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｢⼥性経営者と⾦融｣をテーマにワークショップを開催︕
地域における⼥性経営者の活躍と⾦融のあり⽅に焦点を当て、⼥性経営者と地域⾦融機関･⽀援機関が

オープンな場で意⾒を交わす｢地域⾦融ワークショップ〜⼥性のパワーと⾦融のチカラで地域を元気
に︕｣を全3回にわたり開催。

｢地域で⼥性経営者が活躍
の場を広げ、事業を発展させ
ていくために地域⾦融機関は
どう関わり、変わっていけば
よいか｣をテーマとするワー
クショップを開催。

福岡財務⽀局

ワークショップを通して、⾦融機関･経営者･⽀援機関、そ
れぞれが抱える課題や相互理解のために出来ることについて
の気付きを提供。今後につながる交流のきっかけにも。

今後も、地域のために財務局ができることは何かを考え
ながら、地域活性化に繋がるプラットフォームの場を提供
し続けていきたい。

⾦融機関･⽀援機関の声
・⼥性経営者の⽣の声を聴く貴重な機会。
・経営者のためにもっと出来ることがあると感じた。
・真に頼られる⾦融機関でありたいと思った。
・⼥性経営者のために、⼥性⾏員だからできることがあ
ると感じた。

⼥性経営者の声
・相互理解に⾄らない理由や課題、解決策などを本⾳で
検討することができた。

・⼈脈が広がり、これからの助けや安⼼に繋がると実感。

⼥性経営者と地域⾦融機関の⾏員、⽀援機関の職員約
30名をメンバーに迎え、各界で活躍する⼥性講師によ
る講義と、グループでの意⾒交換を⾏った。

取組の概要 取組の成果

今後の展開

地⽅創⽣⽀援・⾦融
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他省庁･政策⾦融機関･地⽅公共団体と連携し、
⾦融機関向け地域活性化セミナーを開催︕

国の機関や政策⾦融機関等が実施・保有している中⼩企業の経営⽀援に役⽴つ施策等を紹介するため、
各機関と連携し｢⾦融機関向け地域活性化セミナー｣を開催。

概 要 取組の成果と今後の展開

・地域⾦融機関には、中⼩企業の経営課題を把握し、その課
題解決のためにファイナンス、アドバイスといった⽀援の提
供を継続的、組織的に⾏っていくことが求められている。
・本セミナーでは、国や政策⾦融機関等の公的機関が保有し
ている中⼩企業の課題解決に役⽴つような施策･ノウハウ等
について、各機関から⾦融機関へ紹介するとともに、参加者
同⼠の交流の場を設けることで双⽅の連携強化に取り組んだ。
テーマ等

・より多くの⾦融機関の担当者に集まってもらうため、福岡
(平成30年1⽉24⽇)、佐賀(2⽉7⽇)、⻑崎(2⽉20⽇)の各県
に分けて開催し、⾦融機関等の担当者計78名が参加。

今後の展開

・セミナー後のアンケートでは｢定
期的にセミナーを開いて欲しい｣と
の声があるなど、ほとんどの参加者
が｢参考になった｣と回答。

・セミナー後に、名刺交換、個別相談
等の時間を設けたことにより、活発な
交流が⾏われた。

(福岡会場) (佐賀会場)

①創業サポートの⼼構え(佐賀市産業⽀援相談室)
②農業融資の着眼点について(⽇本政策⾦融公庫)
③⾦融機関によるJ-GoodTechの活⽤について
④農商⼯連携･地域資源活⽤･新連携事業について

(中⼩企業基盤整備機構)
⑤地域⾦融機関による事業承継⽀援

(福岡県事業引継ぎ⽀援センター)
⑥地域⾦融機関が活⽤できる
企業⽀援施策の事例及び制度について

(九州経済産業局)
⑦宿泊施設インバウンド対応⽀援事業
及び住宅宿泊事業法について(九州運輸局)

・⾦融機関等のニーズを踏まえ県毎にテーマを変えて開催。

開催⽬的等

・引き続き地域の関係機関等との連携拡⼤･強化に取り組み、
⾦融機関等のニーズの把握に努め、地域活性化につながる
実効性ある施策を実施していく。

(⻑崎会場)

