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復興へ 頑張ろう！ みやぎ

日銀がインフレを目指す理由
日本銀行仙台支店長

豊

スーパーに買物に行ったら値段が上がっていて、そ

がずっと続く。その代わり物価もずっと上がらない、

れで何が嬉しいの？ごもっともです。日銀がインフレ

というオールゼロ・エコノミー。

率2%を目指す理由は直感的に判りにくい。消費者と

たぶん多くの人がＡを選ぶのではないでしょうか。

しては安ければ安いほど嬉しいのが当たり前ですよ

どっちも同じじゃないという方も、日本Ｃのように給

ね。でも、
この消費者としてというところがクセ者です。

与は毎年2%下がるけど物価も毎年2%下がるから実

多くの人は、消費者でもありますが労働者でもあり

質的には減ってないよねといわれたら、いや～それ

ます。あるいは年金受給者。高度成長期に起こっ

はちょっと、、となるでしょう。

ていたことは、物価も上がるけど給料や年金はもっ

要は、実質的な購買力が同じでも名目値が上がり

と上がる。それで、消費者が物を買うチカラは毎

続ける経済のほうが元気が出るということです。そ

年強くなっていったわけです（本当です）。

して、物価が2%上がり続けるような景気がいい経

これがバブル崩壊と金融危機後に15年も続いたデ

済では名目成長率は2%より遥かに高い、つまり実

フレ時代にどうなったか。正社員中心、年功序列、

質成長率（＝名目成長率−インフレ率）もプラス

終身雇用、ベースアップという日本的雇用環境が維

を維持できると思われます。これが日本Ａ＋。

持できなくなり、給与が下がり始めた。景気が悪く

そんな経済の姿を目指して異次元の金融緩和を続

なり、需要と供給のバランスが崩れたので物価も下

けてきました。現在、企業の売上や利益はしっかり

がり始めた。中国など新興国が急成長し、あるいは

伸びています（もちろん結果は企業によります、全

日本企業の工場が人件費安の海外に移転し、その

体としてみればの話です）。失業者も非常に少なく

結果、安価な輸入品が大量に日本に入ってくるよう

なり、むしろ少子高齢化の影響もあって人手不足が

になった。企業は生き残っていくためにコスト削減・

深刻になっています。

生産効率化に努め（コストには賃金も含む）、価格

こうして景気は徐々に良くなってきたけれど、競争

競争に邁進した。

は引き続き厳しいので商品やサービスの価格は上

こうした色々な要因が積み重なって物価は下がり、

げにくい。人手不足がひどくなっているのに価格転

消費者は安い商品やサービスを買えるようになりま

嫁も難しい。だから賃金も簡単には上げられない。

した。その裏側で給料も上がらなくなりました。よく

あるいは、今は業績好調でも、これがずっと続くと

街角アンケートで物価が高いのよね～という不満を

は思えないので賃上げに踏み切るのを躊躇してしま

聞きますが、物価が高いのではなく給料が上がらな

う。賃金が下げにくいから上げにくいのだ。いずれ

くなってしまったというのが真実の姿ではないでしょ

も、その通りだと思います。

うか。さらには社会保険料が上がり続けており、手

しかし、日本Ａ を目指すにはこれを克服する必要

取りでみるとむしろ減っているかもしれません。こ

2

副島

＋

があります。物価と賃金と企業売上・利益がともに

れも家計には痛い話。

上がる、安定して賃金が上がるようになると消費も

さて、ここで読者の皆さんに質問です。次に紹介

増える、そうすると価格引上げができるようになり

する日本Ａと日本Ｂのどちらに住みたいでしょうか？

売上・利益も増え続ける、だから安心して賃金も毎

日本A：企業が商品やサービスの価格を毎年2%引

年上げられる。

き上げる。企業の売上や利益が毎年伸び続けるの

いま、日本はその途中で止まっています。しかし、

で、企業は安心して給料を毎年2%上げられる。

需要の増加や人手不足が価格引上げ・賃金引上げ

日本B：企業は価格が上げられず、売上も利益も現

の動きを徐々に加速させつつあります。日本Ａ＋ の

状維持が精いっぱい。給料も全く上がらない状態

達成を目標に金融緩和政策は続きます。

幼児期における「お金」の教育をめぐって
宮城教育大学幼児教育講座教授

佐藤

哲也

金銭教育では「ものやお金を大切にすることを通じて、お金や労働の価値を知り、感謝と自立の心を育
てることによって人間形成の土台づくりをする」ことが目指されます（金融教育プログラム）
。「生涯にお
ける人格形成の基礎を培う」
（教育基本法）
「幼児の主体的な活動を促し、幼児期にふさわしい生活が展
開される」
（幼稚園教育要領）幼児教育では、遊びによって金銭・金融をめぐるリアリズムを体験すること
が求められます。

