
 

 

 
                 
 
 
 
 
 

第１問 

 

一般に「人生の３大費用」といえば、

何を指すでしょうか？ 

１．一生涯の生活費、子の教育費、医

療費 

２．子の教育費、住宅購入費、老後の

生活費 

３．住宅購入費、医療費、親の介護費 

（正解） ２． 

老後費用、住宅費用、教育費用は、「人生の

３大費用」と言われます。 

 

第２問 

 

金利が上がっていくときに、資産の運

用（預金等）、借入れについて適切な対

応はどれでしょうか？ 

１．運用は固定金利、借入れは固定金

利にする 

２．運用は固定金利、借入れは変動金

利にする 

３．運用は変動金利、借入れは固定金

利にする 

４．運用は変動金利、借入れは変動金

利にする 

（正解） ３． 

金利が上がっていくときには、運用収入

が増加するため、運用を変動金利にするの

が適当。一方、借入れについては、コスト

の増加を避けるために、固定金利にするこ

とが適当。 

第３問 

 

急な親の介護で、周りに頼る方がおら

ず、困ったときは、公的制度・サービ

スを活用するとよい。  

１．正しい 

２．誤っている 

（正解） １． 

急な親の介護で困ったときは、「地域包括

支援センター」が強い味方になってくれま

す。主に市区町村などの自治体が設置主体

となっており、保健師や社会福祉士、主任

ケアマネージャーといった医療・保険や介

護などの専門家がそれぞれの得意分野を生

かして、さまざまな相談に乗ってくれます。 

また、費用に関しては、「公的介護保険制

度」が強い味方になります。同制度は、40

歳以上の人で介護が必要と認定されれば、

原則としてかかった費用の 1 割の自己負担

（一定以上の所得がある人は、2割もしくは

3割）で訪問介護や通所サービスなどの介護

保険サービスを利用できます。しかし、制

度対象外のサービスは全額自己負担になっ

てしまうほか、制度対象内のサービスであ

っても、要介護度の区分ごとに設けられた



支給限度額を超えた分は、原則として全額

自己負担になります。 

 なかには、親の世話と仕事との両立が難

しくなり、介護離職するケースもあります

が、十分な蓄えもないままに介護離職して

しまうと、自身の老後にも影響が出てきま

す。介護される親の希望や資産なども確認

しながら、介護と仕事の両立を支援する国

の制度（介護休業制度や介護休暇）を活用

して、介護と仕事を無理なく続けられる態

勢を整備することが必要不可欠です。  
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第４問 

 

確定申告の必要がある人が亡くなった

場合には、相続人が代わって所得税の

確定申告を行う必要があります。これ

を「準確定申告」といいますが、相続

の開始があったことを知った日の翌日

から 4 カ月以内に申告と納税をする必

要がある。 

１．正しい 

２．誤っている 

（正解） 1． 

 「準確定申告」に当たっては、1 月 1 日

から死亡日までの所得金額および税額を計

算し、申告と納税をしなければなりません。

申請先は、故人の納税地（一般的には住所

地）の所轄税務署です。相続人が 2 人以上

いる場合は、連署により準確定申告書を提

出します。ほかの相続人の氏名を付記して

各人が別々に提出することもできますが、

この場合、当該申告書を提出した相続人は、

ほかの相続人に申告した内容を通知する必

要があります。準確定申告は、相続の開始

があったことを知った日の翌日から 4 カ月

以内に申告と納税をしなければなりませ

ん。確定申告をしなければならない人が翌

年の 1 月 1 日から確定申告期限（原則とし

て翌年 3 月 15 日）までの間に確定申告書を

提出しないで死亡した場合、前年分、本年

分ともに同じ期限内に申告と納税を行うこ

とが必要です。  
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第５問 

 

パートナーや子どもがいないシングル

世帯の場合でも、判断能力が低下した

場合（または低下に備え）、財産管理や

各種契約手続きを代行してくれる仕組

みがあります。はたして、それは次のう

ちどれでしょう? 

 

（正解） １. 

