
活動名
助成

イベント数

一般社団法人 親亡きあとの相続に関する勉強会　他 6

任意団体 障害児者の親なき後の金銭管理 2

特定非営利活動法人 ライフプラン新時代！相談会＆セミナー 4

任意団体 本人も家族もできる安心金融セミナー 5

任意団体 金銭教育教材の制作と制作教材を活用した講座の実施 11

特定非営利活動法人 FPと考えよう！認知症介護で直面するお金の相談 1

任意団体
お金で学ぶさんすうR認定
研修用指導書・教材の作成

1

任意団体 「親なきあと」相談室研修会全国大会 1

特定非営利活動法人 障害者のライフステージに合わせた金融学習会 4

特定非営利活動法人
石川県でがんと暮らしを考える

～仕事とお金の課題解決に向けて～
4

任意団体 きょうだいのための「親なきあと」セミナー 2

特定非営利活動法人 「介護とお金」連続講座 9

任意団体 障がい者の親ときょうだいが知っておきたいお金の話 1

任意団体 振り込み詐欺未然防止啓発活動 20

特定非営利活動法人
くらしに役立つ消費生活講座

(豊かな老後を送るためのお金の話)
2

公益社団法人 わかりやすいリーフレットの作成　他 4

任意団体
知的障害のある子どものために親として今やるべきこと

～親なき後に備えて～
2

特定非営利活動法人
知的・発達障害のある人の「生活力」を伸ばす！

お金のべんきょう
4

特定非営利活動法人
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
4

特定非営利活動法人
発達障害のある人の金銭トラブルへの対応と防止対策セミ

ナー
1

特定非営利活動法人
発達障害のある子どものためのマネープランと

自立のためのお金の管理
2

特定非営利活動法人 知的・発達障害支援連続講座～意思決定支援の視点から～ 6

特定非営利活動法人
豊かな社会生活の為の学習会

「自立生活を考えよう～Let'Cooking！～
1

特定非営利活動法人 支援者のための金銭管理・家計相談セミナー 6

（五十音順） 合　　計 103

ピュアコスモ

くらしとお金の学校

NPO消費者支援グループ「ひめまる」

FPネットワーク神奈川

「親なきあと」相談室ネットワーク

パルレ

消費生活相談員の会さが

全国消費生活相談員協会

調布心身障害児・者親の会

パープル・ハンズ

仙台市手をつなぐ育成会　家族会

2019年度活動助成一覧

ワンファミリー仙台

りんく

むさしの発達障がい支援サークル
しょーとてんぱー

団体名

子個老癒やし隊

青森県手をつなぐ育成会

いわきＦＰ・ｅ-らいふ

お金で学ぶさんすう

鹿児島県自閉症協会

がんと暮らしを考える会

秋田市手をつなぐ育成会

NPOかんなびの丘

ケアラーアクションネットワーク

京都「障害者」を持つ兄弟姉妹の会



活動実施日
団体名
【活動名】

活動内容及び活動模様

2019年4月22日

特定非営利活動法人

むさしの発達障がい支援サーク
ルしょーとてんぱー

【専門用語を使わない障害のあ
る子の将来のお金の話】

知的・発達障がいのある家族向けのセミナー
（全6回ある連続講座の1回）を開催しました。
親なきあとを考える上で必要な、相続や遺言に
関係する知識を、専門用語を使用せず、一般の
人でも分かりやすい用語で説明し理解を深める
工夫された講演が行われました。
参加された方にとってニーズの高い内容で熱心
にお話を聞かれていました。

2019年6月8日
特定非営利活動法人
がんと暮らしを考える会

【石川県でがんと暮らしを考える
２０１９ 概論～図で考えるがん
と暮らし～】

がん患者と家族及び支援者を対象の学習会を
開催しました（全4回の講座の1回目）。
今回の参加者は、医療機関の関係者（医師・看
護師・ＳＷ）、社会保険労務士、ＦＰのほか、企業
の人事担当者などで、参加者の職種・専門性を
乗り越えて、それぞれの専門性を生かしながら、
ひとつの課題に向き合いことにより、地域全体で
の支援態勢をつくることを目的としています。
4回目の一般市民向けの公開講座を目指して、
毎回テーマをかえて学習会を継続していきます。

