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～成長戦略・財政に関する講演会及び意見交換会の実施～

平成28年8月台風による暴風雨災害への対応
合同庁舎を活用した地域防災意識向上への貢献
国有財産を活用した地域への貢献

～人口減少対策に位置付けている「定住促進対策住宅」や 「保育環境施設」等に対する活用～

高校生による「一日財務事務所長」体験行事の開催

～同時開催 「世代を超えた財政に関する座談会」～
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地方創生支援

国立大学法人小樽商科大学との共同研究に関する取組

北海道財務局

 北海道財務局と国立大学法人小樽商科大学(以下｢小樽商科大学｣)とは、北海道における地域経済・社会の発展のため、地域を担う人材の形成を目的に平
成27年2月に包括連携協定を締結、地域経済の活性化や人材の育成に協働して取り組んでいる。
 協働の一環として、若手からベテランまでの有志職員による地域活性化プロジェクトチーム｢“H”PT｣が、｢地域金融｣･｢森のキレイ｣･｢地方公共団体財政｣の3
テーマについて小樽商科大学と共同研究を進めているところ。

２．これまでの取組の成果等

１．成果事例の概要等
○ 北海道財務局は小樽商科大学と平成27年2月に包括連携協定を締結、
地域経済の活性化や人材の育成に協働して取り組んでいる。

｢地域金融｣チーム

｢地方公共団体財政｣チーム

北海道内金融機関の預貸構造の変化から
みた資金循環の変遷、及び金融仲介機能の
発揮状況を研究。
現在、当局における金融関係統計資料や
金融機関の各種係数資料を分析した結果を
公表・還元すべく、中間取りまとめ作業を進
めている。

財務局が行っている、地方公共団体の｢財務
状況の把握・分析｣に資する新たなアプローチ
を研究。
現在、小樽市の各種政策等に関する情報共
有や意見交換を行うなど、｢財務状況の把握・
分析｣に有効なアプローチ方法等について研究
を進めている。

「森のキレイ」チーム

○ “H”PTとは
小樽商科大学と協働すべく発足した、当局職員
によるプロジェクトチーム。 現在、若手からベテラ
ンまで、有志職員約20名が活動中。
“H”PT ＝“Hopeful(希望に満ちて)”
Positive(楽しく、前向きに) Team

北海道の森林を利活用したビジネスの現状
及び市場調査と市場成長性に関する研究。
森林資源活用による地域活性化の取り組み
で既に一定の成果を出していると考えられる地
域(北海道上川地区等)に赴き、現状をインタビ
ュー調査、その結果を研究ノートとして取りまと
め、平成28年3月発行の小樽商科大学の定期
刊行物｢商学討究」に掲載した。
平成28年5月には、チームメンバーが小樽商
科大学「地域学」の講義において、新入生を含
む約 160人の学生に対して共同研究の状況を
説明し、北海道の森林資源の利活用に対する
課題などを報告した。

旭川市NPO法人｢も
り ねっと北 海道｣ の
インタビュー調査

小樽商科大学にお
ける講義｢地域学｣
の模様
(平成28年5月)

３．今後の課題と北海道財務局の対応

メンバー任命式

○ (1)｢地域金融｣チーム(2)｢森のキレイ｣チーム(3)｢地方公共団体財政｣
チームに分かれて、現在共同研究を行っている。

≪今後の課題≫
○ 地域経済活性化、人材育成等を目的としており、長期・継続的に取り組むことが重要。
≪北海道財務局の今後の対応≫
○ 今後とも、小樽商科大学との共同研究を進め、地域経済・社会の発展に資する研究及びそ
の情報発信強化とともに、地域を担う人材育成にも協働して取り組んでいく。
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プラットフォームの充実

地方創生支援

～成長戦略・財政に関する講演会及び意見交換会の実施～

北海道財務局

 北海道財務局では、｢地域連携プラットフォーム｣として成長戦略・財政に関する講演会及び意見交換会を平成29年2月21日に開催。道内経済のオピニ
オンリーダーである地方公共団体、経済・商工団体、金融機関、大学、国の行政機関が一堂に会した場で、第一部を本省講師による講演会、第二部を
意見交換会とする二部構成で実施。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

