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金融リテラシー入門 
第 1 章：「人生の選択Ⅰ」

はじめに 
 本書で学ぶのは大学の 1 年生が多いだろ

う。高校の時は、ほとんどの高校生が自宅か

ら学校に通っているが、大学生になり、自宅

を離れ、ひとり暮らしや寮生活を始めるも

のも多い。そして、奨学金制度を利用した

り、アルバイトをしたりと、これまで以上に

お金の管理（Money management)が、重要

となる。 
 そこで、本章では、高校卒業まで自分にか

かったお金、大学受験にかかったお金の金

額を知る。そして、大学生活時の生活費の収

支について考える。さらに、大学卒業後の人

生設計によって、今後の収入に差異が生じ

ることについて理解する。 
 

1. 大学受験にかかったお金はいくらか？ 
大学受験は、 近のあなたにかかった 
近の費用でのうちでもっとも大きなもの

だろう。推薦入学で、受験費用がわずかしか

かからなかった人もいるだろうが、平均し

てどれくらいの費用がかかっただろうか？ 
また、図は、受験から入学までにかかった

費と大学の初年度入学金である。受験費用

は、受験料のほか受験のための交通費・宿泊

費なども含まれるが、自分はどれくらい受

験費用がかかっただろうか 
2. 大学の学費はいくらかかるか？ 
また、大学の初年度入学金は、国公立大学・

私立大学により異なるが、私立大学では学

部ごとに大きく異なる。この金額をしるこ

とがまず一歩である。 
 

3. 大学生の家計 
大学生になるとアルバイトなどの収入が

増える一方、交通費、交際費などこれまでよ

り支出が増えることが多い。自分の小遣い

の収支はどうなっているだろう。家計の収

入と消費の分類にはいくつかの方法がある

が一つの例である。これまでこずかい帳を

つけていた人も多いだろうが、パソコンの

ソフト、携帯アプリなど、手軽につけること

ができるので、挑戦してみるのもよいだろ

う。 
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I. 大学卒業後の進路の意思決定 
あなたは、大学卒業後の進路についてど

のように考えているだろうか？医者・薬剤

師・教師など大学入学時から目指す職業や、

大学にいくことで得られる資格を取得しそ

れに関連した職業につきたいなど明確な目

標がある場合もあるが、多くの場合は、卒業

後さまざまな選択肢があり、それは大学に

入学する際、考えていた道を選ぶことも多

いだろう。しかし、 終的に得られる選択肢

は一つである。あなたが、卒業後どのような

進路の選択肢があるかディシジョンツリー

を使って考えてみよう。デシジョンツリー

は、ある課題について、とりうる選択肢やと

りうる選択肢や起こりうるシナリオすべて

を樹形図の形で洗い出し、それぞれの選択

肢を比較検討し、実際にとりうる選択肢を

決定する方法である。 
進学するのであれば、日本の大学院に行

くのか海外に行くのか、修士課程までか博

士課程まで行くのか、そして修了後どのよ

うな道を選ぶのか。就職するのであれば、民

間か、公務員か、総合職か専門職か、など

様々な選択肢があるだろう。 
生涯の資源は限られているため、自分が

望むすべての商品を得ることはできない。

これを希少性という。また。ある行動を選択

することによって失われる、他の選択可能

な行動のうち 大限利益を指す経済上の概

念を機会費用という。 
自分の進路によって、失われるものと得

るもの、それは何かを考えながら、それぞれ

の場合の生涯賃金について調べてみよう。 
 

 

II. 家計のバランスシート 
 実際に社会人になった時には、

自分の資産について知ることが

必要であるそのためには現在の

資産と負債の状況を書き出す家

計のバランスシートの作成が必

要である。 
 
 
 

生涯賃金（2010 年） 

学歴 男性 
男性 

（同一企業の場合）
女性 

女性 

（同一企業の場合）

中学卒 1 億 7,710 万円 2 億 1,870 万円 1 億 1,140 万円 1 億 3,940 万円

高校卒 1 億 9,520 万円 2 億 4,490 万円 1 億 2,620 万円 1 億 8,090 万円

高専・短大卒 2 億 410 万円 2 億 3,980 万円 1 億 6,010 万円 2 億 40 万円

大学・大学院卒 2 億 5,410 万円 2 億 7,620 万円 1 億 9,800 万円 2 億 3,910 万円

http://www.nenshuu.net/salary/contents/shougai_nenshuu.php 

家計のバランスシート 

資産  負債 
現金    万円  住宅ローン    万円

普通預金など    万円  自動車ローン    万円

定期性預金    万円  カードローン    万円

貯蓄型の保険    万円  奨学金    万円

株式    万円  その他    万円

債券    万円    

投資信託    万円    

その他の投資    万円    
商品    万円    
住宅    万円    

その他    万円    

資産合計    万円    
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III. キャッシュ・フロー 
 キャッシュ・フロー（cash flow とは、現

金の流れの意味で、主に、企業活動や財務活

動に用いられる用語だが、家計でも収入と

支出を差し引いて手元に残る資金の流れを

記入したものをいう（本編 Appendix 参照）。 
 

収支の分類は、以下のものを用いることと

する。 

家計の収支 

・年間の収入（可処分所得） 

収入金額－（所得税＋社会保険料＋住民税） 

・年間の支出 

支出項目 

基本生活費（食費・光熱費・通信費など） 

住居関連費（住宅ローン・管理費・積立金・固

定資産税など） 

車両費（駐車場代・ガソリン代・自動車税など） 

教育費（学校教育費・塾代・習い事など） 

保険料（家族全員の保険料） 

その他の支出（レジャー・交際費・冠婚葬祭など） 

 

 以上により年間の収入と消費を押さえよ

う。 
 次にキャッシュ・フローについて計画を

立てる。ポイントとなるのは、ライフイベン

トとよばれるものである。学生のライフイ

ベントといえば、例えば就職活動で、スーツ

代、交通しなど 15 万円ほどかかるといわれ

る。 
 社会人になると、結婚、出産、教育、住宅

購入、老後の生活費、介護費用などライフイ

ベントによる出費が予想される。生涯どれ

くらいの費用が必要かの目安となり、実際

には、20～30 年後を目安に作成するが、大

学生の場合未知数であるため、ここでは、

10 年後の自分のいくつかの場合について

試算する。 
 自らのライフプランについて考えてみる

ことは、大学生の今の時期大切なことであ

ろう。 
 
主なライフイベントの係る費用の目安 

マイカー購入 

結婚 

出産 

住宅購入 

（新潟県の場合）

子どもの教育 

子どもの結婚 

214 万円 

484 万円 

42 万円 

2,753 万円 

 

771 万円 

268 万円 

https://www.daishi-bank.co.jp/myplan/plan.php 

 

*Homework 実施についての注意事項 
 人が生まれてから高校を卒業するまでに

かかる費用を計算するワークである。（大学

受験費用は含まない）。教育費は、家計にお

いて長期的な支出となる項目で、「学校でか

かるお金」と「学校外でかかるお金」を含め

たお金をいう。文部科学省では、「子供の学

習費調査」を行っており、ここではその結果

を示している。幼稚園・小学校・中学校・高

等学校の公立私立別になっており、各々の

場合について計算する。Homework に示し

た「学校種別子どもの学習費総額」は全国平

均のものである。幼稚園ではなく、保育所に

通った場合などは、各市町村の資料などか

ら調べてみる。 
 また、ここに記しているのは、あくまで教

育費であって、出産費用、食費、医療費、被

服費、住居費、光熱費など他にも多くのお金

がかかっていることを理解したい。 
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金融リテラシー入門 
第 2 章：「給与と税金・社会保険」

はじめに 
就職すると毎月、給与を受け取る。現在は

給与の銀行振り込みが普及しているため、

受け取るのは給与明細書のみであることが

多い。また、年末には給与所得の源泉徴収票

も受け取る。しかし、意外に社会人経験が長

くても、給与明細書や源泉徴収票の見方が

よくわからなかったりよく見ていなかった

りする人が多い。差し引かれている項目や

計算方法について知らないままという人も

いることだろう。 
給与明細書や源泉徴収票を見ると、給与

から税金（所得税）が引かれているのはもち

ろん、社会保険料も意外に多く支払ってい

ることに気付く。その割には、社会保険には

何があって、どういう仕組みになっている

のかすぐに答えられるだろうか。 
本章では、給与明細書や源泉徴収票の具

体例を通して、それらの見方について学ぶ。

また、給与から差し引かれる項目である税

金と社会保険の意味と役割そして自分との

関わりについて考える。所得税の簡単な計

算問題を通して、所得税の仕組みを理解す

る。このように給与明細をもとに社会制度

をひもとくのが本章の学習のねらいである。 
 

1. 給与明細書を見てみよう 
テキストに、給与支給明細書（以下、給与

明細書）の見本が掲載されている。給与明細

書は、毎月、給与支給日に渡されるものであ

る。表の一番右のカラム（縦列）には、実支

給総額 276,100 円、差引支給額 127,895 円

と記されている。 

「会社から支給される額は 215,000 円の

はずなのに、実際に受け取れる今月の額は

127,895 円である。一体何が差し引かれて

いるのだろう？」というのが Case2-1 の課

題である。また、給与明細書にはいろいろな 
数字（金額）が記されている。これらの数字

は、どういう関係になり、どういう計算をさ

れているのかということも、同じく Case2-
1 の課題である。数字が多くて面倒にも思

われるが、自分のお金のことである。じっく

り見て考えてみよう。 
以下、給与明細書の大項目である。 

(1) 支払項目 
左側に「支払項目」という行のタイトルが

ある。これは基本給に各種手当が示されて

いるもので、これらの合計が総支給額にな

る。 
(2) 控除項目 
支払項目の下に控除項目がある。これは

実総支給額から天引きされる社会保険料

（健康保険、年金保険、雇用保険等）、税金

（所得税、住民税）、その他が示されている。 
 社会保険料や税金は結構大きな額である。

これらはどういうもので、何に使われてい

るのか、次の節で取り上げる。 

(3) 集計 
 一番下の行は集計である。ここは、全体の

まとめで、実支給額から控除総額を差し引

いて、今月受け取れる差引総額を示すもの

である。なお、テキストにある見本では、年

末調整として差し引かれている項目もある。

これは、年末になり年収が確定し、所得税の

年額が決まるので、毎月、天引きされてきた
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所得税の合計額の過不足を調整するもので

ある。このように給与の場合、毎月、天引き

されて納められる所得税は、年末に過不足

が調整され、払いすぎていた場合は還付さ

れる（「年末調整」）。 
 

2. 税と社会保険 
この節では、給与明細書の中から給与か

ら差し引かれる控除項目である税と社会保

険料について取り上げる。 
私たちの所得から大きな額の税金と社会

保険料を納めている。そもそも何のために

税金と社会保険料を納めているのか考えよ

うというのが Case 2-2 の課題である。私た

ちの納めた税金は、何に使われているか、具

体例をいろいろとあげてみよう。日本の社

会保険には何があるだろうか。そして、それ

ぞれ私たちの生活とどのような関係がある

か説明してみよう。 
(1) 税（所得税・住民税） 
所得税は国税であり、住民税は地方公共

団体に納める地方税である。所得税は、国の

財政活動のために納める税で、個人の年間

所得の総額に応じて課されている。所得税

の計算の仕方については、次節の源泉徴収

票のところで説明する。 
国が税を徴収するのは、国民生活にとっ

て必要なのに、民間（市場）に任せていては

供給されないものがあるからである。 
国が税を財源にして行う財政活動として

は、公共財・公共サービスの提供、所得の再

分配、景気対策の 3 つがあげられる。 
(2) 社会保障 
次に社会保険料であるが、社会保険は国

の社会保障の一部である。そこでまず、社

会保障について簡単に取り上げる。社会保

障とは、国民の生存権(健康で文化的な

低限度の生活)を保障するための制度・政

策である。 
社会保障には、社会保険、公的扶助、社

会福祉、公衆衛生がある。 
日本の社会保障は、自助を基本とした上

で、共助が補完し、自助、共助では対応で

きない困窮に対して公助を行う制度になっ

ている。 
 ここで、自助とは自分で働き自分の生活

を自分で支え、自分の健康は自分で維持す

ることである。 
次に、共助とはお互いに助け合うことで

ある。保険が典型的なものであり、病気や

けが、死亡などのリスクについて、保険な

どで助け合う仕組みである。保険金を出し

合って、リスクにあった人が受け取ること

となる。 
後に公助とは、自助や共助では対応で

きない困窮の状況に対して国が援助を行う

ことであり公的扶助（生活保護）がその典

型である。 
(3) 社会保険 
上記の通り、社会保険は社会保障の一部

であるが、テキストの給与明細の控除項目

には社会保険料として健康保険、年金保険、

雇用保険の保険料があらかじめ天引き（控

除）されている。 
生命保険や火災保険は、個人の判断で任

意に加入するものである。それに対して、社

会保険は、国が法律に基づいて運営する保

険であり、該当者の強制加入と保険料の強

制徴収が原則である。健康保険や年金保険

など、日本では国民皆保険制度をとってい

る。 
社会保険も保険なので、普通の保険と同
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じく保険料を払い、必要な時に給付を受け

