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金融トラブルに巻き込まれる条件
弁護士

菊地

所

人を疑うことを知らない、欲のある人を狙う。そ

謂消費者問題の相談を受けていて思うの
は、騙されやすい人とは、善人が多いということ。

の時欲が薄い人には、心の中に隠れている欲

人を疑うことを知らない。自分が善人であるか

を目覚めさせるような話術をもって迫ってくる。

ら他人もまた善人であると考える。自分への勧

そしてその手練手管はかなり巧妙であり、その

誘は目の前の人の善意に基づいているのだ。な

話術は役者顔負けである。決して侮ってはいけ

るほど、このように考える方々は心優しい人間

ない。消費者被害がどの程度にのぼるかの正

であろう。「人を見たら泥棒と思え」的な発想の

確な統計はない。泣き寝入りしてしまうなど表

持ち主の、ひねくれた心の私などとは違う心の

面に出ない暗数が相当数あると思われるからで

持ち主である。この点で、善人ではない人は、

ある。一説によると、被害額の推計値は兆の単

人間は善人とは限らないということを知っている

位になるらしい。我が国の防衛予算並みの被害

から簡単には騙されない。善人ではない人間が

額と考えると実に恐ろしい限りだ。

何を考えるか、概ね察しが付くから、おいそれ
とは騙されないのである。

し かし、 善人であるだけではなお足りない。

勿

論、消費者被害に遭われる人の全てがこの
ような方ではない。認知症等で判断力の低下し
たところにつけ込まれてしまうケースもある。消

これに加えてもう一つ、欲が加わるといよいよ

費者被害相談数の全体としての数字は最近低下

危ない。典型的には金銭欲。お金がある人が

傾向にあるが、高齢者からの相談数は逆に増加

持つ「もっとお金が欲しい」「もっと儲けたい」

傾向にあるらしい。

という欲。この欲は投資話に引き付けられてし
まう危険が大である。或いは若い（勿論そうで
ない方も）女性が持つ「もっと美しくなりたい」

で は消費者被害に遭わないためにはどうすれ
ば良いのか。上記のような狙われやすいタイプ

「もっと細くなりたい」という欲。この欲はエス

の人の逆をいけば良い。つまり人を疑う心を持

テ、ダイエットサプリや痩身食品の類の勧誘に

つ。自分への勧誘は、自分を陥れようとしてい

負けてしまう危険が大である。さらには一人暮

るのかもしれない、と警戒して真に受けない。

らしの年輩の方が持つ「誰かと楽しい時間を過

なるほどこのような心構えならば、容易に落と

ごしたい」「皆とにぎやかに楽しみたい」という

し穴に落ちることもないだろう。さらに欲を持た

欲。これは所謂催眠商法という劇場的な商法に

ない。安易に欲しいものが手に入るとは考えな

はまってしまう危険が大である。そして性欲。こ

い。安易に手に入らないものこそ大切だ、
と思う。

れはインターネット上のワンクリック詐欺などの

こう考えておけば「うまい話がありますよ」との

落とし穴が待ち受ける。欲と言うと何やら聞こえ

勧誘にも心を動かされることはないだろう。

が悪いし失礼に当たるとお叱りを受けてしまう。
少々言い換えれば夢と言えるかもしれない。し

本

かし、人任せで（投資話）、手軽に（ダイエッ

当は、このような心構えは悲しいものであ
る。人を信じて、人と助け合い、
ともに幸せな日々

ト）、お金で実現する（催眠商法）というのは、

を送る。本当は、このような世の中で暮らした

真の意味での夢とは違う気がする。夢とは、もっ

いものである。しかし、現実は、それを許さな

と苦労して、もっと汗を流して、もっと自分を成

い事態が進行している。狭い島国にもかかわら

長させることによって手に入れるものではないだ

ず、騙し騙されなどとは困りものの世の中であ

ろうか。

るが、我が身を守るためには仕方ない。

必

欲 しいものは買うな、必要なものを買え。耳

ずしも良質とは言えない商品で人からお金
を巻き上げようと考えている者は、このような、
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幸夫