⃝ 当局のネットワークを活かし｢産官学金｣等多種多様な関係者に参
加いただき、北海道の実情に即したテーマについて、横断的な意見
交換の場を設定。地域活性化に向けて情報の共有化、連携を図っ
た。
【第一部】講演会
当局側からの積極発信として、財務省大
臣官房審議官・岡本直之氏が成長戦略及
び平成29年度政府予算案を踏まえた財政
の現状について説明。
【第二部】意見交換会
｢地域活性化に向けての現状と課題｣をテーマに、観光や農林水産
業、サービス産業の生産性向上、中小事業者の革新等々、成長戦
略を構成する各分野の関心事項について、意見交換を実施。
区 分

所 属 ・ 役 職

地方公共団体

北海道 副知事

経済・商工団体

北海道商工会議所連合会 観光振興委員長

⃝ 参加者からは、地域活性化に向けた課題や実際の取組の紹介のほか、成長戦略に関
して多くの意見が出された。
≪主な意見等≫
•

食料品製造業を中心に海外からの人材が事業を支えており、
地元の人材だけでは不足。安定した労働力確保のため、労働行
政の規制緩和が必要。

•

国際化が進む中、道内の留学生に北海道に就職してもらうな
ど、人材の確保を含めて色々なチャレンジをしていくにあたり、特
区を含めた提案を国にしていく。

•

「北海道」ブランド（農産物、水産物）がASEAN諸国に予想以上
に通用していることが分かった。今後も、積極的に海外に北海道
の「食」のPRを進めていく。

•

観光振興が北海道にいかに良い経済効果を生むかということを
国も一緒にＰＲしてもらいたい。

•

北海道企業の後継者不足は深刻であり、行政の方でメスを入れ
ていかなければならないのではないか。

北海道経済連合会 専務理事
北海道中小企業家同友会 代表理事
北海道観光振興機構 専務理事
金融機関

㈱日本政策投資銀行 北海道支店長
㈱日本政策金融公庫 札幌支店長

３．今後の課題と北海道財務局の対応

㈱北海道銀行 取締役常務
㈱北洋銀行 取締役副頭取
北海道信用金庫協会 会長
大学

北海道大学 副学長

国

国土交通省 北海道開発局長
国土交通省 北海道運輸局 観光部長

≪今後の課題≫
⃝ ｢産官学金｣等多種多用な関係者が一堂に会するという「地域連携プラットフォーム」の
利点を最大限活かし、活発で有意義な意見交換を実施するためには、地域活性化に資す
る「テーマ」を適切、かつタイムリーに設定することが重要。
≪北海道財務局の今後の対応≫
⃝ 今後も、地方公共団体へのヒアリングや広報活動等において得られた地域からの要望・
ニーズ等を踏まえ、地域活性化の課題解決に向けて有用な「地域連携プラットフォーム」
の構築を図る。
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合同庁舎を活用した地域防災意識向上への貢献

災害対応

北海道財務局
釧路財務事務所

 釧路地域は、北海道内でも地震、津波災害の多い地域であり、平成に入ってからも震度5強以上の地震が再三発生している。
 釧路財務事務所においては、同財務事務所が管理する免震構造を持つ釧路地方合同庁舎が釧路市より各種災害等避難施設指定を受けていることも
あり、近隣の保育園、幼稚園や町内会などの避難訓練に協力することで、地域防災意識向上に大きく貢献している。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等
○

○ 釧路地域の主な地震・津波災害の状況
【地震】 釧路地域では、これまでも、マグ

【津波】釧路沿岸は、津波被害にも

ニチュード7～8級クラスの地震が再三発生
している。

過去見舞われており、東日本大震災
では最大波 2.1ⅿを観測している。

平成5年
6年
15年
16年
25年

昭和35年

釧路沖地震(Ｍ7.5)震度6
北海道東方沖地震(Ｍ8.2)震度6
十勝沖地震(Ｍ8.0)震度5強
釧路沖地震(Ｍ7.1)震度5強
十勝地方南部地震(Ｍ6.5)震度5強
※震度は釧路市

平成15年
23年

チリ地震（釧路港の漁船
が損壊、住宅浸水）
十勝沖地震（釧路港に
1.2ⅿの津波）
東日本大震災（漁港施設
等被害、住宅浸水）

○

釧路地方合同庁舎（右写真）を活用した
連携事例の概要

平成12年に完成した当合同庁舎は、海岸線か
ら約400ⅿほどの距離にあり、地震多発地におけ
る防災拠点として免震構造を採用し、安全で耐
久性の高い機能を備えている。
このため、釧路市から災害発生時等の「広域避
難場所」「指定避難施設」「緊急避難場所」
「津波緊急避難施設」の指定を受けている。

