽂科省の教育研究発表会で財政をテーマに連携

局

広報相談

124

121

18

事

例

区 分

⾴

局

広報相談

125

局

国有財産
地⽅創⽣⽀援

127

【福岡財務⽀局︓つづき】
6. ⽇本公認会計⼠協会北部九州会と連携し、出前授業を開催︕

【沖縄総合事務局財務部】
1. 国公有財産を観光拠点施設として活⽤

合計

95 件

19

広報相談

財政・災害対応
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1. 国有財産を活⽤した地⽅創⽣の取組(⾼校⽣レストラン)

局

2. 国有地のジュエリーアイス観光駐⾞場への活⽤

帯広

3. ｢ツナガリPT｣等による⼦育て世代向け情報発信

局

地⽅創⽣⽀援
国有財産
地⽅創⽣⽀援
国有財産
広報相談

22
23
24
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地⽅創⽣⽀援・国有財産

北海道財務局

国有財産を活⽤した地⽅創⽣の取組(⾼校⽣レストラン)
旧産炭地である三笠市は、地⽅創⽣の取組として、｢⾷をテーマとした産業の構築｣をテーマに、拠点
施設として、調理実習研修施設(⾼校⽣レストラン)を整備。(オープン予定︓平成30年7⽉22⽇)
北海道財務局は、その敷地として現在無償貸付中の国有地の活⽤について対応･貢献した。

概
◯

取組の成果と今後の展開

要

⾼校⽣レストランとは︖

｢⾷｣をテーマとした三笠市の地⽅創⽣の取組として整
備する調理実習研修施設。三笠⾼校⽣に管理運営から
調理提供までの取組を経験させ、調理、接客、経営な
ど総合⼒の向上を図る。
整備費として、地⽅創⽣拠点整備交付⾦を活⽤する。
〈完成イメージ図〉

◯ 国有地の活⽤･貢献
・三笠総合運動公園の⼀部として約3.8ha(東京ドームグ
ランド約3⾯分)の国有地を三笠市に無償貸付中。
・同国有地を活⽤しての取組について、施設計画策定段階
から協議に対応し、アドバイス等を⾏った。
〜平成29年6⽉利⽤計画変更承認。
調理部

(提供︓三笠市教育委員会)

〜北海道三笠⾼校〜
平成24年春、道内初の⾷物調理(調理師･製菓)専⾨
の市⽴⾼校として開校。各種コンテストで全国1位･⼤
⾂賞受賞などの成果。道内⾼校トップクラスの⼊試倍
率を誇る。(⽣徒数︓約120名)

実習⾵景

製菓部

(提供︓三笠市教育委員会)

◯

今後の展開等

⾼校⽣レストランは、｢⾷のまち･三笠｣の拠点施設とし
て、周辺への⾷関連店舗の進出や特産品ブランド化など、
地域の雇⽤創出等地域経済の好循環が期待されている。
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地⽅創⽣⽀援・国有財産

北海道財務局帯広財務事務所

国有地のジュエリーアイス観光駐⾞場への活⽤
⼀級河川⼗勝川の河⼝に位置する豊頃町⼤津地区は、⾷の王国｢⼗勝｣開拓発祥の地。
体感温度-20℃超の厳しい寒さ、⼗勝川の清流、太平洋の荒波が作り出す｢ジュエリーアイス｣を⾒るた
め国内外から⼤津地区を訪れる観光客が増えていることから、観光駐⾞場整備に国有地を活⽤したもの。

概
◯

取組の成果と今後の展開

要
◯

ジュエリーアイスとは︖

厳冬期に⼀級河川⼗勝川の氷塊が太平洋まで流れ、荒
波に磨かれて海岸線に打ち上げられた氷が、太陽に照ら
され輝いている姿が宝⽯のようと名付けられた。
このように海岸に打ち上げられている場所は豊頃町⼤
津地区以外になく、最近では国内外のメディアに取り上
げられ、国際的にも注⽬されており、北海道内外･海外
の観光客を集めている。

(提供︓豊頃町)

◯

国有地の活⽤･貢献

・ジュエリーアイスの打ち上げられる⼤津海岸にほど近い
国有地と町有地を併せて整備することで、住⺠⽣活の平
穏と観光客利便の向上が図られることとなった。
・1⽉からのシーズンに間に合わせるため早期売却対応。
〜平成29年11⽉17⽇ 売買契約〜

(提供︓豊頃町)

観光駐⾞場整備の必要性･緊急性

写真愛好家等観光客が急激に増えている状況にあり
市街地に駐⾞場が少なく、路上駐⾞する観光客も多く、
地域住⺠の要望もあって、観光駐⾞場整備が強く求め
られていた。

◯

今後の展開等

(提供︓豊頃町)

・厳冬期の⾃然現象であり、期間は極く限られているも
のの、⼤津地区の鮭をはじめ、豊頃町の農⽔産物等は
品質も⾼く、他の観光資源のみならず地場産品への注
⽬を集めるきっかけとなることが期待される。
23

広報相談

北海道財務局

｢ツナガリPT｣等による⼦育て世代向け情報発信
北海道財務局の中堅･若⼿職員によるプロジェクトチーム｢ツナガリPT｣が、地⽅公共団体やNPO法
⼈と連携し、⼦育て世代に向け情報を発信。また、各財務事務所･出張所においても、同様の取組を推
進。

概

要

ツナガリPTの取組

取組の成果と今後の展開
1. ｢ツナガリ｣が期待できる
団体等を“発掘”
2. 団体等へアプローチ、
｢ツナガリ｣を模索

取組の成果

参加者、主催者ともに好評。⼀部の取組は次回のお誘いも。
参加者
より

3. 団体等との｢ツナガリ｣

⼦育て⽀援NPO法⼈の主催講座でくるまざ
勉強会｢⼦育て世代の｢おかね｣のはなし｣を
実施。
地⽅公共団体主催プレママ･プレパパ向け
イベントで｢⼦育て世代のマネープラン
コーナー｣を実施。

・再び働きに出るか考える上で｢○○○万円の壁｣の具体
・第3⼦を望むか否かで悩んでいたが、今⽇の説明を聞いて

4. 外部へ向けた情報発信

地⽅公共団体･NPOと連携し、⼦育て世代に情報発信。

話し合いたい。
例が⾮常に参考になる。

から連携を強化

⼦育て世代向け情報発信

・今⽇伺った話を持ち帰って、夫とライフプランについて

⽷⼝が⾒えたように思う。
主催者
より

・⾝近で関⼼のある｢おかねのはなし｣ということで、皆
真剣に話しを聞いて頂けた。
・参加者から好評だったので、次回以降もお願いすること
を考えたい。

当⽇の模様を北海道財務局Facebookに投稿。参加者等に
投稿をシェアして頂くことも。

今後の展開
参加者と主催者のニーズに応えた⼦育て世代向け情報発信
の担い⼿を育成し、新規連携先を“発掘”していく。
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1. 広域での地域活性化に向けた官⺠伴⾛⽀援による取組と結果

局
⼭形
秋⽥･福島

2. ｢地域経済活性化フォーラム｣の開催とその後の展開
3. ｢カシオペア地域活性化フォーラム｣による広域連携の進展

盛岡

4. 国有財産の有効活⽤による地⽅創⽣⽀援

⼭形

5. 国家公務員合同宿舎を災害時⼀時避難施設として提供

〜⻘森県⻘森市との協定締結〜

6. ⾦融経済教育及び⾦融犯罪防⽌のための出前講座
7. 銀⾏･保険･証券の業界垣根を越えた全国初の連携(岩⼿県)
8. 地元⼤学との連携
9. 東北財務局管内における｢財政教育プログラム｣の実施

⻘森
局
管内事務所

地⽅創⽣⽀援
⾦融

26

地⽅創⽣⽀援

27

地⽅創⽣⽀援

28

地⽅創⽣⽀援
国有財産
災害対応
国有財産

29
30

⾦融

31

盛岡

⾦融

32

局
管内事務所
局
管内事務所

広報相談
地⽅創⽣⽀援

33

広報相談

34

25

地⽅創⽣⽀援・⾦融

東北財務局

広域での地域活性化に向けた官⺠伴⾛⽀援による取組と結果

これまで地域課題の解決に向けた地域経済活性化フォーラムを開催してきたが、さらにKPI達成に貢献す
る取組を求める声が寄せられた。このため、広域フォーラムでは、フォーラム後、当局が中⼼となって産
学官⾦の伴⾛型⽀援体制を構築し、地⽅⾃治体のKPIに貢献した。

概

取組の成果と今後の展開

要

■ 当局との連携協定やフォーラムの開催
⾃治体のネットワークが強化
(⾦融機関との協定締結)

(1)背景
■ 仙南地域(宮城県2市7町)は、⼈⼝減少が
進むほか、過去の経緯(合併の破談)等から、
さらに広域的な連携が求められる地域であった。
また、各⾃治体は、優先順位は異なるものの、
起業促進や交流⼈⼝増加等の共通課題をもつ。
■ 阿武隈急⾏(第3セクター)沿線⾃治体
(宮城県と福島県の3市2町)は、本線の存続
と産学官⾦連携の取組が必要との共通課題をもつ。

WG等を開催し具体化作業
宮城

福島

⾃治体と関係者がwin-win
となるよう当局が助⾔し、協⼒体制を構築
■ その結果、共通の⽬標を設定して、産学官⾦が⼀体となって
伴⾛型⽀援体制を構築。⾃治体の地域課題解決＝KPIに寄与

80名参加
起業･創業
(2)仙南地域の課題解決(主にKPI達成)に向けた対応
■仙南地域創業応援セミナー(当局主催)➡
① 当局は地⽅⾃治体と地⽅創⽣の包括連携協定を締結。
その後、地⽅⾃治体と⾦融機関との連携協定につながった。 ■村⽥町の蔵通りを活性化したい︕
１件
➡フォーラム参加者の官⺠連携➡
②課題解決に向け、官⺠伴⾛⽀援として継続的に協議した。
会議

仙南地域金融フォーラム

市町の地域経済活性化フォーラム等

参加

2市7町、金融機関

国、金融機関、専門機関、大学

テーマ

地域の共通課題

各市町の個別の課題

開催

Ｈ28.11～29.6まで5回
Ｈ29.6‐今後の官民連携取組公表

白石市、角田市、村田町、蔵王町で開催
各フォーラムWGは定期的に開催

(当局︓補助事業の調査、町︓空き蔵情報提供、⾦融機関︓融資)

交流⼈⼝増加

起業

相談対応中

２件

５件

蔵の通りでの起業
１０年ぶり︕
誘客

■⽩⽯市と仙南信⾦が観光パンフレットを制作 ➡ ７００名
誘客
■阿武隈急⾏と⾃治体の特産品PRきっぷ発売 ➡
８００名
■(今後)⽕⼭警戒レベル引上げによる⾵評に悩む
蔵王町では相双五城信組が果樹オーナー権の懸賞預⾦を発売
特産品ブランド化などその他の成果

(3)阿武隈急⾏沿線地域への対応
① H28.12-阿武隈急⾏沿線地域活性化フォーラムWGの開催
■⾦融機関からの⾃治体への取引先紹介
(事務局︓当局、阿武隈急⾏沿線開発推進協会、6回開催)
➡七ヶ宿ブランド(特産品)の確⽴
② H29.5-同フォーラムにおいて、各機関連携の取組事項を
信⽤⾦庫による観光客の誘致
➡｢道の駅かくだ｣の品数の充実化
盛込んだ報告書を策定し、具体的に取り組むことを決議。
■仙南信⾦は、川崎町･⽩⽯市への移住優遇ローンの取扱開始
③ その後も定期開催のWGにおいて、取組状況や課題を共有。 ■阿武隈急⾏30周年事業資⾦調達のクラウドファンディング
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地⽅創⽣⽀援

東北財務局⼭形・秋⽥・福島財務事務所

｢地域経済活性化フォーラム｣の開催とその後の展開

⼭形財務事務所では、地域経済活性化フォーラムを契機に⼭形県⻑井市に対し、財政融資、国有財産業務な
どの本業による⽀援に加えて、⾦融機関等が参加する地⽅創⽣連携協定を締結し⽀援を⾏っている。
また、秋⽥県⽻後町や福島県柳津町においても、フォーラムを開催し、地域課題の解決に取り組んでいる。

概

要

■財政融資業務、国有財産管理業務の機能や幅広いネットワークを
持つ財務事務所の強みを活かし、地⽅創⽣に貢献している。
(1)⼭形県⻑井市との連携した取組
■⻑井市の中⼼市街地活性化事業のメイン事業の
観光交流センター兼道の駅の整備に財政融資資⾦
を活⽤。宿舎跡地が活⽤された。
■⻑井市所在の廃⽌庁舎を市役所分庁舎に利活⽤
しているほか、廃⽌宿舎を⼦育て世代の定住促進住
宅とするなど地域活性化策の⼀助となっている。
■これらの本業⽀援に加えて、平成27年から計3回の 【道の駅｢川のみなと⻑井｣】
地域経済活性化フォーラム(｢フォーラム｣)を開催。
地域活性化のため、歴史的建造物である⼩学校校
舎を活⽤した街づくりなどについて活発な議論を⾏い、
実務担当者によるWGで具体的に取り組んでいる。
(2)秋⽥県⽻後町の取組

【⻑井⼩学校第⼀校舎】

■⾃治体の課題を把握 ⇒ 起業･創業⽀援、雇⽤確保･転⼊者増
加に向けた事業(インターンシップ事業)を円滑に実施するためには、
町単独では迅速に実⾏するのは難しい。
■秋⽥財務事務所は、町が推進する上記事業の実効性を⾼めるため、
協⼒機関と意⾒調整を実施。フォーラム開催を通じて、両事業を円
滑に実施する官⺠の連携体制が構築された。
(3)福島県柳津町との取組
■地域課題解決に向けた町有識者と国との意⾒交換会を開催。

取組の成果と今後の展開
(1)⼭形県⻑井市との連携した取組
■地域連携協定締結へのネットワーク深化
これまでの本業による⽀援やフォーラム開催を通じて⻑井市から｢財
務事務所や各機関と継続して連携していきたい｣との強い要望があっ
たことから、⼭形財務事務所がコーディネーターとなり、平成29年11
⽉8⽇に、⻑井市、⼭形財務事務所、地域⾦融機関等と｢⻑井市
との地⽅創⽣の連携に関する協定｣を締結した。
■ワーキンググループ(WG)の開催［第1回H30.2］
第1回WGでは、｢⼦育て⽀援｣｢定住促進｣に向けた新たな施策につ
いて意⾒交換を実施(今後4回開催予定)。
また、⻑井市主催の教育関連イベントに地元⾦融機関が参加するなど、
連携協定に基づく⽀援策の具体化が進みつつある。
(2)秋⽥県⽻後町の取組
■H29年5⽉、町と秋⽥財務事務所は、

フォーラムを開催し、町の起業･創業⽀援策、
雇⽤確保･転⼊者増加に向けた事業を連携
し円滑に実施するため、協⼒機関による申合
書を締結。両事業の実効性を⾼めるスキーム
を構築し運⽤を開始。
■インターンシップ事業では、受⼊企業2社、
学⽣1名の受⼊があり、更なる進展に期待。

地域経済活性化フォーラム(⽻後町)

(3)福島県柳津町との取組
■H30年度より、町は、創業⽀援事業認定に向けた取組を開始。
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地⽅創⽣⽀援

東北財務局盛岡財務事務所

｢カシオペア地域活性化フォーラム｣による広域連携の進展

広域連携による地域活性化に向け、⻘年層主体の継続協議体制｢カシオペア地域活性化フォーラム｣を平
成28年に設置。4地⽅公共団体での連携事業が始動したほか、様々な事業を⽣み出す研究会が常設され
フォーラムとの両輪で中⻑期的かつ継続的に地域活性化を⽬指す体制が構築。

概

要

カシオペア地域(⼆⼾市、⼀⼾町、軽⽶
町、九⼾村)は⼈⼝減少が進むなど、地域
活性化の取組が必要不可⽋。農林業の振
興など共通課題を抱える地域であり、広
域連携による解決に向け、地域のメイン
プレーヤーが⼀堂に会するフォーラムを
継続的に開催。
地⽅公共団体、商⼯会、県内3銀⾏･1
信⾦等の18機関で始動。⽀店のある県外
銀⾏、JA、学校法⼈、国⼟交通省、旅⾏
業者が加わり23機関に拡⼤。
青森
【設置経緯】
○ 盛岡財務事務
秋田
岩手
所ではPTを⽴上げ、
地域ニーズを把握。 山形 宮城
広域連携の必要性 福島
を検討し、次世代
を担う｢カシオペ
ア⻘年会議所｣に
取組を提案。
○ 課題解決に繋がる運営に向け、カシ
オペア⻘年会議所、盛岡財務事務所PT及
び⼆⼾市役所の3者での枠組み協議。
○ 地域のメインプレーヤー(地⽅公共団
体･商⼯団体･地域⾦融機関)にアプロー
チし、全機関からの賛同を得て、フォー
ラムの設置を決定。

取組の成果と今後の展開

第1回

・地域活性化の取組状況の共有
(28.3) ・⽇常的な協議に向けメーリングリストを整備
第2回

・地域活性化アイディアの提⾔･共有
(28.10) ・アイディアの具現化を検討するワーキンググループ
｢特産物WG｣と｢観光資源WG｣を設置

〜第4回フォーラム〜
(Ｈ29.11.17)

28.11〜29.5 両WGによる検討(5回開催)
⻘年層が将来の地域の姿を描きながら地域活性化事業案を取りまとめ。
第3回

(29.5)

・地域活性化事業として、WG7案、⾦融機関3案の計10案が提⾔
・提⾔の実現に向けて更なるブラッシュアップを確認

【広域連携の進展】(4地⽅公共団体が協働で事業を予算化する初の試み)
共同PTを設置。WG提⾔事業案｢ブランド発掘･発信事業｣を精査し、ブラッ
シュアップ。連携事業として各市町村議会で採択･予算化され、事業開始。

※事業概要…コンセプトは｢⼈づくり･ブランドづくり･ファンづくり｣。地域の事業者
や住⺠が、ワークショップ等を通じ、地域資源の発掘･磨き上げ(ブランド)とともに魅
⼒発信スキルを習得(⼈)。カシオペアブランドの認知度向上(ファン)に地域全体で取
り組み、域内の稼ぐ⼒を⾼めていく事業。

第4回

(29.11)

・｢ブランド発掘･発信事業｣など進捗状況の共有
・⻘年層主体の協議体の常設化を望む声が多く、更なる地域活性化
事業を⽣み出す｢地域資源活⽤研究会｣を設置

➣広域連携による地域活性化を⽬指す体制は、PDCA機能を担う｢フォーラム｣と、
新たな事業を⽣み出す｢研究会｣が両輪。
➣関係機関が連携し、中⻑期的かつ継続的に地域活性化の進展を図る。
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地⽅創⽣⽀援・国有財産

東北財務局⼭形財務事務所

国有財産の有効活⽤による地⽅創⽣⽀援
⼭形財務事務所は、⼭形県⻑井市の｢⼦育て⽀援、定住促進｣や｢中⼼市街地のにぎわい創出｣などの地⽅
創⽣･地域活性化に向けた施策に応じて国有財産を売却するなど、国有財産の有効活⽤により地域と連携し
ながら地⽅創⽣を⽀援。

概

取組の成果と今後の展開

要

【取組の成果】

⼦育て⽀援、定住促進に活⽤

当所では、当市における様々な地⽅創⽣に向けた
取組に対して、国有財産の売却や財政融資資⾦の貸
付のほか、平成27年から地元⾦融機関や商⼯会議所
等も参加した計3回のフォーラムを開催するなど、あ
らゆる分野で⽀援を展開。

当市は、廃⽌された旧合同宿舎⻑井住宅
を取得し、リフォームのうえ｢⼦育て世代の
定住促進住宅｣として再活⽤(東北初の地公
体による再活⽤事案)。
平成31年3⽉⼊居開始予定

⻑井市との契約書締結式
【平成29年10⽉】

中⼼市街地活性化に活⽤
当市の中⼼市街地活性化事業のメインプ
ロジェクトである観光交流センター｢道の
駅 川のみなと⻑井｣敷地として、旧国⼟交
通省宿舎跡地を活⽤(平成26年12⽉売買契
約)。

これまでの⽀援を契機に、平成29年11⽉、当市、
⾦融機関及び商⼯会議所など10機関による｢⻑井市と
の地⽅創⽣の連携に関する協定｣を締結。
平成30年2⽉には、連携協定に基づく｢ワーキンググ
ループ｣を開催し、⼦育て⽀援等の施策に関する具体
的議論をスタートさせており、今後も定期的に開催。

【今後の展開】

平成29年4⽉オープン

〇 今後も、地域ニーズを把握しながら、地⽅公共団体
と連携して、国公有財産の有効活⽤を図っていく。

市役所庁舎に活⽤
旧⻑井税務署敷地及び建物を取得し、
市役所分庁舎として活⽤(平成27年11
⽉売買契約)。

◆連携協定の締結◆

｢道の駅 川のみなと⻑井｣

〇 財務事務所の強みを活かした地域連携の取組を通じ
て、地域のメインプレイヤーとのネットワークをよ
り深化させ、地⽅創⽣⽀援につなげていく。
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災害対応・国有財産

東北財務局⻘森財務事務所

国家公務員合同宿舎を災害時⼀時避難施設として提供
〜⻘森県⻘森市との協定締結〜

⻘森財務事務所は、⻘森市内の町内会からの災害時における⼀時避難場所として合同宿舎を提供してほ
しいとの相談を受け、平成30年1⽉31⽇、⻘森市と｢災害時における⼀時避難施設としての使⽤に関する協
定｣を締結(東北財務局管内としては初)。

概

取組の成果と今後の展開

要

【経緯】
平成29年８⽉、⻘森市内の町会(南造道町会)から、地
区内に所在する中⾼層の建物である合同宿舎(磯野住宅)
を、地震･津波等の災害時における⼀時避難場所として
提供してほしいとの相談を契機に、⻘森市と協議を重ね
た結果、市内に所在する全ての合同宿舎を対象とした協
定締結に⾄ったもの。
【対象宿舎等】
○対象宿舎は5住宅12棟、
受⼊可能⼈数は3,140⼈。
(1㎡当たり1⼈で計算)
○本協定の避難提供場所は、当
⾯、各宿舎の階段･踊り場等
の共⽤部分としている。

(宿舎内訳)
磯野住宅
造道住宅
⼩浜住宅
茶屋町住宅
奥野住宅

【取組の成果】
〇 当所では、同様の⽴地環境(海が近い地域)にある市内の
合同宿舎も対象とすることが市⺠にとって有益であると
判断し、市内全ての合同宿舎を対象として市と協議。
〇 今回の協定が地元新聞等で紹介され、地域住⺠の安⼼･
安全や地域防災の意識向上に貢献。

618⼈
119⼈
2,269⼈
63⼈
71⼈
協定締結式

磯野住宅

【今後の展開】
国有財産に関する情報提供にとどまることなく、地域
の課題･要望等｢⼩さな声｣に⽿を傾け、地域情報アンテナ
を⾼くして地域ニーズを確実にキャッチしながら、更な
る地域貢献に役⽴つ国有財産の有効活⽤を推進していく。
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⾦融

東北財務局及び⻘森・盛岡・秋⽥・⼭形・福島財務事務所

⾦融経済教育及び⾦融犯罪防⽌のための出前講座
東北財務局及び管内財務事務所では、地⽅公共団体等と連携し、｢⾦融経済教育講座｣、｢⾦融犯罪防⽌
講座｣を出前講座として実施。平成29年度は、362講座を実施。また、講座を受講した⾼校⽣が講師とな
る地元⼩学校での⾦融経済教育講座を⼀層推進。

概
⾦融経済教育講座

要

取組の成果と今後の展開

(⼩中学校、⾼校、⼀般)

出前講座件数推移

28年度⾼校2校(⼩学校2校)
⇒ 29年度⾼校3校(⼩学校4校)
○宮城県築館⾼校と栗原市⽴築館⼩学校
○宮城県岩ケ崎⾼校と
栗原市⽴栗駒⼩学校、栗駒南⼩学校
○宮城県迫桜⾼校と栗原市⽴若柳⼩学校

正しいお⾦の使い⽅や消費者トラブルの回避⽅法を、｢ク
イズ｣や｢ゲーム｣を通して伝える。独⾃教材を⽤いた、参加
型の｢お買い物ゲームをやってみよう!｣、｢マネープラン
ゲーム旅⾏にGO!｣は、⼩学⽣に⼤好評。
また、年齢に応じた⽣活設計教育にも取り組んでいる。
⾼校⽣向けの講座

今後の対応

⾼校において、各学年ごとにテーマ
に沿った講座を実施。
特に2年⽣は、プレゼンテーション
を⾝につけるための講座を受講後、地
元の⼩学校に出向き、合同で⾦融経済
教育講座を実施。
⾦融犯罪防⽌講座

(⼀般、⾼齢者)

社会福祉協議会等と連携し、｢うまい
話にご⽤⼼︕｣のテーマで、最近の⼿
⼝･対処法などを、⼨劇等をとおして、
わかりやすく説明。

⾼校⽣による地元⼩学校での講座

≪⼈材育成≫
岩ケ崎高校と合同で実施した
栗駒小学校での金融経済教
育講座の模様
(大崎タイムス提供)

○関係機関への地道な働きかけの継続。
○魅⼒のある講座の提供のための改良･
改善の継続。
○⾦融犯罪被害の未然防⽌や⾦融リテラ
シーの普及･向上など地域貢献を推進
するため、出前講座を継続(推進)。
○財務広報活動を担う⼈材育成の継続。

財務広報活動を担う⼈材の育成を図るため、若⼿職員
を中⼼とした｢プレゼンテーション研修｣の実践の場とし
て活⽤(29年度研修受講者13名)。
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⾦融

東北財務局盛岡財務事務所

銀⾏･保険･証券の業界垣根を越えた全国初の連携(岩⼿県)

特殊詐欺被害対策において、盛岡財務事務所の提案により、平成28年度から、銀⾏･保険･証券の各業界と
連携した注意喚起活動を展開。更に、より効果的な取組の実施に向け、当該連携を基に、全国に先駆けて業
界の垣根を越えた連携体制を構築。

概

要

盛岡財務事務所では、特殊詐欺被害を未然に
防ぐため、 24年から地⽅公共団体等と連携した
地域住⺠向け出前講座を実施。
しかし、詐欺被害が後を絶たない状況から、
28年度から、同じ問題意識を持って活動する⾦
融団体とそれぞれ連携し、各団体のネットワー
クを活⽤した取組を展開。
◆岩⼿県⾦融機関防犯協会連合会【⾦防連】
◆⽣命保険協会岩⼿県協会 【⽣保協】
◆⽇本証券業協会東北地区協会 【⽇証協】
更に、より効果的な取組を実施するため、全
国に先駆け、各業界の垣根を越えた官⺠連携体
制を構築。

取組の成果と今後の展開

【セミナーでの出前講座】

銀⾏業界との連携 ＜預⾦者向け＞ 28年6⽉〜
銀⾏窓⼝での被害防⽌策等を導⼊する⾦防連との取組
➣ 銀⾏⽀店主催セミナーでの出前講座︓10回
➣ 街頭チラシ配布活動︓29年10⽉
保険業界との連携 ＜保険契約者向け＞ 28年6⽉〜

【注意喚起 共通チラシ】

保険解約による被害防⽌に注⼒する⽣保協との取組
➣ 保険会社の営業職員向け出前講座︓9回
➣ 営業職員等による共通チラシを使った注意喚起
(⽣保協が年間25,000部印刷)
証券業界との連携 ＜投資者向け＞ 29年3⽉〜
投資詐欺被害防⽌に注⼒する⽇証協との取組
➣ 街頭チラシ配布活動︓29年10⽉
➣ 証券会社社員向け出前講座︓2回実施

【街頭チラシ配布活動】

◆⾦融3団体との官⺠連携体制の構築(30年3⽉〜)
当所と3団体の｢⾦融セクター特殊詐欺対策検討会議｣を
設置。
今後、既存の個別の取組を相互連携に発展させるほか、
PDCA機能を発揮し効果的な取組を⽣み出していく。
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広報相談・地⽅創⽣⽀援

