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財務省⼤⾂官房地⽅課

全国財務局における地域連携
(平成30年度)
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実施
する
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する

地域に
貢献する

広報
する

財務省･⾦融庁の施策を

財務省･⾦融庁の
施策を地域に

地域の意⾒･要望等を
財務省･⾦融庁に

地域の特性･要望等を踏まえた施策の実施を通じて

国⺠⽣活の安定･向上 ⽇本経済の発展
財務局の使命

○ 財務省の総合出先機関として、また、⾦融庁の事務委任を受け、財務省及び⾦融庁の施策を地域に
｢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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名瀬

□那覇（沖縄総合事務局財務部）

□石垣（八重山財務出張所）

□平良（宮古財務出張所）

沖縄総合事務局財務部

・

○ 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。

財務局のネットワーク
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◎ 財務（⽀）局（１０箇所）

○ 財務事務所 （４０箇所）

・ 出 張 所 （１３箇所）

□ 那覇（沖縄総合事務局財務部）

□ 宮古島（宮古財務出張所）

□ ⽯垣（⼋重⼭財務出張所）

沖縄総合事務局財務部
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地域連携に係る主な業務

⾦ 融
(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

国有財産

経済調査

広 報

財 政
(1) 適正かつ効率的な予算執⾏の確保(予算執⾏調査等)
(2) 災害復旧事業の査定⽴会
(3) 地⽅公共団体への財政融資資⾦の貸付

(1) 地域経済情勢等の調査
(2) 地域の意⾒･要望を本省庁に伝達

(1) 財務省及び⾦融庁の重要施策等の広報活動
(2) 各種団体の会合･学校･研修会等への講師派遣

(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) 地域経済エコシステムの形成に向けた各主体との連携推進
(2) 各地域における地⽅創⽣の⽀援企 画

総

務

3



【地域の課題と財務局の役割】
「地域経済エコシステム」の各主体の役割・強みを熟知し「つなぐ役割」を果たす。

・地域には、スマート・ニッチともいうべき、規模は⼩さくとも独⾃の技術やノウハウを有し、優れた経営を⾏って
いる中⼩企業も多数存在。これらスマート・ニッチ企業やスタートアップ企業、⼤⼿企業等が多⾯的に連携すること
により、オープンイノベーションを創出していくことが地域経済の成⻑における⼀つの鍵。
・事業承継や⼈材確保等が重要な課題であるなか、⿊字廃業等による経済縮⼩や技術の逸失を防ぐべく、⾦融機関・
⽀援機関等の連携により、事業承継⽀援等に取り組んでいく必要。
・地域において多くの課題が存在するなか、地域の⽣産性向上を図るうえでは、観光、交通、中⼼市街地活性化等の
課題の解決に向けて、様々な主体が連携し知恵を出し合っていく必要。

・財務局がそのネットワークを活⽤し、地域経済エコシステムの担い⼿と直接向き合うことで、地域企業の実情や地
域の具体的な課題を把握。価値創造や課題解決のため、地域の各主体との「つなぎ役」を果たす。
・この役割を最⼤限発揮することにより、オープンイノベーションの創出や地域の課題解決を後押しし、地域ひいて
は⽇本経済の活性化に貢献する。

財務局・財務事務所

中⼩企業等 スタートアップ

⾃治体・⽀援機関等
（政府系⾦融、⼤学含む）

域外企業等

地域⾦融機関

財務省 ⾦融庁

他財務局

地⽅⽀分部局

サポート

⾦
融
仲
介
機
能
の
発
揮

・
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
⽀
援

共
通
価
値
の
創
造

探求型対話・価値情報の提供
ハブ機能発揮・協働等

中央省庁等

オープンイノベー
ションを創出︕

財務局の特徴

① 全都道府県に拠点
・地域の各主体と顔の
⾒える関係
・全国横断的なネット
ワーク

② 地域⾦融⾏政を担
当
・地域⾦融機関との対
話を通じて、地域にお
ける⾦融仲介機能の発
揮を促す役割
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商⼯中⾦

