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先⾏した｢四国財務局⻑の酒｣
は、⾹川県観⾳寺市の川鶴酒
造の銘酒“川鶴”。蔵から感謝
され、贈呈先からも好評を博
している。

･徳島財務事務所では、本家松浦酒造場“鳴⾨鯛”
･松⼭財務事務所では、酒六酒造“京ひな”
･⾼知財務事務所では、⼟佐鶴酒造“⼟佐鶴”のほか、他の酒

蔵の⽇本酒や無⼿無冠の栗焼酎“ダバダ⽕振”ともコラボ。

四国財務局及び徳島・松⼭・⾼知財務事務所

○ 四国4県には、119の酒蔵があり、うち⽇本酒の酒蔵は80(⾼松国税局公表)あるが、国内の飲酒⼈⼝の減少やワインなど
趣向多様化に伴う競争激化の中、多くの蔵が⽣き残りをかけて郷⼟の地酒を守り振興しようと奮闘中。

○ これを応援すべく、四国財務局では、財務局⻑、各財務事務所⻑が、⾼松国税局⻑賛意の下、各県内の酒蔵の御理解と御
協⼒を得て、⾃らのオリジナルラベル(＊)を作成貼付したものを購⼊し、お⼟産や贈呈⽤に使⽤することに。

(＊)顧客の要望に応えるオリジナルラベル(パソコンで作成、シール紙に印刷)は、全国の酒蔵でも増えつつあり、例えば｢結婚
25周年の酒｣と銘打ち御夫婦の顔写真を⼊れて親戚⼀同に配るなどの御利⽤があるとのこと。

地⽅創⽣･地酒応援(オリジナルラベル作成)

地⽅創⽣⽀援
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概 要 取組の成果

・四国遍路道約1,200㎞を、グループに分かれて⼀⻫に歩く｢おもてなし遍路道ウォーク｣が開催され、危険･休
憩箇所等をチェック

・この｢四国遍路｣の世界遺産登録を後押しする取組に四国財務局職員が積極的に参加し、地域に貢献

○四国全体で90組約1,000⼈(主催者発表)が参
加するなか、当局は、本局･各事務所の職員･家
族の75名がエントリー。団体別では第2位の参
加⼈数(昨年は1位)。

(⾹川︓85番札所⼋栗寺)

｢四国遍路｣の世界遺産登録に向けた取組に財務局職員が参加
~｢おもてなしの視点｣で地域貢献~

(上)道路に直接書かれた案内(下)古い⽯柱を確認 (愛媛︓51番札所⽯⼿寺)

(徳島︓3番札所⾦泉寺)

(⾼知︓31番札所⽵林寺)

○四国遍路は、⻑い歴史を超えて地域と共
存し継承されてきた、世界に誇る⽣きた⽂
化遺産。四国では四国遍路の世界遺産登録
を⽬指しているところ。

○NPO法⼈｢遍路とおもてなしのネット
ワーク｣では、｢⼀⽇⼀⻫｢おもてなし遍路
道ウォーク｣｣を平成28年から開催し、地
元⺠でもあまり知らない遍路道を、案内
板がなくてお遍路さんが迷うところはな
いか、適当な休憩場所･トイレ、危険個所
の有無など｢おもてなしの視点｣でチェッ
クし、今後の改善に⽣かそうとしている。

(⽊製案内板)

○四国財務局は、この取組に賛同し、2
年連続参加。

○動員⼈数の多いイベントであり、四国遍路に
対する地元⺠の注⽬を集めることに貢献(翌⽇
朝刊において、当局職員の参加の様⼦が掲載
される)。今後も引き続き参加の予定。

○当⽇は汗ばむほどのお遍路⽇和の下、担当区
間の⼭中や市街地など約10㎞の遍路道をみん
なで歩いてチェック。

(⼭中の遍路道)

(市街地の遍路道)

地⽅創⽣⽀援 四国財務局及び徳島・松⼭・⾼知財務事務所
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⼤学⽣と財務局若⼿職員の連携による地域活性化

