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こんにちは、知るぽると山口通信です。

新年度から旱３ヶ月・・・一緒に生活設計などについて学んでみませんか？
今年度も知るぽると山口をよろしくお願いいたします１１
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Ｌ 平成２Ｓ年度イベント報告

， 平成２Ｓ年度金融。金銭教育セミナーを開催しました。教員向けセミナー
■
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曰時：平成２４年２月１０曰（金）１０:３０～１５００

場所：翠山荘２階カトレア（山口市湯田温泉）

講師：大杉昭英氏（岐阜大学教育学部教授）

松下和子氏

（山口県消費生活センター消費生活専門相談員）
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当日は会の冒頭、金融知識普及功績者表彰式を行いました。（被表彰者中村久枝さん：防府市在住）

次に、山口県消費生活センター消費生活専門相談員の松下和子氏に「最近の若年者における消費者トラ

ブルについて」と題して、実際に相談が寄せられているネット関係のトラブル芯ど御紹介いただきました。

続いて、「平成２３年度金融・金銭教育研究校」である山口市立阿知須中学校、山口県立宇部商業高等学

校による研究発表と協議（コーディネーター:大杉昭英氏）を行い、研究枝の具体的な取組を通して、金融,

金銭教育に対する理解を深めていただきました。

融か￣爾一生一一J帯撚１Ｍ －M;［

鰻｜
鮴１

露､震11二１－，’

一一 ￣

～

=三襲鐘Z
;Ｈ
ｉ
躍

愛
課

Ｗ

鋤

凱
溌

iiiilllil

吟
、
』 』１１

▼

琴鄭寒
_■王望＄

￣

鞠患＝富

午後からは､｢新教育課程における金融･金銭教育の授業づくり」と題して､岐阜大学教育学部教授大杉昭英先生

から、新しい教育課程で取り上げられる金融・金銭教育の内容などをわかりやすく御講演をいただきました。
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平成２Ｓ年度イベン ;告
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Ｌ １平成２４年度知るぼると山ロの活動について

平成２４年５月２４日に山口県庁において平成２４年度山口県金融広報委員会委員総会を開催し、委員

の皆様に平成２３年度事業報告・決算及び平成２４年度事業計画・予算について御審議いただきました。

その結果、平成２４年度は主に、次の計画を基に活動することとなりました。

（講座｡講習会、

＊夏休み子ども向けイベントを開催（下関、周南、萩、宇部）

昨年度に引き続き、委員団体傘下の金融機関に御協力いただき、県内４箇所で開催します。

開催以来、毎年好評で、たくさんの御応募をいただいております。

＊公民館等との連名主催（共催）講座を開催

初めての試みです。県内の公民館等に御協力をいただき、金融広報アドバイザーを講師として、地

域住民の皆様に金融・経済、生活設計等に関する情報を提供いたします。（成人、高齢者、子ども向

けなどの講座を開催）（太字はＢ月末までに開催済み）

【岩国市】北河内分館玖珂公民館平田地区美和文化会館

【周防鳩町】大島公民館久賀公民館東和総合センター

【柳井市】余田公民館

【周南市】新南陽公民館須々万公民館菊川公民館

【山□市】阿知須地域交流センター

【宇部市】見初ふれあいセンター

【下関市】吉田公民館

【阿武郡】福賀公民館ほか

銅～て‘〔霊融。金銭教青研究枝の委嘱、(平成24.25年度の２年間）
柳井市立柳東小学校（金銭教育研究枝)、山口市立阿東東中学校（；(金融教育研究枝）

６金融学習グループの委嘱（５グループ）

、
割

各地域で金融などについて自主的に学習いただくグループです。会場費、講師謝金などの一部を助

成します。金融学習グループは４～１２月までの間、随時募集しています。

【萩市】＊あゆみ＊知ってる？会＊みのり会【山口市】＊かめやま会【下関市】＊みどりの会

Ｅ消費書教育セミナー、金融。金銭教育糧ミナーの開催

割
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宝

学習指導要領が改訂され、これまで以上に消費者教育、金融・金銭教育に対する項目が盛り込まれ

ています。そのためにも、より一層、先生方に理解を深めていただくために「消費者教育セミナー」

及び「金融・金銭教育セミナー」を開催します。

消費者教育セミナー平成２４年６月５日（火）１３：００～於：蕊山荘（山口市湯田温泉）

講師：小関禮子氏（帝京大学教職大学院准教授）

松下和子氏（山口県消費生活ｾﾝﾀｰ全国消費生活相談員協会消費生活専門相談員）
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司
罰金融広報アドバイザーの派遣

現在、金融広報活動に御協力いただく１０名のアドバイザーを委嘱し、地域の会合・婦人会・学校・

家庭教育学級などで開催される学習会・講演会等に無料で派遣しています。

今年度も弓|さ続き、県内各地に派遣し、生活設計。金融・経済に関する情報提供を行い消費者教

育等を推進します。

金融広報アドバイザーの派遣については、お気軽に事務局まで御相談ください。
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１ｌ１ｌＤ県金融広報委員会委員団体。 関係機関の御紹介 Ｉ

