
50代からはじめるシニアライフプラン

安心して豊かなセカンドライフを過ごすために

50代のあなたに

これだけは知っておきたい
「老後のトリセツ」



これは私の家族に実際に起きたことです。
知っている、知らないで、大きな差になる…。
それに気づいたのはすべて終ってからでした。

後でもっと違うやり方があったことをとても残念に思い、
今後、あなた自身にとって、そして、家族で高齢者と関わって
いくであろう、あなたの気持ちの拠り所になるものをという
思いから、当小冊子を作りました。

「もうお母さん一人暮らし無理なの」
ひとり暮らしをさせていた母からの告白ですべてが始まりました。

お金のこと、母の生活に必要なサービスのこと、介護保険のこと、相続のこと、直ぐに解決
できない問題が次々と出てきました。
母とは良い親子関係でしたが、このときはすべてがただ煩わしく思え、またどれも解決できる
気がしませんでした。

そんな私が幸運にも母の受け入れの施設を見つけられ、遺産相続も解決できたのは、周りの
方々の助言やアドバイスのおかげでした。
この体験から知恵は共有していけばみんなが幸せになる！ 何をどうすればいいかわからないと
思いつめた時、困ったときはこうする！ と気軽に参考にしてもらえるものにしました。
この冊子が、皆様のご両親、ご家族、やがてはご自分のお役に立てるものになれば幸いです。

皆様の家族との時間が、幸せな思い出になりますように…。
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ミーくん
ニャン先生のお宅に
居候している。

シニアライフ研究員
見習いネコ

ニャン先生
ネコでありながら人間社会に

くわしいネコ先生。
老後のことなら
何でもおまかせ！
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50代になって、「定年退職」「年金支給」「介護」といった単語が
身近に感じられる今、定年後の生活、人生の締めくくりを考える
時期なのかもしれません。
まだまだ人生先は長いです。終わりまで、充実した日々を過ごして
イキイキと生きたいものですね。

「人を知る者は智なり、自らを知る者は明なり」 知人者智、自知者明（老子）

自分のことは案外わかっていないものです。まだまだ、先はあります。妥協してしまうのはもったい
ない。何もしなくても、時は刻まれます。当冊子がそのきっかけになれば幸いです。

50代になって思うこと

まずは、次ページで統計を見てみましょう
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50代をむかえての基礎知識

