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公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構



長期家計プラン（キャッシュフロー表）
作成の意義・目的

「お金は人生の目的ではない」からこそ
お金に振り回されないために

前もってきちんとお金について考えておこう

・将来のライフプラン（思い描いている夢や希望）を盛り込んで
家計収支をシミュレーションし、家計の傾向をチェックすること
により、資金対策が早めに立てられる。

・事前に対策を立てていることで、早期に問題を解決できる。
また、問題がないにもかかわらず抱えている不安を解消できる。

・早めの対策でライフプラン達成の可能性も大きく高まる。
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●老後の生活についての考え方 （％）

多少心配
である

非常に心配
である

60歳代 398 23.9 74.6 41.7 32.9 1.5

70歳以上 462 33.5 64.1 40.9 23.2 2.4

単身
世帯 60歳代 581 22.9 77.1 33.9 43.2 0

無回答それほど心配
していない

2人
以上の
世帯

世帯主
の年齢 回答数

　　（人）
心配である

●老後の生活についての考え方 （％）

多少心配
である

非常に心配
である

20歳代 25 12 88.0 36.0 52.0 0

30歳代 231 11.3 87.9 46.8 41.1 0.9

40歳代 355 12.1 86.8 43.4 43.4 1.1

50歳代 435 15.2 83.9 44.4 39.5 0.9

20歳代 646 16.3 83.7 42.3 41.5 0

30歳代 438 13.0 87.0 31.7 55.3 0

40歳代 440 14.8 85.2 30.7 54.5 0

50歳代 395 13.2 86.8 28.1 58.7 0

単身
世帯

無回答それほど心配
していない

世帯主
の年齢

回答数
　　（人） 心配である

2人
以上の
世帯

1

●老後の生活を心配する理由（複数回答）　※60歳未満の世帯分を集計 （％）

老後の生活を心配する理由 2人以上
の世帯 単身世帯

十分な金融資産がないから 70.2 74.8
退職一時金が十分ではないから 36.1 20.9
年金や保険が十分ではないから 68.1 49.7
生活の見通しが立たないほど物価が上昇することがあり得ると考えられるから 25.2 20.6
現在の生活にゆとりがなく、老後に備えて準備（貯蓄など）していないから 39.1 29.9
再就職などにより収入が得られる見込みがないから 11.7 13.5
家賃の上昇により生活が苦しくなると見込まれるから 3.4 8.6
マイホームを取得できる見込みがないから 6.3 6.7
こどもなどからの援助が期待できないから 12.9 10.9
その他 9.0 9.3
無回答 0.2 0.0

出所：「家計の金融行動に関する世論調査（令和2年）」（金融広報中央委員会「知るぽると」）
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貯金がほとんどないが、年金だけで暮らしていけるだろうか？

リタイア後は、旅行やレジャーを楽しみたいけど、将来お金が足りなくなるのではないか心配だ。

どこかで「老後資金には１億円必要！」って見たけど、そんなに必要なの？

老後の暮らし
"お金"に関して様々な心配や不安がある

「長期家計プラン（キャッシュフロー表）」
を作ってみる

将来の家計の状況が「可視化」されるので
先を見通せるようになる

それにより、
①"お金"に関する問題点が生じるのか、経済的なゆとりがあるのかないのかがハッキリする
②今、何をすべきかが分かり、家計見直しのキッカケを与えてくれる
③資金をいつまでにいくら準備しなければならないか、数値目標が明らかになる

 問題がある場合
・夫婦で解決策を考える ⇒ 夫婦の会話が増す

対策を履行する　（①支出を減らす、
  ②収入を増やす、③お金を増やす）

①定年後の漠然とした経済的不安が軽減する
②ライフイベントの実現可能性が高まる

解決策（対策）に基づき、「長期家計プラン
（キャッシュフロー表）」を見直す
※なおかつマイナスが解消されなければ、
再度対応策を検討する

長期家計プランの作成により、定年後の漠然とした経済的不安が軽減し、
ライフイベントの実現可能性が高まるまでの流れ

「年間収支」や「資産残高」に
問題がないか（マイナスになってないか等）
チェックする
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		●老後の生活についての考え方 ロウゴ セイカツ カンガ カタ														（％）

				世帯主
の年齢 セタイ ヌシ ネンレイ		
回答数
　　（人） カイトウスウ ヒト		それほど心配していない シンパイ		心配である シンパイ						無回答 ムカイトウ

												多少心配
である タショウ シンパイ		非常に心配
である ヒジョウ シンパイ

		2人
以上の
世帯 ニン イジョウ セタイ		60歳代 サイ ダイ		398		23.9		74.6		41.7		32.9		1.5

				70歳以上 サイ イジョウ		462		33.5		64.1		40.9		23.2		2.4

		単身
世帯 タンシン セタイ		60歳代 サイ ダイ		581		22.9		77.1		33.9		43.2		0
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		主な年齢の平均余命 オモ ネンレイ ヘイキン ヨメイ				(年) ネン

		年齢 ネンレイ		男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

		0歳 サイ		80.98		87.14

		54歳 サイ		28.91		34.46

		55歳 サイ		28.02		33.53

		60歳 サイ		23.67		28.91

		65歳 サイ		19.55		24.38

		平成28年簡易生命表より ヘイセイ ネン カンイ セイメイ ヒョウ
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				■高齢無職世帯の1ヵ月の家計収支 コウレイ ムショク セタイ ゲツ カケイ シュウシ				高齢夫婦無職世帯
（夫65歳以上、妻60歳以上） コウレイ フウフ ムショク セタイ オット サイ イジョウ ツマ サイ イジョウ		高齢単身無職世帯
（単身無職世帯） コウレイ タンシン ムショク セタイ タンシン ムショク セタイ

				収入合計（実収入）  シュウニュウ ゴウケイ ジツシュウニュウ				212,835		120,093

						公的年金など社会保障給付 コウテキ ネンキン シャカイ ホショウ キュウフ		193,051		111,375

						その他（勤め先収入等） タ ツト サキ シュウニュウ トウ		19,784		8,718



				支出合計 シシュツ ゴウケイ				267,545		156,404

				　消費支出 ショウヒ シシュツ				237,690		143,959

						食料 ショクリョウ		64,827		36,200

						住居 ジュウキョ		14,700		12,402

						光熱・水道 コウネツ スイドウ		18,851		12,643

						家具・家事用品 カグ カジ ヨウヒン		9,017		5,512

						被服・履物 ヒフク ハキモノ		6,675		4,217

						保健医療 ホケン イリョウ		15,044		7,967

						交通・通信 コウツウ ツウシン		25,256		12,480

						教育 キョウイク		1		27

						教養娯楽 キョウヨウ ゴラク		26,303		17,374

						その他の消費支出 タ ショウヒ シシュツ		57,016		35,137

				　非消費支出（税金・社会保険料） ヒ ショウヒ シシュツ ゼイキン シャカイ ホケンリョウ				29,855		12,445



				不足分 フソクブン				(54,710)		(36,311)

						　　　　　　　　　　　　総務省「家計調査」平成28年 ソウムショウ カケイ チョウサ ヘイセイ ネン
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		離職時の年齢    29歳以下（※１） リショク ジ ネンレイ サイ イカ				30～44歳 サイ				45～59歳 サイ				60～64歳 サイ

		賃金日額（ｗ円） チンギン ニチガク エン		給付率 キュウフ リツ		賃金日額（ｗ円） チンギン ニチガク エン		給付率 キュウフ リツ		賃金日額（ｗ円） チンギン ニチガク エン		給付率 キュウフ リツ		賃金日額（ｗ円） チンギン ニチガク エン		給付率 キュウフ リツ

		2,470円以上4,940円未満 エン イジョウ エン ミマン		80%		2,470円以上4,940円未満 エン イジョウ エン ミマン		80%		2,470円以上4,940円未満 エン イジョウ エン ミマン		80%		2,470円以上4,940円未満 エン イジョウ エン ミマン		80%

		4,940円以上12,140円以下（※２） エン イジョウ エン イカ		80％～50％		4,940円以上12,140円以下（※２） エン イジョウ エン イカ		80％～50％		4,940円以上12,140円以下（※２） エン イジョウ エン イカ		80％～50％		4,940円以上10,920円以下（※３） エン イジョウ エン イカ		80％～45％

		12,140円超13,420円以下 エン チョウ エン イカ		50%		12,140円超14,910円以下 エン チョウ エン イカ		50%		12,140円超16,410円以下 エン チョウ エン イカ		50%		10,920円超15,650円以下 エン チョウ エン イカ		45%

		13,420円（上限額）超 エン ジョウゲンガク チョウ		50%		14,910円（上限額）超 エン ジョウゲンガク チョウ		50%		16,410円（上限額）超 エン ジョウゲンガク チョウ		50%		15,650円（上限額）超 エン ジョウゲンガク チョウ		45%

		※１ 離職時の年齢が６５歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合も、この給付率を使用する。 リショク ジ ネンレイ サイ イジョウ カタ コウネンレイ キュウショク シャ キュウフキン ジュキュウ バアイ キュウフ リツ シヨウ

		※２ 基本手当日額＝（－ｗ2＋24,140ｗ）／24,000 キホン テアテ ニチガク

		※３ 基本手当日額＝（－7ｗ2＋130,260ｗ）／119,600 又は ＝ 0.05ｗ＋4,368 のいずれか低い方の額 キホン テアテ ニチガク マタ ヒク ホウ ガク
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		1．これまでの年金加入期間 ネンキン カニュウ キカン

		国民年金（a） コクミン ネンキン								船員保険（c） センイン ホケン				年金加入期間 合計

（a+b+c） ネンキン カニュウ キカン ゴウケイ		合算対象期間等

（d） ガッサン タイショウ キカン トウ				受給資格期間

（a+b+c+d） ジュキュウ シカク キカン

		第1号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ				第3号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ		国民年金 計 コクミン ネンキン ケイ

		３６月 ツキ				０月 ツキ		３６月 ツキ		０月 ツキ

		厚生年金保険（b） コウセイ ネンキン ホケン												３００月 ツキ		０月 ツキ				３００月 ツキ

		一般厚生年金 イッパン コウセイ ネンキン				公務員厚生年金 コウムイン コウセイ ネンキン		私学共済厚生年金 シガク キョウサイ コウセイ ネンキン		厚生年金保険 計 コウセイ ネンキン ホケン ケイ

		２６４月 ツキ				０月 ツキ		０月 ツキ		２６４月 ツキ



		２．これまでの加入実績に応じた年金額と カニュウ ジッセキ オウ ネンキンガク

		　 【参考】これまでの保険料納付額（累計額） サンコウ ホケンリョウ ノウフ ガク ルイケイガク										加入実績に応じた年金額（年額） カニュウ ジッセキ オウ ネンキンガク ネンガク						保険料納付額（累計額） ホケンリョウ ノウフ ガク ルイケイガク



		　（1） 国民年金 コクミン ネンキン										老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン						国民年金保険料（第1号被保険者） コクミン ネンキン ホケンリョウ ダイ ゴウ ヒホケンシャ

												４２８，６１５円 エン						０円 エン

		　（2） 厚生年金保険 コウセイ ネンキン ホケン										老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン						厚生年金保険料（被保険者負担額） コウセイ ネンキン ホケンリョウ ヒホケンシャ フタン ガク

				一般厚生年金被保険者期間 イッパン コウセイ ネンキン ヒホケンシャ キカン								６２０，０００円 エン						７，５６０，０００円 エン

				公務員厚生年金被保険者期間 コウムイン コウセイ ネンキン ヒホケンシャ キカン								０円 エン						０円 エン

				私学共済厚生年金被保険者期間 シガク キョウサイ コウセイ ネンキン ヒホケンシャ キカン								０円 エン						０円 エン



		　（1）と（2）の合計 ゴウケイ										１，０４８，６１５円 エン						７，５６０，０００円 エン
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基金加入期間について
厚生年金保険加入期間のうち、厚生年金基金（企業年金）に加入していた期間
【厚生年金基金についてのお問い合わせ】
　・加入期間が１０年未満で脱退された方
　　→ 企業年金連合会（相談室：0570-02-2666）
　・加入期間が１０年以上で脱退された方と現在加入中の方
　　→ お勤め先（または当時のお勤め先）が加入されている厚生年金基金
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				個人年金(生命保険、全労済、ＪＡ共済など)



				個人型確定拠出年金（iDeCo）



														厚生年金基金
(加算部分) コウセイ ネンキン キキン カサン				確定給付
企業年金 カクテイ キュウフ キギョウ ネンキン		企業型
確定拠出
企業年金 キギョウガタ カクテイ キョシュツ キギョウ ネンキン

																								年金払い
退職給付 ネンキン ハラ タイショク キュウフ				　　３階部分 カイ ブブン





														(代行部分)



						付加年金 フカ ネンキン		国民年金基金 コクミン ネンキン キキン						厚生年金 コウセイ ネンキン														　　２階部分 カイ ブブン







				国民年金(基礎年金) コクミン ネンキン キソ ネンキン										国民年金(基礎年金) コクミン ネンキン キソ ネンキン														国民年金(基礎年金) コクミン ネンキン キソ ネンキン								１階
部分 カイ ブブン





				第１号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ										第２号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ														第３号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ								種別 シュベツ



				自営業者、学生、
非正規雇用者 等 ジエイギョウ シャ ガクセイ ヒ セイキ コヨウ シャ トウ										会社員等 カイシャイン トウ										公務員 				専業主婦 等 センギョウ シュフ トウ

				日本国内に住所を有する
20歳以上60歳未満の者 ニホン コクナイ ジュウショ ユウ サイ イジョウ サイ ミマン モノ										厚生年金被保険者で65歳未満の者 コウセイ ネンキン ヒホケンシャ サイ ミマン モノ														第2号被保険者に扶養されて
いる20歳以上60歳未満の
配偶者（年収130万円未満*） ダイ ゴウ ヒホケンシャ フヨウ サイ イジョウ サイ ミマン ハイグウシャ ネンシュウ マンエン ミマン

				約１，７４２万人 ヤク マン ニン										約４，０４０万人 ヤク マンニン														約９３２万人 ヤク マンニン
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		課税退職所得額（Ａ）		所得税（Ｂ）％		控除額（Ｃ）円		　税額＝（（Ａ）×（Ｂ）－（Ｃ）×102.1％

		　１９５万円以下		5		0		　（（Ａ）×5％　        　　　　　）×102.1

		　１９５万円超　　３３０万円以下		10		97,500		　（（Ａ）×10％－     97,500円）×102.1

		　３３０万円超　　６９５万円以下		20		427,500		　（（Ａ）×20％－   427,500円）×102.1

		　６９５万円超　　９００万円以下		23		636,000		　（（Ａ）×23％－  　636,000円）×102.1

		　９００万円超　１８００万円以下		33		1,536,000		　（（Ａ）×33％－ 1,536,000円）×102.1

		１８００万円超　４０００万円以下 マンエン イカ		40		2,796,000		　（（Ａ）×40％－ 2,796,000円）×102.1

		４０００万円超		45		4,796,000		　（（Ａ）×45％－ 4,796,000円）×102.1



												課税所得		税率（％） リツ		控除額（円） エン

												　１９５万円以下		５		０

												　１９５万円超　　３３０万円以下		１０		９７，５００

												　３３０万円超　　６９５万円以下		２０		４２７，５００

												　６９５万円超　　９００万円以下		２３		６３６，０００

												　９００万円超　１８００万円以下		３３		１，５３６，０００

												１８００万円超　４０００万円以下 マンエン イカ		４０		２，７９６，０００

												４０００万円超		４５		４，７９６，０００
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				年金 ネンキン		一時金 イチジキン

		国民年金
厚生年金保険
（共済年金） コクミン ネンキン コウセイ ネンキン ホケン キョウサイ ネンキン		雑所得（公的年金等控除の適用あり）
障害・遺族年金は非課税 ザツショトク コウテキ ネンキン トウ コウジョ テキヨウ ショウガイ イゾク ネンキン ヒカゼイ		死亡・脱退一時金は非課税 シボウ ダッタイ イチジキン ヒカゼイ

		厚生年金基金 コウセイ ネンキン キキン		雑所得（公的年金等控除の適用あり）
障害・遺族年金は非課税 ザツショトク ネンキン		【退職】を事由とする一時金
　 退職所得（退職所得控除の適用あり）
【退職以外】を事由とする一時金
　 一時所得
障害・遺族一時金は非課税 タイショク ジユウ イチジキン タイショク ショトク タイショク ショトク コウジョ テキヨウ イガイ イチジ ショウガイ イゾク イチジキン ヒカゼイ

		確定給付企業年金 カクテイ キュウフ キギョウ ネンキン		加入者拠出相当分を除き、
　雑所得（公的年金等控除の適用あり）　
障害年金は非課税
遺族年金は相続税 ザツショトク コウテキ ネンキン トウ コウジョ テキヨウ ショウガイ ネンキン ヒカゼイ イゾク ネンキン ソウゾク		【退職】を事由とする一時金
　加入者拠出相当分を除き、
　退職所得（退職所得控除の適用あり）
【退職以外】を事由とする一時金
　加入者拠出相当分を除き、
　 一時所得
障害一時金は非課税
遺族一時金は相続税 タイショク ショトク イガイ ショウガイ イチジキン ヒカゼイ イゾク イチジキン ソウゾク

		確定拠出年金 カクテイ キョシュツ ネンキン		雑所得（公的年金等控除の適用あり）
障害年金は非課税 ザツショトク コウテキ ネンキン トウ コウジョ テキヨウ		【退職】を事由とする一時金
　 退職所得（退職所得控除の適用あり）
【退職以外】を事由とする一時金
　 障害一時金は非課税
　死亡一時金は相続税 タイショク ショトク イガイ ショウガイ イチジキン ヒカゼイ シボウ イチジキン ソウゾク

		国民年金基金 コクミン ネンキン キキン		雑所得（公的年金等控除の適用あり） ザツショトク コウテキ ネンキン トウ コウジョ テキヨウ		遺族一時金は非課税 イゾク イチジキン ヒカゼイ

		中小企業退職金共済 チュウショウ キギョウ タイショク キン キョウサイ		雑所得（公的年金等控除の適用あり） ザツショトク コウテキ ネンキン トウ コウジョ テキヨウ		【退職】を事由とする一時金
　 退職所得（退職所得控除の適用あり）
【退職以外】を事由とする一時金
　 一時所得 タイショク ショトク イガイ イチジ ショトク

		個人年金（保険型） コジン ネンキン ホケン ガタ		加入者拠出相当分を除き、
　雑所得（公的年金等控除の適用あり）　 ザツショトク コウテキ ネンキン トウ コウジョ テキヨウ		加入者拠出相当分を除き、
　一時所得 イチジ ショトク

				資料：企業年金連合会「企業年金に関する基礎資料」 シリョウ キギョウネンキンレンゴウカイ キギョウ ネンキン カン キソ シリョウ
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		平成２９年度の参考指標 ヘイセイ ネンド サンコウ シヒョウ

		・物価変動率 ブッカ ヘンドウ リツ		・・・		▲０．１％

		・賃金変動率 チンギン ヘンドウリツ		・・・		▲１．１％

		・マクロ経済スライドによる調整率 ケイザイ チョウセイ リツ		・・・		▲０．５％

										○ 平成２９年度の新規裁定者（６７歳以下の方）の年金額の例 ヘイセイ ネンド シンキ サイテイシャ サイ イカ カタ ネンキンガク レイ

												平成２８年度（月額） ヘイセイ ネンド ゲツガク		平成２９年度（月額） ヘイセイ ネンド ゲツガク

										国民年金 コクミン ネンキン		６５，００８円 エン		６４，９４１円
（▲６７円） エン エン

										（老齢年金（満額）：１人分） ロウレイ ネンキン マンガク ヒト ブン

										厚生年金 コウセイ ネンキン		２２１，５０４円 エン		２２１，２７７円
（▲２２７円） エン エン

										（夫婦２人分の老齢基礎年金を
　含む標準的な年金額） フウフ ヒト ブン ロウレイ キソ ネンキン フク ヒョウジュンテキ ネンキンガク
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		物価　＞　賃金　＞　０ ブッカ チンギン										０　＞　物価　＞　賃金 ブッカ チンギン												　　物価　＞　０　＞　賃金 ブッカ チンギン



										物価変動率 ブッカ ヘンドウ リツ

																														物価変動率 ブッカ ヘンドウ リツ



										賃金変動率 チンギン ヘンドウリツ										物価変動率 ブッカ ヘンドウ リツ																現行ルール ゲンコウ





																				賃金変動率 チンギン ヘンドウリツ																平成33年度以降 ヘイセイ ネンド イコウ



																														賃金変動率 チンギン ヘンドウリツ













伸び率０
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		●高額介護サービス費における限度額（月額） コウガク カイゴ ヒ ゲンド ガク ゲツガク								●高額医療・高額介護合算療養費制度における限度額（年額） コウガク イリョウ コウガク カイゴ ガッサン リョウヨウ ヒ セイド ゲンド ガク ネンガク

		所得の段階区分 ショトク ダンカイ クブン				世帯の上限額 セタイ ジョウゲン ガク				所得区分 ショトク クブン		70歳未満 サイ ミマン		70歳以上74歳未満 サイ イジョウ サイ ミマン		75歳以上 サイ イジョウ

		①現役並み所得者（課税所得145万円以上で65歳以上の人） ゲンエキ ナ ショトクシャ カゼイ ショトク マンエン イジョウ サイ イジョウ ヒト				44,400円 エン				①月収83万円以上 ゲッシュウ マンエン イジョウ		212万円 マンエン		67万円 マンエン		67万円 マンエン

		②一般（①、③～⑤に該当しない者） イッパン ガイトウ モノ				37,200円 エン				②月収53～79万円 ゲッシュウ マンエン		141万円 マンエン

		③市町村民税非課税者 シチョウソン ミン ゼイ ヒカゼイ モノ				24,600円 エン				③月収28～50万円 ゲッシュウ マンエン		67万円 マンエン

				④うち課税年金収入額＋合計所得金額が80万円以下 カゼイ ネンキン シュウニュウ ガク ゴウケイ ショトク キンガク マンエン イカ		個人15,000円 コジン エン				④月収26万円以下 ゲッシュウ マンエンイカ		60万円 マンエン		56万円 マンエン		56万円 マンエン

				⑤うち老齢福祉年金受給者など ロウレイ フクシ ネンキン ジュキュウシャ						⑤市町村民税非課税者（低所得者） シチョウソン ミン ゼイ ヒカゼイ シャ テイ ショトクシャ		34万円 マンエン		31万円 マンエン		31万円 マンエン

										⑥所得が一定基準に満たない場合等 ショトク イッテイ キジュン ミ バアイ トウ				19万円 マンエン		19万円 マンエン
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				医療費　100万円 イリョウヒ マンエン

				窓口負担 30万円 マドグチ フタン マンエン



														総医療費 ソウ イリョウヒ		100万円 マンエン		200万円 マンエン		300万円 マンエン

														自己負担分 ジコ フタン ブン		30万円 マンエン		60万円 マンエン		90万円 マンエン

														自己負担限度額 ジコ フタン ゲンド ガク		87,430円 エン		97,430円 エン		107,430円 エン





Sheet18

																		（上限） ジョウゲン

		退職前６ヶ月の平均給与額 タイショク ゼン ゲツ ヘイキン キュウヨガク		10万円 マンエン		15万円 マンエン		20万円 マンエン		25万円 マンエン		30万円 マンエン		35万円 マンエン		40万円 マンエン		469,500円 ５００エン

		基本手当日額 キホン テアテ ニチガク		2,666		3,982		4,659		4,785		4,868		5,249		5,999		7,042

		基本手当月額（28日分） キホン テアテ ゲツガク ニチ ブン		74,648		111,496		130,452		133,980		136,304		146,972		167,972		197,176

				賃金日額 チンギン ニチガク		給付率 キュウフ リツ

		10万 マン		3,333		0.8		2,666.4

		15万 マン		5,000		3,982		4,618

		20万 マン		6,666		4,659		4,701

		25万 マン		8,333		5,012		4,785

		30万 マン		10,000		5,038		4,868

		35万 マン		11,666		0.45		5,249.7

		40万 マン		13,333		0.45		5,999.9

		469,500		15,650		0.45		7,042.5
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				5年間、
任意加入した場合 ネンカン		保険料総額：16,260円×60月＝975,600円 ホケンリョウ ソウガク エン ツキ エン

						増加年金額：780,100円×60月/480月≒97,500円 ゾウカ ネンキンガク エン ツキ ツキ エン





				5年間、付加保険
料を納付した場合 ネンカン フカ ホケン リョウ ノウフ		保険料総額：400円×60月＝24,000円 ホケンリョウ ソウガク エン ツキ エン

						増加年金額：200円×60月＝12,000円 ゾウカ ネンキンガク エン ツキ エン
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		概念図 ガイネンズ		源泉徴収票上の表記 ウエ ヒョウキ

		（1）給与収入（年収） キュウヨ シュウニュウ ネン		①		支払金額						7,000,000円 エン

		（2）給与所得控除 キュウヨ ショトク コウジョ						700万円×10％＋120万円 マンエン マンエン		 ＝		1,900,000円 エン

		（3）給与所得 キュウヨ ショトク		②		給与所得控除後の金額 キュウヨ ショトク コウジョ ゴ キンガク		（1）－（2）		 ＝		5,100,000円 エン

		（4）各種所得控除 カクシュ ショトク コウジョ		③		所得控除の額の合計額 ショトク コウジョ ガク ゴウケイ ガク		 ⑤配偶者控除（38万円）＋⑦扶養控除（63万円）
 ＋⑧社会保険料控除（901,604円）＋⑨生命保険料控除（5万円）
 ＋⑨地震保険料控除（13,000円）＋基礎控除（38万円）		 ＝		2,354,604円 エン

		（5）課税所得 カゼイ ショトク						（3）－（4）　　　（千円未満切捨て） センエン ミマン キリス		 ＝		2,745,000円 エン

		（6）所得税 ショトクゼイ		④		源泉徴収税額 ゲンセン チョウシュウ ゼイガク		（2,745,000円×10％－97,500円）×102.1％ エン エン		 ＝		  180,717円 エン

						　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※平成25年から平成49年まで復興特別所得税（2.1％）が加算される。 ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン フッコウ トクベツ ショトクゼイ カサン
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		給与収入 キュウヨ シュウニュウ



		給与所得控除 キュウヨ ショトク コウジョ		給与所得 キュウヨ ショトク						　給与所得＝給与収入－給与所得控除 キュウヨ ショトク キュウヨ シュウニュウ キュウヨ ショトク コウジョ



				各種所得控除 カクシュ ショトク コウジョ		課税所得 カゼイ ショトク				　課税所得＝給与所得－各種所得控除 カゼイ ショトク キュウヨ ショトク カクシュ ショトク コウジョ



								所得税 ショトクゼイ		　所得税＝（課税所得×税率－控除額）－税額控除 ショトクゼイ カゼイ ショトク ゼイリツ コウジョ ガク ゼイガク コウジョ
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		控除名 コウジョ メイ				控除額 コウジョ ガク		内容 ナイヨウ

		基礎控除 キソ コウジョ				38万円 マンエン		全員が一律に受けられる控除 ゼンイン イチリツ ウ コウジョ

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ				38万円 マンエン		所得が38万円（年収103万円）以下の奥さんがいると受けられる控除 ショトク マンエン ネンシュウ マンエン イカ オク ウ コウジョ

		配偶者特別控除 ハイグウシャ トクベツ コウジョ				3～38万円 マンエン		所得が38万円を超え76万円未満の奥さんがいると受けられる控除 ショトク マンエン コ マンエン ミマン オク ウ コウジョ

		扶養控除 フヨウ コウジョ		（一般） イッパン		38万円 マンエン		16歳以上の子どもや親を養っていると受けられる控除 サイ イジョウ コ オヤ ヤシナ ウ コウジョ

				（特別扶養親族） トクベツ フヨウ シンゾク		63万円 マンエン		所得が38万円以下の19歳から22歳の子どもがいると受けられる控除 ショトク マンエン イカ サイ サイ コ ウ コウジョ

				（同居老親） ドウキョ ロウシン		58万円 マンエン		公的年金が158万円以下で70歳以上の親と同居し養っていると受けられる控除 コウテキ ネンキン マンエン イカ サイ イジョウ オヤ ドウキョ ヤシナ ウ コウジョ

				（同居老親以外） ドウキョ ロウ オヤ イガイ		48万円 マンエン		公的年金が158万円以下で70歳以上の親を別居し養っていると受けられる控除 コウテキ ネンキン マンエン イカ サイ イジョウ オヤ ベッキョ ヤシナ ウ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ				年間の支払額 ネンカン シハライ ガク		年金や健康保険などを納めた分の控除 ネンキン ケンコウ ホケン オサ ブン コウジョ

		生命保険料控除 セイメイ ホケンリョウ コウジョ		（一般生命保険） イッパン セイメイ ホケン		旧：～5万円 キュウ マンエン		一般の生命保険の支払いがあると受けられる控除 イッパン セイメイ ホケン

						新：～4万円 シン マンエン

				（介護医療控除） カイゴ イリョウ コウジョ		～4万円 マンエン		新制度の介護・医療保険の支払いがあると受けられる控除 シンセイド カイゴ イリョウ ホケン

				（個人年金） コジン ネンキン		旧：～5万円 キュウ マンエン		個人年金保険の支払いがあると受けられる控除 コジン ネンキン ホケン

						新：～4万円 シン マンエン

		地震保険料控除 ジシン ホケンリョウ コウジョ				～5万円 マンエン		地震保険の支払いがあると受けられる控除 ジシン ホケン シハラ ウ コウジョ

		雑損控除 ザッソン コウジョ				損失額－総所得金額等×10％ ソンシツガク ソウ ショトク キンガク トウ		災害や空き巣の被害にあった場合に受けられる控除 サイガイ ア ス ヒガイ バアイ ウ コウジョ

		医療費控除 イリョウヒ コウジョ				1年間の支払額－10万円 ネンカン シハライ ガク マンエン		年間の医療費の10万円又は所得金額の5％を超えた分に対する控除 ネンカン イリョウヒ マンエン マタ ショトク キンガク コ ブン タイ コウジョ

		※上記の他、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦（夫）控除、勤労学生控除、寄附金控除がある。 ジョウキ ホカ ショウ キボ キギョウ キョウサイ トウ カケキン コウジョ ショウガイシャ コウジョ カフ オット コウジョ キンロウ ガクセイ コウジョ キフキン コウジョ





Sheet12

						　　賃金と年金の合計額が46万円を超えると、
　　超えた分の半額を減額する チン キン ネンキン ゴウケイ ガク マンエン コ コ ブン ハンガク ゲンガク







						　　年金
　20万円 ネンキン マンエン										  　46万円 マンエン

														　　　　　　

														　　 192,500円

														　　（200,000円－7,500円） エン エン



				　　  





						　　賃金 チンギン

						　27.5万円 マンエン











47.5万円/月

超えた１.５万円の半額、
７，５００円を減額

在職老齢年金
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						　　賃金と年金の合計額が２８万円を超えると、
　　超えた分の半額を減額する チン キン ネンキン ゴウケイ ガク マンエン コ コ ブン ハンガク ゲンガク







						　　年金
　10万円 ネンキン マンエン										  　28万円 マンエン

														　　　8万円 マンエン







				　　  





						　　賃金 チンギン

						　22万円 マンエン









				　（ひと月あたり） ツキ



32万円

超えた４万円の半額、
２万円を減額

〔（10万円＋22万円）－28万円〕÷2＝2万円
10万円－2万円＝8万円
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		　　　　 60歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63歳　　　　　　　　　　　　　　　　　65歳 サイ サイ サイ

						報酬比例部分（1,200,000円） ホウシュウ ヒレイ ブブン エン		老齢厚生年金（1,200,000円） ロウレイ コウセイ ネンキン エン

								老齢基礎年金（780,100円） ロウレイ キソ ネンキン エン

								※65歳以降は合計1,980,100円 サイ イコウ ゴウケイ エン





				繰上げ後の報酬比例部分（65歳からは老齢厚生年金）（984,000円） クリア ゴ ホウシュウ ヒレイ ブブン サイ ロウレイ コウセイ ネンキン エン

				繰上げ後の老齢基礎年金（546,100円） クリア ゴ ロウレイ キソ ネンキン エン

				※合計1,530,100円の年金額が生涯続く。 ゴウケイ エン ネンキンガク ショウガイ ツヅ

				報酬比例部分は３６ヵ月の繰上げなので
18％減額されて受給率は82％
1,200,000円×82％＝984,000円（Ａ） ゲツ クリア ゲンガク ジュキュウ リツ エン エン		老齢基礎年金は６０ヵ月の繰上げなので
30％減額されて受給率は70％
780,100円×70％≒546,100円（Ｂ） ロウレイ キソ ネンキン ゲツ クリア ゲンガク ジュキュウ リツ エン エン

						年金額（Ａ）＋（Ｂ）≒1,530,100円 ネンキンガク エン
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		●図表１：賃金日額に応じた率 ズヒョウ チンギン ニチガク オウ リツ

		賃金日額 チンギン ニチガク		2,290円以上
4,580円未満 エン イジョウ エン ミマン		4,580円以上
10,460円未満 エン イジョウ エン ミマン		10,460円以上（超）
11,610円未満 エン イジョウ チョウ エン ミマン		11,610円超 エン チョウ

		 ６０歳未満 サイ ミマン		８０％		５０～８０％				５０％

		 ６０歳以上６５歳未満 サイ イジョウ サイ ミマン				４５～８０％		４５％



		●図表２：基本手当の所定給付日数 ズヒョウ キホン テアテ ショテイ キュウフ ニッスウ

		被保険者期間 ヒホケンシャ キカン		１年未満 ネン ミマン		１年以上
５年未満 ネン イジョウ ネン ミマン		５年以上
１０年未満 ネン イジョウ ネン ミマン		１０年以上
２０年未満 ネン イジョウ ネン ミマン		２０年以上 ネン イジョウ

		 定年退職・自己都合退職 テイネン タイショク ジコ ツゴウ タイショク		９０日 ニチ						１２０日 ニチ		１５０日 ニチ

		 解雇・倒産等による退職 カイコ トウサン トウ タイショク		９０日 ニチ		１５０日 ニチ		１８０日 ニチ		２１０日 ニチ		２４０日 ニチ
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		賃金日額 チンギン ニチガク		＝退職前６ヵ月前の税込賃金の総額÷180日
＝４５０，０００円×６ヵ月÷１８０日
＝１５，０００円（限度額超） → １４，９２０円 エン ゲツ ニチ エン ゲンド ガク チョウ エン

		基本手当日額 キホン テアテ ニチガク		＝賃金日額×図表1の額
＝１４，９２０円×４５％
＝６，７１４円（円未満切り捨て） ニチガク ズヒョウ ガク エン エン エン ミマン キ ス

		基本手当 キホン テアテ		＝基本手当日額×図表2の所定給付日数
＝６，７１４円×１５０日
＝１，００７，１００円（限度額超） キホン テアテ ニチガク ズヒョウ ショテイ キュウフ ニッスウ エン ニチ エン ゲンド ガク チョウ
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				離職時年齢 リショク ジ ネンレイ		基本手当日額 キホン テアテ ニチガク		賃金日額 チンギン ニチガク トウジツ

				６０歳以上６５歳未満 サイ イジョウ サイ ミマン		７，８１０円 エン		１５，６２０円 エン

				４５歳以上６１歳未満 サイ イジョウ サイ ミマン		６，７１４円 エン		１４，９２０円 エン
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		①番号 バンゴウ		②加入制度 カニュウ セイド		③お勤め先の名称等 ツト サキ メイショウ トウ		④資格を取得した
年月日 シカク シュトク ネンガッピ		⑤資格を喪失した
年月日 シカク ソウシツ ネンガッピ		⑥加入月数 カニュウ ツキスウ







		1		厚年 コウネン		○○株式会社 カブシキ カイシャ		平成４．４．１ ヘイセイ		平成５．１０．１ ヘイセイ		18



						（基金加入期間 キキン カニュウ キカン		平成４．４．１ ヘイセイ		平成５．１０．１ ヘイセイ		）



		2		国年 コクネン		第１号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ		平成５．１０．１ ヘイセイ		平成７．４．１ ヘイセイ		18



						（空いている期間があります。 ア キカン						）



		3		厚年 コウネン		△△株式会社 カブシキ カイシャ		平成７．１０．１ ヘイセイ		平成１６．４．１ ヘイセイ		102



		4		国年 コクネン		第３号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ		平成１６．４．１ ヘイセイ				120





				㋐

				㋑

				㋒
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		加給年金額 カキュウ ネンキン ガク

		配偶者の加給年金額 ハイグウシャ カキュウ ネンキン ガク				子の加給年金額 コ カキュウ ネンキン ガク

		受給者の生年月日 ジュキュウシャ セイネン ガッピ		加給年金額 カキュウ ネンキン ガク		対象となる子 タイショウ コ		加給年金額 カキュウ ネンキン ガク

		　昭18.4.2以降 アキラ イコウ		390,100円 エン		１人目・２人目の子 ヒト メ ヒト メ コ		各224,500円 カク エン

						　 ３人目以降の子 ヒト メ イコウ コ		　　　 各 74,800円 カク エン

		振替加算額 フリカエ カサンガク

		生年月日 セイネン ガッピ		振替加算額 フリカエ カサンガク		生年月日 セイネン ガッピ		振替加算額 フリカエ カサンガク

		　 昭31.4.1以前 アキラ イゼン		略 リャク		昭34.4.2～昭35.4.1 アキラ ショウ		26,900円 エン

		昭31.4.2～昭32.4.1 アキラ ショウ		44,900円 エン		昭35.4.2～昭36.4.1 アキラ ショウ		20,900円 エン

		昭32.4.2～昭33.4.1 アキラ ショウ		38,800円 エン		昭36.4.2～昭41.4.1 アキラ ショウ		15,000円 エン

		昭33.4.2～昭34.4.1 アキラ ショウ		33,000円 エン		　 昭41.4.2～ アキラ		 　　　　　　－
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		2．老齢年金の種類と見込額（１年間の受取見込額） ロウレイ ネンキン シュルイ ミコミ ガク ネン カン ウケト ミコミ ガク

		受給開始年齢 ジュキュウ カイシ ネンレイ						歳～ サイ		歳～ サイ		６４ 歳～ サイ		６５ 歳～ サイ

		（1）国民年金 コクミン ネンキン												老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

														７４１，０００円 エン

		（2）厚生年金保険 コウセイ ネンキン ホケン						特別支給の・・ トクベツ シキュウ		特別支給の・・ トクベツ シキュウ		特別支給の老齢厚生年金 トクベツ シキュウ ロウレイ コウセイ ネンキン		老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン

				一般厚生年金期間 イッパン コウセイ ネンキン キカン								（報酬比例部分） ホウシュウ ヒレイ ブブン		（報酬比例部分） ホウシュウ ヒレイ ブブン

												１，２２０，０００円 エン		１，２２０，０００円 エン

												（定額部分） テイガク ブブン		（経過的加算部分） ケイカテキ カサン ブブン

												円 エン		４５６円 エン











		（1）と（2）の合計 ゴウケイ										１，２２０，０００円 エン		１，９６１，４５６円 エン
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						個人年金(生命保険、全労済、ＪＡ共済など)



																厚生年金
基金
(加算部分) コウセイ ネンキン キキン カサン		確定給付
企業年金 カクテイ キュウフ キギョウ ネンキン		確定拠出
企業年金 カクテイ キョシュツ キギョウ ネンキン

																								年金払い
退職給付 ネンキン ハラ タイショク キュウフ				　　３階部分 カイ ブブン



														DC

																(代行部分)

																								(共済年金) キョウサイ ネンキン

						付加年金 フカ ネンキン		国民年金基金 コクミン ネンキン キキン		確定 カクテイ														平成27年10月厚生年金に統合 ヘイセイ ネン ツキ コウセイ ネンキン トウゴウ				　　２階部分 カイ ブブン

										拠出 キョシュツ				　　　　厚生年金 コウセイ ネンキン

										年金 ネンキン

										(DC)

				国民年金(基礎年金) コクミン ネンキン キソ ネンキン										　　　　　　国民年金(基礎年金) コクミン ネンキン キソ ネンキン														国民年金(基礎年金) コクミン ネンキン キソ ネンキン								１階
部分 カイ ブブン





				第１号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ										第２号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ														第３号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ								種別 シュベツ



				自営業者、学生、
非正規雇用者 等 ジエイギョウ シャ ガクセイ ヒ セイキ コヨウ シャ トウ										会社員、公務員 等 カイシャイン コウムイン トウ														専業主婦 等 センギョウ シュフ トウ

				日本国内に住所を有する
20歳以上60歳未満の者 ニホン コクナイ ジュウショ ユウ サイ イジョウ サイ ミマン モノ										厚生年金被保険者で65歳未満の者 コウセイ ネンキン ヒホケンシャ サイ ミマン モノ														第2号被保険者に扶養されて
いる20歳以上60歳未満の
配偶者（年収130万円未満*） ダイ ゴウ ヒホケンシャ フヨウ サイ イジョウ サイ ミマン ハイグウシャ ネンシュウ マンエン ミマン

				約１，７４２万人 ヤク マン ニン										約４，０４０万人 ヤク マンニン														約９３２万人 ヤク マンニン
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		（別添　様式2） ベッテン ヨウシキ

		わが家の収支状況及び財産一覧表 ヤ シュウシ ジョウキョウ オヨ ザイサン イチラン ヒョウ

		①「1年間のわが家の収支状況」 ネンカン ヤ シュウシ ジョウキョウ												（この欄にご記入ください） ラン キニュウ

										記入例
（万円） キニュウ レイ マンエン		記入欄
（万円） キニュウ ラン マンエン		記入上の注意事項 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ

		収　入 オサム ニュウ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						690				税込み収入額（賞与を含む） ゼイコミ シュウニュウ ガク ショウヨ フク

				その他の収入（本人） タ シュウニュウ ホンニン						0				退職金や生命保険満期返戻金、副収入など タイショクキン セイメイ ホケン マンキ ヘンレイキン フクシュウニュウ

				その他の収入（配偶者等） タ シュウニュウ ハイグウシャ トウ						0				税込み収入額（賞与を含む） ゼイコミ シュウニュウ ガク ショウヨ フク

				<収入合計> シュウニュウ ゴウケイ						690

		支　出 シ シュツ		基礎的消費支出 キソテキ ショウヒ シシュツ						222				①～⑦の合計値 ゴウケイチ

						①		食費 ショクヒ		84

						②		住居（住宅ローンを除く） ジュウキョ ジュウタク ノゾ		14				家賃・地代、建物等の小修繕費・維持管理サービス費など ヤチン チダイ タテモノ トウ ショウ シュウゼンヒ イジ カンリ ヒ

						③		光熱・水道 コウネツ スイドウ		30

						④		家具・家事用品 カグ カジ ヨウヒン		14

						⑤		被服・履物 ヒフク ハキモノ		17

						⑥		保健・医療 ホケン イリョウ		13				病院へ支払う医療費、薬局での医薬品購入など ビョウイン シハラ イリョウヒ ヤッキョク イヤクヒン コウニュウ

						⑦		交通・通信 コウツウ ツウシン		50				通勤費・自動車維持費用（ガソリン代など）・自転車費用，固定・携帯電話費用等 ツウキン ヒ ジドウシャ イジ ヒヨウ ダイ ジテンシャ ヒヨウ コテイ ケイタイ デンワ ヒヨウ トウ

				その他の消費支出 タ ショウヒ シシュツ						86				⑧～⑨の合計値 ゴウケイチ

						⑧		教育費 キョウイクヒ		0				授業料、通学費等 ジュギョウリョウ ツウガク ヒ トウ

						⑨		その他 タ		86				仕送り、介護サービス費、理美容費、身の回り用品、交際費、こづかい等 シオク カイゴ ヒ リビヨウ ヒ ミ マワ ヨウヒン コウサイ ヒ トウ

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ						130				所得税・住民税・厚生年金・健康保険料等（源泉徴収票で確認） ショトクゼイ ジュウミンゼイ コウセイ ネンキン ケンコウ ホケンリョウ トウ ゲンセン チョウシュウ ヒョウ カクニン

				ローン返済 ヘンサイ						120				住宅ローン、車のローン等 ジュウタク クルマ トウ

				生命・個人年金・自動車保険料 セイメイ コジン ネンキン ジドウシャ ホケンリョウ						36				生命保険会社や郵便局等でかけている保険等の掛金 セイメイ ホケン カイシャ ユウビンキョク トウ ホケン トウ カケキン

				趣味娯楽費 シュミ ゴラクヒ						40				趣味娯楽（レジャー・スポーツ・習い事・書籍や音楽購入等にかかる費用） シュミ ゴラク ナラ ゴト ショセキ オンガク コウニュウ トウ ヒヨウ

				大型出費 オオガタ シュッピ						0				海外旅行、家の大規模リフォーム、車の一括購入など カイガイ リョコウ イエ ダイキボ クルマ イッカツ コウニュウ

				<支出合計> シシュツ ゴウケイ						634

		収支差額 シュウシ サガク								56

		※年間の合計額をご記入ください。 ネンカン ゴウケイ ガク キニュウ

		②「現在のわが家の財産一覧表」 ゲンザイ ヤ ザイサン イチラン ヒョウ												（この欄にご記入ください） ラン キニュウ

										記入例
（万円） キニュウ レイ マンエン		記入欄
（万円） キニュウ ラン マンエン

		資産 シサン		現金 ゲンキン						50

				預貯金 ヨチョキン						600

				貸付信託・金銭信託 カシツケ シンタク キンセン シンタク						100

				公社債 コウシャサイ						40				（現在価格でご記入ください） ゲンザイ カカク キニュウ

				投資信託 トウシ シンタク						60

				株式 カブシキ						150

		資産合計 シサン ゴウケイ								1000

		（注1）公社債、投資信託、株式は現在価格で記入してください。金額は万円単位で結構です。

		（注2）財産には上記の他に、不動産、貴金属、耐久消費財（自動車、電化製品）等もありますが、上記の「現在の財産一覧表」への記入は不要です。

		（注3）資産合計欄で算出した金額は、セミナーで作成する「長期家計プラン」の「収支差額累計」の前年度貯蓄額に記載する金額となります。
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		■高齢無職世帯の
　1ヵ月の家計収支(全国) コウレイ ムショク セタイ ゲツ カケイ シュウシ ゼンコク				高齢夫婦
無職世帯 コウレイ フウフ ムショク セタイ		高齢単身
無職世帯 コウレイ タンシン ムショク セタイ

		実収入 (Ａ) ジツシュウニュウ				207,347		112,207

				社会保障給付 シャカイ ホショウ キュウフ		190,800		103,767

				その他 タ		16,547		8,440

		可処分所得　(Ａ)－(Ｂ) カショブン ショトク				177,925		101,746

		消費支出 (Ｃ) ショウヒ シシュツ				239,485		143,263

				食料 ショクリョウ		60,869		33,493

				住居 ジュウキョ		16,158		13,607

				光熱・水道 コウネツ スイドウ		21,042		13,643

				家具・家事用品 カグ カジ ヨウヒン		9,788		5,592

				被服・履物 ヒフク ハキモノ		6,940		4,402

				保健医療 ホケン イリョウ		14,635		7,606

				交通・通信 コウツウ ツウシン		26,825		13,412

				教育 キョウイク		9		0

				教養娯楽 キョウヨウ ゴラク		25,968		16,257

				その他の消費支出 タ ショウヒ シシュツ		57,250		35,251

		非消費支出 (Ｂ) ヒ ショウヒ シシュツ				29,422		10,461

				直接税 チョクセツゼイ		12,582		5,485

				社会保険料 シャカイ ホケンリョウ		16,811		4,956

		収支差 (Ａ)－(Ｂ)－(Ｃ) シュウシ サ				(61,560)		(41,517)

				　　　　　　　　　　　　総務省「家計調査」平成26年 ソウムショウ カケイ チョウサ ヘイセイ ネン
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		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） 【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ

		　　本人：昭和32（1957）年5月1日生まれ（58歳）　　厚生年金支給開始：63歳 ホンニン ショウワ ネン ガツ ニチ ウ サイ コウセイ ネンキン シキュウ カイシ サイ																				配偶者：昭和35（1960）年4月20日生まれ（55歳）　厚生年金支給開始：62歳 ハイグウシャ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ サイ コウセイ ネンキン シキュウ カイシ サイ

										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ						58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ						55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80

				翔太（長男） ショウタ チョウナン						26		27		28		29		30		31		32

				美香（長女） ミカ チョウジョ						22		23		24		25		26		27		28		29		30



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												定年退職・再雇用
住宅ローン繰り上げ返済 テイネン タイショク サイコヨウ ジュウタク ク ア ヘンサイ		大規模リフォーム ダイキボ				老齢厚生年金受給開始 ロウレイ コウセイ ネンキン ジュキュウ カイシ		長男結婚 チョウナン ケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
車の買い替え カンゼン タイショク ロウレイ キソ ネンキン ジュキュウ カイシ クルマ カ カ		長女結婚
初孫誕生 チョウジョ ケッコン ハツマゴ タンジョウ		海外旅行 カイガイ リョコウ						海外旅行 カイガイ リョコウ				孫誕生 マゴ タンジョウ		海外旅行 カイガイ リョコウ						海外旅行 カイガイ リョコウ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行 カイガイ リョコウ				小規模リフォーム ショウキボ

		支            　出 ササ デ		基礎的消費支出 キソテキ ショウヒ シシュツ						253		253		253		253		253		253		253		220		220		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186

				その他の消費支出 タ ショウヒ シシュツ						104		104		104		104		104		104		104		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ						130		130		100		100		100		110		110		50		50		50		45		45		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

				ローン返済 ヘンサイ						120		120		500

				生命・個人年金・
自動車保険料						32		32		32		32		32		32		32		14		14		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				教養娯楽費 キョウヨウ ゴラクヒ						39		39		39		39		39		39		39		34		34		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31

				支出小計 ササ デ ショウケイ						678		678		1,028		528		528		538		538		385		385		344		339		339		324		324		324		324		324		324		324		324		324		324		324		324		324		324

		ライフイベント費 ヒ														800						100		200		110		80						80				10		80						80				50		80				100

		支出合計 シシュツ ゴウケイ								678		678		1,028		1,328		528		538		638		585		495		424		339		339		404		324		334		404		324		324		404		324		374		404		324		424		324		324

		収支差額 オサム ササ サ ガク								12		12		1,251		(849)		(49)		19		(81)		(241)		(151)		(80)		43		43		433		13		3		(67)		13		13		(67)		13		(37)		(67)		13		(87)		13		13

		資産残高 シサン ザンダカ						500		512		524		1,775		926		877		896		815		574		423		343		386		429		862		875		878		811		824		837		770		783		746		679		692		605		618		631

		※高年齢雇用継続給付金は便宜上、在職老齢年金の減額調整分を差し引いて計算しています コウネンレイ コヨウ ケイゾク キュウフ キン ベンギ ジョウ ザイショク ロウレイ ネンキン ゲンガク チョウセイ ブン サ ヒ ケイサン
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																								図表２ ズヒョウ













貯金がほとんどないが、年金だけで暮らしていけるだろうか？

リタイア後は、旅行やレジャーを楽しみたいけど、将来お金が足りなくなるのではないか心配だ。

どこかで「老後資金には１億円必要！」って見たけど、そんなに必要なの？

老後の暮らし
"お金"に関して様々な心配や不安がある

「長期家計プラン（キャッシュフロー表）」
を作ってみる

将来の家計の状況が「可視化」されるので
先を見通せるようになる

それにより、
①"お金"に関する問題点が生じるのか、経済的なゆとりがあるのかないのかがハッキリする
②今、何をすべきかが分かり、家計見直しのキッカケを与えてくれる
③資金をいつまでにいくら準備しなければならないか、数値目標が明らかになる

 問題がある場合
・夫婦で解決策を考える ⇒ 夫婦の会話が増す

対策を履行する　（①支出を減らす、
  ②収入を増やす、③お金を増やす）

①定年後の漠然とした経済的不安が軽減する
②ライフイベントの実現可能性が高まる

解決策（対策）に基づき、「長期家計プラン
（キャッシュフロー表）」を見直す
※なおかつマイナスが解消されなければ、
再度対応策を検討する

長期家計プランの作成により、定年後の漠然とした経済的不安が軽減し、
ライフイベントの実現可能性が高まるまでの流れ

「年間収支」や「資産残高」に
問題がないか（マイナスになってないか等）
チェックする
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		●老後の生活についての考え方 ロウゴ セイカツ カンガ カタ														（％）

				世帯主
の年齢 セタイ ヌシ ネンレイ		回答数
　　（人） カイトウスウ ヒト		それほど心配していない シンパイ		心配である シンパイ						無回答 ムカイトウ

												多少心配
である タショウ シンパイ		非常に心配
である ヒジョウ シンパイ

		2人
以上の
世帯 ニン イジョウ セタイ		20歳代　　		25		12		88.0		36.0		52.0		0

				30歳代　　		231		11.3		87.9		46.8		41.1		0.9

				40歳代　　		355		12.1		86.8		43.4		43.4		1.1

				50歳代　　		435		15.2		83.9		44.4		39.5		0.9

		単身
世帯 タンシン セタイ		20歳代　　		646		16.3		83.7		42.3		41.5		0

				30歳代　　		438		13.0		87.0		31.7		55.3		0

				40歳代　　		440		14.8		85.2		30.7		54.5		0

				50歳代　　		395		13.2		86.8		28.1		58.7		0





Sheet32

		主な年齢の平均余命 オモ ネンレイ ヘイキン ヨメイ				(年) ネン

		年齢 ネンレイ		男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

		0歳 サイ		80.98		87.14

		54歳 サイ		28.91		34.46

		55歳 サイ		28.02		33.53

		60歳 サイ		23.67		28.91

		65歳 サイ		19.55		24.38

		平成28年簡易生命表より ヘイセイ ネン カンイ セイメイ ヒョウ
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				■高齢無職世帯の1ヵ月の家計収支 コウレイ ムショク セタイ ゲツ カケイ シュウシ				高齢夫婦無職世帯
（夫65歳以上、妻60歳以上） コウレイ フウフ ムショク セタイ オット サイ イジョウ ツマ サイ イジョウ		高齢単身無職世帯
（単身無職世帯） コウレイ タンシン ムショク セタイ タンシン ムショク セタイ

				収入合計（実収入）  シュウニュウ ゴウケイ ジツシュウニュウ				212,835		120,093

						公的年金など社会保障給付 コウテキ ネンキン シャカイ ホショウ キュウフ		193,051		111,375

						その他（勤め先収入等） タ ツト サキ シュウニュウ トウ		19,784		8,718



				支出合計 シシュツ ゴウケイ				267,545		156,404

				　消費支出 ショウヒ シシュツ				237,690		143,959

						食料 ショクリョウ		64,827		36,200

						住居 ジュウキョ		14,700		12,402

						光熱・水道 コウネツ スイドウ		18,851		12,643

						家具・家事用品 カグ カジ ヨウヒン		9,017		5,512

						被服・履物 ヒフク ハキモノ		6,675		4,217

						保健医療 ホケン イリョウ		15,044		7,967

						交通・通信 コウツウ ツウシン		25,256		12,480

						教育 キョウイク		1		27

						教養娯楽 キョウヨウ ゴラク		26,303		17,374

						その他の消費支出 タ ショウヒ シシュツ		57,016		35,137

				　非消費支出（税金・社会保険料） ヒ ショウヒ シシュツ ゼイキン シャカイ ホケンリョウ				29,855		12,445



				不足分 フソクブン				(54,710)		(36,311)

						　　　　　　　　　　　　総務省「家計調査」平成28年 ソウムショウ カケイ チョウサ ヘイセイ ネン
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		離職時の年齢    29歳以下（※１） リショク ジ ネンレイ サイ イカ				30～44歳 サイ				45～59歳 サイ				60～64歳 サイ

		賃金日額（ｗ円） チンギン ニチガク エン		給付率 キュウフ リツ		賃金日額（ｗ円） チンギン ニチガク エン		給付率 キュウフ リツ		賃金日額（ｗ円） チンギン ニチガク エン		給付率 キュウフ リツ		賃金日額（ｗ円） チンギン ニチガク エン		給付率 キュウフ リツ

		2,470円以上4,940円未満 エン イジョウ エン ミマン		80%		2,470円以上4,940円未満 エン イジョウ エン ミマン		80%		2,470円以上4,940円未満 エン イジョウ エン ミマン		80%		2,470円以上4,940円未満 エン イジョウ エン ミマン		80%

		4,940円以上12,140円以下（※２） エン イジョウ エン イカ		80％～50％		4,940円以上12,140円以下（※２） エン イジョウ エン イカ		80％～50％		4,940円以上12,140円以下（※２） エン イジョウ エン イカ		80％～50％		4,940円以上10,920円以下（※３） エン イジョウ エン イカ		80％～45％

		12,140円超13,420円以下 エン チョウ エン イカ		50%		12,140円超14,910円以下 エン チョウ エン イカ		50%		12,140円超16,410円以下 エン チョウ エン イカ		50%		10,920円超15,650円以下 エン チョウ エン イカ		45%

		13,420円（上限額）超 エン ジョウゲンガク チョウ		50%		14,910円（上限額）超 エン ジョウゲンガク チョウ		50%		16,410円（上限額）超 エン ジョウゲンガク チョウ		50%		15,650円（上限額）超 エン ジョウゲンガク チョウ		45%

		※１ 離職時の年齢が６５歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合も、この給付率を使用する。 リショク ジ ネンレイ サイ イジョウ カタ コウネンレイ キュウショク シャ キュウフキン ジュキュウ バアイ キュウフ リツ シヨウ

		※２ 基本手当日額＝（－ｗ2＋24,140ｗ）／24,000 キホン テアテ ニチガク

		※３ 基本手当日額＝（－7ｗ2＋130,260ｗ）／119,600 又は ＝ 0.05ｗ＋4,368 のいずれか低い方の額 キホン テアテ ニチガク マタ ヒク ホウ ガク
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		1．これまでの年金加入期間 ネンキン カニュウ キカン

		国民年金（a） コクミン ネンキン								船員保険（c） センイン ホケン				年金加入期間 合計

（a+b+c） ネンキン カニュウ キカン ゴウケイ		合算対象期間等

（d） ガッサン タイショウ キカン トウ				受給資格期間

（a+b+c+d） ジュキュウ シカク キカン

		第1号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ				第3号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ		国民年金 計 コクミン ネンキン ケイ

		３６月 ツキ				０月 ツキ		３６月 ツキ		０月 ツキ

		厚生年金保険（b） コウセイ ネンキン ホケン												３００月 ツキ		０月 ツキ				３００月 ツキ

		一般厚生年金 イッパン コウセイ ネンキン				公務員厚生年金 コウムイン コウセイ ネンキン		私学共済厚生年金 シガク キョウサイ コウセイ ネンキン		厚生年金保険 計 コウセイ ネンキン ホケン ケイ

		２６４月 ツキ				０月 ツキ		０月 ツキ		２６４月 ツキ



		２．これまでの加入実績に応じた年金額と カニュウ ジッセキ オウ ネンキンガク

		　 【参考】これまでの保険料納付額（累計額） サンコウ ホケンリョウ ノウフ ガク ルイケイガク										加入実績に応じた年金額（年額） カニュウ ジッセキ オウ ネンキンガク ネンガク						保険料納付額（累計額） ホケンリョウ ノウフ ガク ルイケイガク



		　（1） 国民年金 コクミン ネンキン										老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン						国民年金保険料（第1号被保険者） コクミン ネンキン ホケンリョウ ダイ ゴウ ヒホケンシャ

												４２８，６１５円 エン						０円 エン

		　（2） 厚生年金保険 コウセイ ネンキン ホケン										老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン						厚生年金保険料（被保険者負担額） コウセイ ネンキン ホケンリョウ ヒホケンシャ フタン ガク

				一般厚生年金被保険者期間 イッパン コウセイ ネンキン ヒホケンシャ キカン								６２０，０００円 エン						７，５６０，０００円 エン

				公務員厚生年金被保険者期間 コウムイン コウセイ ネンキン ヒホケンシャ キカン								０円 エン						０円 エン

				私学共済厚生年金被保険者期間 シガク キョウサイ コウセイ ネンキン ヒホケンシャ キカン								０円 エン						０円 エン



		　（1）と（2）の合計 ゴウケイ										１，０４８，６１５円 エン						７，５６０，０００円 エン
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基金加入期間について
厚生年金保険加入期間のうち、厚生年金基金（企業年金）に加入していた期間
【厚生年金基金についてのお問い合わせ】
　・加入期間が１０年未満で脱退された方
　　→ 企業年金連合会（相談室：0570-02-2666）
　・加入期間が１０年以上で脱退された方と現在加入中の方
　　→ お勤め先（または当時のお勤め先）が加入されている厚生年金基金
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				個人年金(生命保険、全労済、ＪＡ共済など)



				個人型確定拠出年金（iDeCo）



														厚生年金基金
(加算部分) コウセイ ネンキン キキン カサン				確定給付
企業年金 カクテイ キュウフ キギョウ ネンキン		企業型
確定拠出
企業年金 キギョウガタ カクテイ キョシュツ キギョウ ネンキン

																								年金払い
退職給付 ネンキン ハラ タイショク キュウフ				　　３階部分 カイ ブブン





														(代行部分)



						付加年金 フカ ネンキン		国民年金基金 コクミン ネンキン キキン						厚生年金 コウセイ ネンキン														　　２階部分 カイ ブブン







				国民年金(基礎年金) コクミン ネンキン キソ ネンキン										国民年金(基礎年金) コクミン ネンキン キソ ネンキン														国民年金(基礎年金) コクミン ネンキン キソ ネンキン								１階
部分 カイ ブブン





				第１号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ										第２号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ														第３号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ								種別 シュベツ



				自営業者、学生、
非正規雇用者 等 ジエイギョウ シャ ガクセイ ヒ セイキ コヨウ シャ トウ										会社員等 カイシャイン トウ										公務員 				専業主婦 等 センギョウ シュフ トウ

				日本国内に住所を有する
20歳以上60歳未満の者 ニホン コクナイ ジュウショ ユウ サイ イジョウ サイ ミマン モノ										厚生年金被保険者で65歳未満の者 コウセイ ネンキン ヒホケンシャ サイ ミマン モノ														第2号被保険者に扶養されて
いる20歳以上60歳未満の
配偶者（年収130万円未満*） ダイ ゴウ ヒホケンシャ フヨウ サイ イジョウ サイ ミマン ハイグウシャ ネンシュウ マンエン ミマン

				約１，７４２万人 ヤク マン ニン										約４，０４０万人 ヤク マンニン														約９３２万人 ヤク マンニン
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		課税退職所得額（Ａ）		所得税（Ｂ）％		控除額（Ｃ）円		　税額＝（（Ａ）×（Ｂ）－（Ｃ）×102.1％

		　１９５万円以下		5		0		　（（Ａ）×5％　        　　　　　）×102.1

		　１９５万円超　　３３０万円以下		10		97,500		　（（Ａ）×10％－     97,500円）×102.1

		　３３０万円超　　６９５万円以下		20		427,500		　（（Ａ）×20％－   427,500円）×102.1

		　６９５万円超　　９００万円以下		23		636,000		　（（Ａ）×23％－  　636,000円）×102.1

		　９００万円超　１８００万円以下		33		1,536,000		　（（Ａ）×33％－ 1,536,000円）×102.1

		１８００万円超　４０００万円以下 マンエン イカ		40		2,796,000		　（（Ａ）×40％－ 2,796,000円）×102.1

		４０００万円超		45		4,796,000		　（（Ａ）×45％－ 4,796,000円）×102.1



												課税所得		税率（％） リツ		控除額（円） エン

												　１９５万円以下		５		０

												　１９５万円超　　３３０万円以下		１０		９７，５００

												　３３０万円超　　６９５万円以下		２０		４２７，５００

												　６９５万円超　　９００万円以下		２３		６３６，０００

												　９００万円超　１８００万円以下		３３		１，５３６，０００

												１８００万円超　４０００万円以下 マンエン イカ		４０		２，７９６，０００

												４０００万円超		４５		４，７９６，０００
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				年金 ネンキン		一時金 イチジキン

		国民年金
厚生年金保険
（共済年金） コクミン ネンキン コウセイ ネンキン ホケン キョウサイ ネンキン		雑所得（公的年金等控除の適用あり）
障害・遺族年金は非課税 ザツショトク コウテキ ネンキン トウ コウジョ テキヨウ ショウガイ イゾク ネンキン ヒカゼイ		死亡・脱退一時金は非課税 シボウ ダッタイ イチジキン ヒカゼイ

		厚生年金基金 コウセイ ネンキン キキン		雑所得（公的年金等控除の適用あり）
障害・遺族年金は非課税 ザツショトク ネンキン		【退職】を事由とする一時金
　 退職所得（退職所得控除の適用あり）
【退職以外】を事由とする一時金
　 一時所得
障害・遺族一時金は非課税 タイショク ジユウ イチジキン タイショク ショトク タイショク ショトク コウジョ テキヨウ イガイ イチジ ショウガイ イゾク イチジキン ヒカゼイ

		確定給付企業年金 カクテイ キュウフ キギョウ ネンキン		加入者拠出相当分を除き、
　雑所得（公的年金等控除の適用あり）　
障害年金は非課税
遺族年金は相続税 ザツショトク コウテキ ネンキン トウ コウジョ テキヨウ ショウガイ ネンキン ヒカゼイ イゾク ネンキン ソウゾク		【退職】を事由とする一時金
　加入者拠出相当分を除き、
　退職所得（退職所得控除の適用あり）
【退職以外】を事由とする一時金
　加入者拠出相当分を除き、
　 一時所得
障害一時金は非課税
遺族一時金は相続税 タイショク ショトク イガイ ショウガイ イチジキン ヒカゼイ イゾク イチジキン ソウゾク

		確定拠出年金 カクテイ キョシュツ ネンキン		雑所得（公的年金等控除の適用あり）
障害年金は非課税 ザツショトク コウテキ ネンキン トウ コウジョ テキヨウ		【退職】を事由とする一時金
　 退職所得（退職所得控除の適用あり）
【退職以外】を事由とする一時金
　 障害一時金は非課税
　死亡一時金は相続税 タイショク ショトク イガイ ショウガイ イチジキン ヒカゼイ シボウ イチジキン ソウゾク

		国民年金基金 コクミン ネンキン キキン		雑所得（公的年金等控除の適用あり） ザツショトク コウテキ ネンキン トウ コウジョ テキヨウ		遺族一時金は非課税 イゾク イチジキン ヒカゼイ

		中小企業退職金共済 チュウショウ キギョウ タイショク キン キョウサイ		雑所得（公的年金等控除の適用あり） ザツショトク コウテキ ネンキン トウ コウジョ テキヨウ		【退職】を事由とする一時金
　 退職所得（退職所得控除の適用あり）
【退職以外】を事由とする一時金
　 一時所得 タイショク ショトク イガイ イチジ ショトク

		個人年金（保険型） コジン ネンキン ホケン ガタ		加入者拠出相当分を除き、
　雑所得（公的年金等控除の適用あり）　 ザツショトク コウテキ ネンキン トウ コウジョ テキヨウ		加入者拠出相当分を除き、
　一時所得 イチジ ショトク

				資料：企業年金連合会「企業年金に関する基礎資料」 シリョウ キギョウネンキンレンゴウカイ キギョウ ネンキン カン キソ シリョウ
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		平成２９年度の参考指標 ヘイセイ ネンド サンコウ シヒョウ

		・物価変動率 ブッカ ヘンドウ リツ		・・・		▲０．１％

		・賃金変動率 チンギン ヘンドウリツ		・・・		▲１．１％

		・マクロ経済スライドによる調整率 ケイザイ チョウセイ リツ		・・・		▲０．５％

										○ 平成２９年度の新規裁定者（６７歳以下の方）の年金額の例 ヘイセイ ネンド シンキ サイテイシャ サイ イカ カタ ネンキンガク レイ

												平成２８年度（月額） ヘイセイ ネンド ゲツガク		平成２９年度（月額） ヘイセイ ネンド ゲツガク

										国民年金 コクミン ネンキン		６５，００８円 エン		６４，９４１円
（▲６７円） エン エン

										（老齢年金（満額）：１人分） ロウレイ ネンキン マンガク ヒト ブン

										厚生年金 コウセイ ネンキン		２２１，５０４円 エン		２２１，２７７円
（▲２２７円） エン エン

										（夫婦２人分の老齢基礎年金を
　含む標準的な年金額） フウフ ヒト ブン ロウレイ キソ ネンキン フク ヒョウジュンテキ ネンキンガク
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		物価　＞　賃金　＞　０ ブッカ チンギン										０　＞　物価　＞　賃金 ブッカ チンギン												　　物価　＞　０　＞　賃金 ブッカ チンギン