るのが原則である。社会保険には下記のも

のがある。 
(4) 健康保険（医療保険） 
私たちにもっとも身近な社会保険である。

病気になり病院に行くときに必ず持参する

のが健康保険証である。なぜ健康保険証を

持って行くのであろうか。それは実際に病

院でかかる医療費の 3 割の支払いで済むか

らであり、健康保険がなければ医療費の支

払いはもっと高額になる。残りの 7 割は自

分（あるいは自分の扶養者）が加入している

健康保険の団体が徴収した保険料から支払

っている。健康保険証が使えるのは、毎月、

自分（または扶養者）が健康保険料を支払っ

ているからであることを忘れてはならない。 
(5) 年金保険 
 年金は、加入者が毎月、保険料を支払い、

高齢になったときに、一定の金額を年金と

して受け取れる制度である。これも国民皆

保険となっているので、給与を支給される

場合、あらかじめ保険料が天引き(控除)され

る。 
(6) 雇用保険 
一般的に失業保険と呼ばれるものであり、

雇用労働者を対象とした保険である。会社

員などの被保険者が失業した場合、一定期

間、失業中の収入を保障し、再就職の促進を

図るものである。 
(7) 介護保険 
 加齢により要介護の状態になったときに、

必要な保健医療サービス及び福祉サービス

に係る給付を受けられる保険である。財源

は公費（税収や国債などの収入）と介護保険

料（高齢者及び若年者）で賄われ、その比率

は 50%ずつである。介護保険料を支払う若

年者は 40 歳から 64 歳と法律で規定されて

いるので、給与から介護保険料を差し引か

れるのは 40 歳からとなる。 
(8) 労災保険 
 労働者災害補償保険のことで、法に基づ

き、業務災害及び通勤災害にあった労働者

又はその遺族に、給付を行う保険制度であ

る。保険料は労災保険の趣旨から事業主が

全額負担する。そのため、給与から保険料が

控除されることはない。 
 

3. 源泉徴収票を見てみよう 
 テキストに、源泉徴収票の見本が掲載さ

れている。これは、全国共通の書式になって

いて、確定申告の際などに使われる。 
1 月 1 日から 12 月 31 日までの、1 年分

の給与の総額と年末調整に確定した各種控

除の額などが示されている。 
源泉徴収票にもいろいろな数字（金額）が

記されている。数字が多くて面倒だが、自分

のお金のことなので、じっくり見て理解し

ようというのが Work 2-1 の課題である。 
次節においては、この源泉徴収票の「支払

い金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除

の額の合計額」「源泉徴収税額」の関係につ

いて理解する。そして同じく Work 2-1 の課

題である所得税の計算について取り組む。 
 

4. 所得税の計算 
次の表は、テキストの Work 2-1 に掲載さ

れている表を説明するためのものである。 
 

A 支払金額 5,725,000円

B 給与所得控除後の金額 4,039,200円

C 所得控除の額の合計額 2,246,520円

D 課税所得金額 1,792,000円
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E 税率 5% 

F 控除額 0 円 

G 源泉徴収税額 89,600 円 

H 実際の税負担率(%) G÷A×100
 

A、B、C、G は源泉徴収票に記載されて

いる項目である。D、E、F は A、B、C に基

づいて、G の源泉徴収額(年間の所得税額)を
計算するのに必要な項目である。この表の

数字例を見ながら、所得税額の計算の仕方

を説明する。 
A 支払金額： 1 年間の給料と賞与の合計

額。いわゆる年収。   
B 給与所得控除後の金額： A から給与

所得控除を引いた金額。給与所得控除は、

「必要経費」にあたるものである。会社員

の場合は、給与等の収入金額に応じて一定

の式で算出する。 
C 所得控除の額の合計額： B から引か

れる社会保険料控除、基礎控除（本人の控

除分）、扶養控除、生命保険料控除などの

合計額。 
D  課税所得金額：B－C である。千円未満 
切り捨て。 
E 税率： テキストの所得税額表からDの

金額に該当する税率を選ぶ。この例の場合

は 5％。 
F 控除額： テキストの所得税額表から D
の金額に該当する控除額を選ぶ。この例の

場合は 0 円。 
G 源泉徴収税額： D の課税所得金額課税

所得に E の税率をかけて、F の控除額を引

く。こうして、源泉徴収税額（年間の所得

税額）を算出する。 

この要領で Work 2-1 の計算問題に取り

組んでみよう。 
 

5. 社会保険や税金と自分の生活 
 本章は、自分のお金に関する重要な計算

書である給与明細書や源泉徴収票の見方に

ついて学び、そこから社会制度について考

えてきた。 
 本章は、講義全体のイントロダクション

でもあり、ここで学んだ医療保険、雇用保

険、年金保険などは、後の第 6 章、第 12 章、

第 13 章でさらに深く取り扱う。そこで

Work 2-2 では、本章で学んだことをまとめ、

それに基づいて今後さらに調べたいこと、

学びたいことを考えてみよう。自分が疑問

や不安に思っていることでもよい。 
 少子高齢社会が進み、年金保険や医療保

険の運営が難しくなっていて、簡単な解決

策はないと言ってもよい。こういう現状に

ついて、何がどう問題になっているのか考

えてみよう。 
 

*Homework 実施についての注意事項 
 本章で学んだ健康保険や年金保険は私た

ちに身近なものであるにも関わらず、制度

が複雑で、案外わからないものである。そこ

で、まずは自分の健康保険や年金保険につ

いて調べようというのが Homework 2 であ

る。自分の健康保険証や年金手帳を見て、①

どういう種類の健康保険と年金保険か。②

それらの保険の加入者はどのような人か。

③健康保険か年金保険についての問題など

についてまとめてみよう。第 13 章の年金制

度の体系図も参照にするとよい。 
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金融リテラシー入門 
第 3 章：「クレジット・ローン」

 
はじめに 
 学生になると、これまでに比べクレジッ

トカードを作る機会が増える。また社会人

になってからクレジットカードを作るにし

ても、その仕組みを学んでおくことは必要

である。クレジットカードの購入履歴は、そ

の人がそれだけの購買能力を持っているか

の証であり、アメリカでは、その人の信用履

歴に結びつくものとされる。 
 また、クレジット・ローンとは無縁だと考

えている学生も、実は奨学金という形で借

金を抱えているものも多い。 
ここでは、クレジット・ローンの仕組みに

ついて理解し、自分にふさわしい決済手段

について理解したい。 
 

1. 利息と利子 
利子とは、お金の貸借に対してある一定

利率で支払われる対価のことをいう。利息

と利子は同じ意味で用いられることが多い

が、借りた場合に支払うものを利子、貸した

場合に受け取るものを利息と使い分けるこ

とがある。一般の銀行では利息と呼び、ゆう

ちょ銀行では利子と呼んでいる。 
 また、銀行 ・信用金庫。信用組合などに

預けたお金を「預金」と呼び、郵便局、農業

協同組合、漁業協同組合などにお金を貯め

ることを「貯金」という。 
 金利は、金融機関により異なる。2016 年

2 月日本銀行がマイナス金利政策を打ち出

したことにより、今後大幅な金利の見直し

が行われていくと考えられる。 
 

2. 金利のしくみ 
 複利で預金や借金の計算をしてみると複

利は利子に利子がつくため、特に借り入れ

を行ったときは、多額の利子がつくことに

なる。 

 預金：元本＋利子 

 借金：元本＋利子 
元本：P  利（子）率：r 期間：n 
単利の場合 
    単利の場合 P×（1＋r）×n 
   複利の場合 P×（1＋r）n 

 

年利 10％で借入をした場合 
1 年後 100,000×（1＋0.1）＝110,000 円

2 年後 100,000×（1＋0.1）×（1＋0.1） 
            ＝121,000 円 

5 年後には・・・・・・ 161,051 円 
10 年後には・・・・・・ 259,374 円 
20 年後には・・・・・・ 672,749 円 
30 年後には・・・・・ 1,744,937 円 
の利子がつくことになる。 

   

3. クレジットとローン 
クレジットとは日本語に訳すと「信用」の

意味をもち、「後払いで購入できることであ

り、消費者の信用によって、商品やサービス

を購入する場合に、クレジット会社が立替

払いを行うものであり、ローンは「貸付」

「貸し出すこと」であり、消費者がお金を直

接借りる場合の融資のことで、キャッシン

グやローンがあり、住宅・車・教育など目的

をもつものが多い。 
クレジット・ローンなどの消費者信用は、
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販売信用と消費者金融に分類される。 
 

             割賦方式 

       販売信用 
             非割賦方式 
消費者信用 
             消費者ローン  
       消費者金融  
             定期預金担保 
             貸付   

 

また、クレジットは、消費者、クレジット

会社、販売会社は、それぞれ、会員契約、加

盟店契約、売買契約の 3 者間契約を行って

いる。 

 
 

4. クレジットの利用 
 クレジットカードの支払いは全額を一度

の完済する一時払いと毎月に分割して返済

する分割払いがある。分割払いについては

利息がつく場合が多い。特に毎月一定額を

返済するリボ払いについては、予想してい

るより高額な金利を支払うことになりかね

ないので注意が必要である。 

リボルビング支払（リボ払い）とは？ 

 あらかじめ、月々の返済支払額（ミニマム

ペイメント）を決めておく方法。月々の支払

額が一定なので安定して返済ができるが、

手数料（金利）は返済の残額に応じて計算さ

れる。このため、自分が今どれだけ負債を負

い、どれだけ手数料を払っているのか把握

できず、負債の完済に年月がかかることが

多い。 
 返済の方法は、あらかじめ毎月 1 万円、

2 万円といった定額を支払う「定額方式」の

ほかに、残高の 5％、10％といった一定の割

合を返済する「定率方式」がある。 

 

5. 信用情報と信用履歴 
 信用情報には、個人の属性情報（氏名、生

年月日、自宅住所、電話番号）などとクレジ

ットカードや割賦販売、各種ローン（住宅、

自動車、教育など）の利用履歴と返済履歴が

登録されている。これらの支払履歴は信用

履歴（Credit History）とよばれ、 
信用情報機関に集積され、クレジットカー

ドの取得の可否、ローン審査をはじめ、 
の時々のカード利用の可否も確認されてい

る。 
 

6. 貸金業法（および利息制限法と出資法） 
 消費者金融とは金銭を直接貸し付けるこ

とを対象とした信用の供与をさし、いわゆ

るサラ金がこれにあたる。これまで、クレジ

ットカード会社のキャッシング利息は、利

息制限法違反の高金利に設定されていた。

しかし 2006 年に施行された利息制限法で

は、元本 10 万円未満は年 20％、元本 10 万

円以上 100 万円未満は 18％、100 万円以上

は 15％を制限利息と認め、制限金利を超え

る金利は同時に法令違反となった。同時に、

出資法改正では貸金業者の上限金利を

20％と定めている。このような結果、多く

の業者から借金をして多額の借金があり、

支払困難ないわゆる多重債務者は減少した

会 員

販売加盟店クレジットカード会社

会員契約

加盟店契約

売買契約



11 

といえる。多重債務の問題解決の方法には、

任意整理・調停による整理・個人再生手続

き・自己破産などがある。 
 

7. 多様な決済手段 
 決済とは、取引が行われた後、実際のお金

の引き渡しが行われることをいう。大きく

分けると、後払い、即時払い、前払いの種類

がある。 
 住宅・車・教育など高額なものはローンで

購入したり、コンビニや交通機関で前払式

のプリペイドカードを用いたり、日常の買

い物にクレジットカードを用いたり、支払

方法は多様化している。近年、即時払いの支

払手段であるデビットカードも注目を集め、

ライフスタイルに合わせて利用することが

重要である。 
 

デビットカード 

 デビットカード（debit card）とは、お

買い物時に銀行の預金口座からすぐに代金

が引き落とされる支払い手段である。金融

機関が発行し、原則として口座残高の範囲

内での利用が可能。J-Debit
（http://jdebit.jp/pc/）はキャッシュカード

に標準装備され、国内の J-Debit 加盟店で

利用できる。Visa や JCB などの電子決済

の国際ブランドも参入し、Visa デビットで

あれば、国内外の約 3,800 万の Visa 加盟

店（ネットショッピングを含む）での利用

のほか、海外 ATM からの現地通貨の引き

出しも 24 時間 365 日利用できる

(http://www.visa-news.jp/debit)。 
例えば、Visa デビットの場合は、2006 年

にスルガ銀行が発行を開始し、2016 年 4
月現在、13 行の金融機関が発行。年会費

やキャッシュバック/特典は発行金融機関

によって異なる。また、入会審査は原則な

く、利用可能年齢も 15 歳以上（中学生を

除く）なので、学生でも利用できる。 

 

8. 大学生と奨学金 
 大学生や大学院生を対象にした代表的な

奨学金は、日本学生支援機構が行っている

ものがある。第 1 種（無利子）、第 2 種（有

利子）、入学時特別増額などがある。借りる

ことのできる上限金額まで借りる場合が多

いが、近年卒業しても収入を得ることがで

きず、返済が滞っている場合も多く、滞納者

への返還を求めて訴訟も増えている。奨学

金はあくまで、借金であることを忘れては

ならない。 
 その他、各出身県で無返済の奨学金を出

したり、近年は地方大学等に進学する学生

や特定分野の学位を取得しようとする学生

に対して無利子奨学金の地方創生枠への推

薦を行ったり、地元企業等に就業した者の

奨学金返還を支援するための基金を創世し

ている場合もある。平成 27 年度からの制度

であるので、今後そのような制度が充実し

ていくと考えられるので注目したい。  
 

*Homework 実施についての注意事項 
3-1  

 日本学生支援機構の奨学金についての課

題です。特に奨学金を借りている人は、自分

の金額で、早期返済した場合なども視野に

いれながら、シミュレーションしてみよう。 
 
3-2 

 多重債務については、本章でも記したが、

実際にどれくらいの金額で多重債務に陥っ
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たか、借金をした理由は何か、多重債務問題

解決の具体的な方法、年間どれくらいの人

が自己破産になっているかなどについて調

べ、防止するためにはどうしたらよいか 
考えてみよう。 
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金融リテラシー入門 
第 4 章:「車の購入」

はじめに 
前章のショッピングクレジットやローン

の理解の上で、本章では、比較的金額の張る

商品の購入をめぐる問題を考える。 
バイクや自動車は高額商品であり、その

購入資金を得るためには、数年かけて貯蓄

するか、あるいは専用のローンを組んで購

入することにあろう。また、車（バイクも含

む）の購入はその利用に伴うリスクが存在

することをよく考えてみる必要がある。 
車は、購入額は高いだけに、中古市場で求

めやすい価格の商品を選択するという方法

もある。ローン利用の可能性やリスクマネ

ジメントとしての保険の実際について習得

する。 
 

1. 車の購入とコスト 
(1) 車の購入 
車の購入にあたっては、高額商品だけに

情報収集にも時間を要する。まずは、予算で

ある。もちろん入手したいバイクや車のこ

とが 優先という人もあるだろう。もしそ

の車がどうしてもという人は、入手の時期

を少し先伸ばしする選択も考えなければな

るまい。安易なローン利用は避けたい。ロー

ンは、将来の生活における支出の範囲を狭

めるものであり、安定した収入があってこ

そ利用にも不安がなくなるというものであ

る。 
仮に予算を 100 万円としよう。しかし、

100 万円ですべてが賄えると思う人はいな

いと思うが、家電品などとは異なって、車の

購入には諸費用が掛かる。これは 低限度

の法定のコストであり、加えて任意保険な

どのリスクに備えての費用も十分確保する

必要がある。また、これらの初期費用に加え

て、車に乗り始めれば、ガソリンや駐車場

代、整備にかかる諸経費などのランニング

コストも考慮しておかなければならない。 
昔は車を持つことは子供一人を抱えてい

るのに同じなどと言われるくらいの家計支

出への負担は決して小さくはない。である

からこそ、予算を立て、将来の負担などもし

っかり予想したうえで、意思決定すること

が肝要である。 
 

(2) 諸費用 
車の購入に伴うコストに諸費用がある。 
◎法定費用 
 自動車税 
 自動車取得税 
 自動車重量税 
自賠責保険料 
消費税 

○別途費用（取扱店により価格は異なる） 
  登録費用 
  車庫証明費用 
  納車費用 
  下取り費用 
  リサイクル料金 
これは新車でも中古車でも同じことであ

る。なお、バイクの購入においても法定費用

はほぼ同じであるが、自動車税に代わり、軽

自動車税が適用される。 
自動車税の納税月は 4 月で、年度途中の

購入では登録の翌月から年度末までの分を
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支払う。年額は 1,000cc 以下で 29,500 円、

1,001cc～1,500cc以下で34,500円、1,501cc
～2,000cc 以下で 39,500 円となっている。 
自動車取得税は「取得価格の 3％」（軽自動