「老後資金は3,000万円必要だ」と言われます。
では、実際に計算してみよう。

政府統計データ
家計調査2017年度
（二人以上の世帯）より

単位：万円、千円未満四捨五入

静岡市
支出合計 28.2万円
浜松市

支出合計 27.6万円

浜松市は、持ち家率が
86.9％と高いこともあり
住居費用が少ない

地域差はありますが、
実は、浜松市は

全国平均と全く一致

老後資金

平均寿命と 
健康寿命

 7.6 2.1 2.2 1.0 1.1 1.6 1.4 1.0 2.5 2.0

 6.9 1.4 2.0 1.1 1.2 3.5 1.2 1.0 2.7 1.6

平均寿命 81.09歳
健康寿命 73.19歳 7.9年7.9年

平均寿命（全国） ： 
2017年簡易生命表
健康寿命（浜松市） : 
2016年科学研究班推定

男
性

女
性

平均寿命 87.09歳
健康寿命 76.19歳 10.9年10.9年

全国的にも
自動車関連費用は
トップレベル

健康寿命とは、心身とも自立して日常生活を送ることができる年齢。つまり、 
平均寿命と健康寿命の差 ＝ 誰かの支援や介護を必要とする期間になります。

誰かの支援や
介護を

必要とする期間

■ 平均寿命と健康寿命の差

夫婦二人世帯の
１ヵ月あたりの生活費平均

公的年金等で まかなわれる
１ヵ月あたりの平均収入

食　料
水道
光熱住居 衣類 通信 教育 娯楽 交際費

保健
医療
自動車
関連

1年間では75.6万円、
25年間※では1,890万円の老後資金が必要？
※今現在60歳で、平均寿命85歳まで生きると仮定した場合

収入 21.3万円 ー 支出 27.6万円 ＝ マイナス 6.3万円／月
医療技術の進歩で平均寿命

は年々延びています。

１００歳まで生きると

仮定すると、少し不安

かもしれません。

この期間をできるだけ

少なくしたいですね

年間で計算してみると

■ 1世帯の1ヶ月あたりの支出内訳

■ 25年間に必要な資金額

次は、自分自身を見つめてみましょう
3



50代をむかえての基礎知識

「老後資金は3,000万円必要だ」と言われます。
では、実際に計算してみよう。

政府統計データ
家計調査2017年度
（二人以上の世帯）より

単位：万円、千円未満四捨五入

静岡市
支出合計 28.2万円
浜松市

支出合計 27.6万円

浜松市は、持ち家率が
86.9％と高いこともあり
住居費用が少ない

地域差はありますが、
実は、浜松市は

全国平均と全く一致

老後資金

平均寿命と 
健康寿命

 7.6 2.1 2.2 1.0 1.1 1.6 1.4 1.0 2.5 2.0

 6.9 1.4 2.0 1.1 1.2 3.5 1.2 1.0 2.7 1.6

平均寿命 81.09歳
健康寿命 73.19歳 7.9年7.9年

平均寿命（全国） ： 
2017年簡易生命表
健康寿命（浜松市） : 
2016年科学研究班推定

男
性

女
性

平均寿命 87.09歳
健康寿命 76.19歳 10.9年10.9年

全国的にも
自動車関連費用は
トップレベル

健康寿命とは、心身とも自立して日常生活を送ることができる年齢。つまり、 
平均寿命と健康寿命の差 ＝ 誰かの支援や介護を必要とする期間になります。

誰かの支援や
介護を

必要とする期間

■ 平均寿命と健康寿命の差

夫婦二人世帯の
１ヵ月あたりの生活費平均

公的年金等で まかなわれる
１ヵ月あたりの平均収入

食　料
水道
光熱住居 衣類 通信 教育 娯楽 交際費

保健
医療
自動車
関連

1年間では75.6万円、
25年間※では1,890万円の老後資金が必要？
※今現在60歳で、平均寿命85歳まで生きると仮定した場合

収入 21.3万円 ー 支出 27.6万円 ＝ マイナス 6.3万円／月
医療技術の進歩で平均寿命

は年々延びています。

１００歳まで生きると

仮定すると、少し不安

かもしれません。

この期間をできるだけ

少なくしたいですね

年間で計算してみると
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次は、自分自身を見つめてみましょう

　このチェックリストの利用のしかた　
❶チェックリストで、今の自分に必要なやるべきことは何かを見てみよう。
❷今の自分の状況を踏まえて、優先順位をつけてみよう。
❸「知っている」から「できている」へ。回答に「×」が多かった項目の参照
　ページを見てみよう。知る→分かる→行う→できる。さぁ実行！ 

