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2020ビジョン 〜日本の経済社会の行方〜
コモンズ投信株式会社取締役会長

健

こ れからの社会の行方を考えるとき、現在か

と ころが、2020年以降には世代交代が始まり、

しかし、「温故知新」という四字熟語や「歴史

れる世代に入れ替わります。現在では言えば「ア

は繰り返すことがないが、韻をふむ」という作

ラ・フォー」
です。この世代は人口が多く、
たぶん、

家マーク・トウェインの名言が示すように、未

投票にも行くでしょう。ただ、残念ながら、彼ら

来は一直線で到来するものではなく、大局的な

たちは社会現役として経済成長を体験していなく

ら延長した一直線で未来を描く傾向があります。

リズム感で訪れます。1960年からバブル期の
ピークの1990年の30年間は、日本が高度成長
して「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言わ
れるようになった「繁栄の30年」でした。一方、

以降の30年の時代の主役は団塊ジュニアと言わ

「お金を持っている」世代ではありません。

つ まり、現役の時代から自ら意識を持って毎月
積み立てる長期投資を通じて、30年後の資産形成

その前の30年間の1930年から1960年までは

を築かないと悲惨な主役となってしまうのです。次

戦争の時代と言えます。それまでの常識が非常

の30年が繁栄するか、しないかは、この世代の価

識になった「破壊の30年」です。しかし、そ

値観と行動にかかっていると言っても過言ではあり

の破壊から新しい常識も生まれ、その後の30

ません。ぼやけていて、はっきりと見えない未来

年が繁栄したと考えられます。また、その前の

かもしれませんが、2020年以降の30年は過去30

30年の1900年から1930年までの時代の初期

年の常識の多くが通じない時代になるでしょう。

に日露戦争が起こりました。それまで後進国で
あった日本が、先進国に追い付いた「繁栄した
30年」の時代と言えるかもしれません。そして、

と 、思っていたら、去年の9月にオリンピック
が2020年に東京で開催されることが決定され

その前の30年間の1870年から1900年までの

ました。前回の東京オリンピックが1964年だっ

時代は維新です。まさに270年近く続いていた

たので、前回の「繁栄の30年」の入り口に開

江戸時代の常識が破壊されて、近代化という新

催されたことになります。開催が決まったニュー

しい時代の常識の基盤が築かれた「破壊の30

スが流れた瞬間、2020東京オリンピックのとき

年」になります。

に自分は何歳で、何をしているのだろうと想像

で は、このリズム感が未来へ継続すると想定

した日本人は多かったと思います。実は“2020
vision”のことをアメリカでは「正常視力」のこ

すれば、現在は「失われた10年」が「失われ

とを示します。2020というビジョンによって、

た20年」へと続いたのではなく、「破壊の30年」

ぼやけです。日本の未来が、ちょっと見えて来

の24年目に入ったということになります。まだ

たのではないでしょうか。

6年が残っていることになりますが、次の時代で
ある「繁栄の30年」は2020年頃からが始まる
ことを示唆しています。どのように「繁栄」する
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渋澤