車は 2％）で、車両本体価格＋主要オプショ

ンの価格の 9 割に 5％をかけて算出される。

中古車の場合は残存価値率（残価率）が決め

られていて、それに対して税がかけられる。

残価率は以下の表のようになっている。 

自動車取得税の残価率一覧（自家用の普通・小型自動車) 
経過年数 1 年 1.5 年 2 年 2.5 年 3 年 3.5 年 

残価率 0.681 0.561 0.464 0.382 0.316 0.261 

経過年数 4 年 4.5 年 5 年 5.5 年 6 年  

残価率 0.215 0.177 0.146 0.121 0.100  

自動車重量税は、車検の際に納税するも

ので、重量が 1,000 ㎏以下は新車購入時で

24,600 円、車検時の 2 年分で 16,400 円、

1,001 ㎏～1,500 ㎏は、新車購入時で 36,900
円、車検時の 2 年分で 24,600 円である。 

自賠責（自動車損害賠償責任保険）は、車

の（自家用乗用自動車:白の 3・5・7 ナンバ

ー）所有者または使用者は必ず加入しなけ

ればならない保険で、強制保険と呼ばれる

ものである。保険料は本土（離島および沖縄

を除く）の場合、36 か月で 35,950 円、24
か月で 25,830 円となっている。 
 

◎車検 
車検は正式には「自動車検査登録制度」と

呼ばれる。すべての自動車および 250cc 超

の自動二輪車に対し、国が定めた保安基準

に適合しているかを確認するための検査で、

一定期間ごとに道路運送車両法に基づき国

土交通省が実施するものである。一般には

車の所有者はディーラーなど車検代行業に

車検を依頼し、国の指定を受けた自動車整

備工場（民間車検場）で車検を任せることが

ほとんどである。車検を受けたことを証明

する書類が車検証である。なお、バイクにつ

いても車検があることは言うまでもない。 
 

2. 中古車の購入とリスク 
新車は販売店（ディーラー）で購入するの

で安心感が確保される一方で、車両価格の

ほかにも諸費用もかかり負担が予想以上に

大きくなることもある。一方で、中古車は比

較的買いやすく、年式によっては、支出をか

なり抑えて購入することもできるところが

魅力の一つでもある。 
一方で、中古車は他人が一定期間使用し

ていたものであり、その整備状況や修理箇

所の有無など、一見新車同様に塗装が施さ

れていても、判断の付きかねる場合もある

だろう。 
テキストで示すレモンの理論は米国の中

古車販売の実情を反映したものであり、学

生の多くは車のフロントガラスに自身で

“FOR SALE”と貼り付けて、個人間の売買を

行っている。売り手は高く売ろうと磨き上

げて車の良さをアピールするだろうし、買

い手はやや警戒して問題点を探し回ること

になりがちである。まさに、買い手には十分

な情報が与えられないままに選択が迫られ

よう。売り手と買い手との間に情報量の乖
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離が存在している。これを経済学では不完

全情報下の選択と呼ぶ。 
他の例をあげるならば、賃貸住宅の選択

などもこれにあたるだろう。不動産屋や家

主に案内をされて、気に入れば、他の人に借

りられないうちにとばかりに、契約を急ぐ

ことになる。しかし、慎重になるべきは、水

回りの確認や雨の日の廊下の振り込み具合

やベランダの状態、それに夜間の近隣の状

況などと、住んでみてしばらくしてから、欠

点に気づくことも少なくない。 

3. リスクマネジメントとしての保険 
一般にリスクと言えば、医薬品の副作用

のような健康にかかわる危険性を指すこと

もあるが、本テキストが対象とするリスク

は、いわゆるファイナンシャルリスク（金融

上のリスク）である。 
あとの章で学ぶ外貨や株式は、相場の変

動があり、まさにファイナンシャルリスク

が存在する。そうしたリスクにどう対処す

るか、つまり 100％自身がリスクを負うと

考える場合もあるし、自身のリスクを必要

なコストを支払って 100％他者に負っても

らう場合もある。リスクマネジメントとは、

このように将来起こるかもしれない不確実

な損失を、事前にどうカバーするか考えて

判断をすることである。 
自動車やバイクを運転することは、つねに

交通事故というリスクに向き合わなければ

ならない。どれだけ自分が安全運転に心がけ、

道路交通法を遵守すると言ってみても、急な

飛び出しは日常茶飯のことだし、後方からス

ピードを出してきた車やすり抜けようとし

たバイクに追突されることもあり得る。 
自動車の保険は車を運転する個人が、リ

スクを保険会社に引き受けてもらうことで、

一定の保険料を支払ういわば社会経済的な

制度なのである。仮に、運の悪いことに飛び

出した子どもをはねてしまったとしたら、

軽いけがであったとしても、後遺症などを

考えればその損害賠償額は相当な金額に上

ることもある。そのために、強制保険として

誰もが加入を義務付けられている自賠責が

あり、 大 3,000 万円までの賠償金が支払

われるものである。一方で、損害賠償額は

年々高額になっており、任意保険として自

動車保険にも同時加入し、賠償金額の 大

を無制限としておくことが通常である。 
 

（図）リスクとその対処 
 

 高 
  
 

影響度 
 
 

 低 
    低    発生の確率    高 
 

上の図は、リスクの内容や質によって私

たちはどう対処すべきかを一般化して示し

たものである。火災や交通事故のように確

率は低いものの生活や人生に影響度の高い

ものは、リスクの移転を図るのが賢明とい

う判断が成り立つ。つまり自身がリスクを

抱え込まずに、一定のお金を支払って、リス

クを背負ってもらうという考え方である。

移転先は保険会社である。 
しかし、車の運転はベテランだから無事

故・無違反でゴールド免許を続けていると

移転 回避 

保有 低減 
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いう人は、車両保険は入らないという選択

をすることも少なくない。これは、発生確率

も影響度も低いと判断して、自身でリスク

を負う（保有する）というものである。 
 同居する老親の火の不始末で火災の危険

が高いと考えているある息子夫婦にとって

は、影響度も発生確率も高水準になると考

えられるので、火の発生源を絶ちオール電

化にリフォームをするという選択をした。

これはリスク回避の好例であろう。 
 
4. 買わない選択 
自動車の購入では新車にするか、中古車に

するかという選択肢のほかに、買わないで

借りる（レンタカー）や 近都市部で新たな

ビジネス展開を見せるカーシェアリングの

利用という手段もある。 
 公共交通が発達している地域では、むし

ろ慢性的な渋滞を回避して、家族で週末に

出かけるような必要な時にだけレンタカー

を借りることで済ませることもあり得る。

レンタカーは、自動車の排気量や種々によ

って利用料金が異なる。一般に保険料が料

金に含まれ、返却時にはガソリンを満タン

にして返す。カーシェアリングは、15 分 200
円といった価格設定で、短時間の利用を可

能にしている。あらかじめ会員登録をして、

必要時にコインパーキングのようなスペー

スを専用の常置場所に車を取りに行き利用

する。レンタカー会社のような窓口はない

ので、非対面型の利用で人気も出ている。 
 
*Homework 実施についての注意事項 
 保険証券を見せてもらおう。何が保障さ

れているのか内容を確認し、不明な点は家

族に確認してみよう。ランニングコストに

ついては、毎月のガソリン代や日常的な整

備点検に伴う出費にどのようなものがある

か尋ねてみよう。また、自身がすでに車に乗 
っているのなら、毎月のランニングコスト

や保険料支出を月あたりに換算し、どの程

度の出費となるものか確認してみよう。 

（参考）自動車保険の割引率 
1 年間無事故で保険利用がないと 1 等級上がることで割引率も up する。事故を起こすと割引率が大きく下

がり、保険料の負担も増えてしまうので安全運転に心がけることが重要だ。 

改定前後のノンフリート等級別割増引率表 

 
（注1）1等級から5等級、6等級（F）のご契約については、「無事故」「事故有」の割増引率の細分化は行いません。 
（注2）「事故なしのお客さま」のご契約について、等級が進行したにもかかわらず割引率が縮小することがないように、「無事故」の割

増引率について、2年間（2013年10月1日から2015年9月30日まで）の経過措置を設けます。 

改定前後の事故カウントルール 

 
出典：http://www.aioinissaydowa.co.jp/personal/product/tough/car/nonfleet/index01.html 
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金融リテラシー入門 
第 5 章：「海外旅行」

はじめに 
ここまでは国内での生活において計画的

にお金の管理をすることの重要性を学んで

きたが、海外に旅行をする際や海外で生活

をする際にも同じことが言える。旅行だか

らと無計画に無駄遣いをしていたら、財産

を失ってしまい、後で惨めな思いをするこ

とになるかもしれない。 
海外旅行や海外での生活でのお金の管理

で注意しなければならないのは、外国と日

本では使用する通貨が異なることだ。観光

地などでは日本円が通用する国もないわけ

ではないが、ほとんどの国では現地通貨以

外はうけとってもらえない。日本円で 1,000
円と言えば、どれぐらいの価値か想像がつ

くが 1,000 タイバーツの価値はタイ国で生

活をしたことがない人には想像することさ

え難しいだろう。通貨の価値がわからなけ

れば高いか安いかの判断もできない。つま

り、高い買い物をして無駄にお金を使って

しまう危険性もあるのだ。 
「1,000 タイバーツは日本円でいくらに

なるのか？」それを決めているのが為替レ

ート（為替相場）である。 
為替レートとはどのようなもので、どの

ように決まっているのか。為替レートを理

解して、海外でも賢くお金が管理できるよ

うになろう。 
 

1. 自分事として考えよう 
当面、海外に行く予定がない人たちにと

っては具体的なイメージがわかないかもし

ないが、なるべく自分事として考えるよう

にしよう。 
今は海外に行く予定がなくても、夏休み

や卒業旅行、新婚旅行などで海外に行く学

生は多いだろう。自分が海外に行く場合に

どうすればよいのかを具体的に考えてみよ

う。 
 計画を立てたら、その計画にいくらぐら

いの費用が必要なのか、特に重要なのは、現

地の通貨でいくらのどれだけのお金が必要

なのか。 
 現在の世界では、米国のドル、ヨーロッパ

の国々のユーロが主要な通貨だが、それ以

外にも多くの通貨がある。アジアの国々は

国ごとに使用されている通貨が異なるし、

ヨーロッパの国の中にもイギリスのように

ユーロを使用していない国もある。 
 

2. 為替レートを理解する 
 1 ドルの価値は 2016 年 3 月時点では、お

よそ 120 円だが、この交換比率が為替レー

ト（為替相場ともいう）である。世の中には

ドルを円に交換したい人もいれば、逆に円

をドルに交換したい人がいるので、ドルと

円の交換はいたるところで行われている。

交換比率は誰が決めているわけでもないの

で、為替レートを無視して、1 ドルを 100 円

と交換してもいいし、140 円と交換しても

いいが、ある時点でこれらの比率での交換

がいずれも可能であれば、頭のいい人は 1
ドルを 100 円で売って、140 円で売ろうと

するだろう。多くの人がそのように考えて

行動するようになると、誰も 1 ドルを 100
円で売ろうとはしなくなり、1 ドルを 140
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円で買おうとはしなくなり、多くの人がほ

ぼ同じ交換比率でドルと円を交換するよう

になる。この比率が為替レートだ。 
 東京でもニューヨークでもドルと円の交

換比率が同じというのは不思議な気もする

が、もしもドルの価値が東京とニューヨー

クで異なっていれば、安い方でドルを買っ

て、高い方でドルを売ることでやはり利益

が得られるため、そうした利益追求の結果、

現在では世界中どこでもドルと円の為替レ

ートはほぼ同じになっている。 
 旅行先で使われている通貨の為替レート、

すなわち、現地通貨が日本円でいくらなの

かをインターネットなどで調べてみよう。 
  

3. 変動相場と固定相場 
 為替レートは異なる 2 つの通貨の交換比

率であり、基本的にはそれらを交換したい

人たちの自由な交換によって自然に決まる

ものである。 
 たとえば、ドルと円の為替レートであれ

ば、ドルを買いたいという人たちが増える

とドルの価値が高くなり円の価値は低くな

る（円安ドル高）。逆にドルを売りたいとい

う人が増えればドルの価値が下がり円の価

値が高くなる（円高ドル安）。 
 ニュースで為替レートが報道され、日々

その水準が変化しているが、その変化はド

ルに対する需要と供給の変化によって起き

ている。このように市場での需給によって

為替レートが変化する仕組みを変動相場制

という。 
 野菜の値段が需要と供給で決まるように、

為替レートが需要と供給で決まる変動相場

制はある意味で自然な仕組みと言えるが、

頻繁に海外旅行をする人や外国との貿易を

している人たちにとっては将来の為替レー

トがわからないのは大きな不安材料である。 
 たとえば、海外の 100 ドルのバッグ 100
個輸入して、国内で販売するビジネスをあ

なたが計画しているとしよう。海外のバッ

グ店と交渉をして、いざ 10,000 ドルを準備

しようとしていたら、為替レートがドル高

に変わって、1 ドル 120 円から、1 ドル 200
円に上昇したら、あなたは儲けるどころか

大きな損をしてしまうことになりかねない。 
 為替レートが不安定であればあるほど、

為替リスクを恐れる人々は海外との取引に

消極的になってしまう。 
 このような事態を避けるために、自国の

通貨と主要な通貨（現在ではドル）との交換

比率を中央銀行が固定している国がある。

たとえば、日本銀行に行けば、いつでも 1 ド

ルと 100 円を交換してくれるとしよう。ど

んなに多くの人がドルを買い求めても日本

銀行が1ドルを100円で売り続けるならば、

1 ドルの価値が上がることはない。逆にド

ルを売りたい人がどれだけ増えても、日銀

が 1 ドルを 100 円で買い続ければ、ドルの

価値が下がることもなく、為替レートは常

に維持される。これが固定相場制である。 
第 2 次世界大戦後、1971 年まで、円とド

ルのレートは 1 ドル 360 円で固定されてい

たが、その後変動相場制に移行し、現在に至

っている。 
 

4. 為替リスク 
 変動相場制の下では為替レートは通貨に

対する需要と供給によって変化する。 
 たとえば、ドルに対する需要は米国から

の輸入が増えることで増加する。また日本

銀行が金融緩和をして市場に円資金を大量
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に供給することでもドル高が起こることが

知られている。 
 為替レートは天候や自然災害などを含む

様々な要因によって変化している。もし為

替レートの変化を正しく予想できるなら、

それを利用して利益をあげることが出来る。

ドルの価値がわかるとわかっていれば、安

いうちにドルを買って、高くなってから売

れば利益を手にできる。 
 「FX で利益あげた」という話を聞いたこ

とがあるかもしれないが、その利益はまさ

に為替レートの変化による利益である。簡 
単に利益が上げられると考えている人がい

るかもしれないが、実際には予想は困難で

ある。素人でもわかる予想はすでに為替レ

ートに織り込み済みであり、これからどの

ように変化するかは専門家でも予想が難 
しい。 
 為替レートの変化は予想が難しく、その

ために予想外の損失を被るリスクがある。

それが為替リスクである。貿易や海外への

投資はもちろん、海外旅行に行く際にも為

替のリスクはあるので注意をしよう。 
 

*Homework 実施についての注意事項 
 為替リスクの学習を思い出してみよう。 
CaseやWorkで検討した為替レートについ

て復習し、数か月後に海外旅行に行く場合

や、半年後、1 年先のいずれかの場合を想定

し、また滞在期間なども考慮して現金とク

レジットカード決済の比率を考えてみよう。

また、現金を持つことのリスクも合わせて

検討してみるとよい。 
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金融リテラシー入門 
第 6 章：「病気・入院」

