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地⽅公共団体と⾦融機関との連携による地⽅創⽣に関する取組
地⽅公共団体と⾦融機関の双⽅に強いパイプを持っている財務局の特性を活かして、地域の個別具体

的な課題を解決につなげることを⽬的とした意⾒交換会を初めて開催した。

概 要 取組の成果と今後の展開

中国財務局では、⾦融機関のノウハウを活⽤して地域
の個別具体的な課題を解決につなげる取組を⾏った。
①地域の課題等の把握

当局幹部が地⽅公共団体を訪問のうえ、ヒアリングを
実施し、地域の課題･⽀援ニーズを把握。

②⾦融機関に⽀援策の検討を依頼
把握した地域の課題や⾦融機関への⽀援ニーズを、広
島県内の⾦融機関に伝え、⽀援策の検討を依頼。

③課題解決に向けた意⾒交換会を開催
地⽅公共団体のニーズと⾦融機関の⽀援策が効果的に
マッチングするよう当局が調整を⾏い、平成30年2

中国財務局

・地⽅公共団体から寄せられた観光や農業、創業⽀援等に
関する課題に対して、⾦融機関からは、これまでの実績
に基づいた具体的な⽀援策を提案。

・⼀部の⽀援策については、今後も課題解決に向けた継続
的な協議が⾏われる予定であるなど、具体的な成果を得
た。

・地⽅公共団体職員からは、｢初めて聞く⽀援策も多く、今
後の施策検討の参考となった｣といった声も聞かれた。

【今後の展開について】
中国財務局としては、地⽅公共団体と⾦融機関の連携状

況をフォローアップするとともに、今回蓄積された地域課
題を解決するためのノウハウを活⽤し、当取組を他の地⽅
公共団体でも展開していく予定。

三次市と⽇本政策⾦融公庫 庄原市と広島銀⾏ 神⽯⾼原町ともみじ銀⾏

意⾒交換会のイメージ

⽉に、三次
市、庄原市、
神⽯⾼原町で
⾦融機関との
意⾒交換会を
初めて開催。

地⽅創⽣⽀援・⾦融
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中国財務局と外部機関の若⼿･中堅職員によるネットワーク形成の取組
当局と外部機関(⾦融機関、国出先機関)の若⼿･中堅職員を対象に、地域活性化に取り組むキーパーソ

ンによる講話、地域課題の解決策に関するグループワークを⾏い、次世代を担う若⼿･中堅職員のネット
ワーク形成を図った。

概 要 取組の成果と今後の展開

中国財務局

【開催経緯】
中国財務局の固有業務では接する機会の少ない、同世代

の外部機関(参加機関:広島銀⾏、⽇本政策⾦融公庫、中国
経済産業局、中国運輸局)職員とのネットワークの形成を⽬
的として、平成29年11⽉に開催。

【キーパーソンによる講話】
｢温泉総選挙2017｣において2年連

続で表彰を受けるなど先駆的な温泉
街再⽣に取り組む、㈱⽟造温泉まち
デコ⾓社⻑による講話では、地域を
元気にしたいとの思いから会社を創
設した経緯や、⼥性客をターゲット
とした温泉⽔コスメの開発･販売を通
じた温泉街PRなど地域活性化の取組
を紹介。

【地域課題の解決策に関するグループワーク】
４つの課題(移住·定住、創業、農業、観光)を設定し、関

係機関の連携による解決策を討論。

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

・次回は、連携による課題解
決のノウハウ共有･向上のため、
外部機関との連携に取り組む
地⽅公共団体の職員を招くな
どして内容の充実を図る。

・中国経済産業局の参加職員から、地⽅創⽣のキーパーソン
を育成する研修への招待を受け、地⽅公共団体等との連携強
化へと発展。

【㈱⽟造温泉まちデコ⾓社⻑】

【各機関若⼿･中堅職員のネットワークを形成】

【各機関が連携して解決策を討論】

地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組
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県⽴広島⼤学と連携した地域おこし協⼒隊の活躍⽀援の取組
県⽴広島⼤学が、平成30年1⽉に開催した｢地域おこし協⼒隊×学⽣｣とのワークショップに、中国財

