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増えた支出についての自由記述

年齢 地域 自由記述

35歳未満 坂井
家にいる時間が増えたことで光熱費が上がった。外出が少なくなったことで旅行や外食機
会が減り、大きな支出が減った割に、全体の支出はさほど変わらなかった。

食費 通信 光熱水道

35歳未満 坂井
家にいる分電気水道代がかかる。１番多い支出は食費。買物でまとめ買いするが、すぐに
なくなる。おやつの時間も増え、お菓子を買う機会も増えた。もっと国や市からの補助が欲
しい。坂井市のペイペイ20％還元が本当に助かった。また是非やってほしい。

食費 光熱水道

35歳未満 坂井 消毒やマスクなど、感染予防に関するもの。 光熱水道 医療

35歳未満 坂井 自宅にいる時間が長いため 食費 光熱水道

35歳未満 坂井
外食は減ったが、テイクアウトをするようになった。普段の食料品を以前よりまとめて買う
ようになった。

食費

35歳未満 坂井 子どもをどこにも連れて行かけないので、おもちゃ代が増えた 通信

35歳未満 坂井 会社を解雇され自宅にいる時間が増えたので光熱費が増えました。 光熱水道

35歳未満 奥越
免疫力を高めるため、質の良い睡眠をとろうと思い高級枕と電動ベッドを購入しました。魚
嫌いの主人のため、肝油のサプリメントを追加しました。

食費 家電・家具

35歳未満 奥越 家にいるからよく使う（通信、光熱） 通信 光熱水道

35歳未満 福井 妊娠による衣服買い替え　ベビー服 食費 被服 家電・家具 通信

35歳未満 福井 家にいることが多くなり、食費・光熱費が上がった。 食費
家事・介護・
子育てサー
ビス

教養娯楽 光熱水道 教育

35歳未満 福井
出産したこともあり、ジアイーノ（次亜塩素酸 空間除菌脱臭機）等の大型家電を購入した。
消毒用品の購入が増えた。

家電・家具

35歳未満 福井 家にいる時間が長くなり、電気代が例年より増えた。 教養娯楽 光熱水道

35歳未満 福井 家にいる時間、人数が増え、毎週の買物の際の材料費が増えました。あと電気代。 食費 光熱水道 住居

35歳未満 福井 テレワークのため電気代が増えた。 食費 光熱水道

35歳未満 福井
2歳の子どもがいるものの、仕事が少なくなり転職活動のためお惣菜が増えた。在宅ワー
クだったた、め、通信費、光熱費が増えたが、今後外で仕事をするために車を購入。コロ
ナの前に一軒家も購入したため、昨年より税金の出費が上乗せ、かなり厳しい。

食費
家事・介護・
子育てサー
ビス

自動車 通信 光熱水道 教育 住居

35歳未満 福井 おもちゃ。 食費 光熱水道

35歳未満 福井 外出できないストレスなのか身体を壊すことが多くなったため医療費が増えた 医療

35歳未満 福井
外食できない分、お取り寄せなどで少し贅沢をするようになった。大きく食費が増えたわけ
ではないが、多少は増えていると思う。

食費 通信 光熱水道

35歳未満 福井 テイクアウトが増えた 光熱水道

35歳未満 福井 消毒 食費
家事・介護・
子育てサー
ビス

光熱水道

35歳未満 福井

マスクや手洗い石鹸などの日用品 家にいる時間が増えたので 子供が飽きないように お
もちゃなどを買ったので支出が増えた。 旦那の実家や県外への旅行などは 全く行けてい
ないので 高速料金などは減ったが どこにも行けないストレスからの 無駄な出費も増えて
しまった。

食費

35歳未満 福井
マスクや消毒液などの衛生品購入費、外食出来ないのでテイクアウトややや高めの食材
購入費

食費 光熱水道

35歳未満 福井
外食を控えているため、食費が増えた。ストレス発散に、少し高い食品も買うようになっ
た。

食費 光熱水道

35歳未満 福井 家時間を快適にするための投資が増えたと思う 家電・家具 通信 光熱水道

35歳未満 福井 外食することがなくなり、食費が増えた 食費
家事・介護・
子育てサー
ビス

光熱水道 住居

35歳未満 福井 ずっと家にいるので光熱費が増え、テイクアウトをする機会が増えたので食費も増えた。 食費 光熱水道

35歳未満 福井 旅行に行かなくなったので、その分で色々なテイクアウトグルメを食べることが増えた。 食費

35歳未満 丹南 家族がステイホームの中、食事を家で食べることが増えた 食費 光熱水道

35歳未満 丹南 お取り寄せやGo To Eatの購入。普段贅沢しないものをするようになった。 食費 被服 家電・家具

35歳未満 丹南 自宅にいる時間が増えたため 食費 光熱水道

35歳未満 丹南
家にいることが多くなって電気代やガス代が増えた。スーパーに買い物に行くことをやめ
て生協の宅配にしたので、全体的に食費が高くなった。（今まではタイムセールとか安いも
のを買っていた）

食費 光熱水道

35歳未満 丹南 家で過ごす時間が増えたため、光熱費が増えました。 光熱水道

35歳未満 丹南 在宅時の食費 食費 通信 光熱水道

35歳未満 丹南 マスク代 食費

35歳未満 丹南
・簡単にテイクアウトができるのでよく利用するようになった。ステーキ系など少し高めの食
事をするようになった。  ・外出がなかなかできなかったので子供におもちゃをよく買うよう
になった。庭で遊べる大型遊具など。

