
活動名 採用活動数

一般社団法人 青森県手をつなぐ育成会 障害のある方のライフプランセミナー 4

特定非営利活動法人 いわきＦＰ・e-らいふ 平成27年度震災復興ライフプラン（道筋）相談会 9

特定非営利活動法人 ＦＰネットワーク神奈川 セカンドライフをより賢く暮らすために　公開セミナー 2

特定非営利活動法人 暮らしとお金のＰro-Lab. 知的障がいを持つ人のための「お金の上手な使い方」講座他 5

特定非営利活動法人 くらしとお金の学校 『介護とお金』講演会＆相談会 2

（任意団体） 佐賀県地域婦人連絡協議会 金融トラブル未然防止に関するセミナー 17

（任意団体） 自主研究グループ「街角年金塾」 高齢者向け無料年金相談会 2

特定非営利活動法人 静岡団塊創業塾 シニア向けライフプラン講座「あんしん家計でいきいきセカンドライフ」 4

公益社団法人 全国消費生活相談員協会 第1回消費者問題出前講座他 2

（任意団体） 千葉県連合婦人会 平成27年リーダー研修 1

公益財団法人 徳島県老人クラブ連合会 金融トラブル未然防止に関する情報提供 1

（任意団体） 奈良県地域婦人団体連絡協議会 金融知識の普及等に関するセミナーの実施 1

（任意団体）
日本網膜色素変性症協会

和歌山県支部
障がい者のための預金制度講演会 1

特定非営利活動法人 パープル・ハンズ 性的マイノリティ高齢者のためのライフプランセミナー 3

特定非営利活動法人 姫路地区手をつなぐ育成会 障がいのある人の金銭管理の講習 1

一般社団法人 復興支援士業ネットワーク 被災者の生活再建のための総合相談会 8

（任意団体） 街のお困りお助け隊 くらしの何でも相談会 4

一般財団法人 三重県知的障害者育成会
知的障害のある子をもつ保護者のエンディングプラン

～障害者のライフステージを通じての対応～
1

（任意団体） やまぐち消費生活相談員サークル サイエンス・カフェ方式の消費者啓発講座＆消費生活相談会 3

特定非営利活動法人 ら・し・さ 障がいのある子どものために、今から考える「お金の話」 1

（任意団体） 亘理お茶っこ倶楽部 被災者の生活再建のためのシニアライフプランセミナー 2

（五十音順）

◆平成２７年度金融相談等活動助成事業に係る助成対象活動の決定

　         平成２７年度金融相談等活動助成事業に係る助成対象活動の申請につきましては、
         平成２７年１月３１日に締め切り、32団体から157活動の申請がありました。
         審査委員会における厳正な審査の結果を踏まえ、下記の活動を助成対象として決定しました。

活動助成一覧（平成２７年度）

団体名



【活動紹介】

活動実施日
団体名

【活動名】
活動内容及び活動模様

平成27年5月18日 亘理お茶っこ倶楽部

【被災者の生活再建のためのシ
ニアライフプランセミナー】

生活再建にむけて、被災者（主に高齢者）が安心
して生活できるライフプランが構築できる機会を
つくることを目的に、セミナーを亘理町舘南仮設
住宅集会所にて開催しました。
2回1セットの連続講座で、今回は、エンディング
ノートを今後のライフプランを考える上でのツール
として捉え、エンディングノートの解説から書き方
までを行いました。

平成27年6月17日 特定非営利活動法人
いわきＦＰ・e‐らいふ

【震災復興ライフプラン相談会】

被災者の生活再建に向けてのセミナー・相談会
をいわき市上荒川応急仮設住宅第１集会所にて
開催しました。
全9回開催の2回目で、当日は、昼食をはさんで、
午前中は専門家による相続のセミナー、午後は
個別相談会を行いました。
会場の上荒川応急仮設住宅は集会所が3か所あ
る大規模な仮設住宅で、住民は楢葉町から避難
している人たちです。



活動実施日
団体名

【活動名】
活動内容及び活動模様

平成27年6月21日 特定非営利活動法人ら・し・さ

【障がいのある子どものために
今から考える「お金のはなし」】

知的障害・発達障害などがある人のためのお金
に係るセミナーを高知県立県民文化センターにて
開催しました。
3部構成のセミナー（お金に困らないケアプランの

話／親なき後のための経済的準備／エンディン
グノートの活用）となっており、聴覚障害のある人
のための要約筆記（講師の話の要約を専門家が
筆記してスクリーンに映しだす）や、小さい子の保
護者のために託児の用意をして、多くの人が参加
できる配慮をしていました。

