
｢⼥性活躍推進と働き⽅改⾰に関するセミナー｣の開催

㈱⽇本政策⾦融公庫⻑野⽀店、⻑野信⽤⾦庫との共催による｢⼥性活躍推進と働き⽅改⾰に関するセミ
ナー｣を開催。同セミナーを契機とし、若⼿PTの提⾔に基づくワークライフバランスの取組を開始。

概 要

関東財務局⻑野財務事務所若⼿職員による取組
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取組の成果と今後の展開
○ワークライフバランスの取組強化へ

当所若⼿PT企画班において｢セミナーの振
り返り｣を実施。グループ討議での意⾒を
踏まえ、ワークライフバランスの施策を検
討。若⼿PTから休暇の活⽤や業務効率化
を内容とする提⾔書を提出し、当局におい
てもワークライフバランスの取組強化に繋
がっている。

今後も県内各団体等と連携を密に図り、
様々な取組に挑戦していきたい。
今後も県内各団体等と連携を密に図り、
様々な取組に挑戦していきたい。

○平成29年11⽉13⽇(⽉)、㈱⽇本政策⾦融公庫⻑野⽀店、⻑野信⽤⾦庫との共催による
｢⼥性活躍推進と働き⽅改⾰に関するセミナー｣を開催。各機関の若⼿を中⼼とした総勢
20名が参加。本セミナーの模様は、⽇本経済新聞(地⽅版)に掲載。

○セミナー第1部︓当局職員による基調講演
｢⼥性活躍推進と働き⽅改⾰〜関東財務局の取組〜｣と題し、⾃⾝の経験を踏まえた⼥

性が活躍するための環境づくりの必要性等について講演。
○セミナー第2部︓グループ討議

各班がそれぞれ4つのテーマ(①⼥性が働きやすい職場②若者が働きやすい職場③ワーク
ライフバランスの取組④部下が働きやすい環境)のうち割り振られたテーマについて、活
発な討議を⾏い、模造紙を使⽤して思い思いの⽅法で結果をまとめ、働きやすい職場を
⽬指して、熱の⼊った発表を実施。

【グループ討議での意⾒】(⼀部抜粋)
・打合せや報告等に時間を要している事が多いた

め、｢ホウレンソウ｣を簡潔にすることで⽣産性
を向上させてはどうか。

・連続休暇を取得している間に仕事がたまらない
よう、例えば⽇頃から｢業務のシェア｣などの対
応が必要。

・男性⾃ら育児休暇等の制度を活⽤し、意識改⾰
を⾏って欲しい。

【グループ討議での意⾒】(⼀部抜粋)
・打合せや報告等に時間を要している事が多いた

め、｢ホウレンソウ｣を簡潔にすることで⽣産性
を向上させてはどうか。

・連続休暇を取得している間に仕事がたまらない
よう、例えば⽇頃から｢業務のシェア｣などの対
応が必要。

・男性⾃ら育児休暇等の制度を活⽤し、意識改⾰
を⾏って欲しい。



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
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若⼿地域連携PTによる地域貢献に向けた取組
東海財務局では、平成28年に中堅･若⼿職員が地域貢献を⽬指し、プロジェクトチーム｢スプラウト｣

を結成。今年度は11名のメンバーで、地⽅公共団体と連携した取組や温泉街の魅⼒度向上に向けた取組
など、地域貢献に向けた活動を実施。

概 要 取組の成果と今後の展開

・愛知県江南市がまち･ひと･しごと創⽣総合戦略に掲げる政
策を推進するため、若⼿職員で結成された｢江南市政策提案
プロジェクトチーム｣から依頼をいただき、スプラウトのメ
ンバー2名がオブザーバーとして参加。
・平成29年5⽉から12⽉にかけて検
討会議を実施。市の強み･弱み分析
を⾏い課題等を洗い出し、最終的に
は⼦育て世帯の移住⽀援事業として
空き家活⽤について政策提案書をと
りまとめ、市⻑等に報告を⾏った。