食費

35歳未満 敦賀 家にいることが増えたため 食費

35歳未満 敦賀 おうち時間が増えたことで食費が増えた 食費

35歳未満 敦賀 Go To Eat多用 食費

35歳未満 敦賀 家にいることが増え、家電を使うことが多かった。 通信 光熱水道

35歳未満 敦賀 食費が増えた 食費 通信 光熱水道

35歳未満 敦賀 家にいる事が多いため光熱費が上がった。 食費 光熱水道 教育

35歳未満 小浜 マスクや消毒液などを買うようになったので支出が増えた 無回答

35歳未満 小浜
在宅時間が増えたので、光熱費がかさんだ。充実した生活を送るためにスピーカーを購
入した。よかった。外食を控え、うちごはんが増えた。

食費 家電・家具 光熱水道

35歳未満 小浜 テイクアウトが増えた 食費

35～45歳未満 坂井
食費、外食（テイクアウト）、家で楽しめる趣味の材料費等が増えました。子どもたちがR２
年３月から休校だったので、ステイホームということもあり、家での時間が増えました。

食費 教養娯楽 光熱水道

35～45歳未満 坂井 家にいることが増えた 光熱水道

35～45歳未満 坂井 家にいることが多くなり光熱費が増えた。 光熱水道

35～45歳未満 坂井 家で過ごす時間が多くなったため。 食費 光熱水道

35～45歳未満 坂井 外出することが少なくなり、食費や子どものお菓子の出費が増えた。 食費
家事・介護・
子育てサー
ビス

教養娯楽

35～45歳未満 坂井 在宅することが多いから。 食費 光熱水道

35～45歳未満 坂井 家に居る時間が増えた事に伴い、光熱費が増えた。 食費 通信 光熱水道

35～45歳未満 坂井 資格取得の講座に当てた費用 教養娯楽

35～45歳未満 奥越
休校で子どもが家にいる間は食費が増えた。旅行や県外に行くこともなくなり、食しか楽し
みがなくなった。

食費 光熱水道

増えた支出項目回答
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35～45歳未満 奥越
外出しない分、ごはんの準備・片付けが大変だった。食べることでストレスの発散になって
しまいがちで、プチ贅沢をして支出が増える。

食費 光熱水道

35～45歳未満 奥越 子どもの学校が休みになり、家で過ごすため 食費 家電・家具 光熱水道

35～45歳未満 奥越 特に増えてない 無回答

35～45歳未満 福井 家にいる時間が増えた 光熱水道

35～45歳未満 福井
家にいる時間が増えたので。オール電化なので、電気代、水道代、冬は灯油代が増え
た。

食費 光熱水道

35～45歳未満 福井 外出が減り、自宅に引きこもりになっていて、食っちゃ寝るで食費がすごく増えた。 食費 通信 光熱水道

35～45歳未満 福井 在宅ワークにより食事を家でとる回数が増えたので、食費が増えた。 食費 通信

35～45歳未満 福井
全体的にあまり変わらないが、外食する機会が少なくなったように感じるので食材購入は
増えた。

食費

35～45歳未満 福井 在宅ワーク期間、家での時間が増え、エアコン使用時間など増えた。 食費 光熱水道

35～45歳未満 福井 食費は増えたが外食が減ってトントンかと思う。リモートワークで、光熱・水道は増えた。 光熱水道

35～45歳未満 福井
一度に買うと、少々高いもの迄買うので支出も増える。テイクアウトなどの利用も多いた
め、その分の支出が増えた。

食費

35～45歳未満 福井 家にいることで、冷房・暖房、テレビ、ゲームなどで光熱費が高くなる。 食費 光熱水道

35～45歳未満 福井 支出よりも収入が減少した。 光熱水道

35～45歳未満 福井
学校も休校になったり、休日でも家で過ごすことが多くなったので、水道光熱費は以前と
比べて増えました

食費 光熱水道

35～45歳未満 福井 子どもが休校中は食費が増えました。 食費

35～45歳未満 福井 支出はさほど多くはならなかった。 光熱水道

35～45歳未満 福井
やはり外食などしないため、家にいる時間が多いので、冷暖房費が多くなる。子どもの問
題集やタブレット購入など出費がかさみました。

食費 光熱水道 教育 住居

35～45歳未満 福井 学校の休校、仕事のテレワーク 食費 通信 光熱水道

35～45歳未満 福井 家にいることが多くなった。 食費

35～45歳未満 福井 家にいる時間が多い。 食費 光熱水道

35～45歳未満 福井
昨年の3月～5月じゃ学校が臨時休校だったため、子どものお昼ご飯代、光熱・水道費が
増えました。

食費 光熱水道

35～45歳未満 福井 子供が家にいることで食費と光熱費が多くなりました。 食費 光熱水道

35～45歳未満 福井 自粛にて電気代が増えた 食費 教養娯楽 光熱水道

35～45歳未満 福井 自宅にいることで食費が少し増えたのと、マスクやアルコールなど雑費が増えました。 食費

35～45歳未満 丹南
子どもの休校や、休みの日に家で過ごすことが多くなったため、食費や光熱費が増えた。
子どもの休校中にドリルをやらせたため、教育費も増えた。

食費 光熱水道 教育

35～45歳未満 丹南 どこにも出かけないため、食を楽しむ方にいきがちで食費が増えました。 食費 教育

35～45歳未満 丹南 ステイホーム用に本など購入 教養娯楽

35～45歳未満 丹南
食に関する気持ちが増えたので食費が増えた。物欲がなくなったので、服や雑貨を買わ
なくなった。

食費

35～45歳未満 丹南
子どもも含め家にいることが多くなり、3食家庭で食べる日数が増えた。出かける服より、
家にいる服を購入。子どもも、日ごろは制服・体操服でよかったが、自粛中に着るものが
足りず購入。