概ね参考になった
６４％

非常に参考
になった
３３％

参考にならな
かった ３％

・本セミナーは、全国紙、各県地元
紙に取り上げられ、地域経済活性化
の取組として注⽬された。
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⼤学⽣向け｢財政オープン講座｣を開催
⼤学⽣を対象に、⽇本の財政と財務局の業務紹介を内容とする｢福岡財務⽀局ワークショップ｣を開催。

当局HP等で参加者を募り、近畿･中国地区など管外の⼤学からも学⽣が参加。若者をターゲットとした
財政広報と、財務局･財務専⾨官のPRを同時に実現。

⼤学⽣への広報･採⽤のためのアプ
ローチは、これまで当局管内の⼀部
の⼤学での講義や業務説明会など機
会が限定的であった。
そこで今回、HPやSNSで広く参加

を告知し新たなターゲットの掘り起
こしを⾏うことで、幅広い地域から
興味をもった学⽣を募り、広報･業務
紹介の２つの内容を含む講座を開催
することとした。

福岡財務⽀局

【参加者の感想】
• 財政を⾃分のこととして考えるきっかけになった。
• 実際に予算案を作成し、歳出と歳⼊のバランスを保つこと
の難しさを実感した。

• 財務局業務に対する興味が深まった。職場の雰囲気の良さ
を感じた。

今回のように、HP等で開催告知して参加者を募集する⽅法
は、幅広い⼤学から参加学⽣を得るのに効果的であったこと、
参加した学⽣からも｢財政の知識と財務局の業務について同
時に知ることができた｣と好評であったことから、今後も継
続して実施を検討することとする。

講座は、業務説明と財政ワーク
ショップの2本⽴てとした。
財政ワークショップについては、

当局若⼿職員による講義の後、グ
ループワークを実施。当局職員も
各グループに⼊り、議論をサポー
トした。

これまでの課題･経緯

講座の内容

取組の成果

今後の展開

〈参加者募集チラシ〉

• HPやSNSで広く告知したことで、各地の⼤学から学⽣が
参加。

• 財政講義･グループワークを通して、⼤学⽣に財政につい
て考えてもらう機会を創出。

• あわせて財務局の業務を紹介することで、財務局･財務専
⾨官試験についてのPR効果も。

〈参加者による発表の様⼦〉

広報相談
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⼥性向け情報誌(オンライン版)にコラムを掲載︕
⼥性に向けた財政･⾦融広報の新たな試みとして、働く⼥性向け情報誌｢avanti｣のオンライン版に｢働

く⼥⼦とおかねのはなし｣と題するコラム記事を掲載。⼥性に知ってほしい⾦融に関する情報を中⼼に、
財政の現状等も盛り込んだ内容を分かりやすく解説。

当局が業務の中で接する機会が少ない⼥性層に対し、効
果的に情報発信する⽅法がないか検討していたところ、福
岡県内のオフィス･商業施設などで配布されており、主に
働く⼥性を中⼼に幅広く愛読されているフリーペーパー
｢avanti｣を発⾏する株式会社アヴァンティより、同社のオ
ンラインコラムに掲載してはとの提案を受け、実現したも
の。

福岡財務⽀局

2017年12⽉〜2018年３⽉までの4か⽉間、全8回にわた
り｢働く⼥⼦とおかねのはなし｣と題するコラムを連載。⼥
性にとって読みやすく⾝近なライフプランや保険、教育資
⾦など｢お⾦｣の話を中⼼に、国の財政の現状等についても
盛り込んだ内容とした。

コラム記事(アヴァンティオンライン)
↓

http://www.e-avanti.com/category/blog/zaimu

・ 掲載開始以降、延べ1,684⼈がコ
ラム記事を閲覧(３⽉末現在)。

・ 読者がSNS等で記事を拡散する
ことによる⼆次的な効果も。

・ ブログをアップするような感覚
で⼿軽に記事を掲載でき、タイム
リーな情報発信が可能に。

・ PCやスマホ等で場所･時間を選ば
ず閲覧することができ、講演等に
参加する時間が取りにくい忙しい
⼥性に向けた⾝近な情報発信ツー
ルとして効果的。

効果的な情報発信の観点から、広報の⼀⼿段として今後
もオンラインコラムを継続的に活⽤し、対⾯による講演と
は違うアプローチでの広報活動を展開していく予定。

掲載内容

取組の成果

今後の展開
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⽂科省の教育研究発表会で財政をテーマに連携
福岡教育⼤学附属福岡⼩学校の教育研究発表において、国の財政を題材とした｢これからの幸せな国の

