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日本FP協会について

日本FP協会の現在の主な活動

② 公益事

① 全般的な活動
1

ファイナンシャル・プランニングに関する知識の啓発と普及

■パーソナルファイナンス教育（金融経済教育）
学校での出張授業や各種イベントな
ど様々な活動に取り組んでいます。

❷

■生活者向けイベント
（FPフォーラム）
の開催

日本 全 国の5 0 支 部で誰でも参 加できるF P
フォーラム
（セミナーおよびFP相談会などのイ
ベント）
を随時開催しています。

■電話での無料体験相談

生活者からの「くらしとお金」に関する疑問や質問に、
「FP 広報センター」スタッフがお答えして
います。

■被災された方々の生活再建

災害発生後の生活再建をサポートするため、相談会、電話相談などの取り組みを、被災地の実情
に応じて随時行っています。

■行政機関と連携した取り組み

❸

中央官庁・都道府県や市町村等行政機関が推進する事業に、CFP®・AFP 認定者を派遣する取
り組みなどを行っています。

■広告および広報活動
ニュースリリース、広告・パブリシティなどを通じて CFP®・AFP 資格の認知普及活動を行ってい
ます。

■対面での無料体験相談の開催
くらしとお金の FP 相談室（東京・大阪・札幌・仙台・金沢・
名古屋・広島・福岡）にて定期的に無料体験相談を実施し
ています。
２

ファイナンシャル・プランニングに関する調査、
研究及び情報の提供

FPの普及・広報活動推進の一助とすることを主な目的として、生活者を対象とした調査や、CFP®・
AFP認定者を対象とした業務状況やビジネス事例等に関する調査などを行っています。
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会員ガイドブック

PART1

ファイナンシャル・プランニングに関する書籍の発行

3

ファイナンシャル・プランニングを学ぶための入門書、テキスト、問題集およびパーソナルファイナンス教
育（金融経済教育）の普及を図るための小冊子等の制作・発行を行っています。

❷

PART2
PART3

国内外のファイナンシャル・プランニング関係機関との交流

4

各国・地域のFP組織と積極的に交流し、世界におけるファイナンシャル・プランニングの普及および
FP 資格の質の維持・向上を目指して活動しています。国内においては、法人賛助会員等と連携し、様々
な活動を行っています。

PART4

ファイナンシャル・プランナーの教育と資格認定試験の実施

5

CFP®認定者・AFP認定者に向けての取り組み
CFP®・AFP認定者のFP知識及びFP実務能力の維持向上を図るための様々な取り組みを行っています。

ご利用はこちらから

Myページ

スマホやタブレット端末でも読みやすい

▲2018年4月号以降の『FPジャーナル』をご覧いただけます
（ご入会前の記事も閲覧可能です）。

特集 や事例研究 は便利 な検索機能付き！

●出先での空き時間に情報収集
●お客様との話題になるネタを探したい
●過去の『FPジャーナル』を読みたい

▲「事例研究」では年代や性別といった
相談者の属性別、資産運用や保険など
ライフステージ別での検索も可能です。

スマホからの
アクセスは
こちらから

of
Financial Planning®

https://www.jafp.or.jp/

10
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特集

地域経済を支える地方銀行・信用金庫の今後

変わる金融業界とFPの役割
事例研究 NEW ライフスタイル
48歳、自社を譲渡。1 億円を超える譲渡益をどう運用すればいい？
FP誌上講座

株式投資とファンダメンタル分析 ほか

発行／特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

に
こんなとき

〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 4̶１̶28 虎ノ門タワーズオフィス 5 Ｆ
〈大阪事務所〉〒 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜１̶4̶19 マニュライフプレイス堂島 5 Ｆ

▲「FP実務と倫理・コンプライアンス」
「えふぴーPROTOCOL」など
記事別にバックナンバーから最新号まで一気読みができます。

The Oﬃcial Publication of the Japan Association for Financial Planners

米国・FPA提携誌／日本版 FPジャーナル

●会員向けイベントの開催
（FPフェア等）

発行責任者／白根壽晴
編集責任者／伊藤宏一

連載記事別に読むこともできる！

バックナンバーを閲覧できる！

2021 年 10 月１日発行（毎月１日発行）

▲誌面と同じ内容がお持ちの端末で
ご覧いただけます。

https://members.jafp.or.jp/
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毎月の『FPジャーナル』をスマートフォンやタブレット、PCなど、お持ちの端末で
便利にお読みいただけます。ぜひ「FPジャーナルONLINE」をご活用ください。

