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岩手県金融広報委員会 2018 年度活動実施状況 

１．学校向けの取組み 

（１）小・中学校向け出前講座の開催等（詳細は別添１のとおり） 

実施回数：延べ 12 回（前年度比＋4 回）、受講者数：568 名 

○ 小学校向けの出前講座を開催したほか、消費者教育研修会および盛岡市教育研究会

において、教員向けに当委員会の支援策（出前講座への講師派遣や各種教材等の提供）

および金融・金銭教育研究校制度について紹介。 

 消費者教育研修会 

実施日 6月19日（（於：盛岡市） 8月21日（於：盛岡市） 

主催 岩手県立県民生活センター、岩手県教育委員会 

参加者 小学校社会科教員50名 中学校社会科教員45名 

  

 盛岡市教育研究会（中学校家庭科部会） 

実施日 10月10日（於：盛岡市） 

参加者 中学校家庭科教員10名 

 

  ○ 金融・金銭教育研究校制度に基づく金融教育研究校を以下のとおり新規に委嘱。 

委嘱日：11 月 1 日 

研究校名：盛岡市立仙北中学校 

研究期間：2018年11月1日～2020年3月31日 

研究主題：よりよい消費生活を送ろう～シミュレーションを通して、根拠をもって

意思決定する力を養う～ 

研究対象：第1学年～第3学年 

（２）高校・専門学校向け金融経済セミナー等の開催（詳細は別添２のとおり） 

①金融経済セミナー（注） 

 実施回数：延べ 48 回（前年度比 

±0 回）、受講者数：4,254 名 

○ 2018 年度は、当委員会としては初めて特別支援学校（盛岡青松支援学校高

等部）において金融経済セミナーを開催。 

  （注）高校生等を対象とした金融経済セミナー 

主 催：岩手県、岩手県金融広報委員会、岩手県教育委員会 

目 的：各種消費者トラブルの未然防止を図るため、高校生等を対象にした金融経済セミ

ナーを開催し、家計管理、生活設計、商取引・金融等に関する基礎知識、悪質商

法への対処法等の啓発を行う。 
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②金融経済セミナー以外 

 実施回数：延べ 7 回（同△3回）、受講者数：353 名 

○ 高校および専門学校での生徒・学生向けの出前講座のほか、家庭科教諭向

け出前講座を実施。 

（３）大学向け金融教育講座の開催（詳細は別添３のとおり） 

○ 委員会関係団体等（盛岡財務事務所、花巻税務署、岩手銀行、日本証券業協

会）と連携して、以下の大学で金融教育講座を開催。 

・富士大学   講座名：「金融と人生設計」 

・岩手大学   講座名：「経済のしくみ」 

実施コマ数（2 大学計）：26 コマ、受講者数：3,900 名 

 

 

２．一般向けの取組み 

（１）出前講座の開催（詳細は別添４のとおり） 

実施回数：40 回（前年度比＋19 回）、受講者数：1,122 名 

（２）大規模講演会の開催（日本ＦＰ協会岩手支部と連携） 

実施日：11月17日（於：盛岡市）   

講 師：元衆議院議員・杉村 太蔵氏 

演 題：「どうする老後の生活？～タイゾー流資産形成術のすすめ」 

  受講者数：235名 

 

 

３．金融広報委員会のＰＲおよび連携活動 

（１）委員会活動紹介リーフレットを新規に作成し、出前講座チラシとともに県内

の公民館および図書館、地域包括支援センター、小学校・中学校ＰＴＡなど

に約 5,000 部を配布 

（２）作文・小論文コンクール募集告知（主催はいずれも金融広報中央委員会） 

○ 第51回「おかねの作文」コンクール（中学生対象、9月20日募集締切り、12月18日発表） 

○ 第16回「金融と経済を考える」高校生小論文コンクール（高校生等対象、9月20日募集

締切り、12月18日発表）   

○ 第15回 金融教育に関する小論文・実践報告コンクール（教員、教職を目指す大学生等対

象、9月30日募集締切り、12月21日発表） 
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（３）定期刊行物、各種資料、教材、活動紹介頒布品の配付 