務局｢teamちゅうざい｣メンバーが参加し、地域おこし協⼒隊の円滑な活動や、任期の3年経過後の⾃⽴
について討議し、把握した課題に対して有⽤な情報を提供した。

取組の成果と今後の展開

中国財務局

【ワークショップ参加者︓64名】
地域おこし協⼒隊、⼤学⽣、地⽅公共団体職員、
中国財務局職員等

【グループ設定･討議テーマ】
グループ1︓｢⾏政との連携｣
グループ2︓｢三年後の⾃⽴｣
グループ3︓｢学⽣とのコラボ｣

【ワークショップで把握した課題】
・協⼒隊·⾏政·住⺠が三位⼀体となっ
て連携し、協⼒隊導⼊に成功してい
る地⽅公共団体のノウハウがほし
い。
・地域の課題解決に取り組むには、
専⾨的な知識･サポートが必要。

【把握した課題に対する中国財務局からの情報提供】
・各地の取組を基に、協⼒隊·⾏政·住⺠3者の連携のために
作成された｢外部⼈材導⼊後の運⽤チェックリスト｣(地域サ
ポート⼈ネットワーク全国協議会)を紹介。

・協⼒隊が、外部専⾨家(ミラサポ)を活⽤し特産品の開発･
販路開拓した事例や、当局管内の⾦融機関による協⼒隊⽀
援の取組を紹介。

【他の参加者からの感想及び今後の展開】
・他の参加者からは｢課題解決のために情報を提供するなど、
財務局の印象が変わった｣とのコメントがあった。

・ワークショップ終了後、地⽅公共団体職員から上記
｢チェックリスト｣を参考にしたいとのコメントがあった。

・当局としては、地域連携に取り組む同⼤学との継続的な
連携を通じて、地⽅創⽣⽀援に取り組むこととしたい。

概 要

地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組
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⼤学⽣との意⾒交換(⼤学との連携)
⿃取財務事務所の若⼿職員と地元⼤学⽣との意⾒交換を通じて、多様な視点から⿃取県の課題を把握

するとともに、結果を地域連携関係機関と共有することで連携強化を図り課題解決に繋げていく。

概 要 取組の成果と今後の展開

中国財務局⿃取財務事務所

【⿃取⼤学】
学⽣と｢地域の課題とその

解決⽅法｣と題したグループ
ワークを実施。

⿃取銀⾏も参加し、地⽅創
⽣の事例紹介やフリートキン
グも交えて意⾒を募った。

【⿃取短期⼤学】
｢現代⿃取研究｣の最終講

義で⾏われた⼤学⽣の研究発
表を聴講。

講義後、希望者とフリート
ーキングを実施。

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

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

地域連携関係機関連絡会

地域の声を繋げる結節点としての機能発揮。
連携機関の⼀員として課題解決に取り組む。

地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組
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島根県プロフェッショナル⼈材事業への関与
プロフェッショナル⼈材(以下｢プロ⼈材｣)の採⽤を通じて、新事業や新販路の開拓など｢攻めの経営｣へ

の転換を促し、地域企業の⽣産性向上、安定した雇⽤等を実現していく地⽅創⽣事業(プロ⼈材事業)に対
し、その後押しとなるよう財務局の持つネットワークを活⽤した取組を実施。

概 要 取組の成果と今後の展開
経緯

プロ⼈材事業は、プロ⼈材採⽤による地域企業の成⻑戦略
実現、地域経済の活性化や都市部から地⽅への⼈材還流と
いった効果が期待されており、全国各地で展開されている。

こうした中、島根県の事業実績が他県に⽐して低調である
との新聞記事(平成29年8⽉)を⽬にしたことから、その要因
を探るため、関係機関へヒアリングを実施。

課題認識の共有
ヒアリングの結果、プロ⼈材事業の推進に当たっては、成

⻑戦略の把握と、プロ⼈材ニーズの明確化が課題となってお
り、その解決のためには、地域企業の経営課題に⽇々向き
合っている⾦融機関との連携向上が必要との認識を共有。

プロ⼈材事業の事務局となっている｢(公財)しまね産業振興
財団｣と協議･打合せを重ね、⾦融機関との連携向上の後押しと
なるよう、以下の取組を実施。
①プロ⼈材戦略拠点協議会へのオブザーバー参加
• 昨今の⾦融⾏政について説明のうえ、協議会メンバー(島根

