
概 要 取組の成果と今後の展開

｢ツナガリPT｣等による⼦育て世代向け情報発信
北海道財務局の中堅･若⼿職員によるプロジェクトチーム｢ツナガリPT｣が、地⽅公共団体やNPO法

⼈と連携し、⼦育て世代に向け情報を発信。また、各財務事務所･出張所においても、同様の取組を推
進。

地⽅公共団体主催プレママ･プレパパ向け
イベントで｢⼦育て世代のマネープラン
コーナー｣を実施。

⼦育て⽀援NPO法⼈の主催講座でくるまざ
勉強会｢⼦育て世代の｢おかね｣のはなし｣を
実施。

地⽅公共団体･NPOと連携し、⼦育て世代に情報発信。

ツナガリPTの取組
1. ｢ツナガリ｣が期待できる

団体等を“発掘”
2. 団体等へアプローチ、

｢ツナガリ｣を模索
3. 団体等との｢ツナガリ｣

から連携を強化
4. 外部へ向けた情報発信

⼦育て世代向け情報発信

参加者、主催者ともに好評。⼀部の取組は次回のお誘いも。
・今⽇伺った話を持ち帰って、夫とライフプランについて

話し合いたい。
・再び働きに出るか考える上で｢○○○万円の壁｣の具体

例が⾮常に参考になる。
・第3⼦を望むか否かで悩んでいたが、今⽇の説明を聞いて

⽷⼝が⾒えたように思う。

参加者
より

・⾝近で関⼼のある｢おかねのはなし｣ということで、皆
真剣に話しを聞いて頂けた。

・参加者から好評だったので、次回以降もお願いすること
を考えたい。

当⽇の模様を北海道財務局Facebookに投稿。参加者等に
投稿をシェアして頂くことも。

今後の展開

取組の成果

参加者と主催者のニーズに応えた⼦育て世代向け情報発信
の担い⼿を育成し、新規連携先を“発掘”していく。

主催者
より

北海道財務局広報相談
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地元⼤学との連携
東北財務局では、東北⼤学経済学部との連携プロジェクトに基づき、寄付講座･講演、インターンシッ

プ等を継続して実施しており、平成29年度は広報型インターンシップを実施。各財務事務所においても
地元⼤学との連携強化に向けた取組を⾏っている。

概 要 取組の成果と今後の展開
【東北⼤学⽣による広報型インターンシップ】

東北財務局及び⻘森・盛岡・秋⽥・⼭形・福島財務事務所

【東北管内における地元⼤学との連携】
○ 東北⼤学･⻘森⼤学･秋⽥⼤学･ノースアジア⼤学･⼭形⼤
学･福島⼤学･東北学院⼤学で講義を実施。今年度初めて
東北福祉⼤学･秋⽥看護福祉⼤学
において講義を実施したほか、⼭
形⼤学でもゼミ⽣対象の講義を初
めて実施。

○ 平成28年度より東北⼤学オープンキャンパス企画｢特設
⾦融･経済博物館｣に東北財務局コーナーとして参画。

○ 盛岡財務事務所では、岩⼿県⾦
融広報委員会と連携した取組とし
て岩⼿⼤学における講義を実施。

○ ⼭形財務事務所では、産学⾦連携を専⾨とする教授と
地⽅創⽣等に向けた連携を⾏っていくことを10⽉に合意。

【取組の成果】

【今後の展開】

29年7⽉のオープンキャンパスに先⽴ち、担当教授のゼ
ミ⽣が東北財務局を取材し、取材結果を公表する｢広報型
インターンシップ｣を実施し、職員が学⽣からのインタ
ビューに応じた。

○ 東北⼤学オープンキャンパス
(平成29年7⽉25⽇〜26⽇)において
東北財務局の業務に係る学⽣の取材
結果が展⽰され、⾼校⽣を中⼼とし
た多くの来場者が閲覧、東北財務局
の広報につながった。

広報型インターンシップ

講義に対する学生からの声(初実施大学)

○ 寄付講座･講演のほか⼤学⾏事への参画、学⽣の⼈材育
成に向けての取組をはじめ、地元⼤学との情報交換によ
り⼤学が進める地域貢献施策の把握等、更なる連携強化
に向けた取組を⾏う。

