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｢⽷⿂川市復興フォーラム｣を通じた復興⽀援
平成28年12⽉の⽷⿂川市の⼤規模⽕災に対する復興⽀援として、関東財務局の呼びかけにより、｢⽷

⿂川市復興フォーラム｣を開催。⽀援策の具体的な検討･実施を⾏う推進主体(タスクフォース)を組成し、
復興マルシェや創業⽀援イベント等の施策を実現。

概 要 取組の成果と今後の展開
【⽷⿂川市復興フォーラム】

関東財務局及び新潟財務事務所

フォーラムで提案のあった｢朝市･マル
シェ｣や｢創業⽀援｣の実現に向けた検討を
⾏うため、4回にわたりタスクフォース会
合を開催。

【第1回いといがわ復興マルシェ】
平成29年11⽉18⽇(⼟)開催。⾬天

にもかかわらず⼤勢の⼈で賑わった。

※第2回は30年4⽉21⽇(⼟)に開催予定。以降は隔⽉
(6.8.10⽉)での開催を計画

【１Day Startup Dojo ⽷⿂川】(創業⽀援)

地域⾦融機関や⺠間団体などが⼀堂に会し、⽷⿂川市の
｢復興まちづくり｣に向けて様々なアイディアや具体的な提
案を⾏い、復興⽀援を推進。 ○出店者…47者(市内27、市外20)

○来場者…約3,000名

平成30年3⽉17⽇(⼟)開催。起業を検討し
ている者などを対象に通常、3~4ヶ⽉(延べ7
⽇間)かけて実施している企業家育成プログラ
ムを1⽇に凝縮して⾏うもの。
※本イベントを経て、ビジネスコンテスト開
催に向け取り組んでいく計画

第2回フォーラムでは、地元の地域⾦融
機関を中⼼としたメンバーで構成された
｢⽷⿂川市復興･活性化⽀援タスクフォー
ス｣の組成を発表。

【⽷⿂川市復興･活性化⽀援タスクフォース】

※関東財務局はタスクフォースの運営をサポート
｢復興フォーラム｣や｢タスクフォース｣の取組により、未来志
向の⽷⿂川市の復興･発展に繋げていく。

地⽅創⽣⽀援・災害対応
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PPP/PFI勉強会の開催
地⽅公共団体の厳しい財政状況下において、事業費を削減し、より質の⾼い公共サービスを実現する

ため、㈱⽇本政策投資銀⾏、地域⾦融機関と連携して、個別地⽅公共団体を対象としたPPP/PFIに関す
る勉強会を開催。

概 要 取組の成果と今後の展開

関東財務局

地⽅公共団体の共通課題に着⽬し、外部機関･地域⾦
融機関と連携して施策を実⾏に移すべく、当局の財政
部⾨･国有財産部⾨とより協⼒しながら取組を推進して
いく。

埼⽟県(⽐企郡⼩川町、桶川市)、⻑
野県(⼩諸市)で計5回の勉強会を開催。

平成30年4⽉以降も管内の個別地⽅
公共団体との勉強会の開催に向け調整
中。

PPP/PFI(※)事業の具体的な案件組成に向けて、地域
⾦融機関によるサポートを実現すべく、関東財務局が
意⾒交換の場をコーディネート。

※公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、⺠間の資⾦とノウハウを
活⽤し、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え⽅

地域⾦融機関

関東財務局
(コーディネーター)

㈱日本政策投資銀行
( PPP/PFI推進センター)

￥

勉強会は、基礎的知識の習得を⽬的とした⼀般的な内
容、特定の公共施設を対象とした個別的な内容に分けて
開催。

出席者間で活発な意⾒交換が⾏わ
れ、関⼼の⾼さが伺えた。

(出席者の感想)
・効率的な公共施設整備を⾏っていかなければならない

中で PPP/PFIの導⼊を考える良いきっかけとなった。
・疑問点が解消され、PFI事業を進めるうえで後押しと

なった。

地方公共団体

地⽅創⽣⽀援・⾦融
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⽣産性向上･⼈材投資事例集の作成･地域への還元
地域の各企業等の⽣産性向上･⼈材確保に資するべく、⽣産性向上･⼈材投資に係る企業等の取組を収

