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岩手県金融広報委員会 平成 23 年度活動実施状況 

 

◎  平成 23 年度の重点項目であった、①高校生向け金融経済セミナー、 

②大規模セミナーの開催、③金融広報アドバイザーによる普及活動について、

次のような活動実績をあげました。 

 

①高校生向け金融経済セミナー 

    東日本大震災の影響を受けたなか、26 校で開催し、2,700 名を超える 

生徒の皆さんに受講して頂きました。 

 

②大規模セミナーの開催 

金融広報中央委員会から講師派遣を受け、金融広報委員会の委員団体の協

力も得ながら、生島ヒロシさんの講演会を開催し、200名を超える県民の皆

様に参加して頂きました。 

 

③金融広報アドバイザーによる普及活動 

 学校における金融・金銭教育の講話は 13 回実施し、800 名弱の児童・ 

生徒・保護者・教員の皆さんに受講して頂きました。また、一般向けには

28回の講話を実施し、800名を超える県民の皆様に受講して頂きました。 

 

 

 

◎   上記の重点項目を含めた活動の内容は以下のとおりです。 

 

１．金融広報アドバイザー派遣実績 

 (1)高校生向け金融経済セミナーへの派遣 

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：多重債務や悪質商法等の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、商取引・金融等に関する 

基礎知識、悪質商法への対処方法等の啓発を行う。 

     派遣校数：26校、受講生徒数：2,747名 ＜詳細は別添1のとおり＞ 

     

 (2)学校への派遣 

   派遣回数：13回、受講者数：798名 ＜詳細は別添2のとおり＞ 

 

 (3)一般向け講座・講習会への派遣 

   派遣回数：28回、受講者数：830名 ＜詳細は別添3のとおり＞ 
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２．大規模セミナーの開催 

○ 金融広報中央委員会からの講師派遣を受け、金融広報委員会の委員団体の 

1つである日本ファイナンシャル・プランナーズ協会岩手支部の協力も得ながら、 

生島ヒロシさんによる講演会を開催（11月5日、於：盛岡市） 

演 題：「人生を楽しむ秘訣  ～心と体と財布の健康」 

     参加人数：200名強 

 

 

３．金銭教育研究校の委嘱 

   ○ 盛岡市立城内小学校（委嘱期間  23.4.1～25.3.31） 

 

 

４．金融広報アドバイザーの委嘱 

○高橋 典子 氏  （委嘱期間23.4.1～26.3.31、再委嘱） 

○石輪 成人 氏   (委嘱期間23.4.1～26.3.31、新規委嘱) 

  ○中屋 学 氏   （委嘱期間23.4.1～26.3.31、新規委嘱） 

  ○小原 恒之 氏  （委嘱期間23.4.1～26.3.31、新規委嘱） 

○後藤 芳晴 氏  （委嘱期間23.4.1～26.3.31、新規委嘱） 

○吉田 長美 氏  （委嘱期間23.4.1～26.3.31、新規委嘱） 

○飯岡 竜太郎 氏 （委嘱期間23.5.1～26.4.30、再委嘱） 

○戸田 節子 氏  （委嘱期間23.11.1～26.10.31、再委嘱） 

 

 

５．金融広報アドバイザーの解嘱 

○佐々木 和義 氏 （解嘱日23.10.31、当初委嘱日 昭和17.11.1、委嘱年数6年） 

○平賀 喜代美 氏 （解嘱日24.3.31、当初委嘱日 昭和57.4.1、委嘱年数30年） 

○広野 カツ子 氏 （解嘱日24.3.31、当初委嘱日 平成 3.4.1、委嘱年数21年） 

○箱崎 愛郎 氏  （解嘱日24.3.31、当初委嘱日 平成13.4.1、委嘱年数11年） 

 

 

６．研修会・会議 

  (1)委員会総会 

    ○ 議決事項の書面による決議（5月） 

平成23年度活動方針、平成22年度収支決算および平成23年度収支予算、およ 

び日本ファイナンシャル・プランナーズ協会岩手支部の加入を可決 

 

(2)金融広報アドバイザー研修会＜全国版＞への参加（9月26～27日、於：東京都） 

主  催：金融広報中央委員会 

目 的：金融広報活動を行う上でのルールや金融広報中央委員会の問題意識を 

直接伝えるほか、他のアドバイザーと直接意見交換できる場を設ける等。 
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参加者：全国各地の金融広報アドバイザー 64名 

― 当委員会からの参加者…後藤・吉田 金融広報アドバイザー 

 