○ 今まで財政の話など聞いたことが
なく、今⽇の講義でとても勉強にな
った。

○ 財政の問題については、別の授業で学んだが、視点が
異なるため、新しい知識になった。

インタビュー動画の展⽰

岩⼿⼤学での講義の模様

オープンキャンパスの模様

広報相談・地⽅創⽣⽀援
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東北財務局管内における｢財政教育プログラム｣の実施
東北財務局及び管内財務事務所では、若年層向け社会保障と税の⼀体改⾰広報活動の⼀環として｢財政教

育プログラム｣を実施。東北管内の国⽴⼤学附属⼩中学校向けの授業を着実に実施しつつ、関係先と連携し
て公⽴校等における実施に向けて取り組んでいく。

概 要 取組の成果と今後の展開

○ 東北管内6県において財政教育プログラムを実施するため、
国⽴⼤学附属学校を中⼼にPRをした結果、局･各財務事務所
全てで、授業を実施。

○ 将来世代である児童･⽣徒にとってより効果的、かつ
効率の良い授業とするため、学校関係者や関係機関と
協働して授業内容の検討を⾏う。

○ 連携先とのつながり強化、継続的な広報活動などによ
り、公⽴校等における実施に向けても取り組む。

○ 授業を実施した学校側からは好評であり、学校ブログ
などで授業の模様が発信されたほか、授業の内容につ
いて、継続実施に向けたアイディアを多数いただいた。

○ ⽣徒からのアンケートでも⾼評価

○ 地方公共団体︓地域活性化に関する
包括連携協定締結などのつながりを
きっかけとして、公⽴中学校において
授業を実施。

○ 講師やアドバイザーには、地⽅研修
｢プレゼンテーション研修｣を受講し
た職員や若⼿職員を中⼼に起⽤。職員
のスキル向上に加えて、児童･⽣徒に
とって財務局が⾝近に感じられる雰囲
気を作った。

○ 国税局･税務署︓⼭形財務事務所では、財政教育プログラム
の講師として、⼭形税務署の職員が1学年4クラスのうち1クラ
スの授業を実施。福島財務事務所では、租税教室と連携した授
業を実施。

【関係先と連携した授業】

【国⽴⼤学附属⼩学校･中学校における授業】

公⽴中学校における授業

【今後の展開】

【取組の成果】

附属中学校における授業

広報相談 東北財務局及び⻘森・盛岡・秋⽥・⼭形・福島財務事務所
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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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【⼦育て世代向け】
接点が少なかった｢⼦育て世代｣を新たなターゲット

として、地公体等と連携のうえ広報先を開拓･実施
⼦育て中の職員が⼦育て⽀援

センターや幼稚園に出向き、財
政とライフプランを組み合わせ
たマネー講座を開催。取組を始
めた29年10⽉以降6か⽉間で、
既に計28件(300⼈超)実施

若年層･⼦育て世代向け広報活動の拡⼤
⼩･中･⾼校⽣に財政を通じて⾃分たちの国の将来について判断できる知識を育むために｢財政教育プロ

グラム｣を引き続き積極的に実施したほか、これまでの広報活動では情報が届けにくかった⼦育て世代向
けに財政の現状等について分かりやすい資料で説明

概 要 取組の成果と今後の展開

北陸財務局及び富⼭・福井財務事務所

【若年層向け】
28年度から実施している｢財政教育プログラム｣を引き

続き実施し、29年度は10校で実施(28年度は３校)

【参加者の声︓若年層】
・今の⽇本の財政についてあまりテレビを⾒ないし詳

しくなかったが、今学期の学習と今⽇の授業でとて
も厳しい状況だと分かった(⼩学⽣)

・財政に興味を持ち、財政、借⾦、社会保障の問題に
ついても考え、個⼈でできることを積極的に⾏うこ
とが⼤切だと思った(中学⽣)

・現在の⾼齢者の負担を減らすのも良いことだが、将
来の若者の負担をもっと考えるべき(⾼校⽣)

【参加者の声︓⼦育て世代】
・地域の住⺠が健康で過ごせたらその地域の税⾦を優

遇するなど、各地域で健康を守っていくような仕組
みが考えられないか

・少⼦⾼齢化及び⼈⼝減が進む中では負担が増えるの
は仕⽅がないが、できる限り負担を少なくすべきだ
し、負担を増やす説明責任を果たしてほしい

引き続き、新たな広報先の開拓等を⾏い、若年層･⼦
育て世代など幅広い層に財政の現状等を理解してもらえ
るよう広報活動を⾏う

広報相談

北陸計 ⽯川 富⼭ 福井
実施数 ２８ ２１ ４ ３

参加者数 ３０４ １７８ ５３ ７３
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財政教育プログラムを通じた商⼯会議所等との連携
⾦沢商⼯会議所⼥性会が開催する研修会のグループ研修において、⼥性経営者と⼥⼦⾼校⽣が⼀つの

