
■ 当局との連携協定やフォーラムの開催
⾃治体のネットワークが強化
(⾦融機関との協定締結)
WG等を開催し具体化作業
⾃治体と関係者がwin-win
となるよう当局が助⾔し、協⼒体制を構築

■ その結果、共通の⽬標を設定して、産学官⾦が⼀体となって
伴⾛型⽀援体制を構築。⾃治体の地域課題解決＝KPIに寄与

広域での地域活性化に向けた官⺠伴⾛⽀援による取組と結果
これまで地域課題の解決に向けた地域経済活性化フォーラムを開催してきたが、さらにKPI達成に貢献す

る取組を求める声が寄せられた。このため、広域フォーラムでは、フォーラム後、当局が中⼼となって産
学官⾦の伴⾛型⽀援体制を構築し、地⽅⾃治体のKPIに貢献した。

概 要

福島

宮城

起業･創業

取組の成果と今後の展開

(3)阿武隈急⾏沿線地域への対応
① H28.12-阿武隈急⾏沿線地域活性化フォーラムWGの開催
(事務局︓当局、阿武隈急⾏沿線開発推進協会、6回開催)
② H29.5-同フォーラムにおいて、各機関連携の取組事項を
盛込んだ報告書を策定し、具体的に取り組むことを決議。
③ その後も定期開催のWGにおいて、取組状況や課題を共有。

会議 仙南地域金融フォーラム 市町の地域経済活性化フォーラム等

参加 2市7町、金融機関 国、金融機関、専門機関、大学

テーマ 地域の共通課題 各市町の個別の課題

開催
Ｈ28.11～29.6まで5回
Ｈ29.6‐今後の官民連携取組公表

白石市、角田市、村田町、蔵王町で開催
各フォーラムWGは定期的に開催

交流⼈⼝増加

特産品ブランド化などその他の成果

■仙南地域創業応援セミナー(当局主催)➡
■村⽥町の蔵通りを活性化したい︕
➡フォーラム参加者の官⺠連携➡
(当局︓補助事業の調査、町︓空き蔵情報提供、⾦融機関︓融資)

２件

１件

80名参加

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

蔵の通りでの起業
１０年ぶり︕

７００名

８００名

５件

起業 相談対応中

誘客

誘客

■⾦融機関からの⾃治体への取引先紹介
➡七ヶ宿ブランド(特産品)の確⽴
➡｢道の駅かくだ｣の品数の充実化

■仙南信⾦は、川崎町･⽩⽯市への移住優遇ローンの取扱開始
■阿武隈急⾏30周年事業資⾦調達のクラウドファンディング

(1)背景
■ 仙南地域(宮城県2市7町)は、⼈⼝減少が
進むほか、過去の経緯(合併の破談)等から、
さらに広域的な連携が求められる地域であった。
また、各⾃治体は、優先順位は異なるものの、
起業促進や交流⼈⼝増加等の共通課題をもつ。
■ 阿武隈急⾏(第3セクター)沿線⾃治体
(宮城県と福島県の3市2町)は、本線の存続
と産学官⾦連携の取組が必要との共通課題をもつ。
(2)仙南地域の課題解決(主にKPI達成)に向けた対応
① 当局は地⽅⾃治体と地⽅創⽣の包括連携協定を締結。
その後、地⽅⾃治体と⾦融機関との連携協定につながった。

