特集
令和元年度の事例集から紹介

全国財務局の

地 域 連 携 の取組
財務局は地域の課題を把握し、地域と財務省・金融庁をつなぐネットワーク
の結節点（ハブ）としての役割を果たすことにより、地域に貢献している。
令和元年度には、政府の第 2 期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の政策
パッケージにおいて、財務局のネットワーク機能を活用し、地域の各主体との
『つなぎ役』を果たすことが示され、より一層の地域貢献が期待されている。
今回の特集では、「全国財務局の地域連携事例集」（令和元年度）から、取組
内容を紹介する。
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特集

令和元年度の事例集から紹介

全国財務局の地域連携の取組

財務局の地域連携・地域貢献の取組と
地方創生に向けた取組への支援・貢献
財務省の総合出先機関である財務局では、その使命

している。財務省・財務局の地方創生コンシェルジュ

である地域貢献を果たすため、平成 24 年度から地域

は、当初 13 名でスタートしたが、よりきめ細やかな

の特性やニーズに応じた取組を強化している。その一

対応を行うため、財務事務所・出張所にも拡大・増員

環として、より効果的な地域貢献を実施するため、地

し 68 名体制とした。

方公共団体や金融機関、商工団体等とのネットワーク

また、財務局の地域連携推進の体制強化のため、平

の深化・拡大を図っている。加えて、財務局を結節点

成 27 年度から地方連携に関わる機構定員の充実が図

（ハブ）とする恒常的・互恵的な意見交換の場（プ

られており、全財務局に「企画調整官」が配置される

ラットフォーム）を形成・構築するとともに、マスメ

とともに、すべての財務局と財務事務所（小樽、北見

ディアや教育機関、NPO、地域の方々との連携強化

出張所を含む）に「企画係」が配置された。

など、ハブ機能の拡充・強化に取り組んでいる。

さらに、政府の第 2 期「まち・ひと・しごと創生総

加えて 27 年度からは、これまで行ってきた地域連

合戦略」の政策パッケージにおいては、「関係省庁や

携等の取組や地方創生コンシェルジュ等を通じて、各

地方支分部局、地方公団体、地域金融機関、企業等と

地域における地方創生に向けた取組への支援・貢献も

のネットワーク機能を活用し、地域企業の価値創造や

行っている。地方創生コンシェルジュ制度は、国が相

課題解決等に向けた『つなぎ役』を果たす」ことが示

談窓口を設け、地方創生に取り組む地方公共団体を積

された。

極的に支援するために設置された仕組。当該地域に愛

財務局では、より効果的な地域貢献のため、各種業

着のある国の職員等を選任し、27 年 2 月 27 日に内閣

務で培ったネットワークや財務局をハブとする地域の

府地方創生推進室（現地方創生推進事務局）により構

プラットフォームを積極的に活用して、
「地域経済エ

築され、令和 2 年 4 月現在、17 府省庁で 92 名が就任

コシステム」の各主体の「つなぎ役」を果たしている。

地方創生への貢献
地方
公共団体

中央省庁等

◆ヒアリング等を通じた意見･要望の把握

財務省

地域
住民

金融庁

企業

連携
地域経済
学界・
教育機関

地域
金融機関
経済
団体

◆財務局独自の業務による支援

連携

地方創生推進事務局
まち･ひと･しごと
創生本部

◆地域の各主体をつなぐ取組

各省庁等
各省庁の地方支分部局
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全国財務局の地域連携事例集（令和元年度）より
財政に
 関する取組 
1

