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ファイナンシャルプランナー（CFP®)  FP技能士1級

畠中 雅子（はたなか まさこ）

メディアに多数の連載やレギュラー記事を持つほか、講演、セミナー、相談業務などを
おこなう。近著は『息子、娘が中高年ひきこもりでもどうにかなるって本当ですか？』（時
事通信社）。著書・監修書は70冊を超える。

特集

　まずは持ち家の場合から、高齢期の住居コストを考
えます。持ち家の場合、年金生活に入る頃には、住宅
ローンの支払いを終えるのが一般的です。中には10
年から20年程度など、短期間で住宅ローンを払い終
えるご家庭もありますが、多くのご家庭では定年前後
まで住宅ローンの返済が続きます。60歳を過ぎても
働ける状況を整えるために、雇用を守る法律が整備さ
れたことなどもあり、60歳を過ぎても継続雇用や再雇
用で働く方が増えています。それに伴い、60歳を過ぎ
ても年金生活に入るまでは、住宅ローンの返済が続く
ご家庭も増えています。
　また50代は、お子さんの高校や大学費用を負担し
ているご家庭が多いため、住宅ローンと教育費の負担
が重なってしまい、資金プランがきつい時期に当たり
ます。そのため、30代や40代で手に入れたマイホー
ムの修繕をおこなう余裕はなく、退職金を受け取るま

で、大規模な修繕やリフォームなどを先送りにする現
実があります。
　退職金を受け取った直後は、人生でもっとも資産が多
くなるのが一般的です。その時点の資産額をベースに、
修繕やリフォームをおこなうご家庭がたくさんあります。
4000万円や5000万円といったまとまった資産がある
と、「数百万円くらいはリフォーム代に使っても、老後資
金は持つだろう」という甘い見込みで、高額なリフォー
ムをおこなうご家庭も少なくありません。「古くなった
キッチンを新しいシステムキッチンにしたい」、「老朽化
してきたお風呂場を、最新のユニットバスに交換したい」
などの理由で、高額なリフォームをおこなうわけです。

50代は学費負担が重く
リフォームはリタイア後に持ち越し

高齢者の居住安定を目指す
資金プランの考え方

　我が国における60歳以上の持ち家比率は、80％前後（図1参照）で推移しています。単純に考えれば、8割
のご家庭が持ち家に住んでおり、賃貸住まいのご家庭は2割にすぎない結果になっています。
　このデータからもわかるように、高齢期は持ち家に住んでいるご家庭が多いので、家賃負担のない老後を
過ごせますが、古くなった家の修繕費用が発生した
り、固定資産税の負担は続きます。いっぽうの賃貸
住まいでは、家賃負担が続いてしまうために年金額
や資産額によっては、住み替えの必要が生じるかも
しれません。そこで本稿では、高齢期の住宅費に関
して、持ち家と賃貸住まいの両方について、注意す
べき点をご紹介していきます。
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【図1】 持ち家比率の推移

持ち家ではリフォーム前に
年間の赤字を見積もるのが大事

　修繕やリフォームについては、必要に迫られておこ
なうものも少なくありませんが、問題なのは資金計画

出典：総務省統計局「住宅・土地統計調査」
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　加えてリフォーム業者から、「バリアフリー工事をおこ
なうと税金が戻りますよ」という勧誘を受け、家中をフ
ラットな構造に改造するご家庭もあります。「税金が
戻る」という言葉にひかれて大規模なリフォームをお
こなったとしても、年金暮らしでは現役時代に比べて
納税額は減っているため、マイホームを取得して住宅
ローン控除を受けた時のような減税効果は得られませ
ん。数万円戻ってくるのが、良いところでしょう。
　バリアフリーリフォームをおこなうと、家の中の段
差を解消して、家の中での転倒事故を防止する効果は

