全国財務局の地域連携事例集
（平成28年度）

平成29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。
平成29年4月
財務省大臣官房地方課
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財務局の使命
国民生活の安定･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、国民の資産を守るなど、国民生活の安定･向上
と我が国経済の発展に貢献する。
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財務局のネットワーク
○ 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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財務局の組織
○ 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･
地域金融機関の検査･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4,650名(平成29年度末)。

組織図(H29.4.1現在)
財務局
本省庁

総務部
出先
機関

財務省

理財部

事務
委任

金融庁

総務課
経済調査課
財務広報相談室 ほか
主計課
検査総括課
統括金融証券検査官
金融監督課
証券監督課
融資課 ほか

管財部
管財総括課
統括国有財産管理官
統括国有財産監査官 ほか

証券取引等監視官
統括証券検査官 ほか

財務事務所
総務課
財務課
理財課
管財課
統括国有財産管理官

出張所
管財課
統括国有財産管理官

※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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財務局の業務
(1) 適正かつ効率的な予算執行の確保(予算執行調査等)

１．財

政

２．国有財産

(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

３．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

４．経済調査
５．広報相談

(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

4

１．財政に関する業務
○ 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)

(3)地方公共団体への財政融資資金の貸付

○ 国の予算の適正かつ効率的な執行を確保するため、財務局が予算
執行調査を通して改善すべき点等を指摘し、予算の見直しや執行の
効率化等につなげていく取組。
また、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。

○ 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。

財融貸付(北海道砂川市立病院改築事業)

(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

地域の基幹病院(総事業費の約9割を貸付)
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２．国有財産に関する業務 その１
○ 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。

(2)地域や社会のニーズに対応した国有財産の有効活用

(1)行政財産の有効活用のための総合調整
○ 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
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、
国有財産が効率的に使用されるよう総合的に調整。
○ 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、跡地
処分や借受解消につなげることで、財政に貢献。

≪集約化のイメージ≫
～ 調整前 ～
Ａ官署
空スペース

～ 調整後 ～
Ａ官署

Ｂ官署
(Ｂ地)

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)

○ ｢介護離職ゼロ｣に
直結する緊急対策と
して、定期借地によ
る貸付料の減額な
どを実施し、用地確
保が困難な都市部
における介護施設整
備を促進。
○ 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6月開所予定

広島県広島市(二葉の里地区)の事例
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２．国有財産に関する業務 その２
○ 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27年度土地売払代：1,106億円

○ 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、がれき置き場などの緊急
対応に活用(無償貸付)。

○ 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。

○ 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。

○ 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。

無償貸付(仮設住宅)

(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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３．金融に関する業務
○ 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。

(2)地域の中小企業金融の円滑化に向けた取組

(1) 地域金融機関等の検査･監督
○ 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。
○ 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。

○ 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。

○ 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。

(3)金融商品取引等の監視

連携

財務局

金融庁

委任

検査
部門
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

オンサイト
モニタリング

銀行･信用金庫･
信用組合等
証券会社

報告
回答

オフサイト
モニタリング

貸金業者

○ 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

勧告･建議

告発
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４．経済調査に関する業務
○ 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(全国財務局長会議等)
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

○ 法人税収見積りの基礎資料、経済･
財政政策運営の基礎資料として活用
されている。

･

○ 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。

○ 企業活動の現状･先行きを把握する
ため、年4回実施。2期先までの景気予測
調査を実施している
一般統計は本調査のみ。

法人企業景気予測調査

○ 企業活動実態を把握するため、年6回
(年報2回、季報4回)実施。

③ 法人企業景気予測調査

法人企業統計調査

② 法人企業統計調査(基幹統計)

経済情勢報告

○ 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。

地域経済に関する
資料 情報の収集

○ 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長会議において
年4回報告し、財政政策等の企画立案に寄与。

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。

9

５．広報相談に関する業務
○ 講演会や意見交換会、個別訪問等地域との様々なコミュニケーション機会を設け、財務省･金融庁の重要施策等に係る広報を実施
するとともに、意見･要望を聴取し、双方向の広報活動を展開。
○ 各種団体の会合や学校の講義等に講師を派遣し、経済･財政･金融･国有財産等に関する説明を実施。
○ 多重債務や悪質な投資勧誘など、地域の皆様からの各種相談対応を実施。

(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

○ 全都道府県に出先機関を持つ総合経済官庁の強みを活かし、
中央と地域の橋渡し役として、企業経営者から主婦層･若年層
まで多種多様な皆様に対し、以下のような財務省や金融庁の
重要施策等に係る広報活動を展開。

○ ｢財政の現状｣や｢経済情勢｣、｢税制一般｣など、地域の各種
団体や大学等からの依頼に応じ、無料で講師派遣を実施。

① 社会保障と税の一体改革
② 未公開株等の勧誘トラブル
③ 税制改正の内容 等
○ 広報すべき内容、広報対象先に応じた広報手法を検討し、
より効果的な広報活動を展開。

【参考】
「 財政教育プログラム 」 （ 対象：小・中・高 ）

【参考】
「 子育て世代向け広報 」

○ 財政･金融経済教育の一環として、
大学等学生向け、子育て世代向けの
講演では、金融に関する基礎知識な
ども解説。
○ 国立大学と講師派遣に関する覚書
を締結するなど、地域との関係深化
も進捗。

後日差替

(3) 多重債務者相談
○ 安心して相談できる国の無料相談窓口として、多重債務者から
の各種相談対応を実施。
①借入状況等の聴取
②債務整理方法等の説明
③法律専門家等の紹介
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地域との連携強化
○ 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民生活の安定･
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
各省庁の
地方支分部局

(※1)

経済界･企業･金融機関
マスメディア

(※2)

施策等を
｢広報｣
情報提供

地域の声を
｢伝達｣

学界･教育機関
地域住民

財○務○省
(金○融○庁)

経済産業省
国土交通省
厚生労働省
農林水産省

税関･国税局

※1 財政融資、国有財産等
※2 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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地方創生への貢献
○ 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

地 方 公 共 団 体

財 務 省
金 融 庁

連携
【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

連携

まち･ひと
･しごと
創生本部

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

連携

経済団体

学界･教育機関

ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ

地域住民

地域
金融機関

各省庁

政府系金融機関

等

・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 等
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地域連携事例･地図目次
沖縄総合事務局財務部
国有(沖縄)

東北財務局

P112
沖縄総合事務局財務部

□ 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）

中国財務局
創生支援(広島)
若手(広島・松江)
災害(広島・鳥取)
国有(広島・山口)
国有(山口)
広報(管内)
広報(広島・山口)

P84
P85
P86
P87
P88
P89
P90

福岡財務支局
創生支援(福岡)
創生支援(管内)
国有(福岡)
国有(長崎)

P107
P108
P109
P110

創生支援(管内)
創生支援(仙台)
創生支援(管内)
災害(盛岡)
災害(仙台・盛岡・福島)
金融(管内)
広報・創生支援(仙台)

北海道財務局
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35

創生支援(札幌)
創生支援(札幌)
災害(札幌・旭川・帯広)
災害(釧路)
国有(管内)
広報(管内)
広報(札幌・帯広)
広報(函館)

北陸財務局
創生支援(金沢)
創生支援(金沢)
創生支援(金沢)
創生支援(福井)
創生支援・国有(管内)

P52
P53
P54
P55
P56

関東財務局

九州財務局
創生支援(熊本)
災害(熊本)
災害(熊本)
災害(管内)
財政(熊本)
国有(熊本)
金融(鹿児島)
広報(管内)

P98
P99
P100
P101
P102
P103
P104
P105

＜凡例＞
地方創生支援・・・・・・・・・ ｢創生支援｣
若手職員による取組・・・・・｢若手｣
災害対応・・・・・・・・・・・・・・｢災害｣
財政・・・・・・・・・・・・・・・・・・｢財政｣
国有財産・・・・・・・・・・・・・・｢国有｣
金融・・・・・・・・・・・・・・・・・・｢金融｣
広報相談・・・・・・・・・・・・・・｢広報｣

近畿財務局
四国財務局
創生支援(管内)
創生支援(高松)
創生支援(高松・高知)
若手(高松・松山・高知)
国有(高松)

P92
P93
P94
P95
P96

創生支援(大阪)
創生支援(管内)
創生支援(京都)
創生支援(舞鶴)
創生支援(神戸)
創生支援(和歌山)
創生支援(大津)
創生支援･金融(大阪)
創生支援・金融(大阪)
国有(管内)
国有(大阪・神戸・和歌山)
国有(神戸)
広報(管内)
広報(管内)

東海財務局
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P78
P79
P80
P81
P82

P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27

創生支援(名古屋)
創生支援 (岐阜)
創生支援(静岡)
創生支援･財政
（名古屋・静岡）
若手(管内)
災害(名古屋)
国有(名古屋・静岡)
広報(名古屋）
広報(名古屋)
広報(管内)

P58
P59
P60
P61

創生支援(さいたま)
P37
創生支援(管内)
P38
創生支援(東京)
P39
創生支援(管内)
P40
創生支援(さいたま)
P41
創生支援
P42
(さいたま・水戸・宇都宮・千葉)
創生支援・災害(管内)
P43
創生支援・災害
P44
(さいたま・新潟)
創生支援･国有
P45
(さいたま・前橋・甲府・長野)
若手
P46
(さいたま･水戸・前橋･千葉・東京)
国有
P47
(さいたま・東京・横浜・千葉)
金融(新潟)
P48
広報(管内)
P49
広報･金融(東京)
P50

P62
P63
P64
P65
P66
P67
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地 域 連 携 事 例 目 次
事 例

区 分

頁

【１．北海道財務局】
国立大学法人小樽商科大学との共同研究に関する取組

局

地方創生支援

20

プラットフォームの充実

局

地方創生支援

21

局・旭川・帯広

災害対応

22

釧路

災害対応

23

局・管内

国有財産

24

子育て世代等広報対象先の裾野拡大

局・管内

広報相談

25

第8回アジア冬季競技大会記念貨幣発行にかかる広報 ～独立行政法人造幣局・大会組織委員会と連携しての取組～

局・帯広

広報相談

26

函館

広報相談

27

局・管内

地方創生支援

29

局

地方創生支援

30

局・管内

地方創生支援

31

盛岡

災害対応

32

局・盛岡・福島

災害対応

33

局・管内

金融

34

局

広報相談
地方創生支援

35

局

地方創生支援

37

局・管内

地方創生支援

38

東京

地方創生支援

39

局・管内

地方創生支援

40

～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」～

【２．東北財務局】
「地域経済活性化フォーラム」の開催

～それぞれの地域における課題解決をサポート～

宮城県仙南地域2市7町での地方創生にかかる取組への積極支援
地元大学との連携
台風災害における被災地及び被災者支援等の各種取組
二重ローン問題解決に向けた関係機関との連携

～平成28年8月 台風10号災害～

～被災者等の住宅再建に向けた個人版私的整理ガイドラインの活用促進～

金融経済教育及び金融犯罪防止のための出前講座

～高等学校と連携し地域の小学校で金融経済教育講座を展開～

若手ＰＴ発案による新庁舎見学会と復興応援イベントの開催

～地域の声を踏まえ、各機関のハブとなって総合力を発揮し開催した取組～

【３．関東財務局】
関東財務局地域連携基本方針の策定・公表
さいたま・事務所版活性化サロンの継続開催
進化する「東京活性化サロン」

～支援内容の明確化と地域連携の展開～
～地元の実情・ニーズを踏まえ、様々な地域課題の問題認識を共有～

～タイムリーかつ、きめ細やかに・・・ 「東京活性化“ミニ”サロン」はじめました～

地域のニーズを踏まえた「地域経済活性化フォーラム」の開催

～地域の重要な課題解決に向けた取組を支援～
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地 域 連 携 事 例 目 次
事 例

区 分

頁

地方創生支援

41

局・水戸・宇都宮・
地方創生支援
千葉

42

【３．関東財務局：つづき】
地域振興センターのネットワークを活用した地方創生支援
農業融資セミナーの開催

局

～民間金融機関の農業融資への一層の促進を目指して～

地方創生支援
災害対応
地方創生支援
局・新潟
｢糸魚川市復興フォーラム｣の開催 ～「糸魚川を支える応援団」を結成し、大規模火災からの復興を支援～
災害対応
局・前橋・甲府・長 地方創生支援
地域のニーズを踏まえた「PPP/PFIセミナー」の開催
野
国有財産
局・水戸・前橋・千 若手職員による
地域活性化・地方創生支援に向けた中堅・若手職員の取組の展開 ～利用者目線に立ち、地域に愛される職員を目指して～
葉・東京
取組

災害支援に係る地方公共団体との包括的な連携推進

社会福祉分野における国有財産の活用

～保育施設整備に係る更なる国有地活用の取組～

燕三条地区における事業承継支援の取組
アウトリーチ広報の更なる展開

局・管内

～3信用組合の連携強化による小規模事業者への支援に向けて～

～若年層をはじめ幅広い層への広報を精力的に実施～

「財政」「税金」「年金」 社会保障講座フルコース

～税務署・年金事務所と連携して、相互連鎖的に広報先拡大中！！～

43
44
45
46

局・東京・横浜・千
葉

国有財産

47

新潟

金融

48

局・管内

広報相談

49

東京

広報相談
金融

50

局

地方創生支援

52

【４．北陸財務局】
地元高校（金沢大学附属高等学校）の活動を支援

～生徒の「地域課題研究」をサポート～

北陸地域創生フォーラム（選ばれる地域になるために）を開催

～北陸地域連携プラットフォーム主催～

局

地方創生支援

53

財務局の機能を活用した地方公共団体の課題解決への取組

～金融機関の知見を活かして地域の課題解決を～

局

地方創生支援

54

福井

地方創生支援

55

局・管内

地方創生支援
国有財産

56

地元高校（福井県立敦賀高等学校）の地方創生プロジェクトを支援

～これからの地方を支える高校生の取組をサポート～

公的資産マネジメントを通じた官民連携・官々連携の推進の取組～PPP等とやま地域プラットフォーム及びふくい地域プラットフォームの立ち上げ～
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地 域 連 携 事 例 目 次
事 例

区 分

頁

局

地方創生支援

58

岐阜

地方創生支援

59

静岡

地方創生支援

60

財務状況分析結果の提供・アドバイスをきっかけとした地方公共団体との連携促進

局・静岡

地方創生支援
財政

61

若手職員による地域貢献に向けた取組

局・管内

若手職員による
取組

62

局

災害対応

63

局・静岡

国有財産

64

局

広報相談

65

局

広報相談

66

局・管内

広報相談

67

局

地方創生支援

69

局・管内

地方創生支援

70

京都

地方創生支援

71

舞鶴

地方創生支援

72

神戸

地方創生支援

73

和歌山

地方創生支援

74

大津

地方創生支援

75

局

地方創生支援
金融

76

局

地方創生支援
金融

77

【５．東海財務局】
中堅職員による地方創生・地域貢献への取組
地方創生の推進に向けた地域連携の取組

～地方公共団体及び金融機関との情報交換会の開催を通じた「地方創生の橋渡し」～

地域連携プラットフォームを活用した中心市街地及び中小企業の活性化

～ＪＲ東浦駅周辺基本構想検討会等へ参画～

名古屋市内における地域防災組織や民間事業者と連携した地域防災支援体制の整備等
国有地売却による地域の課題解消へ

～介護と子育て環境整備への貢献～

金融広報の深化
女性PTによる「赤ちゃんを抱っこしながら聞ける税と財政の話」への挑戦
若年層向け財政・金融広報（財政・金融経済教育）の取組

～主婦層・子育て世代に向けた広報の拡充～

～授業効果を高めるため、若手職員を講師等に起用～

【６．近畿財務局】
ナレッジキャピタルと連携した地方創生支援
若手職員による地方創生への取組

～Team ちほめん～

6次産業化支援に係る講演会･勉強会

～京都府における6次産業化支援～

地方創生セミナー「インバウンド拡大のための講演会」の開催
淡路島の観光と地域活性化をサポート

～京都府北部地域の観光活性化サポート～

～日本遺産認定と淡路島の観光・地域活性化のための講演会・勉強会の開催～

中小企業家同友会と連携した「地域経済活性化のための意見交換会」及び「フォローアップ会議」の開催について

滋賀県（北部エリア）の文化財・古民家再生を活用したインバウンド推進のための講演会・勉強会
中小企業の支援を考えるシンポジウム開催

～金融機関と弁護士が中小企業のために何ができるか～

金融機関を通じた国の地域産業支援施策の活用促進
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地 域 連 携 事 例 目 次
事 例

区 分

頁

局・管内

国有財産

78

局・神戸・和歌山

国有財産

79

神戸

国有財産

80

局・管内

広報相談

81

局・管内

広報相談

82

局

地方創生支援

84

局・松江

若手職員による
取組

85

局・鳥取

災害対応

86

局・山口

国有財産

87

山口

国有財産

88

局・管内

広報相談

89

局・山口

広報相談

90

局・管内

地方創生支援

92

局

地方創生支援

93

局・高知

地方創生支援

94

局・松山・高知

若手職員による
取組

95

局

国有財産

96

【６．近畿財務局：つづき】
国有財産を活用した介護・保育施設整備

～地域連携によるニッポン一億総活躍へのチャレンジ～

国有財産を活用した地域防災活動等への貢献

～地域の安心・安全確保に国家公務員宿舎を活用～

｢富松城跡｣国有地と尼崎市有地(バス休憩所跡地)との交換
近畿財務局における財政教育プログラムの展開

～【尼崎市の地方創生に貢献】～歴史遺産として保存・活用～

～公立・私立校へのアプローチについて～

子育て世代をターゲットとした一体改革広報の推進

～子育て世代の｢共感｣を呼ぶ広報の実践～

【７．中国財務局】
｢地域連携プラットフォーム｣を活用した地方創生への取組
若手プロジェクトチームによる地域連携の取組

～積極的に地域に飛び出し、新しい発見・出会いに啓発され、地域にも貢献しよう～

鳥取県中部地震による災害への対応
国公有財産の最適利用によるまちづくり

～宇部市新市庁舎への隣接税務署の入居・合築～

国の庁舎跡地（土地・建物）を「子育て施設」として活用 ～「ニッポン一億総活躍プラン」に掲げる子育て世帯への支援に向けた取組～

租税教室との連携授業・財政教育プログラムの公立校への展開

～若年層への社会保障と税の一体改革広報の取組～

女性層に対する社会保障と税の一体改革広報の取組 ～女性の視点から日本の財政を考え、これからの日本のあり方について議論する～

【８．四国財務局】
地方公共団体と金融機関をつなぐプラットフォーム

～四国経済の活性化・地方創生に向けた取組のサポート～

「若手職員による地方創生フォーラム」で地方創生支援
地元大学との連携による地方創生支援

～企画立案から実行まで全てを若手PTで～

～インターンシップを通じた地域貢献～

若手職員を中心とした広報活動等への取組
国有財産を活用した人口増加や地域の活性化への貢献

～空き家バンク制度への国有財産情報の登録～
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地 域 連 携 事 例 目 次
事 例

区 分

頁

局

地方創生支援

98

局

災害対応

99

局

災害対応

100

局・管内

災害対応

101

局

財政

102

局

国有財産

103

鹿児島県警察本部及び生命保険協会鹿児島県協会との協定締結 ～うそ電話詐欺等犯罪の被害発生防止に関する取組の強化～

鹿児島

金融

104

広報サポート・スタッフ制度創設と地域のニーズに応じた広報の実施

局・管内

広報相談

105

局

地方創生支援

107

局・管内

地方創生支援

108

局

国有財産

109

長崎

国有財産

110

局

国有財産

112

【９．九州財務局】
熊本地震からの復旧・復興を支えるための地域金融・経済フォーラム

熊本地震における九州財務局の緊急対応

～被災者支援、地方公共団体等に対する支援・職員派遣等～

熊本地震における九州財務局（金融部門）の緊急対応

～二重ローン問題解決に向けた対応を中心に～

熊本地震における九州財務局（国有財産部門）の緊急対応
主務省及び地方公共団体との連携

～金融面から地域の再建・再生、創造的復興の動きをサポート～

～未利用国有財産・国家公務員宿舎等の一時貸付・無償提供等～

～平成28年熊本地震等における災害査定立会業務の対応について～

国有財産を活用した震災復興への貢献

～熊本地震により被災した市民病院の移転再建への活用～

～若手職員・女性職員の広報スタッフの育成と実践～

【10．福岡財務支局】
プラットフォームの深化・拡大
地方創生支援の取組

～次世代が地域金融の将来像について考える｢地域金融ワークショップ｣開催～

～国や政策金融機関等の各機関と地域を結ぶ～

「介護離職ゼロ」の実現に向けた国有地の活用
地域の要望を踏まえた国有財産の有効活用事例

～市民交流の場となる新庁舎整備への協力～

【11．沖縄総合事務局財務部】
国有財産を活用した地域づくりへの貢献

～石垣市のまちづくりを積極的に支援～
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１．北海道財務局
国立大学法人小樽商科大学との共同研究に関する取組

局

地方創生支援

20

プラットフォームの充実

局

地方創生支援

21

局・旭川・帯広

災害対応

22

釧路

災害対応

23

局・管内

国有財産

24

子育て世代等広報対象先の裾野拡大

局・管内

広報相談

25

第8回アジア冬季競技大会記念貨幣発行にかかる広報 ～独立行政法人造幣局・大会組織委員会と連携しての取組～

局・帯広

広報相談

26

函館

広報相談

27

～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」～

19

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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２．東北財務局
「地域経済活性化フォーラム」の開催

～それぞれの地域における課題解決をサポート～

宮城県仙南地域2市7町での地方創生にかかる取組への積極支援
地元大学との連携
台風災害における被災地及び被災者支援等の各種取組
二重ローン問題解決に向けた関係機関との連携

～平成28年8月 台風10号災害～

～被災者等の住宅再建に向けた個人版私的整理ガイドラインの活用促進～

金融経済教育及び金融犯罪防止のための出前講座

～高等学校と連携し地域の小学校で金融経済教育講座を展開～

若手ＰＴ発案による新庁舎見学会と復興応援イベントの開催

～地域の声を踏まえ、各機関のハブとなって総合力を発揮し開催した取組～

局・管内

地方創生支援
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地方創生支援

「地域経済活性化フォーラム」の開催
～それぞれの地域における課題解決をサポート～

東北財務局及び
管内財務事務所

 東北財務局及び管内財務事務所では、地域のメインプレーヤー（地方公共団体・地元経済団体・金融機関等）が一堂に会し、意見交換を通じて地域の重要
な課題を整理しながら、地域経済の面的な活性化をサポートする「地域経済活性化フォーラム」を継続的に開催。
 平成27年度以降は、地方創生に向けた取組の一環として、当局管内での開催に加え、他の財務局（北海道・関東財務局）と連携し、地域経済活性化をテー
マとする「青函地域経済活性化フォーラム」、「地域経済活性化フォーラム（村上市・鶴岡市）」を開催するなど、当局管内地域を超えた広域連携による課題解決
へのサポートを実施。
◆ 「地域経済活性化フォーラム」は、各地域の様々な課題・ニーズに応じ、テーマや形態を柔軟に変化させながら実行。

１.成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 東北財務局及び管内財務事務所では、意見交換を通じて地域の重要な課題を整理
しながら、地域経済の面的な活性化への取組をサポートすることを目的に、26年２月
から｢地域経済活性化フォーラム｣を継続的に開催。

○ 「地域経済活性化フォーラム（多賀城市・七ヶ浜町）」を契機に、当フォーラムの
参加機関を中心に協議し、市と民間の創業支援事業者が連携した創業・起業の
促進を行う取組として、産業競争力強化法に基づき、東北経済産業局から創業
支援事業計画の認定（28年12月26日）を受ける。

○ 同フォーラムでは、地域金融機関による企業サポートの実効性を向上させながら、東
日本大震災からの復興・再生や地域経済の活性化など、地方創生に向けた取組の一
環として、地域のメインプレーヤー（地方公共団体・地元経済団体・金融機関等）が一
堂に会するプラットフォームを東北財務局がコーディネート。
○ これらの地域経済活性化フォーラムは各地域の様々な課題・ニーズに応じてテーマ
や形態を柔軟に変化させながら実行している。
【28年度は、以下のとおり開催】
・山形県鶴岡市・新潟県村上市（28年4月5日）
テーマ：広域連携を生かした観光振興等による交流人口の拡大に向けて
・宮城県多賀城市・七ヶ浜町（28年4月26日）
テーマ：創業支援や交流人口の増加を通じた雇用創出による地域経済活性化
・青森県青森市・北海道函館市（28年5月27日）
テーマ：北海道新幹線開業による青函地域経済
への波及効果等と課題
・山形県長井市（28年5月23日・12月14日）
テーマ：創業支援機能強化と大卒人材等の雇用
拡大による地域産業活性化（28年5月）
青函地域経済活性化フォーラム
しごと創出イノベーション事業、歴史的建
造物のリノベーションによるコンパクトなまちづくり促進事業（28年12月）
・岩手県カシオペア地域（岩手県二戸市、軽米町、一戸町、九戸村）（28年10月27日）
テーマ：地域資源のブランド化に向けた新事業活動の展望、観光施設等の整備・運
営における官民連携ニーズ

○ 「地域経済活性化フォーラム（村上市・鶴岡市）」を契機に、鶴
岡・村上両信用金庫が連携協定を締結（28年4月27日）し、観光
と業務に関する連携協力と情報交換等を開始。
年金友の会などの観光誘致について、東日本管内の信用金
庫に対し、村上市内（観光）を経由し、鶴岡市に宿泊するプラン
を提案。 【受入実績：利根郡信金360名、さがみ信金1525名】
両信用金庫の共通預金商品（※懸賞品付き定期積金：懸賞
品は各々の地区の特産品）を発売。

〈共通預金商品チラシ〉

○ 「地域経済活性化フォーラムin大館市（27年10月14日）」を契機に、28年4月1日
に発足した、秋田県大館市、北秋田市、小坂町の2市1町（28年6月に上小阿仁村
が加入）でつくる地域連携ＤＭOへ金融機関から職員を派遣してもらい、キックオ
フシンポジウムを皮切りに、ＰＲ動画・Ｗｅｂサイト製作、セミナー・商談会開催など
のプロモーション活動やマーケティングを実施中。

３．今後の課題と東北財務局等の対応
≪今後の課題≫
○ より実効性のある持続可能な地域経済活性化実現に向けて、地域のメイ
ンプレーヤーが連携して、地方創生に取り組めるようにコーディネート
し、他地域への展開を進める。
≪東北財務局及び管内財務事務所の今後の対応≫
○ 今後も、福島県只見町、秋田県羽後町で地域経済活性化フォーラム、岩
手県二戸市でカシオペア地域活性化フォーラム（29年5月）、北海道函館
市で青函地域経済活性化フォーラム（29年6月）を開催する。
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地方創生支援

宮城県仙南地域2市7町※での地方創生にかかる取組への積極支援

東北財務局

 東北財務局においては、幹部が管内地方公共団体を訪問し、首長等幹部と意見交換を行い、地域の意見・要望や地域経済の実態を把握。
 宮城県仙南地域の地方公共団体との間において、当局が進める地域貢献に向けた地域主体の一つである地方公共団体との連携強化と、地方公共団体の
地域活性化を目指す方向性が一致したことから、地域活性化に関する包括連携協定を締結。
 当局は、今回の包括連携協定を足掛かりとして、仙南地域での地方創生にかかる取組を積極的にサポート。
※仙南地域2市7町・・・白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町

１．成果事例の概要等
○ 宮城県内5市町と地域活性化に関する包括連携協定を締結（同県
柴田町（平成28年10月7日）、七ヶ宿町（28年11月14日）、白石市（28年
12月1日、丸森町（28年12月27日）、川崎町（29年3月29日））。
○ 同県仙南地域での地方創生にかかる取組をサポート。
当局と地域活性化に関する包括連携協定を締結した地方公共団体
等との意見交換を踏まえ、地方創生のサポートを実施。
・地域経済活性化フォーラムの開催（平成28年12月1日：白石市）。
テーマ：地域活性化の核として期待される地場産品のブランド化、
移住・定住の促進
参加者：宮城県、金融機関（銀行、信金、公庫）、農政局、経済産業局、
農業生産法人、広告会社
・共通の課題解決のための広域フォーラムの開催。

２．これまでの取組の成果等
○「仙南地域金融フォーラム」を契機として、
白石市と仙南信用金庫が地方創生に関する
包括連携協定を締結（29年2月6日）。
○「仙南地域金融フォーラム」においてテーマと
仙南地域金融フォーラム
なった、空き家情報の共有について、地元金
融機関と地方公共団体が、情報共有する仕組み作りが進められている。
柴田町・東北財務局
連携協定締結式

◎ 仙南地域金融フォーラム （28年11月～ 継続的に3回開催）
・開催目的：地方創生に関する金融面での課題解決を通じて、地方公共団体が円滑に地方
総合戦略を実行するための一助となるよう開催。
・構成機関：宮城県仙南地域2市7町、地域金融機関、東北財務局
◎ 阿武隈急行沿線地域活性化フォーラム （28年12月～ ワーキンググループを4回開催）
・開催目的：阿武隈急行沿線地域が抱える課題解決を通じて、地域の活性化に資すること
を目的に開催。
・構成機関：阿武隈急行沿線地方公共団体、阿武隈急行㈱、地域金融機関、福島大学、東
北運輸局、東北財務局
・地方創生セミナーの開催。
講師：内閣府まち・ひと・しごと創生本部事務局 参事官補佐
参加者：宮城県内地方公共団体職員及び国の職員
・長期総合計画策定検討部会への参加。
当局若手職員が、地方公共団体の職員
とともに、まちづくりについて議論。
・総合戦略検証委員会への参画。

○「地域経済活性化フォーラム（白石市）」を
契機として、宮城白石産ササニシキ生産者
が、地元信用金庫の紹介により、首都圏信
用金庫等が主催する商談会への参加を目
指す。今後の販路拡大について、積極的な
サポートを実施。

地域経済活性化
フォーラム（白石市）

○ 地域活性化に関する包括連携協定の締結を契機として、地域の課
題解決のための取組を実施し、プラットフォームが深化。

３．今後の課題と東北財務局の対応
≪今後の課題≫
○ より多くの意見交換等を行い、仙南地域の地方公共団体の要望に
応じたテーマ設定をし、地域の課題解決に取り組んでいく。

地方創生セミナー
長期総合計画
策定検討部会

≪東北財務局の今後の対応≫
○ 今後も、地域の意見・要望や地域経済の実態把握に努め、地域連
携・地域貢献を更に進めていく。
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東北財務局及び
管内財務事務所

地元大学との連携

地方創生支援

 東北財務局では、平成25年11月締結した東北大学経済学部と連携プロジェクト「申し合わせ書」に基づき、出前講義・講演、インターンシップ等を継続的に
実施。東北大学における連続講義のほか、オープンキャンパスへの参画等により、大学の活動への協力を深めている。
 各財務事務所においても、地元大学における出前講義のほか、学生の職場訪問等、地元大学との双方向の連携に向けて取組を行っている。

２．これまでの取組の成果等

１．成果事例の概要等
東北管内における地元大学との連携
○秋田大学教育文化学部（秋田県秋田市）
・大学1年生対象の「地域学基礎」で地域経済、地方公共
団体の財政状況の講義を行い、翌日に財政融資関連施
設現地見学を実施（平成28年9月6日-7日、参加者8名）
○ノースアジア大学（秋田県秋田市）
・「法曹・公務員仕事入門」で財務局の組織と業
務の講義（28年7月9日、参加者20名）
・「フレッシュマンゼミナール」で県内経済情勢、
国の財政等の講義（29年1月27日、参加者36名）
・学生が来庁し、統計、金融機関に対する規制監
督の講義（29年2月22日、参加者32名）
○秋田県立大学（秋田県由利本荘市）
・「ファイナンス」論で企業開示規制、最近のファ
イナンス等の講義（29年1月26日、参加者9名）
○東北公益文科大学（山形県鶴岡市・酒田市）
・社会政策研究論（大学院）において総務部長に
よる講義（28年11月9日、参加者20名）
○山形大学（山形県山形市）
財務事務所長が財政や所掌業務の説明を行
い討議を実施。（24年度～）
・「スタートアップセミナー」
財政問題等に関する学生
の発表会
（28年6月2日・7月28日、
参加者16名）
学生による報告発表
・「キャリアデザイン」
社会理解のための官公庁等による講義
（28年11月8日、参加者37名）

○青森大学（青森県青森市）
同大教授である財務行政モニターを介して連携を推進
・財政・金融経済教育講義、寸劇による金融犯罪被害防止講座等によ
り、学生に対し社会人に向けた知識付与
（28年11月25日、参加者210名）
・同大教授による財務事務所職員向け教養講話の実施
（29年2月21日、参加者24名）
○東北大学（宮城県仙台市）
・「地域財務金融行政論」
（28年4月～7月 13回講義）
財務金融行政が地域でどの
ように実践・貢献しているかを
紹介するとともに、外部講師を
公認会計士・監査審査会
招へいする等、学生の立場に
廣本会長による講義
立った立体的な講義を展開
（26年度～）
・オープンキャンパスへの参画
東北大学オープンキャンパスで
財務局業務紹介ブースを設置し、
学生等へ財務行政をPR
・局長による財政に関する講義
オープンキャンパスでのPR
（28年11月29日、66名）
（28年7月27日）
・インターンシップ
インターンシップの実施あるいは業務説明会を開催
し、学生の社習へ資する取組実施（29年2月）
○宮城教育大学（宮城県仙台市）
・教員養成寄付講座における総務部長による講義（28年11月29日、
参加者11名）

○福島大学（福島県福島市）
・財務総合政策研究所主任研究官による講義（28年11月14日、参加者290名）
・学生の職場訪問（28年12月21日、参加者15名）

○これまで結びつきが弱かった地元大学との連携
に向けた取組の結果、講義等への参画や相互連携
事例が増加
○講義に対する学生からの声
・様々な角度から日本の経済について説明していた
だき、多くのことを知ることができた。毎回の授業で
異なるテーマで話を聞いているが、これからの日本
が抱える問題がいかに大きなものであるかを感じた。
・趣向を凝らした講義で分かり易く学ぶことができた。
・自分の将来の就職にあたり、とてもよい刺激に
なった。

３．今後の課題と東北財務局等の対応
≪今後の課題≫
○地元大学が進める地域貢献施策の把握等、大学
との情報交換を行い要望に応じた更なる連携の推進

≪東北財務局及び管内財務事務所の今後の対応≫
○青森大学における連続講義
これまでの取組の成果により、平成29年度以降カリ
キュラムに編入され、継続的な講義を実施
○岩手大学における連続講義への参画
29年度下期に行う15回連続講義のうち、財政の講義
を財務事務所が担当し講義を実施
寄付講座・出前講座のほか大学行事等への参
画、学生の職場訪問などにより学生の人材育成に
向けての取組をはじめ、大学から当局職員への知
識の普及等、地元大学との連携を深めていく。
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災害対応

台風災害における被災地及び被災者支援等の各種取組
～平成28年8月 台風第10号災害～

東北財務局
盛岡財務事務所

 平成28年8月に発生した台風第10号により、岩手県内広域に甚大な被害が発生。
 盛岡財務事務所では、財務局及び被害地域の関係機関等と連携を図り、被災地及び被災者支援等の各種取組を迅速に行った。
 今後も災害発生時には、①迅速な災害状況の把握、②財務局や財務省へ的確な情報伝達、③関係機関との情報共有を図り、縦横の連携を強化。
⇒ 最善の災害対応が出来る体制をとる。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 平成28年8月に発生した台風第10号は、東北地方太平洋側に初めて上陸
した台風となり、岩手県内の広域で公共土木、農林水産関連を中心に甚大な
被害がもたらされた。
※同県内の被害状況
被災した市町村の中には、東日
・人的被害
本大震災の被害を上回るところも
死者 21名、行方不明者 2名
みられた。(岩泉町など)
・住家被害
全壊～床下浸水 4,272戸
(消防庁HPより(29年2月21日現在))

○ 災害対応の概要
【財政・主計関係】
 被災直後、盛岡財務事務所長を中心に被災地域を訪問、 被害状況を把握
・ 被災した地方公共団体の首長等との面談を通じて国、財務局等に対
する要望等を聴取。
⇒ 内容については、東北財務局、財務省に伝達し、復旧等への支援に貢献。
 災害復旧のため、当局主計部門による災害査定立会の迅速な対応を行い、
現地に即応した適正な復旧方法と国の負担する復旧事業費を早期に決定。
【金融関係】
 金融上の措置の要請(28年8月31日付)
・ 関係金融機関に対し、被災者へのきめ細かく
弾力的かつ迅速な対応を要請。
 被災者向けの金融相談窓口の開設や「自然
災害による被災者の債務整理に関するガイド
ライン」(以下「自然災害GL」)の周知活動を実
施。
【管財関係】
 同県内に所在する使用可能な国有財産
(未利用国有地、国家公務員宿舎)の情報を
同県及び岩泉町などへ提供。

○ 岩泉町の基幹産業である乳製品工場等(財政融資資金を活用)が壊滅的な被害
⇒ 盛岡財務事務所が財務局・財務省とのパイプ役となり、工場再建等に向けた迅速な
事務手続・処理に貢献。
○ 被災した市町村へ地方短期資金(災害つなぎ資金)融資を案内。
○ 自然災害GLの周知活動の継続
・ 地方公共団体への自然災害GLチラシ備置き、金融相談窓口を含めた
広報誌掲載などの取組を展開。
・ 復旧状況と歩調を合せて企画した出前講座や、地方公共団体主催
の被災者向け相談会も活用。
(自然災害GLチラシ)
○ 国有財産の貸付料の減免措置 (21件)
・ 迅速に現地確認を行い被災状況を把握することにより、ライフライン被害や床上浸水以上
の被害を受け使用不能になった貸付財産について、貸付料の減免措置を講じた。

甚大な災害発生に対し、財務事務所、財務局等が連携のうえ、各種取組を実施し、
速やかな被災者支援、被災地の復旧に尽力している。

３．今後の課題と盛岡財務事務所の対応
≪今後の課題≫
○ 被災者の方の生活再建や被災地の産業の再生等、今後本格化する復興にはまだ多
くの時間を要することが予想され、また、多額の復旧・復興費用が必要となること
が見込まれている。
≪盛岡財務事務所の今後の対応≫
○ 引き続き災害復旧及び復興に向けて、関係機関との連携を図りながら、必要な施
策を講じ、被災者支援を行っていく。
今回の経験を踏まえ、今後も災害発生時には、迅速に災害状況を把握し、財務局や財
務省へ的確な情報伝達を行える体制を強化していく。
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災害対応

