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■編集後記
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　平均年収が 1997 年を頂点に、どんどんと下がっているのは、よくご紹介する事なので

ご存じの方も多いと思います。

  

  

　ここ数年は少し微増していますが、それでも頂点から考えると５０万円ほど減っていることに

なります。 

  ５０万円年収が少なくなるということは、月に４万円以上減るという事ですから、とんでもな

い事です。

　しかし、これを年代別にもう少し詳しく見ていくと、また違った見方が出来ます。

  そのグラフがこれです。（次のページ参照）

「若い世帯はお金がないのか︖」
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　　　今月のトピックス
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年間収入推移（二人以上世帯のうち勤労者世帯）

（単位：万円）（～ 2015 年）
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　同じ時間軸、指標の表がなかったので申し訳ありません。年代別の方は正社員だけの平

均年収で非正規職員が入っていないため、全体の平均の数字もズレがあるのですが、おお

よそお伝えしたい事は分かりますよね。

　50歳台は 81万円。40歳台は 84万円。30歳台は 43万円。20歳台は 19万円。

つまり、年代別にみると上の方が減少幅が大きく、20歳 30歳台はそれほど下がっていない

のです。

  さらに、この統計表をみるともっとビックリします。　



　少し分かりにくい表でごめんなさい。

これは、2人以上世帯の平均年収の推移です。

もちろんそんな家族ばかりでは無いですが、あえて簡単に言えば、結婚をしている夫婦です。

一番下の折れ線が 30歳未満、そのすぐ上の折れ線が 30歳台の平均年収の推移です。

もうお気づきいただけたでしょうか？

平均年収は増えているんです。

話がややこしくなりましたね。どういう事でしょうか？

　最後にこのグラフを見れば答えは分かります。

　そう、共働き夫婦が増えた事によって、一人あたりの平均年収、特にご主人の平均年収

は下がっているけど、世帯の平均年収は増えているという現象が起こっているのです。

つまり、今の20歳台後半・30歳台の住宅購入を検討している世帯は、給料は多くないけど、
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夫婦でみれば、決してお金を持っていない訳ではないという事になるのです。

　実際、一戸建住宅の平均坪単価は、この数年上昇しています。もちろんこれだけが要因で

はないでしょうが、１つの要素ではあるでしょう。

　そうすれば、これから住宅を検討されるご夫婦の家族像が浮かび上がってきます。

　最近、私自身もお客様の資金計画を立てていると、産休育休中というご夫婦によくお会いし

ます。そして決まってご不安な事は、「育休後に本当に家事と育児の両立ができるだろうか？」

という事です。

　これこそが、これからの住宅購入者のもっともコアになる不安の１つではないでしょうか？

「共働きしながら、育児と家事が両立できるのだろうか？」

「もし、共働きできなかった場合、本当に住宅ローンが返済できるだろうか？」

　この不安を、まずは営業面談の中でお客様に顕在化してもらうことが重要です。

そしてその後、この不安を「家づくり」で「資金計画」を通してどれだけ解決できるのか？と

いう事がポイントになるのです。

　まずは、家事と育児の両立という不安を顕在化して、具体的に共有するところから始めてみ

ましょう！
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　1. 住宅ローンとは？　※　6月号で解説

　2. 金利のタイプとは？　※　7月号で途中まで解説 ⇐　今回続き！

　3. 金利の引下げとは？

　4. 金利の決定時期は？

　5. 元利均等返済と元金均等返済とは？

　6. 返済期間は、最長何年まで？

　7. 担保とは？

　8. 保証人、保証料とは？連帯保証、連帯債務とは？

　9. 住宅ローンにかかる保険とは？

　10. 繰上げ返済とは？

　11. 返済条件の変更とは？

　前回「金利タイプとは？」ということで、3つ金利のタイプのうち2つ「全期間固定金利」、

「固定金利期間選択型」についてメリット、デメリットを解説しました。

　今回は、7月号で出来なかった「変動金利」について、解説していきましょう。

 ライフプランアドバイザーの方は、資金計画を全期間固定金利で立てるので、意外と「変

動金利」を目にする機会が少ないのでしょうか、詳しく内容を知っていないようです。

固定金利タイプ                             全期間固定金利型

変動金利タイプ
固定金利期間選択型

変動金利型
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金利のタイプとは︕︖『変動金利は複雑だー︕︖』