はじめに 
 本章では、不測の事態に対する備えや保

険制度の仕組みや活用を知ることを目的と

している。 
 この問題の本質的な理解のためには、公

的保険（健康保険）ではどこまでの内容が保

障されているのかを理解した上で、私的保

険（医療保険）についてどのような選択をす

るかという視点が必要である。なぜなら、第

2 章で学習した通り、我が国の社会保険は

強制加入と保険料の強制徴収が原則となっ

ており、病気・入院においても健康保険によ

って一定程度は給付を受けられるからであ

る。その学習なくして私的保険のみを考え

ては、必要以上の保障額の保険に入ってし

まうことになり、生活設計上適切ではない。

また、十分な貯金があれば、私的保険に入る

だけでなく、貯蓄で補うという考え方もで

きる。 
 そこで本章では、病気・入院時のファイナ

ンスについてケーススタディを行い、自分

が働けない時間をどれくらい貯金や保険な

どで賄えるかを計算し、自分が生活を営む

上で 低限必要なキャッシュフローを理解

する能力を修得することを目的とする。 
 

1. 公的医療保険 
 私たち全国民は、健康保険、国民健康保

険、共済等の公的医療保険に加入している。

公的医療保険では、通常私たちが病院の窓

口で請求される金額は 3 割負担（75 歳以上

は 1 割）である。 
これ以外に、医療費が高額になった場合

に負担を軽減する「高額療養費制度」、休ん

だ期間の生活を保障する「傷病手当金」、出

産時の給付などがあり、いずれも申請によ

って給付されるものである。 
 

(1) 高額療養費 
 医療機関や薬局の窓口で支払った額が月

の初めから終わりまでで、一定額を超えた

場合に、申請によりその超えた金額が支給

される制度である。負担の上限は年齢や所

得によって異なる。ただし、入院時の食事負

担や差額ベッド代は含まない。 
 100 万円の医療費で、窓口負担（3 割）が

30 万円かかった場合、高額療養費として

212,570 円が支給され、実際の自己負担額

は 87,430 円となる。すなわち、高額な医療

費がかかった場合にも、公的な医療保険に

よる負担部分が大きい。 
 

(2) 傷病手当金 
 健康保険の制度として、業務外のケガや

病気により休業した時、連続して 3 日間（有

休休暇、土日の休業も含む）休んだ後の 4 日

目から手当金が支給されるものである。た

だし、会社が傷病手当金の額より多い報酬

額を支給した場合は対象ではない。 
 支給額は標準報酬日額の 3 分の 2 で、

長は 1 年 6 か月である。ただし、自営業な

ど国民健康保険に加入している人は支給さ

れない。 
 長1年6か月にわたり給付があるため、

生活保障となる。また、フリーターとなり国

民健康保険加入となった場合にはもらえな
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いため、ある意味サラリーマンの特権とも

いえる。 
 また、後日に申請し、お金が振り込まれる

ため、お金が必要な時にすぐに手にするこ

とができない。生活設計上は当座の資金を

一定程度蓄えておかないと生活が困窮する

ので注意が必要である。 
 

2. 病気・入院に対する私的な備え 
 私的に入る保険と貯金の両側面から考え

る必要がある。 
 

(1) 私的保険 
 民間の生命保険会社、損害保険会社、共済

が販売している。公的医療保険では足りな

い病院やケガの保障分について、民間の医

療保険で準備する。女性特有の病気に対す

る医療保険もある。 
民間の保険には、医療保険の他に、加入者

が死亡や高度障害になった時に保険金を受

け取れる生命保険もあり、ライフプランに

応じた加入を検討することが重要である。 
 

(2) 貯金 
 病気や入院等により働くことができない

場合、その生活を補填するための必要貯蓄

額はこれまでの家計状況から判断する必要

がある。 
 必要金額は、これまでの家計状況から医

療費、固定費、生活費に分けて考えるとよ

い。医療費は高額療養費なども考慮して、必

要な金額を積算する。入院費用の他に、退院

後の医療費や交通費等も考慮しておく必要

がある。 
固定費としては、休業中の社会保険や住

民税の支払いを忘れてはならない。また、一

人暮らしの場合には家賃や光熱水道費、通

信費など、休業していてもかかる費用は見

込んでおく必要がある。また、奨学金を借り

ている人は、その返済費もかかる費用とし

て想定される。 
また、生活費としてかかる費用は、健康な

時とは使い方が変わってくるが、食費など

は削ることは難しい。 
 このように貯蓄で収入の不足分を補う場

合、相当額の準備が必要となる。月収の 3 か

月分程度は用意できると心強いだろう。 
 

3. 障害年金と学生納付特例制度 
 病気やケガによって障害が生じた時、公

的年金の加入者は障害年金が支給される。

学生のうちは 20 歳から国民年金の加入が

義務付けられており、月々の支払いは

16,260 円（平成 28 年度）である。これを

納めない状況で障害が生じた場合、一生、障

害年金が支払われない（平成 27 年度の年金

額は 1 級 975,100 円、2 級 780,100 円）。年

金というと、老後の生活保障をイメージし

やすいが、病気やケガで障害が時も保障が

あるため、確実に納付する必要がある。 
もし、学生時代に月々の国民年金の支払

いが難しい場合は、学生納付特例制度によ

って納付を猶予する手続きができる。 
ただし、本人の前年所得が 118 万円＋扶

養親族等の数×38 万円の金額以上である

場合には、この手続きが使えないので注意

が必要である。 

 
*Homework 実施についての注意事項 
国民年金に加入していること（学生納付

特例で猶予を受けることを含む）がいかに

大切であるかに気づくことが重要である。 
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金融リテラシー入門 
第 7 章：「交通事故」

はじめに 
すでに「車の購入」の章で車の購入をめぐ

る意思決定と購入に伴うコスト、さらにリ

スクについて学んだ。本章では、万一の事故

に遭遇した場合を想定し、その損害賠償額

の算定を行うことで、保険の重要性を改め

て認識するとともに、計算の実務を通じて

時間価値という経済概念を体得する。 
 

1. 時間価値 
近年は低金利が続いているので銀行に預

金をしても利子がほとんど期待できない

が、預ける資金を PV、利率を i とすれ

ば、n 年後の将来価値 FV は一般に以下の

ようになろう。 
 

 FV＝PV（1＋i）n  
 

 利息は預金をしたり借入をすると発生す

る、いわば金融機関利用の手数料のような

性格である。利息の付け方に、単年度ごとに

利息を計算する単利と、元金（元本とも言

う）にその年に発生した利息を加えて利息

の計算を行う複利による方式がある。 
 単利の場合には、元の資金に金利を単年

度ごとに掛け合わせることで求められる。 
例えば 10 万円を 0.5％で預けたときの 1 年

後の元利合計は、 
10 万円×（1＋0.005）＝100,500 円 

2 年後には、1 年間の受取利息が 500 円と

なるので、 
2 年後のＦＶ＝100,000＋500＋500 

＝101,000 円 

が元利合計となる。 
 

単利でない限り、預けた資金（元本）に利

息が加わり、その全体（元利合計）に翌年の

利息が計算されていく。これを複利と呼ぶ。 
例えば、100 万円を定期預金（年利 1％）と

して 5 年預けるとすると、 
   FV＝1,000,000 円×（1+0.01）5  

 ＝1,051,000 円 
 

 反対に、将来のある金額（n 年後のある金

額）を現在価値に引き直すには、以下の式と

なる。 
  PV＝FV／（1＋i）n  

 

2. 中間利息の考え方 
数年後に受け取る 100 万円の現在価値を

考えよう。 
   1 年後の 100 万円の現在価値（PV） 
   ＝1,000,000／(1＋0.05) 
   ＝952,380 円 

将来価値(1 年後)➡現在価値 952,380 円 
     (2 年後) ➡ 同  907,029 円 
        (3 年後) ➡ 同  863,837 円 
     (5 年後) ➡ 同  783,526 円 
       (10 年後) ➡ 同  613,913 円 

(つまり、613,913 円を年利 5％で複利運用

すれば、10 年後に約 100 万円になる。) 
 損害賠償額算定の実務では、給与のよう

に将来の長い期間にわたって受け取るはず

だった金額を賠償するにあたり、将来価値

から現在価値を算定する計算を行う。これ

は中間利息の控除と呼ばれる。 
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 テキストの Appendix にある年金現価係

数表は、例えば向こう 10 年間、400 万円を

受け取るはずだった場合の現在価値を以下

のように簡単に計算できるようになってい

る。（5％と 10 年の交点の数値は 7.7217） 
PV＝4,000,000 円×7.7217 

＝30,886,800 円 
  この金額は、10 年かかって受け取る将

来価値を現在価値に引き直したものである。 
なお、実務で年利 5％を使用する理由は、利

率に関して互いに取り決めのない時に適用

する民事法定利率（民法条）が年利 5％と定

めているからである。超低金利が続く現代

の社会経済情勢の中で、金利の高さが指摘

され、控除額が大きく被害者が受け取る賠

償額に影響を与えるため、3％程度に下げる

提案が国会で検討されている。 
 

3. 係数表について 
2. の計算において年金現価係数表を使

用した。本テキストでは、Appendix（付録）

に 6 つの係数表を収録している。この 6 種

の係数表は複利計算を用意にするために、

あらかじめ用意されたパーソナルファイナ

ンスに関する早見表である。 
 先ほどの将来価値 100 万円の現在価値の

計算では現価係数表を活用できる。年利 5％
の場合、10 年後の 100 万円の現在価値は、 

100 万円×0.6139＝613,900 円 
と簡便な計算が可能となる。（係数表の小数

値の桁数により若干の数値に誤差はある） 
100 万円を年利 5％で運用した時の、10

年後の受け取り額も、終価係数表の数値か

ら 1.6289 を取り出して、 
 100 万円×1.6289＝1,628,900 円 
と求めることができ便利なツールと言えよ

う。 
  

4. 交通事故と損害賠償 
交通事故の損害賠償では治療費、通院交 

通費、葬儀費用などの積極費用、また、事故

に遭わなければ得ることができた利益であ

る給与などの休業補償や逸失利益としての

消極損害、さらには事故によって精神的・肉

体的な苦痛としての慰謝料がその対象とな

る。むち打ちなどの後遺症も当然に賠償す

ることになり、万一、家族の働き手を死亡さ

せることになったり、労働能力を失わせて

しまう事故を起こせば、その家族の将来に

わたる生活費も支払うことになる。 
 

5. 逸失利益 
すでに上で述べたように、事故に遭遇し

たことで失った利益は逸失利益と呼ばれる。

治療費、入院費などと異なり実費という性

格ではなく、将来にわたり通常の生活をし

続けていたならば、稼ぎ得た収入などがそ

れにあたる。一般には死亡事故における逸

失利益と後遺傷害事故における逸失利益、

さらに休業補償をふくむ。 
逸失利益の算定には、現時点での給与や

就労可能年数がもとになる。実務では 67 歳

を就労可能年数としている。専業主婦など

収入を得ていない場合は賃金構造統計から

平均賃金を算出の基礎とする。 
Work では、被害者を専業主婦としている

ので、当該年齢の平均賃金をもとに、算出す

る。 
305,000 円×12 か月＝年収（Ｉ） 

逸失利益＝Ｉ×（就労可能年数にあたる年金現価係数） 
（係数表の金利は 5％を選択して該当の年

数の欄から係数を読み取ることができる） 
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6. 慰謝料 
慰謝料とは一般に、生命や財産、名誉など

が不法に侵害され精神的損害を被った場合

に、加害者に請求することのできる損害賠

償金を言う。交通事故における慰謝料は、ケ

ガの治療にかかった入院期間や通院日数に

応じて自賠責保険による慰謝料の算定基準

が決まっている。基準では、実通院日数の 2
倍と治療機関のいずれかの少ない方に

4,200 円をかけたものとなる。 
例えば治療期間が 3 か月で、実通院日数

が40日の場合は、3か月＜40×2 となり、

4,200×80＝336,000 円と算定される。ただ

し、次の項で見るように障害事故では自賠

責の 高支払限度額が 120 万円となってい

るので、120 万円を超えた場合には、任意保

険による算定となる。 
あってはならないことであるが、仮に死

亡事故を起こしてしまった場合の被害者遺

族への慰謝料は平均的に 3,000 万円前後と

されているようだ。 
 

7. 自賠責 
自賠責は自動車損害賠償責任保険の略で、 

法律で加入が義務付けられた保険である。

障害事故は 高支払額が 120 万円、後遺障

害事故では常時介護で 高額 4,000 万円、

死亡事故では 3,000 万円が補償限度額とな

っている。次に見るように、事故による損害

賠償額は高額化の傾向にあり、自賠責では

支払いきれないことが多く、任意保険とし

ての自動車保険にも同時加入することにな

る。 
 自賠責は強制保険なので、車両購入時や

車検の時に、次の車検までの保険料を一括

して支払うことになっている。 

 

8. 損害賠償額の高額化 
 日本損害保険協会の資料によれば、近

年高額賠償を求める判決が増加する傾

向にあるという。 
  

認定損害額 年齢 被害態様 

3 億 8,281 万円 29 歳 後遺障害 

3 億 5,978 万円 25 歳 後遺障害 

3 億 3,678 万円 17 歳 後遺障害 

3 億 3,531 万円 32 歳 後遺障害 

3 億 2,776 万円 42 歳 後遺障害 

 

なお、店舗や電車に突入、衝突するなど

の物損事故でも、1 億～3 億円の損害額

を認定する判決が出ている。 
 

9. 自転車事故の増加 
 近年、自転車による対人事故も頻発して

いる。2012 年には交通事故全体の 2 割を自

転車による事故が占めるほどになった。そ

のため、2013 年 6 月に公布された改正道路

交通法では、自転車の路側帯の通行では、進

行左側走行を義務付け、違反者には罰金を

科すなど厳しい取り締りがスタートしてい

る。また、人身事故による損害賠償額の認定

も 9,000 万円を超える判決も出るに至り、

自転車保険への加入がにわかに注目される

ようになった。 
 自転車には自賠責のような法による強制

保険の制度がなく、任意保険に加入するし

かないのが実情である。しかし、自分自身の

けがなどのためにもぜひ加入したい。この

数年の自転車保険の啓発・普及により、

2,000 円以下の低額な保険料で加入できる

ものもある。 
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*Homework 実施についての注意事項 
すでに述べたように自賠責では補償されな

い部分を任意保険（通常の自動車保険）が 
カバーしている。 

任意保険の保険料は保険会社によって多少

の金額差がある。インターネットなどでよ

く調べて、契約内容を十分に確認した上で

契約することが肝腎である。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 自賠責 任意保険 

対人賠償 ○ ○ 

対物賠償 × ○ 

搭乗者傷害 × ○ 

人身傷害 × ○ 

無保険車傷害 × ○ 
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金融リテラシー入門 
第 8 章：「資産形成とキャリア」

