
減った
収入
を補う

支出
を抑える

FPが教える！

I N D E X

新型コロナウイルス感染症が家計に及ぼす影響	 2P

救済制度をチェック！	FPが教える家計の再建策
　	支出を抑える	 		4P
　	減った収入を補う	 		8P
　	事業（お店）を守る	 12P

将来に備えて「未来の家計」を把握しよう	 15P

家計再建のポイント
〜新型コロナウイルス感染症を乗り越えるために

知っておきたい「制度」と「知識」〜

ファイナンシャル・プランナー

事業
（お店）
を守る

本冊子は2020年5月31日時点での情報です。最新の情報は各機関のHP等でご確認ください。
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　2020年に入ってから、新型コロナウイルス感染症が
猛威を振るっており、世界経済は大きな打撃を受けて
います。『コロナショック』とも呼ばれるこの事態は、
家計にどのような影響を与えるのでしょうか？
　まず懸念されるのは、経済の悪化による「収入の減
少」です。人によっては、従事していた仕事がなくな
り、収入の道が途絶えてしまうケースも考えられます。

　そして、次に考える必要があるのが、「支出の増加」
です。外出自粛の影響で家にいる時間が増えることに
よる食費や光熱費の増加、またテレワークに対応する
ためのコストなど、生活様式の変化に対応するための
支出増は、もはや避けられない状況といえるでしょう。
こうして、収入が減り支出が増えると、貯蓄を切り崩
して対応しなければならなくなり、「資産（貯蓄）の
減少」にもつながってしまいます。次ページからは、
家計と生活を守るために、今すぐ行うべき再建策をご
紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

家計を襲う「3つの影響」を踏まえて
今すぐ再建策を実行しましょう。

今すぐすべき

FPが教える家計の再建策

2. 支出が増える。
・家にいることが増え、生活費が増える。
・感染症に罹患し、出費が増える。

1. 収入が減る。
・休業などで働けなくなり、収入が減る。
・景気が悪くなって、給与・賞与が減る。

3. 資産（貯蓄）が減る。
・収支が悪化して、貯蓄が目減りする。
・事業（お店）の経営が立ち行かなくなる。

4. 社会保険料等の支払いが厳しい
・厚生年金保険料等の支払い猶予・・・・・・・・・・・・・・ 14P
・固定資産税等の減免を受ける・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 14P

3. 資金繰りが苦しい
・新型コロナウイルス感染症特別貸付で・
・・資金を調達する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13P
・特別利子補給制度で利子負担を軽減する・・・・・・ 13P
・セーフティネット保証4号・5号の認定を受ける・ ・・・ 13P
・衛生環境激変対策特別貸付を受ける・ ・・・・・・・・・ 13P

2. 従業員に給料が支払えない
・雇用調整助成金を申請する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12P・
・小学校休業等対応助成金（事業者向け）を・
・・申請する・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12P

1. 売上が大幅に減った
・持続化給付金を申請する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12P

事業（お店）を守る3

1. 生活費を補う
・特別定額給付金を申請する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8P
・緊急小口資金（休業）・・
・・総合支援資金（失業）を借りる・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8P
・生活困窮者自立相談支援制度を活用する・・・・・・・ 8P
・生活保護を申請する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8P

2. 新型コロナウイルス感染症の影響で働けない
・傷病手当金を申請する（自分が罹患したとき）・・・・・ 9P
・休業手当をもらう（会社都合の休業）・・・・・・・・・・・・ 9P
・失業保険（雇用保険）を申請する・ ・・・・・・・・・・・・・・ 9P
・未払い賃金を立替払いでもらう・・・・・・・・・・・・・・・・ 9P

3. 子育て費用の負担を減らす
・子育て世帯の臨時特別給付金をもらう・・・・・・・・・ 10P
・小学校休業等対応支援金・
・・（個人事業向け）をもらう・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10P

4. 子育て・母子父子家庭向けの支援を受ける
・ベビーシッター利用者支援を活用する・・・・・・・・・ 11P
・母子父子寡婦福祉資金貸付金制度を利用する・・・・ 11P