二重ローン問題解決に向けた関係機関との連携
～被災者等の住宅再建に向けた個人版私的整理ガイドラインの活用促進～

東北財務局及び
盛岡・福島財務事務所

 二重ローン問題(被災前からの既往債務が負担になって新規資金調達が困難となる等の問題。)解決に向け、被災前からの住宅ローン等の減額・債務の免除
を図る｢個人版私的整理ガイドライン｣(以下｢ガイドライン｣)を平成23年8月から運用開始。
 東北財務局及び盛岡・福島財務事務所では、当制度の活用を通じた被災者の生活再建を加速させるため、ガイドラインの利用が見込まれる方に的確に周知
できるよう広報手法を工夫しながら、関係機関と連携して多様な周知広報活動を展開。
 25年12月からは、行政・金融機関・住宅メーカー等が参加し、住宅再建の悩みを解消する｢住宅再建まるごと相談会｣を開催。
 今後も、当局がメインとなって構築したネットワークを活用しながら、様々な震災復興に支援・貢献していく。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

これまでの主な取組(平成23年8月～)
○ 金融機関に対するガイドラインの活用要請(24年10月、25年12月)
○ 地方公共団体･社会福祉協議会(86)、商工団体(34) 職員向け説明会
○ 無料相談会(東北財務局・弁護士会・ガイドライン運営委員会の共催)
(25回：参加者約1,100名、個別相談463件)
○ 防災集団移転促進事業等の住民説明会での説明(21地方公共団体78回)
○ 仮設住宅等へのチラシ配布等(約67万枚)
○ 被災者等への広報用マスク等配布 (約17万枚)
○ 郵便局へのチラシ設置(272店舗 約1万枚)
（参考） 個人版私的整理ガイドラインの相談件数

最近の主な取組
◆「住宅再建まるごと相談会」等◆
被災者等の住宅再建に向け、国・県・被災地方
住宅再建まるごと相談会の模様
(29年3月4日 岩手県陸前高田市)
公共団体、弁護士会、金融機関等の支援機関が
参加し、ガイドラインや住宅再建に役立つ各種支援制度等を説明する
セミナーに加え、各種個別相談を実施。
○宮城県気仙沼市(26年6月22日)
○岩手県大船渡市(26年8月9～10日)
○岩手県宮古市(26年9月6～7日)
○福島県福島市(26年10月4日)
○福島県いわき市(26年11月1日)
○岩手県釜石市(26年11月8～9日)
○宮城県石巻市(26年11月30日)
○宮城県山元町(27年3月21日)

累計
24
25
26
27
28
1,304
2,200
1,379
560
186
112
5,741
（注）平成23年は、8月22日（ガイドライン適用開始）から12月末までの件数
出所：（一社）個人版私的整理ガイドライン運営委員会
Ｈ23年

○福島県郡山市(27年8月8日)
○宮城県南三陸町(27年11月29日)
○宮城県気仙沼市(28年2月11日)
○岩手県宮古市(28年3月13日)
○岩手県釜石市(28年3月27日)
○宮城県石巻市(28年11月23日)
○岩手県宮古市(29年2月18日)
○岩手県陸前高田市(29年3月4日)
※この他、25年度中に3回実施。

◆メディアミックス◆
テレビでのCM放映、地元紙への広告・チラシ折込みなど、地元マスメディアと連携
した周知広報を実施。
・テレビCM(被災3県の9放送局：29年3月) ・ラジオＣＭ（被災3県の6放送局：28年8月）
・新聞広告(被災3県の8新聞社 ：28年8月)
・新聞折り込みチラシ(被災3県の新聞社：28年8月（7紙）、29年3月（10紙)）

テレビCMの模様
(29年3月 被災3県で放送)

当局が関係機関と連携した｢住宅再建まるごと相談会｣の開催や、地元マスメ
ディアと連携した周知広報活動の効果もあり、相談・債務整理成立件数は着実に
積み上がっており、被災者の生活再建に貢献。

３．今後の課題と東北財務局等の対応
≪今後の課題≫
○ 今後、復興事業の進捗に伴いニーズ顕在化が予想されることから、各地域の復興の
進捗状況に応じて周知広報。
○ 被災者に対する住宅ローンの返済猶予措置が終了することに伴い、今後、ガイドラ
インの利用が見込まれる方に対し、支援機関等と連携して周知広報。
≪今後の東北財務局及び盛岡・福島財務事務所の対応≫
○ ガイドラインの活用促進に向けた周知広報に創意工夫のうえ、取り組んでいくほか、
今後も当局がメインとなって構築したネットワークを活用しながら、様々な震災復興に支
援・貢献していく。
国、県、被災地方公共団体、弁護士会、金融機関等の支援関係機関が互いに連携し
ながら被災者支援に取り組むことにより、被災地の復興支援に貢献。
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金

金融経済教育及び金融犯罪防止のための出前講座

融

東北財務局及び
管内財務事務所

～高等学校と連携し地域の小学校で金融経済教育講座を展開～

 東北財務局及び管内財務事務所では、多重債務相談員を中心に、地方公共団体や日本FP協会等と連携し、金融リテラシーの普及･向上を図るための｢金融経済教育講
座｣、振り込め詐欺等の特殊詐欺を未然に防ぐための｢金融犯罪防止講座｣を、平成24年3月より出前講座として実施。
 平成28年度は、当局管内の小学校、高等学校、専門学校、福祉協議会、高齢者等に対し433講座を実施。今後も地方公共団体等と連携し、出前講座を継続的に実施す
るとともに、新たな取組として、多重債務問題の解決に積極的な宮城県栗原市の高等学校と連携し、同市小学校において合同で金融経済教育講座を実施。

２．これまでの取組の成果等

１．成果事例の概要等

■金融経済教育の新たな取組

■金融経済教育講座の主な内容
正しいお金の使い方や消費者トラブルの回
避について、参加型の「クイズ」や「ゲー
ム」を通し伝えている。各学年、年齢に応
じた生活設計教育にも積極的に取組んでい
る。①「お買い物ゲームをやってみよう!」、②「マ
ネープランゲーム旅行にＧＯ!」など独自教材を
作成、小学生に大好評。

❖栗原市の多重債務問題へ
の取組（背景）
○平成19年8月／「栗原市いの
ちを守る緊急総合対策」策定／
「多重債務専用相談窓口」開設
（多重債務問題を抱える自殺者
が多かったことが出発点）
○平成23年度～／小・中学生
のための金融教育事業の実施
金銭感覚を養い賢い消費者を
育てる

築館高等
学校へ
感謝状
贈呈

≪実績≫
【講座資料抜粋】

≪様々な連携先との取組≫
○金融リテラシーの普及及び向上を図る

⇒金融経済教育講座
地方公共団体、教育委員会、各種学校、仙台
国税局及び消費生活センター等と連携。また、
日本ＦＰ協会と共催でセミナーを開催
○近年増加する高齢者を狙った金融犯罪を防止⇒
金融犯罪防止講座
警察署、東北経済産業局及び生命保険協会岩
手県協会等と連携。また、被災者（地）支援
としてＮＰＯ等とも連携
民生委員、社会福祉協議会のネットワークで、
高齢者を対象とした講座を継続的に実施。

管内特殊詐欺被害実績の減少に寄与。
東北の特殊詐欺被害額 23億1千万円（平成
27年）→15億6千万円（平成28年） （警察庁発
表）

⇒多重債務の未然防止
●平成26年度以降、財務局
と栗原市は連携し、市内小学
校で金融経済教育講座を実施

○参加者の声
／アドバイザー
のお姉さんが優
しく教えてくれた。
またやりたい！
（小学生）／お
金の流れ、多重
債務問題等深く
知ることができ
た。 （高校生）

中田局長

害状況を踏まえた寸劇・カルタ・替え
歌等により、だまされない対処法をわ
かりやすく説明。

≪今年度の実績≫
○宮城県築館高等学校と栗原市立築館小学校【平成28年9月14日】
○宮城県迫桜高等学校と栗原市立若柳小学校【平成29年1月26日】

○「多重債務者相談強化キャン
ペーン2016」の始まりにあわせ、
新教材『マネープランゲーム「旅行
にＧＯ！」』を築館小学校で初披露
（平成28年9月14日）。講師役は築
館高等学校の２年生１４人。
当日の様子は、地元紙河北新報
において「お金 正しく使おう 先生
役は築館高生」の見出しで記事掲
載され、ＮＨＫもニュース（テレビ）と
してその活躍を取り上げた。
佐々木校長

■金融犯罪防止講座の主な内容
高齢者向けの集会を中心に「うまい
話にご用心！」のテーマで、最近の被

当局は、宮城県栗原市内の高等学校において、各学年ごとテーマに
沿った講座を実施、特に２年生は、プレゼンテーション研修を受講した
後、多重債務相談員とともに小学校に出向き、合同で出前講座を実施。

注目！
高校生自ら、家計管理や多
重債務問題等の伝達者とし
て、講師・アドバイザー役を務
めた。小学生と地域のお兄
さん、お姉さんとの交流は、
講座進行を円滑にし、双方
の学習効果や関心を向上さ
せた。

３．今後の課題と東北財務局等の対応
≪今後の課題≫
○地域のニーズに対応するため、講座内容の更なる充実と拡充。

≪今後の東北財務局の対応≫
○若手職員を対象とした「プレゼンテーション研修」を実施。「出前講座」を実践の場とし、財
務広報活動を担う人材の育成を図る。

○金融リテラシーの普及・向上を図るため、幅広い世代に向けた金融経済教育講座を、東北各県に
波及させていく。
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広報相談

若手PT発案による新庁舎見学会と復興応援イベントの開催

地方創生支援

～地域の声を踏まえ、各機関のハブとなって総合力を発揮し開催した取組～

東北財務局

◆ 東北財務局では、平成28事務年度より「地方創生を全力サポート！」とのスローガンの下、若手職員で構成する地域連携推進プロジェクトチーム（以下「PT」）
が各種の企画案をボトムアップ型で提案する取組みを実施。実施にあたっては、幹部職員を含めて組織全体でサポートする体制を構築。
◆ PTの主な取組として、平成29年3月、他の行政機関や報道機関等と協働して取り組んで開催した「仙台合同庁舎見学会＆復興応援トークショー」（以下、
「仙台庁舎見学会」）においては、地域から約600名が参加していただくとともに、約9割の参加者から高い評価を得る等、ネットワークの拡大・深化に貢献。

２．これまでの取組の成果等

１．成果事例の概要等
○ 「仙台合同庁舎見学会」開催決定までの流れ
・地域の課題（震災の風化防止や風評被害払拭）や報道機関の意見（防災意識向上）等
を踏まえＰＴにおいて発案・企画。幹部等の助言・指導の下、関係機関と意見調整し開催。
・地域の声
・報道機関

￥

地域連携
推進PT

￥

［中堅・若手職位］

地域連携
推進委員会
［課長クラス］

経営会議
［局長・各部長］

○ 開催の目的
① 震災から6年目を迎え地域の防災意識を高める
② 震災の記憶の風化や風評被害の拡散を防止
③ 新庁舎が防災拠点であることや各機関の業務の広報
○ 「仙台合同庁舎見学会」の内容

○「地方創生を全力サポート！」とのスローガンの下、ＰＴが中心と
なって発案したボトムアップ型の企画は、新しい取組として、テレビ等報道
機関を通じて数多く紹介されている。
（【 】内は報道の回数）
・仙台合同庁舎見学会
【 22回 】
・包括連携協定の締結式
【 12回 】
・仙南地域金融フォーラム等【 8回 】
「仙台合同庁舎見学会」は、各機関と協働できる
イベントとして、PTが企画・調整した結果、各機
関の協力による幅広い広報を行うことができた。

［Ｈ27年11月完成の仙台合同庁舎］

・被災地支援に取り組む「さとう宗幸」氏を1日財務局長に迎え、庁舎見学会【約320名】
やトークイベント【約300名】を開催し「被災地を忘れない」とのメッセージを発信。

東北地域固有の課題に対して、解決の一助となるべく、当局が地方公共団体、報道機関等の
関係機関と意見調整し、開催に向けて連携して取り組んだ結果、当局ネットワークが拡大・深化。

○ 「仙台合同庁舎見学会」開催による成果
・アウトリーチにあった機関（教育委員会、ラジオ高齢
者団体）を加えネットワークが強化。
⇒中学校での財務教育プログラム実施（予定）
・ 報道機関を含めた各機関等との意見交換を行い、
広報促進に向けたノウハウの教示を受ける等、
PTメンバーの広報スキル等の向上に寄与。
参加者から評価の声を頂き、財務局を身近に
感じてもらう契機となった。

（見学会には小学生も参加）

３．今後の課題と東北財務局の対応
≪今後の課題≫
○ 当イベントのアンケートを踏まえ、財務局の知名度アップが必要。
「知っている」24％、「業務内容は知らない」51％、「知らない」26％
○ 地域連携・貢献に向けた、更なる組織内外での一体的取組の実施。
≪東北財務局の今後の対応≫

大震災当時を語り継ぐ 報道機関が企画した
「大和田新講演会」
被災地の写真を展示
【約100名】

国の機関や被災３県は
復興状況や業務をＰＲ。

風評払拭のため特産物や
福島県産米の安全をＰＲ。
正しい理解を求めた。

地域が直面する各課題に対して、当局として何ができ、何が求められ
ているかを的確に把握し、情報発信も意識しながら、組織全体で地域
連携・貢献につながる取組を企画・検討していきたい。
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３．関東財務局
関東財務局地域連携基本方針の策定・公表
さいたま・事務所版活性化サロンの継続開催
進化する「東京活性化サロン」

～支援内容の明確化と地域連携の展開～
～地元の実情・ニーズを踏まえ、様々な地域課題の問題認識を共有～

～タイムリーかつ、きめ細やかに・・・ 「東京活性化“ミニ”サロン」はじめました～

地域のニーズを踏まえた「地域経済活性化フォーラム」の開催

～地域の重要な課題解決に向けた取組を支援～

地域振興センターのネットワークを活用した地方創生支援
農業融資セミナーの開催

～民間金融機関の農業融資への一層の促進を目指して～

局

地方創生支援
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局・管内

地方創生支援
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東京

地方創生支援
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局・管内

地方創生支援
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局

地方創生支援
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局・水戸・宇都宮・
地方創生支援
千葉
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地方創生支援
災害対応
地方創生支援
局・新潟
｢糸魚川市復興フォーラム｣の開催 ～「糸魚川を支える応援団」を結成し、大規模火災からの復興を支援～
災害対応
局・前橋・甲府・長 地方創生支援
地域のニーズを踏まえた「PPP/PFIセミナー」の開催
野
国有財産
局・水戸・前橋・千 若手職員による
地域活性化・地方創生支援に向けた中堅・若手職員の取組の展開 ～利用者目線に立ち、地域に愛される職員を目指して～
葉・東京
取組

災害支援に係る地方公共団体との包括的な連携推進

社会福祉分野における国有財産の活用

～保育施設整備に係る更なる国有地活用の取組～

燕三条地区における事業承継支援の取組
アウトリーチ広報の更なる展開

～3信用組合の連携強化による小規模事業者への支援に向けて～

～若年層をはじめ幅広い層への広報を精力的に実施～

「財政」「税金」「年金」 社会保障講座フルコース

～税務署・年金事務所と連携して、相互連鎖的に広報先拡大中！！～

局・管内

43
44
45
46

局・東京・横浜・千
葉

国有財産

47

新潟

金融

48

局・管内

広報相談

49

東京

広報相談
金融

50
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関東財務局地域連携基本方針の策定・公表

地方創生支援

関東財務局

～支援内容の明確化と地域連携の展開～

 地域活性化・地方創生支援を推進していくことは最重要課題の一つであることに鑑み、関東財務局では、地域の一層の活性化、発展に貢献していくとの観
点から、「平成28事務年度関東財務局地域連携基本方針」（以下、「基本方針」という。）を策定・公表。
 基本方針については、HPにアップするとともに、ヒアリングや会議等の場において説明。取組内容が明確となることで、地域の皆さまが、財務局が提供可能
な地域連携の取組についてイメージしやすくなり、取組の推進に寄与。広報機会のすそ野が拡大したほか、円滑かつ迅速な取組実施が可能となり、財務局
のプレゼンスがアップ。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○関東財務局地域連携基本方針の公表
平成28事務年度では、取組の基本方針として「地域に貢献できる財務局・財務事務所」など5
つの基本方針を掲げ、積極的に地域に発信していくことを決定。
関東財務局が行える地域活性化・地方創生支援を明確化、関東財務局のＨＰにおいて、基
本方針の全文及びポンチ絵を平成28年9月14日に公表。
ヒアリングや会議等において、基本方針を説明。

財務局の役割

主な取組内容

基本方針の策定・公表による効果
１．地域の皆さまにわかりやすく
基本方針の公表により、組織として地域貢献への取組
姿勢を広く周知。基本方針には、主な取組を具体的に列
挙することで、地域の皆さまが、財務局が提供可能な地
域連携の取組についてイメージしやすくなり、取組の推
進に寄与。

２．広報機会のすそ野拡大
●地域活性化サロン

基 本 方 針
●地方公共団体首長
との直接対話

職員自らが、ヒアリングや会議等のあらゆる機会を通
じ公表された基本方針について説明。担当部署以外の
取組を紹介することで広報機会のすそ野が拡大。また、
職員一人一人に「地元・地域の視点で物事を考え、どの
ようにすれば地域に貢献できるかを常に考えていく」と
の意識が浸透。

３．円滑かつ迅速な取組の実施へ
公表により、組織的な取組姿勢が明確化された結果、
地域ニーズに応じた円滑かつ迅速な取組実施が可能と
なり、財務局のプレゼンスの向上が図られている。

●災害協定の締結

３．今後の課題と関東財務局の対応

≪関東財務局の今後の対応≫
●子育て世代向け広報
（パパ・スクール）

○ 今後も引き続き、あらゆる機会を通じて基本方針をアピー
ル。毎事務年度の当初に、地域連携基本方針を公表する
ことで、支援内容を明確化し、地域ニーズに応じた取組を
継続的に展開。
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さいたま・事務所版活性化サロンの継続開催

地方創生支援

～地元の実情･ニーズを踏まえ、様々な地域課題の問題認識を共有～

関東財務局及び
管内財務事務所

 関東財務局では、地域のオピニオン･リーダーである企業経営者等（埼玉県内の有力企業役30社）との関係を強固なものとするため、これらの方々にお集ま
り頂き、地域経済の中長期的な課題について意見交換を行う場として「さいたま活性化サロン」を平成26年12月より開催。
 平成27事務年度では取組を各財務事務所へ展開。統一テーマを定め管内8財務事務所において実施。
 平成28事務年度においては、プラットフォームのネットワーク機能の「一層の深化」を図るべく、改めて、真に地元の実情･ニーズを十分に踏まえたものとなって
いるかをまず把握したうえ、地域に応じたテーマを設定し、さいたま･事務所版活性化サロンを継続的に開催。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

〇 平成28年度事務年度関東財務局基本方針に
おいて、改めて「真に地元の実情・ニーズを十分
に踏まえたものとなっているか」を検証。本局･財
務事務所において、サロンメンバー等を個別に
訪問。ニーズを把握し、地域の課題等に則した
テーマを選定。
【平成28事務年度
さいたま・事務所版活性化サロンの概要】
オブザーバー
（企業経営者等）

意見・要望

ゲスト
スピーカー
双方向の
議論

地域ニーズ･
課題に係る最
新情報を提供

〇 活性化サロンを継続開催
「地域の実情・ニーズを踏まえたプラットフォームとする」ため、関東財務局･
各財務事務所では、これまで培ったネットワークをフル活用し、地域の課題･
ニーズをまずは把握･検証。ニーズに応じたテーマを設定のうえゲストスピー
カーを依頼。以下、様々な内容にて実施。複数の地域の活性化サロンで「事
業承継」がテーマとして取り上げられるなど、最近の地域の重要関心事項を
反映。
平成28年 9月30日
28年10月25日
28年11月28日
28年11月29日
28年12月 5日
28年12月 5日
28年12月 5日
28年12月 6日
28年12月14日
28年12月15日
29年 2月 6日
29年 3月 2日

さいたま活性化サロン
さいたま活性化サロン
群馬活性化サロン
千葉活性化サロン
栃木活性化サロン
さいたま活性化サロン
新潟活性化サロン
神奈川活性化サロン
茨城活性化サロン
山梨活性化サロン
さいたま活性化サロン
長野活性化サロン

参加者の声

◆サロンでの議論をヒントに、IOT技術による業務効率化をおこなった。
◆さいたま活性化サロンでクラウドファンディングを知り、さっそく利用することとした。
◆難しいテーマでもわかりやすく説明いただけるのでありがたい。
◆多様な分野のリーダーが一堂に会する機会は他になく、有益である。

関東財務局
財務事務所
地域ニーズの把握

意見等を伝達。政
策形成に寄与

地域のメインプレイヤー
（オブザーバー、地方公共団体、地域
金融機関、商工団体）

財務省等

サロンの概要等については当局ＨＰに掲載し、
広く還元。

「財政の現状と課題について」
「～地方創生：「課題」から「希望」へ～」
「前橋市街地の活性化」～にぎわいの創出に向けて～
「成田国際空港を起点とした地域活性化の方策」
「栃木県の人口動向とその変化への対応について」
「地域金融の新しい形」
「中小企業の事業承継問題の現状と課題、解決の方策」
「企業の事業承継について」
「中小企業の事業引継ぎについて」
「山梨県の中小企業の人材確保に向けて」
「事業承継の現状と展望」
「働き方改革と女性の活躍推進について」

【さいたま活性化サロン】

【山梨活性化サロン】

３．今後の課題と関東財務局等の対応
≪今後の課題≫
○ 地元の実情やニーズについて把握し、地域の課題に則したテーマを選定のうえ実施していくほか、現状の実施
方法等については、参加者の意見等を踏まえ常に検証していく必要。
≪関東財務局の今後の対応≫
○ 今後も参加者の意見を踏まえながら、真に地元の実情・ニーズを踏まえたテーマにおいて継続的に実施。
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進化する「東京活性化サロン」
地方創生支援

～タイムリーかつ、きめ細やかに… 「東京活性化“ミニ”サロン」はじめました～

関東財務局
東京財務事務所

 東京財務事務所では、地域の活性化に貢献すべく、東京都内で活動する次世代の中小企業家(若手経営者等)、地方公共団体、政府関係機関、各種支援
機関等との異業種分野の交流の場(プラットフォーム)を平成26年11月より提供(平成27年4月から「東京活性化サロン」として開催)。
 中小企業家や地方公共団体等の関心のあるテーマを中心に、平成27年度は計9回、平成28年度は計7回の「東京活性化サロン」を開催。
 平成28年度からは、参加者の様々なニーズにタイムリーかつきめ細やかに対応すべく、新たに『東京活性化“ミニ”サロン』を立ち上げ。
 今後も、地域のニーズに耳を傾けながら、プラットフォーム機能の拡充を図り、地域の活性化・課題解決に貢献。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 信用金庫「若手経営者の会」との意見交換をきっかけに、
都内で活動する中小企業家等の交流プラットフォームとして、
「東京活性化サロン」を立ち上げ。
○ 地域ニーズを把握しながら、各回ごとに特色のある意見交
換会等を開催。平成27年度以降、計16回の意見交換会・講
演会を開催するなど、息の長い取組を継続。

サロン参加者の声から生まれた 「東京活性化“ミニ”サロン」

～皆さまの要望に応じ、随時実施します！～

【参加者の声】





財務省（国）とフラットに直接話ができる機会は貴重。毎回参加したい。
各地から多様なメンバーが参加しているので、ネットワーク作りに役立っている。もっと多くの人達とつながりたい。
最近は参加者が多すぎて、会議の場で意見を言いづらい。少人数での意見交換会形式で実施してほしい。
人材育成、広域連携等、様々な課題がある。サロンはニーズに即したテーマでタイムリーに実施してほしい。

東京活性化サロンのイメージ
【参加者は
500名を突破】
平成27年4月
17名
↓
平成28年4月
201名
↓
平成29年3月
507名
和やかかつ活発な
意見交換会

東京活性化サロンの特徴
開かれた
プラットフォーム
・「緩やかな連携」を
キーワードに、誰でも
気軽に参加できるプ
ラットフォームを構築
・口コミや地道な開拓
活動により、ネット
ワークを拡大

ニーズに合わせ
柔軟に開催
・ 講 演 会 、 少 人数 の
意見交換など、都度、
開催方法を工夫
・テーマも様々（生産
性向上、IoT、人材戦
略、観光振興、島
しょ・西多摩活性化、
税制等）

人と人をつなぐ
役割を発揮
・サロンを新たな出会
いの場とすべく、ユ
ニークな取組を行う企
業や支援機関を多数
招致
・意見交換や懇親会
開催を通じ、名前で呼
び合える関係を構築

 「ネットワークの拡大」と「意見交換の充実」
という２つのニーズにどう応えるか？
 多種多様なメンバーの多種多様なニーズ
に、タイムリーに応えるには？

 いつでも相談・意見交換の場を用意する“オーダーメイド型支
援”に取り組むべく、平成28年10月、相手方の要望に応じ随時
開催する「東京活性化“ミニ”サロン」の枠組みを別枠で用意。
 同年11月、葛飾区にて初の“ミニ”サロンを開催。

「東京活性化“ミニ”サロン」参加者が、Facebook等で情報発信
【参加者がSNSで情報発信】
～以下、参加者による投稿～
関東財務局東京財務事務所様主催で行われている「東京
活性化サロン」が御座いますが 初の試み！東京23区で
初めての出張サロン 『東京活性化ミニサロン in 葛飾』 が
ものコト100と共催で11月10日に開催されました。
今回は事業承継についてお話しを聞き、その後メンバーが
各自抱える事業承継の悩みについて専門家の方々の意見
を聞きました。最後は総勢30名程度で懇親会で更なる交流
を深めました。
行政の方々、税理士の方々と葛飾の若手経営者が友好を
深めた一日となりました。

・後日、若手経営者団体自ら
が実施報告書を作成。参加し
ていない区内中小企業に展開。
・12月、当該報告をかねて、若
手経営者らが葛飾区長を訪問。
・参加者からは、「規模の小さ
い中小企業に対してもひざを
突き合わせて話を聞いてくれ
た」という驚きの声や、「親近感
が増した」との感想。

３．今後の課題と東京財務事務所の対応
≪今後の課題≫
○ 中小企業ネットワークの裾野拡大、幅広い層への展開。
≪東京財務事務所の今後の対応≫
○ 進化を続ける「東京活性化サロン」、新たにスタートした「ミニサロン」
それぞれの特徴を生かし、地域に感謝される取組を企画。

地域ニーズに
向き合うことに
とことんこだわる

39

地域のニーズを踏まえた｢地域経済活性化フォーラム｣の開催

地方創生支援

～地域の重要な課題解決に向けた取組を支援～

関東財務局及び
管内財務事務所

 関東財務局では、平成27事務年度より地方公共団体へのヒアリング等で得られた地域の要望・ニーズ等を踏まえた地方創生支援の取組として、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、政府系金融機関等)が集まるプラットフォームとして｢地域経済活性化フォーラム｣を開催。
 当フォーラムは、対象の地域に出向き、当地の地域経済の主要な関係者が一堂に会し当地の課題及びその解決策等について掘り下げて議論を行うもの。
地域の重要な課題を整理し地域経済の面的活性化への取組支援、地域金融機関の企業サポートの実効性向上、政府系金融機関との共同案件の発掘等を
図る。
 28事務年度は、栃木県鹿沼市･那須烏山市(28年11月)、新潟県糸魚川市･妙高市･上越市･長野県飯山市･白馬村･小谷村･大町市(29年4月、富山県魚津市･
黒部市･入善町･朝日町と合同【北陸財務局と連携】)、埼玉県熊谷市･行田市(29年4月)で開催。

２．これまでの取組の成果等

１．成果事例の概要等
○ 関東財務局及び管内財務事務所では、地方公共団体へのヒアリング
等で得られた地域からの要望・ニーズ等を踏まえた地方創生支援の取組
として、平成27事務年度から｢地域経済活性化フォーラム｣を開催。
○ 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、政府系金融機関等）が集まるプラットフォームをコーディネートすること
で、地域の重要な課題及びその解決策等を整理し、地域経済の面的活性
化への取組を支援。

○ 栃木県佐野市で開催
テーマ：「中心市街地活性化及び創業支援による定住促進」
フォーラム

第1回フォローアップ会合

H27.10

H28.6

第2回フォローアップ会合

➢ フォーラムを契機に参加機関が当市のまちづくりに関与。
○ 新潟県村上市(山形県鶴岡市と合同【東北財務局と連携】)で開催
テーマ：「広域連携を生かした観光振興等による交流人口の拡大に向けて」
フォーラム

第1回フォローアップ会合

第2回フォローアップ会合

H28.4

H28.11

H29.5予定

➢ フォーラムを契機に村上信用金庫と鶴岡信用金庫が連携協定締結。

○ フォーラム開催後も、地域のニーズを踏まえた上で関係者による「フォ
ローアップ会合」を実施。その際には、これまでの金融面からのアプロー
チに加えて、「財政」や「エリアマネジメント」の視点も含めて検討･実施。

地域経済活性化フォーラム 【フォローアップ会合】
本会合

フォローアップ会合

○ 栃木県鹿沼市･那須烏山市で開催
テーマ： 「広域連携を生かした観光振興等による交流人口の拡大に向けて」
フォーラム

○ 新潟県糸魚川市･妙高市･上越市･長野県飯山市･白馬村･小谷村･大町市(富山県魚津市･
黒部市･入善町･朝日町と合同【北陸財務局と連携】)で開催
テーマ：「北陸新幹線を活用した観光連携～広域連携を生かした観光振興等による交流人口
の拡大に向けて～ 」

事例紹介

本 局

地方公共団体・商工会議所等

課題解決提案

○ 埼玉県熊谷市･行田市で開催
テーマ： 「広域連携を生かした観光振興等による交流人口の拡大に向けて」

理財課
（金融行政）

本 局

中小企業支援機関

政府系金融機関

管財課
（国有財産活用）

第1回フォローアップ会合

H29.4

H29.4 北陸新幹線フォーラム対象地方公共団体

３．今後の課題と関東財務局等の対応

財務課
（財投活用）

理財課
（金融行政）

地域金融機関

本音のニーズ

財務事務所（主体）

財務事務所

第1回フォローアップ会合

H29.4

フォーラム

地域のニーズや
課題の提供

政府系金融機関

フォーラム開催
を契機に信頼
関係構築

第1回フォローアップ会合

H28.11

フォーラム

地方公共団体・商工会議所等

フォーラムの模様(H28.11那須烏山市)

各課の垣根を超えて地域
のニーズ・課題に財務事
務所が一体となって対応
（場合によっては外部機
関と連携）

地域金融機関

中小企業支援機関

≪今後の課題≫
○ 同フォーラムの継続的な取組により、各地域の課題解決に向けた意見交換の場を提供し、
各地域における地方創生に向けた取組を支援していく必要。
≪関東財務局及び管内財務事務所の今後の対応≫
○ 今後も、地方公共団体へのヒアリング等で得られた地域からの要望・ニーズ等を踏まえ、
他の財務局との連携も含め、地域の課題解決支援に向け、同フォーラムを継続実施してい
くことで各地域の地方創生に向けた取組を支援。
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地域振興センターのネットワークを活用した地方創生支援

関東財務局

 埼玉県内を10地域にブロック分けして設置されている県の「地域振興センター」のネットワークを活用して、各地域の地方創生に向けた
具体的な課題や支援ニーズを積極的に把握。
 地域毎に異なる課題等を抱えている中で、各地域の支援ニーズに適合した内容での説明会等を地域振興センターと連携して実施。
 財務局のリソースをフル活用した取組を通じて、地方公共団体や事業者等の地域活性化に向けた取組を後押しするとともに、地域との
信頼関係を醸成、継続的・効果的な支援に繋げる。
１．成果事例の概要等
○ 県の「地域振興センター」では、定期的に区域内地方公共団体が集まり、
地方創生・地域活性化をテーマに「未来会議」を開催。
○ 平成28年10月以降、各センターで開催される未来会議に関東財務局も
出席して、財務局保有のリソースの説明や意見交換を行うとともに、アン
ケートにより各地域の課題や支援ニーズを把握。
○ 他の官庁や政府系金融機関等に協力を依頼し、各地域の支援ニーズに
適合した内容での説明会やセミナー等をコーディネート。

２．これまでの取組の成果等
○ 秩父地域振興センターから是非、財務局と連携して各種取組を展開したいとの申し出。
○ 平成28年10月14日、同センターの協力により、地方公共団体等を対象とした、地域活性化
に活用可能な補助制度や財政投融資制度に関する説明会を開催。
○ 事前アンケートで把握した地域の課題やニーズに沿った説明テーマ（観光振興・農業振興・
中小企業対策）ごとに分科会方式で実施。
【説明者】
関東運輸局、関東農政局、関東経済産業局（以下「関東経産局」）、日本
政策金融公庫（以下「JFC」）、地域経済活性化支援機構、農林漁業成長
産業化支援機構、中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」）

【出席者の声】
⇒ 各分野で多様な補助金等メニューがあることが理解
⇒ テーマ別に専門的な話を聞けて有用
⇒ 情報提供の継続、事業者向け説明会の開催を要望

○ 更に、説明会の時の要望に応え、29年1月26日に外部講師及び支援機関を招聘し、中小事業
者等を対象とした「秩父地域活性化セミナー」を開催。
【講師】
大和総研

【説明者】
関東経産局、JFC、中小機構、商工組合中央金庫

【出席者の声】
⇒ 秩父地域の特徴や地域資源を改めて理解
⇒ 事業経営、地域活性化に役立つノウハウを習得
⇒ 秩父地域振興センターから連携継続の申し入れ

３．今後の課題と関東財務局の対応
≪今後の課題≫
○ 把握した地域の課題や支援ニーズに応じた継続的な支援が必要（単発で終わらせない）。
≪関東財務局の今後の対応≫
○ 引き続き地域振興センターとの連携を密にし、県内他地域への横展開を図るとともに、管内他県
でも当該取組が応用できないか、各県へ働きかけ。
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農業融資セミナーの開催
～民間金融機関の農業融資への一層の促進を目指して～

関東財務局及び水戸・
宇都宮・千葉財務事務所

 まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）では、地域における金融機能の高度化のため、民間金融機関と政府系金融機関との協働・連携を促進する
ための政府の支援体制の整備を進めることとされている。また、日本再興戦略2016（平成28年6月2日閣議決定）において、民間金融機関による農業融資が
活性化するよう、民間金融機関と政府系金融機関の連携を強化し、農業融資のノウハウ提供等を進めることとされている。
 これを受け、現在、財務局では、地方創生支援を重要なテーマとして取り組んでいるところであり、農業分野における融資は地域の活性化を推し進める
重要な役割を果すものと考え、農林水産省と連携のうえ、日本政策金融公庫（農林水産事業）における農業融資や経営支援に関するノウハウ等を民間金融
機関と共有することを目的に「農業融資セミナー」を管内４か所で開催。

１．成果事例の概要等
当局では、日本政策金融公庫をはじめとする政策金融機関と民間金融
機関との協働 ・ 連携の推進や、地方創生に向けた地域の関係者とのノウ
ハウの共有などに取り組んでいるところでもあり、 「農業融資セミナー」の
開催はこの一環との位置づけ。
(1) 開催地の決定
農林水産省及び日本政策金融公庫と連携のうえ、当局管内における
開催地（平成28年度第4/四半期） として、本局所在地の埼玉県のほか、
農業産出額が全国上位の茨城県（2位）、千葉県（3位）、栃木県（8位）の
4県を選定。
(2) セミナーの内容
○農業をめぐる状況について（農林水産省金融調整課）
・農家一戸当たりの経営耕地面積の推移（規模拡大）
・農業法人の経営体数（10年間で2倍、4割が6次産業化に取り組む）
・農業・食料関連産業の高い潜在力（国内生産額は約100兆円） 等
○公庫融資等について（日本政策金融公庫（農林水産事業））
・金融支援（委託貸付、制度金融、信用補完（CDS) 、投資ファンド（LPS))
・金融支援以外のサポートツール（農業経営アドバイザー制度、農業信
用リスク情報サービス（ACRIS）、ビジネスマッチング） 等

２．これまでの取組の成果等

千葉会場の模様

【開催実績】（会場は本局・各財務事務所会議室）
○千葉県：平成29年2月 6日（参加金融機関 11機関16名）
○栃木県：
29年2月 9日（参加金融機関 10機関18名）
○埼玉県：
29年2月17日（参加金融機関 8機関11名）
○茨城県：
29年2月22日（参加金融機関 5機関10名）
地銀・信金・信組の農業融資担当者 計34機関55名
参加者の声（事後アンケート）
参加者の９割超が（大いに）役立ったという感想であり、主な声は以下のとおり。
○新たな分野拡大が期待できた。農家の人と共に課題を見つけて、解決する提案ができる
きっかけとなるセミナーであった。
○農業融資を検討したい。「農業融資目利き講座」等勉強会を金庫内で開催したいので、別
に講師派遣をお願いしたい。
○現状、ノウハウがないので、各金融機関の具体的な取り組み事例を聞きたい。

【
公庫の農業融資支援イメージ】

今回のセミナーでは、日本政策金融公庫と個々の金融機関という1対1の関係から、農業政
策を担う農林水産省、日本政策金融公庫（地元支店を含む）及び各地の地域金融機関の農業
融資担当者が一堂に会し、お互いの顔が見えたことによって、今後の人的・面的な広がりが期
待されるほか、農業融資に向けた知識の醸成に貢献できたと思われる。

３．今後の課題と関東財務局等の対応
≪今後の課題≫
○具体的な取り組み事例を紹介する時間が短かったので、事後アンケート結果も踏まえ、
「先進的な取り組み事例」を別枠で組み入れた深度あるセミナーを開催。
≪関東財務局の今後の対応≫
○農林水産省及び日本政策金融公庫と更に連携を図り、当セミナー未開催地域への展開に取
り組む。
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災害対応

関東財務局及び
管内財務事務所・出張所

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年9月14日公表した「関東財務局地域連携基本方針」において、災害発生時に財務局が担う役割を予め明確に定めた包括的な災
害協定の締結を推進する旨を掲げている。同方針に基づき、本局・各財務事務所・出張所が所在する都県及び市（特別区）に対し、協議を行い、平成29年3月
末において12の地方公共団体と「災害時の支援等に関する包括的な協定」を締結。
 人的支援や公務員宿舎の提供等の支援も含め、財務局が担う役割等を予め明確に定めた「包括的な形」での災害協定締結は初の取組。
 協定締結により、地方公共団体との連携が更に深化することで、災害発生時の地域に対する一層円滑な支援に繋がる。