食費 被服

35～45歳未満 丹南 買い物行けないことでストレスが溜まりネットショッピングが増えてしまった。 食費 被服

35～45歳未満 敦賀
家で過ごす時間が増えたため。子どもが有意義に過ごせるよう、通信教育を始めたため
教育費が増えた。

食費 光熱水道 教育

35～45歳未満 敦賀
リモートをすることで自宅にいる時間が増えたため、使用する家電購入、食費、電気代、
水道料が増えた。

食費 家電・家具 通信

35～45歳未満 敦賀 家にいる時間が増えて食べる量も増えたから。 食費 自動車 光熱水道 住居

35～45歳未満 小浜 休校になると昼食が必要になり、家で過ごすため電気代等も多くなった。 食費 光熱水道

45～55歳未満 坂井
家にいる時間が増え、大学生の子供もリモートでの授業になったことで、食費や通信費、
光熱費などが増えた。

食費 通信 光熱水道 教育

45～55歳未満 坂井
家庭菜園の野菜を使う、キャベツの芯などいつもは捨てる部分も無駄なく使うなど工夫し
た。家にいる時間が長いため（大雪もあり）光熱費が高くなった。

食費 光熱水道

45～55歳未満 坂井 家にいる時間が増えて電気料がかなり増えた。 光熱水道

45～55歳未満 坂井
旅行に行けないため、外食のかわりにテイクアウトをよく利用するようになった。1日中家
にいる日が増え、光熱費が上がった。

食費

45～55歳未満 坂井 変わっていない 無回答

45～55歳未満 坂井 仕事の休日が増えて、家にいる時間が多くなったため光熱費が倍くらいになった。 食費 通信 光熱水道 住居

45～55歳未満 坂井 マスクの購入については、以前は冬だけだったのが１年通して購入するようになった。 無回答

45～55歳未満 坂井 大学が休校の為、実家帰省で毎食食べる為。 食費 保険

45～55歳未満 坂井 食費 食費 教養娯楽 通信 光熱水道

45～55歳未満 坂井 なるべく一つのお店で、まとめ買いするため、食費、日用雑貨が増えた。 食費 光熱水道

45～55歳未満 坂井 コロナは関係なく変化なし。 しかし常に不足である。 無回答

45～55歳未満 奥越 仕方ない。節約しようと思う。 食費 光熱水道

45～55歳未満 奥越 家にいることが多くなったため。 食費 光熱水道

45～55歳未満 奥越
在宅時間が増え、学校休校に伴い、子どもも親も個別の部屋で過ごすため、光熱費が高
くなった。また、息抜きにドライブをしたりして、車の走行距離が増え、タイヤの摩耗もひど
くなったため、車関係の出費は増えたように思う。

自動車 光熱水道

45～55歳未満 奥越 家にいる時間が長いため暖房費が増えた。 光熱水道

45～55歳未満 奥越 ない 食費

45～55歳未満 福井 家にいることが多く、ネットショッピングが増えたから 教養娯楽

45～55歳未満 福井
子供の休校により3食を作るので、おやつ等を含めて増えた（食費）。母が仕事を時短にな
り、厳しかった。

食費
家事・介護・
子育てサー
ビス

45～55歳未満 福井 家にいる時間が増えたため 食費 光熱水道

45～55歳未満 福井
コロナの影響で、主人や息子が外食や飲み会がなく家で食事するので、食費や娯楽が増
えた。

食費 光熱水道

45～55歳未満 福井
宅配サービスを利用することが多くなり、宅配料分、なんでも（特に食費）が増えた。子ども
の習い事や学校のオンライン授業など、通信費が増えた。

食費 通信 光熱水道 教育

45～55歳未満 福井 外出ができないから、自宅での快適さを求めた。 食費 家電・家具 光熱水道

45～55歳未満 福井 在宅時間が増えた 食費 光熱水道

45～55歳未満 福井 マスク、ウェットティッシュ（アルコール消毒用）などの購入費以外特にない 無回答

45～55歳未満 福井 マスクや消毒液などの支出が増えた 無回答

45～55歳未満 福井 家にいることが多くなったため。 食費 光熱水道

45～55歳未満 福井 家にいることが多くなった 食費
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45～55歳未満 福井
家にいる時間が長くなったため、光熱・水道費が多くなった。自炊することが多くなったの
で、健康のために食材も少し高めのものを購入するようになった。