あるものの、リフォーム費用が高額化する原因のひと
つになります。また介護に備えたリフォームをおこな
う場合には、別の注意点もあります。
　介護が必要になったあとも自宅で過ごしたいからと、
介護仕様にリフォームするご家庭があります。介護リ
フォームは、在宅での介護の負担を軽減するために必
要なケースがあるとはいえ、介護されていた方が亡くなっ
て、お子さんたちがその家を相続する際、介護を施し
た家は、売りづらい家になってしまいます。現役世代で
は、トイレや廊下の手すりは不要ですし、手すりの場所
によっては家具を置きにくくする可能性もあります。
　相続した家を売却したいと思った時、完璧すぎる介
護リフォームは、家の売却価格を下げる可能性も考慮
しておきましょう。介護のためのリフォームは、介護
が必要になっても最期まで在宅介護で乗り切る覚悟を
決めたのちにおこなうほうが安全です。さらに右半身
まひか、左半身まひかなど、介護する人にとって便利
な導線を踏まえたうえで、必要な個所を少しずつ直し
ていくほうが、無駄な費用を払わなくてすむでしょう。

年金暮らしのリフォームは
税還付も数万円程度

　前述した通り、リタイアした時点では「まずまずの
老後資金」だと思っていた資産額も、80代に入る頃
には心もとないくらいまで減ってしまうご家庭は少な
くありません。リフォーム代をかけすぎたことで、
80代前後で老後資金が底を突いてしまったご相談者
を何ケースも見てきていますので、リフォームを検討
する際は、控えめなプランで実行すべきだと考えます。
　また持ち家の場合、保有し続けている限り、固定資
産税の負担が継続します。固定資産税の負担は年間数
万円だとしても、家を手放さない限り、死ぬまで払い
続けなければなりません。現役時代には、固定資産税
をボーナスで支払っていた人も多いはずですが、ボー
ナスのない年金生活の中では、貯蓄から支払うしかな
いのもきついでしょう。
　固定資産税は節約する方法もありませんので、リタ
イアした時点で、「年間の固定資産税額×30年分」を
高齢期に掛かる固定資産税額として見込んで取りおく
ようにしたいところです。

固定資産税は
年金生活の特別支出

の甘さです。リタイアして年金生活に入ると、それま
での「年間収支が黒字だった生活」から「赤字が続く
生活」に変化します。
　年に数十万円の赤字であっても、長い老後のあいだ
には、数千万円の赤字になってしまうのが現実です。
実際、年間の赤字の総額だけで、退職時に保有してい
る資産を食いつぶしてしまうご家庭は少なくありませ
ん。高額な修繕やリフォームをおこなった後に後悔し
ないためには、リフォームを検討する前に年間の赤字
額を見積もることが重要です。
　具体的な方法としては、日常の生活で発生する年間
の赤字額を見積もり、その金額に30年などの年数を
かけ合わせます。30年はリタイアしてから、亡くなる
までの期間の見積もりです。30年分の赤字を老後資
金から差し引いた残りが、リフォームなどの特別支出
に充てられる金額になります。ただし、介護が必要に
なった時を想定して、介護費用も1人300 ～ 500万円
程度は差し引きたいところです。リフォーム費は「赤
字の総額」や「介護費用」などを差し引いた、余裕資
金を使っておこなう必要があるからです。
　ところが実際には、「どうせ、家の中を片付けなけれ
ばならないんだから、気になる箇所をまとめて直して
しまおう」などと考えて、当初の計画よりも大規模な
リフォーム工事をおこなうご家庭が後を絶ちません。
その結果、リフォーム費用の総額が500万円を超える
ケースは珍しくなく、中には新築同然のリフォームで、
1000万円以上の費用が掛かるケースもあります。

52200059_jutakukinyu#honbun#1-24.indd   1652200059_jutakukinyu#honbun#1-24.indd   16 2022/04/04   13:312022/04/04   13:31