②課題解決に向け、官⺠伴⾛⽀援として継続的に協議した。

東北財務局

信⽤⾦庫による観光客の誘致

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

概 要 取組の成果と今後の展開

東北財務局及び⻘森・盛岡・秋⽥・⼭形・福島財務事務所

⾦融経済教育及び⾦融犯罪防⽌のための出前講座

(⼩中学校、⾼校、⼀般)
正しいお⾦の使い⽅や消費者トラブルの回避⽅法を、｢ク

イズ｣や｢ゲーム｣を通して伝える。独⾃教材を⽤いた、参加
型の｢お買い物ゲームをやってみよう!｣、｢マネープラン
ゲーム旅⾏にGO!｣は、⼩学⽣に⼤好評。

また、年齢に応じた⽣活設計教育にも取り組んでいる。

(⼀般、⾼齢者)
社会福祉協議会等と連携し、｢うまい
話にご⽤⼼︕｣のテーマで、最近の⼿
⼝･対処法などを、⼨劇等をとおして、
わかりやすく説明。

⾦融経済教育講座

⾦融犯罪防⽌講座

⾼校⽣による地元⼩学校での講座

28年度⾼校2校(⼩学校2校)
⇒ 29年度⾼校3校(⼩学校4校)

○宮城県築館⾼校と栗原市⽴築館⼩学校
○宮城県岩ケ崎⾼校と

栗原市⽴栗駒⼩学校、栗駒南⼩学校
○宮城県迫桜⾼校と栗原市⽴若柳⼩学校

○関係機関への地道な働きかけの継続。
○魅⼒のある講座の提供のための改良･

改善の継続。
○⾦融犯罪被害の未然防⽌や⾦融リテラ

シーの普及･向上など地域貢献を推進
するため、出前講座を継続(推進)。

○財務広報活動を担う⼈材育成の継続。

今後の対応

岩ケ崎高校と合同で実施した
栗駒小学校での金融経済教
育講座の模様

(大崎タイムス提供)

⾼校において、各学年ごとにテーマ
に沿った講座を実施。

特に2年⽣は、プレゼンテーション
を⾝につけるための講座を受講後、地
元の⼩学校に出向き、合同で⾦融経済
教育講座を実施。

⾼校⽣向けの講座

出前講座件数推移

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

≪⼈材育成≫

⾦融
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銀⾏･保険･証券の業界垣根を越えた全国初の連携(岩⼿県)
特殊詐欺被害対策において、盛岡財務事務所の提案により、平成28年度から、銀⾏･保険･証券の各業界と

連携した注意喚起活動を展開。更に、より効果的な取組の実施に向け、当該連携を基に、全国に先駆けて業
界の垣根を越えた連携体制を構築。

取組の成果と今後の展開

銀⾏業界との連携 ＜預⾦者向け＞ 28年6⽉〜

保険業界との連携 ＜保険契約者向け＞ 28年6⽉〜

証券業界との連携 ＜投資者向け＞ 29年3⽉〜

銀⾏窓⼝での被害防⽌策等を導⼊する⾦防連との取組
➣ 銀⾏⽀店主催セミナーでの出前講座︓10回
➣ 街頭チラシ配布活動︓29年10⽉

保険解約による被害防⽌に注⼒する⽣保協との取組
➣ 保険会社の営業職員向け出前講座︓9回
➣ 営業職員等による共通チラシを使った注意喚起

(⽣保協が年間25,000部印刷)

投資詐欺被害防⽌に注⼒する⽇証協との取組
➣ 街頭チラシ配布活動︓29年10⽉
➣ 証券会社社員向け出前講座︓2回実施

【街頭チラシ配布活動】

概 要
盛岡財務事務所では、特殊詐欺被害を未然に

防ぐため、 24年から地⽅公共団体等と連携した
地域住⺠向け出前講座を実施。

しかし、詐欺被害が後を絶たない状況から、
28年度から、同じ問題意識を持って活動する⾦
融団体とそれぞれ連携し、各団体のネットワー
クを活⽤した取組を展開。

◆岩⼿県⾦融機関防犯協会連合会【⾦防連】
◆⽣命保険協会岩⼿県協会 【⽣保協】
◆⽇本証券業協会東北地区協会 【⽇証協】
更に、より効果的な取組を実施するため、全