集し、事例集として公表。各種会合等様々な機会を通じて地域に還元するとともに、組織内で活⽤し局
内の⽣産性向上を⼀層推進。

概 要 取組の成果と今後の展開
▶実施の背景

｢⼈⼿不⾜が深刻な状況下、⼈材確保のためには働き⽅改⾰や⽣産性向
上を図るしかない。そこで、他企業の取組事例を教えてほしい｣との声が
聞かれたところ。このような声や現下の経済情勢にも鑑み、地域の各企業
等の⽣産性向上･⼈材確保に資するべく、⽣産性向上･⼈材投資に係る企業
等の取組を収集し、事例集として公表。

関東財務局

▶組織での活⽤
事例集を活⽤し、当局の⽣産性向上を⼀

層進めるための取組を実施。⽣産性向上に
資する改善案を募集中であり、同改善案を
踏まえ業務を改善。

▶企業等へのヒアリングの実施
経済調査の業務における企業ヒアリングや⾦融監

督業務におけるヒアリングに併せ、593社(団体)に
対しヒアリングを実施。
▶若⼿職員によるヒアリングの実施

⼀部の企業等には取組が成功した理由を探るべく、
当局若⼿職員が各企業等の取組のユーザーである若
⼿社員等にヒアリングを実施。
▶事例集の公表

取組の効果に着⽬し、Ⅰ.コスト削減に効果的な取組、Ⅱ.売上増に効果
的な取組、Ⅲ.⼈材の確保に効果的な取組の3つの項⽬に整理。28の取組事
例について、背景とその内容、効果、成功のポイント等を掲載。

事例集リンク
http://kantou.mof.go.jp/soumu/pagekt
hp006000094.html

事例集リンク
http://kantou.mof.go.jp/soumu/pagekt
hp006000094.html

▶若⼿職員の育成
若⼿職員がヒアリングを通じて、企業の

様々な働き⽅に触れることで、⾃⾝の業務を
⾒直すきっかけになるなど、若⼿職員の育成
に繋がった。

▶地域への還元
公表後、主要経済団体や、各種会合･ヒア

リング訪問時に事例集の配付･説明を⾏い、
地域に広く還元。

地⽅創⽣⽀援・経済調査
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◆公庫との強固な信頼関係のもと、年間を通じ、関係者と
の意⾒交換、実務者会合、実現会議開催に継続的に取組み。
◆趣旨に賛同した地域銀⾏、⼤学等が追加参画したほか、
当事務所のネットワーク⼒により、若⼿起業家等が次々参
画。互いが共感し、連携の連鎖が⽣まれる好循環が発⽣。
◆公庫と地元信組の協定締結、公庫から起業家への資⾦⽀
援、⼤学起業家養成講座(あんど︕⼤島)への参画も実現。

東京島嶼地域活性化実現会議~東京活性化サロンWith Islands~
東京島嶼地域活性化のため、㈱⽇本政策⾦融公庫と連携し、標記会議を設置。⼤島町、⼋丈町、神津

島村、新島村、三宅村を訪問し、町村⻑との政策対話を実施しつつ、⼤学や若⼿起業家とも意⾒交換。
島の内外双⽅の声を聞きながら、島嶼活性化に向けた取組を実施。

概 要 取組の成果と今後の展開

関東財務局東京財務事務所

◆当事務所の呼び掛けで、各
島の地⽅公共団体、商⼯会、
東京都、⽀援機関、⾦融機関、
企業等が多数参画。
◆⽀援メニューの共有、移住
定住促進等、テーマを明確化
し、具体的成果に向け、継続
的に意⾒交換を実施。

◆東京財務事務所は、『島嶼地域活性化に向けた認識の共
有や課題解決』に取り組むべく、㈱⽇本政策⾦融公庫と連
携し、平成29年5⽉、“東京島嶼地域活性化実現会議〜東京
活性化サロンWith Islands〜”を設置。

第２回東京島嶼地域活性化実現会議
〜東京活性化サロンWith Islands〜

とうしょ

 財務事務所の重要な役割の⼀つに｢地⽅創⽣｣への貢献
(⇒では、東京における｢地⽅創⽣｣とは︖)