県、商⼯団体、⾦融機関など)に対し、プロ⼈材採⽤を含む
ソリューション提供や、地域企業の経営課題解決への期待
について⾔及し、連携向上を促した(平成29年12⽉)。

②⾦融機関を対象とする島根県主催セミナーのサポート
• 30年2⽉、同県主催のセミナー(とっとりプロ⼈材戦略拠点

と共催)を⿃取財務事務所とともに後援し、100⼈超の⾦融
機関等参加者を集客。

• 財務局のネットワークにより⾦融庁及び㈱⽇本⼈材機構か
ら講師を招聘し、⼈材による経営⽀援の必要性をアピール。

• セミナーでは、⾦融機関連携の優良事例(富⼭県プロ⼈材戦
略本部)を紹介するパネルディスカッションも実施。

課題を踏まえた検討
• プロ⼈材事業における⾦融

機関の連携向上は、昨今の
⾦融⾏政⽅針の主旨にも合
致。

• 財務局の持つリソースや
ネットワークを活⽤し、ど
のような取組ができるかを
検討。

中国財務局松江財務事務所

出所：内閣府 地方創生推進室

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

地⽅創⽣⽀援・⾦融
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島根⼤学との海⼠町合同フィールドワーク
島根⼤学の学⽣が例年実施している｢地域課題の調査に関するフィールドワーク｣に松江財務事務所の若

⼿職員が初参加。学⽣とともに、地⽅創⽣の取組に全国的な注⽬が集まる海⼠町を訪問し、｢地域再⽣の理
念や政策｣といった観点でフィールドワークを実施。

概 要 取組の成果と今後の展開
フィールドワークの内容
 平成29年9⽉24⽇(⽇)･25⽇(⽉)の⽇程で参加(学⽣は、

24⽇〜26⽇の3⽇間)。
 参加者は、島根⼤学法⽂学部(学⽣23名、教員7名)、

中国の⼈⺠⼤学(学⽣5名、教員1名)、松江財務事務
所(4名)。

 初⽇は、法⽂学部の各ゼミ、⼈⺠⼤学、当所が各研究
テーマを発表。当所では、昨年度実施した海⼠町の財政
状況把握ヒアリング結果を踏まえ、｢⼈⼝動態が財政に
与える影響｣について発表。

 2⽇⽬は、同町役場を訪問のうえ、同町職員に対し研究
テーマに即したヒアリングを⾏ったあと、同町の各政策
を担っている施設の現場視察を⾏った。

 当フィールドワーク結果については、中国財務局総務部
⻑及び当所職員へ発表を⾏った(29年10⽉27⽇)。

取組の成果
海⼠町は、本⼟から離れた隠岐諸

島にあり、｢⼈⼝減少･超少⼦⾼齢
化･超財政難｣といった問題の最先端
の町である。

海
⼠
町
職
員
へ
の

質
疑
応
答
の
様
⼦

当
所
内
発
表
の
様
⼦

こうした問題に対して、同町がどの
ような理念や政策に基づいて地域再⽣
に取り組み、成果を上げてきたのか、
現場の声に触れながら、当所若⼿職員
と学⽣が⼀緒になって考え、意⾒交換
する機会を得ることができた。

また、｢財政｣を切り⼝とする当所の
研究内容について、指標分析への関⼼
を引くなど、学⽣と教職員から｢⼤きな
刺激となった｣旨の評価をいただいた。

今後の展開
島根⼤学フィールドワークへの参加といった機会を通

じ、財政分析等の財務局の強みを活かしながら、学⽣及び
教職員との意⾒交換を進め、｢地域課題｣に対する若⼿職員
の⾒識の充実と｢学｣との連携を図ることとしたい。

中国財務局松江財務事務所地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組
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岡⼭県と連携した地⽅創⽣⽀援セミナーを開催
岡⼭県と初めて連携し、同県内の地⽅公共団体の地⽅創⽣を⽀援するため、｢⾦融機関と地⽅公共団体

