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⚫ 関東財務局では、「地域と歩み、希望ある社会を次世代へ」とのスローガンを掲げ、各種業務に取り組ん
でいます。

⚫ 本事例集では最初に、関東財務局が取り組んでいる「地域連携」について説明した後、令和３年度に実際
に取り組んだ主な個別事例を紹介します。

⚫ 「新型コロナウイルス感染症」について、一部「新型コロナ」、「コロナ」と略して記載しています。

⚫ 本事例集に関するお問い合わせ先は、関東財務局 総務部総務課 企画第2係（048-600-1078）です。
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関東財務局について

1

地域経済・社会と財務省・金融庁

を結ぶパイプ役として、地域の

方々の生活の安定・向上と地域経

済の持続的な発展に貢献する役割

があります。

実施
する

伝達
する

広報
する

財務省・金融庁
の施策を

地域に

貢献する

地域の特性・声を踏まえた
施策の実施を通じて

経済の中枢機能や産業が集中

し、大規模な国有財産が多数

存在する関東甲信越地区の1都

9県を管轄しています。

３．金 融

２．国有財産

４．経済調査

１．財 政

財政、国有財産及び金融に関す

る諸行政を実施するとともに、

各地域の経済情勢や意見等を把

握して財務省・金融庁の施策に

反映させています。

地域の声を
財務省・金融庁に

詳細はHPへ

管轄 業務

財務省・金融庁
の施策を

☑関東財務局と地域連携 関東財務局について

—凡例―
◎本局
●事務所
△出張所

役割



役割を果たすために必要な「地域連携」

関東財務局の地域連携について

地方創生推進事務局

まち･ひと･しごと
創生本部

財務省
金融庁

各省庁・
地方支分部局等

☑関東財務局と地域連携 関東財務局の地域連携について

地域の各主体とネットワークを形成し、地域の課題解決に共に取り組む「地域連携」を

推進しています。
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地域の声を

『きく』

地域の各主体を

『つなぐ』

地域の

各主体

地方

公共団体

企業

地域

金融機関

経済団体

大学・

教育機関

地域住民



令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置を徹底しつつ、地域連携基本方針
に掲げる５つの分野を中心に各種取組みを推進しました。

令和3年度の地域連携事例について

☑関東財務局と地域連携 令和3年度の地域連携事例について
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① With/Afterコロナの地域経済の実態把握と事業者支援

② 災害対応や気候変動対策

③ 社会インフラ整備

④ 次世代への教育投資（財政・金融経済教育の普及）

⑤ 高齢者人口や死亡者増加に伴う社会課題への対応



No. 事 例
分 類

（５つの分野）
頁

1 関東財務局における災害対応動画の作成 ② 5

2 災害協定に基づく実務担当者会議の開催 ② 6

3 公立病院の経営改善に向けた支援 ③ 7

4 事業者向け各種支援施策をパッケージとして周知 ① 8

5 市有地と一体で二段階一般競争入札を実施 ～街づくりへの貢献～ ③ 9

6 日本公認会計士協会東京会との連携 ① 10

7 地域金融機関職員向け「本業支援スキルアップ勉強会」の開催 ① 11

8 富士見市若手職員研修への当局職員の派遣 ー 12

9 関東経済産業局との政策検討会 ー 13

10 事業者支援における関係強化等の取組 ① 14

11 地域活性化サロンの開催 ー 15

12 財政教育プログラム ④ 16

13 子育て世代向け広報 ④ 17

14 金融リテラシーの普及･向上のための取組 ④･⑤ 18

15 金融分野の利用者保護の取組 ④･⑤ 19

16 本局･各事務所･出張所の様々な取組み ④･⑤ 20

地域連携の取組み事例 目次
☑地域連携事例 地域連携の取組み事例 目次

※No.10～15は本局・管内財務事務所・出張所が共通して実施した取組み事例です。
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概要 取組の成果

1. 関東財務局における災害対応動画の作成

近年頻発する大雨等による災害や、首都直下型地震等の大規模災害の発生に備え、災害時にお
ける財務局の対応を埼玉県内の各地方公共団体に周知。

○関東財務局は、災害時に速やかに被災した地方公共団体
への支援等の対応を行うため、災害時における財務局の
対応(※1)を各地方公共団体に効率良く周知する方法に
ついて、｢災害時の支援等に関する協定｣(※2)の締結先
である埼玉県の防災担当者に相談。

