
現代のお金をめぐる環境は「クレジットカード」「電子マネー」などの多様な支払手
段の登場により大変便利になる反面、限りがあるはずの「お金」が見えにくくなり、ま
た、膨大な情報と有り余る「モノ」に囲まれ、適切な判断や選択をすることが難しく
なっています。
このような状況の中で、子どもたちがお金やものを大切にする心や正しい使い方

を身につけないまま大人になると、お金のトラブルに巻き込まれたり、多重債務状態
に陥る危険性も高まります。
お金との適切な付き合い方を身に付けているか否かは、その後の人生を左右する
と言っても過言ではありません。ぜひ、「生きる力」を育む金融経済教育セミナーの
活用をご検討ください。

1.財務局職員が伺います。
2.講師の交通費・謝金等の費用
は一切不要です（無料）。
3.セミナーの所要時間はご都
合に合わせます。

お気軽にお問い合わせください。
財務省関東財務局金融監督第５課 利用者保護・金融知識普及担当

電話 ０４８－６００－１０９４

家計管理

生活設計

金融経済
知識

キャリア
教育

消費・金融
のトラブル
対策

身に付けたい
金融リテラシー

金融経済教育の模様

「金融リテラシー」って何？
私たちがしっかりとした生活基盤をもって生活していくためには、お金を上手
に管理したり、注意深く使ったりすることが重要です。そのためには、お金に
ついて十分な知識をもち、お金との付き合い方について適切に判断する力が
必要です。このようなお金にかかわる、金融や経済に関する知識や判断力の
ことを「金融リテラシー」と言います。

講座メニュー表

・金融・経済の基礎知識
・金融商品（預貯金・株式・
保険・ローン等）の利用選択
・金融トラブルの被害防止
・電子マネーの仕組み 等



金融機関（銀行）の機能・役割

金融機関というと、預金を取扱っている「銀行」をイメージすると思いますが、預金

を取扱っている金融機関は、銀行のほかに信用金庫や信用組合などといった業態も存在

します。

また、金融機関にはこれらの預金取扱金融機関のほか、証券会社や保険会社など、様

々な業態があります。

金融機関とは

銀行とは

銀行は、主な業務として「金融仲介機能」（出し手と受け手の間で資金を融通する機能）と

「決済機能」（振込、クレジットカード、小切手や手形といった手段による決済機能）を提供し

ており、預金者からの預金の受入れや、資金が必要な個人や法人に対して融資を行うことを主な

業務としています。

銀行は、預金者がいつでもお金を払出しできるように現金を用意していますが、預金者全員が

すぐに払出すことは考えづらいため、残りを企業等への融資に回すことができます。企業に融資

されたお金は取引先の支払い等に充てられて、支払いを受けた取引先は（すぐに使うあてがなけ

れば）銀行に預けることとなります。

これを連鎖的に繰り返していくと、お金が新しく生み出されて銀行の預金残高はどんどん増え

ていくことになります。これを信用創造と呼んでいます。

このように、銀行は他の一般企業とは異なり公共性が高いことから、仮に経営に行き詰まった

場合、預金者のみならず、当該銀行から融資を受けている企業やその取引先にまで影響が及びま

す。さらに、銀行同士でも資金を融通し合っていることから、一つの銀行が破たんすると、他の

銀行の破たんを連鎖的に引き起こす可能性もあります。

そのため、銀行については、預金者の保護と信用秩序の維持のため、法律等において様々な規

制等が課せられており、他の一般企業以上に経営や財務の健全性が強く求められています。

１．財務局では、信用秩序の維持、預金者保護の確保、金融の円滑化を図るため、銀行

等に対して監督及び検査を行っています。

２．関東財務局では、小学生・中学生・高校生など年齢層に応じて、金融・経済の基礎知

識や、預金・融資を行っている金融機関の機能・役割等について分かりやすく説明し

ます。

金融等に関する知識の習得



保険（生命保険・損害保険）の機能・役割

現代社会において、私たちを取り巻く環境の不確実性は、一層高まりつつあります。この「不確

実性」は、目に見えない形で忍び寄り、私たちの生活を突如脅かす「リスク」といえます。また、リスク

は、時間の経過とともに姿を変えるため、適度に見つめ直す必要があります。

このリスクの身近な例として、生命保険分野においては、５大疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗

塞、糖尿病、精神疾患）などがあり、損害保険分野においては、自然災害（地震、台風等）や交通

事故の発生などが考えられます。

これらのリスクに備える制度として、公的保障のほかに私的保障として、民間保険会社が提供す

る各種保険があります。保険を備えるか否かは、個人の生活環境等に応じて意思決定されるもの

ですが、近年、保険商品は多様化・複雑化しているため、日頃から関心がない限り、即座に選択で

きるものではありません。

現代は「不確実性」の時代

今、比較的若い方々の保険離れや防災

意識の薄れが懸念されるなど、リスクに対す

る私たちの備えは、必ずしも確かなものとは

言えない状況にあります。

確かに、個人のライフスタイルや経済事情

等により、一定程度保険に加入しないことも

可能ですが、現代社会を生きるうえで必ずし

も現実的ではありません。

また、通勤・通学などに利用する自転車で

の加害事故となれば、判決において、多額の

損害賠償金の支払いが命じられるケースも

あるなど、経済的負担は大きなものとなりま

す。

リスクに対して無関心は危険

男子小学生が夜間自転車で走行
中、歩道と車道の区別のない道路
において歩行中の女性（62歳）と
正面衝突。女性は頭がい骨骨折
等の傷害を負い、意識が戻らない
状態となった。
（神戸地裁 平成25年7月4日判決）

男子高校生が昼間自転車で走行
中、自転車横断帯のかなり手前の
歩道から車道を斜めに横断し、対
向車線を自転車で直進してきた
男性会社員（24歳）と衝突。男性
会社員に重大な障害（言語機能
の喪失等）が残った。
（東京地裁 平成20年6月5日判決）

賠償額
9,521
万円

賠償額
9,266
万円

出典：日本損害保険協会 「知っていますか？自転車の事故」

保険の果たす役割について知識の習得

１．財務局では、保険業者に対して、監督及び検査を行っています。

２．現在、政府及び保険業界においては、幅広い年齢層の方々に向けて、金融経済教育の推

進に取り組んでいるところです。

３．関東財務局では、保険業界とともに、小学生・中学生・高校生など年齢層に応じて、保険

の果たす役割等を分かりやすく説明します。



電子マネー（プリペイドカード）の仕組みと詐欺被害防止

電子マネーについて

１．電子マネーのＩＤ（番号）詐取による被害事例
詐欺行為（架空請求等）の支払手段に悪用されており、「コンビニで販売されているプリペイド

カードを購入して、カードに書いてある番号を教えて」と指示され、プリペイドカードの購入代金を
騙し取られる事例が多発しています。カードを渡していなくても、カードに記載された番号等を相
手に伝えることは電子マネーを相手に渡したことと同じです。

２．電子マネー発行会社の悪質な加盟店による被害事例
詐欺業者が、利用者を言葉巧みにインターネット上の「サクラサイト」 （加盟店）に誘導し、役

務を提供すると偽って、何度も繰り返し、利用料金を電子マネーで支払うよう指示しますが、結
局は役務が提供されず、電子マネーの購入代金が騙し取られます。

電子マネー（サーバ型）による被害が急増

１．財務局では、電子マネーの発行会社（前払式支払手段発行者）に対して、監督及び検査を

行っています。

２．消費者が、電子マネーの仕組みや、詐欺等の被害に遭わないための知識を身に付け、自ら

が適切に行動することができるようになることが重要です。

３．関東財務局では、小学生・中学生・高校生など年齢層に応じて、電子マネーの被害事例や

利用上の注意点などを分かりやすく説明します。

電子マネーの仕組みや被害に遭わないための知識の習得

１．利用者が、事前に代金を支払って購入する電子マネー（プリペイドカード等）は、商品等の売買
に係る決済サービスの中で「前払式支払手段」として、「資金決済に関する法律」の適用がありま
す（例外的に法律が適用されない場合もあります）。
「前払式支払手段」は、キャッシュレス化の普及、技術の進展に伴い多様化しています。

２．現在では、少額の決済支払手段として広く利用されており、大きく分けて以下の2種類がありま
す。
①商品券、磁気カード、ICカード

価値が券面に記載されているものや、カードに埋め込まれた磁気やICチップに記録されてい
るもの。

②サーバ型※
価値がカード自体ではなく、カード発行会社の管理するサーバに記録されているもの。

※コンビニエンスストアなどで広く販売されており、物理的なカードが発行されるとは限らず、カード
に記載された番号等をインターネット上で入力して使用できるものがあります。