１．成果事例の概要等
○取組実施の背景
関東財務局では、熊本地震等を踏まえ、平時
より災害支援対応に係る地方公共団体との連
携強化を図る必要性を認識。このため、「平成
28年事務年度の地域連携基本方針」に本局・各
財務事務所・出張所が所在する都県及び市（特
別区）との包括的な「災害協定」の締結推進を
明記。

○協定締結に向けた地方公共団体との協議
災害時における円滑な支援実施の観点から、
地方公共団体との連携強化策は、災害発生時
に関東財務局が担う役割に則ったメニューを基
に協定書の内容を整理。
包括協定の趣旨等の各地方公共団体への説
明については、本局及び事務所職員が一体と
なって災害担当部署を訪問し個別に説明。
地域の実情等を踏まえながら、協定書の内容
等について、地方公共団体と協議。

○包括的災害協定の締結
平成29年3月末において12の地方公共団体
【埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県、さいたま
市、前橋市、宇都宮市、長野市、横須賀市、水
戸市、甲府市、千葉市】と協定を締結。他の地
方公共団体とも協定を締結に向け協議中。
協定には、訓練実施への積極的な協力や連
絡先（携帯電話・アドレス）を設けることで、災
害協定の実効性を確保。

２．これまでの取組の成果等
○包括的災害協定により見込まれる効果
協定締結により、災害発生時における地方公共団体の連携・調整の方法や
関東財務局が担う役割等についての認識の共有や体制の整備が図られるな
ど、地方公共団体との連携が更に深化。災害発生時の地域に対する一層円滑
な支援に繋がる。
【地方公共団体との協定内容】
✔ 災害が発生した場合の地方公共団体情報伝達・連絡体制の整備
✔ 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
✔ 地方公共団体への災害復旧事務支援のための財務局職員の派遣
✔ 地方公共団体が実施する訓練等への積極的な協力

埼玉県

栃木県

さいたま市

前橋市

○協定に基づく連絡先の交換、訓練の実施により「顔の見える」関係を構築
・ 実務者レベルで災害協定締結先と「携帯、携帯アドレス、衛星電話等」の連絡先を交換。
・ 地方公共団体が行う訓練に参加。整備した連絡体制においての訓練の実施(平成29年3月10
日、さいたま市と通信訓練)等を通じ検証。

さいたま市の図上訓練

○協定書に基づく取組のほか、HPを活用するなど地域防災支援に向けた対応を実施
・ 災害時の迅速な職員派遣及び派遣先での円滑な支援を目的に、各職員の災害派遣経験や地理や事情に通じている
地域等をリスト化。
・ 関東財務局HPに「災害時支援情報」を設置。包括的災害協定の締結状況のほか、金融機関等に対する金融上の措
置の要請情報、各都県の防災情報サイトへのリンク集を掲載。

【災害関連情報サイトURL：http://kantou.mof.go.jp/soumu/pagekthp006000056.html】

３．今後の課題と関東財務局等の対応
≪今後の課題と関東財務局の対応≫
○ 協定を締結した地方公共団体と、共同訓練等を通じて、「顔の見える」関係を継続・深化していくことにより、災害発
生時に迅速かつ円滑な対応が図れるよう態勢を整備。
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｢糸魚川市復興フォーラム｣の開催

災害対応

～「糸魚川を支える応援団」を結成し、大規模火災からの復興を支援～

関東財務局及び
新潟財務事務所

 平成28年12月22日に発生した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、地域金融機関、政府系金融機関など多様な
機関・団体による「糸魚川を支える応援団」を結成。
 将来を見据えた復興を推進していくため、当局と地元糸魚川市の関係者と連携を図り、糸魚川市と共同で「糸魚川市復興フォーラム」(第1回)を開催(29年3
月30日・30機関約80名が参加)。息の長い取組として、今後とも関係機関としっかり議論を進めていく予定。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 糸魚川市においては、「糸魚川市駅北復興まちづくり計画」策定に向け
た検討委員会が設置(3月2日)され、「復興」と「まちづくり」を同時に進めて
いく取組がスタート。
○ 当フォーラムは、当局から、開催を糸魚川市に提案、実施が決定。地域
金融機関、政府系金融機関をはじめとする多様な機関・団体が当市に集
まり、「糸魚川を支える応援団」を結成。地元の糸魚川市の関係者と連携を
図りながら、将来を見据えた復興を推進。
○ 第１回会合では、各参加金融機関が東日本大震災など他の被災地で
の支援事例や、糸魚川大火における現在の取組を紹介。また、今後、当
市において活用の可能性がある事業や支援についても提案。

○ 第１回会合の主な金融機関からの提案内容や地元からの要望は以下のとおり。
日本政策金融公庫
「ソーシャルビジネス・創業支援ネットワーク」を構築し、UIJターンを軸とした
創業支援を通じて、復興・経済活性化を支援 等
第四銀行
①創業支援(創業アワード開催による伴走型支援の実施など)、②6次産業化支援、
③土曜日曜に朝市を開催、④首都圏・県内からインターンシップ生受け入れ 等
北越銀行
①PPP/PFIの組成支援、②クラウドファンディングによる糸魚川市の魅力発信、
③ビジネスマッチングによる販路拡大支援。④商店街・飲食街の集客支援 等
「鶴来家」(大火で全焼した老舗割烹料亭)
若い世代が夢を持てる糸魚川にするため、UIJターンの支援を要望 等。
○

被災エリアの状況（H29.3.30撮影)

「糸魚川を支える応援団」

木村副市長から「様々なアイディア・提案に感謝。これから進める「まちづくり」の検討に、
産官学金労言の「金」が入っていなかったので、金融機関には引き続きご支援いただきた
い」とのコメント。また、フォーラムの模様は新聞各紙に掲載。

フォーラムの模様

小野局長挨拶

糸魚川市：米田市長と木村副市長

（糸魚川市復興フォーラム参加機関）

未来志向の
糸魚川市の
復興・発展

知恵を出し合
い、糸魚川市
の課題解決
策を提案

政府系金融機関、地域金
融機関、信金中央金庫、
損害保険協会、証券業協
会、信用保証協会、弁護
士会、ミュージックセキュ
リティーズ㈱、新潟県、関
東財務局

３．今後の課題と関東財務局等の対応
≪今後の課題≫
○ 糸魚川市の課題解決策をしっかり抽出。単なる復旧ではなく、未来志向の糸魚川市の復
興・発展に繋げていくことが必要。
≪関東財務局及び管内財務事務所の今後の対応≫
○ 第1回会合の事例紹介や提案を基に、未来志向の糸魚川市の復興・発展に繋げる具体的
な取組実施に向け、更に議論を深めていく。
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地方創生支援
国有財産

関東財務局及び前橋・
甲府・長野財務事務所

地域のニーズを踏まえた「PPP/PFIセミナー」の開催

 厳しい財政状況下での公共施設老朽化等に対応するため、公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に民間の資金やノウハウを活用するPPP/PFIの必
要性が高まっている。日本再興戦略2016ではPPP/PFIの事業規模を10年間で21兆円に拡大する数値目標を設定（平成25～26年度の事業規模：約2.4 兆円）。
 関東財務局等では、こうした状況を受け、(株)日本政策投資銀行（以下、「DBJ」）と連携して、地方公共団体や地域金融機関のPPP/PFIへの理解を深め、地
域での導入促進を図ることを目的に、地域のニーズを踏まえながらPPP/PFIの事例紹介や意見交換等を行うセミナーを開催。
 今後、地方公共団体が中心となる地域プラットフォームにつなげていき、PPP/PFI活用により、地域のインフラ整備促進や、民間ノウハウによる地方創生、地
域金融機関の新たなファイナンスの機会の創出等を図る。

１．成果事例の概要等
○ PPP/PFIの導入が進んでいないと思われる地域で、地方公共団体や地
域金融機関を対象にしたセミナーを開催。
○ 取組のポイント
①地域のニーズを踏まえた点
地方公共団体等へ事前にアンケートやヒアリングを行い、各地域のニー
ズにあわせたセミナーを企画。
②政府系金融機関や財務局内での連携
DBJと開催地選定など企画段階から連携。また財務局と財務事務所、
金融行政を担当する理財部門と国有財産行政を担当する管財部門が連
携し、財務局一体でセミナーを開催。
③若手主体のチームによる企画立案・運営
担当課をまたがる若手主体のチームを地域毎に編成(各2名)。それぞれ
次長クラスをアドバイザーに付けつつ、若手が企画立案から運営までを
担った。 各チームは企画・事績の段階で幹部にプレゼンを実施。
≪セミナー概要図≫

２．これまでの取組の成果等

（前橋市開催の模様）

【開催実績】
○ 群馬県：平成29年 1月27日 (於：前橋市、参加者80名)
○ 山梨県：
29年 2月 9日 (於：甲府市、参加者52名)
○ 長野県：
28年11月25日 (於：長野市、参加者71名) 基礎編
29年 2月 1日 (於：松本市、参加者63名) 応用編
【セミナーの主な内容】
○ PPP/PFIの活用事例紹介 (DBJ、地方公共団体)
○ 国公有財産の最適利用 (関東財務局)
※そのほか、ニーズに応じて以下の講演等を実施
○ 民間事業者からの事例発表 (山梨)
○ 地域金融機関からの取組発表 (長野)
○ DBJから実務面の対応説明 (長野)
○ ㈱民間資金活用事業推進機構の出資事例紹介
(群馬・山梨)
○ 意見交換会開催 (群馬・長野)
○ 個別質問会開催 (山梨)

【工夫した点】
○ 事前アンケートやヒアリングの結果、
関心がある地方公共団体を中心に深
堀りすることとし、要望が多かったテー
マを中心に基礎編と応用編の2本立て
のセミナー構成とした。 （長野）
○ セミナーに参加できなかった地方公
共団体には講演資料やDVDを送付。
【参加者からの声】
○ PFI事業はハードルが高いと感じてい
たが、ハードルが下がった。
○ セミナーの発表事例を参考に、具体
的に活用を検討したい。

【主な成果】 事後アンケートに前向きな声が多く、PPP/PFIに関する知識の醸成に貢献。また、
PFI等の事業でどこの地方公共団体がどのような事業をやっているのかを参加者が認識でき、
困った時に相談等を行うなど、県内における横の連携を深める契機になった。

３．今後の課題と関東財務局等の対応
≪今後の課題≫
○ 地域主体のプラットフォームの創出等、PPP/PFI普及促進に向けた地域の体制構築。
≪財務局等の今後の対応≫
○ 事後アンケート結果等に基づき、群馬・山梨県で第2回セミナーを開催予定。
○ 開催ノウハウを財務局内で共有し、必要に応じて地方公共団体の活動を支援するなど、地域
でのPPP/PFI普及を継続的に後押し。
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若手職員による取組

地域活性化・地方創生支援に向けた中堅･若手職員の取組の展開
～利用者目線に立ち、地域に愛される職員を目指して～

関東財務局及び水戸・
前橋・千葉・東京財務事務所

 平成28事務年度関東財務局地域連携基本方針において、若手職員によるボトムアップでの取組を行うとの方針をうけ、本局･各財務
事務所において、中堅･若手職員を中心としたプロジェクトチームを立ち上げ。
 地域イベント等への参加、若年層向け財政教育や高齢者向け注意喚起広報へ積極参加のほか、地方公共団体等の若手職員との地
域活性化･地方創生支援に向けた意見交換会を開催するなど取組を展開。
１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

〇本局･財務事務所で若手PTの立ち上げ！
関東財務局地域連携基本方針の策定
をうけ、本局･財務事務所においてPTを立
上げ。地域ニーズを捉えた取組を行うに
はどのように行っていけばよいか、若手
職員同士での意見交換を実施。

〇地域イベント等への参加
様々な地域イベントに参加し、来場者参加型の関東財務局の業
務紹介を行ったほか、若年層向けの金融教育も実施。

若手職員自身の企画による地域連携の取組実施を通じ、地方公共団体、大学等との繋が
りができ、若手職員による地域活性化･地方創生支援に向けた意見交換会等へと発展。
若手職員が主体的に地域連携の取組を実施することで、将来を見据えた若手同士のネット
ワークが構築されるとともに、地域連携の推進に向けた若手の意識の醸成が図られた。
若手職員による意見交換会実施【埼玉】
地域活性化等に取り組んでいる国県市の
若手職員による意見交換会を企画･開催。
参加市における地域版総戦略の説明や、
地域活性化の取組事例などの発表が行われ
たほか、「県の魅力を高めるために」をテーマ
にグループワークを実施。
＜参加者の声＞
○施策実施にあたっては、住民の目線に立ち、いかに理解を得ていくかが改めて重要と感じた。
○グループワークは、財務局職員がファシリテーターを務めて頂き、進行が大変スムーズでした。

三郷産業フェスタへの参加【埼玉】

前橋地方気象台
お天気フェアへの参加【前橋】

〇若年層向け財政教育、高齢者向け注意喚起広報実施
小･中学生向けの財政教育の実施のほか、高齢者向けの投資
詐欺注意喚起広報について寸劇等を交え、実施。

茨城大学との連携強化【水戸】
地方創生に積極的
な茨城大学への訪問
をきっかけに、学生主
体のワークショップ等
への参加に発展。
更には、茨城大学
教授と若手職員との
茨城大学西野教授
地方創生に係る意見
との意見交換会
交換会を実施。

古民家再生事業に係るヒアリング【千葉】
地域活性化に取り
組む企業に取材を行
うなか、古民家再生
事業に着目。古民家
の現地調査を行った
ほか、事業に取組む
方へ、国や地方公共
団体への要望につい
古民家現地調査班
てヒアリングを実施。

３．今後の課題と関東財務局等の対応

財政教育プログラム【埼玉】

注意喚起広報【東京】

≪関東財務局等の今後の対応≫
○ 引き続き各種の取組等への参加を通じ、様々な関係者とのネットワークを構築し、地域ニーズを
継続的に把握。ニーズに応じた若手職員によるボトムアップでの取組を引き続き実施。
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社会福祉分野における国有財産の活用

国有財産

～保育施設整備に係る更なる国有地活用の取組～

関東財務局及び東京・
横浜・千葉財務事務所

 「待機児童解消加速化プラン」（平成25年4月19日、安倍首相の「成長戦略スピーチ」にて発表）おいて、「国有地を活用した保育所整備」が支援パッケージとして
盛り込まれた。これを受けて、関東財務局では、廃止宿舎跡地などの国有地情報を提供し、優先的売却や定期借地を用いた貸付を積極的に行ってきたところ。
 今般、28年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において「国有地の更なる活用による保育の受け皿の拡大」が盛り込まれたことから、従来の
対応に加え、更なる国有地活用策により、保育の受け皿確保に貢献。
 今後も、当局では、関係地方公共団体と連携の下、従来の対応に加え、更なる国有地活用策に取り組んでいく。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 待機児童解消に向けた取組

○ 廃止宿舎跡地など国有地情報の積極的な提供を行った結果、平成28年度（29年1月末時点）
では、優先的売却3件、定期借地制度を用いた貸付5件について契約を締結し、約550人の保育
の受け皿確保に貢献。
○ 更なる国有地活用策のうち「国家戦略特区に基づく都市公園内にある無償貸付中の国有地
の活用」として、東京都に対し都立代々木公園として無償貸付中の財産ついて、全国の第1号
案件として、28年12月に東京都に対し、渋谷区が選定した事業者による保育施設設置のため
の利用計画変更を承認。

待機児童解消加速化プラン
（平成25年４月策定）

○ 平成25年度から平成29年度末までに40万人分の保育の受け皿を
確保することを目標に、様々な支援策を実施

保育士確保プラン
（平成27年１月策定）

○ 「加速化プラン」の確実な実施に向け、平成29年度末までに、新たに
必要となる約７万人の保育士を確保する

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月とりまとめ）

待機児童解消に向けて
緊急的に対応する施策
（平成28年３月公表）

ニッポン一億総活躍プラン
（平成28年６月閣議決定）

切れ目のない保育
のための対策
（平成28年９月公表）

○ 平成29年度末までの整備拡大量を40万人から50万人に拡大し、
「加速化プラン」に基づく認可保育所等の整備の前倒しを図る
※その際に必要となる保育人材として計約９万人を確保
○ 待機児童解消までの緊急的な取組として、待機児童数が多く受け皿
拡大に積極的に取り組む市区町村を対象に、以下の措置を実施
①実態把握と緊急対策体制の強化 ④既に取り組んでいる事業の拡充・強化
②規制の弾力化や人材確保等
⑤新たな事業所内保育の積極展開
③受け皿確保のための施設整備促進
○ 保育士の処遇について、これまでの取組に加え新たに２％相当の
改善行うとともに、キャリアアップの仕組みを構築し、技能・経験を積んだ
職員について追加的な改善を行う
○ 保育人材の確保に総合的に取り組むとともに、平成30年度以降も保育の
受け皿確保に取り組む
○ 待機児童解消に向けて取り組む市区町村を切れ目なく支援するため、
以下のような措置を実施
①施設整備や保育人材確保の更なる促進
②０歳児期の育児休業終了後の「入園予約制」の導入支援
③保護者のニーズをかなえる「保育コンシェルジュ」の展開
④保育園等に土地を貸す際に固定資産税の減免が可能な旨の明確化

○ 財務省における保育施設整備に係る国有地の活用
【従来の対応】
① 廃止宿舎跡地など国有地情報の積極的な提供。
② 保育施設整備用地の優先的売却。
③ 定期借地制度を用いた貸付の積極的活用。
【更なる国有地活用策】
① 国家戦略特区に基づく都市公園内にある無償貸付中の国有地の活用。
② 小規模な未利用国有地にかかる情報提供
③ 庁舎や宿舎の空きスペースの有効活用

【国家戦略特区に基づく都市公園内にある無償貸付中の国有地の活用事例】
① 国有地の概要
所在地：東京都渋谷区神南町25外
貸付相手方：東京都
用途：都立代々木公園
② 利用計画変更の内容
「東京圏 国家戦略特別区域 区域計画」による「都市公園占
用保育所等設置事業」で認定された、渋谷区が選定した事業
者による保育施設設置。
③ 施設の概要
施設の類型：児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
施設面積：約900㎡
児童定員：128名
開設予定：29年10月

３．今後の課題と関東財務局等の対応
≪今後の課題≫
○ 保育施設整備に係る国有地の活用にあたっては、各地域で保育行政を所管する地方公共団
体との連携が不可欠であることから、引き続き、対象地域の地方公共団体との連携強化に努める
とともに、介護・保育等の社会福祉分野における国有財産の活用に係る地方公共団体のニーズを
適時・的確に把握し処分等方針を策定していくことが必要。
≪関東財務局等の今後の対応≫
○ 当局としては、情報提供した国有地や無償貸付中の国有地に係る活用要望に対して地方公共
団体と具体的な協議を行い、国有地の積極的な活用に取り組んでいく。
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金

融

燕三条地区における事業承継支援の取組
～3信用組合の連携強化による小規模事業者への支援に向けて～

関東財務局
新潟財務事務所

 新潟県では、経営者の高齢化の進展と後継者不足により、企業の休・廃業等件数は全国に比べて高水準。特に、「ものづくり」の小規模事業者が集積する燕
三条地区は深刻な状況。（※ 燕商工会議所の調査では、1,187の小規模事業者のうち493社（約42％） が「自分の代で廃業」と回答。）
 小規模事業者に対する事業承継に係る支援は行き届いておらず、信用組合では専門人材や情報収集・発信力等の面から単独での取組は難しい状況にある
ことから、新潟財務事務所が、同地区に本店を置く信用組合と地域の商工会議所等の関係者との間において「燕三条事業承継支援ネットワーク」を構築。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 新潟財務事務所は、同地区に本店を置く3信用組合（協栄信用組合・
三條信用組合・新潟大栄信用組合）の連携・協働を後押しし、かつ、地
域・関係機関と連携することにより、具体的な事業承継支援活動を地域
一体的に展開するネットワークの構築。

○ 「燕三条地区事業承継支援ネットワーク」及び「しんくみ事業承継支援協議会
（通称：ツグ・サポ）」発足（平成28年8月26日）
・ 関係団体が出席した事務所版地域活性化フォーラムを開催。燕三条地区の事業承継支援を
取り巻く現状と課題等を報告・共有し、支援活動を地域一体的に行っていくことを確認。
・ ネットワークの構築は、雑誌「コロンブス」や地元マスメディアに報道される等、取組が地域に
知られるきっかけとなった。
・ 約2,800先の事業者を一軒一軒訪問したことで経営者の考え方を把握でき、支援対象先が明
確になった。

【 ネットワーク構築に向けて 】
○ 問題認識の共有を図るため、専門機関から講師を招聘して研修
会を開催（延べ4回）。

【 取組への期待 】
○ 当該取組が、三条市と燕市
の連携に寄与すること。
○ 将来にわたって、特色ある
地場産業が維持され、活性化
に貢献すること。

３．今後の課題と新潟財務事務所の対応
≪今後の課題≫
○ 信用組合と小規模事業者等とのコミュニケーションの深化により、地域における事業承継問題
へ取組むことの重要性について、一層の理解促進を図る。
○ 3信用組合の取組が具体的な案件発掘に繋がることで、地元経済の活性化に貢献する必要。
≪新潟財務事務所の今後の対応≫
○ 3信用組合の取組成果検証及びネットワークが、有効に機能しているかについて、フォロー
アップを継続実施。
○ 当該取組を県内他地域へ拡大。
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アウトリーチ広報の更なる展開

広報相談

～若年層をはじめ幅広い層への広報を精力的に実施～

関東財務局及び
管内財務事務所・出張所

 関東財務局及び管内財務事務所・出張所では、社会保障と税の一体改革広報について、「アウトリーチ」による広報先の新規開拓を粘り強く継続。獲得した
広報先の要望に合わせ講義内容や資料をカスタマイズするなど、ニーズに合った双方向性のある講演活動等を実施。
 平成28年度は、大学生･高校生向けの寄附講義等や、主に小･中学校の児童･生徒向けの財政教育プログラム・租税教室といった若年層向け広報をはじめ、
学童保育の保護者会等の主婦層･子育て世代向けや、シルバー大学等の高齢者層向けなど、幅広い層に対して一体改革広報を実施。また、当局職員の母
校への働きかけにより新規広報先も開拓。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 関東財務局では、幅広い層に対して「アウトリーチ」による社会保障と税
の一体改革広報を継続的に実施。

[主な実績]
○ 社会保障と税の一体改革広報等：講演等件数154件(平成29年3月末現在)
【若年層】

若年層

主婦層

子育て世代

高齢者層

○ 平成28年度、特に注力した若年層向け広報では、大学での寄附講義等
に加えて、全附連との連携による財政教育プログラムや、国税局との連携
による租税教室などを実施。
財政教育プログラムで実施したグループ
ワークでは、当局の若手PTメンバーが、ア
ドバイスや進行のサポートを行うなど、児
童・生徒の主体性を尊重しつつ、「自分事
化」につながるよう取組を実施。
租税教室は、26年度8校、27年度13校、
28年度20校と着実に増加。また、大学での
【財政教育プログラム】
寄附講義等においても、国税局との連携を
強化。
○ 主婦層・子育て世代向けには、学童保育の保護者会を対象とした広報
やNPO法人と連携したイベントを実施したほか、地方公共団体等の協力
を得て、29年度から子育て支援センターにおいて広報を実施。また、高齢
者層向けには、シルバー大学等を中心に広報を実施。
○ そのほか、金融部門においても、 親子で参加でき
る「金融学習バスツアー」や「キッズマネーアカデミー」
を企画するなど金融リテラシー広報を継続的に実施。
トピックス
東京財務事務所では、28年度から「OB・
OG等による出身大学への広報活動」を開
始。OB・OG等と各課が連携し、きめ細や
かなフォローアップを行った結果、多くの
講義機会を得ることができ、OB・OG自身
が母校の教壇で講義を実施。

【主婦層・子育て世代】
三浦市学童保育トビウオクラブ保護者会、
NPO法人埼玉わぁくらいふサポーター 等

【高齢者層】
新潟県高齢者大学、彩の国いきがい大学伊奈学園、栃木県シルバー
大学校、岩槻区警察OB会、久喜市高齢者大学22期悠々OB会 等

【主婦層・高齢者層との意見交換】

一体改革広報の講演先で、当局のさまざまな取組を紹介するなど、部門間で連携して広報活
動を展開。幅広い層に対して、ニーズに応じた広報活動を関東財務局一丸となり実施。

３．今後の課題と関東財務局等の対応
【金融学習バスツアー】

各大学のOB・OG

A大学

・連続講義…埼玉大学、信州大学、横浜国立大学、城西大学
・単発講義…日本女子大学、早稲田大学、跡見学園女子大学、淑徳大学、
文星芸術大学、都立産業技術高等専門学校、中央大学高等学校
【大学講義（OB・OGに
よるトークコーナー）】
・財政教育プログラム…新潟大学教育学部附属新潟小学校、
埼玉大学教育学部附属中学校、東京学芸大学附属国際中等教育学校、
新潟大学教育学部附属長岡小学校、群馬大学教育学部附属中学校
・租税教室…千葉市立稲浜小学校、長野市立芹田小学校、新潟市立山潟小学校、
横浜市立みなと総合高等学校 等

B大学

C大学

D大学

OB・OGが、ゼミの担当教授等に直接依頼

≪今後の課題≫
○ 国立大附属の未実施校及び公立・私立校への財政教育プログラムの展開。
○ 主婦層・子育て世代向け広報の更なる充実。
≪関東財務局及び管内財務事務所・出張所の今後の対応≫
○ 本局・事務所等が一体となって広報人材の育成と広報スキルの向上に取り組む。
○ 金融リテラシー広報と有機的な連携を図りながら、主婦層・子育て世代向けの一体改革広報
を推進。
息の長い取組とするため、これまで積み上げてきたノウハウを今後の展開に活かすとともに、
幅広い広報ニーズに応じられるよう、人材育成とスキルの向上を図っていく。
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「財政」「税金」「年金」 社会保障講座フルコース

広報相談
金

関東財務局
東京財務事務所

～税務署・年金事務所と連携して、相互連鎖的に広報先拡大中！！～

融

 東京財務事務所では、当所の業務や財務省・金融庁の施策を、タイムリーかつより分かりやすく伝えるため、財政及び金融知識普及にかかる広報・広聴活
動に注力。
 講演先のニーズに合わせて、税務署・年金事務所へ連携を呼びかけ、協働でコラボレーション講義を実施。
 当所の得意とする「財政」の講演に、「税金」・「年金」・「金融経済教育」等をセットで提供することで、より理解が深まると好評。
 更に、コラボ先（年金事務所）から、当所では未開拓の高等専門学校を紹介される等、相互連鎖的に広報先拡大中。

１.成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○東京財務事務所では、「財政」「金融」に関する講演等に注力し、広報活
動を実施。
財政
○そうした中、日本女子大学において、財政及
び金融リテラシーに関する出前講座を実施した
ところ、講義後、「財政の話は、税金、年金とは
社会保障
切り離せないもの。次の機会には『財政・税・
税
年金
年金』をひとまとめにした講義を実施してほしい」
との要望を受けた。

○3者コラボレーション講義の成果

○そこで、将来を担う若者世代が、財政の現状、税金や年金の仕組みを理
解し、自分たちの問題として社会保障のあり方等について考えていくことが
できるよう、大学側のニーズを聴取しながら、税務署・年金事務所に協働を
呼びかけ、コラボレーション講義を企画。3者連携して、社会保障制度等に
関する講義をパッケージで実施。
【日本女子大学における3者コラボ講義実施までの流れ】

年金
事務所

財政

連携により、広報先
が連鎖的に発展

高専・
高校において
出前講座を獲得！

3

年金事務所が、
高専・
高校に当該
取組を紹介

「次回は、社会保障制度等に関する
『財政・税・年金』を、ひとまとめにした
講義を実施してほしい！」

【学校側（教授等）の感想】
・コラボ講義を展開してもらうことで、
授業計画に組み込みやすくなった。
・各官署等との打ち合わせも、窓口
が一つになったおかげで負担がな
くなった。

○3者がそれぞれの既存広報先、開拓先等を共有することで
相互連鎖的に広報先を拡大。
【連鎖的な広報先拡大の例】

「財政+税+年金」のコラボ講義

幅広い質問に
それぞれの視点から
多角的に回答

3者コラボレーション講義

者協働による
出前講座実施

「財政」の講義

大学側の講座ニーズ
を把握し、より柔軟に
対応（質的向上）

税務署・
年金事務
所に協働呼びかけ

税務署に呼びかけ

財務
事務所

税務署

東京財務事務所が
大学等に出前講座
を働きがけ（
広報）

年金事務所に呼びかけ

それぞれに
趣向を凝らした
講義を実施

専門分野ごとの
知識を活かした
講義を実施

【講義を受講した生徒の感想】
・税金や年金、財政の関係性がわ
かった。
・広い視野で社会全体の仕組みを
理解することが大切だとわかった。
・税金の使い道について関心を
持っていきたい。

【コラボ講師陣
による講義風景】
税

年金

○高等学校、高等専門学校でもコラボ講義を実施。平成29年度も継続予定。
【コラボ講義構成の一例】
1．東京財務事務所
・日本の財政について考えよう
・金融リテラシーって？
2．麹町税務署：所得税のしくみ
3．文京年金事務所：年金のしくみ
4．私たちのしごと（各機関から採用案内）

３．今後の課題と東京財務事務所の対応
≪今後の課題≫
○質・量共に拡大した広報先に対応する講師陣の育成・充実。
○更なるニーズへの対応に向けた連携先の開拓。

≪東京財務事務所の今後の対応≫
○新たに、警視庁との連携も展開予定。引き続き、各官署等との
連携を強化するとともに、ニーズに合わせた講義や研修を実施していく。

講師育成のため、職員研修を実施
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４．北陸財務局
地元高校（金沢大学附属高等学校）の活動を支援

～生徒の「地域課題研究」をサポート～

局

地方創生支援

52

北陸地域創生フォーラム（選ばれる地域になるために）を開催

～北陸地域連携プラットフォーム主催～

局

地方創生支援
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財務局の機能を活用した地方公共団体の課題解決への取組

～金融機関の知見を活かして地域の課題解決を～

局

地方創生支援
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福井

地方創生支援
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局・管内

地方創生支援
国有財産

56

地元高校（福井県立敦賀高等学校）の地方創生プロジェクトを支援

～これからの地方を支える高校生の取組をサポート～

公的資産マネジメントを通じた官民連携・官々連携の推進の取組～PPP等とやま地域プラットフォーム及びふくい地域プラットフォームの立ち上げ～
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地元高校(金沢大学附属高等学校)の活動を支援

地方創生支援

～生徒の｢地域課題研究｣をサポート～

北陸財務局

 北陸財務局及び当局が運営する｢北陸地域連携プラットフォーム｣では、地方創生支援･地域貢献の一環として、また、若年層の提案や意見を今後の議論に活
かしていくことを目的として、平成28年度から、金沢大学附属高等学校の生徒(1年生)が約半年間かけて実施している｢地域課題研究※｣を支援。
 当局職員が地域課題研究に対するアドバイザーを務めたほか、生徒の研究成果に対して審査･批評等を実施。また、最優秀チームを決定する発表会
において、北陸地域連携プラットフォームのコアメンバー(北陸地域の有識者)3名が審査員を務めるなどの支援を行った。
 この取組は、当局のホームページで北陸地域連携プラットフォームの活動を知った同校の教諭から協力依頼を受けて始まったものであり、当局が26年
1月以降、継続的に北陸地域連携プラットフォームを開催し、その内容を地域に発信してきた一つの成果。

２．これまでの取組の成果等

１．成果事例の概要等
(1)約半年間にわたり｢地域課題研究※｣の様々な場面において支援
※ 地域課題研究とは、基層文化や地域的特性を知り、現在または将来における地域を認
識し、地元企業・地方公共団体等の協力を得ながら、地域理解を深めるとともに、地域
の抱える課題と解決案を地方公共団体や企業・研究機関などに提案する活動のこと。

 北陸財務局幹部が北陸
地域経済の現状や人口
減少問題等について講
義(平成28年5月)

 グループ討議に
おいて当局若手
職員がアドバイ
ス(28年5月)

 30チーム(1チーム4名)による研究成果の発
表会において、当局若手職員9名が審査･批
評（28年9～10月）
 クラス代表3チームの中から最優秀チームを
決める発表会において、北陸地域連携プ
ラットフォームのコアメンバー（北陸地域の有
識者）3名が審査員を務めた(28年11月)
☆ 最優秀チームのテーマ
加賀地域観光巡りツアーを企画して、金沢の観光客を石川県全体のリピーターにしよう！
～マダムを虜にする加賀～ (1年B組10班)

(2)成果発表の機会等を提供
 ｢北陸地域創生フォーラム｣(一般公開)において、最優秀チームにプレゼン
テーションの機会を提供(28年11月29日)
 地方公共団体や金融機関等の地方創生の取組の参考としていただくた
め、金沢大学附属高等学校がとりまとめた研究成果(レポート)を地域に配
付し、生徒の発想や提案等をPR(29年1～3月)

○ 北陸地域の若者の地方創生に関する当事者意識の涵養
～生徒の感想～
 地域の様々な課題について深く考えることができた。今回の活動を通して、論
理的に考えること、多角的に捉えることの大切さと難しさがわかった。
～先生の感想～
 北陸財務局の方に指導・講評をいただき、生徒たちにとって非常に刺激的な
時間となった。外部との結び付きが非常に強まり、生徒たちにとって今まで以上
に刺激のある課題研究となった。
○ 地方創生の実現に向けて重要な若者の提案･意見を情報発信
 当局のネットワークを通じて、若者の地方創生に関する提案・意見を地域の
主体である地方公共団体や金融機関などに情報発信。
○ 地域と若者を繋ぐ橋渡しに
 今回のフォーラムを契機として、同校の課題研究の内容に興味を示した金融
機関からの要望を受け、当局が同校に橋渡し。金融機関と地方公共団体等が
現在進めている事業に同校生徒の提案を反映させようと生徒に協力を求める
展開に。

３．今後の課題と北陸財務局の対応
≪今後の課題≫
地方創生の実現に向けて重要な若者の意見をキャッチアップするとともに、有
益な情報を地域に発信することが必要。
≪今後の北陸財務局の対応≫
若年層との関係を強化していくとともに、今回の取組において聞くことができ
た若者の地方創生に関する提案・意見等を、北陸地域連携プラットフォーム
における今後の議論などにも活用し、積極的に情報発信を行っていく 。
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北陸地域創生フォーラム(選ばれる地域になるために)を開催

地方創生支援

～北陸地域連携プラットフォーム主催～

北陸財務局

 北陸財務局及び当局が運営する「北陸地域連携プラットフォーム」は、平成28年11月29日、地域連携･地域貢献の一環として、様々な層の方々が参加できる
｢北陸地域創生フォーラム ～選ばれる地域になるために～｣を開催。
 当該フォーラムは、地方創生の実現に向けて地域の総力を結集し、また、地域に住む方々に地方創生を「自分ごと」として考えてもらうため、一般公開で開催
(参加者約130名)。地域住民が地域の資源･魅力を認識し情報として発信することや、生きがいを持って働くことのできる｢しごと｣の創出など、北陸地域が魅力
ある地域として認められるための方策を探った。
 また、北陸地域連携プラットフォームのこれまでの議論において、｢若年層の意見が非常に重要である｣との声が多く聞かれたことから、金沢大学附属高等学
校の生徒に｢地域課題研究｣の成果を発表する機会を提供した。

１．成果事例の概要等
1.金沢大学附属高校生徒によるプレゼンテーション

北陸新幹線開業後、金沢に
集中している賑わいを加賀
地域にも波及させるため、
｢マダム｣をターゲットにした
観光ツアーを企画することで、
加賀地域に賑わいを！
2.基調講演

｢地域の資源を活かして魅力的な町に
～日常のありふれた生活を新しい視点で～｣
地域活性化センター 畠田千鶴広報室長
普段見慣れているものが地域資源になることに、第
三者や若者の方が気づいていることも多い。もともと
地元にあるものをどうやって域外にアピールするか。
地域資源の本質は変えずとも、その時代に合うもの
にしていくことが地域のイノベーションに通じる。

２．これまでの取組の成果等
参加者からの評価はおおむね好評(アンケートでは｢満足｣、｢まずまず
満足｣とする回答が7割）。特に金沢大学附属高校生徒によるプレゼン
に対しては、｢斬新で面白い｣、｢大人には無理！｣などの高評価。

3.パネルディスカッション
｢ななお創業応援カルテット｣は、金融機関、行
政、商工会議所、日本政策金融公庫4つの団体
のどこでもワンストップで相談。｢創業したい｣、
｢地域を盛り上げたい｣人は多く、実績の38％が
女性。若者をどうキャッチしていくか。
(七尾商工会議所 大林重治会頭)

【コーディネーター】
日本政策投資銀行
鈴木博竹北陸支店長

農家民宿｢春蘭の里｣には多くの修学旅行生や外国人が来訪。能登
の黒瓦、白壁の住居景観を守り、高齢者を体験講師として伝統ある
農山漁村を次世代へ。後継者が課題。(能登町 高雅彦副町長)
地域資源を発掘して発信しようという地元愛が必要。それが誇りに
なると随分違ってくる。本物の魅力、本質を忘れず維持していくこと
が重要。(金沢大学人間社会学域 山岸雅子地域創造学類長)
｢ウォームハート、クールヘッド｣が重要。地域資源の他との比較や説明をしっか
り。北陸の人は奥ゆかしいので、もっと魅力のＰＲを積極的に行ってもよいので
は。(地域活性化センター 畠田千鶴広報室長)

３．今後の課題と北陸財務局の対応
≪今後の課題≫ 地域に住むすべての方々に地方創生を「自分ごと」として捉えて
いただくため、積極的に情報発信を行っていく必要。
≪今後の北陸財務局の対応≫
様々な層(若年層、女性層など)に当事者意識を持っていただくための取組を推進。
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財務局の機能を活用した地方公共団体の課題解決への取組

地方創生支援

～金融機関の知見を活かして地域の課題解決を～

北陸財務局

 北陸財務局では、地方公共団体が抱える課題の解決に、金融機関の知見が有益な場合が少なくないにも関わらず、地方公共団体と金融機関の相互理解
が不十分なため、課題解決に至らない現状に着目。
 当局が、金融機関による地方公共団体の抱える課題解決についての説明会を企画するなど、金融機関の知見を活かして解決できる仕組みを構築。なお、
周知にあたっては、財務局幹部が地方公共団体の首長等に直接説明する等、積極的な働きかけを実施。
 今後は、取組状況を継続的にフォローアップするとともに、地域にこの仕組みを周知することで、より多くの個別課題の解決を目指すこととする。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