 1．の「成年後見制度」は、判断能力が不

十分な高齢者などに代わり、後見人が財産

管理や各種契約手続きを行うものです。成

年後見制度には 2 種類あり、判断能力が衰

える前であれば、判断能力の低下に備え、

「任意後見制度」を利用できます。あらか

じめ自分の意志で後見人を決め、その人に



１．成年後見制度 

２．死後事務委任契約  

３．公正証書遺言 

介護サービスの契約や財産管理などを行っ

てもらいます。もう一つは判断能力が衰え

てから、本人や親族などが家庭裁判所に申

し出て、後見人をつける「法定後見制度」

です。どのような老後を過ごしたいのか、

自分の希望に沿って財産管理などを行って

ほしいのであれば、判断能力があるうちに

自身の望む後見人に今後を託せる任意後見

制度の方が向いているでしょう。 

 2．の「死後事務委任契約」は文字通り死

後の対策になります。亡くなった後の葬儀

や埋葬、入院していた病院や介護施設の費

用の支払い、行政への届け出などの事務手

続きを代行してもらいます。 

 3．の「公正証書遺言」も死後の対策で、

自分の財産を誰に託すかなどを決めておけ

ます。相続人がいない人の財産は原則とし

て国庫に納付されますが、遺言を残すこと

で希望する人に遺産を寄付することができ

ます。これを遺贈といいます。遺贈する相

手は、友人や相続人ではない親族のほか、

学校や NPO など公益団体にすることもでき

ます。公証人が作成する公正証書遺言であ

れば、遺言書が無効となる恐れはありませ

ん。改ざんや紛失の恐れもなく、死後に裁

判所に持って行く必要がないのもメリット

です。  
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第６問 

 

介護離職＊を避けるべく、介護と仕事の

両立を支援する公的制度が用意されて

います。次のうち、同制度に該当しな

いものはどれでしょう。 

＊介護負担が原因で介護と仕事の両立

が困難になり、介護をする人が仕事

を辞めてしまうこと。  

１．介護休業制度 

２．老老介護 

３．介護休暇 

（正解） ２. 

 介護と仕事の両立を支援するための二つ

の公的制度を紹介しましょう。まず、(1) 

「介護休業制度」です。これは労働者が 2

週間以上の期間にわたり、常時介護を必要

とする状態にある家族を介護するために一

定期間休業できる制度です。休業期間は介

護に充てる期間というよりも、適切な介護

サービスを見つけて、介護と仕事を両立さ

せるための制度です。「育児・介護休業法」

を根拠とした制度で、事業者は労働者が介

護休業を申し出た場合、拒否することはで

きません。申出は対象家族 1 人につき 3 回

まで、合計 93 日間取得することができま



す。休業中の賃金は給料の 67％と定められ

ています。 

 次に、(2)「介護休暇」です。「介護休業

制度」と同様に、「育児・介護休業法」を根

拠とした制度です。1 年間で、有給休暇と

は別に、最大 5 日間、介護対象が 2 人以上

の場合は 10日間の休暇を取得でき、半日単

位の取得も可能なので使いやすくなってい

ます。 

 「働き方改革」が進むなか、介護と仕事

の両立を支援するため、「フレックスタイ

ム」などの活用も含め、職場全体で、ひい

ては社会全体で介護を支え合っていくとい

う介護保険制度の原点に立ち返り、私たち

一人ひとりが思いやりの心を持って介護を

理解することが大切です。 

 なお、「老老介護」とは、介護と仕事の両

立を支援するための公的制度ではなく、「65

歳以上の高齢者を同じく 65 歳以上の高齢

者が介護している状態」のことをいいます。

例えば、「高齢の妻が高齢の夫を介護する」、

「65歳以上の子供がさらに高齢の親を介護

する」などのケースがあります。  
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第７問 「オリンピック財団」と称する者から、