減った収入を補う2

新型コロナウイルス感染症が
家計に及ぼす影響

6. 学費・奨学金の返還の負担を減らす
・家計が急変した方への給付型奨学金（学生）・・・・・ 7P
・奨学金の減額返還および返還期限の猶予（社会人）・・・・ 7P

5. 生活費の負担を減らす
・電気・ガス・上下水道の支払い猶予・・・・・・・・・・・・・ 6P
・固定・携帯電話、インターネットの支払い猶予・ ・・・・ 6P
・NHK受信料の支払い猶予・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6P

4. 生命・損害保険料の負担を減らす
・生命保険、損害保険の保険料の支払い猶予・・・・・ 6P

1. 家賃・ローンの負担を減らす
・家賃の支払いで住居確保給付金を活用・・・・・・・・・ 4P
・住宅ローンの返済期間延長、減額を依頼・・・・・・・・ 4P

3. 税金の負担を減らす
・国税（所得税、法人税、消費税等）の支払い猶予・・・・ 5P
・地方税（住民税、事業税、地方消費税等）の支払い猶予・・・・ 5P

2. 社会保険料の負担を減らす
・国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度の・
・・保険料、介護保険料の減免・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4P

支出を抑える1
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対象者

①事業等にかかる収入が前年同期に⽐べて概ね
20％以上減少していること

②⼀時に納税を行うことが困難であること
※①と②を両方満たす個人＆法人・

猶予される
税目

令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が
到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての
税⽬（印紙で納めるもの等を除く）

猶予期間 1年間、国税の納付を猶予　
※担保の提供は不要、延滞税もかからない

問合せ

・国税庁
・・
・・

・国税局猶予相談センター
・
・
・・

対象者

（東京都の例）
①事業等にかかる収入が前年同期に⽐べて概ね
20％以上減少していること

②⼀時に納付、または納入を行うことが困難であ
る方

※①と②を両方満たす個人＆法人

対象税目
と期間

すべての地方税の納付を1年間猶予
※自動車税環境性能割、狩猟税等を除く
※担保の提供は不要、延滞税もかからない

問合せ お住まいの都道府県・市区町村

支出を抑える
1. 家賃・ローンの負担を減らす 3. 税金の負担を減らす

対象者
離職・廃業から2年以内または休業等により収入
が減少し、離職等と同程度の状況にある方

支給上限額
の目安
（月額）

単身世帯：5万3,700円
2 人世帯：6万4,000円
3 人世帯：6万9,800円
（東京都特別区の場合）

期間
原則 3 か⽉（求職活動等を誠実に行っている場合
は3か月延長可能（最長9か月まで））

問合せ

・お住まいの市区町村の自立相談支援機関

・厚生労働省

対象者 新型コロナウイルス感染症の影響により⼀定程度収入が下がった方

内容

支払う社会保険料（税）の全部もしくは一部の免除や猶予
※社会保険料（税）：国民健康保険（税）、国民年金、後期高齢者医療制度、介護保険料
※減免制度を利用するには、申請が必要です
※お住まいの市区町村によって、減免制度・申請方法等が異なるため、必ずお問合せください

問合せ

・国民健康保険料（税）について⇒お住まいの市区町村の国民健康保険担当課
・・※国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合

