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減税

自然災害の被災者を救済する︑
住宅ローンの減免処置なども新設︒
等
マ
イ
ナ
ス
金
利
の
今
が
住
宅
の
建
て
時
！
年収負担率 ％借り
られる目安︒

0.5％ 約3200万円

約4800万円

約6400万円

約8000万円

1.0％ 約2900万円

約4400万円

約5900万円

約7300万円

1.5％ 約2700万円

約4000万円

約5400万円

約6800万円

年収800万円

年収1000万円

0.5％ 約2300万円

約3500万円

約4700万円

約5800万円

1.0％ 約2200万円

約3300万円

約4400万円

約5500万円

1.5％ 約2000万円

約3100万円

約4100万円

約5200万円
年収負担率とは︑年間の返済額が年収に
占める割合のことで︑年収600万円で
年間の住宅ローン返済が120万円であ
れば︑120万円 600万円 100
で年収負担率は ％になります︒

例えば︑年収600万円で
年返済︑金利１％の場合は︑
4400万円まで借り入れが可
能になります︒

川 内 展 示 場 購入予 約 受 付 中!

無理のない範囲で︑低金利を
有効に活用して︑賢い住宅ロー
ンの戦略を立ててみてはいかが
でしょうか？

これから起こる災害で
二重ローンが心配！
当社の展示場に来られたお客
様で桜島や今回の熊本地震など
の惨状を見ると︑住宅を建てて
も︑これから災害が心配される
鹿児島では︑住宅を建てても︑
被災して二重ローンを抱えてし
まうのではないかと心配される
お客様がいらっしゃいました︒
前号でもご紹介致しましたよ
うに︑これからは地震保険の加
入は必須です︒
特に鹿児島の場合は︑掛け金
が最も安い一等地で︑木造住宅
の場合は︑1000万円当たり
1万円の最低の掛け金です︒
東日本大震災以来︑自然災害
の被災者を救援する住宅ローン
の減免処置も確定していますか
ら︑今回の熊本地震に際しても︑
一応の法的な整備がなされた後
ですから︑東日本大震災とは異
なり︑早い復興が期待されます︒

自然災害の被災者救済
住宅ローン減免措置︒
東日本大震災では︑甚大な被
害を受けた人々の中でも︑住宅
ローンを返済中の被災者が︑住
まいの建て替えで︑二重ローン
を抱えてしまうことが社会問題
化しました︒
津波を受けたほとんどの家屋
が跡形もなく被災しているので
全く一からの建築になるため︑
資金力が乏しい場合は︑住宅の
再建は不可能になりこれを踏ま
えて全国銀行協会では︑被災者

リビング

薩摩川内市東大小路町42-27 川内モデル
焼肉なべしま
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川

0120-079-089

専門家による手続き支援を依頼

手続き着手の申し出

の住宅ローンを減免・減額する
制度を本年4月に導入していま
す︒今回の熊本地震でも一定の
条件を満たす人には︑この制度
が適用されることが決まってい
ます︒
住宅ローンの免除や減額を受
ける場合は︑裁判所の調停を利
用して金融機関からの責務免除
を受ける必要がありますが︑そ
の際に弁護士を利用する場合も
弁護士の手続き支援なども無料
で利用することが出来る様な制
度になっています︒
個人破産などとは異なり︑債
務整理したことは個人信用情報
として登録されないために︑そ
の後の新たな借り入れなどにも
影響が及ばないように配慮され
ています︒図・2の手順で調停
が行われます︒
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債務整理︵開始︶の申し出
﹁調停条項案﹂の作成
﹁調停条項案﹂の提出・説明
特定調停の申し立て
調停条項の確定

消費税の動向も気になります
が︑上がるにせよ延期になるに
せよ︑超低金利の現在が住宅建
築には︑最も有利な条件にある
ことには変わりありません︒
今までは自然災害に対する備
えは全くなかったのですが︑地
震保険や住宅ローンの減免措置
などの国や銀行などの救済措置
も明確になっています︒
災害を怖がるよりも︑それを
克服する人間の力量を信じて松
下孝建設にご相談ください︒

一発ゴー！
検索
松下孝建設

Google・Yahoo!・infoseek・Excite・その他
一発ゴー！
検索

至 運転免許
試験場

マイナス金利で住宅ローンの常識も変わった︒頭金を抑えて住宅ローン減税のフル活用！

●

金融のプロも︑
今こそ
住宅の買い時との答え︒

借入金が多いほど有利とは
いっても︑無理して借りて返済
が出来なくなっては︑元も子も
ありません︒一般的な借り入れ
の目安は︑年間の返済額を年収
の ％以内に抑えるのが基本的
な考え方といわれています︒
年収と現在の金利で借りられ
る金額の目安は︑どのくらいで
あるのか︑図・1に示しました
ので参考にしてください︒

年収1000万円

□住宅に関する資料等もフリーダイヤルにてご請求下さい。
資料等をお送り致します。
全国銀行協会資料

●焼肉の白川
田の神
（滝の下）

■

中山交番●
ジョイフル●

●
ぎょうざの丸岡

年収800万円

松下孝建設

Google・Yahoo!・infoseek・Excite・その他

ローソン

消費税の問題よりも︑
金利を有効に活用！

が︑住宅ローン控除の適用は︑
先にも述べたように 年間です
から︑ 年目以降にまとめて実
行することが最もお得になるよ
うです︒なぜならば︑それ以前
の実行は︑ローン残高は減りま
すが︑控除額も減ってしまうの
で得策にはならない可能性があ
るからです︒ただし︑購入する
物件の価格や借り入れするとき
の住宅ローン金利によっては損
得が変わりますから︑事前にシ
ミュレーションしておくことが
重要です︒