国に先駆け、各業界の垣根を越えた官⺠連携体
制を構築。

◆⾦融3団体との官⺠連携体制の構築(30年3⽉〜)
当所と3団体の｢⾦融セクター特殊詐欺対策検討会議｣を

設置。
今後、既存の個別の取組を相互連携に発展させるほか、

PDCA機能を発揮し効果的な取組を⽣み出していく。

【セミナーでの出前講座】

【注意喚起 共通チラシ】

東北財務局盛岡財務事務所⾦融
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PPP/PFI勉強会の開催
地⽅公共団体の厳しい財政状況下において、事業費を削減し、より質の⾼い公共サービスを実現する

ため、㈱⽇本政策投資銀⾏、地域⾦融機関と連携して、個別地⽅公共団体を対象としたPPP/PFIに関す
る勉強会を開催。

概 要 取組の成果と今後の展開

関東財務局

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

埼⽟県(⽐企郡⼩川町、桶川市)、⻑
野県(⼩諸市)で計5回の勉強会を開催。

平成30年4⽉以降も管内の個別地⽅
公共団体との勉強会の開催に向け調整
中。

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

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

地域⾦融機関

関東財務局
(コーディネーター)

㈱日本政策投資銀行
( PPP/PFI推進センター)

￥

勉強会は、基礎的知識の習得を⽬的とした⼀般的な内
容、特定の公共施設を対象とした個別的な内容に分けて
開催。

出席者間で活発な意⾒交換が⾏わ
れ、関⼼の⾼さが伺えた。

(出席者の感想)
・効率的な公共施設整備を⾏っていかなければならない

中で PPP/PFIの導⼊を考える良いきっかけとなった。
・疑問点が解消され、PFI事業を進めるうえで後押しと

なった。

地方公共団体

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

東京島嶼地域活性化実現会議~東京活性化サロンWith Islands~
東京島嶼地域活性化のため、㈱⽇本政策⾦融公庫と連携し、標記会議を設置。⼤島町、⼋丈町、神津

島村、新島村、三宅村を訪問し、町村⻑との政策対話を実施しつつ、⼤学や若⼿起業家とも意⾒交換。
島の内外双⽅の声を聞きながら、島嶼活性化に向けた取組を実施。

概 要 取組の成果と今後の展開

関東財務局東京財務事務所

◆当事務所の呼び掛けで、各
島の地⽅公共団体、商⼯会、
東京都、⽀援機関、⾦融機関、
企業等が多数参画。
◆⽀援メニューの共有、移住
定住促進等、テーマを明確化
し、具体的成果に向け、継続
的に意⾒交換を実施。

◆東京財務事務所は、『島嶼地域活性化に向けた認識の共
有や課題解決』に取り組むべく、㈱⽇本政策⾦融公庫と連
携し、平成29年5⽉、“東京島嶼地域活性化実現会議〜東京
活性化サロンWith Islands〜”を設置。

第２回東京島嶼地域活性化実現会議
〜東京活性化サロンWith Islands〜

とうしょ

 財務事務所の重要な役割の⼀つに｢地⽅創⽣｣への貢献
(⇒では、東京における｢地⽅創⽣｣とは︖)

 ターゲットはタマ＆シマ。両地域は、少⼦⾼齢化･⼈⼝
減少など、他の地⽅部と同様の課題が急速に進展。

 このため、東京財務事務所は、両地域の活性化への貢
献を最重要課題と位置付け、取組を強化。

なぜ、シマなのか︖

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

地⽅創⽣⽀援・⾦融
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平成30年3⽉17⽇(⼟)
第１回記念シンポジウムを開催。

中央⼤学ビジネススクール×東京活性化サロン
『中⼩企業ファイナンス講座』

〜地域⾦融の変化と⾦融イノベーションを中⼩企業の⽴場から読み解く〜

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

概 要 取組の成果と今後の展開

関東財務局東京財務事務所

平成30年3⽉、CBSと共催で｢中⼩企
業ファイナンス講座｣を開講

【参加者の声】
・事業者に寄り添った伴⾛⽀援の⼀層

の推進、営業現場への定着を望む。
・⾦融機関だけではなく、事業者の意

識を変えていく必要性を感じた。
◆知財戦略、経営の⾒える化、フィンテック、資⾦繰り管
理(短期継続融資活⽤)等、企業価値向上や⾦融機関との対
話促進に役⽴つ講座を継続実施(年5〜6回開催)。

