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生活設計・資産運用について考えるシンポジウム 
 

日時：平成２１年２月２１日(土)１４：００～１６：２５ 

場所：サンポートホール高松 ホール棟６階 ６１会議室 

主催：金融庁、四国財務局 

後援：内閣府、文部科学省、金融広報中央委員会、香川県、高松市、香川県金融広報委員会 

概要：○ＦＰ(ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰ)であり、生活経済ジャーナリストであるいちのせかつみ氏の、面白

くてわかりやすい生活設計や資産運用の基調講演、香川県消費生活センター所長による、

消費者相談の内容や年代などの傾向についてのプレゼンテーション、銀行マンや大学教授、

ＦＰをまじえてのパネルディスカッションで構成。 

○人生設計には４つの気がかり（①健康、②お金、③生きがい、④人間関係）があり、この

いずれが欠けてもいけない。自分の人生において何を実現したいのか、その「目的」無し

には人生設計も資産運用も出来ない。 

○日本の特徴として、個人の金融資産の５３％は現預金であり、その半分を６５才以上の方

が所有している。米国は、現預金で１４％、株式等で５４％と、日本とは大きく異なる。

日本の貯蓄中心の時代から資産の運用の時代へ。それには、金融商品に関する知識、勉強

が必要。 

○日本人は「みんながそうしている」とのブーム、流行に乗りやすく、十分な知識も自分の

判断もなく商品に手を出し、トラブルに巻き込まれている。自分のあった投資スタイルを。 

○目的が明確になっていないと、自分にあった金融商品を選択できない。 

○「投資から運用へ」のために、今は、まず、自分に投資して知識を習得する段階。 

 

 14：02～14：07 主催者挨拶 四国財務局長 利田秀男  

・ 近の金融情勢、サプライムローン、９月のリーマンの破綻以降、深刻さを増し、１００年に

一度と言われる。 

・我が国の金融システムは欧米に比べれば安定し、セーフティネット、利用者の保護、利便性を

確保しつつある。 

・金融ビッグバーン以降の規制緩和により、様々なリスク、リターンの商品が出ており、ＦＸな

ど、様々なトラブルも生じている。 

・投資商品の説明を義務付けるなど、消費者保護の取り組みも行っている。しかし、消費者自身

が商品知識を持ち自己防衛することも大切。 

・四国は全国に比べ１０年早く高齢化が進んでいる。香川は預貯金高が全国一との特徴のある地

域。 

・専門家の方々を招き、生活設計・資産運用についての提言をいただくこととしており、皆さま

が生活設計・資産運用について考えていただく参考となれば幸い。 
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 14：09～14：50 基調講演 「運用時代のライフプラン ～あなたの人生設計は大丈夫？～」  

○講師：ファイナンシャル・プランナー、生活経済ジャーナリスト いちのせ かつみ 

・1989年にファイナンシャル・プランナーの認定、1994年にＣＦＰ国際資格を取得 

・家計から見た人生設計の考え方に関する第一人者として、現在、テレビやラジオに出演する

一方、講演会やセミナー、執筆活動など多方面で活躍中 

 

○お金の量が笑顔に比例しない 

・ファイナンシャル・プランナー お金の相談を受ける職業。 

・兵庫には数十億円持っている人がいる。お金があっても幸福でない。「自分が死んだら、兄

弟の仲が悪くどうなるのか心配」「様々な運用をしていて、この先どうなるのか不安」 → 

「お金」の量が「笑顔」の量と比例しない。 

・若い夫婦が家を持ちたい。自己資金も頭金も今は無い、でも、二人で頑張れば買えるように

なる、なれると、夫婦で笑顔で帰って行く。 

 

○お金の話をするのがタブーな日本 

・日本は、「お金」の話はすべきではない、金は汚いもんや、との日本人の意識がある。 

・海外から日本人の評価は？ 「エコノミック・アニマル」、金好き、金の亡者の動物ですよ。 

・金は好きやのに勉強していない → トラブルに巻き込まれやすい。法律もっと知っときま

しょう。 

 

○クーリング・オフについて知ってますか？ わかってますか？ (回答は 終ページに) 

・クーリング・オフについてのクイズ 次の場合クーリング・オフできますか？ 

①気に入った商品があったので、電話でセールスマンを家に呼んで契約した。 

②ＴＶショッピングで気に入った物があったので注文した。３日後にキャンセルしたい。 

③美術店に気に入った絵があったのでローンを組んだ。 

④町を歩いていると美術店に呼び込まれローンを組んだ。 

⑤町を歩いていて、英会話教材の契約と「クーリング・オフしない」との同意書を書いた。 

  

