
夢や希望の洗い出し

やりたいこと
期限・

時期

優先

順位
必要資金 対応策

30303030年後年後年後年後 1111 70707070万円万円万円万円 貯蓄から取り分けておく貯蓄から取り分けておく貯蓄から取り分けておく貯蓄から取り分けておく

10101010年後年後年後年後 2222 ？？？？ いくら準備するか考えるいくら準備するか考えるいくら準備するか考えるいくら準備するか考える

5555年後年後年後年後 3333 月月月月15,00015,00015,00015,000円円円円 退職までに身につけたい。月予算化退職までに身につけたい。月予算化退職までに身につけたい。月予算化退職までに身につけたい。月予算化

来年来年来年来年 4444 月月月月1111万円万円万円万円 生活費からねん出生活費からねん出生活費からねん出生活費からねん出

5555回回回回 5555 100100100100万円万円万円万円 旅行積立？旅行積立？旅行積立？旅行積立？

10101010年後年後年後年後 6666 ？？？？ 情報集める情報集める情報集める情報集める

2222回回回回 7777 100100100100万円万円万円万円 できれば少し援助してあげたいできれば少し援助してあげたいできれば少し援助してあげたいできれば少し援助してあげたい

友達と旅行友達と旅行友達と旅行友達と旅行

長女と旅行長女と旅行長女と旅行長女と旅行

バリアフリーリフォームバリアフリーリフォームバリアフリーリフォームバリアフリーリフォーム

見守りボランティア見守りボランティア見守りボランティア見守りボランティア

手話を習う手話を習う手話を習う手話を習う

自分の介護費を貯める自分の介護費を貯める自分の介護費を貯める自分の介護費を貯める

自分の葬式代を残す自分の葬式代を残す自分の葬式代を残す自分の葬式代を残す

6

fpmiporin
タイプライターテキスト
Copyright (C) 2014　暮らしのお金の保健室　All Rights Reserved.

fpmiporin
タイプライターテキスト

fpmiporin
タイプライターテキスト



不安の洗い出し

私の不安
期限・

時期

優先

順位
対応策

お金で解決できる

場合は、その金額

30303030年間年間年間年間 1111 ○○○○ ？？？？ ？？？？

？？？？ 2222 ○○○○ 制度を調べる制度を調べる制度を調べる制度を調べる ？？？？

？？？？ 3333 ○○○○ 「夢や希望」で検討「夢や希望」で検討「夢や希望」で検討「夢や希望」で検討 ？？？？

？？？？ 4444 △△△△ 母とよく話す母とよく話す母とよく話す母とよく話す

？？？？ 5555 △△△△ 母とよく話す母とよく話す母とよく話す母とよく話す

2222～～～～3333年年年年 6666 △△△△ 時間とって話す時間とって話す時間とって話す時間とって話す

10101010年後年後年後年後 7777 △△△△ 制度を調べる制度を調べる制度を調べる制度を調べる

10101010年間年間年間年間 8888 ○○○○ 繰り上げ返済？繰り上げ返済？繰り上げ返済？繰り上げ返済？ 700700700700万円万円万円万円

ずっとずっとずっとずっと 9999 ×××× 放っておく放っておく放っておく放っておく

ずっとずっとずっとずっと 9999 △△△△ 中立なＦＰに相談中立なＦＰに相談中立なＦＰに相談中立なＦＰに相談 相談料金相談料金相談料金相談料金

今後生活費は足りる？今後生活費は足りる？今後生活費は足りる？今後生活費は足りる？

お金は運用すべき？お金は運用すべき？お金は運用すべき？お金は運用すべき？

母の介護費用母の介護費用母の介護費用母の介護費用

自分の介護費用自分の介護費用自分の介護費用自分の介護費用

自分の医療費自分の医療費自分の医療費自分の医療費

母の生活費母の生活費母の生活費母の生活費

退職後の住宅ローン退職後の住宅ローン退職後の住宅ローン退職後の住宅ローン

弟との関係弟との関係弟との関係弟との関係

子どもの仕事子どもの仕事子どもの仕事子どもの仕事

認知症になったら認知症になったら認知症になったら認知症になったら
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現時点でのバランスシート