・国民年金保険料について⇒お住まいの市区町村の国民年金担当課、もしくは年金事務所
・・日本年金機構　

・後期高齢者医療制度の保険料⇒お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課

・介護保険料⇒お住まいの市区町村の介護保険担当課

対象者
経済事情や病気等の事情により住宅ローンの返済
が困難となっている方

返済方法
の変更

1）・返済期間の延長　2）・一定期間の返済額を減額
3）・ボーナス返済分の金額変更やボーナス返済の

取り止め
※金融機関によって変更方法は異なる場合があります

問合せ

・ご自身が住宅ローンを組んでいる金融機関

・住宅金融支援機構　　　　　・フラット35

支出を抑えるために、様々な支払いの減額・猶予制度があります。
上手に活用して家計を再建しましょう。

2. 社会保険料の負担を減らす

社会保険料が
支払えないとき

住居確保給付金で
賃貸している住居の

家賃が一定期間補助されます。

国税（所得税、法人税、消費税等）
の支払いが猶予されます。

住宅ローンの返済期間延長、
一定期間の返済額減額が

受けられます。

地方税（住民税、事業税、
地方消費税等）の

支払いが猶予されます。

国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、
介護保険料が減免されます。

家賃が支払えないとき 国税が支払えないとき 地方税が支払えないとき住宅ローンが支払えないとき

家計の
再建策 1

日本年金機構

定期的に出ていく「固定費」を削減することは、
支出を抑えるための重要なカギとなります。特
に毎月支払いが発生する住居費（家賃・住宅ロ
ーン）の支払いが厳しくなると、生活が立ち行
かなくなってしまいます。これらの負担を軽減
する制度はぜひ活用しましょう。また、公共料
金や生命・損害保険料にも猶予措置が設けられ
ていますので、確認しましょう。

ワンポイントアドバイス
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4. 生命・損害保険料の負担を減らす 6. 学費・奨学金の返還の負担を減らす

対象 新型コロナウイルス感染症で影響を受けた契約者

内容

①払込猶予：
保険会社が定める日から最長6か月間の保険料
払込猶予期間の延長

②支払に関する処置：
保険金・給付金・解約返戻金・契約者貸付の
請求の簡略化

※詳しくはご加入の生命保険会社にお問合せください

問合せ ご自身が加入している「各生命保険会社」

対象 新型コロナウイルス感染症で影響を受けた契約者

内容

対象：火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種
損害保険（自賠責保険を除く）

①継続契約の締結手続き：
　3⽉13⽇から最長6か⽉後の末⽇まで猶予
②保険料の払込み：
　3⽉13⽇から最長6か⽉後の末⽇まで猶予
※詳しくはご加入の損害保険会社にお問合せください

問合せ ご自身が加入している「各損害保険会社」

詳細 総務省：公共料金の支払い猶予に関する要請

5. 生活費の負担を減らす

公共料金が
支払えないとき

生命保険の保険料の
支払いが猶予されます。

損害保険の継続契約の締結手続き、
保険料の支払いが猶予されます。

公共料金の支払いの猶予が
国から要請されています。

生命保険の保険料が
支払えないとき

学費が支払えないとき 奨学金の返還が
できないとき

損害保険の保険料が
支払えないとき

家計が急変した方への
給付型奨学金（学生対象）が

あります。

奨学金の減額返還および
返還期限の猶予（社会人対象）が

受けられます。

対象者

家計が急変し、学業と所得の見込みが要件を満た
す方
①学業成績等にかかる基準　
　※すでに大学等に在学している人が対象
②家計にかかる基準（収入基準・資産基準）は
下記の4つ　※詳細は問合せ参照　