はじめに 
皆さんの長い人生の中で皆さんに喜びや

満足、安心や健康をもたらしてくれるもの、

それが広い意味での資産である。この広い

意味での資産には金融資産（預金や保有株

式など）や実物資産（不動産や貴金属など）

だけでなく、人的資産（知識、技術、体力、

精神力、豊かな人間関係など）も含まれる。 
より良い人生を送るためには、その達成

に必要な資産を形成しなければならない。

資産形成の重要性と、多様な資産の存在を

理解しよう。 
 

1. 資産は多様である 
世の中には、幸せな人生を送っている人、

人生の成功者と言われる人たちがいる一方

で、残念ながらそうでない人たちもいる。運

の要素もないわけではないが、前者の人た

ちは幸せや成功を支える資産を豊富に持っ

ていることが多い。 
資産というと金融資産（預金・株式・債券

などの金融商品による資産）や実物資産（不

動産や家財、貴金属など）を思い浮かべる人

も多いだろう。実際、資産家というと会社や

土地、金融資産を多く持っている人を指す

のが普通である。実際、こうした資産が豊富

にあれば経済的貧困に陥る危険性は少なく

なる。 
しかし、 近の社会科学では、資産をもっ

と広い意味で捉えている。 
冒頭で述べたように、皆さんの長い人生

の中で皆さんに喜びや満足、安心や健康を

もたらしてくれるものを広い意味での資産

と考え、皆さんが身につけた知識や技術、人

間関係なども資産に含めて考えるようにな

ってきた。これらの資産は人的資産と呼ば

れる。 
人的資産は、人の様々なケイパビリティ

（潜在能力）のストックであり、精神的資

産・身体的資産・生活文化資産・ネットワー

ク資産から成り立つ。 
精神的資産には、思考や意志や判断力や

愛・忍耐力・優しさなどがあり、また労働や

仕事の能力が含まれる。 
身体的資産は、筋力などの運動能力や仕

事のための身体的能力があり、健康も含ま

れる。健康が失われると仕事ができなくな

り収入が途絶えるばかりでなく、医療費と

いう支出が発生してしまう。そして精神的

資産と身体的資産の一部が、労働や仕事の

能力となって、収入を生むのであり、その点

でこれらは経済的価値をもたらす。 
生活文化資産はアートやスポーツ・趣味

などの能力のストックである。 
ネットワーク資産は、家族や友人・地域や

職場・学校などでの人とのつながりであり、

社会全体のソーシャル・キャピタル（社会関

係資本）の一部である。 
ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）

は社会科学の中で現在 も注目されている

概念の一つである。ソーシャル・キャピタル

が豊かな人とは、信頼でき、かつ助け合える

知人を多く持つ人のことを指す。 
そうした人間関係の深さは地域によって

異なるが、ソーシャル・キャピタルが豊かな

地域ほど、経済活動が活発であり、健康寿命
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が長く、犯罪が少なく、教育水準も高いこと

が知られている。当然のことながら生活満

足度も高くなる。 
昔から「芸は身を助ける」、「情けは人の為

ならず」などと言って、人的資本の重要性は

古くから認識されてきた。しかし、人的資産

には形がなく、売却をすることも出来ない

ので見落とされがちである。それが失われ

ると収入が大きく損なわれるだけでなく、

様々な喜びや満足、安心や健康を失ってし

まうことがわかるだろう。 
 

2. 資産形成には投資が必要 
資産は身を助けてくれるが、簡単に手に

入るものではない。資産を手にするために

は投資が必要だ。 
金融資産を持つには預金をしたり、株を

購入したりしなければならない。収入を全

て消費していたら、金融資産への投資はで

きない。 
実物資産はお金を出して買うこともでき

るが、自分で作ることもできる。自分で実物

資産を作る場合、お金はかからないかもし

れないが、その分、時間や労力を投資しなけ

ればならない。 
人的資産形成にも投資は必要である。仕

事に役立つ知識や技術を身につけるために

学校に行くなら、学費と時間と努力が必要

だ。お金をいくらかけても努力をしなけれ

ば力はつかない。ネットワーク資産のうち

信頼関係を得るには、信頼を裏切らない行

動を持続することが必要だ。一時的な利益

のために信頼を裏切るような行動をとれば、

ネットワーク資産はすぐに壊れてしまう。

どんな資産を形成するにも必ず何らかの投

資が必要なのだ。 

投資とは、広い意味では、なんらかの経済

的・身体的・精神的犠牲を払って、経済的・

身体的・精神的リターンを得ようとチャレ

ンジすることである。資産形成はもちろん

投資であるが、広い意味では、受験も愛の告

白も資格取得へのチャレンジも投資的な面

をもっているといえよう。 
 

3. 長期的な広い視野を持とう 
資産を形成するには時間がかかる。将来

困難な状況に陥ってから資産を増やそうと

しても無理である。将来を見越して、今どん

な投資をすべきなのかを考えよう。 
すでに述べたように、資産には様々なも

のがある。同じだけの投資をしても、どの資

産に投資をするかによって帰ってくるリタ

ーンが異なるだろう。より効果的な投資が

できるように多様な選択肢から適切な投資

の対象を選べるようにしたい。 

 
4. 先人たちに学ぼう 
資産形成は、私たちの人生を左右する重

要な決定であるにもかかわらず、その方法

について学んだり、考えたりする機会は少

ない。また資産形成について他人と話をす

ることも少ない。適切な資産形成をしない

まま年齢を重ねていって、あとでそのこと

に気がついても人生をやり直すことはでき

ない。 
 自分で経験をすることはできないが、他

人の経験から学ぶことはできる。成功者た

ちがどんな投資をしてきたのか。自分の理

想となるような先人たちの人生を参考にし

て、自分にとっての理想の投資を考えてみ

よう。 
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*Homework 実施についての注意事項 
あらかじめ尋ねるポイントを整理し、しっ

かりとしたインタビューを行ってみたい。 

とくに、さまざな人生経験を積んで来た人 

の話は貴重であるので、自分では気づかな

い話が聞けるだろう。 
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金融リテラシー入門 
第 9 章：「住宅購入」

はじめに 
 住宅を購入するか？賃貸にするか？ 
住宅は人生 大の買い物であるため、誰も

が迷う選択肢である。耳障りのよい住宅広

告に惑わされることなく、この判断を合理

的に行うため、本章では住宅ローンや資金

計画の理解をシミュレーションにより獲得

することを目的としている。 
 判断のための基本的な情報を知ることに

加えて、住宅選択の決定は個人の価値観や

ライフスタイルを反映しており、正しい答

えがあるわけではないことも理解したい。

グループで意見交換等をすることにより、

多様な意見を知り、個人の価値観を磨くこ

とも狙いとしたい。 
 

1. 住宅購入にかかる費用 
 住宅は物件価格以外にも、次のような費

用がかかる。 
・物件購入のための諸費用・税金 
・住宅ローン借入のための諸費用 
・引っ越しや新居用の家具や家電用品の購

入費用 
新築物件では物件価格の 3～7％、中古物

件では 6～10％程度を用意する必要がある。 
 

2. 住宅ローンのための基礎知識 
(1) 自己資金率 
 住宅購入にかかる費用のうち、事前に準

備した自己資金の割合。例えば 3,000 万円

の住宅で自己資金が 600 万円（住宅ローン

は 2,400 万円）の場合、自己資金率は 20％
となる。自己資金ゼロですべてを住宅ロー

ンで支払う方法もあるが、事前にできるだ

け多くの金額を自己資金として用意し、住

宅ローン金額を少なくする方がよい。 
 また、現在では住宅資金のために親や祖

父母から贈与がある場合、通常（年間 110 万

円）の非課税枠よりも枠が拡大しているこ

とから、検討できる場合には積極的に利用

するのも一つの方法である。 
 

(2) 変動金利と固定金利 
 住宅ローンを検討していく上で、どこの

金融機関が提供しているどのような商品を

選ぶかという問題に直面する。その場合、一

つの判断は、金利をどのようなタイプにす

るか？ということである。 
 大きく分けて金利の種類には、変動金利

と固定金利がある。変動金利とは、半年に一

度金利が見直されるもので、固定金利は借

入期間中金利が一定のものを指す。また、こ

れらを組み合わせた固定金利選択型（一定

期間は固定金利、その後は変動金利）といっ

た形がある。 
 現在では変動、固定金利選択型、固定金利

の順に金利が高くなっている。金融機関に

より金利は異なっているので、比較検討す

ることが重要である。現在は低金利が安定

的に続いているため、変動金利を選択する

人が多いが、金利上昇局面ではローン金利

も上昇することを忘れてはならない。 
(3) 元利均等返済と元金均等返済 
 金利のタイプの他に、返済方法も次の二

つから選択する必要がある。 
○元利均等返済 
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毎回の元金と利息を合計した返済額が常に

一定の金額となる返済方法。 
○元金均等返済 
毎回の元金の返済額が一定の返済方法。当

初は支払金額が多いが、次第に支払金額が

少なくなる。 
 

(4) 住宅ローン返済シミュレーション 
自己資金額、金利の種類、返済方法の他

に、返済期間（ 大は 35 年間）を決めれば、

住宅ローン返済シミュレーションを行うこ

とができる。 
ここでは、金融広報中央委員会の Web サ

イト「知るぽると」の借入返済金シミュレー

ションを用いて、条件設定を変えて計算す

ることを試みる。 
これらのシミュレーションを通して、自

己資金、金利、返済方法の違いによって、返

済金額が大きく異なることが分かるであろ

う。 
 

【シミュレーション例】 
借入金額 3,150 万円 返済期間 35 年 
 

変動金利 1％（と仮定） 総返済額 
＜元利均等返済＞    3,734 万円 
＜元金均等返済＞    3,702 万円 
 

固定金利 3％      総返済額 
＜元利均等返済＞    5,091 万円 
＜元金均等返済＞    4,807 万円 
 

3. 個人バランスシート 
 企業の貸借対照表と同様に、1 時点の家

計の資産（左側）、負債（右側）、純資産（右

側）のバランスを示したものである。通常は

表で表し、「純資産＝資産―負債」の関係が

ある。 
 住宅ローンを組んで負債が多いような場

合には、債務超過となり純資産がマイナス

となる。家計簿等と並んで、重要な家計分析

のツールである。 
 

4. 繰り上げ返済 
 長期で住宅ローンを組んでいる場合、通

常返済の他に資金を元金返済部分に充当し、

その分の利息部分を節約する繰り上げ返済

という方法がある。 
 繰り上げ返済には、それによって返済期

間を短くする方法（期間短縮型）と、毎月の

支払金額を減額する方法（返済額減額型）が

あり、ライフスタイルに合わせて余裕資金

で行うと節約効果がある。 
 

5. 団体信用保険 
 住宅ローンの支払いは長期に渡るため、

支払期間中に死亡や障害によって支払が困

難になることも想定される。そのようなリ

スクを回避するため、金融機関の多くは住

宅ローンの設定時に、団体信用保険の加入

を義務付けているところが多い。 
 これは裏返せば、万が一世帯主の収入が 
途絶えた場合にも、住宅ローンの支払いが

免れるため、生活設計の視点からみれば心

強い保険である。世帯の生活保障を考える

場合には、住宅の支払いが免除されること

も考慮して、死亡保障である生命保険をか

けるという方法も考えられよう。 
 

*Homework 実施についての注意事項 
低金利のときに変動金利と固定金利のいず

れを選ぶのが得策か考えてみるなど、店舗



33 

型銀行とネット銀行の金利差なども調べな

がら検討してみよう。また、賃貸と持ち家を

比較する際、借入時（購入時）の費用とラン

ニングコストを調べてみよう。 
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金融リテラシー入門 
第 10 章：「都会の暮らしと地方の暮らし」

はじめに 
本章では、私たちがどこで就職してどの

ような生活を送るのか、生活拠点の選択と

いう視点から考え、今後のライフプランを

多様に考えることができるようにしたい。 
 

1. U ターン・J ターン・I ターン 
U ターンとは、地方から大都市へ移住し

たものが、再び元の地方へ戻り住むことで

す。例えば、北海道富良野市で生まれ育っ

たが、大学進学で東京へ移住、卒業後も東

京で就職したが、やがて自分の生まれ育っ

た富良野市へ移住した場合、U ターンとな

ります。故郷にはない教育環境や雇用環境

を求めて都会に移住したものの、やがて生

まれ育った故郷でのゆとりあるライフスタ

イルや子育ての環境、両親との生活などを

重視し、U ターンを希望することも多くあ

るようだ。 
J ターンとは、地方から大都市へ移住し

たものが、出身地に近い地方大都市圏や、

中規模な都市に戻り住むことである。 
例えば、石川県白山市で生まれ育った

が、大学進学で東京へ移住、卒業後も東京

で就職したが、やがて自分の生まれ育った

白山市にほど近い金沢市へ移住した場合、

J ターンとなります。生まれ育った故郷で

のゆとりのあるライフスタイルや子育ての

環境を重視したいと思う一方で、自分の希

望する職種が故郷には少ない、あるいは一

定の利便性も捨てがたい場合には、J ター

ンを希望することも多くあるようだ。 
I ターンとは、出身地（主に大都市）と

は別の地方に移り住むことである。例え

ば、東京都新宿区で生まれ育ったものの、

起業のために長野県軽井沢町に移住した場

合、I ターンとなる。生まれ育った場所の

方が利便性は優れていたとしても、ゆとり

のあるライフスタイルや子育ての環境、あ

るいは、起業の際の土地や経営資源を求め

て、I ターンを希望することもある。 
 

2. 育児休業 
「育児休業」とは、出産に伴う休暇として

「産前産後休暇」の終了後に取得できる休

暇のこと。育児休業給付金として育児休業

中に育児休業前の賃金の 67%(6 ヶ月経過

後は 50%)相当額が支給される。支給期間

は通常出生から 1 歳を迎える誕生日の前日

までである。 
育児・介護休業法は、平成 21 年 6 月に改

正されて、一部を除き平成 22 年 6 月 30 日

より施行され、平成 24 年 7 月 1 日から全

面施行されている。 
この改正では、①子育て期間中の働き方

の見直し、②父親も子育てができる働き方

の実現、③仕事と介護の両立支援、④実効性

の確保、が行われた。 
具体的には、①では、短時間勤務制度の

義務化、所定外労働の免除の義務化、子の

看護休暇の拡充をはかる内容が盛り込まれ

た。また、②については、父母がともに育

児休業を取得する場合には、1 歳 2 か月

（現行 1 歳） までの間に、1 年間育児休

業を取得可能とする、「パパ・ママ育休プ

ラス」制度が創設された。 
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3. 待機児童 
厚生労働省では「調査日時点において、

入所申込が提出されており、入所要件に該

当しているが、入所していないもの」を待

機児童と定義している。 
厚生労働省によれば、平成 26 年 4 月 1

日の保育所入所待機児童数は、23,167 人

で、5 年ぶりに増加した。 
都市部とそれ以外の地域に分類すると、

都市部の待機児童として、首都圏（埼玉・

千葉・東京・神奈川）、近畿圏(京都・大

阪・兵庫）の 7 都府県（政令指定都市・中

核市含む）とその他の政令指定都市・中核

市の合計は 17,083 人となっており、全待

機児童の 73.7％を占めている。都市部で

深刻な待機児童の問題を抱えている。 
 核家族化や共働きの夫婦の増加などが、

待機児童の要因として挙げられている。 
 

4. 合計特殊出生率 
合計特殊出生率とは、「15～49 歳までの

女性の年齢別出生率を合計したもの」で、

一人の女性が一生の間に生む子どもの数。 
合計特殊出生率には、「期間」と「コー

ホート」の 2 種類の測定方法がある。 
前者の「期間合計特殊出生率」とは、ある

１年間の 15 歳～49 歳の女性の各年齢別出

生率の合計です。後者の｢コーホート合計

特殊出生率｣とは、ある世代（同年生まれ

（コーホート））の女性の 15 歳～49 歳ま

での期間の各年齢別出生率を過去から積み

上げたものです。その世代の出生率を意味

する。 
実際に一人の女性が一生の間に生む子ど

もの数は、｢コーホート合計特殊出生率｣だ

が、この数値はその世代が 50 歳に到達す

るまで得られないため、それに相当するも

のとして一般的には「期間合計特殊出生

率」が年次比較、国際比較、地域比較など

に用いられている。 
合計特殊出生率が 2.07～2.08 のとき、

人口は増加も減少もしない水準といわれて

いる。過去には 1950 年以降急激に低下し

たものの、1970 年代前半の第 2 次ベビー

ブーム期を含め、ほぼ 2.1 台で推移してい

たが、1975 年に 2.0 を下回ってからは低

下傾向だ。2005 年には過去 低の 1.26 ま

で低下したものの、2013 年は、1.43 まで

回復している。 
年間の出生数は、1973 年に約 210 万人

だったが、2015 年は約 101 万人。 
 

5. 保育園、幼稚園、認定こども園 
(1) 保育園（保育所）は、就労等のため家

庭で保育のできない保護者に代わって

0 歳～5 歳児までを保育する施設で

す。利用時間は、夕方までの保育のほ

か、園により延長保育を実施している

場合もある。利用できる保護者は、共

働き世帯、親族の介護などの事情で、

家庭で保育のできない保護者である。 
(2) 幼稚園は、小学校以降の教育の基礎を

つくるため 3 歳～5 歳児の教育を行う

学校です。利用時間は、昼過ぎごろま

での教育時間に加え、園により午後や

土曜日、夏休みなどの長期休業中の預

かり保育などを実施していることもあ

る。利用できる保護者に特に制限はな

い。 
(3) 認定こども園は、幼稚園と保育所の機

能や特長をあわせ持ち、地域の子育て
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支援も行う施設。0 歳～5 歳までが対