≪地方公共団体の抱える課題の現状≫

～地方公共団体の抱える課題解決案についての説明会を実施～

【地方公共団体】
○ 地域の課題や地方公共団体自身の課題に対し、｢金融機関
にどのような支援をしてもらえるのかわからない｣との声。
【金融機関】
○ ｢有益な提案を行っても、成果に結びつくことが少ない｣、｢提
案等がトップまで上がっていないではないか｣との声。
【財務局】
○ 財務状況把握等を通じ、地方公共団体の抱える課題の把握
や一般的なアドバイスはできても、具体的な解決策までの提
案は難しい。
地域の課題を整理し、課題解決に知見がある金融機関
にどのようなことができるか提案してもらうことを企画。
≪課題解決のための仕掛けづくり≫

課題解決へ

・課題解決には、トップによる決断が必要な案件も少なくないた
め、当局幹部が直接首長に説明。
○ ３つの地方公共団体から、個別課題についての相談があり、現在、政府系金融機関2機
関が具体的解決策を検討中。
・ 起業家育成賃貸施設に入居している企業が他へ移転する際に、資金面でサポートする
仕組みを整備したい。
・ 創業支援ワンストップサービスの枠組みを整えたものの、創業者や他市からの移転者へ
のサポートが機能していない。
・ 上下水道事業の包括的民間委託を検討中であり、アドバイザリー業務の発注を検討。

３．今後の課題と北陸財務局の対応

③ 個別課題の解決に向けた
相談、具体的解決策の提示

① 地域の課題を収集し
類型化

・地域の課題解決に取り組む金融機関に対し、地方公共団体
から個別課題の相談があまり無かった状況を踏まえ、石川県
の地方公共団体が金融機関と連携して取組を進めてもらうた
め、類型化した課題に係る説明会を実施。（地域の結節点に）

② 課題の類型を提示

・・・例えば
公共施設の維持・運営コスト削減、公立病院や上下水道のコスト削減、移住者向けの
特色ある公営住宅、観光振興のマーケティング、創業支援、農林漁業の6次産業化 など

≪今後の課題≫
○ より多くの地方公共団体から、より多くの個別課題の相談を引き出し、金融機関の支援の
もと、課題の解決に繋げる。
○ 財務事務所管内でも同様の取組を行うことを検討。
≪今後の北陸財務局の対応≫
○ 地方公共団体と金融機関の相談状況を適宜、フォローアップ。
○ 必要に応じ、連携協定等を結んでいただくなど、注目度を高めるための情報発信に努め、
より多くの相談等が行われる雰囲気を醸成する。
より多くの課題解決に繋がるよう適時・適切なフォローを実施する必要。
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地方創生支援

地元高校（福井県立敦賀高等学校）の地方創生プロジェクトを支援
～これからの地方を支える高校生の取組をサポート～

北陸財務局
福井財務事務所

 北陸財務局及び福井財務事務所では、平成28年5月及び7月に、財務省と連携し、福井県立敦賀高等学校において財政教育プログラムに関する公開授業を
実施。当該授業が同校教諭や生徒から大変好評であったことから、同校から｢地方創生プロジェクト｣の実施についても支援要請があり、快く受諾。
 これからの地方を支える高校生が直面する人口減少社会への対応や地域活性化策などについて自ら検討することに対し手助けとなるべく、当所幹部による
講演、若手職員によるアドバイスを実施。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 北陸財務局及び福井財務事務所では、平成28年5月及び7月に、
財務省と連携し、福井県立敦賀高等学校において、財政教育プロ
グラムに関する公開授業を実施。

○ 同校の生徒は、卒業後の進路として福井県外
の大学等への進学が多いが、大学等の卒業後
に、Ｕターンで地元に帰ってきてもらえるよう、地
元の良さを発見する機会となった。

○ 当該公開授業における財務省、当局及び当所の対応などが同校
教諭及び生徒から大変好評であったことから、引き続き、同校が行
う「地方創生プロジェクト」※への支援要請があり、快く受諾。
※同校２年生の一クラス(38名)で、28年9月から29年3月にかけて10コマ程度で
行うカリキュラム（総合的な学習の時間）のテーマ

＜先生の声＞
今回の取組を通じて地元である敦賀の
価値をあらためて再認識したことは、生徒
にとって今後の良い財産になるのでは。

○ 担当教諭から趣旨等の説明を受けた後、当所と同校で打ち合わ
せを実施し、進め方などについて企画。その中で、地元の敦賀市の
○ 当局にとっても、地方公共団体と連携
協力が不可欠であるとして、当所から同市担当課を紹介し、同市に
することにより、関係の深化を図ることが
当所が同行訪問して支援を要請。同市も連携して当該取組を支援。
できたほか、審査に参加した若手職員に
○ 最初に、地方創生コンシェルジュである当所所長から政府一体と
とっても新たな発見があり、地域貢献策
して取り組んでいる地方創生の推進に向けた施策などについて概
の検討の一助となった。
要を説明。同市の地方創生担当課からも総合戦略を説明し、国･
地方が取り組んでいる人口減少社会への対応策などについて講義。
＜当局参加者の声＞
以前行った財政教育プログラムの授
○ 講義を踏まえ、生徒たちがグ
業の効果からか、財源・資金調達にも
ループに分かれ、それぞれのグ
配意した発表が多かったほか、高校生
ループごとに敦賀ならではの地
らしい斬新な発想もあり、刺激を受けた。
域活性化策を検討。
○ 複数回のグループ活動を経て、
29年2月に発表・審査会(プレゼ
ンテーション)を実施。当該審査
会に当局及び当所の若手職員
がアドバイザーを兼ねて参加。

プレゼンテーションの模様

★ 最優秀に選ばれたグループは、
29年3月23日に敦賀市役所にお
いて市長への政策提言の形でプレ
ゼンテーションを実施。

挨拶をする市長と同校生徒
(市長の隣は福井財務事務所長)

３．今後の福井財務事務所の対応
同校からは、平成29年度においても財政教育プログラムに関する公開授業を開催した
いとの意向があり、引き続き、同校の取組を支援し、関係深化に努めていく。
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地方創生支援

公的資産マネジメントを通じた官民連携･官々連携の推進の取組

国有財産

～PPP等とやま地域プラットフォーム及びふくい地域プラットフォームの立ち上げ～

北陸財務局及び
管内財務事務所

 北陸財務局は、エリアマネジメント(国公有財産の最適利用を通じたまちづくりへの支援)を進めていくうえで、地方公共団体の事情･状況(公共施設等総合管
理計画を踏まえた具体的な施設等の再配置計画の策定・実行及びPPP/PFI手法導入優先的検討規程の運用)を見据えた地域全体での枠組づくりが必要と
考え、内閣府、国土交通省との連携のもと、日本政策投資銀行(以下｢DBJ｣)、地域銀行、先進地方公共団体と協働して、『PPP等地域プラットフォーム(以下
｢地域PF｣)』を立ち上げ。
 当局は、今後とも、地域ＰＦを支援しながら、地域とともに、公共施設等を活かしたまちづくり･地域活性化の支援を着実に進めていく。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

☆地域PFを立ち上げ
地域PFとは、地域における官民連携等のネットワーク構築やノウハ
ウ共有の枠組・基盤づくりを図る官民連携・官々連携・広域連携の場
地域PFが目指すもの
・ 地域における、効率的かつ効果的な公共施設等の整備など
に向けて、戦略的にPPP/PFI(注)を活用
・ PPP等の活用の推進を通じた、民間における新たな事業機会
の創出や民間投資の喚起等による地域活性化の実現 など

○ 地域における連携が深化
地域PFの開催を通じて、主催者(DBJ、地域銀行など)間の連携が深化。
また、地域PFにおけるワークショップ等対話を通じて、官民連携、
官々連携がステップアップ。

（注） 『PPP（Public Private Partnership:ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）』とは、行政主体による公
共サービスを、行政と多様な構成主体との連携により提供していく新たな考え方。民間委託、
PFI、指定管理者制度、民営化、地域協働、産学官連携等を含めた官民連携手法の総称。
『PFI(Private Finance Initiative:ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ)』とは、公共施設等の建設、維
持管理、運営等を民間の資金、経営能力および技術的能力を活用して行う手法。

＜とやま地域PF(主催：富山市、北陸銀行、DBJ、北陸財務局)＞
［参画(平成28年度４回開催：各回150名程度) ］
県内の全地方公共団体、全地域金融機関、民間事業者等
［主な取組］
① 設立記念セミナー
② ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ［官民連携のあり方など］
③ 地方公共団体職員研修･意見交換会
④ ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ［PPP等の案件形成、地域事業者の参入のあり方］

○ 地域における、PPP等官民連携についての情報やノウハウの共有化が推進
全地方公共団体、全地域金融機関、多くの民間事業者が参画したことで、
情報やノウハウの共有を図るネットワークの構築が図られたほか、
地域における公的資産マネジメントを通じたまちづくりの気運盛上げが図られた。
○ 5年後･10年後の将来を見据えたエリアマネジメントに係る基礎･土壌の構築
地方公共団体の事情･状況を見据えた地域全体での枠組づくりに参画したことで、
地域からは、これまで以上に財務局の関与が期待されているほか、ネットワークを
活用した持続可能なエリアマネジメントに係る協議が可能となった。
○ 地域活性化や地方創生への波及が期待
今後、官民連携や広域連携に係る公的資産マネジメントによる事案が継続的に発生
していくことにより、地域活性化や地方創生に波及していくことが期待される。

３．今後の課題と北陸財務局等の対応

＜ふくい地域PF(主催：福井銀行、DBJ、北陸財務局)＞
［参画(28年度３回開催：各回150～250名程度) ］
県内の全地方公共団体、全地域金融機関、民間事業者等

≪今後の課題≫
○ 公的資産マネジメントについては、人口減少･高齢化社会を迎え、大変厳しい財政
事情や、資産ストックの老朽化等の現状などを踏まえると、これまで以上に重要であり、
官民連携の取組を継続していく必要がある。
また、まちづくりに対する支援や、地域の課題解決に向けて、公共施設等を最適に
活用することも強く要請されている。

［主な取組］
① 設立記念セミナー
② 具体的な案件(福井市の公共施設、
越前市･敦賀市の新幹線関係プロジェクト)
を想定した模擬的な官民対話(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)

≪今後の北陸財務局及び管内財務事務所の対応≫
○ 財務局が持つ各機能をフル活用し、平成29年度以降も持続可能な形での支援を行い、
地域とともに、公共施設等を活かしたまちづくり･地域活性化の支援を着実に進める。
また、国･地方公共団体が連携した公的資産マネジメント事案に係る官民対話の実現も
図っていきたい。なお、石川県においても29年度のPF立ち上げに向けて、関係者と調整中。
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５．東海財務局
中堅職員による地方創生・地域貢献への取組

局

地方創生支援
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静岡

地方創生支援
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財務状況分析結果の提供・アドバイスをきっかけとした地方公共団体との連携促進
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財政
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若手職員による地域貢献に向けた取組

局・管内

若手職員による
取組
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災害対応
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局・静岡

国有財産

64

局

広報相談
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局

広報相談
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局・管内

広報相談
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地方創生の推進に向けた地域連携の取組

～地方公共団体及び金融機関との情報交換会の開催を通じた「地方創生の橋渡し」～

地域連携プラットフォームを活用した中心市街地及び中小企業の活性化

～ＪＲ東浦駅周辺基本構想検討会等へ参画～

名古屋市内における地域防災組織や民間事業者と連携した地域防災支援体制の整備等
国有地売却による地域の課題解消へ

～介護と子育て環境整備への貢献～

金融広報の深化
女性PTによる「赤ちゃんを抱っこしながら聞ける税と財政の話」への挑戦
若年層向け財政・金融広報（財政・金融経済教育）の取組

～主婦層・子育て世代に向けた広報の拡充～

～授業効果を高めるため、若手職員を講師等に起用～
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東海財務局

中堅職員による地方創生・地域貢献への取組

地方創生支援

 東海財務局における地域連携や地方創生支援では、これまで幹部職員や若手職員が中心となるなか、中堅職員自らが地域との交流を模索。
 そのなかで、愛知中小企業家同友会に対して意見交換会の開催を提案したところ、同世代同士の交流が若手経営者育成への一助になるとの理解が得られ、
将来に向けた長い期間での連携を視野に、当局等中堅職員と若手経営者で意見交換会の開催に至ったもの。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

【東海財務局中堅職員と同世代の若手経営者及び中部経済産業
局職員との意見交換会の開催】
○ 当局の中堅職員は、これまで地域との交流機会が少ないこともあ
り、地域貢献や地方創生支援への取組が一部職員に留っていた。
○ そこで、当局中堅職員が、まずは地域との関りを持ち、将来に向
けた同世代同士のつながり構築も視野において交流ができないか
と考え、愛知中小企業家同友会を訪問し、同友会に所属する同世
代の若手経営者との意見交換ができないか提案。
○ 同友会からは、「若手経営者の育成が課題となっており、これまで
その手法について模索していたところで、業種や地区を超えた同世
代との交流が、育成の一助となる」との認識が示された。

○ 更に当局から交流の幅を広
げるため、中部経済産業局に
も声をかけ、同友会を含む３者
で、まずは経営者が抱える課
題やニーズを共有するための
意見交換会を開催することで
一致。
○ 勉強会の参加者が、同世代
の40歳前後であったことから、
論語の「四十にして惑わず」に
ちなみ「不惑の会」と命名した。

【不惑の会】
中小企業
経営者
（愛知中小企業家同友会）

東海

中部経済

財務局

産業局

【「不惑の会」概要】
○開催日：平成29年2月7日（火）
○参加者：当局、若手経営者、中部経済産業局から
各5名の計15名
○第1部：講演（日間賀観光ホテル 中山社長）
中山社長からは、ホテル経営の立て直しのための
苦労話や、観光協会にも働きかけて、日間賀島全体
での観光活性化策につながる取組を行ったことなど
についての紹介がなされた。
○第2部：第1部の講演を踏まえた意見交換会
講師に対しては、「日間賀観光ホテルが所在する
日間賀島という離島に銀行融資を呼び込む秘訣は
何か」といった質問がなされたり、「日間賀島と周辺
の島との観光差別化はどうしたらよいか」という問題
について、参加者全員で意見を出し合うなど、活発な
意見交換が行われた。

日間賀観光ホテル
中山幸彦社長

意見交換会の模様

（参加者の声）
・同世代のため、率直な意見交換ができた。
・経営上の課題だけでなく、地域の課題・ニーズも共
有でき、有意義であった。
・日頃聞けない中小企業支援策（国の補助金）の話
が聞けたのは良かった。
・課題等の共有だけでなく、今後は解決策や解決の
ためのヒントが得られる場となることを期待している。

３．今後の課題と東海財務局の対応
○活発な議論が行われるよう議題設定を工夫した上で、次回は平成29年5月開催予定。
○当局参加者のメンバーを交代させることで、より多くの当局中堅職員の参加を促す。
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地方創生支援

地方創生の推進に向けた地域連携の取組

東海財務局
岐阜財務事務所

～地方公共団体及び金融機関との情報交換会の開催を通じた「地方創生の橋渡し」～

 「地方版総合戦略」が実施段階に入ったことで顕在化してきた課題解決の一助として、岐阜県内の地方公共団体及び金融機関が一同に会する「地方創生
に関する情報交換会」を開催。
 開催に先立ち、各種課題を具体化・見える化するため、県内全ての地方公共団体を対象として「地方創生に関するアンケート」を実施。開催当日は、当該ア
ンケート結果に基づきニーズの高いテーマを選定。
 継続的に開催し、地方公共団体や金融機関など地域主体の繋がりを強化し、重要課題を解決するための「地域連携プラットフォーム」とする。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 岐阜財務事務所では、各市町村長との面談等を通じて、「地方版総合戦略」の実施状況や抱えてい
る課題を認識。
○ このため、地域の課題等解決のサポートを目的に情報交換会を開催することとし、課題等の実態
及び全貌を把握するため、地方公共団体を対象とした「地方創生に関するアンケート」を実施。

① 地方創生を進めるうえでの課題やニーズの把握・共有、 国の諸
施策についての情報提供
② 地方公共団体間においても、各種課題や成功事例を共有
③ 金融機関からソリューションを提案
④ 地方創生に関する情報交換会開催後、地域主体間の新たな「つ
ながり」へ発展

＜地方創生に関するアンケート結果（岐阜県内42の地方公共団体を対象）＞

・ 支店長が地方公共団体の首長・企画部長と面談し、支援可能なメニュー
を紹介
・ 地方公共団体からプロジェクトへの金融機関職員の派遣要請

⑤ 地方創生に関する情報交換会開催後に岐阜財務事務所がマス
メディア等を活用し情報発信・PR
※数字は下図の番号に対応

情報発信

財務局・財務事務所

②

①
③
④

地域金融機関

地方公共団体

・ 金融機関や市町村の取組事例の紹介のほか、特に関
心の高かった農地転用制度について東海農政局より説明、
そのほか、地方創生人材支援制度についても説明。

「
橋渡し」
スキーム】

○ 把握した課題等を金融機関や東海農政局へ情報提供し、地方創生に関する情報交換会を開催。

⑤

マスメディア

３．今後の課題と岐阜財務事務所の対応

・ 事前に実施したアンケートを踏まえて「人材発掘」、「情
報発信」、「ビジネスマッチング」をテーマとして設定し、 地方
公共団体と金融機関が双方向で議論できるよう対話形式
（フリーディスカッション）で実施。

○ より実効性の高い取組を通じて、当会合を地域主体から期待
され頼られる「地域連携プラットホーム」となるよう成長させる。

地方創生に関する情報交換会の模様

○ 地方公共団体における「地方創生の取組に関する事例集」を
作成し、当局HPやマスメディア等を通じて情報発信を行う。
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地域連携プラットフォームを活用した中心市街地及び中小企業の活性化

東海財務局
静岡財務事務所

 静岡県駿東郡長泉町は、東海道新幹線「三島駅」から近距離にあり、静岡県立静岡がんセンターが設置されているなど県内医療の先進地域であるほか、子
育て世帯への支援も手厚いことなどから、人口が増加している地方公共団体である。しかしながら、人口が増加しているのは郊外であり、中心市街地であるJR
下土狩駅周辺の商店街は衰退してきているなど、中心市街地及び中小企業の活性化に関する課題を抱えている。
 静岡財務事務所が長泉町商工会を訪問した際、会長から上記課題について、金融機関等を一堂に集めて意見交換する場がほしいとの要望を受けたことから、
当所から金融機関等に対して参加を呼びかけ、プラットフォームを構築したもの。

１．成果事例の概要等

【経 緯】
静岡財務事務所では、所長等が県内の
地方公共団体や商工団体を訪問し、国へ
の要望や意見等を聴取している。
平成28年10月、長泉町商工会を所長が
訪問した際に、会長から中心市街地や中小企業の活性化に
関する課題と対応策について、地域の金融機関等と意見交換
する場が欲しいとの要望を受ける。

【財務事務所の対応】
財務事務所では、会長の要望を受け、商工会と連携を取り
ながら、財務事務所のネットワークを活用し、長泉町内に店舗
を有する民間金融機関や政策金融機関に参加を呼びかけ、
意見交換会（地域連携プラットフォーム）を開催。

【取組の状況】
28年11月15日、商工会、地元金融機関、政策金融機関等
の関係者が集まり、中小企業に対する経営指導に関する意見
交換会を開催。その後、12月、29年3月の3回、長泉町の活性
化に繋がるテーマについて意見交換会を開催。

２．これまでの取組の成果等
第1回（平成28年11月15日）

第2回（28年12月15日）

第3回（29年3月16日）

中小企業に対する経営指導
等に係る取組の現状や課題
等について意見交換を実施

中心市街地の活性化について、
意見交換を実施（長泉町と商
工会において、町民等に対す
るアンケート調査を実施）

事業承継の現状と課題につい
て、意見交換を実施（長泉町と
商工会において、実施した町民
等に対するアンケート調査の報
告）

【長泉町商工会、三島信金、沼
津信金、日本政策金融公庫、静
岡県信用保証協会、静岡財務事
務所】

【長泉町商工会、長泉町、静岡銀
行、スルガ銀行、静岡中央銀行、
三島信金、沼津
信金、日本政策
金融公庫、静岡
県信用保証協会、
静岡経済研究所、
静岡財務事務所】

【長泉町商工会、長泉町、静岡銀
行、スルガ銀行、静岡中央銀行、
三島信金、沼津
信金、日本政策
金融公庫、静岡
県信用保証協会、
静岡経済研究所、
静岡財務事務所】

○財務事務所が支援することで、商工会と金融機関等との意見交換する場（地域プラット
フォーム）を提供することができたほか、参加した各機関同士のネットワークも構築するこ
とができた。
○長泉町の活性化につながるテーマについては、地域を知る金融機関から意見を聴取す
ることにより、意見集約結果に厚みを出すことができた。

３．今後の課題と静岡財務事務所の対応
地域プラットフォームを継続的に開催することで、長泉町内の中小企業が抱える課題につ
いて意見交換をし、長泉町の地域活性化に繋がるよう、財務事務所として課題解決をどの
ようにリードしていくかが今後の課題。
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財

政

財務状況分析結果の提供・アドバイスをきっかけとした
地方公共団体との連携促進

東海財務局及び
静岡財務事務所

 東海財務局及び財務事務所では、日頃から地方公共団体の財務状況を分析、結果の提供により、アドバイス・コンサルティング機能を発揮。
 こうしたなか、愛知県設楽町や静岡県西伊豆町の両町長から財務分析へ高い評価があり、当局・静岡財務事務所職員がそれぞれ両町の財務状況に関する
職員向け講演会等を開催。

１．成果事例の概要等
静岡財務事務所
○ 伊豆半島の西部に位置し、人口減少と高齢化の課題に直面する西伊豆町
に財務状況の分析結果を交付したところ、町長から、「町の将来の課題解決
に向けて議論している『西伊豆町の将来を考える会（以下「PT」）』に参加し、
町の財政の現状と将来の課題を解説するとともに、若手同志で当町の地方
創生を議論して欲しい」との提案を受けた。
○ 町長の依頼を受け、PTに当所の若手職員2名が参加し、町の財政状況の
説明、町の課題等の意見交換会を実施した。

２．これまでの取組の成果等
静岡財務事務所
○ 財務状況の分析結果を分かりやすく
説明した資料を作成･丁寧に解説。
○ PTの意見交換会では、当所より、ふ
るさと納税のお礼状に加え、現在PTで
検討している町の活性化に取り組む若
手職員の活動を紹介し、町のファンを
増やせるよう工夫してはどうかと提案
した。
東海財務局

東海財務局
○ 今後、財政状況の悪化が懸念
され、過疎化の進行抑制のため
地域活性化に取り組んでいく必
要のある設楽町に財務状況の分
析結果を交付したところ、町長か
ら、「財務局から見た当町の財政
状況を職員に是非認識させて
欲しい」との提案を受けた。

○ 当局の若手職員2名を講師として、町の財政状況の説明、町の課題や
今後の取り組むべき方向等について、役場職員全員を半分に分け、2回
の講演会を実施した。

財政状況の説明資料

○ 財務状況の分析結果を分かりやすく説明した資料を作成･丁寧に解説。
○ 地域経済活性化支援機構が行う地域活性化ファンドや地方創生に係る国の
交付金の活用をはじめとして、財政負担を抑えながら地域を活性化する方策を紹介した。
参加者の声
【西伊豆町より】
当町参加者 ：町の置かれている現状や強み・弱みを深く理解できた。
町 長 ：県内町長会議で取組を紹介予定。継続的な関係を構築したい。
【設楽町幹部より】
職員一人一人にもっと財政や地方創生のことを考えて欲しいと課題意識を持っていた
が、講演会の内容は、まさにそれを代弁してくれた。
【当局参加者より】
財務状況ヒアリングが発展し、外部との連携強化に繋がったことに充実感を得た。

３．今後の課題と東海財務局等の対応
≪東海財務局及び静岡財務事務所の今後の対応≫
○ 財務状況ヒアリングの充実による地方公共団体へのアドバイス機能の向上に取り組んで
おり、今後も財政というキーワードを通じて、地方公共団体との連携を強化していきたい。
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若手職員による取組

若手職員による地域貢献に向けた取組

東海財務局及び
管内財務事務所

～JR東浦駅周辺基本構想検討会等へ参画～

 東海財務局では、平成28年10月に若手職員自らが地域貢献を目指し、若手プロジェクトチーム｢スプラウト｣を発足。愛知県東浦町が取り組む｢県職員市町
村サポーター制度会議｣(JR東浦駅周辺基本構想検討会）に参画するなど、活動を開始。
 静岡財務事務所の若手職員は、大学のゼミ(日本の財政の在り方についての議論等)に参画し、学生をサポート。
 日本政策金融公庫と連携し、今後活躍が期待される当局と同公庫の新規採用職員に対し、地方創生に係る合同研修を実施。

１．成果事例の概要等
【若手地域連携プロジェクトチームの発足及び愛知県東
浦駅周辺基本構想検討会へ参画】(東海財務局)
○若手職員による自発的な地域貢献を目指し、平成28年10
月に若手地域連携プロジェクトチーム｢スプラウト｣を発足。
○愛知県東浦町の若手職員と愛知県職員が取組む｢県職
員市町村サポーター制度会議」（JR東浦駅周辺基本構想
検討会）に対して、「スプラウト」メンバーの参加を打診した
ところ、同町より賛同が得られ、参画が実現。

【静岡財務事務所職員としての業務経験や知識を活か
し、常葉大学ゼミをサポート】(静岡財務事務所)
○28年11月に常葉大学へ財政に係る講義を実施した際に、
同大学より、企業と経営環境を考えるゼミにおいて、財政
問題を考えることが企業経営を考えることにもつながるた
め、グループワークで議論する際に、当所職員が参加し、
学生をサポートして欲しいとの要請がなされた。

２．これまでの取組の成果等
【「スプラウト」メンバーによる愛知県東浦駅周辺基本構想検討会への参画】 (東海財務局)
○検討会議は、平成28年9月から29年1月にかけて計5回の会議が開催され、
当局から2名が参画。JR東浦駅周辺基本構想の具体化に向け、東浦町の
「コンパクトなまちづくり計画」の中で定める「駅前商業拠点の再整備」や
「駅東側の未利用地の活用」などの課題に対し、解決策の提案やまちづくり
計画の具体化、事業手法について検討。
○参加した当局職員からは、同町の住民が町外へ仕事に出かけることが多
い地域特性を踏まえ、駅前に保育園の送迎バスが来るまで一時的に子供
を預けられる「保育送迎ステーション」を設置することを提案。

発表する「スプラウト」メンバー

【静岡財務事務所職員としての業務経験や知識を活かし、常葉大学ゼミをサポート】 (静岡財務事務所)
○グループワークでは、学生が話しやすい環境作りのため、当所から年齢が近い若手職員３名を派遣し、学生か
らの質問への回答や議論におけるポイントの助言等のサポートを実施。

【日本政策金融公庫の新人職員との合同研修】（当局及び管内財務事務所新規採用職員への取組）
○当局、同公庫から28年新規採用者、計31名が参加し、初めに愛知県豊根村地域振興課長より「あいちの
てっぺんで地方創生」と題して講演がなされ、その後、同村での取組に関して、当局・同公庫ができる支援策
をグループで討議して発表。同課長からは「次期総合戦略の参考にしたい」との発言がなされた。
若手職員の声

【日本政策金融公庫の新人職員との合同研修】
（当局及び管内財務事務所新規採用職員への取組）
○日本政策金融公庫との間において、今後地方創生への活
躍が期待される双方の新規採用職員に対し、合同で地方創
生に係る研修を行うことで合意。29年2月、28年度新規採用
職員を対象に合同研修を開催。

・地域の開発計画に係る行政プロセスも学べ、勉強になった。（東浦駅周辺基本構想検討会）
・学生から次々と出る斬新な財政健全化策や鋭い質問に関心した。（常葉大学ゼミ）
・他組織の考え方に接し、業務をどう地方創生に活かすか考える良い機会となった。
（日本政策金融公庫との合同研修）

３．今後の課題と東海財務局等の対応
いずれの取組においても、若手を中心とした活動は、まだ緒に就いたばかりのため、地域のニーズを的確に把
握しながら、継続的に活動し、着実に地域に貢献できるよう努めていく。
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災害対応

名古屋市内における地域防災組織や民間事業者と連携した
地域防災支援体制の整備等

東海財務局

 東海財務局では、地域の防災計画に即して、当局が所在する地域の防災組織「名城学区防災安心まちづくり委員会」との間において、災害発生時の非常用
備蓄食料の提供などを内容とする覚書を締結したほか、民間事業者との間で、災害時の庁舎内自動販売機の飲料水について無償で提供を受けることについ
て覚書を締結。
 昨今の大規模災害発生を踏まえ、災害発生時の迅速な復旧に資するべく、平成29年3月に地方公共団体の災害実務担当者を集め、「災害復旧補助申請実
務に係る説明会」を当局で初めて開催。

１．成果事例の概要等

２．これまでの成果と取組
①地域防災計画に即した支援協力等
○支援内容としては、同委員会が設置する避難所への避難者に対して、東海財務局が
保有する物資や設備を提供。
・物資（飲料水270ℓ、アルファ米180食、乾パン90食以上）
・設備（消火器、AED、担架、当局庁舎１階トイレの利用）

①地域防災計画に即した支援協力等
○東海財務局より名古屋市に対して地域防災
への協力を申し出たころ、他地域とは異なり
同市防災計画において避難所運営が地域防
災組織に委任されているため、同市が進める
「地域防災協力事業所表示制度」(※）に基づ
き、地域で協力支援体制を構築してほしい旨
要請があった。
※地域と事業所において大規模災害時の支援協
力に関する覚書締結など、地域での支援協力
体制づくりを推進するもの

○協定の締結により、地域の防災計画に即し、名古屋市の進める｢自助･共助･公助
に基づく防災まちづくり｣の一環である｢地域防災協力事業所制度｣に官公庁と
して初めて参画し、有事の際の地域における支援協力体制に参画できた。

覚書を締結する｢名城学区防災安心
まちづくり委員会｣と東海財務局

○そこで、当局が所在する名古屋市の地域防災組織｢名城学区防災安心まちづくり
委員会｣と協議を重ね、大規模災害時における支援協力に関する覚書を平成28年
11月に締結。
○また、当局庁舎内に自動販売機を設置している民間事業者との間で、災害時に自
動販売機の飲料水について無償で提供を受けることについて覚書を締結。

○従前、地域住民との直接的なつながりはなかったことから、地域の一員としての役割
を果たしていくことで、地域での認知度･信頼性が向上。
②災害復旧補助申請実務に係る説明会の開催
○説明会には、各県・市町村等の実務担当者66団体･157名が参加。昨今の大規模災
害発生状況を鑑み、関心の高さが窺われた。
○補助申請が少ない公共団体の参加もあり、有事の際の手続き等について広く周
知でき、迅速な復旧に資するものとなったと思われる。

３．今後の課題と東海財務局の対応
②災害復旧補助申請実務に係る説明会の開催
○中部地方整備局、東海農政局と連携し、大規模災害発生時においても早期復旧
が実現できるよう、熊本地震の状況説明を交え補助申請の実務についての説明
会を29年3月に初めて開催。

○「地域防災計画に即した支援協力等」については、有事の際に機能するよう当局に
おいて規定上の整備を図りつつ、地域防災組織「名城学区防災安心まちづくり委員
会」と連携・訓練を実施していくことも有用。
○静岡・岐阜・津財務事務所においても、災害時の支援に係る協定等の締結について
今後検討。
○適切な災害復旧補助申請が行われることにより、迅速な復旧が実現することから、
関係機関と連携した取組を継続していく。

63

国有財産

東海財務局及び
静岡財務事務所

国有地売却による地域の課題解消へ
～介護と子育て環境整備への貢献～

 国有財産監査の指摘により、国の庁舎が集約され、不用となった跡地を「特別養護老人ホーム等敷地」として社会福祉法人へ売却。地域における
高齢者介護分野の拡充に貢献。
 小学校に隣接する旧国家公務員宿舎(敷地・建物)を川根本町へ売却することにより、当町の課題であった学童施設と教職員住宅の両施設を整備
することが可能となり、地域の子育て環境整備へ貢献。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等
出典：国土地理院ホームページ（http://mapps.gsi.go.jp/）

【特別養護老人ホーム】
・ 当該国有財産は、東海財務局が実施した国有財産監
査の指摘により、他の庁舎へ移転・集約され、不用と
なった旧名古屋国道維持第一出張所庁舎跡地。公募
により社会福祉法人紫水会から取得要望を受ける。
・ 名古屋市では高齢者福祉施設を計画的に整備してい
るところであるが、当地は市内でも特別養護老人ホー
ムの整備率が低く、優先的に整備する地域であった。

旧名古屋国道維持
第一出張所

教職員住宅として
利用(リフォーム)

本川根
小学校

・所在地：愛知県名古屋市瑞穂区神穂町501番2
(中部地方整備局、名古屋国道維持第一出張所)
・区分・数量：土地 2,234.80㎡

【学童施設及び教職員住宅】
・ 当該国有財産が隣接する本川根小学校では、学童施
設のための敷地を確保できず、校舎内の生活科室を
間借りしている状況。そのため学童の十分な活動ス
ペース確保が困難だけでなく、防犯面や校舎を管理
する教職員の負担削減のため、独立した学童施設の
整備が課題であった。
・ また、小中学校教員は川根本町のほか島田市、吉田
町、牧之原市を対象に人事異動が行われるにもかか
わらず、町内の教職員住宅及び民間アパートが不足
しており、教員の遠距離通勤負担を軽減するため教
職員住宅の充実も求められていた。
・所在地：静岡県榛原郡川根本町千頭字桑ノ山平1236-1
外2筆
・区分・数量：土地 664.11㎡、建物 190.95/300.26㎡

放課後児童クラブ
として利用(建替え)

大井川

「第110回国有財産東海地方審議会」に付議し、
答申を得たうえで処分相手方に決定。平成28
年12月契約締結。30年4月竣工予定。
特別養護老人ホームの整備によって、
地域の「介護離職ゼロ」を促進

川根本町が旧公務員宿舎(土地・建物)を取得。
宿舎の一部をリフォームによって活用し、最適
地での学童施設整備とともに、低コスト及び短
い工期での教職員住宅の確保が可能となった。
地方においても課題となっている、
安心できる子育て環境整備に貢献

地域の介護と子育て環境の整備促進により、国の掲げる「一億総活躍社会の実現」に寄与。

３．今後の課題と東海財務局等の対応
≪東海財務局及び静岡財務事務所の今後の対応≫
○ 引き続き当局が管理する国有財産への地域のニーズの把握に努め、国有地の有効活用によって地
域の様々な社会環境整備に寄与していく。
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広報相談

金融広報の深化

東海財務局

◆ 新たな広報手段として｢金融ほっとライン」や「多重債務」相談窓口が記載され、携帯できる名刺サイズのカードをコンビニエンスストアの協力を得て店内に設置
（平成28年11月末）。
◆ 全国で初めてとなる｢少年院｣の在院生向け金融リテラシーの講演を実施。少年の矯正プログラムへ参画し、地域へ貢献。
◆ また、地方公共団体主催のイベントへ積極的に参加するなかで、その内容に、実施する地域の名物や方言を取り入れるなど、趣向を凝らした広報活動を実施。
継続した取組が、ニコニコ動画･ブログ・SNSなどに取りあげられる。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

◆｢多重債務相談窓口｣広報のための名刺サイズのカードをコンビニエンスストアに設置
多重債務相談における家計管理支援を通じて、お金に困っている人でもコンビニの利
用頻度が高いという事実が判明。 こうした中、コンビニのトイレに「DV被害相談窓口
カード」が設置されていることにヒントを得て、多重債務相談窓口を記載したカードも設置
できるのではないかと考え、㈱セブン-イレブン・ジャパン、㈱ファミリーマートに接触し、ト
イレに相談窓口広報のため名刺サイズのカードを
設置すべく協力を要請。
この要請に対して、上記2社は、｢重要な施策であ
り、地域貢献に役に立てるなら｣と設置を受諾。
全国はじめての企画が、平成28年11月末か
ら1ヶ月間、愛知県内の670店舗で実現。
◆瀬戸少年院(愛知県)における金融講演(｢全国初｣の取組)
アウトリーチ拡大のため、様々な団体との接触を続ける中で、瀬戸少年院の法務教官
より、少年院は更生施設であり在院生がきちんと社会常識を学び就職した場合には再入
院率が低下するとの話があった。そこで、｢財務局が在院生に対して金融や証券などの一
般知識を付与することで、社会復帰へのお手伝いができるのではないか｣と考え、東海財
務局から同院を訪問。金融講演のメニューを提示しながら、ニーズに合った講演が可能
である旨説明し、講演が実現したもの。
◆各種イベントへ積極的に参加し、ステージ
などで寸劇を交え相談窓口をPR
名古屋市主催の若年層を対象とした、
『悩みを抱えた時には相談しよう』という趣
旨で開催されているイベント「スマイルデー
なごや」で、寸劇を交え、多重債務相談窓
口を紹介（その他、瀬戸市、一宮市消費生
活展のＰＲなど60回以上）。

◆カード(多重債務相談)のコンビニ設置は｢相当の効果｣
「コンビニにあったカードをみて電話した」という相談が、設置から1ヶ月間で18
件。年間の相談件数が500件程度であることから、年率換算すると、相当の効果
が認められた。
◆瀬戸少年院での講演実施が、｢愛知少年院｣からの講演要請へと波及
瀬戸少年院の紹介で愛知少年院から在院生向けの講演要請がなされたほか、
｢在院生より金融の質問を受けることが多いが、回答に窮していた｣との理由で、
教官向けに、証券の基礎知識に関する講演もしてほしいとの要望がなされ、東海
財務局より2回に分けて講演を実施予定。（29年5月予定）
◆イベント時の寸劇では、実施地域の名物や名古屋弁を取り入れるなど、趣向を凝
らした広報活動を行った結果、新聞・テレビでの報道に加え、ニコニコ動画（視聴者
約700）、地元アイドルのブログ（読者約1,700）、Facebook(フォロー約200）など、
ソーシャルメディアでも情報発信された。
名古屋地元アイドル (ブログ)

名古屋市社会福祉協議会
（facebook）

「スマイルデーなごや」での寸劇の模様

３.今後の課題と東海財務局の対応

ニコニコ動画での生配信

≪今後の課題≫
○ 更に効果的な取組とするためのアイデアや工夫が必要。
≪今後の東海財務局及び管内財務事務所の対応≫
○ 引き続き、地方公共団体や企業等と連携しながら、より効率的で効果的な広
報に努める。
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広報相談