かたち｣をテーマとして、財務省･財務局が連携。発表会(平成30年2⽉17⽇)では県内外から多くの学校
関係者等が来場した。

6年⽣を対象とした研究授業｢これからの幸せな国の
かたち｣において、当局が推進する｢財政教育プログラ
ム｣と連携。発表会まで財務省･財務⽀局が、

教育研究発表会では、北欧の国を詳しく調査し⾼福祉
国家を⽬指すべきとした党や、団塊世代からのバトンを
受け政策を実⾏していくといった党など、 5つの党から
財政プランが発表され、⽇本の将来の財政を真剣に考え
る姿があった。
当⽇は、予算編成に携わる財務省職員も参加し、児童

たちの刺激になった。教室には⼊りきれないほどの学校
関係者等が視察した。

今回視察に来られた学校関係者が、財政についての授
業に取り組んでいただくことを期待するとともに、当局
は財政教育の普及を今後も進めていく。

③児童が科学や医療等各分野について学習し、｢10年
後の国の財政｣を考えるにあたり、考えが近い班
(党)に分かれて財政プランを検討するグループワー
ク(財政会議)に複数回参加。

【財政教育プログラムとは】
主権者教育の観点から、財政について興味を持ってもら
うため、タブレット等を使って予算編成を考える、アク
ティブラーニングを取り⼊れた財政授業

①財政の講義を実施

②児童が財政を学習していく上での
疑問点を洗い出し、学習の⽅向性
を考える授業に参加。

取組の成果教育研究発表会までの取組
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⽇本公認会計⼠協会北部九州会と連携し、出前授業を開催︕
公認会計⼠という職業への関⼼を⾼め、受験者のすそ野拡⼤を図る観点から、管内で初めて、⽇本公

認会計⼠協会北部九州会と連携した⾼校⽣向け出前授業を開催。

概 要 取組の成果と今後の展開
【開催の経緯】
近年、公認会計⼠試験受験者数の減少が続いたことから、

⾼校⽣等若年層を対象とした会計･監査に係る広報活動を
推進するとの⽅針が⾦融庁より⽰され、同受験者のすそ野
拡⼤を図ることとした。
当局では、管内の公⽴及び私⽴⾼校等を訪問等のうえ講

師派遣案内を⾏ったところ、三井中央⾼校(福岡県久留⽶
市)から講師派遣の依頼があり、管内で初めて、⽇本公認
会計⼠協会北部九州会と連携した出前授業を開催した。
(平成29年7⽉11⽇(⽕)、ビジネス科1年⽣32名)
【講演内容】
⽇本公認会計⼠協会北部九州

会所属の公認会計⼠２名から、
①公認会計⼠の仕事の内容(Ｄ
ＶＤ視聴) 、②公認会計⼠を職
業とした志望動機等の講義、当
局からは、財務局の仕事を含め
公認会計⼠試験の概要について
説明を⾏った。

【⽣徒の感想等】
• 男⼥の差なく働け、働きやすい
職場環境が整っている。

• 公認会計⼠になりたかったので、
詳しく知れて良かった。

• 学歴･年齢に関係なく試験が受け
られるので興味が湧いた。

• 将来の夢が広がり、将来を考え
るきっかけになった。
【今後の展開】
地元で活躍する公認会計⼠から直接話を聞くことにより、

公認会計⼠という職業への理解が深まり、将来の職業として
具体的に考える機会となる等、学校関係者からも⾼い評価を
受けた。
今後も引き続き、キャリア教育として出前授業の活⽤を教

育機関にPRし、⽇本公認会計⼠協会北部九州会と連携した出
前授業の展開により、地域との連携強化に取り組む。
※今後の開催予定
福島⾼校(福岡県⼋⼥市、平成30年6⽉4⽇)
博多⼥⼦⾼校(福岡市東区、開催時期調整中)
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