
「家づくり」のイメージづくりに役立つ!

ローン申し込み

HOW TO PLAN

家づくりでいちばん「重視すること」はご家族ひとりひとり異なるもの。
それぞれが重視する「キーワード」に沿って家づくりに対するイメージ
を整理することをおすすめします。
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ご家族にとって家づくりの大切なポイントを整理します。
キーワード別にチェックして、こだわりの家づくり！

家づくりで
重視すること

キーワード

キーワード
詳細

イメージづくり 情報収集・依頼先探し 資金計画 土地探し検討期

準備期

工事・入居期

（※持っていない場合）

契約

着工準備 着工 完成 入居

無理なく返済できる借入計画を計算し、住宅ローン商品
の資料を集める事が大切です。また、ハウスプラザ岡崎で
は住宅ローン相談会を毎月実施しています。ぜひご参加
下さい。

依頼先ハウスメーカー検討 依頼先決定 プランニング

●契約書の内容を確認
●工事請負契約を結ぶ

●依頼先を1社に決める
●本見積もりを依頼する

●住宅ローンの申し込みをする ●間取り・設備・建材の詳細を決める
●最終見積もりをもらう
●建築確認申請を依頼先ハウスメーカーにしてもらう

●プラン・見積もりをもらい比較検討
●依頼先候補を3社程度に絞る
●相見積もりの内容を比較検討する

●建築図面と工事工程表をもらう
●工事現場のご近所へあいさつに行く

●地鎮祭を行う

●工事現場へ確認に行く
●上棟式を行う（希望する場合）

●入居準備をする

●引き渡し前に竣工検査を行う
●完了検査書と保証書をもらう

●引越しをする
●ご近所へあいさつに行く

●融資契約・登記を行う

■残金：建築費の30％程度

家づくり「キーワード」探し

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

5

〈 第 １ 段 階 〉

〈 第 2 段 階 〉

〈 第 3 段 階 〉

引越し代：5～20万円程度

手土産代：500～1000円×軒数）

ローン諸費用：平均約83万円／
登記費用：平均19.8万円

建築確認申請費：5～20万円程度

〈現金で購入する場合〉土地価格+土地手付金（土地価格の約1割）

地盤調査費 5～10万円程度

数万円～数百万円

申込金：10万円程度 契約金：建築費の10％程度

地鎮祭費・1～5万円程度／着工金：建築費の30％程度

上棟式費用・1～10万円程度／中間金：建築費の30％程度

お茶出し代：数千円～数万円

カーテン・家具・家電代：平均約122万円

■どんな家にしたいか
　家族で話し合う
■間取りの要望と
　欲しい設備を考える

■興味のある会社にカタログを
　請求したり、総合住宅展示場
　（ハウスプラザ岡崎）に行く

■家づくりにかかる総費用を把握し、
　自己資金として用意できる金額を把握

■不動産会社や住宅展示場のハウスメーカーに
　依頼し、土地探しを始める

●建築する土地を探して購入する

●建築する土地の敷地・地盤調査を行う
●地盤改良工事を行う（必要な場合）

ハウスプラザ
岡崎に行く!

ハウスプラザ岡崎に行く!