住宅ローンの返済額は
年収の ％以内︒
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●

①

●

本展示場は【ハウス・オブ・ザ・
イヤー・イン・エナジー2013】大
賞受賞工法の展示場です。エアコ
ン一台程度で冬も夏も快適な暖冷
房を可能とした省エネルギー、超
高性能住宅です。新展示場の建築
により本展示場を売却することに
なりました。ご希望の方は、早め
にご連絡ください。なお応募多数
の場合は、抽選の場合もございま
すので、ご了承願います。

②

●

その理由を住宅金融支援機構
が本年3月に実施した﹁住宅市
場動向調査﹂で回答を寄せた
﹁フィナンシャルプランナー﹂
の多くが﹁住宅ローン金利の低
水準﹂と答えています︒
実際の金利も︑変動金利タイ
プで年0・625％︑ 年固定
タイプで年0・9％︵4月のメ
ガバンクの例︶と1％を切る水
準です︒ポイントは︑先に述べ
たように借入金を増やした方が
有利になるケースがあるからで
す︒それは︑住宅ローンの控除
との兼ね合いがあるからで︑住
宅ローン控除は︑年末のローン
残高×1％の税金が戻りますが︑
住宅ローン金利が1％未満であ
れば︑住宅ローンを増やして借
入金を増やして︑ローン金利を
負担しても住宅ローン控除の方
が有利になるからです︒
今までだと︑頭金を減らした
分は貯蓄にまわして︑繰り上げ
返済に回すことをお勧めします

図・1
■35年返済（元利均等返済）

25

年収600万円
金利

③

姶良市役所

日銀のマイナス金利の導入で
住宅ローンは︑過去最低の水準
にあります︒今までは︑借入金
の額を出来るだけ減らして利息
負担を少なくするのが常識でし
たが︑マイナス金利によって利
息負担が減っている現状では︑
従来のように︑頭金を2割以
上用意して借入額を抑えるのが
常識でしたが︑現在では︑逆に
借入金を増やして︑住宅ローン
減税をフルに活用した方が有利
なケースもあります︒
また︑繰り上げ返済など︑余
分な資金があればコツコツ繰り
上げ返済に回していた資金も︑
少しでも有利な運用に回したり︑
積み立てておいて住宅ローン減
税が終了した時点でまとめて繰
り上げ返済に回すなど︑マイナ
ス金利を有効に活かしたローン
返済が必要です︒
いずれは住宅建築をと考えて
おられるなら︑今こそ最大の
チャンスだといえるようです︒
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ハウス・オブ・ザ・イヤー･イン･エナジー2013
大賞仕様住宅

セブンイレブン

外観

郵便局

外観

中山
小学校
●●
替え玉屋

〒891-0108
鹿児島市中山1丁目14-29
TEL 099 - 267 - 7594
0120-079-089
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●運輸
● ●
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■25年返済（元利均等返済）

④

鹿児島市中山町2341 付近 鹿児島モデル

社
■本

松原
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●

松原なぎさ小学校

ホンダ

年収600万円
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●
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年収400万円
金利

⑦

建昌小学校

リビング
キッチンとダイニング
リビングとダイニング

25

減免・減額を受ける手順

至 イオン

ムダを排除して生活のし易さだけを追求すると、ただ広
い住宅よりも機能的になります。リビングは吹きぬけに
なっていますが、冬暖かく､夏涼しい省エネ住宅です。
その秘密は、住宅性能の高さにあります。「ハウス・オ
ブ・ザ・イヤー2013」の大賞受賞を始め優秀賞・優秀
企業賞を連続受賞を続けている住宅の快適性が、この小
家族タイプの住宅では、とても良く理解できると思いま
すので是非、ご家族おそろいでご見学ください。松下孝
建設では、住宅はシンプルであることが最も省エネル
ギーになるという哲学がありますが、その理想的な温熱
環境をこの機会に確かめてください。ご来場をお待ち申
し上げております。
姶良市松原町2丁目20-5 付近 姶良モデル

松下孝建設の暖冷房方式は、通常、壁掛式エアコン1台
に、補助暖冷房用1台の基本的には、2台のエアコンに
よる暖冷房を推奨しています。これは、壁･床･天井の断
熱性能が良い場合、シンプルで交換可能な設備が最も効
率的だからです。今後もこの様なシンプルなシステムを
踏襲して参りますが、この度、エアコン1台による配管
式「全室低温空調暖冷房」のプロットタイプを公開する
ことになりました。エアコン1台の全室暖房にも様々な
システムがありますが、構造躯体の中を安易に空気を通
すシステム等もあり、構造躯体を循環する空気の危険性
も指摘されています。是非一度、松下孝建設の最新技術
をご覧ください。
年収400万円

35

鹿児島展示場 公開中！
松 下 孝 行
編集責任

松下孝建設の最新空調システム
「エアコン 1 台、全室低温空調暖冷房」
発 行 人

姶良展示場 公開中！
ハイブリッド・エコ・ハート Q
「エアコン 1 台、全室低温空調暖冷房」
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