グループになり｢思い描く理想の村｣の予算を編成する異⾊の財政教育プログラムを実施

概 要 取組の成果と今後の展開

北陸財務局

⾦沢商⼯会議所⼥性会から、同会が毎年開催してい
る⼥性経営塾におけるグループ研修の題材について相
談

当局から、①当局が審査に協⼒した⾦沢⼤学附属⾼
等学校の｢地域課題研究･最優秀作の発表機会｣を提案
し、併せて、②⼥性経営者、起業を⽬指す社会⼈及び
⼥⼦⾼校⽣らが⼀緒に取り組める題材として｢財政教
育プログラム｣を提案したところ、同会は、参加者の
裾野を広げる試みとして快諾

この提案を⾏うなかで、当局が研修会全体の運営に
⼤きく関与することとなり、以下を内容とする研修会
を共催
①⼥性経営者と⼥⼦⾼校⽣等による

｢財政教育プログラム｣
②当局が審査に協⼒した⾦沢⼤学附属⾼等学校による

｢地域課題研究･最優秀作の発表｣
③⾦沢国税局への協⼒要請により実現した

｢納税に関するパネルディスカッション｣

【参加者の声】
・予算づくりを通じて、普段接することがない異なる

世代の⼈と話をすることができ、新鮮な経験だった
・県を代表する⼥性経営者に⾼校⽣が臆することなく

意⾒交換(グループワーク)する姿に感動した

※研修会の模様は⾦沢商⼯会議所⼥性会HPに掲載
http://kanazawa-joseikai.com/047.html

広報相談

当局と関係先との更なる連携強化を図ることができた
ほか、関係先同⼠をマッチングすることができた

引き続き、当局のネットワークをフル活⽤し、地域の
取組を⽀援していきたい
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意欲的に｢考える｣⾃ずと｢関⼼を持つ｣財政教育を⽬指して
財政教育プログラムが、⽇本の財政について意欲的に考え、⾃ずと関⼼を持つ機会となるよう、授業

内容を学校(⼩･中･⾼校)の協⼒のもとカスタマイズ。

概 要 取組の成果と今後の展開
授業効果を最⼤に発現するためには、⽣徒⾃⾝が意欲的に

考え、⾃ずと関⼼をもってもらうことが⼤切であり、そのた
めには学校(⽣徒)に合った教材、授業内容、形態とすること
が必要不可⽋と認識

約3ヶ⽉前から学校の雰囲気、授業の進捗等をヒアリングし、
担当教諭と検討のうえ、最適な授業が提供できるよう随時プ
ログラムをカスタマイズすることとした

 プログラムの効果をより⾼めたい
⇒事前授業のなかで個⼈で予算案を作成し、考えが近い

⽣徒同⼠でグループを編成し、プログラムを実施
 財政を多⾯的な視点から考えたい

⇒地域の各世代を招聘し、予算案作成のためにヒアリング
⇒当局が講義を⾏う⼤学⽣がファシリテーターとして参画

 更に財政の課題を掘り下げた授業
を実施いただきたい
⇒世代別･役割別グループで議論する

ブラッシュアップ授業
(ロールプレイング形式)を追加実施

東海財務局及び岐⾩・静岡・津財務事務所・沼津出張所

29年度の取組

学校の要望と具体的事例

今後の展開

取組の成果(学校からいただいた声)
｢⽣徒がワクワクするような講義･教材だった｣

⇒タブレットを使ったクイズを
出したり、数兆円という⾦額を
地元の施設･シンボルにかか
った費⽤に例えることで、
⽣徒が発⾔、参加する講義と
することができた

｢⽣徒が深く考えていた。⼤⼈が考えても⼗分な内容｣
 地域の各世代からヒアリングした授業の効果

⇒その世代のリアルな問題、政策に期待する声を
⽣徒が把握できた

 ブラッシュアップ授業の効果
⇒⽣徒が⼤⾂等の役割を担うことで、その⽴場の考

え、財政の問題を実感できた

基本的な財政教育プログラムを実施しつつ、学校の声を
プログラムの進化に反映させ、⽣徒が財政に、より｢意
欲的に｣｢関⼼を持つ｣授業の提供を⽬指していく

広報相談
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東海4県で⼦育て世代に向けた財政講演実施
⼦どもの未来のために国の税⾦はどう使えばいいのだろう。東海財務局管内の4県(岐⾩県･静岡県･愛