家づくりキーワード探し

全
6種類

まずはしっかりと！
ご家族の家づくりに対する
イメージを整 理するのが
「理想の家」をつくるポイント！

センター
ハウスへ
Go

展示場に行く前に、チェック！
住宅展示場の見方
「キーワード探シート」で
家づくりの大切なポイントを整理します

「場内案内図」「すまいづくり読本」
などを手に入れます

まずはぐるっと！会場内を見て回りましょう

モデルハウスへＧＯ！

センターハウスへ
ハウスプラザ岡崎

Go

家族が安心して
暮らせることが大切。

地震や台風等厳しい気象条
件に耐え、家族の安全を守
り、安心して長く住みつづけ
られる基本構造や工法。

安全性

環境にやさしい
家をつくりたい。

地球環境にやさしく、家計
にもやさしい住まい。すな
わち自然環境にもやさし
い、そんな家づくり。

エコロジー

家族との
コミュニケーションが
大事である。

家族同士のコミュニケー
ションやきずなを、自然と
はぐくむことができる、心
地よい空間づくり。

団らん

外観、インテリア等の
イメージに
こだわりたい。

インテリア・内装、外観の
シルエットなど、個性や美
しさを思い描く通りに反映
する住まいづくり。

デザイン

使いやすくて便利な
設備を重視したい。

家族皆が毎日の暮らしを
より快適に、便利になるよ
うな、使いやすく機能的な
設備を備えた家。

機能

住んだ後も安心の
家づくりをしたい。

一定期間、建物の構造や設
備・仕様の保守点検や修繕
等の便宜を図ることを保証
するアフターサービス。

アフターサービス

（下部参照）

家づくりキーワード探し
（下部参照）

※掲載の写真はすべてイメージです。

家づくりフロ
ー
チ
ャ
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ト



0403 ※掲載の写真はすべてイメージです。

お金
家づくりの基礎知識①家づくりフローチャート

住宅購入の資金計画は、注意がいっぱい！
返済方法には借入先ごとに異なり、様々な方法があります。
「いくら借りれるか」よりも「いくらなら返していけるか」を重視し、
無理のない返済方法を、しっかり理解してから計画しましょう。

ローン契約

借入先は
どう選んだら良いの？
借入先については民間融資と公的融資があります。
まず、「民間融資」とは、右記に挙げた民間の金融機関による住宅
ローンのことです。「民間融資」は条件・利用資格などの制限が緩
やかで、種類や内容も多彩です。金利は、年2回見直される変動金
利型と、一定期間固定される固定金利期間選択型が主流です。
そして、「公的融資」とは、右記に挙げた公的機関による住宅ロー
ンのことです。それぞれ、利用資格や利用条件が定められていま
すので、自分に当てはまる住宅ローンを選ぶといいでしょう。

住宅ローン・いくら借りたら
返していけるの？

もし今、賃貸で家賃を払っているなら、毎月の住宅ローン
返済額目安は今の家賃になってくると思います。ですが住宅
ローン返し終わって人生が終わるわけじゃない。長い人生、
いろんな資金が必要。
貯蓄残高がマイナスになりやすいポイントは「１・退職金で
住宅ローン残額返済したけど、リフォーム代や医療費等が
かさむ」「２・子供の大学資金と住宅ローン返済が重なる
時期」「３・家を買った直後・住宅購入に自己資金を投入し
過ぎて、数年以内に必要なお金が不足」の３点です。
解決策はキャッシュフロー表を作って家計の健康診断を
することですよ！

教えて
尾関先

生！

（住宅金融支援機構HP参照）

情報誌「ぴあ」勤務、建築営業、不動産フランチャイズ店長等
を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。
現在、「住宅購入専門ファイナンシャルプランナー」として、
ライフプランとファイナンシャルプラン作成、住宅ローン
相談と媒介業務を中心に事業展開中。「人生の夢の実現」を
テーマに、岐阜・名古屋を中心に活動。
また「歌うファイナンシャルプランナー」として、お金と人生
の歌を作詞・作曲し、ライブ活動も定期的に開催。

尾関 大輔 先生
おぜき だいすけ

銀行・信託銀行・信用金庫・信用組合
労働金庫・生命保険会社・損害保険会社
ノンバンク（信販・クレジット会社など）
社内融資など

【民間融資】

【公的融資】

財形（一般財形貯蓄、財形貯蓄、財形住
宅貯蓄など）、自治体（直接融資・融資
あっせん・利子補給」）など。
金利や内容は、条件によって異なります。

「フラット35」はP7で詳しく紹介！CHECK

「住宅ローン減税」はP7で詳しく紹介！CHECK

本人が死亡などによってローン
の返済ができなくなったときに、
保険によって支払われます。

ローンの担保になる家の火災被
害に備えて加入します。

団体信用生命保険 火災保険

借入額の限度を知るSTEP1

自己資金を確保するSTEP2

銀行などから資金を借り入れる場合、自分の
収入や住宅の価格によって借入額が決まって
きます。まずは、購入したい住宅の価格をおお
よそで決めておきましょう。
「財形」の場合、収入基準は年間の返済額の4
倍以上の年収があること。民間では、金融機関
ごとの条件が決まっています。この基準を超え
そうなときは、借入額を減らすか、返済期間を
延ばすなどの対策が必要です。
また、その他にも夫婦の収入合算という方法も
あります。