かつては「働かざる者食うべからず」と言われていました。 老若男女が力を合わせて生産活動に従事す
ることで、生活の糧を得ていたからです。 片付けやお使い、子守など、子どもは幼い頃から家事労働に
参加しながら、
「生きる力」を身につけていたのです。また、働く大人の姿は子どもとって憧れのまとでした。
その想いは、畑仕事や土木作業の真似事、ままごと、お店屋さんごっこなどの模倣遊びとなりました。そ
うした遊びはまた “一人前”になるための準備、生活訓練でもあったのです。

社会変動によって職住分離が進み、家庭経済は主として大人による給与所得によって支えるようになる
と、家庭内における生産機能が縮小して、生活に必要な日用品や諸々のサービスは、家庭外で購入・消
費されるようになりました。 消費生活の大半がクレジットカード決済やネット通販になり、現金でのやり取
りはめっきり少なくなりました。こうしたライフスタイルの変化は、子どもの遊びにも影響を及ぼしました。
遊びが“消費的”になったのです。 大人によって買い与えられたモノやサービスによって子どもは遊ぶよう
になりました。その反面、子ども自身で創造性を発揮しながら遊びを作り出していく機会が減少しました。
社会生活とのつながりも希薄になっていきました。

現代社会にあって、幼児期における金銭教育は、経済・金融活動の現場に幼児がアクセスすることから
はじめなければなりません。 幼児が労働やお金の仕組みを体験的に〈実感〉して、遊びに取り入れてい
くのです。大人が労働やお金の価値を
〈知識〉
として教え込んでいくのではありません。園外保育としてスー
パーマーケットなどに出かけてみましょう。 保護者のお供ではなく自らのペースで観察することで、幼児に
は様々な気づきや学びがあるはずです。 見て、興味を抱いて、憧れると、
〈模倣〉したくなります。 “ホモ・
ファーベル（作る人）”としての活動衝動や形成衝動が刺激されるからです。 帰園後、自発的にお店屋さ
んごっこが始まるのはそのためです。

お店屋さんごっこの展開で、遊びを構成する様々な要素 − 商品、陳列棚、値札、特売コーナー、レジ、

お金のやり取り − への関心を幼児は深めていきます。 お客さんにアピールするにはどうしたらよいのか、

どんな商品を作るべきなのか、幼児なりに知恵を絞り、仲間と相談し、試行錯誤を重ねます。そうした過
程を通じて、商品や店舗を作る〈創造性〉、内装を変えたり壊れた道具を修理したりする〈巧緻性〉、自
分たちのお店や商品に想いを寄せる〈愛着〉、活動を共にする友達と協力する〈人間関係力〉が総合的
に育まれます。〈社会〉への関心も開かれていきます。

モノを創り出す苦労、モノを販売する努力、モノが売れる喜び、労働の意義、これらを疑似体験することで、
幼児はモノには〈価値〉があること、
〈希少性〉や〈労働生産性〉によって価値が左右されること、それが〈お

金〉という価値交換媒体となることなどに気づきます。 幼児期における〈気づき〉は〈予感〉と言い換え
てもよいでしょう。 生涯発達の過程で学習や体験を積み重ねることで、
〈予感〉は〈実感〉、さらには〈確
信〉に転換していきます。その意味で、園外保育やお店屋さんごっこは、金銭教育のリアリズムを支える〈原
体験〉であり〈学ぶ基盤づくり〉であると言えるのです。
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仮想通貨と電子マネー
♠仮想通貨と電子マネーの違い