食費 光熱水道

45～55歳未満 福井 マスク、消毒関係で、今までにあまり支出がなかった物にお金がかかるようになった。 無回答

45～55歳未満 福井 外食しないかわりに家でいろいろ作るようになったし、お酒も増えた。 食費

45～55歳未満 福井 家で食事する。お持ち帰り 食費 光熱水道

45～55歳未満 福井 家族が家にいることが多くなったため 食費 光熱水道

45～55歳未満 福井
家で過ごすことが増えたため、毎日しっかりとした3食分の食事を用意しないといけなく
なったため。

食費

45～55歳未満 福井
休校で子どもが家にいる時間が長くなったことと、休校で生活が不規則になり夜更かしす
るようになったこと。（光熱費）

光熱水道

45～55歳未満 福井
子どもの休校時の食費、家事が大変だった。家にいることが増えたので、光熱費が増え
た。

食費
家事・介護・
子育てサー
ビス

光熱水道

45～55歳未満 福井
外食が減った分、食材など少し贅沢になった。自宅で過ごす時間が長く、DVDレンタル、
通信費が増えた。

食費 家電・家具 教養娯楽 通信

45～55歳未満 福井 仕方がない 食費 光熱水道

45～55歳未満 福井
旅行などに行っていた頃は、旅行先で贅沢をして普段は節約をして・・・とメリハリがあった
が、今はどこにも行けず、ダラダラと普段から食事面（食費）でむだ買いとかしてしまいが
ちで、少し気をつけないといけないです。

食費 家電・家具 光熱水道

45～55歳未満 福井 仕事で手指消毒剤、マスク、手袋を多く使うようになあった。（自分持ち） 無回答

45～55歳未満 福井 マスクや、アルコールなどの除菌用品 無回答

45～55歳未満 福井
家庭で過ごす時間が増えた分、家族一人一部屋でエアコン、ストーブを使うので光熱費が
上がった。

食費 光熱水道

45～55歳未満 福井
電気代と水道代が増えた。食費も光熱費ほどではないが微増。家飲みするので、アル
コールにかかる費用が増えて家計を圧迫している。

食費 光熱水道

45～55歳未満 福井
休校、在宅で家での食事が増えたので食材。除菌剤、ハンドソープ、マスクの購入が増え
た。

食費

45～55歳未満 福井 家にいる時間が増えたので、電気代が増えました 光熱水道

45～55歳未満 福井 マスクを買うための支出が増えた。 以前は花粉症の時期限定のような感じだった。 光熱水道

45～55歳未満 福井 家にいるので光熱費はあがった。 食費 光熱水道

45～55歳未満 福井 色んなタイプのマスクを買い足した。 電気代がかなり高くなった。 光熱水道

45～55歳未満 福井 光熱費がすごく高くなった 光熱水道

45～55歳未満 福井 旅行に行けない分、少々高くても、美味しいものを買って食べるようになった。 食費 光熱水道

45～55歳未満 丹南 増えていない 無回答

45～55歳未満 丹南 家にいる時間が増え、家事や子どもを見る時間が増えた。
家事・介護・
子育てサー
ビス

45～55歳未満 丹南
食費が増えたのは、外食が減ったために食材を高価なものにしたり、デザートやケーキな
ど、今まであまり買わなかったものを頻繁に買うようになったためだと思います。

食費 通信 光熱水道

45～55歳未満 丹南
休日は、それぞれの部屋に入り冷暖房を使うことが多くなった。コロナ禍で、近くへ出かけ
ることはあっても買物だけで帰ることも多くなっている。

食費 光熱水道

45～55歳未満 丹南 家にいる時間が長くなった。 光熱水道

45～55歳未満 丹南 家にいる 食費 光熱水道

45～55歳未満 丹南
県外に行けない分、外食が増えた。子どもが大きくなって食べる量が増えた。テイクアウト
することが増えた。

食費

45～55歳未満 丹南

子どもの学校の休み、外食の自粛などで家の食事回数が増え、食費と主婦の労働が増
えていて休む時間が少なくなった。また、家にいることでいろいろと目につくようになり、整
理整頓はできてよい反面、100均などでこまごまとして整理用品を買ったりして支出が増え
た。

食費
家事・介護・
子育てサー
ビス

光熱水道 住居

45～55歳未満 丹南
外食費が食費に入るならあれなのですが、コロナで家にいると、少しでもいいものを食べ
ようとなり、少し高めのものを買ったりするようになった。でも外食が全くなくなったので、そ
の分は減りました。家にいる分、電気。水道代すべて大幅に上がりました。

