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金 融経済を学ぶ理由
Hosonoʼs Super School代表

金

融や経済に関する教育の不足によって、私
たち日本人が、どれほど大きな損失をこうむっ
ているのかご存じでしょうか。その顕著な例
が「年金」なのです。日本経済はなかなか回
復しませんが、この原因には個人消費の弱さ
があります。そして、個人消費の弱さには「将
来不安」があるのですが、まさにその「将来
不安」の根本に「年金不信」があるのです。

日本では08年の５月まで「間違った事実」に
もとづいて「年金教育」や「年金論議」が行
われていたのです。しかも、日本では公的な
金融・経済教育がほとんど行われていないた
め、未だに「年金破綻論」を信じこんでいる
人が多いという現実もあるのです。同様に「若

ま ず「公的年金」というのは基本的にはどこ
の国も、現役世代が払った保険料を高齢者の
年金に使うという「仕送り方式」になってい
ます。そして日本では少子高齢化が進んでい
るので、「このままでは今の年金制度がもたな
いのは明らか」と考える人が増え、年金の未
納者が増えています。そして「未納問題によっ
て年金制度が破綻する」という論を、誰もが
疑いをもたず信じこんでしまったのです。

有 名な「年金破綻論」にはもう一つ「少子

と ころが、2008年５月に、私も委員として
参加した総理直轄の社会保障国民会議で初め
て「年金シミュレーション」が公表されたの
ですが、実は「未納者がいくら増えても年金
財政にはほとんど影響がない」ということが
示されたのです。つまり「たとえこの先いく
ら未納者が増えたとしても、年金制度は破綻
しない」ということがデータの上でも示され
たわけです。
で も、実はこれは「年金の仕組み」を正しく
理解していれば明らかな話で、そもそも「未
納者」というのは、年金を１円ももらえません。
その一方で、高齢者に支払われる年金の内訳
は、実は半分が税金になっています。つまり
「未納者」は消費税などの税金を支払っている
のに、年金の保険料を未納にしてしまってい
るため、単に「税金の払い損」になってしまっ
ているだけなのです。
日 本ではこのような年金の仕組みを押さえな
いまま、日経新聞ですら「未納が増えると年
金が破綻する」と信じこみ、08年の１月に独
自の年金改革案を出していたのです。つまり、
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い世代は元本割れする」という論も、単に制
度を知らないために出てくる誤解なのです。

化が進むと年金制度が破綻する」というもの
もありますが、これも典型的な「ひっかけ問
題」なのです。現行の年金の試算における出
生率の前提はどうなっているのかというと、
2005年に記録した「１・26」という過去最
低 の 数 字 が「 中 長 期 的 な 見 通 し 」 と し て 使
われています。つまり、もしも出生率がこの
「１・26」という数字を下回って推移してい
れば「このまま少子化が続けば年金制度が立
ち行かなくなる」という議論が成立するよう
になるのです。

し かし、実際の数字を見てみると、06年は
「１・32」で、07年は「１・34」で、最新の
08年の数字では「１・37」になっているのです。
このように、ほとんどの人が具体的に年金の
数理モデルを考察することなく、イメージだ
けで「このままではうまくいくはずがない」
と思い込んでしまっています。そして、この「思
い込み」が強すぎて日本中で思考停止が起こ
り「年金破綻論」が蔓延しているのです。
残

念ながら金融・経済教育が機能していな
いと、ここまでおかしな状況を生み出してし
まうのです。その結果、多くの国民は必要以
上に将来不安を抱き、現在の不況を増幅させ
ています。この先、たとえ海外の景気が回復
しても、こうした不安が消えない限り日本の
内需拡大は期待できません。つまり「将来不
安」を減らすには、政府に期待するのではなく、
私たち一人一人が前向きに自分で年金の仕組
みなどを勉強して、正しい金融・経済の知識
を得るようにすることが最良の方法なのです。

