
藤枝市Ｕターン・地元就職応援
プロジェクト説明

藤枝市産業振興部 産業政策課



「藤枝市Ｕターン・地元就職応援プロジェクト」とは？

藤枝市で育った若者たちが、更なる成長のために進
学し、卒業後、藤枝市に戻り、地元で就職して活躍
できるよう、
藤枝市が藤枝商工会議所・岡部町商工会、市内
金融機関と連携して、進学する皆さんの地元就職
を応援するプロジェクトです！
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人口減少対策 奨学金返還支援

その目的は？

地元企業雇用確保



「藤枝市Ｕターン・地元就職応援プロジェクト」対象者

「藤枝市で育った若者たち」とは？
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よくある質問
 市外に住んでいますが、登録できますか？
市内の高校に通学し、卒業見込みであれば、登録できます。

●ポイント●
市外でも、市内の高校に通学
している高３生は対象

 本人の代わりに、保護者がプロジェクトに登録できますか？
本人のみ登録できます。保護者は登録できません。

登録できません。令和３年度の時点で高校３年生の方を対象に
しています。

 大学生は登録できますか？



「藤枝市Ｕターン・地元就職応援プロジェクト」対象者

「進学予定者」「進学が決定」とは？
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よくある質問
 進学予定で受験前ですが、登録できますか？
受験前は登録できません。合格発表後に登録できます。

 対象外になる進学先は何ですか？
通信制、学校教育法に規定されていない海外の大学、修業年限
が２年未満の学校は対象外です。

●ポイント●
進学が決定とは、合格発表後



「藤枝市Ｕターン・地元就職応援プロジェクト」対象者

「Ｕターン就職」とは？
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よくある質問
 大学進学時に市外に転出しませんが、対象外ですか？

ずっと市内の方も対象です。大学時の居住地は関係ありません。

 大学等の卒業後に、藤枝市に住むかわかりませんが、登録できますか？

登録できます。

●ポイント●
進学先が県内でも、就職時の
居住地が藤枝市であれば、
Ｕターン就職の対象



「藤枝市Ｕターン・地元就職応援プロジェクト」対象者

登録期間は？
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よくある質問
 いつまでに登録すればよいですか？

６月末まで登録は可能です。合格後、進路が決まった時点で忘れないうち
に登録いただくことをおすすめします。

●ポイント●
進学後の６月末まで申請可能



「藤枝市Ｕターン・地元就職応援プロジェクト」対象者

対象者要件のまとめ
1. Ｒ４．４に大学等へ進学決定者（R4.3時点で高

校３年生）である
2. 高校在学時において、市内在住または、市内

高校に通学し、Ｒ４．３に卒業見込みである
3. 受験後、合格し進路が決定したら登録可能
4. 登録は、学生本人が行う
5. 登録期間は令和４年６月３０日まで



プロジェクト登録者への支援内容

 藤枝市Ｕターン・地元就職応援情報サイト「C’mon Wakamon」（カモン ワカモン）

⇒ 地元企業と学生の交流や企業情報が得られる

 藤枝市C’mon Wakamonローン

⇒ 通常の教育ローンより有利な金利で利用できる

さらに、藤枝市へ戻り就職すると・・・
 就職奨励金５０万円交付

⇒ 卒業後、藤枝市に住み、１年間正規職員で就職した場合に受け取れる
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プロジェクトに登録いただいた企業と学生をマッチングし、支援していくため、
以下の事業を予定しています。



プロジェクトの概要①
 藤枝市Ｕターン・地元就職応援情報サイト「C’mon Wakamon」（カモン ワカモン）
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⇒ 地元企業と学生の交流や企業情報が得られる



【藤枝市Ｕターン・地元就職応援情報サイト
C’mon Wakamon（カモン ワカモン）】

地元企業の情報の発信や市内出身学生との交流事業を提供します
①情報発信事業
 本プロジェクトに登録している地元企業の情報を、藤枝市Ｕターン・地

元就職応援情報サイト「C’mon Wakamon」に掲載します。
 企業情報更新などの新着情報は「C’mon Wakamon公式ＬＩＮ

Ｅ」にて、プロジェクトに登録した学生にお知らせします。
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公式ＬＩＮＥの友達登録は、誰でも可能なので、保護者
の皆さんも登録できます！



