
                         
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１問 

（ローン） 

多重債務への対処法に「自己破産」が

ありますが、これに伴うデメリットと

して、誤っているのはどれでしょう？ 

１． 住所・氏名が官報に掲載される。 

２． 事実が戸籍に掲載される。 

３． 一定期間、弁護士などになれな

い。 

４． 一定期間、住宅ローンやクレジ

ットカードが発行されない。 

（正解） ２． 

多重債務によって返済能力を超え、生

活破綻した場合の対処方法として自己

破産があります。マイナス面があるの

は事実ですが、戸籍に自己破産した事

実が載ったり、選挙権や被選挙権など

の公民権を失うことはありません。 

第２問 

（暮らしの

データ） 

国民１人当たりの金融資産のうち、預

貯金の占める割合はおよそ何％くらい

でしょうか？ 

１． ７％ 

２． １２％ 

３． ２６％ 

４． ４７％ 

（正解）  ４． 

２００６年の家計の金融資産と種類別

の比率を見ると、最も多かったのは預

貯金（４７％）でした。次いで、保険・

年金準備金（２６％）、株式・出資金（１

２％）となっています。因みに、「家計

の金融行動に関する世論調査（平成１

９年）」によると、金融資産の選択の際

に、元本が保証されているなどの「安

全性」を重視する人の割合が約５割と

最も高くなっています。 

第３問 

（金融取引

ルール） 

投資性のある金融商品の広告におい

て、禁止されているのはどの表示でし

ょう？ 

１． 絶対確実な収益を追求する運用

戦略です。 

２． 取引開始後３ヶ月は手数料無料

です。 

３． 解約手数料は無料です。 

４． 元本を上回る損失が生じるおそ

れがあります。 

（正解）  １． 

投資性のある金融商品の広告では、「利

益の見込について著しく事実に相違す

る表示」は禁止されています。例えば、

株式を組み込んだ投資信託など、元本

割れするリスクがある商品にも拘らず

「絶対確実な収益」などと表示するこ

とはこれに該当します。 

第４問 

（身近な金

日本銀行が行っている企業の経営者な

どに景気の先行きの見方や経営判断な

（正解）  ４． 

一般に「短観（タンカンと読みます）」



融経済指標） どについて尋ねるアンケート調査は、

次のうちどれですか？ 

１． 生活意識に関するアンケート調

査 

２． 景気ウォッチャー調査 

３． 資金循環統計 

４． 全国企業短期経済観測調査（短

観） 

といわれている調査です。全国のおよ

そ１万社を対象に、３ヶ月毎に実施さ

れ、景気の現状や先行きを見る上での

代表的な統計の一つとなっています。 

第５問 

（保険） 

特定疾病保障保険の保障の対象となる

三大疾病でない疾患はどれですか？ 

１． ガン 

２． 糖尿病 

３． 急性心筋梗塞 

４． 脳卒中 

（正解）  ２． 

特定疾病保障制度とは、三大成人病（ガ

ン、急性心筋梗塞、脳卒中）になった

場合に、生存中から死亡保険金と同額

の保険金が受け取れる保険です。 

第６問 

（証券） 

直接金融の説明で正しいものはどれで

しょう？ 

１． 銀行や信用金庫などが預貯金を

集めて、それを企業などに貸出

すこと。 

２． 消費者金融業者が個人に資金を

貸すこと。 

３． 政府系金融機関が中小企業に貸

し出すこと。 

４． 企業が銀行等を介さずに市場から

直接資金を調達すること。 

（正解）  ４． 

直接金融とは、企業が銀行などを仲立

ちとせず、株式や社債などの債券を発

行することによって、市場から直接資

金を調達することを言います。 

第７問 

（預貯金） 

キャッシュカードの盗難・偽造に遭っ

て被害を受けた場合の補償について、

正しいものはどれですか？ 

１． 偽造・盗難とも、過失の有無に

かかわらず、全く補償されない。 

２． 過失の有無にかかわらず、盗難

の場合は全額補償され、偽造の

場合は全く補償されない。 

３． 過失の有無にかかわらず、偽造

の場合は全額補償され、盗難の

場合は、７５％補償される。 

４． 無過失の場合、偽造・盗難とも

全額補償される。 

（正解）  ４． 

預金者保護法により、一定の条件を満

たせば被害額は金融機関より補償され

ます。但し、預金者の過失の程度によ

って、金融機関からの補償割合が異な

ります。偽造では、重過失の場合は補

償なし、無過失は全額補償、盗難の場

合、重過失は補償なし、過失は７５％

補償、無過失は全額補償となります。 



第８問 

（年金） 

２０歳以後の病気やケガにより障害を

負った場合の年金について、正しいも

のはどれでしょうか？    

１． 障害を負った年齢によって年金

額が異なる。 

２． 障害の等級により、支給される

年金額が異なる。 

３． 年金の保険料を納付していない

人でも障害年金を受給できる。 

４． 男女によって支給額に差があ

る。 

（正解）  ２． 

障害年金を受給するためには、国民年

金に加入して保険料を支払っているこ

とが必要です。障害の等級によって支

給される金額が異なりますが、年齢や

性別による差異はありません。なお、

障害年金を受給できない人の救済措置

が平成１７年４月から整備されていま

す。 

第９問 

（金融トラ

ブル） 

多重債務の発生を防ぐため、年収に対

する総借入額比率が規制されていま

す。実際に借入れできる残高は年収の

何分の１まででしょう？ 

１． ２分の１ 

２． ３分の１ 

３． ４分の１ 

４． ５分の１ 

（正解）  ２． 

改正貸金業法（１８年１２月成立）で

は、概ね３年後を目途に、（１）規制の

強化（出資法の上限金利引下げ、グレ

ーゾーン金利の廃止等）、（２）参入規

制の強化（貸金業登録に必要な純資産

額を５，０００万円以上とする）、（３）

過剰貸付規制の強化（総量規制を導入

し、総借入残高が年収の３分の１を超

える貸付を原則禁止する）が定められ

ました。 

第１０問 

（金融トラ

ブル） 

１９年９月に、金融商品に関する法体

系の横断的統一や、消費者保護ルール

の徹底を図るため「金融商品取引法」

が完全施行されましたが、その規制対

象でないものはどれでしょう？ 

１． 投資ファンド 

２． 商品先物取引 

３． 金融先物取引 

（正解）  ２． 

いわゆる「金融商品取引法」は、投資

性の高い金融商品について、従来はバ

ラバラだった利用者保護制度を横断的

に一つにまとめ、共通の販売・勧誘ル

ールを設定することを目指したもので

すが、すべての商品が対象となったわ

けではありません。法規制が十分でな

かった「投資ファンド」が同法の規制

対象となった一方、「商品先物取引」は

商品取引法、「変額保険」は保険業法の

規制対象であるなど、根拠法が別にな

っています。投資性の高い金融商品の

購入を検討する場合には、それぞれの

商品についての法規制を正確に理解し

ておきましょう！ 



 

 
■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、社内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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