
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 

第１問 

(保 険) 

地震保険の保険料が決まるうえで

関係のないものは次のどれです

か？ 

１． 加入する損害保険会社 

２． 建築の構造 

３． 建物の所在地（都道府県） 

４． 耐震等級 

（正解）  1. 

地震保険の保険料は、建物の構造とその建物の

所在地によって決まります。建物の構造は２区

分、所在地はいくつかの区分に分かれていま

す。また、建築年割引、耐震等級割引、免震建

築物割引、耐震診断割引の４つの割引制度があ

ります。加入する損害保険会社によって、保険

料が異なることはありません。 

第２問 

(証 券) 

金利と債券価格の理論的な関係と

して、正しいのはどれでしょう？ 

１.  金利が上がれば、債券価格

も上がる 

２.   金利が上がれば、債券価格

は下がる 

３.  金利が上がっても、債券価

格は変わらない 

４.   金利が上がる際には、債券

価格が上がる場合もあれば

下がる場合もある 

（正解）  ２. 

普通預金にお金を預けていると、市中金利が

上昇すると預金金利も上昇します。しかし債

券（固定利付債）は、発行後に市中金利が上

昇しても利子（クーポン）は一定です。こう

した状況で、その債券を売ろうとすれば、価

格を下げないと売れません。 

◆◆お願い◆◆ 

例年、この解答をこれから参加しようとしている他の方に見せているケースが見受けられます。

このクイズの目的は、金融や経済に関する自分の知識を試し、知らなかったことについてこれか

ら学習して頂くことによって、これからの暮らしを自分自身で守り、豊かで充実したものにして

頂くことにあります。このクイズでいい点数を取ることが目的ではありません。 

 今後、明らかにこのようなケースと思われる方には、クイズのご参加をご遠慮頂くこともあり

ますので、ご理解・ご協力頂きますようよろしくお願いいたします。 



第３問 

(金融 

トラブル) 

金融商品の販売・勧誘について、

不適切とは言えない事例はどれで

しょう？ 

１． 子どもが生まれたばかりの

若夫婦に生命保険商品を勧

める 

２． ８０歳代の高齢者に２０年

後に支払が始まる年金商品

を勧める 

３． 貯蓄などの資産に余裕がな

い人にハイリスクの金融商

品を勧める 

４． 外貨も日本円も同じだと言

って、外貨建ての金融商品

を勧める 

（正解）  １. 

金融商品の販売業者は、顧客の知識や経験、

資産状況、購入目的等を確認したうえで、顧

客に合った商品を勧めることが、金融商品取

引法によって義務付けられています。これ

を、適合性の原則といいます。 

第４問 

(預貯金) 

預金引き出しの際に本人を確認す

る方法として、新しい方法が広が

っています。次のうち導入されて

いる方法はどれでしょう？ 

１． 瞳 

２． 指や手のひらの静脈 

３． 声（声紋） 

４． 髪の毛 

（正解）２. 

現在、銀行では、手のひらや指の静脈のパタ

ーンで本人を認識する「生体認証」を取り入

れるなど、本人確認を厳格化しています。こ

れは、預金者の個人データを ICキャッシュカ

ード（ICチップを搭載したキャッシュカード）

に記憶することで、利用が可能となっていま

す。 

第５問 

(金融商品） 

元本が保証されている金融商品

は、どれでしょうか？ 

１. 投資信託 

２. 株式 

３. 預金（外貨預金を円換算する

場合を除く） 

４. 変額年金保険 

（正解）３. 

預金は金融機関により元本が保証されてい

るめ、預けた資金を将来受取るときに減額さ

れないことが保証されています。外貨預金も

外貨建てでは元本保証がありますが、為替差

損により円建てでは元本割れすることもあ

ります。 

第６問 

(金融取引 

ルール) 

預金口座開設の際に本人確認書類

として認められない書類はどれで

しょう？ 

１． パスポート 

２． 学生証 

３． 運転免許証 

４．  健康保険証 

（正解） ２. 

個人の方が銀行等に預金口座を開設するに

は、本人確認のための書類（運転免許証、健

康保険証、パスポート、住民票の写しなど、

氏名・住所・生年月日が確認できる書類の原

本）が必要です。このほか、「犯罪による収

益の移転防止に関する法律」の改正により、

2013年 4月 1日から、口座開設の際に、本人

確認書類の提示に加えて、職業や取引を行う

目的の申告も求められることとなりました。 



第７問 

(ローン) 

クレジットについて、誤った説明

をしているのはどれでしょう? 