【取組の経緯】
事業性評価に基づく⽀援、顧客との対話強化を促すべく、
東京財務事務所は、⾦融機関向け勉強会等を継続実施。
しかし、対話の⼀⽅の当事者である中⼩企業には、⾦融
⾏政⽅針や⾦融機関に何が求められているかが必ずしも⼗
分浸透していない可能性。
中⼩企業が、価値向上に役⽴つファイナンス等の知識、
⾦融機関を取り巻く状況を理解することは、⾦融機関との
相互理解･対話による共通価値創造に役⽴つとの考えから、
同様の問題意識を有する⼤学と連携し開講を決定。

×

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

【基調講演】中⼩企業と⾦融機関は
いかに共創していくか

【パネルディスカッション】
中⼩企業⾦融の将来を考える

東京活性化サロンの
中⼩企業ネットワーク

ビジネススクール・
専⾨家の知⾒

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

地⽅創⽣⽀援・⾦融
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親⼦向け体験型⾦融経済教育の開催
次代を担う若者が⾦融経済に関する知識･判断⼒を⾝に付け、⽣活スキルを⾼めることを⽬的に、⽇本銀

⾏、東京証券取引所、⽇本証券業協会、⾦融広報委員会、国⽴印刷局と連携し、お⾦にまつわる主な機関
を1⽇で巡る体験型⾦融経済教育｢親⼦で学ぼう︕⾦融学習バスツアー｣を開催。

取組の成果と今後の展開
▶取組の成果

平成30年3⽉27⽇(⽕)、18組38名(⼩学4･5･6年⽣の児童
20名、保護者18名)が参加。

【 プ ロ グ ラ ム 】
✔関東財務局による講座
✔国⽴印刷局東京⼯場の

⾒学
✔東京証券取引所の⾒学
✔⽇本証券業協会による

講座
✔⽇本銀⾏の⾒学

▶参加者に対するアンケート結果(⼀部抜粋)
・お⾦について⼦供が興味を持ち、有意義に学習するこ

とができたと思います。
・普段は⼊らない所を⾒学できて良い経験となりました。
・⼦供にとって分かりにくい株式のことなどが⾝近にな

り、とても良い取組だと思います。
・毎年続けて下さい。

▶今後の展開
参加者の声を踏まえ、より充実したプログラムにより継続

  実施予定。

【国立印刷局】 【東京証券取引所】 【日本証券業協会講座】 【日本銀行貨幣博物館】

実 施 概 要

⾦融 関東財務局
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平成35年の北陸新幹線
敦賀延伸や中部縦貫⾃動
⾞道の整備が予定されて
いる福井県北部の6市町
を対象地域に選定
･･･福井市、⼤野市、

勝⼭市、あわら市、坂井市、永平寺町

【テーマ】
越前(北部地域)の

交通体系の充実と地域振興

地域経済活性化フォーラムの開催
〜地⽅公共団体ヒアリング等で得られた地域の要望･ニーズを踏まえた地⽅創⽣⽀援の取組〜

地域の課題に対して、地域⾦融機関や国の機関が持つ知⾒をコーディネイト
北陸財務局(PT)も、課題解決の取組を提案することにより地域経済活性化に積極的に参加

概 要

北陸財務局

【平成30年1⽉︓事務担当者会議】
・ 地域のメインプレイヤー(地⽅公共団体、地元経済団体、

地域⾦融機関)のほか、国の機関(⽀分部局、政府系⾦融
機関等)や交通事業者にも参加を要請

・ 地⽅公共団体から、地域の現状と課題を報告
【3⽉︓実務者会合】
・ 国の機関から、有効な⽀援制度や好事例をアドバイス
・ 地域⾦融機関から、課題解決策の検討状況を報告
・ 北陸財務局もPTを起ち上げ、地域の課題解決策を検討
・ 課題解決に向け意⾒交換