し かし、現在は「破壊の30年」の最終期です。
物事が一直線で予測できると思わない方が無難

時代になるのか予見力が乏しいですが、確実に

です。デフレ脱却でインフレ時代に入るというこ

言えるのは2020年頃から日本の経済社会の大

とは、現金にはリスク（価値保全の不確実性）

きなパラダイム・シフトが始まるということです。

が有ることを認識すべきです。株式投資は、実

それは、時代の主役の世代交代です。民主主

は長期的な価値保全のリスク分散という側面もあ

義の近代化社会の時代の主役になるためには、

るのです。時代の機会創出を通じて価値創造が

①人数が多い、②投票に行く、③お金を持ってい

期待できる「変化」する企業、あるいは持続的

る、という三つの要素が必要です。つまり、直前

成長が期待できる「進化」する企業を保有する

の「繁栄の30年」をつくってきた団塊の世代が引

投資信託を毎月、積み立てる投資で時間軸のリ

き続き、現在の「破壊の30年」の主役なのです。

スク分散を図りながら次の時代を迎えましょう。

ＮＩＳＡの世界
ファイナンシャルリサーチ

野尻

美江子

私は、”きっかけ”という言葉が大好きです。
なぜなら、一瞬にしてこれまで縁のなかった世界に導いてくれる、期待と探究心が心に響く瞬間
だからです。 人生の中で出逢う“きっかけ” の数は人によってさまざまでしょう。 原因という解釈
では必ずしもポジティブに受け取れないものも存在するかもしれません。 でも、発見的要素の強い
きっかけには、将来の仕事の原点になったり、人生をかけて挑戦したくなるような、貴重なきっかけ
と出逢える場面が、人生にはときたま訪れるのではないかと思っています。
「健康」 と 「お金」、人生に欠かせないものの1つであるお金の世界に、今年大きな動きがあり
ました。ＮＩＳＡ(ニーサ：少額投資非課税制度） が始まったのです。これは、公募株式投資信託や上
場株式などの売却益や配当金が、手続きすることで非課税になるという制度です。 非課税にできる
のは、ＮＩＳＡ口座で始めた新規のお金で、ひとり毎年100万円×最長5年で、最大では500万円まで
のＮＩＳＡ対象商品がもたらす利益が非課税になるというものです。しかも、この制度を利用できる
のは、ＮＩＳＡ口座を開く年の元旦に、満20歳以上で日本に暮らしていれば誰でも利用できます。 優
遇税制というと、要件に該当せず使えなかった経験もあるかと思います。 そういう意味では、このＮ
ＩＳＡ、家族全員に権利があるというケースもめずらしくないのではないでしょうか。
ただし、注意点もあります。このＮＩＳＡ、同じ日に預ければ誰でも同じ利息がもらえる預貯金の
世界とは状況がまったく違って、何をいつ買うか、はたまた、いつ売るかによって、非課税の恩恵
は大きく異なり、場合によっては、非課税の恩恵を受けられないばかりか元本を下回ってしまう可能
性もあります。 そう、お察しのように、現在のＮＩＳＡを始めることは＝投資を始めることなのです。
いやいや、投資はムリ・・・。と思われた方もいらっしゃるかもしれません。 確かに、一朝一夕で
渡り合える術が身に付くものではありません。 ただ、私は、「投資ができること」 は、その人が持
つ特殊技能ではないかと思っています。 英語が話せる、ピアノが弾ける、フィギュアスケートができ
るといった技能と同じように。 金融分野を中心にファイナンシャルプランナーという仕事をさせて頂
いていて、不甲斐なく思うのは、投資の持つ本当の意義が浸透しておらず、預貯金と違って値動き
があるからこそ預貯金とは比べモノにならない成果を生む可能性を秘める投資のパワーと、労働収
入に加えてお金にも働いてもらうことで、人生の選択肢が広がり、応援したいスポーツの支援や社
会貢献などできれば思いをカタチにして届けたい、そんな思いを現実のものにできるかもしれない
可能性を秘めるのも投資の魅力だと思っています。
ただ、投資の世界の責任はすべて自分自身で受け止めなくてはなりません。また、投資の世界で
お金を向けるマーケットは非常にわがままで気分屋な存在、投資に向けたお金は、自分のお金であ
りながらマーケットの都合に合わせなくてはなりません。 投資金額は決して無理をせず、ある程度
利益が出たら当初の自己資金を回収するくらいの慎重さも大切です。ＮＩＳＡと、このコラムがきっか
けとなり、眠っていた投資の才能があちらこちらで開花したら、私も昔、きっかけをもらったひとり
としてとてもうれしく思う次第です。
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金融リテラシーを身に付けよう
わたしたちを取り巻く金融経済環境は、このとこ
ろ大きく変化しており、個人向け金融商品・サービ
スの多様化、複雑化や、それらを提供する金融機関
のチャネル増加などの動きが広がってきています。
こうした中、消費者一人ひとりがより豊かな暮
らしを手にするためには、環境変化を読み取りな
がら、自らが「自己責任」を持って主体的に適確
な判断や選択を行うことが必要となっており、金
融リテラシー（生活設計や金融商品・サービスの
選択などを行うに際して、適切に判断・意思決定
するための知識、技術、態度、行動など）をしっ
かりと身に付けておくことがますます大切になっ
てきています。
金融広報中央委員会及び宮城県金融広報委員会では、金融リテラシーの向上を図るために、金融
に関する消費者教育に携わる機関、団体、NPO法人等との円滑な連携を図りつつ、中立公正な立場
から、より多くの消費者の方々へ金融関連情報を紹介・提供できるよう取り組んでいます。
その一環として、お金の知恵を学ぶリンク集 ～金融学習ナビゲーター～を作成し、金融に関する
消費者教育に携わる機関・団体・NPO法人等が提供している金融学習用の教材や事業を、対象者別
等にまとめて紹介しています。是非、皆様もご利用ください。
知るぽるとURL