○その結果、同県主催の｢市町村危機管理･防災担当主管課
長会議｣(動画配信形式)の中で発表することになり、各
業務部門が一体となり、災害対応動画を作成し、同県に
提供。

○同会議は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、動
画配信形式(埼玉県公式 限定公開セミナー動画(YouTube
チャンネル))にて、県内全市町村を対象に開催された。

○会議後、動画を見た同県の防災担当から、｢知らなかった
ことが多く、大規模災害前に知っておくことが出来て良
かった。｣との感想が寄せられた。

【今後の展望】

発災前に地方公共団体が災害時における財務局の対応を
把握することで、発災時の初期対応における財務局との
連携が円滑化する効果が期待されるため、引き続き災害
に関する地方公共団体への情報提供･連携強化を推進。

関東財務局

【動画撮影の様子】

【災害対応動画のイメージ】
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※１災害時における財務局の対応
・使用可能な国有財産の提供
・金融機関等に対する金融上の措置の要請
・被災地への職員派遣 等

※２｢災害時の支援等に関する協定｣
関東財務局は、災害時における地域での体系的かつ円滑な支援を

実施するため、平成28年度以降、各財務事務所･出張所が所在する
都県や市と、災害発生時に財務局が担う役割に則った包括的な「災
害協定」の締結を推進。令和3年10月29日に東京都と協定を締結し
たことで、管内１都９県全てとの協定締結に至った。

☑地域連携事例



概要 取組の成果

2. 災害協定に基づく実務担当者会議の開催
前橋財務事務所は、災害協定締結先の群馬県との｢実務担当者会議｣をオンラインにて開催。
災害対応提供メニューの紹介、災害時の国有地の活用について事前検討を実施。災害協定の実

効性の確保や、関係者ネットワークの強化が図られた。

〇前橋財務事務所では、平成29年3月23日に群馬県と
｢災害時の支援等に関する協定｣を締結。災害訓練への
参加のほか、災害時に利用可能な国有地等の情報を四
半期ごとに提供。

〇今般、情報提供の強化を目的に、群馬県へのヒアリ
ングを実施。｢災害対応提供メニューや、国有地に係
る具体的な情報を知りたい｣とのニーズがあり｢実務担
当者会議｣の開催が決定。

【災害対応提供メニューの紹介】
本局作成の動画を活用し、関東財務局の災害対応提供メニュー
を紹介。その後、群馬県版の資料を用いて、総務課から群馬県
内の現状について説明。

【国有地活用の事前検討に発展】
管財課からは、国有地の写真や動画を活用し財産を紹介。
災害の際に未利用国有地をどのような用途で活用が可能か県担
当者との事前検討の場に発展。

関東財務局前橋財務事務所

☑地域連携事例

〇会議後、｢国有地を具体的にイメージができた。事前の活用検
討は重要｣との声があり、会議の継続開催が決定。

〇今後もニーズに沿った情報提供を検討し、取組みを通じ災害
協定締結先との｢顔の見える関係｣の継続･深化を図る。

【ニーズ把握ヒアリング】 【動画を撮影する管財課職員】
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概要 取組の成果