金融機関とのつきあい方

〜目指そう、ノーと言える投資家

フォスター・フォーラム（良質な金融商品を育てる会）事務局長

永沢 裕美子

先日、久しぶりに実家に帰ったときのことです。80歳になる父親が突然、長くやってきた株の
取引が面倒になってきたのでやめたいが、この相場だし、売るに売れない。どうしたものか、と
相談してきました。聞いてみると、保有している銘柄数がなんと40を超えているのです。それも、
聞いたこともないような会社が大半で・・・・。
父は、親に早くに死なれ、苦学して学校の先生になりました。勉強するのにお金で苦労したこ
ともあって、子供の教育資金づくりにはとても計画的な人でした。私が東京の大学に進学したと
きには、帰省のたびに毎月25日に満期を迎える定額貯金の証書を６枚持たせてくれました。私は
毎月、その中からその月に満期を迎えた証書を一枚持って郵便局の窓口に出かけていき、それを
現金にしておりました。５万円の証書を持っていくと５万３千円の現金が支払われ、随分と得を
した気分になったことを思い出します。こんな話は、今の低金利しか知らない若い人にはとても
想像できないかもしれませんね。いずれにしても、そんなふうに利息や送金手数料にまで気を遣い、
コツコツと殖やすのが趣味のような人だったのです。
父は数字が好きで、退職後にまとまったお金が入り、一日の生活が全部自由な時間となると、日々
の生活のリズムメーカーが株の取引になっていったそうです。短波放送を聴いてはノートをつけ、
夕方になると証券会社のセールスの人から電話がかかってくる。そんな生活になっていったよう
です。
私は、若い頃ファンド・マネジャーの仕事をしておりました。運用の仕事に就いたときの研修で、
先輩から「どんなに経験をつんでも一人で見ることができる銘柄は30銘柄まで。
」と聞かされたこ
ともあり、何よりも父の保有する銘柄数の多さに、正直愕然としてしまいました。母の話によると、
夕食の最中に証券会社のセールスから電話がかかってきて、長く話しているうちに父も面倒にな
り、「わかった、買っていいよ。」と言ってしまっていたそうです。どうしてそんな電話に出るの
かとも思いますが、退職しても「先生」と言われることが何よりも嬉しかったようです。
「どうして売らなかったの？」と言いかけて止めました。投資は、買うよりも売る方がはるかに
難しいことは、私自身が一番よく知っているからです。価格が上がっているときにはもっと上が
るのではと思い、下がったときには売ってしまうと損が現実のものとなってしまうような気持ち
になり、結局は売りの行動を起こすことができないものなのです。
何よりも反省したのは、これまでも何度か父親が相談したそうな様子を見せていたにもかかわ
らず、いつも鼻から否定してかかっていたことでした。母は「随分損をしていると思うけど、日々
の生活に困るわけではないから、いいではないの。
」と言います。そのとおりなのですが、子供の
ために少しでも殖やそうとしていた父親の思いも分かり、もっと話を聞いてあげればよかったと
いう思いが残ります。
私にも最近、金融機関から「退職後のための資産運用セミナー」のお誘いがやってくるように
なりました。若いハンサムなお兄さんが時間をかけて説明してくれると、つい「買ってもいいわね。」
という一言が口から出そうになりますが、そこは我慢、我慢。「いい格好」の代償が大きいことを
肝に銘じて、まずはノーと言って、それが本当に必要かどうか、自分に適した商品かどうかを考
えることができる投資家を目指したいものです。
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銀行のワンストップサービスの利便性と注意点
ＦＰ

オフィスカノン代表

馬養 雅子

銀行の商品というと普通預金や定期預金を思い浮かべますが、金融自由化によって、今では銀行
もさまざまな商品を扱うようになっています。
1998年からは外貨預金と投資信託の販売が始まりました。その後、住宅ローン関連の火災保険、
個人年金保険、外国債券と日本株（証券会社の委託による）、一時払い終身保険・養老保険が取り扱
えるようになり、2007年からはすべての保険商品の販売が解禁されています。
銀行は、これらの商品を販売することによって手数料を得ることができます。利用者から見ると、
保険会社や証券会社へ行かなくても銀行でいろいろな商品が買える

ワンストップ・ショッピング

が可能になり、便利になったといえます。
その一方で、注意しなければならない点もあります。これまでは預金がメイン商品だったため、
銀行の商品は 安全 というイメージがありますが、外貨預金や投資信託などは元本保証ではないし、
変額個人年金は途中で解約すると、戻ってくるお金が支払った保険料を大きく下回ることがありま
す。預金以外の商品は仕組みが複雑なことも多く、よくわからないまま買うとあとで「こんなはず
ではなかった」ということになりかねません。
金融商品の販売に当たっては、商品の中身やリスクなどを十分に説明することが銀行側に義務づ
けられています。とはいえ、説明を受けてもなかなか理解できないこともあるでしょう。ですから、
銀行で預金以外の商品を勧められたときは、その場で契約するのを避け、パンフレット等を家に持
ち帰って検討するようにしてください。そのうえで、商品の内容が理解できなかったり、自分にとっ
てその商品が必要ないと思ったら、買わないことが大切です。
銀行は今や単に