http://www.shiruporuto.jp/teach/navi/

特殊詐欺被害が急増中

〜「金をくれ」はだましの手口！ 信じる前に まず相談！～
【特殊詐欺とは】被害急増中！
特殊詐欺とは、面識のない不特定者に対し、電話などの通信手
段により、対面することなく嘘を言って人を騙し、財物を交付さ
せる詐欺を言います。代表的なものは、オレオレ詐欺や還付金詐
欺などの「振り込め詐欺」であり、その他には金融商品取引を名
目にしたもうけ話などの「振り込め類似詐欺」が該当します。

【被害状況】（数字は暫定値）
平成25年中、全国では約1万2千件、被害額約486億9千万円の
被害が認知されており、県内においても131件、被害額約5億4
千万円の被害が認知されております。

【様々な手口】手が込んでいます
最も多く発生しているのは、息子などの身内を装って高齢者
を騙すオレオレ詐欺で、まずは電話で「電話番号が変わった、
風邪を引いて声が変わった」などと騙し、後日、「仕事で失敗し
て至急現金が必要だ」などと窮地を装い、現金を要求してきます。
さらに、１件あたりの被害が多額になるもうけ話の詐欺が猛
威を振るっており、株や外貨などの金融商品の購入や宝くじの当選情報を持ちかけ、「必ずもうかる」と騙します。
また、送金方法も振込だけでなく、犯人からレターパックや宅配による送金を指示されたり、手渡しによる授受も増加しています。

【被害に遭わないために】要チェック！
被害に遭わないために、まずは「自分は大丈夫」という考えを改めましょう。犯人は巧妙な作り話で騙してきます。騙されない自信があっ
たという方も多く被害に遭っています。また、電話やメールなどで、請求や勧誘など金銭の要求をされたり、非日常的で突然降って湧いたよ
うな話をされたりした場合は、詐欺ではないかと疑い、慌てずによく考え、警察や家族に相談してみましょう。

宮城県警察本部生活安全部生活安全企画課
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生活者が考えるべき
３つのこと

①消費増税分の支出増
まず、消費税率が引き上げによって価格に転嫁されると、単純に今までより
支出が増えるはずです。今まで105円（税込）のパン、同じパンを4月以降108円
で購入することになります。これまで月々 22万円（老後2人生活者の最低日常
生活費の額）で生活をしていたとすると、3%増税なら6,600円、5%増税なら
11,000円月々の支出増になります。貯蓄や収入に不安があると、当然防衛手
段として支出を減らすことを考えるはずです。今まで100円分（税抜き）購入し
ていた人は、97.2円分（税抜き）に購入を抑えると、これまで通りの支出で済
みます。しかし、贅沢品であれば我慢することも大事なことですが、日常の食
品や生活必需品についてはそうもいきません。想定されるのが、低価格商品を
求める傾向となることですが、企業努力を超える価格競争には、質・安全の確
保という問題も出てきます。また、企業側としても同じ商品100円分を97.2円分
しか買ってもらえないということは、2.8円分の売上ダウンとなってしまいます。
消費増税が景気に悪影響をおよぼすということも懸念されます。

消費税８％がくらしに与える影響

今年4月、消費税率８％に引き上げ。そして、経済状況を見て判断するとされ
ていますが、27年10月には10％となる可能性が高く、生活者の負担が増えること
は間違いありません。さらに、消費税以外に増えるものにも留意し、これからの
お金・資産についての考え方をお話します。
主な増えるものとは次の3つです。
①消費増税分の支出増 ②インフレによる物価高 ③資産税強化