の連携｣をテーマとするセミナーを開催。また、セミナー終了後に、地⽅公共団体と⾦融機関との個別相
談会を設定した。

概 要 取組の成果と今後の展開
岡⼭財務事務所は、岡⼭県内の地⽅公共団体の地⽅創⽣

に向けた取組を⽀援するため、平成27年度以降、当所単独
で｢地⽅創⽣⽀援セミナー｣を開催していたが、今回初めて
同県と連携してセミナーを開催した。

中国財務局岡⼭財務事務所

○個別相談会の開催
前回のセミナー終了後、講師と⽴ち話

で相談する地⽅公共団体職員がいたこと
から、今回、セミナー終了後に、相談
ブースを設けたうえで、⾦融機関と地⽅
公共団体との個別相談を可能とした。

○課題の把握
同県内の地⽅公共団体が地⽅創⽣に取り組むうえで抱えて

いる課題を把握するため、同県を訪問し、｢⾦融機関との連
携をより⼀層進める必要がある｣という課題を把握。

セミナーの様⼦

⾦融機関説明者(左から、
中国銀⾏、信⾦中央⾦庫、
⽇本政策⾦融公庫)

セミナーに参加した地⽅公共団体からは｢各⾦融機関の⽀
援体制や成功事例等が⼤変参考になった｣との声が多数聞か
れた。また、⾦融機関との個別相談会に参加した地⽅公共
団体からは、｢個別に相談ができる場を設けてもらったのは
ありがたい｣との意⾒もあった。

今後も関係機関等との連携強化に努め、引き続き、地⽅創
⽣に向けた取組に対して、当所のネットワーク等を活かした
課題解決の⼀助となる取組を実施するなど、積極的な⽀援等
を⾏っていく。

このように、今回のセミナーでは、同
県と連携し、県内地⽅公共団体と⾦融機
関の連携強化に向けて、連携の橋渡し
(仲介機能)を果たすことができた。

個別相談の様⼦

○セミナーの内容
把握した課題を踏まえ、29年10⽉、⾦

融機関による地⽅公共団体との連携事例
の紹介に加え、内閣官房まち･ひと･しご
と創⽣本部事務局による講演を⾏った。

地⽅創⽣⽀援・⾦融
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プロジェクトチームによる地⽅創⽣に係る課題の解決⽀援
岡⼭財務事務所内の中堅･若⼿職員で結成したプロジェクトチームは、地⽅公共団体を訪問して把握し

た地⽅創⽣に係る課題を踏まえ、課題の解決に向けた⽅策を検討し、地⽅公共団体へ⽅策を提案した。

概 要 取組の成果と今後の展開

中国財務局岡⼭財務事務所

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

○岡⼭財務事務所では、中堅･若⼿職員で結成したプロジェ
クトチーム(以下｢PT｣)が、地域活性化に向けて特⾊ある取
組を⾏っている地⽅公共団体(久⽶南町、⽮掛町)を訪問し、
取組状況を把握するとともに、地⽅創⽣に係る課題を把握。

●久⽶南町は、⼥性の就農
⽀援や農村地域の創⽣を通
じた地域活性化に取り組ん
でいる。

●⽮掛町は、古⺠家再⽣に
よる街並みの景観保持や観
光振興を通じた地域活性化
に取り組んでいる。

空き家を改装した
カフェ

古⺠家を改装した
交流館

⼤名⾏列の模様

今後も地⽅公共団体の地域活性化に向けた特徴的な取組
の把握や地⽅創⽣に関する課題解決⽀援に向けた取組を⾏
うとともに、当所と地⽅公共団体双⽅の中堅･若⼿職員によ
る意⾒交換会を開催するなど、更なる連携を図りたい。

○PTは、地⽅公共団体の特性を踏まえたう
えで、町外から⾒た気づきという観点を持ち
ながら⽅策を検討し、｢特産品や6次産品の認
知度向上･販路拡⼤｣、｢外国⼈観光客を呼び
込むための地域資源の活⽤や体験イベントの
実施｣等に係る⽅策を地⽅公共団体へ提案。

○地⽅公共団体は、いく
つかの提案に興味を持ち、
｢提案のあった⽅策につい
て、今後の施策検討の参
考にする｣との意⾒を得た。

○当所のネットワーク活⽤により、地⽅公共
団体からの照会事項や課題解決に向けて参考
となる情報を収集し、地⽅公共団体へ提供。

久⽶南町への提案

⽮掛町への提案農業⼥⼦

地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組
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岡⼭⼤学の学⽣との意⾒交換会を開催
若い世代に財政や⾦融に興味を持ってもらうことや、地元国⽴⼤学の岡⼭⼤学との更なる関係強化等