象だが、①0 歳～2 歳までの幼児に対

しては保育園（保育所）の機能を、②

3 歳～5 歳までの幼児に対しては幼稚

園の機能を提供している。 
 

6. 空き家バンク 
自治体が、移住・定住を促進するため

に、移住希望者と空き家の所有者（売却希

望者または貸し出し希望者）をマッチング

して空き家を紹介する制度。この制度に

は、自治体、移住希望者、空き家の所有

者、の三者が関わる。空き家バンクの運営

は、民間の不動産会社とは異なり、ほとん

どの場合に自治体の職員が行っている。ま

た、自治体によっては、移住・定住者に家

賃や購入費用、引っ越し費用等の補助金を

支給している場合もある。 
なお、自治体は、あくまで空き家の所有

者と移住希望者をマッチングするだけで、

当事者間（空き家の所有者と移住希望者）

の交渉や契約には関与しない。  
民間の不動産会社の住宅検索に登録され

ていない空き家情報も掲載されている。 
 

*Work 実施についての参考情報 
Work10-1 

「大学 4 年生の B さん（22 歳）の就活」 
私たちが将来就職をする際に、どんな選

択肢があるかを気づき、自分に合った生活

拠点を選択し、ライフプランについて考え

てみる。 
このワークで選択する 3 社（甲社・乙社、

丙社）のそれぞれの所在地で生活する状況

を具体的にイメージして選択しよう。 
 

Work10-2 

「生活拠点とする場所についての要件」 
生活拠点とする場所について、例えば、気

候や交通の便、治安の良さや子育て環境、住

環境といった具体的な要件を挙げて、その

なかの優先順位をつけてみよう。 
また、各要件について、例えば、気候（年

間平均気温）、交通の便（バスや 寄り駅ま

での距離）などそれを表す指標にどのよう

なものがあるか挙げてみよう。 
 

Work10-3 

「会社員 B さん（27 歳）の子育て費用」 
前述の Work10-1 で登場した大学 4 年生

の B さんが卒業後に就職・結婚を経て第一

子が誕生することになった。子どもが誕生

してから小学校に入学する前までに、出産

や子育てにどれくらいの費用がかかるだろ

うか。内閣府「インターネットによる子育て

費用に関する調査」を参考に、地域別に着目

しながら金額を計算してみよう。 
 
Work10-4 

「国や自治体による子育ての支援について」 
出産育児一時金や児童手当など、出産や

子育ての家計の負担を軽減するために、国

や自治体ではさまざまな支援をしている。 
国からはどのような出産や子育ての支援

が受けられるだろうか。また、自治体ごとに

内容が異なる子育ての助成制度には具体的

にどのようなものがあるだろうか。 
さらに、大都市と地方では子育ての環境

にどのような違いがあるだろうか。待機児

童の問題などを考慮に入れながら考えてみ

よう。 
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Work10-5  

「会社員 B さん（32 歳）の地方への移住」 
Work10-1 で登場した大学 4 年生の B さ

んが卒業後に就職・結婚・第一子の誕生を経

て、かねてより自然が豊かな土地で働いて

子育てをしたいという希望もあり地方への

移住を考えている。実際に地方に移住する

ためには、どのようなことを事前に調べた

り考えたり行動する等して準備しておく必

要があるだろｙか。思いつくことをあげて

みよう。 
 

*Homework 実施についての注意事項 
Homework 10 (1) 

東京都区部や政令指都市（20 市）以外の

自治体のなかから、あなたが調べてみたい

自治体（市町村）は、どこだろうか？また、

どのような理由からその自治体（市町村）を

選んだのか？例えば、旅行で行ったことが

ある、前に住んでいた、友人や知人が住んで

いる等、自由な発想で調べてみたい自治体

を選んでみよう。なお、自治体は市町村単位

（例えば、北海道富良野市）で選ぶこと。 
 

Homework 10 (2) 

あなたが選んだ自治体（市町村）は、産 
業や人口、あるいは Work10-2 で挙げた各

要件を表す指標にどのような特色があるだ

ろうか？また、その自治体（市町村）のホー

ムページで移住を促進するための情報を提

供しているとすれば具体的には、どのよう

な内容だろうか？ 

 
Homework 10 (3) (4) 

その自治体（市町村）のホームページで

は、移住を促進するための支援策の情報を

提供しているとすれば具体的には、どのよ

うな内容だろうか？また、他の自治体と比

較した場合にどのような特色があるだろう

か？ 
 

Homework 10 (5) 

 Work10-5 を参考に、あなたが選んだ自治

体（市町村）の特徴を踏まえて、実際にその

自治体（市町村）に移住をするとした場合に

は、具体的にどのようなことから準備して

おく必要があるだろうか。 
 
Homework 10 (6) 

今回の宿題で参考にしたホームページや

資料名をレポートに書いておこう。 
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金融リテラシー入門 
第 11 章：「金融資産形成」

はじめに 
人生におけるキャッシュフローを生み出

す資産（現金収入を増やす資産）には、人的

資産と金融資産と実物資産があることを第

8 章で学んだ。本章では、その一つである金

融資産における長期的な資産形成の方法を

学習する。この世の中に、リスクがなく資産

を殖やせる方法や商品は存在しない。何か

を選択すれば何かを失うというように資産

を殖やす（収益を追求する）には、常にリス

クが伴うという「トレード・オフ」の関係が

ある。しかし、各資産および金融商品には、

それぞれ特性があるのでその特性を見極め

ることが重要である。金融資産の安全性・流

動性・収益性の観点から各資産および金融

商品の特徴を抑えた上で、自分に適した資

産運用の方法を習得したい。 
 

1. 金融資産形成とリスクコントロール 
金融資産形成とは、預金・株式・債券など

の金融商品を活用して自己の資産を形成す

ることである。各金融商品には、リスクが伴

うが、特徴の異なる金融商品を組み合わせ、

長期に保有すること（長期分散投資）によ

り、リスクをコントロールすることができ

る。 
金融商品のリスクには、主に次の 6 つが

ある。 
(1) 信用リスク 
信用リスクとは、倒産リスク、デフォルト

リスクとも呼ばれ、資産を預けている金融

機関や債券・株式等の発行体の倒産により、

投資資金が回収できないことをいう。 

(2) 価格リスク 
値動きのある金融商品（株・債券・外貨建

て金融商品等）の価格が下落したことによ

る資産価値の減少リスクである。 
(3) 金利リスク 
金利の変動により債券などの価格が変動

するリスクである。普通預金/通常貯金や定

期預金/定額貯金は、預け入れ時の金利が適

用されるので、預入期間に価格が変動する

ことはないが、長期の定期預金で預け入れ

た際、途中で金利の見直しがあった場合、そ

の利益を享受できないこともある。 
(4) 為替リスク 
外国の金融商品で運用し、日本の円に換

金しようとする際に重要なのは、為替相場

である。通常、円高の時に外国の貨幣に変

え、円安時に日本円に換金すると収益が得

られる。 
(5) 流動性リスク 
定期預金や定額貯金など期間を設定して

預けた金融商品で満期を迎えず、途中で解

約した場合、中途解約利率や解約手数料が

適用される商品もある。 
(6) インフレリスク 
物価上昇によりお金の価値が目減りする

リスクである。そのため、長期運用を考える

際は、インフレに対抗できるか（インフレ率

以上の収益が期待できるか）を考慮におき、

運用商品を選ぶ必要がある。 
このようなリスクの特性があることを事

前に確認し、自分の資産運用の目的に合う

商品を選択することが重要である。 
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2. 投資と投機 
広義の投資とは、人的資産・金融資産・実

物資産の 3 つの資産を殖やすことであるが、

狭義の投資とは、株式や債券等の有価証券

への投資を指す。自分が出資した資金によ

り、出資先の国・企業・団体を応援すること

になるので、投資先の健全性、成長性、公平

性、社会を構成するステイクフォルダー（利

害関係者）としての社会的責任を果たして

いるか等を考慮し、投資先を選択すること

が重要である。また、投機とは、株式市場や

為替市場などの相場が上昇するか下落する

かを短期的に予測し、値ざや（売買益）を追

求する行動である。多額の投機により、企業

業績とは無関係に需給関係で株価が決まる

こともあり、高いリスクを伴う行動である。

そのため、個人の長期的な資産形成には適

していない手法である。投資適格商品かど

うかの 1 判断材料は、Moody’s や Standard 
Poor’s という格付け機関の評価であり、

Moody’s の場合は Aaa（ も信用力が高い）

から C（ も格付けが低い）までの 9 段階、

Standard Poor’s は、AAA（ も信用力が高

い）から D（ も格付けが低い）までの 10
段階の格付けのうち Bbb（Moody’s）/BBB
（Standard Poor’s）以上が投資適格商品と

されている。 
 

3. 運用商品の特徴 
株式とは、企業が事業資金を調達するた

めに発行するもので、企業は、株式を購入し

た投資家が出資した資金により事業の拡大

を行う。投資家は、株式を購入することによ

り、株主となり、株式会社における出資者

（株式会社のオーナーの一部）になること

ができる。株式とは、株式会社における株主

の権利を示す有価証券であり、主な権利は、

経営参加権（株主総会を通じた会社経営へ

参加できる権利）、配当請求権（配当金を受

ける権利）、残余財産分配請求権（会社解散

時における残余財産分配の請求ができる権

利）の 3 つである。株式には、証券取引所

（株式市場）に上場されている上場株式と、

上場されていない非上場株式がある。日本

の証券取引所は、全国に 5 取引所（東京、

大阪、名古屋、福岡、札幌）であったが、2013
年 1 月に東京証券取引所グループと大阪証

券取引所が合併し、株式会社日本取引所グ

ループを設立した。 
債券は、設備投資や運転資金として資金

のニーズがある発行体（国、地方公共団体、

企業等）が発行する債務証券（一種の負債）

である。銀行借り入れの負債同様、満期（償

還日）や利率（クーポン）が規定された金融

商品である。そのため、株式のように企業の

業績により、殖え幅が異なる金融商品とは

異なり、購入時に償還日までの利益が確定

する商品である。その債券の投資収益を計

算するには、利回りという投資金額に対す

る一定期間あたりの収益率を用いる。一年

あたりの収益率は「年平均利回り」、6 ヶ月

当たりの収益率を「半年利回り」と呼ぶ。 
通常、株式と債券は異なる値動きをするた

め、2 つの金融商品を同時に所有すること

により、運用の分散投資効果が期待でき、よ

りリスクをコントロールすることが可能と

なる。それらの分散効果を加味した金融商

品が投資信託である。投資信託とは、複数の

投資家から集めた資金を、資産運用の専門

家が管理し、国内外株式・債券等に分散投資

を行ったものを一つのパッケージとして販

売する金融商品である。その運用収益の一
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部は、投資家に分配・還元されるため、自分

で個別銘柄を選択することが困難な投資家

や、手元資金の少ない個人投資家でも、少な

い資金で購入が可能である。少額の投資資

金でも、分散投資効果が得られる点が特徴

である。しかし、プロのファンドマネージャ

ーが投資家の資金を預かり、投資家に代わ

り運用銘柄を選んでくれるため、手数料は

高めになるのが一般的である。そのため、運

用実績は、ファンドマネージャーの手腕に

よるところが大きい。実際に投資信託にか

かる手数料は、販売手数料、運用管理費とし

ての信託報酬、解約時にかかる信託財産留

保額という 3 種類があるが、 近は、ネッ

ト証券の普及により、販売手数料が無料の

「ノーロード」の投資信託も増えてきてい

る。これらの手数料は、実際の運用収益から

差し引かれるものなので、投資信託の運用

方針や運用実績と共に、購入時に考慮に入

れておくべき要素である。投資信託は、投資

家（受益者）、投資家から集めた信託財産を

運用する投資信託運用会社（委託者）、投資

信託運用会社の指図を受けて信託財産を管

理する信託銀行（受託者）、投資家への販売

を行う証券会社、銀行等（販売会社）の 4 者

で構成される。 
 

4. 長期分散投資 
リスクをコントロールするためには、値

動きの特徴が異なる金融商品を組み合わせ

て持つことが重要である。同じような収益

率やリスクを持つ資産グループのことを

「アセットクラス」というが、大きく分けて

6 つのアセットクラスが存在する。①流動

性資産（普通預金、通常貯金、MRF など）、

②日本株式（日本株、主に日本株に投資する

投資信託、ETF など）、③日本債券（国債、

地方債、日本企業の社債、主に日本債券に投

資する投資信託など）、④外国株式（外国株、

主に外国株に投資する投資信託）、⑤外国債

券（外国国債、外国企業の社債、国際機関の

債券、主に外国債券に投資する投資信託な

ど）、⑥その他の資産（不動産、REIT、日本

および外国のバランス型投資信託、金、オル

タナティブ投資信託など）である。これらの

アセットクラスのリスクの特徴を抑え、資

産を分配することが必要である。 
内藤 忍 著「内藤 忍の資産設計塾 実践

編」（2005）によると、流動性リスクは資産

運用では、基本的に取るべきではなく、必要

な時にいつでも現金化できるものに預ける

べきとしている。例えば、不動産などは、売

りたい時にすぐに買い手が現れるわけでは

なく、結果として、価格を下げないと売れな

いということも起こりうる。そのため、長期

的な資産形成には、適切とは言えない。ま

た、信用リスクは、発行体が倒産もしくは、

債務不履行になるリスクのことで、株式の

ように積極的に収益を狙っていく商品では、

ある程度のリスクは取っても良いが、債券

では、出来るだけ信用リスクの少ないもの

を選ぶ方が賢明である。また、預金のような

流動性資産においては、必要な時にすぐに

引き出せなくてはいけないので、信用リス

クは取るべきではない。預金は、預金保険機

構が、預入額の 1,000 万円＋利息までは保

証してくれるので、発行体が倒産するリス

クは個人がとるべきではない。図 1 では、

個人がとっても良いリスクを●、金融商品

により様々なリスクが▲、個人がとるべき

ではないリスクを✖として表示している。 
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このようにアセットクラスを分けて資産