仮想通貨とは、コンピュータやスマホを介して使うインターネット上の通貨のようなものです。電子マネー
に似ていますが、電子マネーが 商品・サービスなどを購入する際の決済に利用されるのに対して、仮想通
貨は、仮想通貨を決済手段として導入した店舗での利用に加え、日本円との交換や送金にも利用できます。
電子マネーは特定の企業により管理・運営されていますが、仮想通貨は誰もが運営に参加できるしくみに
なっています。例えば仮想通貨の一つ、ビットコインは、世界中に多数存在する運営参加者のコンピュー
タが、ブロックチェーンという技術を用いて管理しています。

♠仮想通貨の使い方

仮想通貨は仮想通貨交換業者を通して利用します。利用者は、ネットワーク上にウォレットを作成、または仮
想通貨交換業者にアカウントを作成し、主にパソコンやスマホアプリを使って銀行口座から支払うなどして仮
想通貨を入手します。仮想通貨の購入価格は相場で決まり、例えば 2017 年 6 月 30 日現在１ビットコインは
およそ 29 万円で取引されています。もっと小さな単位で購入することもできます。
仮想通貨と電子マネーのサービス例と法規制
サービス例
仮想通貨
電子マネー

ICカード型
サーバー型

ビットコイン、イーサリアムなど

資金決済法による規制

仮想通貨交換業者が規制対象で 登 録 制。
利用者への適切な情報提供、利用者財産
の分別管理、口座開設時等の本人確認など

＜乗車券機能と一体型＞ Suica、PASMO、ICOCA、PiTaPa など
前払式支払手段発行者が規制対象。
＜シ ョ ッ ピ ン グ 用＞ WAON、nanaco、楽天 Edy など
未使用残高の 2 分の 1 以上の発行保証
iTunesギフトカード、Google Playギフトカード、アマゾンギフト
金の供託等を行う資産保全義務など
カード、ウェブマネー、ビットキャッシュなど

♠仮想通貨の利用にあたり注意すること

仮想通貨はすべてコンピュータが自動処理しますので、誤って別人に送金したり、購入単位を間違えて過
大な支払いが生じたりしても取り消しができません。また、国や金融機関が保証していないため、価格が
大きく下がるリスクを考慮しなければなりません。仮想通貨は使い慣れれば便利なものですが、リスクを
伴うことも正しく理解しておく必要があります。

利用（登録）料金未納名目の架空請求詐欺にご用心！
特殊詐欺の被害件数が大幅に増加
県内における平成29年中の特殊詐欺被害は、認知件数が342件（前年比＋72件）と大幅に増加しました。被害金
額については、前年と比較して減少したものの、4億5,000万円を超える甚大な被害となり、依然高水準で推移し
ています。特に増加した手口は架空請求詐欺（認知件数168件、前年比＋45件）で、この手口は、年齢に関係なく、
多くの世代が被害に遭うことから、その特徴を理解していただき、十分に注意しましょう。
架空請求詐欺、だましの手口！
特に多い被害の特徴は、動画サイトを閲覧中に「登録完了」、「誤って登録された方はこちらまで連絡を」などと
いう表示に騙され、犯人に電話をかけてしまい「退会するにはお金がかかる」などと要求され被害に遭うケースや、
突然「サイト利用料金が未納です」などとメールが送られてきて、記載されていた電話番号に電話すると「有料サ
イト利用料金を払って下さい。裁判になりますよ。」などと脅され被害に遭うケースです。
お金の支払い方法については、コンビニエンスストアなどで電子マネー（プリペイドカード）を購入させられ、
そのID（カード番号）を犯人に伝えることで、その額面分のお金（利用権）を騙し取られる電子マネー型や、店内
設置のマルチメディア端末を操作させられ、犯人から指示された支払番号を入力することで発行される用紙（支払
票等）をレジに持って行き、現金を支払わされる、いわゆる収納代行型（端末を利用せず、直接レジで指示された
支払番号を伝え、現金を支払うケースもある）があります。
被害に遭わないために
被害者の多くは、「過去に見たサイトが有料だったのかもしれない」、「裁判になったら家族や会社に知られてしま
う」と思い、記載されている番号に折り返し電話することで騙されてしまいます。不審なメールなどが送られてき
ても、焦らず、必ず家族や警察に相談してください。
宮城県警察本部生活安全企画課
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でることもあることを理解することが第一です。なるべく損になる割合を少なくす
るような投資初心者に適した運用のポイントは、「分散投資」と「長期投資」の二つ
の手法です。
■「分散投資」には、時間分散と資産の分散、地域の分散などがありますが、一番大
切なのは時間の分散です。
■ 投資の手法に「ドルコスト平均法」というのがあります。毎月定期的に同じ金額
の投資を続けることで、投資の価格のバラツキを平準化するもので、大儲けはでき
ませんが、大損もしづらくなります。プロの投資家は一年や数か月の短い期間で結
果を出さなければいけません。一方個人の資産運用では、比較的長期での運用がで
きると思います。大学を卒業して社会人になり、老後を迎えるまでの資産を考える
としたら40年以上という長期の時間を使って運用できることがお分かりだと思いま
す。プロにはできない運用がこの「長期投資」なのです。
■「分散投資」「長期投資」を効率よく実践するのは難しいことではありません。「つ