　　　営業マンが知らないとヤバイ！？

　　　金融・税金の基礎知識 Vol.3



　しかし、今でも住宅ローンの貸出件数のトップはこの変動金利。

最新の調査では49.2％と、約半数が変動金利で住宅ローンを組んでいます。

　つまり、地域性はあるものの、世の中のメジャーは変動金利ということですね。

　しかし、この「変動金利」こそが実は一番複雑な住宅ローンなのです。

どの辺りが複雑なのかを解説する前に、まずは基本的なところから整理していきましょう。

○変動金利のメリット
　変動金利を選択する時にもっともメリットなのが、やはり金利の低さでしょう。
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　基本的に金融機関が取り扱っている住宅ローンで一番金利が低いのが、変動金利です。

その理由としては、金利が変動するタイミングです。

変動金利は4月、10月という形で毎年 6か月ごとに見直されることになります。基準の金利

自体は毎月変動するのですが、変動金利で住宅ローンを借りた場合に金利が見直されるのは

半年ごとになるのです。

　金融機関がお客様に金利を保証する期間は半年。つまりお金を貸す側のリスクが少ないの

で金利を低くできる訳です。

また、変動金利は、1年未満の短い資金貸借に適用される「短期金利」に連動しているので、

基本的に「固定金利」より低くなるのです。

　逆にデメリットと言うと、住宅ローンの中でもっとも金利が変わりやすいという事になります。

　しかし、こういう話をお客様にすると、

「いや、銀行で最初の5年間は返済額は変わらない。と聞きました。」

「しかも、5年後に金利が上昇していたとしても、返済額は最高で1.25 倍までしか上がらない

と聞いています。」

という返事が返ってきます。

　そうなんです。その通りなんです！

ここが変動金利を難しく、ややこしくしているところなんです。

◯ 5 年ルールと1.25 倍ルール！？

　繰り返すようですが「変動金利」は半年に一度、金利が見直されます。

しかし、毎月返済する額については、5年に1度の見直しが一般的です（5年ルール）。金

利が変更された後の返済額についても、これまでの返済額の「1.25 倍まで」とされており

（1.25 倍ルール）、「返済額が急激に上昇してしまう」というリスクに対処されています。

DATE ・ ・
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　つまり、固定金利のような安定感はないものの、急に金利が上がっても家計に深刻な問題

を生じさせるようなリスクが生じにくい、といえるのかもしれません。

　

　しかしこの図でも分かるように、月々の返済額が 5年間変わらないといっても金利の見直し

は行われているため、元本と利息の割合は常に一定ではないのです。

　金利が上昇すれば、返済額全体に占める利息支払い分の割合は大きくなっていきます。

返済開始当初より利息分が多い状態で1.25 倍ルールが適用されれば、返済額自体が抑えら

れてしまうため、元金の減り方は鈍くなる。つまり元金の返済が遅くなり、結果として返済総

額が大きくなってしまう、という可能性もあるのです。

  つまり、返済期間が終了してもまだ元金が残っているという可能性もあるのです。

しかもその残っている元金は、終了時に一括返済を求められるのです！

　それだけでありません。

＜図 1＞5年ルールと1.25 倍ルール
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◯ 未払い利息って何！？
　

　金利が大きく上がってしまうと、利息分が毎月の返済額を超え「未払い利息」というのが

生じてしまう可能性があるのです。

　この場合、毎月決められた返済金額を支払っているにもかかわらず、借り入れ残高（元金）

はまったく減らないことになります。

　例えば、図 2のように月々の返済額が毎月15万円の場合、返済開始当初の内訳は

「利息 8万円＋元金 7万円」だったのに、金利が上昇することで「利息 10万円＋元金 5万

円」になり、その後さらに金利が上昇し利息だけで15万円以上になると、その超過分が未

払い利息となります。

＜図 2＞未払い利息が発生する仕組み

DATE ・ ・
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　つまり、返済期間が終了した時点、まだ返済出来ていない元金が残っているだけではなく、