を管理することを「アセットアロケーショ

ン（資産配分）」と呼ぶ。投資収益は、資産

配分、投資のタイミング、銘柄選択の 3 つ

の要因で決定されるが、全体の収益の約 8
割は、この資産配分で決定するというほど、

適切な分散投資を行うことは、重要となっ

ている。また、金融資産形成において、株式

や債券などの投資対象資産の組み合わせの

ことを「ポートフォリオ」と呼び、この資産

配分を維持しながら運用することを「ポー

トフォリオ運用」という。リスクを抑えるた

めには、資産配分による分散以外に、通貨の

分散、投資する時期を分散する時間分散が

ある。

 

*Work 実施についての参考情報 
Work11-1  

「ポートフォリオと分散投資」 
ポートフォリオを決定するには、家族構

成、「リスク許容度」（主観的なリスクに対す

る態度）、家庭の財務状況、投資可能期間等、 
個々の家庭の置かれている状況を考慮に入

れる。また、それぞれのアセットクラスのリ

スクの特性も踏まえて選択する。一般的に

投資期間が長い場合は、リスクをとっても

その分、取り返す時間的余裕があるので、あ

る程度のリスクを享受することができる。 
 
 
 

Work11-2 

「情報通信サービス企業の株式比較」 
株式の投資尺度、企業理念、企業の社会的

責任活動、福利厚生等の視点から総合的に

企業分析を行う。株式の投資尺度に関して

は、教科書の PER、PBR、配当利回り等を

参照し、比較検討を行う。企業理念は、自分

の主観で賛同できるかどうかを検討し、企

業の社会的責任活動は、CSR レポートや社

会貢献活動を検索し、どのような社会的意

義のある活動を事業を通じて行っているか

を分析する。福利厚生に関しては、採用情報

欄に記載された社員への処遇欄を比較検討

する。 
 
 

アセットクラス 信用リスク 価格リスク 金利リスク 為替リスク 流動性リスク

流動性資産 ✖       

✖ 

日本債券 ✖   ●   

日本株式 ● ●     

外国債券 ✖   ● ● 

外国株式 ● ●   ● 

その他の資産 ▲       

●取っても良いリスク、▲金融商品によるリスク、✖取るべきではないリスク 

図１：アセットクラスとリスクの関係 

出典：内藤忍「内藤忍の資産設計塾 自分も資産も成長する 新・資産三分方法 実践編」自由国民社 
   P63 より、一部抜粋、著者改訂 
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*Homework 実施についての注意事項 
確定拠出年金は、リスクをどこまでとれる

かを考え、いくつかの複数の選択による組

見合わせを検討するなどさまざな方法を考

得るとよいだろう。また、NISA の使える範

囲なども良く調べて活用について考えよう。 
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金融リテラシー入門 
第 12 章：「リストラ・失業・セーフティネット」

はじめに 
終身雇用制度が崩れつつある今日、失業

は誰もが直面するかもしれない問題である。

あるいは健康に自信があっても急に病気に

なったり、不慮の事故にあったりするかも

しれない。こうした予期せぬ事態で急に収

入源が絶たれた場合、どうすればよいのだ

ろうか。 
こうした事態は考えたくはないが、この

ような場合を想定して普段から備えておく

ことは大切である。 
この章の Case Study では、定期収入とい

うキャッシュ・インがなくなった場合、自分

の貯金だけでどれくらいの期間、出ていく

キャッシュフローを支えることができるの

か、計算をしてみる。また本当に困窮したと

きのセーフティネットについて学ぶ。 
非常事態に備えて、貯蓄など普段から自

分がしておくこと（自助）、社会保険の制度

（共助）、公的な援助（公助）についても考

える。 
 

1. もし収入が途絶えたら 
 リストラにあって失業したり、病気やけ

がで仕事を続けられなくなったりして、収

入が途絶えることは誰にでもありうる。「絶

望のあまり一家心中」という新聞記事を見

ることすらある。そうした悲惨な事件を防

ぐために、社会にはさまざまなセーフティ

ネットがある。セーフティネットとは、雇用

保険・生活保護などの社会保障制度、消費者

保護制度などのように、自己責任の原則を

補完して、市場競争における脱落者や弱者

を守る制度のことである。 
いざという時にどのようなセーフティネ

ットが用意されていて、どのように利用で

きるのか調べてみよう。本章で学ぶことは、

自分だけでなく、将来周りに困難な状況に

陥った人がいたら役立てていただきたい。 
Case 12-1、Case 12-2 失業して所得が途

絶えた場合、どうしたらいいかディスカッ

ションを通して考える。模範解答的な解答

もあるが、それ以外の案についても自由に

意見を述べてみよう。 
 

2. 失業 
 失業とは、一般的に、元気で働きたいし働

けるのに、職がない状態のことを言う。失業

手当の支給について定めている雇用保険法

における定義は、「（雇用保険の）被保険者が

離職し、就労の意思及び能力を有するにも

かかわらず、職業に就くことができない状

態にあること」である。企業の倒産や失業に

よる「非自発的失業」もあれば、自分の意志

で離職する「自発的失業」もある。 
 いずれの場合も仕事探しをしなければな

らないが、その際に行くのがハローワーク

（公共職業安定所）である。国民に安定した

雇用機会を確保することを目的として国

（厚生労働省）が主要都市に設置している。

求職者には求職申込、求職相談、職業紹

介を行う。具体的には、就職や転職につ

いての相談・指導、適性や希望にあった

職場への職業紹介、雇用保険（失業手当）

の受給手続きなどのサービスを提供す

る。雇用主には雇用保険、雇用に関する
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国の助成金・補助金の申請窓口業務や、

求人の受理などを行う。 
 

3. 失業手当と生活費 
失業中は、次の仕事が見つかるまで収入

が途絶えることになる。その際、思いつくの

が雇用保険と失業手当である。 
雇用保険とは、一般的に失業保険とも呼

ばれる。雇用労働者を対象とした保険であ

る。社会保険の一種なので、失業中に失業手

当を受け取れる人は、離職前に会社等で勤

務していて、給与から雇用保険料を支払っ

ていた（給与から天引きされていた）人であ

る。（第 2 章を参照）。 
雇用保険に加入するのは会社員などであ

るが、パートタイムで働く人も、所定労働時

間が週 20 時間以上で、かつ引き続き 31 日

以上雇用されることが見込まれる場合は、

被保険者となる。被保険者（会社員など）が

失業した場合に、失業中の収入を保障し、再

就職の促進を図る。主な給付は基本手当（い

わゆる失業手当）である。失業手当の給付

は、公共職業安定所（ハローワーク）での職

業紹介・斡旋と一体的に行っている。 
 

4. 失業手当の給付金額と日数 
 失業手当はどのような条件でどれくらい

給付されるのだろうか。Work12-1 では具体

的な事例を通して雇用保険や失業手当の仕

組みについて学。 
まず、失業手当を受け取れる条件（雇用保

険の受給要件）は、以下の通りである。 
(1) 働く意思と能力がありながら仕事に就

けず、積極的に求職活動を行っていること。 
(2) 離職以前の 2 年間に被保険者期間が通

算して 12 ヵ月以上あること。ただし、倒産・

解雇等により離職を余儀なくされた場合は、

離職の日以前 1 年間に 6 ヵ月以上でよい。 
 ここで、(2)の「離職以前の 2 年間に被保

険者期間が通算して 12 ヵ月以上あること」

とは、離職する前の 2 年間に会社等で勤務

し、12 ヵ月以上、給与から雇用保険料を支

払っていた（給与から天引きされていた）と

いうことである。 
 そこで、まず Work12-1 の事例を読み、

(1)、(2)の条件を満たしているか確認しよう。 
次に、下の式に数字を当てはめて、1 日当

たりの失業手当（基本手当）の計算をして、

テキストに記入しよう。 
基本手当＝退職前半年間の賃金 ÷ 180 

× 50％～80％（60 歳未満の場合） 
ただし、年齢によって 1 日分の金額に上

限がある。基本手当日額は年齢区分ごとに

その上限額が定められており、その金額は

テキストの表に示されている（平成 27 年 8
月 1 日現在）。 
 また、給付される日数も年齢区分と被保

険者であった期間によってことなる。テキ

ストの表で確認し、テキストに記入しよう。 
  

5. 失業中の生活費 
 失業中は、失業手当を受けるとしても、ど

れくらいの期間生活が持ちこたえられるだ

ろうか。そのために普段から貯蓄はどれく

らい必要か考えてみよう。 
 Work12-2 は、失業手当と生活費、必要な

貯蓄を計算する問題である。この場合、大切

なのは、自分の収入と支出を把握すること

である。Work12-2 は Work12-1 の続きとし

て、その具体的な事例を使って考える。ここ

では、離職して 3 ヵ月後に新しい仕事を見

つけて、給与をもらえるまでの 4 ヶ月間の
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生活費について考えよう。 
(1) 収入：基本手当（失業手当）を日額

5,000 円、受けることができるようになった

とする。期間は 3 ヵ月である。そうすると、

受け取れる失業手当の総額はいくらであろ

うか。簡単にするため、月はすべて 30 日と

する。 
(2) 支出：毎月の支出は、テキストの表に

ある通りである。このような状況なので、本

来はできるだけ切り詰めなければならない

が、毎月定額で支出される金額があるので、

切り詰めるのも難しいことに気付くであろ

う。また、一度慣れた生活を変えることは案

外難しいことでもある。 
(3) 収入と支出の差（ギャップ）：それでは、

新しい仕事の給与が入るまでの 4 カ月間に

ついて、(1)の収入と(2)の支出の差を計算し

てみよう。失業手当の給付を受けていても、

支出の方が収入を上回っている。不足する

金額については、借金をすることも考えら

れるが、これは後で利息を付けて支払わな

ければならない。そこで、普段からいざとい

うと時のために貯蓄が必要である。 
 Work12-2 の場合は、普段から 低でも、

(1)の収入と(2)の支出の差を埋めるための

貯蓄をしておくことが必要である。 
 

6. 生活保護 
 Case 12-2 は、会社が倒産し解雇を告げ

られたうえ、体調を崩し求職活動すらでき

ない人の話である。母娘二人で暮らしてい

るが、両人とも収入が途絶えている。貯蓄は

底をつき、生活は困窮している。 
 格差社会と言われるようになった現代の

日本社会であるが、特に母子家庭の貧困が

深刻になっている。 

 2012 年の貧困率（世帯年収約 122 万円未

満）は、子どもがいる現役世帯（世帯主が

18-64 歳）全体では 15.1％だが、ひとり親

世帯では約 55％である。ひとり親世帯の約

9 割が母子家庭なので、母子家庭の半分以

上が、貧困状態にある。このような状況の背

景にあるのは、核家族化により親など親族

の援助を受けづらくなっていること、雇用

の非正規化により雇用が不安定になってい

ることがあげられる。 
 例えば、母子家庭（母親と小学生の子ど

も）で、家賃を支払った後の一カ月の生活費

が 4 万円～8 万円というケースも多いので

ある。生活の困窮ぶりを想像してほしい。 
この場合、どこかに救いの手はないのだ

ろうか。そこで、Work 12-3 は、近所の民生

委員を通して、福祉事務所に生活保護を申

請することにしたのである。 
 

7. 生活保護の受給条件 
 生活保護は、国民が納めた税金を使って

貧困者に援助をするものである。そのため、

受給するにはいろいろな条件がある。 
 そこで、パソコン、スマートフォンやタブ

レットなどを使って、生活保護の受給条件

について調べてみよう。 
 条件の概要は、たとえば預貯・土地・建物

などの資産がないなど、厳しい条件となっ

ている。このような状態まで落ち込むと自

立できるところまで復活できるのかと危惧

する専門家も少なくない。 
 

8. 生活保護法改正（平成 26 年 7 月） 
 生活保護法が改正され、生活保護申請の

ハードルを上げ、不正受給時の罰則を強化

することとなった。この背景には生活保護
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の受給者が過去 多となったことや、ある

芸能人の母親が生活保護を受けていたこと

をきっかけとする「生活保護バッシング」な

どがある。 
法改正によって、福祉事務所などが次の

ような報告を求めることが可能になった。 
(1)  扶養義務者に対して資産や収入の状況

についての報告を求めること。 
(2)  扶養義務者の雇用主や金融機関などに

対して、書類閲覧や資料提供・報告を求める

こと。 
 生活保護の不正受給を防ぐのが目的であ

るが、生活保護を本当に必要とする人たち

が、親族間のトラブルを怖れて申請をため

らうおそれもあるであろう。 
 

9. 自分の考えをまとめよう 
これまでの学習を踏まえて、次の意見に

ついて、賛成か反対か、自分の考えをまとめ

てグループ内で話し合おう。 
「私たちは生活保護には頼るべきではない」

「生活保護の受給資格を、今よりもっと厳

しくすべきである」 
 これは賛成・反対のどちらが正しく、どち

らが誤りということはない。どちらにもそ

れぞれの論点があるのである。その論点を

明らかにしてみよう。 
 今回のリストラ・失業・セーフティネット

は、自分や自分に近しい人々にも起こりう

る問題である。また、運よく自分にはそのよ

うな問題が起こらなかったとしても、他に

困窮している人がいたらお互いに支えあう

ことは必要である。 
自助が基本であるが、共助、公助の仕組み

も必要ということである。ただし、共助、公

助にはコストがかかることも忘れてはなら

ない。例えば、社会保障を今のレベルに維持

するだけでも、消費税率のさらなる引き上

げは避けられないと言われている。まして

や、「これ以上税金は払いたくないが、社会

保障はもっと充実させよ」という要求は無

理である。今後、どの程度の共助、公助を行

うかは、どれくらいコストを払うのか（税を

負担するのか）を勘案し、議論して決めてい

くしかないであろう。 
 

*Homework 実施についての注意事項 
  Homework12 は具体的に生活保護の支給

額を計算する問題である。この計算を通し

て、生活保護の仕組みを具体的に理解する

ことが目的である。 
 Appendix に「生活保護制度における生活

扶助基準額の算出方法」の表があるのでそ

れに当てはめて考えよう。なお、下線部は表

に出ていない事項（補足）である。 
①生活扶助基準（第 1 類費）：1 級地-1 の縦

の列から、サキ子さん(31歳)、第1子(7歳)、
第 2 子（5 歳）、それぞれの支給額を足す。 
②生活扶助基準（第 2 類）：1 級地-1 に人員

(一家)3 人。 
③加算額：母子世帯、児童 2 人。さらに、

児童養育費加算（3～12 歳）があり、この事

例の場合、児童 1 人当たり 5,000 円。 
④その他：住宅扶助（実費で、この事例の場

合はアパートの家賃が支給される）。奨学生

の子ども 1 人に、教育扶助基礎額(小学

校)2,150 円、学級費等 600 円が加算される。 
 以上の①‐④の合計から、サキ子さんの

月給の 5 万円を差し引いた額が、生活保護

支給額となる。
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金融リテラシー入門 
第 13 章：「セカンドライフプランニング」

