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TEAMちほめんの躍進
● 若⼿･中堅職員が主体的に活動できる体制として、登録制のTEAMちほめんを結成
● 地⽅創⽣に取り組む地域の若年層と協⼒して企画を⽴案することで、企画内容を多様化
● イベント結果を｢ちほめんNEWS｣として公表し、地域のPRを兼ねて取組を広く情報発信

TEAMちほめんの強み

地⽅創⽣を継続して⽀援するためには、若⼿
中堅職員が主体的に活動できる体制が必要。

近畿財務局及び京都・神⼾・奈良・⼤津・和歌⼭財務事務所・舞鶴出張所

ワークショップ冒頭
局⻑からの訓⽰

・TEAMちほめんの結成後、イベントの実績は2年間で45件。
形式的な意⾒交換にとどまらず、地域の課題を解決するため
に、観光･農林⽔産･中⼩企業⽀援等をテーマとして、外部
講師を招いたセミナーやワークショップを中⼼に開催。

ちほめんが作成協⼒して
完成した地域の観光冊⼦

登録制のTEAMちほめんを結成。興味を持つ
企画ごとに、⾃由に参画できる体制を構築。(当初36名⇒76名まで倍増)

結成後の企画実績は45件

地⽅創⽣に取組む地域の若年層と協⼒体制を構築

各企画はTEAMちほめん全体でブラッシュアップが可能

・地⽅創⽣の取組は、⾃治体をはじめ地域の若年
層が牽引する流れになっており、同世代のTEAM
ちほめんは、地域に受け⼊れられやすい環境。

・それぞれの企画は、参画するメンバーで構成していくほか、
全メンバー対象のワークショップでブラッシュアップが可能。

・ワークショップ冒頭の局⻑訓⽰で、地⽅創⽣の意義を認識。
ワークショップ
は若⼿の柔軟な
発想を⽣み出す
ためにメンバー
のみが⼊室。
ワークショップ
終了後に、局⻑
ほか幹部が成果
品を確認し評価

取組の成果は｢ちほめんNEWS｣として外部発信

・ちほめんNEWSでイベントのポ
イントや経緯を紹介し、企画未
経験者が先例として学ぶことで、
新たなチャレンジを可能とした。

・Ｈ29.8から近畿財務局HPでの
外部公表を開始、広く情報発信。
イベント先の地域PRにも寄与。

従来のセミナー形式に加えて企画内容を多様化

・同世代の地域の若年層と⼀緒に企画を⽴案、
実⾏することで、企画内容も多様化。
○ ⾃治体事業への直接参画(冊⼦制作協⼒)
○ ⼤学との連携(⼤学⽣のアイデア活⽤)
⇒ 地域と同世代のネットワークを構築し、

継続的にフォローアップを展開。

TEAMちほめんの結成 TEAMちほめんの躍進

地⽅創⽣⽀援・若⼿職員による取組
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地域の課題解決に向けた⼤学⽣のチャレンジを⽀援
● ⼤学が関わる｢地域の課題｣を地域⾦融機関から聴取し、その解決に向けて⽀援。

1. 県内就職率の上昇に向けて、地元で働く魅⼒を感じる機会を与える企画
2. ⼤学⽣の観光振興アイデアのビジネス化に向けて、取組⽅法を検討する企画

● TEAMちほめんと⼤学⽣という、同世代の若者同⼠の交流を通じて、地域の課題解決に挑戦。

具体的な取組内容
地域⾦融機関から、⼤学や⼤学⽣が
関与する地域の課題を聴取

概 要
１．⼤学⽣の地元就職⽀援企画

地元の⼥性経営者等を招き、学⽣に｢奈良県で働く
魅⼒･⼥性が働く魅⼒を感じる機会｣を提供。

⼤学(学)･⾦融機関(⾦)･財務局(官)が
連携し、取組･⽀援⽅法を検討 【課題】奈良県は⼤学⽣の県内就業率が低く、特に⼥性の

就業率が極めて低い(全国ワースト1)

