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地域･産業振興の取組を後押し
地域経済の活性化を図るため、広域的な観光振興や成⻑可能性のある産業への⽀援に取り組んでいる

協議体に幹部職員等が参画。⾦融⾯での情報提供や地域⾦融機関への呼びかけを⾏うことで、課題解決
に向けてその活動を後押し。

概 要

取組の成果と今後の展開

○ツーリズム東美濃協議会ほか
岐⾩県美濃地⽅東部(東美濃地域)の観光振興を図るた

め、中部経済連合会及び東美濃地域の6商⼯会議所により、
平成29年7⽉に発⾜。

東海財務局はこの活動を後押しするため、29年12⽉か
らオブザーバーとして参画し、地域⾦融機関にも参画を
呼びかけたほか、地⽅創⽣交付⾦の活⽤等を提案。

岐⾩県と東美濃地域の7市町及び観光協会により29年7
⽉に発⾜した｢ひがしみの歴史街道協議会｣にも30年3⽉
から同様に参画。

○伊勢志摩国⽴公園エコツーリズム推進協議会
三重県の伊勢志摩国⽴公園におけるエコツーリズムの

推進を⽬的として、当地域の観光協会･観光関連企業･
NPO法⼈･国･地⽅公共団体等により30年2⽉に発⾜。

東海財務局はこの活動を後押しするため、同協議会の
設⽴準備会の段階からオブザーバーとして参画し、当局
として提供できるリソースを紹介。

東海財務局及び岐⾩・津財務事務所

○ 地⽅創⽣交付⾦や⾦融⾯での情報等を提供すること
により、地域･産業振興の取組を後押し。

○ 今後も観光振興を通じた地域活性化に寄与すべく、
参画を続け、適切な情報･アドバイスの提供などを⾏
い、後押しを継続していく。

(ツーリズム東美濃協議会) (伊勢志摩国⽴公園エコ
ツーリズム推進協議会)

○メディカル･デバイス産業振興協議会
成⻑余地の⼤きな医療機器産業を⽀援するため、関連

企業･⼤学･経済団体･⾏政機関等で構成する同協議会へア
ドバイザーとして参画し、⾦融･経済等に係る情報を提供。

観光…岐⾩

観光･環境…三重

医療…愛知

地⽅創⽣⽀援
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岐⾩県⾦融懇談会の設置
地域の課題共有や課題解決に向けて、県･⾦融機関･商⼯団体等の代表クラスで意⾒交換等を⾏う⾦融

プラットフォームを設置(平成30年2⽉)

概 要

取組の成果と今後の展開

○開催の⽬的･趣旨
・地域⾦融機関を取り巻く経営環境は厳しい状況
・⼈⼝減少が進む中で地域振興･活性化を図るには地域企

業や公共団体が抱える問題に向き合い、地域と共⽣して
いくことが重要であり、関係機関を集め｢地域貢献や地
域との共通価値の創造｣等について意⾒交換や議論する
場が必要

・こうした問題意識を岐⾩県へ伝えたところ、県も賛同

東海財務局及び岐⾩財務事務所

○懇談会の内容･進め⽅
・参加メンバー

岐⾩県(後援)、岐⾩県内に本店を置く⾦融機関、
商⼯団体、信⽤保証協会、東海財務局

・開催場所 岐⾩財務事務所
・進め⽅

年4回程度の開催
第1回は、⾦融審議会委員等多くの公職を務める、
神⼾⼤学家森教授による基調講演(地⽅創⽣のた
めに地域⾦融機関に期待されること)や岐⾩県の
商⼯政策について共有

○第1回の参加⾦融機関のコメント
｢本当の連携にしていくためにも仕組みづくりをリード
してほしい｣、｢地域⾦融機関の使命を再確認できた｣

○今後も、本懇談会を通じて岐⾩県の発展･活性化に向けた
議論を促していく

地⽅創⽣⽀援
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｢サービス業の⽣産性向上に向けた勉強会｣の開催
我が国のGDPの7割、地域雇⽤の⼤宗を占めるサービス業は、⽐較的⼩規模な事業者が多く、経験の