女性PTによる「赤ちゃんを抱っこしながら聞ける税と財政の話」への挑戦

東海財務局

～主婦層・子育て世代に向けた広報の拡充～

 東海財務局では、平成28年度、主婦層･子育て世代に向けた広報の企画及び講演活動を行うため、本局女性職員によるプロジェクトチームが発足。
 同チームが中心となり、子育て中の女性に対し、関心を持ちやすい子育て関連施策などに重点を絞った広報活動を展開。
 講演出席者は、乳幼児同伴の母親が多いため、｢赤ちゃんを抱っこしながら聞ける税と財政の話」を目標とし、資料は見た目で分かりやすいポスターに
よる説明とするなど、講演資料の内容及び形式に工夫を凝らした。
◆ 今後も、地元の子育て支援センターや児童館等と協力しながら、広報活動を継続していく。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 平成28年10月、主婦層･子育て世代に向けた社会保障と税の一体改革広報
の企画及び講演活動を行うため、本局女性職員の有志によるプロジェクトチー
ムが発足。
○ プロジェクトチームのメンバーは全員子育て中の母親で、赤ちゃん抱っこしな
がら講演を聞くのはどんな内容であっても大変だという経験から、｢赤ちゃんを
抱っこしながら聞ける税と財政の話｣を行うことをチームの目標とした。
○ 講演は、｢税は子育てのミカタ～子どもの未来について考えよう～｣と題して、
ミニ講座とトークタイム2部編成とした。
ミニ講座の時間は子どもが我慢できる限界と思われる20分程度で、子育て世
代が関心を持ちやすい子育て関連施策等を内容とした。また、資料は見た目で
分かりやすいようポスターによる説明とするなど、乳幼児同伴の母親でも聞けるよ
う工夫を凝らした。
○ 意見交換会の際、配偶者控除や医療費控除について知りたい、という声が
あったため、名古屋国税局より｢平成28年度版暮らしの税情報」のパンフレットを
提供いただき参考として配布した。また、医療費抑制の効果も期待されるセルフ
メディケーション税制についての簡単なメモを作成し配布するなど、出席者の「知
りたい」とプロジェクトチームの｢知ってほしい｣を合致させ、よりよい講演となるよう
改善しながら広報活動を行った。

○ 講演｢税は子育てのミカタ～子どもの未来について考えよう～｣開催実績
日にち

場所

出席者

平成28年12月7日

名古屋市子ども・子育て支援センター

大人13人、子ども15人

29年2月17日

名古屋市子ども・子育て支援センター

大人14人、子ども14人

29年3月2日

名古屋市中川児童館

大人9人、子ども9人

○ 意見交換会での出席者の声
➢今まで税金について勉強することが無かったので、今日の講演のように勉強が出
来て、話が出来る機会をもっと提供して欲しい。
➢見た目で分かりやすい資料と話で税の使い道についての理解が深まった。
➢子育てに関して、税金が意外と多く使われていることを初めて知った。
➢子どもの医療費は無料なので、｢とりあえず病院に行こう｣と思っていたが、実は
税金で賄われていたことを知り、行動を考えようと思った。

３．今後の課題と東海財務局の対応
≪今後の課題≫
○ 主婦層・子育て世代に向けた社会保障と税の一体改革広報は、地道な継続的取組
が必要。出席者のニーズの把握と、ニーズに応じた講演の実施。

講演の様子

意見交換会の様子

≪東海財務局の今後の対応≫
○ 今後も、出席者の声を大切に活かしながら、名古屋市子育て支援センター及び児童
館等と連携・協力し、広報活動を継続していく。
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若年層向け財政・金融広報（財政・金融経済教育）の取組

広報相談

～授業効果を高めるため、若手職員を講師等に起用～

東海財務局及び
管内財務事務所

 東海財務局では、若年層への広報活動の一環として「財政教育プログラム」を通じた財政教育や、アクティブラーニング方式を取り入れた金融経済教育等を
展開しているなか、授業効果をより高めるため、生徒と年齢の近い若手職員を講師やアドバイザーとして起用している 。
 生徒からは「質問しやすくてよかった」、「国の財政政策等を一緒に考えることができて楽しかった」との感想が聞かれたところ。
 今後の継続実施に向けて、公立学校等のアプローチ先の拡大や授業内容や資料の適時・適切なリバイスのほか、新規採用職員への継続的な研修等に
取り組み、更なる充実を図っていく。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

【財政教育】
〇財務局では、若年層への広報の活動の拡大を図るべく、小・中・高等学校における「財政教育
プログラム」等を展開しているところ。
○当該プログラムは、生徒が日本の財政や社会保障の現状等について学ぶ中で、社会問題を自
らの問題として捉え、広い視野で考える力を育成することを目的に、グループワーク、財政シミュ
レーションやディベートなどに重点を置いた授業を行っている。
○こうしたなか、授業効果を高めるため、生徒等が気軽に質問したり、話しかけ易くなるよう、生徒
と年齢の近い若手職員を講師やアドバイザーとして起用。
○若手職員が講師等を行うにあたっては、①主計局からの出向者による財政に関する研修、
②事前に生徒がまとめた立論シート等を読み込んだうえで、どのようなアドバイスを行うか若手
職員同士でのディスカッションや授業シミュレーションなどを行った。
静岡大附属浜松中学校

H28.5.26

3年生（120名）

・日本の財政を考える（予算編成シミュレーション）

富士市立高等学校

H28.9.5、11.7、12.12

3年生（77名）

・財政探究プログラム（グループワーク、ディベート）

三重大附属中学校

H28.11.29

3年生（143名）

・日本の財政を考える（予算編成シミュレーション）

岐阜大附属小学校

H29.3.8

6年生（44名）

・日本の財政を考える（予算編成シミュレーション）

【金融経済教育】
〇最近、若年層を中心に金融特殊詐欺等による被害が拡大・深化しているなか、中川商業高校
から、「生徒自ら被害に遭った時にどのような行動をすべきか考えることができるよう」事例を用
いたアクティブラーニング方式による授業の実施要請を受けた。
○金融経済教育におけるアクティブラーニング方式による授業は初の試みであったが、財政教
育を参考に講師に若手職員を起用するとともに、若者にとって身近な社会問題となっているイン
ターネットを使った「ワンクリック詐欺」、「偽ブランド品の通信販売詐欺」をテーマに、当局オリジ
ナルの具体的事例を作成した。
○また、若手職員が講師を行うにあたっては、事前研修、模擬講義を実施したほか、授業当日、
各教室にサブ講師として係長クラスの職員を配置し、若手職員をフォローアップした。
愛知県立中川商業高等学校

Ｈ29.3.10

1年生（280名）

生活スキルとして身につけたい金融リテラシー （インター
ネット等を使った特殊金融詐欺等の事例研究）

【授業効果】
○生徒たちからは「話しかけやすかったので気軽に相談や質問ができて
よかった」、「国の財政政策について一緒に考えることができて楽しかっ
た」、「グループ討議中に分かりやすいヒントをもらえた」との声や感想。
○先生からも「若手職員がグループ討議に参加しアドバイス等を行うこと
によって、生徒同士の議論に深まりができていた」などの評価。
【若手職員への効果】
○若手職員からは「財政や金融についての知識の幅が広がった」、「主体
的な取組ができてとても達成感がある」、「普段の業務とは違う新たな経
験ができた」といった声があがるなど、財務局職員としての知識の付与や
経験の蓄積のほか、モチベーションアップなどにつながっている。

画像・グラフ等
貼付

画像・グラフ等
貼付

【富士市立高校】ディベート試合への参加

【中川商業高校】事例研究

３．今後の課題と東海財務局等の対応
○公立学校等のアプローチ先の拡大。
○効率的、効果的な授業を提供できるよう、学校関係者や関係機関と連携
し、授業内容や資料の適時・適切なリバイスの実施。
○新規採用若手職員等に対する財政、金融及びプレゼン等の研修の継続
実施。
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６．近畿財務局
ナレッジキャピタルと連携した地方創生支援
若手職員による地方創生への取組

～Team ちほめん～

6次産業化支援に係る講演会･勉強会

～京都府における6次産業化支援～

地方創生セミナー「インバウンド拡大のための講演会」の開催
淡路島の観光と地域活性化をサポート

～京都府北部地域の観光活性化サポート～

～日本遺産認定と淡路島の観光・地域活性化のための講演会・勉強会の開催～

中小企業家同友会と連携した「地域経済活性化のための意見交換会」及び「フォローアップ会議」の開催について

滋賀県（北部エリア）の文化財・古民家再生を活用したインバウンド推進のための講演会・勉強会
中小企業の支援を考えるシンポジウム開催

～金融機関と弁護士が中小企業のために何ができるか～

金融機関を通じた国の地域産業支援施策の活用促進
国有財産を活用した介護・保育施設整備

～地域連携によるニッポン一億総活躍へのチャレンジ～

国有財産を活用した地域防災活動等への貢献

～地域の安心・安全確保に国家公務員宿舎を活用～

｢富松城跡｣国有地と尼崎市有地(バス休憩所跡地)との交換
近畿財務局における財政教育プログラムの展開

～【尼崎市の地方創生に貢献】～歴史遺産として保存・活用～

～公立・私立校へのアプローチについて～

子育て世代をターゲットとした一体改革広報の推進

～子育て世代の｢共感｣を呼ぶ広報の実践～

局
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ナレッジキャピタルと連携した地方創生支援

地方創生支援

近畿財務局

◆ 近畿財務局では、新たなビジネスチャンスを求めて多様な人材が集まる知的創造拠点｢ナレッジキャピタル｣をプラットフォームに、当局が有する人脈を活かし
て、創業や観光にノウハウのある経営者等を招聘し、民間事業者と金融機関･地方公共団体職員の交流の場を提供する取組を継続的に実施しているところ。
◆ 平成28年度においては、地方創生のテーマとして関心の高い観光振興を中心に、知見･ノウハウのある講師を当局が招聘し、合計5回のセミナーを開催。

１．成果事例の概要等

(ナレッジサロン会員数2,000名)

高橋 一夫 氏 (近畿大学 経営学部教授)

｢広辞苑にない観光の創り方｣
･地域にあるもの全てを観光資源として活用するまちづくり＝観光
まちづくりを自立的に継続していくためには、地域住民賛同の元、
観光を事業化し経済的価値を生み出すことが必要である旨、自
身の経験と各地の事例を交えて講演。(参加者113名)

谷口 紀泰 氏 (エクスペディアホールディングス㈱
京都･滋賀･中四国地区本部長)

｢インバウンドを活用した地方創生について｣
･地方創生におけるインバウンドの効果的な活用に係る海外
OTA(Online Travel Agency)の受皿拡大やデジタルマーケティン
グの実施について講演。(参加者84名)

第 ６回

高橋 一夫 氏 (近畿大学 経営学部教授)
｢ポスト観光まちづくり｣

第 ７回

平成27年度には、起業･創業をテーマに講師を招聘し2回のイベントを実施。
28年度においては、地方創生のテーマとして関心の高い｢観光振興｣をテーマ
に、合計5回(第3回～第7回)のセミナーを実施している。
また、セミナーの開催にあたっては、講演会後に交流会(名刺交換会)を開催
し、民間事業者と金融機関･地方公共団体職員の交流の場を提供。

第 ５回

※ ナレッジキャピタルとは、新たなビジネスチャンスを求めて企業人･研
究者･クリエイターなど多様な人材が交流し、それぞれの知を結び合
わせて新しい価値を生み出す
世界唯一ともいえる“知的創造拠点”

講師･講演会概要
第 ４回

○近畿財務局では、地方創生支援に係る取組の一環として、大阪市に所在する知
的創造拠点｢ナレッジキャピタル｣と連携し地方創生セミナーを開催。ナレッジキャ
ピタルのサロン会員(事業家、起業･創業を目指す者等)の他、地方公共団体や
金融機関職員を対象としたセミナーを開催するとともに、参加者同士の交流の場
を提供する取組を継続的に実施している。

マルコ ロンバルディ 氏 (在大阪イタリア総領事)
｢関西のインバウンドを考える｣

２．これまでの取組の成果等

･日本版DMOの育成について、欧米版DMOの事例をふまえて解説。
また、ツーリズム･クラスターの手法を用いた地域への経済効果
の波及についても、成功事例を交えて講演。(参加者73名)

講師･講演会概要
第 ３回

多田 稔子 氏(田辺市熊野ツーリズムビューロー会長)
｢世界に開かれた持続可能な観光地を目指して｣
･日本文化のブランディングを行い海外に発信する手法･ノウハ
ウや、団体旅行から個人旅行への転換等今後のインバウンド
の方向性について講演。(参加者130名)

･イタリア人から見た関西の魅力を解説したうえで、関西全体を一
つのパッケージとして更なるPRを行うべきと提案。また、講演参
加者らから質問や意見を募り、回答するという対話形式での講
演を展開。(参加者82名)

３．今後の課題と近畿財務局の対応
○ナレッジキャピタルとの連携を継続し、起業家や金融機関、地方公共団体の要望に沿った講演会を引き続き実施していく。また、アンケートや交流会にて把握で
きた地方創生に関するニーズや要望を、今後の地方創生支援に係る取組に活かしていく。
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若手職員による地方創生への取組

地方創生支援

～Team ちほめん～

近畿財務局及び
管内財務事務所・出張所

◆ 近畿財務局では、地方創生は次世代を担う若者にこそ積極的に考えてもらうべき課題と考え、やる気のある若手職員を公募によりメンバー募集し、
『Teamちほめん』(20～30歳台の職員52名)を結成。
◆ 『Teamちほめん』の活動にあたっては、【柔軟な発想･交流･一体感】を合言葉に、若手職員が自主的･能動的に活動できる態勢を構築。
◆ 各地域における地方創生支援について、アイデアの募集･企画の他、当局が実施するイベントへの参加を通じて、組織一体的かつ継続的な活動を目指す。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 地方創生は次世代を担う若者にこそ積極的に考えてもらう
べき課題と考え、意欲のある若手職員を公募し『チームちほめ
ん』(20～30歳代の職員52名)を結成。
○ 【柔軟な発想･交流･一体感】を合言葉に、若手職員が自主
的･能動的に活動できる態勢を構築し、地方創生支援について
のアイデアの募集･企画の他、当局が実施するイベントへの参
加を通じて、組織一体的かつ継続的な活動を目指す。

① 若手職員発案による取組

【柔軟な発想】：職員の自発的な発想
を活用。メンバー同士のメーリングリ
ストを活用した情報共有や、メン
バーが普段考えている地方創生の
アイデア･企画を話し合えるよう、四
半期ごとにワークショップを開催。

(ワークショップの様子)

【交流】：地域の更なるニーズとキーパーソン
の発掘、及び他地域への波及を目的に、講
演･勉強会後の交流会にて、地域の生の声
を収集。
【一体感】：組織一体的に取り組むため、毎回
イベントごとに10名程度のチームを編成。イ
ベントごとに｢予告｣とストーリー仕立ての｢結
果｣をイントラネットで公開。
このような取組を進める中、Teamちほめん(若手職
員)が各種ヒアリング等の機会に地方創生支援に係
る端緒を掴み、企画･立案からイベントの実施まで、
自主的･能動的に取り組む事例も出てきているところ。

【兵庫県：～大学生と農業から考える『淡路島』の地方創生･地域活性化～】
･淡路島の未来を考える意識の醸成を目的に、地域の次世代の担い
手(若者)による意見交換会を開催。
･吉備国際大学と連携し、｢学生｣･南あわじ市在住の｢若手営農者｣･
地元金融機関である｢淡路信用金庫｣の若手職員･神戸財務事務
所の若手職員による｢淡路島の農業(農産物等)を活かした地方創
生･地域活性化｣をテーマとした意見交換(ワークショップ)を実施。
･ワークショップで出た意見･提言については、南あわじ市に還元。
【京都府：留学生向けインターンシップ事業促進のための意見交換会】
･若手職員が既存業務におけるヒアリングの中で端緒を掴
(出席者)大学コンソーシアム京
み、外国人留学生の府内就職と活躍機会の拡大に向け 都･京都信金･京都中央信金･
て、 (公財)大学コンソーシアム京都と京都府下の３信用 京都北都信金･京都財務事務
金庫及び京都財務事務所との意見交換会を開催。
所職員
② 地方公共団体･財務事務所の｢若手職員｣による地方創生に向けた意見交換会

【和歌山県美浜町】
･｢美浜町の地方創生｣をテーマに、若手職員ならではの
素直な意見･認識を共有。今後の地方創生に向けた取 (出席者)
組の更なる発展を後押しするため、美浜町と和歌山財 左側：美浜町役場職員
右側：和歌山財務事務所職員
務事務所若手職員による意見交換会を実施。
【奈良県生駒郡4町(安堵町･斑鳩町･平群町･三郷町)】
･生駒郡4町と奈良財務事務所の若手職員が4町の地方創 (出席者)
生の取組内容や課題といった各団体共通のテーマについ 左側：生駒郡4町役場職員
右、手前側：奈良財務事務所職員
て、地方創生の推進につながる意見交換を実施。
◆ 上記の他、Teamちほめんは各種地方創生イベントへ様々な役割で参画。また、 Teamちほめんが企画･立
案からイベントの実施まで手掛ける、林業をテーマにした地方創生セミナーや大学･金融機関と連携した就
業支援･地域活性化イベントなどを29年度に実施予定。

３．今後の課題と近畿財務局等の対応
○ 引き続き地方創生を財務局の最重要課題として位置づけ、地域のニーズと当局の知見･ノウハウをつなげる取組を、組織一体的かつ継続的に推進していく。
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～京都府における6次産業化支援～

近畿財務局
京都財務事務所

◆ 近畿財務局では、各種ヒアリング等を通じて把握した地域の課題･ニーズ等に対し、当局が有するネットワークを活用した課題解決型のイベントを企画･実施
しているところ。
◆ このような中、昨事務年度に当局が実施した｢6次産業化ネットワーク活動交付金｣にかかる予算執行調査を端緒に、京都府における6次産業化支援に係る
課題を把握できたことから、きょうと農業ビジネスプラットフォームと当局が共催で、京都府内の6次産業化プランナー･普及指導員等を対象にした ｢6次産業
化支援のための講演会･勉強会｣を開催(平成28年9月27日)。

１．成果事例の概要等
【課題の把握】
○ ｢6次産業化ネットワーク活動交付金｣にかかる予算執行調査において、京都府
では、｢農家に対し相談･支援を行うプランナー･普及指導員の技量を高める取
組が急務となっている｣との課題を把握。
○ また、｢農林系の補助メニューの他、商品開発･販路開拓などを進めるにあたっ
ては、商工系の制度･補助金等の情報があるとありがたい｣、｢近畿2府4県の
担当者と情報交換したいが、そのような交流の場がない｣との要望も把握。
➡ こうした地域からの課題･要望に対し支援ができないか検討

きょうと農業ビジネスプラットフォームとの共催で、
京都府内の6次産業化プランナー･普及指導員等を対象にした
｢6次産業化支援のための講演会･勉強会｣を開催
【ポイント】
◆ 近畿管内において、強みのある地方公共団体の知見･ノウハウを他の地方公
共団体へ繋ぐことにより地域活性化のきっかけを作る
➡全国的にも6次産業化への取組が進んでいる兵庫県に、6次産業化への
取組実績があるプランナーの紹介を依頼し、京都府に講師として招聘
◆ 財務局の所掌に縛られることなく、国の出先機関と連携することで、地域の
要望･ニーズに応える
➡近畿経済産業局による販路開拓支援･生産性向上に係る支援制度等の説明
と、近畿農政局による6次産業化支援に係る制度等の説明を、第2部：勉強会
として実施
◆ 近畿2府4県の地方公共団体職員にも広く参加してもらうことで、担当者同士
のマッチング(連携)を促進する
➡近畿2府4県の関係職員にも参加を呼掛け、第3部として交流会を開催

２．これまでの取組の成果等
【第１部】 講演会 『農から食ビジネスへ つなげ産業ネットワーク
～超えるべき常識と備えるべき常識～ 』
講師：投石 満雄氏
京都府内の6次産業化プランナー、普及指導
員、及び各府県の関係職員を対象に、6次産
業化に係る成功事例の紹介の他、農家を支
援する立場としての心構え、支援者側のネット
ワークの作り方、広げ方等について講演
【第２部】 勉強会
①近畿経済産業局より、中小･小規模事業者
向けの販路開拓支援、及び生産性向上に
係る支援制度等の説明
②近畿農政局より、29年度概算要求を中心に、
6次産業化に係る支援制度等の説明
【第３部】 交流会
1部･2部参加者による交流会 (異業種交流
ほか、近畿2府4県の担当者同士の連携の
ため開催)
【出席者の主な声】
○6次産業化プランナーによる成功事例の紹介を参考に、地元の養鶏家･養蜂家と連携して菓
子を商品化、百貨店のカタログに掲載されるなど、販路開拓に役立った。
○農業総合支援センターと農業改良普及センターの連携が強まり、やる気のある農家を選別し
た経営支援セミナーを始める契機になった。
○経済産業局と農政局の各制度をまとめて説明されたので、個々の長所がよくわかった。特に
経済産業局の各種制度についての説明はなかなか直接聞く機会がないので、良かった。

３．今後の課題と京都財務事務所の対応
【講師プロフィール】

投石 満雄氏 (投石マネジメントフォース 代表)

●一般社団法人兵庫県農業会議委員、6次産業化プランナー。
●兵庫県農業改良普及員の研修の他、一般社団法人兵庫県農業会議主催の｢ひょうご農業
MBA塾｣、兵庫県中小企業団体中央会主催｢農業ビジネス開発セミナー｣、各地6次産業化
研修会などで講師として活躍

○参加者に対しその後の取組状況等についてフォローアップすることにより、継続して課
題解決の一助となる企画を提案し、地域の支援に努める。
○6次産業化支援への取組については近畿他府県においても様々な課題を抱えているこ
とから、引き続き、各地域における課題の情報収集に努める。
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地方創生セミナー｢インバウンド拡大のための講演会｣の開催
～京都府北部地域の観光活性化サポート～

近畿財務局
舞鶴出張所

 舞鶴出張所では、管内の地方公共団体や商工会議所等、観光協会を訪問し、地方創生にかかる隘路等をヒアリング。
 天橋立が所在する｢宮津市｣からは、インバウンド拡大や海外提携への有効な施策は何かについて、舟屋の景観を活かした地域活性化を目指す
｢伊根町商工会｣からは、外国人観光客へのおもてなしノウハウについて、それぞれ相談があったことから、課題解決に向けた取組を検討。
 世界遺産｢熊野古道｣を舞台にインバウンド拡大に成功しており、以前より交流のあるキーパーソンを講師に招いて、講演会のほか意見交換会、交
流会を開催(平成28年11月8日宮津市･11月9日伊根町)。
１．成果事例の概要等
(1)課題の把握
○地方公共団体ヒアリングにて、課題事項を聴取したところ次のよう
な課題を抱えていることが判明。
宮津市：インバウンドが伸び悩んでいる。海外向けの情報発信や
観光連携協定について、ノウハウがなく困っている。
伊根町：舟屋の景観を活用して観光活性化を図っているが、増え
続けるインバウンドへのサービス提供や、海外向け情報
発信がよくわからず困っている。
(2)企画概要
○舞鶴出張所では、これらの課題を解決するため、海外向けの情報
発信や観光連携協定に明るい人物を講師として招聘し、講演会と
意見交換会を開催することを企画。
○講師には、NPO熊野本宮理事で、熊野古道の魅力を世界中に発信
し、地域観光活性化に尽力している鳥居泰治氏を招聘。
○地方公共団体だけでなく、多様なステークホルダー(海の京都DMO、
観光協会、商工会議所、地域金融機関)の参画を促し、地域連携を
発展。

２．これまでの取組の成果等
1. 講演会 ｢インバウンド拡大の取組～外国人おもてなし事業～｣
〈参加者の感想〉
○インバウンドの拡大には看板のローマ字標記
の統一や英語併記など、外国人目線の整備が
欠かせないことがわかった。
○従来の観光パッケージに｢ヘルスツーリズム｣
｢森林保全活動｣等の付加価値を付けるPR戦略
が非常に参考になった。
○外国人旅行者向けのおもてなしは、地域一体
となって対策を講じることが肝要と認識した。
2.意見交換会
〈主な意見交換事項〉
○観光協定を締結するメリット
○外国人に対する食事提供で気を付ける点
○外国人観光客が求める旅行内容
○地域振興に向けた人手不足の解消法、ガイドの語学力向上に向けた取組

→ 何れも地域のニーズに基づいた、具体的な事例を取り上げることで、
参加者の興味関心を惹きつけ、高い評価をいただくことができた。
３．今後の課題と舞鶴出張所の対応
≪今後の課題≫
○京都府北部と和歌山県南部という遠隔地の交流が図られたことから、一過性に終わら
せることなく、近畿全体の広域連携につなげていくことが肝要。
○宮津市(天橋立)や伊根町(舟屋)と田辺市(熊野古道)の交流が深まり、インバウンドで
連携するなど、観光活性化につなげることが必要。
≪舞鶴出張所の今後の対応≫
○ 伊根町が熊野古道(田辺市、新宮市)を視察する際の橋渡し(セッティング)を実施。
○ 宮津市の観光振興への取組についても、引き続き後方支援していく。
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淡路島の観光と地域活性化をサポート
～日本遺産認定と淡路島の観光･地域活性化のための講演会･勉強会の開催～

近畿財務局
神戸財務事務所

 昨年度、兵庫県洲本市で実施した｢地方創生に関する意見交換会｣のフォローアップを実施する中で、引き続き、淡路島内の連携を図っていくべきとの声が多
く聞かれた。
 淡路島には、｢日本のはじまりの地｣であることを示す文化財が点在(31か所)し、『古事記の冒頭を飾る｢国生みの島･淡路｣～古代国家を支えた海人(あま)の
営み～』として、平成28年度に文化庁から｢日本遺産｣の認定を受けた。この日本遺産の認定を契機として、洲本市、南あわじ市、淡路市のほか地域住民等の
連携や地域活性化への取組を支援することを目的とし、講演会･意見交換会を開催(29年２月27日)。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

【第１部講演会：｢島まるごと博物館の発想と地域連携｣】
【課題の把握等】
○昨年度(平成28年2月1日)に、淡路島全体の活性化につなげていく端緒と
講師：阪南大学国際観光学部 𠮷兼秀夫教授
なることを目的として、兵庫県洲本市にて淡路島の3市との意見交換会｢地
場所：洲本市文化体育館
方創生に関する意見交換会(主催：神戸財務事務所)｣を開催。今年度は参
｢図｣と｢地｣の理論をもとに｢島まるごと博物館
加した関係機関へのフォローアップを実施。
(エコミュージアム)｣の考え方について講演。

課
題

 淡路島の地域活性化に取り組んでいくには、これまで以上に
島内の連携が必要ではないかといった意見が多く聞かれた
 地域の重鎮の意見も大事だが、地方創生は、地域の若い人
たちが中心となりやっていくことが必要

○島内では、洲本市、南あわじ市、淡路市、(島内3市)ほか、淡路県民局、
(財)淡路島くにうみ協会、(社)淡路島観光協会、(社)淡路青年会議所、
により組織する淡路島日本遺産委員会を発足させ、｢日本遺産｣の認定
に向けて取り組んだ結果、28年5月に文化庁から認定を受けた。
【企画概要】
○フォローアップ結果や淡路島全体での連携した取組により日本遺産の認
定を受けたことから、引き続きこれらの連携した取組を支援するために、
講演会･意見交換会を企画。
【ポイント】
 昨年の意見交換会のフォローアップを踏まえ、テーマを絞った企画設定
･淡路島が｢国生みの島｣として、28年度に日本遺産の認定を受けたこ
とを契機に、地方公共団体同士の連携強化を目的とした取組を、淡路
島日本遺産委員会、淡路信用金庫、当局が共同で企画
･観光にテーマを絞り、淡路島全体の連携を目指した講演会を開催する
こととし、観光を通じた淡路島の活性化や島内各地域の連携の必要性
等の知見･ノウハウを持つ講師を、当局のネットワークを通じて招聘
 地域の次世代を担う地域の若手が集まったワークショップの開催
･淡路島のことをよく知る地元出身者や企業経営者等を集め、課題解決
に向けたきっかけ作り･人脈作りの一助となる市民公開型のワークショッ
プを開催

【第2部ワークショップ】
 淡路島内の様々な場所で活躍している方々に講師を交えた
ワークショップを実施
 参加者(12名)については、地元の若手を中心とした企業家
等(観光関連団体･企業、地方公共団体、金融機関等)や学
生、女性が参画。専門家ではなく、地域の人を集め、地元の
生の声を聞く場とし、セミナー参加者にも公開
(ワークショップの主な意見)
 住民自身が淡路島の良さを認識できていない。
 淡路島は外から見れば１つ。日本遺産の認定を受けた今、島内が連携し、様々な情報発
信していくタイミング。また、日本遺産を通じて淡路島の貴重さを住民に認識してもらいたい。
 行政ではできない提案や企画をうまくつなぐ(橋渡し)役目を果たす人(行政でも民間でも)が
増えてくれば、もっと広がり(繋がり)が大きくなる。
(出席者の声)
 普段この様な場に参加しない方や日頃繋がりのない方が多数参加しており驚いた。
 今回のメンバーが今後も繋がっていけるようになれば良い。今後もこのような場を持ちたい。
 講演会は非常にわかりやすく、ためになった。

３．今後の神戸財務事務所の対応
○ フォローアップの実施など、継続的に地域のニーズを把握し、当局のネットワークを活用した
｢地域と地域｣を繋ぐ取組を行っていく。
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中小企業家同友会と連携した｢地域経済活性化のための意見交換会｣
及び｢フォローアップ会議｣の開催について

近畿財務局
和歌山財務事務所

◆ 近畿財務局では、地域の課題･ニーズ等に対し、当局が有するネットワークを活用した課題解決型のイベントを企画･実施しており、和歌山県中小企業家同友
会(以下｢同友会｣)からの｢地元企業経営者が、国の施策や金融機関の情報を知り、地域の現状等の情報を共有する機会、また、地域の声を汲み上げてもらえ
る機会を提供してほしい。｣といった要望を受け、 新宮市において｢新宮･勝浦エリアの地域経済活性化のための意見交換会｣を開催(平成28年11月17日)。
◆ また、上記の意見交換会において確認できた出席者からの意見･要望に対して、和歌山財務事務所が関係機関へ調査を行い、調査結果を還元する｢フォロー
アップ会議｣を開催(29年2月21日)。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

【課題の把握】
○地理的な要因(和歌山市から車で3時間)もあり、国の施策や金融機関の
情報が乏しく、また地域の声が域外に届きにくい。
○地域金融機関には、もっとリスクを取って融資･支援を行ってもらいつつ、
一緒になって地域経済の活性化に取り組みたい。
○国の施策や金融機関の情報を知る場･地域の声を汲み上げる場を提供
してもらい、特に地元企業が、地域の現状を含め、情報を共有する機会を
作っていただきたい。

【意見交換会における意見･要望およびフォローアップ会議における当局還元内容】

≪地域経済活性化のための意見交換会≫
○ RESAS情報を使った地域の現状の認識共有
○ 地域の隅々まで届ける国の広報(金融行政
や地方創生支援の取組)
⇒最近の金融行政や地域金融機関を取巻く
現状の認識を共有
⇒財務局の知見･人脈の活用した企画(セミ
ナー開催等)を周知
○ 地域の声を汲み取る
⇒地元企業が抱える悩み･地域の課題等につ
いて意見交換
≪フォローアップ会議≫
○ アフターフォローの適切な実施

出席企業の意見･要望
≪補助金の情報･申請について≫
･地元金融機関から企業に対して補助金等の情報を
提供してほしい
･補助金の情報や申請に係るノウハウを持たない企業
が多いため、補助金を活用するための支援があれ
ば活用企業が増える

当局還元内容
･和歌山県よろず支援拠点が実施して
いる、出張相談会、無料での申請書
類作成支援等の取組を紹介
･各産業支援機関と財務局が共催で
シリーズ開催する、金融機関向けの
｢産業支援セミナー｣を紹介

≪地方創生について≫
･地域が一体となって取り組むべきはずの地方創生に
係る情報が、地元企業や住民にまで届いてこない
地域経済活性化のための意見交換会

≪金融機関による情報発信や融資対応について≫
･金融機関が行っている各種のセミナーについて、広く
周知してもらうとともに、企業にとって有用な様々な
テーマで開催してほしい
･融資の返済条件変更後の金融機関の対応等につい
ての情報や事例を知りたい

フォローアップ会議

⇒11月開催の意見交換会において出された地域の意見･要望について、
和歌山財務事務所において事後調査を行い、地元企業経営者にとって
有益と思われる情報を当会議で地域に還元
【ポイント】
RESASを活用した地域の分析資料を作成し、会議資料として活用したほか、
出席企業の意見･要望について関係機関に調査を行い、その後、調査結果
を独自資料にとりまとめ、｢フォローアップ会議｣で還元。

･地方版総合戦略を確認し、各地方公
共団体の具体的な取組を紹介
･金融機関にヒアリングを行い、セミ
ナー情報の取得方法等を紹介
･返済条件変更先の融資事例など、金
融機関の優良事例を紹介するととも
に、金融当局の基本的な方針等に
ついて説明

事後アンケートの結果、｢当局の地方創生や金融仲介機能の発揮の取組がよくわかった｣、
｢金融機関のマッチングの取組を当社でも活用したい｣といった意見が聞かれた。

３．今後の課題と和歌山財務事務所の対応
○ 企業から出された意見･要望について、当局の所掌事務以外の分野まで踏み込んで
事後調査を行い、調査結果の還元を行う｢フォローアップ会議｣を開催した事例は希少で
あるため、当該取組について情報共有を行っていく。
○ 同様の取組が和歌山県下の他の地域においても展開できないか検討を行っていく。
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滋賀県(北部エリア)の文化財･古民家再生を活用した
インバウンド推進のための講演会･勉強会

近畿財務局
大津財務事務所

◆ 近畿財務局では、各種ヒアリング等を通じて把握した地域の課題･ニーズ等に対し、当局が有するネットワークを活用した課題解決型のイベントを企画･実施
しているところ。
◆ このような中、地元商工会議所及び金融機関から、｢文化財と古民家再生を基軸にした観光振興のほか、観光産業を興し地域の雇用を創出する起業家の
育成が今後の課題｣との声があったことから、彦根商工会議所･滋賀銀行･ 財務局の共催で｢滋賀県(北部エリア)の文化財･古民家再生を活用したインバウ
ンド推進のための講演会･勉強会｣を開催(平成28年12月9日)。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

【課題の把握】
○ 滋賀県内では観光誘致のノウハウがないことを課題とする地方公共団体が多かっ
たことから、昨年度、当局主催で観光振興に係るセミナー(講演会･意見交換会)を
開催(27.12.22＠近江八幡市)
○今回、上記セミナー後の観光振興の取組状況について、商工会議所や金融機関
にフォローアップヒアリングを実施したところ、依然として地方公共団体同士の連携
が弱く、文化財と古民家再生を基軸にした観光振興の他、観光産業の起業家育成
が課題との声を把握。
➡ こうした地域からの課題･要望に対し支援ができないか検討

彦根商工会議所、滋賀銀行との共催で｢滋賀県(北部エリア)の
文化財･古民家再生を活用したインバウンド推進のための講演会･勉強会｣を開催
【ポイント】
◆ 昨年開催した観光振興に係るセミナーのアフターフォローを踏まえ、｢文化財
及び古民家の活用｣にテーマを絞ったセミナーを企画するとともに、地域から要
望のあった知見･ノウハウを持つ講師を招聘
◆ 観光産業の起業家育成を目的に、地域において観光振興のメインプレーヤー
になり得る企業家を集めた市民公開型のワークショップを開催
◆ 滋賀県北部エリアにおける広域での取組を促すため、商工会議所、及び
金融機関と共催でセミナーを開催
◆大沼 芳幸氏(滋賀県文化財保護協会普及専門員)

【講師プロフィール】

滋賀県教育委員会文化財専門職員を経て、県立安土城考古博物館副館長、2015年から(公)滋
賀県文化財保護協会普及専門員として活動。民俗考古学を中心とした琵琶湖文化史等に関する
研究･普及活動を行っている。

◆藤原 岳史氏(一般社団法人NOTE代表理事)
兵庫県内を中心として古民家再生に取り組む一般社団法人ノオトの立ち上げから関わり、国家戦略
特区の認定事業として、複数の古民家のフロントを一元管理する｢篠山城下町(ささやまじょうかま
ち)ホテルNIPPONIA(ニッポニア)｣を開業させるなど、古民家を活用した地方創生･地域活性化に取
り組んでいる。

【第１部】 講演会
①『滋賀県の文化財を活用したツーリズム』
講師：大沼 芳幸氏
近江の持つ歴史的資源の素晴らしさ、近江の魅力を
いかに旅行者に体験してもらうかについて講演
②『外国人の滞在施設としての古民家活用について』
講師：藤原 岳史氏
体験型の滞在施設として古民家をどう活用していくのかについて講演
【第２部】 ワークショップ
地域の若手を中心とした企業家等(古民家再生を事業
として考えている者、古民家の所有者、観光事業者、旅
行代理店等)が講師を交え、｢滋賀県の文化財･古民家
を活用したまちづくり｣をテーマに、ワークショップを実施
※講演会参加者も聴講できるよう市民公開型で実施。
【第３部】交流会
1部･2部参加者による交流会(異業種交流として開催)
【出席者の主な声】
○セミナーを契機に講師(藤原氏)と面識ができ、篠山城下町ホテルを現地視察したり、反
対に講師が当町を視察し、まちづくりの助言を受ける等、新たな関係を構築できた。
○講師(大沼氏)の講演にあった、琵琶湖の水とともにある暮らしや自然と融合する神社
等のストーリーが、外国人がツアーで望むことと知り、今後のツアー運営の参考になった。
○大津市の町家で新たに宿泊施設を展開するにあたり、同じワークショップグループの
宿泊業者から、英語版のガイドの提供や、寝具業者の紹介を受けるなど、参加者同士の
連携関係を深めることができた。

３．今後の課題と大津財務事務所の対応
○ 参加者に対しその後の取組状況等についてフォローアップすることにより、継続し
て課題解決の一助となる企画を提案し、地域の支援に努める。
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～金融機関と弁護士が中小企業のために何ができるか～