２０１９年度金融相談等活動助成事業【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

2019年6月8日

任意団体
ケアラーアクションネットワーク

【障がい者の親ときょうだいが
知っておきたいお金の知識】

「障がい者の親ときょうだいが知っておきたいお
金の知識」のセミナーが開催されました。
障害を持つきょうだいのいる参加者は、普段な
かなか得られない情報に耳を傾け、グループディ
スカッションでは時間内では収まらないほど盛り
上がりをみせていました。

2019年6月22日

任意団体
「親なきあと」相談室ネットワー
ク

【「親なきあと」相談室研修会全
国大会】

障がいのある人の「親なきあと」を支援する団体
が一堂に会し、初の全国研修会を開催しました。
先進的な活動を行っている大分県社会福祉事
業団の活動紹介を行ったほか、参加した28の団
体が自己紹介・活動報告を行いました。
これまでバラバラに活動していた団体のネット
ワークづくりが行われ、各団体のスキルアップ・ノ
ウハウの蓄積が期待できます。
当日は、親の会などの団体も見学者として参加
し、熱心に活動報告を聞いていました。

【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

2019年6月22日

特定非営利活動法人
調布心身障害児・者の会

【知的・発達障害のある人の「生
活力」を伸ばす！お金のべん
きょう②】

幼児から中学生の障がいのある子を持つ保護者
と支援者を対象に、知的・発達障害のある人が地
域で暮らしていく上で、トラブルなどに巻き込まれ
ず、適正にお金をやりくりできる金銭感覚を身に
つけるためのセミナーが開催されました。
参加者はいますぐ始められる内容に興味を持ち、
熱心に講師のお話を聞いていました。

2019年6月27日

特定非営利活動法人

仙台市手をつなぐ育成会家族
会

【成年後見制度について～法人
後見とは～】

障がいのある子を持つ保護者を対象にした研
修会を開催しました。今回のテーマは、「法人後
見」で、講師は10年以上にわたって成年後見事
業を行っている「成年後見センターもりおか」の高
橋安夫氏が務めました。
講座の内容は、成年後見センターもりおかの活
動紹介、法人後見の概要、個人後見と法人後見
の違い、法人後見のメリット、成年後見をめぐる
最近の動きなどです。

【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

2019年7月9日

特定非営利活動法人
ワンファミリー仙台

【支援者のための金銭管理・家
計相談セミナー】

生活困窮者のために家計相談支援に携わる職
員等の質向上を目的とした、「家計相談支援のポ
イントを学ぶ学習会」が開催されました。
お金の管理をわかりやすく初歩から教えるポイン
トを学び、それぞれの価値観を知るワークショップ
では、共通の悩みを持つ相談支援員達がわきあ
いあいと話し合い、家計相談支援という仕事のモ
チベーションを高めあっていました。

2019年８月１０日

特定非営利活動法人
いわきＦＰ・ｅ－らいふ

【ライフプラン新時代!!夢をあきら
めない！～中学生・高校生のた
めのセミナー＆相談会】

児童養護施設の生徒を対象に、卒業後の社会
生活を営むために必要となるお金に係る基本知
識とリスクのほか、騙されないための知恵と情報
を学ぶ講座を開催しました。
預金口座の販売・名義貸しのリスクなど、初め
て聞く話に生徒は真剣に聞いていました。
また、生徒一人ひとりの夢を発表してもらい、参
加者からはどのように夢を実現したらいいのか等、
アドバイスをいただきました。