払い終わっていない未払いの利息も残っているという事が起こるのです。

そう言う意味では、なかなか取り扱いの難しい商品だと言うことです。

もちろん今後金利が上昇しなければ、この変動金利を選択するのもいいでしょうが、30年、

35年間と長期で返済を計画している人には少し不向きな商品だと言えると思います。

それでは改めて、特徴とデメリットをまとめると

　「変動金利タイプ」の特徴

・短期的な返済を検討する場合、月々の返済額が低く抑えられる。

・低金利期や金利が下がっている時期は返済負担も下がる。

・金利は半年に一度変動するが、返済額の見直しは一般的には5年に1度。

・返済額が変更される場合、新たな返済額は変更前の1.25 倍が上限とされている。

　「変動金利タイプ」のデメリット

・金利が上昇すると、それに伴って返済額も増える。

・返済額が変動するため、将来設計がしにくい。

・5年ルールや 1.25 倍ルールの適用は、返済総額の増大や「未払い利息」が生じるリスク

につながることもある。

次回は、金利決定のメカニズムについて、3タイプをそれぞれ解説します！
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営業を構造から考える 3

◯ 「アプローチの基本は関係性！？」

　前回、営業基本的な4つのステップステップとして

　①　アプローチ

　②　ファクトファインディング

　③　プレゼンテーション

　④　クロージング

　だと説明しました。

　今回から、この営業ステップごとに必要な営業スキル、トークのポイントを解説していきます。

第 1回目は「アプローチ」です。

「①アプローチ」は、関係の構築をするためのステップです。

　どれだけ営業マンに「顧客の気づいていない、顧客の課題」を見つけ出す力があっても、

そもそもお客様との関係性を作ることができなければ、お客様との会話になりません。

ボクシングで言えば「ジャブ」ですね。相手との間合いを作っていく、距離感を縮めていくの

が狙いです。

  では、どうすれば関係性が構築できるのでしょうか？

・・・わかりません。そうですよね。関係性の構築と一言で言っても、そもそも関係性とはど

ういうもので、構築とはどんな事を指して言っているのかよく分かりませんね。
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 アプローチVol.1「パワーバランスって︕︖」



◯ 関係性とはパワーバランス！？

　では、関係性とは一体なんでしょうか？

　関係性とは、パワーバランスです。人間関係において全く対等な関係は存在しません。

つまり、どちらかが上でどちらかが下になるのです。その事をパワーバランスといいます。

同じ人間同士でも、場面によってその上下が変わる事はもちろんあります。

どちらかが有利な環境では、有利な方が上になるのは当たり前の事です。

　という事は、住宅販売を前提にした場合の関係であれば、必ず営業マンが上にならないと

いけません。

パワーバランスが、営業マンが下でお客様が上では、ものは売れません。

中には、お客様がものすごく年上で営業マンが若い場合、おべっか営業でも契約になる事は

ありますが、それ以外では成り立ちません。

　さて、それではどうすればパワーバランスの上のポジションを取る事ができるでしょうか？

　知識が豊富であればポジションが取れるのでしょうか？

ダメですよね。もちろん無いより有るに越した事はないですが、それでポジジョンが取れる訳

ではありません。

　では、どうすればいいのか？

それほど難しい事ではありません。少し思い浮かべて下さい。関係性上、上のポジションを

取れている状況ってどんな関係でしょうか？
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　それは、「相談される立場。」「アドバイスを求められる立場」という状況です。この立場になっ

ていれば、関係性上のポジショニングは固まったと言っても過言ではありません。

　つまり、関係性だとかパワーバランスだとかお話ししてきましたが、最終的にはお客様か

ら「相談される、アドバイスを求められる立場」を構築しようという事なのです。

 ◯ 人間の根源欲求は「承認欲求」

　次は、お客様から相談される立場をどう作っていくか？という事になりますね。

これを説明する上で、まずは知ってもらいたいのが「承認欲求」という言葉です。

承認欲求とは、その言葉通り「他人に認めてもらいたい！」という欲求の事です。

　主な承認欲求は3種類あるとされています。

　①  親和的承認

　　家族、恋人、親しい友人など、愛情と信頼の関係にある他者から、無条件に受け入れ

　　られている実感を伴う承認。「無条件」というのがキーワードで、どんなことがあっても

　　自分を愛してくれるという感覚です。

　② 　集団的承認

　　学校、サークル、職場など、自分が所属する集団の中で、その集団にとって価値ある

　　行動をとった時に得られる承認。例えばサッカーでゴールを決めて、チームメイトが喜

　　んで駆け寄って来ることも、集団的承認の一つです。

　③ 　一般的承認　　

　　社会全般にわたって価値があるとみなされるような行為をした時に得られる承認。例え

　　ば過去にボランティア体験があり、それが就職時に評価してもらえたということも一般　

　　的承認の一つです。
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つまり、人間は基本周りに認めてもらいたいという根源的な欲求を持っています。