高齢者が安心できる住まいと暮らし

17

　次は、賃貸住まいの高齢期を考えます。賃貸住まい
の場合、亡くなるまで家賃の負担が継続します。家賃
の負担がなければ、年金内で日々の生活費を収められ
るご家庭は少なくありませんが、年金暮らしの時に家
賃を支払い続けていると、赤字が発生するが一般的で
す。
　持ち家のところでも、「年間の赤字をきちんと見積
もる必要がある」と説明しましたが、賃貸住まいを選
択したら、年間の赤字を見積もり、30年分などの総
額を計算することは欠かせません。赤字の総額が大き
くなりすぎる場合は、住居コストを下げるために、引っ
越しの検討も必要になります。
　また賃貸住まいのまま高齢期に入ると、借りたい部
屋を借りられるとは限らないリスクも発生します。室
内での病死や老衰死を、家主が敬遠する傾向にあるか
らです。また「家賃の〇倍の収入がないと借りられな
い」、「保証人が見つからなくて借りられない」という
可能性もあります。保証人問題は、一般財団法人高齢
者財団がおこなう「家賃債務保証」などの制度を利用
すれば、クリアできるケースもありますが、制度の対
象になっている住宅の中からしか選べないなどの課題
もあります。
　特にお子さんがいないご夫婦や、おひとりさまで高
齢期を迎える方が賃貸住まいを選択する場合は、高齢
期の保証人の問題について、どのような制度を利用で
きるのかを、現役時代から調べておくことをおすすめ
しています。
　ちなみに民間でも、保証人のいない人の身元保証を
引き受けるサービスを提供する会社が増えています。
身元保証にかかる費用や、保証の内容、範囲はまちま
ちですが、保証人がいない方は、早めに身元保証の制
度について調べておくこともおすすめします。

　現役時代は賃貸住まいを続けてきたけれど、リタイ
アした後にマイホームを取得する考え方もあります。

リタイア後にマイホームを取得する場合、手持ちの資
金を使って、全額支払ってしまうのが確実です。
　リタイア後の住まい選びは、現役時代のように通勤
に便利でなくてもかまいませんし、リタイア後に新築
や築浅の物件を手に入れれば、年金生活のあいだのリ
フォーム代を抑えられます。場所にこだわらなければ、
手持ちの資産内で購入できそうな物件を探せる可能性
は高まるはずです。
　ただし、一括払いでマイホームを購入する場合、住
宅ローンを利用して購入した人が利用できる住宅ロー
ン控除は受けられません。また、預金で支払う際は、
退職金の多くをマイホーム資金に充ててしまうご家庭
もあります。それでは家賃負担がなくなっても、老後
資金が底を突いてしまう可能性もあります。
　リタイアしてからの家探しは、余裕資金を計算して
からリフォームをおこなうのと同じように、家を購入
しても大丈夫な金額を計算してから、物件探しを始め
ましょう。購入できる予算を決めてから家探しをしな
いと、実際に手にしたマイホームは、当初の予定より
もかなり高い物件になりかねないからです。

　ところで、持ち家の場合も賃貸住まいでも、高齢期
には高齢者施設へ入居する可能性があります。要介護
状態になったとしても、軽度の場合は在宅での介護を
おこなうケースもありますが、介護状態が重くなるに
つれ、在宅で介護を受けるのは難しくなり、高齢者施
設への住み替えを検討するのが、よくある流れです。
　高齢者施設への住み替えをおこなう場合、賃貸住ま
いの方は荷物の多くを処分して、住み替える必要があり
ます。これに対して持ち家の方は、荷物の処分はせずに、
住み替えることも可能です。実際、亡くなった後に自宅
の荷物の処分をおこなうケースは少なくありません。
　最近では国の指導もあり、 入居時に支払う一時金

（家賃の前払いに相当する金額）をゼロにするプラン
を、入居者側が選択できるようになっています。入居
一時金がゼロのプランを選択して入居すると、月々の
費用負担は高くなるものの、入居時に数千万円などの
高額な入居一時金を支払わずに済みます。そのような

賃貸住まいは資金だけでなく
保証人問題なども考慮

リタイア後に
マイホームを取得する選択肢も

高齢者施設への転居も
検討すべき課題
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【図2】「小規模宅地の評価減の特例」で変わる相続評価額 【図3】二次相続で小規模宅地の特例を使えるのは
マイホームのない「家なき子」空き家になった実家（相続評価5000万円）を、

