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■ 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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概 要 取組の成果と今後の展開

｢地域経済活性化フォーラム｣の開催とその後の展開
⼭形財務事務所では、地域経済活性化フォーラムを契機に⼭形県⻑井市に対し、財政融資、国有財産業務な

どの本業による⽀援に加えて、⾦融機関等が参加する地⽅創⽣連携協定を締結し⽀援を⾏っている。
また、秋⽥県⽻後町や福島県柳津町においても、フォーラムを開催し、地域課題の解決に取り組んでいる。

東北財務局⼭形・秋⽥・福島財務事務所

■地域連携協定締結へのネットワーク深化
これまでの本業による⽀援やフォーラム開催を通じて⻑井市から｢財
務事務所や各機関と継続して連携していきたい｣との強い要望があっ
たことから、⼭形財務事務所がコーディネーターとなり、平成29年11
⽉8⽇に、⻑井市、⼭形財務事務所、地域⾦融機関等と｢⻑井市
との地⽅創⽣の連携に関する協定｣を締結した。
■ワーキンググループ(WG)の開催［第1回H30.2］
第1回WGでは、｢⼦育て⽀援｣｢定住促進｣に向けた新たな施策につ
いて意⾒交換を実施(今後4回開催予定)。
また、⻑井市主催の教育関連イベントに地元⾦融機関が参加するなど、
連携協定に基づく⽀援策の具体化が進みつつある。

■財政融資業務、国有財産管理業務の機能や幅広いネットワークを
持つ財務事務所の強みを活かし、地⽅創⽣に貢献している。

(3)福島県柳津町との取組

【道の駅｢川のみなと⻑井｣】

【⻑井⼩学校第⼀校舎】

(2)秋⽥県⽻後町の取組

■⻑井市の中⼼市街地活性化事業のメイン事業の
観光交流センター兼道の駅の整備に財政融資資⾦
を活⽤。宿舎跡地が活⽤された。
■⻑井市所在の廃⽌庁舎を市役所分庁舎に利活⽤
しているほか、廃⽌宿舎を⼦育て世代の定住促進住
宅とするなど地域活性化策の⼀助となっている。
■これらの本業⽀援に加えて、平成27年から計3回の
地域経済活性化フォーラム(｢フォーラム｣)を開催。
地域活性化のため、歴史的建造物である⼩学校校
舎を活⽤した街づくりなどについて活発な議論を⾏い、
実務担当者によるWGで具体的に取り組んでいる。

(1)⼭形県⻑井市との連携した取組

(1)⼭形県⻑井市との連携した取組

■⾃治体の課題を把握 ⇒ 起業･創業⽀援、雇⽤確保･転⼊者増
加に向けた事業(インターンシップ事業)を円滑に実施するためには、
町単独では迅速に実⾏するのは難しい。
■秋⽥財務事務所は、町が推進する上記事業の実効性を⾼めるため、
協⼒機関と意⾒調整を実施。フォーラム開催を通じて、両事業を円
滑に実施する官⺠の連携体制が構築された。

■地域課題解決に向けた町有識者と国との意⾒交換会を開催。

■H29年5⽉、町と秋⽥財務事務所は、
フォーラムを開催し、町の起業･創業⽀援策、
雇⽤確保･転⼊者増加に向けた事業を連携
し円滑に実施するため、協⼒機関による申合
書を締結。両事業の実効性を⾼めるスキーム
を構築し運⽤を開始。
■インターンシップ事業では、受⼊企業2社、
学⽣1名の受⼊があり、更なる進展に期待。
(3)福島県柳津町との取組
■H30年度より、町は、創業⽀援事業認定に向けた取組を開始。

(2)秋⽥県⽻後町の取組

地域経済活性化フォーラム(⽻後町)

地⽅創⽣⽀援
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｢カシオペア地域活性化フォーラム｣による広域連携の進展
広域連携による地域活性化に向け、⻘年層主体の継続協議体制｢カシオペア地域活性化フォーラム｣を平

成28年に設置。4地⽅公共団体での連携事業が始動したほか、様々な事業を⽣み出す研究会が常設され
フォーラムとの両輪で中⻑期的かつ継続的に地域活性化を⽬指す体制が構築。