１． 原則として、クーリングオフ

できない 

２． 業者は登録制になっている 

３． 個別クレジット業者には、

加盟店の勧誘行為等の調査

義務がある 

４． 原則として、業者は支払能

力調査を行い、これを超え

る与信はできない 

（正解）  １. 

割賦販売法が改正（2009～2010 年施行）され

て、個別クレジット業者も登録制となり、加盟

店の勧誘行為等についての調査が義務付けら

れたほか、消費者が個別クレジット業者に対し

てクーリングオフを行うと、販売契約も基本的

にクーリングオフされたものとして取り扱わ

れるようになりました。また、クレジット業者

は指定信用情報機関の情報などを利用して消

費者の支払可能見込額を算定するので、原則と

して消費者はこれを超えたクレジットの利用

ができなくなりました。 

第８問 

(生活設計) 

資金の保有目的をライフプランの

観点から分類した場合、該当しな

いものは次のうちどれでしょう

か？   

１． 準備資金 

２． 短期資金 

３． 運転資金 

４． 利殖資金 

 

（正解）  ３． 

資金の保有目的は、ライフプランの観点か

ら、①準備資金（突発的な支出への備え、病

気・災害への備えなど）、②短期資金（旅行・

レジャー資金、耐久消費財の購入資金など）、

③中長期資金（教育資金や老後生活資金な

ど）、④利殖資金（余裕資金で増やすことを

目的とした分）、といった分類ができます。

こうした目的に応じて金融商品を選ぶ必要

があります。なお、運転資金は、企業が日々

の営業をしていく上で必要な資金をいいま

す。 

第９問 

(金融商品の

選び方) 

「家計の金融行動に関する世論調

査[二人以上世帯]」（２０１４年）

によると、次の中で金融機関を選

ぶ理由として最も影響力の低いも

のはどれでしょう？ 

１． インターネットによるサー

ビス・取引などが充実して

いるから 

２． 各種手数料が他の金融機関

より割安だから 

３． テレビＣＭ、ポスター、キ

ャラクター商品などの印象

がよいから 

４． 営業時間が長かったり、土

日に営業したりしているから 

（正解） ３. 

テレビＣＭ、ポスター、キャラクター商品など

の印象は、過去２０年をみても金融機関の選択

理由では１％程度で推移しており、最も低いの

が実情です。人々は金融機関選択にあたって

は、堅実で慎重な行動をとっているようにみら

れます。 



 

第１０問 

(生活設計) 

地域の社会福祉協議会が、高齢者

への日常生活自立支援事業とし

て、行っていないサービスとは次

のうちどれでしょう？ 

１． 年金の受給手続き 

２． 通帳・印鑑などの保管 

３． 預貯金の払出し・預入れ・

解約 

４． 不動産の売却 

（正解） ４. 

地域の社会福祉協議会が行っている日常生

活自立支援事業では資産管理について、①日

常的金銭管理サービス（年金の受給手続き、

税金・公共料金・医療費・家賃などの支払い、

日常生活に必要な預貯金の払出し・預入れ・

解約手続きなど）、②書類などの預りサービ

ス（年金証書・通帳・実印・銀行印などを金

融機関の貸金庫などに保管する）、の２つの

サービスを利用できます。ただし、日常的な

生活援助の範囲を超えた問題、例えば、不動

産の売却、施設入所の代理契約などはできま

せん。 

 

■このクイズの他、広く皆様の暮らしに役立つ「生活設計」、「預貯金」、「証券」、

「保険」、「ローン」、「年金」、「金融トラブル」等に関するクイズは、金融広報中央

委 員 会 （ 事 務 局 ： 日 本 銀 行 情 報 サ ー ビ ス 局 ） の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.shiruporuto.jp/）「今月のクイズ」よりご覧いただけます。 

 

■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、各種団体研修会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。 

 

■また、気の合った友人と金融や生活設計等について学ぶ「金融学習グループ」制

度もあります。１５人以上集まればつくることができ、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。 

      

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、贈与、

相続、遺言、成年後見制度、老後の生活設計、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 

 

 

【事務局】大分市長浜町２－１３－２０ 

   日本銀行大分支店内                                 
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