を⽬的として、同⼤学の学⽣と｢⾦融⾏政｣、｢⽇本の財政｣をテーマとする意⾒交換会を開催。

概 要 取組の成果と今後の展開
岡⼭財務事務所は、岡⼭⼤学の学⽣と｢⾦融⾏政｣、｢⽇本

の財政｣をテーマとする意⾒交換会を開催した。開催に当た
り、同⼤学経済学部の担当教授と打ち合わせを重ね、グルー
プ討論する議題を検討し、事前に、学⽣へ議題を提⽰して考
えを整理してもらったうえで、当⽇のグループ討論を⾏った。

中国財務局岡⼭財務事務所

○グループ討論を通じ、学⽣に、地域⾦融機関の役割や⽇本
の財政が抱える課題を考えてもらう機会となった。

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

○意⾒交換会の内容
●テーマ︓｢⾦融⾏政｣

平成29年8⽉に、当所の貫名理財課⻑に
よる講義の後、｢低⾦利が経済や家庭に及ぼ
す影響｣、｢⾦融機関にやってほしい地域活
性化策｣を議題とするグループ討論を実施。

○意⾒交換会の進め⽅
当所幹部が講義を⾏った後、当所若⼿職員も加わったグ

ループ毎に、議題に対する討論を⾏い、学⽣が意⾒を発表。

●テーマ︓｢⽇本の財政｣
29年10⽉に、当所の橋本所⻑による講義

の後、｢財政⾚字を減らすためにどう対応す
べきか｣、｢社会保障費の増加にどう対応す
べきか｣を議題とするグループ討論を実施。 グループ討論の様⼦

講義の様⼦

●｢財政⾚字を減らすためにどう対応すべきか｣
歳出削減に向け、増加が著しい社会保障費を抑制するた

め、ジェネリック医薬品の利⽤拡⼤等を通じた医療費削減。

●｢地域⾦融機関にやってほしい地域活性化策｣
⼈を呼び込むための観光振興、移住者に対する低利の住

宅ローンや仕事のマッチングなど移住促進に向けた取組。

○教授からは｢普段の授業で
は、具体的な学びが少ないの
で、意⾒交換会の開催は学⽣に
とって良い刺激になった｣との
感想を得た。 同⼤学経済学部HPに

意⾒交換会が掲載

学⽣の発表

地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組
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⼭⼝⼤学･⼭⼝銀⾏･⺠間企業･⼭⼝県と連携し
地⽅創⽣をテーマにグループワークを実施

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

概 要 取組の成果と今後の展開

中国財務局⼭⼝財務事務所

・⼭⼝県では、若年層が進学･就職時に県外へ流出してい
ることが⼤きな課題。

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

学⽣の感想
・今まで⼭⼝県のことについて全く考
えたことがなかったが、もっといろい
ろ知りたいと思った。

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

・普段関わりのない、銀⾏や県の⽅と
話し合う機会をいただき感謝。

・⼭⼝県の将来について考えるきっか
けが出来て良かった。県の起業⽀援の
取組が興味深かった。

・⼭⼝財務事務所は、未来の担い⼿である若者が、地⽅の
現状や課題を知り、⾃らが地域の担い⼿であることを考え
るきっかけになればとの思いで⼭⼝⼤学においてグループ
ワークを開催。

・開催にあたっては、⼭⼝県をはじめ地⽅創⽣に取り組む
⼭⼝銀⾏や㈱YMFG ZONEプラニング(地域の⽣産性向上に
むけた事業活動⽀援を⾏う企業)に協⼒をいただき、第⼀
線で地⽅創⽣に取り組む⽅と学⽣が触れ合う機会を提供。

地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組
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信⽤⾦庫･信⽤組合との合同勉強会の開催
信⽤⾦庫･信⽤組合職員と中国財務局職員とのコミュニケーションの充実を図り、⽴場を超えた率直な