・四国財務局の若⼿PTが全⾯⽀援した⼤学⽣の政策アイデア(⼩⾖島×迷路⺠泊×空き家)が｢地⽅創⽣☆
政策アイデアコンテスト2017｣(内閣府主催)で最優秀賞の地⽅創⽣担当⼤⾂賞を受賞

・受賞後、当局と⾹川県⼟庄町(提案対象地)主催でアイデアの実現に向けたシンポジウムを開催

概 要 取組の成果と今後の展開
○ 地域経済分析システム(RESAS:リーサス)の普及と地域

の将来を担う⼤学⽣との連携強化のため、コンテストへの
応募を若⼿PTが企画。⾹川⼤学の学⽣に呼びかけたとこ
ろ、連携が実現。

○ 若⼿PTは、RESASの使⽤⽅法をはじめ資料作成、論理
構成のノウハウを伝授するなどの⽀援を実施。プライベー
トの時間を利⽤して⼗数回におよぶ打ち合わせやフィール 
ドワークなどを通じ応募作品の質を磨き上げた。

四国財務局

○ シンポジウムには地元住
⺠を中⼼に約140名が参加。

○ ⼤学⽣が考えた政策アイ
デアについて、⺠間企業の
有識者や⼤学の准教授さら
に地元⺠間事業者等が、課
題や実現可能性を議論。

○ 多様な視点から課題の洗
い出しと実現に向けた提⾔
がなされる有意義な場とな
り、今後の連携につながる
プラットフォームを形成。

○ ⼤学⽣を輪の中⼼に、⺠間企業、地元住⺠、⼤学、国と
地⽅の公務員が⼀体となって、地域の⼈⼝減少や空き家の
増加といった課題と向き合い、その解決策を模索。

今後もそれぞれが連携を深め、課題解決に向けた取組を
推進していくことが重要。

○ 若⼿PTと⼤学⽣が連携して作成
した、同町｢迷路のまち｣の空き家
を⺠泊事業に活⽤するとの政策ア
イデアが、全国647件の応募の中
から、最優秀賞にあたる地⽅創⽣
担当⼤⾂賞を受賞。

○ 受賞後の平成30年2⽉18⽇、当
局･同町主催で｢政策アイデアシン
ポジウム in ⼟庄町｣を開催。受賞
の報告と政策アイデアの課題の洗
い出しを⾏った。

プロジェクトチーム

地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組
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産官学｢若⼿職員による地⽅創⽣フォーラム｣で地⽅創⽣⽀援
・四国財務局若⼿PTが、企画⽴案から実⾏まで全てを⾏う｢若⼿職員による地⽅創⽣フォーラム｣に全国

の若⼿公務員と⼤学⽣等、約170名が集結
・フォーラムへの参加をきっかけに、産官学それぞれが連携する企画やネットワークが誕⽣

概 要 取組の成果と今後の展開
○ 平成30年2⽉25⽇、全国の若⼿公務員と⼤学⽣が⼀堂に

会する｢若⼿職員による地⽅創⽣フォーラム in Kagawa~
産官学連携で意識と⾏動が変わる~｣を若⼿PTが開催。

四国財務局

○ スピーカーは、地元イン
フラ企業の若⼿経営者、ス
ーパー公務員と呼ばれる若
⼿公務員、政策アイデアコ
ンテスト(内閣府主催)で⽇
本⼀となった⼤学⽣など、
情報発信⼒のある産官学の
プレーヤーが集結。

○ スピーカーのリレートー
ク及び来場者参加型のパネ
ルディスカッションを実施。

○ フォーラムのプログラム作成はもちろん、講師選定及び
依頼から参加者募集、そして当⽇の運営まで、企画⽴案
から実⾏まで全てを若⼿PTが対応。若⼿主体のフォーラ
ムの模様は各種マスメディアで⼤々的に取り上げられた。 

○ フォーラムでは、スピーカー
から、｢思い描く地⽅創⽣の実
現に向けて｣、以下の点につい
ての重要性が語られた。

・官と⺠の境界を取り払っていく
・気づきや直感を⼤切に内発的に⾏動する
・⼀⼈ひとりが熱量を上げ、他者を巻き込む(仲間をつくる)

