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岩手県金融広報委員会 平成 28 年度活動実施状況 

１．学校における金融教育活動の一層の推進 

（１）小・中学校向けお金の知識に関する普及活動の推進 

    実施回数：延べ 10回(前年度比 △2回)、受講者数：653名 

＜詳細は別添2のとおり＞ 

 

（２）高校向け 

実施回数：延べ 50回(同 ＋3回)、受講者数：4,941名 

  ― 全て、金融経済セミナー(注) 

 (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：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、悪質商法への対処法等 

の啓発を行う。 

  ＜詳細は別添1のとおり＞ 

 

（３）専門学校向け 

    実施回数：延べ 7回(同 ＋1回)、受講者数：428名 

― うち、金融経済セミナー 

実施回数：延べ 2回、受講者数：151名 

＜詳細は別添1、2のとおり＞ 

 

（４）大学向け金融教育講座の開催 

○ 新入生向けオリエンテーション 

・岩手県立大学 

実施回数：延べ 3回、受講者数：746名 

・岩手大学 

実施回数：1回、受講者数：228名 

○ 連続講義「金融と人生設計」 

実施回数：7コマ、受講者数：448名） 

＜詳細は別添2のとおり＞ 

 

 

２．一般向け出前講座の開催と委員団体等との更なる連携強化 

（１）出前講座の開催 

   実施回数：16回(前年度比 △3回)、受講者数：376名 

＜詳細は別添2、3のとおり＞ 
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（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12日（於：盛岡市） 

講 師：公認会計士・山田真哉氏 

演 題：「会計士が教える貯蓄と投資のセンスアップ」 

      受講者数：196名 

 

（３）「暮らしとお金」講演会の開催（野村證券盛岡支店と連携） 

実施日：12月15日（於：盛岡市） 

講 師：当委員会 齋藤副会長 

演 題：「今、身につけておきたい『金融リテラシー』とは 

      ～金融リテラシー調査（2016年）の結果を踏まえて～」 

      受講者数：40名 

 

（４）金融教育講座を実施（岩手銀行と連携） 

実施日：10月12日（於：盛岡市） 

講 師：当委員会 齋藤副会長 

演 題：「『日本銀行』と私たちのくらし ～お金と金融の働きを学ぶ～」 

      受講者数：岩手銀行職場訪問に参加した中学生 7名 

 

 

３．金融広報委員会等の情報交換による広報活動の充実化 

 （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14日（於：盛岡市） 

目 的：金融広報アドバイザーおよび金融広報委員会関係者が一堂に会し、

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 5名、事務局関係者5名 

 

（２）東北6県金融広報委員会研修会の開催 

実施日：10月7日（於：盛岡市） 

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、金融広報委員会事務局員等22名 

― 当委員会からの参加者…阿部・戸田・吉田・帷子アドバイザー、 

事務局関係者4名 

 

 

４．金融知識普及のための情宣活動の展開 

（１）出前講座のＰＲチラシを新規作成・配付 
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（２）消費者教育研修会において金融教育についての情報提供を実施 

  実施日：8月23日（於：盛岡市） 

  講 師：当委員会 齋藤副会長 

      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：中学校および義務教育学校の教員、39名 

 

 （３）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49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13日発表） 

○ 第14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13日発表）   

  ○ 第 13 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19日発表） 

 

（４）定期刊行物、各種資料、教材、活動紹介頒布品の配付 

 

（５）委員会ホームページを通じた諸活動等の紹介  

 

 

５．その他会議 

  （１）委員会総会の開催 

  実施日：5月30日（於：盛岡市） 

○ 平成27年度活動実施状況の報告 

○ 平成27年度収支決算案、平成28年度活動方針案および平成28年度 

収支予算案の承認 

 

（２）事務局員会議への参加    

実施日：6月27～28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）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24～25日（於：東京都） 

当委員会からの参加者：戸田アドバイザー 

 

（４）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30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 
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６．金融広報アドバイザーの異動 

○ 委嘱    高田 千枝子 氏 （委嘱期間28.4.1～31.3.31、再委嘱） 

○ 解嘱    小原 恒之 氏 （解嘱日 29.3.31、当初委嘱日 23.4.1、委嘱年数6年） 

 