庁舎機能を活用し、各種避難訓練への協力など、市民の防災
意識向上に大きく貢献している。

これら避難訓練への協力は、実施した保育園、幼稚園や町内会などにも評
価されている。また、事前にマスメディアに積極的に広報を実施した結果、
テレビ局や新聞社の取材があり、テレビ放送（全道版）や記事掲載がなさ
れるなど、釧路地域における当所の取組への認知度向上とともに、市民の
防災意識の向上に大きく貢献している。

防災教育（紙芝居）でも地域に貢献
28年9月の保育園避難訓練では、当所職
員が防災紙芝居（気象台HP版）の読み聞
かせを行い、好評であった。これを更に
発展させるべく、釧路短期大学（幼児教
育学科）と連携し、釧路市動物園の人気
者を登場させたオリジナルの新作防災紙
芝居（右イラスト）を作成。29年3月、
当局ホームページでも公開した。
○ 当合同庁舎は、東日本大震災時には延べ200名以上の避難市民を受け入
れていることなどから、釧路市民にも「避難場所」との認識が浸透しており、
これら避難訓練などは、テレビ等マスメディアの関心も高いものとなっている。

３．今後の課題と釧路財務事務所の対応
（上記を踏まえた釧路財務事務所の取組）
当所では、庁舎機能をより活用すべく、近隣の保育園、幼稚園や町内会な
どに避難訓練の実施を呼びかけ、平成25年から計9回実施している。28年9月
の避難訓練では、津波警報発令を想定し、当所職員や警備員も誘導など協力
のうえ、保育園児が庁舎まで歩道約200ⅿ走り、庁舎5階まで駆け上った。

≪今後の課題≫
○ 市民に長く活用されるためには、市民目線に立った取組を継続的に行う
ことが重要である。
≪北海道財務局の今後の対応≫
○ 釧路のほか、当局が管理している函館、旭川などの地方合同庁舎におい
ても、各地域イベントへの協賛などを実施しており、これら地域とのつな
がりを更に拡充させていく。
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国有財産

国有財産を活用した地域への貢献
～人口減少対策に位置付けている「定住促進対策住宅」や 「保育環境施設」等に対する活用～

北海道財務局及び
管内財務事務所・出張所

◆ 北海道財務局では、地方公共団体を訪問し、「未利用国有地の情報提供」のほか、「地方版総合戦略」 に関するヒアリング及び意見交換を実施し、相手方ニ
ーズの把握に努めている。
◆ 当該事例は、こうした当局の取組の際に、「地方版総合戦略」の中で最重要施策として位置付けている「人口減少対策」の一つとして掲げている、「移住・定住
者用住宅」 や「保育環境施設」等として国有財産を活用したいとの要望を受け、相手方の要望を最大限考慮し関係機関と調整等を行い、売払いに至ったもの。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等
【活用実績（予定分を含む）】

利尻町の事例：移住希望者お試し住宅

相手方

所在地

財産区分

売払年月

相手方の用途

砂川市

砂川市空知太

土地・建物

平成28年6月

定住対策住宅

土地

平成28年8月

幼保連携型認定こども園

社会福祉法人 旭川市大町2条12丁目

旭川市の事例：幼保連携型認定こども園
イメージ図

○ 当局では、管財部課長職以上(事務所・出張所を含む)が地方公共団
体を訪問し、「未利用国有地の情報提供」のほか、「地方版総合戦略」 に
関するヒアリング及び意見交換を実施し、相手方ニーズの把握に努めて
いる。
○ これらの取組のほか、地方公共団体の担当者向けの「国有財産事務
担当者会議」を毎年開催。加えて、貸付財産等の現地調査の際に地方公
共団体を訪問することとしており、相手方との情報交換の機会を設定して
いる。
○ 道内の地方公共団体のほとんどで人口減少が進んでおり、移住・定住
促進や待機児童解消への対策を模索している。上記の利尻町、旭川市の
事例は、廃止宿舎の土地や建物を活用したもの。