東海財務局

○PTの提案に対する江南
市⻑からの意⾒

・空き家や⼈⼝減少の問題
の解決策についてよく取

組 組んでくれた。
・地域協働を謳う中で今後

は⺠間や地域と共に進め
ていくことが⼤切だ。

・愛知県新城市にある湯⾕温泉の魅⼒度向上を⽬指し、新城
市及び湯⾕温泉発展会会⻑にヒアリングを実施。
・温泉旅館の顧客ニーズを把握するため、全職員に対し温泉
旅⾏に関するアンケートを実施。若⼿職員⽬線で年代別及び
価格別でクロス集計して特徴を分析し、分析結果を湯⾕温泉
発展会の旅館関係者等と共有のうえ意⾒交換を⾏った。

今後も地域のニーズを把握しながら、地域に貢献でき
る活動を⾏えるよう努めていきたい。

｢江南市政策提案プロジェクトチーム｣への参加

湯⾕温泉の魅⼒度向上に向けた取組

江南市幹部へのプレゼン資料

検討会議の模様

温泉旅⾏に関する分析資料

○温泉旅⾏に関するマーケ
ティング資料について

・年代別、価格別に特徴を分
析したことにより、ターゲ
ットに合わせた営業戦略を
策定する際に参考となる資
料を提供することが出来た。

若⼿職員による取組・地⽅創⽣⽀援
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概 要 取組の成果と今後の展開

東海財務局津財務事務所

津市役所の若⼿職員と地域活性化について情報交換
○津市の若⼿職員と地域の課題等について定期的に情報交換。

平成29年11⽉、創業⽀援、企業誘致をテーマに2回⽬の意⾒交換会を開催。
財務事務所から提供できる有益な情報は何か︖(地域に役⽴つ財務局とは)

○津財務事務所の若⼿職員は、創業⽀援や企業誘致に関して、県内の市町が
独⾃の施策を展開しているものの、他の市町と情報交換を⾏っていないこと
や、近隣の担い⼿と⼗分に連携できていないといった実態に着⽬した。

○県全域における、創業者の掘り起こしや、誘致企業を確保するための⽤地整
備･税制優遇等の⼯夫した取組を提供することが有益ではないかと思案。

○意⾒交換会にあたり、業務上で繋がりのある地域の担い⼿(⾦融機関等)に
対してアンケートを実施したほか、幹部による商⼯団体とのヒアリングを通
じて得た｢地域の声｣を集約し、県内全体の傾向を分析して津市に提供した。

地方公共団体

○起業ニーズ把握のための⼯夫 ○⾏政等との連携状況

○創業セミナーの開催状況 ○⽀援実績と連携状況商工団体

金融機関

○企業誘致の組織体制 ○戦略⽬標と誘致実績
○先進的な取組、課題と対応策

○県内全体の状況を把握でき、
｢ビジネスサポートセンター｣
の新設や専担部署の設置など、近年、特
に⼒を⼊れて取り組んでいる創業⽀援、
企業誘致に関して、先端的な取組が実施
できていると⾃信を持つことができた。

○現状の施策を更に推進するため、他の担
い⼿との連携強化が不可⽋と認識できた。

参加した市役所職員の声

○若⼿職員が財務局の有する業務上のネッ
トワークや情報集約⼒を最⼤限に発揮。

○県内の実態を横断的に分析することで、
個別の地⽅公共団体の取組を相対的に評
価でき、更なる取組の強化が期待できる。

○今後も若⼿職員のアイ
ディアをもとに、地域
に有益となる情報を発
信していきたい。

〔企業誘致〕

情報収集･分析を通じて得られたもの

〔創業支援〕【集約･分析した情報】

若⼿職員が県内の地域活性化の取組状況を集約して提供
地⽅公共団体に提供できる有益な情報は何か。津財務事務所の若⼿職員が、業務上のネットワークや

情報集約⼒を最⼤限に発揮して、地域活性化に関する県内全域の取組や担い⼿間の連携状況を取りまと
め、地⽅公共団体との意⾒交換会等の場で、情報提供している。
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TEAMちほめんの躍進
● 若⼿･中堅職員が主体的に活動できる体制として、登録制のTEAMちほめんを結成
● 地⽅創⽣に取り組む地域の若年層と協⼒して企画を⽴案することで、企画内容を多様化
● イベント結果を｢ちほめんNEWS｣として公表し、地域のPRを兼ねて取組を広く情報発信