中⼩機構

【地域経済エコシステムと財務局】
【⾃治体】
【地域住⺠】

【事業者等】

観光
ベンチャー

鉄道

都道府県・市町村 ／ 地域住⺠

証券会社

⼤⼿企業

地域インフラ
企業

（電⼒・ガス等）

外国企業

スタートアップ
アクセラレーター

ＤＭＯ

宿泊

⼩売

観光事業者

有望な企業を他の主体・
地域に紹介し、スケール
を⽀援。

農協・漁協

農家

〈政策分野〉 観光 地域
交通

経済
調査

地域企業
活性化

農業振興
農村振興

【地⽅⽀分部局】 運輸局 経産局 農政局 各府省
⽀分部局

⾦融部⾨ 財政部⾨
財務局

【中央省庁等】 観光庁 国交省
⾦融庁 財務省

経産省 農⽔省 各府省
⼈材機構

ＲＥＶＩＣ ＤＢＪ

⽇本公庫

メガバンク

国の機関の横の連携を促進。

整備局

中企庁
特許庁

街づくり
等

不動産

地域⾦融
活性化

国有
財産

建設

課題に応じて、ふ
さわしい専⾨家等
をマッチング。

主計
融資

中⼩企業・スタートアップ
地⽅銀⾏
信⽤⾦庫
信⽤組合

等

⼤学・研
究機関等

※地域経済エコシステム・・・ある地域において、企業、⾦融機関、地⽅⾃治体、政府機関などの各主体が、それぞれの役割を果たしつつ、
相互補完関係を構築するとともに、地域外の経済主体等とも密接な関係を持ちながら、多⾯的に連携・共創してゆく関係。

※地域経済エコシステムは、時代とともに常に変化するものであり、上記に例⽰した関係者も変化し得る。

地域⾦融機関を仲介役と
した地域企業とのネット
ワーク作りを⽀援。

ファンド等を通じたリスクマネー
の供給を促進。
クラウドファンディングやフィン
テックなど新しい⾦融と連携。

ＪＥＴＲＯ

バス

フェリー

航空

農業法⼈

商⼯会議
所・商⼯

会等

⽀援機関

国税庁

ＮＰＯ等

ＵＲ
地域や業種
等を超えた
横の連携を
促進。

〈イメージ図〉

医療・福祉通信

郵便局

⽇銀

⽔産事業者

⽔産庁

ＶＣ
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平成22年に「財務局の使命」として、
地域貢献に努めることを明確化。平成
26年度より、各財務局の地域連携の取
組を公表。

財務局等の地域連携の取組を積極的に
サポートしているほか、地域経済活性
化に取り組む様々な主体に対して財務
局の情報を発信。

地⽅創⽣イベント
「ENGINE︕」

地域連携の取組の⽀援強化

地域連携の取組のサポート

経団連、⾦融庁、経済産業省と連携し、
全国の企業、⾦融機関、地⽅公共団体
等を対象としたシンポジウム＆ミート
アップイベントを共催（平成31年1⽉）。

「地域貢献」を明確化
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【上記の関連URL】
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/zaimui.htm （財務局の使命）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/zaimueco.html （地域経済エコシステムの形成について）
https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/201903/201903g.pdf （「ENGINE︕」の概要）

神⼾ 甲府

京都 ⾼松

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/zaimui.htm
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/zaimueco.html
https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/201903/201903g.pdf


