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吹田  朝 子
1級ファイナンシャルプランニング技能士／宅地建物取引士／住宅ローンアドバイザー
家計の見直し相談のほか、書籍・雑誌などでも活躍中です。

食欲の秋
ですね！

お申込は
こちらから！

スマホで
スキャン！24

時間

ホームページ上で各種ローンの
仮審査申込を受け付けています。
※連休・年末年始等はご連絡までお時間をいただく場合があります。

健康診断で夫の持病（糖尿病）が判明。これからの家計が心配になってきました。健康診断で夫の持病（糖尿病）が判明。これからの家計が心配になってきました。健康診断で夫の持病（糖尿病）が判明。これからの家計が心配になってきました。健康診断で夫の持病（糖尿病）が判明。これからの家計が心配になってきました。

すまいる家計相談室ファイナンシャルプランナー
吹田朝子の

ただし暦上の1カ月単位で計算するため、治療期間が月をまたぐと、右図の
ように払い戻しされる金額は減額します。また医科と歯科、入院と外来とで
分けてそれぞれ2.1万円以上でないと、合算して「高額療養費」の請求はでき
ないので注意が必要です。

今や国民の2人に1人が、がんにかかると聞きます。今後もし大病を患ったとき、医療費を賄えるか心配です。

病気になった時の医療費が心配で…病気になった時の医療費が心配で…病気になった時の医療費が心配で…病気になった時の医療費が心配で…

「高額療養費制度」「医療費控除」を活用して、家計負担を抑えることができます。「高額療養費制度」「医療費控除」を活用して、家計負担を抑えることができます。「高額療養費制度」「医療費控除」を活用して、家計負担を抑えることができます。「高額療養費制度」「医療費控除」を活用して、家計負担を抑えることができます。

平均の月額給料が28万～50万円の会社員の場合、高額療養費の自己負担限度額は、
80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％で計算されるので、医療費総額100万円になる
手術や投薬を受けると自己負担限度額は87,430円。超過分の212,570円が払い戻されます。

同じ総医療費100万円でも2カ月にまたがった場合、払い戻し合計額は？

※1カ月目に21万円、2カ月目に9万円を自己負担した場合、月別の自己負担限度額を計算
　すると、払い戻し合計額は135,140円という計算になります。

税制面では、「医療費控除」が受けられることはよく知られています。1年間に
「高額療養費制度」などで払い戻された金額を差し引いても、10万円（所得が
200万円未満の場合、総所得の5％）を超えた医療にかかる支出金額は、申告
すれば所得から控除することができます。
このように医療費の負担を抑える制度や仕組みは整っていますが、やはり
“イザ”という時のため、日ごろから計画的な貯蓄を心掛けましょう。また、低金
利のローンをいつでも利用できる金融機関とおつきあいがあると、さらに安心
できると思います。次号では介護にかかるお金の質問にお答えする予定です。

■参考
・厚生労働省「平成29年(2017)患者調査の概況」/退院患者の平均在院日数等
 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/17/dl/03.pdf

1カ月目 総医療費70万円 2カ月目 総医療費30万円

窓口支払額
3割＝21万円

超過分の払い戻し
125,570円

自己負担限度額
84,430円

窓口支払額
3割＝9万円

超過分の払い戻し
9,570円

自己負担限度額
80,430円

払い戻し合計額
135,140円

Webローン仮審査申込受付中

実 質2つの手数料を「キャッシュバック」。
メイン口座にすれば、節約効果はさらにアップ！

インターネット／モバイルバンキング
※1
での

振込手数料が月3回までキャッシュバック

ATM・CDの

即時全額キャッシュバック
引出手数料を

●生協組合員のみなさまが口座を開設していただく際は、本人確認資料に加えて生協の組合員証等で取引資格の確認を
　させていただきます。なお、関係法令等に基づき使用目的などをお伺いし、場合によりお断りすることがあります。

全国のATMで、いつでもどこでも使える！
※上記適用条件は、中面に掲載しています。

ろうきん以外の銀行でも利用可能

24時間ご利用可能※2

始発から終電まで毎日ご利用可能

銀行・信金・信組
※全国の　　MICS加盟の金融機関

JR東日本のATMコーナー ※3

たとえばこんな
コンビニに

お得
その1

お得
その2

※画面は「かんたん通帳アプリ」を再現したイメージです。

詳しくは
こちらから！

スマホで
スキャン！
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入 フリコミテスウリョウモドシ
2020/10/20 ¥1,320

