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今回は金融教育 について取 り上 げます。量握墨金融広報委員全 (事 務局 :日 本銀行松 山
支店内 )で は、金融教育の県内へ の普及 に向け、各種取 り組みを行 つて いる ところです。
金融教育 は、お金や金融の働 きについて理解 し、自身の暮 ら しや社会 について深 く考える
とともに、よ り豊かな生活や社会 づ くりに向け、自ら行動で きる人を育てることを 目的 と
しています。近年 、金融環境等が 一段 と複雑化する中で、その必要性 は益 々高 まつてお
り、金融教育 は、生 きてい くうえで とても大切 な教育 と言え るで しよう。
わが国の金融教育の歴史 は、 1952年 に貯蓄増強中央委員会 (金 融広報中央委員会の前
身 )が 発足、国民の貯蓄増強を通 じ日本経済の成長を支え る ととも に、金融知識の普及等
にも力を入れてきま した。その後 、金融 自由化 の進展などが契機 とな り、金融知識の理解
や金融面での 自己判断、自己責任 が 一層求め られ るにつれ 、金融教育の必要性 も高 ま りま
した。金融広報中央委員会 (貯 蓄増強 中央委員会か ら貯蓄広報中央委員会を経て、2001年
に現名称 へ 変更、事務局 は日本銀行情報サ ー ビス局 内 )で は、 2005年 を金融教育元年 と定
め、金融教育 に一段 と力を入れてきた ところです。

2016年 に金融広報中央委員会で実施 した 「金融 リテ ラシー調査 」で は、金融教育を受 け
た学生 は、 「お金の長期計画を立てる」 といつた望ま しい金融行動を とる傾向 にあること
が明確 にな つています。他方で、金融教育の必要性を認識 しなが らも、実際 に金融教育 を
受 けた ことがある人 はあま り多 くない という結果 も出ています。金融教育のさらなる普及
の必要性が この結果か らもわか ります。
最近で は、成年年齢が 18歳 に引下げられ ること (2022年 4月 施行 )が決 ま り、高校生で
も金融 トラブル に巻 き込 まれ る可能性が高まつて きま した。さらに、デ ジタリИヒの進展 に
よ リイ ンタ ーネ ッ トやスマホ等を通 じた手軽な商取 引が 一 段 と浸透 しています。また、人
生 100年 時代を見据 え、安定的な資産形成のための優遇税制が拡充 され ま した。このよう
に、身近な金融環境は著 しく変化 し、'金 融教育の必要性 は益 々高 まつて い る ところです。
こう したも とで、今後 、全面実施 され る新学習指導要領で は、金融教育 関連 の記述が拡充
され、学校教育 に金 融教育の要素を取 り込む ことで 、社会 人 になつても役立つ知識や知恵
を身 に付 けることが、学生、児童 に一層求め られています。
こう した中、愛媛 県金融広報委員会でも、県内の金融教育の普及 に向け取組みを強化 し
ています。例えば、 1978年 度か ら委嘱を開始 した金銭 ・金融教育研究校 へ の 活動支援 に注

力 しています。2018年 度 か らは、金銭・ 金融教育研究のモデル校 として、県内の石丼幼稚
園、天神小学校 、丹原西 中学校 、小 田高等学校 において 、金融教育 を実践 していただいて
います。当委員会でも各研 究校 をサポ ー トし、よ り効果的な金融教育の実現 に向 け努力 し
ています。また、 「愛媛県金銭・ 金融教育協議会 」を毎年開催 し、県内学校 関係者の参加
のも と、各研究校の取組み内容 について報告、議論・ 分析 することで、県内学校での金 融
教育関連授業 の 一 段 の充 実化を図 つています。さらに、専門的な知識を有する金 融広報ア
ドバイザ ーを学校等へ 派遣 し、金融教育を担 う先生方をサポ ー トする ととも に、幼稚 園か
ら大学生まで世代 に合 つた出前授業 を行 い、若者世代 の金 融知識向上等 にも努めていま
す。
今後 も、必要性 が高 まる金融教育の県内へ の普及 に一層努力 して参 ります。
(日 本銀行松 山支店長
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