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バックナンバー公開中バックナンバー公開中バックナンバー公開中
過去に掲載した情報をまとめてご覧いただけます。
●アプリで賢く家計管理
●リボ払いのキャンペーンって、お得なの？

大好評！
詳しくは
こちらから！
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QQQQ 教育資金は高額と聞きますが、将来が心配です。教育資金は高額と聞きますが、将来が心配です。

どれくらいの費用がかかるかを把握して、
早めに資金計画を立てましょう。
どれくらいの費用がかかるかを把握して、
早めに資金計画を立てましょう。

授業料や学用品代はもちろん、
教育にかかわるさまざまな費用に
使えます。

低金利で一括して
借入れ

証書貸付型
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）。 ※固定金利型もございます。

保証料は金庫が
負担いたします。

年2.4%年2.4%
保証料は金庫が
負担いたします。

年2.2%年2.2%ずっとサポート引下げ

年　　　　%金利
引下げ対象の場合
0.20.2変動

金利型

生協会員の場合生協会員の場合最高
2,000万円 最長15年 無担保

●受験料・入学金・授業料等
●教科書代・制服代・通学定期代
●下宿の敷金・礼金
●施設設備費・実験実習費・体育費・寄付金等

●学用品代・部活動費
●留学費用（6ヵ月以上）
●他金融機関等の
　教育ローンの借換費用  など

お使いみちお使いみち

教育ローン教育ローン教育ローン44
イチオシイチオシ

子どもの未来を応援したい！子どもの未来を応援したい！

教育資金教育資金 コツコツ早めの準備を！コツコツ早めの準備を！はは

子どもの成長とともにだんだん気になってくるのが教育資金。子どもの未来を
思う存分応援するには、計画的な積立が必要です。子どもの成長を見守りつつ、
まずは現在の進路別教育費の平均費用を把握したうえで金銭面でサポート
できるよう、計画的に準備していきましょう。

文部科学省の調査によると親の負担した教育費（全国平均）は、下のグラフにあるように中
学で私立は公立の約３倍、高校では２倍以上となっています。この「学校教育費」には、授業
料のほか通学費やクラブ活動費などが含まれ、「学校外活動費」には、塾などの補助学習費や
芸術文化活動やスポーツなどの経費も含まれています。近年はこの「学校外活動費」の増加が
顕著になっており、保護者が教育費の負担を重く感じる要因の一つにもなっています。

また、大学の通学費・教科書代等を含めた在学費用(全国平均)は下の表のように、非常に大きな
金額となりますが、首都圏の大学の場合は全国平均以上にかかっていると実感する方も多い
ようです。入学金がかかる初年度の負担が多いことは知られていますが、例えば第一志望の
他に6～7校出願すると、受験費用だけで20万円程度かかります。また、本命校の合格発表
前に併願校の入学の権利を得ておくための入学金、さらには自宅から通学できない場合
の家賃などの費用も考慮しておくことが必要です。なお、入学金の払込み時期は、合格発表
から1～2週間と期日が短く、入学金と前期の授業料を同時に支払うケースが一般的です。

出典：文部科学省「平成30年度子供の学習費調査の結果」令和元年12月18日発表より

日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査（令和3年度）」に基づき作成。

教育費の貯めどきは一般的に中学入学までといわれています。幼児期から小学校の間は比較
的お金のかからない時期。この時期に集中して貯めることを心掛け、資金計画は、次のポイント
を参考にするといいでしょう。

生活費と教育費の口座は分けて積立する。
なるべく早い時期から少額でも積立を開始する。
大学進学時期など一番お金がかかる時に向け、準備したい金額を積立する。

・
・
・

安全重視：銀行預金積立をベースに
長期投資：10年以上期間があるなら、運用益が非課税となる「つみたてNISA」
制度の活用
リスク対策：親が万一の際も学資金が確保できる学資保険

（１）
（2）

（3）
祖父母の協力：祖父母にも相談し教育資金贈与の非課税制度を検討
ローン：金融機関の教育ローン、奨学金（貸与型）など

（4）
（5）

また、実際にどのような金融商品で準備するかは、安全重視のものから、長期的な資産形成
商品、万一のリスク対策の視点など、次のような優先順位で考えるとよいでしょう。
今は超低金利時代なので銀行の預金だけではほとんど利息が付きません。預金積立の他、例
えば運用益が非課税となる「つみたてNISA」制度を活用するなど、複数の金融商品で運用
することも大切です。また、少額でも長期で積立することで複利効果を得られることもあります。