										物価変動率 ブッカ ヘンドウ リツ

																														物価変動率 ブッカ ヘンドウ リツ



										賃金変動率 チンギン ヘンドウリツ										物価変動率 ブッカ ヘンドウ リツ																現行ルール ゲンコウ





																				賃金変動率 チンギン ヘンドウリツ																平成33年度以降 ヘイセイ ネンド イコウ



																														賃金変動率 チンギン ヘンドウリツ













伸び率０
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		●高額介護サービス費における限度額（月額） コウガク カイゴ ヒ ゲンド ガク ゲツガク								●高額医療・高額介護合算療養費制度における限度額（年額） コウガク イリョウ コウガク カイゴ ガッサン リョウヨウ ヒ セイド ゲンド ガク ネンガク

		所得の段階区分 ショトク ダンカイ クブン				世帯の上限額 セタイ ジョウゲン ガク				所得区分 ショトク クブン		70歳未満 サイ ミマン		70歳以上74歳未満 サイ イジョウ サイ ミマン		75歳以上 サイ イジョウ

		①現役並み所得者（課税所得145万円以上で65歳以上の人） ゲンエキ ナ ショトクシャ カゼイ ショトク マンエン イジョウ サイ イジョウ ヒト				44,400円 エン				①月収83万円以上 ゲッシュウ マンエン イジョウ		212万円 マンエン		67万円 マンエン		67万円 マンエン

		②一般（①、③～⑤に該当しない者） イッパン ガイトウ モノ				37,200円 エン				②月収53～79万円 ゲッシュウ マンエン		141万円 マンエン

		③市町村民税非課税者 シチョウソン ミン ゼイ ヒカゼイ モノ				24,600円 エン				③月収28～50万円 ゲッシュウ マンエン		67万円 マンエン

				④うち課税年金収入額＋合計所得金額が80万円以下 カゼイ ネンキン シュウニュウ ガク ゴウケイ ショトク キンガク マンエン イカ		個人15,000円 コジン エン				④月収26万円以下 ゲッシュウ マンエンイカ		60万円 マンエン		56万円 マンエン		56万円 マンエン

				⑤うち老齢福祉年金受給者など ロウレイ フクシ ネンキン ジュキュウシャ						⑤市町村民税非課税者（低所得者） シチョウソン ミン ゼイ ヒカゼイ シャ テイ ショトクシャ		34万円 マンエン		31万円 マンエン		31万円 マンエン

										⑥所得が一定基準に満たない場合等 ショトク イッテイ キジュン ミ バアイ トウ				19万円 マンエン		19万円 マンエン







Sheet19

				医療費　100万円 イリョウヒ マンエン

				窓口負担 30万円 マドグチ フタン マンエン



														総医療費 ソウ イリョウヒ		100万円 マンエン		200万円 マンエン		300万円 マンエン

														自己負担分 ジコ フタン ブン		30万円 マンエン		60万円 マンエン		90万円 マンエン

														自己負担限度額 ジコ フタン ゲンド ガク		87,430円 エン		97,430円 エン		107,430円 エン
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																		（上限） ジョウゲン

		退職前６ヶ月の平均給与額 タイショク ゼン ゲツ ヘイキン キュウヨガク		10万円 マンエン		15万円 マンエン		20万円 マンエン		25万円 マンエン		30万円 マンエン		35万円 マンエン		40万円 マンエン		469,500円 ５００エン

		基本手当日額 キホン テアテ ニチガク		2,666		3,982		4,659		4,785		4,868		5,249		5,999		7,042

		基本手当月額（28日分） キホン テアテ ゲツガク ニチ ブン		74,648		111,496		130,452		133,980		136,304		146,972		167,972		197,176

				賃金日額 チンギン ニチガク		給付率 キュウフ リツ

		10万 マン		3,333		0.8		2,666.4

		15万 マン		5,000		3,982		4,618

		20万 マン		6,666		4,659		4,701

		25万 マン		8,333		5,012		4,785

		30万 マン		10,000		5,038		4,868

		35万 マン		11,666		0.45		5,249.7

		40万 マン		13,333		0.45		5,999.9

		469,500		15,650		0.45		7,042.5
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就職

60歳

65歳

20歳　  22歳

定年・再雇用

完全退職
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				5年間、
任意加入した場合 ネンカン		保険料総額：16,260円×60月＝975,600円 ホケンリョウ ソウガク エン ツキ エン

						増加年金額：780,100円×60月/480月≒97,500円 ゾウカ ネンキンガク エン ツキ ツキ エン





				5年間、付加保険
料を納付した場合 ネンカン フカ ホケン リョウ ノウフ		保険料総額：400円×60月＝24,000円 ホケンリョウ ソウガク エン ツキ エン

						増加年金額：200円×60月＝12,000円 ゾウカ ネンキンガク エン ツキ エン
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		概念図 ガイネンズ		源泉徴収票上の表記 ウエ ヒョウキ

		（1）給与収入（年収） キュウヨ シュウニュウ ネン		①		支払金額						7,000,000円 エン

		（2）給与所得控除 キュウヨ ショトク コウジョ						700万円×10％＋120万円 マンエン マンエン		 ＝		1,900,000円 エン

		（3）給与所得 キュウヨ ショトク		②		給与所得控除後の金額 キュウヨ ショトク コウジョ ゴ キンガク		（1）－（2）		 ＝		5,100,000円 エン

		（4）各種所得控除 カクシュ ショトク コウジョ		③		所得控除の額の合計額 ショトク コウジョ ガク ゴウケイ ガク		 ⑤配偶者控除（38万円）＋⑦扶養控除（63万円）
 ＋⑧社会保険料控除（901,604円）＋⑨生命保険料控除（5万円）
 ＋⑨地震保険料控除（13,000円）＋基礎控除（38万円）		 ＝		2,354,604円 エン

		（5）課税所得 カゼイ ショトク						（3）－（4）　　　（千円未満切捨て） センエン ミマン キリス		 ＝		2,745,000円 エン

		（6）所得税 ショトクゼイ		④		源泉徴収税額 ゲンセン チョウシュウ ゼイガク		（2,745,000円×10％－97,500円）×102.1％ エン エン		 ＝		  180,717円 エン

						　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※平成25年から平成49年まで復興特別所得税（2.1％）が加算される。 ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン フッコウ トクベツ ショトクゼイ カサン





Sheet14

		給与収入 キュウヨ シュウニュウ



		給与所得控除 キュウヨ ショトク コウジョ		給与所得 キュウヨ ショトク						　給与所得＝給与収入－給与所得控除 キュウヨ ショトク キュウヨ シュウニュウ キュウヨ ショトク コウジョ



				各種所得控除 カクシュ ショトク コウジョ		課税所得 カゼイ ショトク				　課税所得＝給与所得－各種所得控除 カゼイ ショトク キュウヨ ショトク カクシュ ショトク コウジョ



								所得税 ショトクゼイ		　所得税＝（課税所得×税率－控除額）－税額控除 ショトクゼイ カゼイ ショトク ゼイリツ コウジョ ガク ゼイガク コウジョ
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		控除名 コウジョ メイ				控除額 コウジョ ガク		内容 ナイヨウ

		基礎控除 キソ コウジョ				38万円 マンエン		全員が一律に受けられる控除 ゼンイン イチリツ ウ コウジョ

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ				38万円 マンエン		所得が38万円（年収103万円）以下の奥さんがいると受けられる控除 ショトク マンエン ネンシュウ マンエン イカ オク ウ コウジョ

		配偶者特別控除 ハイグウシャ トクベツ コウジョ				3～38万円 マンエン		所得が38万円を超え76万円未満の奥さんがいると受けられる控除 ショトク マンエン コ マンエン ミマン オク ウ コウジョ

		扶養控除 フヨウ コウジョ		（一般） イッパン		38万円 マンエン		16歳以上の子どもや親を養っていると受けられる控除 サイ イジョウ コ オヤ ヤシナ ウ コウジョ

				（特別扶養親族） トクベツ フヨウ シンゾク		63万円 マンエン		所得が38万円以下の19歳から22歳の子どもがいると受けられる控除 ショトク マンエン イカ サイ サイ コ ウ コウジョ

				（同居老親） ドウキョ ロウシン		58万円 マンエン		公的年金が158万円以下で70歳以上の親と同居し養っていると受けられる控除 コウテキ ネンキン マンエン イカ サイ イジョウ オヤ ドウキョ ヤシナ ウ コウジョ

				（同居老親以外） ドウキョ ロウ オヤ イガイ		48万円 マンエン		公的年金が158万円以下で70歳以上の親を別居し養っていると受けられる控除 コウテキ ネンキン マンエン イカ サイ イジョウ オヤ ベッキョ ヤシナ ウ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ				年間の支払額 ネンカン シハライ ガク		年金や健康保険などを納めた分の控除 ネンキン ケンコウ ホケン オサ ブン コウジョ

		生命保険料控除 セイメイ ホケンリョウ コウジョ		（一般生命保険） イッパン セイメイ ホケン		旧：～5万円 キュウ マンエン		一般の生命保険の支払いがあると受けられる控除 イッパン セイメイ ホケン

						新：～4万円 シン マンエン

				（介護医療控除） カイゴ イリョウ コウジョ		～4万円 マンエン		新制度の介護・医療保険の支払いがあると受けられる控除 シンセイド カイゴ イリョウ ホケン

				（個人年金） コジン ネンキン		旧：～5万円 キュウ マンエン		個人年金保険の支払いがあると受けられる控除 コジン ネンキン ホケン

						新：～4万円 シン マンエン

		地震保険料控除 ジシン ホケンリョウ コウジョ				～5万円 マンエン		地震保険の支払いがあると受けられる控除 ジシン ホケン シハラ ウ コウジョ

		雑損控除 ザッソン コウジョ				損失額－総所得金額等×10％ ソンシツガク ソウ ショトク キンガク トウ		災害や空き巣の被害にあった場合に受けられる控除 サイガイ ア ス ヒガイ バアイ ウ コウジョ

		医療費控除 イリョウヒ コウジョ				1年間の支払額－10万円 ネンカン シハライ ガク マンエン		年間の医療費の10万円又は所得金額の5％を超えた分に対する控除 ネンカン イリョウヒ マンエン マタ ショトク キンガク コ ブン タイ コウジョ

		※上記の他、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦（夫）控除、勤労学生控除、寄附金控除がある。 ジョウキ ホカ ショウ キボ キギョウ キョウサイ トウ カケキン コウジョ ショウガイシャ コウジョ カフ オット コウジョ キンロウ ガクセイ コウジョ キフキン コウジョ
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						　　賃金と年金の合計額が46万円を超えると、
　　超えた分の半額を減額する チン キン ネンキン ゴウケイ ガク マンエン コ コ ブン ハンガク ゲンガク







						　　年金
　20万円 ネンキン マンエン										  　46万円 マンエン

														　　　　　　

														　　 192,500円

														　　（200,000円－7,500円） エン エン



				　　  





						　　賃金 チンギン

						　27.5万円 マンエン











47.5万円/月

超えた１.５万円の半額、
７，５００円を減額

在職老齢年金
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						　　賃金と年金の合計額が２８万円を超えると、
　　超えた分の半額を減額する チン キン ネンキン ゴウケイ ガク マンエン コ コ ブン ハンガク ゲンガク







						　　年金
　10万円 ネンキン マンエン										  　28万円 マンエン

														　　　8万円 マンエン







				　　  





						　　賃金 チンギン

						　22万円 マンエン









				　（ひと月あたり） ツキ



32万円

超えた４万円の半額、
２万円を減額

〔（10万円＋22万円）－28万円〕÷2＝2万円
10万円－2万円＝8万円
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		　　　　 60歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63歳　　　　　　　　　　　　　　　　　65歳 サイ サイ サイ

						報酬比例部分（1,200,000円） ホウシュウ ヒレイ ブブン エン		老齢厚生年金（1,200,000円） ロウレイ コウセイ ネンキン エン

								老齢基礎年金（780,100円） ロウレイ キソ ネンキン エン

								※65歳以降は合計1,980,100円 サイ イコウ ゴウケイ エン





				繰上げ後の報酬比例部分（65歳からは老齢厚生年金）（984,000円） クリア ゴ ホウシュウ ヒレイ ブブン サイ ロウレイ コウセイ ネンキン エン

				繰上げ後の老齢基礎年金（546,100円） クリア ゴ ロウレイ キソ ネンキン エン

				※合計1,530,100円の年金額が生涯続く。 ゴウケイ エン ネンキンガク ショウガイ ツヅ

				報酬比例部分は３６ヵ月の繰上げなので
18％減額されて受給率は82％
1,200,000円×82％＝984,000円（Ａ） ゲツ クリア ゲンガク ジュキュウ リツ エン エン		老齢基礎年金は６０ヵ月の繰上げなので
30％減額されて受給率は70％
780,100円×70％≒546,100円（Ｂ） ロウレイ キソ ネンキン ゲツ クリア ゲンガク ジュキュウ リツ エン エン

						年金額（Ａ）＋（Ｂ）≒1,530,100円 ネンキンガク エン
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		●図表１：賃金日額に応じた率 ズヒョウ チンギン ニチガク オウ リツ

		賃金日額 チンギン ニチガク		2,290円以上
4,580円未満 エン イジョウ エン ミマン		4,580円以上
10,460円未満 エン イジョウ エン ミマン		10,460円以上（超）
11,610円未満 エン イジョウ チョウ エン ミマン		11,610円超 エン チョウ

		 ６０歳未満 サイ ミマン		８０％		５０～８０％				５０％

		 ６０歳以上６５歳未満 サイ イジョウ サイ ミマン				４５～８０％		４５％



		●図表２：基本手当の所定給付日数 ズヒョウ キホン テアテ ショテイ キュウフ ニッスウ

		被保険者期間 ヒホケンシャ キカン		１年未満 ネン ミマン		１年以上
５年未満 ネン イジョウ ネン ミマン		５年以上
１０年未満 ネン イジョウ ネン ミマン		１０年以上
２０年未満 ネン イジョウ ネン ミマン		２０年以上 ネン イジョウ

		 定年退職・自己都合退職 テイネン タイショク ジコ ツゴウ タイショク		９０日 ニチ						１２０日 ニチ		１５０日 ニチ

		 解雇・倒産等による退職 カイコ トウサン トウ タイショク		９０日 ニチ		１５０日 ニチ		１８０日 ニチ		２１０日 ニチ		２４０日 ニチ
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		賃金日額 チンギン ニチガク		＝退職前６ヵ月前の税込賃金の総額÷180日
＝４５０，０００円×６ヵ月÷１８０日
＝１５，０００円（限度額超） → １４，９２０円 エン ゲツ ニチ エン ゲンド ガク チョウ エン

		基本手当日額 キホン テアテ ニチガク		＝賃金日額×図表1の額
＝１４，９２０円×４５％
＝６，７１４円（円未満切り捨て） ニチガク ズヒョウ ガク エン エン エン ミマン キ ス

		基本手当 キホン テアテ		＝基本手当日額×図表2の所定給付日数
＝６，７１４円×１５０日
＝１，００７，１００円（限度額超） キホン テアテ ニチガク ズヒョウ ショテイ キュウフ ニッスウ エン ニチ エン ゲンド ガク チョウ
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				離職時年齢 リショク ジ ネンレイ		基本手当日額 キホン テアテ ニチガク		賃金日額 チンギン ニチガク トウジツ

				６０歳以上６５歳未満 サイ イジョウ サイ ミマン		７，８１０円 エン		１５，６２０円 エン

				４５歳以上６１歳未満 サイ イジョウ サイ ミマン		６，７１４円 エン		１４，９２０円 エン
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		①番号 バンゴウ		②加入制度 カニュウ セイド		③お勤め先の名称等 ツト サキ メイショウ トウ		④資格を取得した
年月日 シカク シュトク ネンガッピ		⑤資格を喪失した
年月日 シカク ソウシツ ネンガッピ		⑥加入月数 カニュウ ツキスウ







		1		厚年 コウネン		○○株式会社 カブシキ カイシャ		平成４．４．１ ヘイセイ		平成５．１０．１ ヘイセイ		18



						（基金加入期間 キキン カニュウ キカン		平成４．４．１ ヘイセイ		平成５．１０．１ ヘイセイ		）



		2		国年 コクネン		第１号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ		平成５．１０．１ ヘイセイ		平成７．４．１ ヘイセイ		18



						（空いている期間があります。 ア キカン						）



		3		厚年 コウネン		△△株式会社 カブシキ カイシャ		平成７．１０．１ ヘイセイ		平成１６．４．１ ヘイセイ		102



		4		国年 コクネン		第３号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ		平成１６．４．１ ヘイセイ				120





				㋐

				㋑

				㋒
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		加給年金額 カキュウ ネンキン ガク

		配偶者の加給年金額 ハイグウシャ カキュウ ネンキン ガク				子の加給年金額 コ カキュウ ネンキン ガク

		受給者の生年月日 ジュキュウシャ セイネン ガッピ		加給年金額 カキュウ ネンキン ガク		対象となる子 タイショウ コ		加給年金額 カキュウ ネンキン ガク

		　昭18.4.2以降 アキラ イコウ		390,100円 エン		１人目・２人目の子 ヒト メ ヒト メ コ		各224,500円 カク エン

						　 ３人目以降の子 ヒト メ イコウ コ		　　　 各 74,800円 カク エン

		振替加算額 フリカエ カサンガク

		生年月日 セイネン ガッピ		振替加算額 フリカエ カサンガク		生年月日 セイネン ガッピ		振替加算額 フリカエ カサンガク

		　 昭31.4.1以前 アキラ イゼン		略 リャク		昭34.4.2～昭35.4.1 アキラ ショウ		26,900円 エン

		昭31.4.2～昭32.4.1 アキラ ショウ		44,900円 エン		昭35.4.2～昭36.4.1 アキラ ショウ		20,900円 エン

		昭32.4.2～昭33.4.1 アキラ ショウ		38,800円 エン		昭36.4.2～昭41.4.1 アキラ ショウ		15,000円 エン

		昭33.4.2～昭34.4.1 アキラ ショウ		33,000円 エン		　 昭41.4.2～ アキラ		 　　　　　　－
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		2．老齢年金の種類と見込額（１年間の受取見込額） ロウレイ ネンキン シュルイ ミコミ ガク ネン カン ウケト ミコミ ガク

		受給開始年齢 ジュキュウ カイシ ネンレイ						歳～ サイ		歳～ サイ		６４ 歳～ サイ		６５ 歳～ サイ

		（1）国民年金 コクミン ネンキン												老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

														７４１，０００円 エン

		（2）厚生年金保険 コウセイ ネンキン ホケン						特別支給の・・ トクベツ シキュウ		特別支給の・・ トクベツ シキュウ		特別支給の老齢厚生年金 トクベツ シキュウ ロウレイ コウセイ ネンキン		老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン

				一般厚生年金期間 イッパン コウセイ ネンキン キカン								（報酬比例部分） ホウシュウ ヒレイ ブブン		（報酬比例部分） ホウシュウ ヒレイ ブブン

												１，２２０，０００円 エン		１，２２０，０００円 エン

												（定額部分） テイガク ブブン		（経過的加算部分） ケイカテキ カサン ブブン

												円 エン		４５６円 エン











		（1）と（2）の合計 ゴウケイ										１，２２０，０００円 エン		１，９６１，４５６円 エン
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						個人年金(生命保険、全労済、ＪＡ共済など)



																厚生年金
基金
(加算部分) コウセイ ネンキン キキン カサン		確定給付
企業年金 カクテイ キュウフ キギョウ ネンキン		確定拠出
企業年金 カクテイ キョシュツ キギョウ ネンキン

																								年金払い
退職給付 ネンキン ハラ タイショク キュウフ				　　３階部分 カイ ブブン



														DC

																(代行部分)

																								(共済年金) キョウサイ ネンキン

						付加年金 フカ ネンキン		国民年金基金 コクミン ネンキン キキン		確定 カクテイ														平成27年10月厚生年金に統合 ヘイセイ ネン ツキ コウセイ ネンキン トウゴウ				　　２階部分 カイ ブブン

										拠出 キョシュツ				　　　　厚生年金 コウセイ ネンキン

										年金 ネンキン

										(DC)

				国民年金(基礎年金) コクミン ネンキン キソ ネンキン										　　　　　　国民年金(基礎年金) コクミン ネンキン キソ ネンキン														国民年金(基礎年金) コクミン ネンキン キソ ネンキン								１階
部分 カイ ブブン





				第１号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ										第２号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ														第３号被保険者 ダイ ゴウ ヒホケンシャ								種別 シュベツ



				自営業者、学生、
非正規雇用者 等 ジエイギョウ シャ ガクセイ ヒ セイキ コヨウ シャ トウ										会社員、公務員 等 カイシャイン コウムイン トウ														専業主婦 等 センギョウ シュフ トウ

				日本国内に住所を有する
20歳以上60歳未満の者 ニホン コクナイ ジュウショ ユウ サイ イジョウ サイ ミマン モノ										厚生年金被保険者で65歳未満の者 コウセイ ネンキン ヒホケンシャ サイ ミマン モノ														第2号被保険者に扶養されて
いる20歳以上60歳未満の
配偶者（年収130万円未満*） ダイ ゴウ ヒホケンシャ フヨウ サイ イジョウ サイ ミマン ハイグウシャ ネンシュウ マンエン ミマン

				約１，７４２万人 ヤク マン ニン										約４，０４０万人 ヤク マンニン														約９３２万人 ヤク マンニン
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		（別添　様式2） ベッテン ヨウシキ

		わが家の収支状況及び財産一覧表 ヤ シュウシ ジョウキョウ オヨ ザイサン イチラン ヒョウ

		①「1年間のわが家の収支状況」 ネンカン ヤ シュウシ ジョウキョウ												（この欄にご記入ください） ラン キニュウ

										記入例
（万円） キニュウ レイ マンエン		記入欄
（万円） キニュウ ラン マンエン		記入上の注意事項 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ

		収　入 オサム ニュウ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						690				税込み収入額（賞与を含む） ゼイコミ シュウニュウ ガク ショウヨ フク

				その他の収入（本人） タ シュウニュウ ホンニン						0				退職金や生命保険満期返戻金、副収入など タイショクキン セイメイ ホケン マンキ ヘンレイキン フクシュウニュウ

				その他の収入（配偶者等） タ シュウニュウ ハイグウシャ トウ						0				税込み収入額（賞与を含む） ゼイコミ シュウニュウ ガク ショウヨ フク

				<収入合計> シュウニュウ ゴウケイ						690

		支　出 シ シュツ		基礎的消費支出 キソテキ ショウヒ シシュツ						222				①～⑦の合計値 ゴウケイチ

						①		食費 ショクヒ		84

						②		住居（住宅ローンを除く） ジュウキョ ジュウタク ノゾ		14				家賃・地代、建物等の小修繕費・維持管理サービス費など ヤチン チダイ タテモノ トウ ショウ シュウゼンヒ イジ カンリ ヒ

						③		光熱・水道 コウネツ スイドウ		30

						④		家具・家事用品 カグ カジ ヨウヒン		14

						⑤		被服・履物 ヒフク ハキモノ		17

						⑥		保健・医療 ホケン イリョウ		13				病院へ支払う医療費、薬局での医薬品購入など ビョウイン シハラ イリョウヒ ヤッキョク イヤクヒン コウニュウ

						⑦		交通・通信 コウツウ ツウシン		50				通勤費・自動車維持費用（ガソリン代など）・自転車費用，固定・携帯電話費用等 ツウキン ヒ ジドウシャ イジ ヒヨウ ダイ ジテンシャ ヒヨウ コテイ ケイタイ デンワ ヒヨウ トウ

				その他の消費支出 タ ショウヒ シシュツ						86				⑧～⑨の合計値 ゴウケイチ

						⑧		教育費 キョウイクヒ		0				授業料、通学費等 ジュギョウリョウ ツウガク ヒ トウ

						⑨		その他 タ		86				仕送り、介護サービス費、理美容費、身の回り用品、交際費、こづかい等 シオク カイゴ ヒ リビヨウ ヒ ミ マワ ヨウヒン コウサイ ヒ トウ

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ						130				所得税・住民税・厚生年金・健康保険料等（源泉徴収票で確認） ショトクゼイ ジュウミンゼイ コウセイ ネンキン ケンコウ ホケンリョウ トウ ゲンセン チョウシュウ ヒョウ カクニン

				ローン返済 ヘンサイ						120				住宅ローン、車のローン等 ジュウタク クルマ トウ

				生命・個人年金・自動車保険料 セイメイ コジン ネンキン ジドウシャ ホケンリョウ						36				生命保険会社や郵便局等でかけている保険等の掛金 セイメイ ホケン カイシャ ユウビンキョク トウ ホケン トウ カケキン

				趣味娯楽費 シュミ ゴラクヒ						40				趣味娯楽（レジャー・スポーツ・習い事・書籍や音楽購入等にかかる費用） シュミ ゴラク ナラ ゴト ショセキ オンガク コウニュウ トウ ヒヨウ

				大型出費 オオガタ シュッピ						0				海外旅行、家の大規模リフォーム、車の一括購入など カイガイ リョコウ イエ ダイキボ クルマ イッカツ コウニュウ

				<支出合計> シシュツ ゴウケイ						634

		収支差額 シュウシ サガク								56

		※年間の合計額をご記入ください。 ネンカン ゴウケイ ガク キニュウ

		②「現在のわが家の財産一覧表」 ゲンザイ ヤ ザイサン イチラン ヒョウ												（この欄にご記入ください） ラン キニュウ

										記入例
（万円） キニュウ レイ マンエン		記入欄
（万円） キニュウ ラン マンエン

		資産 シサン		現金 ゲンキン						50

				預貯金 ヨチョキン						600

				貸付信託・金銭信託 カシツケ シンタク キンセン シンタク						100

				公社債 コウシャサイ						40				（現在価格でご記入ください） ゲンザイ カカク キニュウ

				投資信託 トウシ シンタク						60

				株式 カブシキ						150

		資産合計 シサン ゴウケイ								1000

		（注1）公社債、投資信託、株式は現在価格で記入してください。金額は万円単位で結構です。

		（注2）財産には上記の他に、不動産、貴金属、耐久消費財（自動車、電化製品）等もありますが、上記の「現在の財産一覧表」への記入は不要です。

		（注3）資産合計欄で算出した金額は、セミナーで作成する「長期家計プラン」の「収支差額累計」の前年度貯蓄額に記載する金額となります。





Sheet3

				300





														287



		年額(万円) ネンガク マンエン

				200

														214





																										170



				100

																										127







				0

						 65				70				75				80						  85



												　　　　夫婦の年齢 フウフ ネンレイ										   84歳 サイ

																		　　【65歳男性の平均余命】 サイ ダンセイ ヘイキン ヨメイ

																												　　89歳 サイ

																								【65歳女性の平均余命】 サイ オンナ ヘイキン ヨメイ





Sheet2

		■高齢無職世帯の
　1ヵ月の家計収支(全国) コウレイ ムショク セタイ ゲツ カケイ シュウシ ゼンコク				高齢夫婦
無職世帯 コウレイ フウフ ムショク セタイ		高齢単身
無職世帯 コウレイ タンシン ムショク セタイ

		実収入 (Ａ) ジツシュウニュウ				207,347		112,207

				社会保障給付 シャカイ ホショウ キュウフ		190,800		103,767

				その他 タ		16,547		8,440

		可処分所得　(Ａ)－(Ｂ) カショブン ショトク				177,925		101,746

		消費支出 (Ｃ) ショウヒ シシュツ				239,485		143,263

				食料 ショクリョウ		60,869		33,493

				住居 ジュウキョ		16,158		13,607

				光熱・水道 コウネツ スイドウ		21,042		13,643

				家具・家事用品 カグ カジ ヨウヒン		9,788		5,592

				被服・履物 ヒフク ハキモノ		6,940		4,402

				保健医療 ホケン イリョウ		14,635		7,606

				交通・通信 コウツウ ツウシン		26,825		13,412

				教育 キョウイク		9		0

				教養娯楽 キョウヨウ ゴラク		25,968		16,257

				その他の消費支出 タ ショウヒ シシュツ		57,250		35,251

		非消費支出 (Ｂ) ヒ ショウヒ シシュツ				29,422		10,461

				直接税 チョクセツゼイ		12,582		5,485

				社会保険料 シャカイ ホケンリョウ		16,811		4,956

		収支差 (Ａ)－(Ｂ)－(Ｃ) シュウシ サ				(61,560)		(41,517)

				　　　　　　　　　　　　総務省「家計調査」平成26年 ソウムショウ カケイ チョウサ ヘイセイ ネン





Sheet1

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） 【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ

		　　本人：昭和32（1957）年5月1日生まれ（58歳）　　厚生年金支給開始：63歳 ホンニン ショウワ ネン ガツ ニチ ウ サイ コウセイ ネンキン シキュウ カイシ サイ																				配偶者：昭和35（1960）年4月20日生まれ（55歳）　厚生年金支給開始：62歳 ハイグウシャ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ サイ コウセイ ネンキン シキュウ カイシ サイ

										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ						58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ						55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80

				翔太（長男） ショウタ チョウナン						26		27		28		29		30		31		32

				美香（長女） ミカ チョウジョ						22		23		24		25		26		27		28		29		30



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												定年退職・再雇用
住宅ローン繰り上げ返済 テイネン タイショク サイコヨウ ジュウタク ク ア ヘンサイ		大規模リフォーム ダイキボ				老齢厚生年金受給開始 ロウレイ コウセイ ネンキン ジュキュウ カイシ		長男結婚 チョウナン ケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
車の買い替え カンゼン タイショク ロウレイ キソ ネンキン ジュキュウ カイシ クルマ カ カ		長女結婚
初孫誕生 チョウジョ ケッコン ハツマゴ タンジョウ		海外旅行 カイガイ リョコウ						海外旅行 カイガイ リョコウ				孫誕生 マゴ タンジョウ		海外旅行 カイガイ リョコウ						海外旅行 カイガイ リョコウ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行 カイガイ リョコウ				小規模リフォーム ショウキボ

		支            　出 ササ デ		基礎的消費支出 キソテキ ショウヒ シシュツ						253		253		253		253		253		253		253		220		220		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186

				その他の消費支出 タ ショウヒ シシュツ						104		104		104		104		104		104		104		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67		67

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ						130		130		100		100		100		110		110		50		50		50		45		45		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

				ローン返済 ヘンサイ						120		120		500

				生命・個人年金・
自動車保険料						32		32		32		32		32		32		32		14		14		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				教養娯楽費 キョウヨウ ゴラクヒ						39		39		39		39		39		39		39		34		34		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31		31

				支出小計 ササ デ ショウケイ						678		678		1,028		528		528		538		538		385		385		344		339		339		324		324		324		324		324		324		324		324		324		324		324		324		324		324

		ライフイベント費 ヒ														800						100		200		110		80						80				10		80						80				50		80				100

		支出合計 シシュツ ゴウケイ								678		678		1,028		1,328		528		538		638		585		495		424		339		339		404		324		334		404		324		324		404		324		374		404		324		424		324		324

		収支差額 オサム ササ サ ガク								12		12		1,251		(849)		(49)		19		(81)		(241)		(151)		(80)		43		43		433		13		3		(67)		13		13		(67)		13		(37)		(67)		13		(87)		13		13

		資産残高 シサン ザンダカ						500		512		524		1,775		926		877		896		815		574		423		343		386		429		862		875		878		811		824		837		770		783		746		679		692		605		618		631

		※高年齢雇用継続給付金は便宜上、在職老齢年金の減額調整分を差し引いて計算しています コウネンレイ コヨウ ケイゾク キュウフ キン ベンギ ジョウ ザイショク ロウレイ ネンキン ゲンガク チョウセイ ブン サ ヒ ケイサン
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Sheet1

				●老後の生活を心配する理由（複数回答）　※60歳未満の世帯分を集計 サイミマン セタイ ブン シュウケイ				（％）

				老後の生活を心配する理由 ロウゴ セイカツ シンパイ リユウ		2人以上
の世帯 ニン イジョウ セタイ		単身世帯 タンシン セタイ

				十分な金融資産がないから ジュウブン キンユウ シサン		70.2		74.8

				退職一時金が十分ではないから タイショク イチジキン ジュウブン		36.1		20.9

				年金や保険が十分ではないから ネンキン ホケン ジュウブン		68.1		49.7

				生活の見通しが立たないほど物価が上昇することがあり得ると考えられるから セイカツ ミトオ タ ブッカ ジョウショウ エ カンガ		25.2		20.6

				現在の生活にゆとりがなく、老後に備えて準備（貯蓄など）していないから ゲンザイ セイカツ ロウゴ ソナ ジュンビ チョチク		39.1		29.9

				再就職などにより収入が得られる見込みがないから サイシュウショク シュウニュウ エ ミコ		11.7		13.5

				家賃の上昇により生活が苦しくなると見込まれるから ヤチン ジョウショウ セイカツ クル ミコ		3.4		8.6

				マイホームを取得できる見込みがないから シュトク ミコ		6.3		6.7

				こどもなどからの援助が期待できないから エンジョ キタイ		12.9		10.9

				その他 タ		9.0		9.3

				無回答 ムカイトウ		0.2		0.0







長期間における家計の収支バランス表
（キャッシュフロー表）を作成しよう

2

長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】

現在 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後 11年後 12年後 13年後 14年後 15年後 16年後 17年後 18年後 19年後 20年後 21年後 22年後 23年後 24年後 25年後 26年後 27年後 28年後 29年後 30年後

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28
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金
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海
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① 300 200 500 200 100 80 300 80 100 50 80

800 800 800 400 400 400 400 400

74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

39 39

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

② 800 800 800 400 400 400 400 400 243 253 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292

1200

500

③ 800 800 800 1600 400 400 400 400 243 253 292 292 292 792 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292

日常生活費 360 360 360 360 360 342 342 325 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

教育費 98 98

保険料（生命保険等） 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

税金と社会保険料 195 195 195 80 80 80 80 80 29 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

ローン返済 90 90 90 420

支出小計 ④ 775 775 677 892 472 454 454 437 321 322 327 327 327 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313

⑤ 775 775 677 892 772 654 954 637 321 422 327 327 327 313 393 613 313 313 393 313 313 413 363 393 313 313 313 313 313 313 313

25 25 123 708 -372 -254 -554 -237 -78 -169 -35 -35 -35 479 -101 -321 -21 -21 -101 -21 -21 -121 -71 -101 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 

600 625 650 773 1,481 1,109 855 301 64 -14 -183 -218 -253 -288 191 90 -231 -252 -273 -374 -395 -416 -537 -608 -709 -730 -751 -772 -793 -814 -834 -855
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公
的
年
金
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年

年
齢

一郎（世帯主）

華子（配偶者）

翔太（長男）

美香（長女）

厚生年金

加給年金/振替加算

配
　
偶
　
者

給与・賞与

公
的
年
金

基礎年金

厚生年金

加給年金/振替加算

企業年金

企業年金

収入小計

支出合計 (①+④)

収支差額 (③-⑤)

資産残
高

そ
の
他
の
収
入

DC+退職金
iDeCoやその他の
臨時収入

収入合計

支
 
出

定期付き生命保険満期。

満期受取金を受領し

保険の掛金が減少した。

DC+退職金

定年退職後、再雇用制度を使っ
て65歳まで働くことにした。
再雇用後の給与は仮置きで現
在の5割とした（800×0.5≒400）。

退職金で残債を一括繰上げ返済した

60歳以降の継続雇用期間
収入小計②×20％

65歳以降の年金生活
収入小計②×12％

長女の就職に伴い教育費がなくなった


(P1)表紙







自動車リサイクル促進センター　様

長期家計プランワークシート

（令和3年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100		50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		243		253		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

				その他の収入 タ シュウニュウ		DC+退職金 タイショクキン												1200

						iDeCoやその他の臨時収入 タ リンジシュウニュウ																																500







		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		800		800		800		1600		400		400		400		400		243		253		292		292		292		792		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								195		195		195		80		80		80		80		80		29		30		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		775		775		677		892		472		454		454		437		321		322		327		327		327		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		775		775		677		892		772		654		954		637		321		422		327		327		327		313		393		613		313		313		393		313		313		413		363		393		313		313		313		313		313		313		313

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										25		25		123		708		-372 		-254 		-554 		-237 		-78 		-169 		-35 		-35 		-35 		479		-101 		-321 		-21 		-21 		-101 		-21 		-21 		-121 		-71 		-101 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 

		資産残高 シサン ザンダカ						600				625		650		773		1,481		1,109		855		301		64		(14)		(183)		(218)		(253)		(288)		191		90		(231)		(252)		(273)		(374)		(395)		(416)		(537)		(608)		(709)		(730)		(751)		(772)		(793)		(814)		(834)		(855)



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

DC+退職金

定年退職後、再雇用制度を使って65歳まで働くことにした。
再雇用後の給与は仮置きで現在の5割とした（800×0.5≒400）。

退職金で残債を一括繰上げ返済した

60歳以降の継続雇用期間
収入小計②×20％

65歳以降の年金生活
収入小計②×12％

長女の就職に伴い教育費がなくなった



(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイ ヒョウ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ																																																																						

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

		我が家の
ライフイベント ワ ヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タ シュウニュウ		DC+退職金 タイショクキン

						iDeCoやその他の
臨時収入 タ リンジシュウニュウ







		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサン ザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイ ヒョウ カイゼン レイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニン オトコ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャ オンナ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										200		200		350		200				100										60		200						60						100		50		60

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ								65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		865		865		465		465		465		465		465		254		264		217		217		217		217		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

				その他の収入 タ シュウニュウ		DC+退職金 タイショクキン												1200																				400

						iDeCoやその他の
臨時収入 タ リンジシュウニュウ						36		36		72		72		72		36		36

						子女からの食費 シジョ ショクヒ						36		36		72		72		72		36		36





		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		872		937		1009		1809		609		537		537		465		254		264		217		217		217		617		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		32		26		26		26		26		26		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		763		755		1007		657		494		446		446		429		284		316		302		302		302		296		296		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		694		646		796		629		284		416		302		302		302		296		356		511		311		311		371		311		311		411		361		371		311		311		311		311		311		311		311

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										109		182		2		1152		-85 		-109 		-259 		-164 		-30 		-152 		-85 		-85 		-85 		321		-139 		-171 		29		29		-31 		29		29		-71 		-21 		-31 		29		29		29		29		29		29		29

		資産残高 シサン ザンダカ						600				709		891		893		2,045		1,960		1,851		1,592		1,428		1,398		1,247		1,162		1,077		992		1,313		1,174		1,002		1,031		1,060		1,028		1,057		1,085		1,014		992		961		990		1,018		1,047		1,075		1,104		1,132		1,161



長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は833万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は501万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、資産が底をつく恐れは低くなった。

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした





ワークシートの記入を行う前に（必要資料・留意点）

○ 記入に必要な書類を整える
1 ねんきん定期便

毎年誕生月に日本年金機構から届くはがき（特定年齢の方は封書）。
いちばん最近のものが望ましい。

2 わが家の収支状況及び金融資産一覧表
ご自身で事前に作成いただく資料。ワークシートとは別様で送付。
昨年１年間の家計収支と現在の資産残高のまとめ。

3 ライフイベント表
ご自身で事前に作成いただく資料。ワークシートとは別様で送付。
将来ご家庭に起こりうるライフイベントを予想（希望）して記入する。

4 将来支給予定の退職金額
事務統括部から配布された退職金の見込み金額が記載された資料

3



○ 長期家計プラン作成上の留意点等
・記載する金額は、「万円単位」とする
・ご家族で話し合いながら協力して作成を

【手書きで記入する場合】
・記載は、「鉛筆」が望ましい（書き直し可能にするため）
・同じ数字が続くときは、→矢印を引いて省略を

○ 記入シート等使用資料一覧
1 長期家計プラン作成（本レジュメ）
2 長期家計プランワークシート（記入シート、紙またはExcel）
3 ねんきん定期便
4 わが家の収支状況及び金融資産一覧表
5 ライフイベント表
6 将来支給予定の退職金額

4

前掲資料



②「現在のわが家の金融資産一覧表」

記入例
（万円）

記入欄
（万円）

現金 10

預貯金 450

公社債 40

投資信託 100

株式 0

600資産合計

資
産

⑤

600

支出合計 (①+④)

収支差額 (③ -⑤)

資産残高

5

【 家族の年齢を記入】

同居している家族の名前と年齢（その年に達する年齢）を記載
・現在から同居している間だけを記入する
・晩婚社会・高齢社会を考慮し同居期間を長めに考える
・自分と配偶者の公的年金の支給開始年齢に○を付ける

【 現在の資産残高を記入】

「現在のわが家の金融資産一覧表」の
資産合計を記入
（記入欄は表の最下段左端） 600

現在 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後 11年後 12年後 13年後 14年後 15年後 16年後 17年後

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28

年

年
齢

一郎（世帯主）

華子（配偶者）

翔太（長男）

美香（長女）


収支状況＆財産

		（別添　様式2） ベッテン ヨウシキ

		わが家の収支状況及び金融資産一覧表 ヤ シュウシ ジョウキョウ オヨ キンユウ シサン イチラン ヒョウ

		①「ここ1年のわが家の収支状況」 ネン ヤ シュウシ ジョウキョウ												(年間の合計額をこの欄にご記入ください） ラン キニュウ

										記入例
（万円） キニュウ レイ マンエン		記入欄
（万円） キニュウ ラン マンエン		記入上の注意事項 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ

		収　入 オサム ニュウ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						770				税込年収（賞与を含む）
　※源泉徴収票で確認可能→【裏面参照】 ゼイコミ ネンシュウ ショウヨ フク ゲンセン チョウシュウ ヒョウ カクニン カノウ リメン サンショウ

				その他の収入 タ シュウニュウ						0				退職金や生命保険満期返戻金、副収入など タイショクキン セイメイ ホケン マンキ ヘンレイキン フクシュウニュウ

				給与・賞与等（配偶者等） キュウヨ ショウヨ トウ ハイグウシャ トウ						0				税込年収（賞与を含む） ゼイコミ ネンシュウ ショウヨ フク

				<収入合計> シュウニュウ ゴウケイ						770

		支　出 シ シュツ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ						356				①～⑨の合計値 ゴウケイチ

						①		食費 ショクヒ		95				外食費含む ガイショク ヒ フク

						②		住居費（住宅ローンを除く） ジュウキョヒ ジュウタク ノゾ		19				家賃・地代、建物等の小修繕費・維持管理サービス費など ヤチン チダイ タテモノ トウ ショウ シュウゼンヒ イジ カンリ ヒ

						③		光熱・水道費 コウネツ スイドウ ヒ		29

						④		家具・家事用品費 カグ カジ ヨウヒン ヒ		14				家具、洗剤・家事用品等 カグ センザイ カジ ヨウヒン トウ

						⑤		被服・履物費 ヒフク ハキモノ ヒ		18

						⑥		保健・医療費 ホケン イリョウ ヒ		13				病院へ支払う医療費、薬局での医薬品購入など ビョウイン シハラ イリョウヒ ヤッキョク イヤクヒン コウニュウ

						⑦		交通・通信費 コウツウ ツウシン ヒ		59				通勤費・自動車維持費用（ガソリン代など）・自転車費用，固定・携帯電話費用等 ツウキン ヒ ジドウシャ イジ ヒヨウ ダイ ジテンシャ ヒヨウ コテイ ケイタイ デンワ ヒヨウ トウ

						⑧		教養・娯楽費 キョウヨウ ゴラク ヒ		40				趣味娯楽（レジャー・書籍や音楽購入等）費用 シュミ ゴラク ショセキ オンガク コウニュウ トウ ヒヨウ

						⑨		その他の費用 タ ヒヨウ		69				こづかい、交際費、仕送り、介護サービス費、理美容費、身の回り用品、等 シオク カイゴ ヒ リビヨウ ヒ ミ マワ ヨウヒン トウ

				教育費 キョウイクヒ						98				授業料、通学費、学習塾、習いごと費用等 ジュギョウリョウ ツウガク ヒ ガクシュウジュク ナラ ヒヨウ トウ

				生命・個人年金・自動車保険料 セイメイ コジン ネンキン ジドウシャ ホケンリョウ						34				保険会社や郵便局等でかけている保険等の掛金 ホケン カイシャ ユウビンキョク トウ ホケン トウ カケキン

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ						183				所得税・住民税・厚生年金・健康保険料等※源泉徴収票等で確認可能→【裏面参照】 ショトクゼイ ジュウミンゼイ コウセイ ネンキン ケンコウ ホケンリョウ トウ ゲンセン チョウシュウヒョウ トウ カクニン カノウ リメン サンショウ

				ローン返済 ヘンサイ						96				住宅ローン、車のローン等 ジュウタク クルマ トウ

				大型出費（臨時出費） オオガタ シュッピ リンジ シュッピ						0				海外旅行、家の大規模リフォーム、車の一括購入など カイガイ リョコウ イエ ダイキボ クルマ イッカツ コウニュウ

				<支出合計> シシュツ ゴウケイ						767

		収支差額 シュウシ サガク								3

		②「現在のわが家の金融資産一覧表」 ゲンザイ ヤ キンユウ シサン イチラン ヒョウ												（この欄にご記入ください） ラン キニュウ

										記入例
（万円） キニュウ レイ マンエン		記入欄
（万円） キニュウ ラン マンエン

		資産 シサン		現金 ゲンキン						10

				預貯金 ヨチョキン						450

				公社債 コウシャサイ						40

				投資信託 トウシ シンタク						100

				株式 カブシキ						0

		資産合計 シサン ゴウケイ								600

		（注1）公社債、投資信託、株式は現在価格で記入してください。金額は万円単位で結構です。

		（注2）この資料は、他人に見せたり提出するものではありません。お手持ちの資料です。 シリョウ タニン ミ テイシュツ テモ シリョウ





家計の詳細を把握していない場合は
 日常生活費 ＝ 手取収入―（教育費＋民間の保険料＋ローン返済額＋大型出費＋前年一年間の預貯金額・投資額） 
 でおおよその金額を出すことができます。





(P1)表紙

		



公益財団法人　年金シニアプラン総合研究機構

（http：//www.nensoken.or.jp/）

長期家計プランワークシート

（平成28年度） 
　　　　　　
　　　　　　 年金ライフプラン合同セミナー

（平成２８年　　月　　日）

（注）公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構の許可なき当資料の全部又は一部の複製、転用、
　　　配布を禁じます。当資料に記載された金額等の数値は、資料の作成時点における法令、通知等
　　　に基づくものです。その後の法改正等により、変更となる場合がありますのでご留意ください。



P3総収支シート

		65歳以降の総収支【記入例】 サイイコウソウシュウシキニュウレイ																														65歳以降の総収支 サイイコウソウシュウシ

				男性が3歳年上のご夫婦で男性の寿命を90歳、女性を94歳と仮定して計算 ダンセイサイトシウエフウフダンセイジュミョウサイジョセイサイカテイケイサン

				　（65歳の人の平均余命（平成25年簡易生命表から）　男性：85歳　女性：89歳にそれぞれ5年プラス） サイヒトヘイキンヨミョウヘイセイネンカンイセイメイヒョウダンセイサイジョセイサイネン																														　（65歳の人の平均余命（平成25年簡易生命表から）　男性：85歳　女性：89歳） サイヒトヘイキンヨミョウヘイセイネンカンイセイメイヒョウダンセイサイジョセイサイ

		65歳以降の収入（概算） サイイコウシュウニュウガイサン																										（単位：万円） タンイマンエン				65歳以降の収入（概算） サイイコウシュウニュウガイサン																										（単位：万円） タンイマンエン

				年金収入 ネンキンシュウニュウ																														年金収入 ネンキンシュウニュウ

						年金収入 ネンキンシュウニュウ				公的
年金 コウテキネンキン				企業
年金 キギョウネンキン				計 ケイ		受取期間 ウケトリキカン								計 ケイ								年金収入 ネンキンシュウニュウ				公的
年金 コウテキネンキン				企業
年金 キギョウネンキン				計 ケイ		受取期間 ウケトリキカン								計 ケイ

				本人 ホンニン		終身年金 シュウシンネンキン		老齢基礎 ロウレイキソ		74		+				=		194		×		25		年 ネン		＝		4,850						本人 ホンニン		終身年金 シュウシンネンキン		老齢基礎 ロウレイキソ				+				=				×				年 ネン		＝

								老齢厚生 ロウレイコウセイ		120																												老齢厚生 ロウレイコウセイ

						有期年金 ユウキネンキン						+		30		=		30		×		15		年 ネン		＝		450								有期年金 ユウキネンキン						+				=				×				年 ネン		＝

				配偶者 ハイグウシャ		終身年金 シュウシンネンキン				84		+				=		84		×		32		年 ネン		＝		2,688						配偶者 ハイグウシャ		終身年金 シュウシンネンキン						+				=				×				年 ネン		＝

						有期年金 ユウキネンキン						+				=		0		×		0		年 ネン		＝		0								有期年金 ユウキネンキン						+				=				×				年 ネン		＝

						遺族厚生年金 イゾクコウセイネンキン				80		+				=		80		×		7		年 ネン		＝		560								遺族厚生年金 イゾクコウセイネンキン						+				=				×				年 ネン		＝

																		年金収入合計額 ネンキンシュウニュウゴウケイガク										8,548																				年金収入合計額 ネンキンシュウニュウゴウケイガク

				その他の収入 タシュウニュウ																														その他の収入 タシュウニュウ

						退職金 タイショクキン				定年時の支給総額 テイネンジシキュウソウガク																＝		1,200								退職金 タイショクキン				定年時の支給総額 テイネンジシキュウソウガク																＝

						確定拠出年金・財形貯蓄年金等 カクテイキョシュツネンキンザイケイチョチクネンキントウ				総残高 ソウザンダカ																＝		400								確定拠出年金・財形貯蓄年金等 カクテイキョシュツネンキンザイケイチョチクネンキントウ				総残高 ソウザンダカ																＝

						個人年金保険 コジンネンキンホケン				年額 ネンガク				45		×		年数 ネンスウ				10		年 ネン		＝		450								個人年金保険 コジンネンキンホケン				年額 ネンガク						×		年数 ネンスウ						年 ネン		＝

						就労収入 シュウロウシュウニュウ				年額 ネンガク						×		年数 ネンスウ						年 ネン		＝		0								就労収入 シュウロウシュウニュウ				年額 ネンガク						×		年数 ネンスウ						年 ネン		＝

						不労所得（不動産収入等） フロウショトクフドウサンシュウニュウトウ				年額 ネンガク				0		×		年数 ネンスウ				0		年 ネン		＝		0								不労所得（不動産収入等） フロウショトクフドウサンシュウニュウトウ				年額 ネンガク						×		年数 ネンスウ						年 ネン		＝

						その他の収入 タシュウニュウ				生命保険の満期受取金 セイメイホケンマンキウケトリキン																＝		500								その他の収入 タシュウニュウ				生命保険の満期受取金 セイメイホケンマンキウケトリキン																＝

																										＝		0																												＝

																		その他の収入合計額 タシュウニュウゴウケイガク										2,550																				その他の収入合計額 タシュウニュウゴウケイガク

						65歳以降　29年間（夫婦21年間+配偶者1人8年間）の収入総額　概算見込額　① サイイコウネンカンフウフネンカンハイグウシャニンネンカンシュウニュウソウガクガイサンミコガク																						11,098								65歳以降　　　年間（夫婦　　年間+配偶者1人　　間）の収入総額　概算見込額　① サイイコウネンカンフウフネンカンハイグウシャニンアイダシュウニュウソウガクガイサンミコガク

		65歳以降の支出（概算） サイイコウシシュツガイサン																														65歳以降の支出（概算） サイイコウシシュツガイサン

				65歳以降の基本的な支出（生活費+税・保険料） サイイコウキホンテキシシュツセイカツヒゼイホケンリョウ																								（単位：万円） タンイマンエン						65歳以降の基本的な支出（生活費+税・保険料） サイイコウキホンテキシシュツセイカツヒゼイホケンリョウ																								（単位：万円） タンイマンエン

						夫婦二人の基本的な支出 フウフ２ニンキホンテキシシュツ				30万		×				×		12ヶ月		×		25		年 ネン		＝		9,000								夫婦二人の基本的な支出 フウフ２ニンキホンテキシシュツ						×				×		12ヶ月		×				年 ネン		＝

						単身の基本的な支出 タンシンキホンテキシシュツ				30万		×		0.7		×		12ヶ月		×		7		年 ネン		＝		1,764								単身の基本的な支出 タンシンキホンテキシシュツ						×		0.7		×		12ヶ月		×				年 ネン		＝

						65歳以降　29年間（夫婦25年+配偶者1人8年）の基本的な支出総額　概算見込額② サイイコウネンカンフウフネンハイグウシャニンネンキホンテキシシュツソウガクガイサンミコガク																						10,764								65歳以降　　年間（夫婦　　年+配偶者1人　　年）の基本的な支出総額　概算見込額② サイイコウネンカンフウフネンハイグウシャニンネンキホンテキシシュツソウガクガイサンミコガク

						29年間の収入総額① ネンカンシュウニュウソウガク		11,098				－		基本的な
支出② キホンテキシシュツ				10,764				＝		差額③ サガク				334								年間の収入総額① ネンカンシュウニュウソウガク						－		基本的な
支出② キホンテキシシュツ								＝		差額③ サガク

				生活費以外の大きな支出（ライフイベント費） セイカツヒイガイオオシシュツヒ																														生活費以外の大きな支出（ライフイベント費） セイカツヒイガイオオシシュツヒ

						・住居リフォーム ジュウキョ				700万×1回、100万×2回 マンカイマンカイ																		800

						・車の買い替え クルマカカ				400万×1回 マンカイ																		400

						・子女の結婚援助費用 シジョケッコンエンジョヒヨウ				200万×2回 マンカイ																		400

						・旅行等レジャー費用 リョコウトウヒヨウヨウ				国内旅行8万×15回＝120万，海外旅行　80万×4回＝320万 コクナイリョコウマンカイマンカイガイリョコウマンカイマン																		440

						・金婚式 キンコンシキ																						50

						・65歳以降に残る負債 サイイコウノコフサイ																						0

						・孫等への祝い金等 マゴトウイワキントウ				孫2人×（誕生時10万+初節句等10万+入学4回20万） マゴニンタンジョウジマンハツセックトウマンニュウガクカイマン																		80

						・予備費 ヨビヒ				300万 マン				大病や重介護、不測の事態への備え タイビョウジュウカイゴフソクジタイソナ														300

																ライフイベント費　計　④ ヒケイ												2,470																		ライフイベント費　計　④ ヒケイ

																上記の
収支
差額③ ジョウキシュウシサガク				－		ﾗｲﾌｲﾍﾞﾝﾄ費④ ヒ				＝		(2,136)																		上記の
収支
差額③ ジョウキシュウシサガク				－		ﾗｲﾌｲﾍﾞﾝﾄ費④ ヒ				＝

																現在の貯蓄残高 ゲンザイチョチクザンダカ										－		600																		現在の貯蓄残高 ゲンザイチョチクザンダカ										－

																上記差額 ジョウキサガク										＝		(1,536)																		上記差額 ジョウキサガク										＝





(P6-7)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		　　本人：　厚生年金支給開始：　　　　歳 ホンニンコウセイネンキンシキュウカイシサイ																配偶者：　厚生年金支給開始：　　　　　歳 ハイグウシャコウセイネンキンシキュウカイシサイ

		年 ネン								現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

										2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046

		年　齢 トシヨワイ

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費 A ヒ

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金 カキュウネンキン

						企業年金		基本部分 キホンブブン

								加算部分① カサンブブン

								加算部分② カサンブブン

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								遺族厚生年金 イゾクコウセイネンキン

								振替加算 フリカエカサン

						企業年金		基本部分 キホンブブン

								加算部分① カサンブブン

								加算部分② カサンブブン

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ

						高年齢雇用継続
給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン

						個人年金保険 コジンネンキンホケン

		収入合計 B オサムイリゴウケイ								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		基礎的消費支出 キソテキショウヒシシュツ

				その他の消費支出 タショウヒシシュツ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				教養娯楽費 キョウヨウゴラクヒ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 C ササデショウケイ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 D (=C+A) シシュツゴウケイ								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (B-D) オサムサササガク								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P6-7)長期家計ワークシート (記入例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ										長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【収支改善例】 チョウキカケイヒョウシュウシカイゼンレイ

		　　本人：　厚生年金支給開始： 　64　歳 ホンニンコウセイネンキンシキュウカイシサイ										　　本人：　厚生年金支給開始： 　64　歳 ホンニンコウセイネンキンシキュウカイシサイ																		配偶者：　厚生年金支給開始：　　63　 歳 ハイグウシャコウセイネンキンシキュウカイシサイ

		年 ネン										年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

																						2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ										華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83

				翔太（長男） ショウタチョウナン										翔太（長男） ショウタチョウナン								24		25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ										美香（長女） ミカチョウジョ								22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ										我が家の
ライフイベント ワヤ										長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク						定年退職・再雇用
住宅ローン繰り上げ返済 テイネンタイショクサイコヨウジュウタククアヘンサイ		大規模リフォーム ダイキボ		長男結婚 チョウナンケッコン		長女結婚
初孫誕生 チョウジョケッコンハツマゴタンジョウ		老齢厚生年金受給開始 ロウレイコウセイネンキンジュキュウカイシ		完全退職・老齢基礎年金受給開始
車の買い替え カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシクルマカカ		配偶者老齢
厚生年金受給開始 ハイグウシャロウレイコウセイネンキンジュキュウカイシ				配偶者老齢
基礎年金受給開始
孫誕生 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウカイシマゴタンジョウ		海外旅行 カイガイリョコウ		小規模リフォーム ショウキボ				海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行						金婚式 キンコンシキ		海外旅行 カイガイリョコウ						小規模リフォーム ショウキボ

		ライフイベント費  ヒ								Ⅰ		ライフイベント費 Ⅰ ヒ																				700		200		210				400						10		80		100				80								80						50		80						100

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						780		780		780		780		384		384		384		384		384

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン								公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																						74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン										厚生年金 コウセイネンキン																				36		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金 カキュウネンキン										加給年金 カキュウネンキン																						39		39		39

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B								加算部分① カサンブブン		B										30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン								公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																												72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72

								厚生年金 コウセイネンキン										厚生年金 コウセイネンキン																								10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								遺族厚生年金 イゾクコウセイネンキン										遺族厚生年金 イゾクコウセイネンキン

								振替加算 フリカエカサン										振替加算 フリカエカサン																												2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C								加算部分② カサンブブン		C

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1600																				500

						高年齢雇用継続
給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン										高年齢雇用継続
給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン														20		20		20		20		8

						個人年金保険 コジンネンキンホケン										個人年金保険 コジンネンキンホケン														45		45		45		45		45		45		45		45		45		45

																子女からの食費 シジョショクヒ

		収入合計  オサムイリゴウケイ								Ⅱ		収入合計 Ⅱ オサムイリゴウケイ										780		780		780		780		2079		479		479		479		503		308		318		318		353		353		808		308		308		308		308		278		278		278		278		278		278		278		278		278		278		278		278

		支 出 ササデ		基礎的消費支出 キソテキショウヒシシュツ								支 出 ササデ		基礎的消費支出 キソテキショウヒシシュツ								246		246		246		246		246		246		246		244		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190

				その他の消費支出 タショウヒシシュツ										その他の消費支出 タショウヒシシュツ								166		76		76		76		76		76		76		76		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ										保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				教養娯楽費 キョウヨウゴラクヒ										教養娯楽費 キョウヨウゴラクヒ								40		40		40		40		40		40		40		33		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ										税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								175		175		175		175		175		83		83		83		90		39		41		41		46		46		46		46		46		46		46		42		42		42		42		42		42		42		42		42		42		42		42

				ローン返済 ヘンサイ										ローン返済 ヘンサイ								98		98		98		98		482

				支出小計 ササデショウケイ						Ⅲ				支出小計 Ⅲ ササデショウケイ								759		669		669		669		1053		479		479		470		413		362		364		364		369		369		369		353		353		353		353		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		支出合計 Ⅳ (Ⅰ+Ⅲ) シシュツゴウケイ																				1179		679		680		413		762		364		364		379		449		469		353		433		353		353		349		429		349		349		399		429		349		349		449		349		349		349

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										収支差額 (Ⅳ-Ⅲ) オサムサササガク																				-700		-200		-201		90		-454		-46		-46		-26		-96		339		-45		-125		-45		-45		-71		-151		-71		-71		-121		-151		-71		-71		-171		-71		-71		-71

		資産残高 シサンザンダカ						600				資産残高 シサンザンダカ						600														-700		-900		-1100		-1010		-1464		-1510		-1556		-1583		-1679		-1340		-1385		-1510		-1556		-1601		-1671		-1822		-1893		-1964		-2084		-2235		-2306		-2376		-2547		-2618		-2688		-2759



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

退職金＋選択一時金

70歳まで10年有期

長女の就職に伴い
教育費が大幅減

在職老齢年金の受給に伴い減額



(P6-7)長期家計ワークシート (改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【収支改善例】 チョウキカケイヒョウシュウシカイゼンレイ

		　　本人：　厚生年金支給開始： 　64　歳 ホンニンコウセイネンキンシキュウカイシサイ																		配偶者：　厚生年金支給開始：　　63　歳 ハイグウシャコウセイネンキンシキュウカイシサイ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83

				翔太（長男） ショウタチョウナン								24		25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ																		定年退職・再雇用
住宅ローン繰り上げ返済 テイネンタイショクサイコヨウジュウタククアヘンサイ		大規模リフォーム ダイキボ		長男結婚 チョウナンケッコン		長女結婚
初孫誕生 チョウジョケッコンハツマゴタンジョウ		老齢厚生年金受給開始 ロウレイコウセイネンキンジュキュウカイシ		完全退職・老齢基礎年金受給開始
車の買い替え カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシクルマカカ		配偶者老齢
厚生年金受給開始 ハイグウシャロウレイコウセイネンキンジュキュウカイシ				配偶者老齢
基礎年金受給開始
孫誕生 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウカイシマゴタンジョウ		海外旅行 カイガイリョコウ		小規模リフォーム ショウキボ				海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行						金婚式 キンコンシキ		海外旅行						小規模リフォーム ショウキボ

		ライフイベント費  ヒ								Ⅰ												600		100		110				100						10		70		100				70								70						30		70						100

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						780		780		780		780		384		384		384		384		384

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																						74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				36		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金 カキュウネンキン																						39		39		39

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B										30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ						90		90		90		90		90		90		90		90		90

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																												72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72

								厚生年金 コウセイネンキン																								10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								遺族厚生年金 イゾクコウセイネンキン

								振替加算 フリカエカサン																												2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1600																				400

						高年齢雇用継続
給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン														20		20		20		20		8

						個人年金保険 コジンネンキンホケン														45		45		45		45		45		45		45		45		45		45

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		36		36		36		36		36		36

		収入合計  オサムイリゴウケイ								Ⅱ		906		906		906		906		2205		605		605		605		593		308		318		318		353		353		708		308		308		308		308		278		278		278		278		278		278		278		278		278		278		278		278

		支 出 ササデ		基礎的消費支出 キソテキショウヒシシュツ								246		246		246		246		246		246		246		244		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190		190

				その他の消費支出 タショウヒシシュツ								166		76		76		76		76		76		76		76		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69		69

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								34		24		24		24		24		24		24		24		24		24		10		10		10		10		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

				教養娯楽費 キョウヨウゴラクヒ								40		40		40		40		40		40		40		33		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								175		175		175		175		175		94		94		94		101		48		49		49		54		54		47		47		47		47		47		47		47		47		47		47		47		47		47		47		47		47		47

				ローン返済 ヘンサイ								98		298		298		155

				支出小計 ササデショウケイ						Ⅲ		759		859		859		716		561		480		480		471		414		361		348		348		353		353		344		344		344		344		344		344		344		344		344		344		344		344		344		344		344		344		344

		支出合計 (Ⅰ+Ⅲ) シシュツゴウケイ								Ⅳ		759		859		859		716		561		1080		580		581		414		461		348		348		363		423		444		344		414		344		344		344		414		344		344		374		414		344		344		444		344		344		344

		収支差額 (Ⅳ-Ⅲ) オサムサササガク										147		47		47		190		1644		-475		25		24		179		-153		-30		-30		-10		-70		264		-36		-106		-36		-36		-66		-136		-66		-66		-96		-136		-66		-66		-166		-66		-66		-66

		資産残高 シサンザンダカ						500				647		694		741		931		2,575		2,100		2,125		2,150		2,329		2,176		2,146		2,116		2,105		2,035		2,299		2,263		2,157		2,121		2,085		2,019		1,883		1,817		1,751		1,656		1,520		1,454		1,388		1,222		1,156		1,090		1,024



本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円で週3日）

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

保険全般を見直し死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、掛け金は86歳時点で372万円少なくすんだ。

長女の就職を期に35歳の時に借りた2000万円住宅ローン（30年返済）のうち毎年200万円繰上げ返済した。
返済利息が退職金での繰上げ返済と比較して、約25万円減少（まったく繰上げしない場合との差額は53万）。

車の買い替えは軽自動車にした

生命保険の見直しに伴い、満期受取金が100万円減少した

リフォーム予算を削減

結婚援助を半分で予定

海外旅行予算を見直し

予算を見直し



モデル設定

		

		モデル設定 セッテイ				2016年
年齢 トシネンレイ

				一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ		56		大卒で基金ありの会社に就職。60歳定年後、65歳まで継続雇用制度を使用予定。 ダイソツキキンカイシャシュウショクサイテイネンゴサイケイゾクコヨウセイドシヨウヨテイ

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ		53		専業主婦。子どもたちの教育費にも目途がついたので現在は働いていない。 センギョウシュフコキョウイクヒメドゲンザイハタラ

				翔太（長男） ショウタチョウナン		24		社会人（同居）。現在交際中の彼女がいる。結婚はまだ具体的に意識はしていない。 シャカイジンドウキョゲンザイコウサイチュウカノジョケッコングタイテキイシキ

				美香（長女） ミカチョウジョ		22		大学4年生。来春から社会人。 ダイガクネンセイライシュンシャカイジン

				住居 ジュウキョ		持ち家 モイエ		35歳のときに2500万円の30年ローンを組んで購入。退職金が出た時点で残高の繰上げ返済をする予定。 サイマンエンネンクコウニュウタイショクキンデジテンザンダカクリアヘンサイヨテイ

				乗用車 ジョウヨウシャ		あり		3年前キャッシュで購入。ローン支払いなし。生活の足になっているため少なくとも75歳くらいまでは車を保有したいと思っている。 ネンマエコウニュウシハラセイカツアシスクサイクルマホユウオモ

				定年前の給与・賞与 テイネンマエキュウヨショウヨ

				給与（税込） キュウヨゼイコミ		月額 ゲツガク		45万円 マンエン

				賞与（税込） ショウヨゼイコミ		2回 カイ		120万×2 マン

				定年後の給与 テイネンゴキュウヨ

				給与（税込） キュウヨゼイコミ		月額 ゲツガク		32万円 マンエン

				賞与（税込） ショウヨゼイコミ		なし








(P1)表紙

		



公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構

長期家計プランワークシート

（令和２年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年5月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク		定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		車の買い替え		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ								海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		700		200		100												80								80		300				100				50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B								28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブ		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		770		770		418		418		418		418		418		261		271		310		310		310		310		310		310		310		310		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																		500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		770		770		770		418		1618		418		418		418		261		271		310		310		310		810		310		310		310		310		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		84		84		84		84		84		31		33		37		37		37		37		37		37		37		37		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		763		665		896		476		458		458		441		323		324		329		329		329		315		315		315		315		315		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		763		665		896		776		658		1158		641		423		324		329		329		329		315		395		315		315		315		392		612		312		412		312		362		392		312		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										7		7		105		-478		842		-240		-740		-223		-162		-53		-19		-19		-19		495		-85		-5		-5		-5		-110		-330		-30		-130		-30		-80		-110		-30		-30		-30		-30		-30		-30

		資産残高 シサンザンダカ						600				607		614		719		241		1,084		844		105		(118)		(280)		(334)		(353)		(372)		(391)		104		19		14		9		3		(106)		(436)		(466)		(596)		(625)		(705)		(815)		(845)		(874)		(904)		(934)		(964)		(993)



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

退職金

定年退職後、再雇用制度を使って65歳まで働くことにした。
再雇用後の給与は仮置きで現在の5割とした（770×0.5≒390）。

基金の年金は支給期間15年を選択

退職金で残債を一括繰上げ返済した

60歳以降の継続雇用期間
収入小計②×20％

65歳以降の年金生活
収入小計②×12％

長女の就職に伴い教育費がなくなった

本来ならば、60歳以降働いた（厚生年金に加入）5年間分の厚生年金額が上積みされるが、暫定的にねんきん定期便の記載額を記入する



(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050

		年　齢 トシヨワイ												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年5月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク		定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		車の買い替え		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ								海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										200		200		600		200		100												60								60		200				100				50		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								0		0		0		0		0		107		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		0		0		0		0		0		14		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		835		835		455		455		455		455		455		274		284		237		237		237		237		237		358		345		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329		329

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D								1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		72		72		72		36		36

						高年齢雇用継続給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン												23		23		23		23		23

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		806		871		907		1750		550		514		514		478		274		284		237		237		237		637		237		358		345		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329		329

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		78		78		78		78		33		34		28		28		28		28		28		43		41		43		43		43		43		43		43		40		40		40		40		40		40		40		40