高齢者の３Kとして、金・健康・孤独と言われます。この観点から現状を確認してみましょう。

現状確認をしてみましょう

【高額療養費】

質　　　　問 ○or× 優先順位 参照頁
今、幸せであると言えますか？

P
5～6

今突然終焉を迎えても悔いはありませんか？

今も、趣味や生きがいはありますか？

家族関係は良好ですか？

今の肩書・名刺が無くても、付き合える人・助けてくれる友がいますか？

近所付き合いできていますか？

万一、健康を害した時に、面倒をみてくれる人はいますか？

P
7～8

外出時等に急に意識が無い状態になった時、連絡が取れるようにしていますか？

健康を維持するために何かやっていますか？

何でも相談できる主治医はいますか？

病名告知・延命治療、尊厳死について、自らの意思を決めてありますか？

病気や怪我をした時の、医療費・保険について理解していますか？

多少不自由になってでも、自分でやれることは自分でやりたいですか？

P
9～10

介護を託せる人、介護を受ける場所を決めていますか？

要介護状態・認知症になったとき、どう対応して欲しいか意思を決めていますか？

介護保険制度を知っていますか？

親の健康状態や日常生活の状況を知っていますか？

親の収入・支出、資産を把握していますか？

終活をしていますか？

P
11～12

家族に感謝の言葉を掛けていますか？

ご家庭の現在の資産を把握していますか？

自身の死亡保険の内容を理解していますか？

争続（族）という言葉を知っていますか？

デジタル終活を知っていますか？

ご家庭の世帯収入・生活費（支出）を把握していますか？

P
13～14

子供の結婚、孫の誕生等、ライフイベントの準備はできていますか？

ねんきん定期便の内容を確認していますか？

働いている会社等の定年年齢・再雇用制度・退職金規定は知っていますか？

定年後の公的年金を含む収入・生活費を把握していますか？

定年後も安定して住む場所はありますか？
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❶ 人生の満足度
　　～幸せな人生と言えるために～ ❶ 

人
生
の
満
足
度

今、幸せであるといえますか？

詳しい話は、お電話にて   孫の手サービス ☎053-555-0074

「幸せは自分の心が決める！」とも言われますが、果たして自分に
とっての幸せとは？他との比較をしがちですが、自分らしくが大切
です。
日々の繰り返しの中、過去の振り返りと、これからの人生について
考えるために、自分史や終活を利用してみましょう。
自分が大切にすべきこと、やり残したこと、やりたいことが見えて

くるのではないでしょうか。

今、終焉を迎えても悔いがないと言えますか？
毎日が同じことの繰り返しになっていませんか。
もし、明日その日を迎えるとしたら、やり残したことはありませんか？

「いちばんたいせつなことは、目に見えない」。
表面的に見えないもの、例えば、人との出会い
や縁、家族と過ごしてきた時間、目標を達成す
るまでの時間が大切だったりしないでしょうか。

働くこと、社会貢献活動によって、世の中に役立
つ活動を行うこと、人とのつながりを持つことが体
に良い影響を与えると言われています。これに、人
に親切にすることが最強という説もあります。
人との会話、笑顔は大切ですね。仕事から離れ
ると、独りになることが多い人は、現役世代のう
ちから積極的に地元の活動に参加することをお
ススメします。TVCM風に言うと、「忙しいのが
（頼られるのが）贅沢でしょ」。

何を以て幸せと言うかは、その人その人によって違います。一度しかない人生を悔いなくと

言いますが、人生の最期に幸せだったと言えたら良いですね。

今さら、夢や目標作りなんて、と
思っていませんか？

今さら、夢や目標なんて…と
思う人も多いかもしれません。
まずは、家族の様々なイベント
から考えてみるのはどうでしょ
うか。

　　バケットリスト（バケツリスト）
家族のイベントをまとめたライフイベント表に対して、自分自身が死ぬまでにやりたいことをノートに書き留める
バケットリスト（バケツリスト）というものがあります。書式は自由、制限することなく書いてみると良いかもしれません。
そして、その中から実際にやってみるのはどうでしょうか。例えば、好きな本や映画に登場してくる場所に実際に
行ってみるのはどうですか。定期的に書いて、前に書いたものと比較してみても面白いですね。

　　どちらが、幸せと言えるでしょうか？
平成30年平成最後の夏は、台風により多くの被害を受けました。
関西国際空港の閉鎖で閉じ込められた利用者が、空港スタッフの対応に対し、感謝する
人と文句を言う人がいたと言います。静岡県内でも、大規模な停電が発生。復旧まで
かなりの日数が掛かりましたが、電力会社に感謝する人と苦情を言う人がいました。
どちらが幸せと言えるでしょう？

人とのつながりが大切ですね
生きている限りは健康に暮らす「ピンピンコロリ」（PPK）の人生を誰しも望みます。
静岡県は健康寿命が全国トップクラスですが、食生活・日々の運動は勿論、人に関わって
いることが多いこともその要因である考えられています。

　　今の時代、一人で住むのも悪くない
高齢者のみの世帯や高齢者の独居が問題視されてい
ます。
常日頃から近所付き合いや友達付き合いができるの
であれば、問題も少ないかもしれません。また、元気
なうちから入居できる高齢者向け住宅もあります。
現役世代のうちから、近所付き合い、仕事と関係のな
い友達づきあいをして
いき、孤独とは無縁に
していきたいですね。