教育費の負担が一番大きくなるのは大学進学から卒業までの間となります。進学にあたり
準備した教育資金が足りない場合は何らかの手段で資金を捻出しなければなりません。
現在は大学生の多くが「貸与型の奨学金」を利用しているといわれておりますが、子どもが社会
へ羽ばたこうとしているその時から10年近くの返済を背負っているということは親として心配
ですよね。奨学金の返済であっても3ヵ月以上延滞すると個人信用情報へ履歴が記録され、
将来クレジットカードの申込や住宅ローンの契約ができないなど、今後の生活に影響することも
考えられます。また、経済困難などの理由で「奨学金返済猶予」の利用件数も増加傾向です。子ど
もの意欲は尊重しつつも、中学入学時までの貯めどきの活用や中学・高校時の「学校外活動費」
の支出を抑え、貯蓄にまわすなど、現実性が高い資金計画を家族で話し合うことが大切です。

教育費って進路別にどれくらいかかる？

教育費の貯めどきは中学入学まで。早めに積立を。

まとめ：教育費は子どもの未来への投資。早めの準備が大切。

■教育資金準備の優先順位

大学でかかる年間在学費用

■教育資金準備のポイント

中学校（公立）

中学校（私立）

高校（公立）

高校（私立）

50万 100万 150万

学校教育費 学校給食費 学校外活動費

合計約49万円

合計約141万円

合計約46万円

合計約97万円

国公立 私立文系 私立理系

132.1万円 192.6万円 229.8万円

103.5万円 152.0万円 183.2万円

入学年にかかる費用
（学校納付金＋在学費用）
2年目以降にかかる費用

（在学費用）

※上記計算例は一定条件の下で計算したシミュレーション結果であり、実際の貯蓄金額を
　お約束するものではありません。あくまで目安としてご活用ください。

年利0％ 年利1％ 年利3％
216万円 約236万円 約286万円

詳しくはこちらから！

複利効果の例 毎月1万円を高校卒業まで（18年間）積み立てした場合

教育資金のご相談は
お早めに！

中学・高校でかかる年間教育費

す い た 　 と も こ

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。

寒暖差に
気をつけて！

すまいる家計相談室

〈コープローン〉の
アンバサダー
オトクマさん

〈コープローン〉の
アンバサダー
オトクマさん

〈コープローン〉の
アンバサダー
オトクマさん

得する知って

情報いっぱい！
中央ろうきんのマネー情報誌

2022年2022年
10・11・12月10・11・12月10・11・12月

秋秋号号

イチオシ
情報 ● 「マイカーの購入」や「カーポート設置」などに！ ● 「マイカーの購入」や「カーポート設置」などに！ カーライフローンカーライフローン

● 「他行からの借換資金」や「急な出費」に！ ● 「他行からの借換資金」や「急な出費」に！ ● 「他行からの借換資金」や「急な出費」に！ カードローン（マイプラン）カードローン（マイプラン）
● 「後期の授業料」や「受験費用の準備」に！ ● 「後期の授業料」や「受験費用の準備」に！ 教育ローン教育ローン

