
②経済的状況の問題点【問 16】 （338件） 

 

家計がきつい。各種税金の支払いがきつい 

子供が成長するにつれて増える負担と貯金等の備えへの不安 

二子目もほしいが、将来的な経済状況への不安 

収入が少なく生活するのでいっぱいいっぱい。ボーナスもなく苦しい。 

収入が増えなく職場を変えようと思っているが子供 3人いるのでなかなか難しい。 

アパート代が高くて生活が苦しいが（公営住宅くじで落選）市は収入しか見てくれず、母子手当が満額も

らえず不満 

いつもお金がなく貯金できない。将来に不安。 

いつもぎりぎりの生活をしているので生活が苦しい 

お金が足りない 

ガソリン代がかかる 

シングルマザーの為今後の経済状況に不安がある。両親が年金暮らし（年金も減らされるようだ）となり、

子供が進学したとき、学費等を支払い切れるか不安 

ダブルワークをしているが、それでも生活が苦しいです 

ひとり親医療費の申請や公的給付がないと子供の学校費や車検のお金がないです 

もう少し経済的にゆとりがあればよい 

もう少し広い住宅に引っ越したいが、現状の家賃でいっぱいいっぱいなので、これ以上広い住宅となると

家賃が上がる。となると無理なので、このままの住宅に住むしかない。6畳、4.5畳、3畳で 3人家族では

少し狭い。 

モノの値段が高い 

やりくりが難しい。きつめないと生活が難しい。 

ゆとりがない 

ゆとりがなく、すべてにおいてきつい。教育費も生活費も税金も特に食べ盛りのため食費が。 

リフォームをしたのでそのローンがあるため 

ローンが苦しい 

安定性がない。 

医療費や税金が高い。 

一人親なので全般的に苦しい。親の家に住んでいるので申し訳ない。 

一切の余裕がない 

引っ越しもままならない。部屋が狭く息苦しい。日用品、食品の価格高騰で食べたいものも食べられない。 

家のローンが続く中、給料があがらず、決まった金額で生活するなかで、近所、しんせきなどのつきあい

で、かんこん葬祭費用が占める割合が多くて、少しも楽になる時がこない。田舎では都会のように（給料）

賃金が上がっていかないのがつらい。 



家族が多いので食費、光熱費がそれなりに大きく大変。 

家賃（2DK、5万 5千円） 

会社がケチ 

会社の収入を農業に充当してしまう。（兼業農家であるが、農業生産の米や野菜は値下がりの一方で、資

材や経費ばかり値上がりするのはおかしい。） 

学校の終わりが遅いため、医療機関などへの受診が困難である（経済的ではないが・・・） 

学童保育時間まで迎えに行けず子育て支援に費用を払い、子供を預けている（預けた費用の軽減免除がな

にもない）税金の免除とか有れば良いと思う 

記入者に持病があるため、フルタイムの仕事に就けず、将来が不安。 

急な出費（病気・家屋の修繕・設備の入れ替え等）があると、経済的にかつかつになる。 

共働きがゆえに出費も多いこと（時間をかけられない分お金で解決せざるをえない） 

教育費にお金がかかり、老後の貯金ができないこと 

教育費の支払いが大変 

教育費の出費が多い 

教育費用、子育て費用が苦しい・・・それに、お金がかさむと生活面でも苦しくなる。 

近くに高校がないため、村外へ進学するが、2重生活のようになり生活が苦しい 

契約職員、派遣職員など期間満了になってしまうと次の仕事を探すまでの間経済が不安定、年齢的に、正

社員など難しく、児童クラブの時間を考えると残業があるような仕事は子供がもう少し大きくならないと

難しい。仕事がずっと続けられれば経済的に安定すると思います。 

経済的にも時間も足りない。そのため、子どもと触れ合うことができない。 

経済的支援などの仕組みがわかりにくい。役場でも説明がわかりにくい。誰が受けられるのか明確に、簡

単にしてほしい。 

月の勤務によって給料が変動するので、貯金を使いながら生活する時がある。なかなか貯金ができない。 

月の収入が不安定なため生活が大変な時がある 

月々の収入が安定していない 

現在は特にないが、将来高校進学になったとき、通える範囲での高校があるか、ない場合子ども二人を下

宿、または家族で引っ越す形となるので、経済的に厳しくなることが予測され不安を感じる。 

口座引落がされない時がある。（うっかりして口座の残金を確認していなくて） 