TEAMちほめんの強み

地⽅創⽣を継続して⽀援するためには、若⼿
中堅職員が主体的に活動できる体制が必要。

近畿財務局及び京都・神⼾・奈良・⼤津・和歌⼭財務事務所・舞鶴出張所

ワークショップ冒頭
局⻑からの訓⽰

・TEAMちほめんの結成後、イベントの実績は2年間で45件。
形式的な意⾒交換にとどまらず、地域の課題を解決するため
に、観光･農林⽔産･中⼩企業⽀援等をテーマとして、外部
講師を招いたセミナーやワークショップを中⼼に開催。

ちほめんが作成協⼒して
完成した地域の観光冊⼦

登録制のTEAMちほめんを結成。興味を持つ
企画ごとに、⾃由に参画できる体制を構築。(当初36名⇒76名まで倍増)

結成後の企画実績は45件

地⽅創⽣に取組む地域の若年層と協⼒体制を構築

各企画はTEAMちほめん全体でブラッシュアップが可能

・地⽅創⽣の取組は、⾃治体をはじめ地域の若年
層が牽引する流れになっており、同世代のTEAM
ちほめんは、地域に受け⼊れられやすい環境。

・それぞれの企画は、参画するメンバーで構成していくほか、
全メンバー対象のワークショップでブラッシュアップが可能。

・ワークショップ冒頭の局⻑訓⽰で、地⽅創⽣の意義を認識。
ワークショップ
は若⼿の柔軟な
発想を⽣み出す
ためにメンバー
のみが⼊室。
ワークショップ
終了後に、局⻑
ほか幹部が成果
品を確認し評価

取組の成果は｢ちほめんNEWS｣として外部発信

・ちほめんNEWSでイベントのポ
イントや経緯を紹介し、企画未
経験者が先例として学ぶことで、
新たなチャレンジを可能とした。

・Ｈ29.8から近畿財務局HPでの
外部公表を開始、広く情報発信。
イベント先の地域PRにも寄与。

従来のセミナー形式に加えて企画内容を多様化

・同世代の地域の若年層と⼀緒に企画を⽴案、
実⾏することで、企画内容も多様化。
○ ⾃治体事業への直接参画(冊⼦制作協⼒)
○ ⼤学との連携(⼤学⽣のアイデア活⽤)
⇒ 地域と同世代のネットワークを構築し、

継続的にフォローアップを展開。

TEAMちほめんの結成 TEAMちほめんの躍進

地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組
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地域の課題解決に向けた⼤学⽣のチャレンジを⽀援
● ⼤学が関わる｢地域の課題｣を地域⾦融機関から聴取し、その解決に向けて⽀援。

1. 県内就職率の上昇に向けて、地元で働く魅⼒を感じる機会を与える企画
2. ⼤学⽣の観光振興アイデアのビジネス化に向けて、取組⽅法を検討する企画

● TEAMちほめんと⼤学⽣という、同世代の若者同⼠の交流を通じて、地域の課題解決に挑戦。

具体的な取組内容
地域⾦融機関から、⼤学や⼤学⽣が
関与する地域の課題を聴取

概 要
１．⼤学⽣の地元就職⽀援企画

地元の⼥性経営者等を招き、学⽣に｢奈良県で働く
魅⼒･⼥性が働く魅⼒を感じる機会｣を提供。

⼤学(学)･⾦融機関(⾦)･財務局(官)が
連携し、取組･⽀援⽅法を検討 【課題】奈良県は⼤学⽣の県内就業率が低く、特に⼥性の

就業率が極めて低い(全国ワースト1)