②インフレによる物価高
アベノミクスの掲げる2％のインフレ成長によって、賃金の上昇を期待したいところです。時間差があると言
われつつ、今のところ実感が伴っていませんが、いずれ給与等にも反映するものとしましょう。一方、年金
生活者はどうでしょうか。日本の年金制度が賦課方式であることの長所は、物価の変動に対応していること
でした。モデル世帯の年金受給額、
月約23万円。2％インフレが続いた場合、
15年後には月31万円受給となっ
ているはずですが、現役世代に配慮した「マクロ経済スライド」という調整がされると予想される額は26.7
万円、4万3千円も少ない額となります。今50歳の方が65歳から80歳（男性平均寿命）までの不足分を用
意するためには、
（仮に2％運用が可能として）487万円の元金か、
積み立てならば月々 31,617円が必要です。
③資産税強化
25年税制改正において、相続税改正により基礎控除額が見直され、定額控除は5,000万円から3,000万
円に、法定相続人比例控除は一人あたり1,000万円から600万円に引き下げられました。相続人が子2人な
らば7,000万円まで相続税はかからなかったのですが、27年1月以降の相続では、4,200万円以上の遺産
があると、相続税発生の可能性があります。税金を払うほどの相続というと、一部の金持ち（実際は被
相続人全体の5％ほど）だけの心配事と思われていましたが、仙台市中心部に土地付きの家があるとなれ
ば、対岸の火事と言っていられないかもしれません。無税であればそのままの形で引き継げたものが、納
税資金がなかったために手放さなくてはならないかもしれません。もし、相続開始前から親と同居していた、
といった特定の要件を満たしていれば、8割減額の小規模宅地等の特例（居住用宅地は330㎡まで）を
受けることができます。これ以外にも有効な方法が考えられますが、「知っていた、知らなかった」の差が
大きくなることは間違いありません。
日本が長寿国家であることが、消費税引き上げや資産税強化、社会保障給付の減少につながっているこ
とは否めません。つまり、私たちが長生きするということは、公助から自助の割合が高まるということです。自
分の将来への仕送りは自分がするという意識がますます重要になります。
日本ＦＰ協会宮城支部
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「お金」を切り口に、生活に必要な「力」を養う
～特別支援学級での実践から～
NPO「子供のお金教育を考える会」代表

あんびるえつこ

今年1月に行われた文部科学省「消費者教育フェスタin千葉」の中学校会場に
おいて、特別支援学級の公開授業を行いました。特別支援学級は、特別支援学校
の学習指導要領を参考とした教育課程も編成できることになっています。特別支
援学校の学習指導要領は、数学に「金銭や時計・暦などの使い方に慣れる」等の
内容があるように、自立的な日常生活に関連付けられていますから、生活をする
ための基礎能力を養う消費者教育は、特別支援学校・特別支援学級に親和性の高
い教育なのかもしれません。
生徒たちは、すでに小学校から何度となく「お買い物体験」といった授業を受
けているようでした。しかし事前の先生方との打ち合わせで、日常生活において
自ら選ぶものを決めたり、がまんをしたりといった機会が少ないことが判明。こ
うした生徒の実態を踏まえ、10個のおはじきの中でカレーの材料を選ぶ「カレー
作りゲーム」で、お金に限りがあることや自ら意思決定することについて理解を
促すことにしました。
選んだカレーの材料は、ボードに貼って各自発表しました。ほかの生徒が選ん
だものを見ているうちに、いろいろな買い方があること、欲しいモノを手に入れ
るには何かを諦める必要があること、自分がきちんと考えて選ばないとお金がた
りなくなること…等が、生徒の中から気付きとしてあがってきました。また、
「栄
養バランスを考えて選んだ」といった食育に関する発言もあり、いろいろな学び
合いがありました。
さらに自分の選んだものに共感してもらおうとすることから、発表力、言語力、
コミュニケーション力も養われる…ということも、授業者としての発見でした。
自立的な生活をするためには、金銭の取り扱いに加え、必要な言葉を話すことや、
断るなどのコミュニケーション力も求められます。生活していくのに必要な「お
金」を切り口にすると、生活に必要な「力」全般が養われるのだということを、
改めて感じた授業でした。