関東財務局東京財務事務所

【セミナーの模様】

○当該課題の解決に向けて｢病院経営セミナー｣を開催し、

地方公共団体の病院経営の改善に向けた取組を側面支援。

○財務局･財務事務所が有するリソース及びネットワーク

機能を活用し、医療分野の経営改善手法に造詣が深い者

をセミナー講師に招聘。

○地方公共団体に対して貸付けした資金の監査を通じて、

公立病院の経営上の課題(収入増加･費用削減)を把握。

○セミナーには、経営に携わる副院長、各部門長をはじめ

とした医師、看護師、事務部長等のほか、副市長や市の

財政担当部局の職員も参加(約40名)。多くの病院関係者

等に幅広く情報提供することができた。

○セミナー終了後、参加者からは｢今後の経営や業務の改

善に活かしていきたい。｣といった声が聞かれ、気付き

やヒントが与えられる機会となった。

○病院経営については、全国の多くの地方公共団体が同じ

課題を抱えていると考えられる。他の地域でも同様の課

題及びニーズが確認された場合は、本件取組を実施して

いく。

3. 公立病院の経営改善に向けた支援

東京財務事務所は、病院経営セミナーを開催。病院経営上の課題解決に向けた地方公共団体の
取組をサポート。

｢病院経営セミナー｣

開催時期 令和3年11月

開催形式 WEB会議形式

講 師 病院経営コンサルティング会社の実務担当者等

テーマ等・病院を取り巻く状況と課題等

・職員のモチベーションを高める組織運営方法

・委託費、薬品費の低減策

☑地域連携事例
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概要 取組の成果

埼玉県

関東経済 産業局

日本政策金融公庫

・事業再構築支援センターの設置による中小企業等への支援等

・事業再構築補助金等経済産業省関連補助事業

・新型コロナ対策資本性劣後ローン等

4. 事業者向け各種支援施策をパッケージとして周知

コロナ禍で苦境に立たされている中小企業の財務基盤強化や事業再構築に向け、埼玉県及び関東
経済産業局、日本政策金融公庫と連携。県、国の支援施策に加え、新型コロナ対策資本性劣後ロー
ンをパッケージ化し、県内の事業者･各士業団体に対して周知。

○令和3年8･9月に開催された埼玉県戦略会議(※)において、
ウィズコロナ･ポストコロナに向けた効果的な経済･雇用対
策が議論された。

○関東財務局は、各地域関係者との｢つなぎ役｣となり、中小
企業の財務基盤強化や事業再構築に向けた県･国の支援施
策及び日本政策金融公庫の新型コロナ対策資本性劣後ロー
ンのパッケージ説明会の開催を提言。

※県内の経済団体･大学･行政機関･労働団体･金融機関などの「産学官
労金」で構成する埼玉県主催の会議

関東財務局

各機関が説明した支援施策メニュー

研修会の様子

○関東財務局は、各種支援施策等をパッ
ケージ化して周知することを企画。関
係機関と目的意識を共有した上で協働
して説明会を実施。

○また、事業者向け説明会のほか、更な
る波及効果を狙い、中小企業の本業支
援を担う士業団体向けの研修会を実施。

○説明会･研修会には延べ526名が参
加、支援施策等の効果的な周知に
繋がり、事業者支援の向上が期待
される。

出所：埼玉県事業再構築
支援センター

※リアルとWEBのハイブリッド方式(税理士会
向け研修会は関東財務局YouTubeチャンネ
ルで配信)

☑地域連携事例
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概要 取組の成果

☑地域連携事例

5. 市有地と一体で二段階一般競争入札を実施
～街づくりへの貢献～

みなとみらい21地区に所在する国有地及び隣接する横浜市有地を一体で二段階一般競争入札を
実施。横浜市が進める計画的な街づくりに貢献するとともに、街区の一体開発を図ることによる
同地区の良好な街並みの維持及び更なる発展に寄与。

○みなとみらい21地区は、横浜市において景観の確保やゾ
ーンごとに誘致施設を制限する等の一定の開発条件を定
め、計画的な街づくりを推進。

○同市と｢入札実施に関する協定書｣を締結のうえ、国有地
及び隣接する市有地を一体で二段階一般競争入札(※)を
行うことに決定。
※二段階一般競争入札とは、土地利用等に関する企画提

案を求めたうえで、これを審査し、審査を通過した者
を対象に価格競争入札を行う方法。

○二段階一般競争入札
の実施にあたっては、
同市と連携しながら、
国の法令通達と本地
区整備の基準をいず
れも満たす開発条件
を協議調整。

○二段階一般競争入札公示 (令和2年11月)

○企画提案書のプレゼン、審査委員会による審査を経て落
札者を決定。

○売買契約締結 (令和3年7月)

○オフィスビル、冷暖房施設、ゲームアートミュージアム
が竣工予定。(令和8年6月)

➡当地区整備の基準を満たす
開発が行われることにより、
同市が進める計画的な街づ
くりに貢献。更に、街区の
一体開発を図ることによる
同地区の良好な街並みの維
持及び更なる発展にも寄与。