東京オリンピックのチケット申し込み

や購入等に関する勧誘の電話がかかっ

てきました。この場合の対応方法とし

て誤っているのはどれでしょうか？  

１．すぐに電話を切って、消費者ホッ

トライン（TEL：188<いやや！〉）

や警察に相談する。 

２．公式の販売ルートではないので、

チケットは購入しないようにす

る。 

（正解） ３． 

 東京オリンピック公式チケットの販売や

公式ライセンス商品の販売に関する正しい

知識があれば、詐欺的勧誘に惑わされずに

済みます。例えば、チケット購入や情報収

集のためには、TOKYO 2020 IDの登録が必要

です。また、公式ライセンス商品には偽造

防止措置として、シリアル番号の付された

ホログラム証紙が貼られています。ネット

で購入する場合は、ライセンシー（メーカ

ー）の HPまたはオフィシャルオンラインシ

ョップで購入してください。また、消費者

庁 HP「『オリンピック財団』等と称する悪質

事業者に関する注意喚起」、国民生活センタ

ーHP「生活知識情報 オリンピック・シンボ

ル」などの関連サイトも参照してください。 

 東京オリンピックをセールストークにし

たトラブルに巻き込まれないためには、持



３．迷っていたら、「予約購入したチケ

ットを買値より高値で買い取る」

という。先着順と言われ、早急に

チケット代を送金する。 

ちかけられた事業や投資話の真偽につい

て、上記関連サイトで調べたり、信頼でき

る人に聞いてみることが大切です。また、

東京オリンピック関連に限らず、リスクに

ついての説明がないまま「必ず儲かる」と

いう勧誘は、消費者契約法などに抵触する

可能性が高いので、契約しないのが賢明で

す。話の内容が「分からない・理解できな

い」ものについても契約を避けましょう。

さらに「名前を貸してほしいといわれる」

とか「個人口座に振り込ませる」というこ

とであれば、まず詐欺的勧誘だと疑ってみ

るべきです。 

 不審に思うことがあったり、万一トラブ

ルに巻き込まれたりした場合は、迷わず最

寄りの消費生活センターや警察に相談して

ください。 
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第８問 人生 100年時代といわれるなか、「お金

にもある程度働いてもらいたい」と考

える方もいるでしょう。その場合の資

産運用のスタイルとして、相応しくな

い方法は次のうちどれでしょうか。  

１．さまざまな国・地域や資産に分散

して投資すること。 

２．一定の金額を毎月決まった日など

一定の間隔で積立投資し、投資タ

イミングを分散させること。 

３．より儲かりそうな資産に集中的に

投資すること。 

 

 

 

（正解） ３． 

設問のように、老後資金を念頭に置いた

息の長い運用スタイルを考えるのであれ

ば、大切になるのは、どれがより儲かりそ

うかと考えるリスク・テイクではなくリス

ク・コントロールの発想です。つまり、い

かにして値動きのブレを抑えながら、安定

した収益を獲得していくかに重きを置き、

運用していくことが肝要です。キーワード

となるポイントは大きく三つあります。 

 一つ目は投資先の「分散」です。これか

ら値上がりしそうだと考える対象に絞って

集中投資するのではなく、値下がりするか

もしれないと考える対象を含め、あえて値

動きの異なる複数の資産を組み合わせて運

用することです。例えば、さまざまな国・

地域（日本、先進国、新興国など）や資産



 （株式、債券、不動産など）に分散投資す

ることで、世界経済の平均的な成長を狙う

といった考え方です。 

 二つ目は「長期」での運用です。仮に複

数の国・地域や資産に分散投資をしたとし

ても、経済は景気の波を受けながら拡大を

続けるものであり、数年の運用期間では景

気循環の影響から運用資産がマイナス評価

となる可能性があります。世界経済全体が

成長するのに必要な 10 年あるいは 15 年と

いった運用期間を、最初から想定すること

で、収益が安定しやすくなります。また、「長

期」での運用では、運用で得た利益を元本

に加えて再投資することで、利益が利益を

生む効果もあります（これを複利効果とい

います）。 

 そして、三つ目が「積立」により投資タ

イミングを分散させることです。一定の金

額を毎月決まった日など一定の間隔で投資

をする積立投資には、いくつもの利点があ

ります。まずは、一度にまとまった金額を

投資する一括投資と比べ、比較的少額から

でも始められること。次に投資を行うタイ

ミングに悩まずに済むこと。いつ投資をし

たらよいか分からないという理由で、投資

に踏み切れないでいる人も少なくありませ

ん。そして、投資タイミングを分けること

で、購入単価を均す効果が働くことも大き

な利点です。 
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第９問 

 

公的介護保険制度では、介護状態区分

が「要介護」に認定されると、基本的

にすべての介護保険サービス（居住介

護、地域密着型、施設介護）を利用で

きる。  

１．正しい  

２．誤っている 

（正解） １. 