平成27年7月14日
公益財団法人
徳島県老人クラブ連合会

【金融トラブル未然防止等に関
する情報提供】

高齢者の消費者被害に関する状況やその種類、
手口等を学習するとともに、情報弱者であるひと
り暮らし高齢者等への情報提供に活用し、被害
の未然防止に努めることを目的とした研修会を徳
島県のあわぎんホールにて開催しました。

オレオレ詐欺・還付金詐欺の寸劇、消費者被害
の○×ゲーム、消費生活サポーターのＤＶＤの鑑
賞を行い、参加者がわかりやすく楽しく学べるよう
な工夫がされていました。

【活動紹介】



活動実施日
団体名

【活動名】
活動内容及び活動模様

平成27年8月27日 特定非営利活動法人
静岡団塊創業塾

【シニア向けライフプラン講座
「あんしん家計でいきいき
セカンドライフ」】

「だまされないで！最新消費者トラブル情報」を
テーマにシニア向けのライフプラン講座を静岡市
番町市民活動センターにて開催しました。

4回の連続講座（1講座のみの受講も可）で、今回
は、劇団「くれば座」によるオレオレ詐欺撃退の寸
劇のほか、専門家による最新消費者トラブル情
報、資産運用のポイントを学びました。

平成27年9月3日 千葉県連合婦人会

【平成２７年リーダー研修】

千葉県連合婦人会の各地域（7地域）のリーダー
を対象にした研修会を、ホテルポートプラザちば
にて開催しました。
研修会のテーマは、皆が関心を持っている生命
保険であったため、研修会後の質疑応答が活発
で、時間内に終わらせるのが難しいほどの白熱
ぶりでした。

【活動紹介】



活動実施日
団体名

【活動名】
活動内容及び活動模様

平成27年9月6日 日本網膜色素変性症協会
和歌山県支部

【どこでも出前講座】

マル優制度や福祉預金等、障害者のための講演
会を和歌山市ふれあいセンターにて開催しました。
財務事務所、税務署、金融機関が、障害者向け
にそれぞれの立場から、①金融機関における障
害者対応の設置機器等の状況、②障害者のため
の税制優遇制度、③障害者向けの金融商品等に
ついて説明をしました。

平成27年9月26日 特定非営利活動法人
ＦＰネットワーク神奈川

【セカンドライフをより賢く暮らす
ために 公開セミナー2】

中・高年齢者向けに、セカンドライフをより賢く暮
らすための知識や情報を提供することを目的とし
たセミナーを横浜市西区福祉保健活動拠点「フク
シア」にて開催しました。
2回連続講座の2回目で、今回は、「円満な相続に
向けての処方箋」～相続は待ったなしで起こりま
す！”争続”にならないために、あなたは準備でき
ていますか？～というテーマで行われました。

【活動紹介】



活動実施日
団体名

【活動名】
活動内容及び活動模様

平成27年10月17日 特定非営利活動法人
くらしとお金の学校

【「介護とお金」講演会＆
相談会】

中・高齢者向けに「介護」とそのための「お金」に
関する講演会と相談会を豊島区民センターにて
開催しました。
講演会のテーマは、「介護とお金～今から知って
おきたいこと～」で、介護の専門家が自治体のパ
ンフレット等ではうかがい知ることのできない介護
費用の実情や介護事業者の講演会では話される
ことのない介護費用の節約法などの紹介をしまし
た。

平成27年10月24日 特定非営利活動法人
パープル・ハンズ

【性的マイノリティ高齢者のため
のライフプランセミナー】

性的マイノリティの当事者（ゲイ、レズビアン、トラ
ンスジェンダーの方）のための老後のライフプラン
セミナーをTKP上野ビジネスセンターにて開催し
ました。
3回連続講座の2回目で、今回のテーマは、「シン
グルで、同性ふたりで、入院・介護・認知症、どう
する？」でした。定員を上回る応募があり、会場も
満席で大盛況でした。