東北財務局及び⻘森・盛岡・秋⽥・⼭形・福島財務事務所

地元⼤学との連携
東北財務局では、東北⼤学経済学部との連携プロジェクトに基づき、寄付講座･講演、インターンシッ
プ等を継続して実施しており、平成29年度は広報型インターンシップを実施。各財務事務所においても
地元⼤学との連携強化に向けた取組を⾏っている。

概

要

【東北⼤学⽣による広報型インターンシップ】
○ 平成28年度より東北⼤学オープンキャンパス企画｢特設
⾦融･経済博物館｣に東北財務局コーナーとして参画。
29年7⽉のオープンキャンパスに先⽴ち、担当教授のゼ
ミ⽣が東北財務局を取材し、取材結果を公表する｢広報型
インターンシップ｣を実施し、職員が学⽣からのインタ
ビューに応じた。
【東北管内における地元⼤学との連携】
○ 東北⼤学･⻘森⼤学･秋⽥⼤学･ノースアジア⼤学･⼭形⼤
学･福島⼤学･東北学院⼤学で講義を実施。今年度初めて
東北福祉⼤学･秋⽥看護福祉⼤学
において講義を実施したほか、⼭
形⼤学でもゼミ⽣対象の講義を初
めて実施。
○ 盛岡財務事務所では、岩⼿県⾦
融広報委員会と連携した取組とし
て岩⼿⼤学における講義を実施。 岩⼿⼤学での講義の模様
○ ⼭形財務事務所では、産学⾦連携を専⾨とする教授と
地⽅創⽣等に向けた連携を⾏っていくことを10⽉に合意。

取組の成果と今後の展開
【取組の成果】
広報型インターンシップ
○ 東北⼤学オープンキャンパス
(平成29年7⽉25⽇〜26⽇)において
東北財務局の業務に係る学⽣の取材
結果が展⽰され、⾼校⽣を中⼼とし
た多くの来場者が閲覧、東北財務局
の広報につながった。

インタビュー動画の展⽰

講義に対する学生からの声(初実施大学)
○ 今まで財政の話など聞いたことが
なく、今⽇の講義でとても勉強にな
オープンキャンパスの模様
った。
○ 財政の問題については、別の授業で学んだが、視点が
異なるため、新しい知識になった。
【今後の展開】
○ 寄付講座･講演のほか⼤学⾏事への参画、学⽣の⼈材育
成に向けての取組をはじめ、地元⼤学との情報交換によ
り⼤学が進める地域貢献施策の把握等、更なる連携強化
に向けた取組を⾏う。
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広報相談

東北財務局及び⻘森・盛岡・秋⽥・⼭形・福島財務事務所

東北財務局管内における｢財政教育プログラム｣の実施
東北財務局及び管内財務事務所では、若年層向け社会保障と税の⼀体改⾰広報活動の⼀環として｢財政教
育プログラム｣を実施。東北管内の国⽴⼤学附属⼩中学校向けの授業を着実に実施しつつ、関係先と連携し
て公⽴校等における実施に向けて取り組んでいく。

概

要

【国⽴⼤学附属⼩学校･中学校における授業】
○ 東北管内6県において財政教育プログラムを実施するため、
国⽴⼤学附属学校を中⼼にPRをした結果、局･各財務事務所
全てで、授業を実施。
○ 講師やアドバイザーには、地⽅研修
｢プレゼンテーション研修｣を受講し
た職員や若⼿職員を中⼼に起⽤。職員
のスキル向上に加えて、児童･⽣徒に
とって財務局が⾝近に感じられる雰囲
気を作った。

取組の成果と今後の展開
【取組の成果】
○ 授業を実施した学校側からは好評であり、学校ブログ
などで授業の模様が発信されたほか、授業の内容につ
いて、継続実施に向けたアイディアを多数いただいた。

○ ⽣徒からのアンケートでも⾼評価

附属中学校における授業

【関係先と連携した授業】
○ 地方公共団体︓地域活性化に関する
包括連携協定締結などのつながりを
きっかけとして、公⽴中学校において
公⽴中学校における授業
授業を実施。
○ 国税局･税務署︓⼭形財務事務所では、財政教育プログラム
の講師として、⼭形税務署の職員が1学年4クラスのうち1クラ
スの授業を実施。福島財務事務所では、租税教室と連携した授
業を実施。

【今後の展開】
○ 将来世代である児童･⽣徒にとってより効果的、かつ
効率の良い授業とするため、学校関係者や関係機関と
協働して授業内容の検討を⾏う。
○ 連携先とのつながり強化、継続的な広報活動などによ
り、公⽴校等における実施に向けても取り組む。
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1. ｢⽷⿂川市復興フォーラム｣を通じた復興⽀援

局
新潟

2. PPP/PFI勉強会の開催

局

3. ⽣産性向上･⼈材投資事例集の作成･地域への還元

局

4. 東京島嶼地域活性化実現会議

〜東京活性化サロンWith Islands〜

東京

地⽅創⽣⽀援
災害対応
地⽅創⽣⽀援
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5. 中央⼤学ビジネススクール×東京活性化サロン『中⼩企業ファイナンス講座』

東京

6. ｢松本地域活性化サロン｣の開催

⻑野

地⽅創⽣⽀援
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国有財産
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9. 国公有財産の最適利⽤(エリアマネジメント)への取組

局

国有財産
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10. 親⼦向け体験型⾦融経済教育の開催

局

⾦融
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⻑野

若⼿職員
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12. 財政教育プログラムの展開

局

広報相談

47

13. ⼦育て世代向け広報の促進

局

広報相談
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7. 災害⽀援に係る地⽅公共団体との包括的な連携推進
8. 保育･介護施設などの社会福祉分野における国有財産の活⽤

11. ｢⼥性活躍推進と働き⽅改⾰に関するセミナー｣の開催
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地⽅創⽣⽀援・災害対応

関東財務局及び新潟財務事務所

｢⽷⿂川市復興フォーラム｣を通じた復興⽀援
平成28年12⽉の⽷⿂川市の⼤規模⽕災に対する復興⽀援として、関東財務局の呼びかけにより、｢⽷
⿂川市復興フォーラム｣を開催。⽀援策の具体的な検討･実施を⾏う推進主体(タスクフォース)を組成し、
復興マルシェや創業⽀援イベント等の施策を実現。

概

要

【⽷⿂川市復興フォーラム】
地域⾦融機関や⺠間団体などが⼀堂に会し、⽷⿂川市の
｢復興まちづくり｣に向けて様々なアイディアや具体的な提
案を⾏い、復興⽀援を推進。
第2回フォーラムでは、地元の地域⾦融
機関を中⼼としたメンバーで構成された
｢⽷⿂川市復興･活性化⽀援 タスクフォー
ス｣の組成を発表。

【⽷⿂川市復興･活性化⽀援タスクフォース】
フォーラムで提案のあった｢朝市･マル
シェ｣や｢創業⽀援｣の実現に向けた検討を
⾏うため、4回にわたりタスクフォース会
合を開催。
※関東財務局はタスクフォースの運営をサポート

取組の成果と今後の展開
【第1回いといがわ復興マルシェ】
平成29年11⽉18⽇(⼟)開催。⾬天
にもかかわらず⼤勢の⼈で賑わった。
○出店者…47者(市内27、市外20)
○来場者…約3,000名
※ 第 2 回 は 30 年 4 ⽉ 21 ⽇ ( ⼟ ) に 開 催 予 定 。 以 降 は 隔 ⽉
(6.8.10⽉)での開催を計画
【１Day Startup Dojo ⽷⿂川】(創業⽀援)
平成30年3⽉17⽇(⼟)開催。起業を検討し
ている者などを対象に通常、3~4ヶ⽉(延べ7
⽇間)かけて実施している企業家育成プログラ
ムを1⽇に凝縮して⾏うもの。
※本イベントを経て、ビジネスコンテスト開
催に向け取り組んでいく計画
｢復興フォーラム｣や｢タスクフォース｣の取組により、未来志
向の⽷⿂川市の復興･発展に繋げていく。
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地⽅創⽣⽀援・⾦融

関東財務局

PPP/PFI勉強会の開催
地⽅公共団体の厳しい財政状況下において、事業費を削減し、より質の⾼い公共サービスを実現する
ため、㈱⽇本政策投資銀⾏、地域⾦融機関と連携して、個別地⽅公共団体を対象としたPPP/PFIに関す
る勉強会を開催。

概

要

取組の成果と今後の展開

PPP/PFI(※)事業の具体的な案件組成に向けて、地域
⾦融機関によるサポートを実現すべく、関東財務局が
意⾒交換の場をコーディネート。
関東財務局
(コーディネーター)

￥
地方公共団体
㈱日本政策投資銀行
( PPP/PFI推進センター)

地域⾦融機関

※公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、⺠間の資⾦とノウハウを
活⽤し、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え⽅

埼⽟県(⽐企郡⼩川町、桶川市)、⻑
野県(⼩諸市)で計5回の勉強会を開催。
平成30年4⽉以降も管内の個別地⽅
公共団体との勉強会の開催に向け調整
中。

勉強会は、基礎的知識の習得を⽬的とした⼀般的な内
容、特定の公共施設を対象とした個別的な内容に分けて
開催。
出席者間で活発な意⾒交換が⾏わ
れ、関⼼の⾼さが伺えた。
(出席者の感想)
・効率的な公共施設整備を⾏っていかなければならない
中で PPP/PFIの導⼊を考える良いきっかけとなった。
・疑問点が解消され、PFI事業を進めるうえで後押しと
なった。

地⽅公共団体の共通課題に着⽬し、外部機関･地域⾦
融機関と連携して施策を実⾏に移すべく、当局の財政
部⾨･国有財産部⾨とより協⼒しながら取組を推進して
いく。
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地⽅創⽣⽀援・経済調査

関東財務局

⽣産性向上･⼈材投資事例集の作成･地域への還元
地域の各企業等の⽣産性向上･⼈材確保に資するべく、⽣産性向上･⼈材投資に係る企業等の取組を収
集し、事例集として公表。各種会合等様々な機会を通じて地域に還元するとともに、組織内で活⽤し局
内の⽣産性向上を⼀層推進。

概

要

▶実施の背景
｢⼈⼿不⾜が深刻な状況下、⼈材確保のためには働き⽅改⾰や⽣産性向
上を図るしかない。そこで、他企業の取組事例を教えてほしい｣との声が
聞かれたところ。このような声や現下の経済情勢にも鑑み、地域の各企業
等の⽣産性向上･⼈材確保に資するべく、⽣産性向上･⼈材投資に係る企業
等の取組を収集し、事例集として公表。
▶企業等へのヒアリングの実施
経済調査の業務における企業ヒアリングや⾦融監
督業務におけるヒアリングに併せ、593社(団体)に
対しヒアリングを実施。
▶若⼿職員によるヒアリングの実施
⼀部の企業等には取組が成功した理由を探るべく、
当局若⼿職員が各企業等の取組のユーザーである若
⼿社員等にヒアリングを実施。
▶事例集の公表
取組の効果に着⽬し、Ⅰ.コスト削減に効果的な取組、Ⅱ.売上増に効果
的な取組、Ⅲ.⼈材の確保に効果的な取組の3つの項⽬に整理。28の取組事
例について、背景とその内容、効果、成功のポイント等を掲載。

取組の成果と今後の展開
▶地域への還元
公表後、主要経済団体や、各種会合･ヒア
リング訪問時に事例集の配付･説明を⾏い、
地域に広く還元。
▶組織での活⽤
事例集を活⽤し、当局の⽣産性向上を⼀
層進めるための取組を実施。⽣産性向上に
資する改善案を募集中であり、同改善案を
踏まえ業務を改善。
▶若⼿職員の育成
若⼿職員がヒアリングを通じて、企業の
様々な働き⽅に触れることで、⾃⾝の業務を
⾒直すきっかけになるなど、若⼿職員の育成
に繋がった。
事例集リンク
http://kantou.mof.go.jp/soumu/pagekt
hp006000094.html
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地⽅創⽣⽀援・⾦融

関東財務局東京財務事務所

とうしょ

東京島嶼地域活性化実現会議~東京活性化サロンWith Islands~
東京島嶼地域活性化のため、㈱⽇本政策⾦融公庫と連携し、標記会議を設置。⼤島町、⼋丈町、神津
島村、新島村、三宅村を訪問し、町村⻑との政策対話を実施しつつ、⼤学や若⼿起業家とも意⾒交換。
島の内外双⽅の声を聞きながら、島嶼活性化に向けた取組を実施。

概

要

◆東京財務事務所は、『島嶼地域活性化に向けた認識の共
有や課題解決』に取り組むべく、㈱⽇本政策⾦融公庫と連
携し、平成29年5⽉、“東京島嶼地域活性化実現会議〜東京
活性化サロンWith Islands〜”を設置。
◆当事務所の呼び掛けで、各
第２回東京島嶼地域活性化実現会議
〜東京活性化サロンWith Islands〜
島の地⽅公共団体、商⼯会、
東京都、⽀援機関、⾦融機関、
企業等が多数参画。
◆⽀援メニューの共有、移住
定住促進等、テーマを明確化
し、具体的成果に向け、継続
的に意⾒交換を実施。
なぜ、シマなのか︖
 財務事務所の重要な役割の⼀つに｢地⽅創⽣｣への貢献
(⇒では、東京における｢地⽅創⽣｣とは︖)
 ターゲットはタマ＆シマ。両地域は、少⼦⾼齢化･⼈⼝
減少など、他の地⽅部と同様の課題が急速に進展。
 このため、東京財務事務所は、両地域の活性化への貢
献を最重要課題と位置付け、取組を強化。

取組の成果と今後の展開
◆公庫との強固な信頼関係のもと、年間を通じ、関係者と
の意⾒交換、実務者会合、実現会議開催に継続的に取組み。
◆趣旨に賛同した地域銀⾏、⼤学等が追加参画したほか、
当事務所のネットワーク⼒により、若⼿起業家等が次々参
画。互いが共感し、連携の連鎖が⽣まれる好循環が発⽣。
◆公庫と地元信組の協定締結、公庫から起業家への資⾦⽀
援、⼤学起業家養成講座(あんど︕⼤島)への参画も実現。

◆引き続き、⽀援メニュー共有、移住定住促進等に向けた
広域連携、地元⾼校⽣による起業コンテスト参加実現など、
具体的成果のための活動を加速させていく⽅針。
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地⽅創⽣⽀援・⾦融

関東財務局東京財務事務所

中央⼤学ビジネススクール×東京活性化サロン

『中⼩企業ファイナンス講座』

〜地域⾦融の変化と⾦融イノベーションを中⼩企業の⽴場から読み解く〜

CBS(中央⼤学ビジネススクール)と東京財務事務所｢東京活性化サロン｣の共催で、中⼩企業者を対象
に｢中⼩企業向け⾦融を考える講座｣を平成30年3⽉より開講。

概

要

取組の成果と今後の展開

【取組の経緯】

 しかし、対話の⼀⽅の当事者である中⼩企業には、⾦融
⾏政⽅針や⾦融機関に何が求められているかが必ずしも⼗
分浸透していない可能性。

平成30年3⽉17⽇(⼟)
第１回記念シンポジウムを開催。
【基調講演】中⼩企業と⾦融機関は
いかに共創していくか
【パネルディスカッション】
中⼩企業⾦融の将来を考える

 中⼩企業が、価値向上に役⽴つファイナンス等の知識、
⾦融機関を取り巻く状況を理解することは、⾦融機関との
相互理解･対話による共通価値創造に役⽴つとの考えから、
同様の問題意識を有する⼤学と連携し開講を決定。

◆サロンメンバー含む中⼩企業者、ビ
ジネススクール学⽣(起業予定者、次世
代経営者含む)115名が出席。異業種の
意⾒交換･交流も実現。

 事業性評価に基づく⽀援、顧客との対話強化を促すべく、
東京財務事務所は、⾦融機関向け勉強会等を継続実施。

ビジネススクール・
専⾨家の知⾒

×

東京活性化サロンの
中⼩企業ネットワーク

平成30年3⽉、CBSと共催で｢中⼩企
業ファイナンス講座｣を開講

※ 財務事務所として、⼤学と共催で中⼩企業向け
の中⼩企業⾦融講座を開講することは初の試み。

【参加者の声】
・事業者に寄り添った伴⾛⽀援の⼀層
の推進、営業現場への定着を望む。
・⾦融機関だけではなく、事業者の意
識を変えていく必要性を感じた。
◆知財戦略、経営の⾒える化、フィンテック、資⾦繰り管
理(短期継続融資活⽤)等、企業価値向上や⾦融機関との対
話促進に役⽴つ講座を継続実施(年5〜6回開催)。
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地⽅創⽣⽀援

関東財務局⻑野財務事務所

｢松本地域活性化サロン｣の開催
地域活性化への貢献を企図し、地域のオピニオンリーダーである企業経営者等と直⾯している様々な
課題について意⾒交換を⾏う｢⻑野活性化サロン｣を開催。こうした中、⻑野県全体の地域活性化に貢献
していくためには、より広域的に意⾒を聴取していく必要。そこで、県庁所在地の⻑野市に加え、⻑野
県⼈⼝第2の都市である松本市においても、周辺地域の企業経営者等をメンバーとし、継続的に開催。

概

要

◆⻑野県におけるこれまでの活性化サロンの取組
平成28年から⻑野市において、計6回 ｢ ⻑野活性化
サロン｣を開催。開催の都度、参加者からアンケートを
とり、企業経営者等が認識しているタイムリーな課題
をテーマに設定し、問題認識の共有とともに課題解決
に向けて議論を深める場として活⽤してきた。

取組の成果と今後の展開
◆平成30年3⽉13⽇(⽕)
松本市において周辺地域の企業経営者等をメンバーとした第
1回｢松本地域活性化サロン｣を開催。
【基調講演】
講 師︓⼀般財団法⼈⻑野経済研究所 ⼩澤吉則⽒
テーマ︓『松本市の産業と今後を考える』
【意⾒交換】
参加者及び基調講演講師と、松本市周辺地域の産業や
観光にかかる課題のほか、今後の展望について、意⾒交換
を実施。

◆松本市での開催
従来の⻑野活性化サロンが北信地域の企業中⼼であっ
たことから、⻑野県全体の地域活性化に貢献していくた
めには、より広域的に意⾒を聴取していく必要性を認識。 【参加者からの声】
｢⼈材不⾜等が⾃社の⼤きな課題であ
り、当社としても社員のモチベー
ション向上に取り組んでいるが、本
⻑野県全体の地域の活性化に貢献するため県内第2位
サロンにおいて社員を⼤事にする会
の商圏であるとともに、製造品出荷額は県内第３位と、
社作り等課題解決のヒントを聞くこ
県内有数の経済都市である松本市において、開催（｢松
とができ、⼤変参考になった。｣
本地域活性化サロン｣）。
松本市においても、今後継続的に開催していく予定であ
(⻑野県産業労働部｢⻑野県商圏調査｣ 、経済産業省｢⼯業統計
り、⻑野市及び松本市でのサロン開催を通じて、⻑野県全
調査｣参照)
体の地域活性化に貢献。
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災害対応

関東財務局

災害⽀援に係る地⽅公共団体との包括的な連携推進
関東財務局では、平成28事務年度より、本局･各財務事務所･出張所が所在する都県及び市との｢災害
時の⽀援等に関する包括的な協定｣の締結を推進。協定に基づく訓練参加等を通じ｢顔の⾒える｣関係を構
築し、地⽅公共団体との連携が更に深化。⼀層円滑な⽀援に繋げる。

概

要

包括的な｢災害協定｣の締結を推進するとともに、災害
時の対応の実効性を⼀層⾼めるため、共同訓練の実施な
ど、平時より災害⽀援対応に係る地⽅公共団体との連携
を⼀層強化。
包括協定での⽀援内容
✔⼀時滞在施設として庁舎の活⽤
✔被災者の応急的な住まいとして国家公務員宿舎の提供
✔ガレキ置き場等として未利⽤国有地の提供
✔災害復旧事務⽀援のための財務局職員の派遣
✔訓練等への積極的な協⼒
✔災害が発⽣した場合の情報伝達･連絡体制の整備
※平成30年3⽉末において、20の地⽅公共
団体との協定を締結。他の地⽅公共団体と
も締結に向けて協議を継続中。
災害関連情報サイトリンク
http://kantou.mof.go.jp/soumu/pagekthp006000056.html

取組の成果と今後の展開
▶包括協定に基づいた⽀援活動
①台⾵5号の影響により公共交通機関の
運休が相次いだため、甲府市役所より
帰宅困難者の受⼊要請を受け、甲府合
同庁舎の1階ロビーを開放。
②豪雪による災害救助法の適⽤に伴い、
協定に基づき情報提供をしていた新潟
県⼩千⾕市内の未利⽤国有地を雪捨て
場として無償貸付。

▶訓練への参加

協定に基づき、埼⽟県が実施する合同
防災訓練へ参加。訓練参加により協定に
基づく情報伝達･連絡体制の確認や⼈的
⽀援等の実効性を検証。

▶今後の展開

今後も協定に基づく⽀援活動を実施するとともに、訓練
等を通じ、⼀層円滑な⽀援に繋げる。
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国有財産

関東財務局及び東京・横浜・千葉財務事務所

保育･介護施設などの社会福祉分野における国有財産の活⽤

平成22年以降、保育、介護などについて国有地の積極的な活⽤を推進。地⽅公共団体とのHPの相互
リンク設定や利⽤可能な国有地の前広な情報提供を拡充。こうした取組を通じ、29年度、優先的売却
や定期借地制度を⽤いた国有地の貸付けによる活⽤実績が最多。また、都市公園として無償貸付中の国
有地を活⽤した認定こども園が開園(全国第１号案件)。

概

要

【保育分野】
・｢待機児童解消加速化プラン｣(平成25年4⽉)における
｢国有地を活⽤した保育所整備｣に基づき、優先的売却等
を積極的に実施。
・更に、｢⼦育て安⼼プラン｣(平成29年6⽉)における｢国
有地、都市公園、郵便局、学校等の余裕教室等の活⽤｣に
基づき、保育の受け⽫拡⼤に資するため、都市公園敷地
として無償貸付中の国有地の活⽤等を図る。

【介護分野】
・ ｢⼀億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対
策｣(平成27年11⽉)において、2020年代初頭までの｢介
護離職ゼロ｣の実現に向け、⽤地確保が困難な都市部等に
おいて、介護施設整備の促進に資するよう、定期借地権
による減額貸付(貸付始期から10年間、5割を限度)等を
実施し、国有地の更なる活⽤を推進。
上記施策を踏まえ、地⽅公共団体と具体的な協議を⾏い
ながら、国有地の積極的な活⽤に取り組んでいるもの。

取組の成果と今後の展開
◆管内の国有地活⽤実績(平成30年3⽉末現在)
売却

定期借地

保育

介護

障害者

医療/その他

計

保育

介護

障害者

医療

計

22年度
～
28年度

27

15

14

0

56

36

16

3

1

56

29年度

4

3

0

1

8

10

13

1

0

24

契約済計

31

18

14

1

64

46

29

4

1

80

今後契約予定

4

2

1

1

8

6

18

0

0

24

◆都市公園として無償貸付中の国有地の活⽤実績

2件

都市公園内にある国有地
を活⽤した渋⾕区内の保
育所型認定こども園(平
成29年10⽉ 開園︓都
⽴代々⽊公園、全国第1
号案件)
◆合同宿舎を活⽤した保育事業の累計実績

10件
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国有財産

関東財務局

国公有財産の最適利⽤(エリアマネジメント)への取組
国･地⽅公共団体ともに公的施設の耐震化･⽼朽化への対応等が求められているところ。こうした中、
財務局と地⽅公共団体が連携･協議の上、具体的な国公有財産の最適利⽤プランの策定を通じて、施設の
集約化･活⽤等に向けた取組を実施。

概

要

取組の成果と今後の展開

国･地⽅公共団体ともに公的施設の耐震化･⽼朽化へ
の対応に加え、⼈⼝減少に応じた公的施設の集約化･活
⽤等が必要な状況。
財政事情が極めて厳しい状況の中で、国有財産の総
括機関である財務局と地⽅公共団体が連携し、公的施
設の効率的な再編･最適化(エリアマネジメント)を図る
必要がある。

今般、5つの地⽅公共団体と最適利⽤プランを策定
新潟県⼗⽇町市 東京都⽂京区 群⾺県沼⽥市
⼭梨県富⼠川町

栃⽊県真岡市

取組例(東京都⽂京区)
⼩⽯川地⽅合同庁舎を整備のうえ、分散する⾏政機関
の集約⽴体化と区施設との合築を図るもの。
︓国施設
︓区施設

その他の事案については…

最適利⽤プラン

検索

引き続き、地⽅公共団体等との情報共有を⾏い、国公
有財産の最適利⽤についての実現可能性を検討していく。
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⾦融

関東財務局

親⼦向け体験型⾦融経済教育の開催
次代を担う若者が⾦融経済に関する知識･判断⼒を⾝に付け、⽣活スキルを⾼めることを⽬的に、⽇本銀
⾏、東京証券取引所、⽇本証券業協会、⾦融広報委員会、国⽴印刷局と連携し、お⾦にまつわる主な機関
を1⽇で巡る体験型⾦融経済教育｢親⼦で学ぼう︕⾦融学習バスツアー｣を開催。

実

施

概

要

取組の成果と今後の展開
▶取組の成果
平成30年3⽉27⽇(⽕)、18組38名(⼩学4･5･6年⽣の児童
20名、保護者18名)が参加。

【国立印刷局】

【 プ ロ グ ラ ム 】
✔関東財務局による講座
✔国⽴印刷局東京⼯場の
⾒学
✔東京証券取引所の⾒学
✔⽇本証券業協会による
講座
✔⽇本銀⾏の⾒学

【東京証券取引所】

【日本証券業協会講座】 【日本銀行貨幣博物館】

▶参加者に対するアンケート結果(⼀部抜粋)
・お⾦について⼦供が興味を持ち、有意義に学習するこ
とができたと思います。
・普段は⼊らない所を⾒学できて良い経験となりました。
・⼦供にとって分かりにくい株式のことなどが⾝近にな
り、とても良い取組だと思います。
・毎年続けて下さい。
▶今後の展開
参加者の声を踏まえ、より充実したプログラムにより継続
実施予定。
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若⼿職員による取組

関東財務局⻑野財務事務所

｢⼥性活躍推進と働き⽅改⾰に関するセミナー｣の開催
㈱⽇本政策⾦融公庫⻑野⽀店、⻑野信⽤⾦庫との共催による｢⼥性活躍推進と働き⽅改⾰に関するセミ
ナー｣を開催。同セミナーを契機とし、若⼿PTの提⾔に基づくワークライフバランスの取組を開始。

概

要

取組の成果と今後の展開

○平成29年11⽉13⽇(⽉)、㈱⽇本政策⾦融公庫⻑野⽀店、⻑野信⽤⾦庫との共催による
｢⼥性活躍推進と働き⽅改⾰に関するセミナー｣を開催。各機関の若⼿を中⼼とした総勢
20名が参加。本セミナーの模様は、⽇本経済新聞(地⽅版)に掲載。
○セミナー第1部︓当局職員による基調講演
｢⼥性活躍推進と働き⽅改⾰〜関東財務局の取組〜｣と題し、⾃⾝の経験を踏まえた⼥
性が活躍するための環境づくりの必要性等について講演。
○セミナー第2部︓グループ討議
各班がそれぞれ4つのテーマ(①⼥性が働きやすい職場②若者が働きやすい職場③ワーク
ライフバランスの取組④部下が働きやすい環境)のうち割り振られたテーマについて、活
発な討議を⾏い、模造紙を使⽤して思い思いの⽅法で結果をまとめ、働きやすい職場を
⽬指して、熱の⼊った発表を実施。
【グループ討議での意⾒】(⼀部抜粋)
・打合せや報告等に時間を要している事が多いた
め、｢ホウレンソウ｣を簡潔にすることで⽣産性
を向上させてはどうか。
・連続休暇を取得している間に仕事がたまらない
よう、例えば⽇頃から｢業務のシェア｣などの対
応が必要。
・男性⾃ら育児休暇等の制度を活⽤し、意識改⾰
を⾏って欲しい。