「まちの家計簿シミュレーション」の実施

（財務状況ヒアリングの結果を活用した財政研修会）

東北財務局及び
秋田財務事務所

市町村では各課が担当分野のみの予算要求をするた

宮城県涌谷町では、人口減少等による自主財源の減

め、職員には市町村全体の財政課題・問題認識が十分

少や高齢化等に伴う扶助費の増加等により財政状況が

浸透していないことが課題となっている。そこで、東

悪化し、平成 31 年 1 月に「財政非常事態宣言」を発

北財務局が市町村の財政を分析した「財務状況ヒアリ

出。そうした中で、町からの要望を受け、町職員や議

ング」の結果をもとに、町の財政を「家計簿」に見立

員等に財政への理解を促すため、「まちの家計簿シ

て、全国の類似団体との比較要素を入れた独自プログ

ミュレーション」により、タブレットを用いてグルー

ラム「まちの家計簿シミュレーション」を開発した。

プワークを実施。職員、議員から好評を得た。

変動！

施策をチェック
するとグラフと
人口が変動！

変動！

色分けで
財務状況を把握！

職員と議員が一堂に会して、
意見を出し合うことは有意
義。今後も継続したい。
議員の声

施策の実施有無による財務
状況が見える化され、中身
のある議論ができた。
職員の声

国 有 財 政 に関する取組 
2

国家公務員宿舎を五島市に使用許可

～離島地域における国有財産の有効活用～

福岡財務支局長崎財務事務所は、五島市及び長崎県

福岡財務支局
長崎財務事務所

住宅、福江町住宅）の居室の使用を許可。国家公務員

との 3 者意見交換を行う中、人口減少対策の一環とし

合同宿舎における全国初の事例となった。

て当市が誘致した「五島日本語学校」
（令和 2 年 4 月開

使用許可書の交付は、令和 2 年 2 月 28 日に五島市役

校）の教職員住宅として、国家公務員宿舎を使用でき

所で行われ、その模様は、地元メディアにも大きく取

ないかとの要望を受け、国家公務員宿舎（福江木場町

り上げられ、当取組の関心度の高さがうかがわれた。

▲


11 の有人島と
52 の無人島から
なる五島市

▲


五島市役所で行わ
れた使用許可書の
交付式。
（左から）井手所長、
野口五島市長、村
山五島振興局長。

▲福江町住宅
▲

福江木場町住宅
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特集

令和元年度の事例集から紹介

全国財務局の地域連携の取組

金 融 に関する取組 
3

地域金融機関と日本政策金融公庫との
連携セミナーを開催

中国財務局

中国地方では、後継者不在率の全国ワースト 10 に

セミナーには、広島県内の金融機関等 27 機関、約

中国財務局管内 5 県のうち 4 県が含まれ、後継者不足

50 名が参加し、事例紹介の講演やパネルディスカッ

による廃業の急増が危惧されている。そこで、中国財

ションが行われた。セミナー後のアンケートでは、

務局では独自の取組として、地域金融機関と日本政策

「実際の経営者から事業承継事例を聞くのは初めてで

金融公庫との連携強化を目的としたセミナーを開催

あり、参考になった」といった声が寄せられたほか、

した。

7 割超の参加者から、セミナーの内容について「満足
だった」との回答を得た。
セミナー後のアンケート結果
やや満足だった
24.3%

やや不満だった
2.7%

満足だった
73.0%
パネルディスカッション





経営者による事例紹介

経 済 調 査 に関する取組 
4

東海財務局岐阜・
静岡・津財務事務所

地域主体との地域経済情勢及び課題の共有

東海財務局が管轄する各県財務事務所は、経済調査
機能を有する地域主体との意見交換会を継続的に開催。

代表事例「第 104 回

しずおか経済フォーラム」
（令和元年 11 月 14 日）

テーマ：中小企業における IoT、AI、ロボット等の活用と生産性向上の取組

調査結果 ･ 課題の共有

財務局・財務事務所による経済動向の調査分析結果を

調査分析結果を活用し、
東海地域の中小企業に
おける先端技術の活用
状況と課題を説明。

地域に情報発信するとともに、地域経済が抱える課題
や支援施策などの最新情報について共有している。
各県の開催テーマ（令和元年度）は以下の通り。
岐阜県
●

「岐阜景気問題連絡会」

（年 1 回開催）

人手不足の現状と課題

静岡県

「しずおか経済フォーラム」

（東海財務局作成資料より抜粋）

支援施策 ･ 好事例の横展開

（年 2 回開催）

●

外国人材の活躍・活用の推進に関する支援施策

●

中小企業における IoT、AI、ロボット等の活用と生

外部講師より先端技術活用に
向けた支援施策と生産性向上
の好事例を紹介。

意見交換、情報発信

産性向上の取組
三重県

「三重景気問題連絡会」

財務局・外部講師からの情報
を共有のうえ意見交換。開催
結果は財務事務所ホームペー
ジで公表。

（年 2 回開催）

●

新名神高速道路等の開通が県内経済に与える影響

●

三重県経済の現状と課題

意見交換の様子

⇒ http://tokai.mof.go.jp/sizuoka/
pagetokaihp036000259.html
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広報相談に
 関する取組 
5