終活、バケットリスト、ライフイベント、自己実現、人とのつながりキーワード 

　　　　この冊子裏面記載のHP
　　　　もしくはLINE@にて
ダウンロードしてご利用ください

　　　　この冊子裏面記載のHP
　　　　もしくはLINE@にて
ダウンロードしてご利用ください

「星の王子さま」（絵本）
余命6ヶ月を宣告された二人の男が、死ぬ前に
やり残したことを実現するために二人で冒険に
出る内容です。そこから見えてきた、本当に大
切なものとは。

「最高の人生の見つけ方」（映画）

ライフイベント表

【人とのつながりを持つ】

「ライフイベント表」とは…
家族の入学・卒業・成人式・
就職・結婚など、イベントを
まとめて、その費用について
把握するための表
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❷ 病気・怪我に対する備え
　　～いつ何があるか分かりません～

病
気・怪
我
に

対
す
る
備
え

❷ 

万一の事故や入院時に対応してくれる人はいますか？

詳しい話は、お電話にて   孫の手サービス ☎053-555-0074

事故や病気はある日突然訪れます。その時、頼れる人・面倒を看て
くれる人は誰でしょうか？自分のことを託せる人がいるというのは
非常に大切ですね。家族、近所・友達付き合い、大事にしていますか？

健康を維持するために、やっておきたいこと ■ 医療費控除額

■ 高額療養費

食生活・日々の運動を気にするのは当たり前。最近は、読書や会話の大切さも
言われています。食材で不足する栄養素は、サプリメント等で補充も行われま
すが、何事もバランスが大事です。過ぎたるは猶及ばざるが如し。

早期発見、早期治療。
健康診断・人間ドック、定期的に行っていますか？

活動制限や参加制限の防止。
できることは自分ですることが大事です。

もし、急な病気や事故等で入院することになったら、後遺症で働けなくなったら、どのように

生計を維持していきますか？歳を重ねるに従い、身体の不調な箇所も増えていきます。一体

どこまで備えれば良いのでしょうか？

何かあったときのための準備はできていますか？
ガンなど重篤な病気の場合、病名・余命等の告知の問題があります。また、意識が戻らない
時等は、延命治療や尊厳死の判断も家族が行わなければなりません。
事前に自らの意思・意向が決まっていれば、常日頃から話をしておくと良いですね。

　　かかりつけ医を決めましょう
身体の調子が悪いというときに、決まった病院に行っていますか？自分の既往症・治療中を含め病歴・投薬が把握され、
何でも相談できる医師がいるのは心強いのではないでしょうか。その症状により総合病院や専門医の紹介もしてくれ
ます。いきなり救急搬送された場合も、かかりつけ医に確認が入ると思います。

医療費・医療保険制度を理解していますか？
「安心だから」「皆が入っているから」と、あまり考えずに、保険（生命保険・傷害保険等）
に加入していませんか？
すでに加入している国の保障に、会社・公務員なら職場の保障が加わり、これらが土台

となります。まずは、この土台をしっかりとチェックしておきたいですね。

　　公的保障は色々あります
確定申告による所得税の医療費控除以外に、入院・手術の場合には、高額療養費という制度により、自己負担
限度額が決められています。更に、継続療養のための傷病手当金、1年半以上経過した場合は障害年金、業務中
の怪我であれば労災。いざという時に、自分に何が使えるかを知っているのと知らないのでは大きな違いです。
医療保険の加入は、このような社会保険等での保障と税制、貯蓄を元にして、自分や家族の不安を考慮して決定
することになると思います。分からないから多めにでしょうか？

健康維持、健康保険、医療保険、意思決定、障害年金キーワード 

納税者本人または生計を一にする配偶者や、その他の親族の医療費を支払った場合に適用
されます。

高額療養費とは、同一月（1日から月末まで）にかかった医療費の自己負担額が高額になった
場合、一定の金額（自己負担限度額）を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