２．⼤学⽣のアイデアを活⽤した観光振興企画

地域の課題解決に向けた取組

事業者(産)にも協⼒を仰ぎ、地域が⼀
緒に考え･取り組む企画を実施

(計6回の連続講座)

課題の汲み取り

支援方法の検討

企画の提案･実施

財務局

大学

産金

奈良県⽴⼤学×奈良信⽤⾦庫×近畿財務局

滋賀県⽴⼤学coc＋×滋賀中央信⽤⾦庫×近畿財務局

学⽣の多くが⼥⼦⼤⽣ 地元の⼥性経営者を招聘

⇒マップ作成等、事業化
に向けた始動の兆し

近畿財務局及び奈良・⼤津財務事務所

⼤学⽣がアイデアをプレゼン

⼤学⽣が事業者と意⾒交換

学⽣のアイデアを広
く知ってもらい、そ
れを事業化するため、
地域事業者と学⽣が
具体的な取組⽅法を
検討する企画を提案。

【課題】信⾦主催アイデアコンテストで表彰を受けた
びわこ学院⼤学⽣のアイデア(新しい観光コ
ンテンツ)を具体的なビジネスに具現化して
いきたい
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特定の観光資源をテーマに⽀援し関⻄広域連携へ
●サイクリング観光に焦点をあて、関⻄圏で盛り上がりをみせつつある各地域に対し、先駆的なノウハウ

を展開し、さらに互いが連携できる交流の場を提供し、広域的な連携に繋げていく。
●古⺠家活⽤による観光に焦点をあて、先駆的なノウハウを学ぶ場を広域的に提供。

①サイクリング観光をテーマに広域展開 ②古⺠家活⽤をテーマに広域展開
○ ビワイチ (滋賀県琵琶湖⼀周) × しまなみ海道 (愛媛県)

○ ビワイチ (滋賀県琵琶湖⼀周)
× アワイチ (兵庫県淡路島⼀周)

⾃転⾞観光に取り組み始めた播磨地域へ
ビワイチのノウハウを提供 (Ｈ29.8.25)

世界的に著名な『しまなみ海道』の先駆的なノウハウを、関⻄圏で
盛り上がりつつあるビワイチに展開する機会を設定 (Ｈ29.12.14)

関⻄圏でビワイチとともに⼈気が上昇中
のアワイチに取り組む淡路島内⾃治体と
滋賀県⾃治体が、共同PR等の連携を検討
する機会を提供 (Ｈ29.12.14)

○ 滋賀県 × 兵庫県加⻄市

昨年度に、古⺠家再⽣の先駆者である⼀般社団法⼈
NOTEの藤原代表(兵庫県篠⼭市)から、滋賀県の事業
者がノウハウを学ぶ機会を提供。 (H28.12.9)

古⺠家再⽣による観光振興に
取り組み始める加⻄市の事業
者に対し、⾕⼝⼯務店による
⼤津市内の古⺠家を活⽤した
施設の現地⾒学会･講演会を
設定し、ノウハウを展開。
(Ｈ30.2.19)

プロサイクリスト
からみたノウハウ

⾨⽥講師

地域と共に作り
上げたノウハウ

⼭本講師

近畿局がノウハウの
習得機会を広域展開
し、各地域が連携へ

○ ビワイチ (滋賀県琵琶湖⼀周)
× 播磨連携中枢都市圏 (兵庫県)

しまなみ海道

ビワイチ

アワイチ

播磨圏

○ 兵庫県篠⼭市 × 滋賀県

近畿局がノウハウの
習得機会を広域展開
し、事業実施拡⼤へ

篠⼭市

加⻄市

滋賀県

上記講演会で
学んだ⼿法で
実際に事業開
始した事業者 ⾕⼝⼯務店

⾕⼝代表

近畿財務局及び⼤津財務事務所

古⺠家現地⾒学会
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関⻄国際空港で南河内地域のインバウンドPRイベントを開催
〜若⼿職員が地域の観光振興事業へ直接参画〜