地域への
情報発信

Ⅰ 地域経済活性化に向けた取組事例
（1）〜（8）

地域経済エコシステム
形成に向けた取組

（地域経済活性化）

財務局の地域連携（イメージ図）

Ⅱ 情報発信の取組事例
（1）、（2）

災害時の⽀援
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財政
国有財産
⾦融等

を通じた⽀援

⼈的ネット
ワークの構築

地域課題の
解決に向けた

情報共有

地⽅創⽣
施策の⽀援

深度ある対話を
通じた⾦融仲介

機能の発揮

フォーラム等
イベントの

開催

財政教育
プログラム

⼦育て世代
向け広報

政府施策
の周知

⾦融経済教育

⾦融
リテラシー講座



Ⅰ－（1）. 地域経済活性化に向けた意識の「醸成」

地⽅公共団体・⼤学との関係深化

幅広い主体の若⼿が参加して地⽅創⽣
をテーマに議論。リラックスした雰囲
気の中、柔軟な発想によるアイデアを
共有。

【四国財務局】

静岡県⽴⼤学⽣のフィールドワーク先
として、静岡県⻄伊⾖町を紹介。町職
員及び学⽣が地域活性化のためのアイ
デアを考える場を提供。

【東海財務局 静岡財務事務所・沼津出張所】

中⼩企業等の休廃業により「知財」の
喪失が危惧される中、⾦融機関向けセ
ミナーを通じて事業承継等の問題点や
課題を認識。

【福岡財務⽀局】

若⼿をつなぐワールド・カフェ 税理⼠会と連携したセミナー
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地域が抱える課題やニーズを発⾒・共有することにより、地域経済活性化に向けた意識を醸成しています。

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/josei-1.pdf

（個別事例編 5ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/josei-2.pdf

（個別事例編 6ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/josei-3.pdf

（個別事例編 7ページ）

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/josei-1.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/josei-2.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/josei-3.pdf


Ⅰ－（2）．地域課題解決のための「交流」を促進
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地⽅公共団体からの要望を受けて地域⾦
融機関等が参加するフォーラムを開催。
終了後には参加者間での名刺交換会を実
施して⼈的ネットワークを構築。

【北海道財務局 ⼩樽出張所】

フォーラム参加者間の交流

神⼾市の「⾕上プロジェクト」と学⽣
向けに起業や資⾦調達のノウハウを伝
授する『KOBEマネーの猫』を共催し、
学⽣と起業家との交流の場を創出。

【近畿財務局 神⼾財務事務所】

起業志望の学⽣を⽀援

NPO法⼈、地⽅公共団体、クラウドファ
ンディング事業者等が参加するフォー
ラムを開催し、参加者による個別相談
の場を提供。

【中国財務局】

クラウドファンディングの相談会

フォーラムなど様々な主体が交流する場を提供することにより、地域内外のプレーヤー同⼠をつないでいます。

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/koryu-1.pdf

（個別事例編 9ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/koryu-2.pdf

（個別事例編 10ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/koryu-3.pdf

（個別事例編 11ページ）

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/koryu-1.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/koryu-1.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/koryu-2.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/koryu-3.pdf


Ⅰ－（3）. 会合を通じた課題解決⽅法の「共有」

事業承継⽀援セミナーの開催

⾦融機関、中⼩企業及び⽀援機関等を
対象としたセミナーを開催し、事業承
継にかかる⽀援施策や税制等について
周知。

【近畿財務局・和歌⼭財務事務所】

地⽅公共団体、⾦融機関及び⺠間事業
者等により、官⺠連携事業の実現を⽬
指した「サウンディング調査」や「⺠
間向け実践講座」などを実施。

【北陸財務局・管内財務事務所】

プラットフォームの深化
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地⽅公共団体や⾦融機関等と連携して
勉強会やセミナーを開催。SIB（ソー
シャル・インパクト・ボンド）の導⼊
に向けた事例を共有。

【関東財務局】
【沖縄総合事務局】

新たな成果連動型事業の紹介

課題解決に資する専⾨家等の知⾒を共有するためにセミナーを開催するなどしています。

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kyoyu-1.pdf

（個別事例編 13・14ページ）

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kyoyu-2.pdf

（個別事例編 15ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kyoyu-3.pdf

（個別事例編 16・17ページ）

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kyoyu-1.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kyoyu-2.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kyoyu-3.pdf