高校に入学すれば今まで以上に苦しくなると思う 

高校の野球部で部費遠征費、とにかく一式そろえるのに 50万近くかかった。 

高校までは、大きな問題は感じなかったが、大学進学により一人暮らしの為の生活費と学費負担が大きく、

福島県外に２人の子供が進学するようになったら、非常に負担と感じている 

高校以上は就学支援がないので奨学金を借りるしかない 

高校生は保護費などに含まれないので（授業他）その負担も大きく病院通院費食費もきりつめていても・・・

特に冬場は光熱費、灯油にかなりのお金がかかりどうすればいいのか。子供たちも理解してるのでお風呂



も週 1、あとはシャワーで済ます。冬場はお風呂がいいのに。おかずもその日作ったのを 2～3日もたせて

食べるようにしている。周りの友達などお弁当比べると娘のは質素でかわいそうで・・高校も給食でまか

なえれば・・ 

高校卒業後の学費 

今は何とかやっていけてるが、子供が高校生になったら出費が多いのではないか心配。 

今は義務教育中でなんとかなっているが来春からがとても不安 

今現在、無職なので生活が苦しい。 

今後の学費が不安 

今後子供が大学等に進学したときの授業料と生活費の仕送りが出来るのだろうか。自分も定職についてい

られるのか不安 

今後子供の入学などの費用がどのくらい必要になってくるのか不安である 

昨年、小学校に入学しましたが、6人に 1人が制服や学用品が買えないという日本の現状の中、ランドセ

ルの値段はピンからキリまでありました。義務教育の中で使うものは、一律の値段にし、安価で良いので

はと感じました。差別が生まれます。 

子どもが 3人いるのでこれから大学進学をするとしての学費と夫が単身赴任なので、二重、三重生活への

不安。 

子どもの成長とともに通信費が増えてきた。コミュニケーションツールや連絡手段、情報源等で今の時代

必要なのでしょうが…。 

子ども二人大学等へ進学させるお金がない。祖父が国民年金のため生活費が入れられない。 

子の父からの養育費の支払いがない。 

子育てで今後さらにお金がかかる。家を建てられるか心配。 

子育て等もう少しいろいろあってほしい。28年 4月生まれ以降とかじゃなく平等にしてほしい。 

子供がまだ小さいので、夫の定年が間近となり、その後の仕事も決まっているが、夫は母の生活の負担も

あり悩んでいる様子。 

子供が高校卒業してから進学を希望したとき経済的に進学できない。させてやれない。 

子供が卒業時希望したい科目、専門、大学なりすべてをあきらめさせざるを得ない事しかなく、切ない気

持ちです。 

子供が中高生になったとき、生活が苦しくなるのではないかと不安になる 

子供に関しての出費が多い 

子供に部活をやらせたくても費用・時間がないためやらせてあげられない。 

子供の高校進学での下宿にかかる費用 

子供の進学費用。 

子供の扶養控除がなくなる等制度改革による実質的負担増、消費税増税、物価上昇等、支出負担が増える

ばかりで生活にゆとりが持てない。健康に不安があると働くことも難しい。急な支出への備えができない 

私（母）が現在学生であること 



私と子どもの二人暮らしなので、いろいろ大変な事が多いです 

児童手当扶養手当祖父母年金少したすけられて、何とかやっています。 

自分の病院代と、上記の教育費により生活が苦しい 

社会保険料が高すぎる 

車を持っていると、税金・車検・保険等が大変。しかし県内では必要不可欠。 

借金が多い 

若い世帯の生活が苦しい 

主人が単身赴任の為住宅ローンと家賃と高速代、ガソリン代が大変です 

主人が転勤になって、残業がなくなり、その分かなり収入が減り生活が苦しい。 

手当をもらっても間に合わなくて家計が苦しい。 

収入があっても支出が多く、貯金までいかない 

収入が少ない 

収入が少ないため生活が苦しい 

収入が少ないので生活が苦しい 

収入が少ない為厳しい 

収入が少なく、生活が苦しい。 

収入が増えず、保険料（税金）が増える 

収入が増えない中、子供たちへの教育費が増え生活にゆとりがない 

収入が不安定なため生活に波がある 

収入が不安定のため苦しいときや普通の時があるため安定希望 

収入と支出のバランスが取れず毎月赤字 

収入に対して固定支出の割合が多い 

収入に対して支出が多く、生活が苦しい 