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		755		1007		657		492		444		444		427		317		318		304		304		304		298		298		313		311		313		313		313		313		313		313		309		309		309		309		309		309		309		309

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		692		644		1044		627		417		318		304		304		304		298		358		313		311		313		373		513		313		413		313		359		359		309		309		309		309		309		309

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										43		116		-100		1093		-142		-130		-530		-149		-143		-34		-67		-67		-67		339		-121		45		34		46		-14		-154		46		-54		46		-30		-30		20		20		20		20		20		20

		資産残高 シサンザンダカ						600				643		759		659		1,752		1,610		1,480		950		801		658		624		557		489		422		761		639		685		718		764		750		597		643		589		635		605		575		594		614		634		654		673		693



保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で264万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は393万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）



（p5）老後資金はいくら必要 

		老後資金はいくら必要？ ロウゴシキンヒツヨウ

		【Ａさん夫婦のケース】　Ａ氏：S36年5月生まれ（現在58歳）、妻：S38年6月生まれ（現在56歳） シネンツキウゲンザイサイツマネンツキウゲンザイサイ

		　前提１：高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の1ヵ月の支出は約26万円、単身世帯の場合は約16万円（総務省平成29年「家計調査」）と同程度の
　　　　　 生活水準で暮らした場合 ゼンテイドウテイドセイカツスイジュンクバアイ

		　前提２：現在65歳の平均余命（男性が20年、女性が24年〈平成29年簡易生命表〉）の年齢（男性85歳、女性89歳）まで生きる場合 ゼンテイダンセイネンジョセイネンネンレイ

		① 「年金見込額試算書」や「ねんきん定期便」を基に 年金収入の合計を計算する ・・・ ア ネンキンミコミガクシサンショテイキビンモトネンキンシュウニュウゴウケイケイサン

				▼65歳 サイ				▼66歳 サイ										▼80歳 サイ				▼85歳 サイ						●		日常生活費以外の費用の例（ライフイベント費など）　…ウ ニチジョウセイカツヒイガイヒヨウレイヒ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		費用概算 ヒヨウガイサン

																														自宅リフォーム ジタク				700

																														海外旅行（４回） カイガイリョコウカイ		100×1回，80×3回 カイカイ		340

																														子どもの結婚援助（2人） コケッコンエンジョニン		200×2人 ニン		400

						▼64歳 サイ		▼65歳 サイ										▼78歳 サイ				▼83歳 サイ				▼89歳 サイ				車の買い替え（2回） クルマカカカイ				600

																														予備費 ヨビヒ				300

																														計 ケイ		2,340

																												●		年金以外の収入の例　…オ ネンキンイガイシュウニュウレイ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		概算の総額 ガイサンソウガク

																														退職金 タイショクキン				1,200

		② 基本生活費の合計を計算する ・・・ イ キホンセイカツヒゴウケイケイサン																												個人年金保険など コジンネンキンホケン		50×10年 ネン		500

								夫が85歳まで ・・・ 26万円×12月×20年＝ 6,240万円 オットサイマンエンツキネンマンエン																						養老保険満期金など ヨウロウホケンマンキキン				400

								夫死亡後 ・・・ 16万円×12月×6年＝ 1,152万円 オットシボウゴマンエンツキネンマンエン																						預貯金など ヨチョキン				600

		　 基本生活費の合計 6,240万円＋1,152万円＝ 7,392万円 キホンセイカツヒゴウケイマンエンマンエンマンエン																												計 ケイ		2,700

		③ 生活費以外の費用を見積る ・・・ ウ セイカツヒイガイヒヨウミツモリ

				定期的（毎月・毎年）にかかるわけではないが、発生する可能性が高い大きな出費や万が一のために手を付けずにとっておく資金の総額を見積もる。 テイキテキマイツキマイトシハッセイカノウセイタカオオシュッピ

						表ウの例で考えると　総額2,340万円 ヒョウレイカンガソウガクマンエン

		④ 老後の収支総額を確認　・・・　エ ロウゴシュウシソウガクカクニン

		　　		ア(収入合計)－イ(基本生活費合計)－ウ(生活費以外の費用)　 　7,390万円－7,392万円－2,340万円＝－2,342万円(不足) シュウニュウゴウケイキホンセイカツヒゴウケイセイカツヒイガイヒヨウマンエンフソク

				もし、住宅ローンなどの負債があれば不足額に加える。 ジュウタクフサイフソクガククワ

		⑤ 年金以外の収入（表オ参照）などをつかむ　・・・　オ ネンキンイガイシュウニュウヒョウサンショウ

				退職金、預貯金などがあれば、④でつかんだ不足額を補うことができる。 タイショクキンヨチョキンフソクガクオギナ

				－2,342万円＋2,700万円＝158万円　残高がプラスであれば余裕資金となりマイナスであればさらなる収入の確保や支出の削減を検討する マンエンマンエンマンエンザンダカヨユウシキンシュウニュウカクホシシュツサクゲンケントウ

		※なお、ゆとりあるセカンドライフの生活費は月額約34万から38万円といわれている。 セイカツヒゲツガクヤクマンマンエン
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65歳以降の
基本生活費

　　　　　　老齢厚生年金 130万円

老齢基礎年金 74万円

加給年金 39万円

企業年金 36万円（15年保証付き有期年金）

　　　　　　老齢厚生年金 10万円

老齢基礎年金 78万円

振替加算 2万円

遺族年金 87万円

279万円×1年間
289万円×1年間
568万円

330万円×13年間
4,290万円

294万円×5年間
1,470万円

177万円×6年間
1,062万円

年金収入合計：　7,390万円

夫 の 年 金

妻 の 年 金
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①「ここ1年のわが家の収支状況」

記入例
（万円）

記入欄
（万円）

給与・賞与 800

その他の収入 0

給与・賞与等（配偶者等） 0

<収入合計> 800 0

収
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現在 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後 11年後 12年後 13年後 14年後 15年後

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28
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6【 収入欄を記入する ①】 ＜給与収入①＞

59歳まで現在の収入と同額を
記入します


(P1)表紙







自動車リサイクル促進センター　様

長期家計プランワークシート

（令和3年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100		50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		243		253		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ												1200																				500









		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		800		800		800		1600		400		400		400		400		243		253		292		292		292		792		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								195		195		195		80		80		80		80		80		29		30		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		775		775		677		892		472		454		454		437		321		322		327		327		327		327		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		775		775		677		892		772		654		954		637		321		422		327		327		327		327		393		613		313		313		393		313		313		413		363		393		313		313		313		313		313		313		313

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										25		25		123		708		-372 		-254 		-554 		-237 		-78 		-169 		-35 		-35 		-35 		465		-101 		-321 		-21 		-21 		-101 		-21 		-21 		-121 		-71 		-101 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 

		資産残高 シサン ザンダカ						600				625		650		773		1,481		1,109		855		301		64		(14)		(183)		(218)		(253)		(288)		177		76		(245)		(266)		(287)		(388)		(409)		(430)		(551)		(622)		(723)		(744)		(765)		(786)		(807)		(828)		(848)		(869)



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

退職金

定年退職後、再雇用制度を使って65歳まで働くことにした。
再雇用後の給与は仮置きで現在の5割とした（800×0.5≒400）。

退職金で残債を一括繰上げ返済した

60歳以降の継続雇用期間
収入小計②×20％

65歳以降の年金生活
収入小計②×12％

長女の就職に伴い教育費がなくなった



切り張り用長期家計ワークシート (記入例)  

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100		50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																																				76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																																				10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																																				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②																																		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ												1200																				500









		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		0		0		0		1200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		500		0		0		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								195		195		195		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		775		775		677		812		392		374		374		357		292		292		292		292		292		292		278		278		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		775		775		677		812		692		574		874		557		292		392		292		292		292		292		358		578		313		313		393		313		313		413		363		393		313		313		313		313		313		313		313

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										-775 		-775 		-677 		388		-692 		-574 		-874 		-557 		-292 		-392 		-292 		-292 		-292 		208		-358 		-578 		-21 		-21 		-101 		-21 		-21 		-121 		-71 		-101 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 

		資産残高 シサン ザンダカ						600				(175)		(950)		(1,627)		(1,239)		(1,931)		(2,505)		(3,379)		(3,936)		(4,228)		(4,620)		(4,912)		(5,204)		(5,496)		(5,287)		(5,645)		(6,223)		(6,244)		(6,265)		(6,366)		(6,387)		(6,408)		(6,529)		(6,600)		(6,701)		(6,722)		(6,743)		(6,764)		(6,785)		(6,806)		(6,827)		(6,848)





(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイ ヒョウ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ																																																																						

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

		我が家の
ライフイベント ワ ヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ









		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサン ザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイ ヒョウ カイゼン レイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニン オトコ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャ オンナ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										200		200		350		200				100										60		200						60						100		50		60

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ								65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		865		865		465		465		465		465		465		254		264		217		217		217		217		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ												1200																				400

						子女からの食費 シジョ ショクヒ						36		36		72		72		72		36		36







		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		836		901		937		1737		537		501		501		465		254		264		217		217		217		617		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		32		26		26		26		26		26		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		763		755		1007		657		494		446		446		429		284		316		302		302		302		296		296		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		694		646		796		629		284		416		302		302		302		296		356		511		311		311		371		311		311		411		361		371		311		311		311		311		311		311		311

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										73		146		-70 		1080		-157 		-145 		-295 		-164 		-30 		-152 		-85 		-85 		-85 		321		-139 		-171 		29		29		-31 		29		29		-71 		-21 		-31 		29		29		29		29		29		29		29

		資産残高 シサン ザンダカ						600				673		819		749		1,829		1,672		1,527		1,232		1,068		1,038		887		802		717		632		953		814		642		671		700		668		697		725		654		632		601		630		658		687		715		744		772		801



長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は833万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は501万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、資産が底をつく恐れは低くなった。



Sheet3






収支状況＆財産

		（別添　様式2） ベッテン ヨウシキ

		わが家の収支状況及び金融資産一覧表 ヤ シュウシ ジョウキョウ オヨ キンユウ シサン イチラン ヒョウ

		①「ここ1年のわが家の収支状況」 ネン ヤ シュウシ ジョウキョウ												(年間の合計額をこの欄にご記入ください） ラン キニュウ

										記入例
（万円） キニュウ レイ マンエン		記入欄
（万円） キニュウ ラン マンエン		記入上の注意事項 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ

		収　入 オサム ニュウ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800				税込年収（賞与を含む）
　※源泉徴収票で確認可能→【裏面参照】 ゼイコミ ネンシュウ ショウヨ フク ゲンセン チョウシュウ ヒョウ カクニン カノウ リメン サンショウ

				その他の収入 タ シュウニュウ						0				退職金や生命保険満期返戻金、副収入など タイショクキン セイメイ ホケン マンキ ヘンレイキン フクシュウニュウ

				給与・賞与等（配偶者等） キュウヨ ショウヨ トウ ハイグウシャ トウ						0				税込年収（賞与を含む） ゼイコミ ネンシュウ ショウヨ フク

				<収入合計> シュウニュウ ゴウケイ						800		0

		支　出 シ シュツ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ						360		0		①～⑨の合計値 ゴウケイチ

						①		食費 ショクヒ		96				外食費含む ガイショク ヒ フク

						②		住居費（住宅ローンを除く） ジュウキョヒ ジュウタク ノゾ		17				家賃・地代、建物等の小修繕費・維持管理サービス費など ヤチン チダイ タテモノ トウ ショウ シュウゼンヒ イジ カンリ ヒ

						③		光熱・水道費 コウネツ スイドウ ヒ		27

						④		家具・家事用品費 カグ カジ ヨウヒン ヒ		13				家具、洗剤・家事用品等 カグ センザイ カジ ヨウヒン トウ

						⑤		被服・履物費 ヒフク ハキモノ ヒ		20

						⑥		保健・医療費 ホケン イリョウ ヒ		13				病院へ支払う医療費、薬局での医薬品購入など ビョウイン シハラ イリョウヒ ヤッキョク イヤクヒン コウニュウ

						⑦		交通・通信費 コウツウ ツウシン ヒ		67				通勤費・自動車維持費用（ガソリン代など）・自転車費用，固定・携帯電話費用等 ツウキン ヒ ジドウシャ イジ ヒヨウ ダイ ジテンシャ ヒヨウ コテイ ケイタイ デンワ ヒヨウ トウ

						⑧		教養・娯楽費 キョウヨウ ゴラク ヒ		41				趣味娯楽（レジャー・書籍や音楽購入等）費用 シュミ ゴラク ショセキ オンガク コウニュウ トウ ヒヨウ

						⑨		その他の費用 タ ヒヨウ		66				こづかい、交際費、仕送り、介護サービス費、理美容費、身の回り用品、等 シオク カイゴ ヒ リビヨウ ヒ ミ マワ ヨウヒン トウ

				教育費 キョウイクヒ						98				授業料、通学費、学習塾、習いごと費用等 ジュギョウリョウ ツウガク ヒ ガクシュウジュク ナラ ヒヨウ トウ

				生命・個人年金・自動車保険料 セイメイ コジン ネンキン ジドウシャ ホケンリョウ						32				保険会社や郵便局等でかけている保険等の掛金 ホケン カイシャ ユウビンキョク トウ ホケン トウ カケキン

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ						195				所得税・住民税・厚生年金・健康保険料等※源泉徴収票等で確認可能→【裏面参照】 ショトクゼイ ジュウミンゼイ コウセイ ネンキン ケンコウ ホケンリョウ トウ ゲンセン チョウシュウヒョウ トウ カクニン カノウ リメン サンショウ

				ローン返済 ヘンサイ						90				住宅ローン、車のローン等 ジュウタク クルマ トウ

				大型出費（臨時出費） オオガタ シュッピ リンジ シュッピ						0				海外旅行、家の大規模リフォーム、車の一括購入など カイガイ リョコウ イエ ダイキボ クルマ イッカツ コウニュウ

				<支出合計> シシュツ ゴウケイ						775		0

		収支差額 シュウシ サガク								25		0

		②「現在のわが家の金融資産一覧表」 ゲンザイ ヤ キンユウ シサン イチラン ヒョウ												（この欄にご記入ください） ラン キニュウ

										記入例
（万円） キニュウ レイ マンエン		記入欄
（万円） キニュウ ラン マンエン

		資産 シサン		現金 ゲンキン						10

				預貯金 ヨチョキン						450

				公社債 コウシャサイ						40

				投資信託 トウシ シンタク						100

				株式 カブシキ						0

		資産合計 シサン ゴウケイ								600		0

		（注1）公社債、投資信託、株式は現在価格で記入してください。金額は万円単位で結構です。

		（注2）この資料は、他人に見せたり提出するものではありません。お手持ちの資料です。 シリョウ タニン ミ テイシュツ テモ シリョウ





家計の詳細を把握していない場合は
 日常生活費 ＝ 手取収入―（教育費＋民間の保険料＋ローン返済額＋大型出費＋前年一年間の預貯金額・投資額） 
 でおおよその金額を出すことができます。





(P1)表紙







自動車リサイクル促進センター　様

長期家計プランワークシート

（令和3年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100		50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		243		253		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ												1200																				500









		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		800		800		800		1600		400		400		400		400		243		253		292		292		292		792		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								195		195		195		80		80		80		80		80		29		30		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		775		775		677		892		472		454		454		437		321		322		327		327		327		327		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		775		775		677		892		772		654		954		637		321		422		327		327		327		327		393		613		313		313		393		313		313		413		363		393		313		313		313		313		313		313		313

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										25		25		123		708		-372 		-254 		-554 		-237 		-78 		-169 		-35 		-35 		-35 		465		-101 		-321 		-21 		-21 		-101 		-21 		-21 		-121 		-71 		-101 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 

		資産残高 シサン ザンダカ						600				625		650		773		1,481		1,109		855		301		64		(14)		(183)		(218)		(253)		(288)		177		76		(245)		(266)		(287)		(388)		(409)		(430)		(551)		(622)		(723)		(744)		(765)		(786)		(807)		(828)		(848)		(869)



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

退職金

定年退職後、再雇用制度を使って65歳まで働くことにした。
再雇用後の給与は仮置きで現在の5割とした（800×0.5≒400）。

退職金で残債を一括繰上げ返済した

60歳以降の継続雇用期間
収入小計②×20％

65歳以降の年金生活
収入小計②×12％

長女の就職に伴い教育費がなくなった



切り張り用長期家計ワークシート (記入例)  

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100		50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																																				76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																																				10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																																				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②																																								292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ												1200																				500









		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		0		0		0		1200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		500		0		0		0		0		0		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								195		195		195		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		775		775		677		812		392		374		374		357		292		292		292		292		292		292		278		278		278		278		278		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		775		775		677		812		692		574		874		557		292		392		292		292		292		292		358		578		278		278		358		313		313		413		363		393		313		313		313		313		313		313		313

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										-775 		-775 		-677 		388		-692 		-574 		-874 		-557 		-292 		-392 		-292 		-292 		-292 		208		-358 		-578 		-278 		-278 		-358 		-21 		-21 		-121 		-71 		-101 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 

		資産残高 シサン ザンダカ						600				(175)		(950)		(1,627)		(1,239)		(1,931)		(2,505)		(3,379)		(3,936)		(4,228)		(4,620)		(4,912)		(5,204)		(5,496)		(5,287)		(5,645)		(6,223)		(6,501)		(6,779)		(7,137)		(7,158)		(7,179)		(7,300)		(7,371)		(7,472)		(7,493)		(7,514)		(7,535)		(7,556)		(7,577)		(7,598)		(7,619)





(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイ ヒョウ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ																																																																						

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

		我が家の
ライフイベント ワ ヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ









		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサン ザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイ ヒョウ カイゼン レイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニン オトコ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャ オンナ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										200		200		350		200				100										60		200						60						100		50		60

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ								65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		865		865		465		465		465		465		465		254		264		217		217		217		217		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ												1200																				400

						子女からの食費 シジョ ショクヒ						36		36		72		72		72		36		36







		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		836		901		937		1737		537		501		501		465		254		264		217		217		217		617		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		32		26		26		26		26		26		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		763		755		1007		657		494		446		446		429		284		316		302		302		302		296		296		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		694		646		796		629		284		416		302		302		302		296		356		511		311		311		371		311		311		411		361		371		311		311		311		311		311		311		311

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										73		146		-70 		1080		-157 		-145 		-295 		-164 		-30 		-152 		-85 		-85 		-85 		321		-139 		-171 		29		29		-31 		29		29		-71 		-21 		-31 		29		29		29		29		29		29		29

		資産残高 シサン ザンダカ						600				673		819		749		1,829		1,672		1,527		1,232		1,068		1,038		887		802		717		632		953		814		642		671		700		668		697		725		654		632		601		630		658		687		715		744		772		801



長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は833万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は501万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、資産が底をつく恐れは低くなった。
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7【 収入欄を記入する ①】 ＜給与収入②＞

定年後、65歳到達時まで再雇用で働くものと仮定して、
64歳まで現在の給与の半額程度を仮置きします
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(P1)表紙







自動車リサイクル促進センター　様

長期家計プランワークシート

（令和3年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100		50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		243		253		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ												1200																				500









		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		800		800		800		1600		400		400		400		400		243		253		292		292		292		792		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								195		195		195		80		80		80		80		80		29		30		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		775		775		677		892		472		454		454		437		321		322		327		327		327		327		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		775		775		677		892		772		654		954		637		321		422		327		327		327		327		393		613		313		313		393		313		313		413		363		393		313		313		313		313		313		313		313

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										25		25		123		708		-372 		-254 		-554 		-237 		-78 		-169 		-35 		-35 		-35 		465		-101 		-321 		-21 		-21 		-101 		-21 		-21 		-121 		-71 		-101 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 

		資産残高 シサン ザンダカ						600				625		650		773		1,481		1,109		855		301		64		(14)		(183)		(218)		(253)		(288)		177		76		(245)		(266)		(287)		(388)		(409)		(430)		(551)		(622)		(723)		(744)		(765)		(786)		(807)		(828)		(848)		(869)



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

退職金

定年退職後、再雇用制度を使って65歳まで働くことにした。
再雇用後の給与は仮置きで現在の5割とした（800×0.5≒400）。

退職金で残債を一括繰上げ返済した

60歳以降の継続雇用期間
収入小計②×20％

65歳以降の年金生活
収入小計②×12％

長女の就職に伴い教育費がなくなった



切り張り用長期家計ワークシート (記入例)  

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100		50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																																				76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																																				10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																																				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②																																		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ												1200																				500









		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		0		0		0		1200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		500		0		0		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								195		195		195		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		775		775		677		812		392		374		374		357		292		292		292		292		292		292		278		278		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		775		775		677		812		692		574		874		557		292		392		292		292		292		292		358		578		313		313		393		313		313		413		363		393		313		313		313		313		313		313		313

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										-775 		-775 		-677 		388		-692 		-574 		-874 		-557 		-292 		-392 		-292 		-292 		-292 		208		-358 		-578 		-21 		-21 		-101 		-21 		-21 		-121 		-71 		-101 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 

		資産残高 シサン ザンダカ						600				(175)		(950)		(1,627)		(1,239)		(1,931)		(2,505)		(3,379)		(3,936)		(4,228)		(4,620)		(4,912)		(5,204)		(5,496)		(5,287)		(5,645)		(6,223)		(6,244)		(6,265)		(6,366)		(6,387)		(6,408)		(6,529)		(6,600)		(6,701)		(6,722)		(6,743)		(6,764)		(6,785)		(6,806)		(6,827)		(6,848)





(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイ ヒョウ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ																																																																						

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

		我が家の
ライフイベント ワ ヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ









		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサン ザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイ ヒョウ カイゼン レイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニン オトコ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャ オンナ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										200		200		350		200				100										60		200						60						100		50		60

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ								65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		865		865		465		465		465		465		465		254		264		217		217		217		217		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ												1200																				400

						子女からの食費 シジョ ショクヒ						36		36		72		72		72		36		36







		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		836		901		937		1737		537		501		501		465		254		264		217		217		217		617		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		32		26		26		26		26		26		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		763		755		1007		657		494		446		446		429		284		316		302		302		302		296		296		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		694		646		796		629		284		416		302		302		302		296		356		511		311		311		371		311		311		411		361		371		311		311		311		311		311		311		311

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										73		146		-70 		1080		-157 		-145 		-295 		-164 		-30 		-152 		-85 		-85 		-85 		321		-139 		-171 		29		29		-31 		29		29		-71 		-21 		-31 		29		29		29		29		29		29		29

		資産残高 シサン ザンダカ						600				673		819		749		1,829		1,672		1,527		1,232		1,068		1,038		887		802		717		632		953		814		642		671		700		668		697		725		654		632		601		630		658		687		715		744		772		801



長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は833万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は501万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、資産が底をつく恐れは低くなった。
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自動車リサイクル促進センター　様

長期家計プランワークシート

（令和3年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100		50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		243		253		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ												1200																				500









		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		800		800		800		1600		400		400		400		400		243		253		292		292		292		792		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								195		195		195		80		80		80		80		80		29		30		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		775		775		677		892		472		454		454		437		321		322		327		327		327		327		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		775		775		677		892		772		654		954		637		321		422		327		327		327		327		393		613		313		313		393		313		313		413		363		393		313		313		313		313		313		313		313

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										25		25		123		708		-372 		-254 		-554 		-237 		-78 		-169 		-35 		-35 		-35 		465		-101 		-321 		-21 		-21 		-101 		-21 		-21 		-121 		-71 		-101 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 

		資産残高 シサン ザンダカ						600				625		650		773		1,481		1,109		855		301		64		(14)		(183)		(218)		(253)		(288)		177		76		(245)		(266)		(287)		(388)		(409)		(430)		(551)		(622)		(723)		(744)		(765)		(786)		(807)		(828)		(848)		(869)



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

退職金

定年退職後、再雇用制度を使って65歳まで働くことにした。
再雇用後の給与は仮置きで現在の5割とした（800×0.5≒400）。

退職金で残債を一括繰上げ返済した

60歳以降の継続雇用期間
収入小計②×20％

65歳以降の年金生活
収入小計②×12％

長女の就職に伴い教育費がなくなった



切り張り用長期家計ワークシート (記入例)  

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100		50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																																				76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																																				10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																																				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②																																		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ												1200																				500









		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		0		0		0		1200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		500		0		0		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								195		195		195		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		775		775		677		812		392		374		374		357		292		292		292		292		292		292		278		278		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		775		775		677		812		692		574		874		557		292		392		292		292		292		292		358		578		313		313		393		313		313		413		363		393		313		313		313		313		313		313		313

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										-775 		-775 		-677 		388		-692 		-574 		-874 		-557 		-292 		-392 		-292 		-292 		-292 		208		-358 		-578 		-21 		-21 		-101 		-21 		-21 		-121 		-71 		-101 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 

		資産残高 シサン ザンダカ						600				(175)		(950)		(1,627)		(1,239)		(1,931)		(2,505)		(3,379)		(3,936)		(4,228)		(4,620)		(4,912)		(5,204)		(5,496)		(5,287)		(5,645)		(6,223)		(6,244)		(6,265)		(6,366)		(6,387)		(6,408)		(6,529)		(6,600)		(6,701)		(6,722)		(6,743)		(6,764)		(6,785)		(6,806)		(6,827)		(6,848)





(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイ ヒョウ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ																																																																						

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

		我が家の
ライフイベント ワ ヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ









		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサン ザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイ ヒョウ カイゼン レイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニン オトコ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャ オンナ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										200		200		350		200				100										60		200						60						100		50		60

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ								65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		865		865		465		465		465		465		465		254		264		217		217		217		217		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ												1200																				400

						子女からの食費 シジョ ショクヒ						36		36		72		72		72		36		36







		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		836		901		937		1737		537		501		501		465		254		264		217		217		217		617		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		32		26		26		26		26		26		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		763		755		1007		657		494		446		446		429		284		316		302		302		302		296		296		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		694		646		796		629		284		416		302		302		302		296		356		511		311		311		371		311		311		411		361		371		311		311		311		311		311		311		311

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										73		146		-70 		1080		-157 		-145 		-295 		-164 		-30 		-152 		-85 		-85 		-85 		321		-139 		-171 		29		29		-31 		29		29		-71 		-21 		-31 		29		29		29		29		29		29		29

		資産残高 シサン ザンダカ						600				673		819		749		1,829		1,672		1,527		1,232		1,068		1,038		887		802		717		632		953		814		642		671		700		668		697		725		654		632		601		630		658		687		715		744		772		801



長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は833万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は501万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、資産が底をつく恐れは低くなった。
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「ねんきん定期便」の見方 （※ 50歳以上の方に送付される定期便）
60歳まで現在と同じ雇用条件で働くと仮定して
算出した見込み額が記載されている
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男性で昭和36年4月2日以降、女性で昭和41年4月2日以降に誕生された方（公務員・私立学校教職
員の職歴がある方を除く）は、ここに数字は入らない ＝基礎年金・厚生年金とも支給は65歳から

50～59歳の誕生月に届く定期便の金額が該当するのは60歳で退職するケース
（60歳以降再雇用で働く場合の厚生年金の上積み分などは入っていない）

【 収入欄を記入する ②】 ＜65歳以上の公的年金＞
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全員65歳（同じ年齢）

上記の例の場合、64歳から厚生年金（のみ）が年間130万円受給できるようになり、
65歳になると厚生年金に加えて基礎年金の受給がはじまって年間で合計204万円の年
金が受給できるようになると読み取れる。
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生年月日によって60歳～64歳の間の年齢が入っている場合がある
（空白の場合は65歳まで年金は支給されない）

【 収入欄を記入する ②】 ＜65歳未満の公的年金＞

「ねんきん定期便」の見方 （※ 50歳以上の方に送付される定期便）



現在 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後 11年後 12年後 13年後 14年後 15年後 16年後 17年後

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28 29
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
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25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28 29
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10【 収入欄を記入する ②】 ＜公的年金＞
基礎年金・厚生年金欄 → ねんきん定期便からそのまま写し書き
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(P1)表紙

		



公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構

長期家計プランワークシート

（令和元年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		700		300		200		100										80								80		300				100				50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																																								74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																																								120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																																								10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		800		800		800		400		1600		400		400		400		0		0		0		0		0		0		500		0		0		0		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		90		420

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		763		665		665		892		454		454		454		357		292		292		292		292		292		278		278		278		278		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		763		665		665		892		654		1154		754		557		392		292		292		292		292		278		358		278		278		312		392		612		312		412		312		362		392		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										37		37		135		-265		708		-254		-754		-354		-557		-392		-292		-292		-292		-292		222		-358		-278		-278		-30		-110		-330		-30		-130		-30		-80		-110		-30		-30		-30		-30		-30

		資産残高 シサンザンダカ						600				637		674		809		544		1,252		998		244		(110)		(667)		(1,059)		(1,351)		(1,643)		(1,935)		(2,227)		(2,004)		(2,362)		(2,640)		(2,918)		(2,948)		(3,058)		(3,387)		(3,417)		(3,547)		(3,577)		(3,657)		(3,766)		(3,796)		(3,826)		(3,856)		(3,885)		(3,915)





(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		600		200		200		100										60								60		200				100				50		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																						74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																						131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																						39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																				30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								65		65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																										0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																								10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																										2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		835		835		835		455		455		455		455		455		274		284		237		237		237		237		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		72		72		72		36		36		36

						高年齢雇用継続給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン														23		23		23		23		23

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		806		871		907		907		1750		514		514		514		478		274		284		237		237		237		637		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		78		78		78		78		78		33		34		28		28		28		28		28		43		43		43		43		43		43		43		43		40		40		40		40		40		40		40

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		755		1007		657		492		444		444		444		427		317		310		304		304		304		298		298		313		313		313		313		313		313		313		313		309		309		309		309		309		309		309

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		492		644		1044		644		627		417		310		304		304		304		298		358		313		313		313		373		513		313		413		313		359		359		309		309		309		309		309

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										43		116		-100		250		1258		-130		-530		-130		-149		-143		-26		-67		-67		-67		339		-121		46		46		46		-14		-154		46		-54		46		-30		-30		20		20		20		20		20

		資産残高 シサンザンダカ						600				643		759		659		909		2,167		2,037		1,507		1,377		1,228		1,085		1,059		992		924		857		1,196		1,074		1,120		1,167		1,213		1,199		1,045		1,091		1,037		1,083		1,053		1,023		1,043		1,062		1,082		1,102		1,122



保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は822万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）



（p5）老後資金はいくら必要 

		老後資金はいくら必要？ ロウゴシキンヒツヨウ

		【Ａさん夫婦のケース】　Ａ氏：S35年5月生まれ（現在58歳）、妻：S37年6月生まれ（現在56歳） シネンツキウゲンザイサイツマネンツキウゲンザイサイ

		　前提１：高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の1ヵ月の支出は約26万円、単身世帯の場合は約16万円（総務省平成29年「家計調査」）と同程度の
　　　　　 生活水準で暮らした場合 ゼンテイドウテイドセイカツスイジュンクバアイ

		　前提２：現在65歳の平均余命（男性が20年、女性が24年〈平成29年簡易生命表〉）の年齢（男性85歳、女性89歳）まで生きる場合 ゼンテイダンセイネンジョセイネンネンレイ

		① 「年金見込額試算書」や「ねんきん定期便」を基に 年金収入の合計を計算する ・・・ ア ネンキンミコミガクシサンショテイキビンモトネンキンシュウニュウゴウケイケイサン

				▼65歳 サイ				▼66歳 サイ										▼80歳 サイ				▼85歳 サイ						●		日常生活費以外の費用の例（ライフイベント費など）　…ウ ニチジョウセイカツヒイガイヒヨウレイヒ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		費用概算 ヒヨウガイサン

																														自宅リフォーム ジタク				700

																														海外旅行（４回） カイガイリョコウカイ		100×1回，80×3回 カイカイ		340

																														子どもの結婚援助（2人） コケッコンエンジョニン		200×2人 ニン		400

						▼64歳 サイ		▼65歳 サイ										▼78歳 サイ				▼83歳 サイ				▼89歳 サイ				車の買い替え（2回） クルマカカカイ				600

																														予備費 ヨビヒ				300

																														計 ケイ		2,340

																												●		年金以外の収入の例　…オ ネンキンイガイシュウニュウレイ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		概算の総額 ガイサンソウガク

																														退職金 タイショクキン				1,200

		② 基本生活費の合計を計算する ・・・ イ キホンセイカツヒゴウケイケイサン																												個人年金保険など コジンネンキンホケン		50×10年 ネン		500

								夫が85歳まで ・・・ 26万円×12月×20年＝ 6,240万円 オットサイマンエンツキネンマンエン																						養老保険満期金など ヨウロウホケンマンキキン				400

								夫死亡後 ・・・ 16万円×12月×6年＝ 1,152万円 オットシボウゴマンエンツキネンマンエン																						預貯金など ヨチョキン				600

		　 基本生活費の合計 6,240万円＋1,152万円＝ 7,392万円 キホンセイカツヒゴウケイマンエンマンエンマンエン																												計 ケイ		2,700

		③ 生活費以外の費用を見積る ・・・ ウ セイカツヒイガイヒヨウミツモリ

				定期的（毎月・毎年）にかかるわけではないが、発生する可能性が高い大きな出費や万が一のために手を付けずにとっておく資金の総額を見積もる。 テイキテキマイツキマイトシハッセイカノウセイタカオオシュッピ

						表ウの例で考えると　総額2,340万円 ヒョウレイカンガソウガクマンエン

		④ 老後の収支総額を確認　・・・　エ ロウゴシュウシソウガクカクニン

		　　		ア(収入合計)－イ(基本生活費合計)－ウ(生活費以外の費用)　 　7,390万円－7,392万円－2,340万円＝－2,342万円(不足) シュウニュウゴウケイキホンセイカツヒゴウケイセイカツヒイガイヒヨウマンエンフソク

				もし、住宅ローンなどの負債があれば不足額に加える。 ジュウタクフサイフソクガククワ

		⑤ 年金以外の収入（表オ参照）などをつかむ　・・・　オ ネンキンイガイシュウニュウヒョウサンショウ

				退職金、預貯金などがあれば、④でつかんだ不足額を補うことができる。 タイショクキンヨチョキンフソクガクオギナ

				－2,342万円＋2,700万円＝158万円　残高がプラスであれば余裕資金となりマイナスであればさらなる収入の確保や支出の削減を検討する マンエンマンエンマンエンザンダカヨユウシキンシュウニュウカクホシシュツサクゲンケントウ

		※なお、ゆとりあるセカンドライフの生活費は月額約34万から38万円といわれている。 セイカツヒゲツガクヤクマンマンエン



&C5

参 考

65歳以降の
基本生活費

　　　　　　老齢厚生年金 130万円

老齢基礎年金 74万円

加給年金 39万円

企業年金 36万円（15年保証付き有期年金）

　　　　　　老齢厚生年金 10万円

老齢基礎年金 78万円

振替加算 2万円

遺族年金 87万円

279万円×1年間
289万円×1年間
568万円

330万円×13年間
4,290万円

294万円×5年間
1,470万円

177万円×6年間
1,062万円

年金収入合計：　7,390万円

夫 の 年 金

妻 の 年 金
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(P1)表紙

		



公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構

長期家計プランワークシート

（令和元年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		700		300		200		100										80								80		300				100				50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		204		214		290		290		290		290		290		290		290		290		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		800		800		800		400		1600		400		400		400		204		214		290		290		290		290		790		290		290		290		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		26		35		35		35		35		35		35		35		35		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		90		420

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		763		665		665		892		454		454		454		357		318		327		327		327		327		313		313		313		313		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		763		665		665		892		654		1154		754		557		418		327		327		327		327		313		393		313		313		312		392		612		312		412		312		362		392		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										37		37		135		-265		708		-254		-754		-354		-353		-204		-37		-37		-37		-37		477		-103		-23		-23		-30		-110		-330		-30		-130		-30		-80		-110		-30		-30		-30		-30		-30

		資産残高 シサンザンダカ						600				637		674		809		544		1,252		998		244		(110)		(463)		(667)		(703)		(740)		(777)		(813)		(336)		(439)		(462)		(484)		(514)		(624)		(954)		(983)		(1,113)		(1,143)		(1,223)		(1,332)		(1,362)		(1,392)		(1,422)		(1,451)		(1,481)





(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		600		200		200		100										60								60		200				100				50		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																						74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																						131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																						39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																				30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								65		65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																										0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																								10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																										2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		835		835		835		455		455		455		455		455		274		284		237		237		237		237		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		72		72		72		36		36		36

						高年齢雇用継続給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン														23		23		23		23		23

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		806		871		907		907		1750		514		514		514		478		274		284		237		237		237		637		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		78		78		78		78		78		33		34		28		28		28		28		28		43		43		43		43		43		43		43		43		40		40		40		40		40		40		40

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		755		1007		657		492		444		444		444		427		317		310		304		304		304		298		298		313		313		313		313		313		313		313		313		309		309		309		309		309		309		309

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		492		644		1044		644		627		417		310		304		304		304		298		358		313		313		313		373		513		313		413		313		359		359		309		309		309		309		309

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										43		116		-100		250		1258		-130		-530		-130		-149		-143		-26		-67		-67		-67		339		-121		46		46		46		-14		-154		46		-54		46		-30		-30		20		20		20		20		20

		資産残高 シサンザンダカ						600				643		759		659		909		2,167		2,037		1,507		1,377		1,228		1,085		1,059		992		924		857		1,196		1,074		1,120		1,167		1,213		1,199		1,045		1,091		1,037		1,083		1,053		1,023		1,043		1,062		1,082		1,102		1,122



保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は822万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）



（p5）老後資金はいくら必要 

		老後資金はいくら必要？ ロウゴシキンヒツヨウ

		【Ａさん夫婦のケース】　Ａ氏：S35年5月生まれ（現在58歳）、妻：S37年6月生まれ（現在56歳） シネンツキウゲンザイサイツマネンツキウゲンザイサイ

		　前提１：高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の1ヵ月の支出は約26万円、単身世帯の場合は約16万円（総務省平成29年「家計調査」）と同程度の
　　　　　 生活水準で暮らした場合 ゼンテイドウテイドセイカツスイジュンクバアイ

		　前提２：現在65歳の平均余命（男性が20年、女性が24年〈平成29年簡易生命表〉）の年齢（男性85歳、女性89歳）まで生きる場合 ゼンテイダンセイネンジョセイネンネンレイ

		① 「年金見込額試算書」や「ねんきん定期便」を基に 年金収入の合計を計算する ・・・ ア ネンキンミコミガクシサンショテイキビンモトネンキンシュウニュウゴウケイケイサン

				▼65歳 サイ				▼66歳 サイ										▼80歳 サイ				▼85歳 サイ						●		日常生活費以外の費用の例（ライフイベント費など）　…ウ ニチジョウセイカツヒイガイヒヨウレイヒ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		費用概算 ヒヨウガイサン

																														自宅リフォーム ジタク				700

																														海外旅行（４回） カイガイリョコウカイ		100×1回，80×3回 カイカイ		340

																														子どもの結婚援助（2人） コケッコンエンジョニン		200×2人 ニン		400

						▼64歳 サイ		▼65歳 サイ										▼78歳 サイ				▼83歳 サイ				▼89歳 サイ				車の買い替え（2回） クルマカカカイ				600

																														予備費 ヨビヒ				300

																														計 ケイ		2,340

																												●		年金以外の収入の例　…オ ネンキンイガイシュウニュウレイ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		概算の総額 ガイサンソウガク

																														退職金 タイショクキン				1,200

		② 基本生活費の合計を計算する ・・・ イ キホンセイカツヒゴウケイケイサン																												個人年金保険など コジンネンキンホケン		50×10年 ネン		500

								夫が85歳まで ・・・ 26万円×12月×20年＝ 6,240万円 オットサイマンエンツキネンマンエン																						養老保険満期金など ヨウロウホケンマンキキン				400

								夫死亡後 ・・・ 16万円×12月×6年＝ 1,152万円 オットシボウゴマンエンツキネンマンエン																						預貯金など ヨチョキン				600

		　 基本生活費の合計 6,240万円＋1,152万円＝ 7,392万円 キホンセイカツヒゴウケイマンエンマンエンマンエン																												計 ケイ		2,700

		③ 生活費以外の費用を見積る ・・・ ウ セイカツヒイガイヒヨウミツモリ

				定期的（毎月・毎年）にかかるわけではないが、発生する可能性が高い大きな出費や万が一のために手を付けずにとっておく資金の総額を見積もる。 テイキテキマイツキマイトシハッセイカノウセイタカオオシュッピ

						表ウの例で考えると　総額2,340万円 ヒョウレイカンガソウガクマンエン

		④ 老後の収支総額を確認　・・・　エ ロウゴシュウシソウガクカクニン

		　　		ア(収入合計)－イ(基本生活費合計)－ウ(生活費以外の費用)　 　7,390万円－7,392万円－2,340万円＝－2,342万円(不足) シュウニュウゴウケイキホンセイカツヒゴウケイセイカツヒイガイヒヨウマンエンフソク

				もし、住宅ローンなどの負債があれば不足額に加える。 ジュウタクフサイフソクガククワ

		⑤ 年金以外の収入（表オ参照）などをつかむ　・・・　オ ネンキンイガイシュウニュウヒョウサンショウ

				退職金、預貯金などがあれば、④でつかんだ不足額を補うことができる。 タイショクキンヨチョキンフソクガクオギナ

				－2,342万円＋2,700万円＝158万円　残高がプラスであれば余裕資金となりマイナスであればさらなる収入の確保や支出の削減を検討する マンエンマンエンマンエンザンダカヨユウシキンシュウニュウカクホシシュツサクゲンケントウ

		※なお、ゆとりあるセカンドライフの生活費は月額約34万から38万円といわれている。 セイカツヒゲツガクヤクマンマンエン



&C5

参 考

65歳以降の
基本生活費

　　　　　　老齢厚生年金 130万円

老齢基礎年金 74万円

加給年金 39万円

企業年金 36万円（15年保証付き有期年金）

　　　　　　老齢厚生年金 10万円

老齢基礎年金 78万円

振替加算 2万円

遺族年金 87万円

279万円×1年間
289万円×1年間
568万円

330万円×13年間
4,290万円

294万円×5年間
1,470万円

177万円×6年間
1,062万円

年金収入合計：　7,390万円

夫 の 年 金

妻 の 年 金
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1150歳未満の方の年金見込額の計算方法
ねんきん定期便に記載されている「これまでの加入実績に応じた年金額（年額）」と
今後増加が見込まれる年金額を合算

①老齢基礎年金の見込額の計算
(ア) ねんきん定期便の「これまでの加入実績に応じた老齢基礎年金額」

欄の金額

(イ) 満額の老齢基礎年金額 ÷ 40年× 60歳になるまでの年数
＝ 今後の基礎年金の増加見込額
【計算例】 48歳のねんきん定期便で計算する場合（60歳になるまでの12年間を計算）
約780,000円 ÷ 40年 ＝ 19,500 × 12年 ≒ 234,000円（B）

（A）487,063

加入実績は25年と
仮定した

老齢基礎年金の見込額は （A） + （B）
487,063 ＋ 234,000 ＝ 721,063 円

◎わたしの基礎年金増加見込額 19,500 × 年 ＝
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②老齢厚生年金の見込額の計算

平均標準
報酬額 × 1000

5.481 ×
平成15年4月以後の
被保険者期間の月数

C) ねんきん定期便の「これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」欄の金額（C）

（C）677,440
金額は各人

さまざま

D) 今後の厚生年金の増加見込額（D）の計算
現在、厚生年金が適用されておらず、今後も厚生年金加入の予定がなければ厚生年金額は（C）で確定となる

老齢厚生年金の計算式（平成15年4月以降分）に今後の就労予定をあてはめる

≒ 年間収入 × 0.0055 × 退職までの予定年数（D）

【計算例】 現在48歳 年収600万円（税込）で60歳まで働く予定
6,000,000円 × 0.0055 × 12年 ＝ 396,000円（D）

老齢厚生年金の概算見込額は （C） + （D）
677,440 ＋ 396,000 ＝ 1,073,440 円

50歳未満の方の年金見込額の計算方法

税込年収 × 0.0055 × 年 ＝
わたしの厚生年金増加見込額

【算定年収の上限】
税込月給 65万×12月 +
税込賞与 150万×3回まで

（計算例）
月給80万・賞与年３回200万円ずつ

（65×12）+（150×3）＝1230万円



13将来の年金見込額を計算するときは「ねんきんネット」の試算機能
を使うと簡単です。

「詳細な条件で試算」を使うと、将来の雇用条件（給与や
厚生年金への加入状況）を設定した上で見込額を試算で
きます。
40台以下の方に限らず、定年退職後の再雇用期間を条
件設定することで、将来受け取る年金見込額の試算ができ
ます。ぜひ一度はご確認ください。

ログインにはアクセスキーが必要
（ねんきん定期便に3か月有効の
キーが記載されている。有効期間経
過後は郵送で取り寄せ）

試算結果

TOP画面 試算方法
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夫が65歳以上のとき

妻の年収が850万円以上ある（見込）

加給年金・振替加算

確認チャート
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未満】
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【妻が厚生年金

 加入20年以上】
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はい



【夫の年収850万

以上】
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いいえ
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結婚している

【既婚者】

妻が20年以上

厚生年金に加入している（見込みを含む）

【妻が厚生年金

  加入20年未満】

夫が妻より年上である

【妻が年上】

妻が65歳以上のとき

夫の年収が850万円以上ある（見込）

【独身者】

加給年金・

振替加算なし

【夫の年収850万

未満】

事例Ｄ

【夫が年上】

事例Ａ

【妻が年上】

事例Ｂへ

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

スタート
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妻の厚生年金加入歴が20年未満で妻が3歳年下の場合

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 …

夫：昭和34年5月生まれ

報酬比例支給開始：64歳

62 63 64 65 66 67 68 69 70 …

妻：昭和37年5月生まれ

報酬比例支給開始：63歳

加給年金

特別支給の老齢
厚生年金

加給年金等支給事例　【事例A】

老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

振替加算

特別支
給の老
齢厚生
年金

この
期間

生涯継続

生涯継続

妻の厚生年金加入歴が20年未満で妻が4歳年上の場合

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 …

夫：昭和34年5月生まれ

報酬比例支給開始：64歳

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 …

妻：昭和30年5月生まれ

報酬比例支給開始：60歳

振替加算

老齢基礎年金

老齢基礎年金

特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金

老齢厚生年金

加給年金等支給事例　【事例B】

特別支
給の老
齢厚生
年金

生涯継続

生涯継続

受給するためには「国民年金老齢基礎年金額加算

開始事由該当届」の提出が必要（年金事務所・年金

相談センターへ）

会社員と専業主婦家庭の加給年金


事例AB　専業主婦

		加給年金等支給事例　【事例A】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		妻の厚生年金加入歴が20年未満で妻が3歳年下の場合 ツマ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ネン ミマン ツマ サイ トシシタ バアイ



														63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		…

																特別支給の老齢厚生年金 コウセイ ネンキン		老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



		夫：昭和34年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ																老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：64歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ

																		加給年金 カキュウ ネンキン





																		62		63		64		65		66		67		68		69		70		…

																				特別支給の老齢厚生年金				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン

		妻：昭和37年5月生まれ ツマ ショウワ ネン ガツ ウ																この
期間 キカン						老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ

																								振替加算 フリカエ カサン







		加給年金等支給事例　【事例B】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		妻の厚生年金加入歴が20年未満で妻が4歳年上の場合 ツマ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ネン ミマン ツマ サイ トシウエ バアイ



				56		57		58		59		60		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		…

														特別支給の老齢厚生年金（報酬比例） コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



																		老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		夫：昭和33年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ



				60		61		62		63		64		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		…

				特別支給の老齢厚生年金
（報酬比例） トクベツ シキュウ ロウレイ コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ





																		振替加算 フリカエ カサン

		妻：昭和29年5月生まれ ツマ ショウワ ネン ガツ ウ

		報酬比例支給開始：60歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ









受給するためには「国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要（年金事務所・年金相談センターへ）



事例CD　共働き

		加給年金等支給事例　【事例C】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		夫婦とも20年以上の厚生年金の加入歴があり、妻が4歳年下の場合 フウフ ネンイジョウ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ツマ サイ トシシタ バアイ



																				63		64		65		66		67		68		69		70		71		73		…

																				特別支給の老齢厚生年金（報酬比例） コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



		夫：昭和33年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ																						老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ

																								加給
年金 カキュウ ネンキン
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																								この
期間 キカン						特別支給の老齢厚生年金（報酬比例） トクベツ シキュウ ロウレイ コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



		妻：昭和37年5月生まれ ツマ ショウワ ネン ガツ ウ																																老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ																				年収850万円未満が要件 ネンシュウ マンエン ミマン ヨウケン









		加給年金等支給事例　【事例D】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		夫婦とも20年以上の厚生年金の加入歴があり、妻が4歳年上の場合 フウフ ネンイジョウ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ツマ サイ トシウエ バアイ
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		夫：昭和33年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ																						老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ														年収850万円未満 ネンシュウ マンエン ミマン

																が要件
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年金 カキュウ ネンキン















Sheet2





Sheet3






事例AB　専業主婦

		加給年金等支給事例　【事例A】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		妻の厚生年金加入歴が20年未満で妻が4歳年下の場合 ツマ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ネン ミマン ツマ サイ トシシタ バアイ



																		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		…

																		特別支給の老齢厚生年金（報酬比例） コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



		夫：昭和33年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ																				老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ

																						加給年金 カキュウ ネンキン





																						61		62		63		64		65		66		67		68		69		…

																										特別支給の老齢厚生年金				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン

		妻：昭和37年5月生まれ ツマ ショウワ ネン ガツ ウ																				この
期間 キカン								老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ

																														振替加算 フリカエ カサン







		加給年金等支給事例　【事例B】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		妻の厚生年金加入歴が20年未満で妻が4歳年上の場合 ツマ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ネン ミマン ツマ サイ トシウエ バアイ



				56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		…

																				特別支給の老齢厚生年金 コウセイ ネンキン		老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



																						老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		夫：昭和34年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ

		報酬比例支給開始：64歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ



				60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		…

				特別支給の老齢厚生年金 トクベツ シキュウ ロウレイ コウセイ ネンキン										老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン

														老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン



																						振替加算 フリカエ カサン

		妻：昭和30年5月生まれ ツマ ショウワ ネン ガツ ウ

		報酬比例支給開始：60歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ









受給するためには「国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要（年金事務所・年金相談センターへ）



事例CD　共働き

		加給年金等支給事例　【事例C】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		夫婦とも20年以上の厚生年金の加入歴があり、妻が4歳年下の場合 フウフ ネンイジョウ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ツマ サイ トシシタ バアイ



																				63		64		65		66		67		68		69		70		71		73		…

																				特別支給の老齢厚生年金（報酬比例） コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



		夫：昭和33年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ																						老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ

																								加給
年金 カキュウ ネンキン





																								60		61		62		63		64		65		66		68		…

																								この
期間 キカン						特別支給の老齢厚生年金（報酬比例） トクベツ シキュウ ロウレイ コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



		妻：昭和37年5月生まれ ツマ ショウワ ネン ガツ ウ																																老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ																				年収850万円未満が要件 ネンシュウ マンエン ミマン ヨウケン









		加給年金等支給事例　【事例D】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		夫婦とも20年以上の厚生年金の加入歴があり、妻が4歳年上の場合 フウフ ネンイジョウ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ツマ サイ トシウエ バアイ
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																この
期間 キカン				特別支給の老齢厚生年金（報酬比例） コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



		夫：昭和33年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ																						老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ														年収850万円未満 ネンシュウ マンエン ミマン

																が要件
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夫婦とも20年以上の厚生年金の加入歴があり、妻が3歳年下の場合

64 65 66 67 68 69 70 71 72 …

夫：昭和34年5月生まれ

報酬比例支給開始：64歳

61 62 63 64 65 66 67 68 69 …

妻：昭和37年5月生まれ

報酬比例支給開始：63歳 年収850万円未満が要件

加給年金等支給事例　【事例C】

この
期間

特別支給の
老齢厚生

年金
老齢厚生年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢基礎年金

特別支
給の老齢
厚生年

金

加給
年金

生涯継続

生涯継続

夫婦とも20年以上の厚生年金の加入歴があり、妻が4歳年上の場合

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 …

夫：昭和34年5月生まれ

報酬比例支給開始：64歳 年収850万円未満
が要件

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 …

妻：昭和30年5月生まれ

報酬比例支給開始：60歳 加給
年金

特別支給の老齢
厚生年金（報酬比例）

老齢基礎年金

老齢厚生年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

加給年金等支給事例　【事例D】

特別支
給の老
齢厚生
年金

この
期間

生涯継続

生涯継続

夫婦共働き（厚生年金加入）の加給年金


事例AB　専業主婦

		加給年金等支給事例　【事例A】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		妻の厚生年金加入歴が20年未満で妻が4歳年下の場合 ツマ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ネン ミマン ツマ サイ トシシタ バアイ



																		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		…

																		特別支給の老齢厚生年金（報酬比例） コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



		夫：昭和33年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ																				老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ

																						加給年金 カキュウ ネンキン





																						61		62		63		64		65		66		67		68		69		…

																										特別支給の老齢厚生年金				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン

		妻：昭和37年5月生まれ ツマ ショウワ ネン ガツ ウ																				この
期間 キカン								老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ

																														振替加算 フリカエ カサン







		加給年金等支給事例　【事例B】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		妻の厚生年金加入歴が20年未満で妻が4歳年上の場合 ツマ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ネン ミマン ツマ サイ トシウエ バアイ



				56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		…

																		特別支給の老齢厚生年金（報酬比例） コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



																						老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		夫：昭和33年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ



				60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		…

				特別支給の老齢厚生年金
（報酬比例） トクベツ シキュウ ロウレイ コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ										老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン

														老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン



																						振替加算 フリカエ カサン

		妻：昭和29年5月生まれ ツマ ショウワ ネン ガツ ウ

		報酬比例支給開始：60歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ









受給するためには「国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要（年金事務所・年金相談センターへ）



事例CD　共働き

		加給年金等支給事例　【事例C】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		夫婦とも20年以上の厚生年金の加入歴があり、妻が3歳年下の場合 フウフ ネンイジョウ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ツマ サイ トシシタ バアイ



																		64		65		66		67		68		69		70		71		72		…

																		特別支給の老齢厚生年金 コウセイ ネンキン		老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



		夫：昭和34年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ																		老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：64歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ

																				加給
年金 カキュウ ネンキン





																		61		62		63		64		65		66		67		68		69		…

																				この
期間 キカン		特別支給の老齢厚生年金 トクベツ シキュウ ロウレイ コウセイ ネンキン				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



		妻：昭和37年5月生まれ ツマ ショウワ ネン ガツ ウ																								老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ														年収850万円未満が要件 ネンシュウ マンエン ミマン ヨウケン









		加給年金等支給事例　【事例D】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		夫婦とも20年以上の厚生年金の加入歴があり、妻が4歳年上の場合 フウフ ネンイジョウ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ツマ サイ トシウエ バアイ



						56		57		58		59		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		73		…

																特別支給の老齢厚生年金（報酬比例） コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



		夫：昭和33年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ																		老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ





						60		61		62		63		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		77		…

						特別支給の老齢
厚生年金（報酬比例） トクベツ シキュウ ロウレイ コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ





		妻：昭和29年5月生まれ ツマ ショウワ ネン ガツ ウ

		報酬比例支給開始：60歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ
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事例AB　専業主婦

		加給年金等支給事例　【事例A】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		妻の厚生年金加入歴が20年未満で妻が4歳年下の場合 ツマ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ネン ミマン ツマ サイ トシシタ バアイ



																		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		…

																		特別支給の老齢厚生年金（報酬比例） コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



		夫：昭和33年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ																				老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ

																						加給年金 カキュウ ネンキン





																						61		62		63		64		65		66		67		68		69		…

																										特別支給の老齢厚生年金				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン

		妻：昭和37年5月生まれ ツマ ショウワ ネン ガツ ウ																				この
期間 キカン								老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ

																														振替加算 フリカエ カサン







		加給年金等支給事例　【事例B】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		妻の厚生年金加入歴が20年未満で妻が4歳年上の場合 ツマ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ネン ミマン ツマ サイ トシウエ バアイ



				56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		…

																		特別支給の老齢厚生年金（報酬比例） コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



																						老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		夫：昭和33年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ



				60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		…

				特別支給の老齢厚生年金
（報酬比例） トクベツ シキュウ ロウレイ コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ										老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン

														老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン



																						振替加算 フリカエ カサン

		妻：昭和29年5月生まれ ツマ ショウワ ネン ガツ ウ

		報酬比例支給開始：60歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ









受給するためには「国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要（年金事務所・年金相談センターへ）



事例CD　共働き

		加給年金等支給事例　【事例C】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		夫婦とも20年以上の厚生年金の加入歴があり、妻が4歳年下の場合 フウフ ネンイジョウ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ツマ サイ トシシタ バアイ



																				63		64		65		66		67		68		69		70		71		73		…

																				特別支給の老齢厚生年金（報酬比例） コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



		夫：昭和33年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ																						老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ

																								加給
年金 カキュウ ネンキン





																								60		61		62		63		64		65		66		68		…

																								この
期間 キカン						特別支給の老齢厚生年金（報酬比例） トクベツ シキュウ ロウレイ コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ				老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



		妻：昭和37年5月生まれ ツマ ショウワ ネン ガツ ウ																																老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：63歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ																				年収850万円未満が要件 ネンシュウ マンエン ミマン ヨウケン









		加給年金等支給事例　【事例D】 カキュウ ネンキン トウ シキュウ ジレイ ジレイ

		夫婦とも20年以上の厚生年金の加入歴があり、妻が4歳年上の場合 フウフ ネンイジョウ コウセイ ネンキン カニュウ レキ ツマ サイ トシウエ バアイ



						56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		73		…

																この
期間 キカン						特別支給の老齢厚生年金 コウセイ ネンキン		老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



		夫：昭和34年5月生まれ オット ショウワ ネン ガツ ウ																						老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		報酬比例支給開始：64歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ														年収850万円未満 ネンシュウ マンエン ミマン

																が要件



						60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		77		…

						特別支給の老齢
厚生年金（報酬比例） トクベツ シキュウ ロウレイ コウセイ ネンキン ホウシュウ ヒレイ										老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン



																老齢基礎年金 ロウレイ キソ ネンキン

		妻：昭和30年5月生まれ ツマ ショウワ ネン ガツ ウ

		報酬比例支給開始：60歳 ホウシュウ ヒレイ シキュウ カイシ サイ														加給
年金 カキュウ ネンキン
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振替加算年金の支給額 （年間）

生 年 月 日 支 給 額
昭和 31. 4. 2 ～ 33. 4. 1 ４万円
昭和 33. 4. 2 ～ 35. 4. 1 ３万円
昭和 35. 4. 2 ～ 41. 4. 1 ２万円
昭和 41. 4. 2 以降 なし

令和3年度（単位：万円）千円以下四捨五入

17

加給年金額 年  額
配偶者 　　39 万円
第1子・第2子の加算額  各 22 万円
第3子以降の加算額  各   7 万円

加給年金の支給額 （年間）
令和3年度

子は年度初めに１８歳未満の場合支給される


ねんきん定期便

		ねんきん定期便 テイキビン



		年金を　　　　　　受けられる年齢 ネンキン ウ ネンレイ				歳 サイ		（60～64）歳 サイ		６５歳 サイ

		年金の種類と年金額(見込額) ネンキン シュルイ ネンキンガク ミコミ ガク		基礎年金 キソ ネンキン						(老齢基礎年金)
Ｂ　　　790,000円 ロウレイ キソ ネンキン エン

				厚生年金 コウセイ ネンキン		特別支給の
老齢厚生年金 トクベツ シキュウ ロウレイ コウセイ ネンキン		特別支給の
老齢厚生年金 トクベツ シキュウ ロウレイ コウセイ ネンキン		老齢厚生年金 ロウレイ コウセイ ネンキン

						(報酬比例部分)
　　　　　　　　円 ホウシュウ ヒレイ ブブン エン		(報酬比例部分)
Ａ　1,200,000円 ホウシュウ ヒレイ ブブン エン		(報酬比例部分)
Ｂ　　1,200,000円 ホウシュウ ヒレイ ブブン エン

								(定額部分)
 テイガク ブブン		(経過的加算部分)
Ｃ　　　　10,000円 ケイカテキ カサン ブブン エン

		年金額(見込額) ネンキンガク ミコミ ガク				円 エン		　 1,200,000円 エン		　　　2,000,000円 エン





ワークシート国の年金

		ワ ー ク シ ー ト



		年  　齢 ネン トシ				国から支給される年金 クニ シキュウ ネンキン

		配偶者 ハイグウシャ		本 人 ホン ヒト		老齢厚生 ロウレイ コウセイ		老齢基礎 ロウレイ キソ		経過加算 ケイカ カサン		加給年金 カキュウ ネンキン



						Ａ		Ｂ		Ｃ

		57		60		120

		58		61

		59		62

		60		63

		61		64

		62		65				79		1

		63		66

		64		67

		65		68

		66		69

		67		70

		68		71

		69		72



																加給年金額 カキュウ ネンキン ガク		年  額 ネン ガク

																配偶者 ハイグウシャ		　　39 万円 マンエン

																第1子・第2子の加算額 ダイ シ ダイ シ カサンガク		 各 22 万円 カク マンエン

																第3子以降の加算額 ダイ シ イコウ カサンガク		 各   7 万円 カク マンエン
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現在 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後 11年後 12年後 13年後 14年後 15年後 16年後 17年後

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28

800 800 800 400 400 400 400 400

74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

76 76 76 76 76 76 76 76
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一郎（世帯主）

華子（配偶者）

翔太（長男）

美香（長女）

現在 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後 11年後 12年後 13年後 14年後 15年後 16年後 17年後

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28

800 800 800 400 400 400 400 400

74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

39 39

76 76 76 76 76 76 76 76

10 10 10 10 10 10 10 10 10
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一郎（世帯主）

華子（配偶者）

翔太（長男）

美香（長女）

18【 収入欄を記入する ③】 ＜加給年金・振替加算＞
【加給年金】 加給年金の有無および額については、次頁以降参照
厚生年金に20年以上加入していた者が65歳になり老齢厚生年金を受給したときから、その配偶者
（年収は850万円未満）が65歳になるまで、または子どもが18歳の年度末まで支給される。

（注）但し、厚生年金に20年以上加入している配偶者が特別支給の老齢厚生年金を受けられる場合はその
支給開始まで

【振替加算】 振替加算の有無および額については、次頁以降を参照
昭和41年4月1日以前生まれの配偶者には、配偶者が６５歳になるまで本人の年金に加算されてい
た加給年金額に代わって、配偶者自身の老齢基礎年金に加算される。

（注）配偶者が厚生年金に20年以上加入していて老齢基礎年金を受給した場合は支給されない。


(P1)表紙

		



公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構

長期家計プランワークシート

（令和元年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		700		300		200		100										80								80		300				100				50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		204		214		290		290		290		290		290		290		290		290		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		800		800		800		400		1600		400		400		400		204		214		290		290		290		290		790		290		290		290		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		26		35		35		35		35		35		35		35		35		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		90		420

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		763		665		665		892		454		454		454		357		318		327		327		327		327		313		313		313		313		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		763		665		665		892		654		1154		754		557		418		327		327		327		327		313		393		313		313		312		392		612		312		412		312		362		392		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										37		37		135		-265		708		-254		-754		-354		-353		-204		-37		-37		-37		-37		477		-103		-23		-23		-30		-110		-330		-30		-130		-30		-80		-110		-30		-30		-30		-30		-30

		資産残高 シサンザンダカ						600				637		674		809		544		1,252		998		244		(110)		(463)		(667)		(703)		(740)		(777)		(813)		(336)		(439)		(462)		(484)		(514)		(624)		(954)		(983)		(1,113)		(1,143)		(1,223)		(1,332)		(1,362)		(1,392)		(1,422)		(1,451)		(1,481)





(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		600		200		200		100										60								60		200				100				50		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																						74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																						131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																						39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																				30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								65		65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																										0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																								10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																										2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		835		835		835		455		455		455		455		455		274		284		237		237		237		237		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		72		72		72		36		36		36

						高年齢雇用継続給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン														23		23		23		23		23

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		806		871		907		907		1750		514		514		514		478		274		284		237		237		237		637		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		78		78		78		78		78		33		34		28		28		28		28		28		43		43		43		43		43		43		43		43		40		40		40		40		40		40		40

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		755		1007		657		492		444		444		444		427		317		310		304		304		304		298		298		313		313		313		313		313		313		313		313		309		309		309		309		309		309		309

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		492		644		1044		644		627		417		310		304		304		304		298		358		313		313		313		373		513		313		413		313		359		359		309		309		309		309		309

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										43		116		-100		250		1258		-130		-530		-130		-149		-143		-26		-67		-67		-67		339		-121		46		46		46		-14		-154		46		-54		46		-30		-30		20		20		20		20		20

		資産残高 シサンザンダカ						600				643		759		659		909		2,167		2,037		1,507		1,377		1,228		1,085		1,059		992		924		857		1,196		1,074		1,120		1,167		1,213		1,199		1,045		1,091		1,037		1,083		1,053		1,023		1,043		1,062		1,082		1,102		1,122



保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は822万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）



（p5）老後資金はいくら必要 

		老後資金はいくら必要？ ロウゴシキンヒツヨウ

		【Ａさん夫婦のケース】　Ａ氏：S35年5月生まれ（現在58歳）、妻：S37年6月生まれ（現在56歳） シネンツキウゲンザイサイツマネンツキウゲンザイサイ

		　前提１：高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の1ヵ月の支出は約26万円、単身世帯の場合は約16万円（総務省平成29年「家計調査」）と同程度の
　　　　　 生活水準で暮らした場合 ゼンテイドウテイドセイカツスイジュンクバアイ

		　前提２：現在65歳の平均余命（男性が20年、女性が24年〈平成29年簡易生命表〉）の年齢（男性85歳、女性89歳）まで生きる場合 ゼンテイダンセイネンジョセイネンネンレイ

		① 「年金見込額試算書」や「ねんきん定期便」を基に 年金収入の合計を計算する ・・・ ア ネンキンミコミガクシサンショテイキビンモトネンキンシュウニュウゴウケイケイサン

				▼65歳 サイ				▼66歳 サイ										▼80歳 サイ				▼85歳 サイ						●		日常生活費以外の費用の例（ライフイベント費など）　…ウ ニチジョウセイカツヒイガイヒヨウレイヒ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		費用概算 ヒヨウガイサン

																														自宅リフォーム ジタク				700

																														海外旅行（４回） カイガイリョコウカイ		100×1回，80×3回 カイカイ		340

																														子どもの結婚援助（2人） コケッコンエンジョニン		200×2人 ニン		400

						▼64歳 サイ		▼65歳 サイ										▼78歳 サイ				▼83歳 サイ				▼89歳 サイ				車の買い替え（2回） クルマカカカイ				600

																														予備費 ヨビヒ				300

																														計 ケイ		2,340

																												●		年金以外の収入の例　…オ ネンキンイガイシュウニュウレイ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		概算の総額 ガイサンソウガク

																														退職金 タイショクキン				1,200

		② 基本生活費の合計を計算する ・・・ イ キホンセイカツヒゴウケイケイサン																												個人年金保険など コジンネンキンホケン		50×10年 ネン		500

								夫が85歳まで ・・・ 26万円×12月×20年＝ 6,240万円 オットサイマンエンツキネンマンエン																						養老保険満期金など ヨウロウホケンマンキキン				400

								夫死亡後 ・・・ 16万円×12月×6年＝ 1,152万円 オットシボウゴマンエンツキネンマンエン																						預貯金など ヨチョキン				600

		　 基本生活費の合計 6,240万円＋1,152万円＝ 7,392万円 キホンセイカツヒゴウケイマンエンマンエンマンエン																												計 ケイ		2,700

		③ 生活費以外の費用を見積る ・・・ ウ セイカツヒイガイヒヨウミツモリ

				定期的（毎月・毎年）にかかるわけではないが、発生する可能性が高い大きな出費や万が一のために手を付けずにとっておく資金の総額を見積もる。 テイキテキマイツキマイトシハッセイカノウセイタカオオシュッピ

						表ウの例で考えると　総額2,340万円 ヒョウレイカンガソウガクマンエン

		④ 老後の収支総額を確認　・・・　エ ロウゴシュウシソウガクカクニン

		　　		ア(収入合計)－イ(基本生活費合計)－ウ(生活費以外の費用)　 　7,390万円－7,392万円－2,340万円＝－2,342万円(不足) シュウニュウゴウケイキホンセイカツヒゴウケイセイカツヒイガイヒヨウマンエンフソク

				もし、住宅ローンなどの負債があれば不足額に加える。 ジュウタクフサイフソクガククワ

		⑤ 年金以外の収入（表オ参照）などをつかむ　・・・　オ ネンキンイガイシュウニュウヒョウサンショウ

				退職金、預貯金などがあれば、④でつかんだ不足額を補うことができる。 タイショクキンヨチョキンフソクガクオギナ

				－2,342万円＋2,700万円＝158万円　残高がプラスであれば余裕資金となりマイナスであればさらなる収入の確保や支出の削減を検討する マンエンマンエンマンエンザンダカヨユウシキンシュウニュウカクホシシュツサクゲンケントウ