具体例 ： オンラインゲームの電子マネー、iTunes Card、Amazonギフト券など



ﾛｰﾝ・クレジットの仕組みと利用上の注意点

ローン・クレジットについて

１．ローンを利用する場合には、ヤミ金融業者に注意

貸金業を営むには、貸金業法に基づき、国（財務局）又は都道府県の登録が必要です。ヤミ金

融業者は、登録を受けずに貸金業を営み、違法な高金利で貸付けを行い、悪質な取り立て等を

行っています。中には、登録番号を詐称し、あたかも登録をしている業者になりすます業者もいま

す。

２．クレジットを利用する場合には、クレジットカードの取り扱いに注意

クレジットカードは本人が使うことを前提として発行されているため、カードを貸してしまった場合

に発生するトラブルについては、その責任は本人が負うことになります。また、カードを偽造し不正

使用する「スキミング」のほか、インターネットでの決済では、カード番号と有効期限だけで決済が

できるため、「なりすまし」被害も増えています。

利用上の注意点

１．財務局では、貸金業法の適用を受ける貸金業者に対して、監督及び検査を行っています。

２．消費者が、ローン・クレジットの仕組み等の知識を身に付け、自らが適切に行動することができ

るようになることが重要です。

３．関東財務局では、中学生・高校生など年齢層に応じ、ローン・クレジットの仕組みや利用上の

注意点などを分かりやすく説明します。

ローン・クレジットの仕組み等の知識の習得

１．「ローン」とは、銀行などの金融機関や消費者金融が利用者にお金を貸すことで、「クレジット」と

は、ショッピングなどの代金をクレジット会社が立て替えるものです。どちらも「借金」であることには

変わりありません。

＊クレジット会社が発行するクレジットカードには、ローンの機能が付加されているものもあります。

金融機関以外がお金を貸す場合には貸金業法、クレジット会社には割賦販売法が適用されま

す。

２．ローン、クレジットとも返済方法（一括払、分割払、リボ払い等）を選択できますが、分割払、リボ

払いでは、利息や手数料が生じます。

特にリボ払いは、毎月ほぼ一定額の返済となり、支払額が比較的少額で済むため、安易にロー

ンやクレジットを繰り返し、気がつけば返済しきれない額の借金をしていたということになる恐れが

あります。

３．消費者金融やクレジット会社は、指定信用情報機関（加盟している消費者金融等が利用者の

借り入れや支払状況を登録している機関）から利用者の他の消費者金融等での借り入れ状況等

を確認し、利用の適否について審査を行っています。そのため、支払いを遅延した場合には、他

の消費者金融やクレジット会社の利用ができなくなることもあります。



金融商品の基礎知識と詐欺被害防止

現在、グローバル化や少子高齢化の進展等に伴い、社会構造や雇用環境等に大きな変化
が生じており、社会における不確実性が高まっている中で、次代を担う学生たちには自ら
の判断と責任において生きていく力が求められる時代となっています。
このような中、政府と日本銀行は、デフレからの早期脱却と物価安定の下での持続的な
経済成長の実現に向け一体となって取組みを進めています。
これまでは、経済がデフレ状況であったため、資産を現預金にとどめておくことが合理
的な選択肢といえましたが、インフレ状況下では、資産を一定以上の利率で運用すること
が必要となってきます。
つまり、すぐに使うことのないお金を預貯金や保険よりも少し積極的に活用して、リ
ターン（収益）を増やすことも考えていかなければなりません。