自己負担限度額は、70歳未満と70歳以上で異なります。また、所得区分によっても変わって
きます。例えば、50歳標準報酬月額40万円の場合…

医療費控除額　＝　支出した医療費の額 ー 保険金等の額 ー 10万円

♪

バランス！！

一次
予防

二次
予防

三次
予防

控除額の上限は
200万円 総所得金額等が

200万円未満の方は、
総所得金額等の5％

健康保険や生命保険
などからの給付金

自己負担限度額　＝ 80,100円 ＋ （ 総医療費 － 267,000円 ） × 1％

自己負担限度額 高額療養費 療養の給付（療養費）

医療費総額医療費総額
窓口での負担額窓口での負担額 ～

仮に「手術・入院で、暦日で1か月100万円の医療費」とすると、
　 3割負担の30万円が自己負担
　 80,100円＋（1,000,000円―267,000円）×1％＝87,430円で
「87,430円が自己負担」となります。
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介

　
　護

❸ 

万が一の時、どう活きていきたいですか？

詳しい話は、お電話にて   孫の手サービス ☎053-555-0074

身体が不自由になり介護が必要となり、日常生活動作が不自由になってきた場合、できる
だけ自分自身で行いたいのか、補助を受けてスムーズに行いたいか、この考え方は様々
です。介護認定を受けた場合や認知症を発症した場合、どこで、誰に介護を託すかも大きな
課題になります。

介護保険制度ってこんな制度！

【任意後見制度】とは？
任意後見制度は、まだ自分で判断ができるうちに、将来、判断能力
が衰えた場合に備え、あらかじめ任意後見受任者を自分自身で決
めておく制度。本人の判断能力が十分でなくなったときには、任意
後見受任者が正式に任意後見人となり、本人を支援します。

【終の棲家】
高齢者向けの施設では、様々な
タイプのものがありますので、自
分の希望をしっかり伝えましょう。

少子高齢化が進展する中で、家族だけでは支えきれないことから、
介護が必要な人を社会全体で支えあう制度が「介護保険制度」です。
介護保険サービスを受ける場合は、介護認定を受ける必要があります。
申請から認定までは、1か月程度掛かるので注意。

超高齢社会と言われる日本。2025年には、団塊の世代が75歳超の後期高齢者となり、2025年

問題と言われています。認知症も、65歳以上の5人に1人がなる可能性があり、誰もがいつ

発症してもおかしくないと言われています。

親はいつまでも元気でしょうか？
いつまでも親は、元気でいて欲しいもの、また少しずつの衰えは
気づきにくいものです。しかし老いは必ずやってきます。親の年齢
を見据え、介護の心づもりが必要ですね。

●介護が終わった後、同条件での復帰は困難
●精神的・肉体的な負担に、更に経済的な負担が追加される
●ブランクが長くなると就職が難しくなり、複雑な人間関係に
　対応しにくい

介護の為には離職もやむなし？…ちょっと待って！

●会社からの支援がないか相談
●介護保険 ＋ 不足している分を
　介護保険外サービス等でカバー

　　介護保険を利用すると
利用者は、保険適用範囲内で利用し
たサービス利用料の1割、または一定
以上の所得がある人は2割か3割を負
担となります。サービス以外にも、必
要に応じ、福祉用具の貸与・購入費や
手すり取付等の住宅改修費（原則費用
の9割）が支給されます。

　　民間サービスで介護の負担を軽減
老老介護やダブルケアも身近な問題となってきています。介護離職、
同居を検討することもあると思います。介護保険外のサービスとなる、
生活支援サービスや見守りサービス、徘徊対策としての見守りカメラ・
センサーやおもいやりステッカー等を活用することで、少しでも負担
を少なくし、自らの生活を維持・将来を犠牲にしないことを考えること
をご提案します。

❸ 介護 ～目指すはピンコロリでも～

2018年度
 ～2020年度

保険料額

終の棲家、認知症、任意後見制度、介護保険、介護離職キーワード 

介護離職した
場合の問題点

介護は「家族がするもの」という認識を
「家族を中心に社会全体でするもの」に変える

仕事と介護の両立を目指す

知っていますか？
【認知症による徘徊】

介
護
保
険
は
40
歳
か
ら

利
用
で
き
ま
す
！

浜松市 14段階（基準×0.45～2.75） 66,412円
磐田市 12段階（基準×0.45～2） 61,200円
湖西市 10段階（基準×0.45～1.8） 60,000円