（４）北日本銀行が主催する「第 13 回全国高校生金融経済クイズ選手権（エコノミ

クス甲子園）岩手大会」（12 月 9 日、於：盛岡市）の後援 

 

 

４．金融広報アドバイザー間での情報共有化による質の向上 

（１）岩手県金融広報アドバイザー等協議会の開催 

実施日：6月25日（於：盛岡市） 

目 的：当年度の活動方針等の確認、最近の活動状況の報告および活動上の問題点等

について意見交換を行い、今後の実践活動の充実と円滑化を図る。 

参加者：金融広報アドバイザー 6名、事務局関係者5名 

（２）岩手県金融広報アドバイザー研修会の開催 

実施日：3 月4日（於：盛岡市） 

目 的：金融広報アドバイザーからの全国研修会および東北6県金融広報委員会研修

会への参加報告、特別支援学校高等部での講義内容の紹介ほか、当委員会か

らは金融教育関連の最新情報を説明。また、「高校生等を対象とした金融経

済セミナー」について振り返りや意見交換を行い、金融広報アドバイザーの

質的向上を図る。 

参加者：金融広報アドバイザー 5名、事務局関係者7名 

（３）東北6県金融広報委員会研修会への参加 

実施日：11 月27日（於：福島市） 

目 的：東北 6 県の金融広報アドバイザーおよび金融広報事務担当者が一堂に会し、

各県における金融広報活動にかかる現状や問題点について情報交換を行い、

今後の活動に活かす。 

参加者：金融広報アドバイザー各県2名まで、金融広報委員会事務局員各県1名 

―― 当委員会からは、阿部アドバイザー、事務局関係者1名が参加。 

 

 

５．その他会議 

（１）委員会総会の開催 

実施日：6 月15日（於：盛岡市） 

○ 2017年度活動実施状況の報告 

○ 2017年度収支決算案、2018年度活動方針案および 

2018年度収支予算案の承認 
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（２）事務局員会議への参加    

実施日：6 月18日～19日（於：東京都） 

当委員会からの参加者：事務局（日本銀行盛岡事務所）から1名 

（３）金融広報アドバイザー研修会＜全国版＞への参加    

実施日：10月9日～10日（於：東京都） 

当委員会からの参加者：藤澤アドバイザー 

―― 同研修会では、「巣立ち講座」をテーマとしたワークショップ、小学校や養護・

特別支援学校等での授業実践例、金融庁による資産形成を支援する制度に関する

解説などが行われた。 

（４）北海道金融広報委員会金融広報アドバイザー協議会に講師として参加  

実施日：6 月15日（於：札幌市） 

当委員会からの講師派遣者：戸田アドバイザー 

―― 金融広報中央委員会における広域派遣制度を利用した北海道金融広報委員会か

らの講師派遣要請に基づき、「大学における金融リテラシー講座」をテーマとした

講義を行った。 

（５）金融広報委員会事務局長・責任者会議への参加 

実施日：1月28日（於：東京都） 

当委員会からの参加者：事務局（日本銀行盛岡事務所）、県民生活センター、 

盛岡財務事務所から各1名 

 
 

６．金融広報アドバイザーの異動 

○ 委嘱    阿部 江利子 氏 （委嘱期間2018.4.1～2021.3.31、再委嘱） 

藤澤 俊樹 氏 （委嘱期間2018.4.1～2021.3.31、新規委嘱） 

三浦 早苗 氏 （委嘱期間2018.4.1～2021.3.31、新規委嘱） 

○ 解嘱   小野寺 智 氏（解嘱日 2018.7.31、当初委嘱日 2017.4.1、委嘱年数1年3か月） 

     高田 千枝子 氏（解嘱日 2019.3.31、当初委嘱日 2007.4.1、委嘱年数12年） 

 

以  上 
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別 添 １ 

 