収入の割に支出が多いです。とくに税金。 

収入は増えないのに、子供が成長して、支出は増えるので大変 

収入よりも支出が多いときがある。携帯電話などの使用料金 

収入より支出の方が多い。生活は楽ではありません。 

収入を得る仕事が少ない＝生活が苦しい＝足りないときは借金＝二重に生活が苦しい 

就学支援を受けていても、学期ごとに帰ってくるので毎月の支払いは普通の家庭と変わらないので生活が

苦しい 

就職した長男が、きちんと経済感覚を習得できていない点。（来年にはなんとかしたい。）自分自身の給

料が安い点。（昇給がない。） 

住宅や車のローン返済 

消費税が 8％になってから、購入意欲は落ちたと同時に日常生活に必要な物や医療費にまで、お金を出す

事に考えてしまうことがあり最優先すべきことを迷うことがある。交通費が高い。電車バスがないのでと



ても不便です（タクシーを利用する） 

消費税が高い 

消費税が高すぎる 

障害疾病により就労できなくなり年金受給のみの収入となった夫を持ち子供の大学について費用が心配 

上の子に障がいがある為、デイサービスに通うガソリン代がけっこうかかる。自分が思ったところの仕事

につけないため、経済的に苦しい。 

上の子二人が大学生で、現在貯金を切り崩している状況 

食べざかりの子どもがいるので、食事等・衣類などが高いので苦しい 

親が無職の為、生活保護 

生活がいつになっても苦しい 

生活がいつもぎりぎりである。 

生活がかなり苦しい 

生活がぎりぎり 

生活がとても苦しい 

生活がとても苦しい。 

生活がやや苦しくなってきてます 

生活が苦しい 

生活が苦しい 塾に通わせたい 

生活が苦しい 

いろんな事情があり実家を出ようとしているが生活できるか不安である 

生活が苦しい、貯金が出来ない。 

生活が苦しい。 

生活が苦しい。 

中学校までは就学支援等があって、助けてもらえるが高校にあがるとさらに苦しくなります。 

生活が苦しい。給料が低い。 

生活が苦しい。私が車の免許がないので働けない。（近くに職場がない） 

生活が苦しい。自営業なので収入が安定しない 

生活が苦しい。旦那１人の収入では毎月赤字である。私自身持病があるので働くことが今は困難である。

子供３人は授かりたいと思っているが、現時点で経済的に不可能である。 

生活が苦しい。父の医療費が払えない、または難しいときがある 

生活が苦しいので一生懸命働くが、収入があるとなって児童扶養手当が減額される 

生活が苦しいのに働きたくても働けない状況です。 

生活が苦しいのは主人がなくなり年金がない 

生活が大変 

生活が毎月苦しい 



生活はいつになっても苦しいまま 

子供が成長することに伴って大変さだけが増している。 

生活はぎりぎりだが生活はできていると思う。ただ子どもは、家庭環境（お金がない）は不幸だとよく言

う。 

生活はとても苦しい 

生活をするのが精一杯で急な出費などに対応できない 

生活困難 

生活費がかなりかかっていて苦しい 

生活費少ない苦しい 

生活保護で生活 

生活保護に頼っていて、自分の収入だけでは自立の目途が立てられていないこと（子どもの障がいの都合

もあり、預け先の確保ができない） 

生活量が少し苦しい 

生活がやや苦しい。母の仕事の面 

税の負担が多すぎ 

税金が苦しい 

税金が高い 

税金が高い（固定資産・車・車検等） 

税金が高い。国民健康保険料が特に高く、負担です。 

税金が高くて苦しい。 

税金などひかれる金額が高い。預金に余裕がない。 

税金の支払いが大変 

税金の支払いにとてもストレスを感じている。 

税金高い 

祖母の介護 

双子の姉妹の為一度にかかる費用などが大変 

孫が一人増えただけでもいろいろと出費が多い 

大学進学に伴う費用 

単身赴任による二重生活にかかる経済が負担である。 

遅くまで勤務できないので、収入が減った 

築 6年の住宅ローン（元夫名義）の支払いが大変。私名義ではないため、住宅借入金控除も受けられない。

大学進学はどうしたら良いのかわからない。 

中学生になると塾に通う子が多く、公立を目指すには学力が必要＝塾に通う、という部分。 

貯金ができない。病院に通えない。 

貯金ができるほどの余裕がない 



貯金が増えない。 