意⾒交換を通じて得た情報を活⽤して、それぞれの⽴場から、共通の⽬標である地域の活性化に貢献し
ていくことを⽬指した、合同での勉強会を初めて開催した。

概 要 取組の成果と今後の展開

中国財務局

中国財務局では、⾦融監督･検査業務を通じて、管内の⾦
融機関と業務上の関係を持っているが、これまでは、当局
と⾦融機関の共通の⽬標である地域の活性化について、互
いの職員が、率直な意⾒交換を⾏う場を⼗分には設けてい
なかった。

こうしたことから、当局と信⽤⾦庫･信⽤組合双⽅の職員
が、コミュニケーションの充実を図り、互いの⽴場を超え
た率直な意⾒交換を⾏い、それぞれの⽴場から、地域の活
性化に貢献していくことを⽬指し、管内の信⽤⾦庫･信⽤組
合の協⼒のもと、合同勉強会を開催。

【取組の成果】
合同勉強会では、グループワークを実施し、管内信⽤⾦

庫･信⽤組合が、地域の活性化に貢献していくうえで参考と
なるテーマについて討議。グループワークでの⽴場を超え
た率直な意⾒交換は、共通の⽬標である地域の活性化に向
けて、それぞれの⽴場から尽⼒して⾏くという認識･気づき
を得るきっかけとなった。

なお、勉強会後は、懇親会を開催し、率直な意⾒交換と
互いのコミュニケーションの更なる充実を図った。

参加者アンケートでは、｢各⾦融機関の現状･課題を確認
し、共に解決策を議論できた｣、｢⾦融機関側だけでなく財
務局職員と意⾒交換できたことは斬新｣といった声などが寄
せられ、当勉強会を有意義とする回答は9割以上であった。

【今後の展開】
今後も、信⽤⾦庫･信⽤組合

と連携して当勉強会を開催し、
当勉強会を通じて得られた気づ
きや連携が、地域活性化の取組
に活かされるよう取り組む。

【開催実績】
①平成29年12⽉13⽇(広島県)⾦融機関36名、当局25名

テーマ｢信⽤⾦庫における独⾃性の発揮について｣
②平成30年2⽉26⽇(広島県)⾦融機関23名、当局9名

テーマ｢信⽤組合の強みや良さとは何か｣
③平成30年3⽉6⽇(岡⼭県)⾦融機関22名、当局8名

テーマ｢地域や顧客との関係性･密着性について｣ほか
④平成30年3⽉20⽇(⼭⼝県)⾦融機関9名、当局7名

テーマ｢事業性評価に基づく融資と地域貢献｣

⾦融・地⽅創⽣⽀援
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知財⾦融フォーラムin広島を開催
〜⾦融機関に対する知財⾦融の啓発に貢献〜

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

概 要 取組の成果と今後の展開
【中国経済産業局との共催の経緯】
◇知的財産を有する中⼩企業の⽀援に地域⾦融機関の理解
は⽋かせない。
◇知財に着⽬した融資商品を販売する⾦融機関がある⼀
⽅、知識やノウハウが不⾜しているとの声もあった。
◇事業性評価を推進する中国財務局に協⼒要請があった。
◇知財を切り⼝とした事業性評価等により、⾦融仲介機能
の更なる発揮が期待できることから要請を受け⼊れ。

中国財務局

【期待された成果の実現】
◇アンケートによれば、参加者の46.8％が当局からの個別
紹介により知ったとしており、 また、参加者の66.6％が
｢⾦融機関｣であり、⾦融機関の集客に⼀定の効果があった。
◇今後の業務の活⽤として、とても役に⽴った、やや役に
⽴ったと回答した割合が97.9％であった。

【フォーラム】
知財を切り⼝とした事業性評価で地域企業を元気に︕
◇基調講演･基調報告
◇事例紹介
◇パネルディスカッション

【今後の展開】
◇｢お客様との会話の切り⼝として知財が使えると分かっ
た｣などのコメントが多数寄せられ、事業性評価や本業⽀援
等において知財活⽤の拡⼤が期待される。

〔コメント〕
・⾦融機関における知財活⽤の好例がよく理解できた。
・知財を切り⼝とした事業性評価は、⾦融機関が抱える
課題であると同時にお客様の課題、ニーズ解決に役⽴つ
と思う。
・より深く事業性評価に取り組むうえで、知財への取組
は避けては通れない。
・事業性評価の中で、新たな取組をしたい。