蓄積や⾦融情報に弱い⾯があることから、東海財務局の持つネットワークを活⽤して、⽣産性向上のた
めの課題を把握し、課題解決に向けて検討･実践するための勉強会を開催

概 要 取組の成果と今後の展開

第1回 (平成29年2⽉)
｢サービス業の⽣産性向上｣に向けた意⾒交換

参加事業者の⽣産性向上の取組、課題を把握
第2回 (同年4⽉)

サービス事業者⽬線からのRESASの可能性の検討
RESASを紹介。活⽤⽅法の提案を募り、結果取りまとめ

第3回 (同年6⽉)
ﾓﾃﾞﾙｹｰｽ(医療)を題材としたｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

題材のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟを通し、ひらめきやﾋﾝﾄに繋げる
第4回 (同年9⽉)

ﾓﾃﾞﾙｹｰｽ(ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ)を題材としたｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
題材のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟを通し、ひらめきやﾋﾝﾄに繋げる

第5回 (平成30年1⽉)
湯⾕温泉の満⾜度･魅⼒度向上を探るﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

顧客⽬線がﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(3C分析)のｶｷﾞとなることを体感

東海財務局

＜勉強会参加者(連携先)＞
サービス業 9事業者
愛知中⼩企業家同友会
愛知県よろず⽀援拠点
愛知県、⽇本政策⾦融公庫
中部経済産業局

・ 各回の勉強会結果を成果物としてHPで公表。
・ 参加者から勉強会の企画内容について意⾒を求め、参加

者の期待に応える取組として展開していく。

○｢RESAS活⽤シート｣
・ 商圏分析や店舗戦略

などの活⽤⽅法を提⾔
・ 勉強会参加者が有効
なツールであると拡散

・ 活⽤ｼｰﾄを、内閣官房
まち･ひと･しごと創⽣
本部事務局に情報発信

○モデルケースを題材としたグループワーク結果
・ひらめきやﾋﾝﾄに繋がり、他のｻｰﾋﾞｽ業でも有⽤との声
・題材とした事業者から感謝の声も

○マーケティング結果(温泉街活性化)
・顧客の満⾜度･魅⼒度向上の要因を探る
・公表した成果物をもとに、湯⾕温泉と⾦

融機関との勉強会も開始
・湯⾕温泉を題材とした勉強会として⼤き

く報道され、温泉街の知名度向上に寄与

平成30年1⽉18⽇付
中⽇新聞

地⽅創⽣⽀援
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✓グループワークでは、岡崎市及び⽇本政策投資銀⾏
の講師に、論点整理や議論の講評を⾏ってもらい、参
加者の疑問解決の⼀助に

✓グループワークで出た様々な意⾒は、議題を提供し
た団体に還元

✓｢多くの事例･各市町の動
向が分かり参考になった｣、
｢同様の⽴場にある他市町と
意⾒交換ができ、また⾦融機
関の意⾒を聞けたことは有意
義｣との声

地⽅公共団体と⾦融機関の連携をサポート
今後多くの公共施設等が⽼朽化による更新時期を迎えることから、必要な社会資本整備にあたり、⺠間の資⾦やノウ

ハウを活⽤することにより効果的に進めるべく、事例研究や意⾒交換を通じた地域課題解決を⽬指して、愛知県の知多
地域に所在する地⽅公共団体(7団体)と⾦融機関(地元2信⾦及び県内3地銀)の合同勉強会『PFIシャレット』を開催。

概 要 取組の成果と今後の展開
平成29年6⽉に開催した｢財投機
関によるPPP/PFIセミナー｣にお
いて、制度概要などの知識はあ
るが、進め⽅が分からない、踏
み出せない市町村の現状を把握

