
本時の流れ3
学習内容 主な教師・生徒の活動 指導上の留意点 資料

本時の学習
目標を確認
する

【事例検討】
◯最近、どこで何を買ったか振り返ろう。
（例）コンビニでおにぎりを買う。交通系ＩC

カードで電車に乗るなど。¹

○日常の買い物やサービスを受けることも
契約であることに気付かせる。
○契約が自分の生活に関わりが深いことを
確認させる。

導
入
5
分

契約の意味と
留意点及び
契約に伴う責
任について考
える

決済手段の多
様化、各種カー
ドの役割や機
能と使用上の
留意点を理解
する

【個人ワーク】
◯契約の成立について理解し、自分の生活
に関わりが深いことを理解する。²
◯契約が成立すると債務と債権が発生する
ことを理解し、契約に伴う責任について考
える。
◯一度結んだ契約は、原則として一方的に
解除したり、解約したりすることはできな
いことを理解する。
◯販売方法の多様化に伴い、決済手段（支
払方法）も多様化し、トラブル事例も増え
ていることを理解する。³

〇以下の事項を確認させる。
•契約の成立は当事者の合意によること
•契約は口頭のやりとりでも成立すること
•売買契約の他に賃貸借契約や雇用契約
など、様々な契約があること
〇キャッシュレス決済（クレジットカードなど）
における多様な支払方法についても説明
する。

展
開
①
20
分

3-1
本時の学習目標1

評価規準2
（知識・技能）
•決済手段の多様化、各種カードの役割や機能と使用上の留意点を理解している。
•契約や消費者信用などに関する消費者問題が生じる背景、問題の発生を回避する方法及び問題が発
生した場合の対応について理解している。

（思考・判断・表現）
•契約の成立や、契約にともなう権利と義務について問題を見いだして課題を設定している。
（主体的に学習に取り組む態度）
•消費生活が環境や社会に及ぼす影響について考察し、持続可能な社会の構築に向けて、消費生活をよ
りよくしようと工夫し創造し、実践しようとしている。

•決済手段の多様化、各種カードの役割や機能と使用上の留意点を理解する。
•契約や消費者信用などに関する消費者問題が生じる背景、問題の発生を回避する方法及び問題が発
生した場合の対応について理解する。

•契約の成立や、契約にともなう権利と義務について問題を見いだして課題を設定することができる。
•消費生活が環境や社会に及ぼす影響について考察し、持続可能な社会の構築に向けて、消費生活をよ
りよくしようと工夫し創造し、実践しようとする。

ワークシート
Q1

¹

ワークシート
Q2

²

ワークシート
Q3

³

現代の消費社会
～契約と契約トラブル～
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Q１　省略
Q２　１ ○　２ ×（口約束でも成立）　３ ×（債務（義務）、債権（権利））　４ ○　５ ○
Q３　

Q４

○契約のトラブルについて、どのように解決
すればよいか話し合わせ、契約トラブルか
ら消費者を守る制度があることを確認さ
せる。
　（クーリング・オフ制度、中途解約、未成年
者取消権、契約の取消し・無効・解除な
ど）⁵

○契約や消費者信用などに関する消費者
問題が生じる背景について理解し、問題
の発生を回避する態度を身に付ける。
○トラブルにあったときには相談窓口がある
ことを確認させる。⁶

○消費者は守られるだけの立場ではなく、
消費者市民社会を作る責任があることを
補足する。

展
開
②
20
分

主体的に行
動できる消
費者になる
ために自分
ができること
をまとめる

•その場で決済が完了する。
•災害時、通信ができなくても
買い物ができる。
•プライバシーが保てる。
•紛失したり、盗難にあうと他
人に使われる可能性がある。

•現金を持ち歩かなくてよい。
•事前の申し込みやプリペイドカード（交通系ICカードなど）や二次元コード
決済は都度チャージが必要。
•お金を支払う実感がなく計画的に使わないと使いすぎてしまう。

•店舗とクレジットカード会社と消費者の三者間契約であり、支払いを先延ば
しにできる。
•代金の他に手数料がかかる。
•計画的に使わないと支払いきれない債務を負うことになる。

【説明・解説】
◯消費生活をよりよくしようと工夫し創造し、
実践するにはどうしたらよいか、契約トラ
ブルを回避するために、これから気を付け
ていくべきことを整理する。⁷

消費者の権
利と責任に
ついて問題
を見いだし
て、話し合う

問題を回避
するまたは
解決する方
法を考える

【発問】
◯商品の販売方法やその表示、品質でトラ
ブルにあったことはあるか、また、その場
合どのような行動をとったか挙げさせる。

（例）「購入した野菜が傷んでいた」「買った
洋服のサイズが合わない」「通販で
買ったが受け取りまで日数がかかりす
ぎた」など。

【グループワーク】
◯クーリング・オフや契約をやめることが可
能かを話し合う。⁴

ま
と
め
5
分

生徒用ワークシートの解答・解答例4

ワークシート
Q4

⁴

ワークシート
Q5

⁷

クーリング・オフ

×１

解　　説

現金決済の利点と注意点 キャッシュレス決済の利点と注意点

クレジットカードの利点と注意点

参考資料5
⁵・⁶

インターネット通販には、クーリング・オフ制度はない。
返品については業者が決めた特約（返品特約）に従うことになるが、返品特約
が定められていない場合、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消
費者が送料を負担し返品できる。

◯２ 訪問販売はクーリング・オフができる。なお、クーリング・オフ通知ははがきなど
書面で通知する。
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Q５　省略

参考資料・用語集5
　契約
　契約とは、「法的な効果が生じる約束」。契約は、原則として契約を結ぼうとする当事者間の自由な意思に
よって行われる。誰と、どのような内容のことを、どのように契約するのかは当事者どうしで決め、断ることも
できる（民法第521条）。契約は、一方が契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示（「申込み」）を
行い、それに対して相手方が承諾をしたときに成立する（民法522条1項）。契約を締結すると、契約当事者
は契約に拘束されることになり、お互いに守らなければいけない。相手方が約束を守らなかった場合は、契約
違反（債務不履行）として、履行を請求したり、損害賠償の請求をしたり、契約の解除をしたりすることができ
る（民法414条、415条、541条、542条）。また、契約違反（債務不履行）の相手には訴訟を提起して判決を
得て、強制執行をすることもできる（民法414条1項）。

　キャッシュレス決済
　現金を使わずに支払いを済ませる方法。キャッシュレス決済の支払い方法には、前払いタイプ・即時払い
タイプ・後払いタイプの3つのタイプがある。
•前払い（プリペイ）タイプ
　プリペイドカードなど事前に現金をチャージして利用。チャージしている金額の範囲内でしか支払いがで
きないため「使いすぎを防げる」というメリット。
•即時払いタイプ
　デビットカードなど即時払いタイプのキャッシュレス決済。利用した直後に銀行から利用金額が自動で引
き落とされる。
•後払い（ポストペイ）タイプ
　クレジットカードなど後払いタイプのキャッシュレス決済。利用金額が後日、請求される仕組み。支払いを
先延ばしにできる点が後払いタイプのメリット。