 ターゲットはタマ＆シマ。両地域は、少⼦⾼齢化･⼈⼝
減少など、他の地⽅部と同様の課題が急速に進展。

 このため、東京財務事務所は、両地域の活性化への貢
献を最重要課題と位置付け、取組を強化。

なぜ、シマなのか︖

◆引き続き、⽀援メニュー共有、移住定住促進等に向けた
広域連携、地元⾼校⽣による起業コンテスト参加実現など、
具体的成果のための活動を加速させていく⽅針。

地⽅創⽣⽀援・⾦融
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平成30年3⽉17⽇(⼟)
第１回記念シンポジウムを開催。

中央⼤学ビジネススクール×東京活性化サロン
『中⼩企業ファイナンス講座』

〜地域⾦融の変化と⾦融イノベーションを中⼩企業の⽴場から読み解く〜

CBS(中央⼤学ビジネススクール)と東京財務事務所｢東京活性化サロン｣の共催で、中⼩企業者を対象
に｢中⼩企業向け⾦融を考える講座｣を平成30年3⽉より開講。

概 要 取組の成果と今後の展開

関東財務局東京財務事務所

平成30年3⽉、CBSと共催で｢中⼩企
業ファイナンス講座｣を開講

【参加者の声】
・事業者に寄り添った伴⾛⽀援の⼀層

の推進、営業現場への定着を望む。
・⾦融機関だけではなく、事業者の意

識を変えていく必要性を感じた。
◆知財戦略、経営の⾒える化、フィンテック、資⾦繰り管
理(短期継続融資活⽤)等、企業価値向上や⾦融機関との対
話促進に役⽴つ講座を継続実施(年5〜6回開催)。

【取組の経緯】
事業性評価に基づく⽀援、顧客との対話強化を促すべく、
東京財務事務所は、⾦融機関向け勉強会等を継続実施。
しかし、対話の⼀⽅の当事者である中⼩企業には、⾦融
⾏政⽅針や⾦融機関に何が求められているかが必ずしも⼗
分浸透していない可能性。
中⼩企業が、価値向上に役⽴つファイナンス等の知識、
⾦融機関を取り巻く状況を理解することは、⾦融機関との
相互理解･対話による共通価値創造に役⽴つとの考えから、
同様の問題意識を有する⼤学と連携し開講を決定。

×

※ 財務事務所として、⼤学と共催で中⼩企業向け
の中⼩企業⾦融講座を開講することは初の試み。

【基調講演】中⼩企業と⾦融機関は
いかに共創していくか

【パネルディスカッション】
中⼩企業⾦融の将来を考える

東京活性化サロンの
中⼩企業ネットワーク

ビジネススクール・
専⾨家の知⾒

◆サロンメンバー含む中⼩企業者、ビ
ジネススクール学⽣(起業予定者、次世
代経営者含む)115名が出席。異業種の
意⾒交換･交流も実現。

地⽅創⽣⽀援・⾦融
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｢松本地域活性化サロン｣の開催
地域活性化への貢献を企図し、地域のオピニオンリーダーである企業経営者等と直⾯している様々な

課題について意⾒交換を⾏う｢⻑野活性化サロン｣を開催。こうした中、⻑野県全体の地域活性化に貢献
していくためには、より広域的に意⾒を聴取していく必要。そこで、県庁所在地の⻑野市に加え、⻑野
県⼈⼝第2の都市である松本市においても、周辺地域の企業経営者等をメンバーとし、継続的に開催。

概 要 取組の成果と今後の展開

関東財務局⻑野財務事務所

◆⻑野県におけるこれまでの活性化サロンの取組
平成28年から⻑野市において、計6回｢⻑野活性化

サロン｣を開催。開催の都度、参加者からアンケートを
とり、企業経営者等が認識しているタイムリーな課題
をテーマに設定し、問題認識の共有とともに課題解決
に向けて議論を深める場として活⽤してきた。