○ 事後アンケートによると、参
加者それぞれが意識の変化を感
じており、すぐに⾏動しようと
している者も多くみられた。

○ フォーラムへの参加をきっかけに、産官学それぞれが連
携する企画がいくつも誕⽣。フォーラム参加者同⼠がつな
がるSNSのネットワーク等を活⽤し、新たなつながりや企
画を持続的に⽀援、育てていくことが重要。

プロジェクトチーム

地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組
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四国4国⽴⼤学研究者等と連携した地域の実態把握調査
~地域の姿 “⽣の声” ＆政策改善 ”気づき” の提供~

・地域の実態を把握し現状を正しく認識するため、四国4国⽴⼤学の研究者と連携し、地域の創⽣が喫緊の課題と
なっている⾃治体によるヒアリング結果等を踏まえて、地域住⺠の⽣活や意識を調査

・調査結果(地域の実態)を国の出先機関にも還元し、国の施策に関する “気づき”を提供

○ 今回の地域実態把握調査の概要
･⾃治体(16先)による地域住⺠(1,154⼈)に対するヒアリング結
果を集計･分析の上、研究者の意⾒を聴取、同⾃治体に分析結
果等を還元。

･国の出先機関の若⼿職員同⼠の議論の場にも活⽤、地⽅創⽣施
策の改善の⼀助に。

･調査結果は全62⾴の報告書にまとめ、四国財務局HPでも公表。

四国財務局

<主な調査結果>
･四国では、⼈⼝減少･⾼齢化が進む中ではあるが、多くの地域住
⺠が社会的活動や仕事を通じて多幸感あり。

･⼀⽅、“買い物難⺠”対策など⽣活基盤への不安･要望が多い。
･国の地⽅創⽣施策は地域住⺠へ⼗分伝わっていない。

<成果と今後の展開>
･協⼒先⾃治体からは、調査結果を踏まえ、｢⾏政と住⺠の意⾒交
換の場の構築が必要｣などの反応あり。

･議論に参加した国の出先機関の若⼿職員同⼠の中では、⽣活基
盤等に関する課題解決に向けて、国の機関同⼠で縦割りになら
ない連携の重要性を再認識。

･今後とも、より多くの⾃治体と協⼒しながら、地域の実態把握
に努め、その特性を踏まえた⽀援に他の機関とも連携。

<⼤学研究者からの主な指摘･提⾔>
･移住促進策に対して地元⺠と移住⺠の気持ちの格差が⼤きい。
･地域活動の担い⼿不⾜への対応の必要性。
･地⽅創⽣に関するKPIが近視眼的過ぎる。
･地域での⼀層のICT活⽤促進。

地⽅創⽣⽀援
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地域毎の課題を特定して解決策を⽀援
・地域のメインプレイヤーが⼀堂に会して、特定した課題について解決策を掘り下げて議論するプラッ

トホームとして、｢地域経済活性化フォーラムin多度津｣を開催
・このフォーラムを契機に、｢まちづくり組織｣創⽴など課題解決に向けた取組が本格化

概 要 取組の成果と今後の展開

○ プレゼンテーションを⾏った6機関から、RESASや現
地調査を踏まえた現状分析に基づく、｢まちづくり組
織｣の創⽴、産業観光施設の活⽤、古⺠家や空き家の活
⽤などの提⾔のほか、他地域の成功事例について紹介。

○ 同フォーラムを契機に、｢まちづくり組織｣の創⽴に
向けた取組などが進展しており、地域の課題解決に向け
ての取組が本格化しつつある。

四国財務局

○ ⾹川県多度津町は、古くから海上、陸上交通の要所と
して発展し、また、鉄道や電⼒など四国における近代産
業発祥の地として、数々の遺産が残されている。

○ しかしながら、同町として、これら魅⼒ある資源が
｢まちづくり｣や｢地域の活性化｣に⼗分に活かされてい
ない等の課題が認められた。

○ 今事務年度内に、提⾔のブラッシュアップや新たな
課題･あい路について意⾒交換を⾏う実務者会合を開
催し継続的に⽀援。

○ 第2弾として、愛媛県⼋幡浜市において、｢廃校と
なった学校施設の活⽤｣などの課題について議論する
フォーラムを平成30年5⽉に開催予定で、1⽉から予備
会合を重ねている。