２．⼤学⽣のアイデアを活⽤した観光振興企画

地域の課題解決に向けた取組

事業者(産)にも協⼒を仰ぎ、地域が⼀
緒に考え･取り組む企画を実施

(計6回の連続講座)

課題の汲み取り

支援方法の検討

企画の提案･実施

財務局

大学

産金

奈良県⽴⼤学×奈良信⽤⾦庫×近畿財務局

滋賀県⽴⼤学coc＋×滋賀中央信⽤⾦庫×近畿財務局

学⽣の多くが⼥⼦⼤⽣ 地元の⼥性経営者を招聘

⇒マップ作成等、事業化
に向けた始動の兆し

近畿財務局及び奈良・⼤津財務事務所

⼤学⽣がアイデアをプレゼン

⼤学⽣が事業者と意⾒交換

学⽣のアイデアを広
く知ってもらい、そ
れを事業化するため、
地域事業者と学⽣が
具体的な取組⽅法を
検討する企画を提案。

【課題】信⾦主催アイデアコンテストで表彰を受けた
びわこ学院⼤学⽣のアイデア(新しい観光コ
ンテンツ)を具体的なビジネスに具現化して
いきたい
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舞鶴出張所による京都北部地域の活性化に向けた取組
〜旧軍⽤財産視察会及び地域産業⽀援施策活⽤セミナーの開催〜

● 舞鶴市の地域活性化に資するべく、未利⽤の旧軍⽤財産のうち観光資源としての活⽤が⾒込まれるもの
について、地元有識者を招聘し視察会を実施。(旧軍港市⽇本遺産WEEKで⼀般初公開)

● 京丹後市の中⼩企業経営者に向けて、国の地域産業⽀援施策の活⽤セミナーを開催。

概要② 地域産業⽀援施策活⽤セミナー

取組の成果

概要① 旧軍⽤財産視察会

１．東⼭特設防空指揮所 (地下壕)

２．旧海軍第三⽕薬廠 覆⼟式⽕薬庫

Ｈ29.10.17~18 観光資源となりうる旧軍⽤財産の視察会

● 当局が経産局と労働局に
呼びかけ、セミナーと共に
意⾒交換会を開催。

● 京丹後市⻑、地元経済団体、
⾦融機関を交え、地域経済
の活性化について議論。

● 旧軍⽤財産視察会 ⇒ 計58名の参加 (※)

● 国の地域産業⽀援施策の活⽤セミナー
⇒ 計100名超の参加

(舞鶴市、京都府や国の出先機関、商⼯会議所の幹部を招聘)

3．⼾島･蛇島

● 昭和16年から地下壕の建設開始
● ⼤きさはテニスコート2⾯分、

⾼さは最⼤18m
(戦時中は2階建て軍事施設) 

● 昭和15年に建設された⽕薬庫
●｢覆⼟式｣という⽅式で建築

戦時中のものが現存するのは⾮常
に珍しい。(ロケ地としても活⽤)

● 戦時中は⼤砲発射場や、医療所、
ガソリン庫として活⽤された

● 現在は上陸禁⽌の無⼈島となっ
ているが、歴史的遺構が残存

※ Ｈ29.10.28には東⼭特設防空指揮所を旧軍港市⽇本遺産
WEEKにおいて⼀般市⺠向けにも公開(来訪者多数)。

● 舞鶴出張所の所属職員を中⼼に、準備･設営を⾏った結果
両イベントともに多数の来訪者を迎え、好評を博した。

Ｈ29.12.19 中⼩企業経営者のための国の地域産業
⽀援施策の活⽤セミナー (京丹後市)

近畿財務局及び京都財務事務所・舞鶴出張所地⽅創⽣⽀援・国有財産
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“⼭元(⼭林所有者等)への利益還元”に着⽬した林業振興⽀援
● 若⼿職員(TEAMちほめん)が主体となり企画、運営。
● ｢川上事業者(⼭元)が如何に稼いでいくか｣という、従来にはなかった新たな視点から、⼭元への利益