2018年度金融広報アドバイザー等派遣実績 

（小学校・中学校への派遣） 

 

【小学校向け】＜派遣回数：12回、受講者：568名＞（前年度、同：8回、同：400名） 

派遣依頼先 時 期 講 演 内 容 参 加 者 

盛岡市立 

手代森小学校 
7月6日 

こづかいで磨こう！ 

 子どものマネーセンス 

4年生36名、保護者36名、

教員2名：合計74名 

奥州市立稲瀬小学校 9月21日 消費者トラブルって何？ 

4～6年生33名、教職員 

6 名、保護者・地域住民：

合計57名 

盛岡市立仙北小学校 11月26日 
自分の将来の在り方と目標実現の 

方法について考える 

6年生125名、教員4名： 

合計129名 

盛岡市立仙北小学校 11月28日 夢のキーワード探し 
6年生32名、教員1名： 

合計33名 

盛岡市立仙北小学校 11月28日 夢のキーワード探し 
6年生31名、教員1名： 

合計32名 

盛岡市立仙北小学校 11月28日 夢のキーワード探し 
6年生31名、教員1名： 

合計32名 

盛岡市立仙北小学校 11月28日 夢のキーワード探し 
6年生31名、教員1名： 

合計32名 

盛岡市立仙北小学校 11月29日 夢の実現・未来について 
6年生32名、教員1名： 

合計33名 

盛岡市立仙北小学校 11月29日 夢の実現・未来について 
6年生31名、教員1名： 

合計32名 

盛岡市立仙北小学校 11月30日 夢の実現・未来について 
6年生31名、教員1名： 

合計32名 

盛岡市立仙北小学校 11月30日 夢の実現・未来について 
6年生31名、教員1名： 

合計32名 

八幡平市立 

安代小学校 
12月7日 

上手なお金の使い方 ～おこづかい

ゲームで学ぼう！～ 

5年生26名、6年生24名： 

合計50名 

 

【中学校向け】＜派遣なし＞（前年度、派遣なし） 
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別 添 ２ 

 

2018年度金融広報アドバイザー等派遣実績 

(高校生・専門学校への派遣） 

【高校生・専門学校向け＜金融経済セミナー＞】 

＜開催校数：延べ48校、受講者数：4,254名＞（前年度、同：延べ48校、同：4,504名） 

開  催  校 時  期 対象学年等および受講生徒数 

上野法律ビジネス専門学校 6月4日 1年生 80名 

上野法律ビジネス専門学校 6月15日 1年生 61名 

盛岡公務員法律専門学校 10月10日 ｷｬﾘｱ総合ｺｰｽ＋Ⅱ種中級ｺｰｽ 44名 

盛岡公務員法律専門学校 10月11日 警察・消防ｺｰｽ 35名 

黒沢尻工業高等学校 10月17日 3年生 120名 

黒沢尻工業高等学校 10月17日 3年生 120名 

盛岡公務員法律専門学校 10月18日 Ⅲ種初級ｺｰｽ 38名 

大船渡東高等学校 11月9日 3年生 116名 

釜石商工高等学校 11月15日 3年生 134名 

一関学院高等学校 11月20日 3年生 108名 

福岡工業高等学校 11月22日 3年生 70名 

花北青雲高等学校 11月27日 3年生 164名 

北上翔南高等学校 11月27日 3年生 230名 

盛岡工業高等学校 定時制 11月30日 1～4年生 18名 

雫石高等学校 12月3日 3年生 36名 

大迫高等学校 12月5日 3年生 19名 

水沢商業高等学校 12月5日 3年生 114名 

大東高等学校 12月5日 3年生 63名 

宮古工業高等学校 12月6日 3年生 50名 
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開  催  校 時  期 対象学年および受講生徒数 