光熱水道 無回答

45～55歳未満 丹南 家にいる時間が増えたことで、光熱費・水道費が増えた。 光熱水道

45～55歳未満 丹南 在宅になるとその分食事や間食が増えるし、テレビをつけている時間や暖房費が増える。 食費 光熱水道

45～55歳未満 丹南
子ども向けの弁当（おかずのみ）の宅配があると、コロナ以外にも長期休暇などに便利だ
と思った。

食費 光熱水道

45～55歳未満 丹南
ほぼ家で食事をすることになり、食べる事のみが唯一の楽しみとなって、ちょっといい物を
食べるようになって食費が増えた。

食費 通信 光熱水道

45～55歳未満 丹南 家電やお家時間の為のグッズ 食費 家電・家具 教養娯楽 光熱水道

45～55歳未満 丹南 水道代、マスク、消毒、洗剤類 食費 光熱水道

45～55歳未満 敦賀 コロナウィルスによって支出が増えたということはありません。 無回答

45～55歳未満 敦賀 人が常に家にいるようになった（土日出かけない） 家電・家具 光熱水道 住居

45～55歳未満 敦賀 外出をせず家にいるため（食費・光熱水道） 食費 光熱水道

45～55歳未満 敦賀 今までと変わらない 無回答

45～55歳未満 敦賀 学校の休校など、家で食べたり、テイクアウトが少し増えたかも。 食費

45～55歳未満 敦賀
外出しない分、家で消費するもの（食費・光熱費）が増えた。逆に、外に出ないので被服費
や娯楽費は減った。

食費 光熱水道

45～55歳未満 敦賀 マスク、消毒薬、加湿機などコロナ感染症予防に関する出費が増えた。 自動車

45～55歳未満 敦賀
マスクや洗剤、消毒液など衛生用品が増えました。家にいる時間が長いので、光熱費も
増えました。また、小学校が休みの間は給食がないのと、娯楽のテイクアウトで食費が増
えました。洗濯も回数が増え、水道料金も増えました。

食費 光熱水道

45～55歳未満 小浜
もともと食費はかかっていたが、コロナのため自宅に長くいるので、家族の食費と光熱・水
道費はかなり増えました。

食費 通信 光熱水道

45～55歳未満 小浜
家の中にいる時間が増えたことによる食費・光熱費の増。出かけたときにいらないものま
で買ってしまうことがあった。また、ネットショッピングが増えたことも一因。

食費 光熱水道

45～55歳未満 小浜 外出する機会が減ったので、家の中を快適に過ごすために住居を改修したり、整理した。 住居

45～55歳未満 小浜 家にいる時間が増えたため、電気代とかが増えた。 食費 光熱水道

45～55歳未満 小浜 動画配信サービスに加入したりしました。 通信

45～55歳未満 小浜 別居の子どもの学校の授業がリモートになったため 通信 教育

45～55歳未満 小浜 増えてはいない 無回答

55～65歳未満 坂井 在宅時間が増え、エアコン使用が増えたため電気代他が増えた。 光熱水道

55～65歳未満 坂井
通販での買い物が増えたため、食費、消毒剤などが増えていますし、もしコロナにかかっ
たらと色々なものを多めにストックしてあるためちょっと大変です。

被服 教養娯楽 医療
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55～65歳未満 坂井
スーパーにも行かないので、生協のチラシを見て買うことが多くなり、主人や子どもチラシ
を一緒に見たりして、余分なものまで買うことになった。

食費 光熱水道

55～65歳未満 坂井
コロナのため、自宅待機が多く体がなまり調子が悪い。そのため通院し医療費が増えまし
た。

光熱水道 医療

55～65歳未満 坂井 自宅にいる時間が増えたことで電気料金が増えた。 光熱水道

55～65歳未満 坂井
在宅勤務や交代勤務が取り入れられたことによって家にいる時間が増え、食費や住宅の
維持費が増えた。

食費 光熱水道

55～65歳未満 坂井
外出をするよりは、家でできることを工夫したり、取り入れたりする中で、TVを大きくした
り、子どもはゲームをしたり、私はネット書籍や通販の利用が多くなったように思う。

食費 家電・家具 光熱水道 医療 住居

55～65歳未満 坂井 在宅が多く食費が増した。健康面でも、免疫力を高めるために食生活に重きを置いた。 食費

55～65歳未満 坂井 洗剤、除菌用品、マスク、今は低価格ですが、ないときは高かった。 光熱水道

55～65歳未満 坂井 食材のまとめ買いが増えた。他は特別に変わらない。 食費

55～65歳未満 坂井 家にいる時間が増えたため 食費 光熱水道 住居

55～65歳未満 坂井 テレワークや休業日が増え、家で過ごす時間が増えたため。 通信 光熱水道

55～65歳未満 坂井 外食中止 食費

55～65歳未満 坂井
子供が外食をせずに帰って来るようになったので、子供好みのおかずにするのに食費が
増えた。またお菓子類も増えた。

食費 光熱水道

55～65歳未満 坂井

県外に住む免許証を返上した親や都会で一人暮らしの息子たちにお惣菜を作って宅配便
で送ることが習慣になった。家族(夫婦二人)の食事も免疫力を上げるために今まで以上に
手間やお金をかけて料理しているが、同じように親や子の健康のためにも料理しているの
で炊事の時間と食費、光熱費がかなり増えた。友人たちと一緒に食事もできない環境なの
で、栄養面だけでなく好物を作って食べさせることでささやかな楽しみを与えたいので。 親
も息子たちも感染者の多い地域に住んでいるので、できるだけ買い物に行かなくて済むよ
うに、お惣菜だけでなく他の食品も送るので、宅配の料金がかなりかかっています。

食費 光熱水道 教育

55～65歳未満 奥越
自宅にいる時間が増え、通信費と光熱・水道費が増加。年金生活の中で、仕事や外出を
ためらいがちになるケースが増えた。

通信 光熱水道

55～65歳未満 奥越
別に変ったことはありません。マスク代と手の消毒用ハンドソープなどの購入が増えたくら
いです。支出より、自由（行動の制限が増えた）がなくなった。。