今回は、中国財務局山口財務事務所からの御紹介です。

○財務局は何をしているところ？

財務省の総合的な出先機関として､また､金融庁からの委任を受けて､財政､国有財産､金融等に関する業務を行っています。
財務省や金融庁が企画･立案した政策を地域において実施することや、適切なマクロ経済政策の企画･立案に役立てるため、
地域の経済情勢や意見・要望等に関する情報を財務省や金融庁にフィードバックするなど、中央と地方をつなぐパイプとし
ての役割を担っています。

○中国財務局ってどんな組織？

財務（支）局は、全国に１０箇所設置されていて、このうち、中国財務局は、広島、鳥取、島根、岡山、山口の中国５県
を管轄しています。広島に本局が、残り４県の県庁所在地にそれぞれ財務事務所が設置されています。また、呉市、倉敷市、
下関市には出張所が置かれています。

○|｣｣□財務事務所ではどんな仕事:をしているの？

山口県内において、主に次のような業務を行っています。なお、下関市と長門市の国有財産に関する業務については、下
関市に所在している「山口財務事務所下関出張所」が行っています。

、〆三F､壷 山口県及び県内の市、町が上・下水道、病院、学校等の公共施設整備のため資金を
必要とする場合に国の資金を長期かつ低利で融資しています。

地方公共団体への
資金の貸付

･県内経済の動きを的確に把握し国の施策に反映させるよう各種の調査・分析を行い、
②経済情勢の調査

定期的に公表しています。

･金融サービス利用者の保護及び信用秩序の維持を図るため金融機関の業務運営が腱
③信用金庫、信用組合
等の金融機関の監督 全かつ適正に行われるよう監督しています。

･貸金業者やプリペイドカード発行業者等の監督も行っています。

国の庁舎等が、より効率的な使用となるよう各宮署間の総合調整を行い、国有財産

の有効活用に取組んでいます。

国が直接利用しない国有財産を学校、公園、公営住宅などの公共的な施設として地④国有財産の適正な
管理。処分 方公共団体等に貸し付けしています。

,庁舎の再配置などで利用しなくなった財産や相続税のかわりに物納された財産1こつ

いて、入札などによる売却を行っています。

財務省、金融庁の諸施策を地域の皆様にお伝えするため、講演会、意見交換会など

を実施しています。

･学校や職場での研修等に職員を講師として派遣していますので、お気軽にご相談く⑤広報

ださい。山口財務事務所総務課ＯＢＳ－ｇ２２－２１ｇＯ（代）

ノし
中国財務局及び財務省･金融庁のホームページで様々な情報をお知らせしています。

中国財務局http://chugol<u・mofgojp

財務省http://www・mofgojp・金融庁http://www､fsagojp

※財務省・金融庁のホームページには、子ども向けのコンテンツもあります。

鱒３

①地方公共団体への
資金の貸付

･山口県及び県内の市、町が上・下水道、病院、学校等の公共施設整備のため資金を

必要とする場合に国の資金を長期かつ低利で融資しています。

②経済'|胄勢の調査
･県内経済の動きを的確に把握し国の施策に反映させるよう各種の調査・分析を行い、

定期的に公表しています。

③信用金庫、信用組合
等の金融機関の監督

･金融サービス利用者の保護及び信用秩序の維持を図るため金融機関の業務運営が健

全かつ適正に行われるよう監督しています。

･貸金業者やプリペイドカード発行業者等の監督も行っています。

④国有財産の適正な
管理。処分

･国の庁舎等が、より効率的な使用となるよう各宮署間の総合調整を行い、国有財産

の有効活用に取組んでいます。

･国が直接利用しない国有財産を学校、公園、公営住宅などの公共的な施設として地

方公共団体等に貸し付けしています。

･庁舎の再配置などで利用しなくなった財産や相続税のかわりに物納された財産につ

いて、入札などによる売却を行っています。

⑤広報

･財務省、金融庁の諸施策を地域の皆様にお伝えするため、講演会、意見交換会など

を実施しています。

･学校や職場での研修等に職員を講師として派遣していますので、お気軽にご相談く

ださい。山口財務事務所総務課OBS-g22-21gO（代）
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春がきた～春がきた～どこにきた，と思ったら、あっという間に暑さが曰に曰に増してまいりました。と思ったら、

じめじめの梅雨の時期がやってきました（汗）そして・・・節電に備えなければいけないという時勢でもありますが、

皆さんはどのように乗り切られますか？私は、自宅のエアコンのブレーカーを落として！クールビズに、節電に、シェ

イプアップに？取り組もうと思っています１！がんばります！！
に ノ

天○コ声と
山口県金融広報委員会事務局

〒７５３－Ｂ５０１

山口市滝田Ｊ１－１山口県県民生活課内（1HOSS-S3S-2SOB）

ホームページ：http://www３.bojorjp/shimonosel<i/save・htm
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知るぽると１１－１口のＩ－ＩＰにもおいてませ！
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