 「公的介護保険制度（介護保険）」とは、

40 歳以上の人全員が加入を義務付けられ、

介護が必要になったときに介護保険サービ

スを利用できる公的な制度です。社会全体

で介護を支え合う目的で 2000年にスタート

しました。上手に制度を利用し、介護保険

サービスを適切に選択することで介護生活

をスムーズに送ることができます。 

 一般的に介護保険制度で利用できるサー

ビスは、要介護状態区分により異なります。

「要支援」認定であれば、一部のサービス



に限られますが、「要介護」認定であれば基

本的にすべて利用できます。 

 介護保険サービスは主に「居宅介護」、「地

域密着型」、「施設介護」の 3 種類に分類さ

れます。まず、(1)「居宅介護サービス」は、

一般的に、自宅に住みながら介護を受ける

のに適したサービスです。次に、(2)「地域

密着型サービス」は、要支援・要介護の認

定を受けた人が、無理なく住み慣れた地域

で生活できるように、支援するためのサー

ビスです。さらに、(3)「施設介護サービス」

は、「介護状態が深刻で常時介護が必要」、

「自宅に住みながら介護を受けるのが難し

い」場合に施設に入所し、支援を受けられ

るサービスです。  
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第10問 

 

2022年 4月から、成人年齢が現行の 20

歳から 18歳に引き下げられる。  

１．正しい 

２．誤っている 

（正解） １. 

2018年 6月 13日、改正民法が成立し、成人

年齢が現行の 20 歳から 18 歳に引き下げら

れることになりました。現行では、19 歳以

下の方が、スマートフォンの購入やクレジ

ットカード、ローンの契約などの消費者契

約をしても、親権者同意（親の同意）がな

ければ民法 5 条に規定された「未成年者取

消権」により、原則、契約を取り消すこと

ができます。今後、成人年齢が引き下げら

れたことに伴い、18歳と 19歳の方が「未成

年者取消権」を喪失することになるため、

現行の成人年齢である 20歳より、さらに社

会経験の少ない高校生成人は、悪質業者の

恰好のターゲットとなりやすく、さまざま

な消費者トラブルが拡大しかねないとの懸

念の声が上がっています。 

 消費者トラブルの回避や適切な対処のた

めには、(1)消費者トラブルの事例を知る、

(2)契約の大原則を知る、(3)トラブルの相

談窓口を知る、の三つの「知る」が重要で

す。(1)消費者トラブルの事例を知っておけ

ば、それに類する場面に遭遇したときに「怪

しい」と気付くことができます。次に、(2)

契約の大原則を知る。商品やサービス購入

の契約は、「消費者の申込み」と「事業者の



テーマ例：年金、生命保険、介護保険、税金、確定申告、住宅ローン、相続、

贈与、遺言、成年後見制度、老後の生活設計、エンディングノート、

各種金融商品、株式、投資信託、金利と利回り、クーリングオフ、

悪質商法、詐欺商法  等 
 

 

 

承諾」の二つが揃って、初めて成立します。

そもそも申し込んでいなければ、契約が成

立していないため、請求されても支払う必

要はありません。最後に、(3)トラブルの相

談窓口を知る。怪しいと思った場合や困っ

た場合には、「188（消費者ホットライン）」

に電話すれば、最寄りの消費生活センター

に繋がります（188 は、「いやや！」と覚え

てください）。一人で抱え込まず、早め早め

に相談することが重要です。 
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■大分県金融広報委員会では、生活設計・年金・税金・金融商品等に関する講演会

や、児童・生徒の金融・金銭教育などに、専門家を派遣しています。地域での集ま

りや学校、ＰＴＡなどにもご利用いただけます。講師謝礼や交通費は無料です。 

下記事務局までお気軽にお電話下さい。 

 

■おかねや金融・経済について自ら学びたい方々への支援として、「金融学習グル

ープ」制度を設けています。１５人以上のメンバーがいれば設定できます。学習会

（年６回以上開催）には専門家を講師として派遣します。期間は 1年ですが、ご希

望により 3 年間延長が可能です。是非、あなたの生活に身近なテーマについて学ん

でみませんか。 

   

 

 

 

 

 

 

“ぽると”は「港」、「入り口」という意味です。 

 金融や経済の情報の集まる「港」として、また、おかねの知識への身近な

「入り口」として大分県金融広報委員会をご活用ください。 
 

知るぽるとの web サイト 

http://www.money-oita.com 

 

【事務局】 日本銀行大分支店総務課内   

     ＴＥＬ．０９７－５３３－９１１６                       

     ＦＡＸ．０９７－５３８－７０８５ 


