
                         
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１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、高齢になって自己で判断できない

場合に、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２問 

（年金） 

無職の学生でも、２０歳になる

と国民年金に加入しなければな

りません。保険料について正し

いものはどれでしょう？ 

１． 無職のため、保険料を支

払わなくてよい 

２． 学生の特例措置がある 

３． 同居家族全員に支払い義

務がある 

 

（正解）  ２. 

学生には、保険料の納付について特例措置が

あり、申請して承認を受ければ保険料の納付

を要しないこととされています。また、この

期間に障害に該当したり、死亡した場合は障

害基礎年金や遺族基礎年金の対象とされま

す。ただし、承認を受けていない場合には対

象とされません。なお、国民年金の保険料は、

原則として被保険者本人が納付し、世帯主や

配偶者が連帯して納付義務を負うことにな

っています。 

第３問 

（生活設計） 

住宅ローン 3,000 万円を金利

３％、３０年間で毎月元利均等

で返済する場合の総返済額はど

の程度になるのでしょうか？ 

１． ４，５００万円 

２． ５，０００万円 

３． ５，５００万円 

４． ６，０００万円 

 

（正解）  １. 

金融広報中央委員会のホームページにある「資

金プランシミュレーションコーナー」では、住

宅ローンの返済計画や預貯金の積立予測など、

手軽に試せるシミュレーション・ツールを用意

しています。確かな生活設計を考えるには、生

活の状況を把握し、いく通りもの将来をシミュ

レーションすることが最初の一歩です。 



第４問 

（年金） 

６０歳定年後から６５歳までに

会社に在職したときに、年金が

支給停止されるかどうかを確認

する際の、収入等を合算した一

定の基準額はいくらでしょう

か？ 

１． １８万円 

２． ２８万円 

３． ３８万円 

４． ４８万円 

 

（正解） ２. 

６０歳以上で会社に在職し、厚生年金の加入

者である人に支給される年金を「在職老齢年

金」といいます。「在職老齢年金」は、働いて

収入を得ている人に対して支給する年金額

を、収入額等に応じて減額するしくみです。

収入額等は、総報酬月額相当額と基本月額（加

給年金額を除いた年金額÷１２）の合算額で

計算されます。この金額が２８万円以下の場

合は、支給停止されず全額支給されます。 

第５問 

（預金保険） 

金融機関が破綻（はたん）した場

合、預金者は一定額までの預金し

か保護されませんが、これをどの

ように呼んでいますか？ 

１． プリペイド 

２． オフサイド 

３． ペイオフ 

（正解）  ３. 

「ペイオフ（payoff）」とは、「支払い、清算」

といった意味の英語で、本来「預金保険金の支

払い」を言います。保護の範囲は、１人当たり

元本１千万円までと破綻日までの利息を対象と

します。 

第６問 

（預貯金） 

預け入れる金額に上限のある金

融機関・預貯金はどれでしょ

う？ 

１． 普通銀行の大口定期預金 

２． ゆうちょ銀行の定期預金 

３． 信用金庫の定期積金 

４．  普通銀行の当座預金 

（正解） ２. 

預貯金には通常、預け入れできる上限があり

ませんが、ゆうちょ銀行については、１人当

たり１，０００万円までしか預け入れができ

ません。この預入限度額は、民営化前に預け

た郵便貯金とゆうちょ銀行の貯金を合わせ

た額となります。ただし、財形貯蓄は別枠で

預け入れをすることができます。 

なお、当座預金は、主に企業の営業資金の決

済口座として使われています。 

第７問 

（証券） 

株式と債券の説明で誤っている

のはどれでしょう？ 

１． 会社が倒産した場合、株

主は会社の借金を支払う

義務がある 

２． 債券は、発行体の経営悪

化等により元利払いが履

行されない場合がある 

３． 株主には経営に参加する

権利（議決権）がある 

４． 債券保有者には経営に参

加する権利（議決権）は

ない 

（正解）  １. 

株主の責任は、その出資額を限度とする有限責

任です。その企業が倒産した際に、出資金額以

上の追加負担を求められることはありません。 



第８問 

（金融トラ

ブル） 

自己破産のデメリットとして正

しいのはどれでしょうか？    

１． 戸籍に記載される 

２． 個人信用情報機関に登録

される 

３． 制限行為能力者になる 

４． 選挙権がなくなる 

 

（正解）  ２. 

自己破産を申し立てて裁判所が免責許可の

決定を出せば、債務は全くなくなりますがマ

イナス面もあります。法的には、戸籍に載っ

たり制限行為能力者になったり、選挙権がな

くなったりすることはありませんが、破産手

続開始決定は官報に公告されます。これによ

り、自己破産は事故情報として個人信用情報

機関に５～１０年間登録されます。したがっ

て、この間は新たにクレジットカードを作っ

たり、住宅ローンを組んだりすることはでき

ません。 

第９問 

（金融取引

ルール） 

原則として、クーリング・オフ

は商品または代金の総額がいく

ら以上の場合に適用されるでし

ょう？ 

１． １，０００円 

２． ３，０００円 

３． ５，０００円 

４． １０，０００円 

 

（正解） ２. 

クーリングオフのチェックポイントとして

は、（１）契約場所が業者の営業所など以外

の場所であること、（２）購入した商品・サ

ービスが適用除外でないこと、（３）行使期

間が契約書面の受領日からそれぞれの取引

内容の規定期間以内であること（４）購入し

た商品もしくは代金の総額が３，０００円以

上であること、などが挙げられます。 

第１０問 

（生活設計） 

年金は２か月分がまとめて振り

込まれます。それはいつの分で

しょうか？ 

１． 前２か月分 

２． 先月と今月分 

３． 今月と来月分 

４． 来月からの２カ月分 

（正解）  １. 

年金を受給するために「年金請求書」を提出

してから１～２カ月で「年金証書」と「年金

裁定通知書」が届き、さらに１～２カ月後か

ら指定の預金口座に年金が振り込まれます。

初回は奇数月の振り込みもありますが、２回

目以降は、前２カ月分の年金が偶数月の１５

日（土日祝日の場合はその前日）に支払われ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

■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 
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