地⽅創⽣⽀援
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◆松本市での開催
　従来の⻑野活性化サロンが北信地域の企業中⼼であっ
たことから、⻑野県全体の地域活性化に貢献していくた
めには、より広域的に意⾒を聴取していく必要性を認識。

⻑野県全体の地域の活性化に貢献するため県内第2位
の商圏であるとともに、製造品出荷額は県内第３位と、
県内有数の経済都市である松本市において、開催（｢松
本地域活性化サロン｣）。
(⻑野県産業労働部｢⻑野県商圏調査｣ 、経済産業省｢⼯業統計
調査｣参照)

【参加者からの声】
｢⼈材不⾜等が⾃社の⼤きな課題であ
り、当社としても社員のモチベー
ション向上に取り組んでいるが、本
サロンにおいて社員を⼤事にする会
社作り等課題解決のヒントを聞くこ
とができ、⼤変参考になった。｣
松本市においても、今後継続的に開催していく予定であ

り、⻑野市及び松本市でのサロン開催を通じて、⻑野県全
体の地域活性化に貢献。

◆平成30年3⽉13⽇(⽕)
松本市において周辺地域の企業経営者等をメンバーとした第

1回｢松本地域活性化サロン｣を開催。
【基調講演】

講 師︓⼀般財団法⼈⻑野経済研究所 ⼩澤吉則⽒
テーマ︓『松本市の産業と今後を考える』

【意⾒交換】
参加者及び基調講演講師と、松本市周辺地域の産業や

観光にかかる課題のほか、今後の展望について、意⾒交換
を実施。



災害⽀援に係る地⽅公共団体との包括的な連携推進
関東財務局では、平成28事務年度より、本局･各財務事務所･出張所が所在する都県及び市との｢災害

時の⽀援等に関する包括的な協定｣の締結を推進。協定に基づく訓練参加等を通じ｢顔の⾒える｣関係を構
築し、地⽅公共団体との連携が更に深化。⼀層円滑な⽀援に繋げる。

概 要 取組の成果と今後の展開

関東財務局

包括的な｢災害協定｣の締結を推進するとともに、災害
時の対応の実効性を⼀層⾼めるため、共同訓練の実施な
ど、平時より災害⽀援対応に係る地⽅公共団体との連携
を⼀層強化。

包括協定での⽀援内容
✔⼀時滞在施設として庁舎の活⽤
✔被災者の応急的な住まいとして国家公務員宿舎の提供
✔ガレキ置き場等として未利⽤国有地の提供
✔災害復旧事務⽀援のための財務局職員の派遣
✔訓練等への積極的な協⼒
✔災害が発⽣した場合の情報伝達･連絡体制の整備

※平成30年3⽉末において、20の地⽅公共
団体との協定を締結。他の地⽅公共団体と
も締結に向けて協議を継続中。

①台⾵5号の影響により公共交通機関の
運休が相次いだため、甲府市役所より
帰宅困難者の受⼊要請を受け、甲府合
同庁舎の1階ロビーを開放。

②豪雪による災害救助法の適⽤に伴い、
協定に基づき情報提供をしていた新潟
県⼩千⾕市内の未利⽤国有地を雪捨て
場として無償貸付。

▶訓練への参加
協定に基づき、埼⽟県が実施する合同

防災訓練へ参加。訓練参加により協定に
基づく情報伝達･連絡体制の確認や⼈的
⽀援等の実効性を検証。
▶今後の展開

今後も協定に基づく⽀援活動を実施するとともに、訓練
等を通じ、⼀層円滑な⽀援に繋げる。

災害関連情報サイトリンク
http://kantou.mof.go.jp/soumu/pagekthp006000056.html

▶包括協定に基づいた⽀援活動

災害対応
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保育･介護施設などの社会福祉分野における国有財産の活⽤
平成22年以降、保育、介護などについて国有地の積極的な活⽤を推進。地⽅公共団体とのHPの相互

リンク設定や利⽤可能な国有地の前広な情報提供を拡充。こうした取組を通じ、29年度、優先的売却や
定期借地制度を⽤いた国有地の貸付けによる活⽤実績が最多。また、都市公園として無償貸付中の国有
地を活⽤した認定こども園が開園(全国第１号案件)。