還元に取組む事業者を講師に迎え、講演会と交流会を実施。

概 要

取組の成果と今後の展開

Ｈ29.4.27 ⼭元の利益還元のあり⽅について
〜奈良県南部東部地域の林業振興に向けて〜

1. 儲ける林業 (株式会社⼋⽊⽊材 ⼋⽊代表取締役社⻑)
・効率化により⽣産性を上げても、
⽊材価格が値崩れし⼭元がその
影響を被る構造に直⾯

・そこで、素材⽣産業者や製材業者
が共同で運営する製材所を⽴上げ、
⼭元が安定して利益を得ることが
できる仕組みを構築

2. ｢⽊を使い切る｣真庭の取組について
(銘建⼯業株式会社 中島代表取締役社⻑)

・未利⽤材や製材端材などを
バイオマス発電に活⽤する岡⼭県
真庭市での取組のほか、近年、世
界的に⽣産が増加しているCLT(板
の繊維⽅向が直⾏するよう積層接
着した厚型パネル)の⽣産･活⽤事
例を紹介

○ イベント当⽇は、県内企業
関係者のほか、地⽅公共団
体職員や⾦融機関職員など、
計126名が参加。

経 緯
○ TEAMちほめんの若⼿職員が主導となり、奈良県での地⽅

創⽣プロジェクトを実施することに。
テーマを決めるにあたり、奈良県と継続的な意⾒交換会を
実施する中で、以前は吉野杉のブランドで林業が活況で
あったが、需要の低迷から材価が下がり、収⼊も上がらず
働き⼿が減り、更に衰退が進むという負のスパイラルに
陥っている状況を確認。

○ 県の従来の取組は川下事業者⽬線のものが多かったこと
を踏まえ、｢⼭元への利益還元｣という、川上にスポット
を当てたテーマでセミナーを開催することを決定。

参加者からは、｢林業業界の有名⼈お⼆⼈が揃った講
演を聞けて⾮常に参考になった｣等の感想をいただく
など、好評を博した。

近畿財務局及び奈良財務事務所地⽅創⽣⽀援
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特定の観光資源をテーマに⽀援し関⻄広域連携へ
●サイクリング観光に焦点をあて、関⻄圏で盛り上がりをみせつつある各地域に対し、先駆的なノウハウ

を展開し、さらに互いが連携できる交流の場を提供し、広域的な連携に繋げていく。
●古⺠家活⽤による観光に焦点をあて、先駆的なノウハウを学ぶ場を広域的に提供。

①サイクリング観光をテーマに広域展開 ②古⺠家活⽤をテーマに広域展開
○ ビワイチ (滋賀県琵琶湖⼀周) × しまなみ海道 (愛媛県)

○ ビワイチ (滋賀県琵琶湖⼀周)
× アワイチ (兵庫県淡路島⼀周)

⾃転⾞観光に取り組み始めた播磨地域へ
ビワイチのノウハウを提供 (Ｈ29.8.25)

世界的に著名な『しまなみ海道』の先駆的なノウハウを、関⻄圏で
盛り上がりつつあるビワイチに展開する機会を設定 (Ｈ29.12.14)

関⻄圏でビワイチとともに⼈気が上昇中
のアワイチに取り組む淡路島内⾃治体と
滋賀県⾃治体が、共同PR等の連携を検討
する機会を提供 (Ｈ29.12.14)

○ 滋賀県 × 兵庫県加⻄市

昨年度に、古⺠家再⽣の先駆者である⼀般社団法⼈
NOTEの藤原代表(兵庫県篠⼭市)から、滋賀県の事業
者がノウハウを学ぶ機会を提供。 (H28.12.9)