○ワークライフバランスの取組強化へ
当所若⼿PT企画班において｢セミナーの振
り返り｣を実施。グループ討議での意⾒を
踏まえ、ワークライフバランスの施策を検
討。若⼿PTから休暇の活⽤や業務効率化
を内容とする提⾔書を提出し、当局におい
てもワークライフバランスの取組強化に繋
がっている。

今後も県内各団体等と連携を密に図り、
様々な取組に挑戦していきたい。
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広報相談

関東財務局

財政教育プログラムの展開
⼩･中･⾼校⽣へのニュートラルな主権者教育の⼀環として、⽇本の財政に興味を持ってもらい、財政
を⾃分たちに関わる問題事として捉え、国の未来について考え判断できる知識を育むために｢財政教育プ
ログラム｣を全国展開しており、関東財務局管内でも多数実施。

概

要

教育委員会や地域の社会科教諭が集まる教育研究会等への
アプローチの他、当局内幹部の⼈脈を使い実施機会を獲得

⼩･中･⾼校⽣それぞれのレベルや学校個別の授業進捗状況
に合ったプログラムを、先⽅と相談しながら決定
当局職員による財政の講義の後、国の予算や社会保障改⾰
プランを提案するグループワークを、タブレットを使⽤した
アクティブラーニング形式で実施

取組の成果と今後の展開
全国初の取組
幹部職員による市へのアプローチによ
り、全国初の公⽴⼩学校での実施に繋が
る。政治分野未習であったため、教材内
容を⾒やすさを重視したものにアレンジ
し、1グループに当局職員を1⼈配置する
など⼯夫して実施。
また、全国初の特別⽀援学校でのプログラムを実施。
先⽣からのアドバイスを受け、プレゼン資料にアニメー
ションを多⽤するなど⼯夫。
事務所での実施体制の構築
平成29年度は、多くの県で初となるプログラムの実施
ができ、事務所においても実施体制を構築。なお、附属･
公⽴･私⽴合わせて31校でプログラムを実施(28年度は5
校)。
今後の展開
開催校での継続実施や公⽴･私⽴校での更なる展開の
ため、引き続きPR活動や内部の実施体制構築を図る。
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広報相談

関東財務局

⼦育て世代向け広報の促進
マスメディアを通じた情報が届きにくい｢⼦育て世代｣向けに、教育資⾦の準備やNISAの紹介といった
マネー講座とあわせて、⽇本の財政の現状や⼦育て対策に使われている税⾦等を、わかりやすい資料で
説明。

概

要

取組の成果と今後の展開
実

新たな広報ターゲットとして、これまで広報機会の薄
かった｢⼦育て世代｣向けへの広報を実施。
実施にあたり、⼦育て中の職員や若⼿職員を中⼼とし
た広報メンバーを結成。
⼦連れの⽅に気軽に参加してもらうため、⼦育て⽀
援センターや⼦育てカフェなど参加しやすい会場選び
や、⾞座形式での実施や職員が⼦どものお世話をする
ことでママ･パパが話しやすい、集中しやすい環境づく
りに努めた。

績

市町村の⼦育て⽀援課や⼦育て関連NPO等へのアプ
ローチを通じた営業活動による広報機会の獲得(平成29
年度で19件)のほか、財務事務所の若⼿職員と地元出⾝
者との交友関係をきっかけに、お菓⼦作り教室といった
地域イベントの開催に合わせ効率的に実施。
【参加者の声】
・⼦連れだと外部セミナーに
中々⾏けないので、⼦育て⽀
援センターに来てもらってと
ても有り難い。
・⼦どもを⾒ていてもらえたの
で、集中してお話を聞けた。
今 後 の 展 開
図書館等への声掛けによる新規広報先の開拓や、資
料内容のブラッシュアップを図り、積極的、継続的に
実施していく。
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1. 抱える課題、｢官⺠連携｣で解決できないか
2. 地域経済活性化フォーラムの開催

〜地⽅公共団体ヒアリング等で得られた地域の要望･ニーズを踏まえた地⽅創⽣⽀援の取組〜

3. 地域⾦融機関と連携︕地⽅創⽣に係る合同勉強会を開催︕︕
4. 若年層･⼦育て世代向け広報活動の拡⼤
5. 財政教育プログラムを通じた商⼯会議所等との連携

局
管内事務所
局
局
局
管内事務所
局

地⽅創⽣⽀援
国有財産
地⽅創⽣⽀援
⾦融
若⼿職員
⾦融
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広報相談
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広報相談
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地⽅創⽣⽀援・国有財産

北陸財務局及び富⼭・福井財務事務所

抱える課題、｢官⺠連携｣で解決できないか
地域が抱える課題の解決に向けて、官⺠が連携するためのプラットフォームを開催

概

要

取組の成果と今後の展開

官と⺠が連携するための舞台づくり

プラットフォームは、質･量ともに向上
○ 平成29年度は3県域で全15回開催し、延べ1,000⼈が参加
○ ⺠間事業者の提案能⼒向上に向けて、全15回のうち
6回は⺠間向け講座を開催

地⽅公共団体･⾦融機関･⺠間事業者等
の参画を得ながら、地域が主体性を
持った官⺠連携(PPP/PFI)事業の実現
を⽬指して｢官⺠連携(PPP/PFI)地域プ
ラットフォーム｣を開催

開催回数
7回(H28)

開催模様
北陸財務局の管内全県域でプラットフォーム設⽴
○ 設⽴2年⽬となる富⼭県域、福井県域では、廃校活⽤
や⽂化会館整備などを題材に案件形成を意識した官⺠
対話を実施
○ ⽯川県域では、平成29年12⽉にプラットフォームを
設⽴し官⺠連携の理解醸成を⽬的としたセミナーなどを実施
開催県 富⼭県 福井県
2県(H28)

富⼭県 ⽯川県 福井県
3県(H29)

15回(H29)
うち6回は⺠間向け講座

○ プラットフォームを通じて官⺠対話
を実施した6案件のうち3案件について、
官⺠連携事業の案件形成に向けた課題
検討などを⾏う内閣府⽀援が決定

官⺠対話模様

官⺠対話
4件(H28)

6件(H29)
うち3件は内閣府⽀援が決定

今後は官⺠連携し、公共施設の更新等具体案件を形成
しながら、エリアマネジメントの実現に向けて取り組む
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地⽅創⽣⽀援・⾦融

北陸財務局

地域経済活性化フォーラムの開催

〜地⽅公共団体ヒアリング等で得られた地域の要望･ニーズを踏まえた地⽅創⽣⽀援の取組〜
地域の課題に対して、地域⾦融機関や国の機関が持つ知⾒をコーディネイト
北陸財務局(PT)も、課題解決の取組を提案することにより地域経済活性化に積極的に参加

概

要

【テーマ】
越前(北部地域)の
交通体系の充実と地域振興
平成35年の北陸新幹線
敦賀延伸や中部縦貫⾃動
⾞道の整備が予定されて
いる福井県北部の6市町
を対象地域に選定
･･･福井市、⼤野市、
勝⼭市、あわら市、坂井市、永平寺町
【平成30年1⽉︓事務担当者会議】
・ 地域のメインプレイヤー(地⽅公共団体、地元経済団体、
地域⾦融機関)のほか、国の機関(⽀分部局、政府系⾦融
機関等)や交通事業者にも参加を要請
・ 地⽅公共団体から、地域の現状と課題を報告
【3⽉︓実務者会合】
・ 国の機関から、有効な⽀援制度や好事例をアドバイス
・ 地域⾦融機関から、課題解決策の検討状況を報告
・ 北陸財務局もPTを起ち上げ、地域の課題解決策を検討
・ 課題解決に向け意⾒交換

取組の成果と今後の展開
【事務担当者会議･実務者会合の成果】
・ 関係する国の機関をはじめ、
多くの地域のメインプレイヤー
との情報共有と連携の強化
・ 国の機関からのアドバイスや、
現場に近い事務･実務担当者が
意⾒交換を⾏うことで⾦融機関
等の提案のブラッシュアップ
【5⽉︓フォーラム】
・ ⾦融機関等から、地⽅公共団体に対して、新幹線延
伸等の効果を活かして、地域の『稼ぐ⼒の向上』を
図る具体的な取組を提案
⾦融機関から
現状分析や取組状況報告
にとどまらない、地域の
将来を⾒据えた取組

財務局(PT)から
地域の産業や環境などの
特徴を踏まえた当局独⾃
の視点からの取組

地域経済活性化に向けた具体的な施策の実現を⽬指す
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若⼿職員による取組・⾦融

北陸財務局

地域⾦融機関と連携︕地⽅創⽣に係る合同勉強会を開催︕︕
北陸財務局は、地域⽀援の役割を担う地域⾦融機関と連携し、双⽅の機能･知⾒を活⽤して、地域課題
を分析のうえ、課題解決に向けた対応策を検討する｢合同勉強会｣を実施

概

要

【合同勉強会の概要】
○29年度は、北國銀⾏と地⽅創⽣⽀援のための｢⼈材育成･
連携強化｣及び｢地域貢献(課題解決策の提案)｣を⽬的に
活動。銀⾏との連携をより深めるため、当局及び銀⾏の
中堅･若⼿職員各5名が混合チームを2チーム編成。メン
バーは公募により意欲のある者を選定
○29年11⽉の第1回勉強会でチーム毎にテーマを設定
(｢温泉地の活性化｣、｢中⼼商店街
の活性化｣に決定)。30年1⽉の中間
報告会を経て、3⽉に当局及び銀⾏
の幹部を集めて成果発表会を実施
【参考】
○28年度は、北陸銀⾏と勉強会を開催。メンバーは当局及
び銀⾏から中堅･若⼿職員各５名(銀⾏は途中でメンバー
２名を追加)を選出。共通テーマを｢過疎地における若年
⼥性⼈⼝の維持｣と設定し、当局及び銀
⾏それぞれが対応策を検討。29年6⽉に
当局及び銀⾏の幹部を集めて成果発表会
を実施

取組の成果と今後の展開
【取組の成果】
○合同勉強会のほかにチーム毎に温泉地や中⼼商店街、地
⽅⾃治体など数多くの関係機関にヒアリングを実施し、
現在抱えている課題などを確認。ヒアリングを通して、
各機関との関係構築に加え、中堅･若⼿職員の知識向上
につながった
○また、ヒアリングなどの活動を通して銀⾏との連携強化
が図られたほか、中間報告会や成果発表会に向けての資
料作成や報告会でのプレゼンを通
して、資料作成能⼒やプレゼン
能⼒の向上など⼈材育成にもつ
ながった
【今後の展開】
○成果発表会の実施後、ヒアリングを⾏った関係機関など
に個別に発表会の内容(課題解決策の提案)を提⽰する予定
○提案後は、関係機関からの要請等を踏まえ、引き続き、
課題解決に向けて協議･連携しながら取り組む予定
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広報相談

北陸財務局及び富⼭・福井財務事務所

若年層･⼦育て世代向け広報活動の拡⼤
⼩･中･⾼校⽣に財政を通じて⾃分たちの国の将来について判断できる知識を育むために｢財政教育プロ
グラム｣を引き続き積極的に実施したほか、これまでの広報活動では情報が届けにくかった⼦育て世代向
けに財政の現状等について分かりやすい資料で説明

概

要

取組の成果と今後の展開

【若年層向け】
28年度から実施している｢財政教育プログラム｣を引き
続き実施し、29年度は10校で実施(28年度は３校)
【⼦育て世代向け】
接点が少なかった｢⼦育て世代｣を新たなターゲット
として、地公体等と連携のうえ広報先を開拓･実施
⼦育て中の職員が⼦育て⽀援
北陸計 ⽯川
センターや幼稚園に出向き、財
政とライフプランを組み合わせ
実施数 ２８ ２１
たマネー講座を開催。取組を始
めた29年10⽉以降6か⽉間で、 参加者数 ３０４ １７８
既に計28件(300⼈超)実施

富⼭

福井

４

３

５３

７３

【参加者の声︓若年層】
・今の⽇本の財政についてあまりテレビを⾒ないし詳
しくなかったが、今学期の学習と今⽇の授業でとて
も厳しい状況だと分かった(⼩学⽣)
・財政に興味を持ち、財政、借⾦、社会保障の問題に
ついても考え、個⼈でできることを積極的に⾏うこ
とが⼤切だと思った(中学⽣)
・現在の⾼齢者の負担を減らすのも良いことだが、将
来の若者の負担をもっと考えるべき(⾼校⽣)
【参加者の声︓⼦育て世代】
・地域の住⺠が健康で過ごせたらその地域の税⾦を優
遇するなど、各地域で健康を守っていくような仕組
みが考えられないか
・少⼦⾼齢化及び⼈⼝減が進む中では負担が増えるの
は仕⽅がないが、できる限り負担を少なくすべきだ
し、負担を増やす説明責任を果たしてほしい
引き続き、新たな広報先の開拓等を⾏い、若年層･⼦
育て世代など幅広い層に財政の現状等を理解してもらえ
るよう広報活動を⾏う
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広報相談

北陸財務局

財政教育プログラムを通じた商⼯会議所等との連携
⾦沢商⼯会議所⼥性会が開催する研修会のグループ研修において、⼥性経営者と⼥⼦⾼校⽣が⼀つの
グループになり｢思い描く理想の村｣の予算を編成する異⾊の財政教育プログラムを実施

概

要

⾦沢商⼯会議所⼥性会から、同会が毎年開催してい
る⼥性経営塾におけるグループ研修の題材について相
談
当局から、①当局が審査に協⼒した⾦沢⼤学附属⾼
等学校の｢地域課題研究･最優秀作の発表機会｣を提案
し、併せて、②⼥性経営者、起業を⽬指す社会⼈及び
⼥⼦⾼校⽣らが⼀緒に取り組める題材として｢財政教
育プログラム｣を提案したところ、同会は、参加者の
裾野を広げる試みとして快諾
この提案を⾏うなかで、当局が研修会全体の運営に
⼤きく関与することとなり、以下を内容とする研修会
を共催
①⼥性経営者と⼥⼦⾼校⽣等による
｢財政教育プログラム｣
②当局が審査に協⼒した⾦沢⼤学附属⾼等学校による
｢地域課題研究･最優秀作の発表｣
③⾦沢国税局への協⼒要請により実現した
｢納税に関するパネルディスカッション｣

取組の成果と今後の展開
【参加者の声】
・予算づくりを通じて、普段接することがない異なる
世代の⼈と話をすることができ、新鮮な経験だった
・県を代表する⼥性経営者に⾼校⽣が臆することなく
意⾒交換(グループワーク)する姿に感動した

※研修会の模様は⾦沢商⼯会議所⼥性会HPに掲載
http://kanazawa-joseikai.com/047.html
当局と関係先との更なる連携強化を図ることができた
ほか、関係先同⼠をマッチングすることができた
引き続き、当局のネットワークをフル活⽤し、地域の
取組を⽀援していきたい
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1. 地域･産業振興の取組を後押し
2. 岐⾩県⾦融懇談会の設置

局
岐⾩･津
局
岐⾩

地⽅創⽣⽀援
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地⽅創⽣⽀援
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3. ｢サービス業の⽣産性向上に向けた勉強会｣の開催

局

地⽅創⽣⽀援
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4. 地⽅公共団体と⾦融機関の連携をサポート

局

地⽅創⽣⽀援
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5. 国有財産を魅⼒的なまちづくりに活⽤

局

国有財産
地⽅創⽣⽀援
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6. 保育分野での国有財産の有効活⽤

局

国有財産
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⾦融

62

⾦融

63

経済調査
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7. ⼈⼿不⾜解消、働き⽅改⾰等で労働局と⾦融機関の連携⽀援
8. 障がい者就労⽀援施設等での⾦融講演を実施

局
静岡
局
津

9. 地域経済分析における中⼩企業団体とのコラボレーション

局

10. 若⼿地域連携PTによる地域貢献に向けた取組

局

11. 若⼿職員が県内の地域活性化の取組状況を集約して提供

津

12. 意欲的に｢考える｣⾃ずと｢関⼼を持つ｣財政教育を⽬指して
13. 東海4県で⼦育て世代に向けた財政講演実施
14. 地元⼤学との連携深化

局
管内事務所
局
管内事務所
静岡

若⼿職員
地⽅創⽣⽀援
若⼿職員
地⽅創⽣⽀援

65
66

広報相談
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広報相談
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広報相談
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地⽅創⽣⽀援

東海財務局及び岐⾩・津財務事務所

地域･産業振興の取組を後押し
地域経済の活性化を図るため、広域的な観光振興や成⻑可能性のある産業への⽀援に取り組んでいる
協議体に幹部職員等が参画。⾦融⾯での情報提供や地域⾦融機関への呼びかけを⾏うことで、課題解決
に向けてその活動を後押し。

概

要

○ツーリズム東美濃協議会ほか

○メディカル･デバイス産業振興協議会
観光…岐⾩

岐⾩県美濃地⽅東部(東美濃地域)の観光振興を図るた
め、中部経済連合会及び東美濃地域の6商⼯会議所により、
平成29年7⽉に発⾜。
東海財務局はこの活動を後押しするため、29年12⽉か
らオブザーバーとして参画し、地域⾦融機関にも参画を
呼びかけたほか、地⽅創⽣交付⾦の活⽤等を提案。
岐⾩県と東美濃地域の7市町及び観光協会により29年7
⽉に発⾜した｢ひがしみの歴史街道協議会｣にも30年3⽉
から同様に参画。
観光･環境…三重

医療…愛知

成⻑余地の⼤きな医療機器産業を⽀援するため、関連
企業･⼤学･経済団体･⾏政機関等で構成する同協議会へア
ドバイザーとして参画し、⾦融･経済等に係る情報を提供。

取組の成果と今後の展開
○ 地⽅創⽣交付⾦や⾦融⾯での情報等を提供すること
により、地域･産業振興の取組を後押し。
○ 今後も観光振興を通じた地域活性化に寄与すべく、
参画を続け、適切な情報･アドバイスの提供などを⾏
い、後押しを継続していく。

○伊勢志摩国⽴公園エコツーリズム推進協議会
三重県の伊勢志摩国⽴公園におけるエコツーリズムの
推進を⽬的として、当地域の観光協会･観光関連企業･
NPO法⼈･国･地⽅公共団体等により30年2⽉に発⾜。
東海財務局はこの活動を後押しするため、同協議会の
設⽴準備会の段階からオブザーバーとして参画し、当局
として提供できるリソースを紹介。

(ツーリズム東美濃協議会)

(伊勢志摩国⽴公園エコ
ツーリズム推進協議会)
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地⽅創⽣⽀援

東海財務局及び岐⾩財務事務所

岐⾩県⾦融懇談会の設置
地域の課題共有や課題解決に向けて、県･⾦融機関･商⼯団体等の代表クラスで意⾒交換等を⾏う⾦融
プラットフォームを設置(平成30年2⽉)

概

要

○開催の⽬的･趣旨
・地域⾦融機関を取り巻く経営環境は厳しい状況
・⼈⼝減少が進む中で地域振興･活性化を図るには地域企
業や公共団体が抱える問題に向き合い、地域と共⽣して
いくことが重要であり、関係機関を集め｢地域貢献や地
域との共通価値の創造｣等について意⾒交換や議論する
場が必要
・こうした問題意識を岐⾩県へ伝えたところ、県も賛同

○懇談会の内容･進め⽅
・参加メンバー
岐⾩県(後援)、岐⾩県内に本店を置く⾦融機関、
商⼯団体、信⽤保証協会、東海財務局
・開催場所 岐⾩財務事務所
・進め⽅
年4回程度の開催
第1回は、⾦融審議会委員等多くの公職を務める、
神⼾⼤学家森教授による基調講演(地⽅創⽣のた
めに地域⾦融機関に期待されること)や岐⾩県の
商⼯政策について共有

取組の成果と今後の展開
○第1回の参加⾦融機関のコメント
｢本当の連携にしていくためにも仕組みづくりをリード
してほしい｣、｢地域⾦融機関の使命を再確認できた｣
○今後も、本懇談会を通じて岐⾩県の発展･活性化に向けた
議論を促していく
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地⽅創⽣⽀援

東海財務局

｢サービス業の⽣産性向上に向けた勉強会｣の開催
我が国のGDPの7割、地域雇⽤の⼤宗を占めるサービス業は、⽐較的⼩規模な事業者が多く、経験の
蓄積や⾦融情報に弱い⾯があることから、東海財務局の持つネットワークを活⽤して、⽣産性向上のた
めの課題を把握し、課題解決に向けて検討･実践するための勉強会を開催

概

要

＜勉強会参加者(連携先)＞
サービス業 9事業者
愛知中⼩企業家同友会
愛知県よろず⽀援拠点
愛知県、⽇本政策⾦融公庫
中部経済産業局
第1回 (平成29年2⽉)
｢サービス業の⽣産性向上｣に向けた意⾒交換
参加事業者の⽣産性向上の取組、課題を把握
第2回 (同年4⽉)
サービス事業者⽬線からのRESASの可能性の検討

RESASを紹介。活⽤⽅法の提案を募り、結果取りまとめ

第3回 (同年6⽉)
ﾓﾃﾞﾙｹｰｽ(医療)を題材としたｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
題材のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟを通し、ひらめきやﾋﾝﾄに繋げる
第4回 (同年9⽉)
ﾓﾃﾞﾙｹｰｽ(ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ)を題材としたｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
題材のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟを通し、ひらめきやﾋﾝﾄに繋げる
第5回 (平成30年1⽉)
湯⾕温泉の満⾜度･魅⼒度向上を探るﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
顧客⽬線がﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(3C分析)のｶｷﾞとなることを体感

取組の成果と今後の展開
・ 各回の勉強会結果を成果物としてHPで公表。
・ 参加者から勉強会の企画内容について意⾒を求め、参加
者の期待に応える取組として展開していく。
○｢RESAS活⽤シート｣

・ 商圏分析や店舗戦略
などの活⽤⽅法を提⾔
・ 勉強会参加者が有効
なツールであると拡散
・ 活⽤ｼｰﾄを、内閣官房
まち･ひと･しごと創⽣
本部事務局に情報発信
○モデルケースを題材としたグループワーク結果
・ひらめきやﾋﾝﾄに繋がり、他のｻｰﾋﾞｽ業でも有⽤との声
・題材とした事業者から感謝の声も
平成30年1⽉18⽇付
○マーケティング結果(温泉街活性化)
・顧客の満⾜度･魅⼒度向上の要因を探る
・公表した成果物をもとに、湯⾕温泉と⾦
融機関との勉強会も開始
・湯⾕温泉を題材とした勉強会として⼤き
く報道され、温泉街の知名度向上に寄与

中⽇新聞
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地⽅創⽣⽀援

東海財務局

地⽅公共団体と⾦融機関の連携をサポート
今後多くの公共施設等が⽼朽化による更新時期を迎えることから、必要な社会資本整備にあたり、⺠間の資⾦やノウ
ハウを活⽤することにより効果的に進めるべく、事例研究や意⾒交換を通じた地域課題解決を⽬指して、愛知県の知多
地域に所在する地⽅公共団体(7団体)と⾦融機関(地元2信⾦及び県内3地銀)の合同勉強会『PFIシャレット』を開催。

概

要
平成29年6⽉に開催した｢財投機
関によるPPP/PFIセミナー｣にお
いて、制度概要などの知識はあ
るが、進め⽅が分からない、踏
み出せない市町村の現状を把握

29年度の取組

✓先進的な団体の取組を聞きたい
⇒ 愛知県岡崎市及び⽇本政策投資銀⾏東海⽀店から
講師を招聘(第１回〜第４回)
⇒ 神奈川県横浜市(サウンディング調査)及び愛知県
名古屋市(パークPFI)を招聘(第４回)
✓意⾒交換の場を設けてほしい
⇒ 参加者によるグループワーク⽅式を導⼊
✓事業推進の課題解決に向けたイメージがわかない
⇒ 参加団体から提供された具体的な事業をグループ
ワークの題材とした

取組の成果と今後の展開
取組の成果

✓グループワークでは、岡崎市及び⽇本政策投資銀⾏
の講師に、論点整理や議論の講評を⾏ってもらい、参
加者の疑問解決の⼀助に
✓グループワークで出た様々な意⾒は、議題を提供し
た団体に還元
✓｢多くの事例･各市町の動
向が分かり参考になった｣、
｢同様の⽴場にある他市町と
意⾒交換ができ、また⾦融機
関の意⾒を聞けたことは有意
義｣との声
今後の展開

参加者からの声や他の地⽅公共団体からのニーズを踏
まえ、勉強会の展開を検討するなど、地域の課題解決
サポートのため、必要な情報提供を⾏っていく
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国有財産・地⽅創⽣⽀援

東海財務局

国有財産を魅⼒的なまちづくりに活⽤
尾張名古屋を代表する観光名所である名古屋城と、城を取りまく都市公園(名城公園)を魅⼒的なまち
づくりの拠点とするため、⺠設⺠営による公園施設の整備が進められるなか、名古屋市と連携し無償貸
付中の国有財産を活⽤した賑わいづくりに貢献。

概

要

○財産の概要
名古屋市に対し、都市公園(名城公園)として無償貸付
所 在 地︓愛知県名古屋市北区名城⼀丁⽬1番 外
区分・数量︓⼟地･339,522.40㎡
○公園整備の内容
①tonarino(トナリノ)
飲⾷施設、シャワー
を備えたランナーズス
テーション、広いウッ
ドデッキや植樹帯をバ
ランスよく取り⼊れ、
公園の魅⼒を創出

②⾦シャチ横丁
名古屋城のシンボルで
ある⾦シャチを冠した名
古屋の⾷⽂化･⽣活⽂化
を堪能できるまちなみを
整備し、来訪者に名古屋
の魅⼒を発信

(平成30年3⽉29⽇オープン)

(平成29年4⽉27⽇オープン)

取組の成果と今後の展開

(c)藤井浩司/ナカサアンドパートナーズ

名古屋市は、戦⽕で焼失した名古屋城や本丸御殿の復元に
取り組んでおり、お城を中⼼とした賑わい創出に国有財産
である名城公園が⼤きく関わっている。
今後も、名城公園が名古屋の魅⼒発信の⼀翼を担うこと
が期待されている。
60

国有財産

東海財務局

保育分野での国有財産の有効活⽤
名古屋市が保育所の⺠間移管等を図るなか、建物⽼朽化により別地移転が必要な保育所の移転先とし
て、距離･敷地規模の点で条件に適合した国有地を取得したいと要望。保育所の開所時期が平成29年度
であるためスピーディーに対応し、地域の保育に貢献。

概

要

○財産の概要
所 在 地︓愛知県名古屋市千種区萱場⼆丁⽬611番
区分・数量︓⼟地･1,572.10㎡
○スケジュール
引受年⽉⽇︓平成27年12⽉3⽇
契約年⽉⽇︓平成28年2⽉23⽇
開所年⽉⽇︓平成29年5⽉1⽇

取組の成果と今後の展開
名古屋市は、移転先を地域との関係や利⽤者の利便性を
踏まえ、既存の保育所から500m以内で模索していたところ、
当地が距離･敷地規模の点で条件に適合した。
名古屋市と連携しスピーディーな処分を実現。
今後も、保育分野をはじめ、地域に貢献できるよう引き
続き連携を図っていく。

○移転元と移転先
の位置関係
直線距離にして
北⻄約150mに
移動

出典：国土地理院ホームページ(http://mapps.gsi.go.jp/)
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⾦融

東海財務局及び静岡財務事務所

⼈⼿不⾜解消、働き⽅改⾰等で労働局と⾦融機関の連携⽀援
・静岡労働局と静岡県信⽤⾦庫協会に対し顧客企業にとって有益な連携策を提案
・愛知労働局と愛知県内の全ての信⽤⾦庫と働き⽅改⾰にかかる包括連携協定締結を⽀援