 

以  上 
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別 添 1 

 

金融広報アドバイザー等派遣実績 

（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 延べ52回、受講生徒数 5,092名＞ 

 

開  催  校 時  期 対象学年および受講生徒数 

上野法律ビジネス専門学校 6月27日 1年生    77名 

上野法律ビジネス専門学校 6月28日 1年生    74名 

軽米高等学校 7月14日 3年生    63名 

黒沢尻工業高等学校 10月25日 3年生     222名 

種市高等学校 11月2日 3年生     82名 

一関第二高等学校 11月2日 3年生      40名 

北上翔南高等学校 11月8日 3年生     226名 

釜石商工高等学校 11月18日 3年生    137名 

一関学院高等学校 11月18日 3年生      116名 

花北青雲高等学校 12月1日 3年生    167名 

宮古工業高等学校 12月1日 3年生     79名 

盛岡商業高等学校 12月6日 3年生      235名 

大迫高等学校 12月7日 3年生       21名 

大船渡東高等学校 12月9日 3年生     146名 

雫石高等学校 12月12日 3年生      48名 

平舘高等学校 12月16日 3年生       81名 

盛岡工業高等学校 定時制 12月16日 全校        11名 

久慈東高等学校 12月19日 3年生      155名 

紫波総合高等学校 12月19日 3年生    180名 

一戸高等学校 12月21日 3年生      119名 

水沢農業高等学校 1月12日 3年生      86名 

福岡高等学校 1月16日 3年生      21名 

葛巻高等学校 1月16日 3年生      18名 

遠野高等学校 1月18日 3年生      40名 

盛岡工業高等学校 1月18日 3年生     275名 

沼宮内高等学校 1月18日 3年生      52名 

西和賀高等学校 1月18日 3年生      47名 

盛岡南高等学校 1月19日 3年生     239名 
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開  催  校 時  期 対象学年および受講生徒数 

盛岡市立高等学校 1月20日 3年生      83名 

岩谷堂高等学校 1月20日 3年生     175名 

杜陵高等学校奥州校 定時制 1月20日 3年生    34名 

水沢商業高等学校 1月24日 3年生   121名 

盛岡第二高等学校 1月27日 3年生     130名 

宮古高等学校 定時制 1月31日 全学年     21名 

遠野緑峰高等学校 2月7日 3年生      52名 

千厩高等学校 2月8日 3年生       60名 

宮古北高等学校 2月8日 3年生      15名 

北上翔南高等学校 2月8日 1年生    240名 

杜陵高等学校奥州校 定時制 2月10日 2年生       34名 

花泉高等学校 2月14日 3年生      28名 

山田高等学校 2月16日 3年生      49名 

伊保内高等学校 2月16日 3年生       48名 

住田高等学校 2月17日 3年生      35名 

花巻東高等学校 2月20日 3年生     180名 

岩泉高等学校 2月20日 3年生      38名 

花巻農業高等学校 2月21日 3年生     120名 

盛岡スコーレ高等学校 2月22日 3年生      89名 

軽米高等学校 2月23日 2年生     57名 

大槌高等学校 2月24日 3年生       84名 

久慈高等学校長内校 2月24日 全学年      47名 

花巻北高等学校 2月27日 3年生     235名 

平舘高等学校 3月14日 1年生      60名 
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別 添  2 

 

金融広報アドバイザー等派遣実績 

（学校等への派遣<金融・金銭教育の講話>） 

＜派遣回数 31回、受講者数 2,538名＞ 

 

【 大学生向け 】 

派遣依頼先 時 期 講 演 内 容 参 加 者 

岩手県立大学 

4月7日 

参加者を

入替え 

3回実施 

身近に潜む消費者トラブル 

短大新入生、四大新入

生・編入生、4年次生 

：合計746名 

岩手大学 

人文社会科学部 
4月8日 大学生に関わる金銭トラブル全般 

新入学生、教職員 

：合計228名 

富士大学 5月12日 
オリエンテーション ～金融リテ

ラシーとライフプラン 
1～4年生：64名 

富士大学 5月19日 家計管理 ～家計の収支と税金 1～4年生：64名 

富士大学 5月26日 資産形成 ～貯蓄と運用 1～4年生：64名 

富士大学 6月9日 
リスク管理 ～社会保険と民間保

険 
1～4年生：64名 

富士大学 6月16日 
消費生活 ～消費者契約と消費者

トラブル 
1～4年生：64名 

富士大学 6月30日 借金 ～カードとローン 1～4年生：64名 

富士大学 7月7日 
ライフプラン ～卒業後のライフ

プラン作成 
1～4年生：64名 

 