貯蓄ができない。 

貯蓄が増えない 

貯蓄が難しい。貯金が減っていく 

貯蓄する分が残らない。 

貯蓄まで回らない事 

町の税金が他町村に比べて高い 

町営住宅の家賃が他地域と比べ高い 

長男は奨学金を使って大学に行っているが、年々奨学金で足りない部分の負担が大きくなり、今後を考え

ると不安しかない。長女も進学を希望しているので、給付型の奨学金が利用できるようになってほしい。 

店が遠いのでガソリン代がかかる。震災後は田んぼをやらなくなったので米代がかかる 

都会の生活は住宅の支払いと塾代等で大変である 

冬になると光熱費があがるので、引き落としが間に合わなかったりします。 

透析の送迎でのタクシー代 

働いても働いても生活が苦しく、無駄遣いしてるとも思わず、車の維持費さえも危うい状況、娘の進学も

諦めさせてしまい大変申し訳ない。 

独り親なので生活が厳しい 

日々の金に困ることがある 

年々生活が苦しくなっていく 

非常に生活が苦しい 

夫がローンを組みすぎているのではないかと思う。（把握しているわけではないのでどのぐらいあるのか

わからないが） 

夫が単身赴任で二重生活なので、必要以上にお金を使ってしまうのが問題。一緒のときはこんなにお金を

使わなかった。 

夫が転職したため収入に変化があり、生活が苦しくなっている 

夫とは別居中なため通常よりお金を多く渡している為、金銭的にやや苦しいです。子供たちは自分からや

りたいと言い体の為（喘息なのでスイミング通い）友人関係良継続の理由によりやめさせるのは子供たち

の失望感、友人関係が悪くなるなどの不安がありできません 

夫の退職後（あと 6年後）子どもがまだ小さいので、経済面で不安である。 

扶養すべき子どもの教育費が高い。（受験費用はペテンに近い） 

普通勤務では生活が苦しいので、残業や内職で生活費をおぎなっているので、体力的に限界を感じている。 

父が亡くなったばかりで就業者は私だけとなってしまったが、正職員でなく、収入も安定していないし年

収も低いので、とても苦しく、今後のことを考えると不安しかない。 

父が亡くなり、収入が私の給料のみとなってしまったが、村の臨時職員の為、自給のみの給与で賞与など

もないため生活がとても苦しい 



父子家庭で近くに仕事がない 

父子家庭なので学費等で毎日負担が大きい 

部活・塾など、成長するにつれ、お金がかかっていくのが不安 

物価が高い。 

保育料が高く、正職で（母）働く意味があるのか 

保険等を考えると小さい保険しか入れず、今後定年に達した時、不安になる。 

母の給与は子供の支払い（学校、保育所等）にすべて行ってしまう（マイナス傾向） 

母子家庭でも、同居している祖父母がいる場合（まだ働いている為）、ほかの母子家庭は受けている保護

が受けられない。食費・保育園料など祖父母からは負担してもらっていない。 

母子家庭で正職でないので生活が不安定 

母子家庭なので収入が少なく、教育費に充てられない。 

母子家庭のため、今後子供にお金がかかるため大変。 

母子家庭のため生活が苦しい 

母子家庭の為働ける時間も限られる 

母親一人の収入なので、高校まではなんとか頑張りましたが、大学や専門学校など行かせてあげたいが、

なかなか難しい。 

毎月計算しながらの生活で、子供の衣服など満足に準備してあげることが出来ないときがある 

毎月生活していくのが大変苦しい 

毎月赤字です。食品も高い！ 

毎月大変です。 

未婚の母子家庭なので税金が高い。 

面倒を見なければいけない家族が多い 

戻ってくる就学支援も、一度は払わなければならない事。 

生活が苦しい中 3人分は大変です 

問 15の費用×人分になると苦しい 

余暇活動に使えるお金が少ない 

預貯金ができない。地方で車がないと生活できないが、車の費用が負担となっている・ 

養育費が不定期なので、毎月ギリギリの生活費になってしまい苦しいです 

来年 6月で主人が定年退職するから定収入がなくなるのでどうしたらよいか考えています。 

両親、子どもたちを支えるのに経済的に厳しい。自営もなかなか難しい状況が現実です。 

生活はできているが、毎月赤字である 

家賃、光熱費が以前より高く、食べたいものを我慢するときがある。（おやつ） 

子どもにたくさんおかねがかかる。毎月の生活が苦しい 