(3)岩手県金融広報アドバイザー新任研修会の開催（9月28日、於：北上市） 

内 容：新任アドバイザーが高校生向け金融経済セミナーを実際に聴講し、講話 

を行ううえでのノウハウを取得。4名参加。 

 

(4) 事務局員研修会への参加（11月1～2日、於：東京都） 

主  催：金融広報中央委員会    

目 的 : 金融広報中央委員会の問題意識・制度変更やその他の情報を参加者へ 

   へ伝えるほか、事務局員相互間および各都道府県金融広報委員会と金融 

広報中央委員会の間で情報・意見交換を行うこと等。 

参加者：都道府県金融広報委員会事務局員 49名 

― 当委員会からの参加者…1名 

 

(5)岩手県金融広報アドバイザー研修会の開催（11月5日、於：盛岡市） 

内 容：意見交換会（最近の活動状況、県内の金融経済情勢）。6名参加。 

 

(6) 金融広報委員会事務局長・責任者会議への参加（12月9日、於：東京都） 

主  催：金融広報中央委員会    

目 的 : 金融広報中央委員会から活動実績、評価および次年度の活動の方向性に 

ついての考えを参加者に伝達するとともに、金融広報活動の課題等に 

ついての意見交換や討議を行い、金融広報活動に役立てる。 

参加者：金融広報委員会事務局、日本銀行、都道府県、財務局  計132名 

― 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 

 

(7) 東北 6 県金融学習グループリーダー・金融広報アドバイザー研修会への参加 

（12月14日、於：青森市） 

目 的：東北6県の金融学習グループリーダー及び金融広報アドバイザーが一堂 

に会し、各県における金融広報活動にかかる現状や課題について情報交換 

を行い、今後の活動の推進に資する。 

参加者：金融学習ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ、金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、事務局員等29名 

講 演：「世界的な金融意識の高まりの中で金融広報アドバイザー等に期待すること」 

   （講師：金融広報中央委員会会長 小林 信介 氏) 

 ― 当委員会からの参加者…高橋・戸田 金融広報アドバイザー、 

事務局員1名 
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７．金融・金銭教育活動 

  ○ 作文・小論文コンクール（主催はいずれも金融広報中央委員会） 

・第44回中学生向け「おかねの作文」コンクール募集 

（9月20日募集締切、12月14日発表） 

・ 第9回高校生向け「金融と経済の明日」小論文コンクール募集 

（9月20日募集締切、12月14日発表） 

・ 第8回教師向け「金融教育を考える」小論文コンクール募集 

（9月30日募集締切、12月22日発表） 

 

 

８．広報活動 

○定期刊行物、各種資料、教材の配布 

 

○岩手県金融広報委員会活動紹介頒布品（メモ帳、クリアホルダー等）の配付 

 

○委員会ホームページを通じた諸活動等の紹介 

 

 

以  上 
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別 添 1 

 

金融広報アドバイザー派遣実績 

（高校生等を対象とした金融経済セミナーへの派遣） 

＜開催校数 26校、受講生徒数 2,747名＞ 

 

開  催  校 時  期 対象学年および受講生徒数 

黒沢尻工業高等学校  9月28日 3年生  221名 

水沢商業高等学校 11月 2日 3年生   115名 

大東高等学校 11月16日 3年生    73名 

岩泉高等学校田野畑校 11月25日 3年生     13名 

山田高等学校 12月 7日 3年生    65名 

水沢農業高等学校 12月 8日 3年生    92名 

平舘高等学校 12月 9日 3年生     89名 

花北青雲高等学校 12月13日 3年生  167名 

宮古水産高等学校 12月16日 3年生   97名 

遠野高等学校  1月12日 3年生    50名 

金ヶ崎高等学校  1月13日 3年生     30名 

遠野緑峰高等学校  1月18日 3年生     71名 

住田高等学校  1月18日 3年生   48名 

盛岡商業高等学校 
 1月19日 

(2回) 
3年生 計236名 

軽米高等学校  1月23日 3年生    64名 

久慈東高等学校  1月23日 3年生  207名 

種市高等学校  1月24日 3年生    71名 

伊保内高等学校  1月25日 3年生    40名 

千厩高等学校  2月 8日 3年生   100名 

岩泉高等学校  2月 8日 3年生    72名 

花泉高等学校  2月10日 3年生    62名 

大槌高等学校  2月15日 3年生   108名 

花巻南高等学校  2月15日 3年生   193名 

北上翔南高等学校  2月16日 3年生   230名 

前沢高等学校  2月17日 3年生   113名 

花巻農業高等学校  2月21日 3年生   120名 
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別 添  2 