 

【 その他 】 

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11日 

家計管理について（クレジット

カードのしくみとトラブルの防

止、貯蓄、保険） 

専門学校生、教職員 

：合計68名 

岩手県立 

県民生活センター 
5月20日 

クレジットカードのしくみとトラ

ブルの防止法 

専門学校生、教職員 

：合計85名 

岩手県立 

県民生活センター 
5月23日 

クレジットカードのしくみとトラ

ブルの防止法 

専門学校生、教職員 

：合計25名 

矢巾東小学校３学年 7月5日 小学生向けマネー教育 
児童、保護者、教員 

：合計158名 

岩手県立 

県民生活センター 
7月28日 こづかいゲームの事前打合せ 

学生ボランティア 

：30名 

岩手県立 

県民生活センター 

7月29日 

午前・午後

の2回 

親子で学ぶ金銭教育（こづかい

ゲーム） 

小学生、保護者 

：合計97名 

厨川小学校４学年 9月23日 親子おこづかい教室 
児童、保護者、教員 

：合計134名 

    



 

 

8 

   

派遣依頼先 時 期 講 演 内 容 参 加 者 

大新児童館 11月26日 親子でこづかいゲーム 
小学生（低学年）、保護

者：合計10名 

岩手県立 

県民生活センター 
1月10日 こづかいゲームの事前打合せ 

学生ボランティア 

：7名 

岩手県立 

県民生活センター 
1月12日 

親子で学ぶ金銭教育（こづかい

ゲーム） 

小学生、保護者 

：合計49名 

盛岡情報ビジネス 

専門学校 
1月17日 

新社会人として備えておくべき給

与所得（税務・保険含む）知識全

般 

専門学校生：49名 

盛岡情報ビジネス 

専門学校 
1月18日 

新社会人として備えておくべき給

与所得（税務・保険含む）知識全

般 

専門学校生：50名 

仙北小学校 2月7日 
こづかいゲームで学ぼう 大切な

お金の使い方 

6年生、教員 

：合計118名 

仙北小学校 

2月8日 

ｸﾗｽ単位 

で3回 

夢のキーワード探し 
6年生、教員 

：合計118名 

仙北小学校 

2月9日 

ｸﾗｽ単位 

で3回 

考えよう！ 未来へのコース 
6年生、教員 

：合計118名 
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別 添 3 

 

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 10回、受講者数 183名＞ 

 

時 期 講 演 内 容 
参加者層:人数 

（場 所） 

5月10日 相続財産について 
ロータリークラブ会員:18名 

（盛岡市） 

5月27日 
定年退職をむかえる方のための「お金と手続きの不安

解消セミナー」 

定年退職予定者および 

退職者:18名 

（北上市） 

6月25日 ライフプランで考えるお金の貯め方 
17名 

（盛岡市） 

6月27日 
子育てにかかる費用や、子育て世代の家計のやりくり

について 

乳幼児学級受講生:10名 

（陸前高田市） 

7月25日 賢い金銭管理について 
勤労青少年ホーム会員:14名 

（盛岡市） 

10月28日 
定年退職をむかえる方のための「お金と手続きの不安

解消セミナー」 

定年退職予定者および 

退職者:18名 

（北上市） 

11月17日 今から始める終活 ～エンディングノート利用法 
35名 

（盛岡市） 

12月12日 若い人のためのライフプラン ～おひとり様編 
勤労青少年ホーム会員:11名 

（盛岡市） 

12月21日 

・ライフプランとお金についての基礎 

・わが家のライフイベントと農業に関する計画を重ね

合わせた将来プランについて 

20～40歳代の女性農業者:16名 

（岩手町） 

2月22日 医療と介護とおひとり様生活 
50歳以上:26名 

（岩手町） 

 


