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個人の国債保有を促進する意義

Ⅱ．国債管理政策を巡る諸課題

４．個人保有

（１） 国内においても投資家層の多様化を一層進めることにより、国債市場の取引が一方向に流れ
にくい安定的な国債保有構造を実現していくことが重要である。特に、海外投資家とも金融機関と
も投資行動が異なる個人の国債保有を促進することは、国債の保有構造の安定に大きく寄与する
と考えられる。

（２） ～（４） 略

（５） 低金利環境の下、現在、個人向け国債の国債等の残高に占める比率は、1.8％（※注） と低
位に留まっているものの、個人向け国債を個人が資産運用を行っていく上での有力な金融商品の
一つとして根付かせ、将来、金利環境が変化する際には、個人が国債を選好する素地を作るため
にも、個人向け国債に関する個人のニーズを踏まえた商品性等の改善に着実に取り組み、一定規
模の発行残高を維持していくことが重要である。

（６） 略

（出典：「国の債務管理の在り方に関する懇談会」議論の整理（平成26年6月18日））

（※注）令和元年12月末時点の比率は1.2％。
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施策時期 内容

平成15年3月 変動10年発行開始

平成18年1月 固定5年発行開始

平成19年10月 固定5年の募集期間の長期化（5年債入札日→10年債入札日）

平成22年7月 固定3年発行開始

平成23年7月 変動10年金利設定方法の変更（基準金利-0.80%→基準金利×0.66）

平成24年4月 固定5年の中途換金禁止期間の変更（2年→1年）等

平成25年12月 変動10年・固定5年の毎月募集・発行開始

平成28年5月 初回利子調整額の見直し

これまでの個人向け国債の歩み
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個人向け国債及び新窓販国債の商品性
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（注）金利水準等を勘案し、2年債は平成26年11月以降、5年債は平成27年9月以降、10年債は平成31年1月以降募集を中止している。

新型窓口販売方式による発行額の推移



出所：日本銀行「資金循環統計」
(注１)「国債」は「財投債」を含む。
(注２)「銀行等」には「ゆうちょ銀行」、「証券投資信託」及び「証券会社」を含む。
(注３)「生損保等」は「かんぽ生命」を含む。 -5-

合計 1,132兆2,482億円

（単位：億円）
国債+国庫短期証券

令和元年12月末
（速報）

平成27年12月末
（マイナス金利導入前）

合計 1,042兆2908億円

国債等の所有者の内訳



参考資料②



1. ポスター

2. パンフレット・漫画

3. 財務省WEBサイト

4. インターネット広告

5. 新聞広告

6. 雑誌広告

7. OOH広告（交通広告及び屋外広告等）

8. 地方プロモーション

9. （ご参考）金融機関の皆様へ

目次

-1-



【商品説明⽤ポスター（元年6〜11⽉）】 【募集告知⽤ポスター（元年6⽉） 】

１．ポスター

-2-



【パンフレット（元年6〜11⽉） 】 【漫画（元年度・2年度）】

２．パンフレット・漫画
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【動画広告（元年度） 】

【PCサイト トップページ（元年度）】 【スマートフォンサイト トップページ（元年度）】

３．財務省WEBサイト
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【バナー広告（元年度）】 【タイアップ記事型広告（元年度）】
◆All About ◆マイナビウーマン

４．インターネット広告
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【半5段記事（元年度）】
ボーナス期である6⽉、12⽉に全国で掲載

（該当紙は右表参照）

【突き出し（元年度）】
読売新聞（奇数⽉）、
朝⽇新聞（偶数⽉）で毎⽉掲載

５．新聞広告①
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エリア 刊名
毎⽇新聞 （6⽉） 東京 朝刊
産経新聞 （12⽉） 東京/⼤阪 朝刊
北海道新聞 北海道 朝刊
中⽇新聞 東海圏 朝刊