古⺠家再⽣による観光振興に
取り組み始める加⻄市の事業
者に対し、⾕⼝⼯務店による
⼤津市内の古⺠家を活⽤した
施設の現地⾒学会･講演会を
設定し、ノウハウを展開。
(Ｈ30.2.19)

プロサイクリスト
からみたノウハウ

⾨⽥講師

地域と共に作り
上げたノウハウ

⼭本講師

近畿局がノウハウの
習得機会を広域展開
し、各地域が連携へ

○ ビワイチ (滋賀県琵琶湖⼀周)
× 播磨連携中枢都市圏 (兵庫県)

しまなみ海道

ビワイチ

アワイチ

播磨圏

○ 兵庫県篠⼭市 × 滋賀県

近畿局がノウハウの
習得機会を広域展開
し、事業実施拡⼤へ

篠⼭市

加⻄市

滋賀県

上記講演会で
学んだ⼿法で
実際に事業開
始した事業者 ⾕⼝⼯務店

⾕⼝代表

近畿財務局及び⼤津財務事務所

古⺠家現地⾒学会
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経済産業局等の機関と連携し、国等の産業⽀援策の活⽤を促進
● 国等の産業⽀援策について、中⼩企業経営者には情報が⼗分に浸透していない状況。
● 近畿経済産業局や⼤阪労働局等と連携し、中⼩企業に接する地域⾦融機関向けに産業⽀援セミナーを

継続開催するほか、産業界からの要望も受け、各地域に赴いたセミナーも開催。

取組の成果概 要
○国等の地域産業⽀援施策の活⽤促進のためのセミナー

・産業⽀援策については、各省庁に様々なメニューが
あるが、中⼩企業経営者から｢国の⽀援施策を活⽤し
ていない｣、｢どのような国の⽀援メニューがあるのか
知らない｣などの声が聞かれるところ。

・⼀⽅で、⾦融機関は顧客との｢共通価値の創造｣を⽬指
すため、事業性評価による融資等、顧客⽀援の取組を
⾏っているが、国の様々な⽀援施策に精通しておくこ
とも事業性評価には有⽤と考える。

・そこで⾦融機関から、あらかじめ｢これまで有効で
あった産業⽀援施策｣及び｢今後活⽤したい施策｣を聴
取し、現場のニーズに合うよう、毎回テーマを変え
セミナーを継続開催。

・また⾦融機関以外の産業界からの要望も受け、各地
域に赴いてセミナーを開催してほしいという要望に
応えるセミナーも地域で開催。

１．⾦融機関向け産業⽀援セミナー
第2回︓平成29年4⽉14⽇開催 (参加⼈数55名)
『雇⽤関係助成⾦･農業関連補助⾦･農業融資･農業参⼊⽀
援』(⼤阪労働局、近畿経産局、農⽔省、JFC)
第3回︓平成29年6⽉21⽇開催 (参加⼈数48名)
『企業の海外進出･海外展開』(近畿経済産業局、JETRO⼤
阪本部、中⼩機構近畿本部、JICA関⻄、INPIT)
第4回︓平成29年9⽉6⽇開催 (参加⼈数51名)
『企業⽀援のための専⾨家相談･派遣事業･⽣産性向上』
(近畿経済産業局、中⼩機構近畿本部、兵庫信⽤⾦庫)
第5回︓平成30年2⽉13⽇開催 (参加⼈数70名)
『経産省予算関係、ベンチャー等向け⽀援、総務省施策説
明』 (近畿経産局、NEDO、近畿総合通信局、弁護⼠会)

2．産業界向け⽀援セミナー
・兵庫⼯業会の次世代を担う会員｢しん

ゆう会｣からの要望を受け開催
◇平成29年9⽉15⽇ (参加⼈数15名)
『第⼆創業⽀援』(近畿経産局、兵庫県)

近畿財務局地⽅創⽣⽀援・⾦融
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関⻄国際空港で南河内地域のインバウンドPRイベントを開催
〜若⼿職員が地域の観光振興事業へ直接参画〜