東海財務局

参加者からの声や他の地⽅公共団体からのニーズを踏
まえ、勉強会の展開を検討するなど、地域の課題解決
サポートのため、必要な情報提供を⾏っていく

✓先進的な団体の取組を聞きたい
⇒ 愛知県岡崎市及び⽇本政策投資銀⾏東海⽀店から

講師を招聘(第１回〜第４回)
⇒ 神奈川県横浜市(サウンディング調査)及び愛知県

名古屋市(パークPFI)を招聘(第４回)

✓意⾒交換の場を設けてほしい
⇒ 参加者によるグループワーク⽅式を導⼊

✓事業推進の課題解決に向けたイメージがわかない
⇒ 参加団体から提供された具体的な事業をグループ

ワークの題材とした

今後の展開

29年度の取組

取組の成果

地⽅創⽣⽀援
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国有財産を魅⼒的なまちづくりに活⽤

尾張名古屋を代表する観光名所である名古屋城と、城を取りまく都市公園(名城公園)を魅⼒的なまち
づくりの拠点とするため、⺠設⺠営による公園施設の整備が進められるなか、名古屋市と連携し無償貸
付中の国有財産を活⽤した賑わいづくりに貢献。

概 要

取組の成果と今後の展開

○財産の概要
名古屋市に対し、都市公園(名城公園)として無償貸付
所 在 地︓愛知県名古屋市北区名城⼀丁⽬1番 外
区分・数量︓⼟地･339,522.40㎡

東海財務局

名古屋市は、戦⽕で焼失した名古屋城や本丸御殿の復元に
取り組んでおり、お城を中⼼とした賑わい創出に国有財産
である名城公園が⼤きく関わっている。

今後も、名城公園が名古屋の魅⼒発信の⼀翼を担うこと
が期待されている。

②⾦シャチ横丁
名古屋城のシンボルで

ある⾦シャチを冠した名
古屋の⾷⽂化･⽣活⽂化
を堪能できるまちなみを
整備し、来訪者に名古屋
の魅⼒を発信

(平成30年3⽉29⽇オープン)

○公園整備の内容
①tonarino(トナリノ)
飲⾷施設、シャワー

を備えたランナーズス
テーション、広いウッ
ドデッキや植樹帯をバ
ランスよく取り⼊れ、
公園の魅⼒を創出

(平成29年4⽉27⽇オープン)

(c)藤井浩司/ナカサアンドパートナーズ

国有財産・地⽅創⽣⽀援
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保育分野での国有財産の有効活⽤
名古屋市が保育所の⺠間移管等を図るなか、建物⽼朽化により別地移転が必要な保育所の移転先とし

て、距離･敷地規模の点で条件に適合した国有地を取得したいと要望。保育所の開所時期が平成29年度
であるためスピーディーに対応し、地域の保育に貢献。

概 要 取組の成果と今後の展開
○財産の概要

所 在 地︓愛知県名古屋市千種区萱場⼆丁⽬611番
区分・数量︓⼟地･1,572.10㎡

○スケジュール
引受年⽉⽇︓平成27年12⽉3⽇
契約年⽉⽇︓平成28年2⽉23⽇
開所年⽉⽇︓平成29年5⽉1⽇

東海財務局

名古屋市は、移転先を地域との関係や利⽤者の利便性を
踏まえ、既存の保育所から500m以内で模索していたところ、
当地が距離･敷地規模の点で条件に適合した。

名古屋市と連携しスピーディーな処分を実現。
今後も、保育分野をはじめ、地域に貢献できるよう引き

続き連携を図っていく。

出典：国土地理院ホームページ(http://mapps.gsi.go.jp/)

○移転元と移転先
の位置関係
直線距離にして
北⻄約150mに
移動

国有財産
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⼈⼿不⾜解消、働き⽅改⾰等で労働局と⾦融機関の連携⽀援
・静岡労働局と静岡県信⽤⾦庫協会に対し顧客企業にとって有益な連携策を提案
・愛知労働局と愛知県内の全ての信⽤⾦庫と働き⽅改⾰にかかる包括連携協定締結を⽀援

