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            子ども手当ての使いみち 

平成 22 年 4 月 1 日に施行、6 月より「子ども手当て」の支給が始まりました。

これまでの児童手当と異なって、子どもてあてには所得制限がありません。 
そして、平成 22 年度は、中学校終了までの子ども一人につき、月額 1 万 3 千円

を父母等に支給されています。（支給要件は、子どもを監護し、かつ、生計を同

じくしていること等） 
 また、支給された「子ども手当て」の使いみちが多少気になるところです。

306 名を対象に行われた『子ども手当の使い道は？』アンケートの結果を少し紹

介します。2010 年 6 月 24 日～2010 年 6 月 30 日 ミキハウス子育て総研調査より抜粋 
具体的な使い道について、いくつかピックアップ 
【やっぱり貯金へ】 
＊3 人の子ども、それぞれの口座へ。 
＊この手当てがいつまでつづのか分からないので、 
とりあえず貯金。 

＊とりあえず貯金をして、徐々にいろんなことに 
使っていくと思う。 

＊子どもに与えられたお金なので、親のことでは 
絶対に使わない。貯金してあげたい。 

＊毎月の貯金額を増やした。 
【子どもの成長や教育、健康のために】 
＊ピアノに興味を示したので、キーボードの購入を検討中。 
＊子どもがサッカークラブに加入するためスパイク・ボール・ソックス・ジャージ購入。 
＊絵本などで、子どもの希望と、学習系の教材を考えている。 
＊まだ小さいので、将来の子供の学費や習い事の費用に充てたい。 
＊歯科矯正＊ＨＩＢと肺炎球菌の予防接種の代金の一部として使用予定。 
＊学資保険＊幼稚園の月謝の一部＊小学校入学の準備金＊塾代に全部消えそう 
【家計に回す】 
＊ 地デジ対応テレビを買う。＊食費や生活費。＊小学校の給食費、生活費への補助 
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2009年 2010年 2010年 2009年 2010年 2010年

9月 8月 9月 9月 8月 9月

185 182 182 436,556 482,208 445,158

46.5 46.9 46.8 306,725 346,915 318,588

3.8 3.9 3.9 56,058 57,675 56,561

公　務　員 13.0 14.8 14.3 41,873 43,739 45,083

会　社　員 69.2 63.7 66.5 19,594 15,321 27,928

自営業等 9.2 12.1 10.4 14,414 16,635 16,040

無　　　職 8.6 9.3 8.8 10,159 9,998 9,914

20～29 歳 0.5 1.6 1.6 9,166 14,213 6,217

30～39 歳 28.1 24.2 25.3 7,368 8,478 8,087

40～49 歳 41.1 44.0 42.9 12,473 19,900 11,688

50～59 歳 16.3 17.0 16.5 4,069 6,452 4,309

60歳以上 13.5 13.2 13.7 14,984 16,588 18,990

40,236 38,382 37,567

19,516 25,144 23,016

28,403 29,230 27,855

415,204 519,383 436,697 23,492 38,251 20,882

293,339 321,947 301,466 4,919 6,911 4,452

40,099 39,677 41,025 129,831 135,293 126,570

4,717 19,548 275 24,060 28,923 24,775

81 1,753 0 45,838 52,929 48,936

3,906 44,273 2,675 52,172 47,949 44,775

703 17,986 1,432 7,761 5,493 8,085

11,440 13,818

1,120 1,814 29,906 33,322 28,213

7,365 5,478 5,275 特　別　収　入

2,052 1,692 1,239 退職金（役職定年退職金） 3,433,904

24,638 25,825 27,040

2,357 4,281 2,307 特　別　支　出

16,859 24,364 38,334 火災保険年払い 108,690

※2009年の自家営業（夫）（妻）については、世帯における自家営業収入のデータしかとっていない。

世帯の状況 実　　支　　出

　　教養娯楽費

　　交　　際　　費

　　交　　通　　費

　　通　　信　　費

世
帯
主
年
齢

　　保健医療費

　　理容衛生費

がつのデータ （2010年9月分）

　　水 ・ 光 熱 費

　　被　　服　　費

　合　　　　　　計

　消　費　支　出

　　食　　　　　費

　 住居費(家賃･ローン)

　　住居費（その他）

再　　　　　掲

 住宅ローン返済額

　年    金  （夫）

　　　　　　　（妻）

　　私的保険料

　 その他非消費支出

19,086

　その他の収入　　

調査対象数(世帯)

世帯主年齢　（歳）

平均家族数　（人）

同居家族からの収入

　賞　　与　（夫）

　　　　　　　（妻）

実　　収　　入

　合　　　　　　計

世
帯
主
職
種

　　　　　　　（妻）

　給　　料　（夫）

　　　　　　　（妻）

　自　家　営　業(夫）

　　　　　　　（妻）

　家賃・地代収入

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ収入(夫)

