
                         
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１問 

（ローン） 

「日歩８銭」という利息表示は、年

利何パーセントに当たるでしょう

か？ 

１． ０．８％ 

２． ２．９％ 

３． ９．６％ 

４．  ２９．２％ 

（正解） ４． 

「日歩」（ひぶ）は、元金１００円に対する１

日の利息のことをいいます。１円は １００銭

なので、日歩８銭とは、１００円について１日

当り０.０８円ずつ利息がつくという意味で

す。これを年利に直すと、０．０８／１００×

３６５日＝０.２９２（２９.２％）となります。 

利息の表示の仕方にはいろいろありますので、

数字の大小や印象だけで判断してはいけませ

ん。 

第２問 

（預貯金） 

金融機関の窓口から、一定金額を超

える金額を現金により振込む場合、

本人確認が必要です。その一定金額

はいくらでしょう？ 

１． １０万円 

２． ３０万円 

３． ５０万円 

４．  １００万円 

（正解）  １． 

「犯罪収益移転防止法」に基づき、金融機関

の窓口から、現金により振込む場合、１０万

円を超える場合には、本人確認のため、運転

免許証、健康保険証等の本人確認用書類の提

示が必要です。なお、預貯金口座からの振込

みの場合は基本的に不要です（ただし、口座

開設時に本人確認手続きが済んでいない場

合に、本人確認書類の提示がないと振込みが

できないことがあります）。 

第３問 

（年金） 

国民年金の加入期間が足りない場

合の対応について、誤っているのは

どれですか？ 

１． 年金制度の発足時に一定の

年齢に達していた場合の特

例がある 

２． 高齢になっても任意で加入

して加入期間を延長するこ

とができる 

３． どんな理由であれ、年金は支

給されない 

４．  合算対象期間（カラ期間）を

確認する 

（正解）  ３． 

国民年金制度は昭和３６年にスタートし

ていますので、すでに一定以上の年齢であ

った方は、年金を受給するのに必要な期間

を充たすことができないため、経過措置が

設けられています。 

なお、現在は加入期間が２５年に満たない

場合には、６０歳以上７０歳未満の人（６

５歳以上７０歳未満は一定の要件あり）で

も任意で加入することができます。 



第４問 

（生活設計） 

年をとって財産に関する適切な判

断ができなくなった場合に利用で

きるのは、どれでしょうか？ 

１． 成年後見 

２． 自己破産 

３． 禁治産 

４．  介護保険 

（正解） １． 

成年後見は、高齢になって自己で判断でき

ない場合に、財産を適正に管理するための

後見人等を置く制度です。 

禁治産は心身喪失の状態にあって、自分で

財産を管理する能力のない人に対して、後

見人を付ける制度です。 

自己破産は、返済ができないほどの多額の

借金を抱えた時に裁判所に破産の申し立

てを行うものです。 

介護保険は、介護が必要な状況になったと

きに介護サービスが受けられるようにす

る制度です。 

第５問 

（金融取引

ルール） 

５０万円を借りる場合、借入金利の上

限は何パーセントでしょうか？ 

１． ２９．２％ 

２． ２０％ 

３． １８％ 

４．  １５％ 

（正解）  ３． 

貸出金利は「利息制限法」と「出資法」に

よって規制されていて、出資法の上限以下

で利息制限法を上回る金利は、「グレーゾ

ーン金利」と言われていました。新貸金業

法の完全施行に伴い、出資法の上限金利が

２０％に引き下げられ、グレーゾーン金利

に該当する金利での貸出しは行政処分も

しくは刑事罰の対象となります。 

「利息制限法」では、借入額によって上限金

利が異なり、１０万円未満：年利２０％、１

０万円以上１００万円未満：同１８％、１０

０万円以上：同１５％と定まっています。 

第６問 

（預金保険） 

２つの金融機関が合併して１年以

内に破綻（はたん）した場合に、保

護される預金等の金額はどうなり

ますか？ 

１． 特別に全額が保護される 

２． 元本１千万円までとその利

息等が保護される 

３.   元本 1.5 千万円までとその

利息等が保護される 

４.   元本２千万円までとその利