概 要 取組の成果と今後の展開
カシオペア地域(⼆⼾市、⼀⼾町、軽⽶

町、九⼾村)は⼈⼝減少が進むなど、地域
活性化の取組が必要不可⽋。農林業の振
興など共通課題を抱える地域であり、広
域連携による解決に向け、地域のメイン
プレーヤーが⼀堂に会するフォーラムを
継続的に開催。

地⽅公共団体、商⼯会、県内3銀⾏･1
信⾦等の18機関で始動。⽀店のある県外
銀⾏、JA、学校法⼈、国⼟交通省、旅⾏
業者が加わり23機関に拡⼤。

第1回 ・地域活性化の取組状況の共有
(28.3) ・⽇常的な協議に向けメーリングリストを整備

青森

秋田

山形

福島

宮城

岩手

【設置経緯】
○ 盛岡財務事務
所ではPTを⽴上げ、
地域ニーズを把握。
広域連携の必要性
を検討し、次世代
を担う｢カシオペ
ア⻘年会議所｣に
取組を提案。

第2回 ・地域活性化アイディアの提⾔･共有
(28.10)  ・アイディアの具現化を検討するワーキンググループ

｢特産物WG｣と｢観光資源WG｣を設置

・地域活性化事業として、WG7案、⾦融機関3案の計10案が提⾔
・提⾔の実現に向けて更なるブラッシュアップを確認

第3回
(29.5)

・｢ブランド発掘･発信事業｣など進捗状況の共有
・⻘年層主体の協議体の常設化を望む声が多く、更なる地域活性化
事業を⽣み出す｢地域資源活⽤研究会｣を設置

➣広域連携による地域活性化を⽬指す体制は、PDCA機能を担う｢フォーラム｣と、
新たな事業を⽣み出す｢研究会｣が両輪。
➣関係機関が連携し、中⻑期的かつ継続的に地域活性化の進展を図る。

第4回
(29.11)

【広域連携の進展】(4地⽅公共団体が協働で事業を予算化する初の試み)
共同PTを設置。WG提⾔事業案｢ブランド発掘･発信事業｣を精査し、ブラッ

シュアップ。連携事業として各市町村議会で採択･予算化され、事業開始。
※事業概要…コンセプトは｢⼈づくり･ブランドづくり･ファンづくり｣。地域の事業者
や住⺠が、ワークショップ等を通じ、地域資源の発掘･磨き上げ(ブランド)とともに魅
⼒発信スキルを習得(⼈)。カシオペアブランドの認知度向上(ファン)に地域全体で取
り組み、域内の稼ぐ⼒を⾼めていく事業。

28.11〜29.5 両WGによる検討(5回開催)
⻘年層が将来の地域の姿を描きながら地域活性化事業案を取りまとめ。

○ 課題解決に繋がる運営に向け、カシ
オペア⻘年会議所、盛岡財務事務所PT及
び⼆⼾市役所の3者での枠組み協議。
○ 地域のメインプレーヤー(地⽅公共団
体･商⼯団体･地域⾦融機関)にアプロー
チし、全機関からの賛同を得て、フォー
ラムの設置を決定。

〜第4回フォーラム〜
(Ｈ29.11.17)

東北財務局盛岡財務事務所地⽅創⽣⽀援
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国有財産の有効活⽤による地⽅創⽣⽀援

概 要 取組の成果と今後の展開

⼭形財務事務所は、⼭形県⻑井市の｢⼦育て⽀援、定住促進｣や｢中⼼市街地のにぎわい創出｣などの地⽅
創⽣･地域活性化に向けた施策に応じて国有財産を売却するなど、国有財産の有効活⽤により地域と連携し
ながら地⽅創⽣を⽀援。