　1）収入・所得の上限額目安
　2）家計急変の事由
　3）収入基準
　4）資産基準

給付額
所得の支援区分に応じて、学校、通学形態等によ
り給付額は異なる

問合せ 文部科学省

対象者
勤務先の業績悪化や出勤停止等に伴う減収、
失業、内定取消等が生じ、奨学金の返還が困難と
なった方

内容

①減額返還：毎月の返還額を減額、1回の願出に
つき適用期間は12か月、最長15年

②返還期限猶予：⼀定期間返還を猶予、適用期間
は通算10年（120か月）が限度

問合せ

・日本学生支援機構　
・・
・・

・日本学生支援機構　
・・奨学金相談センター

上下水道の支払い猶予

問合せ
各自治体の水道局
※自治体によって内容が異なります
　必ずお問合せください

電気・ガスの支払い猶予

問合せ
資源エネルギー庁：
事業者⼀覧含む

通信費（固定電話、携帯電話、インターネット）
の支払い猶予

問合せ
総務省：
事業者の取り組み⼀覧

NHK受信料の支払い猶予

問合せ NHK：受信料の窓口

「給付」はもらえるお金ですが、「猶予」は支払
い日時を延ばしてもらうことを言います。「猶
予」はあくまでも支払いの期日が延びるだけ
で、支払いが免除されるわけではありません。
また、「減免」は支払額が少なくなるのに対し、
「減額」は支払額が「減免」と同様に少なくな
りますが、支払いの期間が延びて、総支払金額
が増える場合があるため注意が必要です。

ワンポイントアドバイス
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1. 生活費を補う 2. 新型コロナウイルス感染症の影響で働けない

対象者
基準日（令和2年4月27日）に、住民基本台帳に記
録されている方

支給額 給付対象者1人につき10万円　
※給付対象者の属する世帯の世帯主に支給

申込方法

（1）郵送申請方式：市区町村から郵送される申請
書に振込先口座を記入して申請

（2）オンライン申請方式（マイナンバーカード
所持者が利用可能）

【注意】郵送方式の申請受付開始日から3か⽉以内

問合せ

・特別定額給付金
・・
・特別定額給付金コールセンター：
・・0120-260020
・・（受付：9：00～20：00）

制度概要

緊急小口：緊急かつ一時的に生計の維持が困難と
なった場合に少額の費用の貸付
総合支援：生活の立て直しが必要で、生活再建ま
での間に必要な生活費用の貸付

対象者

緊急小口：休業等により収入が減少し、日常生活の
維持が困難な世帯
総合支援：収入の減少や失業等により、日常生活
の維持が困難な世帯

貸付額

緊急小口：学校等の休業、個人事業主等の特例：
20万円以内、その他10万円以内
総合支援：2人以上の世帯：⽉20 万円以内、単身世
帯：⽉15万円以内

問合せ お住まいの市区町村社会福祉協議会または労働金庫

特別定額給付金として
1人10万円が給付されます。

休業したときは緊急小口資金、
失業等の場合は総合支援資金が

借りられます。

家計の
再建策 2 減った収入を 補う 収入が減った場合、

まずは、給付金の対象になるかを確認し、
次に貸付を検討する順番で考えましょう。

対象者 さまざまな課題を抱え、生活に困窮する方

支援項目

①就労支援・就労準備支援
②家計改善支援
③住居確保給付金
④一時生活支援

問合せ

お住まいの市区町村の自立相談支援機関

生活困窮者は自立相談支援制度で
支援を受けられます。

最低限の生活を維持するために、
生活保護を受給できます。

厚生労働省　生活困窮者自立相談

対象者
資産、能力等あらゆるものを活用することを前提と
し、さらに保護が必要な方

受給額
年齢、世帯の人数等により定められている（最低生
活費）
※最低生活費以下の収入の場合に生活保護を受給できる

受給後
①ケースワーカーの訪問調査
②収入状況の申告など　が必要

問合せ

お住まいの自治体の福祉事務所

　

※受給の条件は各自治体の福祉事
務所に必ずお問合せください

厚生労働省　生活保護

制度概要

会社に責任のある理由で労働者を休業させた
場合、休業手当を支払う義務がある
※ただし、以下の2つの要素が共に認められた場合は、
会社の支払い義務はない
①原因が事業の外部より発生した事故であること
②経営者が最大の注意を尽くしても避けることが

できない事故であること
⇒例：緊急事態宣言の休業要請は①に該当、在宅
ワークを検討は②に該当

受給額 平均賃金の60%以上の額

問合せ 特別労働相談窓口

休業手当をもらう。
（会社都合の休業）

制度概要

健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由に
よる病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合
に所得保障を行う制度・　
※業務中＆通勤に起因する場合は対象外

支給要件

①業務災害以外の病気やケガの療養のために働く
ことができないこと
②4⽇以上仕事を休んでいること
※発熱などの自覚症状があり、療養のために会社を
休んでいる等も対象

