
家計・くらしの調査の報告

今月もご協力ありがとうございます。
2021年４月分の結果をご報告します。有効回答数は992件でした。
その内、20代が6件、30代が102件、40代が254件、50代が276件、60代が
231件、70代以上が123件でした。

４月の教育費について、年代別の平均額（記入者平均）を見てみました。

最も金額が高いのは５０代の258,325円で、次は６０代の147,758円、４０代の100,477円と続き

ました。４月は授業料・入学に関わる出費が多くなっています。みなさまから頂いたコメントでは、大学・専門

学校入学費に約８0～130万円かかったご家庭が多いようでした。
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■小学校～高校 学習費の目安 ■大学 初年度納付金の目安

※【出典】文部科学省「平成30年度子供の学習費調査」
※「学習費」に含まれるのは、学校教育費、学校給食費、

学校外活動費（塾、習い事など）
１年間の総額に就学期間をかけて算出。 ※【出典】文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」

※【出典】文部科学省「平成30年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金等
平均額（定員１人当たり）の調査結果について」



モニターさんからの声

高校の修学旅行が延期から中
止になったので、積立金が戻っ
てきました。4月末の遠足も延
期になり、娘は不満爆発です。
(神奈川県 50代)

今月は食費が少し多いと思い、
家計簿を見返してみると、休日
の昼食や夕食にお弁当などを
買って食べたことが多かったこと
に気付きました。これを浪費とみ
るか、それともコロナで楽しみが
減ったための必要経費とみるか、
難しい問題です。
(神奈川県 50代)

携帯の機種変更で通信費が
今までより少し高くなったが、コロ
ナ自粛の間は会えない友人と
Lineで繋がるため、従来型の
携帯を卒業して、60歳以上対
象の「初めてスマホ割」とやらに
変更した。 (大阪府 60代)

15年～20年に1回は塗装する
ように言われていた屋根の塗装
を思い切ってやった。同じ塗装
屋さんにお願いしたが、１９年
前は67万円だったが今回は
110万円かかった。
(愛媛県 70代)

自粛生活もそれなりに楽しみま
した。お弁当を持って行き菜の
花の咲いている河原の土手で
川の流れを見ながらおにぎりを
食べる美味しさもまんざらではあ
りませんでした。ドライブで山藤
の優しい藤色も楽しみました。
季節の移ろいを木々や花々が
教えてくれます。
(兵庫県 70代)

フルタイムで仕事をしながら、4
月から、大学院に進学しました。
どこまで頑張れるかわかりません
が、体を壊さない程度に続けて
いきたいと思います。また、奨学
金に応募したので、それが採用
されることを願っています。
(宮城県 30代)

母の日、いとこの入学祝い、息
子の学習机とベッドなど、春なら
ではの出費が続々。来月は税
金、夏は車検もあるし、引き締
め！ (長崎県 30代)

大学2年に進級した娘が4／
14に初登校。今年度は対面
授業が必要な科目については
対面授業で、それ以外はWeb
授業との方針。1日に1コマか2
コマは対面授業があるため、毎
日学校に通うことになった。その
為、鉄道＋バスの定期代3ヶ月
分52020円を購入。教科書
19411円、パソコンの教材
11000円、作業用の帽子
660円、学校のロッカー代
2000円、1年間の学校学納
金1078000円(全て教育費)。
学校が始まり1年時にWeb授
業で顔を合わせていたクラスメイ
トも実際に初の顔合わせで、マ
スクをしていると誰か分からない
と戸惑っていた。大学生だとクラ
スメイトと一斉に顔を合わせる
機会も無く、同じ授業を取って
いれば会える程度でなんとなく
見切り発車的な大学生活の始
まりだと言っていた。大学リアルス
タートして1週間で東京の緊急
事態宣言でまた、Web授業に
戻ってしまった。定期代を払い
戻ししようと考えている。小学校
～高校は登校しているのに、大
学生が登校できないのはやはり
おかしいと思う。高い授業料も
払っているのに。
(神奈川県 50代)

春は固定資産税＋自動車保
険＋車検＋自動車税と、まと
まった出費がありますが、家計
簿をつけているおかげで今年は
心の準備ができました。費用の
準備は思ったようには出来ませ
んでしたが(苦笑)
(愛知県 40代)

ダイエットに成功して以前の服
や下着が合わなくなったため、サ
イズの小さいものに買い替えた。
美容を意識し始めてコスメも買
い替えた。(東京都 30代)

日々、食料品と日用品のチラシ
価格を気にして、密にならない
ように午前中の時間帯か、20
時以降の人が少ないときに行く
ようにしてます。食べても食べて
もまた次の食材の買物内容と
金額を考えないといけないのが
負担に感じる。食材費くらいで
テイクアウト出来ればいいのに。
日々の消費活動に疲れてる。
(沖縄県 50代)

薬剤師ですが、コロナの影響で
患者数減少しシフトが減らされ
大幅収入減です。同時に息子
が休学+起業して一旦帰京し
たため賃料等がかからなくなりま
した。事業が軌道に乗り収入を
得るようになれば、私の役目も
漸く終了します。
(東京都 50代)