●地域が作成するPR動画･観光冊⼦について若⼿職員が地域の若⼿職員と共にアイデアを創出
●訪⽇外国⼈の⽞関⼝である関⻄国際空港で、PR動画上映･観光冊⼦配布を⾏うPRイベント

“Welcome Minami Kawachi”を開催。インバウンドを直接地域へ取り込む効果を発現

地域の冊⼦･動画作成事業に参画

着実な観光客獲得に寄与

○ TEAMちほめんが、富⽥林市ほか南河内地域の若⼿職員
と協⼒し、柔軟な着眼点で、様々なアイデア出しを実施

関空PRイベントをプロデュース
○ 富⽥林市を中⼼とする南河内地域へ外国⼈旅⾏客を取り込む

ために、訪⽇外国⼈の⽞関⼝である、関⻄国際空港における
PRイベントをTEAMちほめんが提案し、同市と共催で開催

TEAMちほめん作成
撮影フォトフレーム

着ぐるみの⼈員は
ちほめんメンバー

⼤型モニターによる
ＰＲ動画の上映

TEAMちほめん
全体でイベントを
ブラッシュアップ

⇒ 当⽇は外国⼈を中⼼に1,300部を超える観光冊⼦を配布。
着ぐるみやフォトフレーム撮影によりPR効果を⾼めた。

ワークショップで
アイデア出し

PR動画 観光冊⼦

○ 外国⼈が増加している旨の地元団体の声を受けたほか、
イベントで特にPRに努めた、地元で開催された富⽥林
寺内町の伝統⾏事｢ひなめぐり｣が多数の⼈出を達成す
る等、着実な効果を発現。

(寺内町ひなめぐり)
Ｈ30.3.11〜12 16,500⼈
※ 過去10年、平均して概ね15,000⼈未満

イベント翌⽇、地元で賑わうひなめぐり

近畿財務局

外国⼈旅⾏客に
TEAMちほめん
が観光冊⼦配布
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⺠間企業等とコラボレーションした地⽅創⽣⽀援
●多様な⼈材が集まるナレッジキャピタルをプラットフォームに、地⽅創⽣にノウハウのある者を招聘、

⺠間事業者と⾦融機関･⾃治体職員の交流の場を継続的に提供。
●ベンチャー企業が集積する｢にしなかバレー｣に参画し、地域で活躍する⼈材育成をサポート。

取組の成果概 要
１．地⽅創⽣セミナー IN ナレッジキャピタル １．地⽅創⽣セミナー IN ナレッジキャピタル

計７回開催 (以下は主な講師)

中島清⼀ ⽒
⼤阪⼤学国
際医⼯情報
センター特
任教授

⾚川英毅 ⽒
国⽴循環器病
研究センター
知的資産部事
業化戦略室⻑

⻄辻⼀真 ⽒
株式会社マ
イファーム
代表取締役

第8･9回 第10回 第11回

近畿財務局

2 ．ベンチャー企業経営者との意⾒交換会
迅速かつ⼤胆な挑戦が可能

なベンチャー企業の創出は、
成⻑戦略の⼀つとしても位置
づけられているところ。

当局としても、ベンチャー
企業の創出は、地域の雇⽤や
経済活性化になくてはならないものと考え、ベンチャー
企業が抱える課題･ニーズを探り、その解決に向けた取
組につなげるための意⾒交換会･交流会を開催。

2 ．にしなかバレーの⻤退治
関⻄のベンチャー企業集積地として注⽬を浴び始めてい

る⻄中島。この地を｢起業の聖地｣とすべく、⾮営利団体＜
Nishinaka Valley(にしなかバレー)＞が活性化に取り組んで
おり、当団体に所属するベンチャー企業の経営者と意⾒交
換会や事前ヒアリングを実施。