 

金融広報アドバイザー派遣実績 

（学校への派遣） 

＜派遣回数 13回、受講者数 798名＞ 

 

派遣依頼先 時 期 講 演 内 容 参 加 者 

宮古市立川井西小学校 9月22日 金銭教育について 
小学1～6年生20名、 

保護者 16名、教員6名 

盛岡市立城南小学校 
11月28日 

(3回) 

消費者トラブル防止法に

ついて考える 
小学6年生 計86名 

〃 
11月29日 

(3回) 
お金と未来について① 小学6年生 計86名 

〃 
11月30日 

(3回) 
お金と未来について② 小学6年生 計86名 

水沢第一高等学校 12月14日 
契約の知識とクレジット

等について 

高校3年生50名、 

教職員3名 

大船渡東高等学校 1月13日 
消費者被害にあわないた

めに 
高校3年生 189名 

北上翔南高等学校  1月18日 

・ライフプランの必要性・

重要性 

・実際にライフプランを考

える上で注意すべき点 

・退職後の生活、年金制度

について 

高校1年生241名、 

1学年教員15名 
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別 添 3 

 

金融広報アドバイザー派遣実績 

（一般向け講座・講習会への派遣） 

＜派遣回数 28回、受講者数 830名＞ 

 

時 期 講 演 内 容 
参加者層:人数 

（場 所） 

5月31日 上手なお金の使い方 

市民講座受講者、 

30代以上:20名 

（花巻市） 

7月 9日 家計簿の節約と省エネルギー対策について 
50代以上:27名 

（一戸町） 

8月 3日 相続の正しい知識 ―もめない為に今できること 
50代以上:40名 

（盛岡市） 

 8月 9日 省エネのススメ 
50代以上：11名 

（奥州市） 

8月19日 最近の悪質商法について 

防犯協会役員、 

50代以上：70名 

（奥州市） 

 8月23日 

・遺産相続と生前贈与について 

・亡くなられた方の預金を解約・払戻しする際の手続

きについて 

老人クラブ会員、 

60代以上:10名 

（奥州市） 

8月30日 

これからの暮らしについて 

・相続について 

・悪質商法でだまされないために 

一人暮らしの高齢者、 

70代～80代:67名 

（盛岡市） 

 9月6日 暮らしの点検・計画についてと、鍋帽子について 
50代以上:10名 

（奥州市） 

 9月6日 税などなど 

高齢者講座受講者、 

70代～80代前半:39名 

（花巻市） 

 9月13日 家計費の節減についてと、鍋帽子について 
50代以上:10名 

（奥州市） 

 9月20日 光熱費の節約についてと、鍋帽子の使い方 
50代以上:10名 

（奥州市） 

 9月28日 省エネルギーと家計費について 
50代以上:17名 

（一関市） 

10月17日 光熱費の節減の実際 
50代～70代:7名 

（花巻市） 

10月18日 家計費全般について 
50代以上:10名 

（奥州市） 

10月28日 被災者支援のための相談と貸付 

生活支援相談員、 

30代以上:20名 

（釜石市） 

11月12日 退職後の家庭経済 

市町村及び 

一部事務組合の職員、 

50代以上:78名 

（雫石町） 

11月15日 省エネと家計費の節約についてのお話 
50代以上:27名 

（奥州市） 
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時 期 講 演 内 容 
参加者層:人数 

（場 所） 

11月18日 楽しい節約術 
60代～70代：30名 

（花巻市） 

11月22日 家計費の節減の実際について 
50代以上:14名 

（一関市） 

12月 2日 光熱費節約の実際 
50代以上:19名 

（北上市） 

 1月13日 光熱費節減の実践 

農村女性、 

50代以上:19名 

（二戸市） 

1月22日 家計費節約などについて 

地域婦人団体協議会・商

工会女性部・JA女性

部・交通安全母の会・生

活改善グループ会員、 

50代以上:140名 

（九戸村） 

 1月27日 老後を楽しく暮らす方法 
50代以上:27名 

（一関市） 

 1月27日 家計費の節約について 
50代以上:10名 

（一関市） 

 2月11日 光熱費節約のヒントを学ぶ 

公民館女性部員及び

その家族、 

20代以上:17名 

（花巻市） 

 2月23日 電気節約などについて 
70代以上:7名 

（奥州市） 

 3月10日 家計費の節減 
50代以上:13名 

（花巻市） 

 3月17日 家計管理のポイント 
20代以上:61名 

（盛岡市） 

 

 


