
お問い合わせ先
地方公共団体金融機構地方支援部
調査企画課　TEL：03-3539-2676／ファイナンス支援課　TEL：03-3539-2677   E-mail：chihoushien@jfm.go.jp

お申し込み方法

セミナー
・
研修

Webサイトからのお申し込み
機構ホームページの各セミナー・研修ページよりお申し込みいただけます。
概ね開催2ヶ月前を目処に、全地方公共団体に開催案内をお送りします。

出前講座
・

実務支援

お電話・メールでのお申し込み

ファイナンス支援課 ： 03-3539-2677    chihoushien@jfm.go.jp

JFM地方支援業務のご案内 検索

http://www.jfm.go.jp/support/support.html

次のお電話、またはメールよりご連絡ください。

自分たちの団体に合う方法で、課題解決がスムーズにできました！

実際に地方支援業務を活用された団体の方の声と活用方法についてご紹介します。

多くの職員・管理職と情報共有しながら、新たな取組に活かせました。
集合研修は一度に多くの職員を派遣できず、課題と解決手段の情報共有には出前講座が効果的と判
断し、お願いしました。本市課題の「資金運用」と「地方債の借入交渉」について、行政と民間、双方の視
点を踏まえたわかりやすい講義により、関係課で共通認識を持つことができました。この講座や研修の
知識を活用し、平成30年度の資金調達から一部金利見直し方式も導入しています。

福岡県  糸島市
財政課

活
用
事
例 資金調達入門研修に職員2名が参加。

Step１ 研修に参加

講座や研修の知識を活用し、実務支援
も受けて、金利見直し方式を導入。

関係課でも情報共有するため出前講
座を活用。13課14名が参加。

Step 2 Step 3

出張コストを抑え、庁内各課の職員が必要な知識を習得できました。
資金運用や会計制度見直しと財政分析，銀行を理解しようの3つの講座をお願いしました。特に、和泊
町では債券による資金運用を開始したことから、債券運用の基礎知識などについて理解することが出
来ました。また、公会計情報を活用した財政分析など、今後の業務にも活用できる実践的な講座となり
ました。今後も出前講座を積極的に活用していきたいと考えています。

鹿児島県 和泊町
 （沖永良部島）
総務課

活
用
事
例 債券運用による資金運用を開始。

3種類の出前講座をそれぞれ庁内各課
で必要な職員が受講。7課2組合から
25名が参加。。

資金運用の基礎知識の習得と公会計
を活用した財政分析の必要性を認識。

管内市町村に、オーダーメードの効果的な講座を提供できました。
財政運営における中長期財政見通しの必要性について、県内自治体担当者の関心を深めてもらえるよ
う、出前講座を企画しました。こちらの希望コンセプトに関する相談に応じていただいた上、財政分析
チャートOctagonなどを用いた講義をしていただき、企画意図に沿ったオーダーメイドな講座になり
ました。講座後、参加していた県内自治体の担当者が、実際にOctagonを用いて町長に自団体の財政
状況を説明するなど、有効に活用されています。