で買うな、目で買え。欲ではなく夢を持とう。

生活の中での学びと金融教育
元秋田大学准教授

小高

さほみ

現代の子どもたちが、日々の生活の中で 「自由」 に買い物ができるようになるのは、何歳ごろ
からでしょうか。 昔は、下町の駄菓子屋や縁日は、子どもが自らの意思で物を買える空間であり、
例えば、仙台はじめみちのくの 「駄菓子」 を守り広めた石橋幸作は、親に隠れて一銭玉を握って
駄菓子屋に通ったことを著書に綴っています。 その後、駄菓子屋が最盛期であったのは1950年代
であり、この二つの時代の子どもたちに共通することは、わずかな硬貨を握りしめて、駄菓子屋で
「遊び」、豆腐や油揚げなどを買いに行く「おつかい」 が、日常の中にあったことでしょう。これ
らの時代には、そこに、生活での学びのきっかけが埋め込まれていたのではないでしょうか。
このような生活が、現代では消えているためでしょうか、子どもたちは遊びの中で 「買い物」 を
楽しんでいるように思います。 例えば、秋田大学教育文化学部附属幼稚園では、「お買い物ごっこ」
や 「お店屋さんごっこ」 をよく見かけました。 年中 （4歳児） のさくらちゃん （仮名） たちは、
積木で 「お店」 を作り、工夫して張った紐に、服を描いた画用紙や色つきビニール袋の 「貫頭衣」
をぶらさげています。 ディスプレイが終わると、床に紙を広げて手作りのお札づくりが始まりまし
た。 硬貨は見当たらず、ゼロが10個も並ぶ手書きのお札が出来上がって、買い物が始まりました。
ごっご遊びの中に、身近な大人の買い物に同行して、さまざまなことを学んでいる子どもの姿が見
えてくると同時に、遊びを可能にしている先生たちの援助の姿も見えてきます。 子どもたちは、自
分たちで作ったり、見立てたりしたモノやお金を使って、役割遊びやごっこ遊びの中で、友達と関
わり合い、大人に支えられて 「買い物」 ができるようになっているのだと思いました。
小学校に入学すると、生活科、算数科、社会科、家庭科、総合的な学習の時間などで、買い物やお金、
社会のしくみについて学んでいきます。 実際に、子どもが一度に 「大金」 を持って自由に買い物が
できる機会は、何といっても6年生の修学旅行でしょう。2010年度に秋田市立築山小学校で実施した
「仙台・松島修学旅行おこづかい調査」（黒崎文里さん卒業研究） から、「誰に何をいくらの予算で
お土産を買うか」 と紙の上で考えた事前学習の計画通りには買い物できなかったこと、現地で悩ん
だこと、お土産を選んだ時の気持ち、お店の人から教えてもらったこと、今度はうまくやりたいこ
となど、いろいろな気づきや思いが明らかになりました。 特徴的なことは、どのような状況が生じ、
どのように人と関わり、何を考え感じたかが、生き生きと物語られていたことです。
幼稚園のごっご遊びや修学旅行の振り返りから見えてくることは、子どもたちは、買い物を通じて、
人々の役割や状況を理解し、人との交渉やルールなどを学び、身近な人を思い、そしてワクワク
する楽しさを味わっているということです。おつかいや駄菓子屋がなくなった今だからこそ、学校で、
このような体験のできる学習が必要であると思います。 例えば、 先生の援助に支えられて役割
を演じるロールプレイなどの参加型学習を取り入れ、人との関わりや生活の状況を結びつけることに
よって、ばらばらの知識がつながり、子どもたちは新たな世界に踏み出すことができるのではないで
しょうか。そのような金融教育が広がることを願っています。
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成年後見制度の役割
日本司法支援センター宮城地方事務所（法テラス宮城）

法テラス・サポートダイヤルへのお問い合せの多いご質問を紹介し、
「成年後見」について説明します。
Q１.認知症の高齢者の財産を守る方法として、法律上どのような制度がありますか？
その高齢者に後見開始の審判を受けていただくことが考えられます。
認知症により事理を弁識する能力（判断能力）がない状態の方は、家庭裁判所で後見開始の審判を
受けることができます。この審判を受けた方（成年被後見人）には、その財産を管理する権限を与え
られた成年後見人が付されます。成年後見人は、成年被後見人に代わって（成年被後見人の法定代理
人として）
、施設への入所契約などの重要な取引を行うこともできます。
また、成年後見人は、成年被後見人が結んだ契約を後から取り消す権限を持っています。ただし、
生活用品の購入など日常的な取引については、後見開始の審判を受けているというだけでは、取り消
すことができない仕組みになっています。
Q２. 実家で暮らす父（母）の後見人になりたいのですが、どうすればよいのですか？
成年後見人を選任することが必要な状態にある方（ご本人）がお住まいの地域を管轄する家庭裁判所に、
後見開始の審判の申立てをすることが必要です。
後見開始の審判の申立てをする場合には、一般的に、申立書、ご本人の戸籍謄本や住民票・登記されて
いないことの証明書（法務局で発行されます。
）
、診断書、成年後見人候補者がいる場合には、その戸籍謄
本や住民票、
申立費用などを用意しなければなりません。詳しくは管轄の家庭裁判所にお問い合せください。
また、成年後見制度には、ご本人の判断能力の程度に応じて「保佐」
・
「補助」の制度もあります。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。上記をご参考にしていた
だき、成年後見制度を活用してみてください。

