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本冊子の概要
この冊�は、各��の��の���を�り、

みなさんの�来の不�を�減させることを⽬的に作成しました。

�冊�の提�するものは⼀�論であるため、

ご⾃�の⽣活や��状況に照らし�わせた柔�なご利⽤をお願いします。

また、�冊�では積立��を�奨していますが、

�制ではありませんのでご理�下さい。

T H A N K S  F O R  R E A D I N G



健全化のステップ

○ステップ１
  各種��の把�
   （��・��・負債）

○ステップ２
  �⽉の��を
  ４��ルールに当てはめる  

 ○ステップ３
  年単�の
   ⼤きな��を�える

 ○ステップ４
  ライフイベントに�える



��

・預金 ,��           万円

・不動�         万円

・⾃動⾞           万円

・株 ,��            万円

・保�（積立型）         万円

・その他                     万円

※��とは、
 売ることでお金になるもの、
 または、保持することで��を
 もたらすものを指します

：各種家計の把握（収入・資産・負債）【分かる所から記入!ざっくりでOK！】ステップ１
��

☆⽉�� (⼿�り )    万円

☆⽉�� (配偶者 )    万円

・ボーナス        万円

・児�⼿当          万円

・年金                      万円

・その他                     万円

※⼤まかに把�できれば
 ⼤丈夫です
 夫�の⽉�� (☆ )の��は、
 �のステップでも使います

負債

・奨�金               万円

・�宅ローン       万円

・��ローン         万円

・⾃動⾞ローン        万円

・カードのリボ等         万円

・その他                     万円

※負債とは、
 ��に�りた金�を指します、
 �なくない金利が掛っています



ステップ２　　　　　　　：毎月の支出を『４分割ルール』に当てはめる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひとつの枠の理想値を求める　

①��の��を４つに�けます。

  ⇒固��・�動�・⾃⼰���・�����（内�の��は�項にて）
②ひとつの枠の理想�を�算します。

  ⇒夫�の⽉�� (☆ )の��  ÷ ４  ＝     万円（それぞれに�る�）
例）夫�の⽉��の��２２万円  ÷ ４  ＝  ５ .５万円

固��、�動�、⾃⼰���、�����それぞれ５ .５万円が理想の�

固��

       万円 �動�

       万円
⾃⼰���

       万円

�����

       万円



ステップ２

※前項で計算した、「ひとつの枠の理想値」と、「実際の支出の合計」を見比べてみましょう

　　　　　　　：毎月の支出を『４分割ルール』に当てはめる
　　　　　　　　　　それぞれの支出を記入する【分かる所から記入!ざっくりでOK！】

�動�（⽣活�の必�����）

・��          万円   ・���           万円
・�⾞場         万円   ・�料�           万円
・⽇⽤品           万円   ・���           万円
・損�保�              万円   
・その他                 万円

⾃⼰���（⽇々の潤い）

・�療�       万円   ・���            万円
・���         万円   ・�服�            万円
・嗜�品           万円   ・⼩�い            万円
・��� (固� ,ネット ,スマホ等 )           万円   
・保� (⽣� ,損� ,�災 ,地��� )          万円

固��（� ,⾞ ,保�の固���）
・�賃 (�宅ローン )           万円
・�の���等              万円
・⾞のローン                              万円
・⽣�保�                                     万円
・その他                                        万円

��・���（未来の�え）

・預�金（�⾏等）           万円
・積立型��（株･����）        万円
・積立型の��保�等                       万円
・その他                                         万円