保護者などの法定代理人の同意のない契約は、本人または法定代理人の申し
出により取消しができる（未成年者取消権）。ただし、事前の本人確認で虚偽の
年齢で登録した場合などは取り消すことができない。

３ 本物と言って販売し、実際は偽物なら契約は取り消すことができる。（不実
告知）

◯

―

―

5

4

電話勧誘による販売の場合、契約書にクーリング・オフの記載がなくても、電話
勧誘による販売は特定商品取引法のクーリング・オフの対象であるため消費
者はクーリング・オフができる。また、業者にはクーリング・オフの事項について
記載した書面を消費者に渡す義務がある。

×6
契約日から10日が経過しているため、クーリング・オフはできない。ただし、一定
の要件に該当すれば、クーリング・オフの期間経過後も学習塾などの特定継続
的役務提供は中途解約ができる。
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　クーリング・オフ制度
　不意打ち性がある訪問販売などの取引で契約した場合、一定の期間に限り一方的に契約の解除ができ
る制度。本来は、いったん契約をすると、契約内容を履行する義務（契約の拘束力）が生まれるため、一方的
に契約を取りやめることはできない。しかし、一定の種類の取引については（不意打ち性がある訪問販売な
どの契約など）、一方的に自由に契約の解除ができる。

　クーリング・オフ通知の書き方（記載例）

【出典】消費者庁 あなたの契約、大丈夫？～知って安心、契約トラブル防止・解決のために～

【出典】日本FP協会 １０代から学ぶ パーソナルファイナンス　LESSON4 契約・トラブル

　三者間契約
　消費者が販売会社で購入した商品等の代金をクレジットカード会社が立て替えて販売会社に支払い、後
日、消費者がクレジットカード会社に支払う。契約の当事者は、消費者、販売会社、クレジットカード会社。
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強調の赤字は、若者がねらわれやすいもの

7つの類型

訪問販売

訪問購入

電話勧誘販売

特定継続的役務提供

連鎖販売

通信販売

業務提供誘引販売

自宅を訪問して買い取り、押し買い

取引の内容や、別のよびかた クーリング・オフ 中途解約

８日間できる※

20日間できる※

クーリング・オフはできない。
ただし、事業者は返品の条件等を表示する必要がある。

表示がない場合、８日間は返品できる。

×できない

×できない

○できる

自宅や職場などを訪問して販売
キャッチセールス

アポイントメントセールス

電話で勧誘して申込みを受ける

エステ
美容医療
語学教室
パソコン教室
家庭教師
学習塾

結婚相手紹介

マルチ商法（ネットワークビジネス）

内職商法（副業商法、モニター商法）

ネットショッピング
テレビショッピング
カタログ通販　など

※契約書などの書面を受けとった日を1日目と数えます。最初からお店に買いに行った場合は、クーリング・オフ
できません。

　中途解約
　要件に該当すれば、クーリング・オフの期間経過後も、学習塾などの特定継続的役務提供や連鎖販売取
引（マルチ商法）は中途解約できる。

　未成年者取消権
　未成年者は社会的経験が乏しく、一人で完全に法律行為を行う行為能力がないとされ、契約行為には制
限がある。保護者などの法定代理人の同意のない契約は、契約しても本人または法定代理人の申し出によ
り取消しができる（民法5条）。取消しをすると、契約時にさかのぼって、最初からその契約は無効となる（→
P.113「契約の無効」参照）。しかし、例外的に法定代理人の同意を得なくてもよい場合がある。
　［１］ 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で使う場合（民法5条）
　 　  下宿代、学費等
　［２］ 目的を定めないで処分を許した財産で、支払いができる場合（民法5条）　小遣い等
　［３］ 法定代理人に許可された営業に関する行為（民法6条）
　［４］ 未成年者が単に権利を得るとか、義務を免れる場合（民法5条）　お年玉をもらう等
　未成年者が成人であると信じさせた場合や法定代理人の同意をもらっているなどと詐術を用いたときは、
取り消すことができない（民法21条）。
　一方、成年者は単独で契約ができるが、自由に取り消すことはできなくなる。それだけ、契約について強い
責任が生じる。18歳成人が施行され、高校生でも18歳に達すると単独で契約ができるようになる。

【出典】金融広報中央委員会 知るぽると 「２ あなたを守ってくれる法律があります」より作成
＜https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/seinen/seinen002.html＞
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　契約の取消し
　「取消し」とは、有効に成立した契約に取消原因がある場合に、取消権者がその契約を取り消すことに
よって最初からその契約を無効にすることである。「無効」とは違い、契約は取り消されるまでは有効なも
のとして成立している（→P.113「契約の無効」参照）。
　消費者契約法（2001年施行）により、不適切な勧誘で消費者が「誤認」や「困惑」して契約した場合、
取消しができる。
•事実と違うことをいう【不実告知】
•不利益な事実をわざといわない【不利益事実の不告知】
•不確実なことを断定的にいう【断定的判断の提供】
•お願いしても帰らない【不退去】
•帰りたいのに帰してくれない【退去妨害】
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【参考】ウェブ版「国民生活」2019年６月号（国民生活センター発行）「誌上法学講座 第４回　契約をやめる」
＜https://www.kokusen.go.jp/wko/index.html＞

【出典】消費者庁 不当な契約は無効です！－早分かり！消費者契約法－
＜https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/put＞
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　契約の無効
　「無効」とは、契約としての効果が最初から発生しないことを意味する。
　消費者契約法により、消費者の利益を不当に害する契約条項は、その部分が無効になる。
•事業者の損害賠償責任を免除、制限する条項　「一切賠償しない」など
•不当に高額なキャンセル料
•不当に高額な遅延損害金（年利14.6％を超える部分）
•その他、消費者の利益を一方的に害する条項
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【参考】ウェブ版「国民生活」2019年６月号（国民生活センター発行）「誌上法学講座 第４回　契約をやめる」
＜https://www.kokusen.go.jp/wko/index.html＞

【出典】消費者庁 不当な契約は無効です！－早分かり！消費者契約法－
＜https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/put＞
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【出典】ウェブ版「国民生活」2019年６月号（国民生活センター発行）「誌上法学講座 第４回  契約をやめる」より作成
＜https://www.kokusen.go.jp/wko/index.html＞

【出典】消費者庁 不当な契約は無効です！－早分かり！消費者契約法－
＜https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/put＞

　相談窓口
　国民生活センター、消費生活センターなど。全国どこからでも3桁の電話番号でつながる消費者ホットライ
ン「188（いやや）」は最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口につながり、専門の相談員がトラブル
の解決を支援。

　契約の解除
　「解除」とは、有効に成立した契約に解除原因がある場合に、解除権を有する当事者が契約を解除するこ
とによって契約を解消できる制度。有効に成立し取消事由はない契約でも、解除することによって契約を解
消することができる場合がある。
　民法540条では、次のように定めている。