所得段階（保険料率） 基準額（年）市町村

認知症になり徘徊により、事故
等を発生させた場合、家族が
賠償責任を負うことがあります。
徘徊を完全に防ぐことは難しい
ため、すぐに発見できる対策を
確認して下さい。

　　自治体ごとに異なる介護保険料
介護保険料をはじめ、高齢者向けサービス等、市町村毎に異なります。

見守りカメラ・センサー

同居により世帯収入が増加し、
所得段階が上がることも

保険料の基準額は、
３年ごとに見直し

ふむ

　ふむ

介護期間より、

介護が終わった

後の人生の方が長い
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❹ 遺される家族のために
　　～想い・財産を遺す～
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遺
さ
れ
る

家
族
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に

【ペット問題】
飼い主が亡くなった後のペットのケア
サポートも考えましょう。

遺される家族のためにすること

詳しい話は、お電話にて   孫の手サービス ☎053-555-0074

終活の目的のひとつは、遺された家族のために、意思表示を明確にしておくこと、自分の
死後の葬式・お墓・遺品整理、財産に関することです。市販の終活（エンディング）ノートを
活用すると良いと思います。でも、なかなか実際に実践はできないものかも。セミナー等
も開かれているので参加してみるのも良いですね。パソコンやスマートフォンなどでの
データ管理が進み、デジタル終活も重要です。

家族や親兄弟に感謝していますか？
【相続法改定】
平成30年7月、約40年ぶりに相続法の改定
となりました。
配偶者居住権を創設、被相続人の介護や看
病で貢献した親族は金銭要求が可能等
また、死亡とともに預貯金口座が凍結されてい
ましたが、遺産の分割前に被相続人名義の
預貯金が一部払戻し可能になります。

【遺族年金】
公的年金に加入していた人が死亡した場合、
その人に扶養されていた人は、遺族年金を受
け取ることができます。

【遺産の額】
基本的に、「遺産の時価」となっています。現
金や預貯金等はそのままの額ですが、土地や
建物の場合、時価より低めになるような計算
となっています。

【争続（族）】
相続財産（遺産）の多寡ではなく、分割の仕
方にあるのではないでしょうか。
特定の資産の取り合い、不動産を処分するの
か分割するのか等は、相続人だけでなくその
配偶者等も絡んでくると協議も余計に難航す
る可能性もあります。

家族に、「ありがとう」の5文字が言いにくいということをよく聞き
ます。でも、身近な存在だからこそ、この一言は口から出したいですね。
いざという時に、自分の意思を尊重して進めてくれる人はいますか？
家族に、そして周りの人に感謝できると、自らも幸せな気持ちになる
のではないでしょうか。

それは、ある日突然！

死亡、認知症発症、大事故により意識不明等、人生何があるか分かりません。お葬式・お墓を

どうするのか、延命治療はどうするのか？預貯金口座はどこにあるか、財産は？

家族への財産分与の準備はしていますか？
今の自分の財産を知っていますか？

所有財産を明確にする「個人バランス
シート」を作成して、財産の全体像を
把握してみませんか。

「所有財産」とは…
●土地・建物 ●預貯金 ●株式 ●自動車
●生命保険の死亡保険金等の資産
●住宅ローンや教育・自動車等のローンの
　負債 など

　　相続対策
純資産を明確にし、次に以下の3点を考えてみませんか。
　❶相続の対象となる法定相続人は誰で、何をどのようを財産分与をするのか。（特に不動産）
　❷相続税の納税資金をどうするのか。
　❸相続税の節税対策をどうするのか。
相続とは、お金持ちだけの問題と思っていませんか？実は普通の家庭と思っている家でも発生し得ることです。
時間がかかる対策もありますので、どのような対応をするのか、早めに決めて実施しておくことが望ましいです。