無回答

55～65歳未満 奥越
家にいる時間が多くなり、退屈な時は携帯を見るかねっとでポチることが増えたから支出
も増えた。

家電・家具

55～65歳未満 奥越 家にいることが多くなったため 通信 光熱水道

55～65歳未満 奥越 子供のおやつ代が増えた。 光熱水道

55～65歳未満 奥越 外出の自粛でストレスがたまり、ネット通販で必要以上に買い物をしてしまう。 食費

55～65歳未満 奥越 消毒液、マスク 無回答

55～65歳未満 福井 家での食事回数が増えて、多くの食材を購入するようになった。 食費 光熱水道

55～65歳未満 福井 家にいることによって電気代などが増えた。 通信 光熱水道

55～65歳未満 福井 家にいることが多くなったので、電気代、灯油代が増えた。 被服 光熱水道

55～65歳未満 福井 マスクなど衛生用品 光熱水道

55～65歳未満 福井 支出全体の合計は変わらないのではないかと思われる。 光熱水道

55～65歳未満 福井 自宅にいることが多くなり、光熱水道費が目立って増加している。 光熱水道

55～65歳未満 福井 家にいることが多くなった。 光熱水道

55～65歳未満 福井 デリバリーやネット注文が原因と思われる 食費 被服

55～65歳未満 福井 支出は減った 無回答

55～65歳未満 福井
影響はあまりない。別居中の子供たちも帰省できない。夫婦二人なので、つつましい生活
を日ごろから送っているので何も変わらず。

無回答

55～65歳未満 福井
新型コロナの影響というわけではありませんが、家電品の寿命が重なったため。外出がへ
り、この冬は寒かったため光熱費が増えた。

家電・家具 光熱水道

55～65歳未満 福井 外食が減った分、家庭内食事に手間をかけて、少し室を重視するようになった。 食費 光熱水道

55～65歳未満 福井 コロナ関連でマスク、消毒剤などの支出が多い。 被服 光熱水道

55～65歳未満 福井 お家時間が増えたため、光熱費は当然増えます(´;ω;｀) 光熱水道

55～65歳未満 福井 老人がいるから 自動車 医療

55～65歳未満 福井
コロナウィルスに感染しないように免疫力アップを考えた食事に、と考えると、食費にかけ
る金額が増えた気がします。

食費 医療

55～65歳未満 福井 今まで家であまり食べなかった人1人が家で食べるようになった。 食費 光熱水道

55～65歳未満 福井
出かけることが少なくなったので全体の支出は少ないと思いますが、家にいることが多い
ので、光熱費や食費葉増えたと思います。

食費 光熱水道

55～65歳未満 福井 旅行に行かない分、食費を贅沢した。 食費
家事・介護・
子育てサー
ビス

光熱水道

55～65歳未満 福井
外食は減りましたが、家族が自宅にいる時間が多くなり、生協さんでの食品など購入が大
変増えました。

食費 光熱水道

55～65歳未満 福井 家での食事で、ガス・電気代が増えた。 通信 光熱水道

55～65歳未満 福井 家にいることが増えた。 光熱水道

55～65歳未満 福井 外出、旅行、外食が減ったので、全体的には支出は減っているようです。 光熱水道

55～65歳未満 福井
家族が家にいる時間が長くなったので、子どもがいない大人だけの家庭でも、食費や通信
費、光熱水道費が増えている。

食費 通信 光熱水道

55～65歳未満 福井 除菌用品の購入 住居

55～65歳未満 福井
携帯料金、光熱費、食費、郵送料など、今まで以上に、自宅で過ごすための支出がとても
増えている。ストレスとの闘いであり、お金で済む場合はまだよくて、今に爆発して健康被
害が増大して大変なことになるのでは？と心配しております。眠れないなど。

食費 通信 光熱水道

55～65歳未満 福井
普段から旅行や外食をしないので、あまり変わりません。お店に行く回数は少し減ったよう
な気がします。

無回答

55～65歳未満 福井
エアコンを、各自が各部屋で使うので、電気代が高くなった。お昼ご飯も自宅で食べ、外食
は、昼・夜ともにほとんどなくなったので、食費・水道光熱費が増えた。

食費 家電・家具 光熱水道

55～65歳未満 福井 変わりなし 無回答

55～65歳未満 福井 義父の部屋で24時間エアコンをつけているため、電気代が上がった。 光熱水道

55～65歳未満 福井 ストレスのせいか、菓子類を食べるのが増えた。 食費 家電・家具 光熱水道

55～65歳未満 福井 在宅時間が多くなった 光熱水道

55～65歳未満 福井 リモートで家のエアコンを一日中使うため、電気代が高くなった。 通信 光熱水道

55～65歳未満 福井 食費が非常に増えたので生活に困った。 食費 家電・家具 光熱水道

55～65歳未満 福井
外食できないので肉や魚など値段が高く美味しい物を選ぶようになった。また、パソコン
ゲームなどで通信費が増えた。家にいる時間が多く暖房器具をつけている時間が長く電
気代が増えた。

食費 通信 光熱水道

55～65歳未満 福井
冬休み子供がどこへも遊びに行かず、夜中もゲーム等で起きていて、びっくりするほど電
気代が増えた

光熱水道
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55～65歳未満 福井 主人が休校期間　家にいたため、食費、水道光熱費が増えた。 食費 通信 光熱水道

55～65歳未満 福井
外食は減ったが、自宅で食べる食材を少し豪華にしたり、テイクアウトしたり、高いお惣菜
を買ったりしたので、食費が増えた。

食費 光熱水道

55～65歳未満 福井 特に増えていません。 食費

55～65歳未満 丹南 マスクや消毒液などで出費がかさむ。自宅勤務などで光熱費が増えた。 食費 光熱水道

55～65歳未満 丹南
甘味、おやつ系を必ず買うようになってしまったし、煮魚用の赤魚・たら・カレイ・ブリなど
も、別に家にいるからと言って増やさなくてもいいのについつい買ってしまう。でも総菜も
買ってるので、食べるようになったということか・・・・