【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

２０１９年８月２４日

特定非営利活動法人
くらしとお金の学校

【介護とお金】連続講座
～介護保険を上手に使って介
護する方法～

介護とお金をテーマにした９回の連続講座です。
今回は、介護保険について、制度の成り立ちから、
利用にあたっての注意点まで詳しく解説しました。
介護保険は実際に経験しないと分かりづらい面
があり、ケアマネジャーの選択、ケアプランの作
成など、どうしても施設側の都合に押されがちで
すが、一方的に押されないためのポイントも紹介
しました。
冒頭のプロローグ(一人暮らしの母が脳梗塞で
倒れ、半身マヒが残り、１か月後に退院の予定)
の答えを講座の最後に紹介するという展開は効
果的でした。

２０１９年８月31日

一般社団法人
青森県手をつなぐ育成会

【親なきあとの相続に関する勉
強会】

障がいのある人に係る相続に関する勉強会を
開催しました。
一般的な相続手続きのあと、障がいのある子に
相続させる財産はどのようなものがいいか、逆に
相続させると後で問題になる財産は何か、障がい
のある子が一人っ子の場合ときょうだいがいる場
合に気をつけたいことは何か等について具体例
を用いて説明したほか、後見人の経験がある講
師が後見制度のメリット・デメリットについて説明
しました。

【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

2019年9月28日

特定非営利活動法人
秋田市手をつなぐ育成会

【障害のある子の「生きる力を育
む！お金で学ぶさんすう」】

障がいのある子と保護者・支援者を対象にした
勉強会を開催し、障がいのある人がお金のやりく
りをするための基本を学びました。
講師が実践している「料理で学ぶさんすう」講座
をもとに、買い物から料理までの手順の中で、社
会で必要な算数・数字を分かりやすく説明してい
ただきました。
また、お金の勉強に必要な「お金の計算とやりく
りの違い」「やりくりで必要なこと」「価値観とは」な
ど多くのことを学びました。

2019年9月28日

特定非営利活動法人
パープル・ハンズ

【障害を持つ方のお金の使い方
勉強会】

性的マイノリティ中・高齢者のためのライフプラ
ンセミナーを開催しました。
当事者の講師により、一人暮らしや、家族と認
知されづらい同性パートナーとの暮らしで、入院
や介護の状態に備え、病院面会や財産管理の代
理などの法的な知識を紹介していただきました。
医療意思表示書を配布し、いざというとき困らな
いように、準備しておくことが大事だという意識を
持つことができました。

【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

2019年10月5日

特定非営利活動法人
消費生活相談員の会さが

【くらしに役立つ消費生活講座
「豊かな老後を送るためのお金
のつかい方」】

主に高齢者を対象に、豊かな老後を送るための
お金のつかい方の勉強会を開催しました。
第1部のテーマはライフプランです。ライフプラン
を立てるための準備として、現状の把握から始め、
その後、どのような人生を送りたいのかを考える
など、基本事項を説明しました。
第2部のテーマは終活です。人生の最期にどこ
で・誰と・どのように暮らすのかを考えておくことが
ポイントです。
講師は、弁護士業の傍ら、オペラ歌手としての
活動も行っており、勉強会の冒頭、自己紹介を兼
ねて、アカペラでの独唱をしていただきました。

2019年10月5日
任意団体 京都「障害者」を持つ
兄弟姉妹の会

【きょうだいのための「親なきあ
と」セミナー②】

障がい者の「親なきあと」の大きな課題である生
活設計のあり方を、きょうだいの視点から考える
ため、障がい者を持つ家族の立場でもある専門
職の講師による、きょうだいが具体的に「親なきあ
と」をイメージできる研修会を開催されました。
相続・障害年金・成年後見・保険・民事信託など
知識の提供を中心としながら、「障がいのある兄
弟姉妹の生活にどこまで関わらないといけないの
か」という視点にも踏み込んだリアリティのある内
容を熱心に受講していました。