JOURNAL OF FINANCIAL PLANNING 2021.10

『FPジャーナル』がいつでもどこでも読める

「FPジャーナルONLINE」を
活用しよう！

●会員ホームページ
『Myページ』
の運営

PART5

●会報『FPジャーナル』
の発行

PART6

●FP継続教育・資格更新手続き
●FP実務能力向上のための研修の開催
●FP関連情報の提供（ビジネス情報提供等）

CFP®資格・AFP資格の認定および試験の実施

CFP®資格・AFP資格の認定

CFP®資格審査試験の実施

PART7

高い倫理観と優れたFP実務能力を持ったCFP ® 資格・AFP資格を認定するための様々な取り組みを
行っています。

会員倫理規程等の順守

ファイナンシャル・プランニング（FP）技能検定の実施

会員ガイドブック

PART8

厚生労働大臣指定の試験機関として、
ファイナンシャル・プランニング（FP）技能検定を実施しています。
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日本FP協会について

② 公益事業活動（金融経済教育、FP相談）

③ 公益事業

社会教育の推進を図るNPO法人として、各世代向けの金融経済教育や官公庁および全国各地の行政機関と
連携したFP相談などの公益活動に取り組んでいます。

近年、激変する経
行政機関からの要

小学生

する疑問や質問に、
「FP 広
います。

するため、相談会、電話相談
応じて随時行っています。

み

学校や地域における
社会教育活動

各種冊子の制作・頒布

❸

政機関が推進する事業に、
り組みなどを行っています。

作文コンクール課題図書
『夢をかなえる』

官庁や地域の
行政機関と連携

小学生「夢をかなえる」
作文コンクール

夢をかなえるためにはライフプラ
ンニングが大切であることを知っ
てもらう教材。
ライフプランニングの考え方や重
要性とFPの仕事について、漫画
でわかりやすく紹介しています。

学 校 段 階

中学生・高校生

テキスト『10代から学ぶ
パーソナルファイナンス』
本書は学校に無償で
提供。
また、指導用の
『インストラクターズ
マニュアル』
も用意し
ています。

金融庁の官民ラウンド
サービス」の報告書に
えるお金に関する悩み
CFP® 認定者等を病院

課題図書を読んで作文と
ライフプランシートをセットで提出。

文部科学省
専門学校生の
「

文部科学省の「専門学
関する実証研究事業」
都道府県からのセミナ
ファイナンス教育インス

高校等にパーソナルファイナンス
教育インストラクター（CFP®・
AFP認定者）を派遣

『進学にかかるお金と奨学金の話』

の提供
大学・短大・専門学校生

認定者を

P資格の認定

査試験の実施

程等の順守

プランニング（FP）
の実施

験機関として、
ファイナン
）技能検定を実施してい
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シニア・リタイア世代

実務能力を持ったCFP®・
の様々な取り組みを行っ

生 活 者 段 階

P資格の認定
の実施

若手社会人・ファミリー世代

の質の維持・向上を目指

進学を考える高校生などを対象に、進学のため
の資金計画や奨学金に関する基礎知識をまとめ
た1冊。

『学生生活マネー＆キャリア
お役立ちハンドブック！』
一人暮らしを始めた大学生を
想定し、お金のトラブル防止、
ライフプランニングの重要性、
職業選択などを考えるための
イラスト豊富でわかりやすいガ
イドブック。

『若手社会人のマネー＆ライフ
プラン お役立ちハンドブック！』
若いうちに身につけた
い！ 社会人に必要なお
金の知識とライフプラン
ニング。

国土交通省 「住
（旧住宅資産活用

インストラクターとして CFP®・
AFP認定者を高校等へ派遣し、
授業を行っています。

中古住宅の活性化のた
住宅資産活用推進事業
な住まい先の確保のた
家を育成するための「
けて全国で実施しました

【文部科学省】
専門学校生の
「修学支援アドバイザー」

【金融庁】
医療・介護施設への
「金融コンシェルジュ」
（厚生労働省所管）
【各市町村】

『くらしとお金の
ワークブック』
ライフイベント表、
キャッシュフロー
表付きの自らの家
計を考えるワーク
ブック。

生活困窮者自立支援法
「家計相談支援事業」
ひとり親家庭等生活向上事業

『災害に備える
くらしとお金の安心ブック』
万一の災害に備えて日頃からできる
経済的な取り組みをまとめたもの。

『今からはじめる
リタイアメントプランニング』
50代から考えるセカンドライフの準
備に必要な情報をまとめた入門書。

『60代から始める
マネー＆ライフプラン』
リタイアメント生
活が始まる60代
以降の世代を対
象 にしたガ イド
ブック。

『老後のくらしに備えて
住宅資産を上手に活用』
老後のくらしに備え、自宅の売却、
賃貸、
リバースモーゲージの３つの活
用法を解説。

【国土交通省】
「住み替え等円滑化推進事業」

全国47都道府県の支部活動 ＝ 会員のボランティアによる各地域の金融経済教育、セミナーや相談会の開催

会員ガイドブック

金融庁
医療・介護施設へ

行政機関と

サービス」の報告書に基づき、医療、介護サービス利用者が抱
金融庁の官民ラウンドテーブル・作業部会「高齢化社会と金融
えるお金に関する悩みに中立的な立場から相談に乗るため、
サービス」の報告書に基づき、医療、介護サービス利用者が抱
CFP® 認定者等を病院等医療施設に派遣しています。
えるお金に関する悩みに中立的な立場から相談に乗るため、
CFP® 認定者等を病院等医療施設に派遣しています。