息等が保護される 

（正解） ４． 

金融機関が合併したり、事業のすべてを譲

り受けたりした場合（以下「合併など」と

いいます）には、その後１年間に限り、保

護される預金等の金額の範囲は「預金者１

人当りの上限額（元本１千万円まで）×合

併などに関わった金融機関の数＋それら

の利息等」とする特例が、当分の間適用さ

れます。 

第７問 

（身近な経

済指標） 

家計費の中に占める食料費の割合

を示す数字は、次のうちどれでしょ

う？ 

１． マーシャルのＫ 

２． ジニ係数 

３． エンゲル係数 

４．  エンジェル係数 

（正解）  ３． 

家計支出に占める食料費の割合は、所得の

上昇につれて低下し、収入が低下すると上

昇する傾向にあります。このような統計的

な法則から、生活水準を示す経済的な指標

のひとつとして利用されています。 



第８問 

（証券） 

株式と債券の説明で誤っているの

はどれでしょうか？    

１． 会社が倒産した場合、株主は

会社の借金を支払う義務が

ある 

２． 債券は、発行体の経営悪化等

により元利払いが履行され

ない場合がある 

３． 株主には経営に参加する権

利（議決権）がある 

４． 債券保有者には経営に参加

する権利（議決権）はない   

（正解）  １． 

株主の責任は、その出資額を限度とする有

限責任です。その企業が倒産した際に、出

資金額以上の追加負担を求められること

はありません。 

第９問 

（預貯金） 

預貯金の利息（利子）にかかる税率

は次のどれでしょう？ 

１． 非課税（０％） 

２． １％ 

３． ２０％ 

４．  ３０％ 

（正解） ３． 

預貯金の利息（利子）には２０％の税金が

かかります。源泉分離課税が適用されます

ので、利息（利子）が支払われる時には、

すでに税金分が除かれています。ただし、

障害者などに対しては利息（利子）の非課

税制度があります。 

第１０問 

（保険） 

契約者と被保険者が同一の場合、死

亡保険金の相続税は法定相続人  

１人当りいくらまで非課税となり

ますか？ 

１． １,０００万円 

２． ５００万円 

３． ３００万円 

４．  １００万円 

（正解）  ２． 

契約者（保険料負担者）と被保険者が同一

の場合、死亡保険金は相続税の課税対象と

なりますが、受取人が相続人の場合、５０

０万円×法定相続人数は非課税となりま

す。なお、保険金への課税は、契約者・被

保険者・受取人の関係によって課税方法が

異なりますので、確認をお忘れなく。 

 

 

 

■このクイズの他、広く皆様の暮らしに役立つ「生活設計」、「預貯金」、「証券」、

「保険」、「ローン」、「年金」、「金融トラブル」等に関するクイズは、金融広報中央

委 員 会 （ 事 務 局 ： 日 本 銀 行 情 報 サ ー ビ ス 局 ） の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.shiruporuto.jp/）「今月のクイズ」よりご覧いただけます。 

 

■大分県金融広報委員会では、生活設計・年金・税金・金融商品等に関する講演会

や、児童・生徒の金融・金銭教育などに、専門家を派遣しています。地域での集ま

りや学校、ＰＴＡ、各種団体研修会などにもご利用いただけます。講師謝礼や交通

費は無料です。下記事務局までお気軽にお電話下さい。 

 

http://www.shiruporuto.jp/


 

 

 

■また、気の合った友人と金融や生活設計等について学ぶ「金融学習グループ」制

度もあります。１５人以上集まればつくることができ、学習会には専門家を講師と

して派遣します。期間は 1 年ですが、ご希望により 3 年間延長が可能です。是非、

あなたの生活に身近なテーマについて学んでみませんか。 

      

 テーマ例：年金、生命保険、介護保険、税金、確定申告、住宅ローン、贈

与、相続、遺言、成年後見制度、老後の生活設計、各種金融商

品、株式、投資信託、金利と利回り、クーリングオフ、悪質商

法、詐欺商法  等 

 

 

 
 

【事務局】大分市長浜町２－１３－２０ 
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