概 要

取組の成果と今後の展開

【背景】

《労働局の問題意識》
・⼈⼿不⾜解消や働き⽅改⾰への対応等が中⼩企業に
とって⾮常に重要な課題

《⾦融機関の問題意識》
・地域の⾦融機関は顧客企業のニーズや課題を共有し、
これに沿ったサービスの提供に努める必要

東海財務局及び静岡財務事務所

①静岡財務事務所の⽀援(全国初の三者連携)
(平成29年6⽉)

○業界団体のコメント
｢県下の全信⽤⾦庫の店舗のネットワークを⽣かし地域産
業の発展につなげたい｣ (愛知)
○財務事務所が信⾦協会と労働局の三者同席の下、中⼩企
業経営者の⽣の声を聞く意⾒交換会を開催 (静岡)
○今後も当締結を踏まえた⽀援により中⼩企業の働き⽅改
⾰が進展し⽣産性向上、ひいては地域の活性化につながっ
ていくことを期待

【信⾦】
助成⾦等を顧客へ紹介
相談内容を労働局へ提
供 ほか

【労働局】
助成⾦等を信⾦へ紹介
情報提供を受けた事業
所を⽀援 ほか

愛知県内の労働者の働き⽅改⾰･地域振興の推進

島⽥信⽤⾦庫とハローワーク島⽥で実施していた以下の
先駆的取組について、静岡県全域での展開を静岡労働局
及び県信⽤⾦庫協会に提案･調整。県下全域での展開を後
押し
・ハローワークの求⼈誌を島⽥信⾦全店舗に配置
・島⽥信⾦の顧客からの雇⽤問題等の相談に対し、同信

⾦とハローワーク職員が帯同訪問するなど、連携して
対応

愛知労働局が愛知県下の信⽤⾦庫との連携を模索してい
たなかで、全15信⽤⾦庫と連携協定の⼀⻫締結を後押し

②東海財務局(本局)の⽀援(平成29年11⽉)

⾦融
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障がい者就労⽀援施設等で⾦融講演を実施
就労している知的障がい者や来年から社会⼈として働く障がい者の⽅々を対象に、社会⼈として⾃⽴

していくために必要な｢お⾦の管理｣に関する⾦融講演を実施した。

概 要 取組の成果と今後の展開

○なごや障害者就業･⽣活⽀援センターからの依頼を受け、平成29年6⽉17
⽇に基本編を、30年2⽉10⽇に応⽤編の2回にわたり⾦融講演を実施した。

○参加者は10代から60代の男⼥で、主に⼀般企業に就労し収⼊を得ている
が、⾦銭管理は親の⽀援や福祉権利擁護センターに頼っている⽅も多い。

○演題は｢お⾦について学ぼう｣とし、お⾦を管理できる｢やりくり上⼿｣を⽬
指して、基本編では収⼊と⽀出を知るために給料明細の⾒⽅や、必要なも
のと欲しいものを分けて考えることを学び、応⽤編では１週間分のおこづ
かいの使い途を考える｢やりくりゲーム｣に挑戦。

○講演後半には、当センターからの要望で、特殊詐欺被害防⽌啓発の⼨劇
｢架空請求って何だろう｣を披露。最後に参加者にも呼びかけ｢困った時は
、まず相談︕｣の合⾔葉を唱えて終了とした。

東海財務局及び津財務事務所

・聴くだけでなく、実際に⼿を動かしてお⾦
の管理の仕⽅を学べ分かりやすかった。

(参加者)
・参加者42名のうち、8名が架空請求にあっ

たことがある。⼨劇を⾒て、特殊詐欺につ
いて、より幅広く話を聞かせたいと感じた。

(⽀援員)
○今後も、広く未開拓先のニーズを掘り

起こし、⾦融知識普及に努めたい。

なごや障害者就業･⽣活⽀援センターでの⾦融講演 (愛知県)

三重県⽴聾学校での⾦融講演 (三重県)
○この春に就職し、社会⼈として働く⽿の不⾃由な⽣徒たちに、社会に出て

必要になる給与や税の知識について⾝につけてもらうため、30年2⽉20⽇
に三重県⽴聾学校において、津税務署とコラボして講演を実施した。

○⼿話通訳を介して、｢就職後に役⽴つ税･⾦融の知識を⾝に付ける｣をテーマ
に、求⼈票や給与明細から労働条件を読み取る⽅法、源泉徴収制度、マイ
ナンバー制度、ライフプランの⽴て⽅の内容で講演。