【藤枝市Ｕターン・地元就職応援情報サイト
C’mon Wakamon（カモン ワカモン）】

②交流事業
 市内出身学生と地元企業との交流事業を実施し、地元の企業を知って

もらい、その魅力を発信することで、雇用へ繋ぐ機会を提供します。
（交流事業）

・インターンシップ事業
・合同企業説明会

・ジョブシャドウイング事業など
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地元企業情報

知らない

地元就職・定住に
つながる

進学中、企業研究や交
流

進学先や県外で就職
地元に戻ってこない

知っている

進学中、地元企業研
究や交流

進学して地元を離れた学生に、
地元で交流事業を企画しても、
情報を届けることが難しい。
そこで、地元を離れる前の進学
予定の高校３年生にプロジェク
トに登録してもらう。



【藤枝市Ｕターン・地元就職応援情報サイト
C’mon Wakamon（カモン ワカモン）】
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市や商工会議所主催の大学生向け就活イベント情報を
このサイトに集約して掲載！！



【藤枝市Ｕターン・地元就職応援情報サイト
C’mon Wakamon（カモン ワカモン）】

③プロジェクト賛同企業（サイト掲載企業）の選定基準
 藤枝商工会議所と岡部町商工会、提携金融機関が新卒採用に積極

的な地元企業を推薦
 推薦を受けた企業は、賛同事業者登録申請時に、インターンシップの実

施、若者の積極的な雇用、市が主催する合同企業ガイダンス等への積
極的な参加について誓約書を市（産業政策課）に提出

 市は、内容を審査後、企業の登録（不登録）を決定
 本サイト「C’mon Wakamon」に掲載
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 現在、登録企業数は１４０社超！
 市外企業の情報も掲載
 Ｒ４．４～サイト公開を予定



プロジェクトの概要②

 藤枝市C’mon Wakamonローン
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⇒ 通常の教育ローンより有利な金利で利用できる



【藤枝市C’mon Wakamonローン】

本プロジェクトに登録している学生の保護者様は、藤枝市C’mon 
Wakamonローンを利用できます。藤枝市C’mon Wakamonローンは、
市内全金融機関が本プロジェクト促進のため、通常より低い金利で販売
する教育ローンです。
 ローン概要 サイト内「藤枝市Ｃ‘ｍｏｎＷａｋａｍｏｎローン」参照
 条件 ・本プロジェクトに登録し、登録決定通知を提示すること

・進学先が決定していること ・下記、取扱機関の借り入れ条件を満たすこと
 販売開始時期 令和３年12月1日より販売中
 お申込み 下記の取扱金融機関までご相談ください
 取扱金融機関 ●静岡銀行 ●スルガ銀行 ●清水銀行 ●しずおか焼津信用金庫

●静清信用金庫 ●島田掛川信用金庫 ●静岡県労働金庫
●大井川農業協同組合

・
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プロジェクトの概要③

プロジェクト登録者が進学後、藤枝市へ戻り就職すると・・・
 就職奨励金５０万円交付

⇒ 卒業後、藤枝市に住み、１年間正規職員で就職した場合に受け取れる
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●ポイント●
就職先の所在地は、市外でも
ＯＫ！
Ｃ‘ｍｏｎＷａｋａｍｏｎ掲載
企業に就職しなくてもＯＫ！



【就職奨励金】
就職奨励金とは、本プロジェクトに参加した方が、「藤枝市C’mon Wakamonローン」または「日本
学生支援機構の貸与型奨学金」を利用し、卒業後、正規職員として企業に就職（又は起業も可）
し、藤枝市に住んだ場合に、移住・定住の促進及びローン・奨学金の返済を支援する制度です。
①交付金額
 ５０万円
②交付条件
 本プロジェクトに登録していること
 在学中に、「藤枝市C’mon Wakamonローン」または「日本学生支援機構の貸与型奨学金」を

借りていること
 大学等に進学し、卒業後、翌年3月３１日時点で、藤枝市に住み、事業所（所在地は問わな

い）へ正規雇用されていること
 市税に滞納がないこと
③申請先
 藤枝市長（藤枝市産業振興部産業政策課）宛て
④申請時期
 卒業して2年後を予定（就職・定住日から1年経過を確認して交付）
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 令和７年度制度開始予定



【就職奨励金】
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 在学中に、「藤枝市C’mon Wakamonローン」または「日本学生支援機構の貸与型奨学金」を借りていること
 「日本学生支援機構の貸与型奨学金」は、学生自身で手続きが必要。大学等卒業後、きちんと返済していることが条件

就職奨励金は、今後、情報サイトＣ‘ｍｏｎ Ｗａｋａｍｏｎにてお知らせします。



まとめ
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５０万円

藤枝市Ｕターン・地元就職応援情報プロジェクト

①地元就職応援情報サイトC’mon Ｗakamon

②藤枝市C’mon Ｗakamonローン

③就職奨励金５０万円



プロジェクトの登録方法
１．「藤枝市Ｕターン・地元就職応援情報サイト C’mon Wakamon

公式ＬＩＮＥ」へ登録
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 保護者がＬＩＮＥ友達登録したい場合は①まででＯＫ
②以降は必要ありません。