お金を預けるところ

ではなく

金融商品ショップ

になりました。それを頭

に入れて、銀行と上手につきあっていきたいものです。

新手のマルチ取引にご注意を！
宮城県環境生活部消費生活・文化課
マルチ取引とは、商品を買う人を紹介し、その紹介した人が支払う代金から一定の利益を受け取る商取引で、紹介
した人が多くなるほど、大きな利益を受け取れるとされています。 特定商取引法では「連鎖販売取引」と定義されて
おり、実際の勧誘現場では「ネットワークビジネス」とも説明されますが、基本的に同じものです。
人を次々紹介するという点では、犯罪である「ネズミ講」と同じですが、ネズミ講は金銭そのものが目的であると
ころに対し、連鎖販売取引は商品の売買があるところに違いがあり、特定商取引法で勧誘方法などが厳しく規制され
ています。
よくある連鎖販売取引は、健康食品、化粧品、家庭用品などの消耗品を継続的に販売し、その利益の一部を受け取
ります。なぜなら、１回で売りきりの商品販売では、次々に新たな買い手を見つけていくこととなりますが、例えば、
ある人が一日目に２人に商品を売り、その２人が次の日に新たに２人ずつ計４人に商品を売り、三日目にはその４人
が更に２人ずつ計８人に売るということを毎日続けていくと、28日後には日本の人口を超える1億3421万7728人
に商品を売らなければならず、破綻してしまうからです。
しかし、最近はこの１回きりの商品販売で、高額なビジネスキット、スターターキット等を購入させ、その結果取得
できる「権利」で、将来は夢のような高収入・高配当が必ず得られるということを強調した勧誘行為が多くなってい
ます。もちろんこのような説明で勧誘をすることは法律で禁止されています。最初に説明したとおり、連鎖販売取引
とは、後から商品を購入した人の代金から一定の利益を得ることを目的とした取引ですので、権利収入が生まれる仕
組みとは別物だということを覚えておきましょう。

「みんながやる前にはじめれば必ず儲かる。」、「先駆者として一緒に成功しよう。」というような話には、軽々しく飛び
つかず、時間をおいてよく考えてみることが大事なのです。
4

老後資金の考え方

景気に対する不安、安全に対する不安、環境に対する不安……、
「１億2,000万人総不安病」
とでもいうように不安感が社会を覆っている昨今ではありますが、その中でも誰もが心に大き
く抱いている不安が「老後に必要なお金」についてではないでしょうか。
総務省の平成20年家計調査によると「年金生活を送る夫婦二人の平均月額生活費は約28万円
（税金や社会保険料を含む）
」となっています。このデータをもとに、60歳でご主人が退職した
夫婦を例にとって必要生活資金を試算してみますと、退職後には約8,900万円の生活費がかかる
という現実が浮かび上がってきます（60歳時の男性の平均余命23年、女性の平均余命28年、ご
主人が亡くなって奥さんだけになった際の生活費を約20万円として計算）
。
この必要額をカバーする収入として、まずは公的年金が第一にあげられます。日本年金機構
の公的年金簡易試算により、モデルケース家庭（サラリーマン）の厚生年金支給額を見てみま
すと、夫婦合わせて生涯で＊約6,000万円が支給されると算出されております。但し、これは職
歴や現役時代の年収により個人差がかなりあります。ご自身及びご家族が受け取ることのでき
る年金試算額については「ねんきん定期便」をご参照下さい。
サラリーマンの退職一時金の支給額を仮に2,000万円として（これも今となっては恵まれた金
額でしょうね）
、企業年金等の受給がない場合は、必要生活資金約8,900万円との差額として1,000
万円近くが「家計に穴があく」状態になるのです。それではこの分をどう補填していくかを次
に考えなくてはなりません。
一番は現役として働いているうちにコツコツお金を蓄えていくことなのですが、
『働き盛り
の間は住宅ローンの支払いや教育資金に追われ、お金を蓄える余裕なんてない！』という方が
多いかと思います。それに住宅ローンを抱えているうちは、資産運用よりも借り入れ返済に回
した方が余程効率的なお金の運用になる場合もありますね。
ではどうするか？
『俺は家のローン返済も終わったし、子供も独立したから、嫁さんと二人慎ましく暮らすよ！』
というのも「退職後の家計のスリム化」として立派な選択の一つです。
『いや私は極端に生活
の質を落としたくないから、今の会社を定年となった後も嘱託として残るか、もしくは次の職
場を探して体の許すかぎり働きたい！』という選択も「収入分散戦略」としてまさしく今の時
代にキャッチ・アップした生き方かと思います。また、
『これから資産運用を勉強して自分の
代わりにお金に稼いでもらい、悠々自適なリタイアメント・ライフを送るんだ！』という方法
もあります。もちろん、最初に「必要資金」と「余裕資金」を仕分けして、余裕資金の範囲で
投資を行うのが大前提になります。
なお、個人自営業のように国民年金被保険者の期間が長いご家庭の場合には、年金総支給額
が2,000万円を下ることも充分に考えられます。国民年金の受給しか見込めない個人自営業の方
は、幸いにも定年がありませんのでこれからできるだけ長く働けるように身体の健康を保つこ
とも必要になってきますね。
以上のように、社会も経済環境も大きく変化していくなかで、人々のライフスタイルも十人
十色、これまでのような一律なモデルケースには、決してあてはまらなくなってきております。
まずはご自身の家計の現状を把握するのが第一ですが、いたずらに他人との比較で不安感にか
られるのではなく、いかに自分らしいセカンドライフを送れるかという観点からライフプラン
ニングを立てることが大切です。そしてプランニングの結果、
『資金が少々足りないなぁ・・・』
とお感じになった方は、毎月少しずつでも積立をおこなうなど、
「老後に必要なお金」の準備
を早いうちから始めることをお薦めします。

