
 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１問 

(生活設計) 

月々の収支を黒字化する方法と

して「手取り収入のうち、貯めよ

うと決めた一定額を最初に差し

引いて貯蓄すること」を何という

でしょうか？  

１. 源泉徴収 

２. 天引き貯蓄 

３. 生涯貯蓄 

４. ドルコスト平均法 

 

 

（正解）  ２. 

貯蓄というと、「毎月の支出を抑え、残っ

た額を貯蓄しよう」と考えがちですが、そ

れよりも「手取り収入から貯蓄する額を最

初に差し引いてしまい（＝天引き貯蓄）、残

ったお金だけで何とか生活するように努め

る」方が貯まりやすいといわれます。 

第２問 

(金融商品) 

「個人向け国債」の金利の下限は

何％でしょうか？ 

１. ０．０１％ 

２. ０．０５％ 

３. ０．１０％ 

４. なし 

 

 

（正解）  ２. 

個人向け国債では実勢金利がどんなに下

がったとしても、0.05％（変動 10 年債の場

合は適用利率が 0.05％未満の場合）の最低

金利保証があります。 

第３問 

（預 貯 金） 

預貯金の特徴として、不適切なも

のは次のうちどれでしょうか？ 

１． 元本保証で安全である 

２． 現金に換えやすい 

３． 公共料金などの決済に利用

される 

４． 収益性が高い 

（正解）  ４. 

預金は、一般に「安全性」が高く（元本

が確保される）、「流動性」も高いこと（現

金に換えやすい）、公共料金やクレジットカ

ードの買い物代金などの自動引き落としな

どの「決済にも使える」のが特徴。 

一方、「収益性」では見劣りしますが、例

えば、社会人になったばかりで貯蓄額が少

なく、いつ生活費や不意の出費にあてるこ

とになるかわからないような時のお金の管

理に適しています。 

 

 

 



第４問 

(ロ ー ン) 

「元利均等返済方式」のローンに

関して、誤っている説明はどれで

しょう？ 

１.  住宅ローンでは、このほか

「元金均等返済方式」「ボー

ナス払い併用方式」がある 

２． 元金分と利息分を合わせた

毎期の返済額が、完済時まで

同額である 

３．「元金均等返済方式」に比べ

ると返済総額が大きくなる 

４． 毎期の元金返済額を同額に

設定し、利息が上乗せされ

て返済額が決まる 

 

（正解）４. 

「元利均等返済方式」は、毎月の返済額

（元金＋利息）を一定とする方式で、ロー

ンの返済を計画的に行いやすいというメリ

ットがあります。 

一方、「元金均等返済方式」は、一定額の

元金と残元金に応じた利息を合わせて返済

し、だんだんと返済額が小さくなる方式で

す。当初の返済負担が大きいですが、返済

総額を抑制できるというメリットがありま

す。 

第５問 

（金融取引ルール） 

消費者契約法で契約の取り消し

ができないケースは、次のうちど

れでしょうか？  

１. 忙しかったので事業者の説

明の一部を断った 

２. 契約内容や条件などの重要

事項について虚偽説明をさ

れた 

３. 将来の不確実な事項につい

て断定的な言い方をされた 

４. 退去を求めたにもかかわら

ず事業者が契約するまで居

座った 

（正解）１. 

民法の特別法である消費者契約法のおか

げで、消費者と事業者間の情報力や交渉力

の格差が縮小されました。消費者側は、(1)

重要事項について事実と異なることを告げ

られた(不実告知)、(2)将来について断定的

判断を提供された(断定的判断)、(3)不利益

になることを故意に告げられなかった(故

意の不告知)、ために誤認したり、(4)契約す

るまで居座られ、やむなく契約した場合は、

契約の取り消しができるようになりまし

た。  

業者の説明を断ったりすると、(3)が適用

されず、契約が取り消せません。 

 

 

第６問 

(保  険) 

地震保険の保険期間は最長何年

でしょうか？ 

１． ３０年 

２． ２０年 

３． １０年 

４．   ５年 

（正解） ４. 

地震保険の保険期間は最長で 5 年となっ

ています。ただし、主契約である火災保険

の保険期間によって、契約できる保険期間

が異なります。 

例えば、保険期間 10 年の火災保険の保険を

年払いする場合、地震保険については、保

険期間 1 年の地震保険を 1 年毎に自動継続

することになります。 

 

 

 



第７問 

(預 貯 金) 

例えば、年利３％で銀行にお金を

預けた場合、およそ何年でそのお

金は２倍になるでしょうか？ 

１． １２年 

２． １８年 

３． ２４年 

４． ７２年 

（正解）  ３. 

「72 の法則」を利用すると、お金が 2 倍に

なる年数がすぐにわかります。つまり、「72

÷金利」を計算すると、お金が 2 倍になる

年数（概算）が出ます。例題では、年利 3％

でお金を運用した場合ですので、「72÷3＝

24」と、24 年で 2 倍になることがわかりま

す。同様に、金利が 4％、6％の場合は、18

年、12 年と算出できます。 

「72 の法則」で使われる「金利は」複利（1

年毎に利子にも利子がつく）です。このた

め、この式は、「複利の力」を理解するのに

役立ちます。なお、人類の歴史上最高の物

理学者とも評されるアインシュタインは

「人類の最大の発見は、複利である」と語

り、「複利の力」の大きさを表現したと語ら

れています。 

第８問 

(生活設計) 

年をとって財産に関する適切な

判断ができなくなった場合に利

用できる制度は、どれでしょう

か？ 

１． 成年後見 

２． 自己破産 

３． 禁治産 

４． 介護保険 

 

（正解）  １． 

成年後見は、判断能力が不十分な人を支

援し、その財産を適正に管理するための成

年後見人等を置く制度です。 

禁治産は心身喪失の常況にあって、自分で

財産を管理する能力のない者に対して、後

見人を付ける制度でしたが、廃止され、成

年後見制度に移行しました。 

自己破産は、返済ができないほどの多額の

借金を抱えた時に裁判所に自ら破産の申し

立てを行うものです。  

介護保険は、介護が必要な状況になったと

きに介護サービスが受けられるようにする

制度です。 

第９問 

(金融商品) 

「NISA（少額投資非課税制度）」

口座への年間投資額の上限はい

くらでしょうか？ 

１． ８０万円 

２． １２０万円 

３． １６０万円 

 

（正解） ２. 

「NISA（少額投資非課税制度）」口座で

は、年間投資額 100 万円を上限に、投資額

から得られた収益（売却益・配当等）が非

課税となる制度としてスタートしました

が、2016 年 1 月から 120 万円に拡大されて

いることをご存知でしたか。 

因みに、2016 年 1 月からスタートした、「ｼﾞ

ｭﾆｱ NISA（未成年者少額投資非課税制度）」

の年間投資上限額は 80 万円まで、となって

います。 



 

第１０問 

(金融トラブル) 

最寄りの消費生活相談窓口を案

内してくれる「消費者ホットライ

ン」の電話番号は、次のうちどれ

でしょう？ 

１． １１０ 

２． １７７ 

３． １８８ 

４． １１７ 

 

（正解） ３. 

金融トラブルに巻き込まれた（架空請求

や不当請求を受けた等）場合には、消費生

活センター等の消費生活相談窓口に相談し

ましょう。最寄りの消費生活相談窓口が分

からない場合には、消費者ホットライン

「188」番に電話すると案内してもらいま

す。 

 

■このクイズのほか、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、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 

 

 

 

 

【事務局】大分市長浜町２－１３－２０ 
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