保証人と連帯保証人
保証人は、債務者が契約を守らない場合に、債務者に代わって契約の実行をする責任を負うことを債権
者に対して約束した人である。例えば、借金をする人の保証人となったら、借金をした人が借金を返さな
いときは、保証人が代わって借金を支払わなければならない。
「絶対に迷惑をかけない」と言われて安易
に保証人を引き受けると、思わぬ責任を負うことになる。ただし、保証人が、債務者の債務を超える責任
を負うことはない。なお、書面によらない保証契約は、無効である。保証人には、保証人と連帯保証人の
区別がある。保証人は、債権者から請求されたときには、先に債務者に請求すべきことや債務者の財産か
ら取り立てるべきことを主張できるが、連帯保証人は、そのような主張はできない。また、保証人が複数
いる場合には保証人の責任は頭割りとなるが、連帯保証人が何人いても、一人一人の連帯保証人は全
部の責任を負う。保証人が、債務者に代わって契約を実行したときには、債務者に対して、保証人が負担
した分を支払うよう請求できる。これを求償権というが、債務者が破産してしまうと請求できない。
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事例 1

事例２

インターネット通販でブランド品の財布
が通常価格よりかなり格安で売られて
いたので注文し、その後届いた受付完
了メールで指定された口座に代金を振
り込んだ。しかし、商品がなかなか届
かないので、メールで問い合わせたが
返信がなかった。改めてサイトを確認し
たが、電話番号、住所の記載がなく、
連絡をとることができない。

インターネット通販でスニーカーを注文

「うまい話を信じてだまされた。」、
「勧
誘を断り切れずに無駄なお金を払っ
てしまった。」、「契約を解除したいけ
ど、 相手と連絡が取れなくなってし
まった。」など･･･。 県消費生活セン
ターには、このような相談が多く寄
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「インター
ネット通販」について紹介します。

し、代金を振り込んだ。１週間後、
スニー
カーが届いたがサイズが合わなかった
ので、業者に交換希望のメールを送っ
た。しかし、返品・交換には一切応じな
いと回答され、納得がいかず再度メー
ルを送ったが返信がない。 改めてサイ
トを確認したら、個人都合による返品・
交換は受け付けないと記載されていた。

アド バ イ ス
インターネット通販は、商品を直接確かめられなかったり、相手の顔が見えなかったりするためトラブルに
なることがあります。また、クーリング・オフ制度がないため、購入前に返品条件をよく確認し、しっかりと
したウェブサイトかどうか判断することが重要です。一旦お金を支払ってしまうと、取り戻すことは大変困
難です。トラブルに巻き込まれないために、購入前に以下のポイントをチェックしましょう。１つでも当てはま
る場合は要注意！

購入前のチェック項目

□ 本当に必要な商品ですか。
□ 正確な運営情報（運営者名・住所・電話番号）が記載されていますか。
※特に連絡手段が電子メールしかないウェブサイトは危険です。

□ 正規販売店の販売価格より極端に値引きされていませんか。
□ 日本語の表現が、機械翻訳のような不自然な表記でありませんか。
□ 支払方法が前払いだけでなく、クレジット払いや着払いもできますか。
□ 返品条件や規約を確認し、納得しましたか。

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
カード社会の落とし穴 ネットに関する金融トラブル
ひとり暮らしの生活費 きみはリッチ？ 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。

春は旅立ちの季節。 新しく社会に出る人たちも大勢でしょう。
この季節、 お祝いや贈り物をする機会が多くなりますが、 そんなとき、 その気持ちを届けるために 「包む」 ということをします。 ご祝儀を
包むとか、プレゼントを包むとか、お菓子を包むとか。 幸田文のエッセイ集 「包む」 に、大正の頃の東京の菓子屋で、「何をお包みしましょう。」
という言い方があったと書いていますが、 店のおかみさんが客の選んだ菓子を経木に盛り込み、 掛紙でふわっとくるんでくれる仕草が目に
浮かぶようです。 日本には、 昔から、 そうしたものを風呂敷に包んで贈る人に渡すという文化がありました。 ヨーロッパでも美しい紙で包
み、 華やかな紐をかけることはしますが、 日本のように、 包むことにこれだけこだわりを持つ国はそうないでしょう。 過剰包装が社会問題
として取り上げられても、 なお。
「包」 は、 腹の中に子を身ごもっている姿を描いた象形文字だそうです。 「包む」 に込められている意味が少しわかったような。
私の身近にも、 この春、 ひとりだちをする若者がいます。 期待とともに大きな不安もあるでしょう。 お祝いを 「包む」 とき、 どうぞ元気
くる

でがんばってという思いを包んで渡します。

8

〒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.38／平成26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。