子育て世代向け広報の連携

北海道財務局

北海道財務局では、地方公共団体、ハローワークと

て世代の働き方に役立つ話を紹介した。また、聴講し

連携し、
「保育士・幼稚園教諭合同就職面接・説明会」

ていた参加団体からも別途依頼があり、「出前講座」

において子育て世代向け「マネー講座」を実施した。

を波及して開催した。

「保育士・幼稚園教諭合同就職面接・説明会」は、市
内にある保育園・幼稚園、児童館等の担当者が各々の
ブースで個別に業務や就労条件を説明するもの。
「マ
ネー講座」では、消費税率引上げに関する説明のほ
か、
「配偶者控除の拡大」や「年収の壁」など、子育

保育園・幼稚園の相談ブース中央に講座会場を設置。 講座終了後の個別相談も好評。

マネー講座資料

金融リテラシー向上や
金 融 犯 罪 被 害 防 止 に向けた取組 
6

高校での金融をテーマとした研究授業の実施

近畿財務局及び
奈良財務事務所

近畿財務局及び奈良財務事務所では、全国初となる

グループワークでは、生徒がライフプランと人生の

高等学校での金融をテーマとした家庭科研究授業を奈

収支表の作成に興味を持って取り組む姿が見られた。

良県で実施した。授業は、金融庁及び財務局職員が、

教員からは「家でお金の話をしたことのない生徒が多

家計管理とライフプランニングについて約 320 人（3

い」、「卒業したらお金に直面するため、このタイミン

日間、全 8 回）の生徒に対して実施した。それに合わ

グで授業をしてもらえてよかった」との声が寄せられ

せ、県内家庭科教員にも授業を見学してもらった。

ている。今回の取組を踏まえ、各都道府県教育長への

▼教育委員会説明資料

出張授業の提案を改めて積極的に実施していく予定。
▼

フライヤー
授業の様子▼
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災 害 に関する取組 
7

台風被害に対する地域のニーズを踏まえた支援と
関係機関との連携による対応

関東財務局及び管内財務事務所・出張所では、台風
被害を受けた管内地域のニーズを踏まえ、財務省全体
で迅速に支援を行っている。
財務局のネットワークを活用し、中小企業支援施策

関東財務局及び
管内財務事務所・出張所

めに被災自治体へ派遣している。
また、関東経済産業局との情報交換を行い、火災保
険に係る事業者の声（水災補償）を金融庁・業界団体
につなげるなど地域のニーズに即応している。

や各種補助金、復興支援の事例紹介等、地域のニーズ

さらに、多様な手段による国有財産の情報提供を行

を踏まえた金融機関に対する説明会を開催している。

い、無償貸付中の公園を災害廃棄物仮置場として活用

災害査定立会では、膨大な件数に対応するため、担

（千葉）したり、未利用国有地を車両退避場所として

当部門を超えて財務省全体で立会官を確保しており、

無償貸付（神奈川）するなどしている。

加えて、財務局職員を罹災証明書受付事務補助等のた

説明会の様子

8

関東経済産業局との情報交換の様子。

特定家畜伝染病（CSF（豚熱））への
沖縄総合事務局の対応

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局では、局内各部の連絡・協力体制等
の強化を図るため設置された危機管理対策本部のも
と、防疫体制の整備等に貢献している。金融関係で
は、沖縄県銀行協会等に対し、
「CSF（豚熱）の患畜
の確認を踏まえた金融上の対応について」を沖縄総合
事務局長名で発出。併せて各報道機関へも周知した。
その結果、
「CSF 発生」によって影響を受けた養豚農
家などの個人事業主や中小企業者を対象に、県内金融
機関（3 銀行、1 信金）が、リスケ対応及び資金繰り
等に関する相談窓口を設置した。
国有財産関係では、レンダリング処理関係資材等の
保管場所として財務部が管理中の未利用地及び未利用
建物を使用したいとの要望があったことから、農林水