概

要

【背景】
《労働局の問題意識》
・⼈⼿不⾜解消や働き⽅改⾰への対応等が中⼩企業に
とって⾮常に重要な課題
《⾦融機関の問題意識》
・地域の⾦融機関は顧客企業のニーズや課題を共有し、
これに沿ったサービスの提供に努める必要
①静岡財務事務所の⽀援(全国初の三者連携)
(平成29年6⽉)
島⽥信⽤⾦庫とハローワーク島⽥で実施していた以下の
先駆的取組について、静岡県全域での展開を静岡労働局
及び県信⽤⾦庫協会に提案･調整。県下全域での展開を後
押し
・ハローワークの求⼈誌を島⽥信⾦全店舗に配置
・島⽥信⾦の顧客からの雇⽤問題等の相談に対し、同信
⾦とハローワーク職員が帯同訪問するなど、連携して
対応

②東海財務局(本局)の⽀援(平成29年11⽉)
愛知労働局が愛知県下の信⽤⾦庫との連携を模索してい
たなかで、全15信⽤⾦庫と連携協定の⼀⻫締結を後押し
【信⾦】
助成⾦等を顧客へ紹介
相談内容を労働局へ提
供 ほか

【労働局】
助成⾦等を信⾦へ紹介
情報提供を受けた事業
所を⽀援 ほか

愛知県内の労働者の働き⽅改⾰･地域振興の推進

取組の成果と今後の展開
○業界団体のコメント
｢県下の全信⽤⾦庫の店舗のネットワークを⽣かし地域産
業の発展につなげたい｣ (愛知)
○財務事務所が信⾦協会と労働局の三者同席の下、中⼩企
業経営者の⽣の声を聞く意⾒交換会を開催 (静岡)
○今後も当締結を踏まえた⽀援により中⼩企業の働き⽅改
⾰が進展し⽣産性向上、ひいては地域の活性化につながっ
ていくことを期待
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⾦融

東海財務局及び津財務事務所

障がい者就労⽀援施設等で⾦融講演を実施
就労している知的障がい者や来年から社会⼈として働く障がい者の⽅々を対象に、社会⼈として⾃⽴
していくために必要な｢お⾦の管理｣に関する⾦融講演を実施した。

概

要

なごや障害者就業･⽣活⽀援センターでの⾦融講演 (愛知県)
○なごや障害者就業･⽣活⽀援センターからの依頼を受け、平成29年6⽉17
⽇に基本編を、30年2⽉10⽇に応⽤編の2回にわたり⾦融講演を実施した。
○参加者は10代から60代の男⼥で、主に⼀般企業に就労し収⼊を得ている
が、⾦銭管理は親の⽀援や福祉権利擁護センターに頼っている⽅も多い。

取組の成果と今後の展開
○講演資料は、参加者を考慮して⼯夫した
オリジナルの教材を⽤い、アクティブラ
ーニング⽅式で実施。
○各グループに東海財務局職員と当セン
ターの⽀援員を配置し参加者をサポート。

○演題は｢お⾦について学ぼう｣とし、お⾦を管理できる｢やりくり上⼿｣を⽬
指して、基本編では収⼊と⽀出を知るために給料明細の⾒⽅や、必要なも
のと欲しいものを分けて考えることを学び、応⽤編では１週間分のおこづ
かいの使い途を考える｢やりくりゲーム｣に挑戦。
○講演後半には、当センターからの要望で、特殊詐欺被害防⽌啓発の⼨劇
｢架空請求って何だろう｣を披露。最後に参加者にも呼びかけ｢困った時は
、まず相談︕｣の合⾔葉を唱えて終了とした。
三重県⽴聾学校での⾦融講演 (三重県)
○この春に就職し、社会⼈として働く⽿の不⾃由な⽣徒たちに、社会に出て
必要になる給与や税の知識について⾝につけてもらうため、30年2⽉20⽇
に三重県⽴聾学校において、津税務署とコラボして講演を実施した。
○⼿話通訳を介して、｢就職後に役⽴つ税･⾦融の知識を⾝に付ける｣をテーマ
に、求⼈票や給与明細から労働条件を読み取る⽅法、源泉徴収制度、マイ
ナンバー制度、ライフプランの⽴て⽅の内容で講演。

参加者の声
・聴くだけでなく、実際に⼿を動かしてお⾦
の管理の仕⽅を学べ分かりやすかった。
(参加者)
・参加者42名のうち、8名が架空請求にあっ
たことがある。⼨劇を⾒て、特殊詐欺につ
いて、より幅広く話を聞かせたいと感じた。
(⽀援員)
○今後も、広く未開拓先のニーズを掘り
起こし、⾦融知識普及に努めたい。
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経済調査

東海財務局

地域経済分析における中⼩企業団体とのコラボレーション
⽇頃より親密な関係を築いている愛知中⼩企業家同友会(以下、同友会)と連携し、東海財務局だけで
は把握困難な中⼩企業の状況調査を併せて実施することで、より多⾯的な情報発信を⾏ったもの。

概

要

取組の成果と今後の展開

○調査テーマであった｢設備投資｣については、東海地
域の企業が全国を上回って増加するなか、企業規模別
では異なった側⾯があるのではないかと思われる⼀⽅
で、直接中⼩企業の状況を把握する⼿段がなかった。
○そこで、中堅職員間の意⾒交換会を定期的に開催する
など(※)、⽇頃より親密な関係を築いている同友会と
意⾒交換のうえ、同友会で実施したアンケート結果を
共有した。
※このほか、｢幹部職員との意⾒交換会｣や｢サービス業
の⽣産性向上に向けた勉強会｣も⾏っている。
【取りまとめた分析結果の一例】 設備投資に当たってのリスク
33.8%

外的要因
内的要因
人手不足
その他

8.1%
2.5%
2.7%

35.0%

67.6%
63.7%

48.6%
中小企業

大企業

中小企業では資金繰りや後継者不足などの｢内的要因｣を挙げる
企業が多く、次いで｢人手不足｣となっている。

『外的要因』とは、国内･海外経済、為替、原油･資源価格の変動など。
『内的要因』とは、資金繰り、需要･収益見通し、事業承継(後継者不足)など。
回答社数：大企業37社、中小企業157社(無回答4社除く)

【取組の成果】
○当局では把握できなかった中⼩企業における設備投資
の状況を踏まえた分析･公表が可能となった。

○同友会においても、傘下企業における設備投資調査の
分析結果を地元新聞社を通じて公表することができ
た(同友会の評価︓｢今回の調査により、傘下企業にお
いて、⼈⼿不⾜が設備投資の阻害要因となっているこ
とや、EV化等の時代の流れを踏まえた戦略的な投資が
できていないことが明らかになった｣)。
【今後の展開】
○同友会との意⾒交換会を引続き定期的に実施する。
○必要に応じて、同様のコラボレーション調査を実施
し、東海地域における中⼩企業の状況について、財務
局⻑会議等を通じて全国に発信する。
64

若⼿職員による取組・地⽅創⽣⽀援

東海財務局

若⼿地域連携PTによる地域貢献に向けた取組
東海財務局では、平成28年に中堅･若⼿職員が地域貢献を⽬指し、プロジェクトチーム｢スプラウト｣
を結成。今年度は11名のメンバーで、地⽅公共団体と連携した取組や温泉街の魅⼒度向上に向けた取組
など、地域貢献に向けた活動を実施。

概

要

取組の成果と今後の展開

｢江南市政策提案プロジェクトチーム｣への参加
・愛知県江南市がまち･ひと･しごと創⽣総合戦略に掲げる政
策を推進するため、若⼿職員で結成された｢江南市政策提案
プロジェクトチーム｣から依頼をいただき、スプラウトのメ
ンバー2名がオブザーバーとして参加。
・平成29年5⽉から12⽉にかけて検
討会議を実施。市の強み･弱み分析
を⾏い課題等を洗い出し、最終的に
は⼦育て世帯の移住⽀援事業として
空き家活⽤について政策提案書をと
りまとめ、市⻑等に報告を⾏った。
検討会議の模様

湯⾕温泉の魅⼒度向上に向けた取組
・愛知県新城市にある湯⾕温泉の魅⼒度向上を⽬指し、新城
市及び湯⾕温泉発展会会⻑にヒアリングを実施。
・温泉旅館の顧客ニーズを把握するため、全職員に対し温泉
旅⾏に関するアンケートを実施。若⼿職員⽬線で年代別及び
価格別でクロス集計して特徴を分析し、分析結果を湯⾕温泉
発展会の旅館関係者等と共有のうえ意⾒交換を⾏った。

組
江南市幹部へのプレゼン資料

○PTの提案に対する江南
市⻑からの意⾒
・空き家や⼈⼝減少の問題
の解決策についてよく取
組んでくれた。
・地域協働を謳う中で今後
は⺠間や地域と共に進め
ていくことが⼤切だ。

○温泉旅⾏に関するマーケ
ティング資料について
・年代別、価格別に特徴を分
析したことにより、ターゲ
ットに合わせた営業戦略を
策定する際に参考となる資
料を提供することが出来た。
温泉旅⾏に関する分析資料

今後も地域のニーズを把握しながら、地域に貢献でき
る活動を⾏えるよう努めていきたい。
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若⼿職員による取組・地⽅創⽣⽀援

東海財務局津財務事務所

若⼿職員が県内の地域活性化の取組状況を集約して提供
地⽅公共団体に提供できる有益な情報は何か。津財務事務所の若⼿職員が、業務上のネットワークや
情報集約⼒を最⼤限に発揮して、地域活性化に関する県内全域の取組や担い⼿間の連携状況を取りまと
め、地⽅公共団体との意⾒交換会等の場で、情報提供している。

概

取組の成果と今後の展開

要

津市役所の若⼿職員と地域活性化について情報交換

参加した市役所職員の声

○津市の若⼿職員と地域の課題等について定期的に情報交換。
平成29年11⽉、創業⽀援、企業誘致をテーマに2回⽬の意⾒交換会を開催。
財務事務所から提供できる有益な情報は何か︖(地域に役⽴つ財務局とは)
○津財務事務所の若⼿職員は、創業⽀援や企業誘致に関して、県内の市町が
独⾃の施策を展開しているものの、他の市町と情報交換を⾏っていないこと
や、近隣の担い⼿と⼗分に連携できていないといった実態に着⽬した。
○県全域における、創業者の掘り起こしや、誘致企業を確保するための⽤地整
備･税制優遇等の⼯夫した取組を提供することが有益ではないかと思案。
○意⾒交換会にあたり、業務上で繋がりのある地域の担い⼿(⾦融機関等)に
対してアンケートを実施したほか、幹部による商⼯団体とのヒアリングを通
じて得た｢地域の声｣を集約し、県内全体の傾向を分析して津市に提供した。
【集約･分析した情報】
〔創業支援〕
金融機関

○起業ニーズ把握のための⼯夫 ○⾏政等との連携状況

商工団体

○創業セミナーの開催状況

○⽀援実績と連携状況

〔企業誘致〕
地方公共団体

○企業誘致の組織体制
○戦略⽬標と誘致実績
○先進的な取組、課題と対応策

○県内全体の状況を把握でき、
｢ビジネスサポートセンター｣
の新設や専担部署の設置など、近年、特
に⼒を⼊れて取り組んでいる創業⽀援、
企業誘致に関して、先端的な取組が実施
できていると⾃信を持つことができた。
○現状の施策を更に推進するため、他の担
い⼿との連携強化が不可⽋と認識できた。
情報収集･分析を通じて得られたもの
○若⼿職員が財務局の有する業務上のネッ
トワークや情報集約⼒を最⼤限に発揮。
○県内の実態を横断的に分析することで、
個別の地⽅公共団体の取組を相対的に評
価でき、更なる取組の強化が期待できる。
○今後も若⼿職員のアイ
ディアをもとに、地域
に有益となる情報を発
信していきたい。
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広報相談

東海財務局及び岐⾩・静岡・津財務事務所・沼津出張所

意欲的に｢考える｣⾃ずと｢関⼼を持つ｣財政教育を⽬指して
財政教育プログラムが、⽇本の財政について意欲的に考え、⾃ずと関⼼を持つ機会となるよう、授業
内容を学校(⼩･中･⾼校)の協⼒のもとカスタマイズ。

概

要

授業効果を最⼤に発現するためには、⽣徒⾃⾝が意欲的に
考え、⾃ずと関⼼をもってもらうことが⼤切であり、そのた
めには学校(⽣徒)に合った教材、授業内容、形態とすること
が必要不可⽋と認識
29年度の取組

約3ヶ⽉前から学校の雰囲気、授業の進捗等をヒアリングし、
担当教諭と検討のうえ、最適な授業が提供できるよう随時プ
ログラムをカスタマイズすることとした
学校の要望と具体的事例

 プログラムの効果をより⾼めたい
⇒事前授業のなかで個⼈で予算案を作成し、考えが近い
⽣徒同⼠でグループを編成し、プログラムを実施
 財政を多⾯的な視点から考えたい
⇒地域の各世代を招聘し、予算案作成のためにヒアリング
⇒当局が講義を⾏う⼤学⽣がファシリテーターとして参画
 更に財政の課題を掘り下げた授業
を実施いただきたい
⇒世代別･役割別グループで議論する
ブラッシュアップ授業
(ロールプレイング形式)を追加実施

取組の成果と今後の展開
取組の成果(学校からいただいた声)

｢⽣徒がワクワクするような講義･教材だった｣
⇒タブレットを使ったクイズを
出したり、数兆円という⾦額を
地元の施設･シンボルにかか
った費⽤に例えることで、
⽣徒が発⾔、参加する講義と
することができた
｢⽣徒が深く考えていた。⼤⼈が考えても⼗分な内容｣
 地域の各世代からヒアリングした授業の効果
⇒その世代のリアルな問題、政策に期待する声を
⽣徒が把握できた
 ブラッシュアップ授業の効果
⇒⽣徒が⼤⾂等の役割を担うことで、その⽴場の考
え、財政の問題を実感できた
今後の展開

基本的な財政教育プログラムを実施しつつ、学校の声を
プログラムの進化に反映させ、⽣徒が財政に、より｢意
欲的に｣｢関⼼を持つ｣授業の提供を⽬指していく
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広報相談

東海財務局及び岐⾩・静岡・津財務事務所

東海4県で⼦育て世代に向けた財政講演実施
⼦どもの未来のために国の税⾦はどう使えばいいのだろう。東海財務局管内の4県(岐⾩県･静岡県･愛
知県･三重県)で、⼦育て中の職員が、⼦育て中のママ･パパに向けた財政講演を実施し、乳幼児同伴の参
加者と意⾒交換を⾏った。

概

要

○昨年度愛知県で始めた取組を、今年度は東海4県全てで実施。
○⼦育て中の職員が講師となり、⼦育て中のママ･パパに対し、⽇
本の財政や税⾦の使われ⽅について、乳幼児同伴でも聞けるような
内容で講演及び意⾒交換を⾏った。
○開催場所の要望等を踏まえ、財政の話だけでなく、ライフプラ
ン･マネープランの話、セルフメディケーション税制の説明など、
⼦育て世代が知りたいことをカスタマイズしながら資料を作成。
○主な開催実績
岐⾩
静岡
愛知
三重

⽇にち

開催場所(イベント)

Ｈ29.9.22

⼤垣⻄濃信⽤⾦庫(育休職員向け研修)

H29.11.18

⼤垣ソフトピアジャパン(ワタシゴトフェスタ)

Ｈ29.6.12

静岡英和学院⼤学(⼦育てサロン｢あちょぼ｣)

H29.11.4

常葉⼤学(学園祭)

H29.12.6

名古屋市⼦ども･⼦育て⽀援センター

H30.1.11,23

江南市交通児童遊園(親と⼦の遊びの広場)

H29.11.13

⾼⽥短期⼤学(おやこひろば｢たかたん｣)

H30.2.23

津市桜橋⼦育て⽀援センター

取組の成果と今後の展開
○参加者の声
・会社員時代は税⾦と聞くとマイナスのイメージし
かなかったが、⼦育てをして初めて2⼈⽬の保育料
の補助など、税⾦の恩恵を受けていることを実感し
ている。
・将来⼦供が⼤きくなった時のことを考えることが
出来て、国の財政を知ることは⼤事だと思った。
・国や市の制度は知らなければ役に⽴たないことも
多い。制度を利⽤できるよう、⾃分の意識を変えて
いこうと思った。

今後も、出席者の声を⼤切に活かしながら、⼦育て
世代の⽅が国の財政について学んで、⼀緒に考える
時間を提供していきたい。
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広報相談

東海財務局静岡財務事務所

地元⼤学との連携深化
・将来、保育者を⽬指す学⽣に、財政の現状について勉強会開催
・静岡県と共同で、保育⼠の処遇、育成についても説明
・⼤学が開催する⼦育て層向けのイベントで、⼤学と連携して財政の出前講座開催

概

要

取組の成果と今後の展開

○保育⼠や幼稚園教諭等、保育者を⽬指す学⽣を対象に、
財政の現状と、財政の⼦育てへの寄与等について理解し
てもらうよう、勉強会を開催

○⼤学主催の⼦育て層向けイベントでの財政講座に発展
・⼤学講義の評価から、⼤学主催の⼦育てサロン等にて
｢⼦育て層｣向け財政講座の開催に理解･協⼒

〖静岡英和学院⼤学〗(Ｈ29.5.22)
・コミュニティ福祉学科の1年⽣に、若⼿･⼦育て経験
職員が、｢税は⼦育てのミカタ｣と題して、財政の現
状と⼦育て経費を中⼼に社会保障の現状等を解説

〖静岡英和学院⼤学〗(Ｈ29.6.12)
・講義を受けた学⽣たちが⾏う⼦育てサロン(みんなで
あちょぼ)で財政講座を開催
・学⽣が教室で幼児の⾯倒をみるなど運営に全⾯協⼒
〖常葉⼤学〗(Ｈ29.11.4)
・学園祭で来場者に対してマネー･財政講座を開催
・講義を受けた学⽣たちが広報チラシ
作成、会場設営など全⾯協⼒
○今後の展開
〖静岡英和学院⼤学〗
・平成30年3⽉に締結した連携協定に
基づく寄付講座に講師派遣
〖静岡県⽴⼤学短期⼤学部〗
・平成30年度、⼦育てフェアに参加協⼒(予定)
〖常葉⼤学〗
・平成30年度、草薙校舎にて産学官連携公開講座(予定)

〖静岡県⽴⼤学短期⼤学部〗(Ｈ29.9〜30.1)
・⼤学との協議の上、こども学科1年⽣有志(8名)と
勉強会開催(3回)
・⼦育て中の男性や若⼿⼥性職員が講義
・⼤学、学⽣の要望を受け、保育者の処遇等について、
初めて、静岡県(こども未来課)と
共同で説明
・これから保育職を⽬指す学⽣の⼠気
の向上につながった
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1. TEAMちほめんの躍進
2. 地域の課題解決に向けた⼤学⽣のチャレンジを⽀援
3. 舞鶴出張所による京都北部地域の活性化に向けた取組

〜旧軍⽤財産視察会及び地域産業⽀援施策活⽤セミナーの開催〜

4. “⼭元(⼭林所有者等)への利益還元”に着⽬した林業振興⽀援
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国有財産
地⽅創⽣⽀援
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地⽅創⽣⽀援
⾦融
地⽅創⽣⽀援
若⼿職員
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局

地⽅創⽣⽀援

78

神⼾

地⽅創⽣⽀援
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10. 継続的な意⾒交換から⽣まれた≪⼥性団体による地域PR≫⽀援

和歌⼭

地⽅創⽣⽀援
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11. ⼈材育成事業“たなべ未来創造塾”を⽀援

和歌⼭

地⽅創⽣⽀援
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局
管内事務所
局
管内事務所

広報相談
若⼿職員
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広報相談
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5. 特定の観光資源をテーマに⽀援し関⻄広域連携へ
6. 経済産業局等の機関と連携し、国等の産業⽀援策の活⽤を促進

局

7. 関⻄国際空港で南河内地域のインバウンドPRイベントを開催

局

〜若⼿職員が地域の観光振興事業へ直接参画〜

8. ⺠間企業等とコラボレーションした地⽅創⽣⽀援
9. 兵庫県の特産物ブランディング⽀援

12. 局･全事務所体制による⼦育て世代向け広報活動の展開
13. 財政教育プログラムの新展開
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地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組

近畿財務局及び京都・神⼾・奈良・⼤津・和歌⼭財務事務所・舞鶴出張所

TEAMちほめんの躍進

● 若⼿･中堅職員が主体的に活動できる体制として、登録制のTEAMちほめんを結成
● 地⽅創⽣に取り組む地域の若年層と協⼒して企画を⽴案することで、企画内容を多様化
● イベント結果を｢ちほめんNEWS｣として公表し、地域のPRを兼ねて取組を広く情報発信

TEAMちほめんの結成
地⽅創⽣を継続して⽀援するためには、若⼿
中堅職員が主体的に活動できる体制が必要。
登録制のTEAMちほめんを結成。興味を持つ
企画ごとに、⾃由に参画できる体制を構築。(当初36名⇒76名まで倍増)

TEAMちほめんの強み
地⽅創⽣に取組む地域の若年層と協⼒体制を構築
・地⽅創⽣の取組は、⾃治体をはじめ地域の若年
層が牽引する流れになっており、同世代のTEAM
ちほめんは、地域に受け⼊れられやすい環境。
各企画はTEAMちほめん全体でブラッシュアップが可能

TEAMちほめんの躍進
結成後の企画実績は45件
・TEAMちほめんの結成後、イベントの実績は2年間で45件。
形式的な意⾒交換にとどまらず、地域の課題を解決するため
に、観光･農林⽔産･中⼩企業⽀援等をテーマとして、外部
講師を招いたセミナーやワークショップを中⼼に開催。
従来のセミナー形式に加えて企画内容を多様化
・同世代の地域の若年層と⼀緒に企画を⽴案、
実⾏することで、企画内容も多様化。
○ ⾃治体事業への直接参画(冊⼦制作協⼒)
○ ⼤学との連携(⼤学⽣のアイデア活⽤)
⇒ 地域と同世代のネットワークを構築し、 ちほめんが作成協⼒して
継続的にフォローアップを展開。
完成した地域の観光冊⼦

・それぞれの企画は、参画するメンバーで構成していくほか、
取組の成果は｢ちほめんNEWS｣として外部発信
全メンバー対象のワークショップでブラッシュアップが可能。
・ちほめんNEWSでイベントのポ
・ワークショップ冒頭の局⻑訓⽰で、地⽅創⽣の意義を認識。
イントや経緯を紹介し、企画未
ワークショップ
ワークショップ冒頭
は若⼿の柔軟な
経験者が先例として学ぶことで、
局⻑からの訓⽰
発想を⽣み出す
新たなチャレンジを可能とした。
ためにメンバー
のみが⼊室。
・Ｈ29.8から近畿財務局HPでの
ワークショップ
外部公表を開始、広く情報発信。
終了後に、局⻑
ほか幹部が成果
イベント先の地域PRにも寄与。
品を確認し評価
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地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組

近畿財務局及び奈良・⼤津財務事務所

地域の課題解決に向けた⼤学⽣のチャレンジを⽀援
● ⼤学が関わる｢地域の課題｣を地域⾦融機関から聴取し、その解決に向けて⽀援。
1. 県内就職率の上昇に向けて、地元で働く魅⼒を感じる機会を与える企画
2. ⼤学⽣の観光振興アイデアのビジネス化に向けて、取組⽅法を検討する企画
● TEAMちほめんと⼤学⽣という、同世代の若者同⼠の交流を通じて、地域の課題解決に挑戦。

概
課題の汲み取り

具体的な取組内容

要
地域⾦融機関から、⼤学や⼤学⽣が
関与する地域の課題を聴取

支援方法の検討

⼤学(学)･⾦融機関(⾦)･財務局(官)が
連携し、取組･⽀援⽅法を検討

企画の提案･実施

事業者(産)にも協⼒を仰ぎ、地域が⼀
緒に考え･取り組む企画を実施

大学
金

地域の課題解決に向けた取組

１．⼤学⽣の地元就職⽀援企画
奈良県⽴⼤学×奈良信⽤⾦庫×近畿財務局
【課題】奈良県は⼤学⽣の県内就業率が低く、特に⼥性の
就業率が極めて低い(全国ワースト1)
地元の⼥性経営者等を招き、学⽣に｢奈良県で働く
魅⼒･⼥性が働く魅⼒を感じる機会｣を提供。
(計6回の連続講座)

産

財務局
２．⼤学⽣のアイデアを活⽤した観光振興企画
滋賀県⽴⼤学coc＋×滋賀中央信⽤⾦庫×近畿財務局
【課題】信⾦主催アイデアコンテストで表彰を受けた
びわこ学院⼤学⽣のアイデア(新しい観光コ
ンテンツ)を具体的なビジネスに具現化して
いきたい

学⽣の多くが⼥⼦⼤⽣

学⽣のアイデアを広
く知ってもらい、そ
れを事業化するため、
地域事業者と学⽣が
具体的な取組⽅法を
検討する企画を提案。

地元の⼥性経営者を招聘

⼤学⽣が事業者と意⾒交換
⼤学⽣がアイデアをプレゼン

⇒マップ作成等、事業化
に向けた始動の兆し
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地⽅創⽣⽀援・国有財産

近畿財務局及び京都財務事務所・舞鶴出張所

舞鶴出張所による京都北部地域の活性化に向けた取組
〜旧軍⽤財産視察会及び地域産業⽀援施策活⽤セミナーの開催〜
● 舞鶴市の地域活性化に資するべく、未利⽤の旧軍⽤財産のうち観光資源としての活⽤が⾒込まれるもの
について、地元有識者を招聘し視察会を実施。(旧軍港市⽇本遺産WEEKで⼀般初公開)
● 京丹後市の中⼩企業経営者に向けて、国の地域産業⽀援施策の活⽤セミナーを開催。

概要① 旧軍⽤財産視察会
Ｈ29.10.17~18 観光資源となりうる旧軍⽤財産の視察会
(舞鶴市、京都府や国の出先機関、商⼯会議所の幹部を招聘)
１．東⼭特設防空指揮所 (地下壕)
● 昭和16年から地下壕の建設開始
● ⼤きさはテニスコート2⾯分、
⾼さは最⼤18m
(戦時中は2階建て軍事施設)
２．旧海軍第三⽕薬廠 覆⼟式⽕薬庫
● 昭和15年に建設された⽕薬庫
●｢覆⼟式｣という⽅式で建築
戦時中のものが現存するのは⾮常
に珍しい。(ロケ地としても活⽤)
3．⼾島･蛇島
● 戦時中は⼤砲発射場や、医療所、
ガソリン庫として活⽤された
● 現在は上陸禁⽌の無⼈島となっ
ているが、歴史的遺構が残存

概要② 地域産業⽀援施策活⽤セミナー
Ｈ29.12.19 中⼩企業経営者のための国の地域産業
⽀援施策の活⽤セミナー (京丹後市)
● 当局が経産局と労働局に
呼びかけ、セミナーと共に
意⾒交換会を開催。
● 京丹後市⻑、地元経済団体、
⾦融機関を交え、地域経済
の活性化について議論。

取組の成果
● 舞鶴出張所の所属職員を中⼼に、準備･設営を⾏った結果
両イベントともに多数の来訪者を迎え、好評を博した。
● 旧軍⽤財産視察会

⇒

計58名の参加 (※)

● 国の地域産業⽀援施策の活⽤セミナー
⇒ 計100名超の参加
※ Ｈ29.10.28には東⼭特設防空指揮所を旧軍港市⽇本遺産
WEEKにおいて⼀般市⺠向けにも公開(来訪者多数)。
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地⽅創⽣⽀援

近畿財務局及び奈良財務事務所

“⼭元(⼭林所有者等)への利益還元”に着⽬した林業振興⽀援
● 若⼿職員(TEAMちほめん)が主体となり企画、運営。
● ｢川上事業者(⼭元)が如何に稼いでいくか｣という、従来にはなかった新たな視点から、⼭元への利益
還元に取組む事業者を講師に迎え、講演会と交流会を実施。

概

要

Ｈ29.4.27 ⼭元の利益還元のあり⽅について
〜奈良県南部東部地域の林業振興に向けて〜
1. 儲ける林業 (株式会社⼋⽊⽊材 ⼋⽊代表取締役社⻑)
・効率化により⽣産性を上げても、
⽊材価格が値崩れし⼭元がその
影響を被る構造に直⾯
・そこで、素材⽣産業者や製材業者
が共同で運営する製材所を⽴上げ、
⼭元が安定して利益を得ることが
できる仕組みを構築
2. ｢⽊を使い切る｣真庭の取組について
(銘建⼯業株式会社 中島代表取締役社⻑)
・未利⽤材や製材端材などを
バイオマス発電に活⽤する岡⼭県
真庭市での取組のほか、近年、世
界的に⽣産が増加しているCLT(板
の繊維⽅向が直⾏するよう積層接
着した厚型パネル)の⽣産･活⽤事
例を紹介