iDeCo と NISA を
上手に使いこなすコツ

■ iDeCoとNISAを上手に使いこなすコツは資産運用では元本保証ではなく、損失が

みたてNISA」や「iDeCo」で実現できてしまうのです。
■「つみたてNISA」は年間40万円までの投資額の制限がありますが、その金額の中
で定期的に投資した場合、最長20年間、利益に税金がかからないというものです。
利用できる投資信託は金融庁があらかじめ示した基準に沿ったものに限られ、
購入時の手数料は原則無料、
運用中のコストも平均的な投資信託にくらべると1/3から1/2とコストが低いのが魅力です。個人投資のポ
イントに則した投資方法がまさに「つみたてNISA」で実践できるのです。そのうえ、本来利益に対して
20%ほどの税金が引かれてしまうものが、NISAでは、非課税になるので、その分だけ投資効果は有利に
なります。
■これまでのNISAは年間120万円の枠に対して5年間非課税でした。こちらも税制優遇はありますが、初
心者の方であれば「つみたてNISA」の方が非課税の総枠が多くなり有利度が高くなります（120万円×
5年と40万円×20年で比較してください）。
■このように非課税のメリットは個人投資の時に有効的ですが、究極の税制優遇を活用できる投資方法が
「iDeCo」(個人型確定拠出年金)です。投資のイメージは「つみたてNISA」と同じような手法ですが、投
資できる金額が自営業や会社員などの働き方によって違う一方、年間の投資金額が全額所得控除の対象に
なるため、利用する人ごとの所得税の税率にもよりますが、投資額の15%から30%もの所得税や住民税の
低減効果があります。
■運用している資金は原則60歳まで引き出せませんが、老後の資金だと考えれば、引き出せないことが反
対にメリットと考えてもいいのではないでしょうか。
■このように資産運用の初心者であればあるほどNISA、とりわけ「つみたてNISA」と「iDeCo」はぴっ
たりの投資手法を提供してくれていることがお分かりいただけると思います。資産運用のコツを身に付
けたならば、それぞれの投資枠を超えて資産運用をすることもありでしょう。税制優遇はなくなります
が、この投資で身に付けた分散と長期の手法を活用して運用することができれば、老後の生活資金の準備
だけでなく、住宅資金や教育資金を準備するときの強い味方になってくるのではないでしょうか。日本の
個人金融資産は預貯金が多いといわれますが、欧米でも1980年代には日本と同じようなバランスだったと
の統計もあります。いま金融商品の保有割合が多くなっているのはNISAやiDeCoのような運用の経験を
して投資を始めた人が多くいることが理由だとも考えられています。みなさん「元本保証」の殻を破って
NISAやiDeCoで資産運用を、さあ実践しましょう。

日本ＦＰ協会宮城支部
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義務を果たせる社会人に
栗原市立高清水小学校 校長