　※「ひとつの枠の理想値」から大きく逸脱していなければ大丈夫（健全）です！

ステップ２　　　　　　　のつづき ：毎月の支出を『４分割ルール』に当てはめる　
　　　　　　　　　　　　　理想値から大きくはみ出ている場合　【健全化の対策】　

固��（� ,⾞ ,保�の固���）
「���」は⼿が付けにくいので、�回しでOK!
「⾞」と「保�」は、

 ��で⼤きな��になるので、�⾒�しです。
【�策】

・⾞⇒中古、シェア、タクシー等の��

・保�⇒�供がいる場�のみ掛け�てに��

�動�（⽣活�の必�����）

�策の優先度は�い、

⼤きくはみ�ている場�のみ�策を。

【�策】

・�� ,⽇⽤品⇒買い物回�を減らす
・損�保�⇒ネット保�を利⽤する

��・���（未来の�え）

【優先度⼤】

����の１/４は�保したい。

ステップ３・４で必�な���

��すべき金�を�える。

⾃⼰���（⽇々の潤い）

⽇々の潤いは減らしすぎると、労働��の減�に

�がる。減らしすぎず、�正範囲を�掛けよう。

【�策】

・嗜�品 ,⼩�い⇒減らしすぎず、�正範囲内で
・���⇒�いWi-f i＋��SIMは��
・保� (⽣� ,損� ,�災 ,地��� )⇒必������



　　　　　　　：年単位の定期的な支出を考える　

�年の��

・���＋固����      万円   (⽉��算�    )
・⾃動⾞�                 万円   (⽉��算�    )
・イベント� (�⾏等 )               万円   (⽉��算�    )
・��（��）           万円   (⽉��算�    )

　※年単位の大きな支出は、月額に換算して、毎月の貯蓄（貯蓄・投資費枠）で清算する

ステップ３

�期的な��

・⾞�             万円   (⽉��算�    )
・地�保�           万円   (⽉��算�    )
・�災保�           万円   (⽉��算�    )
・その他            万円   (⽉��算�    )



　　　　　　：ライフイベントに備える

主�ライフイベントと平�金�例

  ��式     １００万円〜３００万円

  ���⽤          �５０万円

  ⼤�４年間   ２５０万円〜（�のスライドで��）

  ⽼�の⽣活�  ⽉１０万円〜（�のスライドで��）

  ⽣活���金  夫��� (☆ )の６か⽉�（   万円）
※⽣活���金とは、
 事故や失業等の「いざ」という時に�える�金。
 ⽣活���金は��に回さず、�⾏預金や�期預金等を利⽤し、
 すぐに�り�せるようにしておく必�がある。

　※特に大きなライフイベント費（大学入学・老後の生活費）は長期計画的な準備が必要

ステップ４



　　　　　　のつづき：ライフイベントに備える（大学４年間編）
⼤�４年間にかかる�⽤  （��科�省�査平��）
 ⼤���時���金および１年⽬の授業料
 ２年⽬���授業料

     ��金    ＋    年間授業料    ×４年   ４年間の��
国立⼤  �３０万円   ＋    �５５万円     ×４   ＝２５０万円  

�立⼤  �４０万円   ＋    �５５万円     ×４   ＝２６０万円

�立⼤  �４０万円   ＋    �８０万円     ×４   ＝３６０万円
（��）

�立⼤  �４５万円   ＋    �１１０万円    ×４   ＝４８５万円
（理�）

  ※ひとり暮らしを�める場�、��し、アパートの���等も必�
   �賃を�む⽉の仕�りは、⽉８万円�度

ステップ４



　　　　　　のつづき：ライフイベントに備える（大学４年間編）

⼤�４年間にかかる�⽤
 

国立⼤  �２５０万円  〜  �立⼤（理�）�４８５万円を１８年で��する

��で⽤�する場�  ⇒  １ .２万  × １２か⽉  × １８年  ＝  ２５９ .２万円
            ２ .３万  × １２か⽉  × １８年  ＝  ４９６ .８万円