		※なお、ゆとりあるセカンドライフの生活費は月額約34万から38万円といわれている。 セイカツヒゲツガクヤクマンマンエン



&C5

参 考

65歳以降の
基本生活費

　　　　　　老齢厚生年金 130万円

老齢基礎年金 74万円

加給年金 39万円

企業年金 36万円（15年保証付き有期年金）

　　　　　　老齢厚生年金 10万円

老齢基礎年金 78万円

振替加算 2万円

遺族年金 87万円

279万円×1年間
289万円×1年間
568万円

330万円×13年間
4,290万円

294万円×5年間
1,470万円

177万円×6年間
1,062万円

年金収入合計：　7,390万円

夫 の 年 金

妻 の 年 金
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(P1)表紙

		



公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構

長期家計プランワークシート

（令和元年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		700		300		200		100										80								80		300				100				50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		243		253		292		292		292		292		292		292		292		292		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		800		800		800		400		1600		400		400		400		243		253		292		292		292		292		792		292		292		292		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		30		35		35		35		35		35		35		35		35		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		90		420

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		763		665		665		892		454		454		454		357		322		327		327		327		327		313		313		313		313		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		763		665		665		892		654		1154		754		557		422		327		327		327		327		313		393		313		313		312		392		612		312		412		312		362		392		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										37		37		135		-265		708		-254		-754		-354		-314		-169		-35		-35		-35		-35		479		-101		-21		-21		-30		-110		-330		-30		-130		-30		-80		-110		-30		-30		-30		-30		-30

		資産残高 シサンザンダカ						600				637		674		809		544		1,252		998		244		(110)		(424)		(593)		(628)		(663)		(698)		(733)		(254)		(355)		(376)		(397)		(427)		(536)		(866)		(896)		(1,026)		(1,055)		(1,135)		(1,245)		(1,275)		(1,304)		(1,334)		(1,364)		(1,394)





(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		600		200		200		100										60								60		200				100				50		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																						74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																						131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																						39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																				30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								65		65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																										0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																								10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																										2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		835		835		835		455		455		455		455		455		274		284		237		237		237		237		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		72		72		72		36		36		36

						高年齢雇用継続給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン														23		23		23		23		23

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		806		871		907		907		1750		514		514		514		478		274		284		237		237		237		637		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		78		78		78		78		78		33		34		28		28		28		28		28		43		43		43		43		43		43		43		43		40		40		40		40		40		40		40

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		755		1007		657		492		444		444		444		427		317		310		304		304		304		298		298		313		313		313		313		313		313		313		313		309		309		309		309		309		309		309

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		492		644		1044		644		627		417		310		304		304		304		298		358		313		313		313		373		513		313		413		313		359		359		309		309		309		309		309

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										43		116		-100		250		1258		-130		-530		-130		-149		-143		-26		-67		-67		-67		339		-121		46		46		46		-14		-154		46		-54		46		-30		-30		20		20		20		20		20

		資産残高 シサンザンダカ						600				643		759		659		909		2,167		2,037		1,507		1,377		1,228		1,085		1,059		992		924		857		1,196		1,074		1,120		1,167		1,213		1,199		1,045		1,091		1,037		1,083		1,053		1,023		1,043		1,062		1,082		1,102		1,122



保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は822万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）



（p5）老後資金はいくら必要 

		老後資金はいくら必要？ ロウゴシキンヒツヨウ

		【Ａさん夫婦のケース】　Ａ氏：S35年5月生まれ（現在58歳）、妻：S37年6月生まれ（現在56歳） シネンツキウゲンザイサイツマネンツキウゲンザイサイ

		　前提１：高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の1ヵ月の支出は約26万円、単身世帯の場合は約16万円（総務省平成29年「家計調査」）と同程度の
　　　　　 生活水準で暮らした場合 ゼンテイドウテイドセイカツスイジュンクバアイ

		　前提２：現在65歳の平均余命（男性が20年、女性が24年〈平成29年簡易生命表〉）の年齢（男性85歳、女性89歳）まで生きる場合 ゼンテイダンセイネンジョセイネンネンレイ

		① 「年金見込額試算書」や「ねんきん定期便」を基に 年金収入の合計を計算する ・・・ ア ネンキンミコミガクシサンショテイキビンモトネンキンシュウニュウゴウケイケイサン

				▼65歳 サイ				▼66歳 サイ										▼80歳 サイ				▼85歳 サイ						●		日常生活費以外の費用の例（ライフイベント費など）　…ウ ニチジョウセイカツヒイガイヒヨウレイヒ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		費用概算 ヒヨウガイサン

																														自宅リフォーム ジタク				700

																														海外旅行（４回） カイガイリョコウカイ		100×1回，80×3回 カイカイ		340

																														子どもの結婚援助（2人） コケッコンエンジョニン		200×2人 ニン		400

						▼64歳 サイ		▼65歳 サイ										▼78歳 サイ				▼83歳 サイ				▼89歳 サイ				車の買い替え（2回） クルマカカカイ				600

																														予備費 ヨビヒ				300

																														計 ケイ		2,340

																												●		年金以外の収入の例　…オ ネンキンイガイシュウニュウレイ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		概算の総額 ガイサンソウガク

																														退職金 タイショクキン				1,200

		② 基本生活費の合計を計算する ・・・ イ キホンセイカツヒゴウケイケイサン																												個人年金保険など コジンネンキンホケン		50×10年 ネン		500

								夫が85歳まで ・・・ 26万円×12月×20年＝ 6,240万円 オットサイマンエンツキネンマンエン																						養老保険満期金など ヨウロウホケンマンキキン				400

								夫死亡後 ・・・ 16万円×12月×6年＝ 1,152万円 オットシボウゴマンエンツキネンマンエン																						預貯金など ヨチョキン				600

		　 基本生活費の合計 6,240万円＋1,152万円＝ 7,392万円 キホンセイカツヒゴウケイマンエンマンエンマンエン																												計 ケイ		2,700

		③ 生活費以外の費用を見積る ・・・ ウ セイカツヒイガイヒヨウミツモリ

				定期的（毎月・毎年）にかかるわけではないが、発生する可能性が高い大きな出費や万が一のために手を付けずにとっておく資金の総額を見積もる。 テイキテキマイツキマイトシハッセイカノウセイタカオオシュッピ

						表ウの例で考えると　総額2,340万円 ヒョウレイカンガソウガクマンエン

		④ 老後の収支総額を確認　・・・　エ ロウゴシュウシソウガクカクニン

		　　		ア(収入合計)－イ(基本生活費合計)－ウ(生活費以外の費用)　 　7,390万円－7,392万円－2,340万円＝－2,342万円(不足) シュウニュウゴウケイキホンセイカツヒゴウケイセイカツヒイガイヒヨウマンエンフソク

				もし、住宅ローンなどの負債があれば不足額に加える。 ジュウタクフサイフソクガククワ

		⑤ 年金以外の収入（表オ参照）などをつかむ　・・・　オ ネンキンイガイシュウニュウヒョウサンショウ

				退職金、預貯金などがあれば、④でつかんだ不足額を補うことができる。 タイショクキンヨチョキンフソクガクオギナ

				－2,342万円＋2,700万円＝158万円　残高がプラスであれば余裕資金となりマイナスであればさらなる収入の確保や支出の削減を検討する マンエンマンエンマンエンザンダカヨユウシキンシュウニュウカクホシシュツサクゲンケントウ

		※なお、ゆとりあるセカンドライフの生活費は月額約34万から38万円といわれている。 セイカツヒゲツガクヤクマンマンエン



&C5

参 考

65歳以降の
基本生活費

　　　　　　老齢厚生年金 130万円

老齢基礎年金 74万円

加給年金 39万円

企業年金 36万円（15年保証付き有期年金）

　　　　　　老齢厚生年金 10万円

老齢基礎年金 78万円

振替加算 2万円

遺族年金 87万円

279万円×1年間
289万円×1年間
568万円

330万円×13年間
4,290万円

294万円×5年間
1,470万円

177万円×6年間
1,062万円

年金収入合計：　7,390万円

夫 の 年 金

妻 の 年 金
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公的年金に関する注意点

年金の支給は誕生日を基準として
・誕生日の前日の翌月分から支給開始
・偶数月に2ヶ月分まとめて支給される

誕生日 支給開始 支払い（振込） 支給対象月
5月2日～6月1日 6月分から 8月15日 6月分、7月分
6月2日～7月1日 7月分から 8月15日 7月分
7月2日～8月1日 8月分から 10月15日 8月分、9月分

＜年金の支給と支払いの原則＞（初回の例）

ワークシートでは年間の満額を記
入していますが、実際は初年の年
金は誕生日を基準に月割で支
給されますので、ねんきん定期便
の金額とは差異があります。

各種の加算（加給年金・振替加算・経過的加算）なども同様に月割になる

ただし、初回の支払いは手続きに時間がかかるため、年金裁定請求書（誕生日の前日から受
付）を提出後、振込まで2～3か月かかることが多く、奇数月に振込みがある場合もある（支払い
までに時間がかかっても支給額そのものが増減することはない）。



現在 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後 11年後 12年後 13年後 14年後 15年後 16年後 17年後

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28

800 800 800 400 400 400 400 400

74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

39 39

76 76 76 76 76 76 76 76

10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 2 2 2 2 2 2 2
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【 収入欄を記入する ④】 ＜企業年金＞
20

過去にお勤めしていた会社に企業年金（特に「厚生年金基金」）があってご自身が加入していなかったかを確認してみてください。
加入期間が10年未満で退職（脱退）された方の記録は会社から企業年金連合会に移管され、将来ここから年金が支給されます。
（問い合わせ先：0570-02-2666）

企業型確定拠出年金（DC年金）を一時金で受け取る方は、「企業年金」欄の記入は原則として不要

転職経験があって前職で企業年金制度が
ある方はこの欄に記入してください


(P1)表紙

		



公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構

長期家計プランワークシート

（令和元年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		700		300		200		100										80								80		300				100				50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		243		253		292		292		292		292		292		292		292		292		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		800		800		800		400		1600		400		400		400		243		253		292		292		292		292		792		292		292		292		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		30		35		35		35		35		35		35		35		35		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		90		420

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		763		665		665		892		454		454		454		357		322		327		327		327		327		313		313		313		313		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		763		665		665		892		654		1154		754		557		422		327		327		327		327		313		393		313		313		312		392		612		312		412		312		362		392		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										37		37		135		-265		708		-254		-754		-354		-314		-169		-35		-35		-35		-35		479		-101		-21		-21		-30		-110		-330		-30		-130		-30		-80		-110		-30		-30		-30		-30		-30

		資産残高 シサンザンダカ						600				637		674		809		544		1,252		998		244		(110)		(424)		(593)		(628)		(663)		(698)		(733)		(254)		(355)		(376)		(397)		(427)		(536)		(866)		(896)		(1,026)		(1,055)		(1,135)		(1,245)		(1,275)		(1,304)		(1,334)		(1,364)		(1,394)





(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		600		200		200		100										60								60		200				100				50		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																						74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																						131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																						39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																				30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								65		65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																										0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																								10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																										2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		835		835		835		455		455		455		455		455		274		284		237		237		237		237		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		72		72		72		36		36		36

						高年齢雇用継続給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン														23		23		23		23		23

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		806		871		907		907		1750		514		514		514		478		274		284		237		237		237		637		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		78		78		78		78		78		33		34		28		28		28		28		28		43		43		43		43		43		43		43		43		40		40		40		40		40		40		40

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		755		1007		657		492		444		444		444		427		317		310		304		304		304		298		298		313		313		313		313		313		313		313		313		309		309		309		309		309		309		309

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		492		644		1044		644		627		417		310		304		304		304		298		358		313		313		313		373		513		313		413		313		359		359		309		309		309		309		309

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										43		116		-100		250		1258		-130		-530		-130		-149		-143		-26		-67		-67		-67		339		-121		46		46		46		-14		-154		46		-54		46		-30		-30		20		20		20		20		20

		資産残高 シサンザンダカ						600				643		759		659		909		2,167		2,037		1,507		1,377		1,228		1,085		1,059		992		924		857		1,196		1,074		1,120		1,167		1,213		1,199		1,045		1,091		1,037		1,083		1,053		1,023		1,043		1,062		1,082		1,102		1,122



保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は822万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）



（p5）老後資金はいくら必要 

		老後資金はいくら必要？ ロウゴシキンヒツヨウ

		【Ａさん夫婦のケース】　Ａ氏：S35年5月生まれ（現在58歳）、妻：S37年6月生まれ（現在56歳） シネンツキウゲンザイサイツマネンツキウゲンザイサイ

		　前提１：高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の1ヵ月の支出は約26万円、単身世帯の場合は約16万円（総務省平成29年「家計調査」）と同程度の
　　　　　 生活水準で暮らした場合 ゼンテイドウテイドセイカツスイジュンクバアイ

		　前提２：現在65歳の平均余命（男性が20年、女性が24年〈平成29年簡易生命表〉）の年齢（男性85歳、女性89歳）まで生きる場合 ゼンテイダンセイネンジョセイネンネンレイ

		① 「年金見込額試算書」や「ねんきん定期便」を基に 年金収入の合計を計算する ・・・ ア ネンキンミコミガクシサンショテイキビンモトネンキンシュウニュウゴウケイケイサン

				▼65歳 サイ				▼66歳 サイ										▼80歳 サイ				▼85歳 サイ						●		日常生活費以外の費用の例（ライフイベント費など）　…ウ ニチジョウセイカツヒイガイヒヨウレイヒ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		費用概算 ヒヨウガイサン

																														自宅リフォーム ジタク				700

																														海外旅行（４回） カイガイリョコウカイ		100×1回，80×3回 カイカイ		340

																														子どもの結婚援助（2人） コケッコンエンジョニン		200×2人 ニン		400

						▼64歳 サイ		▼65歳 サイ										▼78歳 サイ				▼83歳 サイ				▼89歳 サイ				車の買い替え（2回） クルマカカカイ				600

																														予備費 ヨビヒ				300

																														計 ケイ		2,340

																												●		年金以外の収入の例　…オ ネンキンイガイシュウニュウレイ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		概算の総額 ガイサンソウガク

																														退職金 タイショクキン				1,200

		② 基本生活費の合計を計算する ・・・ イ キホンセイカツヒゴウケイケイサン																												個人年金保険など コジンネンキンホケン		50×10年 ネン		500

								夫が85歳まで ・・・ 26万円×12月×20年＝ 6,240万円 オットサイマンエンツキネンマンエン																						養老保険満期金など ヨウロウホケンマンキキン				400

								夫死亡後 ・・・ 16万円×12月×6年＝ 1,152万円 オットシボウゴマンエンツキネンマンエン																						預貯金など ヨチョキン				600

		　 基本生活費の合計 6,240万円＋1,152万円＝ 7,392万円 キホンセイカツヒゴウケイマンエンマンエンマンエン																												計 ケイ		2,700

		③ 生活費以外の費用を見積る ・・・ ウ セイカツヒイガイヒヨウミツモリ

				定期的（毎月・毎年）にかかるわけではないが、発生する可能性が高い大きな出費や万が一のために手を付けずにとっておく資金の総額を見積もる。 テイキテキマイツキマイトシハッセイカノウセイタカオオシュッピ

						表ウの例で考えると　総額2,340万円 ヒョウレイカンガソウガクマンエン

		④ 老後の収支総額を確認　・・・　エ ロウゴシュウシソウガクカクニン

		　　		ア(収入合計)－イ(基本生活費合計)－ウ(生活費以外の費用)　 　7,390万円－7,392万円－2,340万円＝－2,342万円(不足) シュウニュウゴウケイキホンセイカツヒゴウケイセイカツヒイガイヒヨウマンエンフソク

				もし、住宅ローンなどの負債があれば不足額に加える。 ジュウタクフサイフソクガククワ

		⑤ 年金以外の収入（表オ参照）などをつかむ　・・・　オ ネンキンイガイシュウニュウヒョウサンショウ

				退職金、預貯金などがあれば、④でつかんだ不足額を補うことができる。 タイショクキンヨチョキンフソクガクオギナ

				－2,342万円＋2,700万円＝158万円　残高がプラスであれば余裕資金となりマイナスであればさらなる収入の確保や支出の削減を検討する マンエンマンエンマンエンザンダカヨユウシキンシュウニュウカクホシシュツサクゲンケントウ

		※なお、ゆとりあるセカンドライフの生活費は月額約34万から38万円といわれている。 セイカツヒゲツガクヤクマンマンエン



&C5

参 考

65歳以降の
基本生活費

　　　　　　老齢厚生年金 130万円

老齢基礎年金 74万円

加給年金 39万円

企業年金 36万円（15年保証付き有期年金）

　　　　　　老齢厚生年金 10万円

老齢基礎年金 78万円

振替加算 2万円

遺族年金 87万円

279万円×1年間
289万円×1年間
568万円

330万円×13年間
4,290万円

294万円×5年間
1,470万円

177万円×6年間
1,062万円

年金収入合計：　7,390万円

夫 の 年 金

妻 の 年 金
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21【 収入欄を記入する ⑤】 ＜収入小計＞

「給与・賞与」「公的年金」「企業年金」欄の記入ができたら、この３つを合計して
「収入小計②」を算出します。

現在 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後 11年後 12年後 13年後 14年後 15年後 16年後 17年後

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28

800 800 800 400 400 400 400 400

74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

39 39

76 76 76 76 76 76 76 76

10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 2 2 2 2 2 2 2

②

年

年
齢

一郎（世帯主）

華子（配偶者）

翔太（長男）

美香（長女）

収
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加給年金/振替加算
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公
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加給年金/振替加算

企業年金

企業年金

収入小計

現在 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後 11年後 12年後 13年後 14年後 15年後 16年後 17年後

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28

800 800 800 400 400 400 400 400

74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

39 39

76 76 76 76 76 76 76 76

10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 2 2 2 2 2 2 2

② 800 800 800 400 400 400 400 400 243 253 292 292 292 292 292 292 292 292

企業年金

企業年金

収入小計
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年
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一郎（世帯主）

華子（配偶者）

翔太（長男）

美香（長女）


(P1)表紙

		



公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構

長期家計プランワークシート

（令和元年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		700		300		200		100										80								80		300				100				50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②																																						282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		1200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		500		0		0		0		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		90		420

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		763		665		665		892		454		454		454		357		292		292		292		292		292		278		278		278		278		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		763		665		665		892		654		1154		754		557		392		292		292		292		292		278		358		278		278		312		392		612		312		412		312		362		392		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										-763		-763		-665		-665		308		-654		-1154		-754		-557		-392		-292		-292		-292		-292		222		-358		-278		-278		-30		-110		-330		-30		-130		-30		-80		-110		-30		-30		-30		-30		-30

		資産残高 シサンザンダカ						600				(163)		(926)		(1,591)		(2,256)		(1,948)		(2,602)		(3,756)		(4,510)		(5,067)		(5,459)		(5,751)		(6,043)		(6,335)		(6,627)		(6,404)		(6,762)		(7,040)		(7,318)		(7,348)		(7,458)		(7,787)		(7,817)		(7,947)		(7,977)		(8,057)		(8,166)		(8,196)		(8,226)		(8,256)		(8,285)		(8,315)





(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		600		200		200		100										60								60		200				100				50		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																						74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																						131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																						39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																				30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								65		65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																										0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																								10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																										2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		835		835		835		455		455		455		455		455		274		284		237		237		237		237		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		72		72		72		36		36		36

						高年齢雇用継続給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン														23		23		23		23		23

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		806		871		907		907		1750		514		514		514		478		274		284		237		237		237		637		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		78		78		78		78		78		33		34		28		28		28		28		28		43		43		43		43		43		43		43		43		40		40		40		40		40		40		40

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		755		1007		657		492		444		444		444		427		317		310		304		304		304		298		298		313		313		313		313		313		313		313		313		309		309		309		309		309		309		309

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		492		644		1044		644		627		417		310		304		304		304		298		358		313		313		313		373		513		313		413		313		359		359		309		309		309		309		309

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										43		116		-100		250		1258		-130		-530		-130		-149		-143		-26		-67		-67		-67		339		-121		46		46		46		-14		-154		46		-54		46		-30		-30		20		20		20		20		20

		資産残高 シサンザンダカ						600				643		759		659		909		2,167		2,037		1,507		1,377		1,228		1,085		1,059		992		924		857		1,196		1,074		1,120		1,167		1,213		1,199		1,045		1,091		1,037		1,083		1,053		1,023		1,043		1,062		1,082		1,102		1,122



保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は822万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）



（p5）老後資金はいくら必要 

		老後資金はいくら必要？ ロウゴシキンヒツヨウ

		【Ａさん夫婦のケース】　Ａ氏：S35年5月生まれ（現在58歳）、妻：S37年6月生まれ（現在56歳） シネンツキウゲンザイサイツマネンツキウゲンザイサイ

		　前提１：高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の1ヵ月の支出は約26万円、単身世帯の場合は約16万円（総務省平成29年「家計調査」）と同程度の
　　　　　 生活水準で暮らした場合 ゼンテイドウテイドセイカツスイジュンクバアイ

		　前提２：現在65歳の平均余命（男性が20年、女性が24年〈平成29年簡易生命表〉）の年齢（男性85歳、女性89歳）まで生きる場合 ゼンテイダンセイネンジョセイネンネンレイ

		① 「年金見込額試算書」や「ねんきん定期便」を基に 年金収入の合計を計算する ・・・ ア ネンキンミコミガクシサンショテイキビンモトネンキンシュウニュウゴウケイケイサン

				▼65歳 サイ				▼66歳 サイ										▼80歳 サイ				▼85歳 サイ						●		日常生活費以外の費用の例（ライフイベント費など）　…ウ ニチジョウセイカツヒイガイヒヨウレイヒ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		費用概算 ヒヨウガイサン

																														自宅リフォーム ジタク				700

																														海外旅行（４回） カイガイリョコウカイ		100×1回，80×3回 カイカイ		340

																														子どもの結婚援助（2人） コケッコンエンジョニン		200×2人 ニン		400

						▼64歳 サイ		▼65歳 サイ										▼78歳 サイ				▼83歳 サイ				▼89歳 サイ				車の買い替え（2回） クルマカカカイ				600

																														予備費 ヨビヒ				300

																														計 ケイ		2,340

																												●		年金以外の収入の例　…オ ネンキンイガイシュウニュウレイ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		概算の総額 ガイサンソウガク

																														退職金 タイショクキン				1,200

		② 基本生活費の合計を計算する ・・・ イ キホンセイカツヒゴウケイケイサン																												個人年金保険など コジンネンキンホケン		50×10年 ネン		500

								夫が85歳まで ・・・ 26万円×12月×20年＝ 6,240万円 オットサイマンエンツキネンマンエン																						養老保険満期金など ヨウロウホケンマンキキン				400

								夫死亡後 ・・・ 16万円×12月×6年＝ 1,152万円 オットシボウゴマンエンツキネンマンエン																						預貯金など ヨチョキン				600

		　 基本生活費の合計 6,240万円＋1,152万円＝ 7,392万円 キホンセイカツヒゴウケイマンエンマンエンマンエン																												計 ケイ		2,700

		③ 生活費以外の費用を見積る ・・・ ウ セイカツヒイガイヒヨウミツモリ

				定期的（毎月・毎年）にかかるわけではないが、発生する可能性が高い大きな出費や万が一のために手を付けずにとっておく資金の総額を見積もる。 テイキテキマイツキマイトシハッセイカノウセイタカオオシュッピ

						表ウの例で考えると　総額2,340万円 ヒョウレイカンガソウガクマンエン

		④ 老後の収支総額を確認　・・・　エ ロウゴシュウシソウガクカクニン

		　　		ア(収入合計)－イ(基本生活費合計)－ウ(生活費以外の費用)　 　7,390万円－7,392万円－2,340万円＝－2,342万円(不足) シュウニュウゴウケイキホンセイカツヒゴウケイセイカツヒイガイヒヨウマンエンフソク

				もし、住宅ローンなどの負債があれば不足額に加える。 ジュウタクフサイフソクガククワ

		⑤ 年金以外の収入（表オ参照）などをつかむ　・・・　オ ネンキンイガイシュウニュウヒョウサンショウ

				退職金、預貯金などがあれば、④でつかんだ不足額を補うことができる。 タイショクキンヨチョキンフソクガクオギナ

				－2,342万円＋2,700万円＝158万円　残高がプラスであれば余裕資金となりマイナスであればさらなる収入の確保や支出の削減を検討する マンエンマンエンマンエンザンダカヨユウシキンシュウニュウカクホシシュツサクゲンケントウ

		※なお、ゆとりあるセカンドライフの生活費は月額約34万から38万円といわれている。 セイカツヒゲツガクヤクマンマンエン
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参 考

65歳以降の
基本生活費

　　　　　　老齢厚生年金 130万円

老齢基礎年金 74万円

加給年金 39万円

企業年金 36万円（15年保証付き有期年金）

　　　　　　老齢厚生年金 10万円

老齢基礎年金 78万円

振替加算 2万円

遺族年金 87万円

279万円×1年間
289万円×1年間
568万円

330万円×13年間
4,290万円

294万円×5年間
1,470万円

177万円×6年間
1,062万円

年金収入合計：　7,390万円

夫 の 年 金

妻 の 年 金
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(P1)表紙

		



公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構

長期家計プランワークシート

（令和元年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		700		300		200		100										80								80		300				100				50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		243		253		292		292		292		292		292		292		292		292		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		800		800		800		400		1600		400		400		400		243		253		292		292		292		292		792		292		292		292		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		30		35		35		35		35		35		35		35		35		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		90		420

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		763		665		665		892		454		454		454		357		322		327		327		327		327		313		313		313		313		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		763		665		665		892		654		1154		754		557		422		327		327		327		327		313		393		313		313		312		392		612		312		412		312		362		392		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										37		37		135		-265		708		-254		-754		-354		-314		-169		-35		-35		-35		-35		479		-101		-21		-21		-30		-110		-330		-30		-130		-30		-80		-110		-30		-30		-30		-30		-30

		資産残高 シサンザンダカ						600				637		674		809		544		1,252		998		244		(110)		(424)		(593)		(628)		(663)		(698)		(733)		(254)		(355)		(376)		(397)		(427)		(536)		(866)		(896)		(1,026)		(1,055)		(1,135)		(1,245)		(1,275)		(1,304)		(1,334)		(1,364)		(1,394)





(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		600		200		200		100										60								60		200				100				50		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																						74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																						131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																						39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																				30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								65		65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																										0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																								10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																										2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		835		835		835		455		455		455		455		455		274		284		237		237		237		237		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		72		72		72		36		36		36

						高年齢雇用継続給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン														23		23		23		23		23

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		806		871		907		907		1750		514		514		514		478		274		284		237		237		237		637		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		78		78		78		78		78		33		34		28		28		28		28		28		43		43		43		43		43		43		43		43		40		40		40		40		40		40		40

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		755		1007		657		492		444		444		444		427		317		310		304		304		304		298		298		313		313		313		313		313		313		313		313		309		309		309		309		309		309		309

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		492		644		1044		644		627		417		310		304		304		304		298		358		313		313		313		373		513		313		413		313		359		359		309		309		309		309		309

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										43		116		-100		250		1258		-130		-530		-130		-149		-143		-26		-67		-67		-67		339		-121		46		46		46		-14		-154		46		-54		46		-30		-30		20		20		20		20		20

		資産残高 シサンザンダカ						600				643		759		659		909		2,167		2,037		1,507		1,377		1,228		1,085		1,059		992		924		857		1,196		1,074		1,120		1,167		1,213		1,199		1,045		1,091		1,037		1,083		1,053		1,023		1,043		1,062		1,082		1,102		1,122



保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は822万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）



（p5）老後資金はいくら必要 

		老後資金はいくら必要？ ロウゴシキンヒツヨウ

		【Ａさん夫婦のケース】　Ａ氏：S35年5月生まれ（現在58歳）、妻：S37年6月生まれ（現在56歳） シネンツキウゲンザイサイツマネンツキウゲンザイサイ

		　前提１：高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の1ヵ月の支出は約26万円、単身世帯の場合は約16万円（総務省平成29年「家計調査」）と同程度の
　　　　　 生活水準で暮らした場合 ゼンテイドウテイドセイカツスイジュンクバアイ

		　前提２：現在65歳の平均余命（男性が20年、女性が24年〈平成29年簡易生命表〉）の年齢（男性85歳、女性89歳）まで生きる場合 ゼンテイダンセイネンジョセイネンネンレイ

		① 「年金見込額試算書」や「ねんきん定期便」を基に 年金収入の合計を計算する ・・・ ア ネンキンミコミガクシサンショテイキビンモトネンキンシュウニュウゴウケイケイサン

				▼65歳 サイ				▼66歳 サイ										▼80歳 サイ				▼85歳 サイ						●		日常生活費以外の費用の例（ライフイベント費など）　…ウ ニチジョウセイカツヒイガイヒヨウレイヒ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		費用概算 ヒヨウガイサン

																														自宅リフォーム ジタク				700

																														海外旅行（４回） カイガイリョコウカイ		100×1回，80×3回 カイカイ		340

																														子どもの結婚援助（2人） コケッコンエンジョニン		200×2人 ニン		400

						▼64歳 サイ		▼65歳 サイ										▼78歳 サイ				▼83歳 サイ				▼89歳 サイ				車の買い替え（2回） クルマカカカイ				600

																														予備費 ヨビヒ				300

																														計 ケイ		2,340

																												●		年金以外の収入の例　…オ ネンキンイガイシュウニュウレイ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		概算の総額 ガイサンソウガク

																														退職金 タイショクキン				1,200

		② 基本生活費の合計を計算する ・・・ イ キホンセイカツヒゴウケイケイサン																												個人年金保険など コジンネンキンホケン		50×10年 ネン		500

								夫が85歳まで ・・・ 26万円×12月×20年＝ 6,240万円 オットサイマンエンツキネンマンエン																						養老保険満期金など ヨウロウホケンマンキキン				400

								夫死亡後 ・・・ 16万円×12月×6年＝ 1,152万円 オットシボウゴマンエンツキネンマンエン																						預貯金など ヨチョキン				600

		　 基本生活費の合計 6,240万円＋1,152万円＝ 7,392万円 キホンセイカツヒゴウケイマンエンマンエンマンエン																												計 ケイ		2,700

		③ 生活費以外の費用を見積る ・・・ ウ セイカツヒイガイヒヨウミツモリ

				定期的（毎月・毎年）にかかるわけではないが、発生する可能性が高い大きな出費や万が一のために手を付けずにとっておく資金の総額を見積もる。 テイキテキマイツキマイトシハッセイカノウセイタカオオシュッピ

						表ウの例で考えると　総額2,340万円 ヒョウレイカンガソウガクマンエン

		④ 老後の収支総額を確認　・・・　エ ロウゴシュウシソウガクカクニン

		　　		ア(収入合計)－イ(基本生活費合計)－ウ(生活費以外の費用)　 　7,390万円－7,392万円－2,340万円＝－2,342万円(不足) シュウニュウゴウケイキホンセイカツヒゴウケイセイカツヒイガイヒヨウマンエンフソク

				もし、住宅ローンなどの負債があれば不足額に加える。 ジュウタクフサイフソクガククワ

		⑤ 年金以外の収入（表オ参照）などをつかむ　・・・　オ ネンキンイガイシュウニュウヒョウサンショウ

				退職金、預貯金などがあれば、④でつかんだ不足額を補うことができる。 タイショクキンヨチョキンフソクガクオギナ

				－2,342万円＋2,700万円＝158万円　残高がプラスであれば余裕資金となりマイナスであればさらなる収入の確保や支出の削減を検討する マンエンマンエンマンエンザンダカヨユウシキンシュウニュウカクホシシュツサクゲンケントウ

		※なお、ゆとりあるセカンドライフの生活費は月額約34万から38万円といわれている。 セイカツヒゲツガクヤクマンマンエン



&C5

参 考

65歳以降の
基本生活費

　　　　　　老齢厚生年金 130万円

老齢基礎年金 74万円

加給年金 39万円

企業年金 36万円（15年保証付き有期年金）

　　　　　　老齢厚生年金 10万円

老齢基礎年金 78万円

振替加算 2万円

遺族年金 87万円

279万円×1年間
289万円×1年間
568万円

330万円×13年間
4,290万円

294万円×5年間
1,470万円

177万円×6年間
1,062万円

年金収入合計：　7,390万円

夫 の 年 金

妻 の 年 金
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22【 収入欄を記入する ⑥】 ＜その他の収入と収入合計＞

【その他の収入欄】 項目はご家庭にあわせて追加してください。
将来受け取ることが分かっている収入の見込額を記入。
民間の個人年金保険等に入っている、不動産収入がある等はここに見込額を記入

「その他の収入」が埋まったら「収入小計②」と足して「収入合計③」を算出

退職金 +
一時金受取のDC年金

保険受取金


(P2)長期家計ワークシート (記入例)  (2)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100		50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		243		253		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

				その他の収入 タ シュウニュウ		DC+退職金 タイショクキン												1200

						iDeCoやその他の臨時収入 タ リンジシュウニュウ																																500







		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		800		800		800		1600		400		400		400		400		243		253		292		292		292		792		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								195		195		195		80		80		80		80		80		29		30		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		775		775		677		892		472		454		454		437		321		322		327		327		327		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		775		775		677		892		772		654		954		637		321		422		327		327		327		313		393		613		313		313		393		313		313		413		363		393		313		313		313		313		313		313		313

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										25		25		123		708		-372 		-254 		-554 		-237 		-78 		-169 		-35 		-35 		-35 		479		-101 		-321 		-21 		-21 		-101 		-21 		-21 		-121 		-71 		-101 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 

		資産残高 シサン ザンダカ						600				625		650		773		1,481		1,109		855		301		64		(14)		(183)		(218)		(253)		(288)		191		90		(231)		(252)		(273)		(374)		(395)		(416)		(537)		(608)		(709)		(730)		(751)		(772)		(793)		(814)		(834)		(855)



退職金で残債を一括繰上げ返済した

長女の就職に伴い教育費がなくなった



(P1)表紙







自動車リサイクル促進センター　様

長期家計プランワークシート

（令和3年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100		50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		243		253		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

				その他の収入 タ シュウニュウ		DC+退職金 タイショクキン												1200

						iDeCoやその他の臨時収入 タ リンジシュウニュウ																																500







		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		800		800		800		1600		400		400		400		400		243		253		292		292		292		792		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								195		195		195		80		80		80		80		80		29		30		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		775		775		677		892		472		454		454		437		321		322		327		327		327		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		775		775		677		892		772		654		954		637		321		422		327		327		327		313		393		613		313		313		393		313		313		413		363		393		313		313		313		313		313		313		313

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										25		25		123		708		-372 		-254 		-554 		-237 		-78 		-169 		-35 		-35 		-35 		479		-101 		-321 		-21 		-21 		-101 		-21 		-21 		-121 		-71 		-101 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 

		資産残高 シサン ザンダカ						600				625		650		773		1,481		1,109		855		301		64		(14)		(183)		(218)		(253)		(288)		191		90		(231)		(252)		(273)		(374)		(395)		(416)		(537)		(608)		(709)		(730)		(751)		(772)		(793)		(814)		(834)		(855)



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

DC+退職金

定年退職後、再雇用制度を使って65歳まで働くことにした。
再雇用後の給与は仮置きで現在の5割とした（800×0.5≒400）。

退職金で残債を一括繰上げ返済した

60歳以降の継続雇用期間
収入小計②×20％

65歳以降の年金生活
収入小計②×12％

長女の就職に伴い教育費がなくなった



(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイ ヒョウ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ																																																																						

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

		我が家の
ライフイベント ワ ヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タ シュウニュウ		DC+退職金 タイショクキン

						iDeCoやその他の
臨時収入 タ リンジシュウニュウ







		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサン ザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイ ヒョウ カイゼン レイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニン オトコ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャ オンナ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										200		200		350		200				100										60		200						60						100		50		60

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ								65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		865		865		465		465		465		465		465		254		264		217		217		217		217		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

				その他の収入 タ シュウニュウ		DC+退職金 タイショクキン												1200																				400

						iDeCoやその他の
臨時収入 タ リンジシュウニュウ						36		36		72		72		72		36		36

						子女からの食費 シジョ ショクヒ						36		36		72		72		72		36		36





		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		872		937		1009		1809		609		537		537		465		254		264		217		217		217		617		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		32		26		26		26		26		26		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		763		755		1007		657		494		446		446		429		284		316		302		302		302		296		296		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		694		646		796		629		284		416		302		302		302		296		356		511		311		311		371		311		311		411		361		371		311		311		311		311		311		311		311

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										109		182		2		1152		-85 		-109 		-259 		-164 		-30 		-152 		-85 		-85 		-85 		321		-139 		-171 		29		29		-31 		29		29		-71 		-21 		-31 		29		29		29		29		29		29		29

		資産残高 シサン ザンダカ						600				709		891		893		2,045		1,960		1,851		1,592		1,428		1,398		1,247		1,162		1,077		992		1,313		1,174		1,002		1,031		1,060		1,028		1,057		1,085		1,014		992		961		990		1,018		1,047		1,075		1,104		1,132		1,161



長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は833万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は501万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、資産が底をつく恐れは低くなった。

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした




(P2)長期家計ワークシート (記入例)  (2)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100		50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		243		253		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

				その他の収入 タ シュウニュウ		DC+退職金 タイショクキン												1200

						iDeCoやその他の臨時収入 タ リンジシュウニュウ																																500







		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③																																						292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								195		195		195		80		80		80		80		80		29		30		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		775		775		677		892		472		454		454		437		321		322		327		327		327		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		775		775		677		892		772		654		954		637		321		422		327		327		327		313		393		613		313		313		393		313		313		413		363		393		313		313		313		313		313		313		313

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										-775 		-775 		-677 		-892 		-772 		-654 		-954 		-637 		-321 		-422 		-327 		-327 		-327 		-313 		-393 		-613 		-313 		-313 		-101 		-21 		-21 		-121 		-71 		-101 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 

		資産残高 シサン ザンダカ						600				(175)		(950)		(1,627)		(2,519)		(3,291)		(3,945)		(4,899)		(5,536)		(5,857)		(6,279)		(6,606)		(6,933)		(7,260)		(7,573)		(7,966)		(8,579)		(8,892)		(9,205)		(9,306)		(9,327)		(9,348)		(9,469)		(9,540)		(9,641)		(9,662)		(9,683)		(9,704)		(9,725)		(9,745)		(9,766)		(9,787)



退職金で残債を一括繰上げ返済した

長女の就職に伴い教育費がなくなった



(P1)表紙







自動車リサイクル促進センター　様

長期家計プランワークシート

（令和3年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100		50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		243		253		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

				その他の収入 タ シュウニュウ		DC+退職金 タイショクキン												1200

						iDeCoやその他の臨時収入 タ リンジシュウニュウ																																500







		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		800		800		800		1600		400		400		400		400		243		253		292		292		292		792		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								195		195		195		80		80		80		80		80		29		30		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		775		775		677		892		472		454		454		437		321		322		327		327		327		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		775		775		677		892		772		654		954		637		321		422		327		327		327		313		393		613		313		313		393		313		313		413		363		393		313		313		313		313		313		313		313

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										25		25		123		708		-372 		-254 		-554 		-237 		-78 		-169 		-35 		-35 		-35 		479		-101 		-321 		-21 		-21 		-101 		-21 		-21 		-121 		-71 		-101 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 

		資産残高 シサン ザンダカ						600				625		650		773		1,481		1,109		855		301		64		(14)		(183)		(218)		(253)		(288)		191		90		(231)		(252)		(273)		(374)		(395)		(416)		(537)		(608)		(709)		(730)		(751)		(772)		(793)		(814)		(834)		(855)



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

DC+退職金

定年退職後、再雇用制度を使って65歳まで働くことにした。
再雇用後の給与は仮置きで現在の5割とした（800×0.5≒400）。

退職金で残債を一括繰上げ返済した

60歳以降の継続雇用期間
収入小計②×20％

65歳以降の年金生活
収入小計②×12％

長女の就職に伴い教育費がなくなった



(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイ ヒョウ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ																																																																						

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

		我が家の
ライフイベント ワ ヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タ シュウニュウ		DC+退職金 タイショクキン

						iDeCoやその他の
臨時収入 タ リンジシュウニュウ







		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサン ザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイ ヒョウ カイゼン レイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニン オトコ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャ オンナ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										200		200		350		200				100										60		200						60						100		50		60

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ								65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		865		865		465		465		465		465		465		254		264		217		217		217		217		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

				その他の収入 タ シュウニュウ		DC+退職金 タイショクキン												1200																				400

						iDeCoやその他の
臨時収入 タ リンジシュウニュウ						36		36		72		72		72		36		36

						子女からの食費 シジョ ショクヒ						36		36		72		72		72		36		36





		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		872		937		1009		1809		609		537		537		465		254		264		217		217		217		617		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		32		26		26		26		26		26		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		763		755		1007		657		494		446		446		429		284		316		302		302		302		296		296		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		694		646		796		629		284		416		302		302		302		296		356		511		311		311		371		311		311		411		361		371		311		311		311		311		311		311		311

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										109		182		2		1152		-85 		-109 		-259 		-164 		-30 		-152 		-85 		-85 		-85 		321		-139 		-171 		29		29		-31 		29		29		-71 		-21 		-31 		29		29		29		29		29		29		29

		資産残高 シサン ザンダカ						600				709		891		893		2,045		1,960		1,851		1,592		1,428		1,398		1,247		1,162		1,077		992		1,313		1,174		1,002		1,031		1,060		1,028		1,057		1,085		1,014		992		961		990		1,018		1,047		1,075		1,104		1,132		1,161



長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は833万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は501万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、資産が底をつく恐れは低くなった。

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした





長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）

現在 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後 11年後 12年後 13年後 14年後 15年後 16年後 17年後 18年後 19年後 20年後 21年後 22年後 23年後 24年後 25年後 26年後 27年後 28年後 29年後 30年後

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

①

収入小計 ② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日常生活費

教育費

保険料（生命保険等）

税金と社会保険料

ローン返済

支出小計 ④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基礎年金

支出合計 (①+④)

収支差額 (③-⑤)

資産残高

そ
の
他
の
収
入

DC+退職金
iDeCoやその他の
臨時収入

収入合計

支
 
出

厚生年金

加給年金/振替加算

我が家の
ライフイベント

ライフイベント費

収
　
 
 
入

本
 
人

給与・賞与

公
的
年
金

基礎年金

厚生年金

加給年金/振替加算

企業年金

企業年金

配
　
偶
　
者

給与・賞与

公
的
年
金

年

年
齢

23【 支出欄を記入する 】

・「1年間のわが家の収支状況」「ライフイベント表」を元に記入する


(P2)長期家計ワークシート (記入例)  (2)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100		50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		243		253		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

				その他の収入 タ シュウニュウ		DC+退職金 タイショクキン												1200

						iDeCoやその他の臨時収入 タ リンジシュウニュウ																																500







		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		800		800		800		1600		400		400		400		400		243		253		292		292		292		792		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								195		195		195		80		80		80		80		80		29		30		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		775		775		677		892		472		454		454		437		321		322		327		327		327		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		775		775		677		892		772		654		954		637		321		422		327		327		327		313		393		613		313		313		393		313		313		413		363		393		313		313		313		313		313		313		313

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										25		25		123		708		-372 		-254 		-554 		-237 		-78 		-169 		-35 		-35 		-35 		479		-101 		-321 		-21 		-21 		-101 		-21 		-21 		-121 		-71 		-101 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 

		資産残高 シサン ザンダカ						600				625		650		773		1,481		1,109		855		301		64		(14)		(183)		(218)		(253)		(288)		191		90		(231)		(252)		(273)		(374)		(395)		(416)		(537)		(608)		(709)		(730)		(751)		(772)		(793)		(814)		(834)		(855)



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

DC+退職金

定年退職後、再雇用制度を使って65歳まで働くことにした。
再雇用後の給与は仮置きで現在の5割とした（800×0.5≒400）。

退職金で残債を一括繰上げ返済した

長女の就職に伴い教育費がなくなった



(P1)表紙







自動車リサイクル促進センター　様

長期家計プランワークシート

（令和3年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100		50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		243		253		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

				その他の収入 タ シュウニュウ		DC+退職金 タイショクキン												1200

						iDeCoやその他の臨時収入 タ リンジシュウニュウ																																500







		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		800		800		800		1600		400		400		400		400		243		253		292		292		292		792		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								195		195		195		80		80		80		80		80		29		30		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		775		775		677		892		472		454		454		437		321		322		327		327		327		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313		313

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		775		775		677		892		772		654		954		637		321		422		327		327		327		313		393		613		313		313		393		313		313		413		363		393		313		313		313		313		313		313		313

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										25		25		123		708		-372 		-254 		-554 		-237 		-78 		-169 		-35 		-35 		-35 		479		-101 		-321 		-21 		-21 		-101 		-21 		-21 		-121 		-71 		-101 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 		-21 

		資産残高 シサン ザンダカ						600				625		650		773		1,481		1,109		855		301		64		(14)		(183)		(218)		(253)		(288)		191		90		(231)		(252)		(273)		(374)		(395)		(416)		(537)		(608)		(709)		(730)		(751)		(772)		(793)		(814)		(834)		(855)



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

DC+退職金

定年退職後、再雇用制度を使って65歳まで働くことにした。
再雇用後の給与は仮置きで現在の5割とした（800×0.5≒400）。

退職金で残債を一括繰上げ返済した

60歳以降の継続雇用期間
収入小計②×20％

65歳以降の年金生活
収入小計②×12％

長女の就職に伴い教育費がなくなった



(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイ ヒョウ



		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ																																																																						

																																																																								

																																																																								

																																																																								

																																																																								

		我が家の
ライフイベント ワ ヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン

								厚生年金 コウセイ ネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タ シュウニュウ		DC+退職金 タイショクキン

						iDeCoやその他の
臨時収入 タ リンジシュウニュウ







		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサン ザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイ ヒョウ カイゼン レイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニン オトコ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャ オンナ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ												長女大学卒業 チョウジョ ダイガク ソツギョウ		長女就職 チョウジョ シュウショク		定年退職・再雇用 テイネン タイショク サイコヨウ		車の買い替え クルマ カ カ		長男結婚 チョウナン ケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金・配偶者厚生年金受給開始 ロウレイ ハイグウシャ コウセイネンキン		配偶者の老齢基礎年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャ ロウレイ キソネンキン ジュキュウカイシ カイガイ リョコウ										海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイ リョコウ						小規模リフォーム ショウキボ		金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										200		200		350		200				100										60		200						60						100		50		60

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																				141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141		141

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ								65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																								0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		800		865		865		465		465		465		465		465		254		264		217		217		217		217		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

				その他の収入 タ シュウニュウ		DC+退職金 タイショクキン												1200																				400

						iDeCoやその他の
臨時収入 タ リンジシュウニュウ						36		36		72		72		72		36		36

						子女からの食費 シジョ ショクヒ						36		36		72		72		72		36		36





		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		872		937		1009		1809		609		537		537		465		254		264		217		217		217		617		217		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		32		26		26		26		26		26		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		763		755		1007		657		494		446		446		429		284		316		302		302		302		296		296		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311		311

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		694		646		796		629		284		416		302		302		302		296		356		511		311		311		371		311		311		411		361		371		311		311		311		311		311		311		311

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										109		182		2		1152		-85 		-109 		-259 		-164 		-30 		-152 		-85 		-85 		-85 		321		-139 		-171 		29		29		-31 		29		29		-71 		-21 		-31 		29		29		29		29		29		29		29

		資産残高 シサン ザンダカ						600				709		891		893		2,045		1,960		1,851		1,592		1,428		1,398		1,247		1,162		1,077		992		1,313		1,174		1,002		1,031		1,060		1,028		1,057		1,085		1,014		992		961		990		1,018		1,047		1,075		1,104		1,132		1,161



長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は833万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は501万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、資産が底をつく恐れは低くなった。

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした





①「ここ1年のわが家の収支状況」

記入例
（万円）

記入欄
（万円）

給与・賞与 770

その他の収入 0

給与・賞与等（配偶者等） 0

<収入合計> 770

日常生活費 360

① 食費 96

② 住居費（住宅ローンを除く） 17

③ 光熱・水道費 27

④ 家具・家事用品費 13

⑤ 被服・履物費 20

⑥ 保健・医療費 13

⑦ 交通・通信費 67

⑧ 教養・娯楽費 41

⑨ その他の費用 66

教育費 98

生命・個人年金・自動車保険料 32

税金と社会保険料 183

ローン返済 90

大型出費（臨時出費） 0

<支出合計> 763

7

収
　
入

支
　
出

収支差額

現在 1年後 2年後
2021 2022 2023

57
55
25
21

日常生活費 360

教育費 98

保険料（生命保険等） 32

税金と社会保険料 183

ローン返済 90

支出小計 ④ 763

⑤ 763

7

600

年

年
齢

一郎（世帯主）

華子（配偶者）

翔太（長男）

美香（長女）

支
 
出

支出合計 (①+④)

収支差額 (③-⑤)

資産残
高

24
【支出欄を記入する ➀】＜現在の支出＞

【現在 の支出欄】
「1年間のわが家の収支状況」の支出から転記


収支状況＆財産

		（別添　様式2） ベッテン ヨウシキ

		わが家の収支状況及び金融資産一覧表 ヤ シュウシ ジョウキョウ オヨ キンユウ シサン イチラン ヒョウ

		①「ここ1年のわが家の収支状況」 ネン ヤ シュウシ ジョウキョウ												(年間の合計額をこの欄にご記入ください） ラン キニュウ

										記入例
（万円） キニュウ レイ マンエン		記入欄
（万円） キニュウ ラン マンエン		記入上の注意事項 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ

		収　入 オサム ニュウ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						770				税込年収（賞与を含む）
　※源泉徴収票で確認可能→【裏面参照】 ゼイコミ ネンシュウ ショウヨ フク ゲンセン チョウシュウ ヒョウ カクニン カノウ リメン サンショウ

				その他の収入 タ シュウニュウ						0				退職金や生命保険満期返戻金、副収入など タイショクキン セイメイ ホケン マンキ ヘンレイキン フクシュウニュウ

				給与・賞与等（配偶者等） キュウヨ ショウヨ トウ ハイグウシャ トウ						0				税込年収（賞与を含む） ゼイコミ ネンシュウ ショウヨ フク

				<収入合計> シュウニュウ ゴウケイ						770

		支　出 シ シュツ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ						360				①～⑨の合計値 ゴウケイチ

						①		食費 ショクヒ		96				外食費含む ガイショク ヒ フク

						②		住居費（住宅ローンを除く） ジュウキョヒ ジュウタク ノゾ		17				家賃・地代、建物等の小修繕費・維持管理サービス費など ヤチン チダイ タテモノ トウ ショウ シュウゼンヒ イジ カンリ ヒ

						③		光熱・水道費 コウネツ スイドウ ヒ		27

						④		家具・家事用品費 カグ カジ ヨウヒン ヒ		13				家具、洗剤・家事用品等 カグ センザイ カジ ヨウヒン トウ

						⑤		被服・履物費 ヒフク ハキモノ ヒ		20

						⑥		保健・医療費 ホケン イリョウ ヒ		13				病院へ支払う医療費、薬局での医薬品購入など ビョウイン シハラ イリョウヒ ヤッキョク イヤクヒン コウニュウ

						⑦		交通・通信費 コウツウ ツウシン ヒ		67				通勤費・自動車維持費用（ガソリン代など）・自転車費用，固定・携帯電話費用等 ツウキン ヒ ジドウシャ イジ ヒヨウ ダイ ジテンシャ ヒヨウ コテイ ケイタイ デンワ ヒヨウ トウ

						⑧		教養・娯楽費 キョウヨウ ゴラク ヒ		41				趣味娯楽（レジャー・書籍や音楽購入等）費用 シュミ ゴラク ショセキ オンガク コウニュウ トウ ヒヨウ

						⑨		その他の費用 タ ヒヨウ		66				こづかい、交際費、仕送り、介護サービス費、理美容費、身の回り用品、等 シオク カイゴ ヒ リビヨウ ヒ ミ マワ ヨウヒン トウ

				教育費 キョウイクヒ						98				授業料、通学費、学習塾、習いごと費用等 ジュギョウリョウ ツウガク ヒ ガクシュウジュク ナラ ヒヨウ トウ

				生命・個人年金・自動車保険料 セイメイ コジン ネンキン ジドウシャ ホケンリョウ						32				保険会社や郵便局等でかけている保険等の掛金 ホケン カイシャ ユウビンキョク トウ ホケン トウ カケキン

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ						183				所得税・住民税・厚生年金・健康保険料等※源泉徴収票等で確認可能→【裏面参照】 ショトクゼイ ジュウミンゼイ コウセイ ネンキン ケンコウ ホケンリョウ トウ ゲンセン チョウシュウヒョウ トウ カクニン カノウ リメン サンショウ

				ローン返済 ヘンサイ						90				住宅ローン、車のローン等 ジュウタク クルマ トウ

				大型出費（臨時出費） オオガタ シュッピ リンジ シュッピ						0				海外旅行、家の大規模リフォーム、車の一括購入など カイガイ リョコウ イエ ダイキボ クルマ イッカツ コウニュウ

				<支出合計> シシュツ ゴウケイ						763

		収支差額 シュウシ サガク								7

		②「現在のわが家の金融資産一覧表」 ゲンザイ ヤ キンユウ シサン イチラン ヒョウ												（この欄にご記入ください） ラン キニュウ

										記入例
（万円） キニュウ レイ マンエン		記入欄
（万円） キニュウ ラン マンエン

		資産 シサン		現金 ゲンキン						10

				預貯金 ヨチョキン						450

				公社債 コウシャサイ						40

				投資信託 トウシ シンタク						100

				株式 カブシキ						0

		資産合計 シサン ゴウケイ								600

		（注1）公社債、投資信託、株式は現在価格で記入してください。金額は万円単位で結構です。

		（注2）この資料は、他人に見せたり提出するものではありません。お手持ちの資料です。 シリョウ タニン ミ テイシュツ テモ シリョウ





家計の詳細を把握していない場合は
 日常生活費 ＝ 手取収入―（教育費＋民間の保険料＋ローン返済額＋大型出費＋前年一年間の預貯金額・投資額） 
 でおおよその金額を出すことができます。





(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【記入例】 チョウキカケイ ヒョウ キニュウ レイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニン オトコ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャ オンナ ショウワ ネン ガツ ニチ ウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシ ヨワイ		一郎（世帯主） イチロウ セタイヌシ								57												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25

				華子（配偶者） ハナコ ハイグウシャ								55												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25

				翔太（長男） ショウタ チョウナン								25

				美香（長女） ミカ チョウジョ								21												1		2		3



		我が家の
ライフイベント ワ ヤ																						大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョ ケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼン タイショク ロウレイ キソ ネンキン ジュキュウ カイシ カイガイ リョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャ ロウレイ キソ ネンキン ジュキュウ						海外旅行 カイガイ リョコウ								海外旅行 カイガイ リョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①														700		300		200		100										80								80		300				100				50		80

		収　  入 オサム イリ		本 人 ホン ヒト		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						770												390		390		390

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																						74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイ ネンキン																						120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																						39		39

						基金 キキン		第1標準年金																						36		36		36		36		36		36		36		36		36		36		36		36		36		36		36

								第2標準年金

				配　偶　者 クバ グウ シャ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ

						公的年金 コウテキ ネンキン		基礎年金 キソ ネンキン																										76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイ ネンキン																								10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウ ネンキン フリカエ カサン																										2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						基金 キキン		第1標準年金

								第2標準年金

				収入小計 シュウニュウ ショウケイ						②		770												390		390		390		269		279		318		318		318		318		318		318		318		318		318		318		318		318		318		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タ シュウニュウ		臨時収入 リンジ シュウニュウ																																		500









		収入合計  オサム イリ ゴウ ケイ								③		770												390		390		390		269		279		318		318		318		818		318		318		318		318		318		318		318		318		318		282		282		282		282		282		282		282

		支 出 ササ デ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ								360												342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウ セイメイ ホケン トウ								32												32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ								183												78		78		78		32		33		38		38		38		38		38		38		38		38		38		38		38		38		38		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ								90

				支出小計 ササ デ ショウケイ						④		763												452		452		435		324		325		330		330		330		316		316		316		316		316		316		316		316		316		316		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツ ゴウケイ								⑤		763												1152		752		635		424		325		330		330		330		316		396		316		316		316		396		616		316		416		316		362		392		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサム ササ サ ガク										7												-762 		-362 		-245 		-155 		-46 		-12 		-12 		-12 		502		-78 		2		2		2		-78 		-298 		2		-98 		2		-80 		-110 		-30 		-30 		-30 		-30 		-30 

		資産残高 シサン ザンダカ						600																(762)		(1,124)		(1,369)		(1,524)		(1,571)		(1,583)		(1,595)		(1,607)		(1,105)		(1,183)		(1,181)		(1,179)		(1,177)		(1,255)		(1,553)		(1,551)		(1,649)		(1,648)		(1,727)		(1,837)		(1,867)		(1,897)		(1,926)		(1,956)		(1,986)



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

退職金





現在 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後 11年後 12年後 13年後 14年後 15年後 16年後 17年後
2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
27 28 29 30
23 24 25 26 27 28 29 30

日常生活費 360

教育費 98

保険料（生命保険等） 32

税金と社会保険料 183

ローン返済 90

支出小計 ④

⑤

600

年

年
齢

一郎（世帯主）

華子（配偶者）

翔太（長男）

美香（長女）

支出合計 (①+④)

収支差額 (③-⑤)

資産残
高

支
 
出

25【支出欄を記入する ②】＜将来の支出＞

【将来の支出欄】
「日常生活費」、「税金と社会保険料」については、次頁 「将来の支出額の出し方」に基づき記入


(P1)表紙

		



公益財団法人　年金シニアプラン総合研究機構

（http：//www.nensoken.or.jp/）

長期家計プランワークシート

年金ライフプラン合同セミナー

（平成２９年６月２日）

（注）公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構の許可なき当資料の全部又は一部の複製、転用、
　　　配布を禁じます。当資料に記載された金額等の数値は、資料の作成時点における法令、通知等
　　　に基づくものです。その後の法改正等により、変更となる場合がありますのでご留意ください。



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		　　本人：　厚生年金支給開始： 　64　歳 ホンニンコウセイネンキンシキュウカイシサイ																		配偶者：　厚生年金支給開始：　　63　 歳 ハイグウシャコウセイネンキンシキュウカイシサイ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84

				翔太（長男） ショウタチョウナン								27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								23		24		25		26		27		28		29		30

		我が家の
ライフイベント ワヤ										長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚 チョウジョケッコン		厚生年金受給開始 コウセイネンキンジュキュウカイシ		完全退職・老齢基礎年金受給開始 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシ		配偶者厚生年金受給開始
車の買い替え ハイグウシャコウセイネンキンジュキュウカイシ				配偶者老齢
基礎年金受給開始 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウカイシ		海外旅行 カイガイリョコウ		定期付き生命保険満期 テイキツセイメイホケンマンキ				海外旅行 カイガイリョコウ						海外旅行		小規模リフォーム ショウキボ						海外旅行		金婚式 キンコンシキ

		ライフイベント費  ヒ								①										200		700		200						300						80						80						80		100						80		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																		36		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39		39

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B								26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																										76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																										2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		770		770		416		416		416		416		452		261		271		271		310		310		310		310		310		310		310		284		284		284		284		284		284		284		284		284		284		284		284		284

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D								1200																				500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		770		770		770		1616		416		416		416		452		261		271		271		310		310		810		310		310		310		310		284		284		284		284		284		284		284		284		284		284		284		284		284

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360																																				257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257

				教育費 キョウイクヒ								98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32																																				18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183																																				43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43

				ローン返済 ヘンサイ								90

				支出小計 ササデショウケイ						④																																						318		318		318		318		318		318		318		318		318		318		318		318		318

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤																																						398		418		318		318		398		368		318		318		318		318		318		318		318

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク																																														-114		-134		-34		-34		-114		-84		-34		-34		-34		-34		-34		-34		-34

		資産残高 シサンザンダカ						600																																								(114)		(247)		(281)		(314)		(428)		(512)		(545)		(579)		(612)		(646)		(680)		(713)		(747)



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

退職金＋選択一時金



(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		　　本人：　厚生年金支給開始：  　  　歳 ホンニンコウセイネンキンシキュウカイシサイ																		配偶者：　厚生年金支給開始：　　   　 歳 ハイグウシャコウセイネンキンシキュウカイシサイ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047

		年　齢 トシヨワイ

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート (改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		　　本人：　厚生年金支給開始： 　64　歳 ホンニンコウセイネンキンシキュウカイシサイ																		配偶者：　厚生年金支給開始：　　63　 歳 ハイグウシャコウセイネンキンシキュウカイシサイ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84

				翔太（長男） ショウタチョウナン								26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								22		23		24		25		26		27		28

		我が家の
ライフイベント ワヤ										長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚 チョウジョケッコン		厚生年金受給開始 コウセイネンキンジュキュウカイシ		完全退職・老齢基礎年金受給開始 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシ		配偶者厚生年金受給開始
車の買い替え ハイグウシャコウセイネンキンジュキュウカイシ				（配偶者老齢
基礎年金受給開始）
※繰り下げを選択 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウカイシクサセンタク		海外旅行 カイガイリョコウ						海外旅行 カイガイリョコウ						海外旅行		小規模リフォーム ショウキボ						海外旅行		金婚式 キンコンシキ

		ライフイベント費  ヒ								①										200		500		200						200						60						60						60		100						60		30

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																		36		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39		39

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ						80		80		80		80		80		80		80		80

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																																				108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																										2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		850		850		850		470		470		470		470		506		263		273		273		236		236		236		236		236		344		344		344		344		344		344		344		316		316		316		316		316		316		316		316

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D								1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		72		72		72		72		36		36

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		886		922		922		1742		542		506		506		506		263		273		273		236		236		636		236		236		344		344		344		344		344		344		344		316		316		316		316		316		316		316		316

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								356		356		356		356		356		338		338		321		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257

				教育費 キョウイクヒ								98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								34		24		24		24		24		24		24		24		24		10		10		10		10		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		71		71		71		71		76		39		41		41		35		35		35		35		35		52		52		52		52		52		52		52		47		47		47		47		47		47		47		47

				ローン返済 ヘンサイ								96		346		346

				支出小計 ササデショウケイ						④		767		909		909		451		451		433		433		421		320		308		308		302		302		300		300		300		317		317		317		317		317		317		317		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		767		909		909		451		651		933		633		421		320		508		308		302		362		300		300		360		317		317		377		417		317		317		377		342		312		312		312		312		312		312		312

		収支差額 (②-⑤) オサムサササガク										119		13		13		1292		-109		-427		-127		85		-57		-235		-35		-66		-126		336		-64		-124		27		27		-33		-73		27		27		-33		-26		4		4		4		4		4		4		4

		資産残高 シサンザンダカ						600				719		732		745		2,037		1,928		1,501		1,375		1,460		1,402		1,167		1,132		1,066		940		1,275		1,211		1,086		1,114		1,141		1,108		1,036		1,063		1,090		1,058		1,031		1,035		1,038		1,042		1,045		1,049		1,052		1,056



退職金＋選択一時金

保険全般を見直し死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、掛け金は87歳時点で342万円少なくすんだ。

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

長女の就職を期に35歳の時に借りた2000万円住宅ローン（30年返済）のうち毎年250万円を繰上げ返済した。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給800円で週3日）

車の買い替えはコンパクトカーにした

海外旅行の予算を見直した

予算を見直し

配偶者の基礎年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.42倍）







①「ここ1年のわが家の収支状況」

記入例
（万円）

記入欄
（万円）

給与・賞与 770

その他の収入 0

給与・賞与等（配偶者等） 0

<収入合計> 770

日常生活費 360

① 食費 96

② 住居費（住宅ローンを除く） 17

③ 光熱・水道費 27

④ 家具・家事用品費 13

⑤ 被服・履物費 20

⑥ 保健・医療費 13

⑦ 交通・通信費 67

⑧ 教養・娯楽費 41

⑨ その他の費用 66

教育費 98

生命・個人年金・自動車保険料 32

税金と社会保険料 183

ローン返済 90

大型出費（臨時出費） 0

<支出合計> 763

7

収
　
入

支
　
出

収支差額

「ここ1年のわが家の収支状況
（支出額）」をベースに算出する。

■「日常生活費」
日常生活費については、「退職前」と「退職後」、ま
た、世帯人員数が１人少なくなる毎に減少するのが
一般的です。
そこで、ここでは暫定的に「退職前」と「退職後」
では２０％減とします。
また、世帯人員数が１人少なくなる毎に５％
ずつ減少させることにします。

■ 税金と社会保険料
「59歳まで」 現在と同額を記入
「60歳～64歳」 収入小計② × 20％
「65歳～」 収入小計② × 12％
※暫定値（実際には諸条件により各人異なる）

将来の支出額の出し方 26


収支状況＆財産

		（別添　様式2） ベッテン ヨウシキ

		わが家の収支状況及び金融資産一覧表 ヤ シュウシ ジョウキョウ オヨ キンユウ シサン イチラン ヒョウ

		①「ここ1年のわが家の収支状況」 ネン ヤ シュウシ ジョウキョウ												(年間の合計額をこの欄にご記入ください） ラン キニュウ

										記入例
（万円） キニュウ レイ マンエン		記入欄
（万円） キニュウ ラン マンエン		記入上の注意事項 キニュウ ジョウ チュウイ ジコウ

		収　入 オサム ニュウ		給与・賞与 キュウヨ ショウヨ						770				税込年収（賞与を含む）
　※源泉徴収票で確認可能→【裏面参照】 ゼイコミ ネンシュウ ショウヨ フク ゲンセン チョウシュウ ヒョウ カクニン カノウ リメン サンショウ

				その他の収入 タ シュウニュウ						0				退職金や生命保険満期返戻金、副収入など タイショクキン セイメイ ホケン マンキ ヘンレイキン フクシュウニュウ

				給与・賞与等（配偶者等） キュウヨ ショウヨ トウ ハイグウシャ トウ						0				税込年収（賞与を含む） ゼイコミ ネンシュウ ショウヨ フク

				<収入合計> シュウニュウ ゴウケイ						770

		支　出 シ シュツ		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ						360				①～⑨の合計値 ゴウケイチ

						①		食費 ショクヒ		96				外食費含む ガイショク ヒ フク

						②		住居費（住宅ローンを除く） ジュウキョヒ ジュウタク ノゾ		17				家賃・地代、建物等の小修繕費・維持管理サービス費など ヤチン チダイ タテモノ トウ ショウ シュウゼンヒ イジ カンリ ヒ

						③		光熱・水道費 コウネツ スイドウ ヒ		27

						④		家具・家事用品費 カグ カジ ヨウヒン ヒ		13				家具、洗剤・家事用品等 カグ センザイ カジ ヨウヒン トウ

						⑤		被服・履物費 ヒフク ハキモノ ヒ		20

						⑥		保健・医療費 ホケン イリョウ ヒ		13				病院へ支払う医療費、薬局での医薬品購入など ビョウイン シハラ イリョウヒ ヤッキョク イヤクヒン コウニュウ

						⑦		交通・通信費 コウツウ ツウシン ヒ		67				通勤費・自動車維持費用（ガソリン代など）・自転車費用，固定・携帯電話費用等 ツウキン ヒ ジドウシャ イジ ヒヨウ ダイ ジテンシャ ヒヨウ コテイ ケイタイ デンワ ヒヨウ トウ

						⑧		教養・娯楽費 キョウヨウ ゴラク ヒ		41				趣味娯楽（レジャー・書籍や音楽購入等）費用 シュミ ゴラク ショセキ オンガク コウニュウ トウ ヒヨウ

						⑨		その他の費用 タ ヒヨウ		66				こづかい、交際費、仕送り、介護サービス費、理美容費、身の回り用品、等 シオク カイゴ ヒ リビヨウ ヒ ミ マワ ヨウヒン トウ

				教育費 キョウイクヒ						98				授業料、通学費、学習塾、習いごと費用等 ジュギョウリョウ ツウガク ヒ ガクシュウジュク ナラ ヒヨウ トウ

				生命・個人年金・自動車保険料 セイメイ コジン ネンキン ジドウシャ ホケンリョウ						32				保険会社や郵便局等でかけている保険等の掛金 ホケン カイシャ ユウビンキョク トウ ホケン トウ カケキン

				税金と社会保険料 ゼイキン シャカイ ホケンリョウ						183				所得税・住民税・厚生年金・健康保険料等※源泉徴収票等で確認可能→【裏面参照】 ショトクゼイ ジュウミンゼイ コウセイ ネンキン ケンコウ ホケンリョウ トウ ゲンセン チョウシュウヒョウ トウ カクニン カノウ リメン サンショウ