近畿財務局

◆ 近畿財務局では、各種ヒアリング等を通じて把握した地域の課題･ニーズ等に対し、当局が有するネットワークを活用した課題解決型のイベントを企画･実施
しているところ。
◆ このような中、大阪弁護士会から、｢創業から事業承継に至るまで、中小企業が直面する経営上の各場面において弁護士が支援できることは多い。今後、
中小企業支援に積極的にかかわっていきたい｣との意向を確認したことから、弁護士、金融機関等が中小企業支援において果たすべき役割について考え
認識を深める機会として、近畿弁護士会連合会･大阪弁護士会中小企業支援センター･財務局が共催で｢中小企業の支援を考えるシンポジウム｣を開催。

１．成果事例の概要等
【課題の把握】
○ ｢創業、海外展開、経営改善、事業承継等、中小企業が直面す
る各場面で弁護士が支援できることは多く、弁護士会としても、
今後これまで以上に中小企業支援に力をいれていきたいと考え
る一方、弁護士が中小企業のニーズに十分応えられていない
状況である｣との課題を把握。
○ また、｢弁護士自身がこうした実態について問題意識を持ち
切磋琢磨してもらいたい｣、｢中小企業の方々をはじめ、金融機
関にも弁護士の活用方法を知ってもらいたい｣との要望も把握。

支援策の検討
近畿弁護士会連合会･大阪弁護士会中小企業支援センターとの共催で
｢中小企業の支援を考えるシンポジウム｣を開催

【ポイント】
◆ 金融行政を所掌する当局がハブと
なって、弁護士会･金融機関･中小企
業の三者を繋げる取組として開催
◆ 金融機関が中小企業支援を進めて
いくうえで、金融検査の知識は不可欠
なものであり、また、金融検査の実態を知ることは弁護士
が現場で中小企業支援に取り組むうえでも非常に有益な情報
であることから、基調講演として金融検査の方向性等について
財務局職員から説明
◆ 関係者の情報･知識の共有を図り、今後の中小企業支援への
取組に繋げるため、公的支援機関･士業･金融機関等の中小
企業支援に異なる立場やノウハウで取り組んでいる関係者の
他、実際に支援を受けている中小企業経営者を交えたパネル
ディスカッションを開催

２．これまでの取組の成果等
【中小企業の支援を考えるシンポジウム】 ※参加者：中小企業者、金融機関、弁護士(約170名)
①基調講演 ｢地域に貢献する金融機関の役割｣(講師：近畿財務局理財部審査業務課長)
【講演内容】
 平成10年以降、｢金融検査基本方針｣｢金融モニタリング方針｣から現在の｢金融行政方針｣に至
る金融行政の変遷
 ｢企業･経済の持続的成長と国民厚生の増大｣を最大目標に置いた現在の｢金融行政方針｣の
基本的な考え方
 金融機関が｢担保･保証依存｣から｢事業性評価｣による融資を行っていくことの重要性やこれを
進めていくための当局の取組
 当局における地方創生支援の取組
②パネルディスカッション ｢中小企業の成長支援について｣
パネリスト：中小企業基盤整理機構、地域金融機関、
日本公認会計士協会、大阪弁護士会、中小企業経営者
【テーマ】
 中小企業支援に関する具体的な取組事例について
 他の支援機関等との連携について、これまでの反省点や今後の課題
【パネルディスカッションにおける主な意見】
◆ 今後弁護士とは、｢予防法務｣、｢戦略法務｣という観点で関わっていきたい(金融機関)
◆ 企業にも努力が必要。金融機関から融資したいと思われる経営を目指していく必要がある(機構)
【参加者の声】
◆ 様々な立場の方の意見が聞け、金融行政の変化、事業性評価の重要性が理解できた(企業)
◆ 有事だけでなく、平時からの弁護士との付き合いの必要性について考えさせられた(金融機関)

３．今後の課題と近畿財務局の対応
○ 弁護士をはじめとする士業団体、公的支援機関、金融機関、行政がより一層連携を密に中小企業
を支援し、地域経済を発展させていくことが重要。今後も年1回程度、テーマを検討しつつ同様のイ
ベントを共催していく予定。
○ 引き続き、各種ニーズや課題を把握し、当局のネットワーク等を活かした課題解決の一助となる取
組を行うなど、各地域の地方創生に向けた取組に積極的な支援等を行っていく。
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金融機関を通じた国の地域産業支援施策の活用促進

近畿財務局

 産業支援については、各省庁が工夫を凝らした支援施策を用意している一方で、近畿財務局の経済調査ヒアリング等においては、中小企業経営者から｢ど
のような国の支援メニューがあるのか知らない｣等の声が聞かれる状況。
 そこで、国の地域産業支援施策を金融機関による顧客支援のツールのひとつとして活用することにより地域における産業支援を実現していくことを目的に、
｢地域金融機関による国の地域産業支援施策の積極的活用に向けて｣と題したセミナーをシリーズ開催していくことを決定。

１．成果事例の概要等
(1)地方創生セミナー『第1回 地域金融機関による国等の地域
産業支援施策の積極的活用に向けて』
【企画の端緒】
○産業支援については、各省庁が様々な施
策を用意しているが、中小企業ヒアリング
等では、経営者等から｢国の支援施策は
活用していない｣、｢どのような支援メ
ニューがあるのか知らない｣などの声が聞
かれる。
○金融機関はビジネスモデルを転換するた
め、これまで以上に顧客に寄り添い、事業
性評価による融資等による顧客支援の取
組を行っている。
○国の支援施策を有効に活用し顧客支援に成果を上げている
金融機関から、あらかじめ｢これまで有効であった施策｣及び
｢今後活用したい施策｣の聞取を実施。
(2)農業活性化のための資金調達セミナー
【共催：近畿農政局兵庫拠点】
【企画の端緒】
○農業従事者と金融機関の間で、農業融資
に関する認識のギャップ。
○農業従事者の減少、高齢化等に伴い、今
後、農地集積や規模拡大等が進んでいく
なか、多様な資金調達手法の農業従事者
等への周知が必要。
【ポイント】
中小企業支援には、現場で顧客に寄り添う金融機関のノ
ウハウと、国の支援施策を両輪として有機的にワークさせ
ていくことが有効であり、金融機関の職員が国の支援施策
の知見を深める場をニーズに沿って提供することが重要。

２．これまでの取組の成果等
(1)第1回 地域金融機関による国等の地域産業支援施策の積極的活用に向けて(大阪)
○第1部：金融機関から最も希望が多かった近畿経済産業局による｢創業支援に関する施策｣及び｢経済産業
省の29年度予算関係情報『地域で活用可能な経済産業省予算』｣をテーマに開催。金融機関が現場で顧客
支援を行うにあたり、有益･有効と考えられる施策を紹介。
○第2部：説明者である国の出先機関担当者による個別相談会を開催。金融機関が現に直面している課題等
について、直接国の担当者に相談できるよう企画(個別相談会では、金融機関が顧客支援の現場で直面して
いる課題のほか、地方公共団体等と連携した地域活性化の取組のために活用できる支援施策やキーパーソ
ンの紹介依頼等、種々の相談があった。80名の参加見込みに対し100名が参加)。
参加金融機関の声：｢顧客への案内の優先度が明確になった｣｢企
業支援、コンサルに非常に役立つ内容｣など
近畿経済産業局担当者の声：｢金融機関から現場のニーズを聴きと
ることができる貴重な機会。本省庁に伝達することにより、新たな施
策の企画･立案に役立てることができる｣
(2)農業活性化のための資金調達セミナー(神戸)
○6次産業化にかかるファンドを利用した経営者からの事例発表を行い、
農業分野における資金調達手法等を周知し、農業の活性化に寄与。
○金融機関は農業関連分野の資金調達の現状等について説明し、理解
を深めることで今後の資金供給に向けた取組に繋げる。
○セミナー終了後、金融機関担当者と当所で農業融資の現状･課題等に
関する意見交換を実施。

３．今後の課題と近畿財務局の対応
≪今後の課題≫
○引き続き金融機関から現場のニーズを聴取し、ニーズに沿ったセミナーを企画。開催にあたっては、補助金申
請の時期等にも配意しつつ、実効性を高めるべく工夫していく。
≪近畿財務局の今後の対応≫
○第１回セミナーに参加した金融機関等からは、引き続きのセミナー開催要望が強く、テーマを変えたシリーズ開催
を決定(平成29年4月：人材不足解消に向けた支援施策･農業支援施策、29年6月：海外進出支援を予定)。
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国有財産を活用した介護･保育施設整備

国有財産

～地域連携によるニッポン一億総活躍へのチャレンジ～

近畿財務局及び
管内財務事務所

 近畿財務局は、政府の重要課題である｢待機児童の解消｣｢介護離職ゼロ｣に向け、地方公共団体等と連携を図り、保育施設や介護施設整備の
ニーズを把握し、所管する国有地の優先的売却や定期借地制度を活用した貸付を実施することで地域に貢献。
 引き続き、地方公共団体等との継続的な情報交換を通じて地域ニーズを把握し、国有財産の更なる有効活用を推進。
１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

【待機児童解消へのチャレンジ】
○ 大阪府枚方市が平成25年3月に駅前再整備ビジョンを策定したことを端緒に近畿財
務局は国公有財産の最適利用の観点から、同市が進めようとする駅前を中心とした
官公庁施設の再整備を支援(26年12月より同市と連絡会議を開催するなど連携)。
○ このような中、当整備区域内に所在する未利用国有財産について、同市が｢保育施
設｣として有効活用したいとの要望(28年1月)。
○ 当整備が実現するまでの間、当該財産を同市へ貸し付けることで、同市は29年
4月より、3歳児未満を対象とした小規模保育施設の開園を実現することが可能となり、
当局は国有財産の有効活用を通じて、同市の待機児童解消に貢献。
⇒ 旧庁舎建物を保育所へ転用のうえ、円滑･迅速な保育所開設。
⇒ 同市の再整備が実現するまでの間、未利用国有財産の有効活用を実現。
京阪枚方市駅

【近畿管内の保育･介護分野への国有財産の有効活用(29年１月31日現在)】

今回活用
(旧枚方区検察庁)

【28年度の契約状況】
○ 28年5月： 介護施設(定員54名)として定期借地による貸付 ≪京都市下京区≫
○ 28年9月： 介護施設(定員41名)として売却 ≪大阪府大東市≫
○ 28年9月： 既存保育施設の運動場として定期借地による貸付 ≪大阪府枚方市≫
○ 29年１月： 保育施設等(定員180名)として売却 ≪京都市中京区≫

枚方市役所
官公庁
再整備
候補地

※ ( ) 書きは施設等全体の予定定員、≪≫書きは国有財産の所在地

以上、当局は地域ニーズに応じたチャレンジを継続中。
(国土地理院承認番号 平28情複 第1449号)

枚方市駅前の再整備エリア

未利用国有財産(旧枚方区検察庁)

【介護離職ゼロへのチャレンジ】
○ 神戸財務事務所は、｢国有地を活用した介護施設を整
備する事業者の募集｣を神戸市へ提案。同市の理解が得
られ、実現化に向けて同市と緊密に連携。
○ 28年１月、国有地15物件を同市に情報提供。
○ 28年７月、13物件に限定して同市が事業者を公募。
○ 29年１月までに、同市が審査を行い、9事業者
(9物件)を仮決定。今後正式決定。
⇒ 同市との連携による｢介護離職ゼロ｣への画期的取組。

②地方公
共団体

③介護事
業者等

地域連携
①財務局

京都府向日市内の保育所(28年2月の定期借地による貸付契約により開所)

３．今後の近畿財務局等の対応
○ 引き続き、地方公共団体等との継続的な情報交換を通じて地域ニーズを把握し、不
足する保育･介護施設整備の受け皿となるべく、国有財産の有効活用を推進し、ニッポ
ン一億総活躍にチャレンジしていくこととする。
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国有財産を活用した地域防災活動等への貢献

国有財産

～地域の安心・安全確保に国家公務員宿舎を活用～

近畿財務局及び
神戸・和歌山財務事務所

 近畿財務局、神戸財務事務所及び和歌山財務事務所は、新たな試みとして、解体予定の旧国家公務員宿舎を活用した実践的な各種訓練の実施を消防・
警察等に提案したところ、各機関において普段は実施できない実践的な災害訓練等を実施。
 この他、和歌山財務事務所は、津波避難ビルに指定された合同宿舎を地域の地震津波避難訓練に開放するなど、国有財産を通じた地域連携を拡大。
 引き続き、地域や社会のニーズに対応した国有財産の有効活用を通じた地域貢献や地域連携に取り組んでいく。

２．これまでの取組の成果等

１．成果事例の概要等
○ 解体予定の旧国家公務員宿舎を有効活用するため、消防・警察等の機
関に各種訓練用に提供し、地域防災活動を支援 （平成28年7～9月）。

○ 解体予定宿舎（4か所）を提供し、5機関が訓練を実施。各機関では訓練場所が不足しており、
解体予定宿舎を有効活用することで、各機関の行う地域防災活動を支援。
各機関から、「日々訓練している訓練場と違い、実際の建物で訓練をすることは、火災・救助対
応の能力向上を図ることができ、貴重な経験となった。」との評価を得る。
①旧城東寮（大阪市城東区）
：大阪市消防局（28年7～8月）
②旧北畠宿舎（大阪市阿倍野区）
：大阪市消防局（28年8月）、大阪府警（28年9月）
③旧赤塚山合同宿舎（神戸市東灘区）：神戸市消防局及び海上保安庁（28年8月）
④旧湊第二合同宿舎（和歌山市）
：和歌山市消防局（28年9月）

大阪市消防局
（放水訓練）

神戸市消防局
（高所救助訓練）

和歌山市消防局
（破壊救助訓練）

○ 和歌山財務事務所は、美浜合同宿舎を有事の際に津波避難ビルとして
活用して頂くため、日高郡美浜町と津波避難ビル指定にかかる協定を締結
（28年6月）。また、同町が主催する夜間における地震津波避難訓練と
して同宿舎を開放するなど、同町との地域連携を拡大（28年11月）。

○ 和歌山財務事務所が維持管理する和歌山合同宿舎、海南合同宿舎、新宮合同宿舎は既に津
波避難ビルとして指定されており、今回の美浜合同宿舎（2号棟及び3号棟）の指定により、有事
の際に避難可能な宿舎は4件目となる（28年6月）。これら津波避難ビルに指定された合同宿舎で
は、近隣の保育園児を含めた地域の方々により、各種避難訓練が実施されているところ。当局は、
今後発生が予測されている南海トラフ巨大地震等に備えた地域の防災対策を積極的に支援。
美浜合同宿舎

３．今後の課題と近畿財務局等の対応

津波避難ビル指定協定

津波避難ビルを活用した避難訓練

○ 当局は、引き続き、地域の安心・安全に資するため、国家公務員宿舎等を活用した地域防災
活動への貢献を進めることで災害等への対応を強化していくとともに、更に、取り組んだ国有財
産の有効活用の事例をホームページにおいて積極的に公表していく。
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国有財産

｢富松城跡｣国有地と尼崎市有地(バス休憩所跡地)との交換
～【尼崎市の地方創生に貢献】～歴史遺産として保存･活用～

近畿財務局
神戸財務事務所

 神戸財務事務所は、平成17年以降、尼崎市に管理委託を行っていた｢富松城跡｣国有地について、同市有地(市バス休憩所跡地)との
交換契約を締結(28年9月14日)。
 平成28年は、同市が市制100周年を迎える年であり、同市の地方創生に向けた取組である｢歴史遺産を守り活かすまちづくり｣に寄与。
１.成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

【｢富松城跡｣国有地】(渡財産)

○ 当所は、同市の意向に添うため長年にわたって協議を重ね、当該財産の交換にあたり、交換
受財産となる市有地(市バス休憩所跡地)の確認や交換条件等について同市との協議･検討を
迅速に進めるとともに、同市担当者との綿密な連絡体制を構築。

所在地：兵庫県尼崎市富松町2丁目409番、412番
面 積：1,315.74㎡
平成13年に相続税物納により引受

○ 当財産を引受後、歴史的価値がある遺
産として地域住民や尼崎市から保存要望
を受けていた。このため、当財産の速や
かな売却に向け同市へ買取等を求めた
が、同市の財政事情等により速やかな売
却が困難だったため、17年以降、同市へ
管理委託を行い、以降10年以上に亘り
売却に向けた協議を行ってきた。
○ 同市と協議を重ねた結果、同市のバス
事業廃止(28年3月19日)に伴い市バス休
憩所の跡地が未利用市有地となったこと
から、この機を捉えて28年中に｢富松城
跡｣国有地と市有地(市バス休憩所跡
地)の交換契約を締結することで合意した。
○ その後、28年2月に同市から28年10月
の交換契約締結に向けた取得要望書を
受理。
28年9月14日に同市と交換契約を締
結し、同年9月26日に同市への所有権移
転登記が完了した。
【尼崎市バス休憩所跡地】(受財産)
所在地：兵庫県尼崎市西向島町99番2 外3筆
面 積：1,452.68㎡

○ 同市は、平成28年に市制100周年を迎える年であることや、｢尼崎版総合戦略｣において｢シ
ビックプライド(市民の愛着･誇り)の醸成｣の政策分野において｢歴史遺産を守り活かすまちづく
り｣を掲げている。

｢富松城跡｣
国有地

○同年10月30日の｢富松(＝十末 とまつ)の日｣には、当該地において｢富松城跡まつり｣が開催
され、地域住民主催のイベント等で子どもから大人までが大いに賑わうなど、当該財産の交換
は同市の地方創生に向けた取組に寄与。

交
換

尼崎市有地
(市バス休憩所跡地)

とまつじょう

【富松城跡とは】
富松城の名は、1487年の文献
にも見られ、16世紀前半の畿
内の争乱を描いた軍記にも登
場し、中世戦国期の土塁と堀
跡からなる城郭遺構である。ま
た、都市化が進んだ平野部に
中世城郭遺構が残る例はほと
んどなく、稀少性の高い史跡で
ある。なお、現在も敷地内に土
塁の一部が幅11ⅿ、高さ4ⅿに
わたり残されている。

出所：尼崎市｢尼崎版総合戦略｣

３．今後の神戸財務事務所の対応
○ 交換受財産である｢市バス休憩所跡地｣の早期売却。
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広報相談

近畿財務局における財政教育プログラムの展開

近畿財務局及び
管内財務事務所・出張所

～公立･私立校へのアプローチについて～

 近畿財務局では、国立大学附属学校向けに財政教育プログラムを着実に実施しつつ、更なる連携先の拡大を見据え、公立校等への
アプローチを実施。
 当局初となる公立高校及び私立高校での開催や、租税教室との連携授業の中で財政教育プログラムを組み込み実施。
 今後も財政教育プログラムを通じて、国立大学附属学校に留まらず、公立校等との繋がりを広げるとともに引き続き一体改革広報に
取り組んでいく。
１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

【経緯】
○ 近畿財務局では、国立大学附属学校向け特別授業について着実
に実施しつつ、更なる連携先の拡大を見据え、公立校等、特に高校へ
財政教育プログラムの実施に係るアプローチを実施。
○ 継続的なアプローチの結果、当局管内において公立校を対象とした
授業を初めて開催すると共に私立校でも開催。
【アプローチ状況】
①公立高校へのアプローチ

講演の模様

舞鶴出張所長自ら公立校を対象とした財政
教育プログラムのPRを実施。複数回訪問する
など、継続的なアプローチを続けることにより、
担当教諭の理解を得て、実現にこぎつけた。
②私立高校へのアプローチ
私立大学附属高校では受験がないため、授業計画の変更が柔軟で、
展開しやすいのではないか、との考えから、当局が大学で講義を行っ
ており、関係の深い立命館大学の附属学校へアプローチを実施。
③講演会･教育委員会へのアプローチ
日本証券業協会が実施している近畿圏の中･高の教員を対象とした
研究会へアプローチし、同プログラムを紹介する講演を実施したほか、
奈良女子大学附属小学校での授業に合わせて、教育委員会と連携し、
市立学校へ見学案内を実施(小･中･高計68校)。

○ 国立大学附属学校向けを含め、当局管内で平成29年3月末までに11件開催。
○ 当局初となる公立高校での開催では、今後の更なる展開を見据えてカリキュラムの
調整が比較的容易である1コマ(50分)で実施したほか、国税局と連携し、租税教室の
中で、財政教育プログラムを組み込み実施。
実施状況
Ｎｏ
年月日 開催校
学年
○ 和歌山大学附属中学校での授業では、公立校
1 28.9.1
大阪教育大学附属平野小学校
小6
社会科での展開を見据えた授業内容を学校側と
2 28.10.18
和歌山大学教育学部附属小学校
小6
3 28.11.5
大阪教育大学附属高等学校平野校舎
高1
協働して検討し、事前授業を含めた教材を開発。
4 28.11.5
大阪教育大学附属高等学校平野校舎
高2
○ 特別授業の講師について、児童･生徒により近
い年齢層である係長が講師を務め、講師の育成に
取り組んだ。
参加者からの声

5
6
7
8
9
10
11

28 .12 .20
29.1.20
29 .2.7
29 .2.1 0
29.2.16
29.2.24
29 .3.1 5

京都府立西舞鶴高等学校
滋賀大学教育学部附属中学校
和歌山市立城東中学校
京都府立東舞鶴高等学校
奈良女子大学附属小学校
和歌山大学教育学部附属中学校
立命館宇治高等学校

高1
中3
中3
高1
小6
中3
高2

 財政は決して他人事ではなくて、自分達の未来にかかってくることだと知りました。
 自分たちが大きく関わるのはまだ消費税ぐらいだけど、身の回りのお金の動きを知れて良
かったです。

３．今後の課題と近畿財務局等の対応
≪近畿財務局の今後の対応≫
○ 公立校は数も多いため、アプローチの糸口を模索中。また、前向きに検討している学校でも
カリキュラムへの対応は時間がかかるため、先生と連携しながら開催に向け着実に取り組む。
今後も財政教育プログラムを通じて、国立大学附属学校に留まらず、公立校等との繋がり
を広げるとともに引き続き一体改革広報に取り組んで参りたい。
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広報相談

子育て世代をターゲットとした一体改革広報の推進
～子育て世代の｢共感｣を呼ぶ広報の実践～

近畿財務局及び
管内財務事務所・出張所

 一体改革広報を推進するため、現在消費活動を行いつつ次世代の将来の生活にも関心の高い｢子育て世代｣を新たなターゲットに設定。
 一体改革広報と金融経済教育を組合わせ、ライフプランや教育資金といった子育て世代の関心が高いテーマとともに、受益と負担を中心に社会
保障と税とのつながりなどをわかりやすい資料で説明。
 子ども連れでも参加しやすいよう育児設備を備えた公的機関とコラボする、受講者の｢共感｣を得やすいよう同世代女性職員を講師起用する、等
様々な工夫を盛り込み実施。
１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

【経緯】

○ 地道な営業活動が実り、子育てママ等が集まる子育て
支援センター、保育園等での年間講座開催実績は、近畿2
府4県で24件実施。

○ 近畿財務局では、国立大学附属学校向け財政特別授業に続き、更なる
アウトリーチ拡大に向けて、｢子育て世代｣(ママだけではない)を新たなター
ゲットとして、一体改革広報を実施。
○ 従来接点が少なかった｢子育て世代｣は、ハードルの高いターゲットでは
あるが、試行錯誤しながら実施することで、当該取組が広がりをみせている。
【工夫したポイント】
① 子育てママ等が普段から集まる場所を提
供している子育て支援センターのほか、大
阪府内の図書館を新たな広報先として開拓。

講座資料

そのうち舞鶴市での講座は、当局で託児費用を負担する
初めてのケースとして、母子分離での講座を実施。
講座方法の選択肢を広げ、様々な要望に対応。
また京都府下では、京都財務事務所の育児中の女性職
員が講師を務める、｢ K ☆(京都きらきら)ママさぽ隊｣を結
成。地元新聞社(京都新聞)にも掲載され、外部専門家から
連携依頼があるなど、連鎖的な波及効果が現れている。
参加者からの声
 国の借金がこんなに多いとは知らなかった。子供達の将来の負担が気になります。
 消費税が子育てに使われていることを初めて知りました。
 子供連れで参加できる講座はとてもありがたい。

③ できるだけ受講者の｢共感｣を得られるよ
う、同世代の女性職員を講師に起用。

３．今後の課題と近畿財務局等の対応

④ 講座の進行に講師2名の掛合いを織り込
み、一方通行ではなく受講者の参加意識を
高める方法で実施。

⑥ イントラネットに営業ツールや講座資料等を掲
載し、講座獲得から実施までを事務所が独
自に行えるようサポート。

○ 大阪府内の図書館等では、11施設において12講座を実施。

※ このほか、奈良、大津各財務事務所でも同様の取組を実施。

②｢財政講座｣以外に、｢子育て世代のマ
ネー講座｣｢親子で学ぶお小遣い講座｣等、
多様な講座メニューを組合わせることで、聴
講者の関心を惹くよう工夫。

⑤ 幼児同伴の受講者が集中できるよう、キッ
ズスペースを確保。

講座の模様

≪今後の課題≫
○ 子育て世代により関心をもってもらうには、具体的な家族構成や年収、世代別を想定した、
聴講者の関心を惹きつけるきめ細やかな資料の作成が必要。
○ 継続的に対応できる講師の育成(例：若手男性職員（イケメン）やTeamちほめんを活用等)。
※ 当該取組のため補佐･係
長以下の女性職員24人によ
る｢子育て世代向け広報サ
ポーター｣チームを結成。

≪近畿財務局の今後の対応≫
○ 講座先の獲得について、当局が直接アプローチするほかなく、時間と労力を要すること
から、更なる裾野拡大に向け窓口となるキーパーソンの発掘に取り組む。
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７．中国財務局
｢地域連携プラットフォーム｣を活用した地方創生への取組
若手プロジェクトチームによる地域連携の取組

～積極的に地域に飛び出し、新しい発見・出会いに啓発され、地域にも貢献しよう～

鳥取県中部地震による災害への対応
国公有財産の最適利用によるまちづくり

～宇部市新市庁舎への隣接税務署の入居・合築～

国の庁舎跡地（土地・建物）を「子育て施設」として活用 ～「ニッポン一億総活躍プラン」に掲げる子育て世帯への支援に向けた取組～

租税教室との連携授業・財政教育プログラムの公立校への展開

～若年層への社会保障と税の一体改革広報の取組～

女性層に対する社会保障と税の一体改革広報の取組 ～女性の視点から日本の財政を考え、これからの日本のあり方について議論する～
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地方創生支援

｢地域連携プラットフォーム｣を活用した地方創生への取組

中国財務局

 中国財務局では、平成26年12月に、当局を結節点(ハブ)とし、国の施策や地域で直面する様々な課題について深度ある意見交換を行う｢地域連携プラット
フォーム｣を設置。
 まち・ひと・しごと創生総合戦略(2015改訂版)では、地域における金融機能の高度化のため、民間金融機関と政府系金融機関との連携強化に向けた政府の
支援体制の整備が盛り込まれた。これを踏まえ、28年11月、同プラットフォームにおいて、財務省大臣官房政策金融課長を招聘し、｢地方創生における政策
金融の役割について｣をテーマに講演会及び意見交換会を開催。
 今後も、同プラットフォームを活用して、地域連携の促進を図り、地域の直面する課題の解決を目指す。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等
○ 講演会では、参加者から、「地方創生のために政府系金融
機関ができることの理解が進み、資金調達面で参考となっ
た。」といった声が聞かれ、政府系金融機関の取組や地方創
生への関わり方などについて、理解を深める良い機会となった。

【開催概要】
開催日：平成28年11月28日
テーマ ：｢地方創生に政策金融が果たすべき役割｣
講 師：大臣官房政策金融課長 後藤 健二 氏
来場者：107名
○ 各地域の地方創生に向けた取組において、民間金融機関などの地
域の関係者と政府系金融機関の連携を促進するために開催。
○ ｢地域連携プラットフォーム｣には、大学、シンクタンク、経済団体、民
間企業、金融機関、報道機関、地方公共団体等から、地域のオピニ
オンリーダーであり、実務担当者でもある方々が参加。

○ 意見交換会では、下記のような意見が聞かれ、地域の課題
や取組について情報共有が図られ、今後の連携を深める良い
機会となった。
・ 官公庁と民間で創業支援がたくさん行われているが、どこ
に相談してよいかわからない状況のため、創業支援につい
て勉強できる場があるとよい。

○ 第一部として、プラットフォームメンバーに加え、一般参加の金融機
関、企業経営者、経済･商工団体等向けに講演会を実施。

・ 中山間地域では、農業振興や観光の取組を一体化した地
域組織を設立する動きがあり、そこでは、政府系金融機関
や地域金融機関等との連携が必要。

○ 第二部として、プラットフォームメンバーに加え、テーマに関連の深い
有識者をオブザーバーとして、意見交換会を実施。

・ 地方創生を進める上で、行政職員と民間金融機関等がフラ
ンクに話し合える関係が必要。

地域連携プラットフォーム
大 学
シンクタンク等
経済・商工団体等

中国財務局
報 道 機 関
地方公共団体

３．今後の課題と中国財務局の対応
≪今後の課題≫
○ 地域で直面する様々な課題の解決に向け、引き続き更なるネットワークの拡大･強化が必要。

企 業 経 営 者

金 融 機 関

・政府系金融機関の創業支援の取り組みを聞き、もっと連携
していかなければいけないと感じた。

≪今後の中国財務局の対応≫
○ 今後も、地方創生など、国民の関心が高いタイムリーな情報の発信や、地域連携の促進を図
る場づくりに努め、当局が地域における結節点となることで、地域の直面する様々な課題の解決を
目指す。
○ 職員が積極的に各地域へ赴くなどして、各地域の地方創生に向けた取組の状況を継続してフォ
ローアップし、把握した地域課題の解決に資するプラットフォームの開催に取組む。
○ 意見交換会での発言を受け、行政職員と民間金融機関等との意見交換会の開催等に取組む。
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若手職員による取組

若手プロジェクトチームによる地域連携の取組
～積極的に地域に飛び出し、新しい発見・出会いに啓発され、地域にも貢献しよう～

中国財務局及び
松江財務事務所

 中国財務局では、地域のために何かしてみたい!という若手職員が集結し、｢若手プロジェクトチーム｣(以下、若手PT)を結成。
 若手PTは、各地域において、地域活性化に取り組む方々への訪問によるネットワークの拡大・強化、情報の横展開による地域課題解決のサポートなど様々
な取組を実施。
 若手PTは、今後も積極的に地域へ出向き、地域の方々との連携を広げながら地域の取組を支援。

２．これまでの取組の成果等

１．成果事例の概要等

財政についてもっと身近に考えるきっかけに!

中国財務局(本局)若手PTの取組
○ ひろしまジン大学で連携授業を開催
広島市およびその周辺都市・地域を舞台として、広く一般市民に対し
｢地域密着型の生涯学習｣や｢新しい地域コミュニティづくり｣を実践する
｢NPO法人ひろしまジン大学｣を、若手PTが訪問。
同大学が実施している生涯学習において、若手PTメンバーが講師と
なって財政に関する授業を実施。
○ 開催概要(平成29年3月12日開催)
参加者：17名
テーマ：｢財政｣ってなんですか？～財務局の
若手と考える、日本のこれから～

参加者の声

・財政について身近に考えるきっかけになった。
・今後も国債や社会保障について、より詳しい授業を行って欲しい。

更なるネットワークの拡大・情報の横展開!

同大学の声

国の機関による授業の機会があまり無いため、参加者の良い刺激になる!

松江財務事務所若手PTの取組
○ 27年度に連携を開始した取組の継続的なフォローアップ
【玉造温泉との連携】
藤田店長とPT女性職員
・｢再生フェーズ｣から｢更なる発展フェーズ｣に向け
た観光協会の新たな取組についてヒアリング。
・まちづくり会社｢㈱玉造温泉まちデコ｣の女性職員
が運営するコスメ店｢姫ラボ｣の藤田店長と、PT女性
職員とで、コスメ販売による温泉街PR策や女性活躍
を実現する職場の取組等について意見交換を実施。
【てごねっと石見との連携】
・江津市等への移住・創業を支援するNPO法人｢て
ごねっと石見｣と連携し、同地域の地域活性化の取
組状況をヒアリング。

○ ひろしまジン大学との連携授業では、国の財政についての講義に続き、｢税金と社会
保障のバランス｣をテーマに若手PTメンバーも加わり、少人数での
グループワークを実施し、活発な意見交換が行われた。

江津市ビジネス
コンテスト「Go-Con2016」

○ 28年度からの新たな連携取組(6次産業化の取組状況の把握)
・島根県と連携し、6次産業化に取り組む地域(奥出雲町)を訪問。

○ 玉造温泉は、住民一体での地域づくりが評価され、2016温泉総選
挙グランプリ(環境大臣賞)を受賞したほか、学生向けの新たな取組の
成果として2017年若者旅行先人気上昇ランキング全国1位を獲得。
当事務所は、成果を上げている同温泉の先駆的な取り組みを他温泉
の参考事例として雑誌メディアとも連携しながら、全国に情報展開。
○ 当事務所が後援する江津市ビジネスコンテスト(てごねっと石見が
共催)の優勝者等を訪ね、地域活性化の取組・課題を聞き取り、全財務
局で情報共有。

奥出雲町

横展開！
川本町

○ エゴマ搾油機の更新財源が課題となっている川本町に対し、奥出雲
町における補助金の活用事例を横展開! (写真)

３．今後の課題と中国財務局等の対応
≪今後の課題≫
○ 地域とのネットワークの強化・拡大を図るためには職員が積極的に地域の生の声に触れる機
会を作り、既存先との関係深耕や、新規開拓先から得た情報を横展開していくこと等が重要。
≪今後の対応≫
○ 今後も、若手PTでは地域に積極的に飛び出し、通常業務だけでは経験できない新たな発見・
出会いを求め、啓発を受けるというスタンスの下で、地域で直面する様々な課題の解決に向け
て、既存の形にとらわれない、新しい地域貢献の取組を目指す。
組織内の常識に捕らわれすぎないよう、まずは地域に出向いて外の人の声に触れながら、
若手ならではのネットワークの拡大を目指していきます!
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鳥取県中部地震による災害への対応

災害対応

中国財務局及び
鳥取財務事務所

 平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震(最大震度6弱)により、鳥取県倉吉市周辺地区で大きな被害が発生。
 中国財務局及び鳥取財務事務所では、鳥取県などと連携し、被災地の復旧、復興に向けて次の対応を行った。
・ 迅速な災害査定立会の開始
・ 金融機関に対し金融上の措置を要請
・ 財政融資資金による融資
・ 地方公共団体が行う罹災証明書発行業務応援のため職員を派遣
・ 利用可能な国有財産の情報提供及び国家公務員宿舎を被災者向け住宅として提供
◆ 今後も、災害発生時に速やかな対応がとれるよう地方公共団体と連携を強化していくとともに、災害対応業務の応援が可能な人員を養成していく。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

※鳥取県下の被害状況(同県ホームページより)
住宅被害：全壊17棟、半壊280棟、一部破損14,461棟
農林水産業施設被害(農地・農道)：180箇所
公共土木施設被害：計127箇所
ピーク時避難者数：2,980人
(平成29年2月27日時点)
観光地

○ 被災者への金融上の措置(預金払戻しや保険金請求における被災者の状況に応じた弾力的、
迅速な対応)を金融機関等へ要請。被災団体(倉吉市、湯梨浜町、北栄町)の広報誌へ｢自然
災害による被災者の債務整理に関するガイドライン｣(注1)の案内を掲載。
(注1)自然災害の影響によって、既往債務の弁済が困難となった個人の被災者が、法的な倒産手
続による不利益を回避しつつ、債務免除を受けることを可能とすることを定めた民間の自主
的なルール(平成28年4月より適用開始)。

○ 地方公共団体が行う罹災証明書発行業務応援のため、北栄町及び倉吉市へ職員を派遣。
○ 被災した地方公共団体を慰問するとともに、財政融資資金(災害つなぎ資金や災害復旧事
業)の活用を案内。
○ 同県が被災者向け住宅を募集し、国家公務員宿舎2戸に被災者が入居。入居に際し、当該
宿舎を所管する官署に使用許可手続き等の対応を要請。

災害救助法
適用地域

公共施設

道路

住宅

○ 迅速な災害査定立会を開始(28年12月12日より)。地元マスメディアも複
数報道(テレビ2社、新聞5社)。
○ 職員有志によるボランティア活動への参加。
当局では災害発生時の迅速な対応に備えた取組として、被災宅地危
険度判定士(注2) に当局職員17名が登録(28年11月22日)。
(注2) 被災した市町村又は都道府県の要請により、宅地の2次災害の危険
度を判定する土木、建築等の技術者のこと。

被害状況の調査

(写真提供：倉吉市)
職員派遣

利用可能な国有
財産の提供

金融上の措置
要請

迅速な
災害査定立会
財政融資資金
の融資

地方公共団体との連携

３．今後の課題と中国財務局等の対応
≪今後の課題≫
○ 今後も災害に備え、地方公共団体や関係機関との連携を強化するとともに、被災地復興に向
けた地元ニーズを把握していくことが課題。
≪中国財務局の今後の対応≫
○ 財政融資資金の融資により、地方公共団体の復旧活動を財政的に支援していく。
○ 災害査定立会官、被災宅地危険度判定士等、災害対応業務の応援が可能な人員を引き続き
養成していく。
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国公有財産の最適利用によるまちづくり

国有財産

中国財務局及び
山口財務事務所

～宇部市新市庁舎への隣接税務署の入居・合築～

 宇部市では、同市庁舎の建替にあたり、隣接する宇部税務署との一体的な整備を要望。
 一体的な整備は、建設・建替時期の相違により連携困難と考えられていたが、中国財務局が総合調整役となって、同市、広島国税局と検討を進めた結果、
新市庁舎への税務署の入居・合築について、平成28年4月に基本合意。28年6月には国と同市で連絡会を設置し、協議を重ねている。
 当該事案は、国公有財産の最適利用を図ることにより、施設利用者の利便性の向上や、同市のまちづくりに大きく貢献するものである。

２．これまでの取組の成果等

１．成果事例の概要等
○事案の経緯

○ 市庁舎の建設時期と税務署の建替時期が整合しておらず、一体的整備

平成26年10月 宇部市が中国財務局に、市役所と税務署の合築を要望
⇒以降、当局が国の窓口となり同市と協議開始
27年 3月 市庁舎建替の基本構想発表
28年 4月 新市庁舎への税務署入居について基本合意
28年 6月 新市庁舎と税務署との合築にかかる連絡会を設置
28年 8月 市庁舎建設の基本計画を策定
29年 1月 市庁舎建設設計業者を選定
29年 1月 連絡会を開催し、税務署入居条件等を協議