岩⼿県⽮⼱町と盛岡財務事務所が共同
で財務状況ヒアリングの診断結果を活
⽤した「住⺠説明会」を開催。財務状
況等の説明後には政策課題を議論。

【東北財務局 盛岡財務事務所】

住⺠説明会の⽀援

Ⅰ－（4）．地⽅公共団体等の「地⽅創⽣施策」を⽀援

熊本県宇⼟市と締結した連携協定を基
に、地域活性化に向けた意識改⾰と⼈
材育成の場や地域をつなぐ場としての
ワークショップを開設。

【九州財務局】

まちづくりワークショップの開設

徳島県吉野川市と徳島財務事務所の若
⼿職員が作成した政策アイデアを契機
に、徳島⼤学等地域の各主体間の多⾯
的な連携・共創関係を構築。

【四国財務局・徳島財務事務所】

政策アイデア実現に向けた連携
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地⽅公共団体等が抱える課題やニーズに応じた地⽅創⽣施策を⽀援しています。

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/sosei-1.pdf

（個別事例編 19ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/sosei-2.pdf

（個別事例編 20・21ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/sosei-3.pdf

（個別事例編 22ページ）

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/sosei-1.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/sosei-1.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/sosei-2.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/sosei-3.pdf


Ⅰ－（5）. 地域の「国有財産」を有効活⽤した取組
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仙台市において、市や社会福祉法⼈の
ニーズに応じ、保育所整備⽤地や特別
養護⽼⼈ホーム敷地として国有財産を
活⽤。

【東北財務局】

社会福祉分野に有効活⽤

国の防災官署を集約化し、新しい合同
庁舎を整備することにより、名瀬港の
防災拠点機能の強化・中⼼市街地整備
と連携した広域的なまちづくりに寄与。

【九州財務局・⿅児島財務事務所・名瀬出張所】

奄美エリアマネジメント

防災官署を集約整備

国際的な中枢業務・交流拠点として再
開発ビル「⼤⼿町プレイス」が竣⼯。
権利変換により取得した当ビルの権利
床の⼀部を、⽇本郵政グループと交換。

【関東財務局 東京財務事務所】

都市再⽣への貢献

地域経済活性化のために、財務局の国有財産業務を通じたエリアマネジメント等を実施しています。

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kokuyu-1.pdf

（個別事例編 24ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kokuyu-2.pdf

（個別事例編 25ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kokuyu-3.pdf

（個別事例編 26ページ）

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kokuyu-1.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kokuyu-2.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kokuyu-3.pdf


Ⅰ－（6）. ⾦融仲介機能の発揮に向けて「地域⾦融ネットワーク」につなぐ取組

⼭形県⻑井市における⼦育て世代の定
住促進に向けて、⾦融機関等の連携機
関とワーキンググループを開催し、施
策を⽴案。

【東北財務局 ⼭形財務事務所】

⼦育て世代の定住に向けた連携

13

⾦融機関やNEXCO⻄⽇本グループと連携
し、メーカー・⽣産者と⾼速道路の商
業施設を運営するテナントとの商談会
を実施。

【近畿財務局】

地域産品の販路拡⼤を⽀援

財務局と経済産業局のネットワークを
活⽤し、セミナー等を通じて⾦融機関
など様々な主体をつなぎ、オープンイ
ノベーションの創出や課題解決を⽀援。

【関東財務局】

連携による「つなぐ」取組

地域の「つなぎ役」を果たし、
両局の機能とネットワークを活⽤した連携事業を推進

⾦融機関 産業⽀援機関

専⾨⼈材

地域中⼩企業等

地⽅公共団体

財務局の業務を通じて地域⾦融ネットワークにつなぐことにより、⾦融仲介機能の発揮を促しています。

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kinyu-1.pdf

（個別事例編 28ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kinyu-2.pdf

（個別事例編 29・30ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kinyu-3.pdf

（個別事例編 31ページ）

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kinyu-1.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kinyu-2.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kinyu-3.pdf