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

なって、サイバーセキュリティに関する勉強会を開催。

概 要 取組の成果と今後の展開

中国財務局

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

【勉強会の開催】
◇平成29年9⽉から、管内の信⽤⾦庫、信⽤組合を対象
とした勉強会を、広島県、島根県、⼭⼝県、岡⼭県で4
回開催。

◇参加した⾦融機関からは、｢⾦融機関同⼠の情報共有
が重要であることが理解できた｣ 、｢講義内容を組織内
で情報共有しサイバーセキュリティ対策に活かしたい｣
といった声が寄せられるなど、⾦融機関のサイバーセ
キュリティ対策への意識を向上させることができた。

【今後の展開】
◇信⽤⾦庫、信⽤組合に加え、銀⾏、証券会社、保険会
社、貸⾦業者等にも対象を拡⼤するとともに、各県、各
県警察本部、⽇本銀⾏各⽀店等とも連携のうえ、関係機
関の知⾒を活かしたセミナーや勉強会を開催する予定。
◇今後も、官⺠⼀体となって、サイバーセキュリティ対
策を向上させることとしたい。

⾦融
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岡⼭県信⽤⾦庫協会との連携研修
岡⼭県信⽤⾦庫協会と連携し、同協会が県内信⽤⾦庫職員向けに実施している合同研修において、初

めて講師として出席し講義を⾏った。

概 要 取組の成果と今後の展開
岡⼭財務事務所から岡⼭県信⽤⾦庫協会に対する提案によ

り、同協会が、県内の8つの信⽤⾦庫の職員向けに、階層
別･職種別に実施している合同研修において、初めて当所職
員が講師として出席し、講義を⾏った。

中国財務局岡⼭財務事務所

○講義の内容
・平成29年8⽉、若⼿渉外担当者向けに開
催された講座において、当所の貫名理財課
⻑が、｢⾦融機関における近年の不祥事件
の発⽣状況｣と題し、⾦融機関を監督する
⽴場から、コンプライアンスの重要性や⾦
融業界全体の課題について講義。 若⼿渉外担当者向け講義

○平成29年8⽉の講義を通じて、県内信⽤⾦庫の若⼿渉外
職員に対して、不祥事件を起こさない･防ぐためのポイント
に加え、⾦融機関に求められている｢顧客本位の業務運営｣、
｢顧客との共通価値の創造を⽬指したビジネスモデルの転
換｣などについて知ってもらう機会となった。

今後も同協会と連携した講義を継続するほか、当所と合同
での勉強会を開催するなど、地域⾦融機関との連携を図りた
い。

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

○30年2⽉の講義を通じて、県内信⽤⾦庫の部店⻑や次⻑に
対して、⽇本の財政や社会保障の現状及び課題について認
識してもらう機会となった。

また、⾦融機関に求められている｢ビジネスモデルの構
築｣や｢顧客本位の良質な⾦融サービスの実践｣、⾦融庁が進
める｢検査･監督のあり⽅の⾒直し｣について理解してもらう
機会となった。

部店⻑･次⻑向け講義

○当該取組を契機として、同協会と連携した取組を⾏うた
めの関係性を構築することができた。

⾦融
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若年層への積極的な広報活動
これからの⽇本を担う⼦どもたちを対象に、財政に興味を持ってもらい、財政を⾃分の事としてとら

えてもらう事を⽬的とした｢財政教育プログラム｣を積極的に展開。
租税教育推進協議会主催の｢租税教室｣とも連携した授業も積極的に実施。

概 要 取組の成果と今後の展開

【財政教育プログラム】
財政教育プログラムは、これからの⽇本を担う⼦どもた

ちを対象に、財政に興味を持ってもらい、財政を⾃分の事
としてとらえてもらう事を⽬的としている。中国財務局で
は、対象校の増加に努めており、今年度は公⽴⼩学校、私
⽴中学･⾼校でも授業を⾏った。