○オレオレ詐欺 

・孫本人は電話の先で泣きじゃくるばかり、事故の被害者は手術中、警察官、病院の医者、弁

護士、被害者の家族と、どんどん人が変わると、人は信用してしまう。 

・オレオレ詐欺は知っていても詐欺に引っ掛かる。今の詐欺は「オレオレ」とは言わない。巧

妙になっている → 情報をしっかりと取っていただくことが大切 

 

○人生設計 

・人生における４つの気がかり 
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①健康   いくら元気でもお金が無くて実現できないこともある 

②お金   いくらお金があっても、入院していては楽しめない 

③生きがい 目標、生きがいが無くては、何もすることがない 

④人間関係 旅行や趣味のことをするにも友達も居ないのでは・・・ 

 

○個人の金融資産 

・日本の個人資産は１４６７兆円、現預金が５３％を占め、その半分以上を６５才以上の人が

持っている。 → お金が動かない。日本の貯蓄のスタイルを見直す必要がある。 

・アメリカの個人資産は１４５．３兆ドル、現預金は１４％、株や投資信託などが５４％。 → 

現預金で５４％持っていた日本は今回の恐慌でも強かった。物でなく、株などの紙で持って

いたアメリカは危機に対して弱かった。 

・日本人は農耕民族というところがある。こつこつと種まきや手入れをして収穫を待つ。 → 

日本人の気質に「貯蓄」は合っているのかなあ。 

・狩猟は獲物が今日捕まるか、１週間しても捕まらないかわからないが捕まれば益は大きい。 

 

○タイタニック号に見る国民性 

・船が沈みかけている時、救命ボートに乗れる人数よりも乗客の数の方が多い。その時にかけ

る言葉で、各国の人柄は･･･ 

・アメリカ：緊急事態です。ボートを降ろして、子供と女性を優先して乗せましょう。それが

「ヒーロー」のすることです。 → アメリカン・ドリームの国、自分の目標の言葉が「ヒ

ーロー」です。日本人は自分がヒーローなんて考えない。 

・イギリス：緊急事態です。ボートを降ろして、子供と女性を優先して乗せましょう。それが

「ジェントルマン」のすることです。 → 世界一プライドの高い人種。フランスでのサッ

カーの試合中、アルゼンチンの選手のペナルティによりベッカムが倒され、起こそうと手を

差し伸べたアルゼンチン選手をベッカムが足で蹴飛ばした。「なんてことをするんだ」とイ

ギリスの全紙がベッカムを非難した。すぐにはイギリスに帰れず、アメリカに遠征し、その

時に妻のビクトリアと会った。 

・ドイツ：緊急事態です。ボートを降ろして、子供と女性を優先して乗せましょう。そういう

「規則」です。 → 世界一記録を重んじる人種。 

・日本：緊急事態です。ボートを降ろして、子供と女性を優先して乗せましょう。みんなそう

してます。 → 「みんながしてるから」に流される、知識も判断も、自己責任もない。 

 

○ブーム、流行に弱い日本人 

・株について知識もなく、「佐藤さんとこの奥さんも、鈴木さんとこの奥さんもしてはるし、

儲かってるらしいよ。えっ、田中さん、まだしはってないん。遅れてるわー。」で、やり始

めてしまう。 → ブームになり、儲かるとのニュースが出始めたところでみんなが買うが、
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もう株価は高止まりの寸前だったりする。 

・売る時も、みんなが売っているとのニュースを聞いてから「みな売ってはる」と売るので、

底値での売りか、塩漬けにするしか無くなる。 

 

○決断力が無い 

・日本人には、底値で買って、高値で売ることが出来ない。 

・勝ち続けている投資家はいない。しかし、あんまり損しない投資家はいる。 → １００円

で買った株なら、９０円まで値が下がったら売る(損を１０円に固定)と下を決められる人、、

１２０円に値上がりしたら売る(利益が２０円取れればいい)と上を決められる人は、あんま

り損しない。 

 

○リスクが高いとは 

・１０個中１個の辛子入りのシュークリームが入っている箱詰めと、１０個中全てが辛子入り

のシュークリームの箱詰め、どちらのリスクが高いですか？ → (回答は 終ページ) 