　という事は、営業マンが「アプローチ」の段階で一番最初にするべきことはもうお分かりで

すよね。

　そう、お客様を受け入れてあげるという事なのです。

　お客様が思っていること、考えていること、不安なことを聞ききる。これができると、自ずと

「相談される立場」に近づきませんか？最初から偉そうに自分の考えを押し付けてくる営業マン

に、お客様は相談をしようとは思いません。

　そうなんです。関係性が構築出来ない営業マンの典型は、「自分を承認してもらおうと、しゃ

べりすぎる人」なのです。

　営業マン、ライフプランアドバイザーが一番最初に行うべき事は、まずお客様の「承認欲求」

を受け止める事です。

◯ アイスブレークの質問

　だからと言って、黙ってニコニコしていれば相手が話してくれるかと言えば、そうではありま

せん。
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ですからこれにスキルが必要です。  

　それが「アイスブレークの質問」と「ペーシング」のスキルです。

「アイスブレーク」とはそのまま、氷を溶かすという意味で、ファシリテイティングのスキルを

学ぶ時に使われる言葉です。

  要するに、お客様と営業マンの冷たい関係を打開しようというものです。これにはまず話を円

滑に進めるためのきっかけになる質問が有効です。

  「きどにたてかけし衣食住」という言葉をご存知でしょうか。

実はこれ、初対面の人とでも会話が弾むとされている話題１つ１つの頭文字なんです。

アイスブレークでもこの「きどにたてかけし衣食住」が話題としてよく用いられます。

「き」：季節、気候

「ど」：道楽（趣味）

「に」：ニュース

「た」：旅

「て」：テレビ

「か」：家庭

「け」：健康

「し」：仕事

「衣」：衣服

「食」：食べ物

「住」：住居

 　このように「最近暖かくなってきましたね。」や「まだ昼食を食べてなくて。この近くで美味

しいお店とかってありますか。」といった、相手が共感しやすい話題や話しやすい話題がアイ

スブレークではよく使われます。

  この会話の中でお客様との共通点を見つけると、さらに急激に関係が近くなると言われてい

ます。
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 　しかし！これは一般論。こういう営業本やセミナーが多くあるのがダメなんです。

住宅営業をする上で、こんな小ネタはそれほど必要ありません。お客様と営業マンには共通

の話題があるじゃないですか！

　それは「家づくり」です。

だから、アイスブレークの質問は、家づくりについて質問すればいいのです。

　① 「家をいつまでに建てられたいですか？」

　② 「それはどうしてですか？」

　③ 「いつぐらいから家づくりを考え始めたのですか？」

　④　「それには何かきっかけがあったのですか？」

　⑤ 「どのエリアで家を建てたいと検討されているのですか？」

　⑥ 「それはどうしてですか？」

　⑦ 「ご主人のご実家はどこですか？」

　⑧ 「奥様のご実家はどこですか？」

　⑨ 「ご主人のお勤め先はどこですか？」

　⑩ 「奥様のお勤め先はどこですか？」　　　etc

　まだまだ挙げる事は出来ますが、この10の質問を膨らましていけば、充分に30分以上会

話をする事が可能なはずです。

　その中でお客様との共通点も発見できますし、お客様の家づくりの考え方を承認する事も

十分可能なのです。

 

　ここで一番重要な事は、質問が「尋問」にならないという事です。

そこで出てくるスキルに「ペーシング」というスキルや「ストローク」というスキルがあります。

　次回は、この「ペーシング」や「ストローク」の技術についてお話しする事にしましょう！
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 　産休、育休制度や時間短縮勤務制度など、子育てをしながら働ける環境が少し