額と期間
⽇額の 3 分の 2 に相当する額を支給を始めた日か
ら最長1年6か⽉の期間

問合せ 勤務先の健康保険組合等

病気やケガで
仕事を休んだとき

会社の都合で
休業したとき

傷病手当金を申請できます。
（自分が罹患したとき）

未払賃金立替払制度を使って
未払い賃金を立て替えてもらえます。

制度概要
労働者が失業した場合に必要な給付を行い、労働
者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就
職の援助を行うことなどを目的とした制度

対象者

①ハローワークに来所して求職の申込みを行い、
就職する積極的な意思がある方

②離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間
が通算して12か⽉以上あること

問合せ ハローワークインターネット

制度概要
企業倒産により賃金が支払われないまま退職した
労働者に対して、未払賃金の⼀部を立替払する制度

対象者
企業は①1年以上事業活動を行って、②法律上の
倒産・or・事実上の倒産したこと、労働者は倒産が・
認められた6か月前の日から2年の間に退職した方

立替額
定期賃金と退職手当（ボーナスは対象外）で未払
いの賃金額の 8 割　※退職時の年齢に応じて88万円
～296万円の範囲で上限あり

問合せ
全国の労働基準監督署および
独立行政法人労働者健康安全機構

失業したとき 給与未払いのとき
失業保険（雇用保険）が

給付されます。
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3. 子育て費用の負担を減らす

対象者
令和2年4月分（3月分を含む）の児童手当（本則給
付）の受給者

支給額 対象児童1⼈につき1万円
※対象児童に新高校1年生も含む

申請手続 原則、申請は不要

問合せ

令和2年3月31日時点の居住市区町村の
「子育て世帯への臨時特別給付金」窓口

対象者
小学校等が臨時休業等により子どもの世話を行う
ために、契約した仕事ができなくなった個⼈で仕
事をする保護者（業務委託も含む）

支給額
就業できなかった日について、1 ⽇あたり7,500 円
（定額）
令和2年2月27日～9月30日（春休みの予定日は除く）

申請期間 令和2年12月28日まで

問合せ

学校等休業助成金・支援金コールセンター：
0120-60-3999

厚生労働省

子育て世帯の臨時特別給付金が
給付されます。

小学校休業等対応支援金
（個人事業・フリーランス向け）が

給付されます。

4. 子育て・母子父子家庭向けの支援を受ける

対象者

小学校等の臨時休業等で企業で働く保護者が
ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助
※①～③のすべてに当てはまる方
①民間企業に勤務、もしくは個⼈で仕事をしている
　（自営業、フリーランス）
②共働き・ひとり親でベビーシッターが必要
③学校や保育園が休校・休園

支給額
臨時休校・休園となった場合に使える割引券（2,200
円/枚）を支給

問合せ

利用の際はベビーシッターの
各事業者にお問合せください。

内閣府

対象者
小 学 生 以下 の 子どもが いる母 子 家 庭、父 子 家 庭
および寡婦

貸付要件

新型コロナウイルス感染症の影響で、子どもが在
籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の
休業などにより、保護者の就業環境が変化し、一
時的に就労収入が減少し、⽇常生活に支障をきた
した場合

貸付期間
と限度額

限度額：【⼀般】⽉額10万5,000円
貸付期間：離職した⽇の翌⽇から1年以内

問合せ
お住まいの市区町村の福祉担当窓口
内閣府

ベビーシッターの活用が
支援されます（企業主導型

ベビーシッター利用者支援事業）。

母子父子家庭は資金貸付制度が
利用できます（母子父子寡婦福祉

資金貸付金制度）。

厚生労働省  子育て世帯への臨時特別給付金

生活費が不足したとき、働けなくなったとき、
子育て費用が捻出できないときなどに使えるさ
まざまな制度が用意されています。「給付金」・
「手当」・「支援金」に関しては、返さなくても
良いお金になりますが、「貸付」はお金を借り
るため、後で返済する必要があります。このた
め、お金を借りる場合は、返すことまでしっか
りと考えることが重要です。