は連携困難と考えられていた事案であったが、同市が一体的整備に強い意
向を示したことから当局が総合調整役となり、双方の利用計画や入居条件
等を整理し調整を図ったことにより、合意形成に至った。
○ 当局は、市庁舎建設設計業者選定委員として業者選定にも関与し、今
後、当該業者も含めて協議を実施予定。
市の要望

宇部市

広島国税局
総合調整

市の要望

中国財務局

【宇部市役所建替ｽｹｼﾞｭｰﾙ】
28年度 基本計画策定(28年度～30年度基本設計・実施設計)
33年度 (市制100周年) 竣工予定

宇部市役所・宇部税務署の現況図
宇部税務署
3,330㎡

宇部市
駐車場
3,968㎡

新市庁舎・
イベント広場
等整備

新市庁舎への税務署の入居・合築による効果
○ 税務署が市庁舎へ入居することにより、国税・市税の諸手続きなどがワン
ストップで可能となり、施設利用者の利便性が向上するとともに、駐車場や
会議室等を共用することで、施設の有効利用を図り、整備費を軽減。
○ 税務署敷地と一体的に利用することにより、隣接の真締川公園とつなが
りを持った環境整備や、正面の常盤通りの統一した景観形成が可能となる
ほか、市民憩いの場や賑わい創出のイベント広場等として活用することも
可能となるため、同市のまちづくりや市街地活性化に大きく貢献。

３．今後の中国財務局等の対応
宇部市役所
現庁舎
6,827㎡

○ 今後、新市庁舎の面積・配置等が決定される過程において、税務署の面積・
配置等の調整を行う必要があり、円滑な整備に向けて、引き続き、総合調整の
役割を果たしていくこととする。
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国有財産

国の庁舎跡地(土地・建物)を｢子育て施設｣として活用
～「ニッポン一億総活躍プラン」に掲げる子育て世帯への支援に向けた取組～

中国財務局
山口財務事務所

 ｢ニッポン一億総活躍プラン｣(平成28年6月2日閣議決定)において、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を実施する｢子育て世代包括支援センター｣
を市町村が設置することを法定化することが盛り込まれた。
 これを受けて、山陽小野田市と山口財務事務所が連携して、用途廃止された国の庁舎(旧小野田労働基準監督署)を子育て世代包括支援センター機能を有
する｢子育て総合支援センター｣として有効活用することとし、売買契約の締結に至った。
 当該事業の整備・運営においては、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)も活用。

１．山陽小野田市の取組の概要等
○ 山陽小野田市では、平成28年１月に策定した｢山
陽小野田市子育て総合支援センター基本構想｣で、
妊娠期から子育て期までの相談支援のワンストップ
化を図る機能のほか、子供が様々な体験や活動に
参加し、安全に過ごすことができる居場所づくりや保
護者同士の交流を図ることができる総合的な支援セ
ンター(子育て総合支援センター)の設置を計画。
更に、当該事業を｢山陽小野田市まち・ひと・しごと
創生総合戦略｣にも盛り込み、安心して子育てが出来
る環境づくりを推進。

２．これまでの取組の成果等
○ 平成28年1月に、同市から相談を受けた山口財務事務所では、旧小野田労働基準監督署を同市へ売却するこ
とを検討。
○ 検討の結果、｢子育て支援｣という政策にマッチする施設でもあることから、同市に協力し売却することを決定。旧
小野田労働基準監督署は、同月に実施した一般競争入札で不落となり、先着順売却に向けた手続きをとっていた
が、この手続きを中断し、同市と必要な連携を図りながら、28年10月に売買契約を締結。
○ 同市では、30年4月の同センター開設に向け取り組んでいる。
・国の庁舎(土地・建物)をそのままの状態で｢子育て総合支援センター｣として活用する事例は全国的にも先駆
的なもの。
・当該整備・運営事業には、企業版ふるさと納税を活用。民間企業・山陽小野田市・国の三者の協力により実現
した取組。

○ 同市は、｢ニッポン一億総活躍プラン｣の閣議決定
を受け、同計画の実行を加速化。

子育て総合支援センター
予定地(旧小野田労働基
準監督署)

○ 組織再編により21年に用途廃止された旧小野田労
働基準監督署は、築15年で耐震化も図られており、そ
のままの状態で十分利用可能であることから、同市は、
これを有効活用することで、 ｢子育て総合支援セン
ター｣を低コストかつ早期に開所可能と判断。

山陽小野田市長と山口
財務事務所長が、引き
続き連携していくことを
約束

○ 同市は、同センターの整備・運営に地方創生応援
税制(企業版ふるさと納税)を活用(28年8月認定)。

３．今後の課題と山口財務事務所の対応
≪旧小野田労働基準監督署の概要≫
所在地：山口県山陽小野田市揥山一丁目
1723番19
土 地：1,499.99㎡ 建物：延950.23㎡
平成12年10月建築(RC造2階建)

≪今後の課題≫
・子育て総合支援センターを早期に運用開始し、子育てに対する不安解消や子どもを産みたいと思える環境を整備
し、最終的に出生率の増加や子育て世代の流入に繋げていく必要がある。
≪山口財務事務所の今後の対応≫
・国の施策を踏まえながら地域のニーズを把握していくとともに、国有財産に関する情報を提供し、地域における国
有財産の有効活用を推進していく。
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租税教室との連携授業・財政教育プログラムの公立校への展開
～若年層への社会保障と税の一体改革広報の取組～

中国財務局及び
管内財務事務所

 中国財務局管内5県(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)では、これまで、小学生から大学生をターゲットに、若年層に対する財政教育を通じ、社
会保障と税の一体改革広報活動を積極的に展開してきたが、平成28年度は広島国税局・税務署と協働し、租税教室との連携授業を実施。
 29年2月8日には、山口大学附属山口小学校において、国税庁が推進する｢租税教室｣と財務局が実施する｢財政教育プログラム｣を一つのパッケージとし
て行う連携授業を全国初の取組として実施。
 財政教育プログラムを多くの学校に展開するために、予算編成シミュレーションでICT環境を必要としない予算ボードゲーム教材を開発し、全国に展開。また、
これまで国立大学附属学校中心に実施していた財政教育プログラムを、全国で初めて公立中学校において開催。

１.成果事例の概要
国税局との連携
○ 中国財務局では、広島国税局に対し、若年層向けに実施している租
税教育と、当局で実施する財政教育との連携を提案。租税教育推進協
議会への加盟を視野に、局・各事務所において、各税務署と協働し、
租税教室との連携授業を実施。

２．これまでの取組の成果等
租税教室との連携授業に対する教育関係者の感想
•歳入と歳出を同時にやるということは、非常に意義があることだと感じた。
•生徒が税と財政が一体のものと捉えることが出来れば授業として成功。
当局開発の予算ボードゲーム教材に対する教育関係者の感想

○ 事前準備として、講師能力向上のため、職員が租税教室を見学した
ほか、講師養成研修も受講。また、授業展開やレジュメの確認を行う
ため若手職員を生徒に見立てた模擬授業も実施。

•お金を目に見える形で増減させる予算ボードゲーム教材の方が生徒に合っている。
•手を動かす作業を取り入れており、生徒たちの興味・関心が持続する。

○ 租税教室との連携では、当局職員が財政を所管する部署の職員とし
て講師を務め、財政に関する授業を実施。

授業を受けた生徒たちの感想
•日本の将来は、自分たちにかかっていることを学んだ。
•様々なことを考えながら予算を組み立てるのは、とても大変だ。
租税教室との連携授業、財政教育プログラムの実績

○ 特に、山口財務事務所では、山口税務署と連携し
て、全国で初めて｢租税教室｣と｢財政教育プログラ
ム｣を一つのパッケージとして行う連携授業を山口大
学附属山口小学校において、実施(平成29年2月8
日)。地元新聞やテレビ局に取り上げられた。
予算ボードゲームの開発
○ これまで財政教育プログラムでは、タブレット端末を使用した予算編
成シミュレーションを行っていたが、学校側にICT環境が整備されてい
ない場合、実施が困難だった。このため、ICT環境
を必要としないボードゲーム式の教材を当局が開
発。現在、全国で活用されている。
また、教育委員会などに対し積極的に広報活
動を行った結果、全国で初めて公立中学校(呉
市立横路中学校(平成28年12月12日))で、財政
教育プログラムを実施。引き続き、岡山市立
予算ボードゲーム教材
操南中学校でも同プログラムを実施
を使ったグループワーク
(28年12月20日)。

学校名
鳥取市立瑞穂小学校
鳥取市立浜村小学校
小
学 鳥取市立稲葉山小学校
校 山口大学附属山口小学校
島根大学附属小学校

実施年月 開催形態
H28/11 租税教室
H28/12 租税教室
H28/12 租税教室
租税教室＋
H29/2
財政教育P
H29/2 財政教育P

中
学
校
高
校

学校名
実施年月 開催形態
広島大学附属三原中学校 H28/12 財政教育P
呉市立横路中学校
H28/12 財政教育P
岡山市立操南中学校
H28/12 財政教育P
松江市立第三中学校
H29/2 租税教室
広島県立安芸高校
H28/12 租税教室
鳥取県立鳥取湖陵高校
H29/1 租税教室
山口県立山口高校
H29/3 租税教室

３．今後の課題と中国財務局等の対応
≪今後の課題≫
○ 継続的な広報活動と新規連携先の開拓により、国の財政状況について多くの方に知って
もらうことが課題。また、多くの授業を実施するためには、講師充実の必要もあり、若手職員
を対象とした講師養成等に取り組む必要がある。
≪中国財務局の今後の対応≫
○ 今後も授業実施を教育関係者に広く呼びかけるため、教育委員会や社会科教諭が集まる
研究会などの機会を捉えて、国税局と協働で広報活動を行うなど、積極的に当局の取組を
紹介し、講師養成にも取り組むことで、授業の継続確保を目指す。
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女性層に対する社会保障と税の一体改革広報の取組
～女性の視点から日本の財政を考え、これからの日本のあり方について議論する～

中国財務局及び
山口財務事務所

 中国財務局では、選挙権年齢の18歳以上への引下げや女性活躍推進法の施行など社会情勢が変化している中、より一層、女性層や若年層に対する情
報発信を行うことが重要と考え、啓蒙を意識した広報活動に取り組んでいる。
 持続可能な財政や社会保障改革の推進について、様々な立場にある女性に、理解を深めていただくきっかけとするため、女性財務行政モニターや安田女
子大学の学生との意見交換会、「女性の集い」を平成28年5月26日に開催。
 子育て層向けには、東尾道子育て支援センターと連携し、説明資料を紙芝居風にアレンジした「子育てママ向けファイナンス講座」を29年1月27日に初めて
開催。今後も子育て支援センターとの連携を模索し、女性層への社会保障と税の一体改革広報へ取り組む。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 女性活躍の時代ともいわれる中、持続可能な財政や社会保障改革の推
進について、様々な立場にある女性に、理解を深めていただくきっかけと
するため、意見交換会｢女性の集い｣を平成28年5月26日に開催。

○ 女性の集いでは、学生から、｢税制を見直し、社会保障制度の維持・安定化が必要だ｣と
する意見が多かったほか、｢子ども、子育てのために国が支援してくれることは、これからの
私たちの世代にとってありがたいことであり、子供を産むか迷っている女性のためにもなる｣､
｢消費税の使い道を『視える化』させることで、日本の財政を国民にもっと理解してもらうこと
が重要｣といった意見があった。

○ 当集いには、当局が寄附講座を行っている安田女子大学から14名の学
生と現代ビジネス学科長が参加したほか、財務行政モニターである広島商
工会議所女性会会長や女性経営者など有識者が参加。
○ 意見交換では、課題を｢①財政の
現状に対する感想②財政を見直す
にあたって、重要だと思う歳出項目
とその理由｣、｢今後の子ども・子育て
支援策について｣の2つに絞り、参加
予定の学生には、当局職員が事前
講義を行った結果、活発な意見交換
が行われた。
○ 29年1月27日、東尾道子育て支援
センターと連携し、センターに遊びに
来た親子に対し、子どもと遊びなが
らでも気軽に聞けるよう、子育て世
代向けのマネープランと国の財政の
資料を紙芝居風にアレンジした｢子
育てママ向けファイナンス講座｣を
中国地方で初めて開催した。
○ 山口財務事務所では、29年2月23日、やまぐち子育て福祉総合セン
ターと連携し、保育者・子育て支援者向け専門研修の講義として、保育
士等55名に対し、社会保障と税の一体改革広報を実施。

女性の集いに参加して有意義でしたか？

○ 女性有識者からは、｢高齢者が若い人に迷惑をか
けないように、体調を整え、働けるうちは働き、年金
だけに頼らず、自分の生活を自分で確保することが
大事｣との意見のほか、｢国や地方公共団体が女性
の活躍を支援する流れがあるので、女性の選択肢が
広がって良かった｣といった意見もあった。
○ 同席した学科長からは｢学生たちにとっても、とても有意義だった。また開催して欲しい｣
との要望が寄せられた。
○ 当集いについては、同大学のホームページでも紹介され、｢このような機会を提供していた
だいた中国財務局に厚く感謝いたします｣と締めくくられている。また、参加した女性有識者
のSNS(Facebook)でも、活発な意見交換の様子が情報発信されている。
○ 東尾道子育て支援センターで開催した｢子育てママ向けのファイナンス講座｣の参加者
からは、｢紙芝居風の国の財政の説明は、分かりやすい｣と好評だった。

３．今後の課題と中国財務局等の対応
≪今後の課題≫
○ 女性層は少人数での活動が多く、組織だった所属団体も少ないことから、連携先の開拓
が課題。
≪中国財務局の今後の対応≫
○ 広報活動の裾野拡大のため、子育て支援センター等との連携を模索し、講師派遣の広報
活動の強化を行うとともに、地域連携の深化・拡大に努める。
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８．四国財務局
地方公共団体と金融機関をつなぐプラットフォーム

～四国経済の活性化・地方創生に向けた取組のサポート～

「若手職員による地方創生フォーラム」で地方創生支援
地元大学との連携による地方創生支援

～企画立案から実行まで全てを若手PTで～

～インターンシップを通じた地域貢献～

若手職員を中心とした広報活動等への取組
国有財産を活用した人口増加や地域の活性化への貢献

～空き家バンク制度への国有財産情報の登録～

局・管内

地方創生支援
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局
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局・高知

地方創生支援

94

局・松山・高知

若手職員による
取組
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局

国有財産
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地方創生支援

地方公共団体と金融機関をつなぐプラットフォーム
～四国経済の活性化・地方創生に向けた取組のサポート～

四国財務局及び
管内財務事務所

 平成26年度より開催している｢四国財務局地域活性化セミナー｣､｢国の補助制度等合同説明会｣をより進化･拡充して開催。
 「各県にて開催してほしい」との出席者からの声に応えるため、28年度は｢四国財務局地域活性化セミナー｣と｢国の補助制度等合同説明会｣を四国4県にて
開催。更に個別相談ブースを設置し、双方向の情報交換の場へと進化。
 政府系金融機関の機能発揮への支援を行うとともに、各省が所管する補助制度等の情報提供の場を提供し、地方公共団体や金融機関と国の出先機関な
どを繋げるハブの役割を担い、地域経済の活性化や地方創生に向けた取組をサポート。

１．成果事例の概要等
○ 平成26年度より｢四国財務局地域活性化セミナー｣､｢国の補助
制度等合同説明会｣を開催。
政府系金融機関や国の出先機関などが一同に会し、地方創生や地域活
性化に関する取組、国の各種補助制度等について説明を行う機会と場を
提供。
｢各機関の取組や補助制度｣と｢地方公共団体や金融機関｣を繋ぐハブの
役割を担うプラットフォームを構築。

○ 28年度は、29年2月から3月に四国4県で開催し、個別相談ブー
スを設置。
｢国の補助制度等合同説明会｣は、本局(高松)1か所開催から四国4県に
開催場所を拡げ、これまで別々に開催していた｢四国財務局地域活性化セ
ミナー｣と｢国の補助制度等合同説明会｣を同日開催とし、参加者の利便性
向上を図った。
更に具体的な要望や各種施策の利活用方法などについて、相談や意見
照会ができる個別相談ブースを設置。
従来の講義形式の説明だけでなく、双方向の情報交換の場へと進化。
・四国財務局地域活性化セミナー
政府系金融機関(日本政策投資銀行や
日本政策金融公庫)より｢地域活性化｣や
｢地方創生｣に関する取組について説明。
また、まち･ひと･しごと創生本部から
｢地方創生の最近の動き｣について説明。
・国の補助制度等合同説明会
まず財務省主計局より｢平成29年度予算のポイントと財政の課題｣につい
て説明。その後、国の出先機関(総務省、四国経済産業局、中国四国農政
局、四国地方整備局、四国運輸局、労働局）などから、地方公共団体や金
融機関等に対し、各種補助制度･施策をワンストップで周知。

２．これまでの取組の成果等
○

四国4県での開催へと拡充
国の補助制度等合同説明会は、これまで高松1か所のみでの開催であったが、昨年の事後ア
ンケートなどの中で、 「各県にて開催してほしい」との意見が多くあったことから、参加者の利便
性向上を図るため、四国4県での開催とした。その結果、アンケートでは、各県で開催としたこと
を評価する声がほぼ100％であった。

○ ネットワークの拡大(説明機関の充実）
新たに｢日本政策金融公庫｣、｢厚生労働省労働局｣、｢（公財）日本生産性本部｣、｢四国運輸
局｣、｢徳島県信用保証協会｣を説明機関に迎え、ネットワークをより拡大させた。

○ 個別相談ブースを設置
アンケートの結果、ほぼ100％の方が個別相談ブース
を設置したことを評価。
また、参加者より相談を事前受付し、当局より各機関
へ質問をつないでおくことで、説明会の当日は、より深
度ある意見交換となるようサポートし、主催者としての当
局の機能も強化。単なる｢場の提供者｣に留まらず｢ファ
シリテータ」としての役割を担った。

個別相談ブースの模様

参加者のニーズにあった情報提供が行われる場、参加者にとって有益な開催形態へと進化
し続けていくことが重要。

３．今後の課題と四国財務局等の対応
≪今後の課題≫
○ 参加者からのアンケートの結果、9割以上の方が評価。今後、個別相談ブースの更なる活
用など、いかに参加者のニーズに応じた内容・開催形態へと拡充していくか、まずは参加者
のニーズを把握することが課題。
≪四国財務局・財務事務所の今後の対応≫
○ 今後も、首長訪問や金融機関へのヒアリング、若手ＰＴの活動を通じて、地方公共団体や金
融機関のニーズを把握し、そこでの情報を蓄積していく。
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「若手職員による地方創生フォーラム」で地方創生支援
～企画立案から実行まで全てを若手PTで～

四国財務局

プロジェクトチーム

 四国財務局では、若手職員が平成27年9月に｢地方創生支援のための若手PT｣(以下｢若手PT｣)を立ち上げ。若手職員16名で活動中。
 地方公共団体からの要望に応えるべく、若手PTが企画立案から実行まで全てを行い、28年12月に｢国県市町連携 若手職員による地方創生フォーラム
ｉｎ Ｋａｇａｗａ｣を開催。香川県内の地方公共団体の若手職員が一堂に会し、白熱した議論を行うなど、連携を構築。
 当該フォーラムを起点とし、県・市職員との間で観光振興に向けた新たな企画が生まれるなど地域連携・地方創生支援につながっている。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 地方公共団体の若手職員とのプラットフォームを構築

○ 参加者の満足度向上を追求したプログラムを構成
フォーラム開催にあたっては、まず、当局の若手PTがフォーラム
開催の趣旨と目的を説明。続く、基調講演では、中央省庁から香

平成28年12月15日、香川県内の地方
公共団体の若手職員が一堂に会する

川県に出向している者に地方創生の重要性を説明していただくと

｢国県市町連携 若手職員による地方
創生フォーラム ｉｎ Ｋａｇａｗａ｣を開催

ともに、招待講演では、既存の枠にとらわれない公務員の活動を知

（参加者60名）。

り、地方創生を｢自分ごと」にすることの重要性を学べる構成にした。

同フォーラムは、当局若手PT（地方創生支援のための若手PT）が
訪問した地方公共団体の若手職員から、｢他の地方公共団体と横の
つながりができないか｣、｢地方創生について本音で語り合いたいが機
会がない｣といった声を聞いたことから、それらを実現できる場を創り
たいとの思いで企画したもの。

また、出席者が「若者の移住定住の促進」をテーマにワークショップ

○ フォーラムの企画立案から実行まで全てを若手PTが実施
フォーラムの開催にあたっては、参加

を実施。出席者が参加できる意見交換の場を提供した。

○ フォーラムで新たなつながりができ、更に新たな地域活性化のための企画も
当局の職員や地方公共団体等の職員
間でＳＮＳを通して「つながり」ができ、
新たなネットワークが構築

フォーラムを起点とし、県・市職員との間で観
光振興に向けた新たな企画が生まれたほか、
当局が地方公共団体からの依頼を受け、地
域活性化策の提案をする場も

者の満足度向上を徹底的に追求。
プログラムの構成の検討、講師の選定
及び講演依頼、参加者募集、報道機関へ
の情報提供、フォーラム当日の運営など、

３．今後の課題と四国財務局等の対応
フォーラムの開催に向けて熱心に
議論を重ねる若手PTメンバー

フォ－ラムの企画・立案から実行まで全てを若手ＰＴが実施。
若手PTが思い描く｢理想的なフォーラム｣を自分たちの手で開催

≪今後の課題≫
○ 真の連携はこれから 。フォーラムで生まれた｢つながり｣を大切に
持続的な関係性を築き、地方創生につなげていくことが重要。
≪四国財務局及び管内財務事務所の今後の対応≫
○ フォーラムを起点として生まれた企画がより地域活性化に寄与する
ものとなるよう若手PTが支援できれば。一過性にせず、互恵を目指した取組を行っていく。
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地元大学との連携による地方創生支援

地方創生支援

～インターンシップを通じた地域貢献～

四国財務局及び
高知財務事務所

 管内大学においては、地域を支える人材の育成や地元への学生の就職率アップに向けて ｢地方創生推進事業｣を推進しており、その一環として、インターン
シップ制度を採り入れ、実践しているところ。
 四国財務局では、従前から講師派遣等を通じて地元大学との連携推進を図っているところであるが、更なる連携強化と地方創生に向けた取組を支援するこ
とを目的に、当局初の試みとして地元2大学(香川大学、高知大学)から実習生を受入。
 インターンシップに参加した学生からの反応は極めて良好。また、インターンシップの実施を契機に大学との連携を更に深め、平成29年4月から香川大学にお
いて寄附講座を実施することが決定。今後も、管内大学との連携を図りながら取組を継続していく。

１．成果事例の概要等
○ 香川大学インターンシップ in四国財務局

２．これまでの取組の成果等
平成28年9月12日～16日(5日間)

香川大学においては、地方創生推進事業の一環として、地域密着型イン
ターンシップを実施。
当局は、地方創生推進事業への協力とともに、大学との連携強化、学生
に財務局の業務に関心を持ってもらうといった観点から、同大学と協議を
重ねた結果、3名の実習生の受入が実現。
インターンシップでは、財務局と地域との関わり
について深く関心を持ってもらうため、災害査定
や国有財産の管理処分に係る現地実習、 経済
調査ヒアリングへの同行、地方創生支援に向けて
活動している若手PTとのグループワークなど、体
験型・参加型の実習を随所に採り入れて実施。
災害査定現地実習の模様

○ 高知大学インターンシップ in高知財務事務所
高知大学においては、高知を愛し地域を支える｢地
方創生推進士｣を育成する教育プログラムを整備し、
その一環として、社長インターンシップ(地域の経営者
に密着)を実施。
当所は、同プログラムへの協力によって、大学との
連携強化と同時に、学生に財務局・財務事務所の活
動を広報し、関心を持ってもらうといった観点から、
｢高知財務事務所長１weekインターンシップ｣として
募集を行い、4名の実習生の受入が実現。

○ また、地方創生支援に向けて活動している若手PTメン
バーとのグループワークを通じて、地方創生に関する理解を深
めるなど、大学が求める地方創生の人材育成にも寄与。
○ インターンシップの実施を契機として大学との連携を更に深
め、平成29年4月から香川大学での寄附講座を開講すること
が決定。
講座名：地域財務金融行政 全15回
対象学部：法学部及び経済学部の3回生以上

若手PTとのグループワークの模様

29年2月13日～17日(5日間)

学生は地域の将来を担う重要な人財。財務局・財務事務所としても大学が進める人材育成
に貢献し、地方創生に向けた取組に積極的に協力していくことが重要

３．今後の課題と四国財務局等の対応

高知大学の募集パンフレット

社長インターンシップの趣旨を踏まえ、同所所
長が実施する企業訪問や現地視察に随行させる
など、実際の所長業務に１週間密着した実習に
より、まさに所長を体験。
企業訪問の模様

○ 講義形式の説明だけではなく、実際の災害現場での模擬査定、経済調査ヒアリングへの同
行などの体験型の実習や、グループワークなどの参加型の実習、更には所長業務に密着した
実習(高知)を採り入れたことで、参加した学生からは、｢地域における財務局・財務事務所の役
割について理解が深まった｣、｢トップの考えや業務への姿勢が直接学べて有益であった｣といっ
た声が聞かれるなど、反応は極めて良好。

≪今後の課題≫
○ 大学が求める人材の育成に寄与していくためにも、今後とも大学及び学生のニーズに応じ
た実習内容の充実が必要。
○ 大学の求めと学生の要望のミスマッチの解消(多くの学生はリクルート活動、就業体験の一
環として期待しており、大学の掲げる理想とは、若干かい離している。)。
≪四国財務局・財務事務所の今後の対応≫
○ 今後も、地元各大学と連携を深めるとともに、地方創生支援の観点から大学が進める取組
に積極的に協力していく。
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９．九州財務局
熊本地震からの復旧・復興を支えるための地域金融・経済フォーラム
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地方創生支援
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局

災害対応
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局

災害対応
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局・管内

災害対応
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局

財政
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局

国有財産
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鹿児島県警察本部及び生命保険協会鹿児島県協会との協定締結 ～うそ電話詐欺等犯罪の被害発生防止に関する取組の強化～

鹿児島

金融

104

広報サポート・スタッフ制度創設と地域のニーズに応じた広報の実施

局・管内

広報相談
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熊本地震における九州財務局の緊急対応

～被災者支援、地方公共団体等に対する支援・職員派遣等～

熊本地震における九州財務局（金融部門）の緊急対応

～二重ローン問題解決に向けた対応を中心に～

熊本地震における九州財務局（国有財産部門）の緊急対応
主務省及び地方公共団体との連携

～金融面から地域の再建・再生、創造的復興の動きをサポート～

～未利用国有財産・国家公務員宿舎等の一時貸付・無償提供等～

～平成28年熊本地震等における災害査定立会業務の対応について～

国有財産を活用した震災復興への貢献

～熊本地震により被災した市民病院の移転再建への活用～

～若手職員・女性職員の広報スタッフの育成と実践～
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熊本地震からの復旧・復興を支えるための地域金融・経済フォーラム

地方創生支援

～金融面から地域の再建・再生、創造的復興の動きをサポート～

九州財務局

 九州財務局では、熊本地震から半年以上が経過し、緊急的・応急的な復旧から本格的な復興段階へ移行しつつある中、被災者の生活再建や中小企業等の
本格的な事業の再建・再生を金融面からサポートし、地域経済の創造的な復興と成長に寄与するため、地域金融に携わる関係者が一堂に会し、｢熊本地震から
の復旧・復興を支えるための地域金融・経済フォーラム｣を開催（第1回：平成28年12月19日、第2回：29年3月14日）。
 フォーラムには、熊本県をはじめとする地方公共団体や各種経済団体のほか、同県内に本店を置く地域金融機関や都市銀行、日銀、政府系金融機関、 ㈱Ｒ
ＥＶＩＣ、信用保証協会等計26機関が参加。

２．これまでの取組の成果等

１．成果事例の概要等
【開催に至った経緯】
○ 被災地域の復興に向けた動きの中で、被災者の生活再建や中小企業
等の本格的な事業の再建・再生は急務であり、その際、各種政策と相
まって、金融面における適切かつ十分な支援が重要と判断。
○ 引き続き、被災者等に対する強力な金融支援の提供が着実に行われ、
地域経済の創造的復興と成長につなげていくためにも、地域金融に携わ
る関係者が金融支援の現状や課題等について一層の理解を深め、意見
交換を行うことにより、地域への情報発信並びに将来へ向けた安心感の
醸成に資することを目的として開催。
【参加者】
○ 地方公共団体（熊本県、熊本市、
宇土市）、経済団体、金融機関等
から26機関・31名（含む当局）が
参加（第2回は23機関・30名）。
【概要】
○ フォーラムでは、冒頭、有識者
による基調講演を実施。

㈱日本人材機構
小城社長

形成し、熊本地震か
らの創造的復興に向
けて歩んでいこうと
いった趣旨のフォーラ
ムをコーディネートした
ことを評価する。」との
声が寄せられました。

熊本県 小野副知事

参加者による発表の模様

熊本県立大学
五百旗頭理事長

【フォーラムにおける主な意見】
○ グループ補助金制度は共助を前面に出しながら、自助を促し、公助で補う有効な制度。
○ 倒産は低水準で推移しているが、休廃業・解散は増加傾向にある。
○ 東日本大震災ではグループ補助金で復旧した事業者の約55％が被災前の売上に回復しておら
ず、販路確保・開拓、人材確保・育成が大きな経営課題。
○ 高齢者の住まい再建に関し、自立意欲のある高齢者に対する資金対応をお願いしたい。
○ 被災企業は、人手不足や資材高騰による復旧費用の増加に悩んでいる。
○ 中小事業者の事業再建について、経営計画の見直しに際して金融機関のノウハウを活かし、
コンサルティングに入ってもらいたい。
参加者からは「当局
○ 開業支援、創業支援にも力を注ぎ、創造的復興のために新たな成長
が金融関係者を中心
としたチームワークを
の芽を発掘し、育成していくことも重要。

★報道によると、震災の後、金融
機関をはじめ地方公共団体、経
済団体が一堂に集まったのは初
めて。

【第1回】 熊本県立大学 五百旗頭 真理事長 「災害と安全保障」
【第2回】 ㈱日本人材機構 小城 武彦社長 「地方創生：「課題」を「希望」にするために」

○ 基調講演に続き、参加者からの報告・発表が行われ、これまでの取組や
課題、対応策等について説明がなされ、県内観光の厳しい状況や被災者
の住まい再建、中小事業者の事業再建に向けた資金面、人手不足の問題
等が報告され、その後、参加者による活発な意見交換が行われた。

肥後銀行 甲斐頭取

宇土市 元松市長

当局 平岡理財部長

九州財務局ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ
『にゃんきゅう』

★創造的な復旧・復興に向けて、参加者が現状と課題について共有し、地域の関係者が一体と
なって取り組んでいく雰囲気が醸成され、地域の将来に向けて明るい展望を示すことができた。
★地元新聞社、テレビ局も取材するなど、地域の関心の高さが窺えた。

３．今後の課題と九州財務局の対応
≪今後の課題≫
○ 中小事業者の事業再建や観光分野の回復等はまだこれからであり、被災した高齢者等の住まい再建や
企業の設備復旧等に向けて人手不足や資材高騰といった課題も顕在化。
○ 中長期的には地域企業の経営力強化のための生産性向上、事業承継等の課題もあり、今後も地域の関
係者が一体となった取組が必要。
○ また、地震からの復旧・復興をイノベーションに結び付け、真の「創造」的復興を実現する上でも地域金融
機関の役割は重要。
≪九州財務局の今後の対応≫
○ 同フォーラムについては、第3回目を平成29年5月に開催予定であり、引き続き、震災からの復旧・復興
に向けた地域金融の取組を推進していくため、総力を挙げて対応。
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災害対応

熊本地震における九州財務局の緊急対応

九州財務局

～被災者支援、地方公共団体等に対する支援・職員派遣等～

 平成28年4月14日の前震発生後、九州財務局では災害現地対策本部を設置し、職員の安否確認を行うとともに、避難者を緊急的に庁舎内へ収容し、庁舎備
蓄品の水・食料・毛布等を提供。4月16日の本震発生後は熊本地方合同庁舎を熊本市の指定避難所として指定を受け、避難者支援を継続（4/16～6/12）。
 また、政府現地対策本部等への協力として、当局職員を支援物資配分等要員や被災地方公共団体への支援要員として派遣するなどの人的支援を最大限実
施。

１.成果事例の概要等
○ 平成28年4月14日21時26分、熊本地方を震源とする地震(前震)が発
生(Ｍ6.5、最大震度7)。九州財務局では速やかに九州財務局災害現地
対策本部を設置(4/14 22:00)するとともに、職員
やその家族の安否確認を実施し、全員の無事を
確認。また、庁舎へ近隣住民の方々が避難され
てきたことから、参集した職員が毛布や食料等
の備蓄品を緊急配布。

２．これまでの取組の成果等
○ 人的支援については、当局の本来業務を継続しつつ、最大限の対応を行うため、幹部職員の
指示のもと、各部が連携して調整を行い、政府現地対策本部へ支援物資配分等要員
(延べ38名）、本部幹部の連絡要員(同166名）を派遣したほか、益城町役場の支援要員(同
186名)、包括連携協定を締結している宇土市への支援物資配分等要員(同15名)、その他
被災地方公共団体への罹災証明発行認定調査要員(同201名）を派遣。

○ 4月16日01時25分、熊本地方を震源とする本
震(Ｍ7.3、最大震度7)が発生。再び多数の避難
地震発生直後の執務室
者が来庁(ピーク時1,000人)。庁舎を熊本市の指定
避難所に指定してもらい、以後、当局職員が市に協力する形で避難者
支援を実施(6/12避難所としては閉鎖、原状回復)。
左から益城町の被災状況、政府現地対策本部の様子、物資の搬出作業を行う当局職員、家屋の被害状況を調査する当局職員

《避難者への庁舎備蓄品の提供等》
○ 地震発生後、登庁可能な職員が緊急参集し、熊本地方合同庁舎に避難
されてきた方々に対し、庁舎食堂の協力を得て、炊き出しを実施したほか、
庁舎備蓄品の水･食料･毛布等を提供。

≪平成28年（2016年）熊本地震の概要≫ 4/25 激甚災害指定 4/28 特定非常災害に指定
(前震) 4月14日(木) 21時26分 M6.5 震源:熊本地方 深さ11㎞ 最大震度7(益城町)
(本震) 4月16日(土) 01時25分 M7.3 震源:熊本地方 深さ12㎞ 最大震度7(益城町、西原村)
(余震) 29年4月18日までに、震度1以上4,300回、うち震度4以上141回 【出典】気象庁
≪主な人的・物的被害≫
(死者) 225名（関連死175名を含む）、(負傷者)重傷1,131名、軽傷1,550名
(住宅) 全壊8,656棟、 半壊33,772棟、 一部破損147,411棟
※人的・物的被害については、熊本地震との関連性が認められた豪雨被害
（6/19～6/25）によるものを含む。

崩落した阿蘇大橋
【出典】
熊本県危機管理防災課「平成28(2016)年
熊本地震等に係る被害状況について」
【第235報】 H29年4月18日発表

３．今後の課題と九州財務局の対応
左から地震発生直後に合同庁舎に避難されてきた方々、備蓄品の物資を搬出する当局職員、
明け方、避難者への炊き出しを行う当局職員

《政府現地対策本部、被災地方公共団体への人的
支援》
○ 他の財務局の応援も得ながら、政府現地対策本
部や被災地方公共団体等(益城町、宇土市等)へ
の協力として、幹部連絡要員、支援物資配分等要
員や罹災証明発行認定調査要員等の人的支援を
実施(6/3までに延べ606名、うち関東局から同8名、
福岡支局から同80名の支援要員)。
益城町避難所対策ＰＴの当局職員

≪今後の課題≫
○ 地震の影響は地域社会・経済の全般に及んでおり、被災者の生活再建や文化財・交通インフラ、
社会・経済活動の復旧・復興に向けた動きを今後も十分に把握していく必要。
≪九州財務局の今後の対応≫
○ 地域における復旧・復興に向けた動きや地域のニーズを的確に把握するとともに、中央への情
報発信並びに地域における様々な取組をサポートするため、関係機関と連携しながら総力を挙
げた対応を行っていく。
★金融面から地域の復旧・復興に向けた取組をサポートすることを目的として、当局主催により
県内の行政、地域金融機関、経済団体等が一堂に会する｢熊本地震からの復旧・復興を支える
ための地域金融・経済フォーラム｣を開催。
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熊本地震における九州財務局（金融部門）の緊急対応
～二重ローン問題解決に向けた対応を中心に～

九州財務局

 九州財務局では、熊本地震の発生後速やかに、熊本県内に店舗を有する金融機関等に対し、金融上の措置の要請を実施。また、二重ローン問題（被災前
からの既往債務が負担になって新規資金調達が困難となる等の問題）解決に向け、平成28年4月から運用開始された住宅ローン等の減額・債務の免除を図
る「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）の初の本格的な適用事案として、普及広報のために取組。
◆

九州財務局では、被災者の生活再建の一助となるよう、ガイドラインの利用が見込まれる方に的確に周知できるよう広報手法を工夫しながら、
関係機関と連携して多様な周知広報活動を展開。

２．これまでの取組の成果等

１．成果事例の概要等
①金融上の措置の要請等
熊本地震による熊本県下への災害救助法適用を受け、平成28年4月15
日、九州財務局長と日銀熊本支店長の連名等により、同県内に店舗を有す
る金融機関等に対し、被災者の被災状況に応じた適時適切な措置を講ずる
よう要請するとともに報道機関、関係団体にも周知要請・依頼。
県内金融機関では、顧客に対し、適宜柔軟な対応を行うとともに、相談窓
口を設けて顧客に対応。

○ 平成27年12月に策定されたガイドラインは、28年4月
1日より適用開始。熊本地震は、ガイドラインが適用
開始された後に起きた最初の自然災害となった。当
局は、東日本大震災での東北財務局の対応等を参
考に、発災直後からガイドラインの周知広報に努め
るとともに、管内金融機関に対しても顧客へのガイド
ラインの周知を要請。

②被災者支援特別行政相談へ参加
熊本行政評価事務所が実施した被災者支
援特別行政相談(熊本市、宇土市、阿蘇市)
に参加し、生活の安定・再建のための金融面
の各種支援策等に関する被災者からの相談
等に対応(28年5～7月)。

③金融機関向け説明会の開催

被災者の相談を受ける当局職員

同県内所在の金融機関等関係者が一堂に会する場として、 28年8月
31日、金融庁と共催で説明会を開催。金融庁西田審議官が「熊本地震か
らの復興に向けて」と題して金融庁の施策等の紹介を行ったほか、石巻商
工信用組合、地域経済活性化支援機構から東日本大震災からの復興へ
の対応等について説明。