【活動紹介】



活動実施日
団体名

【活動名】
活動内容及び活動模様

平成27年10月25日 一般社団法人
三重県知的障害者育成会

【知的障害のある子を持つ保護
者向けセミナー】

知的障害のある子を持つ保護者向けセミナーを
じばさん三重にて開催しました。
障害のあるご本人の将来に備えるためには、普
段の生活の中で何に注意を払い、どうすればい
いか？公的・私的な備えをどのように組み合わせ
たらよいのか等、障がいのあるご本人のライフプ
ランに関する内容となっていました。
団体の創立60周年を記念して行われたセミナー
でもあり、大変盛況でした。

平成27年10月30日
一般社団法人
青森県手をつなぐ育成会

【障がいのある方のライフプラン
セミナー」】

知的障害のある子を持つ保護者・支援者向けセ
ミナーを八戸市福祉公民館にて開催しました。
テーマは「障がいのある方の”お金とリスク”のは
なし」～ライフステージに沿ったライフプランの概
要～で、障がいのある方のライフステージにあわ
せ、公的な支援策、私的な備えについて研修し、
親なき後の障がいのある人の生活について考え
ました。県内4か所で同一テーマで開催されるセミ
ナーで今回は3回目でした。

【活動紹介】



活動実施日
団体名

【活動名】
活動内容及び活動模様

平成27年11月18日 特定非営利活動法人
お金と暮らしのPro-Lab.

【知的に障がいのある子どもの
家庭での金銭教育2nd】

子どもに使うお金、子どもが使うお金～おこづか
いを考えよう～をテーマに学齢期の知的障がい
の子を持つ保護者向けに研修とワークショップを
名古屋手をつなぐ育成会福祉会館にて開催しま
した。
前半で「子どもにかかるお金」について学び、後
半は、グループに分かれてワークショップを行い、
最後に話し合いの結果を発表し、全員で意見を
共有しました。

平成27年11月28日 奈良県地域婦人団体連絡
協議会

【金融相談等に関する講演会～
金融被害防止のための学習会
～】

金融被害防止のための学習会を葛城市中央公
民館 小ホールにて開催しました。
講演は2部構成で行われました。
第1部：うまいはなしにご用心！！～お金も身体も
ハッピーライフを～
第2部：振り込め詐欺にあわないために！！
硬くなりがちなテーマでしたが、ＦＰと警察官講師
の話術のうまさもあり、終始和やかな雰囲気の講
演会でした。

【活動紹介】



活動実施日
団体名

【活動名】
活動内容及び活動模様

平成27年11月28日 やまぐち消費生活相談員
サークル

【サイエンス・カフェ方式の消費
者啓発講座＆消費生活相談
会】

特殊詐欺の被害未然防止を目的としたサイエン
ス・カフェ方式の消費者啓発講座と消費生活相談
会を宇部市総合福祉会館にて開催しました。
講座は、サイエンス・カフェ方式（難しいことをもっ
と手軽に市民が考える機会を作るための手法）を
取り入れ、茶話会形式で講座を行い、その後、講
師と司会者がトーク形式で受講者の質問に答え
ながら進行していきました。

平成27年12月21日
街のお困りお助け隊

【くらしの何でも相談会】

郵便局を利用するお客様を対象に、くらしの何で
も相談会を広島比治山本町郵便局にて開催しま
した。
当日は、郵便局を利用されたお客様全員に、気
軽に相談会を利用してもらえるようにお声がけを
していました。
郵便局のイベントスペースを借りての相談会のた
め、郵便局へ入ったとたん、相談会のブースが目
に飛び込んできて、インパクトがありました。

【活動紹介】



活動実施日
団体名

【活動名】
活動内容及び活動模様

平成28年2月27日 一般社団法人
復興支援士業ネットワーク

【被災者の生活再建のための
総合相談会】

法律や金融相談、不動産・登記・税金・年金・相
続・二重債務問題・住宅再建など問題を抱える被
災者の方々の相談に応じ、アドバイスをする総合
相談会を亘理いちごっこにて開催しました。
全8回開催の6回目で、ＮＰＯ法人亘理いちごっこ
の協力を得て、図書スペースと事務所を相談会
の会場として提供を受け、相談会を行いました。

平成27年3月2日
特定非営利活動法人
姫路地区手をつなぐ育成会

【障がいのある人の金銭管理の
講習】

「障がいのある人が自立した生活を送るために必
要な金銭管理について」というテーマで、障がい
のある人の金銭管理の講習会を姫路市自治福
祉会館にて開催しました。
親亡き後の障がい者の生活について、母親が亡
くなった時を想定して、考えられる手続き、相続等
を中心に講習を行いました。

【活動紹介】
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