関東財務局及び横浜財務事務所

完成予定外観

国土地理院空中写真を加工

市有地

国有地

52街区

53街区

54街区

高島中央公園

Ｎ
新高島駅

Ｎ
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概要 取組の成果

日本公認会計士協会東京会はポストコロナに向けて、経営環境の変化による様々な経営課題に
直面する中小企業支援を目的に｢地域経済活性化フォーラム｣を主催。当局は局長講演、パネリス
ト参加により連携。

〇本フォーラムは、公認会計士及び地域金融機関の協調を図
るために開催され、管内(１都９県)の公認会計士及び地域
金融機関等が参加。なお、当局から地域金融機関への参加
案内も実施。

〇公認会計士(東京会)から｢コロナ環境下における監査人から
見た地域金融機関の決算と現状｣、関東財務局長から｢事業
者支援の課題や態勢強化の方向性｣について講演を実施。

〇信用金庫(執行役員) 、地域金融機関の監査及び中小企業の
顧問を務めている各公認会計士、当局(金融監督官) による
パネルディスカッションを実施。

〇基調講演に加え、パネリストの活発な意見交換が交わされ
たことにより、フォーラム参加者に対して｢中小企業の支
援(経営改善、事業再生等)を通じた地域経済の活性化｣｢公
認会計士及び地域金融機関との協調｣に関する認識や気づ
きを共有することができた。

〇フォーラムには総勢300名程度が参加(金融機関関係者は
130人超が参加)。
参加者からは、関係者による連携･協働への期待のほか、
公認会計士(会計監査人、中小企業顧問)及び金融機関の立
場から多面的な意見を聞くことができ、今後の参考になっ
たとの声があった。

☑地域連携事例

6. 日本公認会計士協会東京会との連携

【関東財務局 白川局長基調講演】 【パネルディスカッション】【日本公認会計士協会東京会主催 峯岸会長ご挨拶】 【会場及びオンライン配信のハイブリッド形式で開催】
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概要 取組の成果

7. 地域金融機関職員向け｢本業支援スキルアップ勉強会｣の開催

地域金融機関職員の本業支援スキル向上を目的として、関東財務局及び関東経済産業局共催の下、

特にニーズの高い｢デジタル化｣及び｢事業再構築｣支援に関するオンデマンドセミナーを開催。

経済産業局、支援機関、専門家を講師に迎え、支援策(補助
金、支援ツール)の概要と活用のポイント、取組事例を解説。
金融機関の本部職員のみならず、直接事業者に接する営業店
職員が時間の許す時に何度でも視聴できるよう、オンデマン
ド方式を採用し、複数回に亘り、YouTubeで配信。

デジタル化支援勉強会 事業再構築支援勉強会

支援策活用編➀

支援策活用編➁

業界別導入編

関東経済産業局

中小機構

ＩTコーディネータ

第
１
回

第
２
回

第
３
回

支援策活用編

業界別導入編➀

業界別導入編➁

関東経済産業局

よろず支援拠点

第
１
回

第
２
回

よろず支援拠点第
３
回

配信時期:令和3年8～12月

視聴回数
デジタル化支援勉強会 事業再構築支援勉強会

約５,900回再生 約4,500回再生

視聴者の声

・時間や場所を選ばないという利点があるため、コロナ
収束後も、こうしたオンデマンド方式での勉強会は継続
して頂きたい。

・デジタル化支援に係る補助金制度等について、知識を
深めることができ、お客様と話をする際に非常に役立
つと思われる。

・事業再構築補助金の申請書作成支援において具体的な
ポイントが分かったので、とても有意義だった。

今後の取組

※アンケート結果より一部抜粋

・テーマを拡充し、オンデマンド方式による配信を継続。

☑地域連携事例
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概要 取組の成果

8. 富士見市若手職員研修への当局職員の派遣
埼玉県富士見市が人材育成を目的として若手職員を対象に実施している課題研究活動に、昨年

度に引き続き関東財務局の職員３名を派遣。定期的にグループ活動を行い、研究成果を同市長等
幹部に発表。

富士見市長との対話(※)において、関東財務局の取組｢地方
公共団体との若手職員交流事業｣を紹介。同市長が職員の人
材育成に熱心に取り組んでいることもあり、財務局職員の参
加により国からも参考となる情報が得られ、様々な視点から
活発な議論･検討が行われることを期待して実現。