食費
家事・介護・
子育てサー
ビス

光熱水道

55～65歳未満 丹南 家にいる時間が増えた 食費 光熱水道

55～65歳未満 丹南
今まで利用してなかった、マスク・消毒液・ゴム手袋などが値上がりしていて、余分な出費
ができた。

家事・介護・
子育てサー
ビス

55～65歳未満 丹南 仕送りが増加 教育

55～65歳未満 丹南 自宅で家族が過ごす時間が増えた。 光熱水道

55～65歳未満 丹南 旅行に行けないので、お取り寄せの食品が多くなった。 食費 光熱水道

55～65歳未満 丹南
病気にかからないよに、体に良い食べ物を買って食べるようにしたため食費が増えた。外
食はしなくなったが、マスク、消毒液、石鹸などの支出が増えた。

食費 通信 光熱水道

55～65歳未満 丹南 家にいる時間が長いので、光熱費が増えてます。 光熱水道

55～65歳未満 丹南

食事の支度の時間が増え、体力的に疲れました。精神面でもきついです。「ホッ」とする時
間が欲しい。買物の回数を減らしたが、支出は増えています。お惣菜を買うのをやめ、手
作り料理を増やしました。アルコールやハイターを使う量が増えた。マスク代も高くなって
います。

食費
家事・介護・
子育てサー
ビス

光熱水道

55～65歳未満 丹南 自宅にいる時間が長いため、電気・灯油代がかかる。 光熱水道

55～65歳未満 丹南
自宅で過ごすことが増えた。旅行に行けなくなり、出費は減ったが、食事に力を入れたり、
お菓子やピザを作るようになった。

食費 光熱水道

55～65歳未満 丹南 家にいる時間が増え、電気代が増えました 光熱水道

55～65歳未満 丹南 読書をする様になり、本を買う事が多くなった。 教養娯楽

55～65歳未満 丹南 特段なし 光熱水道

55～65歳未満 丹南 感染症予防商品 光熱水道

55～65歳未満 丹南 マスク常時着用の為の購入費。 手洗い、消毒用アルコール等用品代。 光熱水道

55～65歳未満 丹南 家にいる時間が増えて、電気代がかかっていると思う。 食費 光熱水道

55～65歳未満 敦賀
３食の食料品　スーパー・ドラッグストアへのガソリン代　家にいることで電気代が増えた
マスク購入代　アルコール除菌剤

食費 自動車 光熱水道 医療

55～65歳未満 敦賀 仕事上の食事会等が減り、家での食事が増えた 食費

55～65歳未満 敦賀 家族が家にいることが多くなったため 食費 光熱水道

55～65歳未満 敦賀 夫の出張や交遊が減ったので家にいることが多くなり、食費・光熱費が増えた。 食費 光熱水道

55～65歳未満 敦賀 増えていない。むしろ減った。 無回答

55～65歳未満 敦賀
外出は控えるようになり、支出の増加はありません。食費なども、もとより外食はあまりし
ないので、家庭内での費用の増加はありません。

無回答

55～65歳未満 敦賀 マスク、消毒液の出費が増えた 食費 光熱水道

55～65歳未満 敦賀 マスク、消毒、テイクアウト弁当 食費 光熱水道

55～65歳未満 小浜 在宅率UP,外食減のため。 食費

55～65歳未満 小浜 アルコール消毒液、マスクなどに出費が続いています。 食費

55～65歳未満 小浜 stay home が続いているため光熱費が多くかかります。
家事・介護・
子育てサー
ビス

通信 光熱水道

55～65歳未満 小浜
県外で暮らす子供たちへの、食品・生活雑貨の宅配便の利用が増えた。都会で不足して
いるもの、買物に出かけるのにちょっと不便な時に助かるもの（米・日持ちのする食品、洗
剤、マスク、消毒液など）をついつい送ってしまい、宅配便などの支出が増えた。

医療

55～65歳未満 小浜
外食を控え、家族で少し贅沢をしたいと思い、食べたいもの、おいしいものを買っていま
す。

食費 光熱水道

55～65歳未満 小浜 特に変わりないように思います 無回答

65歳以上 坂井 自宅での生活時間が長くなったため 食費 光熱水道

65歳以上 坂井

兼業農家で、親（70歳以上）子世帯（4人）で同居。2階は子世帯用住居。玄関・お風呂場
一つ。台所2つ。食事は、平日夕食準備で別々に食べる。子世帯の家計は不明。毎月定
額を子からもらい、世帯にかかる住居費、光熱水道費、通信費等は親世帯が払う。休校
中増えてももらっていない。親世帯が平日夕食食料品購入負担。米、自家用野菜は作る。