出
¥--30,0002020/10/06

タコウATMシハライ

出 テスウリョウ
¥--2202020/10/06

入 テスウリョウカンゲン
2020/10/06 ¥220

コンビニのATMで
現金を引き出して…

即時に
キャッシュ
バック！

引出手数料が
かかっても…

キャッシュ
バック！

前月分の
振込手数料が
3回分まで

〈ろうきんアプリ〉なら
窓口やATMに行かなくても
入出金明細を確認できます！

5
実 り 給与・年金の受け取りは〈ろうきん〉で！給与・年金の受け取りは〈ろうきん〉で！給与・年金の受け取りは〈ろうきん〉で！
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ご家族の病気、とても心配ですね。例えば糖尿病の場合、平均入院日数は
16.3日（35～64歳）となっており、家計への影響も気になるところです。
しかし、健康保険には「高額療養費制度」があり、1カ月あたりに支払うべき医
療費（保険適用となる）が「自己負担限度額」（所得によって変わります）を超
えた場合、「自己負担限度額」を超えた分は払い戻しされるため、一定の負担
で抑えることが可能です。

※1 メンテナンス等によりサービスが利用できない日・時間帯があります。また、お取引内容と時間帯によっては、翌営業日扱い
になることがあります。　※２  システムメンテナンスにより一部ご利用いただけない時間帯があります。また、一部設置して
いないコンビニもあります。　※３ カードローンはご利用いただけません。

1カ月の総医療費100万円で3割負担の後、高額療養費が適用されると？
一般的な医療機関窓口支払い（3割）

健康保険の給付分
7割＝70万円

窓口支払額
3割＝30万円

高額療養費制度が反映されると

超過分の払い戻し
212,570円

自己負担限度額
87,430円

中央ろうきん生協会員専用フリーダイヤル

平日9時～18時
（土日祝日・休）

ローンのお申込はホームページから

24時間受付中！ 検索中央ろうきん 生協
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〈ろうきん〉に コ ー ル
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●「住宅ローン」の金利負担を減らそう！●「住宅ローン」の金利負担を減らそう！●「住宅ローン」の金利負担を減らそう！
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●「急な出費」や「生活資金」に！ 借換えも！●「急な出費」や「生活資金」に！ 借換えも！

●「リフォーム・増改築」の負担を軽く！●「リフォーム・増改築」の負担を軽く！●「リフォーム・増改築」の負担を軽く！
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ファイナンシャルプランナー吹田朝子のファイナンシャルプランナー吹田朝子の すまいる家計相談室
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住宅ローン（借換・買替ローン）住宅ローン（借換・買替ローン）

キャッシュバックサービスキャッシュバックサービス

教育ローン教育ローン
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〈ろうきん〉で実りある生活を！〈ろうきん〉で実りある生活を！