未利用建物内へ搬入した資材
の一部。


▲

産省と調整し、迅速に使用承認した。

▲レンダリング処理とは、豚
の死骸の埋却地不足に対応
するため、死骸を専用の機
械で破砕し、プラスチック
製の容器で密閉したうえ
で、自治体のごみ処理施設
で焼却すること。写真は未
利用地及び未利用建物。
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地方創生支援に
 関する取組 
9

国の支援制度等に係るパッケージ型説明会を開催

北陸財務局

北陸財務局では、市町村長との意見交換等で、「国

説明会は、複数の国の機関等が補助金等の新規施策

の補助金等に関する府省横断的な説明会の場があれば

や重点施策などをワンストップで説明するパッケージ

有益」との声があったことから、国の機関や政府系金

型で開催。また、説明会と併せて別室に各機関のブー

融機関などに協力を依頼し、管内の地方公共団体等を

スを設け、個別相談会を実施した。

対象に説明会・個別相談会を開催した。
参加者の声
各府省の施策を
まとめて聞くこ
とができて効率
的であった。

国の担当者に直接相談
でき、今後の事業の参考
になった。

貴重な機会
なので、継続
実施してほ
しい。

説明会には 81 名が参加した。

10

徳島で活躍する未来の戦力誘致・育成プロジェクト

四国財務局及び
徳島財務事務所

四国財務局及び徳島財務事務所では、
「人材」確保

今後は、他大学や社会人からも候補者を募集する予

に悩む地域の中小企業・小規模企業者に対し、地域大

定。また、大学との連携により、長期インターンなど

学などと連携して、若手人材の「繋ぎ」と「育成」を

実践研修を充実させていく。

行っている。たとえば、学生を経営幹部等の候補者と
して企業に誘致するとともに、企業と大学協働による
人材育成の場を創出している。また、企業を知り、事
業を学ぶ機会として、マッチングイベントや企業訪問
ツアーを実施。経営者と事業の魅力や成長性、求めら
れる変革などについて対話した。

▲企業8社、学生約40名
が参加したマッチング
イベント。

スキーム概要
【知る】経営者と対話、企業訪問

後継者

【学ぶ】企業の課題に取り組み

中小企業

学生

（大学）

【繋ぐ】各種候補者として就業

8
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第二創業
経営幹部
専門ミドル

特集

11

令和元年度の事例集から紹介

全国財務局の地域連携の取組

関係人口の創出・拡大にも寄与する
新たなソリューション提供支援

九州財務局及び
管内財務事務所

九州財務局及び管内財務事務所は人手・人材（後継
人材）不足を解消し、関係人口の創出・拡大にも寄与
する新たなソリューションとして、都会の副業・兼業
人材の活用事例を発信し、その機会を提供している。
取組の一つとして「副業・兼業人材」活用セミナーを
開催（熊本・宮崎）した。同セミナーの反響は大き
く、地元メディアに取り上げられたほか、地方公共団
体や企業からの問い合わせや相談を受け、当局が都会
の副業人材・仲介者へのつなぎ役を果たしている。
セミナーを契機として、熊本県八代市は、地元商工
会議所・商工会、地域金融機関、副業プラットフォー
ムを運営する事業者と連携した「副業人材活用プロ

が、副業プラットフォームを利用した求人に動いてお

ジェクト」を発足させた。また、地元老舗割烹や海外

り、多数の応募があるなど、副業人材活用の動きが拡

展開を図る事業者をはじめとする多種多様の地域企業

がりつつある。

今 後 の取 組
財務局では、今後も地域貢献を果た
すため、その機能とネットワークを十
分に発揮し、各地域の活性化や地方創
生の一助となる取組を進めていくとと
もに、それを支援するための情報発信
を行っていく。また、新型コロナ感染
症の拡大が地域経済に与えた影響を踏
まえつつ、地域の実情に応じて、地域
経済の復興に向けた支援も積極的に
行っていく。
なお、令和元年度地域連携事例集は
財務局のホームページで公開してい
る。財務局別、またはカテゴリー別に
取組事例を閲覧できる。
https://www.mof.go.jp/about_mof/
zaimu/renkei/2019.htm
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