○講演資料は、参加者を考慮して⼯夫した
オリジナルの教材を⽤い、アクティブラ
ーニング⽅式で実施。

○各グループに東海財務局職員と当セン
ターの⽀援員を配置し参加者をサポート。

参加者の声

⾦融
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地域経済分析における中⼩企業団体とのコラボレーション
⽇頃より親密な関係を築いている愛知中⼩企業家同友会(以下、同友会)と連携し、東海財務局だけで

は把握困難な中⼩企業の状況調査を併せて実施することで、より多⾯的な情報発信を⾏ったもの。

概 要 取組の成果と今後の展開
○調査テーマであった｢設備投資｣については、東海地

域の企業が全国を上回って増加するなか、企業規模別
では異なった側⾯があるのではないかと思われる⼀⽅
で、直接中⼩企業の状況を把握する⼿段がなかった。

○そこで、中堅職員間の意⾒交換会を定期的に開催する
など(※)、⽇頃より親密な関係を築いている同友会と
意⾒交換のうえ、同友会で実施したアンケート結果を
共有した。

※このほか、｢幹部職員との意⾒交換会｣や｢サービス業
の⽣産性向上に向けた勉強会｣も⾏っている。

東海財務局

2.7%

8.1%

48.6%

67.6%

2.5%

35.0%

63.7%

33.8%

その他

人手不足

内的要因

外的要因

中小企業 大企業

【取りまとめた分析結果の一例】 設備投資に当たってのリスク

中小企業では資金繰りや後継者不足などの｢内的要因｣を挙げる
企業が多く、次いで｢人手不足｣となっている。

【取組の成果】
○当局では把握できなかった中⼩企業における設備投資

の状況を踏まえた分析･公表が可能となった。

○同友会においても、傘下企業における設備投資調査の
分析結果を地元新聞社を通じて公表することができ
た(同友会の評価︓｢今回の調査により、傘下企業にお
いて、⼈⼿不⾜が設備投資の阻害要因となっているこ
とや、EV化等の時代の流れを踏まえた戦略的な投資が
できていないことが明らかになった｣)。

【今後の展開】
○同友会との意⾒交換会を引続き定期的に実施する。

○必要に応じて、同様のコラボレーション調査を実施
し、東海地域における中⼩企業の状況について、財務
局⻑会議等を通じて全国に発信する。

『外的要因』とは、国内･海外経済、為替、原油･資源価格の変動など。
『内的要因』とは、資金繰り、需要･収益見通し、事業承継(後継者不足)など。
回答社数：大企業37社、中小企業157社(無回答4社除く)

経済調査
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若⼿地域連携PTによる地域貢献に向けた取組
東海財務局では、平成28年に中堅･若⼿職員が地域貢献を⽬指し、プロジェクトチーム｢スプラウト｣

を結成。今年度は11名のメンバーで、地⽅公共団体と連携した取組や温泉街の魅⼒度向上に向けた取組
など、地域貢献に向けた活動を実施。

概 要 取組の成果と今後の展開

・愛知県江南市がまち･ひと･しごと創⽣総合戦略に掲げる政
策を推進するため、若⼿職員で結成された｢江南市政策提案
プロジェクトチーム｣から依頼をいただき、スプラウトのメ
ンバー2名がオブザーバーとして参加。
・平成29年5⽉から12⽉にかけて検
討会議を実施。市の強み･弱み分析
を⾏い課題等を洗い出し、最終的に
は⼦育て世帯の移住⽀援事業として
空き家活⽤について政策提案書をと
りまとめ、市⻑等に報告を⾏った。