ワンポイントアドバイス
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事業（お店）を 守る
3. 資金繰りが苦しい1. 売上が大幅に減った

対象者

ひと⽉の売上が前年同⽉比で50％以上減少してい
る事業者
※資本金10億円以上の大企業を除く（医療法人、NPO法
人なども対象）

支給額 法⼈は200万円、個⼈事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限

問合せ
持続化給付金事業コールセンター：
0120-115-570

法人は200万円、
個人事業者は100万円の

持続化給付金を受け取れます。

家計の
再建策 3

制度内容
対象者

一時的な業績悪化（前年または前々年の同期比 5
％ 以上 減 少）となった事 業 者（フリーランスを含
む）に対し、融資枠別枠の制度

融資内容

資金：運転資金・設備資金、担保：無担保
金利：当初3年間までは基準利率▲0.9%、4年目か
らは基準利率
貸付期間：設備20年以内、運転15年以内　
うち据置期間：5年以内
融資限度額（別枠）：
中小事業3億円、国民事業6,000万円

問合せ
日本政策金融公庫　
事業資金相談ダイヤル：
0120-154-505

対象者
⽇本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染
症特別貸付」により借入を行った事業者（フリーラ
ンスを含む）

補給期間 借入後当初3年間の利子負担を補給

対象上限
中小事業1億円、国民事業3,000万円までの貸付が
上限

問合せ
中小企業金融・給付金相談窓口：
0570-783183

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的
な業況悪化から前年または前々年同期比 10% 以
上の売上が減少している旅館業、飲食店営業およ
び喫茶店営業を営む事業者・

融資内容

・生活衛生関係営業者の経営を安定させるために
必要な運転資金
・【旅館業】別枠3,000万円【飲食店営業および喫茶
店営業】別枠1,000万円
・返済期間：7年以内〈うち据置期間3年以内〉

問合せ 日本政策金融公庫

日本政策金融公庫の
新型コロナウイルス感染症特別貸付

で資金を調達できます。

特別利子補給制度を使って、
利子負担を軽減できます。

新型コロナウイルス感染症にかかる
衛生環境激変対策特別貸付を

受けられます。

対象者
小学校等が臨時休業等により子どもの世話を行うた
めに、正規・非正規問わず、有給の休暇（労働基準法
上の年次有給休暇を除く）を取得させた企業

給付額

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金
相当額：15,000円／日（上限）
令和2年2月27日～9月30日（春休みの予定日は除
く）の間に取得した有給休暇

申請期間 令和2年12月28日まで

問合せ

学校等休業助成金・支援金コールセンター：
0120-60-3999

厚生労働省

セーフティネット保証4号・5号
（資金繰り支援制度）の認定を

受けられます。

制度内容

経 営 の 安 定に支 障 が 生じている中 小 企 業 者を、
⼀般保証（最大2.8億円）とは別枠の保証の対象と
する資金繰り支援制度
・4号：売上高が前年同月⽐▲20％以上減少
・・⇒別枠で借入債務の100％を保証
・5号：売上高が前年同月⽐▲・5％以上減少
・・⇒別枠で借入債務の80％を保証

対象地域・
業種

・4号：影響が生じている地域
・・⇒全都道府県を対象に指定
・5号：特に重大な影響が生じている業種
・・⇒738業種が対象

問合せ

最寄りの信用保証協会

中小企業庁

2. 従業員に給料が支払えない
雇用調整助成金を

申請できます。
小学校休業等対応助成金

 （事業者向け）を申請できます。

対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
（大企業も使用可能）

助成内容
①休業手当の助成：対象労働者1⼈1⽇8,330円が

上限（令和2年3月1日時点）
②教育訓練を実施した場合の加算額（中小企業
2,400円、大企業1,800円）

問合せ

お住まいの都道府県労働局または
公共職業安定所

厚生労働省　雇用調整助成金

売上が激減した店舗や休業を余儀なくされた
事業者は、国や都道府県等の支援制度を
最大限に利用しましょう。

休業要請協力金を支給する
都道府県もあります。
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年間収入から年間支出を差し引いた金額が、年間貯蓄額で
す。ただし、使途不明金が多いとこの数式どおり貯蓄がで
きないため、使途不明金を減らすことが大切です。

年間の貯蓄額を計算しようSTEP 3.