平取町

沙流郡平取町振内町

土地・建物

平成28年12月

移住・定住者用施設

足寄町

足寄郡足寄町南５条

土地・建物

平成29年1月

移住体験住宅

紋別市

紋別市南が丘町

土地・建物

平成29年1月

お試し暮らし住宅

利尻町

利尻郡利尻町沓形
字富士見町

土地・建物

平成29年第一
四半期を予定

移住希望者お試し住宅

占冠村

勇払郡占冠村字ｼﾑｶﾌﾟ

土地・建物

平成29年第一
四半期を予定

地域就業者・定住対策・
役場職員等の住宅

３．今後の北海道財務局等の対応
○ 未利用国有地が所在する地方公共団体に対し、｢未利用国有地リスト｣を交付（訪
問し説明）しているほか、地方公共団体の担当者向けに「国有財産事務担当者会議」
を開催。
○ 今後も、各種ヒアリング等を通じ、国有財産に対する地域のニーズを把握し、関係
機関と連携して迅速に対応するなど地域貢献を進めていく。
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広報相談

第8回アジア冬季競技大会記念貨幣発行にかかる広報

北海道財務局及び
帯広財務事務所

～独立行政法人造幣局･大会組織委員会と連携しての取組～

 平成29年2月、第8回アジア冬季競技大会（2017/札幌)が、札幌市及び帯広市において開催。
 財務省は、当大会を「国家的な記念事業」とし、成功に向けた機運を醸成するため記念貨幣を発行、独立行政法人造幣局(以下「造幣局」)より販売。
 北海道財務局及び帯広財務事務所は、財務省・造幣局や当大会組織委員会と連携し、マスメディア訪問のほか造幣局理事長記者会見への北海道財務局長
同行や庁舎内でのPRコーナー設置など、記念貨幣発行のPRを広く実施。
 記念貨幣発行PRが当大会のPRとなったことに加え、当大会組織委員会事務局である札幌市をはじめ諸機関との関係強化へ発展。

１．成果事例の概要等
【第8回アジア冬季競技大会（2017/札幌） 大会略称：2017冬季アジア札幌大会】

【第8回アジア冬季競技大会記念貨幣】

○ アジア冬季競技大会は、アジアの45の国と地域が加盟するアジアオリンピック評議会
が、アジア地域における冬季スポーツの発展を図ることを目的として開催する総合国際
スポーツ大会。日本では、第1回（昭和61年）と第2回（平成2年）が札幌市で、第5回（平
成15年）が青森市で、それぞれ開催。
○ 第8回アジア冬季競技大会（2017/札幌）が平成29年2月に札幌市（スケートのみ帯広
市）で開催。スキー･バイアスロン･スケート･アイスホッケー･カーリングの5競技11種別に、
32の国と地域から、約2,000人の選手・役員が参加。

○ 財務省と造幣局による帯広市での広報
(帯広財務事務所長同行)
地元マスメディア、商工会議所等訪問
(12月1～2日)
コミュニティFM局「FM－JAGA」
（株式会社エフエムおびひろ）に出演
記念貨幣をPR
記事掲載:北海道新聞、十勝毎日新聞

帯広財務事務所庁舎

○ 造幣局理事長による札幌市での広報
(北海道財務局長同行)
申し込み受付開始記者会見(11月11日)
記事掲載:北海道新聞、朝日新聞
毎日新聞
大会組織委員会へ記念貨幣贈呈(11月29日）
記事掲載:北海道新聞

○ 札幌第１合同庁舎・帯広財務事務所庁舎にPRコーナーを設置
記念貨幣及びアジア冬季競技大会のポスター掲示、リーフレット備置
帯広財務事務所庁舎PRコーナーは十勝毎日新聞に記事掲載(平成28年11月18日)
札幌第１合同庁舎

○ 財務省・財務局 統一広報(北海道財務局の本局及び全財務事務所・出張所)
北海道内7記者クラブへ財務省発表資料を提供
(平成28年10月14日)
記事掲載:北海道新聞、十勝毎日新聞
読売新聞、毎日新聞

財務省は、「国家的な記念事業」で
ある第8回アジア冬季大会（2017/札
幌）の成功に向けた機運を醸成する
ため、記念貨幣を発行。
額
面 1,000円
販売価格 9,000円
発行枚数 5万枚
販
売 造幣局