　契約の規定によって一方が解除権を有する場合とは、契約つまり当事者間の合意で一方当事者が契約
を解除できると定めている場合、つまり契約で解除についての特約を設けている場合である。典型的な特約
が、手付（557条）。通信販売の返品特約も同様のものであるが、特定商取引法で、返品制度の有無や内容
が明確でなかったり、表示がない場合には、商品が届いてから８日間は返品できるとしているので、この点は
法定解除権に該当すると言える。法律の規定により一方の当事者が解除権を有する場合とは、こういう場合
には契約を解除できると法律で定めている場合のことであり、これを法定解除権という。民法上の法定解除
権として、債務不履行解除権がある。特別法で定めている法定解除権としては、特定商取引法や割賦販売
法などのクーリング・オフ制度がある。

　契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する
意思表示によってする。
　２  前項の意思表示は、撤回することができない。
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クレジットカード

交通系以外の電子マネー
（WAON、nanaco、楽天Edy等）

バーコード、QRコード決済
（PayPay、LINE Pay等）

交通系電子マネー
（Suica 、ICOCA等）

その他スマホ決済
（Apple Pay、Google Pay等）

デビットカード

その他

無回答

84.1

54.1

50.3

31.3

7.8

5.1

1.7

3.9

77.4

51.4

33.2

38.0

3.8

5.4

1.2

2.3

77.7

26.8

8.9

35.7

2.7

7.1

1.8

2.7

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

よく利用している（N=1,089人、M.T.=238.3%）

ときどき利用している（N=576人、M.T.=212.7%）

あまり利用していない（N=112人、M.T.=163.4%）

【参考】経済産業省 「キャッシュレス・ビジョン」（平成30年4月）

〔参考〕比較的利用する頻度の高いキャッシュレス決済手段について（当てはまるものは全て選択）

【出典】消費者庁 キャッシュレス決済に関する意識調査結果詳細（令和2年12月 確報）

さらに進むキャッシュレス決済
　経済産業省が2018年4月に策定した「キャッシュレス・ビジョン」では、日本のキャッシュレス決済
比率を2025年までに40％、将来的には世界最高水準の80％を目指す目標を定めました。キャッ
シュレス決済が普及している先進国の背景としては、「透明性」・「利便性」・「コスト削減」が理由と
してあげられます。「透明性」では、購入の履歴が残るため、落としたり盗難にあったりして不正利
用されても追跡が可能です。「利便性」では現金をおろすために銀行やＡＴＭを探す必要がなく、
現金を持ち歩く必要がありません。「コスト削減」ではレジ対応の人件費、現金の輸送や保管など
これまでかかっていた費用を削減できるなどの利点があります。日本でも電車通学する多くの学生
が交通系ＩＣカードを使用しています。個人情報の流出や不正利用などセキュリティ面で慎重だっ
た日本でも、コロナ禍で利用が増えました。現金による支払いと比べ、レジでの接触時間短縮や現
金を介した感染を防ぐなどキャッシュレス決済は、感染症対策にもなるため導入が進んだのです。
外出の自粛によりインターネットショッピングの利用が増えたのも要因の一つです。
　今後も、キャッシュレス決済は進んでいくことになり、便利な面もありますが一方で、消費生活セ
ンターへの相談内容では、インターネット関連の相談が３０％（2020年5月）を超え、定期購入、詐
欺・模倣品サイト、情報商材やマルチ商法等の儲け話といったネット広告やＳＮＳがきっかけとなる
消費者トラブルや、オンラインゲームの課金をめぐるトラブルが増えています。架空の利用料金の
請求を行い、その支払いを電子マネーで行うよう指示し、お金をだまし取ろうとする手口などもあ
るので、正しい情報を調べ、不安なことは相談するように指導することが大切です。また、災害時に
は停電などで通信が途切れると使用できない場合もありますので少額の現金を手元に残して備え
ておきましょう。

コラム
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　　年　　組　　番　名前　　　　　　　　　　　　  　

～現代の消費社会～

【出典】知るぽると 金融広報中央委員会　くらし塾 きんゆう塾〈2015年秋号〉
 「第６回　便利なクレジットカード、正しく使えていますか」より作成

代金の支払い方法
プリペイドカード

前払い

誰でも利用可能

デビットカード
即時払い

口座名義人のみ
（年齢制限なし）

ポイントカード
ー

店舗などで発行
（クレジットカードにポイント機能
が付帯しているものも）

貯まっているポイントの範囲内
（現金還元率はカードによって異なる）

誰でも利用可能
（クレジットカードに機能が付帯
しているもの以外）

カードによって異なる

クレジットカード
後払い

利用限度額の範囲内

カード名義人のみ
（一般的に18歳以上）

カードの入手方法

利用金額

使い方

利用権限

最近買ったものや受けたサービスを思い出してみよう。その時の代金の支払い方法は？Q1

契約について、次の説明が正しい場合は○を、間違っている場合には×を答えなさい。Q2

いつ・何を買ったか 支払方法

次の決済手段・支払方法について、利点と注意点をまとめよう。Q3

現金決済の利点と注意点 キャッシュレス決済の利点と注意点

クレジットカードの利点と注意点

（１）　（　　　）　契約は当事者の申し込みと承諾の合致によって成立する。

（２）　（　　　）　契約の際に契約書がなく、口頭のやりとりだけでは成立しない。

（３）　（　　　）　いったん契約が成立すると、双方に債務（権利）と債権（義務）が発生する。

（４）　（　　　）　契約を守らない相手に対しては、強制執行や損害賠償を求めることができる。

（５）　（　　　）　契約する際は家族や周囲の人に相談するなどして冷静に考える。

カードが利用できる店舗や
サービスに対して提示
（カードにより異なる）

あらかじめ購入した金額の
範囲内

店舗などでカードを購入
する

金融機関に預金口座を設
ける

申込後、カード会社の審査を
受け、発行される

預金口座の残高の範囲内

端末機に暗証番号を入力

端末機に暗証番号を入力、
または利用伝票にサイン。
ネット利用の場合はカード
番号と有効期限、パスワード
やセキュリティコードなどを
入力

ワークシート



【出典】日本FP協会 １０代から学ぶ パーソナルファイナンス　LESSON4 契約・トラブル

まとめQ5

以下のような契約のトラブルについて、契約をやめることができるか話し合ってみよう。Q4

事　　例

インターネット通販でサプリメントを購入したが、商品が届くころには欲しくなくなっていたので購入を取
り消したい。商品は開封していないが、クーリング・オフはできるだろうか。

ある業者が自宅に、オリジナルTシャツを訪問販売に来た。質もデザインも悪くなく、購入したが、翌日に
なってよく考えたら不要だった。クーリング・オフはできるだろうか。

通信販売でブランドバッグを安く買ったが、ブランド発行の証明書もついていない。よく調べると偽物だっ
た。返品してお金を返してもらうことはできるだろうか。

未成年者が保護者のクレジットカードを使ってスマートフォンのオンラインゲームで課金をした。保護者は
課金を承認していないので支払いたくない。契約の取消しはできるだろうか。