出費が多い 

生活がやや苦しい。義務教育の小中学校でなぜ制服などの学用品にお金がかかるのか 



教育費が年々増加傾向にあり、3人の子どもが社会に出るまで教育ローンがどこまで膨らむか心配 

この先の支出の予算を建てられない 

将来が不安 

給料が安くて苦しい 

一人暮らしをしている実母がいるが、一緒に住むことが出来ず生活費も支えてやりたいが今の収入では、

支えることが難しい。子どもたちのこれからの教育費、生活があり、困難である 

次男の療育費用は受給者証によって 1割負担で利用でき大変助けっているが、病院によっては 1割負担で

利用できなかったりするので考えながら利用している。 

収入が不安定 

労働力に対する現金収入が低い（現金を必要とする社会だ） 

人口減少 

先行き不安、生活苦、税金高い 

いずれ手術になることがわかっているため以前の職種につけず職種を選ばなければならないため収入が変

わり生活が苦しい 

父母共に高齢で高校、大学と進んでいく気持ちが子供にあるのに経済力がどうなるのか不安である 

生活が大変苦しい 

母…会社を退職したが、健康保険料や税金がとても高く、支払いが苦しい。 父…体調が悪く思うように

働けない為、働くのがむずかしい。 

生活はできるが、貯蓄にあまり回せていないので、今後さらに出費が増えたら不安。 

生活が苦しいため、塾へ通わせてあげることができない。 

新築のローン 

今は父の収入のみなので、やや苦しい。母は出産するにあたり仕事をやめなければいけなかった。また仕

事したくても、保育園が待機で入れない。 

私立高校の授業料が高額。 

やりくりが苦しく、貯金までできないので、将来が心配 

収入が少ない。 

保護をはじめてから昔よりは生活できているが、学用品や部活費など支給されなかったり、一部だったり

と苦しいときがある。また、給食費は次の月に支給される為、2・3月分の給食費をまとめて 2月に学校に

渡すが、支給は 3月の為、その月が苦しくなる。 

最低限のものしか買えない。 

支払いが多く、生活が苦しい。 

賃金は地方だからと低いのに、消費税増税、野菜等の高等により、食費など生活の出費が増え、しんどい。 

冬は公共料金が高くなる。 

生活が安定しない 

年齢が高くなってからの子どもだったので、夫が退職後に、子どもふたりが大学進学となり、将来が不安



になる。 

生活にゆとりがない。震災後、家がなくなり、家を建てたが、時間にも。お金にも余裕がなく、子どもと

の時間も少ない。 

なかなかお金が貯まらない。 

東電社員というだけで、本人も子どもも賠償が受けられていない。また、借り上げも大家の都合でできず、

本来なら東電に求めるものも社員ということで、東電に求めても支払われない。家賃の負担は実費。 

生活がかなり苦しく、やりくりが大変である。 

母一人が働いているだけなので、生活はギリギリである。 

将来の教育費が不安 

ゆとりがあるときとない時と激しい。不安定 

将来が不安。子どもの大学の費用や自分たちの年金はどうなるのか。 

生活が苦しいです 

子どもが 4人いても特別な補助がない（生活面、教育面） 

金銭管理ができない 

教育費が段々多額になってきた 

娘二人が今春進学するにあたり教育資金、やりくりが大変になる。生活苦と娘二人の今後の学資金をどう

捻出するかが今一番の課題である。 

母子家庭なので節約しながら暮らしています。冬は光熱費が多く大変です 

子どもが大きくなるにつれてお金がかかり生活が苦しい 

大学資金 

毎月ギリギリの生活で貯金がなく進学時にかかるお金が心配 

住宅ローンがある中、長男の大学の進学は少々厳しい状況、奨学金の返済が子供にとって負担になるので

はないかと心配 

税金が高い、子供に係るものが多く苦しい 

子どもにかかる費用が大変 

学校費用が多く、赤字になるとがある 

塾や保険などにあてれるお金がない。余裕がない 

生活保護のため塾にも行かせてやれず生活が苦しい 

仕事がしたいが病気の為できない。でも仕事をして生保をやめたい 

通院交通費がかさむ 

将来の学費、仕送りなど、見当がつかない 

子どもが多いので年金などの重なるときの生活が苦しい 

収支割合 

そもそも生活保護の支給が少ない 

夫の収入が不安定 



 