取組の成果と今後の展開
【事務担当者会議･実務者会合の成果】

地域経済活性化に向けた具体的な施策の実現を⽬指す

・ 関係する国の機関をはじめ、
多くの地域のメインプレイヤー
との情報共有と連携の強化

・ 国の機関からのアドバイスや、
現場に近い事務･実務担当者が
意⾒交換を⾏うことで⾦融機関
等の提案のブラッシュアップ

【5⽉︓フォーラム】
・ ⾦融機関等から、地⽅公共団体に対して、新幹線延

伸等の効果を活かして、地域の『稼ぐ⼒の向上』を
図る具体的な取組を提案

⾦融機関から
現状分析や取組状況報告
にとどまらない、地域の
将来を⾒据えた取組

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

地⽅創⽣⽀援・⾦融
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地域⾦融機関と連携︕地⽅創⽣に係る合同勉強会を開催︕︕
北陸財務局は、地域⽀援の役割を担う地域⾦融機関と連携し、双⽅の機能･知⾒を活⽤して、地域課題

を分析のうえ、課題解決に向けた対応策を検討する｢合同勉強会｣を実施

概 要 取組の成果と今後の展開
【合同勉強会の概要】
○29年度は、北國銀⾏と地⽅創⽣⽀援のための｢⼈材育成･

連携強化｣及び｢地域貢献(課題解決策の提案)｣を⽬的に
活動。銀⾏との連携をより深めるため、当局及び銀⾏の
中堅･若⼿職員各5名が混合チームを2チーム編成。メン
バーは公募により意欲のある者を選定

○29年11⽉の第1回勉強会でチーム毎にテーマを設定
(｢温泉地の活性化｣、｢中⼼商店街
の活性化｣に決定)。30年1⽉の中間
報告会を経て、3⽉に当局及び銀⾏
の幹部を集めて成果発表会を実施

北陸財務局

【参考】
○28年度は、北陸銀⾏と勉強会を開催。メンバーは当局及

び銀⾏から中堅･若⼿職員各５名(銀⾏は途中でメンバー
２名を追加)を選出。共通テーマを｢過疎地における若年
⼥性⼈⼝の維持｣と設定し、当局及び銀
⾏それぞれが対応策を検討。29年6⽉に
当局及び銀⾏の幹部を集めて成果発表会
を実施

【取組の成果】
○合同勉強会のほかにチーム毎に温泉地や中⼼商店街、地

⽅⾃治体など数多くの関係機関にヒアリングを実施し、
現在抱えている課題などを確認。ヒアリングを通して、
各機関との関係構築に加え、中堅･若⼿職員の知識向上
につながった

○また、ヒアリングなどの活動を通して銀⾏との連携強化
が図られたほか、中間報告会や成果発表会に向けての資
料作成や報告会でのプレゼンを通
して、資料作成能⼒やプレゼン
能⼒の向上など⼈材育成にもつ
ながった

【今後の展開】
○成果発表会の実施後、ヒアリングを⾏った関係機関など

に個別に発表会の内容(課題解決策の提案)を提⽰する予定
○提案後は、関係機関からの要請等を踏まえ、引き続き、

課題解決に向けて協議･連携しながら取り組む予定

若⼿職員による取組・⾦融

52



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

概 要

取組の成果と今後の展開

【背景】

《労働局の問題意識》
・⼈⼿不⾜解消や働き⽅改⾰への対応等が中⼩企業に
とって⾮常に重要な課題

《⾦融機関の問題意識》
・地域の⾦融機関は顧客企業のニーズや課題を共有し、
これに沿ったサービスの提供に努める必要

東海財務局及び静岡財務事務所

①静岡財務事務所の⽀援(全国初の三者連携)
(平成29年6⽉)