業者から電話で勧誘されて購入した浄水器を、契約から８日以内なので、クーリング・オフしようとした
ら、業者に「クーリング・オフができますとは契約書に書いていません」と言われた。
業者の言うとおり、クーリング・オフはできないのだろうか。

路上で業者から勧誘されて英会話教室の無料体験に行ったところ、講師から強く勧められ全20回の英語
のレッスン（教材付き）を契約し、クーリング・オフについて記載のある契約書も受け取った。しかし、契約
から５日後に到着した教材を見るとあまり質が高くなかったので、教材が届いた５日後に教材を返品し契
約を取り消したいと考えた。クーリング・オフはできるだろうか。

　【考えてみよう】
　・ 契約は有効なものだろうか？（契約の取消し／契約の無効／未成年者取消権）
　・ クーリング・オフの対象になるだろうか？
　・ 中途解約はできるだろうか？

〔契約についてわかったこと〕

〔様々なトラブルを回避するためにどのような注意が必要か〕

〔もし、トラブルにあったときは消費者としてどのように行動していくか〕

◯ クレジットカードと契約
　クレジットカードを利用する買い物では、カード会社が消費者に代わって立て替え払いをする三者間契約
になっています。

1

3

4

5

6

2

ワークシート



本時の流れ3
学習内容 主な教師・生徒の活動 指導上の留意点 資料

本時の学習
目標を確認す
る

【発問】
◯一人暮らしの部屋を契約しよう。¹
◯契約時に必要な金額を確認する。

○生徒にとって興味関心の高い一人暮らし
を題材に、賃貸住宅契約にあたって確認
するべき情報、一生涯を見通したライフプ
ランの中で住居費について考えさせる。

導
入
5
分

賃貸住宅の
選び方と契約
について確認
する

【個人ワーク】
◯ウェブサイトを活用して、自分の住みたい
物件を選ぶ。¹
◯賃貸住宅標準契約書を読んで、わからな
い用語を調べる。²・³

【グループワーク】
◯明渡し時のトラブルについて話し合う。⁴

○自立して生きていくために必要な住居の
契約と住居にかかる費用について確認さ
せる。
○住宅広告から情報を読み取り、契約時に
注意することを理解する。
○条件に優先順位をつけて検討するように
助言する。
○専門用語について説明する。
○明渡し時のトラブルを防ぐために契約前に
内容を理解することが重要であることに気
付かせる。

展
開
①
20
分

3-2
本時の学習目標1

評価規準2
（知識・技能）
•住宅広告や表示（マーク）・パンフレットなどから、物件選びに関連する情報を適切に収集・整理して
いる。

•借入れに当たっては、生活設計の中で返済可能かどうか確認する必要があることを理解している。
（思考・判断・表現）
•ローンの金利と返済額との関係及び金利負担について具体例を通して理解し、自分の目指すライフス
タイルの実現に向けて問題を見いだして課題を設定している。

（主体的に学習に取り組む態度）
•自立した消費者として、生活情報を活用し、適切な意思決定に基づいて行動することや責任ある消費に
ついて考察し、生活を創造し、実践しようとしている。

•住宅広告や表示（マーク）・パンフレットなどから、物件選びに関連する情報を適切に収集・整理する。
•借入れに当たっては、生活設計の中で返済可能かどうか確認する必要があることを理解する。
•ローンの金利と返済額との関係及び金利負担について具体例を通して理解し、自分の目指すライフス
タイルの実現に向けて問題を見いだして課題を設定することができる。

•自立した消費者として生活情報を活用し、適切な意思決定に基づいて行動することや責任ある消費に
ついて考察し、生活を創造し、実践しようとする。

ワークシート
Q1

¹

ワークシート
Q2

²

消費者をめぐる問題
～消費者の権利と責任～

参考資料5
³

ワークシート
Q3

⁴
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Q１　A 206,600円　　　B 280,600円
Q２　第１条　貸主（以下「 a 甲 」という。）及び借主（以下「 b 乙 」という。）は、（中略）以下の条項により

賃貸借契約（以下「本契約」という。）を締結した。
 第4条　乙は、頭書（3）の記載に従い、（ c 賃料 ）を甲に支払わなければならない。
 第5条　乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等に

充てるため、（ d 共益費 ）を甲に支払うものとする。
 第6条　乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書（3）に記載する（ e 敷金 ）を甲に交付するも

のとする。
 ２　甲は、乙が本契約から生じる債務を履行しないときは、敷金をその債務の（ f 弁済 ）に充て

ることができる。
 ３　甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を乙に（ g 返還  ）しなければな

らない。ただし、本物件の明渡し時に、賃料の（ h 滞納 ）、第15条に規定する（ i 原状回復 ）
に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、
甲は、当該債務の額を敷金から（ j 差し引いた額 ）を返還するものとする。

 第9条　甲は、乙が本物件を使用するために必要な（ k 修繕 ）を行わなければならない。
 第10条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の

履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を
（ℓ 解除 ）することができる。

 第11条　乙は、甲に対して少なくとも（ m 30日 ）前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約
することができる。

 第15条　乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の（ n 損耗 ）及び本物件の（ o 経年変化 ）を除き、
本物件を原状回復しなければならない。

 第17条　連帯保証人（以下「丙」という。）は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を（ p 負担 ）
するものとする。

Q３　〔解答例〕　

Q４　〔解答例〕　　

Q５　〔解答例〕　

Q6　省略
Q7　〔解答例〕

Q8　省略

○賃貸住宅と持ち家のメリットとデメリットを
比較して、一生涯を見通した住居費の計
画を立てさせる。
○住宅ローンの金利と返済計画の重要性
を確認させる。
○少子高齢化が進むと空き家が大幅に増
える可能性もあり、環境や社会への影響
を考えて選択することも重要である。

◯持続可能な社会をつくるために、自分がで
きるエシカル消費¹⁰を実行する。
◯学んだことを自分の言葉でまとめさせる。¹¹

展
開
②
20
分

本時を振り
返り、これか
らのライフス
タイルを考
える

【説明・解説】
◯一生涯を見通したライフプランの中で住
居費について計画し、適切な選択をする
ことで、自分の消費行動が社会へ与える
影響を考える。

住宅を購入
する場合の
費用につい
て

一生を見通
して必要な
住居費の計
画を立てる

【発問】
◯住宅を購入する場合と賃貸で住み替える
場合を比較しよう。⁵
◯住宅ローン金利を比較しよう。⁶
【個人ワーク】
◯自分のライフスタイルに合う物件を選ぶ
ことで、お金の使い方が生き方に関わる
ことを確認する。⁷

【発問】
◯持続可能な社会につながる消費行動を
考えよう。⁸・⁹

•環境に負荷を与えない住宅選び
•購入後、不要になったときにどうするか

ま
と
め
5
分

生徒用ワークシートの解答・解答例4

参考資料5
⁹

参考資料5
¹⁰

ワークシート
Q4

⁵

ワークシート
Q6

⁷

ワークシート
Q5

⁶

ワークシート
Q7

⁸

ワークシート
Q8

¹¹
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Q１　A 206,600円　　　B 280,600円
Q２　第１条　貸主（以下「 a 甲 」という。）及び借主（以下「 b 乙 」という。）は、（中略）以下の条項により