【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

2019年10月9日
ＮＰＯ消費者支援グループ「ひ
めまる」

【金銭教育教材の制作と制作教
材を活用した講座の実施】

小学生を対象にしたお金の教育講座を開催しま
した。
2部制での開催で、1部は中低学年を対象に、買
い物体験を通して上手に商品を選び、お金を使う
ことを学ぶ「カレーパーティーゲーム」を行いまし
た。2部は高学年を対象に、1か月のおこづかいを
計画的に使うやりくりを体験しながら、おこづかい
帳のつけ方を学んだり、商品を考えて購入する練
習を行う「おこづかいゲーム」を行いました。

2019年10月19日

特定非営利活動法人 りんく

【豊かな社会生活の為の学習会
「自立生活を考えよう～
Let'Cooking！～」

知的障害者・精神障害者を対象に、働き続けて
いくための親なきあとの自立に向け、生活・金銭
の管理、人との付き合い方といったマナー等を座
学で学んだ後の、実践的な調理実習が行われま
した。
講師の指導の元、栄養バランスについて復習し、
おにぎり・野菜炒め・味噌汁をチームで協力して
完成させ、みんなでおいしくいただきました。
これからも料理をしていこうと、やる気のある声が
たくさん聞こえてきました。

【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

2019年10月20日

特定非営利活動法人
パルレ

【知っておきたい発達障害のあ
る人の金銭トラブル～予防と対
応～】

発達障害のある人の金銭トラブル事例を基に、
その予防と対応を考える勉強会を開催しました。
講師は福祉関係・障害者支援を活動の中心と
する弁護士法人の代表で、障害者に係る金銭ト
ラブル事例を多く取り扱っており、今回も多くの事
例を紹介していただきました。
主な内容は、事例紹介のあと、なぜ金銭トラブ
ルに巻き込まれるのか、どのように対処すればい
いのか、支援者として留意していること等です。

2019年11月16日

特定非営利活動法人
ＦＰネットワーク神奈川

【ＦＰと考えよう！認知症介護で
直面するお金の相談会】

認知症の介護に直面した場合のお金の問題に
ついて、ＦＰがサポートする相談会を開催しました。
相談会では、「高齢の両親が衰えてきたので、
金銭管理や住まいが心配」「遠方に住む父がグ
ループホームに入り、一人暮らしの母の生活費
が心配」などの相談が寄せられました。
相談会と並行して、介護に係るお金の問題につ
いてミニセミナーも開催しました。

【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

2019年11月17日

公益社団法人
全国消費生活相談員協会.

【若年性における消費者行動の
あり方を考えるワークショップ開
催】

消費者教育や消費者相談消費者運動を若年者
に関心を持ってもらうために、「時代の流れに乗っ
た消費行動とは～キャッシュレス時代に向けて
～」が開催されました。キャッシュレスサービスに
ついての講演と心理学からみる消費者行動の講
演のあとに、「未来の消費者行動に向けて消費者
に必要なチカラとは」をテーマに、それぞれの立
場において考え活発に意見交換が行われました。

2019年11月24日

特定非営利活動法人
ピュアコスモ

【発達障害のある子どもが安心
して生きていけるために～親な
き後を考える】

発達障害のある子の保護者・支援者を対象にし
た学習会を開催しました。
講師は、障害年金専門の社会保険労務士と社
会福祉法人の相談支援専門員の２名が務めまし
た。
午前・午後の２部制で開催され、第１部は障害
年金の申請手続のポイントと新しい障害等級判
定ガイドラインの説明、第２部は福祉サービス・公
的支援策及び相談窓口の紹介などです。
会場いっぱいの参加者が熱心に聞き入ってい
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

2020年2月19日

特定非営利活動法人
NPOかんなびの丘

【本人も家族もできる安心金融
セミナー（セミナー③の開催）】

知的障がいのある人の家族のために、家族信
託、遺言、成年後見等について分かりやすく説明
するセミナーを開催しました。
講師は現場で実際に相談を受けている弁護士
が担当し、セミナー終了後は個別相談も実施しま
した。
参加者は少なかったものの、家族以外に福祉
施設職員も参加し、今回の講演で得た知識を職
場で活用することが期待されます。

【活動紹介】


