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スライド 2

1.家計に関するクイズ

①幼稚園から高等学校までの教育費はどれくらい
でしょうか？

②給与から税金や社会保険料として引かれる金額
はどれくらいでしょうか？

③国民年金保険料はいつから払う必要があるで
しょうか？

④クレジットカードを利用する際、手数料はかかる
でしょうか？



スライド 3

1-①幼稚園から高等学校までの教育費は

どれくらいでしょうか？

［子どもの教育費用]

幼稚園（３年間）：公立69万円、私立162万円

小学校（６年間）：公立185万円、私立836万円

中学校（３年間）：公立144万円、私立371万円

高等学校（３年間）：公立155万円、私立294万円

文部科学省「子どもの学習費調査」（平成２０年度）から作成



スライド 4

1-②給与から税金や社会保険料として引かれる

金額はどれくらいでしょうか？

みさきの給与明細例

●税金・・・所得税 5,160円＋住民税 7,900円＝13,060円

●社会保険料・・・健康保険料 12,166円＋厚生年金保険料 20,415円
＋雇用保険料 1,485円＝34,006円



スライド 5

1-③国民年金保険料は
いつから払う必要があるでしょうか？

国民年金
・国民年金法によって規定されている日本の公的年金。

・日本国内に住んでいる２０歳以上６０歳未満の者はすべて国民年金に加入する。

・自営業者、農業や漁業に従事している者（第１号被保険者）は国民年金保険料を自分で納める。

・会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している者（第２号被保険者）は、

国民年金保険料を直接納めることはない。

・保険料は定額で、平成22年度は、月額15,100円。

参考：日本年金機構ホームページ（http://www.nenkin.go.jp/）



スライド 6

1-④クレジットカードを利用する際、

手数料はかかるでしょうか？

クレジットカード
買い物などの際にカードを提示しサインすることで、支払いができる。利用代金は預金口座から

後日引き落とされる。借入れ（キャッシング）機能もある。

・買い物などでは、翌月（利用日によっては翌々月）に１回で返済するマンスリークリア方式や

ボーナス時に一括返済する方式では、手数料がかからないことが多い。

・分割返済（分割払い）やリボルビング払い、自由返済（返済期限だけを決めておき、その間の

返済額は自由）では、ふつう利息や手数料がかかる。

・お金を借りる場合（ローンやキャッシング）では、１回で全額返済する場合でも利息がかかる。



スライド 7

2.ライフプランを考える

②ライフプランと資金計画
スライド9

①自分の理想とする人生は？
スライド8

③ライフプラン作り
スライド10



スライド 8

2-①自分の理想とする人生は？

■ライフプラン作りのポイント

1.なりたい職業と収入 2.家族構成（結婚、子ども）

3.ライフイベント（時期、費用） 4.生活費 5.貯蓄額

自分自身の将来について具体的に書き出してみましょう。（テキスト2ページ「Ｑ１」）



スライド 9

2-②ライフプランと資金計画

■多くの人に共通する「人生の三大資金」

●住宅資金・・・家を買う、借りる場合の資金。買う場合は、お金を貯めてから買う、

お金を借りて買ってから返すという方法がある。

●教育資金・・・子どもの学校などの教育費。

子どもの人数や進学先が公立か私立かなどによって必要な金額は異なる。

●老後資金・・・退職後は、年金などが収入の中心になるが、

年金だけでは不足する場合に備えた、事前の準備が大切。

⇒ライフプランには、三大資金を組み入れて考えよう。



スライド 10

2-③ライフプラン作り

1）なりたい職業を考える。

2）収入を年代別に見積もる。
●職業や学歴などにより収入は異なる。
●結婚する場合は、結婚の時期、結婚後の二人の
働き方（フルタイム共働き 、1人はパート、1人は
専業主婦・主夫等）を想定。

●子どもができた時の働き方も想定。

3）ライフイベントの見通しを立てる。
（結婚・住宅購入）
●結婚時期を想定し、結婚や新生活にかかる費用

を計算。
●住宅購入は、時期、購入金額を決め、 購入のための
「自己資金」「借入金」「返済額」を計算。

4）支出を見積もる。
●結婚して子どもをもうける場合は、時期や人数を想定し、

成長に応じた教育費を計算。
●生活費は、配偶者・子どもの有無を踏まえて計算。
●住居の購入後はローンの年間返済額を、

貸りて住む場合にはその金額を計算。

＜ライフプラン作りのポイント＞



スライド 11

3.家計管理の必要性

②収入と支出、貯蓄の関係
スライド13～14

①収入
スライド12

③リスクへの対応
スライド15



スライド 12

3-①収入

税金

所得税は国へ、地方税は地方公共団体
（都道府県および市町村）へ納める。
会社員などの給与所得者は、会社が納税者
に代わって納める。

社会保険料

すべての人が一定の水準の社会生活を送ること
ができるようにするための相互扶助の仕組みに、
年金、健康保険、雇用保険などの制度がある。
この仕組みを維持するために、社会保険料を納
める必要がある。

みさきの給与明細例



スライド 13

3-②収入と支出、貯蓄の関係

テキスト4ページのみさきさんの給与明細の場合、

可処分所得はいくらでしょうか？（テキスト５ページ「Ｑ２」)