賃貸借契約（以下「本契約」という。）を締結した。
 第4条　乙は、頭書（3）の記載に従い、（ c 賃料 ）を甲に支払わなければならない。
 第5条　乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等に

充てるため、（ d 共益費 ）を甲に支払うものとする。
 第6条　乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書（3）に記載する（ e 敷金 ）を甲に交付するも

のとする。
 ２　甲は、乙が本契約から生じる債務を履行しないときは、敷金をその債務の（ f 弁済 ）に充て

ることができる。
 ３　甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を乙に（ g 返還  ）しなければな

らない。ただし、本物件の明渡し時に、賃料の（ h 滞納 ）、第15条に規定する（ i 原状回復 ）
に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、
甲は、当該債務の額を敷金から（ j 差し引いた額 ）を返還するものとする。

 第9条　甲は、乙が本物件を使用するために必要な（ k 修繕 ）を行わなければならない。
 第10条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の

履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を
（ℓ 解除 ）することができる。

 第11条　乙は、甲に対して少なくとも（ m 30日 ）前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約
することができる。

 第15条　乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の（ n 損耗 ）及び本物件の（ o 経年変化 ）を除き、
本物件を原状回復しなければならない。

 第17条　連帯保証人（以下「丙」という。）は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を（ p 負担 ）
するものとする。

Q３　〔解答例〕　

Q４　〔解答例〕　　

Q５　〔解答例〕　

Q6　省略
Q7　〔解答例〕

Q8　省略

トラブル事例 トラブルを防ぐために守ること

契約時に敷金について確認しておく。ひどい汚れは借主の負
担になることもあるので日常的な掃除を怠らない。

浴室のカビが原因で、明渡し時
に原状回復費用を請求された

住宅ローン金利・期間を比較
してわかったこと

3,000万円を貯めるためには、例えば毎月8.3万円（年間
約100万円）預金したとして30年かかる（預金金利は0．
001％としてほぼ考慮しない）。その間にも住むための家の
賃貸料が毎月かかるので、金利も含めた支払い総額で比較
しても住宅ローンを利用する意義がある。

住宅ローンは返済が長期間にわたるため、わずかな金利差で
あっても支払い総額に大きな差が生じること

・ 環境共生住宅の認定を受けた住宅に住む
・ シェアハウスの活用や中古住宅の再生　
・ 所有するだけでなく賃貸も活用する
・ 購入した物件は大切にメンテナンスしながら住む など

3,000万円を貯金してから
一括で購入すると？ローンを
組むことの意義を考えてみ
よう

設備の修繕費を請求された

入居時にすでにあった傷・汚れ
の修繕費を請求された

契約内容によるが、一般的には借主側に故意過失があれば修
理費は借主負担、経年劣化であれば貸主負担。故障したらす
ぐに相談する。
契約前に部屋をチェックして、傷・汚れの状況を確認し修繕が必
要なら入居前に直してもらう。写真を撮るなど証拠を残す。

①気付いたこと

②必要となる
　費用について

一戸建て住宅を購入する場合住宅（マンション）を借りる場合

･賃料には税金の負担がない
･賃料を払っても自分のものにはな
らない
･契約期間に限りがある

○メリット
･家族の変化やライフスタイルに応
じて費用をかけたり、抑えたりでき
る
○デメリット
・老後、収入が減っても一生賃料を
払わないといけない
・契約期間が終了する度に更新料
がかかる。更新せず住み替える場
合は、引っ越し費用がかかる

○メリット
・ローンが終わればその後の住居
費がだいぶ減る
○デメリット
・頭金が必要
・住宅取得のためのローン以外に
修繕費がかかる
・ローンが払えなくなると差し押さ
えられる
・資産価値がある一方、売りたいと
きに売れない可能性もある

･税金がかかる（固定資産税・都市
計画税など）
･ローンの利息がかかる
･ローンを払い終えたら自分の資産
になる
･ずっと住み続けられる
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参考資料・用語集5
　賃貸住宅標準契約書の例（一部抜粋）

（契約の締結）
第１条　貸主（以下「甲」という。）及び借主（以下「乙」という。）は、頭書（１）に記
載する賃貸借の目的物（以下「本物件」という。）について、以下の条項により賃貸借契約（以
下「本契約」という。）を締結した。

―（省略）―

（賃料）
第４条　乙は、頭書（３）の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
２　１か月に満たない期間の賃料は、１か月を30日として日割計算した額とする。
３　甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改定することがで
きる。
　一　土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
　二　土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当と
　なった場合
　三　近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合

（共益費）
第５条　乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清
掃費等（以下この条において「維持管理費」という。）に充てるため、共益費を甲に支払
うものとする。
２　前項の共益費は、頭書（３）の記載に従い、支払わなければならない。
３　１か月に満たない期間の共益費は、１か月を30日として日割計算した額とする。
４　甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共
益費を改定することができる。

（敷金）
第６条　乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書（３）に記載する敷金を甲に交
付するものとする。
２　甲は、乙が本契約から生じる債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充て
ることができる。この場合において、乙は、本物件を明渡すまでの間、敷金をもって当該
債務の弁済に充てることを請求することができない。
３　甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を乙に返還しなければな
らない。ただし、本物件の明渡し時に、賃料の滞納、第15 条に規定する原状回復に要す
る費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、甲は、
当該債務の額を敷金から差し引いた額を返還するものとする。
４　前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなけれ
ばならない。

賃貸住宅標準契約書
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―（省略）―

（契約期間中の修繕）
第９条　甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の
修繕に要する費用については、乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担し、
その他のものは甲が負担するものとする。
２　前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなけ
ればならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を
拒否することができない。
３　乙は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、甲にその旨を通知し修繕の必要に
ついて協議するものとする。
４　前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、
甲が正当な理由なく修繕を実施しないときは、乙は自ら修繕を行うことができる。この場合の
修繕に要する費用については、第１項に準ずるものとする。
５　乙は、別表第４に掲げる修繕について、第１項に基づき甲に修繕を請求するほか、自ら行う
ことができる。乙が自ら修繕を行う場合においては、修繕に要する費用は乙が負担するものと
し、甲への通知及び甲の承諾を要しない。

（契約の解除）
第 10 条　甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該
義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契
約を解除することができる。
　一　第４条第１項に規定する賃料支払義務
　二　第５条第２項に規定する共益費支払義務
　三　前条第１項後段に規定する乙の費用負担義務
２　甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履
行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本契
約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
　一　第３条に規定する本物件の使用目的遵守義務
　二　第８条各項に規定する義務（同条第３項に規定する義務のうち、別表第１第六号から第
　八号に掲げる行為に係るものを除く。）
　三　その他本契約書に規定する乙の義務
３　甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告
も要せずして、本契約を解除することができる。
　一　第７条第１項各号の確約に反する事実が判明した場合
　二　契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当した場合
４　甲は、乙が第７条第２項に規定する義務に違反した場合又は別表第１第六号から第八号に掲
げる行為を行った場合には、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。