④ガイドラインの周知広報
ガイドラインに関し、28年5月より被災地方公共団体等に対して周知広報
を実施(全銀協のポスター掲示、チラシの窓口への備え置き等)。
28年12月19日に益城町の木山仮設
団地にて開催した当局主催の説明会
において、熊本県弁護士会がガイドラ
インの説明を実施したほか、当局職員
から特殊詐欺被害防止に向けた啓発
を実施。
29年2月19日には同弁護士会と共同
で、関係金融機関を含めた無料相談会
を益城町において実施し、約50名が参加
（3/22には熊本市東区で相談会を実施）。
当局職員による住民への説明

○ その結果、29年1月21日に熊本県弁護士会等が主
催したシンポジウムにおいて、ガイドライン策定に携
わり、同シンポジウムで基調講演を行った東京弁護
士会所属の弁護士から、「熊本地震においては、発
生直後から関係機関が連携して周知に取り組んでお
り、周知が浸透している。」旨の評価を受けた。
○ 29年2月以降は被災地方公共団体や公務員宿舎を
無償提供している管財部と連携して当局が作成した
チラシの仮設住宅等へのポスティング等を実施。実施
にあたっては、当局融資課と地方公共団体との既存
ネットワークも活用することにより、被災地方公共団
体との円滑な連携を確保。

当局作成のチラシ

★ガイドラインの更なる周知のため、当局
独自のチラシを策定したほか、テレビＣＭ、
新聞折込、新聞紙面広告を28年2月か
ら3月にかけて実施。

３．今後の課題と九州財務局の対応
≪今後の課題≫
○ 熊本地震からの復興を支援する観点から、ガイドラインの周知広報については、被災者ごと
の被災状況や復旧・復興の進捗状況等を踏まえた取組が必要。
≪九州財務局の今後の対応≫
○ ガイドラインの利用が見込まれる方に対し、国、被災地方公共団体、金融機関、弁護士会等
の支援機関と連携して周知広報を引き続き行っていく。
★国、被災地方公共団体、金融機関、弁護士会等の支援機関が連携して被災者支援に
取り組むことにより、被災地の復興支援に貢献。
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災害対応

熊本地震における九州財務局（国有財産部門）の緊急対応

九州財務局及び
管内財務事務所

～未利用国有財産・国家公務員宿舎等の一時貸付・無償提供等～

◆ 平成28年4月に発生した熊本地震への緊急対応として、応急仮設住宅用地等や被災者の応急的住まいとして提供可能な未利用国有財産、国家公務員
宿舎等の情報を提供。
◆ また、地方公共団体等に対して、被災した庁舎の仮庁舎等として未利用国有財産の一時貸付等を実施したほか、地方公共団体を通じて、国家公務員宿舎
等を被災者の応急的住まいとして無償提供。
 今後も国有地の活用を通じて、地域の復興支援及び被災者支援に取り組んでいく。

１．成果事例の概要等
未利用国有財産の一時貸付等実績

○ 平成28年4月の熊本地震発生を受けて、応急仮設住宅用地やがれき置き場等、被災
者の応急的住まいとして提供可能な未利用国有財産や国家公務員宿舎等について一
元的に取りまとめ、管内4県の防災担当部署を通じて被災地方公共団体に対し情報提供。
併せて、熊本・大分両県の国有財産部局長に対し、各部局所管行政財産の被災地方
公共団体への無償使用許可対応について要請。
○ 被災地方公共団体や社会福祉法人からの利用要望を受けて、
被災者受入住宅や仮庁舎、仮園舎敷地等として未利用国有地・
建物の一時貸付等を実施。
また、市役所庁舎が被災し使用不能となった宇土市に対して、
宇土合同庁舎未利用部分を仮庁舎として使用許可させる調整を
実施。

相手方
山鹿市

用

途

被災者受入住宅
災害ボランティア用駐車場

熊本市

公用車仮駐車場
仮庁舎（庁舎別館被災）

被災した宇土市庁舎

○ 地方公共団体を通じて、国家公務員宿舎及び独立行政法人が所有する職員住宅を
無償提供。当局において被災者の入居支援を実施し、熊本県内では地震発生1ヶ月後
の5月20日から入居開始。≪29年3月末時点：延べ入居戸数138戸、入居中戸数82戸≫
○ 国家公務員合同宿舎に入居中の被災者に対し、必要としている情報等についてアン
ケートを実施。アンケート結果に基づき、宿舎生活に関する情報や生活再建のための各
種情報を提供。
○ 訓練施設が被災した熊本市消防局からの要望を受け、解体予定の国家公務員合同
宿舎（地震により傾斜した東町南住宅3、4、5号棟及び東町北住宅15、16号棟）を実践
的な消防訓練の場として提供。あらゆる災害場面を想定した
消防・救助訓練等に有効に活用された。
また、28年11月に東町南住宅で実施された消防フェアの
開催にも協力し、地域住民への防災啓発に寄与。こうした
当局の協力に対し、熊本市消防局長より感謝状が授与された
（29年3月29日）。
消防フェアの模様
○ 28年12月、当局で開催された財務省の技術担当者会議において、東京大学准教授に
よる「熊本地震と建築物の被害の状況」と題した講演を実施。同県及び熊本市の防災担
当者にも参加を呼びかけ、被害状況等に係る情報を共有。

天草市

仮庁舎（庁舎被災）

熊本県

仮庁舎（出先庁舎被災）

社会福祉法人
合同宿舎に入居中の被災者へ
配布した情報提供のチラシ

仮園舎敷地（保育園被災）
国有地の有効活用を図り、
被災者支援等に取り組
みました。

２．これまでの取組の成果等
★地震発生を受けた未利用国有地等の迅速な情報提供及び一時貸
付等、国家公務員宿舎の無償提供を通じて、被災地方公共団体等や
被災者の支援に貢献。

３．今後の課題と九州財務局等の対応
≪今後の課題≫
○ 熊本地震の教訓を踏まえ、地方公共団体との連携をより一層深める
とともに、災害発生時には、関係先へ迅速かつ適切に情報提供を行う
態勢の充実を図ることが課題。
≪九州財務局及び管内財務事務所の今後の対応≫
○ 熊本地震からの復興に資するよう、引き続き、地方公共団体と連携し
て国有地の有効活用を図るとともに、国家公務員宿舎に入居中の被災
者のフォローアップにも努めていく。
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財

主務省及び地方公共団体との連携

政

九州財務局

～平成28年熊本地震等における災害査定立会業務の対応について～

 平成28年は、4月に発生した未曾有の熊本地震に加え、6～7月の梅雨前線豪雨、9月の台風16号による記録的な大雨と度重なる自然災害に見舞われ、河川、
道路といった公共土木施設や農地･農業用施設のほか、公営住宅、社会福祉施設及び医療施設などの建物についても甚大な被害が発生した。
 九州財務局は、これらの被害からの一日でも早い復旧に向け、主務省及び地方公共団体と緊密な連携をとり、5月26日から災害査定立会に着手。また、7月
最終週からは他財務局の応援も受けながら全ての立会要請に対応し、災害復旧事業費は、過去10年間(18～27年)の平均額(約250億円)の約15倍に及んでいる。
 今後も主務省、地方公共団体と更なる連携強化を図り、今後の立会要請や変更協議に迅速に対応し、被災地の復旧に寄与していくとともに、大規模災害に対
応する体制の強化に努めていく。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 平成28年4月に発生した熊本地震では、阿蘇大橋、JR豊肥本線、熊本
城等のインフラや公共施設等が甚大な被害を受けた。そのため、熊本地震
からの早期復旧に向けて、国土交通省、熊本県等と事前協議、日程調整
等を行い、5月26日から災害査定立会に着手。

○ 熊本地震発生後、国土交通省、熊本県等と
事前協議等を行い、約１ヵ月という短期間で
災害査定立会に着手。熊本県等では、災害
復旧事業費が確定したことに伴い早期に予算
措置を講じることができた。

○ 公共土木施設では、6月13日、6月27日の
週に熊本県庁会議室で12～16班が一堂に
会して机上査定を実施。

○ 災害復旧事業の迅速化のため、財務省と主
務省間で協議し災害査定の効率化が図られ、
平成28年5月から災害査定立会を早期開始。

○ 7月最終週から12月中旬までは、多数の
立会要請に対応するため、当局管内の応
援に加え、他財務局より多数の応援(167
班)を受けた。

熊本城

申請

主務省
(査定官)

派
遣

熊本県庁会議室における一斉机上査定
(6月13日の本格査定開始風景)

遣
派

災害現地

災害復旧事業費の決定

【地方公共団体等】

財務局
(立会官)

○ 多数の立会要請に対応するため、当初の災害査
定立会から計画的に有資格者を育成(新規有資格者
19名)。
○ 当局における応援体制強化のため、金融検査部
門の業務を調整し、一部職員は災害査定立会の応
援に特化。

災害復旧制度
地方公共
団体等
(申請者)

3,893

726

54
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★主な効率化措置：机上査定の適用範囲の拡大
 公共土木施設…3百万円未満⇒5千万円未満
 農地・農業用施設…2百万円未満⇒1千万円未満

○ 11月以降は、台風災害の査定も加わり、
最も多い週では52班の災害査定立会を
実施。
○ 29年3月現在で750班を超える膨大な災害
査定立会に対応しており、そのうち4分の3
が熊本地震関連。

災害復旧事業費の推移

主務省に災害復旧事業費を申請
【主務省】
申請を受け、災害現地に査定官
を派遣し事業費を査定、決定
【財務局】
財政を所管する立場から立会官
を派遣し事業費を決定

○ 他財務局の応援を受け、全ての立会要請に迅速
かつ円滑に対応したことにより、公共土木施設、農
地･農業用施設等の災害査定立会は、年内にほぼ
完了。

249

(３月末)

災害査定立会の主な施設(熊本地震)
【国土交通省】 公共土木、都市施設、公営住宅
【農林水産省】 農地･農業用施設、林道
【文部科学省】 公立学校、私立学校
【内 閣 府】 警察本部、警察署
【環 境 省】 廃棄物処理施設
【厚生労働省】 水道、医療機関、社会福祉施設
<主な査定立会箇所>
熊本城公園、熊本市民病院、熊本市動植物園、
熊本県民総合運動公園、益城町総合運動公園、
熊本県運転免許センター

３．今後の課題と九州財務局の対応
≪今後の課題≫
○ 大規模災害時の災害査定立会に対応できる当局職員の育成、確保。
≪九州財務局の今後の対応≫
○ 主務省及び地方公共団体との緊密な連携強化を継続。
○ 当局主催「現地検討会」等への積極的参加を促進すること等による人材育成。
★大災害に対応できる体制づくり、人材育成が必要。
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国有財産を活用した震災復興への貢献

国有財産

～熊本地震により被災した市民病院の移転再建への活用～

九州財務局

 熊本市は、熊本地震により被災した熊本市民病院について、復興のシンボルの一つとして移転による早期再建を図るため、同市長が当局を往訪のうえ、新病
院用地として国家公務員合同宿舎東町北住宅の敷地の一部取得を要望。
 当該要望を受け、当局としては、熊本地震からの一刻も早い復旧・復興を強力に支援すべく、所要の検討、協議、調整等を行った結果、平成29年3月に同市
と当該国有財産の売買契約を締結。
 当該処分により、総合周産期母子医療の重要拠点である熊本市民病院の早期再建が図られ、地域医療の再生を通じ、市民と地域社会の健康と安心・安全に
寄与。国有財産の活用を通じて震災からの復旧・復興に貢献するとともに地域との連携・信頼関係の向上に寄与。

１．成果事例の概要等

≪参考：熊本市民病院の機能≫
➣ 当該病院は地域医療の中核を担っている病院で、特に、周産
期母子医療においては、県内はもとより全国21都府県から高度
な医療措置が必要な妊婦や新生児等を年間約6百人受け入れ
るなど、母子の命を守る拠点として重要な機能を果たしている。

○ 平成28年4月に発生した熊本地震により熊本市民病院が被災し、
入院患者全員が転院や退院を余儀なくされたほか、総合周産期母子
医療センターの機能停止により、これまで行っていた年間600人を超
える妊婦や新生児の受入れが困難となり、熊本県、九州全域の周産
期母子医療に大きな影響を及ぼす事態となった。

２．これまでの取組の成果等

○ 熊本市は、28年5月、復興のシンボルの一つとして同病院の早期
再建を目指し、当該財産の取得を当局に要望（当該財産は、23年12
月に策定された「国家公務員宿舎削減」計画に基づき29年3月末を
もって宿舎としての用途を廃止することが決定していた財産）。

被災した熊本市民病院

○ 当局では、同月以降、同市との協議を重ね、29年3月に当該宿舎を用途
廃止のうえ、売買契約を締結（移転用地取得費等は財政融資資金で融資）。
同市としては31年度の開院に向け、29年度から新病院建設事業に着手。

○ 熊本地震からの復興のシンボルの一つとして病院を早期に再
建したいとの熊本市の意向を踏まえ、短期間で同市と協議を重ね、
売却等に向けた手続きを迅速に進めた。
➡ 同市では再建基本計画どおり平成29年度から新病院建設事
業に着手。（地上6階建、28診療科・392床）

○ また、新病院の整備に伴う周辺の交通渋滞の緩和等に対応するための
移転予定地の東町北住宅
国土地理院ウェブサイト
隣接道路の拡幅用地についても、今後、無償貸付等を実施予定。

（http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1）を加工

【国有財産の概要】
○所在地：熊本県熊本市東区東町4丁目4番79外
○数量：土地・24,000㎡
建物・延19,858.49㎡
ＩＣ
当該財産

現市民病院

【国土地理院地図を加工】

≪処理の経緯≫
28年 4月 熊本地震により熊本市民病院被災
28年 5月 熊本市が当該財産の取得を要望
以降、同市と当該国有財産の処分
について協議
28年 9月 同市が熊本市民病院再建基本計画
を策定
28年10月 同市に対する売払等について国有
財産九州地方審議会へ諮問・答申
29年 3月 同市と国有財産売買契約を締結

新熊本市民病院の完成イメージ図

当局と熊本市との契約締結式
の模様（29年3月31日）

★国有財産の活用を通じて震災復興、地域医療の再生に貢献。
★同市をはじめ地域から九州財務局の対応に高い評価。

３．今後の課題と九州財務局の対応
≪九州財務局の今後の対応≫
○ 今後、災害公営住宅建設等の震災復興事業が本格化する
ことから、引き続き、地方公共団体等のニーズに応じた国有財産
の活用により震災復興に貢献していく。
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融

鹿児島県警察本部及び生命保険協会鹿児島県協会との協定締結
～うそ電話詐欺等犯罪の被害発生防止に関する取組の強化～

九州財務局
鹿児島財務事務所

 鹿児島県内では、うそ電話による生命保険の解約金を原資とする高額の詐欺被害が発生しており、高齢者を中心として多くの被害が発生。
 鹿児島財務事務所では、こうした被害を未然に防ぐため、鹿児島県警察本部及び生命保険協会鹿児島県協会との間で「うそ電話詐欺を始めとする犯罪の起
きにくい社会づくりに関する協定」を締結（平成29年3月7日）し、水際対策を強化。
 今回の協定締結は、当事務所では鹿児島県警察本部及び金融関係等業界団体との間における協定（27年3月6日）に続く締結であり県内の防犯ネットワーク
の拡大・拡充を図るもの。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 鹿児島県内では、これまでの高齢者等の金融機関預金等を原資にした
うそ電話詐欺に加え、近年、生命保険の解約金を原資とした高額被害が
発生している。
平成28年には保険解約金を原資としたうそ電話詐欺被害が県内で4件、
9,360万円発生するなど、関係機関の喫緊の対応が求められていた。
○ こうした事態を受け、鹿児島財務事務所では、鹿児島県警、生命保険
協会鹿児島県協会と対応について協議を実施。
その結果、このような被害を未然に防止し、うそ電話詐欺をはじめとする
犯罪の起きにくい社会づくりの実現を目指すため、三者間の相互理解によ
る高い信頼と協力関係に基づく取組を進めることを目的として、29年3月7
日、「うそ電話詐欺を始めとする犯罪の起きにくい社会づくりに関する協定」
を締結。
○ 生命保険協会と警察との協定締結は、九州財務局管内では今回が初
の取組となった。
○ 協定には、加盟保険会社を利用する顧客に対する声掛け等によるうそ
電話詐欺の被害防止活動や犯罪被害の防止に関する研修等の実施の
ほか、顧客への広報啓発活動の実施、関係機関への必要な情報提供等
が盛り込まれた。

○ 鹿児島財務事務所におけるうそ電話詐欺等の被害防止のための取組としては、平成27年3月
6日付で鹿児島県警察本部及び金融関係等業界団体と協定を締結しており、うそ電話詐欺被
害防止対策会議の開催等により情報提供等を行い、関係機関との連携強化を図ってきたとこ
ろ。
【28年度中に参加した会議等】
○ 更に鹿児島財務事務所では、
5/24 うそ電話詐欺被害防止ネットワーク会議
出前講座や事務所長が大学（鹿児
うそ電話詐欺被害防止対策会議（第3回）
12/16 うそ電話詐欺被害防止対策会議（第4回）
島大学、女子短期大学等）で実施
2/14 うそ電話詐欺被害防止ネットワーク会議
した講演の中でも、必ずうそ電話
詐欺等特殊詐欺の被害状況や犯罪
手口について言及するなど、被害の防止に向け、幅広い世代に
対して広報啓発活動を実施している。
○ 鹿児島県内では、関係各機関の地道な取組もあり、直近では
うそ電話詐欺全体の被害は件数、金額ともに減少している。
≪県内のうそ電話詐欺被害の発生状況≫
平成27年 64件 3億7,700万円
平成28年 43件 2億1,660万円

鹿児島財務事務所長に
よる大学での講義風景

３．今後の課題と鹿児島財務事務所の対応
≪今後の課題≫
○ うそ電話詐欺被害の撲滅に向け、さらなる防犯ネットワークの連携強化。
○ 学生、主婦、高齢者等、地域社会の幅広い層に対する、うそ電話詐欺等に対する
意識の啓発。
関係機関と協力して、詐欺被害のない
≪鹿児島財務事務所の今後の対応≫

三者間で締結した協定書

協定締結式の模様

社会を目指します。

○ 引き続き、関係機関と連携して、被害の撲滅に向けた取組を推進する。 九州財務局ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ
○ 様々な広報活動の機会を捉えて、被害防止のための情報提供を行う。
『にゃんきゅう』
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広報相談

広報サポート・スタッフ制度創設と地域のニーズに応じた広報の実施
～若手職員・女性職員の広報スタッフの育成と実践～

九州財務局及び
管内財務事務所

 九州財務局では、小学校における財政の公開授業を実施するなど、小学生向けの社会保障・税の一体改革広報を継続しているほか、児童館で子育て世代
を対象とした出前講座を実施している。
 講師は総務課職員や広報担当者などで対応してきたが、広報機会の増加を背景に、十分な準備を行うためにより多くの講師が必要となったことや広報先に応
じた講師（若手・女性職員）を派遣する必要が生じたことから、28年11月に広報サポート・スタッフ(通称：さぽすた)制度を創設。
 広報部門では、「さぽすた」に講演会視察や研修受講の機会を提供して広報マインドの醸成を図るとともに、出前講座や大学の特別授業における「さぽすた」
の活動・実践をサポートしている。

２．これまでの取組の成果等

１．成果事例の概要等
○ 幅広い層で講師を育成し、効果的な広報
に資するよう、本局各部3名、財務事務所
各3名の18名(うち女性6名)を「さぽすた」に
選任。
○ メディアトレーニング研修、財政教育
プログラム、各事務所で行う勉強会への
参加を促し、広報活動に向けて基礎知識や
心構えの習得を図った。

○ 親しみやすい広報の実現

財政教育プログラムを体験する
「さぽすた」

○ 平成28年11月25日に鹿児島大学附属中学校で開催された財政教育
プログラムに8名の「さぽすた」がアドバイザーとして参加し、広報の現
場を体験。
○ 地元の小学校から講師派遣依頼を受け、
29年1月23日、甲佐町立甲佐小学校で6年生を
対象に、税と財政について出前講座を実施。
「さぽすた」2名が講師を務め、アニメーショ
ンを多用したクイズや1億円レプリカを使い
小学生へのメッセージを楽しく、熱心に
発信。



児童・生徒への税・財政広報には若手職員、大学
生への財務局PRには大学OB・OG職員、子育て世
代への一体改革広報には女性職員など、広報対象
に応じた講師を派遣し、親しみやすい広報を展開。



甲佐小学校から届いた6年生全児童の手紙には、
｢税がなぜ必要なのか分かった｣、｢楽しく分かりやす
く教えてもらった｣などの感想が寄せられた。

○ 財務局職員の広報マインドの醸成



小学校の出前授業で講師を務める

○ 29年1月27日、大分税務署との連携により
大分市立野津原中部小学校の租税教室にお
いて、財政に関する部分を財務事務所若手
職員が担当。大分県内初の小学校での出前
講座となった。
○ 熊本大学や熊本県立大学の特別講義では、
財務局をより身近に感じてもらえるよう、
大学OBが日常の業務を写真で説明
OB・OG職員らが財務局の紹介を行い、財務 学生も先輩の説明を興味深く聴講
局や財務金融行政への認知度向上に貢献。
★広報部門では、「さぽすた」が研修や視察に参加することで、広報活動
への不安を払拭し、意欲的に取り組めるようサポート。
★出前講座などでは、広報部門が作成したスライドに「さぽすた」の意見
を取り入れるなど企画段階からの参加を図っている。

児童から送られた手紙

広報業務未経験の職員も種々の広報活動に参加することで、イメージをつかみ、自らの業
務分野以外にも興味を持ち、意欲的に広報活動に取り組むことができている。
実際に広報活動に参加した「さぽすた」からは｢講師の経験は貴重だ｣という声が聞かれた。
★幹部や広報担当者だけでなく、聴講者と同じ目線で話すことのできる講師を育成。
★「さぽすた」が高いモチベーションをもって、工夫を凝らして広報活動に臨むため、聞いてい
て身近に感じる、分かりやすいと、聴講者から概ね好評。

３．今後の課題と九州財務局等の対応
≪今後の課題≫
○ 通常業務を行いながら広報活動に従事できるよう、内部向けに更なる「さぽすた」制度の浸透
を図る。
○ 「さぽすた」に知識等を付与するため、勉強会や視察などの機会を確保する。
≪九州財務局及び管内財務事務所の今後の対応≫
〇 引き続き会議等において制度の周知を図り、広報活動によるスキルアップが人材育成に
つながることへの理解を得ていく。
〇 事務年度内に「さぽすた」との振り返りを行い、育成に有用なツール等の検討を行う。
★「さぽすた」制度を通じた幅広い層での講師育成により、財務局広報の更なる充実を図る。
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10．福岡財務支局
プラットフォームの深化・拡大
地方創生支援の取組

～次世代が地域金融の将来像について考える｢地域金融ワークショップ｣開催～

～国や政策金融機関等の各機関と地域を結ぶ～

「介護離職ゼロ」の実現に向けた国有地の活用
地域の要望を踏まえた国有財産の有効活用事例

～市民交流の場となる新庁舎整備への協力～

局

地方創生支援
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局・管内

地方創生支援
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局

国有財産
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長崎

国有財産
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プラットフォームの深化・拡大
～次世代が地域金融の将来像について考える｢地域金融ワークショップ｣開催～

福岡財務支局

 福岡財務支局では、平成25年12月からプラットフォーム「九州の未来力2030」を開催してきたが、更なるプラットフォームの深化･拡大を図るために、地域の
将来を担う金融機関・経済団体・民間企業の中堅世代が、地域金融のあるべき将来像について考え、自由に意見を交わす場として 「地域金融ワークショップ」
を28年9月から29年2月まで開催。
 参加したメンバーからは、ワークショップを通して普段の業務を超えて議論する中で、様々な気付き、考え方に変化があったとの声もあり、今後も、地域の将
来を担う者が交流を深め、ともに将来について考察する場を提供していく。

２．これまでの取組の成果等

１．成果事例の概要等

｢九州の未来力2030｣

(平成25年12月～28年3月 全10回開催)
○ 東京オリンピックの更に10年先（2030年）を見据えたオール九州の構想が必要との認識の
下、地域の有識者が参画する“プラットフォーム”として活動。
継承・発展

｢地域金融ワークショップ｣
メンバー
テーマ

事務局
内 容

2030年の将来を担う中堅世代が自由に語り合い、
自ら考える｢きっかけ｣づくりの場を提供！
(28年9月～29年2月 全5回開催)

管内の金融機関、経済団体、民間企業の将来を担う中堅世代 30名 （5班）

『金融機能の再デザイン～今後必要とされる金融機能とは何か～』
地域を活性化するうえで、地域経済の担い手である｢金融」の役割は重要！
地域経済、地域金融を取り巻く様々な課題や変化を踏まえ、｢金融機関はどのような
役割を求められ、地域のために何をやるべきか｣について考えて議論。
当局、DBJ(日本政策投資銀行）九州支店、FDC(福岡地域戦略推進協議会)3者共
同。各班には当局中堅職員も参画し、メンバーの議論をサポート。
「地域の課題」、「新たな金融ビジネス」、「金融監督行政」、「中小・ベンチャー企業支
援」等、多彩な内容の講義のあとグループ討議。
最終回(29年2月22日)は班別に議論した内容をまとめ、プレゼンテーションを実施。
地域の有識者が審査員となり、5班の中から3月23日開催の｢金融仲介の質の向上
に向けたシンポジウム｣でメイン発表する2班を選考。

ワークショップメンバーと地域の有識者

金融仲介の質の向上に向けたシンポジウム

○ プラットフォーム「九州の未来力2030」について、メンバーを刷新し、カ
タチを変えて深化･拡大。
○ ワークショップを通じて、メンバーに、｢地域金融機関のあるべき姿｣を
自分たちの問題として考えるきっかけ･気付きを提供。メンバーの考えにも
大きな変化が。
【金融機関】

【経済団体・民間企業】

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

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

３．今後の課題と福岡財務支局の対応
○ ワークショップに限らず、将来を考察する場、金融機関と民間企業な
ど、異なるフィールドの者が交流する場を財務局が提供することは、地域
の将来の活性化という観点で大変有意義。
○ 地域活性化のため、｢今後必要とされる財務局とは何か｣を考えなが
ら、財務局がとりあげるべきテーマを選定し、地域のプレイヤーが交流しな
がら、将来を考察する場を今後も提供し続けていきたい。
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地方創生支援の取組
～国や政策金融機関等の各機関と地域を結ぶ～

福岡財務支局及び
管内財務事務所

 福岡財務支局及び管内財務事務所は、地域連携の一環として、管内地方公共団体等の地方創生に係る取組を支援。
 平成28年度においては、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部（以下「創生本部」）、各府省の地方支分部局（以下「他官署」）、政策金融機関等と連携し、国と
地域や国の機関同士を結び付ける様々な取組を実施。
 今後も、創生本部や他官署と連携を図り、組織的な繋がりを更に深化させながら、地方公共団体のニーズにマッチした取組を積極的に実施。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

➢ ヒアリング等を通じた政策金融機関との連携強化
○ 日本政策金融公庫（以下「公庫」）等の政策金融機関との
間で地域情勢等について情報を共有したほか、地方公共団
体、商工会議所、地域金融機関等を訪問し、政策金融に関す
る要望等についてヒアリングを実施。
○ 上記取組の一環として、平成29年１～2月に地方公共団体
等を対象に実施した財政融資資金の借入要領等説明会にお
いて、公庫の担当者から創業・ＵＩＪターン・農業の6次産業化
等の支援メニューや取組事例を紹介（管内8箇所で開催し、
118団体の担当者226名が参加）。

○ 当局が主導して各種取組を実施することにより、各機関や地域
とのネットワークが構築され、以下の効果を創出。
・ 創生本部幹部による講演等をきっかけとして、訪問先の幹部や
実務担当者との交流が図れたほか、意見交換等を通じて当該訪
問先の取組を把握し、今後の地方創生支援の取組に活かすため
の情報収集ができた。
・ 公庫等の政策金融機関との継続的な情報共有により、地方公
共団体の要望に応じた支援策を提案することができた。
借入要領等説明会の模様（福岡会場）

➢ 地方創生に係るプラットフォーム等への参画
○ ｢地方創生九州コンシェルジュ会議｣（国の出先機関の地方創生支援担当で構成）及び｢九州自治
体地方創生プラットフォーム｣（地方創生の自立化を目的とし、官民の隔たりのない人的ネットワーク・
情報収集の場として発足）に参画し、情報共有や意見交換を実施。また、前記コンシェルジュ会議に
おける創生本部幹部との意見交換や前記プラットフォームのキックオフミーティングにおける創生本
部幹部による基調講演をコーディネート(29年2月17日:出席者125名)。
➢ 地方創生関連交付金に係る地方公共団体向けの相談会を開催
○ 上記キックオフミーティングの開催に合わせて、｢地方創生拠点
整備交付金等相談会｣を開催(29年2月15日～17日)。3日間で
管内・管外合わせて34団体の相談を受付。併せて、各地域におけ
る地方創生の先駆的な取組等について、情報を提供。
交付金相談会の模様

➢ 地方公共団体の要望を踏まえた支援
○ 上記相談会に参加した地方公共団体より、他地域の金融機関による先駆的な取組について視察
希望があったことから、当局の仲介により視察を実現させたほか、当局と公庫で当該地方公共団体
を訪問し、具体的な支援策のほか、他地域における取組等の情報を提供。

受動的ではなく能動的（主体的）に取り組むことで、当局の
プレゼンス向上やノウハウの蓄積にも寄与！

３．今後の課題と福岡財務支局等の対応
≪今後の課題≫
○ 当局の機能（財政融資資金活用、エリアマネジメント、金融仲介
機能の向上に向けた取組等）を発揮し、地域間連携等、更なる枠
組みの拡大に努めていく必要。
≪今後の福岡財務支局等の対応≫
○ 創生本部や他官署、政策金融機関等と連携を図り、組織的な
繋がりも更に深化させながら、地方公共団体が求めているニーズ
を的確に把握し当該ニーズにマッチした取組を積極的に実施して
いく必要。

財務局が、地方公共団体を始めとした地方創生に取り組む
団体から頼られ必要とされるようなハブ機能を担っていくこと
が必要。
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「介護離職ゼロ」の実現に向けた国有地の活用

国有財産

福岡財務支局

 平成27年11月、一億総活躍国民会議で緊急対策が策定され、このうち都市部の介護施設整備を推進するため、初期投資の負担軽減策として国有地の賃
料を減額することとなった。
 このため、福岡財務支局は、福岡県内の地方公共団体に対し、介護施設整備の用地に活用可能と思われる国有地の情報提供をするとともに、定期借地権
による貸付を行うことにより地方公共団体の介護施設整備の推進を図ったもの。
 今後、売残財産等の活用可能性について検討し、国有地の更なる活用に取り組む。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等

○ 情報提供(平成27年12月から28年9月まで)
福岡県内の7市に対し、30件の国有地の情報提供を行った。
○ 地方公共団体の要望(28年3月から5月まで)
情報提供の結果、3市から13件について介護施設整備に活用したいと
の要望がなされた。
○ 地方公共団体との連携(28年3月から29年2月まで)
地方公共団体が公募する介護事業者募集要項の調整や、事業者向
けの説明会に参加した。
○ 国有地の活用(定期借地契約満了まで)
29年3月において、2市の4件について貸付が決定し、1市の1件につい
て貸付予定となっている。

○ 特別養護老人ホームの定員増
平成30年度までに北九州市及び福岡市において、国有地を活用した介護施設が4件整備
され、合計222名の入所者の定員が確保される。
福岡市における国有地の活用概要
【特別養護老人ホーム】
･所在地：①福岡市城南区茶山3-34-2
②福岡市東区千早1-2752-206
③福岡市南区野間3-160-1
･区 分：①②③とも 土地(宅地)
･数 量：①9,344.67㎡ ②1,706.43㎡ ③1,215.52㎡

介護施設整備用地として情報提供
(7市：30件 うち5件検討中)

整備年度

定員(うち国有地活用分)

要望あり(3市：13件)

29年度

58人(58人)

30年度

128人(80人)

地方公共団体による開設事業者公募

選定
(2市：4件)

選定予定
(1市：1件)

国有地の提供、賃料軽減により、都市部における介護サービス基盤
を確保。
介護と仕事を両立できる「安心につながる社会保障」の一助へ。

①茶山住宅跡地

（仮称）暮らしの里

～ 国家公務員宿舎が介護施設へ生まれ変わります ～

３．今後の課題と福岡財務支局の対応
≪今後の課題≫
○ 宿舎削減計画の終了に伴い介護施設用地としての適地の不足が見込まれる。
≪福岡財務支局の今後の対応≫
○ 売残財産等の活用可能性について検討し、地方公共団体と連携を図りながら国有地の更なる
活用に取り組んでいく。
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地域の要望を踏まえた国有財産の有効活用事例

国有財産

～市民交流の場となる新庁舎整備への協力～

福岡財務支局
長崎財務事務所

 長崎県島原市は、老朽化が進んだ庁舎の建替えを計画。新庁舎建替えに併せて隣接する大手広場公園（国有地 無償貸付中）を市民交流の場として購入
を要望するとともに、庁舎建替えまでの間、九州地方整備局雲仙復興事務所の庁舎スペースの一部を仮庁舎として利用することを要望。
 長崎財務事務所では、新庁舎建替えのスケジュールに沿って、大手広場公園の無償貸付契約を解除し同市に売却するとともに、雲仙復興事務所の庁舎空
きスペースの活用に向けて九州地方整備局と調整。これらの国有財産の有効活用により、新庁舎建替えの円滑な実施に寄与。

１．成果事例の概要等

２．これまでの取組の成果等
◆ 新庁舎建替えのスケジュールに沿った、無償貸付財産の迅速な売却、国
有財産の総括機関としての国の庁舎の空きスペース活用について調整を
図り、市民交流の場となる新庁舎整備に協力。

◆市民交流の場とした国有地の売却

平成27年1月 無償貸付中の大手広場
公園(231㎡)を市民交流の場とする購入
要望について、無償貸付契約の解除や
公的取得要望に係る手続きを迅速化
大手広場公園
（国有地）

28年3月に売買契約締結

国有地を活用した市民交流の場の整備

資料提供：島原市

雲仙復興事務所

◆庁舎空きスペースの有効活用

同市から九州地方整備局雲仙復興事
務所の庁舎空きスペースを仮庁舎とす
る使用要望について、早期使用に向け、
九州地方整備局と調整

28年12月から使用開始

フロア

部

庁舎の有効活用
（市仮庁舎執務室）

署

3

九州地方整備局雲仙復
興事務所

2

島原市
（市長室、副市長室、
秘書人事課 外）

1

九州地方整備局雲仙復
興事務所

≪参考≫
・ 市長室を含む職員73名分の執務室（延1,117㎡）
並びに公用車及び来客用駐車場（511㎡）として、
庁舎空きスペースを活用。
・ 新市庁舎は31年12月から供用開始予定。

国有地
売却箇所
資料提供：島原市
写真提供：雲仙復興事務所

３．今後の課題と長崎財務事務所の対応
○ 今後も、地域や社会のニーズの把握に努め、国有財産行政の総括機関として
各省庁と連携しながら、国有財産の有効活用を図り、地域貢献に努めていく。
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11．沖縄総合事務局財務部
国有財産を活用した地域づくりへの貢献

～石垣市のまちづくりを積極的に支援～

局

国有財産
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財務局･財務事務所･出張所の所在地･連絡先（平成29年4月1日現在）
◎
９箇所）
◎ 財
財 務務局局 （ （９箇所）
○ 財
財務
務支支
○
局局（ （１箇所）
１箇所）
○
○

○

旭川

財務事務所（４０箇所）
財務事務所
（４０箇所）

・

出

張

・ 出 張 所

・北見

所（１３箇所）

・小樽

（１３箇所）

◎

札幌
○

○

帯広
○

函館

釧路

沖縄総合事務局財務部
沖縄総合事務局財務部
○

□那覇（沖縄総合事務局財務部）

□ 平良（宮古財務出張所）

□ 那覇 （沖縄総合事務局財務部）

青森

秋田

○

□石垣（八重山財務出張所）

□ 宮古島 （宮古財務出張所）

○

仙台

山形

◎

○

○

新潟

□ 石垣 （八重山財務出張所）
・佐世保
長崎

佐賀

福岡

○

・
小倉

大分

◎

○

○

松江松江

○

山口

・下関
・

広島
広島

◎
◎
・・
呉

呉

宮崎

○

○

鳥取

○

神戸

○

○

大阪

○

○

鹿児島

高知

○

徳島

大津
甲府

○
○

○

高松

松山

前橋

○

奈良

◎

○

長野

和歌山

津

◎

岐阜
名古屋

○

○

水戸
○

○

○

◎
○

宇都宮

○

富山

福井

京都

岡山
岡山
倉敷・
倉敷
・
○

◎

・
舞鶴

鳥取

○

熊本

○

○

山口
下関

○

福島

○

金沢
○

盛岡

さいたま

筑波
・

◎

立川
東京
・
千葉
横浜
・
横須賀
○

○

○

静岡
・
沼津

○

○

名瀬
・

北海道財務局

〒060-8579

札幌市北区北8条西2丁目

札幌第1合同庁舎 10階 11階

011-709-2311

東北財務局

〒980-8436

仙台市青葉区本町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

高松市中野町26番1号

087-831-2131

九州財務局

〒860-8585

熊本市西区春日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

113

財務局･財務事務所･出張所の所在地･連絡先（平成29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 西館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

帯広市西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

北見市青葉町6番8号 北見地方合同庁舎3階

0157-24-4167

青森財務事務所

〒030-8577

青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

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

水戸財務事務所

〒310-8566

水戸市北見町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

長野財務事務所

〒380-0846

長野市旭町1108 長野第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

〒238-8535

横須賀市新港町1-8 横須賀地方合同庁舎5階

046-823-1047

富山財務事務所
福井財務事務所

〒930-8554 富山市丸の内1-5-13 富山丸の内合同庁舎
〒910-8519 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎

076-432-5521

岐阜財務事務所

〒500-8716

岐阜市金竜町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

0776-25-8230
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財務局･財務事務所･出張所の所在地･連絡先（平成29年4月1日現在）
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

神戸財務事務所

〒650-0024

神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎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

〒641-0044

和歌山市今福1-3-35

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

奄美市名瀬長浜町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

長崎財務事務所

〒850-0052

長崎市筑後町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
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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。
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