				ローン返済 ヘンサイ						90				住宅ローン、車のローン等 ジュウタク クルマ トウ

				大型出費（臨時出費） オオガタ シュッピ リンジ シュッピ						0				海外旅行、家の大規模リフォーム、車の一括購入など カイガイ リョコウ イエ ダイキボ クルマ イッカツ コウニュウ

				<支出合計> シシュツ ゴウケイ						763

		収支差額 シュウシ サガク								7

		②「現在のわが家の金融資産一覧表」 ゲンザイ ヤ キンユウ シサン イチラン ヒョウ												（この欄にご記入ください） ラン キニュウ

										記入例
（万円） キニュウ レイ マンエン		記入欄
（万円） キニュウ ラン マンエン

		資産 シサン		現金 ゲンキン						10

				預貯金 ヨチョキン						450

				公社債 コウシャサイ						40

				投資信託 トウシ シンタク						100

				株式 カブシキ						0

		資産合計 シサン ゴウケイ								600

		（注1）公社債、投資信託、株式は現在価格で記入してください。金額は万円単位で結構です。

		（注2）この資料は、他人に見せたり提出するものではありません。お手持ちの資料です。 シリョウ タニン ミ テイシュツ テモ シリョウ





家計の詳細を把握していない場合は
 日常生活費 ＝ 手取収入―（教育費＋民間の保険料＋ローン返済額＋大型出費＋前年一年間の預貯金額・投資額） 
 でおおよその金額を出すことができます。






現在 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後 11年後 12年後 13年後 14年後 15年後 16年後 17年後

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28

② 800 800 800 400 400 400 400 400 279 289 328 328 328 328 328 328 328 328

③ 800 800 800 1600 400 400 400 400 279 289 328 328 328 328 828 328 328 328

日常生活費 360 360 360 360 360 342 342 325 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

教育費

保険料（生命保険等）

税金と社会保険料 195 195 195 80 80 80 80 80 33 35 39 39 39 39 39 39 39 39

ローン返済

支出小計 ④

⑤

600

収入小計

支出合計 (①+④)

収支差額 (③-⑤)

資産残
高

収入合計

支
 
出

収

　

 

 

入

年

年
齢

一郎（世帯主）

華子（配偶者）

翔太（長男）

美香（長女）

27【支出欄を記入する ③】 ＜日常生活費・税金と社会保険料＞
【日常生活費】わが家の収支状況から算出
５年後～ 長男独立に伴い 5％減

360×0.95＝３４２万

8年後～ 退職に伴い20％減
325×0.8≒２６０万

7年後～ 長女独立に伴い さらに5％減
342×0.95≒３２５万

【税金と社会保険料】
60歳以降の継続雇用期間は世帯で20％（概算）
計算式は 収入小計②×0.2 400万×0.2＝80万

65歳以降のリタイア後は世帯で12％（概算）
計算式は 収入小計②×0.12 279万×0.12≒33万

289万×0.12≒35万 328万×0.12≒39万


(P1)表紙

		



公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構

長期家計プランワークシート

（令和元年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		700		300		200		100										80								80		300				100				50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																						74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																						120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																						39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B								28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																										76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																								10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																										2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブ		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		279		289		328		328		328		328		328		328		328		328		310		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D								1200																						500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		800		800		800		1600		400		400		400		400		279		289		328		328		328		328		828		328		328		328		310		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ																																												18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								195		195		195		80		80		80		80		80		33		35		39		39		39		39		39		39		39		39		37		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④																																						315		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤																																						315		392		612		312		412		312		362		392		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク																																														-5		-110		-330		-30		-130		-30		-80		-110		-30		-30		-30		-30		-30

		資産残高 シサンザンダカ						600																																								(5)		(115)		(445)		(474)		(604)		(634)		(714)		(823)		(853)		(883)		(913)		(942)		(972)





(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		600		200		200		100										60								60		200				100				50		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																						74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																						131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																						39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																				30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								65		65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																										0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																								10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																										2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		835		835		835		455		455		455		455		455		274		284		237		237		237		237		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		72		72		72		36		36		36

						高年齢雇用継続給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン														23		23		23		23		23

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		806		871		907		907		1750		514		514		514		478		274		284		237		237		237		637		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		78		78		78		78		78		33		34		28		28		28		28		28		43		43		43		43		43		43		43		43		40		40		40		40		40		40		40

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		755		1007		657		492		444		444		444		427		317		310		304		304		304		298		298		313		313		313		313		313		313		313		313		309		309		309		309		309		309		309

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		492		644		1044		644		627		417		310		304		304		304		298		358		313		313		313		373		513		313		413		313		359		359		309		309		309		309		309

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										43		116		-100		250		1258		-130		-530		-130		-149		-143		-26		-67		-67		-67		339		-121		46		46		46		-14		-154		46		-54		46		-30		-30		20		20		20		20		20

		資産残高 シサンザンダカ						600				643		759		659		909		2,167		2,037		1,507		1,377		1,228		1,085		1,059		992		924		857		1,196		1,074		1,120		1,167		1,213		1,199		1,045		1,091		1,037		1,083		1,053		1,023		1,043		1,062		1,082		1,102		1,122



保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は822万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）



（p5）老後資金はいくら必要 

		老後資金はいくら必要？ ロウゴシキンヒツヨウ

		【Ａさん夫婦のケース】　Ａ氏：S35年5月生まれ（現在58歳）、妻：S37年6月生まれ（現在56歳） シネンツキウゲンザイサイツマネンツキウゲンザイサイ

		　前提１：高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の1ヵ月の支出は約26万円、単身世帯の場合は約16万円（総務省平成29年「家計調査」）と同程度の
　　　　　 生活水準で暮らした場合 ゼンテイドウテイドセイカツスイジュンクバアイ

		　前提２：現在65歳の平均余命（男性が20年、女性が24年〈平成29年簡易生命表〉）の年齢（男性85歳、女性89歳）まで生きる場合 ゼンテイダンセイネンジョセイネンネンレイ

		① 「年金見込額試算書」や「ねんきん定期便」を基に 年金収入の合計を計算する ・・・ ア ネンキンミコミガクシサンショテイキビンモトネンキンシュウニュウゴウケイケイサン

				▼65歳 サイ				▼66歳 サイ										▼80歳 サイ				▼85歳 サイ						●		日常生活費以外の費用の例（ライフイベント費など）　…ウ ニチジョウセイカツヒイガイヒヨウレイヒ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		費用概算 ヒヨウガイサン

																														自宅リフォーム ジタク				700

																														海外旅行（４回） カイガイリョコウカイ		100×1回，80×3回 カイカイ		340

																														子どもの結婚援助（2人） コケッコンエンジョニン		200×2人 ニン		400

						▼64歳 サイ		▼65歳 サイ										▼78歳 サイ				▼83歳 サイ				▼89歳 サイ				車の買い替え（2回） クルマカカカイ				600

																														予備費 ヨビヒ				300

																														計 ケイ		2,340

																												●		年金以外の収入の例　…オ ネンキンイガイシュウニュウレイ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		概算の総額 ガイサンソウガク

																														退職金 タイショクキン				1,200

		② 基本生活費の合計を計算する ・・・ イ キホンセイカツヒゴウケイケイサン																												個人年金保険など コジンネンキンホケン		50×10年 ネン		500

								夫が85歳まで ・・・ 26万円×12月×20年＝ 6,240万円 オットサイマンエンツキネンマンエン																						養老保険満期金など ヨウロウホケンマンキキン				400

								夫死亡後 ・・・ 16万円×12月×6年＝ 1,152万円 オットシボウゴマンエンツキネンマンエン																						預貯金など ヨチョキン				600

		　 基本生活費の合計 6,240万円＋1,152万円＝ 7,392万円 キホンセイカツヒゴウケイマンエンマンエンマンエン																												計 ケイ		2,700

		③ 生活費以外の費用を見積る ・・・ ウ セイカツヒイガイヒヨウミツモリ

				定期的（毎月・毎年）にかかるわけではないが、発生する可能性が高い大きな出費や万が一のために手を付けずにとっておく資金の総額を見積もる。 テイキテキマイツキマイトシハッセイカノウセイタカオオシュッピ

						表ウの例で考えると　総額2,340万円 ヒョウレイカンガソウガクマンエン

		④ 老後の収支総額を確認　・・・　エ ロウゴシュウシソウガクカクニン

		　　		ア(収入合計)－イ(基本生活費合計)－ウ(生活費以外の費用)　 　7,390万円－7,392万円－2,340万円＝－2,342万円(不足) シュウニュウゴウケイキホンセイカツヒゴウケイセイカツヒイガイヒヨウマンエンフソク

				もし、住宅ローンなどの負債があれば不足額に加える。 ジュウタクフサイフソクガククワ

		⑤ 年金以外の収入（表オ参照）などをつかむ　・・・　オ ネンキンイガイシュウニュウヒョウサンショウ

				退職金、預貯金などがあれば、④でつかんだ不足額を補うことができる。 タイショクキンヨチョキンフソクガクオギナ

				－2,342万円＋2,700万円＝158万円　残高がプラスであれば余裕資金となりマイナスであればさらなる収入の確保や支出の削減を検討する マンエンマンエンマンエンザンダカヨユウシキンシュウニュウカクホシシュツサクゲンケントウ

		※なお、ゆとりあるセカンドライフの生活費は月額約34万から38万円といわれている。 セイカツヒゲツガクヤクマンマンエン



&C5

参 考

65歳以降の
基本生活費

　　　　　　老齢厚生年金 130万円

老齢基礎年金 74万円

加給年金 39万円

企業年金 36万円（15年保証付き有期年金）

　　　　　　老齢厚生年金 10万円

老齢基礎年金 78万円

振替加算 2万円

遺族年金 87万円

279万円×1年間
289万円×1年間
568万円

330万円×13年間
4,290万円

294万円×5年間
1,470万円

177万円×6年間
1,062万円

年金収入合計：　7,390万円

夫 の 年 金

妻 の 年 金



Sheet3
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勤労者世帯と高齢無職世帯（世帯主が65歳以上）の平均支出額（年間）
（単位：万円）

35～
59歳

単身 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人
６人
以上

単身
夫婦
世帯

単身と
夫婦

世帯の
比較

単身
同志の
比較

勤労２人
世帯と

高齢夫婦
世帯の
比較

50代
平均と

高齢夫婦
世帯の
比較

日常生活費 215 336 341 352 376 406 377 160 273 59% 74% 81% 72%
① 食費 51 77 89 103 113 128 100 44 79 55% 86% 103% 79%
② 住居費（住宅ローンを除く） 33 33 24 18 19 21 20 15 17 87% 45% 52% 84%
③ 光熱・水道費 15 21 25 27 29 31 28 16 24 65% 107% 112% 86%
④ 家具・家事用品費 7 14 15 17 20 18 17 6 13 51% 97% 93% 75%
⑤ 被服・履物費 9 11 13 15 16 16 13 4 6 66% 41% 55% 45%
⑥ 保健・医療費 8 15 15 15 15 18 17 10 19 51% 122% 127% 116%
⑦ 交通・通信費 31 57 60 62 66 74 66 14 34 42% 46% 60% 52%
⑧ 教養・娯楽費 20 29 30 37 39 38 33 16 24 64% 76% 82% 74%
⑨ その他の費用 41 79 71 57 59 61 83 36 57 63% 87% 72% 68%

生命・個人年金・自動車保険料 18 28 28 33 39 41 36 5 8 63% 27% 28% 21%

233 364 369 385 415 447 413 165 281 59% 71% 77% 68%
※総務省「家計調査（2020年）」より年金シニアプラン総合研究機構作成

計

A　勤労者世帯 B　無職世帯 AとBの比較

世帯主が
60歳未満の世帯 世帯主が

50代の
世帯の
平均値

世帯人員
3.17人

世帯主が
65歳以上の世帯

（配偶者60歳以上）

勤労者世帯に対する
高齢無職世帯の
家計費の割合

参考


Sheet1

		勤労者世帯と高齢無職世帯（世帯主が65歳以上）の平均支出額（年間） キンロウ シャ セタイ コウレイ ムショク セタイ セタイヌシ サイイジョウ ヘイキン シシュツ ガク ネンカン

																																（単位：万円） タンイ マンエン

								A　勤労者世帯 キンロウシャ セタイ														B　無職世帯 ムショク セタイ						AとBの比較 ヒカク

								35～
59歳 サイ		世帯主が
60歳未満の世帯 セタイヌシ サイミマン セタイ										世帯主が
50代の
世帯の
平均値

世帯人員
3.17人 セタイヌシ ダイ セタイ ヘイキン チ セタイ ジンイン ニン		世帯主が
65歳以上の世帯
（配偶者60歳以上） セタイヌシ サイイジョウ セタイ ハイグウシャ サイ イジョウ						勤労者世帯に対する
高齢無職世帯の
家計費の割合 キンロウシャ セタイ タイ コウレイ ムショク セタイ カケイ ヒ ワリアイ

								単身 タンシン		２ 人 ヒト		３ 人 ヒト		４ 人 ヒト		５ 人 ヒト		６人
以上 ヒト イジョウ				単身 タンシン		夫婦
世帯 フウフ セタイ		単身と
夫婦
世帯の
比較 タンシン フウフ セタイ ヒカク		単身
同志の
比較 タンシン ドウシ ヒカク		勤労２人世帯と
高齢夫婦世帯の
比較 キンロウ ニン セタイ コウレイ フウフ セタイ ヒカク		50代
平均と
高齢夫婦
世帯の
比較 ダイ ヘイキン コウレイ フウフ セタイ ヒカク

		日常生活費 ニチジョウ セイカツ ヒ						215		336		341		352		376		406		377		160		273		59%		74%		81%		72%

				①		食費 ショクヒ		51		77		89		103		113		128		100		44		79		55%		86%		103%		79%

				②		住居費（住宅ローンを除く） ジュウキョヒ ジュウタク ノゾ		33		33		24		18		19		21		20		15		17		87%		45%		52%		84%

				③		光熱・水道費 コウネツ スイドウ ヒ		15		21		25		27		29		31		28		16		24		65%		107%		112%		86%

				④		家具・家事用品費 カグ カジ ヨウヒン ヒ		7		14		15		17		20		18		17		6		13		51%		97%		93%		75%

				⑤		被服・履物費 ヒフク ハキモノ ヒ		9		11		13		15		16		16		13		4		6		66%		41%		55%		45%

				⑥		保健・医療費 ホケン イリョウ ヒ		8		15		15		15		15		18		17		10		19		51%		122%		127%		116%

				⑦		交通・通信費 コウツウ ツウシン ヒ		31		57		60		62		66		74		66		14		34		42%		46%		60%		52%

				⑧		教養・娯楽費 キョウヨウ ゴラク ヒ		20		29		30		37		39		38		33		16		24		64%		76%		82%		74%

				⑨		その他の費用 タ ヒヨウ		41		79		71		57		59		61		83		36		57		63%		87%		72%		68%

		教育費 キョウイクヒ						49		81		80		66		65		54		94		19		66		29%				81%		70%

		生命・個人年金・自動車保険料 セイメイ コジン ネンキン ジドウシャ ホケンリョウ						18		28		28		33		39		41		36		5		8		63%		27%		28%		21%

		計 ケイ						233		364		369		385		415		447		413		165		281		59%		71%		77%		68%

		※総務省「家計調査（2020年）」より年金シニアプラン総合研究機構作成 ソウムショウ カケイ チョウサ ネン ネンキン ソウゴウケンキュウキコウ サクセイ
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日常生活費の算出について

家計の詳細を把握していない方は
手取り収入 －（教育費 + ローン返済額 + 民間の保険
料 + 預貯金・投資額 + 大型出費）＝ 日常生活費
で大よその金額を割り出すことができます。

ただし、ご家庭で何にどれだけお金を使っているかを把握す
ることは、家計改善のために非常に有用です。
できれば２～３か月の間でも家計簿をつけてみて、ご家庭
の消費傾向をつかむことをおすすめします。
家計簿アプリなどを活用すれば手間を減らせます。



現在 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後 11年後 12年後 13年後 14年後 15年後 16年後 17年後

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28

③ 800 800 800 1600 400 400 400 400 279 289 328 328 328 328 828 328 328 328

日常生活費 360 360 360 360 360 342 342 325 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

教育費 98 98

保険料（生命保険等） 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 18 18 18 18 18

税金と社会保険料 195 195 195 80 80 80 80 80 33 35 39 39 39 39 39 39 39 39

ローン返済 90 90 90 420

支出小計 ④ 775 775 677 892 472 454 454 437 325 327 331 331 331 317 317 317 317 317

⑤

600

支出合計 (①+④)

収支差額 (③-⑤)

資産残
高

収入合計

支
 
出

年

年
齢

一郎（世帯主）

華子（配偶者）

翔太（長男）

美香（長女）
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【保険料（生命保険等）】
14年後～
70歳で定期付き生命保険が満期を迎え、掛
け金が減少

【ローン返済】
4年後、退職金を使って
住宅ローンを一括返済

【支出欄を記入する ④】 ＜教育費・保険料・ローン返済・支出小計＞

【教育費】
1年後～長女の大学卒業・就職に伴いゼロに。

（これから大学等へ進学の予定がある場合は
参考資料p60教育費の目安を参照）

日常生活費からローン返済までの５項目を足して支出小計④を算出


(P1)表紙

		



公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構

長期家計プランワークシート

（令和２年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年5月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク		定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		車の買い替え		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ								海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		700		200		100												80								80		300				100				50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブ		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		800		800		800		400		400		400		400		400		243		253		292		292		292		292		292		292		292		292		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																		500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		800		800		800		1600		400		400		400		400		279		289		328		328		328		328		828		328		328		328		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								195		195		195		80		80		80		80		80		33		35		39		39		39		39		39		39		39		39		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササデショウケイ						④		775		775		677		892		472		454		454		437		325		327		331		331		331		317		317		317		317		317		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤																																						393		313		312		412		312		362		392		312		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク																																														-111		-31		-30		-130		-30		-80		-110		-30		-30		-30		-30		-30		-30

		資産残高 シサンザンダカ						600																																								(111)		(142)		(172)		(301)		(331)		(411)		(521)		(550)		(580)		(610)		(640)		(670)		(699)



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

退職金

定年退職後、再雇用制度を使って65歳まで働くことにした。
再雇用後の給与は仮置きで現在の5割とした（770×0.5≒390）。

基金の年金は支給期間15年を選択

60歳以降の継続雇用期間
収入小計②×20％

65歳以降の年金生活
収入小計②×12％

本来ならば、60歳以降働いた（厚生年金に加入）5年間分の厚生年金額が上積みされるが、暫定的にねんきん定期便の記載額を記入する



(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050

		年　齢 トシヨワイ												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年5月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク		定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		車の買い替え		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ								海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										200		200		600		200		100												60								60		200				100				50		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								0		0		0		0		0		107		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		0		0		0		0		0		14		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		835		835		455		455		455		455		455		274		284		237		237		237		237		237		358		345		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329		329

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D								1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		72		72		72		36		36

						高年齢雇用継続給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン												23		23		23		23		23

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		806		871		907		1750		550		514		514		478		274		284		237		237		237		637		237		358		345		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329		329

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		78		78		78		78		33		34		28		28		28		28		28		43		41		43		43		43		43		43		43		40		40		40		40		40		40		40		40

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		755		1007		657		492		444		444		427		317		318		304		304		304		298		298		313		311		313		313		313		313		313		313		309		309		309		309		309		309		309		309

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		692		644		1044		627		417		318		304		304		304		298		358		313		311		313		373		513		313		413		313		359		359		309		309		309		309		309		309

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										43		116		-100		1093		-142		-130		-530		-149		-143		-34		-67		-67		-67		339		-121		45		34		46		-14		-154		46		-54		46		-30		-30		20		20		20		20		20		20

		資産残高 シサンザンダカ						600				643		759		659		1,752		1,610		1,480		950		801		658		624		557		489		422		761		639		685		718		764		750		597		643		589		635		605		575		594		614		634		654		673		693



保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で264万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は393万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）



（p5）老後資金はいくら必要 

		老後資金はいくら必要？ ロウゴシキンヒツヨウ

		【Ａさん夫婦のケース】　Ａ氏：S36年5月生まれ（現在58歳）、妻：S38年6月生まれ（現在56歳） シネンツキウゲンザイサイツマネンツキウゲンザイサイ

		　前提１：高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の1ヵ月の支出は約26万円、単身世帯の場合は約16万円（総務省平成29年「家計調査」）と同程度の
　　　　　 生活水準で暮らした場合 ゼンテイドウテイドセイカツスイジュンクバアイ

		　前提２：現在65歳の平均余命（男性が20年、女性が24年〈平成29年簡易生命表〉）の年齢（男性85歳、女性89歳）まで生きる場合 ゼンテイダンセイネンジョセイネンネンレイ

		① 「年金見込額試算書」や「ねんきん定期便」を基に 年金収入の合計を計算する ・・・ ア ネンキンミコミガクシサンショテイキビンモトネンキンシュウニュウゴウケイケイサン

				▼65歳 サイ				▼66歳 サイ										▼80歳 サイ				▼85歳 サイ						●		日常生活費以外の費用の例（ライフイベント費など）　…ウ ニチジョウセイカツヒイガイヒヨウレイヒ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		費用概算 ヒヨウガイサン

																														自宅リフォーム ジタク				700

																														海外旅行（４回） カイガイリョコウカイ		100×1回，80×3回 カイカイ		340

																														子どもの結婚援助（2人） コケッコンエンジョニン		200×2人 ニン		400

						▼64歳 サイ		▼65歳 サイ										▼78歳 サイ				▼83歳 サイ				▼89歳 サイ				車の買い替え（2回） クルマカカカイ				600

																														予備費 ヨビヒ				300

																														計 ケイ		2,340

																												●		年金以外の収入の例　…オ ネンキンイガイシュウニュウレイ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		概算の総額 ガイサンソウガク

																														退職金 タイショクキン				1,200

		② 基本生活費の合計を計算する ・・・ イ キホンセイカツヒゴウケイケイサン																												個人年金保険など コジンネンキンホケン		50×10年 ネン		500

								夫が85歳まで ・・・ 26万円×12月×20年＝ 6,240万円 オットサイマンエンツキネンマンエン																						養老保険満期金など ヨウロウホケンマンキキン				400

								夫死亡後 ・・・ 16万円×12月×6年＝ 1,152万円 オットシボウゴマンエンツキネンマンエン																						預貯金など ヨチョキン				600

		　 基本生活費の合計 6,240万円＋1,152万円＝ 7,392万円 キホンセイカツヒゴウケイマンエンマンエンマンエン																												計 ケイ		2,700

		③ 生活費以外の費用を見積る ・・・ ウ セイカツヒイガイヒヨウミツモリ

				定期的（毎月・毎年）にかかるわけではないが、発生する可能性が高い大きな出費や万が一のために手を付けずにとっておく資金の総額を見積もる。 テイキテキマイツキマイトシハッセイカノウセイタカオオシュッピ

						表ウの例で考えると　総額2,340万円 ヒョウレイカンガソウガクマンエン

		④ 老後の収支総額を確認　・・・　エ ロウゴシュウシソウガクカクニン

		　　		ア(収入合計)－イ(基本生活費合計)－ウ(生活費以外の費用)　 　7,390万円－7,392万円－2,340万円＝－2,342万円(不足) シュウニュウゴウケイキホンセイカツヒゴウケイセイカツヒイガイヒヨウマンエンフソク

				もし、住宅ローンなどの負債があれば不足額に加える。 ジュウタクフサイフソクガククワ

		⑤ 年金以外の収入（表オ参照）などをつかむ　・・・　オ ネンキンイガイシュウニュウヒョウサンショウ

				退職金、預貯金などがあれば、④でつかんだ不足額を補うことができる。 タイショクキンヨチョキンフソクガクオギナ

				－2,342万円＋2,700万円＝158万円　残高がプラスであれば余裕資金となりマイナスであればさらなる収入の確保や支出の削減を検討する マンエンマンエンマンエンザンダカヨユウシキンシュウニュウカクホシシュツサクゲンケントウ

		※なお、ゆとりあるセカンドライフの生活費は月額約34万から38万円といわれている。 セイカツヒゲツガクヤクマンマンエン
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参 考

65歳以降の
基本生活費

　　　　　　老齢厚生年金 130万円

老齢基礎年金 74万円

加給年金 39万円

企業年金 36万円（15年保証付き有期年金）

　　　　　　老齢厚生年金 10万円

老齢基礎年金 78万円

振替加算 2万円

遺族年金 87万円

279万円×1年間
289万円×1年間
568万円

330万円×13年間
4,290万円

294万円×5年間
1,470万円

177万円×6年間
1,062万円

年金収入合計：　7,390万円

夫 の 年 金

妻 の 年 金
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31【支出欄を記入する ⑤】＜ライフイベント・ライフイベント費＞
「ライフイベント」欄に定年後に起こり得る大きな支出が絡むイベントを記入
「ライフイベント費」欄にその予想費用を記入する

これから予測されること、これからやりたいこと
どのようにリタイア後の生活を送っていきたいか
家族で話し合いながら記入しよう

ひとりよがりは失敗の元
大事なことは必ず相談しながら決めていく

最初は思いつくままに何でも
やりたいことをすべて書き出してみる
費用も少なめよりは多めに書く方がよい

【ライフイベント・ライフイベント費用】 「ライフイベント表」
から転記


(P1)表紙

		



公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構

長期家計プランワークシート

（令和２年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年5月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク		定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		車の買い替え クルマカカ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金受給開始 ロウレイジュキュウカイシ		配偶者の老齢厚生年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャロウレイコウセイネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者の老齢基礎年金受給開始 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウカイシ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイリョコウ						小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①																																												100				50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B								28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブ		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		770		770		418		418		418		418		418		261		271		310		310		310		310		310		310		310		310		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																		500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		770		770		770		418		1618		418		418		418		261		271		310		310		310		810		310		310		310		310		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		84		84		84		84		84		31		33		37		37		37		37		37		37		37		37		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		763		665		896		476		458		458		441		323		324		329		329		329		315		315		315		315		315		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		763		665		896		476		458		458		441		323		324		329		329		329		315		315		315		315		315		312		312		312		412		312		362		392		312		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										7		7		105		-478		1142		-40		-40		-23		-62		-53		-19		-19		-19		495		-5		-5		-5		-5		-30		-30		-30		-130		-30		-80		-110		-30		-30		-30		-30		-30		-30

		資産残高 シサンザンダカ						600				607		614		719		241		1,384		1,344		1,305		1,282		1,220		1,166		1,147		1,128		1,109		1,604		1,599		1,594		1,589		1,583		1,554		1,524		1,494		1,364		1,335		1,255		1,145		1,115		1,086		1,056		1,026		996		967



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

退職金

定年退職後、再雇用制度を使って65歳まで働くことにした。
再雇用後の給与は仮置きで現在の5割とした（770×0.5≒390）。

基金の年金は支給期間15年を選択

退職金で残債を一括繰上げ返済した

60歳以降の継続雇用期間
収入小計②×20％

65歳以降の年金生活
収入小計②×12％

長女の就職に伴い教育費がなくなった

本来ならば、60歳以降働いた（厚生年金に加入）5年間分の厚生年金額が上積みされるが、暫定的にねんきん定期便の記載額を記入する



(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050

		年　齢 トシヨワイ												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年5月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク		定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		車の買い替え		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ								海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										200		200		600		200		100												60								60		200				100				50		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								0		0		0		0		0		107		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		0		0		0		0		0		14		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		835		835		455		455		455		455		455		274		284		237		237		237		237		237		358		345		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329		329

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D								1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		72		72		72		36		36

						高年齢雇用継続給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン												23		23		23		23		23

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		806		871		907		1750		550		514		514		478		274		284		237		237		237		637		237		358		345		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329		329

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		78		78		78		78		33		34		28		28		28		28		28		43		41		43		43		43		43		43		43		40		40		40		40		40		40		40		40

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		755		1007		657		492		444		444		427		317		318		304		304		304		298		298		313		311		313		313		313		313		313		313		309		309		309		309		309		309		309		309

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		692		644		1044		627		417		318		304		304		304		298		358		313		311		313		373		513		313		413		313		359		359		309		309		309		309		309		309

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										43		116		-100		1093		-142		-130		-530		-149		-143		-34		-67		-67		-67		339		-121		45		34		46		-14		-154		46		-54		46		-30		-30		20		20		20		20		20		20

		資産残高 シサンザンダカ						600				643		759		659		1,752		1,610		1,480		950		801		658		624		557		489		422		761		639		685		718		764		750		597		643		589		635		605		575		594		614		634		654		673		693



保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で264万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は393万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）



（p5）老後資金はいくら必要 

		老後資金はいくら必要？ ロウゴシキンヒツヨウ

		【Ａさん夫婦のケース】　Ａ氏：S36年5月生まれ（現在58歳）、妻：S38年6月生まれ（現在56歳） シネンツキウゲンザイサイツマネンツキウゲンザイサイ

		　前提１：高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の1ヵ月の支出は約26万円、単身世帯の場合は約16万円（総務省平成29年「家計調査」）と同程度の
　　　　　 生活水準で暮らした場合 ゼンテイドウテイドセイカツスイジュンクバアイ

		　前提２：現在65歳の平均余命（男性が20年、女性が24年〈平成29年簡易生命表〉）の年齢（男性85歳、女性89歳）まで生きる場合 ゼンテイダンセイネンジョセイネンネンレイ

		① 「年金見込額試算書」や「ねんきん定期便」を基に 年金収入の合計を計算する ・・・ ア ネンキンミコミガクシサンショテイキビンモトネンキンシュウニュウゴウケイケイサン

				▼65歳 サイ				▼66歳 サイ										▼80歳 サイ				▼85歳 サイ						●		日常生活費以外の費用の例（ライフイベント費など）　…ウ ニチジョウセイカツヒイガイヒヨウレイヒ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		費用概算 ヒヨウガイサン

																														自宅リフォーム ジタク				700

																														海外旅行（４回） カイガイリョコウカイ		100×1回，80×3回 カイカイ		340

																														子どもの結婚援助（2人） コケッコンエンジョニン		200×2人 ニン		400

						▼64歳 サイ		▼65歳 サイ										▼78歳 サイ				▼83歳 サイ				▼89歳 サイ				車の買い替え（2回） クルマカカカイ				600

																														予備費 ヨビヒ				300

																														計 ケイ		2,340

																												●		年金以外の収入の例　…オ ネンキンイガイシュウニュウレイ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		概算の総額 ガイサンソウガク

																														退職金 タイショクキン				1,200

		② 基本生活費の合計を計算する ・・・ イ キホンセイカツヒゴウケイケイサン																												個人年金保険など コジンネンキンホケン		50×10年 ネン		500

								夫が85歳まで ・・・ 26万円×12月×20年＝ 6,240万円 オットサイマンエンツキネンマンエン																						養老保険満期金など ヨウロウホケンマンキキン				400

								夫死亡後 ・・・ 16万円×12月×6年＝ 1,152万円 オットシボウゴマンエンツキネンマンエン																						預貯金など ヨチョキン				600

		　 基本生活費の合計 6,240万円＋1,152万円＝ 7,392万円 キホンセイカツヒゴウケイマンエンマンエンマンエン																												計 ケイ		2,700

		③ 生活費以外の費用を見積る ・・・ ウ セイカツヒイガイヒヨウミツモリ

				定期的（毎月・毎年）にかかるわけではないが、発生する可能性が高い大きな出費や万が一のために手を付けずにとっておく資金の総額を見積もる。 テイキテキマイツキマイトシハッセイカノウセイタカオオシュッピ

						表ウの例で考えると　総額2,340万円 ヒョウレイカンガソウガクマンエン

		④ 老後の収支総額を確認　・・・　エ ロウゴシュウシソウガクカクニン

		　　		ア(収入合計)－イ(基本生活費合計)－ウ(生活費以外の費用)　 　7,390万円－7,392万円－2,340万円＝－2,342万円(不足) シュウニュウゴウケイキホンセイカツヒゴウケイセイカツヒイガイヒヨウマンエンフソク

				もし、住宅ローンなどの負債があれば不足額に加える。 ジュウタクフサイフソクガククワ

		⑤ 年金以外の収入（表オ参照）などをつかむ　・・・　オ ネンキンイガイシュウニュウヒョウサンショウ

				退職金、預貯金などがあれば、④でつかんだ不足額を補うことができる。 タイショクキンヨチョキンフソクガクオギナ

				－2,342万円＋2,700万円＝158万円　残高がプラスであれば余裕資金となりマイナスであればさらなる収入の確保や支出の削減を検討する マンエンマンエンマンエンザンダカヨユウシキンシュウニュウカクホシシュツサクゲンケントウ

		※なお、ゆとりあるセカンドライフの生活費は月額約34万から38万円といわれている。 セイカツヒゲツガクヤクマンマンエン



&C5

参 考

65歳以降の
基本生活費

　　　　　　老齢厚生年金 130万円

老齢基礎年金 74万円

加給年金 39万円

企業年金 36万円（15年保証付き有期年金）

　　　　　　老齢厚生年金 10万円

老齢基礎年金 78万円

振替加算 2万円

遺族年金 87万円

279万円×1年間
289万円×1年間
568万円

330万円×13年間
4,290万円

294万円×5年間
1,470万円

177万円×6年間
1,062万円

年金収入合計：　7,390万円

夫 の 年 金

妻 の 年 金
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(P1)表紙

		



公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構

長期家計プランワークシート

（令和２年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年5月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク		定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		車の買い替え クルマカカ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金受給開始 ロウレイジュキュウカイシ		配偶者の老齢厚生年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャロウレイコウセイネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者の老齢基礎年金受給開始 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウカイシ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイリョコウ						小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100				50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B								28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブ		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		770		770		418		418		418		418		418		261		271		310		310		310		310		310		310		310		310		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																		500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		770		770		770		418		1618		418		418		418		261		271		310		310		310		810		310		310		310		310		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		84		84		84		84		84		31		33		37		37		37		37		37		37		37		37		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		763		665		896		476		458		458		441		323		324		329		329		329		315		315		315		315		315		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		763		665		896		776		658		958		641		323		424		329		329		329		315		395		615		315		315		392		312		312		412		312		362		392		312		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										7		7		105		-478		842		-240		-540		-223		-62		-153		-19		-19		-19		495		-85		-305		-5		-5		-110		-30		-30		-130		-30		-80		-110		-30		-30		-30		-30		-30		-30

		資産残高 シサンザンダカ						600				607		614		719		241		1,084		844		305		82		20		(134)		(153)		(172)		(191)		304		219		(86)		(91)		(97)		(206)		(236)		(266)		(396)		(425)		(505)		(615)		(645)		(674)		(704)		(734)		(764)		(793)



定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

退職金

定年退職後、再雇用制度を使って65歳まで働くことにした。
再雇用後の給与は仮置きで現在の5割とした（770×0.5≒390）。

基金の年金は支給期間15年を選択

退職金で残債を一括繰上げ返済した

60歳以降の継続雇用期間
収入小計②×20％

65歳以降の年金生活
収入小計②×12％

長女の就職に伴い教育費がなくなった

本来ならば、60歳以降働いた（厚生年金に加入）5年間分の厚生年金額が上積みされるが、暫定的にねんきん定期便の記載額を記入する



(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050

		年　齢 トシヨワイ												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年5月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク		定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		車の買い替え		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ								海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										200		200		600		200		100												60								60		200				100				50		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								0		0		0		0		0		107		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		0		0		0		0		0		14		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		835		835		455		455		455		455		455		274		284		237		237		237		237		237		358		345		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329		329

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D								1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		72		72		72		36		36

						高年齢雇用継続給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン												23		23		23		23		23

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		806		871		907		1750		550		514		514		478		274		284		237		237		237		637		237		358		345		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329		329

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		78		78		78		78		33		34		28		28		28		28		28		43		41		43		43		43		43		43		43		40		40		40		40		40		40		40		40

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		755		1007		657		492		444		444		427		317		318		304		304		304		298		298		313		311		313		313		313		313		313		313		309		309		309		309		309		309		309		309

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		692		644		1044		627		417		318		304		304		304		298		358		313		311		313		373		513		313		413		313		359		359		309		309		309		309		309		309

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										43		116		-100		1093		-142		-130		-530		-149		-143		-34		-67		-67		-67		339		-121		45		34		46		-14		-154		46		-54		46		-30		-30		20		20		20		20		20		20

		資産残高 シサンザンダカ						600				643		759		659		1,752		1,610		1,480		950		801		658		624		557		489		422		761		639		685		718		764		750		597		643		589		635		605		575		594		614		634		654		673		693



保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で264万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は393万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）



（p5）老後資金はいくら必要 

		老後資金はいくら必要？ ロウゴシキンヒツヨウ

		【Ａさん夫婦のケース】　Ａ氏：S36年5月生まれ（現在58歳）、妻：S38年6月生まれ（現在56歳） シネンツキウゲンザイサイツマネンツキウゲンザイサイ

		　前提１：高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の1ヵ月の支出は約26万円、単身世帯の場合は約16万円（総務省平成29年「家計調査」）と同程度の
　　　　　 生活水準で暮らした場合 ゼンテイドウテイドセイカツスイジュンクバアイ

		　前提２：現在65歳の平均余命（男性が20年、女性が24年〈平成29年簡易生命表〉）の年齢（男性85歳、女性89歳）まで生きる場合 ゼンテイダンセイネンジョセイネンネンレイ

		① 「年金見込額試算書」や「ねんきん定期便」を基に 年金収入の合計を計算する ・・・ ア ネンキンミコミガクシサンショテイキビンモトネンキンシュウニュウゴウケイケイサン

				▼65歳 サイ				▼66歳 サイ										▼80歳 サイ				▼85歳 サイ						●		日常生活費以外の費用の例（ライフイベント費など）　…ウ ニチジョウセイカツヒイガイヒヨウレイヒ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		費用概算 ヒヨウガイサン

																														自宅リフォーム ジタク				700

																														海外旅行（４回） カイガイリョコウカイ		100×1回，80×3回 カイカイ		340

																														子どもの結婚援助（2人） コケッコンエンジョニン		200×2人 ニン		400

						▼64歳 サイ		▼65歳 サイ										▼78歳 サイ				▼83歳 サイ				▼89歳 サイ				車の買い替え（2回） クルマカカカイ				600

																														予備費 ヨビヒ				300

																														計 ケイ		2,340

																												●		年金以外の収入の例　…オ ネンキンイガイシュウニュウレイ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		概算の総額 ガイサンソウガク

																														退職金 タイショクキン				1,200

		② 基本生活費の合計を計算する ・・・ イ キホンセイカツヒゴウケイケイサン																												個人年金保険など コジンネンキンホケン		50×10年 ネン		500

								夫が85歳まで ・・・ 26万円×12月×20年＝ 6,240万円 オットサイマンエンツキネンマンエン																						養老保険満期金など ヨウロウホケンマンキキン				400

								夫死亡後 ・・・ 16万円×12月×6年＝ 1,152万円 オットシボウゴマンエンツキネンマンエン																						預貯金など ヨチョキン				600

		　 基本生活費の合計 6,240万円＋1,152万円＝ 7,392万円 キホンセイカツヒゴウケイマンエンマンエンマンエン																												計 ケイ		2,700

		③ 生活費以外の費用を見積る ・・・ ウ セイカツヒイガイヒヨウミツモリ

				定期的（毎月・毎年）にかかるわけではないが、発生する可能性が高い大きな出費や万が一のために手を付けずにとっておく資金の総額を見積もる。 テイキテキマイツキマイトシハッセイカノウセイタカオオシュッピ

						表ウの例で考えると　総額2,340万円 ヒョウレイカンガソウガクマンエン

		④ 老後の収支総額を確認　・・・　エ ロウゴシュウシソウガクカクニン

		　　		ア(収入合計)－イ(基本生活費合計)－ウ(生活費以外の費用)　 　7,390万円－7,392万円－2,340万円＝－2,342万円(不足) シュウニュウゴウケイキホンセイカツヒゴウケイセイカツヒイガイヒヨウマンエンフソク

				もし、住宅ローンなどの負債があれば不足額に加える。 ジュウタクフサイフソクガククワ

		⑤ 年金以外の収入（表オ参照）などをつかむ　・・・　オ ネンキンイガイシュウニュウヒョウサンショウ

				退職金、預貯金などがあれば、④でつかんだ不足額を補うことができる。 タイショクキンヨチョキンフソクガクオギナ

				－2,342万円＋2,700万円＝158万円　残高がプラスであれば余裕資金となりマイナスであればさらなる収入の確保や支出の削減を検討する マンエンマンエンマンエンザンダカヨユウシキンシュウニュウカクホシシュツサクゲンケントウ

		※なお、ゆとりあるセカンドライフの生活費は月額約34万から38万円といわれている。 セイカツヒゲツガクヤクマンマンエン



&C5

参 考

65歳以降の
基本生活費

　　　　　　老齢厚生年金 130万円

老齢基礎年金 74万円

加給年金 39万円

企業年金 36万円（15年保証付き有期年金）

　　　　　　老齢厚生年金 10万円

老齢基礎年金 78万円

振替加算 2万円

遺族年金 87万円

279万円×1年間
289万円×1年間
568万円

330万円×13年間
4,290万円

294万円×5年間
1,470万円

177万円×6年間
1,062万円

年金収入合計：　7,390万円

夫 の 年 金

妻 の 年 金
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① 300 200 500 200 100 80 300

③ 800 800 800 1600 400 400 400 400 279 289 328 328 328 328 828 328 328 328

日常生活費 360 360 360 360 360 342 342 325 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

教育費 98 98

保険料（生命保険等） 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 18 18 18 18

税金と社会保険料 195 195 195 80 80 80 80 80 33 35 39 39 39 39 39 39 39 39

ローン返済 90 90 90 420

支出小計 ④ 775 775 677 892 472 454 454 437 325 327 331 331 331 331 317 317 317 317

⑤
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年
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始
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車
の
買
い
替
え

① 300 200 500 200 100 80 300

③ 800 800 800 1600 400 400 400 400 279 289 328 328 328 328 828 328 328 328

日常生活費 360 360 360 360 360 342 342 325 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

教育費 98 98

保険料（生命保険等） 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 18 18 18 18

税金と社会保険料 195 195 195 80 80 80 80 80 33 35 39 39 39 39 39 39 39 39

ローン返済 90 90 90 420

支出小計 ④ 775 775 677 892 472 454 454 437 325 327 331 331 331 331 317 317 317 317

⑤ 775 775 677 892 772 654 954 637 325 427 331 331 331 331 397 617 317 317

25 25 123 708 -372 -254 -554 -237 -46 -138 -3 -3 -3 -3 431 -289 11 11

600 625 650 773 1,481 1,109 855 301 64 18 -120 -123 -126 -130 -133 298 8 19 30
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年

32【支出欄と総計を記入する ⑥】＜支出合計・収支差額・資産残高＞

支出合計 ⑤ は 支出小計 ④ とライフイベント費 ① を合計する
収支差額は 収入合計③から支出合計 ⑤ を引く
資産残高 は 前年の残高に 収支差額を足していく（マイナスの場合は引く）


(P1)表紙

		



公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構

長期家計プランワークシート

（令和２年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年5月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク		定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		車の買い替え クルマカカ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金受給開始 ロウレイ		配偶者の老齢厚生年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャロウレイコウセイネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者の老齢基礎年金受給開始 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウカイシ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイリョコウ						小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100				50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B								28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブ		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		770		770		418		418		418		418		418		261		271		310		310		310		310		310		310		310		310		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																		500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		800		800		800		1600		400		400		400		400		279		289		328		328		328		328		828		328		328		328		310		328		328		328		328		328		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								195		195		195		80		80		80		80		80		33		35		39		39		39		39		39		39		39		39		39		39		39		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササデショウケイ						④		775		775		677		892		472		454		454		437		325		327		331		331		331		331		317		317		317		317		317		317		317		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤																																						397		317		317		412		312		362		392		312		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク																																														-87		11		11		-84		16		-34		-100		-20		-20		-20		-20		-20		-20

		資産残高 シサンザンダカ						600																																								(87)		(77)		(66)		(150)		(133)		(167)		(267)		(287)		(306)		(326)		(346)		(366)		(385)



基金の年金は支給期間15年を選択

本来ならば、60歳以降働いた（厚生年金に加入）5年間分の厚生年金額が上積みされるが、暫定的にねんきん定期便の記載額を記入する



(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050

		年　齢 トシヨワイ												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年5月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク		定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		車の買い替え		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ								海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										200		200		600		200		100												60								60		200				100				50		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								0		0		0		0		0		107		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		0		0		0		0		0		14		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		835		835		455		455		455		455		455		274		284		237		237		237		237		237		358		345		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329		329

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D								1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		72		72		72		36		36

						高年齢雇用継続給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン												23		23		23		23		23

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		806		871		907		1750		550		514		514		478		274		284		237		237		237		637		237		358		345		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329		329

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		78		78		78		78		33		34		28		28		28		28		28		43		41		43		43		43		43		43		43		40		40		40		40		40		40		40		40

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		755		1007		657		492		444		444		427		317		318		304		304		304		298		298		313		311		313		313		313		313		313		313		309		309		309		309		309		309		309		309

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		692		644		1044		627		417		318		304		304		304		298		358		313		311		313		373		513		313		413		313		359		359		309		309		309		309		309		309

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										43		116		-100		1093		-142		-130		-530		-149		-143		-34		-67		-67		-67		339		-121		45		34		46		-14		-154		46		-54		46		-30		-30		20		20		20		20		20		20

		資産残高 シサンザンダカ						600				643		759		659		1,752		1,610		1,480		950		801		658		624		557		489		422		761		639		685		718		764		750		597		643		589		635		605		575		594		614		634		654		673		693



保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で264万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は393万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）



（p5）老後資金はいくら必要 

		老後資金はいくら必要？ ロウゴシキンヒツヨウ

		【Ａさん夫婦のケース】　Ａ氏：S36年5月生まれ（現在58歳）、妻：S38年6月生まれ（現在56歳） シネンツキウゲンザイサイツマネンツキウゲンザイサイ

		　前提１：高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の1ヵ月の支出は約26万円、単身世帯の場合は約16万円（総務省平成29年「家計調査」）と同程度の
　　　　　 生活水準で暮らした場合 ゼンテイドウテイドセイカツスイジュンクバアイ

		　前提２：現在65歳の平均余命（男性が20年、女性が24年〈平成29年簡易生命表〉）の年齢（男性85歳、女性89歳）まで生きる場合 ゼンテイダンセイネンジョセイネンネンレイ

		① 「年金見込額試算書」や「ねんきん定期便」を基に 年金収入の合計を計算する ・・・ ア ネンキンミコミガクシサンショテイキビンモトネンキンシュウニュウゴウケイケイサン

				▼65歳 サイ				▼66歳 サイ										▼80歳 サイ				▼85歳 サイ						●		日常生活費以外の費用の例（ライフイベント費など）　…ウ ニチジョウセイカツヒイガイヒヨウレイヒ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		費用概算 ヒヨウガイサン

																														自宅リフォーム ジタク				700

																														海外旅行（４回） カイガイリョコウカイ		100×1回，80×3回 カイカイ		340

																														子どもの結婚援助（2人） コケッコンエンジョニン		200×2人 ニン		400

						▼64歳 サイ		▼65歳 サイ										▼78歳 サイ				▼83歳 サイ				▼89歳 サイ				車の買い替え（2回） クルマカカカイ				600

																														予備費 ヨビヒ				300

																														計 ケイ		2,340

																												●		年金以外の収入の例　…オ ネンキンイガイシュウニュウレイ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		概算の総額 ガイサンソウガク

																														退職金 タイショクキン				1,200

		② 基本生活費の合計を計算する ・・・ イ キホンセイカツヒゴウケイケイサン																												個人年金保険など コジンネンキンホケン		50×10年 ネン		500

								夫が85歳まで ・・・ 26万円×12月×20年＝ 6,240万円 オットサイマンエンツキネンマンエン																						養老保険満期金など ヨウロウホケンマンキキン				400

								夫死亡後 ・・・ 16万円×12月×6年＝ 1,152万円 オットシボウゴマンエンツキネンマンエン																						預貯金など ヨチョキン				600

		　 基本生活費の合計 6,240万円＋1,152万円＝ 7,392万円 キホンセイカツヒゴウケイマンエンマンエンマンエン																												計 ケイ		2,700

		③ 生活費以外の費用を見積る ・・・ ウ セイカツヒイガイヒヨウミツモリ

				定期的（毎月・毎年）にかかるわけではないが、発生する可能性が高い大きな出費や万が一のために手を付けずにとっておく資金の総額を見積もる。 テイキテキマイツキマイトシハッセイカノウセイタカオオシュッピ

						表ウの例で考えると　総額2,340万円 ヒョウレイカンガソウガクマンエン

		④ 老後の収支総額を確認　・・・　エ ロウゴシュウシソウガクカクニン

		　　		ア(収入合計)－イ(基本生活費合計)－ウ(生活費以外の費用)　 　7,390万円－7,392万円－2,340万円＝－2,342万円(不足) シュウニュウゴウケイキホンセイカツヒゴウケイセイカツヒイガイヒヨウマンエンフソク

				もし、住宅ローンなどの負債があれば不足額に加える。 ジュウタクフサイフソクガククワ

		⑤ 年金以外の収入（表オ参照）などをつかむ　・・・　オ ネンキンイガイシュウニュウヒョウサンショウ

				退職金、預貯金などがあれば、④でつかんだ不足額を補うことができる。 タイショクキンヨチョキンフソクガクオギナ

				－2,342万円＋2,700万円＝158万円　残高がプラスであれば余裕資金となりマイナスであればさらなる収入の確保や支出の削減を検討する マンエンマンエンマンエンザンダカヨユウシキンシュウニュウカクホシシュツサクゲンケントウ

		※なお、ゆとりあるセカンドライフの生活費は月額約34万から38万円といわれている。 セイカツヒゲツガクヤクマンマンエン



&C5

参 考

65歳以降の
基本生活費

　　　　　　老齢厚生年金 130万円

老齢基礎年金 74万円

加給年金 39万円

企業年金 36万円（15年保証付き有期年金）

　　　　　　老齢厚生年金 10万円

老齢基礎年金 78万円

振替加算 2万円

遺族年金 87万円

279万円×1年間
289万円×1年間
568万円

330万円×13年間
4,290万円

294万円×5年間
1,470万円

177万円×6年間
1,062万円

年金収入合計：　7,390万円

夫 の 年 金

妻 の 年 金
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(P1)表紙

		



公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構

長期家計プランワークシート

（令和２年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年5月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク		定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		車の買い替え クルマカカ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚		完全退職・老齢年金受給開始 ロウレイ		配偶者の老齢厚生年金受給開始
海外旅行 ハイグウシャロウレイコウセイネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者の老齢基礎年金受給開始 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウカイシ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え						海外旅行 カイガイリョコウ						小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										300		200		500		200				100										80		300						80						100				50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B								28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブ		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		770		770		418		418		418		418		418		261		271		310		310		310		310		310		310		310		310		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																		500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		800		800		800		1600		400		400		400		400		279		289		328		328		328		328		828		328		328		328		310		328		328		328		328		328		292		292		292		292		292		292		292

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								195		195		195		80		80		80		80		80		33		35		39		39		39		39		39		39		39		39		39		39		39		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		420

				支出小計 ササデショウケイ						④		775		775		677		892		472		454		454		437		325		327		331		331		331		331		317		317		317		317		317		317		317		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		775		775		677		892		772		654		954		637		325		427		331		331		331		331		397		617		317		317		397		317		317		412		312		362		392		312		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										25		25		123		708		-372		-254		-554		-237		-46		-138		-3		-3		-3		-3		431		-289		11		11		-87		11		11		-84		16		-34		-100		-20		-20		-20		-20		-20		-20

		資産残高 シサンザンダカ						600				625		650		773		1,481		1,109		855		301		64		18		(120)		(123)		(126)		(130)		(133)		298		8		19		30		(57)		(47)		(36)		(120)		(104)		(137)		(237)		(257)		(277)		(296)		(316)		(336)		(356)



基金の年金は支給期間15年を選択

本来ならば、60歳以降働いた（厚生年金に加入）5年間分の厚生年金額が上積みされるが、暫定的にねんきん定期便の記載額を記入する



(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050

		年　齢 トシヨワイ												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年5月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク		定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		車の買い替え		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ								海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①										200		200		600		200		100												60								60		200				100				50		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								0		0		0		0		0		107		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		0		0		0		0		0		14		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		835		835		455		455		455		455		455		274		284		237		237		237		237		237		358		345		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329		329

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D								1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		72		72		72		36		36

						高年齢雇用継続給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン												23		23		23		23		23

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		806		871		907		1750		550		514		514		478		274		284		237		237		237		637		237		358		345		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329		329

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		78		78		78		78		33		34		28		28		28		28		28		43		41		43		43		43		43		43		43		40		40		40		40		40		40		40		40

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		755		1007		657		492		444		444		427		317		318		304		304		304		298		298		313		311		313		313		313		313		313		313		309		309		309		309		309		309		309		309

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		692		644		1044		627		417		318		304		304		304		298		358		313		311		313		373		513		313		413		313		359		359		309		309		309		309		309		309

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										43		116		-100		1093		-142		-130		-530		-149		-143		-34		-67		-67		-67		339		-121		45		34		46		-14		-154		46		-54		46		-30		-30		20		20		20		20		20		20

		資産残高 シサンザンダカ						600				643		759		659		1,752		1,610		1,480		950		801		658		624		557		489		422		761		639		685		718		764		750		597		643		589		635		605		575		594		614		634		654		673		693



保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で264万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は393万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）



（p5）老後資金はいくら必要 

		老後資金はいくら必要？ ロウゴシキンヒツヨウ

		【Ａさん夫婦のケース】　Ａ氏：S36年5月生まれ（現在58歳）、妻：S38年6月生まれ（現在56歳） シネンツキウゲンザイサイツマネンツキウゲンザイサイ

		　前提１：高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の1ヵ月の支出は約26万円、単身世帯の場合は約16万円（総務省平成29年「家計調査」）と同程度の
　　　　　 生活水準で暮らした場合 ゼンテイドウテイドセイカツスイジュンクバアイ

		　前提２：現在65歳の平均余命（男性が20年、女性が24年〈平成29年簡易生命表〉）の年齢（男性85歳、女性89歳）まで生きる場合 ゼンテイダンセイネンジョセイネンネンレイ

		① 「年金見込額試算書」や「ねんきん定期便」を基に 年金収入の合計を計算する ・・・ ア ネンキンミコミガクシサンショテイキビンモトネンキンシュウニュウゴウケイケイサン

				▼65歳 サイ				▼66歳 サイ										▼80歳 サイ				▼85歳 サイ						●		日常生活費以外の費用の例（ライフイベント費など）　…ウ ニチジョウセイカツヒイガイヒヨウレイヒ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		費用概算 ヒヨウガイサン

																														自宅リフォーム ジタク				700

																														海外旅行（４回） カイガイリョコウカイ		100×1回，80×3回 カイカイ		340

																														子どもの結婚援助（2人） コケッコンエンジョニン		200×2人 ニン		400

						▼64歳 サイ		▼65歳 サイ										▼78歳 サイ				▼83歳 サイ				▼89歳 サイ				車の買い替え（2回） クルマカカカイ				600

																														予備費 ヨビヒ				300

																														計 ケイ		2,340

																												●		年金以外の収入の例　…オ ネンキンイガイシュウニュウレイ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		概算の総額 ガイサンソウガク

																														退職金 タイショクキン				1,200

		② 基本生活費の合計を計算する ・・・ イ キホンセイカツヒゴウケイケイサン																												個人年金保険など コジンネンキンホケン		50×10年 ネン		500

								夫が85歳まで ・・・ 26万円×12月×20年＝ 6,240万円 オットサイマンエンツキネンマンエン																						養老保険満期金など ヨウロウホケンマンキキン				400

								夫死亡後 ・・・ 16万円×12月×6年＝ 1,152万円 オットシボウゴマンエンツキネンマンエン																						預貯金など ヨチョキン				600

		　 基本生活費の合計 6,240万円＋1,152万円＝ 7,392万円 キホンセイカツヒゴウケイマンエンマンエンマンエン																												計 ケイ		2,700

		③ 生活費以外の費用を見積る ・・・ ウ セイカツヒイガイヒヨウミツモリ

				定期的（毎月・毎年）にかかるわけではないが、発生する可能性が高い大きな出費や万が一のために手を付けずにとっておく資金の総額を見積もる。 テイキテキマイツキマイトシハッセイカノウセイタカオオシュッピ

						表ウの例で考えると　総額2,340万円 ヒョウレイカンガソウガクマンエン

		④ 老後の収支総額を確認　・・・　エ ロウゴシュウシソウガクカクニン

		　　		ア(収入合計)－イ(基本生活費合計)－ウ(生活費以外の費用)　 　7,390万円－7,392万円－2,340万円＝－2,342万円(不足) シュウニュウゴウケイキホンセイカツヒゴウケイセイカツヒイガイヒヨウマンエンフソク

				もし、住宅ローンなどの負債があれば不足額に加える。 ジュウタクフサイフソクガククワ

		⑤ 年金以外の収入（表オ参照）などをつかむ　・・・　オ ネンキンイガイシュウニュウヒョウサンショウ

				退職金、預貯金などがあれば、④でつかんだ不足額を補うことができる。 タイショクキンヨチョキンフソクガクオギナ

				－2,342万円＋2,700万円＝158万円　残高がプラスであれば余裕資金となりマイナスであればさらなる収入の確保や支出の削減を検討する マンエンマンエンマンエンザンダカヨユウシキンシュウニュウカクホシシュツサクゲンケントウ

		※なお、ゆとりあるセカンドライフの生活費は月額約34万から38万円といわれている。 セイカツヒゲツガクヤクマンマンエン



&C5

参 考

65歳以降の
基本生活費

　　　　　　老齢厚生年金 130万円

老齢基礎年金 74万円

加給年金 39万円

企業年金 36万円（15年保証付き有期年金）

　　　　　　老齢厚生年金 10万円

老齢基礎年金 78万円

振替加算 2万円

遺族年金 87万円

279万円×1年間
289万円×1年間
568万円

330万円×13年間
4,290万円

294万円×5年間
1,470万円

177万円×6年間
1,062万円

年金収入合計：　7,390万円

夫 の 年 金

妻 の 年 金
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30年後の資産残高はどんな状態ですか？
○収支差額（単年度）の赤字はそれほど気にしなくてよいが、資
産残高（累計）の赤字は家計の破たんを意味する

○キャッシュフロー表上には現れない「予備費」（病気や介護、事
故などの予測が難しい事態に備えるお金。日常生活では手を付
けずに残しておく資金）も考慮にいれよう

予備費の設定は人それぞれだが、目安として
300～500万円程度は見込みたい

資産残高から予備費を引くと
20年後、30年後の未来はどうなりますか？
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資産残高に不安がある？

①支出を減らす
・ライフイベント費の見直し
・家計全般の見直し など

②収入を増やす
・就労収入を増やす
・年金収入を増やす など



35収支改善方法の例

（１）家計の管理
・現役時代よりも少ない収入で生活するには、これまで以上に家計管理が大切
・収入が増えるにつれ必要以上に増えてしまった支出がないかチェックしよう
将来的に年金の範囲内で生活ができるか考えてみよう

・固定費を書き出し、携帯電話やテレビの有料チャンネル、複数の新聞購入など
必需品ではない固定費の利用状況と必要性を検討しよう
⇒固定費は毎月意識せずに使っているお金であるため、固定費を見直して削減する方が

ストレスも少なく、また長期に渡って節約の効果が得られる。

（２）住宅ローンは早めに返済
・年金生活に入ってもローンが残っていると負担が過大になりがち
繰り上げ返済等で退職年齢までに完済を目指す
⇒繰り上げ返済はできれば利息縮減効果の高い期間短縮型を選ぶ

（３）保険の見直し
・子女の教育が終わったまたは終わる目途がついていれば大きな死亡保障は不要
・公的医療保障は思ったより手厚いので医療保障を見直す

１ 支出（固定費等）を減らす
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2 就労収入を増やす
（１）パート等で配偶者も働く（働いていない場合）

時給800円（週3日・7時間勤務）を5年続けると
800円×7時間×3日×52週×5年 ＝ 436.8万円

（２）65歳以降も働く
月給10万円（週4日時短勤務）を5年続けると
10万円×12月×5年 ＝ 600万円

※65歳以降も厚生年金に加入して働くならば、令和4年度からは毎年1回厚生
年金額の再計算が行われ、増額される

※現行制度は70歳または70歳未満の場合は退職時に年金額の再計算が行われ、厚生年
金の額が改定（増額）される仕組みになっている

３ 同居中のこどもから食費を徴収する（していない場合）

収支改善方法の例

月3万円×12月×3～10年 ＝ 108～360万円（1人あたり）
※受け取った食費は、結婚費用や孫の援助費用に回してもよい
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４ 年金収入を増やす
（1）65歳より公的年金の受給開始を遅らせる

繰り下げによる増額率は1カ月繰下げるごとに0.7％ずつ増加
1年繰り下げした場合で8.4％増額（最大5年42％まで ※令和4年度からは最大10年
84％増額になる）
※老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方ではなく、どちらか一方のみ繰り下げることも

可能

（2）国民年金の任意加入＋付加年金
【任意加入】国民年金の加入期間が40年未満で年齢が60歳以上65歳未
満かつ厚生年金に加入していない場合、加入して保険料を納めることができる。
【付加年金】国民年金の加入者は400円を追加で納めると（付加保険料）、
さらに年金額を増やすことができるできる（付加保険料は必ず国民年金保険
料とセットで納付しなければならない。厚生年金保険料には付加できない）。
※国民年金保険料と付加保険料を1年間（12ヵ月）納めると、65歳以降の年金が年あたり

2万1,900円（老齢基礎年金 1万9,500円＋付加年金 2,400円）アップ

収支改善方法の例



１. お金に関するトラブル回避の方法
（１）生活設計をしっかり行う

しっかりとした生活設計があれば、危うい話を遠ざけられる
（２）お金に関して、うまい話はない！

「安全・確実で高利回り」は投資詐欺の常套句！
（３）信頼できる業者からしか購入しない

自分で基準を決め、業者選びは保守的に
（４）自分できちんと理解できるものしか買わない

複雑なものほど手数料が高く、見えないコストが隠されている
仕組みが簡素で自分に合うものか？使いこなせる方法か？

（５）売り手の情報に安易に乗らない
業者の「お薦め」や「売れ筋」のものは避ける
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退職金等の運用について



２. 退職金運用の基本５原則

（１）投資対象を分散
自分の資産全体として値動きの異なる投資資産を組み入れ

（２）購入タイミングを時間分散
一時に（退職金）全部の購入をせず継続的に分けて投資

（３）長期投資
短期的かつ大幅な変動に一喜一憂しないで基本は放っておく

（４）費用（コスト）
手数料は確実な運用リターンのマイナス要因。税金もコスト

（５）シンプルに、だまされずに
自分の分からない「お薦めで複雑」な「売れ筋」のものは避ける
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◆保守的に、守り優先で
・元本を減らさないことが第一、リスクは限定的に
・定期預金も立派な運用のひとつ



40家計診断・家計相談をしてみたい方は

お金の専門家であるファイナンシャル・
プランナー（以下、FP）に相談してみ
るのもよいでしょう（原則有料）。
FPの業界団体であるNPO法人日本
FP協会では、FPの有資格者の検索
がます。また、無料の体験相談（対
面または電話）なども行われています
ので利用するかどうかを判断する前に
試してみてもよいかもしれません。

日本FP協会WEBサイト
https://www.jafp.or.jp/

（参考）FPに相談する際の注意点 事前にこれだけは調べよう：日経xwoman自分に合った
FPと出会うために 4つのチェックリスト （2017.07.12 竹川美奈子）

https://doors.nikkei.com/atcl/wol/column/15/051000135/070500010/ 

https://www.jafp.or.jp/
https://doors.nikkei.com/atcl/wol/column/15/051000135/070500010/


長期家計プラン作成のまとめ

1 夫婦や家族が共同で作成する
特に、将来の夢や希望を実現するためによく話し合いながら作ることが大事。

2 プランは毎年見直す
年に1回程度は、プランどおりに過ごせたかをどうかを確認し、状態に合わせてプラン
の見直しを行うことが肝要（ねんきん定期便を受け取った時や元日など、定期的
な点検日を設けることをおすすめします）。

Excel版の長期家計プランワークシートを用いると作成や見直しが容易です。

以上
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平均標準
報酬額 × 1000

5.481 ×
平成15年4月以後の
被保険者期間の月数

増加見込額の計算式（概算）
老齢厚生年金の計算式（平成15年4月以降分）に今後の就労予定をあてはめる

＝ 税込年間収入 × 0.005481 × （60歳～退職までの予定年数）
【一郎さんの例】 60歳定年後再雇用 年収390万円（税込）で65歳まで5年間働く予定

3,900,000円 × 0.0055 × 5 年 ≒ 107,250円 の増額

税込年間収入 × 0.0055 × 年 ＝

① 65歳以降の厚生年金増加見込額（概算）

★ 60歳以降も働き、厚生年金に加入して保険料を支払うと、現在
の 「ねんきん定期便」に記載されている金額（年額120万円）より、
65歳から受給できる老齢厚生年金の額が増える

② 65歳から受給する老齢厚生年金の見込額は
ねんきん定期便の記載額 + 増加見込額

【一郎さんの例】 1,200,000 円 ＋ 107,250 円 ＝ 1,307,250 円

+ ＝

60歳以降も働いた場合、厚生年金がいくら増えるか？
参考資料



（単位：万円）

1年間 2年間 3年間 4年間 5年間 6年間 7年間 8年間 9年間 10年間
9 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.1 4.7 5.3 5.9
10 0.7 1.3 2.0 2.6 3.3 3.9 4.6 5.3 5.9 6.6
12 0.8 1.6 2.4 3.2 3.9 4.7 5.5 6.3 7.1 7.9
14 0.9 1.8 2.8 3.7 4.6 5.5 6.4 7.4 8.3 9.2
16 1.1 2.1 3.2 4.2 5.3 6.3 7.4 8.4 9.5 10.5
18 1.2 2.4 3.6 4.7 5.9 7.1 8.3 9.5 10.7 11.8
20 1.3 2.6 3.9 5.3 6.6 7.9 9.2 10.5 11.8 13.2
22 1.4 2.9 4.3 5.8 7.2 8.7 10.1 11.6 13.0 14.5
24 1.6 3.2 4.7 6.3 7.9 9.5 11.0 12.6 14.2 15.8
26 1.7 3.4 5.1 6.8 8.6 10.3 12.0 13.7 15.4 17.1
28 1.8 3.7 5.5 7.4 9.2 11.0 12.9 14.7 16.6 18.4
29 1.9 3.8 5.7 7.6 9.5 11.4 13.4 15.3 17.2 19.1
30 2.0 3.9 5.9 7.9 9.9 11.8 13.8 15.8 17.8 19.7
32 2.1 4.2 6.3 8.4 10.5 12.6 14.7 16.8 18.9 21.0
34 2.2 4.5 6.7 8.9 11.2 13.4 15.7 17.9 20.1 22.4
36 2.4 4.7 7.1 9.5 11.8 14.2 16.6 18.9 21.3 23.7
38 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0
40 2.6 5.3 7.9 10.5 13.2 15.8 18.4 21.0 23.7 26.3
42 2.8 5.5 8.3 11.0 13.8 16.6 19.3 22.1 24.9 27.6
44 2.9 5.8 8.7 11.6 14.5 17.4 20.3 23.2 26.0 28.9
46 3.0 6.1 9.1 12.1 15.1 18.2 21.2 24.2 27.2 30.3
48 3.2 6.3 9.5 12.6 15.8 18.9 22.1 25.3 28.4 31.6

総
報
酬
月
額
相
当
額

（
標
準
報
酬
月
額
＋
年
間
標
準
賞
与
1
/
1
2
）

厚生年金に加入して就労する年数

43厚生年金に加入して働く場合の
厚生年金（年額）の増加見込額速算表

一郎さんは60歳以降65歳になるまで 月給32.5万円（ボーナスなし）で5年間働く予定のため
65歳から受け取る厚生年金は 120万円（ねんきん定期便の記載額）＋10.5万円≒131万円

総
報
酬
月
額
相
当
額
は
概
ね

税
込
給
与
＋
税
込
ボ
ー
ナ
ス
の
12
分
の
１
程
度

一
郎
さ
ん
の
場
合

年
収
３
９
０
万÷

12
＝
３
２
．５
万
円

参考資料


Sheet1

																								（単位：万円） タンイ マンエン

						厚生年金に加入して就労する年数 コウセイ ネンキン カニュウ シュウロウ ネンスウ

						1年間		2年間		3年間		4年間		5年間		6年間		7年間		8年間		9年間		10年間

		総報酬月額相当額
（標準報酬月額＋年間標準賞与1/12） ソウ ホウシュウ ゲツガク ソウトウ ガク		9		0.6		1.2		1.8		2.4		3.0		3.6		4.1		4.7		5.3		5.9