（乙からの解約）
第 11条　乙は、甲に対して少なくとも30 日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約
することができる。
２　前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から 30 日分の賃料（本契約の解約後の
賃料相当額を含む。）を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して 30 日を経過する
日までの間、随時に本契約を解約することができる。
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　賃貸借契約のチェックポイント
　公益財団法人不動産流通推進センター 不動産ジャパン
　 ＜https://www.fudousan.or.jp/kiso/rent/8_2.html＞

【出典】国土交通省 「賃貸住宅標準契約書」について より作成
＜https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html＞

―（省略）―
（明渡し時の原状回復）
第 15 条　乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年変化を除き、本
物件を原状回復しなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によ
り生じたものについては、原状回復を要しない。
２　甲及び乙は、本物件の明渡し時において、契約時に特約を定めた場合は当該特約を含め、
別表第５の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。

―（省略）―

（連帯保証人）
第 17 条　連帯保証人（以下「丙」という。）は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債
務を負担するものとする。本契約が更新された場合においても、同様とする。
２　前項の丙の負担は、頭書（６）及び記名押印欄に記載する極度額を限度とする。
３　丙が負担する債務の元本は、乙又は丙が死亡したときに、確定するものとする。
４　丙の請求があったときは、甲は、丙に対し、遅滞なく、賃料及び共益費等の支払状況
や滞納金の額、損害賠償の額等、乙の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければ
ならない。

―（省略）―
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　エシカル消費
　エシカル（ethical）は日本語に翻訳すると「倫理的」。よりよい社会の実現に向けて行う「人や自然環境、
地域社会に配慮した考えや行動」のこと。消費者基本計画では「地域の活性化や雇用も含む、人や社会・
環境に配慮した消費行動」と定義している。例えば環境共生住宅のような地球環境に配慮した自然エネル
ギーを利用した住宅や省エネ住宅、資源を大量に消費して建築するのではなく、地域や生産者を応援する
国産材の使用、エコマーク付き製品や低炭素製品を選ぶことや、シェアハウス、中古住宅の再生など、すで
にある資源を活用することもエシカル消費といえる。新築して不要になったら壊すのではなく、これからは持
続可能な住宅の在り方を心がけて、家計とのバランスを保ちながら社会貢献につなげていきたい。

　住宅ローン金利と月々の返済金額・支払い総額計算方法について
（例）頭金６００万円、２，４００万円の借入として２５年ローン
　• 金利１％の場合
 毎年の返済金額 2,400万円×0.04541（資本回収係数表より）＝1,089,840円
 月々の返済金額 1,089,840円÷１２カ月 ＝90,820円
 支払い総額 1,089,840円×２５年 ＝27,246,000円
　• 金利３％の場合
 毎年の返済金額 2,400万円×0.05743（資本回収係数表より）＝1,378,320円
 月々の返済金額 1,378,320円÷１２カ月 ＝114,860円
 支払い総額 1,378,320円×２５年 ＝34,458,000円

（例）頭金６００万円、２，４００万円の借入として３５年ローン
　• 金利１％の場合
 毎年の返済金額 ２,４００万円×0.03400（資本回収係数表より）＝816,000円
 月々の返済金額 816,000円÷１２か月 ＝68,000円
 支払い総額 816,000円×３５年 ＝28,560,000円

○ 資本回収係数表
　現在手元にある金額を一定の利率で複利運用しながら取り崩した場合、毎年いくらのお金を受け取るこ
と（取り崩すこと）ができるかを計算するための係数。住宅ローンの月々の返済額や支払い総額もこの係数
で計算できます。

年

５
１０
１５
２０
２５
３０
３５

金利１％

０.２０６０４
０.１０５５８
０.０７２１２
０.０５５４２
０.０４５４１
０.０３８７５
０.０３４００

金利３％

０.２１８３５
０.１１７２３
０.０８３７７
０.０６７２２
０.０５７４３
０.０５１０２
０.０４６５４
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　消費者の８つの権利、５つの責任
　消費者の権利は、国の消費者政策の基本方針を定める「消費者基本法」に定められています。消費者の
責任は国際的な消費者運動の機関である国際消費者機構（CI）が提唱したものです。

【出典】消費者庁 消費者が権利を実現し、責任を果たすとはどんなこと？
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　賃貸借契約の用語集

申込金

手付金

管理会社

重要事項説明

宅地建物取引主任者

即入居

原状回復義務

善管注意義務

連帯保証人

契約期間

入居審査

敷金（保証金）

一般的に申込金は、借りる意思を示して優先的に審査をしてもらうため
のものなので、申込金＝契約の成立ではない。申し込んだ後に契約が
成立しないこともあれば、契約する前に部屋を借りるのをやめることも
できる。この際には、「申込金は返還される」のが原則。

申込金とは違い、契約を前提として支払う費用。

貸主から物件の管理等を委任されている会社のこと。トラブルや解約
予告等は管理会社へ連絡する。

契約時、契約の内容・建物の内容・条件・特約等を書面にし、読んで説
明をすること。宅地建物取引主任者が行う。

宅地建物取引主任者証所持者。不動産取引の際、宅地建物取引主任
者証を提示し、重要事項を説明し、重要事項説明書の内容確認、記名・
押印等を行うことができる。

賃貸借契約後、すぐに入居可能になること。家賃は引越の時期にかか
わらず契約成立と同時に発生する。

賃貸借契約の終了時、借主の故意や過失等により変わってしまった箇
所を元の状態に戻す義務のこと。自然消耗・劣化等による変化は含ま
れないとされる。

借主が部屋を過失・故意などで傷つけたり汚したりすることのないよう
に管理する義務のこと。これに基づき原状回復義務と併せて補修費の
請求が行われる。

借主の家賃滞納などの債務不履行時に責任を負う保証人のこと。単な
る保証人よりは責任が重く、貸主からの請求に応じる責任がある。最近
は、連帯保証人の代わりに、家賃保証会社の利用を求めるケースが多
い。保証会社は借りる人から保証料を受け取り、滞納時に家賃を立て替
えて貸主に支払ったりする。ただし、借主は、保証会社が立て替えて支
払った金額を保証会社に支払わなければならなくなり、滞納した金額の
支払義務から逃れられるわけではないので、この制度についてよく理解
しておく必要がある。