経

緯

○ TEAMちほめんの若⼿職員が主導となり、奈良県での地⽅
創⽣プロジェクトを実施することに。
テーマを決めるにあたり、奈良県と継続的な意⾒交換会を
実施する中で、以前は吉野杉のブランドで林業が活況で
あったが、需要の低迷から材価が下がり、収⼊も上がらず
働き⼿が減り、更に衰退が進むという負のスパイラルに
陥っている状況を確認。
○ 県の従来の取組は川下事業者⽬線のものが多かったこと
を踏まえ、｢⼭元への利益還元｣という、川上にスポット
を当てたテーマでセミナーを開催することを決定。

取組の成果と今後の展開
○ イベント当⽇は、県内企業
関係者のほか、地⽅公共団
体職員や⾦融機関職員など、
計126名が参加。
参加者からは、｢林業業界の有名⼈お⼆⼈が揃った講
演を聞けて⾮常に参考になった｣等の感想をいただく
など、好評を博した。
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地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組

近畿財務局及び⼤津財務事務所

特定の観光資源をテーマに⽀援し関⻄広域連携へ
●サイクリング観光に焦点をあて、関⻄圏で盛り上がりをみせつつある各地域に対し、先駆的なノウハウ
を展開し、さらに互いが連携できる交流の場を提供し、広域的な連携に繋げていく。
●古⺠家活⽤による観光に焦点をあて、先駆的なノウハウを学ぶ場を広域的に提供。

②古⺠家活⽤をテーマに広域展開

①サイクリング観光をテーマに広域展開
○ ビワイチ (滋賀県琵琶湖⼀周) × しまなみ海道 (愛媛県)

○ 兵庫県篠⼭市 × 滋賀県

世界的に著名な『しまなみ海道』の先駆的なノウハウを、関⻄圏で
盛り上がりつつあるビワイチに展開する機会を設定 (Ｈ29.12.14)

昨年度に、古⺠家再⽣の先駆者である⼀般社団法⼈
NOTEの藤原代表(兵庫県篠⼭市)から、滋賀県の事業
者がノウハウを学ぶ機会を提供。 (H28.12.9)

しまなみ海道

プロサイクリスト
からみたノウハウ

⾨⽥講師

上記講演会で
学んだ⼿法で
実際に事業開
始した事業者

地域と共に作り
上げたノウハウ

⼭本講師

○ ビワイチ (滋賀県琵琶湖⼀周)
× 播磨連携中枢都市圏 (兵庫県)
⾃転⾞観光に取り組み始めた播磨地域へ
ビワイチのノウハウを提供 (Ｈ29.8.25)
○ ビワイチ (滋賀県琵琶湖⼀周)
× アワイチ (兵庫県淡路島⼀周)
関⻄圏でビワイチとともに⼈気が上昇中
のアワイチに取り組む淡路島内⾃治体と
滋賀県⾃治体が、共同PR等の連携を検討
する機会を提供 (Ｈ29.12.14)

篠⼭市

滋賀県

⾕⼝⼯務店

⾕⼝代表

加⻄市
近畿局がノウハウの
習得機会を広域展開
し、事業実施拡⼤へ
播磨圏

○ 滋賀県 × 兵庫県加⻄市
ビワイチ

アワイチ
近畿局がノウハウの
習得機会を広域展開
し、各地域が連携へ

古⺠家再⽣による観光振興に
取り組み始める加⻄市の事業
者に対し、⾕⼝⼯務店による
⼤津市内の古⺠家を活⽤した
施設の現地⾒学会･講演会を
設定し、ノウハウを展開。
(Ｈ30.2.19)

古⺠家現地⾒学会
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地⽅創⽣⽀援・⾦融

近畿財務局

経済産業局等の機関と連携し、国等の産業⽀援策の活⽤を促進
● 国等の産業⽀援策について、中⼩企業経営者には情報が⼗分に浸透していない状況。
● 近畿経済産業局や⼤阪労働局等と連携し、中⼩企業に接する地域⾦融機関向けに産業⽀援セミナーを
継続開催するほか、産業界からの要望も受け、各地域に赴いたセミナーも開催。

概

要

○国等の地域産業⽀援施策の活⽤促進のためのセミナー
・産業⽀援策については、各省庁に様々なメニューが
あるが、中⼩企業経営者から｢国の⽀援施策を活⽤し
ていない｣、｢どのような国の⽀援メニューがあるのか
知らない｣などの声が聞かれるところ。
・⼀⽅で、⾦融機関は顧客との｢共通価値の創造｣を⽬指
すため、事業性評価による融資等、顧客⽀援の取組を
⾏っているが、国の様々な⽀援施策に精通しておくこ
とも事業性評価には有⽤と考える。
・そこで⾦融機関から、あらかじめ｢これまで有効で
あった産業⽀援施策｣及び｢今後活⽤したい施策｣を聴
取し、現場のニーズに合うよう、毎回テーマを変え
セミナーを継続開催。
・また⾦融機関以外の産業界からの要望も受け、各地
域に赴いてセミナーを開催してほしいという要望に
応えるセミナーも地域で開催。

取組の成果
１．⾦融機関向け産業⽀援セミナー
 第2回︓平成29年4⽉14⽇開催 (参加⼈数55名)
『雇⽤関係助成⾦･農業関連補助⾦･農業融資･農業参⼊⽀
援』(⼤阪労働局、近畿経産局、農⽔省、JFC)
 第3回︓平成29年6⽉21⽇開催 (参加⼈数48名)
『企業の海外進出･海外展開』(近畿経済産業局、JETRO⼤
阪本部、中⼩機構近畿本部、JICA関⻄、INPIT)
 第4回︓平成29年9⽉6⽇開催 (参加⼈数51名)
『企業⽀援のための専⾨家相談･派遣事業･⽣産性向上』
(近畿経済産業局、中⼩機構近畿本部、兵庫信⽤⾦庫)
 第5回︓平成30年2⽉13⽇開催 (参加⼈数70名)
『経産省予算関係、ベンチャー等向け⽀援、総務省施策説
明』 (近畿経産局、NEDO、近畿総合通信局、弁護⼠会)

2．産業界向け⽀援セミナー
・兵庫⼯業会の次世代を担う会員｢しん
ゆう会｣からの要望を受け開催
◇平成29年9⽉15⽇ (参加⼈数15名)
『第⼆創業⽀援』(近畿経産局、兵庫県)
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地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組

近畿財務局

関⻄国際空港で南河内地域のインバウンドPRイベントを開催
〜若⼿職員が地域の観光振興事業へ直接参画〜
●地域が作成するPR動画･観光冊⼦について若⼿職員が地域の若⼿職員と共にアイデアを創出
●訪⽇外国⼈の⽞関⼝である関⻄国際空港で、PR動画上映･観光冊⼦配布を⾏うPRイベント
“Welcome Minami Kawachi”を開催。インバウンドを直接地域へ取り込む効果を発現

地域の冊⼦･動画作成事業に参画

関空PRイベントをプロデュース
○ 富⽥林市を中⼼とする南河内地域へ外国⼈旅⾏客を取り込む
ために、訪⽇外国⼈の⽞関⼝である、関⻄国際空港における
PRイベントをTEAMちほめんが提案し、同市と共催で開催

○ TEAMちほめんが、富⽥林市ほか南河内地域の若⼿職員
と協⼒し、柔軟な着眼点で、様々なアイデア出しを実施

ワークショップで
アイデア出し

⼤型モニターによる
ＰＲ動画の上映

外国⼈旅⾏客に
TEAMちほめん
が観光冊⼦配布

PR動画

TEAMちほめん
全体でイベントを
ブラッシュアップ

観光冊⼦

着実な観光客獲得に寄与

TEAMちほめん作成
撮影フォトフレーム

⇒

着ぐるみの⼈員は
ちほめんメンバー

当⽇は外国⼈を中⼼に1,300部を超える観光冊⼦を配布。
着ぐるみやフォトフレーム撮影によりPR効果を⾼めた。

○ 外国⼈が増加している旨の地元団体の声を受けたほか、
イベントで特にPRに努めた、地元で開催された富⽥林
寺内町の伝統⾏事｢ひなめぐり｣が多数の⼈出を達成す
る等、着実な効果を発現。 イベント翌⽇、地元で賑わうひなめぐり
(寺内町ひなめぐり)

Ｈ30.3.11〜12 16,500⼈
※ 過去10年、平均して概ね15,000⼈未満
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地⽅創⽣⽀援

近畿財務局

⺠間企業等とコラボレーションした地⽅創⽣⽀援
●多様な⼈材が集まるナレッジキャピタルをプラットフォームに、地⽅創⽣にノウハウのある者を招聘、
⺠間事業者と⾦融機関･⾃治体職員の交流の場を継続的に提供。
●ベンチャー企業が集積する｢にしなかバレー｣に参画し、地域で活躍する⼈材育成をサポート。

取組の成果

概 要
１．地⽅創⽣セミナー IN ナレッジキャピタル
地⽅創⽣の課題解決のノウハウをもつキーパーソン
を招聘し、⾃治体、⾦融機関、⺠間事業者が相互につ
ながる⼈材交流の場を、セミナーを継続開催すること
で提供。

2 ．ベンチャー企業経営者との意⾒交換会
迅速かつ⼤胆な挑戦が可能
なベンチャー企業の創出は、
成⻑戦略の⼀つとしても位置
づけられているところ。
当局としても、ベンチャー
企業の創出は、地域の雇⽤や
経済活性化になくてはならないものと考え、ベンチャー
企業が抱える課題･ニーズを探り、その解決に向けた取
組につなげるための意⾒交換会･交流会を開催。

１．地⽅創⽣セミナー IN ナレッジキャピタル
計７回開催 (以下は主な講師)
第8･9回

第10回

中島清⼀ ⽒ ⾚川英毅 ⽒
⼤阪⼤学国 国⽴循環器病
際医⼯情報 研究センター
センター特 知的資産部事
業化戦略室⻑
任教授
2 ．にしなかバレーの⻤退治

第11回

⻄辻⼀真 ⽒
株式会社マ
イファーム
代表取締役

第12回

深尾昌峰 ⽒
株式会社
PLUS SOCIAL
代表取締役

関⻄のベンチャー企業集積地として注⽬を浴び始めてい
る⻄中島。この地を｢起業の聖地｣とすべく、⾮営利団体＜
Nishinaka Valley(にしなかバレー)＞が活性化に取り組んで
おり、当団体に所属するベンチャー企業の経営者と意⾒交
換会や事前ヒアリングを実施。
今後のベンチャー企業⽀援に向け、にしなかバレー及び
⻄中島地域の魅⼒、経営の課題(⻤)等について意⾒交換を
⾏った。
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地⽅創⽣⽀援

近畿財務局神⼾財務事務所

兵庫県の特産物ブランディング⽀援
●各市町の取組状況等を通じ、課題解決のためのワークショップの場を提供
●官⺠のブランド化⽀援策の情報提供

概

要

【講演会】
１．成功事例から学ぶノウハウ共有
兵庫県佐⽤町は、官⺠共同で出資した有限責任事業組合
(LLP)を設⽴し、官⺠それぞれの得意分野を活かして、
中学校の廃校跡地にIOT技術を駆使した最新式の農業
プラントを建設。品質の安定し
たブランドトマト｢夢茜｣の⽣産･
販売に成功。佐⽤産品を『佐⽤
⾵⼟(Sayo Food)』として新た
なブランドを展開中。
２．地域⾦融機関の取組
みなと銀⾏による｢農･⾷｣に関する⽀援内容の紹介。投
資ファンド等による資⾦調達や、外部企業との連携による
専⾨的かつ多様なサポート、みなと銀⾏グループが持つ
ネットワークを活⽤したビジネスマッチング、販売及びPR
⽀援等について、地域内の具体的活⽤事例を踏まえ紹介。
３．国の6次産業化⽀援策
近畿農政局兵庫県拠点より、6次産業化促進のための⽀援策
として、新商品の開発、交付⾦や融資の特例制度の⽀援メ
ニューについて情報提供。

【ワークショップ】
４．各市町の取組状況や課題について
8市町が2グループに分かれ、
各⾃の特産品ブランド化にかか
る取組課題を発表。商⼯会議
所、商⼯会連合会、県⺠局、⾦
融機関、事業者も参加し、情報
交換を実施。その後は、全体で
の交流会を開催。

取組の成果と今後の展開
〜 兵庫五国の各エリアの
地公体の宝物を全国へ 〜
○ イベント当⽇は、県内企
業関係者のほか、地⽅公共団
体職員や⾦融機関職員など、
計46名が参加。
○ 今後もブランド化をキー
ワードとして継続した情報交
換の場を提供、更なるネット
ワークの拡⼤を図っていく。

丹
波

但
馬

播
磨

摂
津

淡
路
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地⽅創⽣⽀援

近畿財務局和歌⼭財務事務所

継続的な意⾒交換から⽣まれた≪⼥性団体による地域PR≫⽀援
●地⽅創⽣への意欲が特に⾼い地域で継続的に意⾒交換を重ねる中、⼥性団体からニーズを発掘。
●同団体を含め、複数の団体が発信する地域PRの場として、和歌⼭市中⼼部に建替が完了した新合同庁舎
を提供することで、当⽇は複数の報道機関により放映され、効果的にニーズへ対応。

概

経

要

Ｈ29.11.9 ⼥性が活躍する地⽅創⽣魅⼒発信イベント
〜きらきら⼥⼦はばたけプロジェクト in 和歌⼭〜

緯

○ 和歌⼭財務事務所では、Ｈ28.11より和歌⼭県新宮市周辺
地域の企業経営者等との意⾒交換会を継続して開催。

１．⼥性団体3団体によるPRプレゼンテーション
○ 出席団体の課題解決に向けた意⾒交換を3回に渡り実施す
る中、若⼿⼥性団体から地域PRに向けた団体の活動内容の
効果的な発信⽅法に係る課題を確認。
① 新宮市魅⼒発信⼥⼦部
② 魅⼒発掘×きのかわ⼥⼦
③ 斑鳩町商⼯会⼥性部

イベント出席者42名
及び報道機関を通じ
ての地域PR

２．情報発信社の講師によるPR⼿法の紹介
講師︓㈱読売奈良ライフ社⻑
先駆的･戦略的な
PRノウハウの吸収

⇒

新合同庁舎で⼥性団体の取組の発表の場を提供するほか、
有識者による講演や、団体間の意⾒交換の場を設けるこ
とにより、より効果的なPRが⾏えるよう⽀援。

取組の成果

○ イベント当⽇は報道関係者や
地⽅公共団体職員、県内企業
経営者など、計42名が参加し、
広くPRを実施。

３．団体間での意⾒交換
地域に即した名産品
の展開等、具体的な
課題を団体間で考察

3つの報道機関
によりプレゼン
模様をTV放映
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地⽅創⽣⽀援

近畿財務局和歌⼭財務事務所

⼈材育成事業“たなべ未来創造塾”を⽀援
●『地域の課題解決』と『地域資源の活⽤』をビジネスの⼿法で解決する⼈材の育成、ビジネスモデル
の創出を⽬指し、和歌⼭県⽥辺市と富⼭⼤学地域連携推進機構が主催で創設
●⽇本政策⾦融公庫、地元⾦融機関、商⼯団体、和歌⼭財務事務所など、産学官⾦が⼀体となり運営
を⽀援

概

要

たなべ未来創造塾<第⼆期>
◎Ｈ29.8〜Ｈ30.2 の約7カ⽉間にわたる取組
専⾨家や実践者などによる講義を開催するとともに、塾⽣同
⼠のディスカッションを通じて、深く掘り下げることで、塾
⽣⾃らが具体的なビジネスプランを検討
ステップ1
ステップ2
ステップ3
ステップ4

経

和歌⼭県⽥辺市は、世界遺産｢熊野古道｣をはじめとする多
くの地域資源に恵まれる⼀⽅、少⼦⾼齢化に伴い、空き家や
空き店舗が増加するとともに、地域の担い⼿不⾜といった
課題を抱えている。
こうした地域資源の活⽤と地域課題
の解決に向け、企業の営利活動との共
通項を探し出し、本業を⽣かしてでき
るビジネスモデルの創出、ビジネスリ
ーダーの育成を⽬指した｢たなべ未来
創造塾｣を創設。

基礎知識の習得
ケーススタディ
ビジネスプランの構築(演習)
成果発表(修了式)

◎主な講義等
・ ｢先例事例から学ぶビジネスチャンス｣
⽥辺市熊野ツーリズムビューロー 多⽥会⻑
美吉屋旅館 吉本⽒ (当塾第⼀期⽣)
・ ｢最近の⾦融機関を取り巻く環境と⾦融⾏政の取組｣
近畿財務局 和歌⼭財務事務所⻑

緯

取組の成果
◎ 修了後の塾⽣の声
・⾃分の仕事をどのように地域に役⽴
てていけるかということを考える良
いきっかけとなった
・当塾に参加したことで、⾊々な⼈と知り合えたことは財産
・塾の後押しがあったからこそ、地域に寄り添うお店(パン
屋さん)をオープンさせることができた
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広報相談・若⼿職員による取組

近畿財務局及び京都・神⼾・奈良・⼤津・和歌⼭財務事務所・舞鶴出張所

局･全事務所体制による⼦育て世代向け広報活動の展開
● 本局及び事務所･出張所が組織⼀体的に、⼦育て世代をターゲットに財政健全化広報を展開。
● 局･事務所内の広報サポーターの登録は93⼈に⾄り、幅広い層の職員が講師を務める。
● 若⼿職員がアイデアを出し合い、参加者にとって、より親しみやすい広報資料を作成。

概

要

より親しみやすい広報に向けた⼯夫

○ ⼦育て世代に関⼼の⾼いマネー講座や、おこづかい講座と
組み合わせ、⼦育て⽀援センターや図書館を中⼼に展開。

○ 若⼿職員がアイデアを出し合い、⼦育て世代の参加者に
とって、より親しみやすい広報資料を発案。

○ ⼥性講師のほか、開催地のニーズにあわせて、⼥性講師と
男性講師のペアや、男性講師のペアにより実施。

取組の成果
○ 局に加え、全ての事務所･出張所において広報活動を展開
しており、管内合計で149先、延べ1,955⼈に対して実施。
○ 局･事務所内の広報サポーターの登録は93⼈に⾄り、
若⼿職員も含め、幅広い層の職員が講師を務める。

本局

奈良財務事務所

京都財務事務所

和歌山財務事務所

神戸財務事務所

舞鶴出張所

○ 紙芝居で分かりやすく進⾏
するなど、局･各事務所･出
張所が⼯夫しているポイン
トについて、本省及び他の
財務局へノウハウを展開。

大津財務事務所

今後の展開
引き続き、⼦育て⽀援センターや図書館･公⺠館の広域展開
に努めるほか、幼稚園や保育所、ジョブカフェ･マザーズコー
ナー(⼥性向け就業⽀援所)、ウィメンズベース(⼥性活躍拠点)
など、多様な広報機会を開拓。
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広報相談

近畿財務局及び京都・神⼾・奈良・⼤津・和歌⼭財務事務所・舞鶴出張所

財政教育プログラムの新展開

●平成27年6⽉、⼤阪教育⼤学附属平野⼩学校から始まった財政教育プログラムは全国展開へ。
●全国初の低学年プログラム(⼩学2年⽣)のほか、公⽴校や私⽴校、専⾨学校、保護者向けにも実施。
国税局･税務署が実施する租税教室との連携も進める。
●リピーター校を増やしつつ、新たな実施先の開拓に努める。

①国⽴⼤附属校で低学年プログラムを実施

○ 財政教育プログラムを実施した奈良⼥⼦⼤学附属⼩学
校から、⼦どもが親と我が国財政について語り合う機
会を作りたいとの要請を受け、保護者向けのプログラ
ムを実施。

○ 平成29年10⽉、滋賀⼤学教育学
部附属⼩学校の2年⽣を対象に全
国初の低学年プログラムを実施。
⽣活科を活⽤して児童になじみ
のある公園を題材に実施。

④保護者向けにも展開

あったらいいな！こんな公園
ぼくのわたしの公園づくりシミュレート
(滋賀大学教育学部附属小学校)

②専⾨学校･⼤学への展開
○ 公⽴校や私⽴校に展開するほか、専⾨学校や⼤学には財政講演
に替えて財政教育プログラムを提案。
アクティブラーニングに対する関⼼が⾼い⼤阪法律専⾨学校や
桃⼭学院⼤学で実現。

③租税教室との連携
○ 財政教育プログラムに租税教室を取り
込むほか、租税教室と財政教育プログ
ラムを2週に亘って連続講義するなど、
租税教室と財政教育プログラムをコラ
ボで展開。

○ 保護者が参加しやすい⼟曜⽇の開催とし、我が国財政
についての講義に加え、児童と同じ内容でアクティブ
ラーニングを実施。
○ プログラム終了後の意⾒交換では、保護者⽬線の意⾒
や感想が聞かれた。
【保護者の意⾒･感想】
・⼦どもたちが消化不良にならないようにアクティブ
ラーニングの時間を⼗分に確保してほしい。
・国の借⾦が多い中でも未来
は明るいといった、⼦ども
たちが希望を持てるような
説明をお願いしたい。

租税教室との連携
(京都府立東舞鶴高等学校)

※近畿財務局、和歌⼭財務事務所、舞鶴出張所で実施。

・予算編成シミュレーション
では、もう少し具体的な⾦
額で臨場感をもって操作で
きるようにしてほしい。

アクティブラーニングに
取り組む保護者
(奈良女子大学附属小学校)
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中国財務局

地⽅公共団体と⾦融機関との連携による地⽅創⽣に関する取組
地⽅公共団体と⾦融機関の双⽅に強いパイプを持っている財務局の特性を活かして、地域の個別具体
的な課題を解決につなげることを⽬的とした意⾒交換会を初めて開催した。

概

要

取組の成果と今後の展開

中国財務局では、⾦融機関のノウハウを活⽤して地域
の個別具体的な課題を解決につなげる取組を⾏った。
①地域の課題等の把握
当局幹部が地⽅公共団体を訪問のうえ、ヒアリングを
実施し、地域の課題･⽀援ニーズを把握。
②⾦融機関に⽀援策の検討を依頼
把握した地域の課題や⾦融機関への⽀援ニーズを、広
島県内の⾦融機関に伝え、⽀援策の検討を依頼。
③課題解決に向けた意⾒交換会を開催
地⽅公共団体のニーズと⾦融機関の⽀援策が効果的に
マッチングするよう当局が調整を⾏い、平成30年2
⽉に、三次
市、庄原市、
神⽯⾼原町で
⾦融機関との
意⾒交換会を
初めて開催。
意⾒交換会のイメージ

三次市と⽇本政策⾦融公庫

庄原市と広島銀⾏

神⽯⾼原町ともみじ銀⾏

・地⽅公共団体から寄せられた観光や農業、創業⽀援等に
関する課題に対して、⾦融機関からは、これまでの実績
に基づいた具体的な⽀援策を提案。
・⼀部の⽀援策については、今後も課題解決に向けた継続
的な協議が⾏われる予定であるなど、具体的な成果を得
た。
・地⽅公共団体職員からは、｢初めて聞く⽀援策も多く、
今後の施策検討の参考となった｣といった声も聞かれた。
【今後の展開について】
中国財務局としては、地⽅公共団体と⾦融機関の連携状
況をフォローアップするとともに、今回蓄積された地域課
題を解決するためのノウハウを活⽤し、当取組を他の地⽅
公共団体でも展開していく予定。
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中国財務局

中国財務局と外部機関の若⼿･中堅職員によるネットワーク形成の取組
当局と外部機関(⾦融機関、国出先機関)の若⼿･中堅職員を対象に、地域活性化に取り組むキーパーソ
ンによる講話、地域課題の解決策に関するグループワークを⾏い、次世代を担う若⼿･中堅職員のネット
ワーク形成を図った。

概

要

【開催経緯】
中国財務局の固有業務では接する機会の少ない、同世代
の外部機関(参加機関:広島銀⾏、⽇本政策⾦融公庫、中国
経済産業局、中国運輸局)職員とのネットワークの形成を⽬
的として、平成29年11⽉に開催。
【キーパーソンによる講話】
【㈱⽟造温泉まちデコ⾓社⻑】
｢温泉総選挙2017｣において2年連
続で表彰を受けるなど先駆的な温泉
街再⽣に取り組む、㈱⽟造温泉まち
デコ⾓社⻑による講話では、地域を
元気にしたいとの思いから会社を創
設した経緯や、⼥性客をターゲット
とした温泉⽔コスメの開発･販売を通
じた温泉街PRなど地域活性化の取組
を紹介。
【地域課題の解決策に関するグループワーク】
４つの課題(移住·定住、創業、農業、観光)を設定し、関
係機関の連携による解決策を討論。

取組の成果と今後の展開
・⾓社⻑の｢地域のために｣という思いに触れ、中国財務局と
して地域のために何ができるのかを再考する良い機会となっ
た。
・グループワークでは、観光につ
いて、当局職員が⾦融機関を介し
た専⾨⼈材の派遣を提案し、中国
運輸局職員が情報発信に関する補
助制度を情報提供するなど、関係
機関との連携により有⽤な解決策
となることを実感。

【各機関が連携して解決策を討論】

・中国経済産業局の参加職員から、地⽅創⽣のキーパーソン
を育成する研修への招待を受け、地⽅公共団体等との連携強
化へと発展。
【各機関若⼿･中堅職員のネットワークを形成】
・次回は、連携による課題解
決のノウハウ共有･向上のため、
外部機関との連携に取り組む
地⽅公共団体の職員を招くな
どして内容の充実を図る。
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中国財務局

県⽴広島⼤学と連携した地域おこし協⼒隊の活躍⽀援の取組
県⽴広島⼤学が、平成30年1⽉に開催した｢地域おこし協⼒隊×学⽣｣とのワークショップに、中国財
務局｢teamちゅうざい｣メンバーが参加し、地域おこし協⼒隊の円滑な活動や、任期の3年経過後の⾃⽴
について討議し、把握した課題に対して有⽤な情報を提供した。

概

要

【ワークショップ参加者︓64名】
地域おこし協⼒隊、⼤学⽣、地⽅公共団体職員、
中国財務局職員等
【グループ設定･討議テーマ】
グループ1︓｢⾏政との連携｣
グループ2︓｢三年後の⾃⽴｣
グループ3︓｢学⽣とのコラボ｣
【ワークショップで把握した課題】
・協⼒隊·⾏政·住⺠が三位⼀体となっ
て連携し、協⼒隊導⼊に成功してい
る地⽅公共団体のノウハウがほし
い。
・地域の課題解決に取り組むには、
専⾨的な知識･サポートが必要。

取組の成果と今後の展開
【把握した課題に対する中国財務局からの情報提供】
・各地の取組を基に、協⼒隊·⾏政·住⺠3者の連携のために
作成された｢外部⼈材導⼊後の運⽤チェックリスト｣(地域サ
ポート⼈ネットワーク全国協議会)を紹介。
・協⼒隊が、外部専⾨家(ミラサポ)を活⽤し特産品の開発･
販路開拓した事例や、当局管内の⾦融機関による協⼒隊⽀
援の取組を紹介。
【他の参加者からの感想及び今後の展開】
・他の参加者からは｢課題解決のために情報を提供するなど、
財務局の印象が変わった｣とのコメントがあった。
・ワークショップ終了後、地⽅公共団体職員から上記
｢チェックリスト｣を参考にしたいとのコメントがあった。
・当局としては、地域連携に取り組む同⼤学との継続的な
連携を通じて、地⽅創⽣⽀援に取り組むこととしたい。
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中国財務局⿃取財務事務所

⼤学⽣との意⾒交換(⼤学との連携)
⿃取財務事務所の若⼿職員と地元⼤学⽣との意⾒交換を通じて、多様な視点から⿃取県の課題を把握
するとともに、結果を地域連携関係機関と共有することで連携強化を図り課題解決に繋げていく。