知県･三重県)で、⼦育て中の職員が、⼦育て中のママ･パパに向けた財政講演を実施し、乳幼児同伴の参
加者と意⾒交換を⾏った。

概 要 取組の成果と今後の展開
○昨年度愛知県で始めた取組を、今年度は東海4県全てで実施。

○⼦育て中の職員が講師となり、⼦育て中のママ･パパに対し、⽇
本の財政や税⾦の使われ⽅について、乳幼児同伴でも聞けるような
内容で講演及び意⾒交換を⾏った。

○開催場所の要望等を踏まえ、財政の話だけでなく、ライフプラ
ン･マネープランの話、セルフメディケーション税制の説明など、
⼦育て世代が知りたいことをカスタマイズしながら資料を作成。

○参加者の声
・会社員時代は税⾦と聞くとマイナスのイメージし
かなかったが、⼦育てをして初めて2⼈⽬の保育料
の補助など、税⾦の恩恵を受けていることを実感し
ている。

・将来⼦供が⼤きくなった時のことを考えることが
出来て、国の財政を知ることは⼤事だと思った。

・国や市の制度は知らなければ役に⽴たないことも
多い。制度を利⽤できるよう、⾃分の意識を変えて
いこうと思った。

今後も、出席者の声を⼤切に活かしながら、⼦育て
世代の⽅が国の財政について学んで、⼀緒に考える
時間を提供していきたい。

⽇にち 開催場所(イベント)

Ｈ29.9.22 ⼤垣⻄濃信⽤⾦庫(育休職員向け研修)

H29.11.18 ⼤垣ソフトピアジャパン(ワタシゴトフェスタ)

Ｈ29.6.12 静岡英和学院⼤学(⼦育てサロン｢あちょぼ｣)

H29.11.4 常葉⼤学(学園祭)

H29.12.6 名古屋市⼦ども･⼦育て⽀援センター

H30.1.11,23 江南市交通児童遊園(親と⼦の遊びの広場)

H29.11.13 ⾼⽥短期⼤学(おやこひろば｢たかたん｣)

H30.2.23 津市桜橋⼦育て⽀援センター

○主な開催実績

広報相談
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地元⼤学との連携深化

・将来、保育者を⽬指す学⽣に、財政の現状について勉強会開催
・静岡県と共同で、保育⼠の処遇、育成についても説明
・⼤学が開催する⼦育て層向けのイベントで、⼤学と連携して財政の出前講座開催

概 要 取組の成果と今後の展開
○保育⼠や幼稚園教諭等、保育者を⽬指す学⽣を対象に、

財政の現状と、財政の⼦育てへの寄与等について理解し
てもらうよう、勉強会を開催

〖静岡英和学院⼤学〗(Ｈ29.5.22)
・コミュニティ福祉学科の1年⽣に、若⼿･⼦育て経験

職員が、｢税は⼦育てのミカタ｣と題して、財政の現
状と⼦育て経費を中⼼に社会保障の現状等を解説

〖静岡県⽴⼤学短期⼤学部〗(Ｈ29.9〜30.1)
・⼤学との協議の上、こども学科1年⽣有志(8名)と

勉強会開催(3回)
・⼦育て中の男性や若⼿⼥性職員が講義

・⼤学、学⽣の要望を受け、保育者の処遇等について、
初めて、静岡県(こども未来課)と
共同で説明

・これから保育職を⽬指す学⽣の⼠気
の向上につながった

東海財務局静岡財務事務所

○⼤学主催の⼦育て層向けイベントでの財政講座に発展
・⼤学講義の評価から、⼤学主催の⼦育てサロン等にて
｢⼦育て層｣向け財政講座の開催に理解･協⼒

〖静岡英和学院⼤学〗(Ｈ29.6.12)
・講義を受けた学⽣たちが⾏う⼦育てサロン(みんなで
あちょぼ)で財政講座を開催

・学⽣が教室で幼児の⾯倒をみるなど運営に全⾯協⼒
〖常葉⼤学〗(Ｈ29.11.4)
・学園祭で来場者に対してマネー･財政講座を開催
・講義を受けた学⽣たちが広報チラシ