物件の賃貸借契約期間。首都圏では基本的に2年間で、期間後は更新
手続きが必要となる。

入居希望者を貸主・不動産会社・審査会社が入居可能か様々な条件
に当てはめて審査すること。

入居者の家賃滞納等の契約違反時のための担保として支払う費用。
原則として解約時に返金されるが、一部または全額が原状回復費とし
て充当される場合が多い。

礼金

管理費（共益費）

前家賃

日割り家賃

更新料

償却金

解約引き（敷引金）

違約金

定期借家契約

特約

リロケーション

ルームシェア

マンスリー/ウィーク
リーマンション

賃貸借契約の用語 説明
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申込金

手付金

管理会社

重要事項説明

宅地建物取引主任者

即入居

原状回復義務

善管注意義務

連帯保証人

契約期間

入居審査

敷金（保証金）

礼金

管理費（共益費）

前家賃

日割り家賃

更新料

償却金

解約引き（敷引金）

違約金

定期借家契約

特約

リロケーション

ルームシェア

マンスリー/ウィーク
リーマンション

貸主へのお礼として借主が契約時に支払う費用。契約終了後も返金さ
れない。

入居する住居の共用部分の維持・管理のために毎月支払う費用のこと
で家賃と共に納める。よって仲介手数料の記載「家賃○ヵ月分」の中に
は含まれない。

入居開始月の翌月の家賃のこと。契約時に初期費用としその翌月の家
賃を前倒しで支払うため前家賃という。

ひと月分の賃料を月の日数で割り、物件入居開始日から当月最終日ま
での日数分で計算した家賃のこと。

賃貸借契約期間終了後、引き続き契約更新を行う際に支払う費用。一
般的に家賃の１か月分程度が目安で、別途仲介会社への更新手数料
が必要な場合もある。

初期費用のうち、契約終了後または解約後に返金されない金額。保証
金として預けている場合は解約引き、敷金の場合は敷引金という。

償却金とほぼ同意語で、保証金のうち契約終了後に返金されない金額
のこと。一般的にはこれが退去後の補修費用として充当される。

契約の際に定められる、契約違反時に支払う金額のこと。

契約時に設定した期間の満了をもって更新が行われない期限付き契
約。貸主は公正証書交付などの通知が必要で、契約終了の通知は契
約期間1年以上の場合、期間満了1年前から半年前までにしなければ
ならない。半年前まで通知がない場合は、通知の日から半年後まで引き
続き賃借することが可能。

契約の際に取り決める特別な約束事で、主に原状回復に関する特約な
どが多い。契約時に要確認。

転勤などの理由により持ち家を貸主が不在の期間に不動産会社が賃
貸管理すること。定期借家契約を利用した賃貸方法。契約期間が限定
され、基本的には契約更新ができない物件のことを指す。

一戸の住居で複数の人が共同生活すること。ミングルのようにあらかじ
め共同生活を前提とした契約もあるが、そうでない場合は貸主の承諾
を得る必要がある。

月（週）ごとの契約が前提となっている賃貸マンション。一般的に初期費
用が必要ないうえに家具・電化製品・生活備品等が用意されているこ
とが多く、短期の居住に対して非常にメリットがある。

賃貸借契約の用語 説明
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　住まいにかけるお金は一生涯にすると大きな金額になります。一生賃貸で暮らすか、住宅を購入
するか、資産形成の面から考えると、購入は、頭金などが大きな出費となり、一時的に預貯金も減
らすことになります。さらに住宅ローンを何年にもわたり返済し金利も支払いますし、固定資産税な
どの負担もあります。マンションなど集合住宅では月々の管理費や駐車場代などもかかり、戸建て、
マンション共に定期的に大規模な修繕費なども用意する必要があります。また、家族の変化に対応
しにくく、子供が大きくなると手狭になり、子供が独立すると夫婦では広すぎるということもありま
す。しかし、ローン完済後には資産として残り、場合によっては売って現金化することが可能です。
　一方で、賃貸住宅では、月々の家賃と管理費、更新料などの支払いの他には、大きな出費はあり
ません。家族の変化に合わせて柔軟に住み替えが可能で、家族が増えたら部屋の広い物件を探
し、収入が減ったら家賃の安い物件に引っ越すなどその時の状況に合わせて出費を抑えることも
できます。しかし、長い間支払い続けても自分のものにはならず、その時々で適当な物件があるとは
限りませんし、住み続けたくても更新できるとは限らず、更新時には家賃が値上がりするかもしれま
せん。賃貸に住み続けるのは、ずっと住み続けることができる保証がないというリスクを抱えること
になります。
　何かを選択することは何かを得ると同時にリスクを抱えることになるので、授業で住宅の選択を
取り上げることは意思決定の練習になります。例えば、ワークにある住宅購入の例で、3,000万円
の物件を頭金600万、2,400万円のローンを組んで購入すると25年後にはローンはゼロになり、
その後の住居費が大幅に減ることで支出を減らし、年を取って収入が減っても収支のバランスが
とりやすくなります。購入した家や土地は資産となります。25年後の資産価値が半分になったとし
ても、1,500万円の資産を持っていることになります。しかし、25年後の価値があるかどうか、売り
たいときに自由に売れるかどうかは不確実です。
　賃貸の場合、9万円の家賃を25年間払い続けると総額約2,700万円となり、購入時のローンの
返済総額とほぼ同額（金利１％の場合）となります。これを仮定して比較すると、頭金の600万円
分は節約でき、さらに修繕費などが不要な分、貯金にまわすこともできます。この600万円を運用
して増やすこともできます。もちろん、金融商品への投資は確実に増えるわけではありません。家賃
も9万円で固定できるとは限りませんし、一生涯家賃を払い続けることになり、年を取って収入が減
ると家計を圧迫することもあります。しかし、現金を持つことは流動性の面で利点といえます。
　エシカル消費の観点では、大量生産、大量廃棄の現状を変えていく行動を考えさせる必要があ
ります。今後、人口が減少していくことを想定すると、これからは住宅が余っていくことが予想され
ます。どんどん新築することも、使用されなくなった住宅が、空き家になったり廃棄されたりするのも
環境の面からは悪影響です。今ある資源を循環して大切に再利用していくことも、エシカル消費で
す。今住んでいる家の手入れをして長く使用することや、購入時には中古住宅も検討対象に入れ
るなど、生涯を通して大きな出費となる住居費をしっかりと設計していくことで、個人の生活も社会
全体も持続可能にしていくことにつなげていきたいです。
　このワークを通して、正解が一つではない問いに対して、様々な可能性を考慮して、適切に意思
決定していくことの大切さを実感できるのではないかと思います。

家計の計画に大きな割合を占める住居費コラム
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玄関
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洋室5.6帖
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神奈川県川崎市幸区
JR川崎駅  徒歩12分
16㎡
15年