盛岡工業高等学校 12月12日 3年生 273名 

平舘高等学校 12月13日 3年生 72名 

久慈東高等学校 12月17日 3年生 190名 

盛岡商業高等学校 1月10日 3年生 240名 

岩谷堂高等学校 1月11日 3年生 194名 

花巻南高等学校 1月17日 3年生 100名 

盛岡市立高等学校 1月18日 3年生 80名 

大槌高等学校 1月22日 3年生 70名 

種市高等学校 1月23日 3年生 77名 

沼宮内高等学校 1月23日 3年生 26名 

西和賀高等学校 1月23日 3年生 39名 

盛岡青松支援学校高等部 1月25日 3年生 9名 

福岡高等学校 1月30日 3年生 40名 

遠野緑峰高等学校 1月30日 3年生 52名 

杜陵高等学校奥州校 定時制 2月1日 3、4年生 31名 

軽米高等学校 2月7日 2年生 45名 

盛岡南高等学校 2月8日 3年生 242名 

杜陵高等学校奥州校 定時制 2月8日 1、2年生 34名 

千厩高等学校 2月12日 3年生 78名 

伊保内高等学校 2月13日 3年生 26名 

宮古北高等学校 2月14日 1年生 17名 

山田高等学校 2月15日 3年生 33名 

岩泉高等学校 2月18日 3年生 54名 

花巻農業高等学校 2月20日 3年生 107名 

大野高等学校 2月21日 3年生 42名 

花泉高等学校 2月22日 3年生 37名 

宮古商業高等学校 2月22日 3年生 150名 

久慈高等学校 長内校 2月26日 1、2年生 44名 

花巻北高等学校 2月27日 3年生 232名 
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【高校生・専門学校向け※＜金融経済セミナー以外＞】 ※教員向け派遣も一部含む 

＜派遣回数：7回、受講者数：353名＞（前年度、同：10回、同：379名） 

派遣依頼先 時 期 講 演 内 容 参 加 者 

岩手県立県民生活 

センター 
4月10日 新社会人のための金融経済セミナー 

岩手医科大学医療専門 

学校生、教職員：合計7名 

岩手県立県民生活 

センター 
4月19日 新社会人のための金融経済セミナー 

岩手医科大学医療専門 

学校生、教職員：合計32名 

岩手県立県民生活 

センター 
6月22日 新社会人のための金融経済セミナー 

岩手ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院生 2 年

生、教職員：合計75名 

岩手県立県民生活 

センター 
7月13日 新社会人のための金融経済セミナー 

岩手ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院生 1 年

生、教職員：合計91名 

宮古商業高校 7月18日 
ライフプランを立てた上での進路 

選択（人生の逆算） 
1年生：133名 

岩手県立県民生活 

センター 
9月4日 

高校生までに習得すべき金融リテラ

シー（お金の知識・判断力) 
高等学校家庭科教員：6名 

ＤＳＣ高卒資格ｻﾎﾟｰﾄ

ｾﾝﾀｰ（花巻教室） 
2月19日 

大人になる前に知っておきたいお金

の事 など 

鹿島学園高等学校通信生 

生徒および職員：合計9名 
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別 添 ３ 

2018年度金融広報アドバイザー等派遣実績 

(大学への派遣） 

＜派遣回数：26回、受講者数：3,900名＞（前年度、同：27回、同：3,350名） 

 

