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当社は山形県天童市にある
総合保険代理店です
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好評！ライフプラン相談
住宅購入相談の事例紹介

iDeCo

：６・５万円

車関連：７万円（２台）

家賃

（食費・光熱費・お小遣いなど）

生活費：１４万円

【生活費・教育費】
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ライフプラン相談事例（住宅購入編）
●新築で家を建てたいと思っ
ています。子供も産まれ、教
育費を貯めつつローンを払っ
ていけるでしょうか。

：４万円（車・生保）

【家族構成】 保育園：２万円（２人）
保険
収支をお聞きした所、毎月の

夫：３４歳
妻：３３歳

剰を生むことができました。

を見つつ最適化、月２万円の余

通信費と保険。全体のバランス

固定費で改善できそうなのは、

定費の見直しが必要になります。

担はやや多くなりますので、固

今の家賃と比較すると月の負

で月の返済額は約８万円。

ローンは３５年全期間固定金利

ミュレーション。（下記図参照）。

０万円のローンを組む想定でシ

して３００万円を出し、２，８０

住宅購入は預貯金から頭金と

スは貯蓄に回せていました。

る状況ですが、年２回のボーナ

収入でなんとか生活が出来てい

７００万円

䇗ꄋ⹜⪌

ます。被相続人の財産の内

容、特に不動産や自社株の

割合が金融資産と比べてか

なり多い場合、トラブルにな
りやすいです。

昨年度の改正により相続

する不動産は「遺留分減殺

請求」による所有権の分割

ができなくなりました。そ

部はお子さんの教育費のピー

また、年２回のボーナスの一

当分の現金が準備できなけ

その場合、遺留分侵害額相

請求権」に変わりました。

れに代わり「遺留分侵害額

クに向け、預貯金ではなく高利

今までは、土地の所有分割

れば分割協議がまとまらな
教育費やローンの支払いの見

や人口 減 に よる不動産価

回り商品で積立てするようア

通しが立ったことで相談者様も

値の下落、固定資産税や管

い可能性も想定されます。

とても安心され、住宅購入に向

理諸費用などのコスト負担、

そして長男が同居して両親

け前向きになられたご様子で
した。

必要です。

に分割協議をまとめる事が

要なために申告期限内まで

分割協議書の写しなどが必

等）を利用するとき、遺産

一定面積内で８０％評価減

規模宅地等の特例（宅地の

も良いと思います。また、小

口頭でお話ししておくこと

にその旨や思いを相続人に

が必要です。もちろん生前

などにも記載しておくこと

（遺留分）を準備し、遺言書

合、法定相続分の１／２

ですが、最低でも兄弟の場

現金を準備できれば良いの

理想は法定相続割合分の

せん。

えるようになるかもしれま

ないが、現金なら欲しいと考

かし、これから土地は要ら

かったように思われます。し

を放棄していた兄弟が多

等の理由で、不動産の相続

の面倒を長い間見てくれた

湱竲 ﺸꟼﻘ ﻜ孖岀何 姻 ﺻＨ ＾ ﻯ３

武田 幸夫

今回も遺留分のお話をし

解説

ドバイスしました。
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長女：２歳
長男：０歳
ホームページからお問い合わせ
のあったご家族。２人目のお子さ
んが産まれたばかりとのことで、
ご自宅に伺ってヒアリングをさ
せていただきました。