※ 地方公共団体との良好な関係を構築･維持するため、地域連携基本
方針に基づき、首長等幹部と直接対話を実施しているもの。

☑地域連携事例

研究テーマ: ｢富士見市をより良くするため｣の具体的方策
グループ活動: 計26名が混成3グループに分かれ、半年間に亘

り、毎月1~2回討議を行い、令和4年1月に市
長･関東財務局長等幹部に発表。

グループ 研究テーマ

Aグループ 富士見市をキラリと輝くまちへ

Bグループ 移住定住促進プロジェクト

Cグループ
農泊による新たな観光戦略
～一度来たらトリコになる ふじみりょく～

■ 同世代の職場の異なる職員が協働し、施策の検討を行う
ことで、様々な意見･視点で議論する重要性を学ぶ貴重な
機会となった。

■ 継続して行っていくことで双方の人材育成及び関係強化
につながる取組みとなっている。

【グループ活動の様子】

【発表会場の様子】

経緯

活動内容
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概要 取組の成果

9. 関東経済産業局との政策検討会

関東財務局と関東経済産業局の両局の領域を越えて政策対応を議論すること
を通じ、さらなる連携強化や職員の人材育成に資することを目的に、政策検討
会を実施。

■ ウィズ/アフターコロナ下の社会変容や世界的な脱炭素
化の潮流を踏まえ、｢地域活性化チーム｣と｢脱炭素化チー
ム｣に分かれ、議論を開始。

■ 両局より係長クラス職員6名ずつ、計12名が参加（脱
炭素化チームには、関東地方環境事務所からも1名が途中
参加）。

■ 令和3年10月～同4年3月の間、チーム毎に週1～2回
ペースで課題の洗い出しや具体的施策案にかかる議論を
行ったほか、有識者を招聘してのワークショップや関係
者へのヒアリング等を実施。

■ 令和4年1月に中間報告会を開催し、両局幹部等からア
ドバイスを提供。

■ 参加職員からは、「組織の壁を越えて一から政策を議
論するという貴重な経験を通じ、深い関係を構築するこ
とができた」といった声が聞かれた。

■ 両チームによる提言については、引き続き関東経済産
業局と連携のうえ、実現に向けたフォローアップを継続
的に行う。

■ 令和4年度も新たな参加職員を第2期生として募集し、
両局間の縦横のつながりを醸成していく。

☑地域連携事例

【議論の様子】

地域活性化
チーム

埼玉県入間郡毛呂山町の地域活性化

～毛呂山をウェルネスの町へ～

脱炭素化
チーム

さいたま新都心合同庁舎1号館からはじめる脱炭
素化チャレンジ～カーボンニュートラルって言
われても正直わからない。まずは自分でやって
みよう～

■ 令和4年3月23日に成果報告会を開催。チーム毎にテー
マに応じた課題を把握し、具体的提言を両局幹部に発表。
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具体的な取組内容･実績

10. 事業者支援における関係強化等の取組

関東財務局及び管内財務事務所

☑地域連携事例

• 新型コロナウイルス感染症の影響により、事
業者は様々な経営課題に直面しており、地域
金融機関･支援機関など地域の関係者による
連携･協働を通じて、経営改善･事業再生･事
業転換支援等の取組みを進めていくことが必
要となっている。

• 当局は、関係者との対話･ヒアリングを通じ
て、各地域における事業者支援態勢の課題等
を確認･共有しながら、実務担当者間の関係
強化やノウハウ共有の促進等を目的とした
様々な取組みを実施。

• 引続き、上記の取組みを通じて、事業者支援
態勢の強化に取り組んでいく。

【意見交換会の様子(群馬県)】

• 「金融機関職員が支援機関のスキル･知見
に触れ、自ら実践した結果を振り返る」ま
での一連の流れを研修プログラム(ウェビ
ナー形式)として実施。(新潟県)

• 信金･信組等の若手渉外担当者を対象とし
た交流及びノウハウ共有の機会として、意
見交換会を開催。(栃木県)

⚫ 各地での開催例
• 金融機関及び支援機関の実務担当者を対象

に、｢グループ単位の意見交換(オンライン
形式)｣を実施。事前にテーマを募集し、参
加者の問題意識を踏まえた双方向のコミュ
ニケーション機会を提供。（埼玉県）

• 金融機関及び支援機関の実務担当者を対象
に、｢グループ単位の意見交換(対面形式)｣
を実施。名刺交換の時間も設定し、顔つな
ぎの場を提供。(群馬県)
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具体的な取組内容･実績