プロジェクトの登録方法
２．スマートフォンやＰＣからLoGoフォームに必要内容を入力し、進学先の入学又は入学予定

を証明する書類の写し（ファイルや写真データ可）を添付のうえ、送信する。（第1号様式）

・

・
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写真付身分証明書
がない場合は、住
民票を取得してく
ださい。
※2020.2.4以降
発給申請されたパ
スポートは住所が
確認できないため
身分証明になりま
せん。

市内に住所があり
市外の高校に通学
している場合は①

住所が市外で、市
内高校に通学して
いる場合は②

市内に住所があり、
市内高校に通学し
ている場合は
①または②

①と②はどちらか一方を
提出

③と④の提出は必須



プロジェクトの登録方法
３．市から登録決定通知（様式第2号）受領

・
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さいごに

本プロジェクトは・・・
藤枝市で育った若者たちが進学後、
一度地元を離れても、また藤枝市に
戻り、地元で就職して活躍できるため
に、
藤枝市・藤枝商工会議所・岡部町
商工会、市内金融機関がみんなで
考えた
“藤枝市出身限定企画”です！
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24

プロジェクトへの登録を、就職奨励金の対象になるか、
ならないかで決めるのではなく、対象要件にあてはまれ
ば、登録しておくことをオススメします。
せっかく、藤枝市に住んでいるなら、
市内高校に通学しているなら、
藤枝市Ｕターン・地元就職応援プロジェクトに登録し
なきゃ、もったいない！とお伝えしたい！！

たくさんの皆さんの登録をお待ちしています。

さいごに



藤枝市C’mon Wakamonローン
（カモンワカモンローン）

説明者：



C’mon Wakamonローンとは？
～お得がたくさんあります！～

 藤枝市Ｕターン・地元就職応援プロジェクトに参加した学生の保護者様が通常よりも低利率で教育ローン
を利用することができます。

 通常よりも、かなりお得にお借入れができます。
一例として、教育カードローン（当座貸越）

通常金利３.５％（変動金利）⇒２.０％（固定金利）
教育プラン（証書貸付）

通常金利２．０８％⇒１.６％（固定金利）
金融機関ごとに条件は違いますが、各金融機関、利率引下げで提供します。

 奨学金制度では対応できない専門学校に必要な学費もお借入れできます。

26



 お子様のアパート代、入学、卒業に伴う引越費用等、お子様の教育にかかる費用に幅広
く使えます。

 お子様が、藤枝市にUターン就職をしなかった場合でも、金利はそのままです。

 プロジェクト参加金融機関から教育ローンのお借入れをした方が就職奨励金の対象となり
ます。

 利用残高は、問いません。卒業時に貸出残高がなくても利用実績があれば就職奨励金の
対象となります。

 お子様が大学等を就学中は、元金の返済は不要です。お利息のみ、お支払い頂きます。

まだまだお得がたくさん！
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カモンワカモンローンは、ここでお借入れができます。
 次の金融機関で借りることができます。

島田掛川信用金庫
静岡銀行
清水銀行
スルガ銀行
静清信用金庫
しずおか焼津信用金庫
静岡県労働金庫
大井川農業協同組合

お借入れ条件、取扱店舗につきましては各金融機関によって異なるため、お問い合わせくだ
さい。

28



カードローンとは？
 ＡＴＭでお借入れができます。
カードローン契約時に必要な分のローンの限度額を決めていただき、限度額まで出金が可能です。必要なときに必要な分だけお借入れがで

きます。

 ＡＴＭで返済もできます。
ボーナスが入った！臨時収入があった！時などＡＴＭでいつでも返済ができます。

 ボーナスまで少しの間借りたい！など自由にお借入れができます。

 お子様が大学等に就学中は、元金のご返済は不要です。お利息のみ、お支払い頂きます。

 お子様が大学等を卒業後に、ご利用になったカードローンのご返済が始まります。

教育カードローンは急な出費の強い味方です。
29



教育プラン（証書貸付）とは？

 お借入れする金額が決まっている方におすすめです。

 教育カードローンよりも、金利が低くお得にお借入れができます。

 お子様が大学等に就学中は、元金の返済は不要です。
お利息のみのお支払いになります。お子様の大学等卒業後に、元金の
ご返済となります。

取扱手数料、保証料等の各種取扱については金融機関により異なるため、
お問い合わせください。

30



ご清聴ありがとうございました。
お子様の未来が素晴らしいものでありますよう心より応援しております。
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