まるごと　　　  がいっぱい！中央ろうきんのマネー情報誌

生協をご利用のみなさまへCO･OP

お得お得

実りの秋！実りの秋！



【コープローン(生協組合員融資制度)お申込資格について】●中央労働金庫の会員のうち、生協組合員融資制度を導入している生協の組合員と、その同一生計家族の方でご自宅もしくはお勤め先が当金庫の事業エリア内（茨城県・
栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県）にある方がご利用いただけます。同一生計家族の方がご利用される場合は、中央ろうきん友の会に入会することが必要となります。●団体・生協会員の方以外は、ご利用にあ
たって中央ろうきん友の会に入会すること、または当金庫の個人会員（最低出資金1,000円が必要）となることが必要な場合があります。団体会員とは…中央労働金庫に出資いただいている次の団体をいいます。①労働組合②国家公務
員・地方公務員等の団体③勤労者のための福利共済活動を目的とする団体で、一定の条件を満たすもの。なお、対象とならない場合もあります。【各種ローンについて】●金利適用期間は、リフォームローンは2021年3月31日ご融資実行
分まで、教育ローン［証書貸付型］［奨学金借換］［カード型］は2021年4月30日ご融資実行分までとなります。●金利情勢の変化により、返済期間中に金利が変更となる場合があります。●実際のご融資金利は、お申込み時点ではなく、お
借入れ時点の金利が適用となります。●リフォームローン・教育ローン［証書貸付型］には固定金利型もございます。●事業性資金・投機目的資金・負債整理資金にはご利用いただけません。●店頭やホームページでご返済額の試算がで
きます。●審査の結果、ローン利用のご希望にそえない場合があります。●返済が滞った場合は金利引下げや新規のお借入れが受けられない場合があります。●ローンをご契約の際は、返済用口座として当金庫普通預金口座を開設いた
だきます。●詳しくは店頭またはホームページの商品概要説明書にてご確認ください。【住宅ローン（借換・買替ローン）】●団体・生協会員以外の方は、ご利用にあたって中央ろうきん友の会に入会すること、または当金庫の個人会員（最
低出資金1,000円が必要）となることが必要です。●金利タイプは記載の他、固定金利特約型、LooF10（上限金利特約型）もございます。●新規適用金利は毎月見直しを行いますが、金利情勢により月中に変更となる場合がございま
す。●変動金利型は、返済途中で固定金利特約型、LooF10（上限金利特約型）に切替えた場合、以降、返済終了日まで年1.40％引下げとなります。●返済条件の変更等に際して、別途手数料が必要となる場合がございます。●変動金
利型は金利情勢により返済期間中に金利が変わることがございます。●「金利ミックス」ご利用時における変動金利型の最大引下げ年1.90％は、全期間固定金利型または固定金利特約型20年（当初期間引下げ型）と変動金利型の組
み合せのみ適用となります。また、全期間固定金利型または固定金利特約型20年（当初期間引下げ型）の割合がお借入総額の30％以上の場合に適用となります。以上の条件に満たない場合は、変動金利型の最大引下げは年1.85％と
なります。●「金利ミックス」の組み合わせる金利タイプは２種類までとし、同一金利タイプの組み合わせはできません。●「金利ミックス」は、契約が２口となりますので、お借入金額によっては１口の場合より印紙代が高くなることがござい
ます。●別途、保証料が必要となります。保証料は①『一括前払い方式』（例えば20年1,000万円の借入の場合90,310円～144,490円）と、②『月次後払い方式』（年0.16%～0.22%を融資金利に上乗せ）がございます。●当金庫のみの住
宅ローン（借換・買替ローン含む）の借換えには、ご利用いただけません。●団体信用生命保険にご加入いただきます。●金利引下げの適用には、給与振込、カードローン（マイプラン）等の契約条件がございます。詳しくは、店頭のチラシ等
でご確認ください。●別途、不動産担保取扱手数料として11,000円または33,000円（ともに消費税込み）が必要となります。【リフォームローン】●団体信用生命保険は、健康状態によっては保険会社の加入承諾が得られない場合があり
ます。【ずっとサポート引下げ】●引下げ要件は、お申込み時点（仮審査申込を含む）で後記①・②のいずれかを満たす場合となります。①当金庫に財形貯蓄またはエース預金の契約があり、「契約日から1年以上経過」かつ「残高12万円