ー 朝刊
⻄⽇本新聞 九州圏 朝刊
東奥⽇報 ⻘森 朝刊
岩⼿⽇報 岩⼿ 朝刊
河北新報 宮城 朝刊
秋⽥魁新報 秋⽥ 朝刊
⼭形新聞 ⼭形 朝刊

福島 朝刊
〃 朝刊

下野新聞 栃⽊ 朝刊
上⽑新聞 群⾺ 朝刊

⼭梨 朝刊
静岡新聞 静岡 朝刊

⻑野 朝刊
北⽇本新聞 富⼭ 朝刊
北國新聞 ⽯川 朝刊
富⼭新聞 富⼭ 朝刊
福井新聞 福井 朝刊
新潟⽇報 新潟 朝刊
京都新聞 京都 朝刊
神⼾新聞 兵庫 朝刊

島根 朝刊
⼭陽新聞 岡⼭ 朝刊
中国新聞 広島 朝刊
⽇本海新聞 ⿃取 朝刊
徳島新聞 徳嶋 朝刊
四国新聞 ⾹川 朝刊
愛媛新聞 愛媛 朝刊
⾼知新聞 ⾼知 朝刊
佐賀新聞 佐賀 朝刊
⻑崎新聞 ⻑崎 朝刊

熊本 朝刊
⼤分 朝刊
宮崎 朝刊

南⽇本新聞 ⿅児島 朝刊
琉球新報 沖縄 朝刊

〃 朝刊

⼭陰中央新報

熊本⽇⽇新聞
⼤分合同新聞
宮崎⽇⽇新聞

沖縄タイムス

半5段掲載紙

媒体名

北陸中⽇新聞

福島⺠報新聞
福島⺠友新聞

⼭梨⽇⽇新聞

信濃毎⽇新聞



【企画記事（採録記事）広告（元年度）】

新聞広告②

 朝⽇新聞主催WORKO︕フェス2019
「⼦育て世代のマネー講座〜個⼈向け国債の活⽤法」

 讀賣新聞企画スペシャルトークセッション
「イマドキ⼥⼦のタイプ別家計簿チェック」
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◆ひよこクラブ（令和元年11⽉号）
…⼦育て世代向け

【編集タイアップ広告（元年度）】

６．雑誌広告①
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◆AERA with Kids（令和元年冬号）
…⼦育て世代向け



◆⽇経WOMAN （2年2⽉号）
…働く⼥性向け

雑誌広告②
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【電⾞内ビジョン広告（元年度）】
曜⽇・時間帯・ターゲット別に15秒動画を放映

【映画館広告（元年度）】
TOHOシネマズで15秒動画を放映
「アナと雪の⼥王２」

７．OOH広告（交通広告及び屋外広告等）
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電鉄 種別 セット名 秒数

JR東日本 車内ビジョン 山手線窓上３面ビジョン 15秒

JR西日本 車内ビジョン WESTビジョン 15秒

JR東日本 駅ビジョン JAD東阪名 15秒

東京メトロ 車内ビジョン 東京メトロビジョン 15秒

⼭⼿線 新型⾞両 窓上ビジョン JR WESTビジョン

JAD 東名阪 駅ビジョン

【レジ前広告（元年度）】
イオンchで15秒動画を放映



【KOKUSAIには愛があるプロジェクト（元年度）】
宮城県・熊本県で地⽅のテレビ局や⾦融機関等と連携し、
「KOKUSAIには愛があるプロジェクト」としてその地域に限定した広告を実施
※令和２年度においては、福岡県、愛媛県、⻘森県で実施予定

８．地方プロモーション

【宮城県活動 Twitter画像】 【熊本県活動 Twitter画像】
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９．（ご参考）金融機関の皆様へ

【個⼈向け国債HPの活⽤】
個⼈向け国債HPにある「ダウンロード窓⼝」ページには、デジタルサイネージ等の

⾦融機関等向け資料をはじめ、WEB漫画やコクサイ先⽣ツール等の様々なコンテンツをご⽤意しています。
是⾮、個⼈向け国債の販売やお客様とのコミュニケーションツールの1つとしてご利⽤ください。
https://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/download/#dl-tab
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