4. 社会保険料・固定資産税の支払いが厳しい

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2
月以降の任意の期間（1か月以上）において、事業等
にかかる収入が前年同期比で概ね 20％以上の減少
があり、一時的に納付を行うことが困難な事業主

猶予期間
1 年間、厚生年金保険料・労働保険料等の納付を
猶予　担保不要、延滞金もなし

問合せ

・最寄りの年金事務所
・・
・・

・厚生年金保険料納付猶予
・・相談窓口
・・

制度概要
事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定
資産税および都市計画税を、事業収入の減少幅に
応じ、ゼロまたは2分の1とする・

対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減
少している中小企業者・小規模事業者

減免額

任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期
⽐減少率
・50%以上減少⇒減免率：全額
・30%以上50%未満⇒減免率：2分の1

問合せ
中小企業　固定資産税等の
軽減相談窓口：
0570-077322

厚生年金保険料等の
支払いが猶予されます。

固定資産税等が
減免されます。

将来に備えて「未来の家計」を把握しよう
緊急事態でも強い家計をつくるための「予防処置」として、

収入・支出・年間貯蓄額を把握し、「未来の家計」を計画する方法をご紹介します。

支出項目 内容 毎月の
支出①

年に数回の
支出②

年間の支出
①×12＋②

基本生活費 食費、水道光熱費、通信費、
日用雑貨費、教養娯楽費など 万円 万円 万円

住居関連費 住宅ローン、管理費、積立金、
固定資産税など 万円 万円 万円

車両費 駐車場代、ガソリン代、自動車税
など 万円 万円 万円

教育費 学校教育費、塾代、習い事の費用
など 万円 万円 万円

保険料 家族全員の保険料 万円 万円 万円

その他の支出 レジャー費、交際費、冠婚葬祭費
など 万円 万円 万円

年間支出合計 万円

額面の収入金額から所得税、社会保険料、住民税を差し引い
た金額が「可処分所得」（生活費などに回せるお金）となる。

ただし、⼀般的な家庭には使途不明金がある場合も多く、
上記の数式どおり貯蓄できない場合もある。この使途不明
金を減らすことが、家計改善のポイントに！

ポイントを押さえて支出を減らそう

家計のムダを省く
1 ）使途不明金を少なくする。

2 ）固定費を削減する。

3 ）変動費を削減する。

固定費を見直すポイント
●保険料を見直す…必要保障額を計算してムダな保険を解約
●住宅費を見直す…家賃の安い物件に引越し、住宅ローンの借り換え、繰り上げ返済
●教育費を見直す…本当に必要な習い事だけを残す
●その他の固定費（隠れ固定費）をなくす…通信費、車の維持費、新聞の購読代、・
タバコ、ギャンブル、定期的な飲み会など

日々の暮らしで使えるお金を把握するために、まずは額面
の収入金額から税金(所得税、住民税)と社会保険料を引い
たお金「可処分所得」を確認しましょう。

年間の収入を書き出してみようSTEP 1.
次に支出を見ていきましょう。基本生活費、住居関連費、
車両費、教育費、保険料、その他の支出など、大まかな
項目に分けて管理することがポイントです。

年間の支出を書き出してみようSTEP 2.

最後に、長期的な収支と貯蓄残高の推移をチェックするた
めのツールである「キャッシュフロー表」を作成し、将来
の家計を見据えたうえで人生設計を立てましょう。

キャッシュフロー表をつくってみようSTEP 4.