はじめに 
これから就職や結婚など大きなライフイ

ベントを抱えている学生から見れば、セカ

ンドライフプランニングなど想像もできな

い世界である。しかし、想像がつかないから

といってセカンドライフ（65 歳以上）の時

期まで、考えないという訳にはいかない。そ

のための準備は一定段階から行っていく必

要があり、本章ではその重要性について理

解を深めることを目的としている。 
 本章では、理想の生活に必要な予算とし

て、受け取り年金額で不足する部分を準備

資金として考える。 
【ア 受け取り年金等】＋【イ 準備資金】

＜ 【ウ 必要な予算】 
 

1. ライフスタイルによる予算の相違 
 必要となる予算額はライフスタイルによ

って大きく異なる。 
（公財）生命保険文化センターの「生活保

障に関する調査」（平成 25 年度）によれば、

老後に夫婦二人に必要な 低日常生活費は

月平均で 22 万円となっている。ゆとりある

老後生活費は 低日常生活費に13.4万円上

乗せされ、月35.4万円という結果であった。 
ここでは、夫婦二人の生活費として、ゆと

りある老後生活費の金額を「都会でゆとり

あるくらし」として、 低日常生活費と「中

都市で 低限のくらし」として設定した。 
また、ライフスタイルとしては、「田舎で

農作業、自給自足ぐらし」を月 15 万円、海

外移住（マレーシア）を各種情報より 15 万

円に設定した。 

 

2. セカンドライフ（65 歳以上）に必要な

費用【ウ】 
「セカンドライフの暮らし方カード」で

引いた暮らし方の毎月の生活費に基づいて

計算する。 
 

STEP1 年間の生活資金を求める 
ここでは、毎月の生活費を 12 か月分とし

て求めるだけでなく、余裕資金として 3 か

月分を余分にプラスして計 15 か月分計算

している。 
 

STEP2 夫婦二人で生きる時期の資金 
年間の生活資金のうち、夫婦二人で生き

る時期と、一人で生きる時期を分けて計算

をする。 
夫婦二人で生きる時期の計算方法として、

平均余命表（ある年齢の人があと何年生き

られるかを示したもの）から 65 歳の男性と

女性の数字を見る。現在では、男性の平均余

命が短いことから、男性の平均余命の数字

から夫婦二人で過ごす期間を見る。平成 25
年の数字は 19.08 年である。 

 

STEP3 妻一人で生きる時期の生活資金 
 平均余命表から一般的に女性が長生きで

あることから、二人で生きた後の期間を妻

一人で生きる時期として計算する。また、そ

の期間の生活費は二人で過ごした時ほど必

要ではないため、仮に 70％と想定して計算

する。 
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STEP4 オプション 
 日常的な生活費以外にかかる費用として、

介護や子供に対する結婚資金の援助など、

まとまった金額をプラスする。これは個人

の価値観によって決める金額であるため、

世界一周旅行を希望する場合はその金額を

想定しておく。 
 

以上のステップで算出された金額を合計し

て、【ウ】セカンドライフに必要な費用を出

す。 
 

3. 受け取り年金【ア】 
 セカンドライフに受け取れる年金額は、

働き方によって顕著に異なる。そこで男女

別に用意された「働き方カード」をグループ

ごとにひき、男女の組み合わせで夫婦の年

金額を決定する。 
 年金額は、引いたカードの条件に基づい

て、以下のように設定する。算出の根拠は働

き方カードに記載の通りである。 
男性 女性 

会社員 A 225 万円 キャリア 163 万円

会社員 B 163 万円 再就職 87 万円

フリーター 78 万円 専業主婦 87 万円

 

4. 不足する準備資金【イ】を現役世代に準

備する 
【ウ】―【ア】＝【イ】でまず準備資金を

求める。組み合わせによっては、準備資金が

特になくても、年金だけで生活できるケー

スも想定される。その場合には例えば 3,000
万円の不足を想定して計算をすると良い。 

現役世代に準備するお金は、減債基金係

数を用いて計算する。 
 

減債基金係数： 
一定の利率で複利運用しながら、将来の目

標金額を得るために、毎年どれくらい積み

立てる必要があるか求める係数。 
 

 例えば、利率 1％で 20 年間の運用をする

場合、減債基金係数で該当する数値を用い

て以下のような計算を行う。 
 

 必要となる準備資金 3,000 万円 
 減債基金係数    0.04542 
 3,000 万円×0.04542＝1,362,600 円／年 
 1,362,600÷12 か月＝113,550 円／月 
  

 以上のことから、毎月の積立額は 11 万

3,550 円ということが分かる。仮に 3％の運

用ができれば毎月の積立額は 9 万 3,050 円

となることが係数表を使うことで直ちに判

明する。生活設計において係数を効果的に

活用することのメリットを実感したい。 
 また、上記のプランを実現する金融商品

の提案としては、第 11 章の復習として位置

づけている。低金利の現在では、預金や株

式、債券などの特徴の異なる金融商品を組

み合せ、長期に保有することによってリス

クコントロールすることの重要性を再認識

したい。 
 

*Homework 実施についての注意事項 
この章で学んだことを生かして、理想的と

考えるプランニングを立ててみると同時に、

必要なコストなども合わせて考えてみよう。 

 
  



51 

金融リテラシー入門 
第 14 章：「人生の選択Ⅱ 不確実性について学ぶ」

はじめに 
人生設計の基本的な考え方は将来必要に

なる支出に適切に備えることである。 
あなたが、将来結婚して、自分の家を持

ち、子供を育てて、不安のない老後を送りた

いと考えているとしよう。結婚の費用や家

の購入費用、教育のための費用、老後の生活

費など、将来必要になる支出をそのときの

収入で賄えれば問題ないが、収入が足りず、

資産の蓄えもなければ支出をあきらめなけ

ればならなくなってしまう。 
そうならないように、計画的に準備をす

ることが人生設計である。将来の支出を増

やすためには、現在の支出を抑制して貯蓄

しなければならない。現在の支出を増やせ

ば、将来の支出をあきらめざるをえない。将

来に備えることも大事だが、必要以上に貯

蓄をすると「若いときにもっと楽しめばよ

かった」と後悔することになりかねない。 
どのような人生を送りたいかは人によっ

て異なるし、現在と将来のどちらを重視し

たいかも人によって異なるが、自分の理想

となる人生が実現できるように計画をした

方がよいことは共通に言える。 
特に、重要なのが老後への備えだ。 
定年退職をし、高齢のために体力が衰え

て働けなくなると労働の対価として得られ

る所得は少なくなる。高齢になっても生活

のためには一定の支出が必要であるから、

十分な備えがないと老後の生活が困窮する

ことになる。現在、高齢者の貧困が社会問題

化しており、国も対策を検討しているが、財

政が厳しい中で社会保障制度に依存するこ

とは現実問題として難しい。あとで後悔し

ないように自分の老後は自分で守るという

意識が必要である。 
 

1. 生涯所得を予想する 
将来を見越した人生設計をするうえで重

要なことは生涯にわたって所得がどのよう

になるかを予想して、問題の全体像を理解

することである。 
2，3 年後までは容易に予想ができるかも

しれないが、20 年後、40 年後となるとあま

り考えていない人が多い。 
平均的な所得の推移などを参考にしなが

ら、将来どれぐらいの所得が得られるのか

を把握してみよう。 
会社勤めの人や公務員は所得が比較的安

定しているが、自営業の人たちは所得が不

安定かもしれない。 
そのような場合は、所得が少なくなった

場合を想定して予備的に貯蓄をすることも

重要になる。 
 

2. 貯蓄資産の運用 
 将来のために貯蓄した資産を将来に持ち

越す方法はいくつかある。現金や預金で持

ち越す方法は安全ではあるが、収益はあま

り期待できない。 
 株や債券、不動産などで運用した方が一

般に収益性が高いがリスクがある。その他、

資産形成の章でも学んだように、実物資産

や人的資産に投資することもできる。 
 一般に収益性の高い投資機会ほどリスク

が高いので、収益性を求めるならばある程
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度のリスクは覚悟しなければならない。 
 

3. リスクへの対応 
誰しもできればリスクは避けたいところ

だろうが、ある程度収益性を確保するため

にはリスクをとる必要がある。 
リスクを取るときに注意をしたいのは第

4 章、第 11 章で学んだように、リスクの分

散化とリスク許容度の認識である。 
リスクの分散化とは投資対象を集中させ

ずに分散させることで投資全体のリスクを

軽減させる手法である。 
たとえば、携帯電話の主要な 3 社のどれ

か一つだけに投資をした場合、その会社が

競争に敗れてしまえば大きな損失を被るこ

とになるが、3 社すべてに均等に投資をし

ていれば、競争でどの会社が買ったとして

も大きな損をするリスクは小さくなる。 
 ファイナンスの世界では、リスクを軽減

する方法としてあらゆるリスク資産に投資

することを推奨する考え方もある。グロー

バル化が進んだ現代社会においては国際分

散投資も検討したいところだ。 
 一方、リスク許容度とはどの程度のリス

クを負担できるかだ。一般に所得が低く、資

産が乏しい人は資産運用のリスクによって、

生活が困窮してしまう可能性が高いので、

大きなリスクは許容できない。自分がどの

程度のリスクを許容できるのかを判断して、

リスク資産への投資比率を決定することが

求められる。 
  

4. 消費の平準化 
多くの人は増減の激しい消費のパターンよ

りも、安定した消費のパターンを好む。この

ため、賢明な消費者は生涯予算制約を満た

しながら、消費の変動が大きくならないよ

うに消費のパターンを均そうとする。これ

を消費の平準化という。 
 もしも資産運用の収益率が 0％であるな

らば、生涯所得の合計を生存年数で割った

金額を毎年消費するのが 適な消費の仕方

ということになる。 
 資産運用の収益率は平均してプラスにな

るので、若い時に消費を抑えることで、生涯

支出の合計を大きくすることができる。 
 どの程度現在の消費を抑えるのがよいの

かは、個人の好みや価値観の問題になるが、

消費の平準化だけを考えれば、少しずつ消

費が増えるような消費をするのが賢い人生

設計ということになる。 
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金融リテラシー入門 
第 15 章：「持続可能性」

はじめに 
これまでの金融サービスの利用をめぐる

議論では、個人の幸福の実現を目指して、各

人のライフプランニングやリスクマネジメ

ントの方針に従って意思決定を行う方法を

習得してきた。しかし、社会全体や地球規模

で物事を考えるという視点から、個人の財

政上の意思決定により、人間としての豊か

さの中に金融行動を行ない得る方法を学ぶ

のが終章としての本章の役割である。 
私たちは数年前に東日本大震災を経験し、

今もなおその爪痕は大きく残り、被災地支

援の活動は続いている。世界に目を転じれ

ば、大地震や風水害による大規模な被害は

各地で起こっている。また、途上国における

貧困は想像をはるかに超えるものがあり、

地球規模の環境破壊は私たちの生存そのも

のを脅かしている現実もあり、個人の金融

行動からも考慮しなければならない時代に

直面している。 
公正で持続可能な社会の実現は全世界の

課題であり、社会的責任を負うのは企業ば

かりではなく、個人もまた社会構成員とし

て社会的責任を負担しなければならないこ

とは自明のことであると言えよう。 
 

1. SDG’s 
2015 年秋、国連は持続可能な開発目標 

（Sustainable Development Goals）を採 
択した。その 17 の目標の一つに、『持続可

能な生産と消費の形態を確保する』がある。

大量生産・大量消費の従来の人類社会の発

展パターンは問い直しが世界規模でなされ

ている。しかし一方でグローバル経済の勢

いは収まるところを知らず、資源枯渇や環

境破壊を招いた。また貧困・格差の広がりの

中で紛争は絶えず解決の糸口すら見つかっ

ていない。 
 しかし手をこまねいているわけにはいか

ず、一方でさまざまな努力も進行している。 
まずは金融事業者サイドの持続可能性への

取り組みを強化すべく、2011 年には持続可

能な社会の形成に向けた「21 世紀金融行動

原則」が国連環境計画（UNEP）金融イニシ

アチブによって公表された。 
 私たち金融サービスの利用者においても、

環境配慮型ファンドの選択などにより、持

続可能性を追求した意思決定をすることも

重要な金融行動になってきている。 
 

2. 金融排除・金融包摂 
金融サービスの利用におけるアクセサビ 

リティ（利用のしやすさや利用の能力）につ

いて、先進国では金融機関も多くさまざま

な金融商品も開発され、個人の判断による

活用が十分に図られていると考えられる。

一方で、途上国などでは地域により金融機

関すら存在しなかったり、住民が支出の記

録をしたり、将来のために貯蓄を行うなど

の生活習慣すらないところもある。 
 金融排除（Financial Exclusion）とは、こ

うした金融サービスから遠ざかっている状

況を指す。金融排除は人々の生活の安定や

家族の幸福において不利益をもたらし、地

域の発展を阻害することになるとし、教育

や啓発、インフラの整備など種々の方法に
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より地域の持続的発展を可能にさせるため

の検討を金融包摂（Financial Inclusion）と

呼ぶ。 
 例えば、途上国では知識もインフラも十

分でないために、預金を持たない人々も多

い現実もあり、国内に目を転じても、金融機

関との取引から遠ざかっているケースも少

なくない。2008 年のリーマンショックの引

き金とされるサブプライム問題は、低所得

層をターゲットにしたプライムレートの住

宅ローンで大量に住宅販売が展開され、や

がてローン返済が破綻に瀕して、市場で吸

収できないほどに不良債権が拡大したもの

である。 
 米国ではその教訓が、政府や連銀による

すべての人々への金融リテラシー教育の推

進という形で展開されていった。 
 

3. 共助の思想 
日本では歴史的に地域により、無尽や講 

とよばれる共助思想の仕組みが存在してい

た。少人数の人々がグループを作り、互いに

一定の金額を出し合って、その時点で資金

を必要とする人がまとまったお金を受け取

る助け合い的なシステムである。 
 模合は沖縄県などで見られる典型的な共

助の考え方で、共同体における相互扶助シ

ステムと言える。 
一方、資金に多少でも余裕がある人は、時 

として寄付をしたりすることもあるだろう。 
バングラデシュで 1980 年代から始められ

たグラミン銀行は、寄付とは異なり、資金提

供をするが、あくまでも就業資金の貸付で

あった。貧困層の支援の形はさまざまだが、

グラミン銀行は特に生活苦を続ける女性に

対し事業資金を融資し、生業を可能とし生

活の質を高める目的で支援するシステムで

ある。利子もあるので返済を目標に仕事に

も熱心に取り組む習慣ができ、子どもの教

育など家族生活にとっても良い成果が得ら

れたとされる。同銀行の創始者であるムハ

メド・ユヌス氏（大学教授）は、2006 年に

ノーベル平和賞を受賞した。 
 こうした取り組みは、やがて途上国を中

心に大きく広がり、一般にはマイクロファ

イナンス（あるいはマイクロクレジット）と

呼ばれている。 
 

4. 消費者市民社会 
  2008 年の国民生活白書は、副題を「消費

者市民社会の構築へ向けて」と題するもの

として公刊された。これからの時代は、消費

者が主役として、市場を動かし、社会をより

公正で持続可能なものにする役割を担うべ

きであるという提言である。いわば消費者

が経済社会の在り様に強い関心を持ち、市

場での選択という経済的投票行動によって

社会参画を進めることが肝要という考え方

である。こうした考えに基づいて形成され

る社会は「消費者市民社会」と呼ばれる。 
 2012 年に成立した消費者教育推進法で

も、消費者市民として経済行動がきる能力

を育む消費者教育を推進することは、国や

自治体の責務であるとした。金融サービス

の選択にあたっても、個人の利益のみなら

ず、他者の幸福を考慮したり、環境を配慮し

た選択が求められるのである。  

 

*Homework 実施についての注意事項 
インターネットなどでOECD諸国の取り

組 み な ど を 調 べ て み よ う 。 Financial 
inclusion とサーチエンジンに入れるとよい。 
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