文部科学省
専門学校生の
「修学支援アドバイザー」
文部科学省
文部科学省の「専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に
専門学校生の
「修学支援アドバイザー」

国土交通省 「住み替え等円滑化推進事業
（旧住宅資産活用推進事業）
」
国土交通省 「住み替え等円滑化推進事業
中古住宅の活性化のために行う
「住み替え等円滑化推進事業
（旧
（旧住宅資産活用推進事業）
」

部と連携して自治体へ相談員を派遣しています。
生活困窮者自立支援法に基づく家計相談支援事業について、支
部と連携して自治体へ相談員を派遣しています。

厚生労働省所管
「ひとり親家庭等生活向上事業」
厚生労働省所管
ひとり親家庭等生活向上事業に基づき、自治体からの要請に応
「ひとり親家庭等生活向上事業」

じてひとり親家庭に向けた家計管理に関する講習会の講師や個
ひとり親家庭等生活向上事業に基づき、自治体からの要請に応
別相談の相談員を派遣しています。
じてひとり親家庭に向けた家計管理に関する講習会の講師や個
別相談の相談員を派遣しています。

PART5

住宅資産活用推進事業）
」に採択され、住宅資産活用及び安心
中古住宅の活性化のために行う「住み替え等円滑化推進事業（旧
な住まい先の確保のための資金計画等のアドバイスができる専門
住宅資産活用推進事業）
」に採択され、住宅資産活用及び安心
家を育成するための「研修事業」を平成
27 年度～29 年度にか
な住まい先の確保のための資金計画等のアドバイスができる専門
けて全国で実施しました。
家を育成するための「研修事業」を平成 27 年度～29 年度にか
けて全国で実施しました。

厚生労働省所管 生活困窮者自立支援法
「家計相談支援事業」
厚生労働省所管 生活困窮者自立支援法
生活困窮者自立支援法に基づく家計相談支援事業について、支
「家計相談支援事業」

PART4

関する実証研究事業」に協力。
「修学支援アドバイザー」として
文部科学省の「専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に
都道府県からのセミナーや相談会の要請に対して、パーソナル
関する実証研究事業」に協力。
「修学支援アドバイザー」として
ファイナンス教育インストラクター等の派遣を行っています。
都道府県からのセミナーや相談会の要請に対して、パーソナル
ファイナンス教育インストラクター等の派遣を行っています。

された方の家計相談等を中央省庁や地方自治体等と連携し、支
東日本大震災等の震災や台風・大雨などの自然災害により被災
部で実施しています。
された方の家計相談等を中央省庁や地方自治体等と連携し、支
部で実施しています。

PART3

融庁】

行政機関からの要請に応え、CFP®・AFP認定者を派遣するなどの取り組みを全国で行っています。
近年、激変する経済環境下において行政機関からFPが注目されるようになってきました。
行政機関からの要請に応え、CFP®・AFP認定者を派遣するなどの取り組みを全国で行っています。
金融庁
中央省庁や地方自治体等
医療・介護施設への
「金融コンシェルジュ」
行政と連携した被災者支援活動
金融庁
中央省庁や地方自治体等
金融庁の官民ラウンドテーブル・作業部会「高齢化社会と金融
医療・介護施設への
「金融コンシェルジュ」
東日本大震災等の震災や台風・大雨などの自然災害により被災
行政と連携した被災者支援活動

PART2

地域の
関と連携
地域の
関と連携

PART1

行政機関と

③ 公益事業活動（行政機関との連携）
③
公益事業活動（行政機関との連携）
近年、激変する経済環境下において行政機関からFPが注目されるようになってきました。

護施設への

融庁】
シェルジュ」

護施設への
シェルジュ」

厚生労働省所管）

PART6

自立支援法
厚生労働省所管）
支援事業」
自立支援法
生活向上事業
支援事業」

生活向上事業

』
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る
』
。
る
。

』

、

』
活

、
活

PART8

交通省】

滑化推進事業」

交通省】

滑化推進事業」

談会の開催

談会の開催
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