【取組の成果】

○ そこで、平成29年12⽉22⽇、少林寺拳法発祥の地、
同町の⾦剛禅総本⼭少林寺において、｢歴史と⽂化と伝
統のまち多度津町の魅⼒づくり｣をテーマに地域⾦融機
関など22機関、78名が⼀堂に会して、課題に応じた実
効性のある解決策について議論した。

【今後の展開】

地⽅創⽣⽀援

109



四万⼗市

安芸市

⾼知市

取組の成果と今後の展開

⾼知創⽣コンシェルジュ会議
・⾼知財務事務所は、県東部安芸市、県⻄部四万⼗市で、⾼知県担当の各省地⽅創⽣コンシェルジュ等が

⼀体となって地域に出向く、｢⾼知創⽣コンシェルジュ会議｣を初めて開催
・地域の政策対応⽀援を⽬的に、ワンストップで施策説明や個別相談を実施

概 要
①より地域へ･より遠くへ･より⼩規模へ

県庁所在地の⾼知市に出向くにも遠く、マンパワーに限り
のある地⽅公共団体や商⼯会等が多数ある状況に鑑みて、当
所の企画で、こうした団体等に対する政策対応⽀援を⽬的と
した⾼知県担当のコンシェルジュ等が⼀堂に会する会議を開
催。
②課題解決のため、ワンストップで施策説明＆個別相談

四国地⽅整備局、四国経済産業局、中国四国農政局、四国
森林管理局、四国運輸局、⾼知労働局、当所、⽇本政策⾦融
公庫、商⼯組合中央⾦庫、⽇本政策投資銀⾏から地⽅創⽣コ
ンシェルジュ等を招聘。ワンストップで各省新規施策等の説
明を⾏うとともに、各省ごとのブースを設置し個別相談に対
応。複合的なテーマについては、関係各官署が同時に応談し、
政策課題を解決する課題解決型フォーラム。

四国財務局⾼知財務事務所

⾼知県
⾞で約２時間

⾞で約1時間

 ｢⼀回の会議で様々な機関からの話が聞けて有意義｣、｢複
数のコンシェルジュが質疑に関して同時に対応し、貴重
な情報を得ることができた｣など参加者の反応は良好。

 説明･応談した各省コンシェルジュ等も施策周知等の貴重
な機会を得たとして、⾼く評価。

 今後、開催地域等に関し、各省等や関係地⽅公共団体の
意向も反映しつつ、継続的な実施を⽬指す。

 また、課題の解決状況も、次回会議開催時までモニタ
リング＆フォローにより確認。

【施策説明の模様】 【個別相談の模様】

⾼知市

安芸市

四万⼗市

地⽅創⽣⽀援
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国公有財産の最適利⽤｢セミナー･意⾒交換会｣の開催
・国公有財産の最適利⽤を進めるため、有識者を招聘し、地⽅公共団体等を対象としたセミナー及び

意⾒交換会を2⽇に亘って開催
・地⽅公共団体の財産活⽤等に係る知識向上とPPP/PFIの活⽤拡⼤等に寄与

○ 平成29年11⽉、徳島県･徳島市･徳島財務事務所で国公
有財産の最適利⽤に係る協議会を設⽴。

○ 利活⽤に係る検討には、PPP/PFIなど活⽤に係る知識を
得ておく必要があると考え、有識者を招聘したセミナー
及び意⾒交換会を企画。開催に当たって、協議会メン
バーからニーズを把握し、開催内容に反映するとともに、
有識者を複数(株式会社⽇本政策投資銀⾏ほか)選定。