● 「外壁塗り替え」や「水まわりの交換」にも！ ● 「外壁塗り替え」や「水まわりの交換」にも！ リフォームローンリフォームローン

子どもの未来を応援したい！子どもの未来を応援したい！

0120-692-506
〈ろうきん 〉に コ ー ル

平日9時～18時
（土日祝日・休）

中央ろうきん生協会員専用フリーダイヤル

ローンのお申込み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

絵の中に隠れている
英単語は何？

　答えは中ページに

絵の中に隠れている
英単語は何？

　答えは中ページに

情報情報知知っっ得得
CO・OP保存版保存版

ファイナンシャルプランナー
吹田朝子の

教育資金教育資金 コツコツ早めの準備を！コツコツ早めの準備を！はは



【コープローン（生協組合員融資制度）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】●事業性資金・投機目的資金・負債整理資金、賃貸の用に供する不動産の取得・リフォームに係る資金（借換資金を含む）には
ご利用いただけません。●金利適用期間は、リフォームローン・カーライフローンは、2023年3月31日まで、教育ローンは2023年4月28日ご融資実行分までとなります。●カードローン（マイプラン）の上記金
利は本チラシ作成時点のものです。●金利情勢の変化により、金利が変更となる場合があります。●実際のご融資金利は、申込み時点ではなく、借入れ時点の金利が適用となります。●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。【ATM・CD引出手数料キャッシュバックサービス】
●普通預金・貯蓄預金口座の引出し、カードローン（マイプラン・教育ローン［カード型］）の引出しを対象に、1口座あたり何回でも制限なく、ATM・CDご利用時の引出手数料を即時に利用口座へキャッ
シュバックいたします。【振込手数料キャッシュバックサービス】●当金庫のシステムにて判定できる、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、ろうきんダイレクト（インターネットバンキ
ング）でお振込みされた場合にかかるお振込手数料を、お一人様あたり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。●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。●翌月20日（休業日の場合は前営業日）に、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、対象外となる場合があります。●個人のお客様が対象となります。【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】●金利引下げ要件は、後記①～③のいずれかの引下げ要件を満たす場合となります。①申込時点（仮審査申込含む）で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申込時点（仮審査申込含む）で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。③申込み時の年齢が満20歳未満の方。●金利引下げ要件①～③のうち、複数の引下げ要件を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）】
●返済方式は借入限度額（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月から反映します（残高の有無により適用日は異なりま
す）。●ご利用いただける方は、ご契約時の年齢が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取扱いとなります。また、取扱
期間があります。●当金庫のローンの借換え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（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）。【返済シミュレーション】●上記試算例は、金利シミュレーションであり、特定の商品と比較するものではなく、実際の金利、ご返済額とは相違します。●マイプランは変動金利型ですが、金
利シミュレーションは金利が変動しないことを前提に計算しています。●上記試算例は元利均等毎月返済方式で計算しています。●マイプランの実際のご返済額は、借入限度額（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。【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。●プレゼントはお一人様1回限りと
なります。●プレゼントは、契約日の翌 月々末までに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。●交換期限があります。【家計見直し借換キャンペーン】●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借入れ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あります。●QUOカードはお一人様500円分までとなります。●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。
※詳しいお問い合わせ・ご相談は《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2022年8月19日現在。

●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
●借入限度額（極度額）：10万円～500万円

※当金庫のシステムにて判定可能なご契約に限ります。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。

提示金利

年4.055%年4.055%
最大引下げ後金利

※所属会員によって異なります。

●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）

夢をたくさん夢をたくさん〈ろうきん〉で〈ろうきん〉で

生協会員
の場合
生協会員
の場合

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　　　 %3.23.2
引下げ！

変動金利型 無担保 保証料込み

最高2,000万円 最長20年 無担保

請負業者が紹介するローンは
金利のチェックを忘れずに！

〈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2023年3月31日（金）まで）。 詳しくはこちらから！

バリアフリーや省エネ仕様、リノベーションにも対応！
「低金利」だから、金利負担を軽減できます。

秋秋の夜長の夜長

※固定金利型もございます。

年2.6%年2.6% 年2.4%年2.4%変動
金利型

生協会員の場合生協会員の場合

「低金利」＆「返しやすさ」で、家族のカーライフを応援！
EV車から車載カメラのご購入まで幅広くご利用いただけます。

カードローン（マイプラン）カードローン（マイプラン）カードローン（マイプラン） 詳しくはこちらから！

リフォームローンリフォームローンリフォームローン 詳しくはこちらから！

●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
●太陽光発電設備の設置費用  など

お使いみちお使いみち

詳しくはこちらから！カーライフローンカーライフローンカーライフローン

最高1,000万円 最長10年 無担保

お使いみちお使いみち

叶えよう！叶えよう！
イチオシイチオシ
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11

※固定金利型もございます。

保証料は金庫が
負担いたします。

年2.2%年2.2%
保証料は金庫が
負担いたします。

年2.0%年2.0%ずっとサポート引下げ

年　　　　%金利
引下げ対象の場合
0.20.2変動

金利型

生協会員の場合生協会員の場合

24
時間

Web
ローン仮審査申込受付中

お申込みは
こちらから！

NISAの制度を賢く使って、
積立投資をはじめてみませんか。

資産形成応援資産形成応援
対象期間内につみたてNISA口座を新規開設し、
つみたてNISA口座を利用した投資信託

定時定額買付サービスを新規契約された方に
UCギフト
カード
UCギフト
カード

中　央　ろ　う　き　ん

2022年4月1日（金）▶2023年3月31日（金）

※一般NISA口座を保有されている方が、つみたてNISA口
　座を選択された場合は、本キャンペーンの対象外となります。
※インターネットを通じて対象取引をされた方は、原則、翌月末
　までに届出住所へUCギフトカードを郵送させていただきます。