【収入・予算・預貯金】
夫：会社員 年収４５０万円
妻：会社員 年収１７０万円
※現在育休中で６割支給

：

：土地 ７００万円

住宅予算：建物２４００万円

預貯金

颋ַ稗⹜⪌괊צ飈ֻי
䢥ע䇗䈱ך颋㰄鞎蠷⮉㾆
㯸❠☔ֿ㛻㰢榟
䷷罫鞝ؠ٭م

お役立ち情報

火災保険改定のご案内
大木 隼人

受けての改定です。基本的には保険

よっては料率が下がる場合もありま

このニュースレターの読者様、とりわ

保険の有用性・重要性について身を
す。一例として、建築年数が浅い場

料率が上がる改定ですが、条件 に

もって感じていらっしゃる方が多いの
合です。建てて間もない建物は保険

け弊社の火災保険契約者様は、地震

ではないでしょうか。
料が割安になる可能性もあります。
また現代の住環境に合わせた新しい
補償項目が設定されるなど、補償内

火災保険には、建物の補償とは別

に家財の補償もあることをご存知で

家の中にある家財が万が一の火災

しょうか。

保険料が改定されます。東日本大震

や事故に備える保険です。戸建てに

レビなどの電化製品から、洋服やバッ

災の発生を受け、地震保険の補償や

この機会に、

グと、生活に欠かせない家財が火事

限らずマンション・アパートでもかけ

は６クラスに分かれています。山形県

①今の補償内容で問題ないのか

や水濡れなどによって使えなくなっ

料率を段階的に見直しすることに

は一番低い料率です。今回の改定で

②来年の火災保険改定前に契約を

てしまった時、再度調達するのにかか

る事ができます。保険をかける家財

保険料は、木造住宅が４．２％、鉄骨

中途更改したらいいのか

るお金に備えることが出来ます。

なっているためです。地震保険料は

造、耐火・準耐火構造住宅が６．０％

③火災保険改定に合わせて来年を

いでしょうか。一般的には家族が多い

の値上がりとなります。

といいのか

では、どの位の金額で設定すればよ

火災保険も２０２１年１月１日に改

ほど、年齢が高いほど高額になる傾
向にあります。

検討されてはいかがでしょうか？

９年に発生した大規模自然災害を

定が行われます。２０１８年・２０１

待って火災保険の契約をし直しする

は具体的には、冷蔵庫・洗濯機やテ

容が拡充されています。

家財の保険

都道府県ごとに異なっており、料率

２０２１年１月１日から地震保険の

ＦＰ 後藤 陽子

標準的な例では、夫婦の年齢(３８～

４２才)+子供２人(１８才未満)で、

世帯で１，２５０万円となります。

次に、支払い件数の多い順で言いま

すと、１位：破損・汚損等 ２位：落雷

３位：盗難 となります。破損・汚損

…聞き慣れないかもしれませんが、

例えば、家具を移動した際にテレビ

にぶつかり画面が割れてしまった！

等、急激・偶然に起こってしまった事

故になります。２位の落雷、雷が落

ちた際に電化製品が壊れてしまった、

テレビ・エアコン・パソコン等の事故受

付が多いところです。

所で、お支払いには「時価」と「新

価」があります。２０年前に購入した

家電を現在買い替えた時には当時と

同じ金額では再購入できませんね。

「時価」は新価から経年劣化を経て

消耗した分を差し引いた金額となり、

「新価」は損害発生時の再取得の金

額となります。この辺もよく考慮し

て保険加入をしていただけると事故

時にも担保されると思います。詳し

くお知りになりたい方は、 ＦＰコン

パスまでお問い合わせください。
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おなじみ市報で配布予定︕
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FPコンパスではiDeCoの申し込みサポートを行っており
ます。様々な金融機関が提供していますが、当社オススメ
は「SBI証券」。 理由は手数料等が安く、商品ラインナッ
プが充実しているからです。
投資経験ゼロでも安心して始められるよう、一からお教
えいたします。開始サポート、及び加入期間中の運用アド
バイスについては有料で行っております。

携帯でも使用可365日24時間対応

ポテ
オス ９才
ヨークシャーテリア

あいおいニッセイ同和
三井住友海上火災
損 保 ジ ャ パ ン
セ コ ム 損 害 保 険

ハッピーハロウィン❤

0120-024-024
0120-258-365
0120-256-110
0 1 2 0 2 1 0 - 5 4 5

ボクの名前はポテ、弟はチップ ２人（？）合わせて
ポテとチップ 東京から沖縄に引っ越すことになった
けど仲良く元気に暮らしています。

恐れ入りますが、当社では休業中、営業時間外は
留守番電話対応となります。 翌営業日以降、各担
当者から連絡、または訪問をさせていただきます。

※うちの子もぜひ紹介して！という方は弊社までご一報ください

事故時の対応手順などＨＰに記載中→→