11. 地域活性化サロンの開催

⚫令和3年度の各地における開催結果

・各地域の実情･ニーズを踏まえ、テーマを設定して開催。

関東財務局及び管内財務事務所

☑地域連携事例

• 地域のオピニオンリーダーである企業経営者
や有識者とともに、地域経済の中長期的な課
題について自由闊達な情報･意見交換を行う
｢地域活性化サロン｣を、平成26年より継続
的に開催。

• 関東財務局及び管内の各財務事務所において、
各地域の実情･ニーズを踏まえたテーマを設
定。

• 意見･要望は、今後の政策形成の参考とする。

埼玉県

・ウィズコロナ･ポストコロナの消費者像
・新型コロナウイルス感染症による企業活動への影響とポ
ストコロナに向けた新たな事業展開や需要創造等の対応

・カーボンニュートラル時代の中小企業経営とその支援策

山梨県 ・中小企業のセキュリティ対策及び中小企業のDX推進

栃木県
・デジタル化の推進と地域経済の活性化
・with/afterコロナを踏まえた地域活性化

千葉県
・千葉県のポテンシャルと課題
・ゼロから始めた千葉県産農産物の輸出と販路開拓

神奈川県
・コロナ禍における地域の現状とポストコロナに向けた取
組み

新潟県
・オンリーワンを目指した価値創造、カーボンニュートラ
ルに向けた「省エネ」の重要性

長野県 ・世界市場で商機を見出す

東京都 ・知っておきたいハラスメント対策
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具体的な取組内容･実績

12. 財政教育プログラム

関東財務局及び管内財務事務所・出張所

☑地域連携事例

⚫ウィズコロナ下での実施

・別室からのオンライン配信、体育館などの広い会場での実施など、
学校の要望に応じた方法で実施。

【別室から配信】

【グループワークの様子】

【密を避けた場所での実施】

16

• 日本の財政を自分たちに関わる課題として感
じてもらうため、｢自分の将来のために日本の
未来を考える｣をテーマに、アクティブラーニ
ング(タブレットを使用した予算編成のグルー
プワーク)を取り入れた授業を展開。

• 小学生～大学生までを対象に、教員等と相談
しながら、授業の進捗状況や学年レベルに
合った個別プログラムにより実施。

• 関東財務局の職員が講師及びアドバイザーと
して授業を行い、児童･生徒のグループ討議･
発表をサポート。

• 高等学校学習指導要領(令和4年4月施行)にお
いて、公民科に｢公共｣が必履修科目として導
入されることを機に、国税局と財政･租税教育
での連携強化に向けた打合せを随時実施。

小学校高学年
向け

｢日本村の予算を作ろう！｣

予算100万円の日本村の役員になったと仮定し、
｢どのようにお金を集めてどのように使えば、村の
未来を良くできるか｣を考え、予算を編成。

中･高校生
向け

｢財務大臣になって予算を作ろう！｣

実際の国の予算をベースに、｢日本の未来をより
良くするためには社会保障や教育などをどうするべ
きか｣を議論し、予算を編成。

⚫グループワークの内容例



具体的な取組内容･実績

13. 子育て世代向け広報

関東財務局及び管内財務事務所

☑地域連携事例

⚫参加者の声

• ｢増税分が、保育の無償化などの社会保障
費に繋がっていたことがわかり、勉強に
なった。｣

• ｢お金について自分で勉強するのは限界が
あったが、関東財務局の方に説明していた
だき理解が深まった。｣

【ハイブリッド形式での実施】 【オンラインでの実施】
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• ライフプランの立て方や資産形成制度等を
紹介するマネー講座と併せ、日本の財政の
現状や消費税率引上げの背景･使途など、子
育て世代に情報を提供。