　　突然のできごとに備えて
自分はまだまだ大丈夫！確かに慌てる必要はないかもし
れません。
でも、もし突然の事故、明日の朝目覚めなかったら、残
された家族はどうでしょうか？準備をしておくことで、家
族関係を良好な状態に保てるのではないでしょうか。

　　ご先祖様に感謝
この世に、独りで生まれ育ってきている訳ではありません。お墓参りで祖先に感謝することも大切だと思いませんか？自分の
歴史を遡って家系図や過去帳を作ってみるのも楽しいかもしれません。これが、お葬式や相続の時に役立つかもしれません。

生命保険受取人は、非課税限度額を全額適用の上、遺産分割の前に、全額受け取ることができます。

いつも

ありがとー！

　　　　この冊子裏面記載のHP
　　　　もしくはLINE@にて
ダウンロードしてご利用ください

　　　　この冊子裏面記載のHP
　　　　もしくはLINE@にて
ダウンロードしてご利用ください

終活、財産、相続、争続（族）、デジタル終活キーワード 
個人バランスシート

相続税基礎控除　＝　3,000万円 ＋ 600万円 × 法定相続人の数

生命保険料非課税限度額　＝　500万円 × 法定相続人の数ご主人様、先に逝って

悲しいにゃ…

この先どうすれば…

相 続豆 知 識
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❺ シニアライフマネープラン
　　～金銭面からみた生活設計～

まずはコレ。現状の収支状況を把握しましょう！

詳しい話は、お電話にて   孫の手サービス ☎053-555-0074

我が家の収支状況の見える化を
進めることにより、何をすべきかに
気づき、その対応を考え行動する
切っ掛けになります。50代ならまだ
間に合います！
定年後の働き方の目安ともなり、

その判断材料にもなると思います。

年金制度を知り、少しでもお得な受給をしましょう！

【個人型確定拠出年金（iDeco）】
老後の大きな柱となる公的年金を補充するも
ので、掛け金が全額所得控除になるというメ
リットがあります。デメリットもありますが、知らな
くて損をしたということのないようにしっかり
チェックしたいものの一つです。
個人事業主や小規模事業主等は、国民年金
基金・小規模企業共済もあります。

【不動産売却】
元気なうちに不動産を売却して現金化し、高
齢者用の賃貸住居等に移り住んだり、子ども
世帯との同居という選択肢もあります。遺産
分割もしやすいというメリットも。

【リバースモーゲージ】
持ち家のある高齢者が、その家を担保に、そ
の家に住みながら老後の生活費などを一時
金または年金形式で、金融機関から借りられ
る貸付制度です。ただ、リスクは、不動産価値
下落・金利上昇・長寿化があります。

50代になると、毎年誕生月に合わせて届く「ねんきん定期便」。いつから、どれくらいの公
的年金が貰えるか確認することができるものです。死亡するまで一定額を安定して貰える老
後資金の柱ですので、しっかり確認したいですね。

老後資金は3,000万円必要とも言われます。でも、自分自身はどれくらい必要なのか？

やはり、公的年金と貯蓄が柱になっていきますが、今ならまだ、やれることがあるはずです。

定年による収入の変化を
把握していますか？

会社員の多くは定年退職があります。
定年制度・退職金制度・再雇用制度を
把握していますか？退職金の有無、ある
場合、一時金か年金か。選択できる場合、
どちらが得か？
労働による収入が無くなった、また
再雇用制度により雇用を継続の場合は、
賃金が大きく減額になることが多く、
やはり公的年金と貯蓄が頼りとなります。
どう働くか、収入以外での様々な判断
材料も出てきますが、まずはしっかりと
抑えておくべきことですね。

定年後の収入源は、給与や貯蓄だけではありません。自分
自身で様々な収入源を用意することで、より安心した老後を
過ごせます。

　　現状把握のために便利ツール
現在の家計（収入と支出）を記入する「収支状況見える化シート」
家族全員の将来のイベントとその必要資金を記入する「ライフイベント表」
上記2つから、将来の収支状況と貯蓄の推移を見る「キャッシュフロー表」を作成しましょう！