①価格変動リスク 

②為替変動リスク                これらのリスクを合わせ持って 

③信用リスク                  商品が出来ている 

④流動性リスク  すぐに換金できないリスク       ↓ 

              しっかりと説明を聞くこと、わからなかったらやらないこと！ 

○分散投資でリスクも分散 

・タマゴはひとつのかごに盛るな → そのかごが倒れると、全てのタマゴがダメになる 

・しかし、今の状況は全てのかごがダメな状況、難しい。 

 

○自分にあった投資スタイルを確立 

・流行に左右されない：自分で勉強し、納得してやる．みんながやるからはダメ。 

・良い話には裏がある：おかしいと疑うこと、ハイリターンにはリスクがあるはず。 

・金融機関も選ぶ時代：いろいろと聞く、情報を集める。 

・投機ではなく、投資をすべし：ばくちをやってはいけない、理論を持って、納得してやる。 

・賢くお金を使おう：使わないと値打ちがないのが「お金」である。使わずに貯めて、日本の

現金の半分を６５才以上の人が持っている。 

 

○「貯蓄」から「投資」の時代にならねばならない時代 

・今は、「から」の段階。まずは勉強するという、自分への投資の段階。 

 

 14：51～15：12 プレゼンテーション 「金融等に関する相談状況について」  

○講師：香川県消費生活センター所長 中西光邦 
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・1977年に香川県庁入庁 

・教育委員会、農業生産流通課などの勤務を経て、2008年から香川県消費生活センターに勤務 

 

○消費生活センターとは 

・消費生活センターとは、県庁内にある。 

・商品や契約、悪徳商法などについて、相談、仲介、斡旋、指導、営業停止などを行っている。 

 

○相談件数 

・総相談件数は、16年度は約19,000件、20年度は８千件ほどと、架空請求や振り込め詐欺の

件数の減少に伴い減ってきている。 

・その内、金融・保険サービス等に関する相談件数は、減っておらず、1,500 件程度と、今で

は全体の２割を占める。 

・生命保険の保険金の不払い、損害保険の資格不適用による保険料の過払い、預金・証券の相

談は増加傾向。商品相場など先物取引の相談は減少傾向。 

・意味のわからない儲け話：携帯電話の充電器を購入し、街頭におけば毎月 30 万円の益が出

る。 → 少し考えれば出るわけがないことはわかるはず。 インターネット上の仮想空間

の土地を買いませんか。 

 

○消費者と売る側の意思疎通が需要。 

・まっとうな商品であっても、トラブルは生じている。十分に勉強し、考える必要がある。 

 

 15：17～16：25 パネルディスカッション  

○コーディネーター：いちのせかつみ ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰ、生活経済ジャーナリスト 

○パネリスト：泉川貴昭 百十四銀行 取締役執行役員営業統括部長 

       鈴江一恵 ファイナンシャル・プランナー、社会保険労務士 

       竹村文宏 徳島文理大学 総合政策学部教授 

       中西光邦 香川県消費生活センター所長 

 

○自己紹介 

泉川：営業統括部は、商品を企画統括、お客様との相談のため休日の拠点、無人ＡＴＭを 200

箇所以上持っており、さらに拡充したい。インターネットでの投資信託の申込など、銀行

への意見、要望等を受けるお客様相談センターも担当。 

杉江：香川県金融広報委員会金融広報アドバイザーもしている。ＦＰや社会保険労務士として、

会社、学生へ向け生活設計や資産運用の話をしている。十数年前に香川に来た。その前は

京阪神にいた。 

竹村：３年前から大学の先生になった。昭和21年８月生まれの62才。53才までは阿波銀行、
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59才までは(社)徳島ニュービジネス協議会で新産業起こしのお手伝い。 

中西：県の消費生活センターで、様々な相談、10 代から90 代まで、相談者の立場に立ったア

ドバイザーに心がけている。私自身資産もなく、お金のない立場からお話が出来たら･･･。 

 

○生活設計の必要性について 

杉江：自分の人生において何を実現したいのかが生活設計。設計通りにいかないことも、見直

しも必要。それが生活設計。 

竹村：63 才で我 (々銀行マン？)は、年金がフルライン出るので、友達は悠々自適。大学は 70

才まで元気に働けるので、私はまだ生活設計を考えていない。中学生の授業の中では生活

設計を書く。いつ結婚し、何をする、とか･･･。大学生にはいくら生活設計を説明しても聞

いていない。 

中西：車や家電などを買い、多重債務となっている若い人もいる。安心した生活をするにはと、

生活設計を立て、定職に就くとか、お金のことを考えることが必要。 

泉川：若い方がすでに多重債務となっており、融資の相談に来られてもお断りしないといけな

いことがある。結婚や、家、教育など、いつどのようなお金が必要になるのか、自己資金

を作る、積み立てが重要。ローンを使ってもらうにしても自己資金が必要。ローンも返さ

ねばならないので。給料から積み立てを先に引いとけば、知らないうちに自己資金が出来

ている。 

いちのせ：収入から支出を差し引いた残りを貯蓄するのではなく、収入から貯蓄分を先に引い

ておき、残りで支出することが大切。 

 