作成、会場設営など全⾯協⼒
○今後の展開
〖静岡英和学院⼤学〗
・平成30年3⽉に締結した連携協定に

基づく寄付講座に講師派遣
〖静岡県⽴⼤学短期⼤学部〗
・平成30年度、⼦育てフェアに参加協⼒(予定)
〖常葉⼤学〗
・平成30年度、草薙校舎にて産学官連携公開講座(予定)

広報相談
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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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若年層への積極的な広報活動
これからの⽇本を担う⼦どもたちを対象に、財政に興味を持ってもらい、財政を⾃分の事としてとら

えてもらう事を⽬的とした｢財政教育プログラム｣を積極的に展開。
租税教育推進協議会主催の｢租税教室｣とも連携した授業も積極的に実施。

概 要 取組の成果と今後の展開

【財政教育プログラム】
財政教育プログラムは、これからの⽇本を担う⼦どもた

ちを対象に、財政に興味を持ってもらい、財政を⾃分の事
としてとらえてもらう事を⽬的としている。中国財務局で
は、対象校の増加に努めており、今年度は公⽴⼩学校、私
⽴中学･⾼校でも授業を⾏った。

【国税局(租税教室)との連携】
平成29年6⽉に管内全ての各県租税教

育推進協議会に中国財務局が加盟。
租税教室への講師派遣を中⼼とした連携を進めている。

当局が実施する財政教育プログラムに対し、広島国税局
職員の参加を受け⼊れたほか、租税教室に財政教育プログ
ラムのエッセンスを取り⼊れた｢租税教室･財政教育プログ
ラム連携授業(主催︓尾道税務署)｣の実施に際し、当局は
ノウハウ提供等のサポートを⾏った。

中国財務局及び⿃取・松江・岡⼭・⼭⼝財務事務所

≪今後の展開≫
国の財政状況について多くの⽅に知っていただくことが

重要。引き続き国税局と協働で授業を⾏うなど、授業機会
の確保を⽬指す。

⼩学校 中学校 ⾼校
財政教育PG 3校 4校 2校
租税･財政連
携授業 1校 4校 2校

租税教室 4校 7校 6校

≪児童･⽣徒の声≫
⽇本を良くしていくためには次世代の

私達が財政をもっと⾝近に、より深く
考えていくべきと感じた。
≪先⽣の声≫

⼦どもたちが⽣き⽣きと授業を受けて
いる姿を⾒て、お願いして本当に良かった。

平成29年度実施校数

広報相談
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⼦育てファミリーへの積極的な広報活動
これまで接点を有していなかった｢⼦育てファミリー｣を対象とした広報活動を積極的に展開。⼦ども

を抱っこしても聞ける⼯夫やロールモデルカフェへの参加、イベントへの参加を通じ、幅広い⽅々に財
政について考えてもらう機会を提供。

概 要 取組の成果と今後の展開
地⽅公共団体の⼦育て⽀援担当課や

⼦育て⽀援センター等の⽀援組織に
対し、積極的に売込を実施した。

その結果、ロールモデルカフェと
いった⼦育て関連イベントへの参加
のほか、施設利⽤者を対象とした
ミニ講座等を開催している。

また、⼦育てママが⼦どもと⼀緒でも
聞いてもらいやすいように、紙芝居
形式を取り⼊れるなど、⼿法を⼯夫して
いる。

ロールモデルカフェ

紙芝居を⽤いた講座

保護者会での講演

内容については、｢⼦育てにまつわ
るお⾦の話｣をテーマとして、国等が
実施する⼦育て⽀援の取組を紹介し、
併せて財政にも関⼼を持ってもらえ
るような平易な内容としている。