　　計画的な年金受給のために
キャッシュフロー表を作成していくことにより、年金
受給の繰り上げ・繰り下げ等、受給の仕方について検
討することができます。夫婦どちらかだけ、また、公
的年金の種類別に受給開始を分けることも検討でき
ます。判断は、収支状況を見ながらとなりますね。
年齢によって公的年金等の雑所得の控除額も変わり
ますので、この点にも考慮が必要です。

定年後の収入源を考える
　　　　この冊子裏面記載のHP
　　　　もしくはLINE@にて
ダウンロードしてご利用ください

　　　　この冊子裏面記載のHP
　　　　もしくはLINE@にて
ダウンロードしてご利用ください

キャッシュフロー表、公的年金、定年、確定拠出年金、リバースモーゲージキーワード 

退職金・企業年金の貰い方も

選択できる場合、税金面の

考慮も大切です

キャッシュフロー表 会社員 収入状況イメージ例

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69　

給与
再雇用給与

退職金

年金

（
収
入
）

（
年
齢
）

本来の年金受給開始年齢 年金受給の繰り下げ年金受給の繰り上げ
65歳60歳 70歳

公的年金受給開始年齢による年金額の増減

※仮に70歳から受給開始とすると、0.7％×12か月×5年＝142%
　年金が15万円とすると、15万円×1.42＝21.3万円

繰り上げ受給 繰り下げ受給
繰り下げた月数×0.7％

が年金に加算
繰り上げた月数×0.5％
が年金から減算
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本来の年金受給開始年齢 年金受給の繰り下げ年金受給の繰り上げ
65歳60歳 70歳

公的年金受給開始年齢による年金額の増減

※仮に70歳から受給開始とすると、0.7％×12か月×5年＝142%
　年金が15万円とすると、15万円×1.42＝21.3万円

繰り上げ受給 繰り下げ受給
繰り下げた月数×0.7％

が年金に加算
繰り上げた月数×0.5％
が年金から減算
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□自分の経験を生かしたプチ起業の相談をしたい。
□自分の定年退職後の収支予測をしたい。
□生活資金設計を作りたい。
□ねんきん定期便の見方を教えてくれる？
□加入している生命保険の見直しをしたい。
□家系図って必要なの？どうやって作るの？
□不動産評価額ってどうやって調べるの？
□相続税試算・相続税対策ってどうやるの？
□任意後見制度について知りたい。
□遺言書・遺産分割協議書を作りたい。
□親の話し相手・生活支援・買い物代行をして欲しい。
□独居の親の生活改善について相談したい。
□高齢者施設をどう探せばいいのか知りたい。
□代理でお墓参りに行って欲しい。
□自分の会社で介護離職問題で悩んでいる。　…など

孫の手サービス株式会社は、最新の活きた情報の提供を行っていきます。また、知ってもらうだけでなく、
実行を支援します！ 様々な分野の専門家へのコーディネイトをいたします。

孫の手サービス株式会社
https://mago-te.net
〒435-0036 浜松市南区渡瀬町29-4 

相談者 相談者

孫の手サービス
「きくただ相談室」
孫の手サービス
「きくただ相談室」

孫の手サービス

「きくただ相談室」
孫の手サービス

「きくただ相談室」

相談者

こんな質問・ご要望に

お応えしております。

まずは気軽に

お電話ください。

行政書士

土地家屋調査士

福祉用具
専門相談員

福祉住環境
コーディネーター

リフォーム
会社

不動産会社

司法書士
ファイナンシャル
プランナー

警備会社

カメラマン

中古車
買取・販売

IOT機器
販売会社

保険募集人

税理士

金融機関
社会保険労務士

ワンストップ
サービス

誰に聞けば？と
悩んだら…

？

？
こんなことに
困ったら…

士業等の門戸は少々高いもの。

ご相談内容に合う専門家への

コーディネイトを行います。

☎ 053-555-0074 （平日9:00～16:00）
あなたの未来にお答えする、聞くだけタダ！

ホームページ・
LINE@は24時間
受付中!

「友だち追加」画面から
左のQRコードを

読み取って友だち申請を
してください

ホームページ LINE@

孫の手サービス
@qlm2048f