○県外から香川の人を見ると 

鈴江：預貯金高日本一。そうなる理由として、消費者物価が日本一安い、エンゲル係数が日本

一低い、大変暮らしやすいところが香川県。高齢化が進み、医療保険も県単位で掛け金が

定まるので、高齢化の進展が早い香川県として、考える必要がある。 

いちのせ：講演に来いとよく呼んでくれる地域として、香川、北陸、九州があるが、それぞれ

違いがある。北陸は収入、持ち家率、貯蓄高が高い。九州は自己破産やパチンコ屋が多い。 

 

○貯蓄から運用へ 

竹村：「確定拠出型年金」 自分でプランを立てなければならない制度なのに、自己責任で老

後の年金を作る制度なのに、誰も耳を貸さない、知ろうとしない。学生は就職して、 初

に求められることなのに。 

いちのせ：初任給から自分でいくら年金に積み立てるかを、社員自らが、様々な商品から、自

分の年金を組み立てなければならない時代。社会人になると、 初にプランニングしなけ

ればいけない。 

泉川：香川は安定志向が強く、定期預金が中心。ただ、ブームで投資信託が一時出たが、今、



 - 7 -

きつくなり投資へと換えにくくなっている。積み立てた金だけで人生設計が出来れば、リ

スクをおかすこともないが、自分が働いてお金を稼ぎ、金にも運用でお金を稼いでもらう。 

いちのせ：ビッグやワイドが商品として出された。豊かな時代を知っていることが、だまされ

やすい。 

中西：どの程度の資産運用をするのか、自己資金の大きさ、生活プランにあった、 低限の運

用。自己責任で取り組まれている人は相談に来ない。中途半端な知識の人、自分の生活設

計が出来ていない人が、トラブルに巻き込まれ、相談に来る人が多い。 

鈴江：投資信託の相談が多い。知識、経験、目的、資産の４つ合わないと契約できない。これ

らのことを、根掘り葉掘り聞かれると面倒くさくなって、知ったかぶりで契約してしまう。

目的が明確になっていないと、自分にあった商品を選択できない。目的がわかっていない。 

 

○100年に一度の危機、多くの人が負債を持っているが、法律的な経緯は？ 

竹村：規制緩和をし過ぎたのではないか。今回の発端になった商品のサブプライムローン、こ

れに格付け会社が「トリプルＡ」を評価としてつけた。米国の国債と匹敵する評価である。

さすれば、みんな買ってしまう。市場に任せすぎた。国際的に金融を監視する制度、組織

が必要。 

いちのせ：金融に限らず、原油もそうですよね。規制を緩めすぎると、おかしくなる。 

泉川：「100年に一度だからチャンスだ」と言う人もいる。 

竹村：景気循環説 「朝の来ない夜はない」 しかし、いつ景気が良くなるのか、１～３年と

言う人もいるが、もっと長くかかるのではないか。 

鈴江：「やまない雨はない」 晴れた日に傘を買う人が儲かる。情報を収集していきましょう。 

中西：「今がチャンス」という声だけで、わからないのに(商品に)手を出してはいけない。 

いちのせ：「頭と尻尾は猫に食わせろ」 株の買い売りの原則。 

 

○パネリストのみなさんの資産運用は 

竹村：自分は「情」の人間なので、銀行時代の部下に頼まれた物を買っている。不動産投資の

リード、新興国の株式投資、ユーロとドルの定期預金、いずれもひどい目にあっている。 

中西：その日暮らし、収入の中で生活している。 

鈴江：バブル期に株で儲け、不動産運用をスタート。３年前に台風で屋根が飛んだ。相場は見

ていたが、天気は見ていなかった。儲けすぎると面白くないので、程々に。 

泉川：定期預金と国債といった元本割れのない物のみ。投資信託は勉強のために買った。 

 