＊平成22年１月現在で夫55歳妻51歳、60歳になるまでに
夫は38年間会社勤務、妻は37年間専業主婦、夫の平均給
与月額を33万円として算定した場合。

日本ＦＰ協会宮城支部
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子どもはお金が好きやねん！
生活経済ジャーナリスト

いちのせ かつみ

「お金は好き？」と子ども達に聞いてみると「は〜い！」と元気よく応えて
くれます。しかし、年齢を重ねるとともに「好き」と応えることに抵抗がでて
きます。「好きこそものの上手なれ」のように好きならば一生懸命勉強して誰
よりも秀でていたいと努力する姿勢があるべきですが、
「お金は汚いもの」と
いう誤った認識を日本人の多くが持っているため避けて通る傾向がみられま
す。お金は本当に汚いものなのでしょうか？本来、お金は幸せになるためのツー
ル（道具）であり、間違った使い方をすれば不幸になってしまうものです。そ
れゆえに子どもの頃からしっかり学び、賢く付き合えるように育てていく必要
があるのです。しかし、大人たちは汚いものと決め付けてお金の勉強から遠ざ
けているのが現実です。本来は学校教育の中で積極的に取り組んでいかなけれ
ばならない教育の一つだと思いますが、まだまだ、
「学校でお金の話をするの
は・・・？」というのが実情なのです。
さて、私が小学校で「お札の研究」という授業をしたときに「ドキッ」とす
ることがありました。家から千円札を持ってきてもらい研究するのですが、生
徒の多くは封筒に新しい札をいれて大切に扱っていました。ただ、数名の生徒
は、ポケットからくしゃくしゃで丸まったお札を机の上に投げ出したのです。
どんな扱い方をしてもお札の価値は同じ千円ですが、人の価値は大きく異なり
ます。お金を粗末にすると信用が損なわれてしまうのです。子どもは親の姿を
見て育ちます。子どもにとやかく言う前に親自身が積極的にお金と真剣に向き
合い、賢い付き合い方ができるように努力することが、子どもに対する最高の
教育なのです。お金の教育とは「道徳教育」であり、「しつけ」と「知恵」の
習得を目的とし、家庭、学校、地域が一体となって未来を担う子ども達を育て
ていくことなのです。子ども達の生きる力を育むための勉強であり、幸せにな
るために必要不可欠なものです。