宮城県警察本部生活安全部生活環境課
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フレから脱出することができず、長期低迷を余儀なくされていた日本経済を復
活させるべく、「三本の矢」として「金融緩和・財政出動・成長戦略」を
強力に推し進めようとしています。その目指すところは、日本経済の復活。そ
して、私たちの市民生活が豊かで充実したものになること。そもそも政治の目
的は、政権がどこであっても国民生活の繁栄のはずでしたが、それがなかな
か実現できずに、国の借金である国債の残高ばかりが積み上がっていたの
がこれまでの状況でした。
安倍政権の「三本の矢」政策が時間の経過とともに私たちの生活にどのよ
うな影響を及ぼすのか、考えてみたいと思います。
まずは、よいシナリオとして、インフレ目標2%の実現とともに日本経済の成長率
も上昇してくる場合で考えてみます。

生活防衛のススメ

返り咲いた安倍内閣の経済政策が世界で注目されています。過去20年間デ

インフレ目標 2% の政策で
私たちの生活はどうなるの？

2012年12月の総選挙により政権交代が行われ、二度目の総理大臣として

円と米ドルとの関係で20%以上の円安がわずか数か月の間で起きていますが、
これにより、ガソリンや灯油の値段が高騰しています。海外からの輸入に頼ら
なければいけないエネルギーや食料品などの価格が目に見えて上昇していま
すが、これがそのほかの商品にも影響してくることになります。そして、2014
年4月からは消費税の増税による税負担の増加が私たちを待ち受けています。
その一方で、企業の業績が好転して社員の給与の改善や雇用を増やすよう
になれば、所得の増加も見込まれ、生活の安定が実現できることになります。
注意しなければならないのは、支出の増加が先にやってきて、所得への影響
は後になるということです。また、金融緩和が続いている間は、預金金利は
いまの水準程度のままの可能性が高いので、預貯金だけでお金を増やすこと
もできません。
では、悪いシナリオとなった時には、どのようなことになるのでしょうか。
「三本の矢」でも日本経済の成長がかなわなかった場合であっても、円安とそれに伴う物価の上昇は起こる
可能性が高く、その時は2%では収まらないくらいの物価高が起きるかもしれません。それは、いまでも世界最
大の国債残高がある日本の国債の残高が積み上がり、これまでは低い金利だったものが、ある日突然に高くなっ
てしまうことで顕在化します。欧州スペインの10年国債金利が7%を超えたことで、危険だと騒がれたようなことが
日本にも起きるということです。その結果として、住宅ローンのような、比較的長い期間の金利を考えなければ
いけない借金には、特に警戒が必要になると思います。初めから固定金利にしている方は支払総額が変わりま
せんが、変動金利の方の支払いの総額は金利の上昇で雪玉式に増えてしまいます。月の返済が利息の支払
いにも満たないようなことも起こるかもしれないようになるのです。そうなってしまうと、市民生活には年金や医療
保険など社会保障サービスの低下、税負担の一層の増加が待ち受けていますし、所得の減少どころか雇用そ
のものが危機に瀕することも避けて通れません。失業率も10%を超えるような状況を覚悟しなければいけないこと。
極端な例をお話ししているかもしれませんが、「いいシナリオ」でも「悪いシナリオ」でも、も考えられます。
デフレでは特に何もしないでいても生活できていましたが、これから起きるインフレと金利変動には、しっかりし
た対応が必要になります。
そのとき必要になるのが、経済や金融についての知識であり、身近にいるファイナンシャルプランナーなどの専
門家に相談して、生活防衛のための行動を始めることが大切になります。
日本ＦＰ協会宮城支部
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学校教育目標の具現化に向けた金銭教育の推進
登米市立中津山小学校長