以上」の方。②当金庫の有担保ローンまたは無担保ローン［カードローン（マイプラン）を含む］の契約があり、当該ローンを返済中の方。●引下げ要件①・②をともに満たしている場合でも、金利引下げ幅は年0.2％となります。●カードロー
ン（マイプラン）・住宅ローン（借換・買替ローン）は対象外となります。【教育ローン】●奨学金のご契約内容によっては、借換えにより総返済額が増加する可能性があります。●奨学金のお借換えと、その他のお使いみちと合算して利用す
る場合は金利が異なります。●対象となる奨学金の種類は、〈中央ろうきん〉営業店までお問い合わせください。【カードローン（マイプラン）】●返済方式はご利用限度額（極度額）に応じてご返済額が決定する定額型、または前回定例
返済日の最終残高に応じてご返済額が決定する残高スライド型のどちらかを選択いただきます。●借入条件が同一の場合、残高スライド型の方が定額型に比べて総返済額が増加する場合があります。●金利引下げを合計して年3.2％
を超える場合も、上限は年3.2％となります。●既にカードローン（マイプラン）をご契約いただいている方の金利引下げの適用は、2月末のお取引状況を基準に5月から、また8月末のお取引状況を基準に11月から反映いたします（残高の有
無により適用日は異なります）。なお、提携マイプラン等で個人金利引下げが適用にならない場合があります。●ご利用いただける方は、お申込み時の年齢が65歳未満の方、当金庫指定の保証協会の保証を受けられる方です。●借換え
は、団体・生協会員の方のみのお取扱いとなります。●当金庫のローンの借換えには、利用できません。●店頭やホームページでご返済額の試算ができます（極度額または前回定例返済日の最終残高に応じた定例返済額となります）。
【家計見直し借換キャンペーン】●ホームページ上での借換シミュレーションはキャンペーン対象外となります。●返済予定表等、現在の金利や返済額がわかる書類をご提示いただき、シミュレーションを行った場合にキャンペーンの対象
となります。●キャンペーン期間中、初めての借換シミュレーションのみが対象となります。●中央ろうきん以外の金融機関からお借入されているローンが対象となります。●その他のキャンペーンとの併用はできない場合がございます。
●当金庫のローンの借換えは対象外となります。●リフォームローンでの借換えはご利用できません。●個人のお客様が対象となります。●詳しくは〈中央ろうきん〉営業店までお問い合わせください。【マイプランＷebキャンペーン】
●Web仮審査申込時にメールアドレスの登録が必要となります。●プレゼントはお1人様1回限りとなります。●プレゼントは、契約日の翌月末までにWeb仮審査申込時にご登録いただいたメールアドレスへ専用URLを送付します。●プレ
ゼントは、専用URLへアクセスし商品を選択していただきます。●交換期限がございます。【ATM・CD引出手数料キャッシュバックサービス】●普通預金・貯蓄預金口座のお引出し、カードローン（マイプラン・教育ローン［カード型］）のお
引出しを対象に、1口座あたり何回でも制限なく、ATM・CDご利用時のお引出手数料が即時にご利用口座へキャッシュバックされます。【振込手数料キャッシュバックサービス】●給与振込または年金振込を当金庫にご指定の方を対象
に、インターネット/モバイルバンキングでお振込みされた場合にかかるお振込手数料を、お1人様あたり1ヵ月につき、日付、時刻の早い順に3回までキャッシュバックいたします。●キャッシュバックの対象は、当金庫のシステムにて給与振込
または年金振込として判定できるものに限ります。給与振込は、お勤め先の振込方法によっては対象とならない場合があります。●キャッシュバックされたお振込手数料は翌月20日（休業日の場合は前営業日）に、お振込手数料をお引きし
たお客様の当金庫普通預金・貯蓄預金口座へご入金します。●キャッシュバック時に対象口座が解約されている場合等、キャッシュバックの対象外となる場合があります。●キャッシュバックサービスは、個人のお客様が対象となります。
◆詳しくは《中央ろうきん》生協会員専用フリーダイヤル（0120-692-506）、または営業店までお問い合わせください。　本情報誌の掲載内容は2020年9月1日現在。

●公的機関や他の金融機関の
　住宅ローンの借換え資金
●お住まい中の住宅の買替え　など

お使いみち

●団体信用生命保険付（最高2,000万円 ※ご融資額の範囲内まで）
最高2,000万円 最長20年 無担保

〈中央ろうきん〉は自然災害復興に係る取組みを行っております。 災害救助法の適用となった災害により被災された方へ「復旧等に要する生活資金全般」に
ご利用いただけるローンを取扱っております（取扱期間は2021年3月31日(水)まで）。

詳しくは
こちらから！

スマホで
スキャン！

●団体信用生命保険付（最高1億円 ※ご融資額の範囲内まで）
●賃貸目的の不動産取得資金にはご利用いただけません。

最高1億円 最長35年 不動産担保

「低金利」の今こそ、住宅ローンの見直しを！
月々の返済額も返済総額も
減らしたい方におすすめ。

浴室などの設備入替えや、
大規模なバリアフリー化にも対応！
「低金利」だから、費用負担をしっかり減らせます。

詳しくは
こちらから！

スマホで
スキャン！

新しい生活様式で過ごす毎日に、新しい生活様式で過ごす毎日に、新しい生活様式で過ごす毎日に、

詳しくは
こちらから！

スマホで
スキャン！

借換借換 キャン
ペーン
キャン
ペーン

対象商品

リフォームローンリフォームローン

住宅ローン（借換・買替ローン）住宅ローン（借換・買替ローン）

変動金利型
標準金利

年2.475%
最大引下げ後金利

年0.575%年0.575%

全期間固定金利型
標準金利

年3.100%
 　　標準金利より
最大 年1.85%引下げ！

最大引下げ後金利

年1.250%年1.250%
「金利ミックス」なら固定金利型と変動金利型、それぞれのメリットを活かせます。

最高2,000万円 最長15年 無担保

ずっとサポート引下げ

年　　　　%金利
引下げ対象の場合
0.2 保証料は金庫が

負担いたします。
保証料は金庫が
負担いたします。

年2.4% 年2.2%年2.2%

借換借換 キャン
ペーン
キャン
ペーン

対象商品
教育ローン教育ローン

変動金利型

後期の学費、仕送り、他金融機関等の
教育ローンの借換えにも対応！

〈ろうきん〉で〈ろうきん〉で を！を！
●受験料・入学金・授業料
●教科書代・制服代・通学定期代
●下宿の敷金・礼金
●留学費用（６ヵ月以上）
●他金融機関等の教育ローンの借換え　など