<現在の資産> <現在の負債・純資産>

金融資産 500500500500万円万円万円万円 住宅ローン 700700700700万円万円万円万円

預貯金 450450450450万円万円万円万円 カードで買い物 50505050万円万円万円万円

投資性金融商品 40404040万円万円万円万円

保険の解約返戻金 10101010万円万円万円万円

その他金融資産

不動産

マイホーム（売却相場価格） 1,2001,2001,2001,200万円万円万円万円

その他不動産 負債合計 750750750750万円万円万円万円

その他資産 <純資産> 950950950950万円万円万円万円

資産の合計 1,7001,7001,7001,700万円万円万円万円 負債・純資産合計 1,7001,7001,7001,700万円万円万円万円
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今後の収支・・・退職まで 年間

収収収収 入入入入 支支支支 出出出出

給与 万円× 年＝ 万円 水光熱費 万円× 年＝ 万円

子どもより 万円× 年＝ 万円 住居関連費 万円× 年＝ 万円

万円× 年＝ 万円 ペット 万円× 年＝ 万円

万円× 年＝ 万円 教育費（夢） 万円× 年＝ 万円

医療費 万円× 年＝ 万円

保険料 万円× 年＝ 万円

交通・通信費 万円× 年＝ 万円

交際・衣類費 万円× 年＝ 万円

食費・日用品 万円× 年＝ 万円

耐久消費財 万円× 年＝ 万円

その他 万円× 年＝ 万円

年間の収入合計 万円 年間の支出合計 万円

５

270 5 1,350

40 3 120

18        5          90

130 5         650

10         5          50

18      5 90

12         5          60

15         5          75

15         5          75

12         5          60

50         5        250

6         5          30

1,470                                                   1,430
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<参考>退職時のバランスシート

<退職時の資産> <退職時の負債・純資産>

金融資産 540540540540万円万円万円万円 住宅ローン 390390390390万円万円万円万円

預貯金 490490490490万円万円万円万円 カードで買い物 0000万円万円万円万円

投資性金融商品 40404040万円万円万円万円

保険の解約返戻金 10101010万円万円万円万円

その他金融資産

不動産

マイホーム（売却相場価格） 1,1501,1501,1501,150万円万円万円万円

その他不動産 負債合計 390390390390万円万円万円万円

その他資産 <純資産> 1,3001,3001,3001,300万円万円万円万円

資産の合計 1,6901,6901,6901,690万円万円万円万円 負債・純資産合計 1,6901,6901,6901,690万円万円万円万円
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退職後の収支・・・ 年間