●生協組合員の皆さまが口座開設をいただく場合は、本人確認資料に
　加えて生協組合員証（電子化/Webの場合はスマートフォンの画面）
　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、場合によってお断りすることが
　あります。

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

※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。

〈中央ろうきん〉の
キャッシュカードなら

引出手数料が何度でも
1回110円の場合 月に5回使用すると
年間6,600円 節約！

（110円×5回×12ヵ月＝6,600円）

引出
手数料

〈中央ろうきん〉に
給与振込指定の場合

振込手数料が月3回まで
1回352円の場合 月に3回使用すると
年間12,672円 節約！

（352円×3回×12ヵ月＝12,672円）

振込
手数料

インターネットバンキング※1での

実質実質00円!!円!!
手数料 キャッシュバックキャッシュバック

全国のATMで、いつでもどこでも使える！

家計のメイン口座は手数料がお得な〈ろうきん〉に！家計のメイン口座は手数料がお得な〈ろうきん〉に！家計のメイン口座は手数料がお得な〈ろうきん〉に！
〈ろうきん〉なら手数料がもどってくる!! メイン口座にすれば、節約効果はさらにアップ！

1,500円分をプレゼント！1,500円分をプレゼント！

低金利の今がチャンス！低金利の今がチャンス！

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
※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。対象条件・留意事項は下段をご覧ください。

500円分のQUOカードプレゼント!!500円分の500円分の500円分のQUOカードプレゼント!!QUOカードプレゼント!!QUOカードプレゼント!!

2022年4月1日（金）～
2023年3月31日（金）

12年1ヵ月

7年2ヵ月

6年4ヵ月

1,163,337円

283,874円

134,924円

145回

86回

76回

879,463円の軽減

1,028,413円の軽減

4年11ヵ月・59回の短縮

5年9ヵ月・69回の短縮

借換え前
年15.000%

提示金利
年7.255%

最大引下げ後金利
年4.055%

返済期間 総支払利息

対象ローン カードローン（マイプラン）

〈中央ろうきん〉ホームページ内のWeb仮審査を通してお申込みいただき、
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

※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。
※「選べるe-GIFT」については、https://www.anatc-gift.com/use/をご確認ください。

2022年4月1日（金）～2023年3月31日（金）実施期間

「選べるe-GIFT」
　  

500円分をプレゼント！「選べるe-GIFT」
　  

500円分をプレゼント！
※※※

マイプラン
（カードローン）
マイプラン
（カードローン）

キャンペーンキャンペーン
WebWebWeb

冬用タイヤなど付属品購入にも
お使いいただけます

●車・バイク・自転車の購入
●運転免許取得費用
●他行自動車ローンの借換資金
●車庫の建設資金  など

お使いみちお使いみち

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。

ずっとサポート引下げ

年　　　　%金利
引下げ対象の場合
0.20.2

借換シミュレーション実施でもれなく

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。

返済期間を短縮・総支払利息が軽減返済期間を短縮・総支払利息が軽減返済期間を短縮・総支払利息が軽減低金利のローンに借換えすると、 できます！
カードローン（マイプラン）の金利で100万円を毎月15,000円で返済した場合の返済シミュレーション（試算例）

詳しくはこちらから！

22
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詳しくはこちらから！

キャンペーン
期間

団体・生協会員限定

クレジットカードの
リボ払いを借換えると
大きな効果が期待
できます！

●ショッピングやレジャーなど、
　暮らしのさまざまな資金
●他行・他社からの借換資金  など

詳しくは
こちらから！

来店不要！
オンラインでも
ご相談承ります。

オンライン相談！オンライン相談！
どこからでも、スマートフォン、
タブレット、パソコン
からご相談できます！

ご予約は
こちらから！

実施期間

土・日も気軽に相談！

※祝日は休業となります（土・日曜日と重なる場合は
営業します）。※12月31日～1月3日は休業となります。

平日9：00～19：00/土日10：00～17：00

コンタクトセンター

ご相談時間は、Web予約ページ内または
各営業店・ローンセンターまでご確認ください。

0120-383-837

対象商品 無担保ローン・カードローン（マイプラン）

AUTUMN（秋）表紙のクイズの答え

カーライフ
ローン カードローン 教育ローン