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

【信⾦】
助成⾦等を顧客へ紹介
相談内容を労働局へ提
供 ほか

【労働局】
助成⾦等を信⾦へ紹介
情報提供を受けた事業
所を⽀援 ほか

愛知県内の労働者の働き⽅改⾰･地域振興の推進

島⽥信⽤⾦庫とハローワーク島⽥で実施していた以下の
先駆的取組について、静岡県全域での展開を静岡労働局
及び県信⽤⾦庫協会に提案･調整。県下全域での展開を後
押し
・ハローワークの求⼈誌を島⽥信⾦全店舗に配置
・島⽥信⾦の顧客からの雇⽤問題等の相談に対し、同信

⾦とハローワーク職員が帯同訪問するなど、連携して
対応

愛知労働局が愛知県下の信⽤⾦庫との連携を模索してい
たなかで、全15信⽤⾦庫と連携協定の⼀⻫締結を後押し

②東海財務局(本局)の⽀援(平成29年11⽉)

⾦融
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障がい者就労⽀援施設等で⾦融講演を実施
就労している知的障がい者や来年から社会⼈として働く障がい者の⽅々を対象に、社会⼈として⾃⽴

していくために必要な｢お⾦の管理｣に関する⾦融講演を実施した。

概 要 取組の成果と今後の展開

○なごや障害者就業･⽣活⽀援センターからの依頼を受け、平成29年6⽉17
⽇に基本編を、30年2⽉10⽇に応⽤編の2回にわたり⾦融講演を実施した。

○参加者は10代から60代の男⼥で、主に⼀般企業に就労し収⼊を得ている
が、⾦銭管理は親の⽀援や福祉権利擁護センターに頼っている⽅も多い。

○演題は｢お⾦について学ぼう｣とし、お⾦を管理できる｢やりくり上⼿｣を⽬
指して、基本編では収⼊と⽀出を知るために給料明細の⾒⽅や、必要なも
のと欲しいものを分けて考えることを学び、応⽤編では１週間分のおこづ
かいの使い途を考える｢やりくりゲーム｣に挑戦。

○講演後半には、当センターからの要望で、特殊詐欺被害防⽌啓発の⼨劇
｢架空請求って何だろう｣を披露。最後に参加者にも呼びかけ｢困った時は
、まず相談︕｣の合⾔葉を唱えて終了とした。

東海財務局及び津財務事務所

・聴くだけでなく、実際に⼿を動かしてお⾦
の管理の仕⽅を学べ分かりやすかった。

(参加者)
・参加者42名のうち、8名が架空請求にあっ

たことがある。⼨劇を⾒て、特殊詐欺につ
いて、より幅広く話を聞かせたいと感じた。

(⽀援員)
○今後も、広く未開拓先のニーズを掘り

起こし、⾦融知識普及に努めたい。

なごや障害者就業･⽣活⽀援センターでの⾦融講演 (愛知県)

三重県⽴聾学校での⾦融講演 (三重県)
○この春に就職し、社会⼈として働く⽿の不⾃由な⽣徒たちに、社会に出て

必要になる給与や税の知識について⾝につけてもらうため、30年2⽉20⽇
に三重県⽴聾学校において、津税務署とコラボして講演を実施した。

○⼿話通訳を介して、｢就職後に役⽴つ税･⾦融の知識を⾝に付ける｣をテーマ
に、求⼈票や給与明細から労働条件を読み取る⽅法、源泉徴収制度、マイ
ナンバー制度、ライフプランの⽴て⽅の内容で講演。

○講演資料は、参加者を考慮して⼯夫した
オリジナルの教材を⽤い、アクティブラ
ーニング⽅式で実施。

○各グループに東海財務局職員と当セン
ターの⽀援員を配置し参加者をサポート。

参加者の声

⾦融
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経済産業局等の機関と連携し、国等の産業⽀援策の活⽤を促進
● 国等の産業⽀援策について、中⼩企業経営者には情報が⼗分に浸透していない状況。
● 近畿経済産業局や⼤阪労働局等と連携し、中⼩企業に接する地域⾦融機関向けに産業⽀援セミナーを