小野寺

俊幸

“おもてなし”の言葉に象徴されるように、思いやりや丁寧さなど緻密なサービスで
日本は国際的にも高い評価を受けていることは周知の事実。それは日本伝統の文化の
質や日本人の道徳性の高さがバックボーンになっていると考える。しかし、日本のそ
うした“よさ”が誤って認知され、サービスを過剰に求めたり、してもらうことが当
たり前になったりしてはいないかと危惧することがある。権利と義務、
「金銭教育研究
校」の委嘱を受け２年間の研究を通して、この問題を改めて考えるよい機会となった。
本校では研究主題を「かかわり合い、思いやりの心をもつ児童の育成」、副題を「人・
ものを大切にする金銭教育を通して」と設定し研究を推進してきた。「金銭教育出前
授業」などの機会を得て、試行錯誤しながら「金銭教育」の在り方を探る中で、「自
分やみんなの持ち物を大切にする心」「金銭を計画的に有効に使おうとする心」「家族
への感謝の心」等を養うことができてきたと感じている。
２年目の公開研究会では「開かれた学校」を目指す本校の思いから、学校関係者の
みならず、本校の保護者や地域の方々にもご案内し、全８クラスが授業を公開した。
保護者や地域の方々に学校の取組について理解していただく良い機会となった。
課題としては、学校全体としての系統性を持った学習の位置付けや実践の定着と
意欲の継続などがあげられ、こうした課題を念頭に置き今後も実践を展開していく
予定である。
金銭教育は家庭の協力無くして成果を上げることは難しい。学校と家庭が連携し
地域の方々の後押しをいただきながら地域に根付く確かな実践を目指していきたい
と考える。
以前「税金をきちんと納めることができる大人に育てること」が教育の大切な仕事
の一つであると聞いたことがある。その言葉の重みをかみしめつつ、金銭教育、消費
者教育の重要性を認識しながら、「義務を果たせる社会人」に育てられるよう学校現
場で実践を積み重ねていきたい。

日銀短観
日本銀行が公表している短観（「タンカン」
と読みます）
は、正式名称を「全国企業短期経済観測調査」
といい
ます。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切
な運営に資することを目的としています。全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。日
本銀行仙台支店でも、東北地区6県分にあたる約7百社分の調査結果を取り纏め公表しています。
短観では、
企業が自社の業況や経済環境の現状・先行きについてどうみているか、
といった項目に加え、
売上高や
収益、
設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、
企業活動全般にわたる項目について調査しています。
短観は、国内外で利用されており、海外でも
“TANKAN”
の名称で広く知られています。
短観で使われている
「D.I.」
（ディー・アイ）
とは、
Diffusion Index
（ディフュージョン・インデックス）
の略で、
企業の
業況感や設備、
雇用人員の過不足などの各種判断を指数化したもので、
注目度の高い経済指標のひとつです。
D.I.は、各判断項目について3個の選択肢を用意し、選択肢毎の回答社数を単純集計し、全回答社数に対する
「回答社数構成百分比」を算出した後、
（第1選択肢の回答社数構成百分比）
－
（第3選択肢の回答社数構成
百分比）
により算出しています。例えば、業況感を「良い」
と回答した企業が30％、
「悪い」
と回答した企業が
20％であった場合、D.I.は＋10％ポイントとなります。
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必要のない住宅リフォームなどを契約させる点検商法や、宝石
などを安値で買い取っていく訪問購入など、高齢者の消費者
トラブルについての相談が依然として多く寄せられています。
悪質業者は、高齢者の３つの大きな不安「健康」
「お金」
「孤独」
につけ込み、大切な財産を狙ってきます。
トラブルや被害を防ぐためには、家族やホームヘルパーなど、
周囲の方の協力が不可欠です。 高齢者を見守って変化に「気
付き」
、「声かけ」をし、「相談につなぐ」ことが重要です。

♥見守りから相談までの流れ
⑴ 日頃から高齢者の住宅・居室の様子、言動や態度に変化や不審な点がないか気をつけましょう。
（下記チェッ
クリスト参照）
⑵ 少しでも変化に気づいたら高齢者本人に声をかけ、経緯などを確認しましょう。 決めつける言葉やとがめ
る言い方は避け、高齢者の意思を尊重し、話を引き出すよう心掛けましょう。

「何か困っていませんか？」
「その会社、信用できるか一緒に調べてみない？」
「心配だから私にも教えて」など
⑶ トラブルや被害にあっているとわかったら、すぐにお住まいの地域の消費生活相談窓口に相談しましょう。
家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどを通しても相談することができます。