○お金や資産運用についての教育、勉強について 

いちのせ：金融商品についての知識を持つ必要があるが、子供へは、いつから、どう教えたら

良いとお考えか？ 

中西：知識の習得は必要だが、小学生からテクニックを教えるより、お金の大切さを教えるこ
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とが必要だし、高校生なら社会人となって必要となる年金の知識とか、年代にあった教え

方が、より良い生活設計、お金の使い方につながるのでは。 

泉川：小中学生の銀行見学、高校生へは出前講座での金融の話、大学生のインターシップで銀

行業務の経験とか。また、「エコノミクス甲子園」といって、高校生対象の経済や金融のク

イズ大会のお手伝いもしている。社会人対象にはマーケットセミナーの実施。 

 

○金融のことで大学生に教えたいことは 

竹村：大学の金融論は「経済学」なので、大学生は全く歯が立たない。「高利回りで、絶対安

全な商品は、無い」とか、「悪徳商法」の話なら大学生もしっかり聞いてくれる。また、「投

機と投資の違い」とか。 

いちのせ：投資についての教育で良いイメージがない。いろいろなところで話し(講演)をして

いる鈴江さんはどうですか？ 

鈴江：お金の教育はハウツー物になりやすいですが、そうではなく、いろいろな情報に基づき、

合理的な自分に合っている物を収得出来るよう指導している。ＦＰの資格は就職に有利、

自分の生活設計に役立つ、また、お客様の立場に立って考えられる。 

 

○昔は、お金が見えていた 

いちのせ：給料日には母さんの機嫌が良く、晩ご飯は必ずすき焼き。おもむろにお父さんの懐

から真っ白な封筒が取り出され、母さんに渡される。母さんは頭を下げ、「お父さん、ご

苦労様でした。無駄遣いしません。ありがとうございます」と、お金が見えていた。子供

たちは自然とお金について感じることが出来ていた。今は、母さんが頭を下げるのは、Ａ

ＴＭの機械の前でボタンを押す時。 

 

○会場の皆さまに贈る言葉を一文字で 

泉川：「守」 自分の城は、自分で守る。各支所、出張所の長に「自分の店は、自分で守る」

と言っている。 

   生活設計 自分の将来の暮らしを守るため、何をすべきか。 

   資産運用 将来の資金を獲得することだが、リスクを抑えていかに獲得するか、投機で

なく守りの運用を励行することかな。増やそうと思わずに、減らさないことに思いをはせ

て。 

鈴江：「一」 金銭の教育でも一円を大切に 

      一瞬を大切に 

      一生を大切に 

      一個人を大切に 

      一生涯を大切にする 

竹村：「責」 大学の２年生ぐらいになると就職の話をする。正社員と非正規社員では、生涯
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所得はこんなに違う。これは「自己責任」。 

中西：「相応」 分相応 生活設計、資産運用において、自己資金、勉強、知識、時間、身の

丈に合っていること。石橋を叩いて渡らない選択もある。 

 

― 以上 ― 

 配付資料  

・運用時代のライフプラン ～あなたの人生設計は大丈夫？～（Ａ４版、４ージ） 

・金融等に関する相談状況について（Ａ４版、５ページ） 

・悪質商法前線活性化！！  消費生活センター（Ａ４版、４ページ） 

・はじめての金融ガイド 金融庁（Ａ４版、２４ページ) 

・四国財務局のご案内 財務省 四国財務局(Ａ４版、１２ページ) 

・個人の国債保有促進について 財務省 理財局(Ａ４版、１３ページ) 

・日本の財政を考える 財務省(Ａ４版、、５６ページ) 

・税制について考えてみよう 財務省(Ａ４版、２０ページ) 

・そのほかに、振り込め詐欺や株券電子化など各種チラシやパンフレット 

＜２ページのクーリング・オフの回答＞ 

①× 自分で買う意思があってセールスマンを家に呼んだ。訪問販売ではない。 

②× 通信販売にはクーリング・オフはない(昨年法律が変わり、クーリング・オフが出来るかどうかの明記が義

務付けられた。「30日間返品ＯＫ」など)。 

③× 自分で店に行って商品をローンで買っただけ。キャッチセールスではない。 

④○ キャッチセールにあたり、クーリング・オフできる。 

⑤○ 「クーリングオフしない」という同意書自身が無効であり、クーリング・オフできる。 

＜４ページのシュークリームの回答＞ 

１０個のうちに１個だけ辛子入りシュークリームの入っている方がリスクは大きい。 

リスクとは不確実な危険、どうなるのかわからない危険のことであり、全てに辛子が入っているのなら不確実

さはない。辛子が入っている数の多さではない。 