スライド 14

3-②収入と支出、貯蓄の関係

可処分所得（手取り収入）の範囲で、「支出」と「貯蓄」を考える必要がある。



スライド 15

3-③リスクへの対応

・貯蓄

・保険

ライフプランには、家族のケガや病気など、さまざまに起こりうる

アクシデントなどに対する「備え」も必要。



スライド 16

4.ローンの仕組み

①ローンの仕組み
スライド17～18

②ローンの役割
スライド19～21

③まとめ： “ローン”のポイント
スライド22



スライド 17

4-①ローンの仕組み

毎月７５，０００円ずつ預金するとします。

３，６００万円のマンションを全額自己資金だけで購入

できるのは何年後ですか。

金利は考えないものとします。（テキスト８ページ「Ｑ３」)

ローン・・・銀行などからお金を借りて、後から少しずつ
返済する約束のこと。

●将来の収入から返済していく。

●金利（利息・利子）がかかるため、借りたお金よりも多く返済する。

＜主なローンの種類＞

使いみちを限定したローン 自動車ローン、教育ローン、住宅ローン

使いみちが自由なローン カードローン（キャッシング）



スライド 18

4-①ローンの仕組み



スライド 19

4-②ローンの役割（1）

１０年後に３，６００万円のマンションを購入するため、

頭金・諸経費として８００万円を貯蓄することにしました。

毎月いくら預金すればよいでしょうか。
金利は考えないものとします。（テキスト9ページ「Ｑ４」）

■ローンの役割

●住宅などの高額なものを購入するときに、貯めたお金を頭金にしてローン

を利用して購入することで、全額貯めてから買うよりも早く家を手に入れる

ことができる。

●子どもの成長に合わせて必要な時期が決まる教育費用は、思いどおりに

貯められるとは限らないが、ローンを利用することで対応できる。



スライド 20

4-②ローンの役割（1）



スライド 21

4-②ローンの役割（2）

＜住宅ローンを返済している勤労者世帯の1カ月間の支出＞

⇒ローンで長期的に少しずつ返済していくことは、家計支出の
平均化につながるため、長期的かつ計画的な生活設計を
立てるうえで役立つ。



スライド 22

4-③ローンのポイント

●ローンは、お金を借りて、後から少しずつ返済する約束。

●ローンは、消費需要を呼び起こし、経済に影響を与える。

●お金を借りるときは、返済能力の範囲で計画的に。



スライド 23

5.クレジットの仕組み

①クレジットとは
スライド24

②クレジットカードの

仕組みと機能 スライド25

③クレジットカードの

メリット・デメリット スライド26

④まとめ： “クレジット”の
ポイント スライド27



スライド 24

5-①クレジットとは

クレジット・・・先に商品を買ったり、サービスを受けたり
して、その代金を後で支払う約束のこと。

クレジットカード
利用限度額の範囲内ならいつでも何回でも
利用できる方式

個別方式
利用するたびに契約書を取り交わす方式
（自動車の購入など）

●クレジットの利用代金は、クレジット会社が立て替えてお店に支払う。
●利用者は、支払いを後にすることができる。
●分割払いやリボルビング払いには、ふつう手数料がかかる。



スライド 25

5-②クレジットカードの仕組みと機能

三者間契約

クレジットは、購入者、加盟店、
クレジット会社の三者による契約。
購入者は、加盟店にはサインをし、
クレジット会社にお金を支払う。

＜クレジットカードの機能＞

＜クレジットカードの仕組み＞

●支払機能

●借入機能

●ＩＤ機能

●その他の機能



スライド 26

5-③クレジットカードのメリット・デメリット

⇒支払いを分割して行う場合には、
代金と手数料を支払うことになる
ため、現金で支払うよりも負担が
大きくなる。



スライド 27

5-④クレジットのポイント

●クレジットは、商品を買ったり、サービスを受けたりした代金を
後で支払う約束。

●クレジットカードの機能には、支払機能や借入機能などがある。

●クレジットカードの代金は、カード会社が立て替えてお店に支払い
利用者はカード会社に支払う。

●クレジットの分割払いには手数料がかかる。

●クレジットカードを使うときは、サインの前に金額をよく確認する。

●クレジットの代金は、期日までに銀行口座に入金する。



スライド 28

6.まとめ

①ローン・クレジットの利用と
家計管理 スライド29

②まとめ：“家計管理”の
ポイント スライド30



スライド 29

6-①ローン・クレジットの利用と家計管理

⇒貯蓄もローン・クレジットも現在と将来の収支のバランスを

調整する役割を果たす。

●貯蓄は、貯蓄する時点では
「支出」と考えられるが、使う
時点では、「収入」と考える
ことができる。

●借入（ローン・クレジット）は、
借りる時点では「収入」と考
えられるが、返済という将来
の「支出」を確定することに
なる。



スライド 30

6-②家計管理のポイント

●長期的なライフプランをもとに日々の家計管理を行う。

●家計は収入と支出で成り立っている。

●収入から税金や社会保険料などの非消費支出を差し
引いたものを可処分所得（手取り収入）という。

●実際に使うことができる可処分所得の範囲で支出と
貯蓄を計画する。