東京都豊島区池袋本町
JR山手線 池袋駅  徒歩7分
20㎡
2年

住　　所：
最寄り駅：
専有面積：
築 年  数：

：5.2万円／4,000円
：1カ月／1カ月
：家賃0.5カ月＋消費税
：1.8万円／2年更新

家賃／共益費
敷金／礼金※

仲介手数料
保　険　料

家賃／共益費
敷金／礼金※

仲介手数料
保　険　料

：7.2万／5,000円
：1カ月／1カ月
：家賃0.5カ月＋消費税
：2.0万円／2年更新

住　　所：
最寄り駅：
専有面積：
築 年  数：

N

　　年　　組　　番　名前　　　　　　　　　　　　  　

～消費者をめぐる問題～

一人暮らしの部屋を契約しよう。Q1

物件を
比較してみよう

条　件

A B

契約時に
必要な費用を
計算しよう

①ＡとＢの
　どちらを選ぶ？

②優先する順位
　１～６位を
　つけよう

（　 位）家賃　　　 （　 位）広さ　　 （　 位）駅からの距離
（　 位）築年数　　 （　 位）設備　　 （　 位）その他

※それぞれ家賃と同じ（共益費含まず） ※それぞれ家賃と同じ（共益費含まず）

★ 自分が住みたい条件にぴったり合う物件をインターネットで探してみよう！

N

ワークシート



賃貸住宅標準契約書に記載されている注意点をまとめよう。（下記の語群から選択）Q2

以下のような契約中・契約の解約（明渡し）時のトラブルを防ぐために守るべきことは何か、話し合おう。Q3

貸主（以下「 a 　　」という。）及び借主（以下「 b 　　」という。）は、（中略）以下の条項により賃貸
借契約（以下「本契約」という。）を締結した。
乙は、頭書（3）の記載に従い、（ c 　　 ）を甲に支払わなければならない。
乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等に充てるた
め、（ d 　　　  ）を甲に支払うものとする。
乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書（3）に記載する（ e 　　  ）を甲に交付するものとする。
甲は、乙が本契約から生じる債務を履行しないときは、敷金をその債務の（ f 　　  ）に充てること
ができる。
甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を乙に（ g 　　  ）しなければならな
い。ただし、本物件の明渡し時に、賃料の（ h 　　  ）、第15条に規定する（ i 　　　　  ）に要する費
用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、甲は、当該債務の
額を敷金から（ j 　　　　　　  ）を返還するものとする。
甲は、乙が本物件を使用するために必要な（ k 　　  ）を行わなければならない。
甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催
告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を（ℓ 　　  ）するこ
とができる。
乙は、甲に対して少なくとも（ m 　　   ）前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約するこ
とができる。
乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の（ n 　　  ）及び本物件の（ o 　　　　  ）を除き、本物件
を原状回復しなければならない。
連帯保証人（以下「丙」という。）は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を（ p 　　  ）するも
のとする。

第 1 条

第 4 条
第 5 条

第 6 条
　 ２

　 ３

第 9 条
第10条

第11条

第15条

第17条

トラブル事例 トラブルを防ぐために守ること

浴室のカビが原因で、明渡し時
に原状回復費用を請求された

設備の修繕費を請求された

入居時にすでにあった傷・汚れ
の修繕費を請求された

〔 語群 〕  甲  ・  乙  ・  30日  ・  損耗  ・  解除  ・  弁済  ・  賃料  ・  敷金  ・  共益費  ・  差し引いた額  ・  
　　　　修繕  ・  経年変化  ・  返還  ・  原状回復  ・  負担  ・  滞納

ワークシート
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

賃貸料・共益費 更新料 契約金など 引っ越し代など （年目）

住宅（マンション）を借りる場合と一戸建て住宅を購入する場合を比較しようQ4

一戸建て住宅を購入する場合住宅（マンション）を借りる場合

①下記の【例１】及び【例２】を見て気付いたことを発表しよう

 ・ 家族の人数が増減するために住み替えたという想定で、家賃（管理費込み）が月 1々0万⇒12.5万⇒15
万⇒8.3万と変化している。

 ・ 引っ越しの度に契約時諸費用と引っ越し代が必要
 ・ 大規模な修繕費は家主の負担として考慮しない。
 ・ この条件では【例２】の一戸建て住宅購入の場合と比べて534万円支出が少ないが、31年目以降も毎
年100万円程度の支出があることを考慮しなくてはならない。また、いつでも希望に沿う住宅が見つ
かるとは限らないし、同じ物件にずっと住み続けられるとは限らない。

【例１】賃貸住宅の年間住宅費の変化

家賃・管理費
月 １々０万
契約時諸費用
・引っ越し代

家賃・管理費
月 １々２.５万
契約時諸費用
・引っ越し代

家賃・管理費
月 １々５万
契約時諸費用
・引っ越し代

家賃・管理費
月々８.３万
契約時諸費用
・引っ越し代

３１年目以降も
ずっと家賃や
更新料がかかる

２年ごとに
更新料家賃の
１か月分

ワークシート



0

100

200

300

500

600

700

購入時 1
（年目）

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

住宅ローン 修繕費 リフォーム代 固定資産税など

○メリット

○デメリット

○メリット

○デメリット

②一生涯通じて必要になる費用についてメリット・デメリットをまとめよう

一戸建て住宅を購入する場合住宅（マンション）を借りる場合

 ・ 頭金600万円、2,400万円を借入（住宅ローン金利年１％）、25年ローンで返済
 ・ ローン返済が月々約9万円、固定資産税は最初の3年を10万円、その後は15万円とした。
 ・ 修繕費は毎年10万円とし、10年前後で外壁と屋根、15年程度で設備などのリニューアル、30年後
には老朽化するので建て替えや、年齢的にバリアフリー工事が必要

 ・ 住宅取得は購入後もローン返済以外にも様々な費用がかかる。

【例２】一戸建て（3,000万円）住宅を購入した時の年間住宅費の変化

頭金６００万円

ロ－ン返済の他に
税金や修繕費が
かかる

水回りなど設備の
リニューアル
２００万円

ローン返済が
終了すると
税金や修繕
費のみ

バリアフリー化
500万円また
は、売却して
引っ越し

外壁・屋根の塗装
１００万円

外壁・屋根の塗装
１００万円

設備内装など
リフォーム
５００万円

ワークシート



持続可能な社会をつくるために「エシカル消費」を実行するとしたら、住宅を選んだり、長く使い続け
たりする工夫として、どのような方法がありますか？

Q7

まとめQ8

① 住宅（マンション）を借りる場合と一戸建て住宅を購入する場合を比較して考えたこと。

② 一生涯通して大きな出費となる住宅費について、あなたはどのように備えますか。

（例）一戸建て（3,000万円）住宅を購入する際に、頭金600万円、2,400万円の借入を行った場合

いつごろどのような住居に住むか、あなたのライフプランを立ててみましょうQ6

20代

住宅ローン金利

年１％

年３％

年１％

２５年ローン

２５年ローン

３５年ローン

９０,８２０円

１１４,８６０円

６８,０００円

２７,２４６,０００円

３４,４５８,０００円

２８,５６０,０００円

住宅ローンの期間 月々の返済金額 返済総額

（例）

あなたの
計画

賃貸2ＬＤＫ

家賃７万円

ローン完済 リフォームして
住み続ける

30代 40代 50代 60代 70代～

住宅ローン金利・期間を比較してわかったことをまとめよう。Q5

住宅ローン金利・期間を比較して
わかったこと

3,000万円を貯金してから一括で住
宅を購入すると？ローンを組むこと
の意義を考えてみよう

30代で郊外に30年ローンを組み
4,000万円の一戸建て住宅を購入

ワークシート