これから社会で生きる学生を取り巻く環境

我が国の家計金融資産の有効活用

金融商品に関する基礎知識と被害に遭わないための知識の習得

１．財務局では、証券会社等金融商品取引業者に対して、監督及び検査を行っています。

２．利用者が、直接金融（証券市場）の機能や役割、金融商品のメリット・デメリット、リスクとリター

ンなどを理解し、中長期の分散投資による資産形成や投資詐欺等の被害に遭わないための知

識を身に付け、自らが適切に判断し主体的に行動できるようになることが重要です。

３．関東財務局では、高校生などに対し、金融商品に関する基礎知識や金融トラブルから身を守

るための知識等を分かりやすく説明します。

株式、債券、投資信託などの投資商品は

預貯金と違い、投資した額が保証されず、損

をすることもあれば、大きな収益を得ることも

あります。購入する際には、「安全性」「流動

性」「収益性」の三つの基準に照らしながら資

金が必要となる時期や目的によってバランス

よく組み合わせることが大切です。

また、家計から投資を通じて提供された資

金が企業等の成長資金として振り向けられる

ことにより、経済の活性化や雇用機会の創出

に繋がり、ひいては国民経済全体の成長に寄

与することになります。我が国が持続的に発

展していくために、個人の金融資産を有効に

活用し、社会の豊かさの実現に繋げていくこと

が必要です。

預貯金

596万円

55.3%

金銭信託・貸付信託

5万円 0.5%

生命保険

190万円

17.6%

損害保険
22万円 2.0%

個人年金保険
61万円 5.7%

債券 17万円 1.6%

株式 99万円 9.2%

投資信託
58万円 5.4%

財形貯蓄
24万円 2.2%

その他金融商品

6万円 0.6%

○1世帯当たり種類別金融資産保有額

〈二人以上世帯〉

1,078万円

100％

金融資産総額

家計金融資産の
過半が預貯金

（注） 1. 金融資産非保有世帯を含むベース。

2. 「生命保険」は、これまで払い込んだ保険料の総額。ただし、掛け捨ての保険、年金型商品は除く。

3. 「個人年金保険」は、これまで積み立てた掛け金の総額。ただし、公的年金の掛け金を除く。

4. 「債券」、「株式」、「投資信託」は、時価。「株式」には従業員持株制度による株式を含む。

5. 「その他金融商品」は、金貯蓄口座、オプショ ン取引などの金融派生商品。

資料：金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」［二人以上世帯調査］

（2016年/平成28年）



○主な講座メニュー（小学校・中学校・高校生向け）

分野 分類 小学生 中学生 高校生
家計管理 適切な収支管理 ●お金の意義・役割

（印刷局と連携した体験学
習等）

●お金の意義・役割
（印刷局と連携した体験学
習等）

生活設計 ライフプランの明確化及び
ライフプランを踏まえた資
金確保の必要性の理解

●ライフプランと資金確保
の必要性

・生活設計の必要性
・進学と将来設計

●ライフプランと資金確保
の必要性

・生活設計の必要性
・勤労と将来設計

●ライフプランと資金確保
の必要性

・生活設計の必要性
・勤労と将来設計

金融知識及び金融
経済事情の理解と
適切な金融商品の
利用選択

金融取引の基本としての素
養

●消費者トラブルの予防
「お金のトラブルに遭わない
ために～契約とは何か」等
●インターネット、携帯電話
（スマホ）によるトラブルの
注意点・対処法

●消費者トラブルの予防
「お金のトラブルに遭わない
ために～契約とは何か」等
●インターネット、携帯電話
（スマホ）によるトラブルの
注意点・対処法

●消費者トラブルの予防
「お金のトラブルに遭わない
ために～契約とは何か」等
●インターネット、携帯電話
（スマホ）によるトラブルの
注意点・対処法

金融分野共通 ●銀行の役割
●ＡＴＭの仕組み
●直接金融・間接金融の仕
組み

●金融と経済の基礎知識
●金融機関の種類と機能
●預金と利息の仕組み
●直接金融・間接金融の仕
組み

●地域の生産活動とお金
の動き
（金融機関と連携した体験
学習等）

●金融と経済の基礎知識
●金融機関の種類と機能
●預金と利息の仕組み
●直接金融・間接金融の機
能と役割

●地域の生産活動とお金
の動き
（金融機関と連携した体験
学習等）

保険商品 ●保険の役割（保険は必要
な場合とは。どのようなとき
に支払われるのかなど）

●実際に存在している保険
の仕組みや支払事例

●生保と損保の違い、保険
の必要性など、社会生活に
向けての知識

電子マネー・ローン・クレ
ジット・貸金

●電子マネーの種類と仕組
み
●電子マネー（サーバ型）
による被害防止、被害時の
対処方法

●電子マネーの種類と仕組
み
●電子マネー（サーバ型）
による被害防止、被害時の
対処方法

●クレジットカードの仕組み
●各種カードの種類・機能・
仕組み・注意点

●電子マネー・地域通貨の
種類と仕組み
●電子マネー（サーバ型）
による被害防止、被害時の
対処方法

●ローンの仕組み
●決済機能の多様化、注意
点
●多重債務防止

資産形成商品 ●株式・債券・投資信託等
金融商品の基本的な知識
●金融商品のリスクとリ
ターン
●中長期の分散投資による
資産形成
●ジュニアNISA（少額貯蓄
非課税制度）
●投資詐欺被害に遭わな
いために

外部の知見の適切
な活用

外部の知見を適切に活用
する必要性の理解

●困ったときの相談・連絡
先

●トラブルに遭ったときの相
談窓口に、必要に応じて連
絡する方法

●トラブルに対処できる具
体的な方法、実際に行使で
きる技能