今後のベンチャー企業⽀援に向け、にしなかバレー及び
⻄中島地域の魅⼒、経営の課題(⻤)等について意⾒交換を
⾏った。

第12回

深尾昌峰 ⽒
株式会社
PLUS SOCIAL
代表取締役

地⽅創⽣⽀援
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地⽅創⽣の課題解決のノウハウをもつキーパーソン
を招聘し、⾃治体、⾦融機関、⺠間事業者が相互につ
ながる⼈材交流の場を、セミナーを継続開催すること
で提供。



○ イベント当⽇は、県内企
業関係者のほか、地⽅公共団
体職員や⾦融機関職員など、
計46名が参加。

兵庫県の特産物ブランディング⽀援

●各市町の取組状況等を通じ、課題解決のためのワークショップの場を提供
●官⺠のブランド化⽀援策の情報提供

概 要

取組の成果と今後の展開
２．地域⾦融機関の取組

１．成功事例から学ぶノウハウ共有

３．国の6次産業化⽀援策

兵庫県佐⽤町は、官⺠共同で出資した有限責任事業組合
(LLP)を設⽴し、官⺠それぞれの得意分野を活かして、
中学校の廃校跡地にIOT技術を駆使した最新式の農業

8市町が2グループに分かれ、
各⾃の特産品ブランド化にかか
る取組課題を発表。商⼯会議
所、商⼯会連合会、県⺠局、⾦
融機関、事業者も参加し、情報
交換を実施。その後は、全体で
の交流会を開催。

みなと銀⾏による｢農･⾷｣に関する⽀援内容の紹介。投
資ファンド等による資⾦調達や、外部企業との連携による
専⾨的かつ多様なサポート、みなと銀⾏グループが持つ
ネットワークを活⽤したビジネスマッチング、販売及びPR
⽀援等について、地域内の具体的活⽤事例を踏まえ紹介。

プラントを建設。品質の安定し
たブランドトマト｢夢茜｣の⽣産･
販売に成功。佐⽤産品を『佐⽤
⾵⼟(Sayo Food)』として新た
なブランドを展開中。

４．各市町の取組状況や課題について

近畿農政局兵庫県拠点より、6次産業化促進のための⽀援策
として、新商品の開発、交付⾦や融資の特例制度の⽀援メ
ニューについて情報提供。

○ 今後もブランド化をキー
ワードとして継続した情報交
換の場を提供、更なるネット
ワークの拡⼤を図っていく。

〜 兵庫五国の各エリアの
地公体の宝物を全国へ 〜

【講演会】

【ワークショップ】

近畿財務局神⼾財務事務所

但
馬

播
磨

摂
津

丹
波

淡
路

地⽅創⽣⽀援
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継続的な意⾒交換から⽣まれた≪⼥性団体による地域PR≫⽀援
●地⽅創⽣への意欲が特に⾼い地域で継続的に意⾒交換を重ねる中、⼥性団体からニーズを発掘。
●同団体を含め、複数の団体が発信する地域PRの場として、和歌⼭市中⼼部に建替が完了した新合同庁舎