被災地への職員の派遣、国有財産・⾦
融情報の提供を速やかに⾏い、被災者
のためのワンストップ相談会、早期復
旧に向けた災害査定⽴会を実施。

【北海道財務局】

北海道胆振東部地震への対応

Ⅰ－（7）. 「防災」や「災害復旧」のための取組
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防災体制強化と市街地活性化のため、
国と岐⾩県⾼⼭市との間で⼟地交換契
約を締結。同市の取得地は、災害時に
は防災空地として活⽤予定。

【東海財務局・岐⾩財務事務所】

地域防災への寄与

市の取得地

⾦融上の措置の要請、国有財産の情報
提供、災害査定⽴会等を速やかに⾏っ
たほか、被災地への職員の派遣、⾦融
機関等への⽀援情報の展開を実施。

【中国財務局・管内財務事務所】
【四国財務局・松⼭・⾼知財務事務所】

平成30年7⽉豪⾬災害への対応

地域の防災に資する取組を実施しているほか、災害発⽣時には迅速な災害復旧に貢献しています。

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/bosai-1.pdf

（個別事例編 33・34ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/bosai-2.pdf

（個別事例編 35ページ） https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/bosai-3.pdf

（個別事例編 36・37ページ）

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/bosai-1.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/bosai-2.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/bosai-3.pdf


Ⅰ－（8）. 「若⼿職員」が活躍する地⽅創⽣⽀援の取組

埼⽟県秩⽗地域4町等の若⼿職員と地域
の課題について検討。ビッグデータを
⽤いた分析やフィールドワーク等を⾏
い、課題解決策を各町⻑へ提案。

【関東財務局】

町・県・国の若⼿職員の交流
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同世代の若者同⼠の交流を通じて、学
⽣の県内就職率の低下や島嶼振興など、
地域の課題をテーマとした講義や意⾒
交換会を企画。

【近畿財務局 神⼾・京都・⼤津財務事務所】

⼤学⽣と若⼿職員のコラボ企画

北海道からの呼びかけに応じて、若⼿
職員中⼼のプロジェクトチームが、国
有財産のパネル展や函館⼭⾒学ツアー
を企画・実施。

【北海道財務局】

北海道150年事業への参画

財務局全体で地域連携に取り組む中、将来を担う若⼿職員が中⼼となって取り組む事例もあります。

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/wakate-1.pdf

（個別事例編 39ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/wakate-2.pdf

（個別事例編 40ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/wakate-3.pdf

（個別事例編 41・42ページ）

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/wakate-1.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/wakate-2.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/wakate-3.pdf


Ⅱ－（1）. 「⼦どもたち」が⽇本の未来を考えるきっかけづくり

市の税・財政教育への⽀援

地⽅公共団体職員や教員などにも財政
教育プログラムの体験機会やノウハウ
を提供することで、⼦どもたちの財政
について考える機会を拡充。

【北陸財務局・管内財務事務所】

東京都⼋王⼦市からの要望を受けて、
財政をわかりやすく楽しく学べる、ア
クティブラーニングを取り⼊れた財政
教育プログラムのノウハウを市に提供。

【関東財務局】

Ｇ20福岡開催の機運醸成のため⽇銀、
福岡市等と協働し、市内の学校で為替
変動をテーマとした⾦融経済特別授業
などを実施。

【福岡財務⽀局】

⼦どもたちの財政学習機会の拡充 G20福岡開催に向けた取組
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⽇本の未来を担う⼦どもたちが国の財政等に興味を持ってもらうきっかけをつくっています。

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kodomo-1.pdf

（個別事例編 44ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kodomo-2.pdf

（個別事例編 45ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kodomo-3.pdf

（個別事例編 46・47ページ）

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kodomo-1.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kodomo-2.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kodomo-3.pdf