収収収収 入入入入 支支支支 出出出出

年金収入 × 年＝ 日々の支出 ×30年＝ 2,550万円

61歳から 住宅ローン × 5年＝ 330万円

65歳から 住居関連費 ×30年＝ 1,920万円

ペット × 5年＝ 75万円

医療・保険 ×30年＝ 600万円

年数回 ×30年＝ 300万円

× 年＝ 万円

× 年＝ 万円

数年に一度 × 5年＝ 250万円

× 年＝ 万円

× 年＝ 万円

年間の収入合計 3,740万円 年間の支出合計 6,025万円

３０

60万円× 4年＝ 240万円

140万円× 25 年＝ 3,500万円

85万円

66万円

64万円

15万円

20万円

10万円

万円

万円

50万円

万円

万円
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貯蓄貯蓄貯蓄貯蓄（Ｐ8）

満足？不足？

定年までの生活費定年までの生活費定年までの生活費定年までの生活費

（Ｐ9）

定年から亡くなるまで定年から亡くなるまで定年から亡くなるまで定年から亡くなるまで

（平均余命？）のののの

生活費生活費生活費生活費（Ｐ11）

夢や希望資金夢や希望資金夢や希望資金夢や希望資金（Ｐ7）

不安縮小資金不安縮小資金不安縮小資金不安縮小資金（Ｐ6）

予備費予備費予備費予備費

定年までの定年までの定年までの定年までの

収入・退職金収入・退職金収入・退職金収入・退職金

（Ｐ9）

亡くなるまでの年金亡くなるまでの年金亡くなるまでの年金亡くなるまでの年金

（Ｐ11）

不足分不足分不足分不足分

今後の必要資金今後の必要資金今後の必要資金今後の必要資金 今後の予定収入今後の予定収入今後の予定収入今後の予定収入

200万円

0万円

270万円

6,025万円

1,430万円

2,2152,2152,2152,215万円万円万円万円

3,740万円

1,470万円

500万円

計 7,925万円 計 5,710万円
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五十路さんの家計予算

費目費目費目費目 変更変更変更変更 変更後変更後変更後変更後（年）（年）（年）（年） 期間期間期間期間 ２か月 １か月

教育費教育費教育費教育費 なしなしなしなし 18181818万円万円万円万円 5555年年年年 3 万円 1.5 万円

住宅ローン住宅ローン住宅ローン住宅ローン なしなしなしなし 66666666万円万円万円万円 10101010年年年年 11 万円 5.5 万円

ペットペットペットペット なしなしなしなし 15151515万円万円万円万円 10101010年年年年 2.5 万円 1.25 万円

水光熱費水光熱費水光熱費水光熱費 なしなしなしなし 18181818万円万円万円万円 35353535年年年年 3 万円 1.5 万円

住居関連費住居関連費住居関連費住居関連費 なしなしなしなし 64646464万円万円万円万円 35353535年年年年 10.7 万円 5.3 万円

医療費医療費医療費医療費 ありありありあり 12121212万円万円万円万円 35353535年年年年 2 万円 1 万円

保険料保険料保険料保険料 ありありありあり 6666万円万円万円万円 35353535年年年年 1 万円 0.5 万円

交通・通信費交通・通信費交通・通信費交通・通信費 なしなしなしなし 15151515万円万円万円万円 35353535年年年年 2.5 万円 1.25 万円

交際・衣類費交際・衣類費交際・衣類費交際・衣類費 なしなしなしなし 12121212万円万円万円万円 35353535年年年年 2 万円 1 万円

食費・日用品食費・日用品食費・日用品食費・日用品 ありありありあり 48484848万円万円万円万円 35353535年年年年 8 万円 4 万円

その他その他その他その他 ありありありあり 15151515万円万円万円万円 35353535年年年年 2.5 万円 1.25 万円
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貯蓄貯蓄貯蓄貯蓄（Ｐ8）

満足？不足？

定年までの生活費定年までの生活費定年までの生活費定年までの生活費

（Ｐ9）

定年から亡くなるまで定年から亡くなるまで定年から亡くなるまで定年から亡くなるまで

（平均余命？）のののの

生活費生活費生活費生活費（Ｐ11）

夢や希望資金夢や希望資金夢や希望資金夢や希望資金（Ｐ7）

不安縮小資金不安縮小資金不安縮小資金不安縮小資金（Ｐ6）

予備費予備費予備費予備費

定年までの定年までの定年までの定年までの

収入・退職金収入・退職金収入・退職金収入・退職金

（Ｐ9）

亡くなるまでの年金亡くなるまでの年金亡くなるまでの年金亡くなるまでの年金

（Ｐ11）

不足分不足分不足分不足分

今後の必要資金今後の必要資金今後の必要資金今後の必要資金 今後の予定収入今後の予定収入今後の予定収入今後の予定収入

200万円

0万円

270万円

5,155万円

1,445万円

210210210210万円万円万円万円

4,890万円

1,470万円

500万円

合計 7,070万円 合計 6,860万円

210万円÷35年＝

年6万円

（月5,000円）

なんとかなりそう・・・なんとかなりそう・・・なんとかなりそう・・・なんとかなりそう・・・
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