電気使用量の平均は390kwh、料金の平均は

8,723円となり、使用量・料金ともに前月を下回

りました。

都市ガスの使用量平均は44.2㎥、料金の平均

は6,273円、LPガスの使用量平均は11.6㎥、

料金の平均は7,288円となり、こちらも使用量・

料金ともに減少しました。

収支（総平均・年代別）

電気・ガス

今月もコメントもたくさん頂きありがとうございます！
入学、進学、新環境でスタートされた方も多いようですね。
４月にご協力をお願いしたアンケート結果について、
末尾に掲載しましたのでご覧ください。
「費目見直し」は、皆さんのご意見を踏まえて検討を始めました。
たくさんの方にご協力頂きありがとうございました。
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収支（記入者平均・年代別）



アンケート結果

【コラム】
「家計・くらしの調査」モニターって、こんな人たちです

1.アンケート実施の概要

「家計・くらしの調査」としての取り組みが3年
間実施したことを踏まえて、本年4月に登録モニ
ター(1194人)にインターネットによるアンケート調
査を実施しました(797人回答、回答率67%)。
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世代構成

20代・30代 40代 50代 60代 ７０代以上【あなたは手書き派、アプリ派? 】
2.利用している家計簿

年代問わず、「手書き」派が主流でした。30歳代以下・40歳代では、スマートフォンのア
プリも利用の方も増えています(30歳代以下では、PCとアプリがほぼ同程度となっていま
す)。

311

196 188

67
35

0

50

100

150

200

250

300

350

家計簿(手書き) 「生協の家計簿(手書き)」 PC アプリ その他

利用方法(人数)

3.モニター登録参加の理由

「提出後の謝礼」「家計簿記入を続けるためのモチベーション」「自分の生活・暮らし
を見直すため」の3つが大きな理由となっています。それら以外にも、さまざまな理由を選
んでいらっしゃいます。

【「家計簿」記入は、何のため? 】
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アンケートに寄せられた声（一部抜粋）

FP3級合格できたので、2級
目指して頑張ります。

長年、家計調査に参加させ
ていただき、ありがとうご
ざいます。家計簿をつける
習慣のおかげで住宅ローン
を早々と繰上返済できて、
ゆとりある生活を送ること
ができています。

最初は、図書カードが欲し
いためでしたが、今では、
年間収支の把握や、家計管
理に欠かせないものになっ
てきました。家計支出、管
理は生き方の基本だと思う。
大切に活用するよう、学び
たい。

家計簿モニターは、自分の
中で習慣化されています。
家計簿モニターの交流会を
してみたいです。

国民の生活実態を把握して
統計を取り、国や所定の機
関へ必要な意見陳述をして
頂く良い材料になればと
日々切に願っております。
今後ともこの活動をずっと
続けて下さいますよう宜し
くお願いいたします。

調査に参加していなければ
自分の家の家計がどうなっ
ているのか正確にわからな
かった。やってよかったと
思います。

家計簿は自分のぼけ防止に
もなるかなと・・・？ 皆
さんの声を読むのも参考に
なっています。投稿者の年
齢を見て自分よりもずっと
上の方がいたりすると頑張
ろうという気持ちになりま
す。

もっと普通の組合員の生活
が見てみたい。皆さんの収
入が高すぎます。現実は年
収400万円内組合員が大勢い
ます。

続けることが時々大変と思
うようになったが、価値が
あることだと自分を励まし
ています。

コロナ禍の中なので特に生
活の見直しの必要性を感じ
ています。他の組合員の方
や職員の取り組みを参考に
させて頂きたいです。です。

生協の家計簿をつけはじめ
て20年以上になり家計簿
は私の生活の一部です。と
てもよい経験、習慣になり
ました。お金の流れを管理
することは生活を管理する
のに重要な指針になります。
しかしこれからのキャッ
シュレス社会で家計簿管理
をどのようにしていけばい
いか困惑していました。新
しい家計管理を示してもら
えると有難いです。

市井の人々の家計は生活の
源です。生活者が少しでも
生活しやすくなる様に貴重
なデータを十分活用して下
さい。

私達は、後数年で年金生活
になります。同世代のかた
の年収を見ていると我が家
は、とても不安になります。
調査表を見て少しでも節約、
見直しができたらと、毎回
結果を楽しみに見ています。

日々の忙しさにかまけて、
家計から貯蓄に回せる剰余
金がより多く生まれればい
い、という括りでやって来
たことが反省されます。今
のコロナ禍の下ではなおさ
ら、社会制度や世界経済を
知らないといけないと思っ
ています。コロナ後の暮ら
しは、お金に頼らない助け
合いの方向へと願っていま
す。COOPはそのよきお手
本です、もっと広がるとい
いですね。

以前の家計簿モニター経験
者数人で、家計簿サークル
を結成していますが、コロ
ナ禍でなかなか、お会いで
きないこの１年でした。

家計簿の実態調査は日本経
済への問題提起の為にも必
要です。生協が発信する立
場を継続していくべきです。

家計簿を記帳することで、
日々、気づきや発見があるの
で、楽しみになりました。

報告するという目的がある
おかげで家計簿をつける習
慣が出来ています。一年頑
張ったご褒美もとてもうれ
しいです