　　税　　　　　金

　　社会保険料

　　教　　育　　費

　　職業・主婦費

　　そ　　の　　他

　非 消 費 支 出

　　自動車関係費



9 月 の お た 

 
★夏に転勤で引越となり、8 月はバタバタ

と日々が過ぎ、ようやく今月に入って落ち

着いたかな・・・・といった感じです。9
月の 3 連休には香川のレノマに遊びに行き

ました。連休とあって大変混んでいました

が、レノマに近くなり、日帰りできたので

その分薄暗くなる 7 時くらいまで目一杯遊

ぶことが出来ました。だいぶん涼しくなり、

エアコンも使わずに過ごせるようになった

ので気分も家計も嬉しいです。（30 歳） 
 
★今月は家電がこわれたり、家の修理費が

かかったり・・・・。予定外の出費があり

ました。結婚して 10 年。そろそろいろいろ

な家電がこわれ始める時期なのでしょう

か･･･。考えるだけで恐ろしい･･。（31 歳） 
 
★夫が携帯のパケ放題を解約しました。な

のに、携帯でオークションをしていたら、

通話料がとんでもないことに･･。2 日目に

気がついたので（念のため通信料確認しま

した）難をまぬがれましたが、それでも痛

い出費です。皆様もお気をつけください。

（31 歳） 
 
★8 月中エアコン生活で過去最高額の電気

代を払うことになりました。ガソリン代、

高速代といろいろ使ってしまい・・。来月

から、サイフのひもを締めていこうと思い

ます。夫の体調、血液検査の結果も良好に

なりました。体調を整え、健康第一で過ご

してほしいです。（33 歳） 
 
★今月は 1 年分のお米をまとめ買いしたた

めに、食費が大幅に増えました。中旬に店 

 

よ  り  か  ら 

 
の業務用エアコンがこわれ、この夏の猛 
暑のため在庫も殆ど無く品薄状態で、いつ

設置できるかわからなかったのですが、メ

ーカーさんの協力もあり、3 日ほど臨時休

業しただけでまた、営業を再開することが

出来ました。日頃の点検と掃除が大切なん

だと痛感しました。（36 歳） 
 
★今年も残り 3 ヶ月。毎月、家計データー

を集計＆提出することだけで精一杯になっ

ていることに反省。先月よりどうなったの

が、半年、一年前よりも改善されているの

か･･など、殆ど分かっていない。来月から

は、年間収支表を活かせるようにしたい。

今月は家族ぐるみのおつきあいで外食が 2
回ありました。先月と同じくらいの食費だ

ったので安心。できるだけ、1 週間分の献

立を考え、安売りにまどわされず計画的に

お買い物できるよう頑張るつもりです。（37
歳） 
 
★今月は予防接種を 2 回して、2 万円近く

かかりました。また、インフルエンザの予

防接種の費用のことを考えると頭が痛いで

す。（40 歳） 
 
★昨年、今住んでいるマンションンに引越

しした時に 15 年ぶりにエアコンを買い換

えました。今年はそのお手並み拝見。猛暑

にもかかわらす、以前に住んでいた家より、

リビングが広くなったにもかかわらず、電

気代はほぼ変わらず。今の省エネ家電って

すごいですね。（44 歳） 
 
★給料前になると買い物を避け、保存食の

乾物、缶詰等を最大限に利用しています。



そして給料が入ったら、これでもか－とい

う程、保存食の補足をしてしまい反省！ 
（41 歳） 
 
★大学生の娘が二人いるが、メールも電話

もまったくしない。せっかく親元を離れて

自立しようとしているのだから、心配でも

ほったらかしである。二女から何ヶ月ぶり

にメールで弁当の写メールが届いた。弁当

つくりにはまっているそうだ。こんにゃく

の煮物と卵焼と野菜炒めのようなおかずだ

った。そして、「アルバイトしたお金がやっ

とたまって来月電子レンジが買えそうで

す」と、書いてあった。自分で働いて買っ

たら、大事に使うだろう。「チン！」するお

かずに頼らず今までよくがんばったなあと、

思ったがうっかり返信していない。（45 歳） 
 
★火災保険の年払い分がそっくり赤字にな

りました。一年分まとめ買いしているお米

代も加わったわりには、まずまずかなと思

っています。つけ忘れて、レシートなどた

まっていましたが、提出しなくては！と思

うと、夜中までかかってでも集計しようと

思い頑張りました。（53 歳） 
 
★今月は予定通りの出費で、納得するしか

ないなと諦めの境地。倹約できるところは、

自他共に認めるエコ生活を実行している。

しかし、人間関係を円滑にするためには、

ケチれないところが多々あり、悩む。こど

も使用のパソコンが故障してしまって、今

月は教育費が 2 倍に。後期学費納入を来月

に控え、ゆううつ･･･。（61 歳） 
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★食材の宅配を利用し始めました。買い物

へいく時間の節約とつい安くなっているも

のを買ったりする衝動買の節約をと思い、

始めましたが、宅配だけでは賄いきれない

のでやはり買い物へは行かざるをえません。

主食を買わなくていい分、ついつい嗜好品

を買ってしまいます。結局は、今までの食

費をはるかにオーバーしてしまった 1 ヶ月

でした。毎日メニュ－を考えなくていいこ

とや、どうしても買い物に出られなくても

何とかなるという手軽さは魅力ですが、来

週から宅配はちょっとお休みしてまたもと

の生活に戻してみようと思います。（41 歳） 
 
★8 月に買ったクーラーの代金引き落とし

と、傾いた我が家の修理とでざっと 50 万円

かかってしまいました。ボーナスが無い我

が家にとっては、大変な出費。通帳の残高

が減っていく。おまけに今月は教育費が 18
万円もかかったし。めげずにまたコツコツ

貯めていくしかないか！がんばろ！（51
歳） 
 
★久々に黒字になってうれしいです。ただ、

どうしても 5 円あいませでした。自分のア

ルバイト先の会社が倒産したため、来月か

らは収入減になりそうです。また、現在暮

らしている社宅の取り壊しが決まり、4 月

には引越しすることになりそうで、いつま

でたっても気が抜けません。とはいえ、来

月のシルバーウィークは旅行にいくことも

決めているので、それはそれで楽しみたい

です。（36 歳） 
 
 
 
愛媛県生活協同組合連合会 
〒790-8543 松山市朝生田町 3-1-12 

Tel 089-931-5207 
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