継続開催するほか、産業界からの要望も受け、各地域に赴いたセミナーも開催。

取組の成果概 要
○国等の地域産業⽀援施策の活⽤促進のためのセミナー

・産業⽀援策については、各省庁に様々なメニューが
あるが、中⼩企業経営者から｢国の⽀援施策を活⽤し
ていない｣、｢どのような国の⽀援メニューがあるのか
知らない｣などの声が聞かれるところ。

・⼀⽅で、⾦融機関は顧客との｢共通価値の創造｣を⽬指
すため、事業性評価による融資等、顧客⽀援の取組を
⾏っているが、国の様々な⽀援施策に精通しておくこ
とも事業性評価には有⽤と考える。

・そこで⾦融機関から、あらかじめ｢これまで有効で
あった産業⽀援施策｣及び｢今後活⽤したい施策｣を聴
取し、現場のニーズに合うよう、毎回テーマを変え
セミナーを継続開催。

・また⾦融機関以外の産業界からの要望も受け、各地
域に赴いてセミナーを開催してほしいという要望に
応えるセミナーも地域で開催。

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

2．産業界向け⽀援セミナー
・兵庫⼯業会の次世代を担う会員｢しん

ゆう会｣からの要望を受け開催
◇平成29年9⽉15⽇ (参加⼈数15名)
『第⼆創業⽀援』(近畿経産局、兵庫県)

近畿財務局地⽅創⽣⽀援・⾦融
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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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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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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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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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九州農政局と共催で｢⾦融仲介の質の向上に向けたシンポジウム｣を開催
財務局では毎年同シンポジウムを開催。九州財務局においては、今回農業分野の有識者による基調講演ととも

に、関係者と｢農業分野の活性化のための地域⾦融機関の可能性とその課題｣をテーマにパネルディスカッション
を実施。

概 要
○ 管内の⾦融機関では、基幹産業の⼀つである農業について活性

化に係る取組を進めているが、農業融資を⾏うにあたっては他の
産業とは異なったノウハウ等が必要。

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

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

基調講演︓九州農政局･⿅児島銀⾏･⽇本政策⾦融公庫
パネルディスカッション︓地域⾦融機関･⽇本政策⾦融公庫･農業

事業者･熊本県⽴⼤学･⾏政機関

取組の成果と今後の展開

○取組の成果

【パネルディスカッション】

○今後の展開
● 今後も、局内外の情報共有を進めつつ、地域⾦融機関と

政府系⾦融機関との連携･協働を促進。

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

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

九州財務局

【基調講演】
● 九州の農業の現状、地域⾦融機関が設⽴した農業法⼈や

地域⾦融機関と地⽅公共団体との連携事例、農業分野にお
ける⽇本政策⾦融公庫の各種施策などが紹介された。

地⽅創⽣⽀援・⾦融

【パネルディスカッションの模様】【基調講演の模様】

● ⾦融機関、農業関係者など175名が参加。
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熊本県等と連携し｢住宅再建無料相談会｣を開催
熊本地震の被災者⽀援のために、⾃然災害ガイドラインや住宅再建等に係る相談の機会を｢ワンストッ

プ｣で提供することを⽬的とし、熊本県等と共催で｢住宅再建無料相談会｣を開催。

概 要 取組の成果と今後の展開
○ 熊本地震から2年が経過す

るが、今もなお多くの⽅々
が熊本県内外の仮設住宅など
で⽣活。

○ 仮設住宅の⼊居期間は原則
2年とされており、退去期限
到来に伴い、住宅再建の機運
が⾼まってくると予想。

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

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

九州財務局

○取組の成果
● 当⽇は100組を超す被災

者の⽅々が参加。
● 住宅再建に関する様々な

相談が各機関に寄せられ、
｢⼀ヶ所でいくつも相談で
きるのは有難い。｣｢地盤や
住宅ローンの相談が出来て、
来てよかった。｣との声。

● 多くのマスマディアも取材に訪れ、地元のニュース
でも相談会の模様を放送。

○今後の展開
● 被災者のニーズを把

握し、今後も関係機関
と連携して、被災者⽀
援への取組を継続。

● 6⽉に同規模の無料
相談会を再度開催すべ
く準備を開始。

【相談会周知広報⽤チラシ】

災害対応・⾦融
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｢⼥性経営者と⾦融｣をテーマにワークショップを開催︕
地域における⼥性経営者の活躍と⾦融のあり⽅に焦点を当て、⼥性経営者と地域⾦融機関･⽀援機関が