「自己資金」でまかなうものとして、各種税金、手数料、保証料、それに
引越代、上棟式費用などが考えられ、現金が必要となります。
建築総額の中で、諸費用の占める割合は約５～10％とみられます。頭
金と合わせて、約30％が事前に準備しておきたい「自己資金」というこ
とになります。

一般的には土地•建物価格の100％以内を借入の上限としていますが、頭金の
目安としてはその20％と考えれば良いでしょう。もちろん、それ以上あれば
ベターと言えます。「フラット35」も100％以内です。

基本的には住宅購入者本人の収入が基準となります
が、配偶者の収入を合わせて借入限度額を増やすこと
も可能です。これを収入合算（銀行は所得合算）と言
い、年収の半分までを合算できます。ただし、永続的な
収入が見込めることが条件で、パートなどの場合は難
しいようです。

本体工事費

別途工事費 諸費用
10%20%

自己資金
total

30%

70%

資金計画

豆知識

豆知識 ＜収入合算とは＞

諸費用には
これだけある！

印紙税・
仲介手数料（仲介業者がいる場合）

住宅売買
契約時

不動産取得税・都市計画税・
固定資産税入居後

その他
引越し代（仮住まい費用）・
上棟式費用（上棟式を行う場合）・
家具購入費

住宅引渡し時 登録免許税・司法書士報酬

家が完成したあとにローン契約が行われ、返済も始まり
ます。住宅ローンを利用する場合、正式に契約が結ばれ
てお金が借りられるのは家が建ったあとです。
ローンを利用するにはさまざまな費用がかかります。
ローンの契約時には手数料がかかります。住宅金融支援
機構の場合は融資手数料、銀行の場合は事務手数料と
いいます。さらに保証料がかかります。本人の代わりに、
保証会社が銀行など金融機関に残りの債務を返済して
くれるための費用で、住宅金融支援機構の場合は保証料
0円、銀行の場合は保証会社に一括払いで支払います。
保証料は保証額、返済期間などで異なります。
　次に、保険料がかかります。ローンを組むときには、銀行
では団体信用生命保険と火災保険への加入のご案内が
あります。掛け金はいずれも条件によって異なります。
フラット35は団信付きの住宅ローンになりました。

　また、抵当権設定登記も必要になります。抵当権とは、
住宅ローンを返済できなかった場合に、所有権を差し出
すことを約束する物件担保であり、その登録は司法書士
が行います。

住宅取得に
かかる税金
家を建てるときにかかる税金は様々です。建てる前はもち
ろん、建てたあとに必要な税金もあります。税額は住宅の
規模や工事にかかった費用によって異なります。工事費に
比べれば少ない額になりますが、あらかじめ目安は知って
おくべきでしょう。

豆知識 主な税金

印紙税
ローン申し込み時、借入額1,000万円超5,000万円以下
で1万円、工事請負契約時にもかかり、記載金額1,000
万円超5,000万円以下の場合は1万円です。また、契約
時にもかかります。

登録免許税 所有権の保存登記や、融資のために抵当権を設定するときに
かかる税金。また、住宅用地を取得した場合もかかります。

固定資産税/都市計画税 入居後、毎年課税されます。

不動産取得税 住宅用地や家屋を取得した時にかかります。

住宅ローンを
借りるには何が必要?

住宅ローンの申し込
み時に必要な書類は

、金融機関や住宅

ローンのほか、建てる
住宅によっても違いま

すが、主なものは

次の通りです。
■借入本人、連帯債

務者（収入合算者）に
関する書類

収入を証明する書類（
源泉徴収票や確定申

告書など）、住民

票、健康保険証または
運転免許証など

■物件に関する書類

工事請負契約書（写
）、建築確認申請書（

写）、建築確認済証

（写）、土地の登記事
項証明書、土地公図

など

教えて
尾関先

生！

建築確認申請と工事
請負契約をする前に

は、

住宅ローンの申し込
みをしなければなり

ません。
Point

教えて尾関先生！

ローン
契約時

印紙税・融資手数料・ローン保証料・
団体信用生命保険料・火災保険料・
地震保険料・抵当権設定費用

1965年　岐阜市生まれ
歌うファイナンシャルプランナー
FP技能士1級（国家資格）・ＣＦＰ®・
宅地建物取引主任者



※掲載の写真はすべてイメージです。

豆知識

土地探しは慎重に。

家にもタイプがある、
工法を知ろう。
家づくりにはいろんなタイプ（工法）
があります。住まいがどんな仕組みを
しているのか、それを知るための大切
な手がかりが「工法」です。住宅メー
カーによって、さまざまな種類の工法
を採用していますが、それぞれに特
長やメリットが異なります。安心して
暮らすためにも、納得のいく工法を選
びましょう。