大会組織委員会へ記念貨幣贈呈(造幣局提供)

２．これまでの取組の成果等
○ 当該広報活動を通じて記念貨幣に関する情報が広く報道され、諸機関との関係強化
を図ることができた。とりわけ、記念貨幣発行PRがアジア冬季競技大会のPRともなり、
大会組織委員会事務局である札幌市等との関係強化につながった。

３．今後の北海道財務局等の対応

FM－JAGA出演後の様子(エフエムおびひろ 提供)

○ 札幌市等に、財政や金融行政以外に記念貨幣業務も「財務局の仕事」との認識が浸
透し、これをステップに、今後、記念貨幣発行のみに関わらず、各種意見交換会やイベ
ント後援なども積極的に行うよう、連携の拡充を図っていく。
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高校生による「一日財務事務所長」体験行事の開催

広報相談

～同時開催 「世代を超えた財政に関する座談会」～

北海道財務局
函館財務事務所

 函館財務事務所では、財務局・財務事務所が行っている地域に密着した業務内容を紹介するとともに、財政の現状について幅広い世代の方で議論し、考
えるキッカケを作るため、平成29年3月に初めての試みとして高校生による「一日財務事務所長（以下「一日所長」）」体験行事を開催。
 財政教育を通じて交流のある市立函館高等学校の生徒を一日所長に任命し、国有財産・経済調査業務の一端を体験してもらうとともに、幅広い年代層の参
加を得て開催した「世代を超えた財政に関する座談会」では日本の財政状況について、一日所長自らが説明。
 今後も、今回の両行事開催に当たり協力を得た関係者との関係をより一層強化し、行事の継続的開催や広報活動拡大に向けた取組を行う。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等
○ 財務局の業務や日本の財政状況についての理解者が拡大
→当行事を通じて、参加者のみならず、マスメディア（新聞3紙）
でも取り上げられたことから、多くの方へのＰＲ効果があった。

○ 4名の高校生が一日所長に就任
当局・当所の業務に関心を持った市立
函館高等学校の生徒4名（3年生1名、2年
生3名）を一日所長に任命し、所長として
財務局業務を体験。
一日所長の辞令交付
○ 業務体験
若手職員から業務の概要説明を受けた後、国有財産売却地の視察
や地域経済調査（函館国際観光コンベンション協会を訪問）を実施。
地域経済調査では、担当者から最新の観光入込客動向や観光客誘
致のための取組などについて熱心に聞き取りを行った。
○ 若手職員との交流
財務局業務の魅力などについて、入所2～3年目の若手職員4名
と昼食をとりながら交流。大学進学や就職に向けての悩みごと相談
なども話題に。

座談会の模様

○ 参加者の声
【一日財務事務所長体験】
・楽しく勉強できたので、気軽に参加できるものということ
をもっとアピールして、今後も是非続けてほしい。
【世代を超えた財政に関する座談会】
・立場の違う方の意見を聞き、考えさせられる機会となった。
・今後も借金が増え将来世代の負担が重くなることを考える
と、働いている世代にばかり負担をかけず、国民みんなで
負担することを考えるべきと感じた。
・国は、財政状況を改善するため、税金があらゆることに使
われていることを、もっと積極的に発信する必要がある。
・このような座談会を、更に参加者層を拡大して継続的に開
催してほしい。

３．今後の課題と函館財務事務所の対応
≪今後の課題≫
○ 広報効果の拡大に向け、実施内容の工夫、見直しを検討していく必要がある。
売却地視察

協会から熱心にヒアリング

若手職員との昼食会

○ 「世代を超えた財政に関する座談会」の開催
「国の予算を通じてこれからの社会について考えよう！」と題し、
地元PTAや消費者協会の協力により、子育て世代（6名）、年配者（3名）
の参加を得て座談会を開催。
一日所長から「日本の財政状況」について4つのパーツに分けて説明
を行った後、積極的な意見交換が行われた。

≪函館財務事務所の今後の対応≫
○ 今回の開催に当たり協力を得た市立函館高等学校、函館市PTA連合会、北海道教育大学
附属函館中学校PTA、函館消費者協会との関係をより一層強化し、行事の継続的開催や広報
活動拡大に向けた取組を行う。
一日財務事務所長体験・世代を超えた財政に関する座談会など、草の根的広報活動の継続
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