オープンな場で意⾒を交わす｢地域⾦融ワークショップ〜⼥性のパワーと⾦融のチカラで地域を元気
に︕｣を全3回にわたり開催。

｢地域で⼥性経営者が活躍
の場を広げ、事業を発展させ
ていくために地域⾦融機関は
どう関わり、変わっていけば
よいか｣をテーマとするワー
クショップを開催。

福岡財務⽀局

ワークショップを通して、⾦融機関･経営者･⽀援機関、そ
れぞれが抱える課題や相互理解のために出来ることについて
の気付きを提供。今後につながる交流のきっかけにも。

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

⾦融機関･⽀援機関の声
・⼥性経営者の⽣の声を聴く貴重な機会。
・経営者のためにもっと出来ることがあると感じた。
・真に頼られる⾦融機関でありたいと思った。
・⼥性経営者のために、⼥性⾏員だからできることがあ
ると感じた。

⼥性経営者の声
・相互理解に⾄らない理由や課題、解決策などを本⾳で
検討することができた。

・⼈脈が広がり、これからの助けや安⼼に繋がると実感。

⼥性経営者と地域⾦融機関の⾏員、⽀援機関の職員約
30名をメンバーに迎え、各界で活躍する⼥性講師によ
る講義と、グループでの意⾒交換を⾏った。

取組の概要 取組の成果

今後の展開

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

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

概 要 取組の成果と今後の展開

・地域⾦融機関には、中⼩企業の経営課題を把握し、その課
題解決のためにファイナンス、アドバイスといった⽀援の提
供を継続的、組織的に⾏っていくことが求められている。
・本セミナーでは、国や政策⾦融機関等の公的機関が保有し
ている中⼩企業の課題解決に役⽴つような施策･ノウハウ等
について、各機関から⾦融機関へ紹介するとともに、参加者
同⼠の交流の場を設けることで双⽅の連携強化に取り組んだ。
テーマ等

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

今後の展開

・セミナー後のアンケートでは｢定
期的にセミナーを開いて欲しい｣と
の声があるなど、ほとんどの参加者
が｢参考になった｣と回答。

・セミナー後に、名刺交換、個別相談
等の時間を設けたことにより、活発な
交流が⾏われた。

(福岡会場) (佐賀会場)

①創業サポートの⼼構え(佐賀市産業⽀援相談室)
②農業融資の着眼点について(⽇本政策⾦融公庫)
③⾦融機関によるJ-GoodTechの活⽤について
④農商⼯連携･地域資源活⽤･新連携事業について

(中⼩企業基盤整備機構)
⑤地域⾦融機関による事業承継⽀援

(福岡県事業引継ぎ⽀援センター)
⑥地域⾦融機関が活⽤できる
企業⽀援施策の事例及び制度について

(九州経済産業局)
⑦宿泊施設インバウンド対応⽀援事業
及び住宅宿泊事業法について(九州運輸局)

・⾦融機関等のニーズを踏まえ県毎にテーマを変えて開催。

開催⽬的等

・引き続き地域の関係機関等との連携拡⼤･強化に取り組み、
⾦融機関等のニーズの把握に努め、地域活性化につながる
実効性ある施策を実施していく。

(⻑崎会場)

概ね参考になった
６４％

非常に参考
になった
３３％

参考にならな
かった ３％

・本セミナーは、全国紙、各県地元
紙に取り上げられ、地域経済活性化
の取組として注⽬された。
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