				10		0.7		1.3		2.0		2.6		3.3		3.9		4.6		5.3		5.9		6.6

				12		0.8		1.6		2.4		3.2		3.9		4.7		5.5		6.3		7.1		7.9

				14		0.9		1.8		2.8		3.7		4.6		5.5		6.4		7.4		8.3		9.2

				16		1.1		2.1		3.2		4.2		5.3		6.3		7.4		8.4		9.5		10.5

				18		1.2		2.4		3.6		4.7		5.9		7.1		8.3		9.5		10.7		11.8

				20		1.3		2.6		3.9		5.3		6.6		7.9		9.2		10.5		11.8		13.2

				22		1.4		2.9		4.3		5.8		7.2		8.7		10.1		11.6		13.0		14.5

				24		1.6		3.2		4.7		6.3		7.9		9.5		11.0		12.6		14.2		15.8

				26		1.7		3.4		5.1		6.8		8.6		10.3		12.0		13.7		15.4		17.1

				28		1.8		3.7		5.5		7.4		9.2		11.0		12.9		14.7		16.6		18.4

				29		1.9		3.8		5.7		7.6		9.5		11.4		13.4		15.3		17.2		19.1

				30		2.0		3.9		5.9		7.9		9.9		11.8		13.8		15.8		17.8		19.7

				32		2.1		4.2		6.3		8.4		10.5		12.6		14.7		16.8		18.9		21.0

				34		2.2		4.5		6.7		8.9		11.2		13.4		15.7		17.9		20.1		22.4

				36		2.4		4.7		7.1		9.5		11.8		14.2		16.6		18.9		21.3		23.7

				38		2.5		5.0		7.5		10.0		12.5		15.0		17.5		20.0		22.5		25.0

				40		2.6		5.3		7.9		10.5		13.2		15.8		18.4		21.0		23.7		26.3

				42		2.8		5.5		8.3		11.0		13.8		16.6		19.3		22.1		24.9		27.6

				44		2.9		5.8		8.7		11.6		14.5		17.4		20.3		23.2		26.0		28.9

				46		3.0		6.1		9.1		12.1		15.1		18.2		21.2		24.2		27.2		30.3

				48		3.2		6.3		9.5		12.6		15.8		18.9		22.1		25.3		28.4		31.6
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★在職老齢年金制度について
厚生年金を受給できる方が再雇用・再就職等で働き続けている場合、賃金と年金
の合計額によって、厚生年金の一部または全額が支給停止（減額） される制度。
◌ 次郎さんは、昭和35年5月生まれで「特別支給の厚生年金」の対象 （年額120万円）

➡次郎さんの年金受給開始年齢（特別支給の老齢厚生年金）は「64歳」
◌ ただし、次郎さんは60歳定年後、65歳到達時まで継続再雇用で働く予定にしている
◌ 次郎さんが64歳からもらえる厚生年金はいくらか？

64歳時

働きながら（給料をもらいながら） 、
特別支給の老齢厚生年金を受給

在職老齢年金
次頁の
「60～64歳の在職老齢年金早見表」
から算出

【次郎さんのケース】
　　本人：　厚生年金支給開始： 　64　歳

現在 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

定
年
退
職
・
再
雇
用

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年

金
受
給
開
始

老
齢
基
礎
年
金
・
厚
生
年
金
受

給
開
始

390 390 390 390 390

74 74 74 74 74

36 120 120 120 120 122

39 39 39

年

年
齢

一郎

我が家の
ライフイベント

　
 
 

本
 
人

給与・賞与

公
的
年
金

基礎年金

厚生年金

加給年金/振替加算

働いていない場合は

120万円だが・・・

65歳未満で受給する特別支給の老齢厚生年金について 参考資料


(P1)表紙

		



公益財団法人　年金シニアプラン総合研究機構

（http：//www.nensoken.or.jp/）

長期家計プランワークシート

年金ライフプラン事務局セミナー

（平成２９年６月２日）

（注）公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構の許可なき当資料の全部又は一部の複製、転用、
　　　配布を禁じます。当資料に記載された金額等の数値は、資料の作成時点における法令、通知等
　　　に基づくものです。その後の法改正等により、変更となる場合がありますのでご留意ください。



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		　　本人：　厚生年金支給開始： 　65　歳 ホンニンコウセイネンキンシキュウカイシサイ																		配偶者：　厚生年金支給開始：　　64　 歳 ハイグウシャコウセイネンキンシキュウカイシサイ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82

				翔太（長男） ショウタチョウナン								24		25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ										長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク						住宅ローン繰り上げ返済 ジュウタククアヘンサイ		定年退職・再雇用
大規模リフォーム ダイキボ		長男結婚 チョウナンケッコン		長女結婚 チョウジョケッコン				老齢厚生年金受給開始 ロウレイコウセイネンキンジュキュウカイシ		老齢基礎年金受給開始
車の買い替え ロウレイキソネンキンジュキュウカイシクルマカカ		配偶者老齢
厚生年金受給開始 ハイグウシャロウレイコウセイネンキンジュキュウカイシ				配偶者老齢
基礎年金受給開始 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウカイシ		海外旅行 カイガイリョコウ				海外旅行 カイガイリョコウ		小規模リフォーム ショウキボ						海外旅行						金婚式 キンコンシキ		海外旅行 カイガイリョコウ

		ライフイベント費  ヒ								①												700		200		200						300								80				80		100						80						50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																								122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								39		39		39

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B												26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																														76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																												10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																														2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		770		770		770		770		416		416		416		416		416		261		261		271		310		310		310		310		310		310		310		284		284		284		284		284		284		284		284		284		284		284

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D												1200																				500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		770		770		770		770		770		1616		416		416		416		416		261		261		271		310		310		810		310		310		310		310		284		284		284		284		284		284		284		284		284		284		284

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								356		356		356		356		356		285		285		271		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257

				教育費 キョウイクヒ								98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		183		62		62		62		62		62		39		39		41		47		47		47		47		47		47		47		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43

				ローン返済 ヘンサイ								96		96		96		96		482

				支出小計 ササデショウケイ						④		767		669		669		669		1055		381		381		367		353		353		330		330		332		338		338		322		322		322		322		322		318		318		318		318		318		318		318		318		318		318		318

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		767		669		669		669		1055		1081		581		567		353		353		630		330		332		338		418		322		402		422		322		322		398		318		318		368		398		318		318		318		318		318		318

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										3		101		101		101		-285		535		-165		-151		63		63		-369		-69		-61		-28		-108		489		-92		-112		-12		-12		-114		-34		-34		-84		-114		-34		-34		-34		-34		-34		-34

		資産残高 シサンザンダカ						600				603		704		805		906		621		1,156		991		840		902		965		596		527		466		438		331		819		728		616		605		593		480		446		413		329		215		182		148		115		81		47		14



長女の就職に伴い教育費がなくなった

定期付き生命保険満期。
満期受取金を受領し
保険の掛金が減少した。

退職金＋選択一時金



(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		　　本人：　厚生年金支給開始：  　  　歳 ホンニンコウセイネンキンシキュウカイシサイ																		配偶者：　厚生年金支給開始：　　   　 歳 ハイグウシャコウセイネンキンシキュウカイシサイ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047

		年　齢 トシヨワイ

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート (改善例)

		【次郎さんのケース】 ジロウ

		　　本人：　厚生年金支給開始： 　64　歳 ホンニンコウセイネンキンシキュウカイシサイ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047

		年齢 トシヨワイ		一郎 イチロウ								60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

																						60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82

		我が家の
ライフイベント ワヤ										定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ								特別支給の老齢厚生年金受給開始 トクベツシキュウロウレイコウセイネンキンジュキュウカイシ		老齢基礎年金・厚生年金受給開始 ロウレイキソネンキンコウセイネンキンジュキュウカイシ																海外旅行 カイガイリョコウ		小規模リフォーム ショウキボ						海外旅行						金婚式 キンコンシキ		海外旅行 カイガイリョコウ

		ライフイベント費  ヒ								①						500		200		200						200								60				60		100						60						30		60

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン														74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン												36		120		120		120		120		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122		122

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン														39		39		39

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																				28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ						80		80		80		80		80		80		80		80		80		80

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																												76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																										10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																												2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		80		80		470		470		506		313		313		313		274		304		224		234		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		284		284		284		284		88		88

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D								1200																						400

						子女からの食費 シジョショクヒ						72		72		72		72		72		72		36

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		152		152		542		1742		578		385		349		313		274		304		224		234		312		312		712		312		312		312		312		312		312		312		312		312		284		284		284		284		88		88

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								356		356		356		356		356		356		338		321		321		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257		257

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								24		24		24		24		24		24		24		24		24		10		10		10		10		10		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		101		63		63		63		55		46		34		35		47		47		47		47		47		47		47		47		47		47		47		47		43		43		43		43		13		13

				ローン返済 ヘンサイ								296		296		160

				支出小計 ササデショウケイ						④		859		859		723		563		481		443		425		408		400		312		301		302		314		314		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		308		308		308		308		278		278

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		723		563		981		643		625		408		400		512		301		302		314		374		312		372		412		312		312		372		312		312		342		372		308		308		308		308		278		278

		収支差額 (②-⑤) オサムサササガク										0		0		-181		1179		-403		-258		-276		-95		-126		-208		-77		-68		-2		-62		400		-60		-100		0		0		-60		0		0		-30		-60		-24		-24		-24		-24		-190		-190

		資産残高 シサンザンダカ						600				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



退職金＋選択一時金

保険全般を見直し死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、掛け金は86歳時点で370万円少なくすんだ。

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

長女の就職を期に35歳の時に借りた2000万円住宅ローン（30年返済）のうち毎年200万円を繰上げ返済した。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給800円で週3日）

海外旅行の予算を見直し

予算を見直し







年金月額（基本月額）
老齢厚生年金（報酬比例部分（基金代行部分を含む））の年金額を１２で割った額

4 6 8 10 12 14 16 18 20
19 4 6 8 10 12 14 16 18 20
20 4 6 8 10 12 14 16 18 20
22 4 6 8 10 12 14 16 18 20
24 4 6 8 10 12 14 16 18 20
26 4 6 8 10 12 14 16 18 20
28 4 6 8 10 12 14 16 18 19.5
30 4 6 8 10 12 14 16 17.5 18.5
32 4 6 8 10 12 14 15.5 16.5 17.5
34 4 6 8 10 12 13.5 14.5 15.5 16.5
36 4 6 8 10 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5
38 4 6 8 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5
40 4 6 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5
42 4 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
44 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5
46 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5
48 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5
50 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5

在職老齢年金
早見表
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図表 のケース → 10万円 × 12月 ＝ 120万円/年（在職老齢年金） ※年金の減額なし

45

厚生年金の月額が10万円（厚生年金年額120万÷12） 月給が32万円（ボーナスなし）（税込年収384万÷12） のケース
令和4年度からは、年金の支給停止要件が大きく緩和される（早見表の黄色枠は減額なしの部分）

年金月額に含まれるのは厚生年金だけ、基礎年金は含まれないことに注目

概
ね
月
給
＋
ボ
ー
ナ
ス
の
12
分
の
1
（
税
込
年
収
の
１
／
12
）

令和4年度から（現状65歳以上対象）の在職老齢年金早見表
参考資料
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60-64歳

				万円 マンエン		×		12月 ツキ		＝		①				万円 マンエン

		60～64歳の在職老齢年金早見表 サイ ザイショク ロウレイ ネンキン ハヤミヒョウ																								（単位：万円） 

		在職老齢年金
早見表 ザイショク ロウレイ ネンキン ハヤミヒョウ				年金月額（基本月額）

						老齢厚生年金（報酬比例部分、基金代行部分を含む）の年金額を１２で割った額

						4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24

		総報酬月額相当額
（標準報酬月額＋年間標準賞与1/12）		19		4.0		6.0		8.0		9.5		10.5		11.5		12.5		13.5		14.5		15.5		16.5

				20		4.0		6.0		8.0		9.0		10.0		11.0		12.0		13.0		14.0		15.0		16.0

				22		4.0		6.0		7.0		8.0		9.0		10.0		11.0		12.0		13.0		14.0		15.0

				24		4.0		5.0		6.0		7.0		8.0		9.0		10.0		11.0		12.0		13.0		14.0

				26		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0		8.0		9.0		10.0		11.0		12.0		13.0

				28		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0		8.0		9.0		10.0		11.0		12.0

				30		1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0		8.0		9.0		10.0		11.0

				32		0.0		1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0		8.0		9.0		10.0

				34		0.0		0.0		1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0		8.0		9.0

				36		0.0		0.0		0.0		1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0		8.0

				38		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0

				40		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0







65歳～

		65歳以上の在職老齢年金早見表 サイ イジョウ ザイショク ロウレイ ネンキン ハヤミヒョウ																				（単位：万円） 

		在職老齢年金
早見表 ザイショク ロウレイ ネンキン ハヤミヒョウ				年金月額（基本月額）

						老齢厚生年金（報酬比例部分（基金代行部分を含む））の年金額を１２で割った額

						4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24

		総報酬月額相当額
（標準報酬月額＋年間標準賞与1/12）		19		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22.0		24.0

				20		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22.0		24.0

				22		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22.0		24.0

				24		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22.0		23.0

				26		4		6		8		10		12		14		16		18		20		21.0		22.0

				28		4		6		8		10		12		14		16		18		19.5		20.0		21.0

				30		4		6		8		10		12		14		16		17.5		18.5		19.0		20.0

				32		4		6		8		10		12		14		15.5		16.5		17.5		18.0		19.0

				34		4		6		8		10		12		13.5		14.5		15.5		16.5		17.0		18.0

				36		4		6		8		10		11.5		12.5		13.5		14.5		15.5		16.0		17.0

				38		4		6		8		9.5		10.5		11.5		12.5		13.5		14.5		15.0		16.0

				40		4		6		7.5		8.5		9.5		10.5		11.5		12.5		13.5		14.0		15.0

				42		4		5.5		6.5		7.5		8.5		9.5		10.5		11.5		12.5		13.0		14.0

				44		3.5		4.5		5.5		6.5		7.5		8.5		9.5		10.5		11.5		12.0		13.0

				46		2.5		3.5		4.5		5.5		6.5		7.5		8.5		9.5		10.5		11.0		12.0

				48		1.5		2.5		3.5		4.5		5.5		6.5		7.5		8.5		9.5		10.0		11.0

				50		0.5		1.5		2.5		3.5		4.5		5.5		6.5		7.5		8.5

				52		0.0		0.5		1.5		2.5		3.5		4.5		5.5		6.5		7.5

				54		0.0		0.0		0.5		1.5		2.5		3.5		4.5		5.5		6.5

				56		0.0		0.0		0.0		0.5		1.5		2.5		3.5		4.5		5.5

				58		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		1.5		2.5		3.5		4.5

				60		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		1.5		2.5		3.5







60～64歳の在職老齢年金早見表 （単位：万円） 

4 6 8 10 12 14 16 18 20
19 4.0 6.0 8.0 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5

20 4.0 6.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0

22 4.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0

24 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0

26 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0

28 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

30 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

32 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

34 0 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

36 0 0 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

38 0 0 0 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

40 0 0 0 0 0 1.0 2.0 3.0 4.0

42 0 0 0 0 0 0 1.0 2.0 3.0

44 0 0 0 0 0 0 0 1.0 2.0

46 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0

47 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0

在職老齢年金
早見表

総
報
酬
月
額
相
当
額

（
標
準
報
酬
月
額
＋
年
間
標
準
賞
与
1
/
1
2
）

年金月額（基本月額）
老齢厚生年金（報酬比例部分、基金代行部分を含む）の年金額を１２で割った額
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図表 のケース → 3万円 × 12月 ＝ 36万円/年（在職老齢年金）

65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受給できる人が対象

年金月額は厚生年金の年額の12分の1 次郎さんの場合 120万÷12＝10万円

総報酬月額相当額は概ね 税込給与＋税込ボーナスの12分の１程度 次郎さんの場合 年収390万÷12＝32.5万円

（65歳以上の早見表は 前頁）

令和4年（2022年）4月1日
以降は基準額変更のため、65
歳以上の早見表（前頁）を使
用する

令和3年度まで

参考資料
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60-64歳

		60～64歳の在職老齢年金早見表 サイ ザイショク ロウレイ ネンキン ハヤミヒョウ																				（単位：万円） 

		在職老齢年金
早見表 ザイショク ロウレイ ネンキン ハヤミヒョウ				年金月額（基本月額）

						老齢厚生年金（報酬比例部分、基金代行部分を含む）の年金額を１２で割った額

						4		6		8		10		12		14		16		18		20		21		22		23

		総報酬月額相当額
（標準報酬月額＋年間標準賞与1/12）		19		4.0		6.0		8.0		9.5		10.5		11.5		12.5		13.5		14.5		15.0		15.5		16.0

				20		4.0		6.0		8.0		9.0		10.0		11.0		12.0		13.0		14.0		14.5		15.0		15.5

				22		4.0		6.0		7.0		8.0		9.0		10.0		11.0		12.0		13.0		13.5		14.0		14.5

				24		4.0		5.0		6.0		7.0		8.0		9.0		10.0		11.0		12.0		12.5		13.0		13.5

				26		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0		8.0		9.0		10.0		11.0		11.5		12.0		12.5

				28		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0		8.0		9.0		10.0		10.5		11.0		11.5

				30		1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0		8.0		9.0		9.5		10.0		10.5

				32		0		1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0		8.0		8.5		9.0		9.5

				34		0		0		1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0		7.5		8.0		8.5

				36		0		0		0		1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		6.5		7.0		7.5

				38		0		0		0		0		1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		5.5		6.0		6.5

				40		0		0		0		0		0		1.0		2.0		3.0		4.0		4.5		5.0		5.5

				42		0		0		0		0		0		0		1.0		2.0		3.0		3.5		4.0		4.5

				44		0		0		0		0		0		0		0		1.0		2.0		2.5		3.0		3.5

				46		0		0		0		0		0		0		0		0		1.0		1.5		2.0		2.5

				47		0		0		0		0		0		0		0		0		0.5		1.0		1.5		2.0

				48		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0		0.5		1.0

				49		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				50		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				51		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				52		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				53		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0





65歳～

				万円 マンエン		×		12月 ツキ		＝		①				万円 マンエン

		65歳以上の在職老齢年金早見表 サイ イジョウ ザイショク ロウレイ ネンキン ハヤミヒョウ																								（単位：万円） 

		在職老齢年金
早見表 ザイショク ロウレイ ネンキン ハヤミヒョウ				年金月額（基本月額）

						老齢厚生年金（報酬比例部分（基金代行部分を含む））の年金額を１２で割った額

						4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24

		総報酬月額相当額
（標準報酬月額＋年間標準賞与1/12）		19		4.0		6.0		8.0		10.0		12.0		14.0		16.0		18.0		20.0		22.0		24.0

				20		4.0		6.0		8.0		10.0		12.0		14.0		16.0		18.0		20.0		22.0		24.0

				22		4.0		6.0		8.0		10.0		12.0		14.0		16.0		18.0		20.0		22.0		24.0

				24		4.0		6.0		8.0		10.0		12.0		14.0		16.0		18.0		20.0		22.0		23.5

				26		4.0		6.0		8.0		10.0		12.0		14.0		16.0		18.0		20.0		21.5		22.5

				28		4.0		6.0		8.0		10.0		12.0		14.0		16.0		18.0		19.5		20.5		21.5

				30		4.0		6.0		8.0		10.0		12.0		14.0		16.0		17.5		18.5		19.5		20.5

				32		4.0		6.0		8.0		10.0		12.0		14.0		15.5		16.5		17.5		18.5		19.5

				34		4.0		6.0		8.0		10.0		12.0		13.5		14.5		15.5		16.5		17.5		18.5

				36		4.0		6.0		8.0		10.0		11.5		12.5		13.5		14.5		15.5		16.5		17.5

				38		4.0		6.0		8.0		9.5		10.5		11.5		12.5		13.5		14.5		15.5		16.5

				40		4.0		6.0		7.5		8.5		9.5		10.5		11.5		12.5		13.5		14.5		15.5

				42		4.0		5.5		6.5		7.5		8.5		9.5		10.5		11.5		12.5		13.5		14.5

				44		3.5		4.5		5.5		6.5		7.5		8.5		9.5		10.5		11.5		12.5		13.5

				46		2.5		3.5		4.5		5.5		6.5		7.5		8.5		9.5		10.5		11.5		12.5

				48		1.5		2.5		3.5		4.5		5.5		6.5		7.5		8.5		9.5		10.5		11.5

				50		0.5		1.5		2.5		3.5		4.5		5.5		6.5		7.5		8.5		9.5		10.5

				52		0.0		0.5		1.5		2.5		3.5		4.5		5.5		6.5		7.5		8.5		9.5

				54		0.0		0.0		0.5		1.5		2.5		3.5		4.5		5.5		6.5		7.5		8.5

				56		0.0		0.0		0.0		0.5		1.5		2.5		3.5		4.5		5.5		6.5		7.5

				58		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		1.5		2.5		3.5		4.5		5.5		6.5

				60		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		1.5		2.5		3.5		4.5		5.5

				62		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		1.5		2.5		3.5		4.5

				64		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		1.5		2.5		3.5

				66		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		1.5		2.5

				68		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		1.5

				70		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5
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★ 高年齢雇用給付金受給に伴う在職老齢年金の減額
高年齢雇用継続給付金を受けると、同給付金と「在職老齢年金」との調整が図られ、

賃金（標準報酬月額）の「０．１８％～６％」に相当する額が支給停止（減額）される。

★高年齢雇用継続給付金
60歳以降も働き続ける際の賃金は、60歳時賃金の75%以下に低下するケースが
多いが、その場合に雇用保険より低下した賃金の一部を補う「高年齢雇用継続給付金」
が支給される制度。
※令和7年度に60歳に到達する人（昭和40年4月以降誕生した人）から給付率を変更、以後段階的に廃止の予定

【事例】
◌ 60歳到達時の賃金〔年収770万円（賞与170万円、給与600万円）〕 → 月収50万円

（算定時の上限 は479,100円）
◌ 60歳以降の賃金390万円 → 月収32.5万円

◌ 479,100円 → 325,000円 にダウン（67.8%にダウン） 高年齢雇用継続給付金

次頁の「高年齢雇用継続給付金の支給額及び在職老齢年金の減額速算表」から算出

参考資料雇用保険からの高年齢雇用継続給付金について



給
付
金

年金
減額

給
付
金

年金
減額

給
付
金

年金
減額

給
付
金

年金
減額

給
付
金

年金
減額

給
付
金

年金
減額

給
付
金

年金
減額

給
付
金

年金
減額

給
付
金

年金
減額

給
付
金

年金
減額

給
付
金

年金
減額

給
付
金

年金
減額

給
付
金

年金
減額

給
付
金

年金
減額

16万 0.3 0.1 1.3 0.5 2.3 0.9 2.4 1.0 2.4 1.0 2.4 1.0 2.4 1.0 2.4 1.0 2.4 1.0 2.4 1.0 2.4 1.0 2.4 1.0 2.4 1.0 2.4 1.0
17万 0 0 0.7 0.3 1.6 0.7 2.6 1.0 2.6 1.0 2.6 1.0 2.6 1.0 2.6 1.0 2.6 1.0 2.6 1.0 2.6 1.0 2.6 1.0 2.6 1.0 2.6 1.0
18万 0 0 0 0 1.0 0.4 2.0 0.8 2.7 1.1 2.7 1.1 2.7 1.1 2.7 1.1 2.7 1.1 2.7 1.1 2.7 1.1 2.7 1.1 2.7 1.1 2.7 1.1
19万 0 0 0 0 0.3 0.1 1.3 0.5 2.3 0.9 2.9 1.1 2.9 1.1 2.9 1.1 2.9 1.1 2.9 1.1 2.9 1.1 2.9 1.1 2.9 1.1 2.9 1.1
20万 0 0 0 0 0 0 0.7 0.3 1.6 0.7 2.6 1.0 3.0 1.2 3.0 1.2 3.0 1.2 3.0 1.2 3.0 1.2 3.0 1.2 3.0 1.2 3.0 1.2
21万 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.4 2.0 0.8 2.9 1.2 3.2 1.3 3.2 1.3 3.2 1.3 3.2 1.3 3.2 1.3 3.2 1.3 3.2 1.3
22万 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 1.3 0.5 2.3 0.9 3.3 1.3 3.3 1.3 3.3 1.3 3.3 1.3 3.3 1.3 3.3 1.3 3.3 1.3
23万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.3 1.6 0.7 2.6 1.0 3.5 1.4 3.5 1.4 3.5 1.4 3.5 1.4 3.5 1.4 3.5 1.4
24万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.4 2.0 0.8 2.9 1.2 3.6 1.4 3.6 1.4 3.6 1.4 3.6 1.4 3.6 1.4
25万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 1.3 0.5 2.3 0.9 3.3 1.3 3.8 1.5 3.8 1.5 3.8 1.5 3.8 1.5
26万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.3 1.6 0.7 2.6 1.0 3.6 1.4 3.9 1.6 3.9 1.6 3.9 1.6
27万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.4 2.0 0.8 2.9 1.2 3.9 1.6 4.1 1.6 4.1 1.6
28万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 1.3 0.5 2.3 0.9 3.3 1.3 4.2 1.7 4.2 1.7
29万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.3 1.6 0.7 2.6 1.0 3.6 1.4 4.4 1.7
30万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.4 2.0 0.8 2.9 1.2 3.9 1.6
31万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 1.3 0.5 2.3 0.9 3.2 1.3
32万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.3 1.6 0.7 2.6 1.0
33万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.4 1.9 0.8
34万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 1.3 0.5
35万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.2
36万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24万 26万 28万

60歳到達時点の賃金月額（賞与は含まない）

6
0
歳
以
降
の
賃
金
月
額
（
賞
与
は
含
ま
な
い
）

42万 44万 46万 47.19万
以上30万 32万 34万 36万 38万 40万22万

高年齢雇用継続給付金の支給額および在職老齢年金の減額速算表 48

◌ 高年齢雇用継続給付金 → 2.6万円 × 12月 ＝ 31.2万円／年
◌ 在職老齢年金から差し引かれる額 → 1万円 × 12月 ＝ 12万円/年

64歳まで受給する在職老齢年金の額が120万円だった場合、高年齢雇用継続給付金
（年間31万円）を受けると厚生年金が年12万減額される。

なお、給付金の支給期間は60歳～65歳未満の間なので、特別支給の老齢厚生年金（在職老齢年金）が支給
されない方は年金の減額は発生しない。また、働かない場合は給付金が発生しないので減額もない。

参考資料

年金月額120万 ➡ 120万円－雇用継続給付金との併給調整額12万円 ＝年金額 108万円


Sheet1

				高年齢雇用継続給付金　早見表 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン ハヤミヒョウ

						60歳到達時点の賃金 サイ トウタツ ジテン チンギン						-0.067942095

						220000		低下率 テイカ リツ		支給率 シキュウ リツ		減額率 ゲンガク リツ		減額 ゲンガク		240000		低下率 テイカ リツ		支給率 シキュウ リツ		減額率 ゲンガク リツ		減額 ゲンガク		260000		低下率 テイカ リツ		支給率 シキュウ リツ		減額率 ゲンガク リツ		減額 ゲンガク		280000		低下率 テイカ リツ		支給率 シキュウ リツ		減額率 ゲンガク リツ		減額 ゲンガク		300000		低下率 テイカ リツ		支給率 シキュウ リツ		減額率 ゲンガク リツ		減額 ゲンガク		320000		低下率 テイカ リツ		支給率 シキュウ リツ		減額率 ゲンガク リツ		減額 ゲンガク		340000		低下率 テイカ リツ		支給率 シキュウ リツ		減額率 ゲンガク リツ		減額 ゲンガク		360000		低下率 テイカ リツ		支給率 シキュウ リツ		減額率 ゲンガク リツ		減額 ゲンガク		380000		低下率 テイカ リツ		支給率 シキュウ リツ		減額率 ゲンガク リツ		減額 ゲンガク		400000		低下率 テイカ リツ		支給率 シキュウ リツ		減額率 ゲンガク リツ		減額 ゲンガク		420000		低下率 テイカ リツ		支給率 シキュウ リツ		減額率 ゲンガク リツ		減額 ゲンガク		440000		低下率 テイカ リツ		支給率 シキュウ リツ		減額率 ゲンガク リツ		減額 ゲンガク		460000		低下率 テイカ リツ		支給率 シキュウ リツ		減額率 ゲンガク リツ		減額 ゲンガク		479100		低下率 テイカ リツ		支給率 シキュウ リツ		減額率 ゲンガク リツ		減額 ゲンガク

		賃金 チンギン		160000		3,268		72.73		2.04		0.8%		1,306		13,071		66.67		8.17		3.27%		5228.8		22,875		61.54		14.29		5.72%		9,146		24,000		61		15		6.00%		9,600		24,000		61		15		6.00%		9,600		24,000		61		15		6.00%		9,600		24,000		61		15		6.00%		9,600		24,000		61		15		6.00%		9,600		24,000		61		15		6.00%		9,600		24,000		61		15		6.00%		9,600		24,000		61		15		6.00%		9,600		24,000		61		15		6.00%		9,600		24000		61		15		6.00%		9,600		24000		61		15		6.00%		9,600

				170000		(3,268)		77.27		-1.92		-0.8%				6,536		70.83		3.85		1.54%		2618		16,339		65.38		9.62		3.85%		6,542		25,500		61		15		6.00%		10,200		25,500		61		15		6.00%		10,200		25,500		61		15		6.00%		10,200		25,500		61		15		6.00%		10,200		25,500		61		15		6.00%		10,200		25,500		61		15		6.00%		10,200		25,500		61		15		6.00%		10,200		25,500		61		15		6.00%		10,200		25,500		61		15		6.00%		10,200		25500		61		15		6.00%		10,200		25500		61		15		6.00%		10,200

				180000		(9,804)						0.0%				0		75		0		0.00%		0		9,804		69.23		5.45		2.18%		3,924		19,607		64.29		10.89		4.36%		7,841		27,000		61		15		6.00%		10,800		27,000		61		15		6.00%		10,800		27,000		61		15		6.00%		10,800		27,000		61		15		6.00%		10,800		27,000		61		15		6.00%		10,800		27,000		61		15		6.00%		10,800		27,000		61		15		6.00%		10,800		27,000		61		15		6.00%		10,800		27000		61		15		6.00%		10,800		27000		61		15		6.00%		10,800

				190000		(16,339)										(6,536)		79.17		-344.00%						3,268		73.08		1.72		0.69%		1,307		13,071		67.86		6.88		2.75%		5,229		22,875		63.33		12.04		4.82%		9,150		28,500		61		15		6.00%		11,400		28,500		61		15		6.00%		11,400		28,500		61		15		6.00%		11,400		28,500		61		15		6.00%		11,400		28,500		61		15		6.00%		11,400		28,500		61		15		6.00%		11,400		28,500		61		15		6.00%		11,400		28500		61		15		6.00%		11,400		28500		61		15		6.00%		11,400

				200000		(22,875)										(13,071)		83.33		(7)						(3,268)		76.92		-1.63		-1%		(1,304)		6,536		71.43		3.27		1.31%		2,616		16,339		66.67		8.17		3.27%		6,536		26,143		62.5		13.07		5.23%		10,456		30,000		61		15		6.00%		12,000		30,000		61		15		6.00%		12,000		30,000		61		15		6.00%		12,000		30,000		61		15		6.00%		12,000		30,000		61		15		6.00%		12,000		30,000		61		15		6.00%		12,000		30000		61		15		6.00%		12,000		30000		61		15		6.00%		12,000

				210000		(29,411)										(19,607)										(9,804)										0		75		0		0.00%		0		9,804		70		4.67		1.87%		3,923		19,607		65.63		9.33		3.73%		7,837		29,411		61.76		14.01		5.60%		11,768		31,500		61		15		6.00%		12,600		31,500		61		15		6.00%		12,600		31,500		61		15		6.00%		12,600		31,500		61		15		6.00%		12,600		31,500		61		15		6.00%		12,600		31500		61		15		6.00%		12,600		31500		61		15		6.00%		12,600

				220000		(35,946)										(26,143)										(16,339)										(6,536)										3,268		73.33		1.49		0.60%		1,311		13,071		68.75		5.94		2.38%		5,227		22,875		64.71		10.39		4.16%		9,143		32,679		61.11		14.86		5.94%		13,077		33,000		61		15		6.00%		13,200		33,000		61		15		6.00%		13,200		33,000		61		15		6.00%		13,200		33,000		61		15		6.00%		13,200		33000		61		15		6.00%		13,200		33000		61		15		6.00%		13,200

				230000												(32,679)										(22,875)										(13,071)										(3,268)		76.67		-1.42		-0.57%		(1,306)		6,536		71.88		2.84		1%		2,613		16,339		67.65		7.1		2.84%		6,532		26,143		63.89		11.37		4.55%		10,460		34,500		61		15		6.00%		13,800		34,500		61		15		6.00%		13,800		34,500		61		15		6.00%		13,800		34,500		61		15		6.00%		13,800		34500		61		15		6.00%		13,800		34500		61		15		6.00%		13,800

				240000												(39,214)										(29,411)										(19,607)										(9,804)		80		-4.08						0		75		0		0%		0		9,804		70.59		4.08		1.63%		3,917		19,607		66.67		8.17		3.27%		7,843		29,411		63.16		12.25		4.90%		11,760		36,000		61		15		6.00%		14,400		36,000		61		15		6.00%		14,400		36,000		61		15		6.00%		14,400		36000		61		15		6.00%		14,400		36000		61		15		6.00%		14,400

				250000												(45,750)										(35,946)										(26,143)										(16,339)										(6,536)										3,268		73.53		1.31		0.52%		1,310		13,071		69.44		5.23		2.09%		5,230		22,875		65.79		9.15		3.66%		9,150		32,679		62.5		13.07		5.23%		13,070		37,500		61		15		6.00%		15,000		37,500		61		15		6.00%		15,000		37500		61		15		6.00%		15,000		37500		61		15		6.00%		15,000

				260000												(52,286)										(42,482)										(32,679)										(22,875)										(13,071)										(3,268)		76.47		-1.26		-0.50%		(1,310)		6,536		72.22		2.52		1.01%		2,621		16,339		68.42		6.29		2.52%		6,542		26,143		65		10.05		4.02%		10,452		35,946		61.9		13.83		5.53%		14,383		39,000		61		15		6.00%		15,600		39000		61		15		6.00%		15,600		39000		61		15		6.00%		15,600

				270000												(58,821)										(49,018)										(39,214)										(29,411)										(19,607)										(9,804)		79.41		-3.63		-1.45%		(3,920)		0		75		0		0.00%		0		9,804		71.05		3.63		1.45%		3,920		19,607		67.5		7.26		2.90%		7,841		29,411		64.29		10.89		4.36%		11,761		39,214		61.36		14.53		5.81%		15,692		40500		61		15		6.00%		16,200		40500		61		15		6.00%		16,200

				280000												(65,357)										(55,554)										(45,750)										(35,946)										(26,143)										(16,339)		82.35		-583.00%						(6,536)		77.78		-2.34		-0.94%		(2,621)		3,268		73.68		1.17		0.47%		1,310		13,071		70		4.67		1.87%		5,230		22,875		66.67		8.17		3.27%		9,150		32,679		63.64		11.67		4.67%		13,070		42000		61		15		6.00%		16,800		42000		61		15		6.00%		16,800

				290000												(71,893)										(62,089)										(52,286)										(42,482)										(32,679)										(22,875)		85.29		-789.00%						(13,071)		80.56		-4.51		-1.80%		(5,232)		(3,268)		76.32		-1.13		-0.45%		(1,311)		6,536		72.5		2.25		0.90%		2,610		16,339		69.05		5.63		2.25%		6,531		26,143		65.91		9.01		3.60%		10,452		35946.4285714286		63.04		12.4		4.96%		14,384		43500		61		15		6.00%		17,400

				300000												(78,429)										(68,625)										(58,821)										(49,018)										(39,214)										(29,411)		88.24		-981.00%						(19,607)		83.33		-6.53		-2.61%		(7,836)		(9,804)		78.95		-3.27		-1.31%		(3,924)		0		75		0		0.00%		0		9,804		71.43		3.27		1.31%		3,924		19,607		68.18		6.54		2.62%		7,848		29410.7142857143		65.22		9.8		3.92%		11,760		38760		62.62		12.92		5.17%		15,504

				310000												(84,964)										(75,161)										(65,357)										(55,554)										(45,750)										(35,946)		91.18		-1160.00%						(26,143)		86.11		-8.43		-3.37%		(10,453)		(16,339)		81.58		-5.27		-2.11%		(6,535)		(6,536)		77.5		-2.11		-0.84%		(2,616)		3,268		73.81		1.05		0.42%		1,302		13,071		70.45		4.22		1.69%		5,233		22875		67.39		7.38		2.95%		9,151		32240		64.7		10.4		4.16%		12,896

				320000												(91,500)										(81,696)										(71,893)										(62,089)										(52,286)										(42,482)		94.12		-1328.00%						(32,679)		88.89		-10.21		-4.08%		(13,069)		(22,875)		84.21		-7.15		-2.86%		(9,152)		(13,071)		80		-4.08		-1.63%		(5,222)		(3,268)		76.19		-1.02		-0.41%		(1,306)		6,536		72.73		2.04		0.82%		2,611		16339.2857142857		69.57		5.1		2.04%		6,528		25696		66.79		8.03		3.21%		10,278

				330000												(98,036)										(88,232)										(78,429)										(68,625)										(58,821)										(49,018)		97.06		-1485.00%						(39,214)		91.67		-11.89		-4.76%		(15,695)		(29,411)		86.84		-8.91		-3.56%		(11,761)		(19,607)		82.5		-5.94		-2.38%		(7,841)		(9,804)		78.57		-2.97		-1.19%		(3,920)		0		75		0		0.00%		0		9803.5714285714		71.74		2.97		1.19%		3,920		19173		68.88		5.81		2.32%		7,669

				340000												(104,571)										(94,768)										(84,964)										(75,161)										(65,357)										(55,554)		100		-16.34						(45,750)		94.44		-13.45		-5.38%		(18,292)		(35,946)		89.47		-10.57		-4.23%		(14,375)		(26,143)		85		-7.69		-3.08%		(10,458)		(16,339)		80.95		-4.8		-1.92%		(6,528)		(6,536)		77.27		-1.92		-0.77%		(2,611)		3267.8571428571		73.91		0.96		0.38%		1,306		12614		70.97		3.71		1.48%		5,046

				350000												(111,107)										(101,304)										(91,500)										(81,696)										(71,893)										(62,089)		102.94		-17.74						(52,286)		97.22		-14.94		-5.98%		(20,916)		(42,482)		92.11		-12.14		-4.86%		(16,996)		(32,679)		87.5		-9.34		-3.74%		(13,076)		(22,875)		83.33		-6.53		-2.61%		(9,142)		(13,071)		79.55		-3.74		-1.50%		(5,236)		-3267.8571428572		76.09		-0.94		-0.38%		(1,316)		6090		73.05		1.74		0.70%		2,436

				360000												-117642.857142857										(107,839)										(98,036)										(88,232)										(78,429)										(68,625)		105.88		(19)						(58,821)		100		-16.34		-6.54%		(23,530)		(49,018)		94.74		-13.62		-5.45%		(19,613)		(39,214)		90		-10.89		-4.36%		(15,682)		(29,411)		85.71		-8.17		-3.27%		(11,765)		(19,607)		81.82		-5.45		-2.18%		(7,848)		-9803.5714285714		78.26		-2.72		-1.09%		(3,917)		-432		75.14		-0.12		-0.05%		(173)



						60歳到達時点の賃金月額（賞与は含まない） サイ トウタツ ジテン チンギン ゲツガク ショウヨ フク

						22万				24万				26万				28万				30万				32万				34万				36万				38万				40万				42万				44万				46万				47.19万
以上 マン イジョウ

						給付金 キュウフ キン		年金
減額 ネンキン ゲンガク		給付金 キュウフ キン		年金
減額 ネンキン ゲンガク		給付金 キュウフ キン		年金
減額 ネンキン ゲンガク		給付金 キュウフ キン		年金
減額 ネンキン ゲンガク		給付金 キュウフ キン		年金
減額 ネンキン ゲンガク		給付金 キュウフ キン		年金
減額 ネンキン ゲンガク		給付金 キュウフ キン		年金
減額 ネンキン ゲンガク		給付金 キュウフ キン		年金
減額 ネンキン ゲンガク		給付金 キュウフ キン		年金
減額 ネンキン ゲンガク		給付金 キュウフ キン		年金
減額 ネンキン ゲンガク		給付金 キュウフ キン		年金
減額 ネンキン ゲンガク		給付金 キュウフ キン		年金
減額 ネンキン ゲンガク		給付金 キュウフ キン		年金
減額 ネンキン ゲンガク		給付金 キュウフ キン		年金
減額 ネンキン ゲンガク																																																																												479100		低下率 テイカ リツ		支給率 シキュウ リツ		減額率 ゲンガク リツ		減額 ゲンガク

		60歳以降の賃金月額（賞与は含まない） サイイコウ チンギン ゲツガク ショウヨ フク		16万 マン		0.3		0.1		1.3		0.5		2.3		0.9		2.4		1.0		2.4		1.0		2.4		1.0		2.4		1.0		2.4		1.0		2.4		1.0		2.4		1.0		2.4		1.0		2.4		1.0		2.4		1.0		2.4		1.0																																																																								月額 ゲツガク		325000		22433.8392857143		67.8355249426		6.9027197802		2.76%		8,974

				17万 マン		0		0		0.7		0.3		1.6		0.7		2.6		1.0		2.6		1.0		2.6		1.0		2.6		1.0		2.6		1.0		2.6		1.0		2.6		1.0		2.6		1.0		2.6		1.0		2.6		1.0		2.6		1.0																																																																								年額 ネンガク				269206.071428571								107,682

				18万 マン		0		0		0		0		1.0		0.4		2.0		0.8		2.7		1.1		2.7		1.1		2.7		1.1		2.7		1.1		2.7		1.1		2.7		1.1		2.7		1.1		2.7		1.1		2.7		1.1		2.7		1.1

				19万 マン		0		0		0		0		0.3		0.1		1.3		0.5		2.3		0.9		2.9		1.1		2.9		1.1		2.9		1.1		2.9		1.1		2.9		1.1		2.9		1.1		2.9		1.1		2.9		1.1		2.9		1.1

				20万 マン		0		0		0		0		0		0		0.7		0.3		1.6		0.7		2.6		1.0		3.0		1.2		3.0		1.2		3.0		1.2		3.0		1.2		3.0		1.2		3.0		1.2		3.0		1.2		3.0		1.2

				21万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		1.0		0.4		2.0		0.8		2.9		1.2		3.2		1.3		3.2		1.3		3.2		1.3		3.2		1.3		3.2		1.3		3.2		1.3		3.2		1.3

				22万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0.3		0.1		1.3		0.5		2.3		0.9		3.3		1.3		3.3		1.3		3.3		1.3		3.3		1.3		3.3		1.3		3.3		1.3		3.3		1.3

				23万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.7		0.3		1.6		0.7		2.6		1.0		3.5		1.4		3.5		1.4		3.5		1.4		3.5		1.4		3.5		1.4		3.5		1.4

				24万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.0		0.4		2.0		0.8		2.9		1.2		3.6		1.4		3.6		1.4		3.6		1.4		3.6		1.4		3.6		1.4

				25万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.3		0.1		1.3		0.5		2.3		0.9		3.3		1.3		3.8		1.5		3.8		1.5		3.8		1.5		3.8		1.5

				26万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.7		0.3		1.6		0.7		2.6		1.0		3.6		1.4		3.9		1.6		3.9		1.6		3.9		1.6

				27万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.0		0.4		2.0		0.8		2.9		1.2		3.9		1.6		4.1		1.6		4.1		1.6

				28万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.3		0.1		1.3		0.5		2.3		0.9		3.3		1.3		4.2		1.7		4.2		1.7

				29万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.7		0.3		1.6		0.7		2.6		1.0		3.6		1.4		4.4		1.7

				30万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.0		0.4		2.0		0.8		2.9		1.2		3.9		1.6

				31万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.3		0.1		1.3		0.5		2.3		0.9		3.2		1.3

				32万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.7		0.3		1.6		0.7		2.6		1.0

				33万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.0		0.4		1.9		0.8

				34万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.3		0.1		1.3		0.5

				35万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.6		0.2

				36万 マン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
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・所得税は当年の所得に対して賦課
・住民税・社会保険料は前年の所得に対して賦課
（定年後1年目、退職後1年目は収入に対して住民税・社会保険料の負担が大きくなる）

・税・社会保険料は原則として（年間の年金収入が18万以上の場合）、公的年金から
天引きされる
天引き等の対象…所得税（源泉徴収）、住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、
介護保険料

・税金・社会保険料等の算定時、年齢により何度か大きな変更点がある
①配偶者控除 ：配偶者の年齢が70歳に到達 38万 → 48万（所得税）

33万 → 38万（住民税）
②介護保険料 ： 65歳未満の場合は、健康保険料に含まれているが、

各人が65歳に達すると、独立した保険料として個人単位で徴収
③国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の切替え

各人が75歳に達すると国民健康保険から後期高齢者医療保険に切替
保険料の徴収が世帯単位（世帯主）から個人単位へ変更になる

1年のタイムラグがある

退職後の社会保険料・税について
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○退職後の社会保険料・税の推移（概算）　サラリーマンとパート主婦モデル （単位：万円）

年齢（夫） 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
年齢（妻） 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
年金等収入（夫） 279 279 279 240 240 240 240 240 240 240 214 214 214 214 214 214
年金等収入（妻） 100 100 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

世帯収入 （A) 379 379 379 330 330 330 330 330 330 330 304 304 304 304 304 304

国民健康保険料（世帯） 32.7 22.2 22.2 22.2 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 5.1 5.1 5.1 0.0 0.0 0.0
後期高齢者健康保険料（夫） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 8.8 8.8 7.5 7.5 7.5
介護保険料（夫） 10.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
社会保険料　小計 42.9 31.3 31.3 31.3 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.4 22.2 22.2 15.8 15.8 15.8
後期高齢者健康保険料（妻） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2 2.2
介護保険料（妻） 0.0 0.0 0.0 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
社会保険料　小計 0.0 0.0 0.0 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
所得税　夫（当年所得にかかる） 2.0 2.6 2.6 0.6 0.9 0.9 0.9 0.9 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
住民税　夫（前年所得にかかる） 16.4 5.5 6.7 2.8 2.8 3.4 3.4 3.4 3.4 2.9 0.5 0.5 0.6 0.6 1.2 1.2
税　小計 18.4 8.1 9.3 3.4 3.7 4.3 4.3 4.3 3.8 3.3 0.5 0.5 0.6 0.6 1.2 1.2
所得税・住民税・社会保険料（世帯）
総計　（B) 61.3 39.4 40.5 41.9 36.4 37.0 37.0 37.0 36.5 36.0 33.1 30.0 30.0 23.6 24.3 24.3

世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A）

16% 10% 11% 13% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 8% 8% 8%

手取り収入　（A-B) 317.7 339.6 338.5 288.1 293.6 293 293 293 293.5 294 270.9 274 274 280.4 279.7 279.7

※妻は所得税・住民税ともに非課税（収入より控除額の方が多いため）
※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除・配偶者（特別）控除のみ計上
※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。
※国民健康保険料は世帯主に賦課されるが、後期高齢者健康保険料は個人別に賦課される。 （参考） 協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　

○モデル設定　夫 ○年金等収入内訳 前年の年収が417.6万（月34.8万円）のとき　国保保険料（配偶者も国保）　

60歳以前の給与 55 万円 夫 基礎年金 74 万円 妻 基礎年金 76 万円

賞与（年2回計） 110 万円 厚生年金 140 万円 厚生年金 12 万円

社会保険料（自己負担分） 110.0 万円 加給年金 39 万円 （65～67歳） 振替加算 2 万円
再雇用後の給与 32.5 万円 基金 26 万円 （60歳から15年間）
賞与 なし
社会保険料（自己負担分） 58 万円

※東京都江戸川区の令和元年度額を参考に試算


専業主婦モデル 

																																										○退職後の社会保険料・税の推移（概算）　サラリーマンとパート主婦モデル タイショクゴ シャカイ ホケンリョウ ゼイ スイイ ガイサン シュフ																																（単位：万円） タンイ マンエン

		年齢（夫） ネンレイ オット		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82				年齢（夫） ネンレイ オット		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81

		年齢（妻） ネンレイ ツマ		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79				年齢（妻） ネンレイ ツマ		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78

		年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		2,790,000		2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		279		279		279		240		240		240		240		240		240		240		214		214		214		214		214		214		214

		年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		1,000,000		1,000,000		1,000,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000				年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		100		100		100		90		90		90		90		90		90		90		90		90		90		90		90		90		90

		世帯収入 セタイ シュウニュウ		3,790,000		3,790,000		3,790,000		3,300,000		3,300,000		3,300,000		3,300,000		3,300,000		3,300,000		3,300,000		3,040,000		3,040,000		3,040,000		3,040,000		3,040,000		3,040,000		3,040,000		3,040,000				世帯収入 （A) セタイ シュウニュウ		379		379		379		330		330		330		330		330		330		330		304		304		304		304		304		304		304

		任意継続保険料（世帯） ニンイ ケイゾク ホケンリョウ セタイ		0		0																																				協会けんぽ（任意継続）　（世帯） キョウカイ ニンイ ケイゾク セタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		327,415		222,204		222,204		222,204		164,598		164,598		164,598		164,598		164,598		164,598		51,000		51,000		51,000		0		0		0		0		0				国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		32.7		22.2		22.2		22.2		16.5		16.5		16.5		16.5		16.5		16.5		5.1		5.1		5.1		0.0		0.0		0.0		0

		後期高齢者保険料（夫） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ オット																						119,800		88,300		88,300		75,300		75,300		75,300		75,300		75,300				後期高齢者健康保険料（夫） コウキ コウレイシャ ケンコウ ホケンリョウ オット		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.0		8.8		8.8		7.5		7.5		7.5		7.53

		介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		101,100		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100				介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		10.1		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.31

		社会保険料（夫）　計 シャカイ ホケンリョウ オット ケイ		428,515		312,504		312,504		312,504		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		253,900		222,400		222,400		158,400		158,400		158,400		158,400		158,400				社会保険料　小計 シャカイ ホケンリョウ ショウケイ		42.9		31.3		31.3		31.3		25.5		25.5		25.5		25.5		25.5		25.5		25.4		22.2		22.2		15.8		15.8		15.8		15.84

		後期高齢者保険料（妻） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ ツマ																												21,600		21,600		21,600		21,600		21,600				後期高齢者健康保険料（妻） コウキ コウレイシャ ケンコウ ホケンリョウ ツマ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		2.2		2.2		2.16

		介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ		0		0		0		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200				介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ		0.0		0.0		0.0		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.22

		社会保険料（妻）　計 シャカイ ホケンリョウ ツマ ケイ		0		0		0		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200				社会保険料　小計 シャカイ ホケンリョウ ショウケイ		0.0		0.0		0.0		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.22

		所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		20,074		25,875		25,875		6,375		9,255		9,255		9,255		9,255		4,255		4,255		0		0		0		0		0		0		0		0				所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		2.0		2.6		2.6		0.6		0.9		0.9		0.9		0.9		0.4		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0

		住民税　夫（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ オット ゼンネン ショトク		164,200		55,149		66,750		27,750		27,750		33,510		33,510		33,510		33,510		28,510		5,000		5,000		5,760		5,760		12,160		12,160		12,160		12,160				住民税　夫（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ オット ゼンネン ショトク		16.4		5.5		6.7		2.8		2.8		3.4		3.4		3.4		3.4		2.9		0.5		0.5		0.6		0.6		1.2		1.2		1.216

		税　小計 ゼイ ショウケイ		184,274		81,023		92,624		34,124		37,005		42,765		42,765		42,765		37,765		32,765		5,000		5,000		5,760		5,760		12,160		12,160		12,160		12,160				税　小計 ゼイ ショウケイ		18.4		8.1		9.3		3.4		3.7		4.3		4.3		4.3		3.8		3.3		0.5		0.5		0.6		0.6		1.2		1.2		1.216

		税・社会保険料（世帯）　総計 ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		612,789		393,527		405,128		418,828		364,103		369,863		369,863		369,863		364,863		359,863		331,100		299,600		300,360		236,360		242,760		242,760		242,760		242,760				所得税・住民税・社会保険料（世帯）
総計　（B) ショトク ゼイ ジュウミンゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		61.3		39.4		40.5		41.9		36.4		37.0		37.0		37.0		36.5		36.0		33.1		30.0		30.0		23.6		24.3		24.3		24.276

				3,177,211		3,396,473		3,384,872		2,881,172		2,935,897		2,930,137		2,930,137		2,930,137		2,935,137		2,940,137		2,708,900		2,740,400		2,739,640		2,803,640		2,797,240		2,797,240		2,797,240		2,797,240						317.7		339.6		338.5		288.1		293.6		293.0		293.0		293.0		293.5		294.0		270.9		274.0		274.0		280.4		279.7		279.7		279.7

		世帯収入に占める税・
社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		16.2%		10.4%		10.7%		12.7%		11.0%		11.2%		11.2%		11.2%		11.1%		10.9%		10.9%		9.9%		9.9%		7.8%		8.0%		8.0%		8.0%		8.0%				世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		16%		10%		11%		13%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		10%		10%		8%		8%		8%		8%

																																										手取り収入　（A-B) テド シュウニュウ		317.721075		339.64727		338.48716		288.11716		293.58973		293.01367		293.01367		293.01367		293.51367		294.01367		270.89		274.04		273.964		280.364		279.724		279.724		279.724

		けんぽ		418680		418680																																				※妻は所得税・住民税ともに非課税（収入より控除額の方が多いため） ツマ ショトクゼイ ジュウミンゼイ ヒカゼイ シュウニュウ コウジョ ガク ホウ オオ

		○モデル設定　 セッテイ								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ																												1,398,620				※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除・配偶者（特別）控除のみ計上 シャカイ ホケンリョウ ゼンネン ショトク モト サンテイ コウジョ コウテキ ネンキン トウ コウジョ キュウヨ ショトク コウジョ シャカイ ホケンリョウ コウジョ キソ コウジョ ハイグウシャ トクベツ コウジョ ケイジョウ

		退職前の給与 タイショク マエ キュウヨ		32		万円 マンエン				夫 オット		基礎年金 キソ ネンキン		74		万円 マンエン						妻 ツマ		基礎年金 キソ ネンキン		76		万円 マンエン														※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。 カイゴ ホケンリョウ サイ サイ カン ケンコウ ホケンリョウ ウチ フク サイ イコウ コジン ベツ サンシュツ

		賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		0		万円 マンエン						厚生年金 コウセイ ネンキン		120		万円 マンエン								厚生年金 コウセイ ネンキン		12		万円 マンエン														※国民健康保険料は世帯主に賦課されるが、後期高齢者健康保険料は個人別に賦課される。												（参考） サンコウ		協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　																				348,931円（12ヵ月分前納のケース） ゲツ ブン ゼンノウ

		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58.0		万円 マンエン						加給年金 カキュウ ネンキン		39		万円 マンエン		（65～67歳） サイ						振替加算 フリカエ カサン		2		万円 マンエン		（65歳から） サイ												○モデル設定　夫 セッテイ オット								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ						前年の年収が417.6万（月34.8万円）のとき　国保保険料（配偶者も国保）　 ゼンネン ネンシュウ ００００ ゲツ マンエン コクホ ホケンリョウ ハイグウシャ コクホ																				348,368円 エン

												基金 キキン		26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン																								60歳以前の給与 サイ イゼン マエ キュウヨ		55		万円 マンエン				夫 オット		基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン								妻 ツマ		基礎年金 キソ ネンキン				76		万円 マンエン

																																										賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		110		万円 マンエン						厚生年金 コウセイ ネンキン				140		万円 マンエン										厚生年金 コウセイ ネンキン				12		万円 マンエン

																																										社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		110.0		万円 マンエン						加給年金 カキュウ ネンキン				39		万円 マンエン		（65～67歳） サイ								振替加算 フリカエ カサン				2		万円 マンエン		（65歳～） サイ

																																										再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ		32.5		万円 マンエン						基金 キキン				26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		2,790,000		2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				賞与 ショウヨ		なし

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58		万円 マンエン

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		1,690,000		1,690,000		1,690,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000

		基礎控除 キソ コウジョ		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		428,515		312,504		312,504		312,504		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		253,900		222,400		222,400		158,400		158,400		158,400		158,400		158,400

		課税所得 カゼイ ショトク		401,485		517,496		517,496		127,496		185,102		185,102		185,102		185,102		85,102		85,102		0		0		0		0		0		0		0		0

		所得税（税率5％） ショトクゼイ ゼイリツ		20074.25		25874.8		25874.8		6374.8		9255.1		9255.1		9255.1		9255.1		4255.1		4255.1		0		0		0		0		0		0		0		0

		年金収入 ネンキン シュウニュウ				2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ				1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク				1,690,000		1,690,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000

		基礎控除 キソ コウジョ				430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ				330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ				428,515		312,504		312,504		312,504		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		253,900		222,400		222,400		158,400		158,400		158,400		158,400

		課税所得 カゼイ ショトク				501,485		617,496		227,496		227,496		285,102		285,102		285,102		285,102		235,102		0		0		7,600		7,600		71,600		71,600		71,600		71,600

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン				55148.5		66749.6		27749.6		27749.6		33510.2		33510.2		33510.2		33510.2		28510.2		5000		5000		5760		5760		12160		12160		12160		12160





共働きモデル

		共働き世帯 トモバタラ セタイ																																								○退職後の社会保険料・税の推移（概算）　共働きで現役時代の夫婦の収入に大きな差がないモデル タイショクゴ シャカイ ホケンリョウ ゼイ スイイ ガイサン トモバタラ ゲンエキ ジダイ フウフ シュウニュウ オオ サ																																		（単位：万円） タンイ マンエン

		年齢（夫） ネンレイ オット		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82				年齢（夫） ネンレイ オット		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81

		年齢（妻） ネンレイ ツマ		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79				年齢（妻） ネンレイ ツマ		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78

		年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		2,790,000		2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		279		279		279		240		240		240		240		240		240		240		214		214		214		214		214		214		214

		年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		3,600,000		3,600,000		3,600,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000				年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		360		360		360		194		194		194		194		194		194		194		194		194		194		194		194		194		194

		世帯収入　（A) セタイ シュウニュウ		6,390,000		6,390,000		6,390,000		4,340,000		4,340,000		4,340,000		4,340,000		4,340,000		4,340,000		4,340,000		4,080,000		4,080,000		4,080,000		4,080,000		4,080,000		4,080,000		4,080,000		4,080,000				世帯収入　（A) セタイ シュウニュウ		639		639		639		434		434		434		434		434		434		434		408		408		408		408		408		408		408

		国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		275,215		171,204		171,204		413,958		224,112		224,112		224,112		224,112		224,112		224,112		90,114		90,114		90,114		0		0		0		0		0				国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		27.5		17.1		17.1		41.4		22.4		22.4		22.4		22.4		22.4		22.4		9.0		9.0		9.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		後期高齢者保険料（夫） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ オット																						119,800		88,300		88,300		96,900		96,900		96,900		96,900		96,900				後期高齢者保険料（夫） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ オット		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.0		8.8		8.8		9.7		9.7		9.7		9.7

		介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		101,100		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100				介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		10.1		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3

		夫　社会保険料　計 オット シャカイ ホケンリョウ ケイ		376,315		261,504		261,504		504,258		314,412		314,412		314,412		314,412		314,412		314,412		300,214		261,514		261,514		180,000		180,000		180,000		180,000		180,000				夫　社会保険料　計 オット シャカイ ホケンリョウ ケイ		37.6		26.2		26.2		50.4		31.4		31.4		31.4		31.4		31.4		31.4		30.0		26.2		26.2		18.0		18.0		18.0		18.0

		協会けんぽ等 キョウカイ トウ		549,540		549,540		549,540		0		0																														協会けんぽ キョウカイ		55.0		55.0		55.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		後期高齢者保険料（妻） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ ツマ																												79,300		79,300		79,300		79,300		79,300				後期高齢者保険料（妻） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ ツマ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.9		7.9		7.9		7.9

		介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ								101,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100				介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ		0.0		0.0		0.0		10.1		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3

		妻　社会保険料　計 ツマ シャカイ ホケンリョウ ケイ		549,540		549,540		549,540		101,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		162,400		162,400		162,400		162,400		162,400				妻　社会保険料　計 ツマ シャカイ ホケンリョウ ケイ		55.0		55.0		55.0		10.1		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		16.2		16.2		16.2		16.2

		所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		41,684		47,425		47,425		0		6,279		6,279		6,279		6,279		6,279		6,279		0		0		0		0		0		0		0		0				所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		4.2		4.7		4.7		0.0		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		住民税　夫（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ オット ゼンネン ショトク		164,200		93,369		104,850		65,850		8,574		27,559		27,559		27,559		27,559		27,559		5,000		5,000		6,849		6,849		15,000		15,000		15,000		15,000				住民税　夫（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ オット ゼンネン ショトク		16.4		9.3		10.5		6.6		0.9		2.8		2.8		2.8		2.8		2.8		0.5		0.5		0.7		0.7		1.5		1.5		1.5

		所得税　妻（当年所得にかかる） ショトクゼイ ツマ トウネン ショトク		70,523		70,523		70,523		12,945		13,845		13,845		13,845		13,845		13,845		13,845		13,845		13,845		13,845		9,880		9,880		9,880		9,880		9,880				所得税　妻（当年所得にかかる） ショトクゼイ ツマ トウネン ショトク		7.1		7.1		7.1		1.3		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.0		1.0		1.0		1.0

		住民税　妻（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ツマ ゼンネン ショトク		151,046		151,046		151,046		151,046		35,890		37,690		37,690		37,690		37,690		37,690		37,690		37,690		37,690		37,690		29,760		29,760		29,760		29,760				住民税　妻（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ツマ ゼンネン ショトク		15.1		15.1		15.1		15.1		3.6		3.8		3.8		3.8		3.8		3.8		3.8		3.8		3.8		3.8		3.0		3.0		3.0

		税　小計 ゼイ ショウケイ		427,453		362,362		373,843		229,841		64,589		85,373		85,373		85,373		85,373		85,373		56,535		56,535		58,384		54,419		54,640		54,640		54,640		54,640				税　小計 ゼイ ショウケイ		42.7		36.2		37.4		23.0		6.5		8.5		8.5		8.5		8.5		8.5		5.7		5.7		5.8		5.4		5.5		5.5		5.5

		税・社会保険料（世帯）総計　（B) ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		1,353,308		1,173,406		1,184,887		835,199		462,101		482,885		482,885		482,885		482,885		482,885		439,849		401,149		402,998		396,819		397,040		397,040		397,040		397,040				税・社会保険料（世帯）　総計 ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		135.3		117.3		118.5		83.5		46.2		48.3		48.3		48.3		48.3		48.3		44.0		40.1		40.3		39.7		39.7		39.7		39.7

				5,036,692		5,216,594		5,205,113		3,504,801		3,877,899		3,857,115		3,857,115		3,857,115		3,857,115		3,857,115		3,640,151		3,678,851		3,677,002		3,683,181		3,682,960		3,682,960		3,682,960		3,682,960						503.7		521.7		520.5		350.5		387.8		385.7		385.7		385.7		385.7		385.7		364.0		367.9		367.7		368.3		368.3		368.3		368.3

		世帯収入に占める税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		21.2%		18.4%		18.5%		19.2%		10.6%		11.1%		11.1%		11.1%		11.1%		11.1%		10.8%		9.8%		9.9%		9.7%		9.7%		9.7%		9.7%		9.7%				世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		21%		18%		19%		19%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		10%		10%		10%		10%		10%		10%

																																										※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除・配偶者（特別）控除のみ計上 シャカイ ホケンリョウ ゼンネン ショトク モト サンテイ コウジョ コウテキ ネンキン トウ コウジョ キュウヨ ショトク コウジョ シャカイ ホケンリョウ コウジョ キソ コウジョ ハイグウシャ トクベツ コウジョ ケイジョウ

		夫 オット																																								※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。 カイゴ ホケンリョウ サイ サイ カン ケンコウ ホケンリョウ ウチ フク サイ イコウ コジン ベツ サンシュツ												（参考） サンコウ		協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　																				348,931円（12ヵ月分前納のケース） ゲツ ブン ゼンノウ

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		2,790,000		2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				※国民健康保険料は世帯主に賦課されるが、後期高齢者健康保険料は個人別に賦課される。														前年の年収が486万（月40.5万円）のとき　国保保険料（配偶者はけんぽ）　 ゼンネン ネンシュウ マン ツキ マンエン コクホ ホケンリョウ ハイグウシャ																				348,098円 エン

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000				○モデル設定　夫 セッテイ オット						○モデル設定　妻 セッテイ ツマ														○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		1,690,000		1,690,000		1,690,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000				60歳以前の給与 サイ イゼン マエ キュウヨ		55		万円 マンエン		60歳以前の給与 サイ イゼン マエ キュウヨ								50		万円 マンエン				夫 オット		基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン

		基礎控除 キソ コウジョ		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000				賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		110		万円 マンエン		賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ								100		万円 マンエン						厚生年金 コウセイ ネンキン				140		万円 マンエン

		配偶者特別控除 ハイグウシャ トクベツ コウジョ								380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		110.0		万円 マンエン		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン								105		万円 マンエン						加給年金 カキュウ ネンキン				39		万円 マンエン		（65～67歳） サイ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		376,315		261,504		261,504		504,258		314,412		314,412		314,412		314,412		314,412		314,412		300,214		261,514		261,514		180,000		180,000		180,000		180,000		180,000				再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ		32.5		万円 マンエン		再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ								30		万円 マンエン						基金 キキン				26		万円 マンエン		（65歳から15年間） サイ ネン カン

		課税所得 カゼイ ショトク		833,685		948,496		948,496		0		125,588		125,588		125,588		125,588		125,588		125,588		0		0		0		0		0		0		0		0				賞与 ショウヨ		なし				賞与 ショウヨ								なし						妻 ツマ		基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン

		所得税（税率5％） ショトクゼイ ゼイリツ		41684.25		47424.8		47424.8		0		6279.4		6279.4		6279.4		6279.4		6279.4		6279.4		0		0		0		0		0		0		0		0				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58		万円 マンエン		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン								55		万円 マンエン						厚生年金 コウセイ ネンキン				120		万円 マンエン

																																										※共働きでも妻の年金収入が住民税非課税の範囲内（150万前後※市区町村で金額が異なる）の場合は、類型的にはパート主婦モデルに近くなる。 トモバタラ ツマ ネンキン シュウニュウ ジュウミンゼイ ヒカゼイ ハンイナイ マンゼンゴ シク チョウソン キンガク コト バアイ ルイケイテキ シュフ チカ

		年金収入 ネンキン シュウニュウ				2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ				1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク				1,690,000		1,690,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000

		基礎控除 キソ コウジョ				430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000

		配偶者特別控除 ハイグウシャ トクベツ コウジョ										330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ				376,315		261,504		261,504		504,258		314,412		314,412		314,412		314,412		314,412		314,412		300,214		261,514		261,514		180,000		180,000		180,000		180,000

		課税所得 カゼイ ショトク				883,685		998,496		608,496		35,742		225,588		225,588		225,588		225,588		225,588		0		0		18,486		18,486		100,000		100,000		100,000		100,000

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン				93368.5		104849.6		65849.6		8574.2		27558.8		27558.8		27558.8		27558.8		27558.8		5000		5000		6848.6		6848.6		15000		15000		15000		15000

		妻 ツマ

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		3,600,000		3,600,000		3,600,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1160000		1160000		1160000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		2,440,000		2,440,000		2,440,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000

		基礎控除 キソ コウジョ		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		549,540		549,540		549,540		101,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		162,400		162,400		162,400		162,400		162,400

		課税所得 カゼイ ショトク		1,410,460		1,410,460		1,410,460		258,900		276,900		276,900		276,900		276,900		276,900		276,900		276,900		276,900		276,900		197,600		197,600		197,600		197,600		197,600

		所得税（税率5％） ショトクゼイ ゼイリツ		70523		70523		70523		12945		13845		13845		13845		13845		13845		13845		13845		13845		13845		9880		9880		9880		9880		9880

		年金収入 ネンキン シュウニュウ				3,600,000		3,600,000		3,600,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ				1160000		1160000		1160000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク				2,440,000		2,440,000		2,440,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000

		基礎控除 キソ コウジョ				430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ				549,540		549,540		549,540		101,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		162,400		162,400		162,400		162,400

		課税所得 カゼイ ショトク				1,460,460		1,460,460		1,460,460		308,900		326,900		326,900		326,900		326,900		326,900		326,900		326,900		326,900		326,900		247,600		247,600		247,600		247,600

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン				151046		151046		151046		35890		37690		37690		37690		37690		37690		37690		37690		37690		37690		29760		29760		29760		29760





単身世帯モデル

																																										○退職後の社会保険料・税の推移（概算）　単身世帯モデル タイショクゴ シャカイ ホケンリョウ ゼイ スイイ ガイサン タンシン セタイ																																		（単位：万円） タンイ マンエン