を提供することで、当⽇は複数の報道機関により放映され、効果的にニーズへ対応。

経 緯

取組の成果

○ 和歌⼭財務事務所では、Ｈ28.11より和歌⼭県新宮市周辺
地域の企業経営者等との意⾒交換会を継続して開催。

概 要

１．⼥性団体3団体によるPRプレゼンテーション

イベント出席者42名
及び報道機関を通じ
ての地域PR

先駆的･戦略的な
PRノウハウの吸収

地域に即した名産品
の展開等、具体的な
課題を団体間で考察

２．情報発信社の講師によるPR⼿法の紹介

３．団体間での意⾒交換

Ｈ29.11.9 ⼥性が活躍する地⽅創⽣魅⼒発信イベント
〜きらきら⼥⼦はばたけプロジェクト in 和歌⼭〜

○ 出席団体の課題解決に向けた意⾒交換を3回に渡り実施す
る中、若⼿⼥性団体から地域PRに向けた団体の活動内容の
効果的な発信⽅法に係る課題を確認。

⇒ 新合同庁舎で⼥性団体の取組の発表の場を提供するほか、
有識者による講演や、団体間の意⾒交換の場を設けるこ
とにより、より効果的なPRが⾏えるよう⽀援。

3つの報道機関
によりプレゼン
模様をTV放映

○ イベント当⽇は報道関係者や
地⽅公共団体職員、県内企業
経営者など、計42名が参加し、
広くPRを実施。

近畿財務局和歌⼭財務事務所

① 新宮市魅⼒発信⼥⼦部
② 魅⼒発掘×きのかわ⼥⼦
③ 斑鳩町商⼯会⼥性部

講師︓㈱読売奈良ライフ社⻑

地⽅創⽣⽀援
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⼈材育成事業“たなべ未来創造塾”を⽀援
●『地域の課題解決』と『地域資源の活⽤』をビジネスの⼿法で解決する⼈材の育成、ビジネスモデル

の創出を⽬指し、和歌⼭県⽥辺市と富⼭⼤学地域連携推進機構が主催で創設
●⽇本政策⾦融公庫、地元⾦融機関、商⼯団体、和歌⼭財務事務所など、産学官⾦が⼀体となり運営

を⽀援

経 緯

取組の成果

概 要

ステップ1 基礎知識の習得
ステップ2 ケーススタディ
ステップ3 ビジネスプランの構築(演習)
ステップ4 成果発表(修了式)

たなべ未来創造塾<第⼆期>

こうした地域資源の活⽤と地域課題
の解決に向け、企業の営利活動との共
通項を探し出し、本業を⽣かしてでき
るビジネスモデルの創出、ビジネスリ
ーダーの育成を⽬指した｢たなべ未来
創造塾｣を創設。

・⾃分の仕事をどのように地域に役⽴
てていけるかということを考える良
いきっかけとなった

近畿財務局和歌⼭財務事務所

◎Ｈ29.8〜Ｈ30.2 の約7カ⽉間にわたる取組
専⾨家や実践者などによる講義を開催するとともに、塾⽣同
⼠のディスカッションを通じて、深く掘り下げることで、塾
⽣⾃らが具体的なビジネスプランを検討

・当塾に参加したことで、⾊々な⼈と知り合えたことは財産
・塾の後押しがあったからこそ、地域に寄り添うお店(パン

屋さん)をオープンさせることができた

◎主な講義等
・ ｢先例事例から学ぶビジネスチャンス｣

⽥辺市熊野ツーリズムビューロー 多⽥会⻑
美吉屋旅館 吉本⽒ (当塾第⼀期⽣)

・ ｢最近の⾦融機関を取り巻く環境と⾦融⾏政の取組｣
近畿財務局 和歌⼭財務事務所⻑

◎ 修了後の塾⽣の声

和歌⼭県⽥辺市は、世界遺産｢熊野古道｣をはじめとする多
くの地域資源に恵まれる⼀⽅、少⼦⾼齢化に伴い、空き家や
空き店舗が増加するとともに、地域の担い⼿不⾜といった
課題を抱えている。

地⽅創⽣⽀援
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局･全事務所体制による⼦育て世代向け広報活動の展開
● 本局及び事務所･出張所が組織⼀体的に、⼦育て世代をターゲットに財政健全化広報を展開。
● 局･事務所内の広報サポーターの登録は93⼈に⾄り、幅広い層の職員が講師を務める。
● 若⼿職員がアイデアを出し合い、参加者にとって、より親しみやすい広報資料を作成。