マネー講座資料【(抜粋)ライフプランの立て方】

• 子育て支援センターや児童館等の子育て関
連施設を中心に展開。

【子育て支援センターでの実施】

⚫実施方法の拡充

• 子どもを遊ばせながら参加できる｢車座形式｣のほか、オンラインや、
対面･オンラインを併用したハイブリッド形式でも実施。



具体的な取組内容･実績

14. 金融リテラシーの普及･向上のための取組

小学生向けお金の話【(資料抜粋)お金の流れ】

• 一人一人が経済的に自立し、より良い暮らし
ができるようにするために｢金融リテラシー
(お金に関わる知識･判断力)｣が必要であり、
それを育む｢金融経済教育｣が求められている。

• 地方公共団体や金融機関･日本銀行(金融広報
委員会)と連携のうえ、年齢層に応じ、効果的
な内容で伝えることを意識して、様々な講座
等を展開。

【講義の様子】

【講義資料抜粋】

関東財務局及び管内財務事務所

☑地域連携事例

【講義の様子】

【パンフレット】

小学生･
中学生

｢お金の歴史と流れ｣
｢楽しく学ぼう世界のお金」

高校生･
大学生

｢生活設計と金融商品の利用･選択
や資産形成(つみたてNISA等)｣
｢キャッシュレスについて｣

社会人･
高齢者

｢金融商品の基礎知識(資産形成を
含む)｣、｢暗号資産･電子マネー｣
eラーニング講座｢マネビタ｣

⚫成年年齢引下げ等をテーマとした金融講座

・令和4年4月の成年年齢引下げに伴い、必要となる

知識を取り入れた金融講座を開催(オンライン)

したほか、注意喚起に向け

パンフレットによる周知や

地方公共団体に対する広報

誌等への注意喚起掲載依頼

等を実施。

⚫高校家庭科教員向け金融講座

・令和4年4月から始まる高校の新学習指導要領において家庭科の授業
で｢生涯を見通した経済の管理や計画の重要性について考察すること｣
とされていることを受け、高校家庭科教員向けの金融講座を実施。
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具体的な取組内容･実績• 特殊詐欺等の金融犯罪の手口は年々巧妙化し
ていることから、変わりゆく手口等を踏まえ
た対策を講じつつ、被害防止に努める必要が
ある。

• 地方公共団体･消費者センター･警察等の関係
機関と情報共有･連携を図り、講座の実施や
リーフレットの配布など、様々な啓発活動を
展開。
コロナ禍を踏まえ、DVDやオンラインによる
講座も実施。

【講座】

15. 金融分野の利用者保護の取組

【関東財務局YouTube】

⚫YouTubeで注意喚起 ＃暗号資産 ＃ロマンス詐欺

• 近年、暗号資産取引名目の悪質勧誘による被害が多発。その多くが
SNSによる勧誘であり、比較的若年層が被害に遭っていることから、
注意喚起もSNSで実施。

• 注意喚起動画を作成し、関東財務局YouTubeとツイッターに掲載。

⚫幅広い層を対象とした啓発活動
• 金融トラブルに関する注意喚起として、若い方から高齢者まで幅広

い層にお伝えするために、上記SNSを含む様々な方法で実施。

【バス車内に設置】【駅前大型サイネージ】

↑講座の教材(一部)

←注意喚起活動で配布
するリーフレット(一部)

関東財務局及び管内財務事務所

☑地域連携事例

【チラシを配布】

【オンライン講義】
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これまでご紹介した取組み以外にも多くの職員が積極的に各種取組みに参加しております
ので、ここではその一部をご紹介させていただきます。

＃財政教育プログラム
＃子ども食堂 ＠埼玉

＃金融リテラシー
＃大学 ＠甲府

＃租税教室
＃クイズ ＠新潟

＃租税教室
＃リモート授業 ＠千葉

＃財政教育プログラム
＃グループワーク ＠前橋

＃横浜北仲フェス
＃ブース出展 @横浜

＃財政教育プログラム
＃１億円レプリカ @立川

＃金融リテラシー
＃小学生向け @宇都宮

＃エフエム世田谷
＃収録 @東京

＃公務員就職ガイダンス
＃大学生 ＠水戸

＃経済調査レポート
＃学会誌への寄稿 ＠長野

＃子育て世代向け広報
＃ちゅーりっぷカフェ ＠横浜

＃財政教育プログラム
＃講義 ＠横須賀

＃金融経済教育 #進め方
＃意見交換 @埼玉

＃投資詐欺注意喚起
＃アニメ ＃声優 @東京
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16. 本局･各事務所･出張所の様々な取組み