		年齢 ネンレイ		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82				年齢 ネンレイ		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81

		年金等収入 ネンキン トウ シュウニュウ		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				年金等収入 ネンキン トウ シュウニュウ		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		214		214		214		214		214		214		214

		世帯収入 セタイ シュウニュウ		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				世帯収入 （A) セタイ シュウニュウ		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		214		214		214		214		214		214		214

		国民健康保険料 コクミン ケンコウ ホケンリョウ		275,215		133,998		133,998		133,998		133,998		133,998		133,998		133,998		133,998		133,998		0		0		0		0		0		0		0		0				国民健康保険料 コクミン ケンコウ ホケンリョウ		27.5		13.4		13.4		13.4		13.4		13.4		13.4		13.4		13.4		13.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		後期高齢者保険料 コウキ コウレイシャ ホケンリョウ																						119,800		88,300		88,300		88,300		88,300		88,300		88,300		88,300				後期高齢者健康保険料 コウキ コウレイシャ ケンコウ ホケンリョウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.0		8.8		8.8		8.8		8.8		8.8		8.8

		介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		101,100		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100				介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		10.1		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3

		社会保険料　計 シャカイ ホケンリョウ ケイ		376,315		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		210,100		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400				社会保険料　小計 シャカイ ホケンリョウ ショウケイ		37.6		22.4		22.4		22.4		22.4		22.4		22.4		22.4		22.4		22.4		21.0		17.1		17.1		17.1		17.1		17.1		17.1

		所得税　（当年所得にかかる） ショトクゼイ トウネン ショトク		22,184		29,785		29,785		29,785		29,785		29,785		29,785		29,785		29,785		29,785		17,495		19,430		19,430		19,430		19,430		19,430		19,430		19,430				所得税　（当年所得にかかる） ショトクゼイ トウネン ショトク		2.2		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		1.7		1.9		1.9		1.9		1.9		1.9		1.9

		住民税　（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ゼンネン ショトク		168,700		54,369		69,570		69,570		69,570		69,570		69,570		69,570		69,570		69,570		43,570		44,990		48,860		48,860		48,860		48,860		48,860		48,860				住民税　（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ゼンネン ショトク		16.9		5.4		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0		4.4		4.5		4.9		4.9		4.9		4.9		4.9

		税　小計 ゼイ ショウケイ		190,884		84,154		99,355		99,355		99,355		99,355		99,355		99,355		99,355		99,355		61,065		64,420		68,290		68,290		68,290		68,290		68,290		68,290				税　小計 ゼイ ショウケイ		19.1		8.4		9.9		9.9		9.9		9.9		9.9		9.9		9.9		9.9		6.1		6.4		6.8		6.8		6.8		6.8		6.8

		税・社会保険料（世帯）　総計 ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		567,199		308,452		323,653		323,653		323,653		323,653		323,653		323,653		323,653		323,653		271,165		235,820		239,690		239,690		239,690		239,690		239,690		239,690				所得税・住民税・社会保険料
総計　（B) ショトクゼイ ジュウミンゼイ シャカイ ホケンリョウ ソウケイ		56.7		30.8		32.4		32.4		32.4		32.4		32.4		32.4		32.4		32.4		27.1		23.6		24.0		24.0		24.0		24.0		24.0

				1,832,801		2,091,548		2,076,347		2,076,347		2,076,347		2,076,347		2,076,347		2,076,347		2,076,347		2,076,347		1,868,835		1,904,180		1,900,310		1,900,310		1,900,310		1,900,310		1,900,310		1,900,310						183.3		209.2		207.6		207.6		207.6		207.6		207.6		207.6		207.6		207.6		186.9		190.4		190.0		190.0		190.0		190.0		190.0

		世帯収入に占める税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		23.6%		12.9%		13.5%		13.5%		13.5%		13.5%		13.5%		13.5%		13.5%		13.5%		12.7%		11.0%		11.2%		11.2%		11.2%		11.2%		11.2%		11.2%				世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		24%		13%		13%		13%		13%		13%		13%		13%		13%		13%		13%		11%		11%		11%		11%		11%		11%

																																										※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除のみ計上 シャカイ ホケンリョウ ゼンネン ショトク モト サンテイ コウジョ コウテキ ネンキン トウ コウジョ キュウヨ ショトク コウジョ シャカイ ホケンリョウ コウジョ キソ コウジョ ケイジョウ

		○モデル設定　 セッテイ								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ																																※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。 カイゴ ホケンリョウ サイ サイ カン ケンコウ ホケンリョウ ウチ フク サイ イコウ コジン ベツ サンシュツ												（参考） サンコウ		協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　																				348,931円（12ヵ月分前納のケース） ゲツ ブン ゼンノウ

																																																								前年の年収が486万（月40.5万円）のとき　国保保険料 ゼンネン ネンシュウ ００００ ゲツ マンエン コクホ ホケンリョウ																				348,098円 エン

		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58.0		万円 マンエン				加給年金 カキュウ ネンキン		なし																														○モデル設定 セッテイ								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ

										基金 キキン		26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン																										60歳以前の給与 サイ イゼン マエ キュウヨ		55		万円 マンエン				基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン

																																										賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		110		万円 マンエン				厚生年金 コウセイ ネンキン				140		万円 マンエン

																																										社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		110.0		万円 マンエン				加給年金 カキュウ ネンキン				なし

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ		32		万円 マンエン				基金 キキン				26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000				賞与 ショウヨ		なし

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58		万円 マンエン

		基礎控除 キソ コウジョ		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		376,315		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		210,100		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400

		課税所得 カゼイ ショトク		443,685		595,702		595,702		595,702		595,702		595,702		595,702		595,702		595,702		595,702		349,900		388,600		388,600		388,600		388,600		388,600		388,600		388,600

		所得税（税率5％） ショトクゼイ ゼイリツ		22184.25		29785.1		29785.1		29785.1		29785.1		29785.1		29785.1		29785.1		29785.1		29785.1		17495		19430		19430		19430		19430		19430		19430		19430																								給与所得 キュウヨ ショトク

																																														4800000				0.2		440000		＝		控除 コウジョ		1400000				3400000

		年金収入 ネンキン シュウニュウ				2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000								4860000				0.2		440000						1412000				3448000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ				1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000								4176000				0.2		440000						1275200				2900800

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク				1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000								5200000				0.2		440000						1480000				3720000

		基礎控除 キソ コウジョ				430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ				376,315		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		210,100		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400

		課税所得 カゼイ ショトク				493,685		645,702		645,702		645,702		645,702		645,702		645,702		645,702		645,702		385,702		399,900		438,600		438,600		438,600		438,600		438,600		438,600

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン				54368.5		69570.2		69570.2		69570.2		69570.2		69570.2		69570.2		69570.2		69570.2		43570.2		44990		48860		48860		48860		48860		48860		48860





単身世帯モデル (2)

																																										退職後の社会保険料・税の推移（概算）　単身世帯モデル タイショクゴ シャカイ ホケンリョウ ゼイ スイイ ガイサン タンシン セタイ																																		（単位：万円） タンイ マンエン

		年齢 ネンレイ		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82				年齢 ネンレイ		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81

		年金等収入 ネンキン トウ シュウニュウ		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000				年金等収入 ネンキン トウ シュウニュウ		204		204		204		204		204		204		204		204		204		204		182		182		182		182		182		182		182

		世帯収入 セタイ シュウニュウ		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000				世帯収入 （A) セタイ シュウニュウ		204		204		204		204		204		204		204		204		204		204		182		182		182		182		182		182		182

		国民健康保険料 コクミン ケンコウ ホケンリョウ		211,062		90,159		90,159		90,159		90,159		90,159		90,159		90,159		90,159		90,159		0		0		0		0		0		0		0		0				国民健康保険料 コクミン ケンコウ ホケンリョウ		21.1		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		後期高齢者保険料 コウキ コウレイシャ ホケンリョウ																						79,500		47,100		47,100		47,100		47,100		47,100		47,100		47,100				後期高齢者健康保険料 コウキ コウレイシャ ケンコウ ホケンリョウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.0		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7

		介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		101,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100				介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		10.1		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3

		社会保険料　計 シャカイ ホケンリョウ ケイ		312,162		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		162,600		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200				社会保険料　小計 シャカイ ホケンリョウ ショウケイ		31.2		17.3		17.3		17.3		17.3		17.3		17.3		17.3		17.3		17.3		16.3		13.0		13.0		13.0		13.0		13.0		13.0

		所得税　（当年所得にかかる） ショトクゼイ トウネン ショトク		7,392		14,337		14,337		14,337		14,337		14,337		14,337		14,337		14,337		14,337		3,870		5,490		5,490		5,490		5,490		5,490		5,490		5,490				所得税　（当年所得にかかる） ショトクゼイ トウネン ショトク		0.7		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		0.4		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5

		住民税　（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ゼンネン ショトク		114,100		24,784		38,674		38,674		38,674		38,674		38,674		38,674		38,674		38,674		16,674		17,740		20,980		20,980		20,980		20,980		20,980		20,980				住民税　（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ゼンネン ショトク		11.4		2.5		3.9		3.9		3.9		3.9		3.9		3.9		3.9		3.9		1.7		1.8		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1

		税　小計 ゼイ ショウケイ		121,492		39,121		53,011		53,011		53,011		53,011		53,011		53,011		53,011		53,011		20,544		23,230		26,470		26,470		26,470		26,470		26,470		26,470				税　小計 ゼイ ショウケイ		12.1		3.9		5.3		5.3		5.3		5.3		5.3		5.3		5.3		5.3		2.1		2.3		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6

		税・社会保険料（世帯）　総計 ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		433,654		212,380		226,270		226,270		226,270		226,270		226,270		226,270		226,270		226,270		183,144		153,430		156,670		156,670		156,670		156,670		156,670		156,670				所得税・住民税・社会保険料
総計　（B) ショトクゼイ ジュウミンゼイ シャカイ ホケンリョウ ソウケイ		43.4		21.2		22.6		22.6		22.6		22.6		22.6		22.6		22.6		22.6		18.3		15.3		15.7		15.7		15.7		15.7		15.7

				1,606,346		1,827,620		1,813,730		1,813,730		1,813,730		1,813,730		1,813,730		1,813,730		1,813,730		1,813,730		1,636,856		1,666,570		1,663,330		1,663,330		1,663,330		1,663,330		1,663,330		1,663,330						160.6		182.8		181.4		181.4		181.4		181.4		181.4		181.4		181.4		181.4		163.7		166.7		166.3		166.3		166.3		166.3		166.3

		世帯収入に占める税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		21.3%		10.4%		11.1%		11.1%		11.1%		11.1%		11.1%		11.1%		11.1%		11.1%		10.1%		8.4%		8.6%		8.6%		8.6%		8.6%		8.6%		8.6%				世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		21%		10%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		10%		8%		9%		9%		9%		9%		9%

																																										※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除のみ計上 シャカイ ホケンリョウ ゼンネン ショトク モト サンテイ コウジョ コウテキ ネンキン トウ コウジョ キュウヨ ショトク コウジョ シャカイ ホケンリョウ コウジョ キソ コウジョ ケイジョウ

		○モデル設定　 セッテイ								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ																																※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。 カイゴ ホケンリョウ サイ サイ カン ケンコウ ホケンリョウ ウチ フク サイ イコウ コジン ベツ サンシュツ



		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		64.0		万円 マンエン				加給年金 カキュウ ネンキン		なし																														○モデル設定 セッテイ								（参考） サンコウ		協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　																								348,931円（12ヵ月分前納のケース） ゲツ ブン ゼンノウ

										基金 キキン		26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン																										60歳以前の給与 サイ イゼン マエ キュウヨ		38				万円 マンエン				前年の年収が486万（月40.5万円）のとき　国保保険料 ゼンネン ネンシュウ ００００ ゲツ マンエン コクホ ホケンリョウ																								348,098円 エン

																																										賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		164				万円 マンエン						○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ

																																										社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		105.0				万円 マンエン						基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000				再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ				26		万円 マンエン						厚生年金 コウセイ ネンキン				108		万円 マンエン

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000				賞与 ショウヨ		なし										加給年金 カキュウ ネンキン				なし

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン				65		万円 マンエン						基金 キキン				22		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン

		基礎控除 キソ コウジョ		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		312,162		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		162,600		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200

		課税所得 カゼイ ショトク		147,838		286,741		286,741		286,741		286,741		286,741		286,741		286,741		286,741		286,741		77,400		109,800		109,800		109,800		109,800		109,800		109,800		109,800

		所得税（税率5％） ショトクゼイ ゼイリツ		7391.9		14337.05		14337.05		14337.05		14337.05		14337.05		14337.05		14337.05		14337.05		14337.05		3870		5490		5490		5490		5490		5490		5490		5490																								給与所得 キュウヨ ショトク

																																														4800000				0.2		440000		＝		控除 コウジョ		1400000				3400000

		年金収入 ネンキン シュウニュウ				2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000								4860000				0.2		440000						1412000				3448000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ				1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000								4176000				0.2		440000						1275200				2900800

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク				940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000								5200000				0.2		440000						1480000				3720000

		基礎控除 キソ コウジョ				430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ				312,162		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		162,600		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200

		課税所得 カゼイ ショトク				197,838		336,741		336,741		336,741		336,741		336,741		336,741		336,741		336,741		116,741		127,400		159,800		159,800		159,800		159,800		159,800		159,800

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン				24783.8		38674.1		38674.1		38674.1		38674.1		38674.1		38674.1		38674.1		38674.1		16674.1		17740		20980		20980		20980		20980		20980		20980





共働きモデル (不使用)

																																										○退職後の社会保険料・税の推移（概算）　共働きで夫の収入が多いモデル タイショクゴ シャカイ ホケンリョウ ゼイ スイイ ガイサン トモバタラ オット シュウニュウ オオ																																		（単位：万円） タンイ マンエン

		年齢（夫） ネンレイ オット		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82				年齢（夫） ネンレイ オット		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81

		年齢（妻） ネンレイ ツマ		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79				年齢（妻） ネンレイ ツマ		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78

		年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		2,790,000		2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		279		279		279		240		240		240		240		240		240		240		214		214		214		214		214		214		214

		年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		3,000,000		3,000,000		3,000,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000				年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		300		300		300		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

		世帯収入　（A) セタイ シュウニュウ		5,790,000		5,790,000		5,790,000		3,700,000		3,700,000		3,700,000		3,700,000		3,700,000		3,700,000		3,700,000		3,440,000		3,440,000		3,440,000		3,440,000		3,440,000		3,440,000		3,440,000		3,440,000				世帯収入　（A) セタイ シュウニュウ		579		579		579		370		370		370		370		370		370		370		344		344		344		344		344		344		344

		国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		316,650		171,204		171,204		336,684		164,598		164,598		164,598		164,598		164,598		164,598		51,000		51,000		51,000		0		0		0		0		0				国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		31.7		17.1		17.1		33.7		16.5		16.5		16.5		16.5		16.5		16.5		5.1		5.1		5.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		後期高齢者保険料（夫） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ オット																						119,800		88,300		88,300		75,300		75,300		75,300		75,300		75,300				後期高齢者保険料（夫） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ オット		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.0		8.8		8.8		7.5		7.5		7.5		7.5

		介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		101,100		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100				介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		10.1		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3

		夫　社会保険料　計 オット シャカイ ホケンリョウ ケイ		417,750		261,504		261,504		426,984		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		261,100		222,400		222,400		158,400		158,400		158,400		158,400		158,400				夫　社会保険料　計 オット シャカイ ホケンリョウ ケイ		41.8		26.2		26.2		42.7		25.5		25.5		25.5		25.5		25.5		25.5		26.1		22.2		22.2		15.8		15.8		15.8		15.8

		協会けんぽ キョウカイ		475,908		475,908		475,908		0		0																														協会けんぽ キョウカイ		47.6		47.6		47.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		後期高齢者保険料（妻） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ ツマ																												21,600		21,600		21,600		21,600		21,600				後期高齢者保険料（妻） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ ツマ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		2.2		2.2		2.2

		介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ								90,300		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200				介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ		0.0		0.0		0.0		9.0		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2

		妻　社会保険料　計 ツマ シャカイ ホケンリョウ ケイ		475,908		475,908		475,908		90,300		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		93,800		93,800		93,800		93,800		93,800				妻　社会保険料　計 ツマ シャカイ ホケンリョウ ケイ		47.6		47.6		47.6		9.0		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		9.4		9.4		9.4		9.4

		所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		39,613		47,425		47,425		651		9,255		9,255		9,255		9,255		4,255		4,255		0		0		0		0		0		0		0		0				所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		4.0		4.7		4.7		0.1		0.9		0.9		0.9		0.9		0.4		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		住民税　夫（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ オット ゼンネン ショトク		188,335		89,225		104,850		65,850		16,302		33,510		33,510		33,510		33,510		28,510		5,000		5,000		5,760		5,760		12,160		12,160		12,160		12,160				住民税　夫（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ オット ゼンネン ショトク		18.8		8.9		10.5		6.6		1.6		3.4		3.4		3.4		3.4		2.9		0.5		0.5		0.6		0.6		1.2		1.2		1.2

		所得税　妻（当年所得にかかる） ショトクゼイ ツマ トウネン ショトク		53,205		53,205		53,205		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				所得税　妻（当年所得にかかる） ショトクゼイ ツマ トウネン ショトク		5.3		5.3		5.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		住民税　妻（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ツマ ゼンネン ショトク		111,409		111,409		111,409		111,409		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				住民税　妻（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ツマ ゼンネン ショトク		11.1		11.1		11.1		11.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		税　小計 ゼイ ショウケイ		392,561		301,264		316,888		177,910		25,557		42,765		42,765		42,765		37,765		32,765		5,000		5,000		5,760		5,760		12,160		12,160		12,160		12,160				税　小計 ゼイ ショウケイ		39.3		30.1		31.7		17.8		2.6		4.3		4.3		4.3		3.8		3.3		0.5		0.5		0.6		0.6		1.2		1.2		1.2

		税・社会保険料（世帯）総計　（B) ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		1,286,219		1,038,676		1,054,300		695,194		352,655		369,863		369,863		369,863		364,863		359,863		338,300		299,600		300,360		257,960		264,360		264,360		264,360		264,360				税・社会保険料（世帯）　総計 ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		128.6		103.9		105.4		69.5		35.3		37.0		37.0		37.0		36.5		36.0		33.8		30.0		30.0		25.8		26.4		26.4		26.4

				4,503,781		4,751,324		4,735,700		3,004,806		3,347,345		3,330,137		3,330,137		3,330,137		3,335,137		3,340,137		3,101,700		3,140,400		3,139,640		3,182,040		3,175,640		3,175,640		3,175,640		3,175,640						450.4		475.1		473.6		300.5		334.7		333.0		333.0		333.0		333.5		334.0		310.2		314.0		314.0		318.2		317.6		317.6		317.6

		世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		22.2%		17.9%		18.2%		18.8%		9.5%		10.0%		10.0%		10.0%		9.9%		9.7%		9.8%		8.7%		8.7%		7.5%		7.7%		7.7%		7.7%		7.7%				世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		22%		18%		18%		19%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		9%		9%		7%		8%		8%		8%

																																										※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除・配偶者（特別）控除のみ計上 シャカイ ホケンリョウ ゼンネン ショトク モト サンテイ コウジョ コウテキ ネンキン トウ コウジョ キュウヨ ショトク コウジョ シャカイ ホケンリョウ コウジョ キソ コウジョ ハイグウシャ トクベツ コウジョ ケイジョウ

																																										※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。 カイゴ ホケンリョウ サイ サイ カン ケンコウ ホケンリョウ ウチ フク サイ イコウ コジン ベツ サンシュツ																（参考） サンコウ		協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　																418,680円

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		2,790,000		2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				※国民健康保険料は世帯主に賦課されるが、後期高齢者健康保険料は個人別に賦課される。																		前年の年収が590万（月49万円）のとき　国保保険料（配偶者はけんぽ）　 ゼンネン ネンシュウ ００００ ゲツ マンエン コクホ ホケンリョウ ハイグウシャ																418,290円 エン

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000				○モデル設定　夫 セッテイ オット						○モデル設定　妻 セッテイ ツマ														○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		1,590,000		1,590,000		1,590,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000				退職前の給与 タイショク マエ キュウヨ		55		万円 マンエン		退職前の給与 タイショク マエ キュウヨ								25		万円 マンエン				夫 オット		基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン

		基礎控除 キソ コウジョ		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000				賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		110		万円 マンエン		賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ								0		万円 マンエン						厚生年金 コウセイ ネンキン				140		万円 マンエン

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ								380000		380000		380000		380000		380000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		110.0		万円 マンエン		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン										万円 マンエン						加給年金 カキュウ ネンキン				39		万円 マンエン		（65～67歳） サイ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		417,750		261,504		261,504		426,984		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		261,100		222,400		222,400		158,400		158,400		158,400		158,400		158,400				再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ		32.5		万円 マンエン																		基金 キキン				26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン

		課税所得 カゼイ ショトク		792,250		948,496		948,496		13,016		185,102		185,102		185,102		185,102		85,102		85,102		0		0		0		0		0		0		0		0				賞与 ショウヨ		なし																		妻 ツマ		基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン

		所得税（税率5％） ショトクゼイ ゼイリツ		39612.5		47424.8		47424.8		650.8		9255.1		9255.1		9255.1		9255.1		4255.1		4255.1		0		0		0		0		0		0		0		0				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58		万円 マンエン																		厚生年金 コウセイ ネンキン				56		万円 マンエン



		年金収入 ネンキン シュウニュウ				2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ				1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク				1,590,000		1,590,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000

		基礎控除 キソ コウジョ				330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ										330000		330000		330000		330000		330000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ				417,750		261,504		261,504		426,984		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		261,100		222,400		222,400		158,400		158,400		158,400		158,400

		課税所得 カゼイ ショトク				842,250		998,496		608,496		113,016		285,102		285,102		285,102		285,102		235,102		0		0		7,600		7,600		71,600		71,600		71,600		71,600

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン				89225		104849.6		65849.6		16301.6		33510.2		33510.2		33510.2		33510.2		28510.2		5000		5000		5760		5760		12160		12160		12160		12160

		妻年収 ツマ ネンシュウ		3,000,000

		給与所得控除 キュウヨ ショトク コウジョ		1,080,000

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		475,908

		所得税 ショトクゼイ

		基礎控除 キソ コウジョ		380,000

		課税所得 カゼイ ショトク		1,064,092

		所得税（5％） ショトクゼイ		53,205

		住民税 ジュウミンゼイ

		基礎控除 キソ コウジョ		330,000

		課税所得 カゼイ ショトク		1,114,092

		住民税（10％） ジュウミンゼイ		111409.2
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○退職後の社会保険料・税の推移（概算）　単身世帯モデル （単位：万円）

年齢 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

年金等収入 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 214 214 214 214 214 214

世帯収入 （A) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 214 214 214 214 214 214

国民健康保険料 27.5 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

後期高齢者健康保険料 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8

介護保険料 10.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

社会保険料　小計 37.6 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 21.0 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1

所得税　（当年所得にかかる） 2.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

住民税　（前年所得にかかる） 16.9 5.4 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 4.4 4.5 4.9 4.9 4.9 4.9

税　小計 19.1 8.4 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 6.1 6.4 6.8 6.8 6.8 6.8
所得税・住民税・社会保険料
総計　（B)

56.7 30.8 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 27.1 23.6 24.0 24.0 24.0 24.0

世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A）

24% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 11% 11% 11% 11% 11%

手取り収入　（A-B) 183.3 209.2 207.6 207.6 207.6 207.6 207.6 207.6 207.6 207.6 186.9 190.4 190 190 190 190

※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除のみ計上
※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。 （参考） 協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　

前年の年収が486万（月40.5万円）のとき　国保保険料

○モデル設定 ○年金等収入内訳
60歳以前の給与 55 万円 基礎年金 74 万円

賞与（年2回計） 110 万円 厚生年金 140 万円

社会保険料（自己負担分） 110.0 万円 加給年金 なし
再雇用後の給与 32 万円 基金 26 万円 （60歳から15年間）
賞与 なし
社会保険料（自己負担分） 58 万円

※東京都江戸川区の令和元年度額を参考に試算


専業主婦モデル 

																																										○退職後の社会保険料・税の推移（概算）　サラリーマンとパート主婦モデル タイショクゴ シャカイ ホケンリョウ ゼイ スイイ ガイサン シュフ																																		（単位：万円） タンイ マンエン

		年齢（夫） ネンレイ オット		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82				年齢（夫） ネンレイ オット		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81

		年齢（妻） ネンレイ ツマ		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79				年齢（妻） ネンレイ ツマ		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78

		年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		2,790,000		2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		279		279		279		240		240		240		240		240		240		240		214		214		214		214		214		214		214

		年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		1,000,000		1,000,000		1,000,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000				年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		100		100		100		90		90		90		90		90		90		90		90		90		90		90		90		90		90

		世帯収入 セタイ シュウニュウ		3,790,000		3,790,000		3,790,000		3,300,000		3,300,000		3,300,000		3,300,000		3,300,000		3,300,000		3,300,000		3,040,000		3,040,000		3,040,000		3,040,000		3,040,000		3,040,000		3,040,000		3,040,000				世帯収入 （A) セタイ シュウニュウ		379		379		379		330		330		330		330		330		330		330		304		304		304		304		304		304		304

		任意継続保険料（世帯） ニンイ ケイゾク ホケンリョウ セタイ		0		0																																				協会けんぽ（任意継続）　（世帯） キョウカイ ニンイ ケイゾク セタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		327,415		222,204		222,204		222,204		164,598		164,598		164,598		164,598		164,598		164,598		51,000		51,000		51,000		0		0		0		0		0				国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		32.7415		22.2204		22.2204		22.2204		16.4598		16.4598		16.4598		16.4598		16.4598		16.4598		5.1		5.1		5.1		0		0		0		0

		後期高齢者保険料（夫） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ オット																						119,800		88,300		88,300		75,300		75,300		75,300		75,300		75,300				後期高齢者健康保険料（夫） コウキ コウレイシャ ケンコウ ホケンリョウ オット		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11.98		8.83		8.83		7.53		7.53		7.53		7.53

		介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		101,100		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100				介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		10.11		9.03		9.03		9.03		9.03		9.03		9.03		9.03		9.03		9.03		8.31		8.31		8.31		8.31		8.31		8.31		8.31

		社会保険料（夫）　計 シャカイ ホケンリョウ オット ケイ		428,515		312,504		312,504		312,504		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		253,900		222,400		222,400		158,400		158,400		158,400		158,400		158,400				社会保険料　小計 シャカイ ホケンリョウ ショウケイ		42.8515		31.2504		31.2504		31.2504		25.4898		25.4898		25.4898		25.4898		25.4898		25.4898		25.39		22.24		22.24		15.84		15.84		15.84		15.84

		後期高齢者保険料（妻） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ ツマ																												21,600		21,600		21,600		21,600		21,600				後期高齢者健康保険料（妻） コウキ コウレイシャ ケンコウ ホケンリョウ ツマ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.16		2.16		2.16		2.16

		介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ		0		0		0		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200				介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ		0		0		0		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22

		社会保険料（妻）　計 シャカイ ホケンリョウ ツマ ケイ		0		0		0		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200				社会保険料　小計 シャカイ ホケンリョウ ショウケイ		0		0		0		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22		7.22

		所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		20,074		25,875		25,875		6,375		9,255		9,255		9,255		9,255		4,255		4,255		0		0		0		0		0		0		0		0				所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		2.007425		2.58748		2.58748		0.63748		0.92551		0.92551		0.92551		0.92551		0.42551		0.42551		0		0		0		0		0		0		0

		住民税　夫（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ オット ゼンネン ショトク		164,200		55,149		66,750		27,750		27,750		33,510		33,510		33,510		33,510		28,510		5,000		5,000		5,760		5,760		12,160		12,160		12,160		12,160				住民税　夫（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ オット ゼンネン ショトク		16.42		5.51485		6.67496		2.77496		2.77496		3.35102		3.35102		3.35102		3.35102		2.85102		0.5		0.5		0.576		0.576		1.216		1.216		1.216

		税　小計 ゼイ ショウケイ		184,274		81,023		92,624		34,124		37,005		42,765		42,765		42,765		37,765		32,765		5,000		5,000		5,760		5,760		12,160		12,160		12,160		12,160				税　小計 ゼイ ショウケイ		18.427425		8.10233		9.26244		3.41244		3.70047		4.27653		4.27653		4.27653		3.77653		3.27653		0.5		0.5		0.576		0.576		1.216		1.216		1.216

		税・社会保険料（世帯）　総計 ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		612,789		393,527		405,128		418,828		364,103		369,863		369,863		369,863		364,863		359,863		331,100		299,600		300,360		236,360		242,760		242,760		242,760		242,760				所得税・住民税・社会保険料（世帯）
総計　（B) ショトク ゼイ ジュウミンゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		61.278925		39.35273		40.51284		41.88284		36.41027		36.98633		36.98633		36.98633		36.48633		35.98633		33.11		29.96		30.036		23.636		24.276		24.276		24.276

				3,177,211		3,396,473		3,384,872		2,881,172		2,935,897		2,930,137		2,930,137		2,930,137		2,935,137		2,940,137		2,708,900		2,740,400		2,739,640		2,803,640		2,797,240		2,797,240		2,797,240		2,797,240						317.7		339.6		338.5		288.1		293.6		293.0		293.0		293.0		293.5		294.0		270.9		274.0		274.0		280.4		279.7		279.7		279.7

		世帯収入に占める税・
社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		16.2%		10.4%		10.7%		12.7%		11.0%		11.2%		11.2%		11.2%		11.1%		10.9%		10.9%		9.9%		9.9%		7.8%		8.0%		8.0%		8.0%		8.0%				世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		16%		10%		11%		13%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		10%		10%		8%		8%		8%		8%

																																										手取り収入　（A-B) テド シュウニュウ		317.721075		339.64727		338.48716		288.11716		293.58973		293.01367		293.01367		293.01367		293.51367		294.01367		270.89		274.04		273.964		280.364		279.724		279.724		279.724

		けんぽ		418680		418680																																				※妻は所得税・住民税ともに非課税（収入より控除額の方が多いため） ツマ ショトクゼイ ジュウミンゼイ ヒカゼイ シュウニュウ コウジョ ガク ホウ オオ

		○モデル設定　 セッテイ								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ																												1,398,620				※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除・配偶者（特別）控除のみ計上 シャカイ ホケンリョウ ゼンネン ショトク モト サンテイ コウジョ コウテキ ネンキン トウ コウジョ キュウヨ ショトク コウジョ シャカイ ホケンリョウ コウジョ キソ コウジョ ハイグウシャ トクベツ コウジョ ケイジョウ

		退職前の給与 タイショク マエ キュウヨ		32		万円 マンエン				夫 オット		基礎年金 キソ ネンキン		74		万円 マンエン						妻 ツマ		基礎年金 キソ ネンキン		76		万円 マンエン														※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。 カイゴ ホケンリョウ サイ サイ カン ケンコウ ホケンリョウ ウチ フク サイ イコウ コジン ベツ サンシュツ

		賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		0		万円 マンエン						厚生年金 コウセイ ネンキン		120		万円 マンエン								厚生年金 コウセイ ネンキン		12		万円 マンエン														※国民健康保険料は世帯主に賦課されるが、後期高齢者健康保険料は個人別に賦課される。												（参考） サンコウ		協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　																				348,931円（12ヵ月分前納のケース） ゲツ ブン ゼンノウ

		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58.0		万円 マンエン						加給年金 カキュウ ネンキン		39		万円 マンエン		（65～67歳） サイ						振替加算 フリカエ カサン		2		万円 マンエン		（65歳から） サイ												○モデル設定　夫 セッテイ オット								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ						前年の年収が417.6万（月34.8万円）のとき　国保保険料（配偶者も国保）　 ゼンネン ネンシュウ ００００ ゲツ マンエン コクホ ホケンリョウ ハイグウシャ コクホ																				348,368円 エン

												基金 キキン		26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン																								60歳以前の給与 サイ イゼン マエ キュウヨ		55		万円 マンエン				夫 オット		基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン								妻 ツマ		基礎年金 キソ ネンキン				76		万円 マンエン

																																										賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		110		万円 マンエン						厚生年金 コウセイ ネンキン				140		万円 マンエン										厚生年金 コウセイ ネンキン				12		万円 マンエン

																																										社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		110.0		万円 マンエン						加給年金 カキュウ ネンキン				39		万円 マンエン		（65～67歳） サイ								振替加算 フリカエ カサン				2		万円 マンエン		（65歳～） サイ

																																										再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ		32.5		万円 マンエン						基金 キキン				26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		2,790,000		2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				賞与 ショウヨ		なし

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58		万円 マンエン

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		1,690,000		1,690,000		1,690,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000

		基礎控除 キソ コウジョ		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		428,515		312,504		312,504		312,504		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		253,900		222,400		222,400		158,400		158,400		158,400		158,400		158,400

		課税所得 カゼイ ショトク		401,485		517,496		517,496		127,496		185,102		185,102		185,102		185,102		85,102		85,102		0		0		0		0		0		0		0		0

		所得税（税率5％） ショトクゼイ ゼイリツ		20074.25		25874.8		25874.8		6374.8		9255.1		9255.1		9255.1		9255.1		4255.1		4255.1		0		0		0		0		0		0		0		0

		年金収入 ネンキン シュウニュウ				2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ				1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク				1,690,000		1,690,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000

		基礎控除 キソ コウジョ				430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ				330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ				428,515		312,504		312,504		312,504		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		253,900		222,400		222,400		158,400		158,400		158,400		158,400

		課税所得 カゼイ ショトク				501,485		617,496		227,496		227,496		285,102		285,102		285,102		285,102		235,102		0		0		7,600		7,600		71,600		71,600		71,600		71,600

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン				55148.5		66749.6		27749.6		27749.6		33510.2		33510.2		33510.2		33510.2		28510.2		5000		5000		5760		5760		12160		12160		12160		12160





共働きモデル

		共働き世帯 トモバタラ セタイ																																								○退職後の社会保険料・税の推移（概算）　共働きで現役時代の夫婦の収入に大きな差がないモデル タイショクゴ シャカイ ホケンリョウ ゼイ スイイ ガイサン トモバタラ ゲンエキ ジダイ フウフ シュウニュウ オオ サ																																		（単位：万円） タンイ マンエン

		年齢（夫） ネンレイ オット		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82				年齢（夫） ネンレイ オット		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81

		年齢（妻） ネンレイ ツマ		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79				年齢（妻） ネンレイ ツマ		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78

		年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		2,790,000		2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		279		279		279		240		240		240		240		240		240		240		214		214		214		214		214		214		214

		年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		3,600,000		3,600,000		3,600,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000				年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		360		360		360		194		194		194		194		194		194		194		194		194		194		194		194		194		194

		世帯収入　（A) セタイ シュウニュウ		6,390,000		6,390,000		6,390,000		4,340,000		4,340,000		4,340,000		4,340,000		4,340,000		4,340,000		4,340,000		4,080,000		4,080,000		4,080,000		4,080,000		4,080,000		4,080,000		4,080,000		4,080,000				世帯収入　（A) セタイ シュウニュウ		639		639		639		434		434		434		434		434		434		434		408		408		408		408		408		408		408

		国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		275,215		171,204		171,204		413,958		224,112		224,112		224,112		224,112		224,112		224,112		90,114		90,114		90,114		0		0		0		0		0				国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		27.5		17.1		17.1		41.4		22.4		22.4		22.4		22.4		22.4		22.4		9.0		9.0		9.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		後期高齢者保険料（夫） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ オット																						119,800		88,300		88,300		96,900		96,900		96,900		96,900		96,900				後期高齢者保険料（夫） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ オット		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.0		8.8		8.8		9.7		9.7		9.7		9.7

		介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		101,100		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100				介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		10.1		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3

		夫　社会保険料　計 オット シャカイ ホケンリョウ ケイ		376,315		261,504		261,504		504,258		314,412		314,412		314,412		314,412		314,412		314,412		300,214		261,514		261,514		180,000		180,000		180,000		180,000		180,000				夫　社会保険料　計 オット シャカイ ホケンリョウ ケイ		37.6		26.2		26.2		50.4		31.4		31.4		31.4		31.4		31.4		31.4		30.0		26.2		26.2		18.0		18.0		18.0		18.0

		協会けんぽ等 キョウカイ トウ		549,540		549,540		549,540		0		0																														協会けんぽ キョウカイ		55.0		55.0		55.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		後期高齢者保険料（妻） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ ツマ																												79,300		79,300		79,300		79,300		79,300				後期高齢者保険料（妻） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ ツマ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.9		7.9		7.9		7.9

		介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ								101,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100				介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ		0.0		0.0		0.0		10.1		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3

		妻　社会保険料　計 ツマ シャカイ ホケンリョウ ケイ		549,540		549,540		549,540		101,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		162,400		162,400		162,400		162,400		162,400				妻　社会保険料　計 ツマ シャカイ ホケンリョウ ケイ		55.0		55.0		55.0		10.1		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		16.2		16.2		16.2		16.2

		所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		41,684		47,425		47,425		0		6,279		6,279		6,279		6,279		6,279		6,279		0		0		0		0		0		0		0		0				所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		4.2		4.7		4.7		0.0		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		住民税　夫（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ オット ゼンネン ショトク		164,200		93,369		104,850		65,850		8,574		27,559		27,559		27,559		27,559		27,559		5,000		5,000		6,849		6,849		15,000		15,000		15,000		15,000				住民税　夫（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ オット ゼンネン ショトク		16.4		9.3		10.5		6.6		0.9		2.8		2.8		2.8		2.8		2.8		0.5		0.5		0.7		0.7		1.5		1.5		1.5

		所得税　妻（当年所得にかかる） ショトクゼイ ツマ トウネン ショトク		70,523		70,523		70,523		12,945		13,845		13,845		13,845		13,845		13,845		13,845		13,845		13,845		13,845		9,880		9,880		9,880		9,880		9,880				所得税　妻（当年所得にかかる） ショトクゼイ ツマ トウネン ショトク		7.1		7.1		7.1		1.3		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.0		1.0		1.0		1.0

		住民税　妻（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ツマ ゼンネン ショトク		151,046		151,046		151,046		151,046		35,890		37,690		37,690		37,690		37,690		37,690		37,690		37,690		37,690		37,690		29,760		29,760		29,760		29,760				住民税　妻（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ツマ ゼンネン ショトク		15.1		15.1		15.1		15.1		3.6		3.8		3.8		3.8		3.8		3.8		3.8		3.8		3.8		3.8		3.0		3.0		3.0

		税　小計 ゼイ ショウケイ		427,453		362,362		373,843		229,841		64,589		85,373		85,373		85,373		85,373		85,373		56,535		56,535		58,384		54,419		54,640		54,640		54,640		54,640				税　小計 ゼイ ショウケイ		42.7		36.2		37.4		23.0		6.5		8.5		8.5		8.5		8.5		8.5		5.7		5.7		5.8		5.4		5.5		5.5		5.5

		税・社会保険料（世帯）総計　（B) ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		1,353,308		1,173,406		1,184,887		835,199		462,101		482,885		482,885		482,885		482,885		482,885		439,849		401,149		402,998		396,819		397,040		397,040		397,040		397,040				税・社会保険料（世帯）　総計 ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		135.3		117.3		118.5		83.5		46.2		48.3		48.3		48.3		48.3		48.3		44.0		40.1		40.3		39.7		39.7		39.7		39.7

				5,036,692		5,216,594		5,205,113		3,504,801		3,877,899		3,857,115		3,857,115		3,857,115		3,857,115		3,857,115		3,640,151		3,678,851		3,677,002		3,683,181		3,682,960		3,682,960		3,682,960		3,682,960						503.7		521.7		520.5		350.5		387.8		385.7		385.7		385.7		385.7		385.7		364.0		367.9		367.7		368.3		368.3		368.3		368.3

		世帯収入に占める税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		21.2%		18.4%		18.5%		19.2%		10.6%		11.1%		11.1%		11.1%		11.1%		11.1%		10.8%		9.8%		9.9%		9.7%		9.7%		9.7%		9.7%		9.7%				世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		21%		18%		19%		19%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		10%		10%		10%		10%		10%		10%

																																										※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除・配偶者（特別）控除のみ計上 シャカイ ホケンリョウ ゼンネン ショトク モト サンテイ コウジョ コウテキ ネンキン トウ コウジョ キュウヨ ショトク コウジョ シャカイ ホケンリョウ コウジョ キソ コウジョ ハイグウシャ トクベツ コウジョ ケイジョウ

		夫 オット																																								※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。 カイゴ ホケンリョウ サイ サイ カン ケンコウ ホケンリョウ ウチ フク サイ イコウ コジン ベツ サンシュツ												（参考） サンコウ		協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　																				348,931円（12ヵ月分前納のケース） ゲツ ブン ゼンノウ

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		2,790,000		2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				※国民健康保険料は世帯主に賦課されるが、後期高齢者健康保険料は個人別に賦課される。														前年の年収が486万（月40.5万円）のとき　国保保険料（配偶者はけんぽ）　 ゼンネン ネンシュウ マン ツキ マンエン コクホ ホケンリョウ ハイグウシャ																				348,098円 エン

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000				○モデル設定　夫 セッテイ オット						○モデル設定　妻 セッテイ ツマ														○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		1,690,000		1,690,000		1,690,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000				60歳以前の給与 サイ イゼン マエ キュウヨ		55		万円 マンエン		60歳以前の給与 サイ イゼン マエ キュウヨ								50		万円 マンエン				夫 オット		基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン

		基礎控除 キソ コウジョ		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000				賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		110		万円 マンエン		賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ								100		万円 マンエン						厚生年金 コウセイ ネンキン				140		万円 マンエン

		配偶者特別控除 ハイグウシャ トクベツ コウジョ								380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		110.0		万円 マンエン		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン								105		万円 マンエン						加給年金 カキュウ ネンキン				39		万円 マンエン		（65～67歳） サイ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		376,315		261,504		261,504		504,258		314,412		314,412		314,412		314,412		314,412		314,412		300,214		261,514		261,514		180,000		180,000		180,000		180,000		180,000				再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ		32.5		万円 マンエン		再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ								30		万円 マンエン						基金 キキン				26		万円 マンエン		（65歳から15年間） サイ ネン カン

		課税所得 カゼイ ショトク		833,685		948,496		948,496		0		125,588		125,588		125,588		125,588		125,588		125,588		0		0		0		0		0		0		0		0				賞与 ショウヨ		なし				賞与 ショウヨ								なし						妻 ツマ		基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン

		所得税（税率5％） ショトクゼイ ゼイリツ		41684.25		47424.8		47424.8		0		6279.4		6279.4		6279.4		6279.4		6279.4		6279.4		0		0		0		0		0		0		0		0				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58		万円 マンエン		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン								55		万円 マンエン						厚生年金 コウセイ ネンキン				120		万円 マンエン

																																										※共働きでも妻の年金収入が住民税非課税の範囲内（150万前後※市区町村で金額が異なる）の場合は、類型的にはパート主婦モデルに近くなる。 トモバタラ ツマ ネンキン シュウニュウ ジュウミンゼイ ヒカゼイ ハンイナイ マンゼンゴ シク チョウソン キンガク コト バアイ ルイケイテキ シュフ チカ

		年金収入 ネンキン シュウニュウ				2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ				1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク				1,690,000		1,690,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000

		基礎控除 キソ コウジョ				430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000

		配偶者特別控除 ハイグウシャ トクベツ コウジョ										330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ				376,315		261,504		261,504		504,258		314,412		314,412		314,412		314,412		314,412		314,412		300,214		261,514		261,514		180,000		180,000		180,000		180,000

		課税所得 カゼイ ショトク				883,685		998,496		608,496		35,742		225,588		225,588		225,588		225,588		225,588		0		0		18,486		18,486		100,000		100,000		100,000		100,000

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン				93368.5		104849.6		65849.6		8574.2		27558.8		27558.8		27558.8		27558.8		27558.8		5000		5000		6848.6		6848.6		15000		15000		15000		15000

		妻 ツマ

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		3,600,000		3,600,000		3,600,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1160000		1160000		1160000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		2,440,000		2,440,000		2,440,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000

		基礎控除 キソ コウジョ		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		549,540		549,540		549,540		101,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		162,400		162,400		162,400		162,400		162,400

		課税所得 カゼイ ショトク		1,410,460		1,410,460		1,410,460		258,900		276,900		276,900		276,900		276,900		276,900		276,900		276,900		276,900		276,900		197,600		197,600		197,600		197,600		197,600

		所得税（税率5％） ショトクゼイ ゼイリツ		70523		70523		70523		12945		13845		13845		13845		13845		13845		13845		13845		13845		13845		9880		9880		9880		9880		9880

		年金収入 ネンキン シュウニュウ				3,600,000		3,600,000		3,600,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000		1,940,000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ				1160000		1160000		1160000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク				2,440,000		2,440,000		2,440,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000		840,000

		基礎控除 キソ コウジョ				430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ				549,540		549,540		549,540		101,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		162,400		162,400		162,400		162,400

		課税所得 カゼイ ショトク				1,460,460		1,460,460		1,460,460		308,900		326,900		326,900		326,900		326,900		326,900		326,900		326,900		326,900		326,900		247,600		247,600		247,600		247,600

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン				151046		151046		151046		35890		37690		37690		37690		37690		37690		37690		37690		37690		37690		29760		29760		29760		29760





単身世帯モデル

																																										○退職後の社会保険料・税の推移（概算）　単身世帯モデル タイショクゴ シャカイ ホケンリョウ ゼイ スイイ ガイサン タンシン セタイ																																（単位：万円） タンイ マンエン

		年齢 ネンレイ		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82				年齢 ネンレイ		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81

		年金等収入 ネンキン トウ シュウニュウ		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				年金等収入 ネンキン トウ シュウニュウ		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		214		214		214		214		214		214		214

		世帯収入 セタイ シュウニュウ		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				世帯収入 （A) セタイ シュウニュウ		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		214		214		214		214		214		214		214

		国民健康保険料 コクミン ケンコウ ホケンリョウ		275,215		133,998		133,998		133,998		133,998		133,998		133,998		133,998		133,998		133,998		0		0		0		0		0		0		0		0				国民健康保険料 コクミン ケンコウ ホケンリョウ		27.5		13.4		13.4		13.4		13.4		13.4		13.4		13.4		13.4		13.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0

		後期高齢者保険料 コウキ コウレイシャ ホケンリョウ																						119,800		88,300		88,300		88,300		88,300		88,300		88,300		88,300				後期高齢者健康保険料 コウキ コウレイシャ ケンコウ ホケンリョウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.0		8.8		8.8		8.8		8.8		8.8		8.83

		介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		101,100		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100				介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		10.1		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.31

		社会保険料　計 シャカイ ホケンリョウ ケイ		376,315		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		210,100		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400				社会保険料　小計 シャカイ ホケンリョウ ショウケイ		37.6		22.4		22.4		22.4		22.4		22.4		22.4		22.4		22.4		22.4		21.0		17.1		17.1		17.1		17.1		17.1		17.14

		所得税　（当年所得にかかる） ショトクゼイ トウネン ショトク		22,184		29,785		29,785		29,785		29,785		29,785		29,785		29,785		29,785		29,785		17,495		19,430		19,430		19,430		19,430		19,430		19,430		19,430				所得税　（当年所得にかかる） ショトクゼイ トウネン ショトク		2.2		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		1.7		1.9		1.9		1.9		1.9		1.9		1.943

		住民税　（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ゼンネン ショトク		168,700		54,369		69,570		69,570		69,570		69,570		69,570		69,570		69,570		69,570		43,570		44,990		48,860		48,860		48,860		48,860		48,860		48,860				住民税　（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ゼンネン ショトク		16.9		5.4		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0		4.4		4.5		4.9		4.9		4.9		4.9		4.886

		税　小計 ゼイ ショウケイ		190,884		84,154		99,355		99,355		99,355		99,355		99,355		99,355		99,355		99,355		61,065		64,420		68,290		68,290		68,290		68,290		68,290		68,290				税　小計 ゼイ ショウケイ		19.1		8.4		9.9		9.9		9.9		9.9		9.9		9.9		9.9		9.9		6.1		6.4		6.8		6.8		6.8		6.8		6.829

		税・社会保険料（世帯）　総計 ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		567,199		308,452		323,653		323,653		323,653		323,653		323,653		323,653		323,653		323,653		271,165		235,820		239,690		239,690		239,690		239,690		239,690		239,690				所得税・住民税・社会保険料
総計　（B) ショトクゼイ ジュウミンゼイ シャカイ ホケンリョウ ソウケイ		56.7		30.8		32.4		32.4		32.4		32.4		32.4		32.4		32.4		32.4		27.1		23.6		24.0		24.0		24.0		24.0		23.969

				1,832,801		2,091,548		2,076,347		2,076,347		2,076,347		2,076,347		2,076,347		2,076,347		2,076,347		2,076,347		1,868,835		1,904,180		1,900,310		1,900,310		1,900,310		1,900,310		1,900,310		1,900,310						183.280075		209.15484		207.63467		207.63467		207.63467		207.63467		207.63467		207.63467		207.63467		207.63467		186.88348		190.418		190.031		190.031		190.031		190.031		190.031

		世帯収入に占める税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		23.6%		12.9%		13.5%		13.5%		13.5%		13.5%		13.5%		13.5%		13.5%		13.5%		12.7%		11.0%		11.2%		11.2%		11.2%		11.2%		11.2%		11.2%				世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		24%		13%		13%		13%		13%		13%		13%		13%		13%		13%		13%		11%		11%		11%		11%		11%		11%

																																										手取り収入　（A-B) テド シュウニュウ		183.280075		209.15484		207.63467		207.63467		207.63467		207.63467		207.63467		207.63467		207.63467		207.63467		186.88348		190.418		190.031		190.031		190.031		190.031		190.031

																																										※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除のみ計上 シャカイ ホケンリョウ ゼンネン ショトク モト サンテイ コウジョ コウテキ ネンキン トウ コウジョ キュウヨ ショトク コウジョ シャカイ ホケンリョウ コウジョ キソ コウジョ ケイジョウ

		○モデル設定　 セッテイ								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ																																※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。 カイゴ ホケンリョウ サイ サイ カン ケンコウ ホケンリョウ ウチ フク サイ イコウ コジン ベツ サンシュツ												（参考） サンコウ		協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　																				348,931円（12ヵ月分前納のケース） ゲツ ブン ゼンノウ

																																																								前年の年収が486万（月40.5万円）のとき　国保保険料 ゼンネン ネンシュウ ００００ ゲツ マンエン コクホ ホケンリョウ																				348,098円 エン

		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58.0		万円 マンエン				加給年金 カキュウ ネンキン		なし																														○モデル設定 セッテイ								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ

										基金 キキン		26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン																										60歳以前の給与 サイ イゼン マエ キュウヨ		55		万円 マンエン				基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン

																																										賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		110		万円 マンエン				厚生年金 コウセイ ネンキン				140		万円 マンエン

																																										社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		110.0		万円 マンエン				加給年金 カキュウ ネンキン				なし

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ		32		万円 マンエン				基金 キキン				26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000				賞与 ショウヨ		なし

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58		万円 マンエン

		基礎控除 キソ コウジョ		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		376,315		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		210,100		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400

		課税所得 カゼイ ショトク		443,685		595,702		595,702		595,702		595,702		595,702		595,702		595,702		595,702		595,702		349,900		388,600		388,600		388,600		388,600		388,600		388,600		388,600

		所得税（税率5％） ショトクゼイ ゼイリツ		22184.25		29785.1		29785.1		29785.1		29785.1		29785.1		29785.1		29785.1		29785.1		29785.1		17495		19430		19430		19430		19430		19430		19430		19430																								給与所得 キュウヨ ショトク

																																														4800000				0.2		440000		＝		控除 コウジョ		1400000				3400000

		年金収入 ネンキン シュウニュウ				2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000								4860000				0.2		440000						1412000				3448000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ				1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000								4176000				0.2		440000						1275200				2900800

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク				1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,040,000								5200000				0.2		440000						1480000				3720000

		基礎控除 キソ コウジョ				430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ				376,315		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		224,298		210,100		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400		171,400

		課税所得 カゼイ ショトク				493,685		645,702		645,702		645,702		645,702		645,702		645,702		645,702		645,702		385,702		399,900		438,600		438,600		438,600		438,600		438,600		438,600

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン				54368.5		69570.2		69570.2		69570.2		69570.2		69570.2		69570.2		69570.2		69570.2		43570.2		44990		48860		48860		48860		48860		48860		48860





単身世帯モデル (2)

																																										退職後の社会保険料・税の推移（概算）　単身世帯モデル タイショクゴ シャカイ ホケンリョウ ゼイ スイイ ガイサン タンシン セタイ																																		（単位：万円） タンイ マンエン

		年齢 ネンレイ		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82				年齢 ネンレイ		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81

		年金等収入 ネンキン トウ シュウニュウ		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000				年金等収入 ネンキン トウ シュウニュウ		204		204		204		204		204		204		204		204		204		204		182		182		182		182		182		182		182

		世帯収入 セタイ シュウニュウ		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000				世帯収入 （A) セタイ シュウニュウ		204		204		204		204		204		204		204		204		204		204		182		182		182		182		182		182		182

		国民健康保険料 コクミン ケンコウ ホケンリョウ		211,062		90,159		90,159		90,159		90,159		90,159		90,159		90,159		90,159		90,159		0		0		0		0		0		0		0		0				国民健康保険料 コクミン ケンコウ ホケンリョウ		21.1		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		後期高齢者保険料 コウキ コウレイシャ ホケンリョウ																						79,500		47,100		47,100		47,100		47,100		47,100		47,100		47,100				後期高齢者健康保険料 コウキ コウレイシャ ケンコウ ホケンリョウ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.0		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7

		介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		101,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100				介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		10.1		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3

		社会保険料　計 シャカイ ホケンリョウ ケイ		312,162		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		162,600		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200				社会保険料　小計 シャカイ ホケンリョウ ショウケイ		31.2		17.3		17.3		17.3		17.3		17.3		17.3		17.3		17.3		17.3		16.3		13.0		13.0		13.0		13.0		13.0		13.0

		所得税　（当年所得にかかる） ショトクゼイ トウネン ショトク		7,392		14,337		14,337		14,337		14,337		14,337		14,337		14,337		14,337		14,337		3,870		5,490		5,490		5,490		5,490		5,490		5,490		5,490				所得税　（当年所得にかかる） ショトクゼイ トウネン ショトク		0.7		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		0.4		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5

		住民税　（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ゼンネン ショトク		114,100		24,784		38,674		38,674		38,674		38,674		38,674		38,674		38,674		38,674		16,674		17,740		20,980		20,980		20,980		20,980		20,980		20,980				住民税　（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ゼンネン ショトク		11.4		2.5		3.9		3.9		3.9		3.9		3.9		3.9		3.9		3.9		1.7		1.8		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1

		税　小計 ゼイ ショウケイ		121,492		39,121		53,011		53,011		53,011		53,011		53,011		53,011		53,011		53,011		20,544		23,230		26,470		26,470		26,470		26,470		26,470		26,470				税　小計 ゼイ ショウケイ		12.1		3.9		5.3		5.3		5.3		5.3		5.3		5.3		5.3		5.3		2.1		2.3		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6

		税・社会保険料（世帯）　総計 ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		433,654		212,380		226,270		226,270		226,270		226,270		226,270		226,270		226,270		226,270		183,144		153,430		156,670		156,670		156,670		156,670		156,670		156,670				所得税・住民税・社会保険料
総計　（B) ショトクゼイ ジュウミンゼイ シャカイ ホケンリョウ ソウケイ		43.4		21.2		22.6		22.6		22.6		22.6		22.6		22.6		22.6		22.6		18.3		15.3		15.7		15.7		15.7		15.7		15.7

				1,606,346		1,827,620		1,813,730		1,813,730		1,813,730		1,813,730		1,813,730		1,813,730		1,813,730		1,813,730		1,636,856		1,666,570		1,663,330		1,663,330		1,663,330		1,663,330		1,663,330		1,663,330						160.6		182.8		181.4		181.4		181.4		181.4		181.4		181.4		181.4		181.4		163.7		166.7		166.3		166.3		166.3		166.3		166.3

		世帯収入に占める税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		21.3%		10.4%		11.1%		11.1%		11.1%		11.1%		11.1%		11.1%		11.1%		11.1%		10.1%		8.4%		8.6%		8.6%		8.6%		8.6%		8.6%		8.6%				世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		21%		10%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		10%		8%		9%		9%		9%		9%		9%

																																										※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除のみ計上 シャカイ ホケンリョウ ゼンネン ショトク モト サンテイ コウジョ コウテキ ネンキン トウ コウジョ キュウヨ ショトク コウジョ シャカイ ホケンリョウ コウジョ キソ コウジョ ケイジョウ

		○モデル設定　 セッテイ								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ																																※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。 カイゴ ホケンリョウ サイ サイ カン ケンコウ ホケンリョウ ウチ フク サイ イコウ コジン ベツ サンシュツ



		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		64.0		万円 マンエン				加給年金 カキュウ ネンキン		なし																														○モデル設定 セッテイ								（参考） サンコウ		協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　																								348,931円（12ヵ月分前納のケース） ゲツ ブン ゼンノウ

										基金 キキン		26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン																										60歳以前の給与 サイ イゼン マエ キュウヨ		38				万円 マンエン				前年の年収が486万（月40.5万円）のとき　国保保険料 ゼンネン ネンシュウ ００００ ゲツ マンエン コクホ ホケンリョウ																								348,098円 エン

																																										賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		164				万円 マンエン						○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ

																																										社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		105.0				万円 マンエン						基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000				再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ				26		万円 マンエン						厚生年金 コウセイ ネンキン				108		万円 マンエン

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000				賞与 ショウヨ		なし										加給年金 カキュウ ネンキン				なし

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン				65		万円 マンエン						基金 キキン				22		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン

		基礎控除 キソ コウジョ		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		312,162		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		162,600		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200

		課税所得 カゼイ ショトク		147,838		286,741		286,741		286,741		286,741		286,741		286,741		286,741		286,741		286,741		77,400		109,800		109,800		109,800		109,800		109,800		109,800		109,800

		所得税（税率5％） ショトクゼイ ゼイリツ		7391.9		14337.05		14337.05		14337.05		14337.05		14337.05		14337.05		14337.05		14337.05		14337.05		3870		5490		5490		5490		5490		5490		5490		5490																								給与所得 キュウヨ ショトク

																																														4800000				0.2		440000		＝		控除 コウジョ		1400000				3400000

		年金収入 ネンキン シュウニュウ				2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		2,040,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,820,000								4860000				0.2		440000						1412000				3448000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ				1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000		1100000								4176000				0.2		440000						1275200				2900800

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク				940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000								5200000				0.2		440000						1480000				3720000

		基礎控除 キソ コウジョ				430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000		430000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ				312,162		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		173,259		162,600		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200		130,200

		課税所得 カゼイ ショトク				197,838		336,741		336,741		336,741		336,741		336,741		336,741		336,741		336,741		116,741		127,400		159,800		159,800		159,800		159,800		159,800		159,800

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン				24783.8		38674.1		38674.1		38674.1		38674.1		38674.1		38674.1		38674.1		38674.1		16674.1		17740		20980		20980		20980		20980		20980		20980





共働きモデル (不使用)

																																										○退職後の社会保険料・税の推移（概算）　共働きで夫の収入が多いモデル タイショクゴ シャカイ ホケンリョウ ゼイ スイイ ガイサン トモバタラ オット シュウニュウ オオ																																		（単位：万円） タンイ マンエン

		年齢（夫） ネンレイ オット		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82				年齢（夫） ネンレイ オット		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81

		年齢（妻） ネンレイ ツマ		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79				年齢（妻） ネンレイ ツマ		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78

		年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		2,790,000		2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		279		279		279		240		240		240		240		240		240		240		214		214		214		214		214		214		214

		年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		3,000,000		3,000,000		3,000,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000				年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		300		300		300		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

		世帯収入　（A) セタイ シュウニュウ		5,790,000		5,790,000		5,790,000		3,700,000		3,700,000		3,700,000		3,700,000		3,700,000		3,700,000		3,700,000		3,440,000		3,440,000		3,440,000		3,440,000		3,440,000		3,440,000		3,440,000		3,440,000				世帯収入　（A) セタイ シュウニュウ		579		579		579		370		370		370		370		370		370		370		344		344		344		344		344		344		344

		国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		316,650		171,204		171,204		336,684		164,598		164,598		164,598		164,598		164,598		164,598		51,000		51,000		51,000		0		0		0		0		0				国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		31.7		17.1		17.1		33.7		16.5		16.5		16.5		16.5		16.5		16.5		5.1		5.1		5.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		後期高齢者保険料（夫） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ オット																						119,800		88,300		88,300		75,300		75,300		75,300		75,300		75,300				後期高齢者保険料（夫） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ オット		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.0		8.8		8.8		7.5		7.5		7.5		7.5

		介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		101,100		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		90,300		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100		83,100				介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		10.1		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		9.0		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3

		夫　社会保険料　計 オット シャカイ ホケンリョウ ケイ		417,750		261,504		261,504		426,984		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		261,100		222,400		222,400		158,400		158,400		158,400		158,400		158,400				夫　社会保険料　計 オット シャカイ ホケンリョウ ケイ		41.8		26.2		26.2		42.7		25.5		25.5		25.5		25.5		25.5		25.5		26.1		22.2		22.2		15.8		15.8		15.8		15.8

		協会けんぽ キョウカイ		475,908		475,908		475,908		0		0																														協会けんぽ キョウカイ		47.6		47.6		47.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		後期高齢者保険料（妻） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ ツマ																												21,600		21,600		21,600		21,600		21,600				後期高齢者保険料（妻） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ ツマ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		2.2		2.2		2.2

		介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ								90,300		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200				介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ		0.0		0.0		0.0		9.0		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2

		妻　社会保険料　計 ツマ シャカイ ホケンリョウ ケイ		475,908		475,908		475,908		90,300		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		93,800		93,800		93,800		93,800		93,800				妻　社会保険料　計 ツマ シャカイ ホケンリョウ ケイ		47.6		47.6		47.6		9.0		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		9.4		9.4		9.4		9.4

		所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		39,613		47,425		47,425		651		9,255		9,255		9,255		9,255		4,255		4,255		0		0		0		0		0		0		0		0				所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		4.0		4.7		4.7		0.1		0.9		0.9		0.9		0.9		0.4		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		住民税　夫（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ オット ゼンネン ショトク		188,335		89,225		104,850		65,850		16,302		33,510		33,510		33,510		33,510		28,510		5,000		5,000		5,760		5,760		12,160		12,160		12,160		12,160				住民税　夫（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ オット ゼンネン ショトク		18.8		8.9		10.5		6.6		1.6		3.4		3.4		3.4		3.4		2.9		0.5		0.5		0.6		0.6		1.2		1.2		1.2

		所得税　妻（当年所得にかかる） ショトクゼイ ツマ トウネン ショトク		53,205		53,205		53,205		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				所得税　妻（当年所得にかかる） ショトクゼイ ツマ トウネン ショトク		5.3		5.3		5.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		住民税　妻（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ツマ ゼンネン ショトク		111,409		111,409		111,409		111,409		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				住民税　妻（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ツマ ゼンネン ショトク		11.1		11.1		11.1		11.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		税　小計 ゼイ ショウケイ		392,561		301,264		316,888		177,910		25,557		42,765		42,765		42,765		37,765		32,765		5,000		5,000		5,760		5,760		12,160		12,160		12,160		12,160				税　小計 ゼイ ショウケイ		39.3		30.1		31.7		17.8		2.6		4.3		4.3		4.3		3.8		3.3		0.5		0.5		0.6		0.6		1.2		1.2		1.2

		税・社会保険料（世帯）総計　（B) ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		1,286,219		1,038,676		1,054,300		695,194		352,655		369,863		369,863		369,863		364,863		359,863		338,300		299,600		300,360		257,960		264,360		264,360		264,360		264,360				税・社会保険料（世帯）　総計 ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		128.6		103.9		105.4		69.5		35.3		37.0		37.0		37.0		36.5		36.0		33.8		30.0		30.0		25.8		26.4		26.4		26.4

				4,503,781		4,751,324		4,735,700		3,004,806		3,347,345		3,330,137		3,330,137		3,330,137		3,335,137		3,340,137		3,101,700		3,140,400		3,139,640		3,182,040		3,175,640		3,175,640		3,175,640		3,175,640						450.4		475.1		473.6		300.5		334.7		333.0		333.0		333.0		333.5		334.0		310.2		314.0		314.0		318.2		317.6		317.6		317.6

		世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		22.2%		17.9%		18.2%		18.8%		9.5%		10.0%		10.0%		10.0%		9.9%		9.7%		9.8%		8.7%		8.7%		7.5%		7.7%		7.7%		7.7%		7.7%				世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		22%		18%		18%		19%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		9%		9%		7%		8%		8%		8%

																																										※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除・配偶者（特別）控除のみ計上 シャカイ ホケンリョウ ゼンネン ショトク モト サンテイ コウジョ コウテキ ネンキン トウ コウジョ キュウヨ ショトク コウジョ シャカイ ホケンリョウ コウジョ キソ コウジョ ハイグウシャ トクベツ コウジョ ケイジョウ

																																										※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。 カイゴ ホケンリョウ サイ サイ カン ケンコウ ホケンリョウ ウチ フク サイ イコウ コジン ベツ サンシュツ																（参考） サンコウ		協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　																418,680円

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		2,790,000		2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000				※国民健康保険料は世帯主に賦課されるが、後期高齢者健康保険料は個人別に賦課される。																		前年の年収が590万（月49万円）のとき　国保保険料（配偶者はけんぽ）　 ゼンネン ネンシュウ ００００ ゲツ マンエン コクホ ホケンリョウ ハイグウシャ																418,290円 エン

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000				○モデル設定　夫 セッテイ オット						○モデル設定　妻 セッテイ ツマ														○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		1,590,000		1,590,000		1,590,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000				退職前の給与 タイショク マエ キュウヨ		55		万円 マンエン		退職前の給与 タイショク マエ キュウヨ								25		万円 マンエン				夫 オット		基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン

		基礎控除 キソ コウジョ		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000				賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		110		万円 マンエン		賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ								0		万円 マンエン						厚生年金 コウセイ ネンキン				140		万円 マンエン

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ								380000		380000		380000		380000		380000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		110.0		万円 マンエン		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン										万円 マンエン						加給年金 カキュウ ネンキン				39		万円 マンエン		（65～67歳） サイ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		417,750		261,504		261,504		426,984		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		261,100		222,400		222,400		158,400		158,400		158,400		158,400		158,400				再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ		32.5		万円 マンエン																		基金 キキン				26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン

		課税所得 カゼイ ショトク		792,250		948,496		948,496		13,016		185,102		185,102		185,102		185,102		85,102		85,102		0		0		0		0		0		0		0		0				賞与 ショウヨ		なし																		妻 ツマ		基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン

		所得税（税率5％） ショトクゼイ ゼイリツ		39612.5		47424.8		47424.8		650.8		9255.1		9255.1		9255.1		9255.1		4255.1		4255.1		0		0		0		0		0		0		0		0				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58		万円 マンエン																		厚生年金 コウセイ ネンキン				56		万円 マンエン



		年金収入 ネンキン シュウニュウ				2,790,000		2,790,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000		2,140,000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ				1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク				1,590,000		1,590,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000		940,000

		基礎控除 キソ コウジョ				330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ										330000		330000		330000		330000		330000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ				417,750		261,504		261,504		426,984		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		254,898		261,100		222,400		222,400		158,400		158,400		158,400		158,400

		課税所得 カゼイ ショトク				842,250		998,496		608,496		113,016		285,102		285,102		285,102		285,102		235,102		0		0		7,600		7,600		71,600		71,600		71,600		71,600

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン				89225		104849.6		65849.6		16301.6		33510.2		33510.2		33510.2		33510.2		28510.2		5000		5000		5760		5760		12160		12160		12160		12160

		妻年収 ツマ ネンシュウ		3,000,000

		給与所得控除 キュウヨ ショトク コウジョ		1,080,000

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		475,908

		所得税 ショトクゼイ

		基礎控除 キソ コウジョ		380,000

		課税所得 カゼイ ショトク		1,064,092

		所得税（5％） ショトクゼイ		53,205

		住民税 ジュウミンゼイ

		基礎控除 キソ コウジョ		330,000

		課税所得 カゼイ ショトク		1,114,092

		住民税（10％） ジュウミンゼイ		111409.2
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52参考資料

 所得税・住民税・国民健康保険・介護保険料の差引後
(単位：万円）

額面 手取り 額面 手取り 額面 手取り

140 131 226 212 140 126
160 148 246 229 160 136
180 166 266 247 180 151
200 181 286 262 200 160
220 195 306 273 220 173
240 209 326 288 240 185
260 223 346 302 260 199
280 238 366 317 280 212
300 254 386 332 300 226
320 264 406 343 320 230
340 278 426 357 340 243
360 293 446 372 360 256
380 307 466 386 380 268
400 322 486 401 400 281