≪受講者の声≫
○ ⼦どもの教育にどれだけお⾦を貯め

ればいいか⽬安が分かってよかった
○ ｢保育料の⾃⼰負担って⾼いな｣と

思っていたけど、実はかなり税⾦で
⽀えられていると知って驚いた︕

○ 受益と負担のバランスが崩れている
ことを知ることができて良かった︕

≪今後の展開≫
国の財政状況について多くの⽅に

知ってもらう機会を提供することが
重要。

引き続き講演機会の確保に努める。

平成29年度においては、管内で講演等15件を開催した。

広報相談
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①来場した親⼦がおもちゃのお⾦で
お買い物

②お会計の時に、消費税を払ってい
ること、その消費税は⼦育て⽀援
にも使われていることを説明

⼦育て⽀援団体等が主催する｢⼦育て⽀援メッセin⼭⼝｣に
｢お買い物ごっこ｣を⾏うブースを出展。

親⼦で楽しみながらお⾦について学ぶ場を提供
⼦育て⽀援団体、⺠間企業及び地⽅公共団体等の協働により開催する⼦育て⽀援イベントに出展。⼭⼝

財務事務所のブースにおいて｢お買い物ごっこ｣を企画し、親⼦で消費税の使い道やお⾦の役割･買い物の仕
⽅について楽しみながら学ぶ場を提供。

概 要 取組の成果と今後の展開

⼯夫したポイント

⼭⼝財務事務所では、⼦育て世代に対する広報活動や⼦
育て⽀援団体とのリレーションシップの構築を主な⽬的と
して、⼦育て⽀援イベントに参加。

たくさんの親⼦が来場 ・来場した⼦育て世代⼀⼈ひと
りに、消費税が⼦育て⽀援に使
われていることを説明。講演形
式とは違った広報を展開。
・来場者から、｢消費税が⼦育て
に関係しているとは思わなかっ
た｣ ｢⼦どもと⼀緒に楽しめた｣な
どの声をいただいた。

取組内容〜お買い物ごっこを通じて消費税の使い道を広報〜

・⼦育て中の職員による親⽬線の意⾒を活⽤
⇒｢楽しみながら学べる｣｢⼦どものためになる｣

・⾦融リテラシー教育の導⼊
⇒ ⼦どもの⾦融リテラシー向上のため、｢お買い物

ごっこ｣を企画。

・出展している⼦育て⽀援団体等とは、イベント開催にあ
たって｢⼦育て⽀援｣という同じ⽬的を共有できたことで、リ
レーションシップの構築を図ることができた。
今後の展開
・イベント開催後、⼦育て⽀援団
体から講演依頼があり、広がりを
⾒せている。
・引き続き関係団体と連携･協⼒
し、広報活動を継続していく。

広報相談 中国財務局⼭⼝財務事務所
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3.今後の課題と対応

○四国財務局からPTA役員に｢親⼦で財政教育P｣を提案
児童の保護者が予算編成シミュレーションを体験することで、

財政に対する認識に変化があるのではないかと期待し、当局から
⾹川⼤学教育学部附属坂出⼩学校PTA役員に｢親⼦で財政教育P｣
を提案。PTAの⼟曜⽇活動として親⼦での参加者を募集。

○保護者からは財政などに対する⽇頃の無関⼼さに気づいたとの声

1.成果事例の概要等

授業を体験した保護者の感想、意⾒
を⽣の声として受けるため実施した懇
談会では、｢⼦どもと⼀緒にニュースを
⾒ていていろいろ質問されるが、それ
に対してまとまった話をしたことがな
かった。今後、親⼦で話し合う話題が
得られる良い機会になった。｣｢授業参
観ではなく親⼦で同じ授業を受け、親
は⼦の考えを、⼦は親の考えをそれぞ
れ聞くことができるところが新鮮に感
じた。｣との声が聞かれた。

2.取組の成果等

児童班(左)から、｢防衛
費は外国のミサイルに対抗
するために増やす。新たな
借⾦は減らしたいから代表
的な3つの税は増やしたほ
うがいいと思う。｣との発
表があると、保護者班から
はため息が聞かれた。

⼀⽅で、保護者班(右)か
らは、｢将来の発展のため
には教育費、科学技術費は
⼤幅に増やす必要がある。
消費税負担は増やしても所
得税は増やさないで。儲
かっている法⼈にぜひ多く
の負担をお願いしたい。｣
との声が聞かれた。

･サポート役からの積極的なアドバイスが重要。
予算項⽬を増減することによる効果や問題点を、
直近の社会問題を踏まえて投げかけることで、グ
ループでの議論をより深めることができる。

･当⽇の模様は、地⽅新
聞(四国新聞ほか)が掲載、
またケーブルテレビ
ニュース(⾹川テレビ放
送網)が放映。

 児童、⽣徒向けの財政教育プログラムを児童班、保護者班に分けて同時実施。
 親世代と⼦世代の意⾒の相違などの｢気づき｣と、将来の⽇本について家庭で話し合うきっかけを与
えることができた。

 親⼦同時の財政教育プログラム実施は、全国で初めて。

親⼦で財政教育プログラム
〜親世代に気づきを与え、率直な意⾒を聞くために〜

広報相談 四国財務局
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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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