概 要 取組の成果と今後の展開
【保育分野】
・｢待機児童解消加速化プラン｣(平成25年4⽉)における
｢国有地を活⽤した保育所整備｣に基づき、優先的売却等
を積極的に実施。
・更に、｢⼦育て安⼼プラン｣(平成29年6⽉)における｢国
有地、都市公園、郵便局、学校等の余裕教室等の活⽤｣に
基づき、保育の受け⽫拡⼤に資するため、都市公園敷地
として無償貸付中の国有地の活⽤等を図る。

【介護分野】
・ ｢⼀億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対
策｣(平成27年11⽉)において、2020年代初頭までの｢介
護離職ゼロ｣の実現に向け、⽤地確保が困難な都市部等に
おいて、介護施設整備の促進に資するよう、定期借地権
による減額貸付(貸付始期から10年間、5割を限度)等を
実施し、国有地の更なる活⽤を推進。

関東財務局及び東京・横浜・千葉財務事務所

都市公園内にある国有地
を活⽤した渋⾕区内の保
育所型認定こども園(平
成29年10⽉ 開園︓都
⽴代々⽊公園、全国第1
号案件)

◆都市公園として無償貸付中の国有地の活⽤実績 2件

◆管内の国有地活⽤実績(平成30年3⽉末現在)

◆合同宿舎を活⽤した保育事業の累計実績 10件
上記施策を踏まえ、地⽅公共団体と具体的な協議を⾏い

ながら、国有地の積極的な活⽤に取り組んでいるもの。

国有財産
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保育 介護 障害者 医療/その他 計 保育 介護 障害者 医療 計

27 15 14 0 56 36 16 3 1 56

4 3 0 1 8 10 13 1 0 24

31 18 14 1 64 46 29 4 1 80

4 2 1 1 8 6 18 0 0 24

売却 定期借地

22年度
～

28年度

29年度

契約済計

今後契約予定



国公有財産の最適利⽤(エリアマネジメント)への取組
国･地⽅公共団体ともに公的施設の耐震化･⽼朽化への対応等が求められているところ。こうした中、

財務局と地⽅公共団体が連携･協議の上、具体的な国公有財産の最適利⽤プランの策定を通じて、施設の
集約化･活⽤等に向けた取組を実施。

概 要 取組の成果と今後の展開

関東財務局

財政事情が極めて厳しい状況の中で、国有財産の総
括機関である財務局と地⽅公共団体が連携し、公的施
設の効率的な再編･最適化(エリアマネジメント)を図る
必要がある。

国･地⽅公共団体ともに公的施設の耐震化･⽼朽化へ
の対応に加え、⼈⼝減少に応じた公的施設の集約化･活
⽤等が必要な状況。

今般、5つの地⽅公共団体と最適利⽤プランを策定
新潟県⼗⽇町市 東京都⽂京区 群⾺県沼⽥市

⼭梨県富⼠川町 栃⽊県真岡市
引き続き、地⽅公共団体等との情報共有を⾏い、国公

有財産の最適利⽤についての実現可能性を検討していく。

⼩⽯川地⽅合同庁舎を整備のうえ、分散する⾏政機関
の集約⽴体化と区施設との合築を図るもの。

取組例(東京都⽂京区)

最適利⽤プラン 検索その他の事案については…

︓国施設
︓区施設

国有財産
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親⼦向け体験型⾦融経済教育の開催
次代を担う若者が⾦融経済に関する知識･判断⼒を⾝に付け、⽣活スキルを⾼めることを⽬的に、⽇本銀

⾏、東京証券取引所、⽇本証券業協会、⾦融広報委員会、国⽴印刷局と連携し、お⾦にまつわる主な機関
を1⽇で巡る体験型⾦融経済教育｢親⼦で学ぼう︕⾦融学習バスツアー｣を開催。