取組の成果

今後の展開

○ 局に加え、全ての事務所･出張所において広報活動を展開
しており、管内合計で149先、延べ1,955⼈に対して実施。

概 要
○ ⼦育て世代に関⼼の⾼いマネー講座や、おこづかい講座と

組み合わせ、⼦育て⽀援センターや図書館を中⼼に展開。

○ 局･事務所内の広報サポーターの登録は93⼈に⾄り、
若⼿職員も含め、幅広い層の職員が講師を務める。

引き続き、⼦育て⽀援センターや図書館･公⺠館の広域展開
に努めるほか、幼稚園や保育所、ジョブカフェ･マザーズコー
ナー(⼥性向け就業⽀援所)、ウィメンズベース(⼥性活躍拠点)
など、多様な広報機会を開拓。

より親しみやすい広報に向けた⼯夫

○ 紙芝居で分かりやすく進⾏
するなど、局･各事務所･出
張所が⼯夫しているポイン
トについて、本省及び他の
財務局へノウハウを展開。

○ 若⼿職員がアイデアを出し合い、⼦育て世代の参加者に
とって、より親しみやすい広報資料を発案。

○ ⼥性講師のほか、開催地のニーズにあわせて、⼥性講師と
男性講師のペアや、男性講師のペアにより実施。

京都財務事務所

和歌山財務事務所 舞鶴出張所

神戸財務事務所

奈良財務事務所

本局

大津財務事務所

近畿財務局及び京都・神⼾・奈良・⼤津・和歌⼭財務事務所・舞鶴出張所広報相談・若⼿職員による取組
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②専⾨学校･⼤学への展開
○ 公⽴校や私⽴校に展開するほか、専⾨学校や⼤学には財政講演

に替えて財政教育プログラムを提案。
アクティブラーニングに対する関⼼が⾼い⼤阪法律専⾨学校や
桃⼭学院⼤学で実現。

①国⽴⼤附属校で低学年プログラムを実施
○ 平成29年10⽉、滋賀⼤学教育学

部附属⼩学校の2年⽣を対象に全
国初の低学年プログラムを実施。

⽣活科を活⽤して児童になじみ
のある公園を題材に実施。 あったらいいな！こんな公園

ぼくのわたしの公園づくりシミュレート
(滋賀大学教育学部附属小学校)

④保護者向けにも展開
○ 財政教育プログラムを実施した奈良⼥⼦⼤学附属⼩学

校から、⼦どもが親と我が国財政について語り合う機
会を作りたいとの要請を受け、保護者向けのプログラ
ムを実施。

○ 保護者が参加しやすい⼟曜⽇の開催とし、我が国財政
についての講義に加え、児童と同じ内容でアクティブ
ラーニングを実施。

○ プログラム終了後の意⾒交換では、保護者⽬線の意⾒
や感想が聞かれた。

・国の借⾦が多い中でも未来
は明るいといった、⼦ども
たちが希望を持てるような
説明をお願いしたい。

・予算編成シミュレーション
では、もう少し具体的な⾦
額で臨場感をもって操作で
きるようにしてほしい。

アクティブラーニングに
取り組む保護者

(奈良女子大学附属小学校)

③租税教室との連携
○ 財政教育プログラムに租税教室を取り

込むほか、租税教室と財政教育プログ
ラムを2週に亘って連続講義するなど、
租税教室と財政教育プログラムをコラ
ボで展開。 租税教室との連携

(京都府立東舞鶴高等学校)

●平成27年6⽉、⼤阪教育⼤学附属平野⼩学校から始まった財政教育プログラムは全国展開へ。
●全国初の低学年プログラム(⼩学2年⽣)のほか、公⽴校や私⽴校、専⾨学校、保護者向けにも実施。

国税局･税務署が実施する租税教室との連携も進める。
●リピーター校を増やしつつ、新たな実施先の開拓に努める。

財政教育プログラムの新展開

※近畿財務局、和歌⼭財務事務所、舞鶴出張所で実施。

【保護者の意⾒･感想】
・⼦どもたちが消化不良にならないようにアクティブ

ラーニングの時間を⼗分に確保してほしい。

広報相談 近畿財務局及び京都・神⼾・奈良・⼤津・和歌⼭財務事務所・舞鶴出張所
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