お使いみち 詳しくは
こちらから！

スマホで
スキャン！

急な物入りでも「低金利」だから安心！
金利の負担を減らせる「借換え」にもご利用いただけます。

変動金利型 無担保 保証料込み
●ご融資期間：1年ごとの自動更新
●返済方式：定額型または残高スライド型
●ご利用限度額（極度額）：10万円～500万円

Web仮審査の
お申込はこちら！

スマホで
スキャン！

借換借換 キャン
ペーン
キャン
ペーン

対象商品
カードローン（マイプラン）カードローン（マイプラン）

年7.255%
提示金利

年4.055%年4.055%
最大引下げ後金利給与振込のご指定など、

お取引内容※によって提示金利より

最大 年3.2%引下げ！

2020年10月1日（木）～
2021年3月31日（水）

低金利の今がチャンス！

※当金庫のシステムにて判定可能なご契約。
　金利引下げ項目の詳しい内容は、〈中央ろう
　きん〉ホームページまたは営業店でご確認
　ください。

〈中央ろうきん〉ホームページ内のWeb仮審査をお申込いただき、
お申込日の翌月末までにご契約(新規・極度額増額)いただいた方全員に、ご利用限度額(極度額)に応じて

「選べるe-GIFT」をプレゼント！「選べるe-GIFT」をプレゼント！
ご利用限度額(極度額)100万円以上の場合1,000円分 /100万円未満の場合500円分
※「選べるe-GIFT」については、https://www.anatc-gift.com/use/をご確認ください。
※お客様が迷惑メール対策等でドメイン指定受信を設定している場合にはご注意ください。

(カードローン)マイプラン
ＷebキャンペーンＷebキャンペーン

実 り

1

実 り

2
実 り

4

年0.9%年0.9%
保証料は金庫が負担いたします。

年1.6%
保証料は金庫が負担いたします。

年1.1%
保証料は金庫が負担いたします。

年1.4%年1.4%
保証料は金庫が負担いたします。

10年超返済期間

10年以内返済期間

固定金利型 本人および同居家族または非扶養を含む2親等以内の
家族の方の、奨学金のお借換えが対象となります。

ずっとサポート引下げ

年　　　　%金利
引下げ対象の場合
0.2

詳しくは
こちらから！

スマホで
スキャン！

のお借換えの場合は 金利を引下げました。さらに奨学金奨学金

●暮らしのさまざまな資金
●他行・他社からの借換え費用　など

お使いみち

団体・生協会員限定

対象ローン カードローン（マイプラン）
実施期間

詳しくはこちらから！

スマホで
スキャン！

実 り

3
実りある生活実りある生活実りある生活

金
利

期間※イメージです

全期間固定金利型

変動金利型

金利が上昇した場合、変動金利
型のみの契約と比べ、金利負担
を低く抑えることができます。

全期間固定金利型のみの契約
と比べ、低金利のメリットが受
けられます。

変動金利型 ずっとサポート引下げ

年　　　　%金利
引下げ対象の場合
0.2年2.2% 年2.0%年2.0%

保証料は金庫が負担いたします。保証料は金庫が負担いたします。

●マイホームのリフォーム・増改築資金
●本人居住用住宅・セカンドハウスの購入資金　など

お使いみち

住宅ローン
教育ローン
カードローン

2020年4月1日（水）～2021年3月31日（水）
実施期間

借換シミュレーション実施でもれなく

有担保ローン・無担保ローン（マイプラン含む）の借換シミュレーションを実施された方対象
※対象条件・留意事項は下段をご覧ください。

家計
見直し

500円分のクオカードプレゼント!!500円分のクオカードプレゼント!!借換借換キャンペーンキャンペーン

 　　標準金利より
最大 年1.90%引下げ！※

※金利ミックスご利用時における変動金利型の最大引下げ年1.90％の適用条件は下段をご覧ください。

●据置期間を利用して、利息のみの返済も可能です。
　（ご融資期間の範囲内で最長5年の元金据置期間を設定可能）

低金利で一括してお借入れ［証書貸付型］