遠藤

東悦

本校は、宮城県金融広報委員会から平成24年度・25年度の２年間、金銭教育
研究校に委嘱されました。当初、金銭教育というものの概念がはっきり捉えきれ
ず、この研究によって何を子どもたちに身に付けさせていったらいいか模索する
日々を過ごしました。
平成24年度は、宮城県金融広報委員会から職員研修会に２回、ＰＴＡ教育講
演会に１回、学年ＰＴＡ行事に１回の講師を派遣していただき、それぞれ有意義
な研修を行うことができました。また、夏季校内職員研修会では、
「金銭教育を
通して、どのような子どもに育てたいか」というテーマの下、ＫＪ法を使って職
員一人一人が自由闊達に思い・願いを述べ合いました。更に、授業づくりの大切
さを再認識し、全学級による授業研究を行うとともに、事前の検討会と事後のワー
クショップを充実させるよう取り組んできました。
１年間の歩みを振り返り、現在、次のことを共通認識とし、平成25年度を迎
えたいと考えております。肝要なこととして、
研究は「目的（何のために）
」と「手
段（どんな方法で）
」を混同しないで取り組むことです。
「目的」は、
“目指すもの”であり、
すなわち学校教育目標「自らをきりひらく子」
の具現化に他なりません。そのために本校では、スローガン「CATCH YOUR
DREAM」を掲げ、２つの教育の指針に向かうようにしています。それは，
「Ａ：
肯定的自己像の形成」と「Ｂ：意欲的勤労観の育成」です。全ての教育活動の目
的をＡ、
Ｂの２つに向かうよう心掛けて取り組んでいます。これは、
本校なりの
「志
教育」の実践と言えます。更に、
この「目的」を達成するための重要な１つの「手段」
として金銭教育に取り組むことにしました。つまり、
「手段」は、
“切り口”であ
り、本校なりの「金銭教育」の実践です。
このような共通認識の下、平成25年度は、更に実践を積み重ね研究成果の一
端を発表するとともに、広く県内外に公開いたします。多くの方々のご来校を心
からお待ちし、忌憚のないご意見等を賜れば幸甚に存じます。

リボルビング払い
商品等を購入した翌月以降に、支払い残高（今後クレジット会社に返済しなければならない金額の合計）
に応じて、月々あらかじめ決められた額をクレジット会社に支払う方法。月々の支払いを一定にすることが
できて家計管理がしやすい利点があり、その利用が広がっている。一方、商品ごとに支払回数・期間を設定
する分割払いと異なり、支払残高があるかぎり支払いが続くため、
どの商品の支払いが終わったのか分か
りづらく、無計画に利用すると支払いが困難になる場合がある。また、クレジット会社によってリボ払いの
種類や利用方法も違っており、仕組みや手数料を含む返済の仕方が分かりにくい面がある。リボ払いの利
用方法は、
「カード利用の都度に支払い方法（１回払・分割払・リボ払等）
を選べるもの」
と
「カードの支払い
方法をリボ払いに限定するもの」
と大きく分けて２つ。カード申込時にどちらを選ぶか、パンフレットやホー
ムページなどで契約内容や留意事項をよく確認することが必要である。リボ払いの月々の支払額はいくら
か、支払額は毎月同額か支払い残高に応じて変化するか、手数料率はいくらか等、仕組みや特徴を踏まえ
利用することが大切だ。
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事例 1

事例２

パズルのサイトで知り合った相手から、

パソコンに「５００円で女性とメール交換

「お金を支援する」と誘われた。 相手

ができる」という内容のメールが届いた。

は財閥の執事だと言っている。 完全無

５００円を支払うと自動的にメールアドレ

料のはずだったメール交換サイトでや

「うまい話を信じてだまされた」、「勧

り取りしていたが、ポイント料金やシス

誘を断り切れずに無駄なお金を払って

テムの登録料などを請求された。１週

しまった」、「契約をやめたいけど、相

間程度で６０万円分コンビニで払ってし
まった。今になってだまされたのではな
いかと思う。

手と連絡が取れなくなった」･･･。 県
消費生活センターには、このような相

スが送られるとのことで、女性とは住所
が近いこともあり、支払ってしまった。
翌日「アドレス交換条件として、更にポ
イントを購入しなければならない」とい
うメールが届き、不審に思った。

談が多く寄せられています。
様々な相談が寄せられている中で、
今回は「サクラサイト商法」について
紹介します。

サクラサイト商法とは
芸能人や占い師、異性等になりすました“サクラ”が、携帯電話のメールやＳＮＳサイトの交流機能を使ってサイトに
誘導し、メール交換などの有料サービスを消費者に利用させて料金を支払わせる商法です。
最初消費者は、「一定期間メール交換無料」などの言葉につられ、気軽な気持ちでやり取りを始めますが、やり取り
を続けて抵抗感がなくなってきた段階で、「有料ポイントを購入しないと連絡が取れなくなる」という話をされます。やり
取りを続けたいという気持ちから、ポイント購入料、文字化け解除費用、個人情報交換費用など様々な名目で料金を請
求され、気付いた時には多額のお金を払ってしまっているというものです。