��で⽤�する場�（��き�利回り４％）  �⽤�

その他に、奨�金や��ローンを利⽤しお金を�りる��があります。

奨�金（金利�０ .０５％⽇��⽣�援�構）に�べ、
��ローンは金利が１ .６８％（⽇�政策金���）と�めなので��が必�です。

ステップ４

　※なるべく貯蓄・投資で準備しておき、足らずが出た場合、金利の低い奨学金を借りる



　　　　　　のつづき：ライフイベントに備える（老後の生活費編）

①もらえる年金の��を⾏う（ねんきんネット）
 

（���）２０２０年現在の平�的な労働者で、

           基�年金�６万円＋�⽣年金�１０万円
（専業主�の�は基�年金６万円のみ）  

国の政策で�来的に受��を下げることが、��されている。

�来の予想労働者平�年金受��は、

基�年金４ .５万円＋�⽣年金７ .５万円   
（専業主�の�は基�年金４ .５万円のみ）  

なので、

   ⇒⽚働き�帯の予想年金受��（⽉�）１６ .５万円
   ⇒共働き�帯の予想年金受��（⽉�）２４万円

ステップ４

　※もらえる年金受給額の詳細は、人によってバラバラなので、ねんきんネットで確認してください



　　　　　　のつづき：ライフイベントに備える（老後の生活費編）

②100歳まで⽣きるとして、いくら必�か�える

 ⽚働き�帯、年金受�⽉�１６ .５万円の場�
 65歳�上の�帯の平���は２６ .４万円（��省���査年�）
  ⇒�⽉、��の９ .９万円を��等から賄う必�がある

 １００歳まで⽣きるとして、３５年間で�算すると、
  ⇒９ .９万円  × １２か⽉  × ３５年間  ＝  ４１５８万円必�

 現在３５歳だとして、６５歳までの３０年間�金したとして、
  ⇒１１ .５５万円  × １２か⽉  × ３５年間  ＝  ４１５８万円��

�く�現できそうにありません。

ステップ４

　※次項で対策を考えます　



　　　　　　のつづき：ライフイベントに備える（老後の生活費編）

③不⾜�の�策を⾏う

 【�策A】⽉の��を減らす
  ⇒⽉��が１６ .５万円なので、⽉��を１６ .５万円に�付ける
  ・平���２６ .４万円は�いとの�⾒あり、あくまで���であり
   ⾃�たちがどのような⽣活をしたいか�える必�がある。

 【�策B】年金��の��を得る
  ⇒不⾜�の９ .９万円の⽉��あれば、２６ .４万円��の⽣活はできる
  ・����の�点からも労働は��し、��も得たいが、
   ��による�界があるため、不労�得の��が必�。
  ・⼀�的な不労�得としては、株（配当）・����・不動�などが挙げられる。

 【�策C】受�できる年金を�やす
  ⇒�下げ受�をすることで、�⼤４２％受��が�える（16.5万円  ⇒  23.43万円）
  ⇒⽚働きから、共働きに切り替える（16.5万円  ⇒  24万円）
  ※�下げ受�は現⾏の制度のため、⾃�たちの⽼�にあるかどうかは、わかりません。

ステップ４

　※結局は対策A・B・Cの全てを行うしか、生き残る道は無いんだと思っています



　　　　　　のつづき：ライフイベントに備える（老後の生活費編）

【�策B】の�⾜

 ��で、3000万円の��が築ければ、
 ⽉10万円の��（利回り４％ ,⼿�料･��き�）が得られます。

 ⇒３５歳から６５歳まで、３０年間��したとして、
  ��3000万円（⽉10万円の��）�⽉に4.32万円の積立て
  ��1500万円（⽉５万円の��）  �⽉に2.16万円の積立て
  ��300万円（⽉１万円の��）�⽉に4323円の積立で�成可�

ステップ４

　　　※11.55万円の貯蓄と比べると、積立投資はハードルは低いと言えます



おわりに
��までお付き�い頂き、ありがとうございます。

�丁場、ほんとうにお�れ�でした。

ステップを�めるごとに、頭の�くなる�ばかりで⼤�だったかと思います。

ですが、

「知らないことによる�来の不�」が

「知ったことによる現在の���」に�わったのではないかと思います。

この冊�で、知ることの重�性や、�易に金利の�いローンに⾛らない⼤切さ、

そして、��的な�期��でライフステージがきちんと乗り�えられることが�われば、�しいです。

ブログでは、お金の�え�なども��どんどん発�していきます。

共に�び、共により良い��、より良い�来を⽬指して⾏きましょう。



・注意・

本冊⼦の著作権は『ハルヒコ家の幸せ探求』にあります、無断での転載を禁じます

ご⾃⾝（ご家族）で使⽤する限度に限り、使⽤を許諾するものとします

・お願い・

少しでも良いなと思ったら周りの友⼈に、この冊⼦や、『ハルヒコ家の幸せ探求』の紹介をお願いします

T H A N K S  F O R  R E A D I N G

本冊子の諸注意とお願い