東海財務局

○PTの提案に対する江南
市⻑からの意⾒

・空き家や⼈⼝減少の問題
の解決策についてよく取

組 組んでくれた。
・地域協働を謳う中で今後

は⺠間や地域と共に進め
ていくことが⼤切だ。

・愛知県新城市にある湯⾕温泉の魅⼒度向上を⽬指し、新城
市及び湯⾕温泉発展会会⻑にヒアリングを実施。
・温泉旅館の顧客ニーズを把握するため、全職員に対し温泉
旅⾏に関するアンケートを実施。若⼿職員⽬線で年代別及び
価格別でクロス集計して特徴を分析し、分析結果を湯⾕温泉
発展会の旅館関係者等と共有のうえ意⾒交換を⾏った。

今後も地域のニーズを把握しながら、地域に貢献でき
る活動を⾏えるよう努めていきたい。

｢江南市政策提案プロジェクトチーム｣への参加

湯⾕温泉の魅⼒度向上に向けた取組

江南市幹部へのプレゼン資料

検討会議の模様

温泉旅⾏に関する分析資料

○温泉旅⾏に関するマーケ
ティング資料について

・年代別、価格別に特徴を分
析したことにより、ターゲ
ットに合わせた営業戦略を
策定する際に参考となる資
料を提供することが出来た。

若⼿職員による取組・地⽅創⽣⽀援
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概 要 取組の成果と今後の展開

東海財務局津財務事務所

津市役所の若⼿職員と地域活性化について情報交換
○津市の若⼿職員と地域の課題等について定期的に情報交換。

平成29年11⽉、創業⽀援、企業誘致をテーマに2回⽬の意⾒交換会を開催。
財務事務所から提供できる有益な情報は何か︖(地域に役⽴つ財務局とは)

○津財務事務所の若⼿職員は、創業⽀援や企業誘致に関して、県内の市町が
独⾃の施策を展開しているものの、他の市町と情報交換を⾏っていないこと
や、近隣の担い⼿と⼗分に連携できていないといった実態に着⽬した。

○県全域における、創業者の掘り起こしや、誘致企業を確保するための⽤地整
備･税制優遇等の⼯夫した取組を提供することが有益ではないかと思案。

○意⾒交換会にあたり、業務上で繋がりのある地域の担い⼿(⾦融機関等)に
対してアンケートを実施したほか、幹部による商⼯団体とのヒアリングを通
じて得た｢地域の声｣を集約し、県内全体の傾向を分析して津市に提供した。

地方公共団体

○起業ニーズ把握のための⼯夫 ○⾏政等との連携状況

○創業セミナーの開催状況 ○⽀援実績と連携状況商工団体

金融機関

○企業誘致の組織体制 ○戦略⽬標と誘致実績
○先進的な取組、課題と対応策

○県内全体の状況を把握でき、
｢ビジネスサポートセンター｣
の新設や専担部署の設置など、近年、特
に⼒を⼊れて取り組んでいる創業⽀援、
企業誘致に関して、先端的な取組が実施
できていると⾃信を持つことができた。

○現状の施策を更に推進するため、他の担
い⼿との連携強化が不可⽋と認識できた。

参加した市役所職員の声

○若⼿職員が財務局の有する業務上のネッ
トワークや情報集約⼒を最⼤限に発揮。

○県内の実態を横断的に分析することで、
個別の地⽅公共団体の取組を相対的に評
価でき、更なる取組の強化が期待できる。

○今後も若⼿職員のアイ
ディアをもとに、地域
に有益となる情報を発
信していきたい。

〔企業誘致〕

情報収集･分析を通じて得られたもの

〔創業支援〕【集約･分析した情報】

若⼿職員が県内の地域活性化の取組状況を集約して提供
地⽅公共団体に提供できる有益な情報は何か。津財務事務所の若⼿職員が、業務上のネットワークや

情報集約⼒を最⼤限に発揮して、地域活性化に関する県内全域の取組や担い⼿間の連携状況を取りまと
め、地⽅公共団体との意⾒交換会等の場で、情報提供している。
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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

岐⾩岐⾩

静岡静岡

三重三重

愛知愛知
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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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