リボルビング払い
リボルビング払いとは消費者金融やクレジットカードの返済方法の一方式である。通常リボ払いと
略される。回数指定の分割払いは各々の利用に対するものだが、リボ払いでは各々の利用に対してで
はなく、毎月定額返済することによって合計残高を減らしていく。
リボルビング払いは月々の支払いを一定額に抑えられるというメリットがある一方、支払期間が長期化
して手数料がかさみ、返済総額がわかりにくくなることがある。そのため、利息の多さが実感できなくなっ
て借金をしているという意識が薄れ、気軽に利用を重ねると多重債務の一因にもなるので注意が必要。
「リボ専用カードと認識せずに契約し手数料ばかり支払って残高が減らない」とか「複数枚のカード
でリボ払いを利用し支払えなくなった」などクレジットカードのリボルビング払いに関する相談は増加
傾向にある。キャッシュバックや年会費無料などの特典に惑わされず、その仕組みをよく理解した上で
利用することが大切。
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平成21年12月、特定商取引法（以下「法」とする。
）の改正法が施行されました。この改正では、訪問販売及び
電話勧誘販売での指定商品制が撤廃され、原則全ての商品の訪問販売等での取引についてクーリング・オフができ
ることになりましたので、これを機会に、さらにクーリング・オフを自分のものにして被害救済に役立てましょう。
今回は、「シャッター街」化した商店街の空き店舗に集められ、地域の人が多数被害に遭ったという催眠商法の
事例を紹介します。

近所で健康講座があるというので行ったら20人位が来ていた。みん
なで話を聞いていると、膝の上に次々と無料の景品を置かれた。社
長という人が、来年から販売するという電気治療器を取り出してき
て、「今日だけ！」「現金で・・・！！」と勧めた。「万病に効く」と
いうので高いと思ったが契約した。
「返してはダメだぞ」
「家に帰っ
て相談して返すなよ」と強く言われたのだが、返したい。

講座を理由に人を集めて、高額商品を売りつける催眠商法という問題商法です。契約書を受け取った日から８日以
内であればクーリング・オフできますが、「返品してはダメだぞ。
」「家に帰って相談して返すなよ。」などとクーリ
ング・オフを妨害する言動があった場合は、期間が過ぎていてもできます。
クーリング・オフとは・・・
消費者がよく考える余裕もなく勧められるまま契約してしまったような場合に、一定期間の間であれば無条件で
その契約の取消や解除ができるようにと設けられた制度です。
クーリング・オフするにはどうやるの？
書面で行うと決められているので、ハガキか内容証明郵便で行います。①ハガキは両面、コピーをとって証拠と
して手元に残す。②郵便局で特定記録郵便または簡易書留で出し、伝票などは保管。③発信主義なので、期間内
に出せば事業者に届くのは期間後でもかまいません。
クーリング・オフできるものとできないものがあるの？
①３千円未満の現金払いの場合はできません。
②自動車や葬儀など一部のものは対象外になっています。
③化粧品や健康食品などの８種類の消耗品は、契約書に「使用するとクーリング・オフできなくなる」と書いて
あり、自分の意思で使った場合はできません。できなくなるのは使った分の、通常市販されているときの小売
りの最小単位です。（例えば、化粧水１本など。）
④期間内であれば、リフォーム工事中でも。布団やナベなどは使っていてもできます。
払ってしまった代金は戻ってくるかしら？
代金や前払金、内金などは返金されます。事業者は、損害料などを請求できません。
返品するには？
返送の場合は着払いで。事業者が引き取りに来る場合は、家族やご近所の方に立ち会ってもらいましょう。
被害に遭わないために・・・。再勧誘の禁止
法の改正によって、訪問販売（催眠商法も含む）では一度断った消費者に再度勧誘することは禁止され、消費者
が断ったら勧誘を途中でも止めなければなりません。必要ない場合は、毅然とはっきり断ることが被害防止に役
立ちます。断る理由はいりません。
宮城県消費生活センター ０２２−２６１−５１６１（相談専用）
消費者ホットライン ０５７０−０６４−３７０
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★ ホームページのご案内
宮城県金融広報委員会

各種講座や小中学校授業等への講師派遣のご案内＜無料＞
講演会やセミナー等のご案内
広報誌「くらし Watching」 など
金融広報中央委員会

http://www.shiruporuto.jp/

生活設計診断、資金プランシミュレーション、家計の資産管理簿、
こづかい帳など、くらしのお役立ちツールがいっぱい＜無料＞

など

★ 多重債務相談窓口のご案内
多重債務に関する相談については、東北財務局や宮城県、各市町村の消費生活相
談窓口等において随時受け付けています。
電話や来所（面談）、いずれの相談にも無料で応じています。
詳細については宮城県消費生活センター
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＜ Tel. 022-211-2524 ＞まで。

宮城県環境生活部消費生活・文化課内（消費者行政班） TEL.022-211-2523 FAX.022-211-2592

お気軽にご相談ください。

〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1

金融商品や金融取引の基本がわかるお役立ちデータ満載

●くらしWatching／No.34／平成22年 冬

●編集・発行／宮城県・

http://www.pref.miyagi.jp/syoubun/kinyu-koho/top.htm