○ セミナーには、県内地⽅公共団体のほか、商⼯団体を対
象として、有識者より、PPP/PFIの概要等の説明を受ける
ことにより、活⽤拡⼤等が図られるよう企画。

○ 事前に有識者へモデルとなる具体的な国公有財産の情報
等を提供し、地域活性化に有効な活⽤策等の提案を依頼。
意⾒交換会においては、協議会メンバーに対し、より具
体的な活⽤案等の提案や先進事例の説明を受けるなど活
発な意⾒交換となるよう⼯夫。

概 要
○ 国公有財産の利活⽤等意⾒交換会(平成30年2⽉6⽇)

有識者より、具体的な利活⽤案の提案や先進事例の説明が
あり、活⽤に向けた問題点や事例の成功ポイントなどの質
疑があるなど、活発な意⾒交換が⾏われた。

○ PPP/PFIセミナー及び活⽤事例等意⾒交換会(2⽉7⽇)
地⽅公共団体や商⼯団体を対象にPPP/PFIセミナーを実施。

制度等の説明の後、成功のポイント等について質疑が⾏わ
れた。その後、協議会メンバーとの意⾒交換会では、具体
的なPPP/PFIの導⼊可能性等の説明があり、⺠間需要の把握
⼿法等について活発な質疑応答が⾏われた。

○ 得られた知識や具体的な提案内容等については、今後の協
議会における検討に活⽤。今後とも利活⽤に関する情報発
信等を⾏い、地⽅公共団体等との連携を深めていく。

取組の成果と今後の展開

四国財務局徳島財務事務所

2/6の意⾒交換会の模様 2/7のｾﾐﾅ-の模様

国有財産・地⽅創⽣⽀援
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3.今後の課題と対応

○四国財務局からPTA役員に｢親⼦で財政教育P｣を提案
児童の保護者が予算編成シミュレーションを体験することで、

財政に対する認識に変化があるのではないかと期待し、当局から
⾹川⼤学教育学部附属坂出⼩学校PTA役員に｢親⼦で財政教育P｣
を提案。PTAの⼟曜⽇活動として親⼦での参加者を募集。

○保護者からは財政などに対する⽇頃の無関⼼さに気づいたとの声

1.成果事例の概要等

授業を体験した保護者の感想、意⾒
を⽣の声として受けるため実施した懇
談会では、｢⼦どもと⼀緒にニュースを
⾒ていていろいろ質問されるが、それ
に対してまとまった話をしたことがな
かった。今後、親⼦で話し合う話題が
得られる良い機会になった。｣｢授業参
観ではなく親⼦で同じ授業を受け、親
は⼦の考えを、⼦は親の考えをそれぞ
れ聞くことができるところが新鮮に感
じた。｣との声が聞かれた。

2.取組の成果等

児童班(左)から、｢防衛
費は外国のミサイルに対抗
するために増やす。新たな
借⾦は減らしたいから代表
的な3つの税は増やしたほ
うがいいと思う。｣との発
表があると、保護者班から
はため息が聞かれた。

⼀⽅で、保護者班(右)か
らは、｢将来の発展のため
には教育費、科学技術費は
⼤幅に増やす必要がある。
消費税負担は増やしても所
得税は増やさないで。儲
かっている法⼈にぜひ多く
の負担をお願いしたい。｣
との声が聞かれた。

･サポート役からの積極的なアドバイスが重要。
予算項⽬を増減することによる効果や問題点を、
直近の社会問題を踏まえて投げかけることで、グ
ループでの議論をより深めることができる。

･当⽇の模様は、地⽅新
聞(四国新聞ほか)が掲載、
またケーブルテレビ
ニュース(⾹川テレビ放
送網)が放映。

 児童、⽣徒向けの財政教育プログラムを児童班、保護者班に分けて同時実施。
 親世代と⼦世代の意⾒の相違などの｢気づき｣と、将来の⽇本について家庭で話し合うきっかけを与
えることができた。

 親⼦同時の財政教育プログラム実施は、全国で初めて。

親⼦で財政教育プログラム
〜親世代に気づきを与え、率直な意⾒を聞くために〜

広報相談 四国財務局
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