概

要

【⿃取⼤学】
学⽣と｢地域の課題とその
解決⽅法｣と題したグループ
ワークを実施。
⿃取銀⾏も参加し、地⽅創
⽣の事例紹介やフリートキン
グも交えて意⾒を募った。

【⿃取短期⼤学】
｢現代⿃取研究｣の最終講
義で⾏われた⼤学⽣の研究発
表を聴講。
講義後、希望者とフリート
ーキングを実施。

取組の成果と今後の展開
【寄せられた意⾒や⿃取県の課題】
・社会⼈との意⾒交換の機会は貴重
・地域に関する情報の収集源が少ない
・就業体験の機会が少ない
・学⽣が⿃取の企業情報を知らない

地域連携関係機関連絡会
産学官⾦の関係機関が連携するため、⿃取⼤学が定期開催する会
議。平成30年3⽉から⿃取財務事務所も参加。｢若者の県外流出｣と
いった地域課題なども議題となる。

地域の声を繋げる結節点としての機能発揮。
連携機関の⼀員として課題解決に取り組む。
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中国財務局松江財務事務所

島根県プロフェッショナル⼈材事業への関与
プロフェッショナル⼈材(以下｢プロ⼈材｣)の採⽤を通じて、新事業や新販路の開拓など｢攻めの経営｣へ
の転換を促し、地域企業の⽣産性向上、安定した雇⽤等を実現していく地⽅創⽣事業(プロ⼈材事業)に対
し、その後押しとなるよう財務局の持つネットワークを活⽤した取組を実施。

概

取組の成果と今後の展開

要

経緯
プロ⼈材事業は、プロ⼈材採⽤による地域企業の成⻑戦略
実現、地域経済の活性化や都市部から地⽅への⼈材還流と
いった効果が期待されており、全国各地で展開されている。
こうした中、島根県の事業実績が他県に⽐して低調である
との新聞記事(平成29年8⽉)を⽬にしたことから、その要因
を探るため、関係機関へヒアリングを実施。
課題認識の共有
ヒアリングの結果、プロ⼈材事業の推進に当たっては、成
⻑戦略の把握と、プロ⼈材ニーズの明確化が課題となってお
り、その解決のためには、地域企業の経営課題に⽇々向き
合っている⾦融機関との連携向上が必要との認識を共有。

出所：内閣府 地方創生推進室

課題を踏まえた検討
• プロ⼈材事業における⾦融
機関の連携向上は、昨今の
⾦融⾏政⽅針の主旨にも合
致。
• 財務局の持つリソースや
ネットワークを活⽤し、ど
のような取組ができるかを
検討。

プロ⼈材事業の事務局となっている｢(公財)しまね産業振興
財団｣と協議･打合せを重ね、⾦融機関との連携向上の後押しと
なるよう、以下の取組を実施。
①プロ⼈材戦略拠点協議会へのオブザーバー参加
• 昨今の⾦融⾏政について説明のうえ、協議会メンバー(島根
県、商⼯団体、⾦融機関など)に対し、プロ⼈材採⽤を含む
ソリューション提供や、地域企業の経営課題解決への期待
について⾔及し、連携向上を促した(平成29年12⽉)。
②⾦融機関を対象とする島根県主催セミナーのサポート
• 30年2⽉、同県主催のセミナー(とっとりプロ⼈材戦略拠点
と共催)を⿃取財務事務所とともに後援し、100⼈超の⾦融
機関等参加者を集客。
• 財務局のネットワークにより⾦融庁及び㈱⽇本⼈材機構か
ら講師を招聘し、⼈材による経営⽀援の必要性をアピール。
• セミナーでは、⾦融機関連携の優良事例(富⼭県プロ⼈材戦
略本部)を紹介するパネルディスカッションも実施。

今後においても、同財団との協⼒関係を維持し、プロ⼈
材事業における⾦融機関との連携向上を促してまいりたい。
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中国財務局松江財務事務所

島根⼤学との海⼠町合同フィールドワーク
島根⼤学の学⽣が例年実施している｢地域課題の調査に関するフィールドワーク｣に松江財務事務所の若
⼿職員が初参加。学⽣とともに、地⽅創⽣の取組に全国的な注⽬が集まる海⼠町を訪問し、｢地域再⽣の理
念や政策｣といった観点でフィールドワークを実施。

概

取組の成果と今後の展開

要

フィールドワークの内容

取組の成果

 平成29年9⽉24⽇(⽇)･25⽇(⽉)の⽇程で参加(学⽣は、
24⽇〜26⽇の3⽇間)。
 参加者は、島根⼤学法⽂学部(学⽣23名、教員7名)、
中国の⼈⺠⼤学(学⽣5名、教員1名)、松江財務事務
所(4名)。
 初⽇は、法⽂学部の各ゼミ、⼈⺠⼤学、当所が各研究
テーマを発表。当所では、昨年度実施した海⼠町の財政
状況把握ヒアリング結果を踏まえ、｢⼈⼝動態が財政に
与える影響｣について発表。
 2⽇⽬は、同町役場を訪問のうえ、同町職員に対し研究
テーマに即したヒアリングを⾏ったあと、同町の各政策
を担っている施設の現場視察を⾏った。
 当フィールドワーク結果については、中国財務局総務部
⻑及び当所職員へ発表を⾏った(29年10⽉27⽇)。

海⼠町は、本⼟から離れた隠岐諸
島にあり、｢⼈⼝減少･超少⼦⾼齢
化･超財政難｣といった問題の最先端
の町である。
こうした問題に対して、同町がどの
ような理念や政策に基づいて地域再⽣
に取り組み、成果を上げてきたのか、
現場の声に触れながら、当所若⼿職員
と学⽣が⼀緒になって考え、意⾒交換
する機会を得ることができた。
また、｢財政｣を切り⼝とする当所の
研究内容について、指標分析への関⼼
を引くなど、学⽣と教職員から｢⼤きな
刺激となった｣旨の評価をいただいた。

当所内発表の様⼦

海⼠町職員への
質疑応答の様⼦

今後の展開
島根⼤学フィールドワークへの参加といった機会を通
じ、財政分析等の財務局の強みを活かしながら、学⽣及び
教職員との意⾒交換を進め、｢地域課題｣に対する若⼿職員
の⾒識の充実と｢学｣との連携を図ることとしたい。
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地⽅創⽣⽀援・⾦融

中国財務局岡⼭財務事務所

岡⼭県と連携した地⽅創⽣⽀援セミナーを開催
岡⼭県と初めて連携し、同県内の地⽅公共団体の地⽅創⽣を⽀援するため、｢⾦融機関と地⽅公共団体
の連携｣をテーマとするセミナーを開催。また、セミナー終了後に、地⽅公共団体と⾦融機関との個別相
談会を設定した。

概

要

取組の成果と今後の展開

岡⼭財務事務所は、岡⼭県内の地⽅公共団体の地⽅創⽣
に向けた取組を⽀援するため、平成27年度以降、当所単独
で｢地⽅創⽣⽀援セミナー｣を開催していたが、今回初めて
同県と連携してセミナーを開催した。
○課題の把握
同県内の地⽅公共団体が地⽅創⽣に取り組むうえで抱えて
いる課題を把握するため、同県を訪問し、｢⾦融機関との連
携をより⼀層進める必要がある｣という課題を把握。
○セミナーの内容
把握した課題を踏まえ、29年10⽉、⾦
融機関による地⽅公共団体との連携事例
の紹介に加え、内閣官房まち･ひと･しご
と創⽣本部事務局による講演を⾏った。
○個別相談会の開催
前回のセミナー終了後、講師と⽴ち話
で相談する地⽅公共団体職員がいたこと
から、今回、セミナー終了後に、相談
ブースを設けたうえで、⾦融機関と地⽅
公共団体との個別相談を可能とした。

セミナーの様⼦

⾦融機関説明者(左から、
中国銀⾏、信⾦中央⾦庫、
⽇本政策⾦融公庫)

セミナーに参加した地⽅公共団体からは｢各⾦融機関の⽀
援体制や成功事例等が⼤変参考になった｣との声が多数聞か
れた。また、⾦融機関との個別相談会に参加した地⽅公共
団体からは、｢個別に相談ができる場を設けてもらったのは
ありがたい｣との意⾒もあった。
このように、今回のセミナーでは、同
県と連携し、県内地⽅公共団体と⾦融機
関の連携強化に向けて、連携の橋渡し
(仲介機能)を果たすことができた。

個別相談の様⼦

今後も関係機関等との連携強化に努め、引き続き、地⽅創
⽣に向けた取組に対して、当所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、積極的な⽀援等
を⾏っていく。
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地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組

中国財務局岡⼭財務事務所

プロジェクトチームによる地⽅創⽣に係る課題の解決⽀援
岡⼭財務事務所内の中堅･若⼿職員で結成したプロジェクトチームは、地⽅公共団体を訪問して把握し
た地⽅創⽣に係る課題を踏まえ、課題の解決に向けた⽅策を検討し、地⽅公共団体へ⽅策を提案した。

概 要

取組の成果と今後の展開

○岡⼭財務事務所では、中堅･若⼿職員で結成したプロジェ
クトチーム(以下｢PT｣)が、地域活性化に向けて特⾊ある取
組を⾏っている地⽅公共団体(久⽶南町、⽮掛町)を訪問し、
取組状況を把握するとともに、地⽅創⽣に係る課題を把握。
●久⽶南町は、⼥性の就農
⽀援や農村地域の創⽣を通
じた地域活性化に取り組ん
でいる。
●⽮掛町は、古⺠家再⽣に
よる街並みの景観保持や観
光振興を通じた地域活性化
に取り組んでいる。

農業⼥⼦

⼤名⾏列の模様

空き家を改装した
カフェ

古⺠家を改装した
交流館

○PTは、地⽅創⽣総合戦略の推進、地⽅公共団体が抱える
6次産業化や観光等に関する課題の解決に向けた⽅策の検
討を重ね、平成30年2⽉に、久⽶南町、⽮掛町を再度訪問
し、⽅策を提案。

○PTは、地⽅公共団体の特性を踏まえたう
えで、町外から⾒た気づきという観点を持ち
ながら⽅策を検討し、｢特産品や6次産品の認
知度向上･販路拡⼤｣、｢外国⼈観光客を呼び
込むための地域資源の活⽤や体験イベントの
実施｣等に係る⽅策を地⽅公共団体へ提案。
○当所のネットワーク活⽤により、地⽅公共
団体からの照会事項や課題解決に向けて参考
となる情報を収集し、地⽅公共団体へ提供。

久⽶南町への提案

⽮掛町への提案

○地⽅公共団体は、いく
つかの提案に興味を持ち、
｢提案のあった⽅策につい
て、今後の施策検討の参
考にする｣との意⾒を得た。
今後も地⽅公共団体の地域活性化に向けた特徴的な取組
の把握や地⽅創⽣に関する課題解決⽀援に向けた取組を⾏
うとともに、当所と地⽅公共団体双⽅の中堅･若⼿職員によ
る意⾒交換会を開催するなど、更なる連携を図りたい。
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地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組

中国財務局岡⼭財務事務所

岡⼭⼤学の学⽣との意⾒交換会を開催
若い世代に財政や⾦融に興味を持ってもらうことや、地元国⽴⼤学の岡⼭⼤学との更なる関係強化等
を⽬的として、同⼤学の学⽣と｢⾦融⾏政｣、｢⽇本の財政｣をテーマとする意⾒交換会を開催。

概

要

取組の成果と今後の展開

岡⼭財務事務所は、岡⼭⼤学の学⽣と｢⾦融⾏政｣、｢⽇本
の財政｣をテーマとする意⾒交換会を開催した。開催に当た
り、同⼤学経済学部の担当教授と打ち合わせを重ね、グルー
プ討論する議題を検討し、事前に、学⽣へ議題を提⽰して考
えを整理してもらったうえで、当⽇のグループ討論を⾏った。
○意⾒交換会の進め⽅
当所幹部が講義を⾏った後、当所若⼿職員も加わったグ
ループ毎に、議題に対する討論を⾏い、学⽣が意⾒を発表。
○意⾒交換会の内容
●テーマ︓｢⾦融⾏政｣
平成29年8⽉に、当所の貫名理財課⻑に
よる講義の後、｢低⾦利が経済や家庭に及ぼ
す影響｣、｢⾦融機関にやってほしい地域活
性化策｣を議題とするグループ討論を実施。
●テーマ︓｢⽇本の財政｣
29年10⽉に、当所の橋本所⻑による講義
の後、｢財政⾚字を減らすためにどう対応す
べきか｣、｢社会保障費の増加にどう対応す
べきか｣を議題とするグループ討論を実施。

講義の様⼦

グループ討論の様⼦

○グループ討論を通じ、学⽣に、地域⾦融機関の役割や⽇本
の財政が抱える課題を考えてもらう機会となった。
学⽣の発表
●｢地域⾦融機関にやってほしい地域活性化策｣
⼈を呼び込むための観光振興、移住者に対する低利の住
宅ローンや仕事のマッチングなど移住促進に向けた取組。
●｢財政⾚字を減らすためにどう対応すべきか｣
歳出削減に向け、増加が著しい社会保障費を抑制するた
め、ジェネリック医薬品の利⽤拡⼤等を通じた医療費削減。
○教授からは｢普段の授業で
は、具体的な学びが少ないの
で、意⾒交換会の開催は学⽣に
とって良い刺激になった｣との
感想を得た。

同⼤学経済学部HPに
意⾒交換会が掲載

今後も同⼤学との連携を深め、当所若⼿職員と学⽣との意
⾒交換会を継続して開催することを通じて、学⽣に⾦融⾏政
や国家財政への関⼼を⾼めてもらう。
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地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組

中国財務局⼭⼝財務事務所

⼭⼝⼤学･⼭⼝銀⾏･⺠間企業･⼭⼝県と連携し
地⽅創⽣をテーマにグループワークを実施
財務事務所が有するネットワークを活⽤し、⼭⼝⼤学、⼭⼝銀⾏、㈱YMFG ZONEプラニング及び
⼭⼝県と連携して｢⼭⼝県の地⽅創⽣を考える｣をテーマに、グループワークを開催。

概 要
・⼭⼝県では、若年層が進学･就職時に県外へ流出してい
ることが⼤きな課題。
・⼭⼝財務事務所は、未来の担い⼿である若者が、地⽅の
現状や課題を知り、⾃らが地域の担い⼿であることを考え
るきっかけになればとの思いで⼭⼝⼤学においてグループ
ワークを開催。
・開催にあたっては、⼭⼝県をはじめ地⽅創⽣に取り組む
⼭⼝銀⾏や㈱YMFG ZONEプラニング(地域の⽣産性向上に
むけた事業活動⽀援を⾏う企業)に協⼒をいただき、第⼀
線で地⽅創⽣に取り組む⽅と学⽣が触れ合う機会を提供。

取組の成果と今後の展開
学⽣の感想
・今まで⼭⼝県のことについて全く考
えたことがなかったが、もっといろい
ろ知りたいと思った。
・普段関わりのない、銀⾏や県の⽅と
話し合う機会をいただき感謝。
・⼭⼝県の将来について考えるきっか
けが出来て良かった。県の起業⽀援の
取組が興味深かった。

取組内容

今後の展開

・⼭⼝県職員が同県の地⽅創⽣
について説明した後、経済学部
2回⽣11名と当所職員及び⼭⼝
銀⾏等の担当者が4つの班に分
かれ、地域課題や対策について
グループワークを実施。

・この取組をきっかけに、⼤学、
⼭⼝県、⾦融機関及び地⽅創⽣
に取り組む団体等と更なる連携
を深め、地域課題の解決に向け
て取り組んでいく予定。
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⾦融・地⽅創⽣⽀援

中国財務局

信⽤⾦庫･信⽤組合との合同勉強会の開催
信⽤⾦庫･信⽤組合職員と中国財務局職員とのコミュニケーションの充実を図り、⽴場を超えた率直な
意⾒交換を通じて得た情報を活⽤して、それぞれの⽴場から、共通の⽬標である地域の活性化に貢献し
ていくことを⽬指した、合同での勉強会を初めて開催した。

概

要

中国財務局では、⾦融監督･検査業務を通じて、管内の⾦
融機関と業務上の関係を持っているが、これまでは、当局
と⾦融機関の共通の⽬標である地域の活性化について、互
いの職員が、率直な意⾒交換を⾏う場を⼗分には設けてい
なかった。
こうしたことから、当局と信⽤⾦庫･信⽤組合双⽅の職員
が、コミュニケーションの充実を図り、互いの⽴場を超え
た率直な意⾒交換を⾏い、それぞれの⽴場から、地域の活
性化に貢献していくことを⽬指し、管内の信⽤⾦庫･信⽤組
合の協⼒のもと、合同勉強会を開催。
【開催実績】
①平成29年12⽉13⽇(広島県)⾦融機関36名、当局25名
テーマ｢信⽤⾦庫における独⾃性の発揮について｣
②平成30年2⽉26⽇(広島県)⾦融機関23名、当局9名
テーマ｢信⽤組合の強みや良さとは何か｣
③平成30年3⽉6⽇(岡⼭県)⾦融機関22名、当局8名
テーマ｢地域や顧客との関係性･密着性について｣ほか
④平成30年3⽉20⽇(⼭⼝県)⾦融機関9名、当局7名
テーマ｢事業性評価に基づく融資と地域貢献｣

取組の成果と今後の展開
【取組の成果】
合同勉強会では、グループワークを実施し、管内信⽤⾦
庫･信⽤組合が、地域の活性化に貢献していくうえで参考と
なるテーマについて討議。グループワークでの⽴場を超え
た率直な意⾒交換は、共通の⽬標である地域の活性化に向
けて、それぞれの⽴場から尽⼒して⾏くという認識･気づき
を得るきっかけとなった。
なお、勉強会後は、懇親会を開催し、率直な意⾒交換と
互いのコミュニケーションの更なる充実を図った。
参加者アンケートでは、｢各⾦融機関の現状･課題を確認
し、共に解決策を議論できた｣、｢⾦融機関側だけでなく財
務局職員と意⾒交換できたことは斬新｣といった声などが寄
せられ、当勉強会を有意義とする回答は9割以上であった。
【今後の展開】
今後も、信⽤⾦庫･信⽤組合
と連携して当勉強会を開催し、
当勉強会を通じて得られた気づ
きや連携が、地域活性化の取組
に活かされるよう取り組む。
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⾦融

中国財務局

知財⾦融フォーラムin広島を開催
〜⾦融機関に対する知財⾦融の啓発に貢献〜

⾦融機関に知財⾦融の取組を啓発したい中国経済産業局の要請に応えて共催。事業性評価や本業⽀援
等への知財活⽤を促すため、中国財務局は、⾦融機関への開催案内および基調報告を実施。

概

要

【中国経済産業局との共催の経緯】
◇知的財産を有する中⼩企業の⽀援に地域⾦融機関の理解
は⽋かせない。
◇知財に着⽬した融資商品を販売する⾦融機関がある⼀
⽅、知識やノウハウが不⾜しているとの声もあった。
◇事業性評価を推進する中国財務局に協⼒要請があった。
◇知財を切り⼝とした事業性評価等により、⾦融仲介機能
の更なる発揮が期待できることから要請を受け⼊れ。
【フォーラム】
知財を切り⼝とした事業性評価で地域企業を元気に︕
◇基調講演･基調報告
◇事例紹介
◇パネルディスカッション

取組の成果と今後の展開
【期待された成果の実現】
◇アンケートによれば、参加者の46.8％が当局からの個別
紹介により知ったとしており、 また、参加者の66.6％が
｢⾦融機関｣であり、⾦融機関の集客に⼀定の効果があった。
◇今後の業務の活⽤として、とても役に⽴った、やや役に
⽴ったと回答した割合が97.9％であった。
【今後の展開】
◇｢お客様との会話の切り⼝として知財が使えると分かっ
た｣などのコメントが多数寄せられ、事業性評価や本業⽀援
等において知財活⽤の拡⼤が期待される。
〔コメント〕
・⾦融機関における知財活⽤の好例がよく理解できた。
・知財を切り⼝とした事業性評価は、⾦融機関が抱える
課題であると同時にお客様の課題、ニーズ解決に役⽴つ
と思う。
・より深く事業性評価に取り組むうえで、知財への取組
は避けては通れない。
・事業性評価の中で、新たな取組をしたい。
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⾦融

中国財務局

官⺠⼀体となったサイバーセキュリティ勉強会の開催
⾦融分野におけるサイバーセキュリティ対策の強化に向けて、⾦融業界と中国財務局等が官⺠⼀体と
なって、サイバーセキュリティに関する勉強会を開催。

概

要

【取組の背景】
◇サイバー攻撃の⼿法が⾼度化･巧妙化し、その脅威が
⾼まっており、⾦融システム･地域社会の安定にとって
重⼤なリスクとなっている。
◇こうした中、⾦融分野におけるサイバーセキュリ
ティ対策の取組の強化が求められているが、個々の⾦
融機関に留まらず、⾦融業界全体、財務局、各県、各
県警察本部、⽇本銀⾏各⽀店等が官⺠⼀体となって取
り組む必要があった。
◇このため、中国財務局独⾃の取組として、まずは、
信⽤⾦庫、信⽤組合を対象とした勉強会を企画し、最
新のサイバーセキュリティに関する情報や対処法･注意
喚起などを啓蒙することとした。

取組の成果と今後の展開
【勉強会の開催】
◇平成29年9⽉から、管内の信⽤⾦庫、信⽤組合を対象
とした勉強会を、広島県、島根県、⼭⼝県、岡⼭県で4
回開催。
◇参加した⾦融機関からは、｢⾦融機関同⼠の情報共有
が重要であることが理解できた｣ 、｢講義内容を組織内
で情報共有しサイバーセキュリティ対策に活かしたい｣
といった声が寄せられるなど、⾦融機関のサイバーセ
キュリティ対策への意識を向上させることができた。
【今後の展開】
◇信⽤⾦庫、信⽤組合に加え、銀⾏、証券会社、保険会
社、貸⾦業者等にも対象を拡⼤するとともに、各県、各
県警察本部、⽇本銀⾏各⽀店等とも連携のうえ、関係機
関の知⾒を活かしたセミナーや勉強会を開催する予定。
◇今後も、官⺠⼀体となって、サイバーセキュリティ対
策を向上させることとしたい。
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⾦融

中国財務局岡⼭財務事務所

岡⼭県信⽤⾦庫協会との連携研修
岡⼭県信⽤⾦庫協会と連携し、同協会が県内信⽤⾦庫職員向けに実施している合同研修において、初
めて講師として出席し講義を⾏った。

概

要

取組の成果と今後の展開

岡⼭財務事務所から岡⼭県信⽤⾦庫協会に対する提案によ
り、同協会が、県内の8つの信⽤⾦庫の職員向けに、階層
別･職種別に実施している合同研修において、初めて当所職
員が講師として出席し、講義を⾏った。
○講義の内容
・平成29年8⽉、若⼿渉外担当者向けに開
催された講座において、当所の貫名理財課
⻑が、｢⾦融機関における近年の不祥事件
の発⽣状況｣と題し、⾦融機関を監督する
⽴場から、コンプライアンスの重要性や⾦
融業界全体の課題について講義。

若⼿渉外担当者向け講義

・30年2⽉、部店⻑･次⻑向けに開催され
た講座において、当所の橋本所⻑が、｢⽇
本の財政を考える｣と題し、⽇本の財政状
況について講義。また、貫名理財課⻑が、
｢地域⾦融機関と⾦融監督⾏政｣と題し、
地域⾦融機関に求められているものや⾦
部店⻑･次⻑向け講義
融当局･⾦融⾏政運営の改⾰について講義。

○平成29年8⽉の講義を通じて、県内信⽤⾦庫の若⼿渉外
職員に対して、不祥事件を起こさない･防ぐためのポイント
に加え、⾦融機関に求められている｢顧客本位の業務運営｣、
｢顧客との共通価値の創造を⽬指したビジネスモデルの転
換｣などについて知ってもらう機会となった。
○30年2⽉の講義を通じて、県内信⽤⾦庫の部店⻑や次⻑に
対して、⽇本の財政や社会保障の現状及び課題について認
識してもらう機会となった。
また、⾦融機関に求められている｢ビジネスモデルの構
築｣や｢顧客本位の良質な⾦融サービスの実践｣、⾦融庁が進
める｢検査･監督のあり⽅の⾒直し｣について理解してもらう
機会となった。
○当該取組を契機として、同協会と連携した取組を⾏うた
めの関係性を構築することができた。
今後も同協会と連携した講義を継続するほか、当所と合同
での勉強会を開催するなど、地域⾦融機関との連携を図りた
い。
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広報相談

中国財務局及び⿃取・松江・岡⼭・⼭⼝財務事務所

若年層への積極的な広報活動
これからの⽇本を担う⼦どもたちを対象に、財政に興味を持ってもらい、財政を⾃分の事としてとら
えてもらう事を⽬的とした｢財政教育プログラム｣を積極的に展開。
租税教育推進協議会主催の｢租税教室｣とも連携した授業も積極的に実施。

概

要

【財政教育プログラム】
財政教育プログラムは、これからの⽇本を担う⼦どもた
ちを対象に、財政に興味を持ってもらい、財政を⾃分の事
としてとらえてもらう事を⽬的としている。中国財務局で
は、対象校の増加に努めており、今年度は公⽴⼩学校、私
⽴中学･⾼校でも授業を⾏った。
【国税局(租税教室)との連携】
平成29年6⽉に管内全ての各県租税教
育推進協議会に中国財務局が加盟。
租税教室への講師派遣を中⼼とした連携を進めている。
当局が実施する財政教育プログラムに対し、広島国税局
職員の参加を受け⼊れたほか、租税教室に財政教育プログ
ラムのエッセンスを取り⼊れた｢租税教室･財政教育プログ
ラム連携授業(主催︓尾道税務署)｣の実施に際し、当局は
ノウハウ提供等のサポートを⾏った。

取組の成果と今後の展開
平成29年度実施校数
⼩学校

中学校

⾼校

財政教育PG

3校

4校

2校

租税･財政連
携授業

1校

4校

2校

租税教室

4校

7校

6校

≪児童･⽣徒の声≫
⽇本を良くしていくためには次世代の
私達が財政をもっと⾝近に、より深く
考えていくべきと感じた。
≪先⽣の声≫
⼦どもたちが⽣き⽣きと授業を受けて
いる姿を⾒て、お願いして本当に良かった。
≪今後の展開≫
国の財政状況について多くの⽅に知っていただくことが
重要。引き続き国税局と協働で授業を⾏うなど、授業機会
の確保を⽬指す。
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広報相談

中国財務局及び⿃取・松江・岡⼭・⼭⼝財務事務所

⼦育てファミリーへの積極的な広報活動
これまで接点を有していなかった｢⼦育てファミリー｣を対象とした広報活動を積極的に展開。⼦ども
を抱っこしても聞ける⼯夫やロールモデルカフェへの参加、イベントへの参加を通じ、幅広い⽅々に財
政について考えてもらう機会を提供。

概

要

地⽅公共団体の⼦育て⽀援担当課や
⼦育て⽀援センター等の⽀援組織に
対し、積極的に売込を実施した。
その結果、ロールモデルカフェと
いった⼦育て関連イベントへの参加
のほか、施設利⽤者を対象とした
ミニ講座等を開催している。
また、⼦育てママが⼦どもと⼀緒でも
聞いてもらいやすいように、紙芝居
形式を取り⼊れるなど、⼿法を⼯夫して
いる。

保護者会での講演

取組の成果と今後の展開
平成29年度においては、管内で講演等15件を開催した。

ロールモデルカフェ

紙芝居を⽤いた講座

内容については、｢⼦育てにまつわ
るお⾦の話｣をテーマとして、国等が
実施する⼦育て⽀援の取組を紹介し、
併せて財政にも関⼼を持ってもらえ
るような平易な内容としている。

≪受講者の声≫
○ ⼦どもの教育にどれだけお⾦を貯め
ればいいか⽬安が分かってよかった
○ ｢保育料の⾃⼰負担って⾼いな｣と
思っていたけど、実はかなり税⾦で
⽀えられていると知って驚いた︕
○ 受益と負担のバランスが崩れている
ことを知ることができて良かった︕
≪今後の展開≫
国の財政状況について多くの⽅に
知ってもらう機会を提供することが
重要。
引き続き講演機会の確保に努める。
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広報相談