派遣依頼先 時 期 講 演 内 容 参 加 者 

富士大学 4月25日 金融リテラシーへの招待 1～4年生：185名 

富士大学 4月26日 ライフプランって何？ 1～4年生：185名 

富士大学 5月9日 家計を管理する 1～4年生：185名 

富士大学 5月10日 税金の話 1～4年生：185名 

富士大学 5月17日 資産形成①（お金を貯める） 1～4年生：185名 

富士大学 5月24日 資産形成②（お金を殖やす） 1～4年生：185名 

富士大学 5月31日 資産形成③（お金を殖やす） 1～4年生：185名 

富士大学 6月7日 もしもに備える（保険） 1～4年生：185名 

富士大学 6月14日 老後に備える 1～4年生：185名 

富士大学 6月21日 お金のトラブルから身を守る 1～4年生：185名 

富士大学 6月28日 お金を借りる① 1～4年生：185名 

富士大学 7月5日 お金を借りる② 1～4年生：185名 

富士大学 7月12日 ライフプランをつくってみる 1～4年生：185名 

岩手大学 10月2日 イントロダクション～金融リテラシーへの招待～ 1～4年生：115名 

岩手大学 10月9日 ライフプランを描く・お金を貯める ① 1～4年生：115名 

岩手大学 10月16日 お金を稼ぐ（キャリアを考える） 1～4年生：115名 

岩手大学 10月23日 リスクに備える 1～4年生：115名 

岩手大学 10月30日 金融の話 ① 1～4年生：115名 

岩手大学 11月6日 金融の話 ② 1～4年生：115名 

岩手大学 11月13日 財政の話 1～4年生：115名 

岩手大学 11月20日 地域金融の話 1～4年生：115名 

岩手大学 12月4日 お金を借りる 1～4年生：115名 

岩手大学 12月11日 お金をふやす ① 1～4年生：115名 

岩手大学 12月18日 お金をふやす ② 1～4年生：115名 

岩手大学 1月8日 ライフプランを描く・お金を貯める ② 1～4年生：115名 

岩手大学 1月15日 ライフプランを描く ③ 1～4年生：115名 
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別 添 ４ 

2018年度金融広報アドバイザー等派遣実績 

（一般向け講座・講習会への派遣） 

 ＜派遣回数：40回、受講者数：1,122名＞（前年度、同：21回、同：503名） 

 

派遣依頼先 時 期 開催地 講 演 内 容 参加者層:人数 

ジョブカフェ 

さくら 
5月25日 北上市 

退職前に考える、セカンドライフ

の生活プラン 

定年退職を控えている中高年

層（50歳以上）：13名 

一関第二高等学校 6月8日 一関市 
進学に関わる費用（奨学金、教育

ローン等）について 
3学年の保護者：56名 

金田一コミュニテ

ィセンター 
6月11日 二戸市 

相続と贈与について 

資産運用について 
65歳以上：16名 

北海道金融広報 

委員会 
6月15日 北海道 

大学における金融リテラシー講座

について 

金融広報アドバイザー、委員

会関係者：合計32名 

ジョブカフェ 

さくら 
6月22日 北上市 

定年後の家計管理、入るお金と出

るお金 

定年退職を控えている中高年

層（50歳以上）：9名 

岩手県立図書館 6月23日 盛岡市 
これから始める人のための金融講

座～iDecoとNISA～ 
20歳以上：25名 

ジョブカフェ 

さくら 
7月13日 北上市 

万一に備え、医療と介護とおひと

り様 

定年退職を控えている中高年

層（50歳以上）：13名 

岩手県立県民生活

センター 
7月26日 盛岡市 

親子で学ぶ金銭教育 

（こづかいゲーム） 
学生ボランティア：13名 

岩手県立県民生活

センター 
7月27日 盛岡市 

親子で学ぶ金銭教育 

（こづかいゲーム） 
小学生、保護者：合計38名 

岩手県立県民生活

センター 
7月27日 盛岡市 

親子で学ぶ金銭教育 

（こづかいゲーム） 
小学生、保護者：合計31名 

金田一コミュニテ

ィセンター 
7月31日 二戸市 相続と贈与について 65歳以上：8名 

金田一コミュニテ

ィセンター 
8月8日 二戸市 相続と贈与について 65歳以上：8名 

岩手県市町村職員

退職者の会 
8月29日 雫石町 笑顔相続 

市町村等の退職者とその配偶

者（50歳以上）：60名 

ジョブカフェ 

さくら 
9月5日 北上市 

子育てに掛かる費用を再認識し、

働くことの意欲促進を図る 

20～40歳代の子育て層 

：7名 

岩手県友会 10月2日 盛岡市 笑顔相続 
県職退職者（50歳以上） 

：17名 

一関いきいき村 10月3日 一関市 相続の基礎 
高齢者の健康づくり団体の

会員（50歳以上）：43名 

ジョブカフェ 

さくら 
10月12日 北上市 

退職前に考える、セカンドライフ

の生活プラン 

定年退職を控えている中高

年層（50歳以上）：7名 
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派遣依頼先 時 期 開催地 講 演 内 容 参加者層:人数 