◆連携協定の締結◆

【取組の成果】

〇 今後も、地域ニーズを把握しながら、地⽅公共団体
と連携して、国公有財産の有効活⽤を図っていく。

〇 財務事務所の強みを活かした地域連携の取組を通じ
て、地域のメインプレイヤーとのネットワークをよ
り深化させ、地⽅創⽣⽀援につなげていく。

これまでの⽀援を契機に、平成29年11⽉、当市、
⾦融機関及び商⼯会議所など10機関による｢⻑井市と
の地⽅創⽣の連携に関する協定｣を締結。

平成30年2⽉には、連携協定に基づく｢ワーキンググ
ループ｣を開催し、⼦育て⽀援等の施策に関する具体
的議論をスタートさせており、今後も定期的に開催。

当所では、当市における様々な地⽅創⽣に向けた
取組に対して、国有財産の売却や財政融資資⾦の貸
付のほか、平成27年から地元⾦融機関や商⼯会議所
等も参加した計3回のフォーラムを開催するなど、あ
らゆる分野で⽀援を展開。

【今後の展開】

東北財務局⼭形財務事務所

⼦育て⽀援、定住促進に活⽤

市役所庁舎に活⽤

中⼼市街地活性化に活⽤
当市の中⼼市街地活性化事業のメインプ

ロジェクトである観光交流センター｢道の
駅 川のみなと⻑井｣敷地として、旧国⼟交
通省宿舎跡地を活⽤(平成26年12⽉売買契
約)。

当市は、廃⽌された旧合同宿舎⻑井住宅
を取得し、リフォームのうえ｢⼦育て世代の
定住促進住宅｣として再活⽤(東北初の地公
体による再活⽤事案)。

旧⻑井税務署敷地及び建物を取得し、
市役所分庁舎として活⽤(平成27年11
⽉売買契約)。

｢道の駅 川のみなと⻑井｣

平成29年4⽉オープン

平成31年3⽉⼊居開始予定
⻑井市との契約書締結式

【平成29年10⽉】

地⽅創⽣⽀援・国有財産
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国家公務員合同宿舎を災害時⼀時避難施設として提供
〜⻘森県⻘森市との協定締結〜

⻘森財務事務所は、⻘森市内の町内会からの災害時における⼀時避難場所として合同宿舎を提供してほ
しいとの相談を受け、平成30年1⽉31⽇、⻘森市と｢災害時における⼀時避難施設としての使⽤に関する協
定｣を締結(東北財務局管内としては初)。

概 要 取組の成果と今後の展開
【経緯】

平成29年８⽉、⻘森市内の町会(南造道町会)から、地
区内に所在する中⾼層の建物である合同宿舎(磯野住宅)
を、地震･津波等の災害時における⼀時避難場所として
提供してほしいとの相談を契機に、⻘森市と協議を重ね
た結果、市内に所在する全ての合同宿舎を対象とした協
定締結に⾄ったもの。

【対象宿舎等】
○対象宿舎は5住宅12棟、

受⼊可能⼈数は3,140⼈。
(1㎡当たり1⼈で計算)

【取組の成果】
〇 当所では、同様の⽴地環境(海が近い地域)にある市内の

合同宿舎も対象とすることが市⺠にとって有益であると
判断し、市内全ての合同宿舎を対象として市と協議。

〇 今回の協定が地元新聞等で紹介され、地域住⺠の安⼼･
安全や地域防災の意識向上に貢献。

【今後の展開】
国有財産に関する情報提供にとどまることなく、地域

の課題･要望等｢⼩さな声｣に⽿を傾け、地域情報アンテナ
を⾼くして地域ニーズを確実にキャッチしながら、更な
る地域貢献に役⽴つ国有財産の有効活⽤を推進していく。

(宿舎内訳)
磯野住宅 618⼈
造道住宅 119⼈
⼩浜住宅 2,269⼈
茶屋町住宅 63⼈
奥野住宅 71⼈

○本協定の避難提供場所は、当
⾯、各宿舎の階段･踊り場等
の共⽤部分としている。

東北財務局⻘森財務事務所

協定締結式 磯野住宅

災害対応・国有財産
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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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地元⼤学との連携
東北財務局では、東北⼤学経済学部との連携プロジェクトに基づき、寄付講座･講演、インターンシッ