※ 東京都文京区の令和元年度額を元に試算
※ 扶養あり2人世帯の被扶養配偶者の年金収入は86万円とした
※ 年齢は夫婦・単身ともに65歳以上70歳未満として試算

単身世帯
扶養配偶者あり2人世帯

夫の分 世帯合計

住民税が非課税になる目安額（文京区）
令和元年度 (単位：万円）

課税なし 均等割のみ課税

0人 155 155
1人 211 222
2人 246 257
3人 281 292
4人 316 327

※ 収入は公的年金等収入（公的年金+企業年金）のみとした

公的年金等収入が
以下の金額以下扶養人数

・同じ年金額でも2人世帯と単身世帯では、配偶者控除
や社会保険料控除（負担）のため差異が出る
・扶養あり2人世帯は年金等収入が211万円、単身世帯
155万円以下の場合、住民税が非課税になる
・所得税は年金等収入が158万以下で非課税
・所得税は課税所得が195万（年金等収入では315
万）以上になると税率が5％→10％にアップする

老齢年金の繰り下げを行って、年金の受給額が増
えた場合、税・社会保険料の負担が増えることが
ある。
その場合は手取りの増額の割合が緩やかになる
（マイナスにはならない）

年金等収入金額別の手取り概算額について


専業主婦モデル 

														ここまで住民税非課税 ジュウミンゼイ ヒカゼイ										所得税率5％ ショトク ゼイリツ										所得税率10％ ショトク ゼイリツ				○退職後の社会保険料・税の推移（概算）　サラリーマンとパート主婦モデル タイショクゴ シャカイ ホケンリョウ ゼイ スイイ ガイサン シュフ																																		（単位：万円） タンイ マンエン

		年齢（夫） ネンレイ オット		67		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68				年齢（夫） ネンレイ オット		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		67		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68

		年齢（妻） ネンレイ ツマ		64		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65				年齢（妻） ネンレイ ツマ		62		ERROR:#REF!		64		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65

		年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		2,790,000		2,400,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000		3,000,000		3,200,000		3,400,000		3,600,000		3,800,000		4,000,000				年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		279		240		140		160		180		200		220		240		260		280		300		320		340		360		380

		総所得額 （夫） ソウショトクガク オット				1,300,000		200,000		400,000		600,000		800,000		1,000,000		1,200,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000

		年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		1,000,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000				年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		100		86		86		86		86		86		86		86		86		86		86		86		86		86		86

		世帯収入 セタイ シュウニュウ		3,790,000		3,260,000		2,260,000		2,460,000		2,660,000		2,860,000		3,060,000		3,260,000		3,460,000		3,660,000		3,860,000		4,060,000		4,260,000		4,460,000		4,660,000		4,860,000				世帯収入 （A) セタイ シュウニュウ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		379		326		226		246		266		286		306		326		346		366		386		406		426		446		466

		任意継続保険料（世帯） ニンイ ケイゾク ホケンリョウ セタイ																																				協会けんぽ（任意継続）　（世帯） キョウカイ ニンイ ケイゾク セタイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		222,204				31,320		68,333		87,313		137,613		156,593		175,573		215,433		234,413		253,393		272,373		291,353		310,333		329,313		348,293				国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		22.2		0.0		3.1		6.8		8.7		13.8		15.7		17.6		21.5		23.4		25.3		27.2		29.1		31.0		32.9

		介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		90,300				54,200		54,200		54,200		54,200		83,100		90,300		90,300		90,300		90,300		101,100		101,100		101,100		101,100		101,100				介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		9.0		0.0		5.4		5.4		5.4		5.4		8.3		9.0		9.0		9.0		9.0		10.1		10.1		10.1		10.1

		社会保険料（夫）　計 シャカイ ホケンリョウ オット ケイ		312,504		0		85,520		122,533		141,513		191,813		239,693		265,873		305,733		324,713		343,693		373,473		392,453		411,433		430,413		449,393				社会保険料　小計 シャカイ ホケンリョウ ショウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		31.3		0.0		8.6		12.3		14.2		19.2		24.0		26.6		30.6		32.5		34.4		37.3		39.2		41.1		43.0

		後期高齢者保険料（妻） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ ツマ																																				後期高齢者健康保険料（妻） コウキ コウレイシャ ケンコウ ホケンリョウ ツマ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ		0		50,600		50,600		50,600		50,600		50,600		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200				介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.0		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2

		社会保険料（妻）　計 シャカイ ホケンリョウ ツマ ケイ		0		50,600		50,600		50,600		50,600		50,600		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200				社会保険料　小計 シャカイ ホケンリョウ ショウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.0		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2

		所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		25,875		22,000		0		0		0		0		15		8,706		16,713		25,764		34,815		86,653		104,755		122,857		140,959		159,061				所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2.6		2.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		1.7		2.6		3.5		8.7		10.5		12.3		14.1

		住民税　夫（当年所得で計算） ジュウミンゼイ オット トウネン ショトク ケイサン		ERROR:#REF!		27,750		0		0		0		0		15,031		32,413		48,427		66,529		84,631		101,653		119,755		137,857		155,959		174,061				住民税　夫（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ オット ゼンネン ショトク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2.8		0.0		0.0		0.0		0.0		1.5		3.2		4.8		6.7		8.5		10.2		12.0		13.8		15.6

		税　小計 ゼイ ショウケイ		ERROR:#REF!		49,750		0		0		0		0		15,046		41,119		65,140		92,293		119,446		188,305		224,509		260,713		296,917		333,121				税　小計 ゼイ ショウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.5		4.1		6.5		9.2		11.9		18.8		22.5		26.1		29.7

		税・社会保険料（世帯）　総計 ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		ERROR:#REF!		100,350		136,120		173,133		192,113		242,413		326,939		379,192		443,073		489,206		535,339		633,978		689,162		744,346		799,530		854,714				所得税・住民税・社会保険料（世帯）
総計　（B) ショトク ゼイ ジュウミンゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		10.0		13.6		17.3		19.2		24.2		32.7		37.9		44.3		48.9		53.5		63.4		68.9		74.4		80.0

				ERROR:#REF!		3,159,650		2,123,880		2,286,867		2,467,887		2,617,587		2,733,061		2,880,808		3,016,927		3,170,794		3,324,661		3,426,022		3,570,838		3,715,654		3,860,470		4,005,286						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		316.0		212.4		228.7		246.8		261.8		273.3		288.1		301.7		317.1		332.5		342.6		357.1		371.6		386.0

		世帯収入に占める税・
社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		ERROR:#REF!		3.1%		6.0%		7.0%		7.2%		8.5%		10.7%		11.6%		12.8%		13.4%		13.9%		15.6%		16.2%		16.7%		17.2%		17.6%				世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3%		6%		7%		7%		8%		11%		12%		13%		13%		14%		16%		16%		17%		17%

		手取り収入（世帯） テド シュウニュウ セタイ						2,123,880		2,286,867		2,467,887		2,617,587		2,733,061		2,880,808		3,016,927		3,170,794		3,324,661		3,426,022		3,570,838		3,715,654		3,860,470		4,005,286				手取り収入　（A-B) テド シュウニュウ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		316.0		212.4		228.7		246.8		261.8		273.3		288.1		301.7		317.1		332.5		342.6		357.1		371.6		386.0

		手取り収入 （夫） テド シュウニュウ オット						1,314,480		1,477,467		1,658,487		1,808,187		1,945,261		2,093,008		2,229,127		2,382,994		2,536,861		2,638,222		2,783,038		2,927,854		3,072,670		3,217,486

		手取り収入（世帯） テド シュウニュウ セタイ						212		229		247		262		273		288		302		317		332		343		357		372		386		401

		手取り収入 （夫） テド シュウニュウ オット						131		148		166		181		195		209		223		238		254		264		278		293		307		322

																																						※妻は所得税・住民税ともに非課税（収入より控除額の方が多いため） ツマ ショトクゼイ ジュウミンゼイ ヒカゼイ シュウニュウ コウジョ ガク ホウ オオ

		○モデル設定　 セッテイ				○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ																												2,002,643				※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除・配偶者（特別）控除のみ計上 シャカイ ホケンリョウ ゼンネン ショトク モト サンテイ コウジョ コウテキ ネンキン トウ コウジョ キュウヨ ショトク コウジョ シャカイ ホケンリョウ コウジョ キソ コウジョ ハイグウシャ トクベツ コウジョ ケイジョウ

		退職前の給与 タイショク マエ キュウヨ				夫 オット		基礎年金 キソ ネンキン		74		万円 マンエン						妻 ツマ		基礎年金 キソ ネンキン		74		万円 マンエン														※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。 カイゴ ホケンリョウ サイ サイ カン ケンコウ ホケンリョウ ウチ フク サイ イコウ コジン ベツ サンシュツ

		賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ						厚生年金 コウセイ ネンキン		120		万円 マンエン								厚生年金 コウセイ ネンキン		12		万円 マンエン														※国民健康保険料は世帯主に賦課されるが、後期高齢者健康保険料は個人別に賦課される。												（参考） サンコウ		協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　																				348,931円（12ヵ月分前納のケース） ゲツ ブン ゼンノウ

		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン						加給年金 カキュウ ネンキン		39		万円 マンエン		（65～67歳） サイ						振替加算 フリカエ カサン		2		万円 マンエン		（65歳から） サイ												○モデル設定　夫 セッテイ オット								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ						前年の年収が417.6万（月34.8万円）のとき　国保保険料（配偶者も国保）　 ゼンネン ネンシュウ ００００ ゲツ マンエン コクホ ホケンリョウ ハイグウシャ コクホ																				348,368円 エン

								基金 キキン		26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン																								60歳以前の給与 サイ イゼン マエ キュウヨ		55		万円 マンエン				夫 オット		基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン								妻 ツマ		基礎年金 キソ ネンキン				76		万円 マンエン

																																						賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		110		万円 マンエン						厚生年金 コウセイ ネンキン				140		万円 マンエン										厚生年金 コウセイ ネンキン				12		万円 マンエン

																																						社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		110.0		万円 マンエン						加給年金 カキュウ ネンキン				39		万円 マンエン		（65～67歳） サイ								振替加算 フリカエ カサン				2		万円 マンエン		（65歳～） サイ

																																						再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ		32.5		万円 マンエン						基金 キキン				26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		2,790,000		2,400,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000		3,000,000		3,200,000		3,400,000		3,600,000		3,800,000		4,000,000				賞与 ショウヨ		なし

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1100000		1,100,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58		万円 マンエン

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		1,690,000		1,300,000		200,000		400,000		600,000		800,000		1,000,000		1,200,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000

		基礎控除 キソ コウジョ		480000		480000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		312,504		0		85,520		122,533		141,513		191,813		239,693		265,873		305,733		324,713		343,693		373,473		392,453		411,433		430,413		449,393

		課税所得 カゼイ ショトク		517,496		440,000		0		0		0		0		307		174,127		334,267		515,287		696,307		866,527		1,047,547		1,228,567		1,409,587		1,590,607

		所得税（税率5％OR10％） ショトクゼイ ゼイリツ		25874.8		22000		0		0		0		0		15.35		8706.35		16713.35		25764.35		34815.35		86652.7		104754.7		122856.7		140958.7		159060.7



		年金収入 ネンキン シュウニュウ		2,790,000		2,400,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000		3,000,000		3,200,000		3,400,000		3,600,000		3,800,000		4,000,000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1100000		1100000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		1,690,000		1,300,000		200,000		400,000		600,000		800,000		1,000,000		1,200,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000

		基礎控除 キソ コウジョ		430000		430000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		ERROR:#REF!		312,504		85,520		122,533		141,513		191,813		239,693		265,873		305,733		324,713		343,693		373,473		392,453		411,433		430,413		449,393

		課税所得 カゼイ ショトク		ERROR:#REF!		227,496		0		0		0		0		100,307		274,127		434,267		615,287		796,307		966,527		1,147,547		1,328,567		1,509,587		1,690,607

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン		ERROR:#REF!		27,750		0		0		0		0		15,031		32,413		48,427		66,529		84,631		101,653		119,755		137,857		155,959		174,061









単身世帯モデル

				住民税非課税 ジュウミンゼイ ヒカゼイ																所得税率5％ ショトク ゼイリツ										所得税率10％ ショトク ゼイリツ				○退職後の社会保険料・税の推移（概算）　単身世帯モデル タイショクゴ シャカイ ホケンリョウ ゼイ スイイ ガイサン タンシン セタイ																																		（単位：万円） タンイ マンエン

		年齢 ネンレイ		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65				年齢 ネンレイ		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		年金等収入 ネンキン トウ シュウニュウ		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000		3,000,000		3,200,000		3,400,000		3,600,000		3,800,000		4,000,000				年金等収入 ネンキン トウ シュウニュウ		140		160		180		200		220		240		260		280		300		320		340		360		380		400		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		200,000		400,000		600,000		800,000		1,000,000		1,200,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000

		世帯収入 セタイ シュウニュウ		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000		3,000,000		3,200,000		3,400,000		3,600,000		3,800,000		4,000,000				世帯収入 （A) セタイ シュウニュウ		140		160		180		200		220		240		260		280		300		320		340		360		380		400		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		国民健康保険料 コクミン ケンコウ ホケンリョウ		15,660		32,743		51,723		86,363		115,783		134,763		153,743		172,723		191,703		210,683		229,663		248,643		267,623		286,603				国民健康保険料 コクミン ケンコウ ホケンリョウ		1.6		3.3		5.2		8.6		11.6		13.5		15.4		17.3		19.2		21.1		23.0		24.9		26.8		28.7		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		54,200		83,100		83,100		83,100		83,100		90,300		90,300		90,300		90,300		101,100		101,100		101,100		101,100		101,100				介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		5.4		8.3		8.3		8.3		8.3		9.0		9.0		9.0		9.0		10.1		10.1		10.1		10.1		10.1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		社会保険料　計 シャカイ ホケンリョウ ケイ		69,860		115,843		134,823		169,463		198,883		225,063		244,043		263,023		282,003		311,783		330,763		349,743		368,723		387,703				社会保険料　小計 シャカイ ホケンリョウ ショウケイ		7.0		11.6		13.5		16.9		19.9		22.5		24.4		26.3		28.2		31.2		33.1		35.0		36.9		38.8		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		所得税　（当年所得にかかる） ショトクゼイ トウネン ショトク		0		0		4,259		12,527		21,056		29,747		38,798		47,849		56,900		130,822		148,924		167,026		185,128		203,230				所得税　（当年所得にかかる） ショトクゼイ トウネン ショトク		0.0		0.0		0.4		1.3		2.1		3.0		3.9		4.8		5.7		13.1		14.9		16.7		18.5		20.3		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		住民税　（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ゼンネン ショトク		0		5,000		18,518		52,000		52,112		69,494		87,596		105,698		123,800		140,822		158,924		177,026		195,128		213,230				住民税　（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ゼンネン ショトク		ERROR:#REF!		0.0		1.9		5.2		5.2		6.9		8.8		10.6		12.4		14.1		15.9		17.7		19.5		21.3		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		税　小計 ゼイ ショウケイ		0		5,000		22,777		64,527		73,168		99,241		126,394		153,547		180,700		271,643		307,847		344,051		380,255		416,459				税　小計 ゼイ ショウケイ		0.0		0.5		2.3		6.5		7.3		9.9		12.6		15.4		18.1		27.2		30.8		34.4		38.0		41.6		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		税・社会保険料（世帯）　総計 ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		69,860		120,843		157,600		233,990		272,051		324,304		370,437		416,570		462,703		583,426		638,610		693,794		748,978		804,162				所得税・住民税・社会保険料
総計　（B) ショトクゼイ ジュウミンゼイ シャカイ ホケンリョウ ソウケイ		7.0		12.1		15.8		23.4		27.2		32.4		37.0		41.7		46.3		58.3		63.9		69.4		74.9		80.4		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				1,330,140		1,479,157		1,642,400		1,766,010		1,927,949		2,075,696		2,229,563		2,383,430		2,537,297		2,616,574		2,761,390		2,906,206		3,051,022		3,195,838						133.0		147.9		164.2		176.6		192.8		207.6		223.0		238.3		253.7		261.7		276.1		290.6		305.1		319.6		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		世帯収入に占める税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		5.0%		7.6%		8.8%		11.7%		12.4%		13.5%		14.2%		14.9%		15.4%		18.2%		18.8%		19.3%		19.7%		20.1%				世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		5%		8%		9%		12%		12%		14%		14%		15%		15%		18%		19%		19%		20%		20%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		手取り収入 テド シュウニュウ		1,260,280		1,363,314		1,507,577		1,596,547		1,729,066		1,850,633		1,985,520		2,120,407		2,255,294		2,304,791		2,430,627		2,556,463		2,682,299		2,808,135

		手取り収入 テド シュウニュウ		　　　		136		151		160		173		185		199		212		226		230		243		256		268		281				※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除のみ計上 シャカイ ホケンリョウ ゼンネン ショトク モト サンテイ コウジョ コウテキ ネンキン トウ コウジョ キュウヨ ショトク コウジョ シャカイ ホケンリョウ コウジョ キソ コウジョ ケイジョウ



		○モデル設定　 セッテイ								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ																								※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。 カイゴ ホケンリョウ サイ サイ カン ケンコウ ホケンリョウ ウチ フク サイ イコウ コジン ベツ サンシュツ												（参考） サンコウ		協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　																				348,931円（12ヵ月分前納のケース） ゲツ ブン ゼンノウ

																																																前年の年収が486万（月40.5万円）のとき　国保保険料 ゼンネン ネンシュウ ００００ ゲツ マンエン コクホ ホケンリョウ																				348,098円 エン

		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58.0		万円 マンエン				加給年金 カキュウ ネンキン		なし																						○モデル設定 セッテイ								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ

										基金 キキン		26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン																		60歳以前の給与 サイ イゼン マエ キュウヨ		55		万円 マンエン				基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン

																																		賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		110		万円 マンエン				厚生年金 コウセイ ネンキン				140		万円 マンエン

																																		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		110.0		万円 マンエン				加給年金 カキュウ ネンキン				なし

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000		3,000,000		3,200,000		3,400,000		3,600,000		3,800,000		4,000,000				再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ		32		万円 マンエン				基金 キキン				26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000				賞与 ショウヨ		なし

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		200,000		400,000		600,000		800,000		1,000,000		1,200,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58		万円 マンエン

		基礎控除 キソ コウジョ		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		69,860		115,843		134,823		169,463		198,883		225,063		244,043		263,023		282,003		311,783		330,763		349,743		368,723		387,703

		課税所得 カゼイ ショトク		0		0		85,177		250,537		421,117		594,937		775,957		956,977		1,137,997		1,308,217		1,489,237		1,670,257		1,851,277		2,032,297

		所得税（税率5％OR10％） ショトクゼイ ゼイリツ		0		0		4258.85		12526.85		21055.85		29746.85		38797.85		47848.85		56899.85		130821.7		148923.7		167025.7		185127.7		203229.7																								給与所得 キュウヨ ショトク

																																						4800000				0.2		440000		＝		控除 コウジョ		1400000				3400000

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000		3,000,000		3,200,000		3,400,000		3,600,000		3,800,000		4,000,000								4860000				0.2		440000						1412000				3448000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000								4176000				0.2		440000						1275200				2900800

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		200,000		400,000		600,000		800,000		1,000,000		1,200,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000								5200000				0.2		440000						1480000				3720000

		基礎控除 キソ コウジョ		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		69,860		115,843		134,823		169,463		198,883		225,063		244,043		263,023		282,003		311,783		330,763		349,743		368,723		387,703

		課税所得 カゼイ ショトク		0		0		135,177		470,000		471,117		644,937		825,957		1,006,977		1,187,997		1,358,217		1,539,237		1,720,257		1,901,277		2,082,297

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン		0		5000		18517.7		52000		52111.7		69493.7		87595.7		105697.7		123799.7		140821.7		158923.7		177025.7		195127.7		213229.7





手取り

		年金等収入金額別の手取り概算額 ネンキン トウ シュウニュウ キンガク ベツ テド ガイサン ガク																住民税が非課税になる目安額（文京区） ジュウミンゼイ ヒカゼイ メヤス ガク ブンキョウク

		 所得税・住民税・国民健康保険・介護保険料の差引後 ショトクゼイ ジュウミンゼイ コクミン ケンコウ ホケン カイゴ ホケンリョウ サシヒキ ゴ																令和元年度 レイ ワ ガンネン ド

												(単位：万円） タンイ マンエン										(単位：万円） タンイ マンエン

		扶養配偶者あり2人世帯 フヨウ ハイグウシャ ニン セタイ								単身世帯 タンシン セタイ								扶養人数 フヨウ ニンズウ		公的年金等収入が
以下の金額以下 コウテキ ネンキン トウ シュウニュウ イカ キンガク イカ

		夫の分 オット ブン				世帯合計 セタイ ゴウケイ														課税なし カゼイ		均等割のみ課税 キントウワ カゼイ

		額面 ガクメン		手取り テド		額面 ガクメン		手取り テド		額面 ガクメン		手取り テド						0		155		155

		140		131		226		212		140		126						1人		211		222

		160		148		246		229		160		136						2人		246		257

		180		166		266		247		180		151						3人		281		292

		200		181		286		262		200		160						4人		316		327

		220		195		306		273		220		173						※ 収入は公的年金等収入（公的年金+企業年金）のみ シュウニュウ コウテキ ネンキン トウ シュウニュウ コウテキ ネンキン キギョウ ネンキン

		240		209		326		288		240		185

		260		223		346		302		260		199

		280		238		366		317		280		212

		300		254		386		332		300		226

		320		264		406		343		320		230

		340		278		426		357		340		243

		360		293		446		372		360		256

		380		307		466		386		380		268

		400		322		486		401		400		281

		※ 東京都文京区の令和元年度額を元に試算 トウキョウト ブンキョウク レイワ ガン ネンド ガク モト シサン

		※ 扶養あり2人世帯の被扶養配偶者の年金収入は86万円とした フヨウ ニン セタイ ヒ フヨウ ハイグウシャ ネンキン シュウニュウ マンエン

		※ 年齢は夫婦・単身ともに65歳以上70歳未満として試算 ネンレイ フウフ タンシン サイイジョウ サイミマン シサン

		※ 収入は公的年金等収入（公的年金+企業年金）のみ シュウニュウ コウテキ ネンキン トウ シュウニュウ コウテキ ネンキン キギョウ ネンキン






専業主婦モデル 

														ここまで住民税非課税 ジュウミンゼイ ヒカゼイ										所得税率5％ ショトク ゼイリツ										所得税率10％ ショトク ゼイリツ				○退職後の社会保険料・税の推移（概算）　サラリーマンとパート主婦モデル タイショクゴ シャカイ ホケンリョウ ゼイ スイイ ガイサン シュフ																																		（単位：万円） タンイ マンエン

		年齢（夫） ネンレイ オット		67		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68				年齢（夫） ネンレイ オット		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		67		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68

		年齢（妻） ネンレイ ツマ		64		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65				年齢（妻） ネンレイ ツマ		62		ERROR:#REF!		64		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65

		年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		2,790,000		2,400,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000		3,000,000		3,200,000		3,400,000		3,600,000		3,800,000		4,000,000				年金等収入（夫） ネンキン トウ シュウニュウ オット		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		279		240		140		160		180		200		220		240		260		280		300		320		340		360		380

		総所得額 （夫） ソウショトクガク オット				1,300,000		200,000		400,000		600,000		800,000		1,000,000		1,200,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000

		年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		1,000,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000		860,000				年金等収入（妻） ネンキン トウ シュウニュウ ツマ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		100		86		86		86		86		86		86		86		86		86		86		86		86		86		86

		世帯収入 セタイ シュウニュウ		3,790,000		3,260,000		2,260,000		2,460,000		2,660,000		2,860,000		3,060,000		3,260,000		3,460,000		3,660,000		3,860,000		4,060,000		4,260,000		4,460,000		4,660,000		4,860,000				世帯収入 （A) セタイ シュウニュウ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		379		326		226		246		266		286		306		326		346		366		386		406		426		446		466

		任意継続保険料（世帯） ニンイ ケイゾク ホケンリョウ セタイ																																				協会けんぽ（任意継続）　（世帯） キョウカイ ニンイ ケイゾク セタイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		222,204				31,320		68,333		87,313		137,613		156,593		175,573		215,433		234,413		253,393		272,373		291,353		310,333		329,313		348,293				国民健康保険料（世帯） コクミン ケンコウ ホケンリョウ セタイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		22.2		0.0		3.1		6.8		8.7		13.8		15.7		17.6		21.5		23.4		25.3		27.2		29.1		31.0		32.9

		介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		90,300				54,200		54,200		54,200		54,200		83,100		90,300		90,300		90,300		90,300		101,100		101,100		101,100		101,100		101,100				介護保険料（夫） カイゴ ホケンリョウ オット		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		9.0		0.0		5.4		5.4		5.4		5.4		8.3		9.0		9.0		9.0		9.0		10.1		10.1		10.1		10.1

		社会保険料（夫）　計 シャカイ ホケンリョウ オット ケイ		312,504		0		85,520		122,533		141,513		191,813		239,693		265,873		305,733		324,713		343,693		373,473		392,453		411,433		430,413		449,393				社会保険料　小計 シャカイ ホケンリョウ ショウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		31.3		0.0		8.6		12.3		14.2		19.2		24.0		26.6		30.6		32.5		34.4		37.3		39.2		41.1		43.0

		後期高齢者保険料（妻） コウキ コウレイシャ ホケンリョウ ツマ																																				後期高齢者健康保険料（妻） コウキ コウレイシャ ケンコウ ホケンリョウ ツマ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ		0		50,600		50,600		50,600		50,600		50,600		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200				介護保険料（妻） カイゴ ホケンリョウ ツマ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.0		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2

		社会保険料（妻）　計 シャカイ ホケンリョウ ツマ ケイ		0		50,600		50,600		50,600		50,600		50,600		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200		72,200				社会保険料　小計 シャカイ ホケンリョウ ショウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.0		5.1		5.1		5.1		5.1		5.1		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2

		所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		25,875		22,000		0		0		0		0		0		3,706		11,713		20,764		29,815		76,653		94,755		112,857		130,959		149,061				所得税　夫（当年所得にかかる） ショトクゼイ オット トウネン ショトク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2.6		2.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		1.2		2.1		3.0		7.7		9.5		11.3		13.1

		住民税　夫（当年所得で計算） ジュウミンゼイ オット トウネン ショトク ケイサン		ERROR:#REF!		27,750		0		0		0		0		19,819		30,031		47,413		63,427		81,529		99,631		116,653		134,755		152,857		170,959				住民税　夫（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ オット ゼンネン ショトク		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2.8		0.0		0.0		0.0		0.0		2.0		3.0		4.7		6.3		8.2		10.0		11.7		13.5		15.3

		税　小計 ゼイ ショウケイ		ERROR:#REF!		49,750		0		0		0		0		19,819		33,737		59,126		84,191		111,344		176,283		211,407		247,611		283,815		320,019				税　小計 ゼイ ショウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.0		3.4		5.9		8.4		11.1		17.6		21.1		24.8		28.4

		税・社会保険料（世帯）　総計 ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		ERROR:#REF!		100,350		136,120		173,133		192,113		242,413		331,712		371,810		437,059		481,104		527,237		621,956		676,060		731,244		786,428		841,612				所得税・住民税・社会保険料（世帯）
総計　（B) ショトク ゼイ ジュウミンゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		10.0		13.6		17.3		19.2		24.2		33.2		37.2		43.7		48.1		52.7		62.2		67.6		73.1		78.6

				ERROR:#REF!		3,159,650		2,123,880		2,286,867		2,467,887		2,617,587		2,728,288		2,888,190		3,022,941		3,178,896		3,332,763		3,438,044		3,583,940		3,728,756		3,873,572		4,018,388						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		316.0		212.4		228.7		246.8		261.8		272.8		288.8		302.3		317.9		333.3		343.8		358.4		372.9		387.4

		世帯収入に占める税・
社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		ERROR:#REF!		3.1%		6.0%		7.0%		7.2%		8.5%		10.8%		11.4%		12.6%		13.1%		13.7%		15.3%		15.9%		16.4%		16.9%		17.3%				世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3%		6%		7%		7%		8%		11%		11%		13%		13%		14%		15%		16%		16%		17%

		手取り収入（世帯） テド シュウニュウ セタイ						2,123,880		2,286,867		2,467,887		2,617,587		2,728,288		2,888,190		3,022,941		3,178,896		3,332,763		3,438,044		3,583,940		3,728,756		3,873,572		4,018,388				手取り収入　（A-B) テド シュウニュウ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		316.0		212.4		228.7		246.8		261.8		272.8		288.8		302.3		317.9		333.3		343.8		358.4		372.9		387.4

		手取り収入 （夫） テド シュウニュウ オット						1,314,480		1,477,467		1,658,487		1,808,187		1,940,488		2,100,390		2,235,141		2,391,096		2,544,963		2,650,244		2,796,140		2,940,956		3,085,772		3,230,588

		手取り収入（世帯） テド シュウニュウ セタイ						212		229		247		262		273		289		302		318		333		344		358		373		387		402

		手取り収入 （夫） テド シュウニュウ オット						131		148		166		181		194		210		224		239		254		265		280		294		309		323

																																						※妻は所得税・住民税ともに非課税（収入より控除額の方が多いため） ツマ ショトクゼイ ジュウミンゼイ ヒカゼイ シュウニュウ コウジョ ガク ホウ オオ

		○モデル設定　 セッテイ				○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ																												2,009,194				※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除・配偶者（特別）控除のみ計上 シャカイ ホケンリョウ ゼンネン ショトク モト サンテイ コウジョ コウテキ ネンキン トウ コウジョ キュウヨ ショトク コウジョ シャカイ ホケンリョウ コウジョ キソ コウジョ ハイグウシャ トクベツ コウジョ ケイジョウ

		退職前の給与 タイショク マエ キュウヨ				夫 オット		基礎年金 キソ ネンキン		74		万円 マンエン						妻 ツマ		基礎年金 キソ ネンキン		74		万円 マンエン														※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。 カイゴ ホケンリョウ サイ サイ カン ケンコウ ホケンリョウ ウチ フク サイ イコウ コジン ベツ サンシュツ

		賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ						厚生年金 コウセイ ネンキン		120		万円 マンエン								厚生年金 コウセイ ネンキン		12		万円 マンエン														※国民健康保険料は世帯主に賦課されるが、後期高齢者健康保険料は個人別に賦課される。												（参考） サンコウ		協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　																				348,931円（12ヵ月分前納のケース） ゲツ ブン ゼンノウ

		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン						加給年金 カキュウ ネンキン		39		万円 マンエン		（65～67歳） サイ						振替加算 フリカエ カサン		2		万円 マンエン		（65歳から） サイ												○モデル設定　夫 セッテイ オット								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ						前年の年収が417.6万（月34.8万円）のとき　国保保険料（配偶者も国保）　 ゼンネン ネンシュウ ００００ ゲツ マンエン コクホ ホケンリョウ ハイグウシャ コクホ																				348,368円 エン

								基金 キキン		26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン																								60歳以前の給与 サイ イゼン マエ キュウヨ		55		万円 マンエン				夫 オット		基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン								妻 ツマ		基礎年金 キソ ネンキン				76		万円 マンエン

																																						賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		110		万円 マンエン						厚生年金 コウセイ ネンキン				140		万円 マンエン										厚生年金 コウセイ ネンキン				12		万円 マンエン

																																						社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		110.0		万円 マンエン						加給年金 カキュウ ネンキン				39		万円 マンエン		（65～67歳） サイ								振替加算 フリカエ カサン				2		万円 マンエン		（65歳～） サイ

																																						再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ		32.5		万円 マンエン						基金 キキン				26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		2,790,000		2,400,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000		3,000,000		3,200,000		3,400,000		3,600,000		3,800,000		4,000,000				賞与 ショウヨ		なし

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1100000		1,100,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58		万円 マンエン

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		1,690,000		1,300,000		200,000		400,000		600,000		800,000		1,000,000		1,200,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000

		基礎控除 キソ コウジョ		480000		480000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ		380000		380000		380000		380000		380000		380000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000		480000

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		312,504		0		85,520		122,533		141,513		191,813		239,693		265,873		305,733		324,713		343,693		373,473		392,453		411,433		430,413		449,393

		課税所得 カゼイ ショトク		517,496		440,000		0		0		0		0		0		74,127		234,267		415,287		596,307		766,527		947,547		1,128,567		1,309,587		1,490,607

		所得税（税率5％OR10％） ショトクゼイ ゼイリツ		25874.8		22000		0		0		0		0		0		3706.35		11713.35		20764.35		29815.35		76652.7		94754.7		112856.7		130958.7		149060.7



		年金収入 ネンキン シュウニュウ		2,790,000		2,400,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000		3,000,000		3,200,000		3,400,000		3,600,000		3,800,000		4,000,000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1100000		1100000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		1,690,000		1,300,000		200,000		400,000		600,000		800,000		1,000,000		1,200,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000

		基礎控除 キソ コウジョ		430000		430000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		ERROR:#REF!		312,504		0		85,520		122,533		141,513		191,813		239,693		265,873		305,733		324,713		343,693		373,473		392,453		411,433		430,413

		課税所得 カゼイ ショトク		ERROR:#REF!		227,496		0		0		0		0		148,187		250,307		424,127		584,267		765,287		946,307		1,116,527		1,297,547		1,478,567		1,659,587

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン		ERROR:#REF!		27,750		0		0		0		0		19,819		30,031		47,413		63,427		81,529		99,631		116,653		134,755		152,857		170,959









単身世帯モデル

				住民税非課税 ジュウミンゼイ ヒカゼイ																所得税率5％ ショトク ゼイリツ										所得税率10％ ショトク ゼイリツ				○退職後の社会保険料・税の推移（概算）　単身世帯モデル タイショクゴ シャカイ ホケンリョウ ゼイ スイイ ガイサン タンシン セタイ																																		（単位：万円） タンイ マンエン

		年齢 ネンレイ		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65				年齢 ネンレイ		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		年金等収入 ネンキン トウ シュウニュウ		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000		3,000,000		3,200,000		3,400,000		3,600,000		3,800,000		4,000,000				年金等収入 ネンキン トウ シュウニュウ		140		160		180		200		220		240		260		280		300		320		340		360		380		400		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		200,000		400,000		600,000		800,000		1,000,000		1,200,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000

		世帯収入 セタイ シュウニュウ		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000		3,000,000		3,200,000		3,400,000		3,600,000		3,800,000		4,000,000				世帯収入 （A) セタイ シュウニュウ		140		160		180		200		220		240		260		280		300		320		340		360		380		400		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		国民健康保険料 コクミン ケンコウ ホケンリョウ		15,660		32,743		51,723		86,363		115,783		134,763		153,743		172,723		191,703		210,683		229,663		248,643		267,623		286,603				国民健康保険料 コクミン ケンコウ ホケンリョウ		1.6		3.3		5.2		8.6		11.6		13.5		15.4		17.3		19.2		21.1		23.0		24.9		26.8		28.7		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		54,200		83,100		83,100		83,100		83,100		90,300		90,300		90,300		90,300		101,100		101,100		101,100		101,100		101,100				介護保険料 カイゴ ホケンリョウ		5.4		8.3		8.3		8.3		8.3		9.0		9.0		9.0		9.0		10.1		10.1		10.1		10.1		10.1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		社会保険料　計 シャカイ ホケンリョウ ケイ		69,860		115,843		134,823		169,463		198,883		225,063		244,043		263,023		282,003		311,783		330,763		349,743		368,723		387,703				社会保険料　小計 シャカイ ホケンリョウ ショウケイ		7.0		11.6		13.5		16.9		19.9		22.5		24.4		26.3		28.2		31.2		33.1		35.0		36.9		38.8		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		所得税　（当年所得にかかる） ショトクゼイ トウネン ショトク		0		0		4,259		12,527		21,056		29,747		38,798		47,849		56,900		130,822		148,924		167,026		185,128		203,230				所得税　（当年所得にかかる） ショトクゼイ トウネン ショトク		0.0		0.0		0.4		1.3		2.1		3.0		3.9		4.8		5.7		13.1		14.9		16.7		18.5		20.3		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		住民税　（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ゼンネン ショトク		168,700		0		5,000		18,518		52,000		52,112		69,494		87,596		105,698		123,800		140,822		158,924		177,026		195,128				住民税　（前年所得にかかる） ジュウミンゼイ ゼンネン ショトク		16.9		0.0		0.5		1.9		5.2		5.2		6.9		8.8		10.6		12.4		14.1		15.9		17.7		19.5		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		税　小計 ゼイ ショウケイ		168,700		0		9,259		31,045		73,056		81,859		108,292		135,445		162,598		254,621		289,745		325,949		362,153		398,357				税　小計 ゼイ ショウケイ		16.9		0.0		0.9		3.1		7.3		8.2		10.8		13.5		16.3		25.5		29.0		32.6		36.2		39.8		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		税・社会保険料（世帯）　総計 ゼイ シャカイ ホケンリョウ セタイ ソウケイ		238,560		115,843		144,082		200,508		271,939		306,922		352,335		398,468		444,601		566,404		620,508		675,692		730,876		786,060				所得税・住民税・社会保険料
総計　（B) ショトクゼイ ジュウミンゼイ シャカイ ホケンリョウ ソウケイ		23.9		11.6		14.4		20.1		27.2		30.7		35.2		39.8		44.5		56.6		62.1		67.6		73.1		78.6		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				1,161,440		1,484,157		1,655,918		1,799,492		1,928,061		2,093,078		2,247,665		2,401,532		2,555,399		2,633,596		2,779,492		2,924,308		3,069,124		3,213,940						116.1		148.4		165.6		179.9		192.8		209.3		224.8		240.2		255.5		263.4		277.9		292.4		306.9		321.4		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		世帯収入に占める税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		17.0%		7.2%		8.0%		10.0%		12.4%		12.8%		13.6%		14.2%		14.8%		17.7%		18.3%		18.8%		19.2%		19.7%				世帯収入に占める
税・社会保険料の割合（B/A） セタイ シュウニュウ シ ゼイ シャカイ ホケンリョウ ワリアイ		17%		7%		8%		10%		12%		13%		14%		14%		15%		18%		18%		19%		19%		20%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		手取り収入 テド シュウニュウ		1,091,580		1,368,314		1,521,095		1,630,029		1,729,178		1,868,015		2,003,622		2,138,509		2,273,396		2,321,813		2,448,729		2,574,565		2,700,401		2,826,237

		手取り収入 テド シュウニュウ		109		137		152		163		173		187		200		214		227		232		245		257		270		283				※社会保険料は前年の所得を元に算定、控除については、公的年金等控除・給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除のみ計上 シャカイ ホケンリョウ ゼンネン ショトク モト サンテイ コウジョ コウテキ ネンキン トウ コウジョ キュウヨ ショトク コウジョ シャカイ ホケンリョウ コウジョ キソ コウジョ ケイジョウ



		○モデル設定　 セッテイ								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ																								※介護保険料は40歳～64歳の間は健康保険料の内に含まれているが、65歳以降は個人別に算出。 カイゴ ホケンリョウ サイ サイ カン ケンコウ ホケンリョウ ウチ フク サイ イコウ コジン ベツ サンシュツ												（参考） サンコウ		協会けんぽの任意継続保険料（退職前の給与が29万円以上の場合）　																				348,931円（12ヵ月分前納のケース） ゲツ ブン ゼンノウ

																																																前年の年収が486万（月40.5万円）のとき　国保保険料 ゼンネン ネンシュウ ００００ ゲツ マンエン コクホ ホケンリョウ																				348,098円 エン

		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58.0		万円 マンエン				加給年金 カキュウ ネンキン		なし																						○モデル設定 セッテイ								○年金等収入内訳 ネンキン トウ シュウニュウ ウチワケ

										基金 キキン		26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン																		60歳以前の給与 サイ イゼン マエ キュウヨ		55		万円 マンエン				基礎年金 キソ ネンキン				74		万円 マンエン

																																		賞与（年2回計） ショウヨ ネン カイ ケイ		110		万円 マンエン				厚生年金 コウセイ ネンキン				140		万円 マンエン

																																		社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		110.0		万円 マンエン				加給年金 カキュウ ネンキン				なし

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000		3,000,000		3,200,000		3,400,000		3,600,000		3,800,000		4,000,000				再雇用後の給与 サイコヨウ ゴ キュウヨ		32		万円 マンエン				基金 キキン				26		万円 マンエン		（60歳から15年間） サイ ネン カン

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000				賞与 ショウヨ		なし

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		200,000		400,000		600,000		800,000		1,000,000		1,200,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000				社会保険料（自己負担分） シャカイ ホケンリョウ ジコ フタン ブン		58		万円 マンエン

		基礎控除 キソ コウジョ		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000		380000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		69,860		115,843		134,823		169,463		198,883		225,063		244,043		263,023		282,003		311,783		330,763		349,743		368,723		387,703

		課税所得 カゼイ ショトク		0		0		85,177		250,537		421,117		594,937		775,957		956,977		1,137,997		1,308,217		1,489,237		1,670,257		1,851,277		2,032,297

		所得税（税率5％OR10％） ショトクゼイ ゼイリツ		0		0		4258.85		12526.85		21055.85		29746.85		38797.85		47848.85		56899.85		130821.7		148923.7		167025.7		185127.7		203229.7																								給与所得 キュウヨ ショトク

																																						4800000				0.2		440000		＝		控除 コウジョ		1400000				3400000

		年金収入 ネンキン シュウニュウ		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000		3,000,000		3,200,000		3,400,000		3,600,000		3,800,000		4,000,000								4860000				0.2		440000						1412000				3448000

		公的年金等控除 コウテキ ネンキン トウ コウジョ		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000		1200000								4176000				0.2		440000						1275200				2900800

		合計所得額（総所得額） ゴウケイ ショトク ガク ソウショトクガク		200,000		400,000		600,000		800,000		1,000,000		1,200,000		1,400,000		1,600,000		1,800,000		2,000,000		2,200,000		2,400,000		2,600,000		2,800,000								5200000				0.2		440000						1480000				3720000

		基礎控除 キソ コウジョ		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000		330000

		配偶者控除 ハイグウシャ コウジョ

		社会保険料控除 シャカイ ホケンリョウ コウジョ		69,860		115,843		134,823		169,463		198,883		225,063		244,043		263,023		282,003		311,783		330,763		349,743		368,723		387,703

		課税所得 カゼイ ショトク		0		0		135,177		470,000		471,117		644,937		825,957		1,006,977		1,187,997		1,358,217		1,539,237		1,720,257		1,901,277		2,082,297

		住民税（税率10％+均等割5,000円） ジュウミンゼイ ゼイリツ キントウワ ０００エン		0		5000		18517.7		52000		52111.7		69493.7		87595.7		105697.7		123799.7		140821.7		158923.7		177025.7		195127.7		213229.7





手取り

		年金等収入金額別の手取り概算額 ネンキン トウ シュウニュウ キンガク ベツ テド ガイサン ガク																住民税が非課税になる目安額（文京区） ジュウミンゼイ ヒカゼイ メヤス ガク ブンキョウク

		　所得税・住民税・国民健康保険・介護保険料の差引後 ショトクゼイ ジュウミンゼイ コクミン ケンコウ ホケン カイゴ ホケンリョウ サシヒキ ゴ										(単位：万円） タンイ マンエン						令和元年度 レイ ワ ガンネン ド				(単位：万円） タンイ マンエン

		扶養配偶者あり2人世帯 フヨウ ハイグウシャ ニン セタイ								単身世帯 タンシン セタイ								扶養人数 フヨウ ニンズウ		公的年金等収入が
以下の金額以下 コウテキ ネンキン トウ シュウニュウ イカ キンガク イカ

		夫の分 オット ブン				世帯合計 セタイ ゴウケイ														課税なし カゼイ		均等割のみ課税 キントウワ カゼイ

		額面 ガクメン		手取り テド		額面 ガクメン		手取り テド		額面 ガクメン		手取り テド						0		155		155

		160		148		246		229		160		137						1人		211		222

		180		166		266		247		180		152						2人		246		257

		200		181		286		262		200		163						3人		281		292

		220		194		306		273		220		173						4人		316		327

		240		210		326		289		240		187						※ 収入は公的年金等収入（公的年金+企業年金）のみとした シュウニュウ コウテキ ネンキン トウ シュウニュウ コウテキ ネンキン キギョウ ネンキン

		260		224		346		302		260		200

		280		239		366		318		280		214

		300		254		386		333		300		227

		320		265		406		344		320		232

		340		280		426		358		340		245

		360		294		446		373		360		257

		380		309		466		387		380		270

		400		323		486		402		400		283

		※ 東京都文京区の例和元年度額を元に試算 トウキョウト ブンキョウク レイ ワ ガン ネンド ガク モト シサン

		※ 扶養あり2人世帯の被扶養配偶者の年金収入は86万円とした フヨウ ニン セタイ ヒ フヨウ ハイグウシャ ネンキン シュウニュウ マンエン

		※ 年齢は夫婦・単身ともに65歳以上70歳未満として試算 ネンレイ フウフ タンシン サイイジョウ サイミマン シサン

		※ 収入は公的年金等収入（公的年金+企業年金）のみ シュウニュウ コウテキ ネンキン トウ シュウニュウ コウテキ ネンキン キギョウ ネンキン







53確定拠出年金の受け取り方と税金について

企業型確定拠出年金（DC年金）・iDeCoの受け取り方には「年金」「一時金」
「年金と一時金の組み合わせ」の３種類があり、受け取り方によって税金のかかり
方が変わってくる。

年金受け取りの場合・・・税法上は「雑所得」になる。公的年金と合算し
て、公的年金等控除額を引いて課税所得額を算出

・公的年金等の雑所得＝収入金額（公的年金+１年分のDC年金）－
公的年金等控除額

一時金受け取りの場合・・・税法上は「退職所得」になる。退職金と合算
して、退職所得控除額を引いて課税所得額を算出
・退職所得＝｛収入金額（退職金+一時金受取のDC年金）－ 退職所

得控除額｝×１／２

税金の計算方法については「社会保険」のテキストを参照

年金と一時金組み合わせの場合・・・年金受け取り分は公的年金等の
雑所得、一時金受け取り分は退職所得の計算式をそれぞれ用いる

参考資料
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確定拠出年金（DC年金）を一時金で受け取らず
年金受取にした場合のワークシートの記入方法

現在 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後 11年後 12年後 13年後 14年後 15年後 16年後 17年後

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
25 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28

800 800 800 400 400 400 400 400

74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

39 39

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

76 76 76 76 76 76 76 76

10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 2 2 2 2 2 2 2

公
的
年
金

基礎年金

厚生年金

加給年金/振替加算

収
　
 
 
入

本
 
人

給与・賞与

公
的
年
金

基礎年金

厚生年金

加給年金/振替加算

配
　
偶
　
者

給与・賞与

企業年金

企業年金

年

年
齢

一郎（世帯主）

華子（配偶者）

翔太（長男）

美香（長女）

参考資料

例えば、60歳時点の積立金残高（予定）が500万円で10年受け取りを選択すると・・・


(P1)表紙

		



公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構

長期家計プランワークシート

（令和元年）



(P2)長期家計ワークシート (記入例) 

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）　【記入例】 チョウキカケイヒョウキニュウレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		700		300		200		100										80								80		300				100				50		80

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						800		800		800		400		400		400		400		400

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																				74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																				130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120		120

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																				39		39

						企業年金 キギョウネンキン												50		50		50		50		50		50		50		50		50		50

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																								76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76

								厚生年金 コウセイネンキン																						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																								2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		800		800		800		450		450		450		450		450		293		303		342		342		342		292		292		292		292		292		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				500

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		800		800		800		450		1650		450		450		450		293		303		342		342		342		292		792		292		292		292		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282		282

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		32		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		80		80		80		80		0		36		41		41		41		35		35		35		35		35		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		90		90		420

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		763		665		665		892		454		454		454		357		328		333		333		333		327		313		313		313		313		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312		312

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		763		665		665		892		654		1154		754		557		428		333		333		333		327		313		393		313		313		312		392		612		312		412		312		362		392		312		312		312		312		312

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										37		37		135		-215		758		-204		-704		-304		-264		-125		9		9		9		-35		479		-101		-21		-21		-30		-110		-330		-30		-130		-30		-80		-110		-30		-30		-30		-30		-30

		資産残高 シサンザンダカ						600				637		674		809		594		1,352		1,148		444		140		(124)		(249)		(240)		(231)		(222)		(257)		222		121		100		79		49		(60)		(390)		(420)		(550)		(579)		(659)		(769)		(799)		(828)		(858)		(888)		(918)





(P3)長期家計ワークシート

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表） チョウキカケイヒョウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		我が家の
ライフイベント ワヤ

		ライフイベント費  ヒ								①

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン

								厚生年金 コウセイネンキン

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ

				教育費 キョウイクヒ

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ

				ローン返済 ヘンサイ

				支出小計 ササデショウケイ						④		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産残高 シサンザンダカ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





(P4)長期家計ワークシート （改善例)

		長期家計プランワークシート（キャッシュフロー表）【改善例】 チョウキカケイヒョウカイゼンレイ

		本人（男）：　昭和38年5月2日生まれ ホンニンオトコショウワネンガツニチウ														配偶者（女）：昭和40年7月30日生まれ ハイグウシャオンナショウワネンガツニチウ

		年 ネン										現在 ゲンザイ		1年後		2年後		3年後		4年後		5年後		6年後		7年後		8年後		9年後		10年後		11年後		12年後		13年後		14年後		15年後		16年後		17年後		18年後		19年後		20年後		21年後		22年後		23年後		24年後		25年後		26年後		27年後		28年後		29年後		30年後

												2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049

		年　齢 トシヨワイ		一郎（世帯主） イチロウセタイヌシ								56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86

				華子（配偶者） ハナコハイグウシャ								54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84

				翔太（長男） ショウタチョウナン								25		26		27		28		29		30

				美香（長女） ミカチョウジョ								21		22		23		24		25		26		27		28		29

		我が家の
ライフイベント ワヤ												長女大学卒業 チョウジョダイガクソツギョウ		長女就職 チョウジョシュウショク				定年退職・再雇用 テイネンタイショクサイコヨウ		長男結婚 チョウナンケッコン		大規模リフォーム ダイキボ		車の買い替え		長女結婚 チョウジョケッコン		完全退職・老齢基礎年金受給開始
海外旅行 カンゼンタイショクロウレイキソネンキンジュキュウカイシカイガイリョコウ		配偶者特別支給の厚生年金受給開始		配偶者老齢基礎
 年金受給 ハイグウシャロウレイキソネンキンジュキュウ						海外旅行 カイガイリョコウ								海外旅行 カイガイリョコウ		車の買い替え				小規模リフォーム ショウキボ				金婚式 キンコンシキ		海外旅行

		ライフイベント費  ヒ								①												200		600		200		200		100										60								60		200				100				50		50

		収　  入 オサムイリ		本 人 ホンヒト		給与・賞与 キュウヨショウヨ						770		770		770		770		390		390		390		390		390

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																						74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

								厚生年金 コウセイネンキン																						131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131		131

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																						39		39

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B																				30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30

								加算部分② カサンブブン		C

				配　偶　者 クバグウシャ		給与・賞与 キュウヨショウヨ								65		65		65		65		65		65		65		65

						公的年金 コウテキネンキン		基礎年金 キソネンキン																										0		0		0		0		0		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

								厚生年金 コウセイネンキン																								10		0		0		0		0		0		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		14

								加給年金/振替加算 カキュウネンキンフリカエカサン																										2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

						企業年金 キギョウネンキン		基本部分 キホンブブン		A

								加算部分① カサンブブン		B

								加算部分② カサンブブン		C

				収入小計 シュウニュウショウケイ						②		770		835		835		835		455		455		455		455		455		274		284		237		237		237		237		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

				その他の収入 タシュウニュウ		臨時収入 リンジシュウニュウ				D										1200																				400

						子女からの食費 シジョショクヒ						36		36		72		72		72		36		36		36

						高年齢雇用継続給付金 コウネンレイコヨウケイゾクキュウフキン														23		23		23		23		23

		収入合計  オサムイリゴウケイ								③		806		871		907		907		1750		514		514		514		478		274		284		237		237		237		637		237		359		359		359		359		359		359		359		359		329		329		329		329		329		329		329

		支 出 ササデ		日常生活費 ニチジョウセイカツヒ								360		360		360		360		360		342		342		342		325		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260		260

				教育費 キョウイクヒ								98		98

				保険料（生命保険等） ホケンリョウセイメイホケントウ								32		24		24		24		24		24		24		24		24		24		16		16		16		16		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

				税金と社会保険料 ゼイキンシャカイホケンリョウ								183		183		183		183		78		78		78		78		78		33		34		28		28		28		28		28		43		43		43		43		43		43		43		43		40		40		40		40		40		40		40

				ローン返済 ヘンサイ								90		90		440		90		30

				支出小計 ササデショウケイ						④		763		755		1007		657		492		444		444		444		427		317		310		304		304		304		298		298		313		313		313		313		313		313		313		313		309		309		309		309		309		309		309

		支出合計 (①+④) シシュツゴウケイ								⑤		763		755		1007		657		492		644		1044		644		627		417		310		304		304		304		298		358		313		313		313		373		513		313		413		313		359		359		309		309		309		309		309

		収支差額 (③-⑤) オサムサササガク										43		116		-100		250		1258		-130		-530		-130		-149		-143		-26		-67		-67		-67		339		-121		46		46		46		-14		-154		46		-54		46		-30		-30		20		20		20		20		20

		資産残高 シサンザンダカ						600				643		759		659		909		2,167		2,037		1,507		1,377		1,228		1,085		1,059		992		924		857		1,196		1,074		1,120		1,167		1,213		1,199		1,045		1,091		1,037		1,083		1,053		1,023		1,043		1,062		1,082		1,102		1,122



保険全般を見直し
死亡保障・医療保障等を3段階で減らした。
満期受取金は100万円減少したが、
掛け金は86歳時点で272万円少なくすんだ。

長女の就職を期に住宅ローンの繰上げ返済を行った

海外旅行の予算を
見直した（2回目以降）

車の買い替えは
コンパクトカーにした

リフォームの予算を
見直した

継続雇用で働いた分、65歳以降の厚生年金が増額された

配偶者の公的年金の受け取りを両方（基礎・厚生）とも
5年繰り下げて、支給額を増やした（×1.42倍）

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできないので65歳になるまでは厚生年金を受給

同居中の長男長女から毎月食費を3万円ずついれてもらうこととした

本人の退職時まで配偶者もパート勤務することにした
（時給900円×5時間で週3日）

30年後の資産残高から予備費として300万円引いてみると残高は822万円になる。
さらに毎年の収支がプラスになり、残高が底をつく恐れは低くなった。

加算年金の受け取りを5年遅らせたことで、支給額が増えた（×1.07倍）



（p5）老後資金はいくら必要 

		老後資金はいくら必要？ ロウゴシキンヒツヨウ

		【Ａさん夫婦のケース】　Ａ氏：S35年5月生まれ（現在58歳）、妻：S37年6月生まれ（現在56歳） シネンツキウゲンザイサイツマネンツキウゲンザイサイ

		　前提１：高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）の1ヵ月の支出は約26万円、単身世帯の場合は約16万円（総務省平成29年「家計調査」）と同程度の
　　　　　 生活水準で暮らした場合 ゼンテイドウテイドセイカツスイジュンクバアイ

		　前提２：現在65歳の平均余命（男性が20年、女性が24年〈平成29年簡易生命表〉）の年齢（男性85歳、女性89歳）まで生きる場合 ゼンテイダンセイネンジョセイネンネンレイ

		① 「年金見込額試算書」や「ねんきん定期便」を基に 年金収入の合計を計算する ・・・ ア ネンキンミコミガクシサンショテイキビンモトネンキンシュウニュウゴウケイケイサン

				▼65歳 サイ				▼66歳 サイ										▼80歳 サイ				▼85歳 サイ						●		日常生活費以外の費用の例（ライフイベント費など）　…ウ ニチジョウセイカツヒイガイヒヨウレイヒ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		費用概算 ヒヨウガイサン

																														自宅リフォーム ジタク				700

																														海外旅行（４回） カイガイリョコウカイ		100×1回，80×3回 カイカイ		340

																														子どもの結婚援助（2人） コケッコンエンジョニン		200×2人 ニン		400

						▼64歳 サイ		▼65歳 サイ										▼78歳 サイ				▼83歳 サイ				▼89歳 サイ				車の買い替え（2回） クルマカカカイ				600

																														予備費 ヨビヒ				300

																														計 ケイ		2,340

																												●		年金以外の収入の例　…オ ネンキンイガイシュウニュウレイ

																																		（単位：万円） タンイマンエン

																														摘要 テキヨウ		概算の総額 ガイサンソウガク

																														退職金 タイショクキン				1,200

		② 基本生活費の合計を計算する ・・・ イ キホンセイカツヒゴウケイケイサン																												個人年金保険など コジンネンキンホケン		50×10年 ネン		500

								夫が85歳まで ・・・ 26万円×12月×20年＝ 6,240万円 オットサイマンエンツキネンマンエン																						養老保険満期金など ヨウロウホケンマンキキン				400

								夫死亡後 ・・・ 16万円×12月×6年＝ 1,152万円 オットシボウゴマンエンツキネンマンエン																						預貯金など ヨチョキン				600

		　 基本生活費の合計 6,240万円＋1,152万円＝ 7,392万円 キホンセイカツヒゴウケイマンエンマンエンマンエン																												計 ケイ		2,700

		③ 生活費以外の費用を見積る ・・・ ウ セイカツヒイガイヒヨウミツモリ

				定期的（毎月・毎年）にかかるわけではないが、発生する可能性が高い大きな出費や万が一のために手を付けずにとっておく資金の総額を見積もる。 テイキテキマイツキマイトシハッセイカノウセイタカオオシュッピ

						表ウの例で考えると　総額2,340万円 ヒョウレイカンガソウガクマンエン

		④ 老後の収支総額を確認　・・・　エ ロウゴシュウシソウガクカクニン

		　　		ア(収入合計)－イ(基本生活費合計)－ウ(生活費以外の費用)　 　7,390万円－7,392万円－2,340万円＝－2,342万円(不足) シュウニュウゴウケイキホンセイカツヒゴウケイセイカツヒイガイヒヨウマンエンフソク

				もし、住宅ローンなどの負債があれば不足額に加える。 ジュウタクフサイフソクガククワ

		⑤ 年金以外の収入（表オ参照）などをつかむ　・・・　オ ネンキンイガイシュウニュウヒョウサンショウ

				退職金、預貯金などがあれば、④でつかんだ不足額を補うことができる。 タイショクキンヨチョキンフソクガクオギナ

				－2,342万円＋2,700万円＝158万円　残高がプラスであれば余裕資金となりマイナスであればさらなる収入の確保や支出の削減を検討する マンエンマンエンマンエンザンダカヨユウシキンシュウニュウカクホシシュツサクゲンケントウ

		※なお、ゆとりあるセカンドライフの生活費は月額約34万から38万円といわれている。 セイカツヒゲツガクヤクマンマンエン
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参 考

65歳以降の
基本生活費

　　　　　　老齢厚生年金 130万円

老齢基礎年金 74万円

加給年金 39万円

企業年金 36万円（15年保証付き有期年金）

　　　　　　老齢厚生年金 10万円

老齢基礎年金 78万円

振替加算 2万円

遺族年金 87万円

279万円×1年間
289万円×1年間
568万円

330万円×13年間
4,290万円

294万円×5年間
1,470万円

177万円×6年間
1,062万円

年金収入合計：　7,390万円

夫 の 年 金

妻 の 年 金
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1 住宅リフォーム
• 30代・40代で取得した住宅が大規模なリフォームを要する時期に入る
• 高齢期に対応するためのバリアフリー化なども要因

退職後に起こり得るライフイベントの費用 参考資料

出所： 2020年度 住宅リフォームに関する消費者実態調査
（一般社団法人住宅リフォーム推進協議会）
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1 住宅リフォーム

費用面では若年層の方が多い傾向
（中古住宅取得に伴うリノベー
ションが多いと予想される）

50代以上のリフォーム実施者の実
際にかかった費用の平均値

予算： 232.4万円
実際の費用： 268.3万円
（ほぼ予算通りに施工）

出所： 2020年度 住宅リフォームに関する消費者実態調査
（一般社団法人住宅リフォーム推進協議会）

参考資料
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２ こどもの結婚援助費用
• 挙式、披露宴・披露パーティの費用の全国平均は362.3万円
• 挙式、披露宴・披露パーティの費用に対して親・親族からの援助があった人

・・・93.5％ 援助平均額・・・199.5万円
出所：ゼクシィ 結婚トレンド調査2020調べ（ブライダル総研・リクルート）

３ 旅行費用
1回の旅行（観光・レクリエーション目的）にかけた1人当たり総費用額
（交通費・宿泊費のほか観光・レジャー費用・土産代等も含む）
• 国内旅行（宿泊） ・・・・・ 48,263円
• 国内旅行（日帰り） ・・・ 16,428円
出所：2020年旅行・観光消費動向調査 速報（観光庁）

• 海外旅行 ・・・・・・・・ 259,847円
出所：2019年旅行・観光消費動向調査 年報（観光庁）

退職後に起こり得るライフイベントの費用
参考資料
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４ 介護費用（1） 介護全般

①一時的にかかった介護費用 平均値：69万円
（住宅改修や介護用ベッドの購入など）

②介護費用の月額 平均値：7.8万円
（公的介護サービス費の自己負担分を含む）

③介護期間 平均値：54.5ヵ月（4年7ヵ月）

出所：平成30年度「生命保険に関する全国実態調査（速報版）」（公益財団法人 生命保険文化センター） ※過去3年間に介護経験がある人が回答

①～③を足し合わせると 69+（7.8×54.5）＝ 494.1万円

退職後に起こり得るライフイベントの費用 参考資料
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４ 介護費用（2） 施設介護
有料老人ホームの入居に関する費用平均

介護付 住宅型

75歳自立 85歳要介護３ 75歳自立 85歳要介護３

月払い方式
敷金・保証金等の前払金 54.3万円 46.1万円 26.6万円 24.5万円

月額利用料（賃料・食費・サービス費など）※ 24.8万円 22.0万円 13.2万円 12.7万円

全額前払い
方式

前払金（入居一時金） 1,991万円 1,125万円 1,749万円 1,279万円

月額利用料（賃料・食費・サービス費など）※ 18.7万円 20.8万円 16.6万円 17.8万円

併用式
前払金（入居一時金） 773万円 607万円 532万円 520万円

月額利用料（賃料・食費・サービス費など）※ 23.4万円 21.9万円 23.8万円 21.8万円

サービス付き高齢者向け住宅の
入居に関する費用平均

特定指定
（介護型）

非特定指定
（一般型）

敷金 19.1万円 15.7万円

月額利用料（賃料・食費・サービス費など） 15.9万円 12.9万円

特別養護老人ホームの入居に関する費用例
（要介護３の基準費用額）

従来型
個室

多床室
ユニット型

個室
ユニット型

準個室

月額利用料（賃料・食費・サービス費など） 9.6万円 8.7万円 12.3万円 11.3万円

出所：平成25年度有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅に関する実態調査研究事業報告書（公益社団法人 全国有料老人ホーム協会）

※前払金不要 ※収入によって減額措置あり ※原則的に要介護３以上でないと入居不可 ※待機者多数

※月額利用料は個別費目の平均値を合算した数値であり、月額利用料総額の平均値ではないため誤差があると考えられる。

退職後に起こり得るライフイベントの費用 参考資料



５ 子どもにかかる教育費
各教育機関区分別教育費　目安 （単位:万円）

小学校 中学校 高校

6年間 3年間 3年間

国公立 193 146 137
文系 398
理系 542
医歯系 2,357

国公立 32 49 46
文系 94
理系 129
医歯系 375

※小中高の教育費には学校給食費および課外活動費（塾や習い事など）を含む
※大学の教育費は授業料・入学金・実習費など大学に納める納付額であり、教科書代や課外活動費は

54年
当
り
換
算

教
育
費
総
額

4年間（医歯系は6年間）

私立 160 141 97

422959

大学

私立

254

290

（出所：文部科学省　（小中高）平成30年子どもの学習費調査，（大学）　国公私立大学の授業料の
推移等，　私立：平成30年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金調査）

60参考資料退職後に起こり得るライフイベントの費用


Sheet1

		各教育機関区分別教育費　目安 カクキョウイク キカン クブン ベツ キョウイク ヒ メヤス												（単位:万円） タンイ マン エン

						小学校 ショウガッコウ		中学校 チュウガッコウ		高校 コウコウ		大学 ダイガク				大学院
（修士） ダイガクイン シュウシ

						6年間 ネンカン		3年間 ネンカン		3年間 ネンカン		4年間（医歯系は6年間） ネンカン イ ハ ケイ ネンカン				2年間 ネンカン

		教育費総額 キョウイク ヒ ソウガク		国公立 コクコウリツ		193		146		137		254				135

				私立 シリツ		959		422		290		文系 ブンケイ		398		191

												理系 リケイ		542

												医歯系 イ ハ ケイ		2,357

		年当り換算 ネン アタ カンサン		国公立 コクコウリツ		32		49		46		54		5		68

				私立 シリツ		160		141		97		文系 ブンケイ		94		96

												理系 リケイ		129

												医歯系 イ ハ ケイ		375

				※小中高の教育費には学校給食費および課外活動費（塾や習い事など）を含む ショウチュウコウ キョウイクヒ ガッコウ キュウショク ヒ カガイ カツドウ ヒ ジュク ナラ ゴト フク

				※大学の教育費は授業料・入学金・実習費など大学に納める納付額であり、教科書代や課外活動費は除く ダイガク キョウイクヒ ジュギョウリョウ ニュウガクキン ジッシュウ ヒ ダイガク オサ ノウフ ガク キョウカショ ダイ カガイ カツドウ ヒ ノゾ

				（出所：文部科学省　（小中高）平成30年子どもの学習費調査，（大学）　国公私立大学の授業料の推移等，　私立：平成30年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金調査） シュッショ モンブ カガクショウ ショウチュウ コウ ヘイセイ ネン コ ガクシュウ ヒ チョウサ ダイガク コッコウシリツ ダイガク ジュギョウリョウ スイイ トウ シリツ ヘイセイ ネンド シリツ ダイガク ニュウガクシャ カカ ショネンド ガクセイ ノウフキン チョウサ



		公立の小中高の学習費は月給の中で賄えそう？ コウリツ ショウチュウ コウ ガクシュウ ヒ ゲッキュウ ナカ マカナ

		公立の小中高の年間の学習費相当分（50万）を引いた金額を前もって準備しておきましょう コウリツ ネンカン ガクシュウ ヒ ソウトウ ブン マン ヒ キンガク マエ ジュンビ

				◎教育機関種別ごとの準備資金目安 キョウイク キカン シュベツ ジュンビ シキン メヤス

				私立大（文系） シリツ ダイ ブンケイ				417		-		50×4		＝		217

				私立大（理系） シリツ ダイ リケイ				575		-		50×4		＝		375

				私立大（医歯系） シリツ ダイ イ ハ ケイ				3,392		-		50×4		＝		3,192

				私立高校 シリツ コウコウ				316		-		50×3		＝		166

				私立中学 シリツ チュウガク				415		-		50×3		＝		265

				私立小学校 シリツ ショウガッコウ				877		-		50×6		＝		577

				大学院進学や留学を視野に入れる場合や、下宿になる可能性がある場合はさらに多めに貯蓄を ダイガクイン シンガク リュウガク シヤ イ バアイ ゲシュク カノウセイ バアイ オオ チョチク

				大学については進学人数の比率を考えると私立文系の資金程度は確保しておきたい ダイガク シンガク ニンズ ヒリツ カンガ シリツ ブンケイ シキン テイド カクホ

				（資金準備額の例） シキン ジュンビ ガク レイ

				中学から私立、大学は私立文系 チュウガク シリツ ダイガク シリツ ブンケイ						265 + 166 + 217				＝		648		万円 マン エン
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６ 葬儀費用
退職後に起こり得るライフイベントの費用 参考資料

・お葬式そのものにかかった費用は？ （火葬場使用料、および、式場使用料を含む。
ただし、飲食・返礼品費用、お布施は除く）

・どんなお葬式にした？
出所：（株）鎌倉新書「いい葬儀/第3回お葬式に関する全国調査」（2017年）

飲食・返礼品費用、
お布施を除いた葬儀の費用は
平均117万1,111円

出所：（株）鎌倉新書「いい葬儀/第3回お葬式に関する全国調査」（2017年）
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７ 墓関係費用
・一般墓の平均購入額： 174.1 万円 ・平均購入額一覧（一般墓）

退職後に起こり得るライフイベントの費用 参考資料

出所： （株）鎌倉新書 「いいお墓/第9回 お墓の消費者全国実態調査」（2017年）

2017年

全国 174.1万円

東日本 173.8万円

西日本 175.4万円

東京都 228.3万円

神奈川県 163.2万円

埼玉県 164.3万円

千葉県 160.0万円
一般墓総額の内訳ごとの平均額
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