岩手県立県民生活 

センター 
10月22日 盛岡市 

ライフプランニングと所

得・貯蓄等の管理について 

森林組合職員18名、連合会職

員4名、運営スタッフ2名（20

～30歳代）：24名 

一関第一高等学校 10月25日 一関市 奨学金ガイダンス 2学年PTA：110名 

岩手町川口学童保育

クラブ 
10月29日 岩手町 おこづかいゲーム 小学1年～6年生：17名 

紫波町古館公民館 11月5日 紫波町 年金について 50歳以上：12名 

野田村地域包括支援

センター 
11月8日 野田村 

老後の金銭管理や財産整理

等について 
65歳以上：47名 

ジョブカフェ 

さくら 
11月9日 北上市 

定年後の家計管理、入るお金

と出るお金 

定年退職を控えている中高年

層（50歳以上）：12名 

在宅介護支援 

センター 遠野 
11月12日 遠野市 高齢者をめぐるお金の問題 

地域住民（70～80 歳代）、民

生委員：合計34名 

在宅介護支援 

センター 遠野 
11月19日 遠野市 高齢者をめぐるお金の問題 

地域住民（70～80 歳代）、民

生委員：35名 

山田町地域包括 

支援センター 
11月22日 山田町 医療と介護のお金について 

介護予防教室参加者（70～80

歳代）：37名 

ジョブカフェ 

さくら 
12月6日 北上市 

万一に備え、医療と介護とお

ひとり様 

定年退職を控えている中高年

層（50歳以上）：10名 

紫波町佐比内公民館 12月13日 紫波町 

特殊詐欺にご用心（シニア世

代に気をつけてほしい悪徳

商法全般） 

地域住民（50歳以上）：20名 

洋野町民生委員児童

委員協議会 
12月21日 洋野町 

・老後資金っていくら必要な

の？・知っておこうこれから

の税金と年金 等 

民生委員児童委員および事務

局（50歳代）：合計49名 

岩手県立県民生活 

センター 
1月8日 盛岡市 

親子で学ぶ金銭教育 

（こづかいゲーム） 
学生ボランティア：10名 

岩手県立県民生活 

センター 
1月9日 盛岡市 

親子で学ぶ金銭教育 

（こづかいゲーム） 
小学生とその保護者：48名 

岩手県立県民生活 

センター 
1月16日 盛岡市 

消費者トラブルの実例及び

その対処法 
県環境生活部職員：15名 

岩手県浄化槽協会 1月25日 盛岡市 

ライフプラン、お金のトラブ

ル防止など、中小企業経営者

が知っておくべきお金にま

つわる留意点 

協会会員（50歳以上） 

：45名 

住田町教育委員会 1月26日 住田町 
これからを生き抜く上での

設計術 
30～40歳代：10名 

一関市立黄海小学校 2月5日 一関市 
子どものお金の扱い方につ

いて 
小学校PTA、職員：76名 

一関いきいき村 2月13日 一関市 エンディングノート 
高齢者の健康づくり団体の

会員（50歳以上）：46名 

滝沢市健康福祉部地

域包括支援センター 
2月27日 滝沢市 

知っておきたい相続の基礎

など 

家族介護教室参加者（30歳

以上）：36名 

一関農業改良普及 

センター 
3月1日 一関市 

ライフプランセミナー 

お金のため方、増やし方 

農業者（30～40 歳代）：5

名 

岩手県金融広報 

委員会 
3月4日 盛岡市 

活動事例紹介「特別支援学校

における金融経済セミナー

の実施について」 

金融広報アドバイザー、委

員会関係者：合計11名 

岩手県立図書館 3月8日 盛岡市 
子どものお金教育と進学資

金準備について 

子育て世代（20～40 歳

代）：17名 
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