●地域が作成するPR動画･観光冊⼦について若⼿職員が地域の若⼿職員と共にアイデアを創出
●訪⽇外国⼈の⽞関⼝である関⻄国際空港で、PR動画上映･観光冊⼦配布を⾏うPRイベント

“Welcome Minami Kawachi”を開催。インバウンドを直接地域へ取り込む効果を発現

地域の冊⼦･動画作成事業に参画

着実な観光客獲得に寄与

○ TEAMちほめんが、富⽥林市ほか南河内地域の若⼿職員
と協⼒し、柔軟な着眼点で、様々なアイデア出しを実施

関空PRイベントをプロデュース
○ 富⽥林市を中⼼とする南河内地域へ外国⼈旅⾏客を取り込む

ために、訪⽇外国⼈の⽞関⼝である、関⻄国際空港における
PRイベントをTEAMちほめんが提案し、同市と共催で開催

TEAMちほめん作成
撮影フォトフレーム

着ぐるみの⼈員は
ちほめんメンバー

⼤型モニターによる
ＰＲ動画の上映

TEAMちほめん
全体でイベントを
ブラッシュアップ

⇒ 当⽇は外国⼈を中⼼に1,300部を超える観光冊⼦を配布。
着ぐるみやフォトフレーム撮影によりPR効果を⾼めた。

ワークショップで
アイデア出し

PR動画 観光冊⼦

○ 外国⼈が増加している旨の地元団体の声を受けたほか、
イベントで特にPRに努めた、地元で開催された富⽥林
寺内町の伝統⾏事｢ひなめぐり｣が多数の⼈出を達成す
る等、着実な効果を発現。

(寺内町ひなめぐり)
Ｈ30.3.11〜12 16,500⼈
※ 過去10年、平均して概ね15,000⼈未満

イベント翌⽇、地元で賑わうひなめぐり

近畿財務局

外国⼈旅⾏客に
TEAMちほめん
が観光冊⼦配布
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局･全事務所体制による⼦育て世代向け広報活動の展開
● 本局及び事務所･出張所が組織⼀体的に、⼦育て世代をターゲットに財政健全化広報を展開。
● 局･事務所内の広報サポーターの登録は93⼈に⾄り、幅広い層の職員が講師を務める。
● 若⼿職員がアイデアを出し合い、参加者にとって、より親しみやすい広報資料を作成。

取組の成果

今後の展開

○ 局に加え、全ての事務所･出張所において広報活動を展開
しており、管内合計で149先、延べ1,955⼈に対して実施。

概 要
○ ⼦育て世代に関⼼の⾼いマネー講座や、おこづかい講座と

組み合わせ、⼦育て⽀援センターや図書館を中⼼に展開。

○ 局･事務所内の広報サポーターの登録は93⼈に⾄り、
若⼿職員も含め、幅広い層の職員が講師を務める。

引き続き、⼦育て⽀援センターや図書館･公⺠館の広域展開
に努めるほか、幼稚園や保育所、ジョブカフェ･マザーズコー
ナー(⼥性向け就業⽀援所)、ウィメンズベース(⼥性活躍拠点)
など、多様な広報機会を開拓。

より親しみやすい広報に向けた⼯夫

○ 紙芝居で分かりやすく進⾏
するなど、局･各事務所･出
張所が⼯夫しているポイン
トについて、本省及び他の
財務局へノウハウを展開。

○ 若⼿職員がアイデアを出し合い、⼦育て世代の参加者に
とって、より親しみやすい広報資料を発案。

○ ⼥性講師のほか、開催地のニーズにあわせて、⼥性講師と
男性講師のペアや、男性講師のペアにより実施。

京都財務事務所

和歌山財務事務所 舞鶴出張所

神戸財務事務所

奈良財務事務所

本局

大津財務事務所

近畿財務局及び京都・神⼾・奈良・⼤津・和歌⼭財務事務所・舞鶴出張所広報相談・若⼿職員による取組
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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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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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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
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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
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