そろそろ家を建てようかと考える家族の内、多くの方が直面す
るのが土地探しです。
どんなにいい家を建てても土地の条件や環境が悪ければ住み
よい家とは言えないですよね。しかし住宅を建てるのに完璧な
土地などありません。 全ての土地にメリットとデメリットがある
のです。
もちろん、限られた予算の中で決めなくてはならないのですが、
お金の面だけや便利さだけを求めてしまうと後で後悔すること
が多いのです。学校に近いから、駅が近いからなど目先の便利
さを追求することも大事かとは思いますが、家族がこれからの
人生、どんな環境でどういう暮らしがしたいのかをよく考えるこ
とが大事であると考えます。
ここでは土地選びのポイントをいくつか紹介したいと思います。

通勤、通学、公園（子供の遊び場）、病院、スーパー、銀行な
どの位置や所要時間の確認。子供が安全に通学できるか歩
いてみることも大切です。

環境

実際にその土地にどのような家が建てられるのか、建物大
きさや高さの制限など、個人では調べることが難しいので
専門家に相談しましょう。

法的規制

土砂崩れや洪水の恐れはないか、地盤の状況（軟弱地盤で
はないか）もきちんと確かめておかないと、基礎工事に思い
がけない費用が発生する可能性もあります。

土地の安全性

その土地を購入した場合、どんなプランができるのか。道路
からの人や車の出入りは、家の配置や駐車場の位置、庭が
どれくらい取れるのかなど。

プランニング

自分の目と足で確かめてみることが大事です。 騒音や臭い
は気にならないか（平日と休日では違うケースもあります） 
雨の日に行くと敷地や道路の排水状況なども分かります。 
近所の人の話など実際に聞ければベストです。

土地を見学しましょう

土地・建物
これから新たに暮らす土地、安心の暮らしを支える建物自体の構造。
「どんな環境」で、「どういう暮らしがしたいのか」をよく考えて
家族の暮らし方を、多彩な選択肢から選びましょう。

項目毎にチェックしましょう!

家づくりの基礎知識②家づくりフローチャート

【鉄骨】パネル工法

主要構造部を軽量鉄骨で支える鉄骨系住宅に、面で支え
るパネル工法を組み合わせた工法。パネル工法は、鉄骨
の枠材にブレースを入れた工場生産のパネルを現場で組
み立てるもので、いずれも強度が高く、鉄の表面には防錆
処理が施されているので耐久性にも優れています。

【鉄骨／木造】ユニット工法

ユニット工法は様々な工法の中でも、最も工場生産化率
が高く、80％以上を工場で完成させてから現場に運び込
み、各ユニットを合体させます。その為、現場施工に比べ品
質管理が行き届き、しかも工期を極めて短縮できるのが
最大のメリットです。

【木質】パネル工法

住宅の床・壁などの構造体をパネルとして、あらかじめ工
場生産した後、現場に搬送し組み立てる工法。格子組の
フレームに合板をプレスし、接着して作られます。工期が
比較的短く済み、部材の品質にバラツキが少ないのが特
長です。

枠組壁工法

北米で生まれた2×4（ツーバイフォー）工法を主とする枠
組壁工法。角材と構造用合板の面材を用いたパネルで、
壁・床・天井の面を支える６面体構造です。各パネルに力
を広く分散できるため、1カ所に力が集中せず、地震や台
風にも強い構造です。

木造軸組工法

（2×4、2×6、2×8工法）

壁パネル

基礎

床パネル

ユニット

パネル

パネル

鉄骨

0605

柱・梁・土台を木の軸組で構成、壁や屋根などの荷重を
受け、筋交い・火打ち梁などの斜め材を入れることで水
平方向の力も安定させます。日本の伝統工法を受け継い
でいるので、気候風土に適し、長い経験と工夫により耐
震性を向上させた工法です。

間柱
火打梁

管柱 筋かい
通し柱

筋かい

土台
基礎