中国財務局⼭⼝財務事務所

親⼦で楽しみながらお⾦について学ぶ場を提供
⼦育て⽀援団体、⺠間企業及び地⽅公共団体等の協働により開催する⼦育て⽀援イベントに出展。⼭⼝
財務事務所のブースにおいて｢お買い物ごっこ｣を企画し、親⼦で消費税の使い道やお⾦の役割･買い物の仕
⽅について楽しみながら学ぶ場を提供。

概

要

⼭⼝財務事務所では、⼦育て世代に対する広報活動や⼦
育て⽀援団体とのリレーションシップの構築を主な⽬的と
して、⼦育て⽀援イベントに参加。

取組の成果と今後の展開
たくさんの親⼦が来場

取組内容〜お買い物ごっこを通じて消費税の使い道を広報〜
⼦育て⽀援団体等が主催する｢⼦育て⽀援メッセin⼭⼝｣に
｢お買い物ごっこ｣を⾏うブースを出展。
①来場した親⼦がおもちゃのお⾦で
お買い物
②お会計の時に、消費税を払ってい
ること、その消費税は⼦育て⽀援
にも使われていることを説明
⼯夫したポイント
・⼦育て中の職員による親⽬線の意⾒を活⽤
⇒｢楽しみながら学べる｣｢⼦どものためになる｣
・⾦融リテラシー教育の導⼊
⇒ ⼦どもの⾦融リテラシー向上のため、｢お買い物
ごっこ｣を企画。

・来場した⼦育て世代⼀⼈ひと
りに、消費税が⼦育て⽀援に使
われていることを説明。講演形
式とは違った広報を展開。
・来場者から、｢消費税が⼦育て
に関係しているとは思わなかっ
た｣ ｢⼦どもと⼀緒に楽しめた｣な
どの声をいただいた。

・出展している⼦育て⽀援団体等とは、イベント開催にあ
たって｢⼦育て⽀援｣という同じ⽬的を共有できたことで、リ
レーションシップの構築を図ることができた。
今後の展開
・イベント開催後、⼦育て⽀援団
体から講演依頼があり、広がりを
⾒せている。
・引き続き関係団体と連携･協⼒
し、広報活動を継続していく。
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1. 地⽅創⽣･地酒応援(オリジナルラベル作成)
2. ｢四国遍路｣の世界遺産登録に向けた取組に財務局職員が参加

〜｢おもてなしの視点｣で地域貢献〜
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3. ⼤学⽣と財務局若⼿職員の連携による地域活性化
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9. 親⼦で財政教育プログラム 〜親世代に気づきを与え、率直な意⾒を聞くために〜
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地⽅創⽣⽀援

四国財務局及び徳島・松⼭・⾼知財務事務所

地⽅創⽣･地酒応援(オリジナルラベル作成)
○ 四国4県には、119の酒蔵があり、うち⽇本酒の酒蔵は80(⾼松国税局公表)あるが、国内の飲酒⼈⼝の減少やワインなど
趣向多様化に伴う競争激化の中、多くの蔵が⽣き残りをかけて郷⼟の地酒を守り振興しようと奮闘中。
○ これを応援すべく、四国財務局では、財務局⻑、各財務事務所⻑が、⾼松国税局⻑賛意の下、各県内の酒蔵の御理解と御
協⼒を得て、⾃らのオリジナルラベル(＊)を作成貼付したものを購⼊し、お⼟産や贈呈⽤に使⽤することに。
(＊)顧客の要望に応えるオリジナルラベル(パソコンで作成、シール紙に印刷)は、全国の酒蔵でも増えつつあり、例えば｢結婚
25周年の酒｣と銘打ち御夫婦の顔写真を⼊れて親戚⼀同に配るなどの御利⽤があるとのこと。

･徳島財務事務所では、本家松浦酒造場“鳴⾨鯛”
･松⼭財務事務所では、酒六酒造“京ひな”
･⾼知財務事務所では、⼟佐鶴酒造“⼟佐鶴”のほか、他の酒
蔵の⽇本酒や無⼿無冠の栗焼酎“ダバダ⽕振”ともコラボ。

先⾏した｢四国財務局⻑の酒｣
は、⾹川県観⾳寺市の川鶴酒
造の銘酒“川鶴”。蔵から感謝
され、贈呈先からも好評を博
している。
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地⽅創⽣⽀援

四国財務局及び徳島・松⼭・⾼知財務事務所

｢四国遍路｣の世界遺産登録に向けた取組に財務局職員が参加
~｢おもてなしの視点｣で地域貢献~
・四国遍路道約1,200㎞を、グループに分かれて⼀⻫に歩く｢おもてなし遍路道ウォーク｣が開催され、危険･休
憩箇所等をチェック
・この｢四国遍路｣の世界遺産登録を後押しする取組に四国財務局職員が積極的に参加し、地域に貢献

概

要

取組の成果

○四国遍路は、⻑い歴史を超えて地域と共
存し継承されてきた、世界に誇る⽣きた⽂
化遺産。四国では四国遍路の世界遺産登録
を⽬指しているところ。
(⽊製案内板)

○NPO法⼈｢遍路とおもてなしのネット
ワーク｣では、｢⼀⽇⼀⻫｢おもてなし遍路
道ウォーク｣｣を平成28年から開催し、地
元⺠でもあまり知らない遍路道を、案内
板がなくてお遍路さんが迷うところはな
いか、適当な休憩場所･トイレ、危険個所
の有無など｢おもてなしの視点｣でチェッ
クし、今後の改善に⽣かそうとしている。

○四国全体で90組約1,000⼈(主催者発表)が参
加するなか、当局は、本局･各事務所の職員･家
族の75名がエントリー。団体別では第2位の参
加⼈数(昨年は1位)。
○当⽇は汗ばむほどのお遍路⽇和の下、担当区
間の⼭中や市街地など約10㎞の遍路道をみん
なで歩いてチェック。
○動員⼈数の多いイベントであり、四国遍路に
対する地元⺠の注⽬を集めることに貢献(翌⽇
朝刊において、当局職員の参加の様⼦が掲載
される)。今後も引き続き参加の予定。

(⼭中の遍路道)

(市街地の遍路道)

(徳島︓3番札所⾦泉寺)

○四国財務局は、この取組に賛同し、2
年連続参加。
(上)道路に直接書かれた案内(下)古い⽯柱を確認

(⾹川︓85番札所⼋栗寺)

(愛媛︓51番札所⽯⼿寺)

(⾼知︓31番札所⽵林寺)
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地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組

四国財務局

⼤学⽣と財務局若⼿職員の連携による地域活性化
プロジェクトチーム

・四国財務局の若⼿PTが全⾯⽀援した⼤学⽣の政策アイデア(⼩⾖島×迷路⺠泊×空き家)が｢地⽅創⽣☆
政策アイデアコンテスト2017｣(内閣府主催)で最優秀賞の地⽅創⽣担当⼤⾂賞を受賞
・受賞後、当局と⾹川県⼟庄町(提案対象地)主催でアイデアの実現に向けたシンポジウムを開催

概
○

○

要

取組の成果と今後の展開

地域経済分析システム(RESAS:リーサス)の普及と地域
の将来を担う⼤学⽣との連携強化のため、コンテストへの
応募を若⼿PTが企画。⾹川⼤学の学⽣に呼びかけたとこ
ろ、連携が実現。
若⼿PTは、RESASの使⽤⽅法をはじめ資料作成、論理
構成のノウハウを伝授するなどの⽀援を実施。プライベー
トの時間を利⽤して⼗数回におよぶ打ち合わせやフィール
ドワークなどを通じ応募作品の質を磨き上げた。
○

若⼿PTと⼤学⽣が連携して作成
した、同町｢迷路のまち｣の空き家
を⺠泊事業に活⽤するとの政策ア
イデアが、全国647件の応募の中
から、最優秀賞にあたる地⽅創⽣
担当⼤⾂賞を受賞。

○

受賞後の平成30年2⽉18⽇、当
局･同町主催で｢政策アイデアシン
ポジウム in ⼟庄町｣を開催。受賞
の報告と政策アイデアの課題の洗
い出しを⾏った。

○

○

シンポジウムには地元住
⺠を中⼼に約140名が参加。

○

⼤学⽣が考えた政策アイ
デアについて、⺠間企業の
有識者や⼤学の准教授さら
に地元⺠間事業者等が、課
題や実現可能性を議論。

○

多様な視点から課題の洗
い出しと実現に向けた提⾔
がなされる有意義な場とな
り、今後の連携につながる
プラットフォームを形成。

⼤学⽣を輪の中⼼に、⺠間企業、地元住⺠、⼤学、国と
地⽅の公務員が⼀体となって、地域の⼈⼝減少や空き家の
増加といった課題と向き合い、その解決策を模索。
今後もそれぞれが連携を深め、課題解決に向けた取組を
推進していくことが重要。
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地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組

四国財務局

産官学｢若⼿職員による地⽅創⽣フォーラム｣で地⽅創⽣⽀援
プロジェクトチーム

・四国財務局若⼿PTが、企画⽴案から実⾏まで全てを⾏う｢若⼿職員による地⽅創⽣フォーラム｣に全国
の若⼿公務員と⼤学⽣等、約170名が集結
・フォーラムへの参加をきっかけに、産官学それぞれが連携する企画やネットワークが誕⽣

概
○

要

取組の成果と今後の展開

平成30年2⽉25⽇、全国の若⼿公務員と⼤学⽣が⼀堂に
会する｢若⼿職員による地⽅創⽣フォーラム in Kagawa~
産官学連携で意識と⾏動が変わる~｣を若⼿PTが開催。
○

○

○

スピーカーは、地元イン
フラ企業の若⼿経営者、ス
ーパー公務員と呼ばれる若
⼿公務員、政策アイデアコ
ンテスト(内閣府主催)で⽇
本⼀となった⼤学⽣など、
情報発信⼒のある産官学の
プレーヤーが集結。

○

フォーラムでは、スピーカー
から、｢思い描く地⽅創⽣の実
現に向けて｣、以下の点につい
ての重要性が語られた。

・官と⺠の境界を取り払っていく
・気づきや直感を⼤切に内発的に⾏動する
・⼀⼈ひとりが熱量を上げ、他者を巻き込む(仲間をつくる)

○

スピーカーのリレートー
ク及び来場者参加型のパネ
ルディスカッションを実施。

フォーラムのプログラム作成はもちろん、講師選定及び
依頼から参加者募集、そして当⽇の運営まで、企画⽴案か
ら実⾏まで全てを若⼿PTが対応。若⼿主体のフォーラム
の模様は各種マスメディアで⼤々的に取り上げられた。

○

事後アンケートによると、参
加者それぞれが意識の変化を感
じており、すぐに⾏動しようと
している者も多くみられた。

フォーラムへの参加をきっかけに、産官学それぞれが連
携する企画がいくつも誕⽣。フォーラム参加者同⼠がつな
がるSNSのネットワーク等を活⽤し、新たなつながりや企
画を持続的に⽀援、育てていくことが重要。
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地⽅創⽣⽀援

四国財務局

四国4国⽴⼤学研究者等と連携した地域の実態把握調査
~地域の姿 “⽣の声” ＆政策改善 ”気づき” の提供~
・地域の実態を把握し現状を正しく認識するため、四国4国⽴⼤学の研究者と連携し、地域の創⽣が喫緊の課題と
なっている⾃治体によるヒアリング結果等を踏まえて、地域住⺠の⽣活や意識を調査
・調査結果(地域の実態)を国の出先機関にも還元し、国の施策に関する “気づき”を提供
○ 今回の地域実態把握調査の概要

･⾃治体(16先)による地域住⺠(1,154⼈)に対するヒアリング結
果を集計･分析の上、研究者の意⾒を聴取、同⾃治体に分析結
果等を還元。
･国の出先機関の若⼿職員同⼠の議論の場にも活⽤、地⽅創⽣施
策の改善の⼀助に。
･調査結果は全62⾴の報告書にまとめ、四国財務局HPでも公表。

<主な調査結果>

･四国では、⼈⼝減少･⾼齢化が進む中ではあるが、多くの地域住
⺠が社会的活動や仕事を通じて多幸感あり。
･⼀⽅、“買い物難⺠”対策など⽣活基盤への不安･要望が多い。
･国の地⽅創⽣施策は地域住⺠へ⼗分伝わっていない。

<⼤学研究者からの主な指摘･提⾔>

･移住促進策に対して地元⺠と移住⺠の気持ちの格差が⼤きい。
･地域活動の担い⼿不⾜への対応の必要性。
･地⽅創⽣に関するKPIが近視眼的過ぎる。
･地域での⼀層のICT活⽤促進。

<成果と今後の展開>

･協⼒先⾃治体からは、調査結果を踏まえ、｢⾏政と住⺠の意⾒交
換の場の構築が必要｣などの反応あり。
･議論に参加した国の出先機関の若⼿職員同⼠の中では、⽣活基
盤等に関する課題解決に向けて、国の機関同⼠で縦割りになら
ない連携の重要性を再認識。
･今後とも、より多くの⾃治体と協⼒しながら、地域の実態把握
に努め、その特性を踏まえた⽀援に他の機関とも連携。
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地⽅創⽣⽀援

四国財務局

地域毎の課題を特定して解決策を⽀援
・地域のメインプレイヤーが⼀堂に会して、特定した課題について解決策を掘り下げて議論するプラッ
トホームとして、｢地域経済活性化フォーラムin多度津｣を開催
・このフォーラムを契機に、｢まちづくり組織｣創⽴など課題解決に向けた取組が本格化

概

要

○ ⾹川県多度津町は、古くから海上、陸上交通の要所と
して発展し、また、鉄道や電⼒など四国における近代産
業発祥の地として、数々の遺産が残されている。
○ しかしながら、同町として、これら魅⼒ある資源が
｢まちづくり｣や｢地域の活性化｣に⼗分に活かされてい
ない等の課題が認められた。

○ そこで、平成29年12⽉22⽇、少林寺拳法発祥の地、
同町の⾦剛禅総本⼭少林寺において、｢歴史と⽂化と伝
統のまち多度津町の魅⼒づくり｣をテーマに地域⾦融機
関など22機関、78名が⼀堂に会して、課題に応じた実
効性のある解決策について議論した。

取組の成果と今後の展開
【取組の成果】
○ プレゼンテーションを⾏った6機関から、RESASや現
地調査を踏まえた現状分析に基づく、｢まちづくり組
織｣の創⽴、産業観光施設の活⽤、古⺠家や空き家の活
⽤などの提⾔のほか、他地域の成功事例について紹介。
○ 同フォーラムを契機に、｢まちづくり組織｣の創⽴に
向けた取組などが進展しており、地域の課題解決に向け
ての取組が本格化しつつある。
【今後の展開】
○ 今事務年度内に、提⾔のブラッシュアップや新たな
課題･あい路について意⾒交換を⾏う実務者会合を開
催し継続的に⽀援。
○ 第2弾として、愛媛県⼋幡浜市において、｢廃校と
なった学校施設の活⽤｣などの課題について議論する
フォーラムを平成30年5⽉に開催予定で、1⽉から予備
会合を重ねている。
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地⽅創⽣⽀援

四国財務局⾼知財務事務所

⾼知創⽣コンシェルジュ会議
・⾼知財務事務所は、県東部安芸市、県⻄部四万⼗市で、⾼知県担当の各省地⽅創⽣コンシェルジュ等が
⼀体となって地域に出向く、｢⾼知創⽣コンシェルジュ会議｣を初めて開催
・地域の政策対応⽀援を⽬的に、ワンストップで施策説明や個別相談を実施

概

要

①より地域へ･より遠くへ･より⼩規模へ
県庁所在地の⾼知市に出向くにも遠く、マンパワーに限り
のある地⽅公共団体や商⼯会等が多数ある状況に鑑みて、当
所の企画で、こうした団体等に対する政策対応⽀援を⽬的と
した⾼知県担当のコンシェルジュ等が⼀堂に会する会議を開
催。
②課題解決のため、ワンストップで施策説明＆個別相談
四国地⽅整備局、四国経済産業局、中国四国農政局、四国
森林管理局、四国運輸局、⾼知労働局、当所、⽇本政策⾦融
公庫、商⼯組合中央⾦庫、⽇本政策投資銀⾏から地⽅創⽣コ
ンシェルジュ等を招聘。ワンストップで各省新規施策等の説
明を⾏うとともに、各省ごとのブースを設置し個別相談に対
応。複合的なテーマについては、関係各官署が同時に応談し、
政策課題を解決する課題解決型フォーラム。

取組の成果と今後の展開
 ｢⼀回の会議で様々な機関からの話が聞けて有意義｣、｢複
数のコンシェルジュが質疑に関して同時に対応し、貴重
な情報を得ることができた｣など参加者の反応は良好。
 説明･応談した各省コンシェルジュ等も施策周知等の貴重
な機会を得たとして、⾼く評価。
 今後、開催地域等に関し、各省等や関係地⽅公共団体の
意向も反映しつつ、継続的な実施を⽬指す。
 また、課題の解決状況も、次回会議開催時までモニタ
リング＆フォローにより確認。

⾼知市
⾼知市
安芸市
⾞で約1時間
安芸市

⾼知県

四万⼗市
⾞で約２時間
四万⼗市

【施策説明の模様】

【個別相談の模様】
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国有財産・地⽅創⽣⽀援

四国財務局徳島財務事務所

国公有財産の最適利⽤｢セミナー･意⾒交換会｣の開催
・国公有財産の最適利⽤を進めるため、有識者を招聘し、地⽅公共団体等を対象としたセミナー及び
意⾒交換会を2⽇に亘って開催
・地⽅公共団体の財産活⽤等に係る知識向上とPPP/PFIの活⽤拡⼤等に寄与

概

要

○ 平成29年11⽉、徳島県･徳島市･徳島財務事務所で国公
有財産の最適利⽤に係る協議会を設⽴。

取組の成果と今後の展開
○ 国公有財産の利活⽤等意⾒交換会(平成30年2⽉6⽇)
有識者より、具体的な利活⽤案の提案や先進事例の説明が
あり、活⽤に向けた問題点や事例の成功ポイントなどの質
疑があるなど、活発な意⾒交換が⾏われた。

○ 利活⽤に係る検討には、PPP/PFIなど活⽤に係る知識を
得ておく必要があると考え、有識者を招聘したセミナー
○ PPP/PFIセミナー及び活⽤事例等意⾒交換会(2⽉7⽇)
及び意⾒交換会を企画。開催に当たって、協議会メン
地⽅公共団体や商⼯団体を対象にPPP/PFIセミナーを実施。
バーからニーズを把握し、開催内容に反映するとともに、 制度等の説明の後、成功のポイント等について質疑が⾏わ
有識者を複数(株式会社⽇本政策投資銀⾏ほか)選定。
れた。その後、協議会メンバーとの意⾒交換会では、具体
的なPPP/PFIの導⼊可能性等の説明があり、⺠間需要の把握
○ セミナーには、県内地⽅公共団体のほか、商⼯団体を対
⼿法等について活発な質疑応答が⾏われた。
象として、有識者より、PPP/PFIの概要等の説明を受ける
2/6の意⾒交換会の模様
2/7のｾﾐﾅ-の模様
ことにより、活⽤拡⼤等が図られるよう企画。
○ 事前に有識者へモデルとなる具体的な国公有財産の情報
等を提供し、地域活性化に有効な活⽤策等の提案を依頼。
意⾒交換会においては、協議会メンバーに対し、より具
体的な活⽤案等の提案や先進事例の説明を受けるなど活
○ 得られた知識や具体的な提案内容等については、今後の協
発な意⾒交換となるよう⼯夫。
議会における検討に活⽤。今後とも利活⽤に関する情報発
信等を⾏い、地⽅公共団体等との連携を深めていく。
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親⼦で財政教育プログラム

広報相談

〜親世代に気づきを与え、率直な意⾒を聞くために〜

四国財務局

 児童、⽣徒向けの財政教育プログラムを児童班、保護者班に分けて同時実施。
 親世代と⼦世代の意⾒の相違などの｢気づき｣と、将来の⽇本について家庭で話し合うきっかけを与
えることができた。
 親⼦同時の財政教育プログラム実施は、全国で初めて。
1.成果事例の概要等

2.取組の成果等

○四国財務局からPTA役員に｢親⼦で財政教育P｣を提案
児童の保護者が予算編成シミュレーションを体験することで、
財政に対する認識に変化があるのではないかと期待し、当局から
⾹川⼤学教育学部附属坂出⼩学校PTA役員に｢親⼦で財政教育P｣
を提案。PTAの⼟曜⽇活動として親⼦での参加者を募集。
○保護者からは財政などに対する⽇頃の無関⼼さに気づいたとの声
授業を体験した保護者の感想、意⾒
を⽣の声として受けるため実施した懇
談会では、｢⼦どもと⼀緒にニュースを
⾒ていていろいろ質問されるが、それ
に対してまとまった話をしたことがな
かった。今後、親⼦で話し合う話題が
得られる良い機会になった。｣｢授業参
観ではなく親⼦で同じ授業を受け、親
は⼦の考えを、⼦は親の考えをそれぞ
れ聞くことができるところが新鮮に感
じた。｣との声が聞かれた。

児童班(左)から、｢防衛
費は外国のミサイルに対抗
するために増やす。新たな
借⾦は減らしたいから代表
的な3つの税は増やしたほ
うがいいと思う。｣との発
表があると、保護者班から
はため息が聞かれた。
⼀⽅で、保護者班(右)か
らは、｢将来の発展のため
には教育費、科学技術費は
⼤幅に増やす必要がある。
消費税負担は増やしても所
得税は増やさないで。儲
かっている法⼈にぜひ多く
の負担をお願いしたい。｣
との声が聞かれた。

3.今後の課題と対応

･当⽇の模様は、地⽅新
･サポート役からの積極的なアドバイスが重要。 聞(四国新聞ほか)が掲載、
予算項⽬を増減することによる効果や問題点を、 ま た ケ ー ブ ル テ レ ビ
直近の社会問題を踏まえて投げかけることで、グ ニュース(⾹川テレビ放
送網)が放映。
ループでの議論をより深めることができる。
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1. 産官学⾦⾔と連携し｢活性化フォーラム｣を設⽴

局
⼤分

地⽅創⽣⽀援

114

局

地⽅創⽣⽀援
⾦融

115

⿅児島

地⽅創⽣⽀援

116

4. 熊本県等と連携し｢住宅再建無料相談会｣を開催

局

災害対応
⾦融

117

5. 地盤改良技術の実証実験に国有財産を提供

局

国有財産

118

2. 九州農政局と共催で｢⾦融仲介の質の向上に向けたシンポジウム｣を開催
3. 地域経済活性化フォーラム及び市町村の地⽅創⽣担当者と国のコンシェルジュとの意⾒交換会
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地⽅創⽣⽀援

九州財務局及び⼤分財務事務所

産官学⾦⾔と連携し｢活性化フォーラム｣を設⽴
九州財務局及び⼤分財務事務所では、地域のオピニオンリーダーである企業経営者、経済･商⼯団体、
関係地⽅公共団体、学会、⾦融機関及び地元マスコミと⾃由闊達な意⾒交換を⾏う、｢くまもと活性化
フォーラム｣及び｢おおいた活性化フォーラム｣を設⽴。

概

取組の成果と今後の展開

要

○ 地域経済のきめ細かなニーズを把握するため、地元の
企業経営者等とのつながりを⼀層強めたいとの思いから、
地域社会や企業の活性化に資するタイムリーなテーマを
取り上げ、第⼀線で活躍中の有識者を招聘のうえ、⾃由
闊達な意⾒交換を⾏う場として設⽴。
●地域経済の
ニーズを把握
●連携の強化
企業経営者等
(ｵﾋﾟﾆｵﾝﾘｰﾀﾞｰ)

九州財務局
財務事務所

⾃由闊達な
意⾒交換
●地域社会や企業の
活性化に資する最新
情報を提供

●概要等は当局HP
に掲載し広く還元

ゲスト
スピーカー

○取組の成果
●くまもと活性化フォーラム
構成員︓企業経営者25名を含む計40名
平成29年11⽉ ｢カルビーの働き⽅改⾰の取組｣
平成30年 3⽉ ｢サービス業の現場における⽣産性向上｣
●おおいた活性化フォーラム
構成員︓企業経営者16名を含む33名
平成30年 2⽉ ｢観光〜インバウンド戦略｣
●経済情勢報告にあたり、構成員の企業経営者を訪問し、
機動的かつ深度あるヒアリングが可能。
○今後の展開
●フォーラムを⿅児島･宮崎財務事務所へ展開予定。
●フォーラムの常設化。
●熊本では、構成員以外の地⽅公共団体等を含む｢拡⼤
フォーラム｣を計画。経済波及効果や雇⽤創出効果の⾼
い｢観光｣等をテーマにパネルディスカッションも実施
する予定。
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地⽅創⽣⽀援・⾦融

九州財務局

九州農政局と共催で｢⾦融仲介の質の向上に向けたシンポジウム｣を開催
財務局では毎年同シンポジウムを開催。九州財務局においては、今回農業分野の有識者による基調講演ととも
に、関係者と｢農業分野の活性化のための地域⾦融機関の可能性とその課題｣をテーマにパネルディスカッション
を実施。

概

取組の成果と今後の展開

要

○ 管内の⾦融機関では、基幹産業の⼀つである農業について活性
化に係る取組を進めているが、農業融資を⾏うにあたっては他の
産業とは異なったノウハウ等が必要。

○取組の成果

○ 当該分野に取り組んできた⽇本政策⾦融公庫の知⾒･ノウハウ
を共有することは、⾦融仲介機能の質の向上を図るうえで有意義。

【基調講演】
● 九州の農業の現状、地域⾦融機関が設⽴した農業法⼈や
地域⾦融機関と地⽅公共団体との連携事例、農業分野にお
ける⽇本政策⾦融公庫の各種施策などが紹介された。

○ 農業分野の活性化をテーマに｢⾦融仲介の質の向上に向けたシ
ンポジウム｣を平成30年3⽉26⽇に開催。

【パネルディスカッション】
● 地域⾦融機関と⽇本政策⾦融公庫が連携し、その専⾨性
を発揮して農業分野の活性化のため、どのような⽀援が可
能か等について議論。

基調講演︓九州農政局･⿅児島銀⾏･⽇本政策⾦融公庫
パネルディスカッション︓地域⾦融機関･⽇本政策⾦融公庫･農業
事業者･熊本県⽴⼤学･⾏政機関

● ⾦融機関、農業関係者など175名が参加。

○今後の展開
● 今後も、局内外の情報共有を進めつつ、地域⾦融機関と
政府系⾦融機関との連携･協働を促進。

【基調講演の模様】

【パネルディスカッションの模様】

● 次年度以降も、地域⾦融機関向けの農業融資セミナーを
農林⽔産省とも連携して開催するなど、農業融資に関する
ノウハウの周知等を図る予定。
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地⽅創⽣⽀援

九州財務局⿅児島財務事務所

地域経済活性化フォーラム及び
市町村の地⽅創⽣担当者と国のコンシェルジュとの意⾒交換会

、⿅児島財務事務所では、⿅児島と本省庁とのネットワークを広げ、活⽤していく取組として、各省庁、経済界、
⾦融機関、学界、報道機関の協⼒の下、｢地域経済活性化フォーラム｣及び｢市町村の地⽅創⽣担当者と国のコン
シェルジュとの意⾒交換会｣を同⽇開催。

概

要

取組の成果と今後の展開

○地域経済活性化フォーラム｢⿅児島わっぜか※フォーラム｣
●国の地⽅創⽣担当者による基調講演、有識者
によるパネルディスカッションを実施。
●参加者数︓第1回220名、第2回170名。
※｢わっぜか｣︓⿅児島弁で｢ものすごい｣の意味。
第1回(平成29年 ｢観光･今やるべきこと｣
4⽉14⽇開催) ・将来に向けて今、何をすべきかについて議論。
｢観光から移住･定住へ｣
第2回(平成29年 ・事前に市町村から課題に挙げられた｢空き家対
12⽉6⽇開催)
策｣も交え、観光から移住･定住を考える上で
考慮すべき点や課題等について議論。
○市町村の地⽅創⽣担当者と国のコンシェルジュとの意⾒交換会
市町村の地⽅創⽣担当者
(第1回︓20団体35名、
第2回︓22団体26名)
説明等