♥トラブルを防止するための日頃の備え
⑴ 地域の見守り活動や、成年後見制度の利用も検討しましょう。
⑵ 通話録音装置などの防犯機能が付いた電話機を利用する方法もあります。
⑶ 認知症等の症状がみられる場合は、早めに病院を受診しましょう。

♥“見守り”と“気づき”のためのチェックリスト
居室・居宅の様子
□ 不審な契約書、請求書などの書面や、宅配業者の不在通知などはないか。
□ 不審な健康食品やカニなどの海産物がないか。
□ 新品のふとんや消火器など、同じような商品が大量にないか。
□ 屋根や外壁、電話機周辺などに不審な工事の形跡が見られないか。
□ 通信販売のカタログやダイレクトメールなどが大量にないか。
□ 複数社から配達された新聞や景品類などがないか。
□ 不審な業者が出入りしている形跡はないか。
高齢者本人の言動や態度など
□ 電話口で困っていたり、不審なやり取りをしていないか。

高齢者の消費者トラブルを
防ぐのは、家族や地域の皆様の
見守りです！

□ 生活費が不足するなど、お金に困っている様子はないか。
□ 預金通帳に不審な出金の記録はないか。

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
１８８番（いやや！）
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★ 新入生を対象とした消費者教育出張講座申込の受付

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
ひとり暮らしの生活費／社会に出て必要なお金の知識
ネットに関する金融トラブル／金融トラブルに巻き込まれないために
クレジットカードの使い方など
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。

★ 小中学校等を対象とした金銭教育授業・講演会への講師派遣のご案内
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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

愛着を持って長くつき合えるものを見つけるのはなかなか難しい。 使い込まれた古道具や使い勝手の良い雑貨を扱う店などでそん
なものに出会うと、 もううれしくなります。
昨年の夏の終わりころ、 古い砂時計を見つけました。 糸巻き （ボビン） の中に砂時計のガラス部分がはめ込まれており、 年月をし
のばせる使い傷もたくさんついていて、 きっとそれはそれは長いこと働いていたのだろう代物。 糸巻きを時計にするという発想が愉快と
思いました。 天地を逆さにすることを繰り返しながら使い古された砂時計は、 今でもゆるい 3 分という時を刻んでいます。
ちゃぶ台をご存知でしょうか。 現代の生活では映画やドラマでしかお目にかかれなくなったのですが、 年が明けて、 新婚早々の
お宅に伺ったとき、 それがあったのです。 ほうと感心しながら眺めていると、 実家の物置に押し込まれていたのを発見して、 小箪笥と
ともにもらってきたのだという話。 その小箪笥は本棚と飾り棚に素敵に化けており、 ちゃぶ台とともに、 何の違和感もなく、 部屋の
中に自然に不思議な存在感を持ってありました。
古道具には、 独特の何とも深くしみこむような味わいがあります。 いつも思うのですが、 水屋などはシンプルで機能的で、 知恵
と工夫で様々な組み合わせや使い回しができそうです。
春になり、 新生活に向けて、 新しいものはもちろん魅力だけれど、 少しだけ目先を変えて、 くらしに馴染み、 ゆったりと心が落ち着く
ような道具選びも乙なものかと。

宮城

お金には、使う、貯める、稼ぐ、借りるなど、様々な側面があります。子ども達が
将来賢い消費者として、自立した生活を送ることができるよう、ものやお金の大切
さを学び、働くことの意味について考える機会としていただくために、小中学校や
ＰＴＡなどに専門家を派遣します。
期 間
４月～
対 象
幼稚園 小学校 中学校 ＰＴＡ 公民館など（児童生徒・教員・保護者）
時 間
６０分～９０分
テーマ
大事にするってどんなこと？／「ためる」と「使う」
こづかい帳をつけてみよう／お金と社会のかかわり
将来の夢とお金／世界のお金・日本のお金
ケータイ・インターネットに関するお金のトラブル
親子で向き合う金銭教育など
講師派遣に要する経費は当委員会が負担します。
詳しい内容やお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。

●くらしWatching／No.42／平成30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
イダンスなどに専門家を派遣します。