プ等を継続して実施しており、平成29年度は広報型インターンシップを実施。各財務事務所においても
地元⼤学との連携強化に向けた取組を⾏っている。

概 要 取組の成果と今後の展開
【東北⼤学⽣による広報型インターンシップ】

東北財務局及び⻘森・盛岡・秋⽥・⼭形・福島財務事務所

【東北管内における地元⼤学との連携】
○ 東北⼤学･⻘森⼤学･秋⽥⼤学･ノースアジア⼤学･⼭形⼤
学･福島⼤学･東北学院⼤学で講義を実施。今年度初めて
東北福祉⼤学･秋⽥看護福祉⼤学
において講義を実施したほか、⼭
形⼤学でもゼミ⽣対象の講義を初
めて実施。

○ 平成28年度より東北⼤学オープンキャンパス企画｢特設
⾦融･経済博物館｣に東北財務局コーナーとして参画。

○ 盛岡財務事務所では、岩⼿県⾦
融広報委員会と連携した取組とし
て岩⼿⼤学における講義を実施。

○ ⼭形財務事務所では、産学⾦連携を専⾨とする教授と
地⽅創⽣等に向けた連携を⾏っていくことを10⽉に合意。

【取組の成果】

【今後の展開】

29年7⽉のオープンキャンパスに先⽴ち、担当教授のゼ
ミ⽣が東北財務局を取材し、取材結果を公表する｢広報型
インターンシップ｣を実施し、職員が学⽣からのインタ
ビューに応じた。

○ 東北⼤学オープンキャンパス
(平成29年7⽉25⽇〜26⽇)において
東北財務局の業務に係る学⽣の取材
結果が展⽰され、⾼校⽣を中⼼とし
た多くの来場者が閲覧、東北財務局
の広報につながった。

広報型インターンシップ

講義に対する学生からの声(初実施大学)

○ 寄付講座･講演のほか⼤学⾏事への参画、学⽣の⼈材育
成に向けての取組をはじめ、地元⼤学との情報交換によ
り⼤学が進める地域貢献施策の把握等、更なる連携強化
に向けた取組を⾏う。

○ 今まで財政の話など聞いたことが
なく、今⽇の講義でとても勉強にな
った。

○ 財政の問題については、別の授業で学んだが、視点が
異なるため、新しい知識になった。

インタビュー動画の展⽰

岩⼿⼤学での講義の模様

オープンキャンパスの模様

広報相談・地⽅創⽣⽀援
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東北財務局管内における｢財政教育プログラム｣の実施
東北財務局及び管内財務事務所では、若年層向け社会保障と税の⼀体改⾰広報活動の⼀環として｢財政教

育プログラム｣を実施。東北管内の国⽴⼤学附属⼩中学校向けの授業を着実に実施しつつ、関係先と連携し
て公⽴校等における実施に向けて取り組んでいく。

概 要 取組の成果と今後の展開

○ 東北管内6県において財政教育プログラムを実施するため、
国⽴⼤学附属学校を中⼼にPRをした結果、局･各財務事務所
全てで、授業を実施。

○ 将来世代である児童･⽣徒にとってより効果的、かつ
効率の良い授業とするため、学校関係者や関係機関と
協働して授業内容の検討を⾏う。

○ 連携先とのつながり強化、継続的な広報活動などによ
り、公⽴校等における実施に向けても取り組む。

○ 授業を実施した学校側からは好評であり、学校ブログ
などで授業の模様が発信されたほか、授業の内容につ
いて、継続実施に向けたアイディアを多数いただいた。

○ ⽣徒からのアンケートでも⾼評価

○ 地方公共団体︓地域活性化に関する
包括連携協定締結などのつながりを
きっかけとして、公⽴中学校において
授業を実施。

○ 講師やアドバイザーには、地⽅研修
｢プレゼンテーション研修｣を受講し
た職員や若⼿職員を中⼼に起⽤。職員
のスキル向上に加えて、児童･⽣徒に
とって財務局が⾝近に感じられる雰囲
気を作った。

○ 国税局･税務署︓⼭形財務事務所では、財政教育プログラム
の講師として、⼭形税務署の職員が1学年4クラスのうち1クラ
スの授業を実施。福島財務事務所では、租税教室と連携した授
業を実施。

【関係先と連携した授業】

【国⽴⼤学附属⼩学校･中学校における授業】

公⽴中学校における授業

【今後の展開】

【取組の成果】

附属中学校における授業

広報相談 東北財務局及び⻘森・盛岡・秋⽥・⼭形・福島財務事務所
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