【国税局(租税教室)との連携】
平成29年6⽉に管内全ての各県租税教

育推進協議会に中国財務局が加盟。
租税教室への講師派遣を中⼼とした連携を進めている。

当局が実施する財政教育プログラムに対し、広島国税局
職員の参加を受け⼊れたほか、租税教室に財政教育プログ
ラムのエッセンスを取り⼊れた｢租税教室･財政教育プログ
ラム連携授業(主催︓尾道税務署)｣の実施に際し、当局は
ノウハウ提供等のサポートを⾏った。

中国財務局及び⿃取・松江・岡⼭・⼭⼝財務事務所

≪今後の展開≫
国の財政状況について多くの⽅に知っていただくことが

重要。引き続き国税局と協働で授業を⾏うなど、授業機会
の確保を⽬指す。

⼩学校 中学校 ⾼校
財政教育PG 3校 4校 2校
租税･財政連
携授業 1校 4校 2校

租税教室 4校 7校 6校

≪児童･⽣徒の声≫
⽇本を良くしていくためには次世代の

私達が財政をもっと⾝近に、より深く
考えていくべきと感じた。
≪先⽣の声≫

⼦どもたちが⽣き⽣きと授業を受けて
いる姿を⾒て、お願いして本当に良かった。

平成29年度実施校数

広報相談
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⼦育てファミリーへの積極的な広報活動
これまで接点を有していなかった｢⼦育てファミリー｣を対象とした広報活動を積極的に展開。⼦ども

を抱っこしても聞ける⼯夫やロールモデルカフェへの参加、イベントへの参加を通じ、幅広い⽅々に財
政について考えてもらう機会を提供。

概 要 取組の成果と今後の展開
地⽅公共団体の⼦育て⽀援担当課や

⼦育て⽀援センター等の⽀援組織に
対し、積極的に売込を実施した。

その結果、ロールモデルカフェと
いった⼦育て関連イベントへの参加
のほか、施設利⽤者を対象とした
ミニ講座等を開催している。

また、⼦育てママが⼦どもと⼀緒でも
聞いてもらいやすいように、紙芝居
形式を取り⼊れるなど、⼿法を⼯夫して
いる。

ロールモデルカフェ

紙芝居を⽤いた講座

保護者会での講演

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

≪受講者の声≫
○ ⼦どもの教育にどれだけお⾦を貯め

ればいいか⽬安が分かってよかった
○ ｢保育料の⾃⼰負担って⾼いな｣と

思っていたけど、実はかなり税⾦で
⽀えられていると知って驚いた︕

○ 受益と負担のバランスが崩れている
ことを知ることができて良かった︕

≪今後の展開≫
国の財政状況について多くの⽅に

知ってもらう機会を提供することが
重要。

引き続き講演機会の確保に努める。

平成29年度においては、管内で講演等15件を開催した。

広報相談
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①来場した親⼦がおもちゃのお⾦で
お買い物

②お会計の時に、消費税を払ってい
ること、その消費税は⼦育て⽀援
にも使われていることを説明

⼦育て⽀援団体等が主催する｢⼦育て⽀援メッセin⼭⼝｣に
｢お買い物ごっこ｣を⾏うブースを出展。

親⼦で楽しみながらお⾦について学ぶ場を提供
⼦育て⽀援団体、⺠間企業及び地⽅公共団体等の協働により開催する⼦育て⽀援イベントに出展。⼭⼝

財務事務所のブースにおいて｢お買い物ごっこ｣を企画し、親⼦で消費税の使い道やお⾦の役割･買い物の仕
⽅について楽しみながら学ぶ場を提供。

概 要 取組の成果と今後の展開

⼯夫したポイント

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

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

取組内容〜お買い物ごっこを通じて消費税の使い道を広報〜

・⼦育て中の職員による親⽬線の意⾒を活⽤
⇒｢楽しみながら学べる｣｢⼦どものためになる｣

・⾦融リテラシー教育の導⼊
⇒ ⼦どもの⾦融リテラシー向上のため、｢お買い物

ごっこ｣を企画。

・出展している⼦育て⽀援団体等とは、イベント開催にあ
たって｢⼦育て⽀援｣という同じ⽬的を共有できたことで、リ
レーションシップの構築を図ることができた。
今後の展開
・イベント開催後、⼦育て⽀援団
体から講演依頼があり、広がりを
⾒せている。
・引き続き関係団体と連携･協⼒
し、広報活動を継続していく。

広報相談 中国財務局⼭⼝財務事務所
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