青森県
市町村課

活
用
事
例

管内40市町村に、中長期の財政見通
しの必要性について関心を持っても
らいたい。

講座での知識を活用し、実際に町長
への財政状況の説明にOctagonを
使用。

管内市町村を集めて、Octagonを
使った財政分析の出前講座を開催。
37市町村84名が参加。

地方支援業務
活用のススメ

ほかの団体の
取組内容を
具体的に知りたい

金融の
基本的な知識から
学んでいきたい

課題について、
専門家へ

個別に相談したい
市町村向けの研修会に、

講師を派遣して
もらいたい

研修を受けたいけど、

コストは
かけたくない

実務支援出前講座

Step１ 新たな取り組み Step 2 Step 3 出前講座課題検討

Step１ 課題検討 Step 2 Step 3 Octagonを活用出前講座

参加費はすべて無料です。（宿泊研修を除く）
講師謝金・旅費も不要です。
お気軽にご参加ください。

Fukuoka

Aomori

Kagoshima

一人ひとりのニーズにお応えする、地方支援業務。
「全国の地方公共団体の皆さまの良き相談相手でありたい」
その想いを大切に、私たち地方公共団体金融機構は、

政策ニーズの的確な把握、
そして事業反映への臨機応変さを重視した

地方支援業務を実施しています。
職員の皆さまの、日々の業務をサポートできるよう、
財政運営に役立つ情報やツール、研修・セミナーなど

多彩なプログラムをご提供しながら
財政運営に関する

課題解決へとつなげていきます。



財政運営の課題解決をサポートする多彩な地方支援業務

活用法 先進事例など役立つ情報を集めて使う 活用法 資金調達・資金運用のアドバイスを受ける

活用法 講師の派遣・出前講座・資料を活用

今すぐ知りたい人 ： 機構ホームページのツールを利用

先進団体から直接聞いてみたい人 ： セミナーを利用

参考にできる事例が見つかる
先進事例検索システム

先進自治体の事例が学べる  実務者セミナー

多彩なテーマから選べる  研修

財政運営や公営企業の経営など
に関する先進的な取組事例を検
索・参照できます。具体的な取組
内容までを掲載し、情報収集を
サポートします。

実務者セミナーでは、地方財政
に関するテーマで先進的な取り
組みを行っている先進自治体の
事例を紹介。夏・秋のそれぞれ
全国３か所で開催しています。

財政状況を一目で把握できる
財政分析チャートOctagon

主要経費・基金残高などの偏差値
レーダーチャートが作成できます。
偏差値により他団体の平均と比較
でき、財政状況の特徴や課題の
発見にもつながります。

専門家から直接教えてほしい人 ： 研修を利用

「資金調達入門研修」「資金運
用入門研修」「宿泊研修（JIAM・
JAMPにて）」など、さまざまな研
修をご用意しています。
いずれも、資金調達や運用業務
に必要な基礎的な知識が習得
できます。

令和元年度  開催場所・日程

JFM地方財政セミナー
（地方公会計制度の活用及び公共施設等の再編・統合）

JFM地方公営企業セミナー
（地方公営企業会計適用拡大及び経営戦略策定）

東　京
長　崎
秋　田

8月 7 日（水）
8月21日（水）
8月28日（水）

青　森
高　松
東　京

10月15日（火）
11月 8 日（金）
11月15日（金）

専門的な講師を研修会に呼びたい人 ： 専門家派遣・出前講座を利用

時間やコストを抑えたい人 ： 自学自習ができる、機構ホームページのツールを利用

市町村向けの研修会でも利用できる
専門家派遣

専門家（公認会計士等）を派遣する専門家派遣事業は、都道府県
主催の市町村向けの研修会でご利用いただけます。

【対応テーマ】  ・地方公会計制度に係る活用・運用
                        　・地方公営企業会計適用拡大・地方公営企業の経営戦
　　　　　　   略の策定

機構のHPには、財政運営に関する調査研究の成果や経済動向など、
参考となる情報が掲載されています。

【調  査  研  究】　・地方公共団体における財政収支見通しの作成
　　　　　　　　・職員給等に着目した人件費の長期推計

【経済動向情報】　・主要経済指標一覧

時間やお金をかけずに学べる受講できる
出前講座

資金調達や運用、財政分析などをテーマ
に出前講座を開催することもできます。
日時や場所などが相談できる「出前
講座」は市町村向け研修会としても開催
できます。

登録・利用料金なしでダウンロードできる
e-ラーニング・研修資料

セミナーや研修に関する資料やe-ラーニングについては、機構の
ホームページからダウンロードが可能です。登録手続きや費用な
どはかからないため、時間もコストも抑えることができます。

お役立ち情報が見つかる
財政運営・金融などに関する資料

  4月16日 名古屋　4月18日 福岡
  4月24日 東京　　4月26日 大阪　　10月  7日 東京

  7月10日～12日 JAMP       9月17日～20日 JIAM

10月  8日 東京　  10月17日 名古屋
10月24日 福岡　  10月31日 大阪

課題について個別に相談できる  自治体ファイナンスアドバイザーによる実務支援

「新規借入の金利見直しルールを検討したい」
「借入の入札方法を相談したい」
「公金管理の内部規定を検討したい」
「債券運用のアドバイスが欲しい」・・・など、
さまざまな課題を、電話またはメールで自治体ファイナンスアドバイザーに相談でき
ます。課題へのアプローチ方法など具体的なアドバイスで、課題解決につなげられます。

メールや電話で
お気軽にお問い合わせ下さい‼

相　談

助　言

地
方
公
共
団
体

地
方
公
共
団
体

金
融
機
構

地方公会計の活用・法適化・経営戦略策定に関する研修会なら 資金調達・運用、財政分析に関する研修会なら

財調・減債基金残高

地方債残高

元金償還

補助費等

繰出金

扶助費

物件費

人件費
90

5050

財政課題への対応、ほかの団体はどんなことをしているの・・・？ 今取り組んでいる、資金運用などの課題を相談したい・・・

研修会を開きたいけど、講師が見つからない・・・

研修を受けたいけど、時間も旅費もない・・・

借入担当になったばかりで、金融のことがよく分からない・・・

活用法 資金調達や資金運用の基礎を学ぶ

（※ダウンロードには地方公共団体向けパスワードが必要ですので、お問い合わせください。）

令和元年度  開催場所・日程

調達入門研修

運用入門研修

宿  泊  研  修

【ご利用方法】
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