従来から広報先として実施している⼦
育て関連団体に加え、育児休業者も対
象とした⺠間企業や⼩児医療センター
のバザーなどの地域イベントでも実施。

【関東財務局】

⺠間企業等へ広報先を拡⼤

Ⅱ－（2）. 「⼦育て世代」に向けた啓発

親⼦で楽しく体験しながら学べるよう
に、夏休み等の参加しやすい機会をと
らえて警察、銀⾏、⺠間企業と⾦融リ
テラシー向上セミナーを共催。

【中国財務局 ⿃取財務事務所】

官⺠連携による広報活動
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地⽅公共団体、⺠間事業者との共催で、
⼀度就労から離れた⼥性に家庭と⼦育
ての両⽴が可能な求⼈情報や働き⽅を
紹介するとともに、マネー講座も実施。

【近畿財務局】

ママさんに多様な働き⽅を紹介

育児や家事等で忙しい⼦育て世代に役⽴つ情報も、積極的に分かりやすく発信しています。

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kosodate-1.pdf

（個別事例編 49ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kosodate-2.pdf

（個別事例編 50ページ）
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kosodate-3.pdf

（個別事例編 51ページ）

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kosodate-1.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kosodate-2.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kosodate-3.pdf
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【財務省・財務局】 地域連携・地⽅創⽣ 窓⼝⼀覧
財務(⽀)局 電話番号 メールアドレス （部署・担当係）

北海道 北海道地区 （北海道）
011-709-2311（代表）
（内線4275、4243）

 chiikirenkei@hk.lfb-mof.go.jp
（総務課 企画係）

東北 東北地区 （⻘森、岩⼿、宮城、秋⽥、⼭形、福島）
022-263-1111（代表）
（内線3014、3760）

kikaku@th.lfb-mof.go.jp
（総務課 企画係）

関東 関東甲信越地区
（茨城、栃⽊、群⾺、埼⽟、千葉、東京、
 神奈川、 新潟、⼭梨、⻑野）

048-600-1111（代表）
（内線3118、3077、2981）

chiikirenkei@kt.lfb-mof.go.jp
（総務課 企画第２係）

北陸 北陸地区 （富⼭、⽯川、福井） 076-292-7863（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
 kikakuchouseikan@hr.lfb-mof.go.jp

（総務課 企画係）

東海 東海地区 （岐⾩、静岡、愛知、三重） 052-951-1814（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
kikaku@tk.lfb-mof.go.jp

（総務課 企画係）

近畿 近畿地区 （滋賀、京都、⼤阪、兵庫、奈良、和歌⼭） 06-6949-6390（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
kinzaikikaku@kk.lfb-mof.go.jp

（総務課 企画係）

中国 中国地区 （⿃取、島根、岡⼭、広島、⼭⼝）
082-221-9221（代表）
（内線3378、3319）

kikaku@tg.lfb-mof.go.jp
（総務課 企画係）

四国 四国地区 （徳島、⾹川、愛媛、⾼知）
087-811-7780（代表）

（内線223、214）
soumu@sk.lfb-mof.go.jp

（総務課 企画係）

福岡 九州北部地区 （福岡、佐賀、⻑崎） 092-411-9048（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
kikaku@fo.lfb-mof.go.jp

（総務課 企画係）

九州 九州南部地区 （熊本、⼤分、宮崎、⿅児島）
096-353-6351（代表）
（内線3032、3183）

renkei@ks.lfb-mof.go.jp
（総務課 企画係）

沖縄
（総合事務局）

沖縄地区 （沖縄）
098-866-0091（財務部）

（内線82248）
okikouhou@ogb.cao.go.jp

（財務課 広報担当）

電話番号 メールアドレス
財務省 ⼤⾂官房 地⽅課

03-3581-4111（代表）
（内線2777、2211、5181）

地⽅連携推進係
chihourenkei@mof.go.jp

管轄区域 （都道府県）
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地域経済活性化に関するご相談などがござい
ましたら、担当窓⼝へお気軽にご連絡ください。

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/index.htm

全国財務局の地域連携事例は下記URLからもご覧いただけます。

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kobetsu.pdf
｢個別事例編｣は下記URLからご覧いただけます。

https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/index.htm
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/renkei/30/kobetsu.pdf