家なき子だけで相続する場合と、兄弟姉妹と共有で相続する場合の評価額の差は？

空き家になった実家

父or母が
亡くなり、
空き家に

長男

次男
（家なき子）

家なき子が相続すると、
不動産全体に80％減の特例が適用される。

 【不動産の評価額】
5000万円×0.2（80％減額）
　　　　　＝1000万円

家なき子の持ち分
100％

家なき子の持ち分
50％

持ち家のある
兄弟姉妹の持ち分

50％

全体に評価減が適用される 兄弟姉妹の持ち分には
評価減が適用されない

家なき子だけが相続すると… 兄弟姉妹と50％ずつ相続すると…

持ち家 or
持ちマンション

賃貸マンション家なき子は特例を受けられるが、
兄弟姉妹の持ち分には特例が適用されない。

 【不動産の評価額】
2500万円×0.2（80％減額）
＋2500万円（評価減なし）＝3000万円

流れを受け、自宅を処分して入居一時金をねん出しな
くても、住み替えが可能なケースは増えているのです。
　持ち家の方は入居して落ち着いたら、家を賃貸に出し
たり、売却を検討できます。また介護付有料老人ホー
ムのような高齢者施設は、入居してから90日間はクー
リングオフの制度が適用されます。そのため、住み替
え先の施設に長く住めるという確信を得てから、自宅
を処分したほうが安全です。自宅を処分した後、施設で
の暮らしが気に入らなくて戻りたいと考えても、処分
してしまうと戻る家がなくなってしまうからです。
　自宅を保有したまま転居できれば、賃貸物件として
貸し出して家賃収入を得ることも検討できます。家賃
収入が得られる見込みがあると、入居先の高齢者施設
を検討する際、選択肢を広げられます。ただし、高齢
者施設に住み替えて空き家になった家の活用法によっ
て、相続する際の家の評価が変わる点には注意が必要
です。そこで本稿の最後に、相続の際の自宅の評価の
違いについて説明します。

　高齢者施設へ入居する場合、空き家になった家を貸
すか、空き家のまま管理するかを悩まれるご家庭は少
なくありません。高齢者施設に住み替えた後、空き家
になった家を賃貸に出せば家賃収入が入って、入居費

用に充てられます。ですが、相続税がかかるご家庭で
は、相続の仕組みを考慮したうえで賃貸に出すか、空
き家のままにするかを決める必要があります。
　その理由を説明しますと、親に介護が必要になった
ために高齢者施設に住み替えて、空き家になった家が
あるとします。その家の相続人となる人（一般的には子
ども）の中に、自分の家を持っていない「家なき子」と
呼ばれる、賃貸暮らしの相続人がいるとします。賃貸
暮らしの相続人が、空き家になった家を相続する場合、

「小規模宅地等の評価減の特例」を利用できる可能性
があります。この特例を利用できると、親から相続した
家の評価を8割減（100坪まで）にできるのです。言い
換えれば、相続する家の相続評価を2割に引き下げてく
れる、とても有利な特例と言えます。（図2、図3参照）
　ところが、親が高齢者施設に住み替えた後、賃貸物
件として誰かに貸してしまうと、この特例を使う権利
を失います。空き家のままで相続しないと、家なき子
であっても8割減の特例を利用する権利を失います。
　都市部に住んでいるなど、評価の高い不動産を相続
する際、小規模宅地等の評価減の特例を使えるか、否
かは、相続税の納税額にも影響を与えます。高齢者施
設の入所費用をねん出したくて、家賃収入を得ること
を考える時は、実行に移す前に、相続評価をきちんと
調べましょう。賃貸に出して、家賃収入は得られたも
のの、相続税の支払いでかえって損をしてしまわない
ように、小規模宅地等の評価減の特例をきちんと理解
する努力が必要です。

高齢者施設への住み替えで
空き家を賃貸に出す場合の注意点

　高齢期の住まいについては、持ち家でも賃貸住まいでもそれなりのコストが掛かり、その費用は年金と貯蓄
でまかなわなければなりません。どちらの暮らし方を選択したとしても、高齢期の住宅コストについては、30
年分くらいをきちんと見積もり、継続して負担できるような資金プランを検討することが欠かせないでしょう。

まとめ
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