●B

STEP1～4を記入できる
フォーマットはこちら！

⽇本FP協会
https://www.jafp.or.jp/know/fp/sheet/

年間収入合計

収入金額

夫 万円

妻 万円

社会保険料

万円

万円

年間の手取り収入
（可処分所得）

万円

万円

万円

− ＋ ＋ ＝

所得税

万円

万円

住民税※

万円

万円

※納税通知書か、給与明細の住民税額×12で計算 ●A

年間収入合計

万円 ●A

年間支出合計

万円 ●B

年間貯蓄額

万円− ＝
国や自治体の制度でよく使われる用語をご紹介します。

それぞれの意味をしっかり理解しておきましょう。

猶予・ 支払いの日時を先に延ばすこと 
・ 支払い金額が少なくなるわけではない。

減額・ 支払いの金額を減らすこと 
・ 支払い額を減額すると、返済期間が延びる場合が多い。・
・ 返済期間が延びて、支払い総額が多くなる場合もある。

減免・ 一部または全部の支払いを免除すること 
・ 支払額および総支払額は、少なくなる。

融資／貸付・ お金を借りること 
・ 借りたお金は必ず返す必要がある。

保証・ 債務者が債務を履行しない場合、代わって債務を履行すること 
・ 保証は、お金を借りることではない。

給付／助成／補助・ 目的を達するために、お金をもらうこと 
・ もらったお金は返す必要はない。・
・ しかし、効果資料や完了報告を提出する場合がある。

用語辞典
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〒105-0001　東京都港区虎ノ門4-1-28　
虎ノ門タワーズオフィス5F
TEL：03-5403-9700（代表）　FAX：03-5403-9701

本部
事務所

大阪
事務所

〒530-0004　大阪府大阪市北区堂島浜1-4-19　
マニュライフプレイス堂島5F
TEL：06-6344-8063　FAX：06-6344-8065

E-mail：info@jafp.or.jpURL：https://www.jafp.or.jp/

　　、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においては Financial Planning Standards Board Ltd.（FPSB）の
登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
AFP、AFFILIATED FINANCIAL PLANNERおよびアフィリエイテッド ファイナンシャル プランナーは、NPO法人日本FP協会の登録商標です。

特定非営利活動法人（NPO法人）
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

日本FP協会認定　信頼と実績のFP資格

AFP資格

25 年以上の歴史を持ち、国
内で 広く普 及している資 格
です。AFP 資格を取得するこ
とで、CFP®資格審査試験の
受験資格を満たすことがで
きます。

CFP®資格

世界 24 カ国・地域（※）で導
入されている世界共通水準
の資格で、高度な知識とスキ
ルを持ち、専門家としての確
固たる倫理と経験を備えた
FPに与えられる資格です。
※2020年2月現在

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本FP協会）について
ファイナンシャル・プランニングの普及とファイナンシャル・プランナーの養成などを通じ
て、国民生活の向上と日本経済の発展に貢献することを目的としたNPO法人です。20万人
を超える個人会員と多くの法人賛助会員に支えられています。

ファイナンシャル・プランナー（FP）ってなんだろう？

FPはこんなときに役立ちます。

●新型コロナウイルス感染症の影響で苦しくなった家計を 
　見直したい
●新型コロナウイルス感染症関連の支援制度の手続きは 
　どうやるの？
●不測の事態にも強い家計を作るには？
●将来のマネープランを立てたい

あなたの家計再建を、ファイナンシャル・プランナー（FP）がサポートします

日本FP協会の「CFP®認定者検索システム」を
活用しよう

FPは、一人ひとりの将来の夢や目標をか
なえるため、お金に関する様々な悩みに対
して解決策をアドバイスする「家計のホー
ムドクター ®」です。

“信頼・安心できるファイナンシャル・
プランナー”CFP®認定者を所在地や相
談分野などの条件を指定して検索できま
す。 ネット相談対応のFPも検索できる
ようになりましたので、ぜひ、あなたに
合ったFPを見つけてください。

※「家計のホームドクター®」は
NPO 法人日本 FP 協会の登録
商標です。