アドバイス４箇条
１. 迷惑メールに返信しない。
サイトの利用のきっかけとなる迷惑メール等には絶対に返信してはいけません。特に「お金をあげる」、「タレントと会え
る」、「悩みを聞けば収入が得られる」など、本当かどうか確認できない相手とメールを交換するのは危険です。
２. 個人情報を教えない。
詳細な情報をサイト業者などに教えると、サイト業者以外へ情報が流れ、大量のメールが届く原因になります。大切
な個人情報を安易に教えてはいけません。
３. 内容や相手が不明なときはお金を支払わない。
相手が本当に実在する人物か、話している内容が本当のことなのか冷静に考えましょう。確実かどうか分からない場
合、お金を払ってはいけません。
４. 不明な点があれば消費生活相談窓口に相談しましょう。
分からないことがあるとき、トラブルに遭ったときは、すぐに消費生活相談窓口に相談しましょう。宮城県消費生活セン
ター、各地域の県民サービスセンター、各市町村では、消費生活に関する相談を受け付けています。
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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★ 新入生を対象とした消費者教育出張講座申込受付

４月～５月
大学 短期大学 専修学校 各種学校 高等学校など
６０分前後
クレジットカードの使い方 若者を狙う甘い罠 ひとり暮らしの生活費
金融トラブルに巻きこまれないために 多重債務に陥らないために 等
講師派遣に要する経費は当委員会が負担します。
詳しい内容や講座の申し込みについては、当委員会事務局にお問い合わせください。

★ 金融学習グループの募集

比較的少人数でも活動可能
名称は自由
活動支援期間は１年間
目的にあった学習活動の実践
活動経費の一部補助
ご希望の方は、ぜひ当委員会事務局にお問い合わせください。

スープの浮き実でお馴染みのあのカリカリのクルトン。 スープは 「浸す」 という意味から出た言葉で、 もともとは汁にパンを浸していたものをさして
いたようです。 クルトンもパンを揚げたもの。 スープとパンはもともと深い関係にあったのです。
スープは 「飲む」 ものではなく 「食べる」 もの。 肉や魚介や野菜など様々な素材の栄養分や旨味がひとつに溶け込んだ消化吸収のよい食べ物です。
スープの歴史は紀元前1500～1600年頃のエジプトに始まりますが、 その頃は家畜や野生の鳥獣肉、 いろいろな野菜、 固くなったパンを一緒に煮た
一種のごった煮だったようです。 十字軍の遠征が香辛料を持ち帰り、 17 世紀フランスのルイ王朝のころにスープは正式な献立として位置づけられ
ました。 市民革命後は、それまで王様に仕えていた料理人たちが街に出て店を開くようになり、そこでの看板メニューはレストランという名のスープ。
美味しく栄養があり、 身体もあたたまるレストラン ・ スープはたちまち人気となりました。 日本で本格的にスープが知られるようになったのは明治に
なってから。 西洋料理の専門店が開かれたり学校の教科に西洋料理が採用されたりなど、 徐々に日本の食生活に入り込み始めたのです。 レストラ
ンから家庭に、 そしてファストフードにとスープはどんどん身近なものになりました。 また、 ニューヨークやロンドンからは 「スープ・バー」 が上陸。
味も楽しみ方も広がりました。
スープ教室を主宰している料理家 辰巳芳子さんの本「あなたのために～いのちを支えるスープ」。 大切にしている一冊です。 春にひとり暮しをスター
トさせる人たち。 ぜひスープのチカラを味方にしてはいかがでしょう。
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〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 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

金融学習グループ活動のポイント

宮城

気の合った仲間同士で、くらしに身近な金融や経済のこと、ライフプランの立て方
や子どもの金銭教育のことなどについて学びたいというグループはありませんか。
カリキュラムの作成や学習の進行は事務局がお手伝いします。

●くらしWatching／No.37／平成25年 春

期 間
対 象
時 間
テーマ

●編集・発行／宮城県・宮城県金融広報委員会

インターネット取引や「キャッチセールス」など、若年層をターゲットにした
金融トラブルが増えています。学生生活を送るにあたり必要な知識や判断力を
身に付け、被害を未然に防ぐことができるよう入学時に行うオリエンテーショ
ンやキャリアガイダンス等に専門家を派遣します。