ずつ整備されてきた影響なのか、出産後も共働きをしようと考えるご夫婦が多くなっ

ています。

  もちろん「出産後も働きたい！」という気持ちもあるでしょうが、「実際共働きをし

ないと住宅ローンの支払いが．．．．．。」とお考えの方もみえます。

 そうなると、住宅購入の際に気になるのが、住宅ローンの組み方です。

共働きで住宅ローンを検討する時には、大きく分けて3つのポイントをそれぞれ考

える必要があります。

  それは、

  ◯ 共働きでの資金計画方法

  ◯ 住宅ローン控除の活用

  ◯ 住宅ローンの形態

 の 3点です。この3つをごちゃごちゃに考えてしまうと、最適な答えが導き出せな

くなるので気をつけて下さい。

  それではまず、1つ目の「共働きでの資金計画方法」から解説しましょう。

共働きの場合に一番陥りやすい資金計画の間違いは「借入金額が多くなる」とい

う事です。ご夫婦正社員の共働きの場合、どうしても夫婦合わせた収入は、ご主人

の収入だけの場合よりも多くなります。

  そうすると、銀行もハウスメーカーの営業マンも大きな金額の資金計画を提案しま

す。中には専門家のはずのファイナンシャルプランナーでさえ大きな金額の資金提

案をするケースもあります。

  しかしこれは危険です。実は「共働きでの資金計画方法」の基本は「共働きを

前提としない資金計画」でなければいけません。

「共働きの場合の住宅ローン︕︖ Vol．1」

お客様向けのニュースレター素材としてご活用下さい︕
▼
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ファイナンシャルプランナー　岡崎　充輝

年間 100 件以上のローン相談・保険の相談、

年間２０回以上のセミナーを行う資金計画の専門家。

執筆本に「住宅ローンの相談を銀行していけません。」

「知らないとヤバイお金の話」等があり、

累計発行部数 43 万部以上のベストセラーに。

※　データは会員様サイトからDLいただけます。
お客様向けニュースレター原稿 https://helplife.jp/newsletter/member_only

ユーザー名 :admin　　パスワード︓P7piXY5u

  何があっても絶対共働きをするのであれば、共働きで返済できる借入金額を上限と

すればいいでしょうが、絶対働ける前提で本当に大丈夫でしょうか？

  女性は出産後どんな状況になるか分かりません。子どもだって成長の過程でどうな

るか未知数です。子どもの面倒をみてもらう当てのご両親だってどうなるか。

  あまり悲観しすぎてもいけませんが、やはりリスクは最低限考えておかなければな

りません。

  そこでおすすめなのは、奥様の収入をパート程度と考えて資金計画を立てておくや

り方です。

  つまり、「奥様が正社員で働けなくなった場合」を想定しておくのです。

その状況で返済できる上限額を目安にして資金計画を組んで、順調に共働きを続け

る事が出来たら何年で繰り上げ返済して完済できるだろうか？という見立てをした方

が資金計画として健全なのです。

  営業マンに勧められるとどうしても気が大きくなってしまいがちです。一度正社員が

続けられないリスクも考慮して検討してみましょう！
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　夏休み真っ只中です。 お手元にニュースレターが届く頃には
子どもたちも「宿題マズイぞ︕」と焦っていると思いますが、
今は、お盆前。
まだまだウキウキの時期です。
　さて、毎年力がはいる小学生の「宝物作り」（私たちの時代には

「自由研究」といいましたよね︖）
「米パンひとりで出来るもん」「続︓僕の米パンレシピ」「草木染め」
「遺跡迷路」「亀の公園」ときて、最後の年は何にする︖
　息子から渡されたのは意外な作成図・・・・「鉄塔と工事の人と家」
工事の人をモーターで動かして、鉄塔間を移動させるらしいです。
早速、鉄塔 2 基に着手しました。 角度が美しくないだの斜めの
線の間隔がすっきりしないだの、そのこだわりがよくわかりません。
　私は家を作るなら豪邸を︕と希望しましたが、鉄塔に比べ簡素
且つアバウトな造りの山小屋になる模様です。
そこはこだわらないんだ・・・・。
　研究系に取り組んでほしいなという母のささやかな希望は
今年も一蹴され、こだわりだらけの鉄塔とザ・山小屋ができつつ
あります。 さて、工事の人は何を使って作るのかな。・・・電池は
何処につけるのかなぁ。 それにしてもまた大きいなぁ・・・
どこに置いておこうかなぁ・・・・今年も出勤前に学校に運ぶのは
私かなぁ・・・やれやれ。　　　　　　　　　　　　　　　（箕浦）

編集後記

株式会社ヘルプライフオカヤ

ライフプランアドバイザー協会
一般社団法人
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