取組の成果と今後の展開
▶取組の成果

平成30年3⽉27⽇(⽕)、18組38名(⼩学4･5･6年⽣の児童
20名、保護者18名)が参加。

【 プ ロ グ ラ ム 】
✔関東財務局による講座
✔国⽴印刷局東京⼯場の

⾒学
✔東京証券取引所の⾒学
✔⽇本証券業協会による

講座
✔⽇本銀⾏の⾒学

▶参加者に対するアンケート結果(⼀部抜粋)
・お⾦について⼦供が興味を持ち、有意義に学習するこ

とができたと思います。
・普段は⼊らない所を⾒学できて良い経験となりました。
・⼦供にとって分かりにくい株式のことなどが⾝近にな

り、とても良い取組だと思います。
・毎年続けて下さい。

▶今後の展開
参加者の声を踏まえ、より充実したプログラムにより継続

　実施予定。

【国立印刷局】 【東京証券取引所】 【日本証券業協会講座】 【日本銀行貨幣博物館】

実 施 概 要

⾦融 関東財務局
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｢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。



財政教育プログラムの展開
⼩･中･⾼校⽣へのニュートラルな主権者教育の⼀環として、⽇本の財政に興味を持ってもらい、財政

を⾃分たちに関わる問題事として捉え、国の未来について考え判断できる知識を育むために｢財政教育プ
ログラム｣を全国展開しており、関東財務局管内でも多数実施。

概 要 取組の成果と今後の展開

当局職員による財政の講義の後、国の予算や社会保障改⾰
プランを提案するグループワークを、タブレットを使⽤した
アクティブラーニング形式で実施

関東財務局

全国初の取組

事務所での実施体制の構築

教育委員会や地域の社会科教諭が集まる教育研究会等への
アプローチの他、当局内幹部の⼈脈を使い実施機会を獲得

⼩･中･⾼校⽣それぞれのレベルや学校個別の授業進捗状況
に合ったプログラムを、先⽅と相談しながら決定

平成29年度は、多くの県で初となるプログラムの実施
ができ、事務所においても実施体制を構築。なお、附属･
公⽴･私⽴合わせて31校でプログラムを実施(28年度は5
校)。

今後の展開
開催校での継続実施や公⽴･私⽴校での更なる展開の

ため、引き続きPR活動や内部の実施体制構築を図る。

幹部職員による市へのアプローチによ
り、全国初の公⽴⼩学校での実施に繋が
る。政治分野未習であったため、教材内
容を⾒やすさを重視したものにアレンジ
し、1グループに当局職員を1⼈配置する
など⼯夫して実施。

また、全国初の特別⽀援学校でのプログラムを実施。
先⽣からのアドバイスを受け、プレゼン資料にアニメー
ションを多⽤するなど⼯夫。

広報相談
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⼦育て世代向け広報の促進
マスメディアを通じた情報が届きにくい｢⼦育て世代｣向けに、教育資⾦の準備やNISAの紹介といった

マネー講座とあわせて、⽇本の財政の現状や⼦育て対策に使われている税⾦等を、わかりやすい資料で
説明。

概 要 取組の成果と今後の展開

関東財務局

⼦連れの⽅に気軽に参加してもらうため、⼦育て⽀
援センターや⼦育てカフェなど参加しやすい会場選び
や、⾞座形式での実施や職員が⼦どものお世話をする
ことでママ･パパが話しやすい、集中しやすい環境づく
りに努めた。

新たな広報ターゲットとして、これまで広報機会の薄
かった｢⼦育て世代｣向けへの広報を実施。

実施にあたり、⼦育て中の職員や若⼿職員を中⼼とし
た広報メンバーを結成。

今 後 の 展 開

市町村の⼦育て⽀援課や⼦育て関連NPO等へのアプ
ローチを通じた営業活動による広報機会の獲得(平成29
年度で19件)のほか、財務事務所の若⼿職員と地元出⾝
者との交友関係をきっかけに、お菓⼦作り教室といった
地域イベントの開催に合わせ効率的に実施。

図書館等への声掛けによる新規広報先の開拓や、資
料内容のブラッシュアップを図り、積極的、継続的に
実施していく。

実 績

【参加者の声】
・⼦連れだと外部セミナーに

中々⾏けないので、⼦育て⽀
援センターに来てもらってと
ても有り難い。

・⼦どもを⾒ていてもらえたの
で、集中してお話を聞けた。

広報相談
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