意⾒交換

市町村の地⽅
創⽣担当者

交付⾦や地⽅創⽣に関する制度への質問･国への要望

国のコンシェルジュ(第1回︓7機関11名、第2回︓7機関15名)

○取組の成果
●地域経済活性化フォーラム
・｢観光｣｢地⽅創⽣｣に対する意識改⾰(パイプ役としての
職務)。
・経済界、⾦融機関、学界、報道機関等との連携。
●市町村の地⽅創⽣担当者と国のコンシェルジュとの意
⾒交換会
・各市町村が抱える課題や地⽅創⽣に対する意識の共有。
・市町村担当者と国コンシェルジュ間の意⾒交換し易い
環境の強化。
○今後の展開
● フォーラムをより良いものとするため、県や開催地市
町村との連携強化を図り、共催を検討。
● 次回フォーラムは、地域からの要望により、世界⾃然
遺産登録を控える奄美群島で開催(平成30年6⽉⽬途)。
● アドホックな｢⿅児島わっぜかフォーラム｣から、プ
ラットフォームの構築･常設化へ。産学⾦官と連携し、
有識者(40名程度)を構成員とするプラットフォーム｢か
ごしま活性化フォーラム｣を⽴ち上げ(平成30年4⽉⽬途)。
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災害対応・⾦融

九州財務局

熊本県等と連携し｢住宅再建無料相談会｣を開催
熊本地震の被災者⽀援のために、⾃然災害ガイドラインや住宅再建等に係る相談の機会を｢ワンストッ
プ｣で提供することを⽬的とし、熊本県等と共催で｢住宅再建無料相談会｣を開催。

概

要

取組の成果と今後の展開

○ 熊本地震から2年が経過す
るが、今もなお多くの⽅々
が熊本県内外の仮設住宅など
で⽣活。
○ 仮設住宅の⼊居期間は原則
2年とされており、退去期限
到来に伴い、住宅再建の機運
が⾼まってくると予想。

○ 被災者の幅広い相談に｢ワ
ンストップ｣で対応できるよ
うに、住宅再建に関係する
官⺠の各団体に、無料相談会
への参加を呼びかけ。

【相談会周知広報⽤チラシ】

○ 結果、計15機関が⼀堂に会する県内でも最⼤規模の
｢住宅再建無料相談会｣を平成30年2⽉24⽇(⼟曜⽇)に
開催。

○取組の成果
● 当⽇は100組を超す被災
者の⽅々が参加。
● 住宅再建に関する様々な
相談が各機関に寄せられ、
｢⼀ヶ所でいくつも相談で
きるのは有難い。｣｢地盤や
住宅ローンの相談が出来て、
来てよかった。｣との声。
● 多くのマスマディアも取材に訪れ、地元のニュース
でも相談会の模様を放送。
○今後の展開
● 被災者のニーズを把
握し、今後も関係機関
と連携して、被災者⽀
援への取組を継続。
● 6⽉に同規模の無料
相談会を再度開催すべ
く準備を開始。
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国有財産

九州財務局

地盤改良技術の実証実験に国有財産を提供
熊本地震により被害を受け解体予定の国家公務員宿舎を利⽤して、破損した杭の補修･補強のための地盤改
良技術を実証実験。

概

要

取組の成果と今後の展開
○取組の成果
● ⼯法･技術の確⽴に向けて、被災建物を使⽤した貴重
なデータを蓄積。
● 建築技術関係者に実験現場や実験成果を公開したこと
により、技術を周知、実験データを共有。

○ 熊本地震により公務員宿舎に被害。
傾斜した3棟 ➡ 解体を決定。
● 掘削調査により基礎杭の破損を確認。
○ 国⼟交通省国⼟技術政策総合研究所に
公務員宿舎を提供。
● 破損した杭の補修･補強のための地盤
改良技術の実証実験に使⽤。
(傾斜した住宅)

実験概要
・被災建物を使⽤し地盤改良技術の有効
性の実証実験。
・現実に近い想定実験を実現。
・破損杭の外周に⾼圧噴射により地盤改
良体を築造し、破損した杭を補修･補
強。
・当該⼯法は従前⼯法⽐1/3〜1/4程度の
費⽤。
(破損した杭)

(実験成果説明会の様⼦)

(現場⾒学の様⼦)

○今後の展開
実験成果により⼯法･技術の確⽴に向け前進
➡建物を解体せず継続利⽤可能となるなど、補修･復旧法
の選択肢が増加
➡社会資本整備や震災後の迅速な復興につながることを
期待。
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地⽅創⽣⽀援
⾦融
地⽅創⽣⽀援
⾦融

1. ｢⼥性経営者と⾦融｣をテーマにワークショップを開催︕

局

2. 他省庁･政策⾦融機関･地⽅公共団体と連携し、⾦融機関向け地域活性化セミナーを開催︕

局

3. ⼤学⽣向け｢財政オープン講座｣を開催

局

広報相談

122

4. ⼥性向け広報誌(オンライン版)にコラムを掲載︕

局

広報相談

123

5. ⽂科省の教育研究発表会で財政をテーマに連携

局

広報相談

124

6. ⽇本公認会計⼠協会北部九州会と連携し、出前授業を開催︕

局

広報相談
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地⽅創⽣⽀援・⾦融

福岡財務⽀局

｢⼥性経営者と⾦融｣をテーマにワークショップを開催︕
地域における⼥性経営者の活躍と⾦融のあり⽅に焦点を当て、⼥性経営者と地域⾦融機関･⽀援機関が
オープンな場で意⾒を交わす｢地域⾦融ワークショップ〜⼥性のパワーと⾦融のチカラで地域を元気
に︕｣を全3回にわたり開催。

取組の概要
｢地域で⼥性経営者が活躍
の場を広げ、事業を発展させ
ていくために地域⾦融機関は
どう関わり、変わっていけば
よいか｣をテーマとするワー
クショップを開催。
⼥性経営者と地域⾦融機関の⾏員、⽀援機関の職員約
30名をメンバーに迎え、各界で活躍する⼥性講師によ
る講義と、グループでの意⾒交換を⾏った。

取組の成果
ワークショップを通して、⾦融機関･経営者･⽀援機関、そ
れぞれが抱える課題や相互理解のために出来ることについて
の気付きを提供。今後につながる交流のきっかけにも。
⾦融機関･⽀援機関の声
・⼥性経営者の⽣の声を聴く貴重な機会。
・経営者のためにもっと出来ることがあると感じた。
・真に頼られる⾦融機関でありたいと思った。
・⼥性経営者のために、⼥性⾏員だからできることがあ
ると感じた。
⼥性経営者の声
・相互理解に⾄らない理由や課題、解決策などを本⾳で
検討することができた。
・⼈脈が広がり、これからの助けや安⼼に繋がると実感。

今後の展開
今後も、地域のために財務局ができることは何かを考え
ながら、地域活性化に繋がるプラットフォームの場を提供
し続けていきたい。
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地⽅創⽣⽀援・⾦融

福岡財務⽀局

他省庁･政策⾦融機関･地⽅公共団体と連携し、
⾦融機関向け地域活性化セミナーを開催︕
国の機関や政策⾦融機関等が実施・保有している中⼩企業の経営⽀援に役⽴つ施策等を紹介するため、
各機関と連携し｢⾦融機関向け地域活性化セミナー｣を開催。

概 要
開催⽬的等
・地域⾦融機関には、中⼩企業の経営課題を把握し、その課
題解決のためにファイナンス、アドバイスといった⽀援の提
供を継続的、組織的に⾏っていくことが求められている。
・本セミナーでは、国や政策⾦融機関等の公的機関が保有し
ている中⼩企業の課題解決に役⽴つような施策･ノウハウ等
について、各機関から⾦融機関へ紹介するとともに、参加者
同⼠の交流の場を設けることで双⽅の連携強化に取り組んだ。
テーマ等
・⾦融機関等のニーズを踏まえ県毎にテーマを変えて開催。
①創業サポートの⼼構え(佐賀市産業⽀援相談室)
②農業融資の着眼点について(⽇本政策⾦融公庫)
③⾦融機関によるJ-GoodTechの活⽤について
④農商⼯連携･地域資源活⽤･新連携事業について
(中⼩企業基盤整備機構)
⑤地域⾦融機関による事業承継⽀援
(福岡県事業引継ぎ⽀援センター)
⑥地域⾦融機関が活⽤できる
企業⽀援施策の事例及び制度について
(九州経済産業局)
⑦宿泊施設インバウンド対応⽀援事業
及び住宅宿泊事業法について(九州運輸局)

取組の成果と今後の展開
・より多くの⾦融機関の担当者に集まってもらうため、福岡
(平成30年1⽉24⽇)、佐賀(2⽉7⽇)、⻑崎(2⽉20⽇)の各県
に分けて開催し、⾦融機関等の担当者計78名が参加。

(福岡会場)

(佐賀会場)

(⻑崎会場)

・セミナー後に、名刺交換、個別相談
等の時間を設けたことにより、活発な
交流が⾏われた。
参考にならな
・セミナー後のアンケートでは｢定
かった ３％
期的にセミナーを開いて欲しい｣と
非常に参考
の声があるなど、ほとんどの参加者
になった
が｢参考になった｣と回答。
３３％
・本セミナーは、全国紙、各県地元
概ね参考になった
紙に取り上げられ、地域経済活性化
６４％
の取組として注⽬された。
今後の展開
・引き続き地域の関係機関等との連携拡⼤･強化に取り組み、
⾦融機関等のニーズの把握に努め、地域活性化につながる
実効性ある施策を実施していく。
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広報相談

福岡財務⽀局

⼤学⽣向け｢財政オープン講座｣を開催
⼤学⽣を対象に、⽇本の財政と財務局の業務紹介を内容とする｢福岡財務⽀局ワークショップ｣を開催。
当局HP等で参加者を募り、近畿･中国地区など管外の⼤学からも学⽣が参加。若者をターゲットとした
財政広報と、財務局･財務専⾨官のPRを同時に実現。

取組の成果

これまでの課題･経緯
⼤学⽣への広報･採⽤のためのアプ
ローチは、これまで当局管内の⼀部
の⼤学での講義や業務説明会など機
会が限定的であった。
そこで今回、HPやSNSで広く参加
を告知し新たなターゲットの掘り起
こしを⾏うことで、幅広い地域から
興味をもった学⽣を募り、広報･業務
紹介の２つの内容を含む講座を開催
することとした。

講座の内容

• HPやSNSで広く告知したことで、各地の⼤学から学⽣が
参加。
• 財政講義･グループワークを通して、⼤学⽣に財政につい
て考えてもらう機会を創出。
• あわせて財務局の業務を紹介することで、財務局･財務専
⾨官試験についてのPR効果も。

〈参加者募集チラシ〉

講座は、業務説明と財政ワーク
ショップの2本⽴てとした。
財政ワークショップについては、
当局若⼿職員による講義の後、グ
ループワークを実施。当局職員も
各グループに⼊り、議論をサポー
〈参加者による発表の様⼦〉
トした。

【参加者の感想】
• 財政を⾃分のこととして考えるきっかけになった。
• 実際に予算案を作成し、歳出と歳⼊のバランスを保つこと
の難しさを実感した。
• 財務局業務に対する興味が深まった。職場の雰囲気の良さ
を感じた。

今後の展開
今回のように、HP等で開催告知して参加者を募集する⽅法
は、幅広い⼤学から参加学⽣を得るのに効果的であったこと、
参加した学⽣からも｢財政の知識と財務局の業務について同
時に知ることができた｣と好評であったことから、今後も継
続して実施を検討することとする。
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⼥性向け情報誌(オンライン版)にコラムを掲載︕
⼥性に向けた財政･⾦融広報の新たな試みとして、働く⼥性向け情報誌｢avanti｣のオンライン版に｢働
く⼥⼦とおかねのはなし｣と題するコラム記事を掲載。⼥性に知ってほしい⾦融に関する情報を中⼼に、
財政の現状等も盛り込んだ内容を分かりやすく解説。

これまでの課題･経緯
当局が業務の中で接する機会が少ない⼥性層に対し、効
果的に情報発信する⽅法がないか検討していたところ、福
岡県内のオフィス･商業施設などで配布されており、主に
働く⼥性を中⼼に幅広く愛読されているフリーペーパー
｢avanti｣を発⾏する株式会社アヴァンティより、同社のオ
ンラインコラムに掲載してはとの提案を受け、実現したも
の。

掲載内容
2017年12⽉〜2018年３⽉までの4か⽉間、全8回にわた
り｢働く⼥⼦とおかねのはなし｣と題するコラムを連載。⼥
性にとって読みやすく⾝近なライフプランや保険、教育資
⾦など｢お⾦｣の話を中⼼に、国の財政の現状等についても
盛り込んだ内容とした。
コラム記事(アヴァンティオンライン)
↓
http://www.e-avanti.com/category/blog/zaimu

取組の成果
・ 掲載開始以降、延べ1,684⼈がコ
ラム記事を閲覧(３⽉末現在)。
・ 読者がSNS等で記事を拡散する
ことによる⼆次的な効果も。
・ ブログをアップするような感覚
で⼿軽に記事を掲載でき、タイム
リーな情報発信が可能に。
・ PCやスマホ等で場所･時間を選ば
ず閲覧することができ、講演等に
参加する時間が取りにくい忙しい
⼥性に向けた⾝近な情報発信ツー
ルとして効果的。

今後の展開
効果的な情報発信の観点から、広報の⼀⼿段として今後
もオンラインコラムを継続的に活⽤し、対⾯による講演と
は違うアプローチでの広報活動を展開していく予定。
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⽂科省の教育研究発表会で財政をテーマに連携
福岡教育⼤学附属福岡⼩学校の教育研究発表において、国の財政を題材とした｢これからの幸せな国の
かたち｣をテーマとして、財務省･財務局が連携。発表会(平成30年2⽉17⽇)では県内外から多くの学校
関係者等が来場した。

教育研究発表会までの取組
6年⽣を対象とした研究授業｢これからの幸せな国の
かたち｣において、当局が推進する｢財政教育プログラ
ム｣と連携。発表会まで財務省･財務⽀局が、
①財政の講義を実施
②児童が財政を学習していく上での
疑問点を洗い出し、学習の⽅向性
を考える授業に参加。
③児童が科学や医療等各分野について学習し、｢10年
後の国の財政｣を考えるにあたり、考えが近い班
(党)に分かれて財政プランを検討するグループワー
ク(財政会議)に複数回参加。
【財政教育プログラムとは】
主権者教育の観点から、財政について興味を持ってもら
うため、タブレット等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授業

取組の成果
教育研究発表会では、北欧の国を詳しく調査し⾼福祉
国家を⽬指すべきとした党や、団塊世代からのバトンを
受け政策を実⾏していくといった党など、 5つの党から
財政プランが発表され、⽇本の将来の財政を真剣に考え
る姿があった。
当⽇は、予算編成に携わる財務省職員も参加し、児童
たちの刺激になった。教室には⼊りきれないほどの学校
関係者等が視察した。

今後の展開
今回視察に来られた学校関係者が、財政についての授
業に取り組んでいただくことを期待するとともに、当局
は財政教育の普及を今後も進めていく。
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⽇本公認会計⼠協会北部九州会と連携し、出前授業を開催︕
公認会計⼠という職業への関⼼を⾼め、受験者のすそ野拡⼤を図る観点から、管内で初めて、⽇本公
認会計⼠協会北部九州会と連携した⾼校⽣向け出前授業を開催。

概

要

【開催の経緯】
近年、公認会計⼠試験受験者数の減少が続いたことから、
⾼校⽣等若年層を対象とした会計･監査に係る広報活動を
推進するとの⽅針が⾦融庁より⽰され、同受験者のすそ野
拡⼤を図ることとした。
当局では、管内の公⽴及び私⽴⾼校等を訪問等のうえ講
師派遣案内を⾏ったところ、三井中央⾼校(福岡県久留⽶
市)から講師派遣の依頼があり、管内で初めて、⽇本公認
会計⼠協会北部九州会と連携した出前授業を開催した。
(平成29年7⽉11⽇(⽕)、ビジネス科1年⽣32名)

【講演内容】
⽇本公認会計⼠協会北部九州
会所属の公認会計⼠２名から、
①公認会計⼠の仕事の内容(Ｄ
ＶＤ視聴) 、②公認会計⼠を職
業とした志望動機等の講義、当
局からは、財務局の仕事を含め
公認会計⼠試験の概要について
説明を⾏った。

取組の成果と今後の展開
【⽣徒の感想等】
• 男⼥の差なく働け、働きやすい
職場環境が整っている。
• 公認会計⼠になりたかったので、
詳しく知れて良かった。
• 学歴･年齢に関係なく試験が受け
られるので興味が湧いた。
• 将来の夢が広がり、将来を考え
るきっかけになった。
【今後の展開】
地元で活躍する公認会計⼠から直接話を聞くことにより、
公認会計⼠という職業への理解が深まり、将来の職業として
具体的に考える機会となる等、学校関係者からも⾼い評価を
受けた。
今後も引き続き、キャリア教育として出前授業の活⽤を教
育機関にPRし、⽇本公認会計⼠協会北部九州会と連携した出
前授業の展開により、地域との連携強化に取り組む。
※今後の開催予定
福島⾼校(福岡県⼋⼥市、平成30年6⽉4⽇)
博多⼥⼦⾼校(福岡市東区、開催時期調整中)
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局

国有財産
地⽅創⽣⽀援
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国有財産・地⽅創⽣⽀援

国公有財産を観光拠点施設として活⽤

沖縄総合事務局

⼋重瀬町から町有地(庁舎跡地)と国有地(国道敷地)を⼀体利⽤し、⼋重瀬町観光拠点施設を整備
したいとして、国有地の取得要望があり、同町、国⼟交通省と協議を進め平成29年10⽉に当該国有
地を処分した。

概

要

○財産の概要
所在地︓沖縄県⼋重瀬町具志頭⼤久⽥原659番17外
区分･種⽬︓⼟地･雑種地ほか 数量︓505.05㎡
○事案の経緯
平成26年5⽉ ⼋重瀬町が｢観光拠点整備計画｣策定
平成27年5⽉ ⼋重瀬町から観光拠点計画地内にある国
有地(国道敷地)の取得ついて当局に相談
があり、同町、国交省(南部国道事務所)
とまちづくりの観点、事業スケジュール
等について協議を開始
平成28年3⽉ ⼋重瀬町が観光拠点施設の実施設計をと
りまとめ
平成29年7⽉ ⼋重瀬町から国有地の取得要望書提出
平成29年10⽉ 国交省より引受と同時に⼋重瀬町
と売買契約締結
平成30年4⽉ 観光拠点施設として、供⽤開始予定

H29.10.5売買契約式

取組の成果と今後の展開
⼋重瀬町から、新たな観光産業を創出することを
⽬的として観光拠点施設を整備する計画があり、同
施設の計画地内に所在する国有地(国道敷地)を取得
したいとの相談があった。同町の整備スケジュール
に合わせて国有地を処分するために、当局は国交省
及び同町と協議を重ね、引受から売払い･代⾦納付
(所有権移転)までの処理を同⽇付で⾏い、早期に観
光拠点整備を実現したいという町の要望に応えたも
の。今回の売り払いを機に同町と意⾒交換を⾏い、
連携を継続し、地域の実状に応じた⽀援を⾏ってい
く事としたい。
観光拠点施設
南の駅 やえせ

出典︓⼋重瀬町

127

(平成30年4⽉1⽇現在)
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北海道財務局

〒060-8579

札幌市北区北8条⻄2丁⽬

札幌第1合同庁舎 10階 11階

東北財務局

〒980-8436

仙台市⻘葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎

022-263-1111

関東財務局

〒330-9716

さいたま市中央区新都⼼1番地1 さいたま新都⼼合同庁舎1号館

048-600-1111

北陸財務局

〒921-8508

⾦沢市新神⽥4丁⽬3番10号 ⾦沢新神⽥合同庁舎

076-292-7860

東海財務局

〒460-8521

名古屋市中区三の丸三丁⽬3番1号

052-951-1772

近畿財務局

〒540-8550

⼤阪市中央区⼤⼿前4丁⽬1-76 ⼤阪合同庁舎4号館

06-6949-6390

中国財務局

〒730-8520

広島市中区上⼋丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館

082-221-9221

四国財務局

〒760-8550

⾼松市サンポート3-33

087-811-7780

九州財務局

〒860-8585

熊本市⻄区春⽇2丁⽬10番1号 熊本地⽅合同庁舎Ａ棟

096-353-6351

福岡財務⽀局

〒812-0013

福岡市博多区博多駅東2丁⽬11番1号 福岡合同庁舎4階

092-411-7281

沖縄総合事務局財務部

〒900-8530

那覇市おもろまち2丁⽬1番1号 那覇第2地⽅合同庁舎2号館

098-866-0091

⾼松サンポート合同庁舎(南館)

011-709-2311
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(平成30年4⽉1⽇現在)
北海道財務局
東北財務局
関東財務局
北陸
東海財務局
財務局

函館財務事務所

〒040-0032

函館市新川町25番18号 函館地⽅合同庁舎6階

0138-23-8445

旭川財務事務所

〒078-8503

旭川市宮前1条3丁⽬3番15号 旭川地⽅合同庁舎 ⻄館5階

0166-31-4151

釧路財務事務所

〒085-8649

釧路市幸町10丁⽬3番地 釧路地⽅合同庁舎9階

0154-32-0701

帯広財務事務所

〒080-0015

帯広市⻄5条南6丁⽬

0155-25-6381

⼩樽出張所

〒047-0007

⼩樽市港町5番2号 ⼩樽地⽅合同庁舎3階

0134-23-4103

北⾒出張所

〒090-0018

北⾒市⻘葉町6番8号 北⾒地⽅合同庁舎3階

0157-24-4167

⻘森財務事務所

〒030-8577

⻘森市新町2-4-25 ⻘森合同庁舎

017-722-1461

盛岡財務事務所

〒020-0023

盛岡市内丸7-25 盛岡合同庁舎

019-625-3351

秋⽥財務事務所

〒010-0951

秋⽥市⼭王7-1-4 秋⽥第⼆合同庁舎

018-862-4191

⼭形財務事務所

〒990-0041

⼭形市緑町2-15-3

023-641-5177

福島財務事務所

〒960-8018

福島市松⽊町13-2

024-535-0301

⽔⼾財務事務所

〒310-8566

⽔⼾市北⾒町1-4

029-221-3188

宇都宮財務事務所

〒320-8532

宇都宮市桜3-1-10

028-633-6221

前橋財務事務所

〒371-0026

前橋市⼤⼿町2-3-1 前橋地⽅合同庁舎10階

027-221-4491

千葉財務事務所

〒260-8607

千葉市中央区椿森5-6-1

043-251-7211

東京財務事務所

〒113-8553

⽂京区湯島4-6-15 湯島地⽅合同庁舎

03-5842-7011

横浜財務事務所

〒231-8412

横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎12階

045-681-0931

新潟財務事務所

〒950-8623

新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館9階

025-281-7501

甲府財務事務所

〒400-0031

甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎8階

055-253-2261

⻑野財務事務所

〒380-0846

⻑野市旭町1108 ⻑野第2合同庁舎5階

026-234-5123

筑波出張所

〒305-0031

つくば市吾妻1丁⽬12-1 筑波合同庁舎3階

029-851-2160

⽴川出張所

〒190-8575

⽴川市緑町4-2 ⽴川地⽅合同庁舎7階

042-524-2195

横須賀出張所
富⼭財務事務所

〒238-8535
〒930-8554

横須賀市新港町1-8 横須賀地⽅合同庁舎5階
富⼭市丸の内1-5-13 富⼭丸の内合同庁舎

046-823-1047
076-432-5521

福井財務事務所

〒910-8519

福井市春⼭1-1-54 福井春⼭合同庁舎

0776-25-8230

岐⾩財務事務所

〒500-8716

岐⾩市⾦⻯町5-13 岐⾩合同庁舎5階

058-247-4111

静岡財務事務所

〒420-8636

静岡市葵区追⼿町9-50 静岡地⽅合同庁舎4階

054-251-4321

津財務事務所

〒514-8560

津市桜橋2-129

059-225-7221

沼津出張所

〒410-0831

沼津市市場町9-1 沼津合同庁舎5階

055-933-5800
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近畿財務局
中国財務局
四国
福岡
沖縄
九州財務局
財務局
財務⽀局 財務部

京都財務事務所

〒606-8395

京都市左京区丸太町川端東⼊ル東丸太町34－12 京都第2地⽅合同庁舎2階

075-752-1417

神⼾財務事務所

〒650-0024

神⼾市中央区海岸通29 神⼾地⽅合同庁舎7階

078-391-6941

奈良財務事務所

〒630-8213 奈良市登⼤路町81 奈良合同庁舎5階

0742-27-3161

和歌⼭財務事務所

〒640-8143

和歌⼭市⼆番丁3

073-422-6141

⼤津財務事務所

〒520-0044

⼤津市京町3-1-1 ⼤津びわ湖合同庁舎7階

077-522-3765

舞鶴出張所

〒625-0036

舞鶴市字浜3-1

0773-62-3557

⿃取財務事務所

〒680-0845

⿃取市富安2丁⽬89-4 ⿃取第1地⽅合同庁舎

0857-26-2295

松江財務事務所

〒690-0841

松江市向島町134番10 松江地⽅合同庁舎

0852-21-5231

岡⼭財務事務所

〒700-8555

岡⼭市北区桑⽥町1-36 岡⼭地⽅合同庁舎

086-223-1131

⼭⼝財務事務所

〒753-8526

⼭⼝市中河原町6-16 ⼭⼝地⽅合同庁舎1号館

083-922-2190

倉敷出張所

〒712-8062

倉敷市⽔島北幸町2-2

086-444-5265

呉出張所

〒737-0051

呉市中央三丁⽬9-15 呉地⽅合同庁舎2階

0823-21-6411

下関出張所

〒750-0025

下関市⽵崎町4丁⽬6-1 下関地⽅合同庁舎

083-234-4003

徳島財務事務所

〒770-0941

徳島市万代町3丁⽬5番地 徳島第2地⽅合同庁舎2階

088-622-5181

松⼭財務事務所

〒790-0808

松⼭市若草町4番地3 松⼭若草合同庁舎7階

089-941-7185

⾼知財務事務所

〒780-0061

⾼知市栄⽥町2丁⽬2番10号 ⾼知よさこい咲都合同庁舎9階

088-822-9177

⼤分財務事務所

〒870-0016

⼤分市新川町2丁⽬1番36号 ⼤分合同庁舎3階

097-532-7107

宮崎財務事務所

〒880-0805

宮崎市橘通東3丁⽬1番22号 宮崎合同庁舎3階

0985-22-7101

⿅児島財務事務所

〒892-0816

⿅児島市⼭下町13番21号 ⿅児島合同庁舎1階

099-226-6155

名瀬出張所

〒894-0036

奄美市名瀬⻑浜町1-1 名瀬合同庁舎3階

0997-52-0728

佐賀財務事務所

〒840-0801

佐賀市駅前中央3丁⽬3番20号 佐賀第2合同庁舎7階

0952-32-7161

⻑崎財務事務所

〒850-0052

⻑崎市筑後町3番24号

095-827-7095

⼩倉出張所

〒803-0813

北九州市⼩倉北区城内5番3号 ⼩倉合同庁舎4階

093-561-0481

佐世保出張所

〒857-0041

佐世保市⽊場⽥町2番19号 佐世保合同庁舎6階

0956-23-3185

宮古財務出張所

〒906-0013

宮古島市平良字下⾥1016 平良地⽅合同庁舎3階

0980-72-4774

⼋重⼭財務出張所

〒907-0004

⽯垣市字登野城55-4 ⽯垣地⽅合同庁舎3階

0980-82-4941

和歌⼭地⽅合同庁舎6階
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｢全国財務局の地域連携事例集｣は下記URLからもご覧いただけます。
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/index.htm