食費 教養娯楽 通信 光熱水道 医療

65歳以上 坂井
買いだめをしたものを、賞味期限だから早めに多く消費したり、ムダに（捨てる）することが
多くなる。

食費

65歳以上 坂井 外出が減って孫たちと家で過ごすことが多くなった。 食費 光熱水道

65歳以上 坂井
ほとんど家にいるので光熱費が増した。料理は自分で作る事が多いので、食費が増え
た。

食費 通信 光熱水道

65歳以上 坂井 外出、外食しなくなったので 光熱水道

65歳以上 坂井 自宅にいることが増えた。家にいるので食べる。 食費 光熱水道

65歳以上 坂井 自宅で過ごす時間が長くなった 光熱水道

65歳以上 坂井
年金生活なので、必要以上のものはなるべく節約していこうと思っています。しかし、光熱
や水道費などは、やはり家にいるせいか節約にも限度がありました。

無回答

65歳以上 坂井 買物に行く時間を減らしているため、レトルト食品など多くなった。 食費 通信 光熱水道 医療 保険

65歳以上 坂井
家にいる時間が多かったので、灯油・水道代が大幅に増えました。今は皆仕事に出てい
るので落ち着きました。

光熱水道

65歳以上 坂井 毎日家にいるので、冬の暖房費が大きな出費となりました。 食費 光熱水道

65歳以上 坂井 外出が少なくなったことで、食費、光熱、水道代が増えた。 食費 光熱水道

65歳以上 坂井 家にいることが多く、水道代、電気代が増えた。 光熱水道

65歳以上 坂井 外出しないから 通信 光熱水道

65歳以上 坂井 仕事がなく家にいる時間が長くなり、食費が増えた。 食費

65歳以上 奥越

買物回数を減らすことを重視したため、一回の購入額が多くなった。必要でない品物もつ
いつい買ってしまった。食費以外の他の項目については普通と同じで特に変化はなかっ
た。コロナから一年、食費は元に戻すように努力しているが、そう・・・やはり買いだめをし
てしまっている、現在も。しかし健康でいることに感謝している。

食費

65歳以上 奥越 家にいることが多いので光熱費がかかる。健康な体を作るために栄養は欠かせない。 食費 光熱水道

65歳以上 奥越 単身者なのでコロナの影響はあまりない。かえって買物の回数が減り食費が減った。 光熱水道

65歳以上 奥越
衛生にかかる出費（消毒、マスク等）が増えました。商品の信頼度が私どもではわから
ず、不安もあります。

通信 光熱水道 住居

65歳以上 奥越 家にいる時間が多くなったので電気代が高くなった。 食費 光熱水道
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65歳以上 奥越
高齢になって医療費が増してきた。外に出て行動することが少なくなり、スマホやパソコン
に時間を費やす

通信 医療

65歳以上 奥越 外に出ることがなくなったので、あまりお金を使わない。支出減です。 無回答

65歳以上 奥越 アルコール除菌や消毒、マスクにかなり金額がかかった。 医療

65歳以上 奥越 外出できない分、おいしいものを食べる。 食費

65歳以上 奥越 在宅生活時間が増えた 光熱水道

65歳以上 奥越 清潔を保つため、洗濯洗剤や住居洗剤が多く必要になった。 光熱水道

65歳以上 奥越 洗剤、除菌スプレー 住居

65歳以上 奥越 電話での長話が多くなった 通信

65歳以上 奥越 外食、旅行、被服などの支出は少なくなっている。 無回答

65歳以上 奥越 外出していなかったので 光熱水道

65歳以上 福井 冷暖房を付けてテレビを見る時間が増えた 光熱水道

65歳以上 福井 家にいる時間が多く、子どもたちも学校が休みになり、おやつ代が増えたと思います。 食費 通信

65歳以上 福井 家にいることが多くなったため。 食費
家事・介護・
子育てサー
ビス

光熱水道

65歳以上 福井 ふく割など、お得なのかどうかわかりません。 食費 光熱水道

65歳以上 福井 外出の機会が減り、家での光熱費が増えた。 光熱水道

65歳以上 福井
特に日常生活においての影響は感じておりません。外出、買物が少し制限されたぐらいで
す。

無回答

65歳以上 福井 マスク代が増えた。自粛生活により、三度三度の食費が増えた。 食費

65歳以上 福井
電気代は２割ほど高くなった。一日家にいることが多いから。外に出て動くことが減って、
整形外科に行く回数が増えた。

光熱水道 医療

65歳以上 福井 外出しないから 光熱水道

65歳以上 福井
ステイホームで家にいる時間が増えて、光熱費は増えました。その分、旅行・外食は減っ
たのでプラスマイナス0かな？

家電・家具 光熱水道

65歳以上 福井 価格が値上がりしている。 食費 光熱水道

65歳以上 福井 消毒剤に出費 無回答

65歳以上 福井 家にいることが多いので、光熱費がすごく多い。 自動車 光熱水道

65歳以上 福井 コロナで親族が集まらないため減った。出かけないから出費が減った。 無回答

65歳以上 福井 特に変化なし 無回答

65歳以上 福井 どこへも出られないので、スーパーで買いだめをしてしまった。 食費

65歳以上 福井 在宅が多くなり、食費や生活にかかるものが増えた。 食費 通信 光熱水道

65歳以上 福井 マスクを作ってもらう手間代ｙたマスクの購入で被服費 被服

65歳以上 福井 ステイホームの時間が長いため 通信 光熱水道

65歳以上 福井 家にいるので、ストーブ、コタツ等の光熱費が多くなった。 食費 光熱水道 医療

65歳以上 福井 外出すれば消毒手洗いが多くなり、洗濯ものは毎回余分にすすぎなどします。 光熱水道

65歳以上 福井 収入は減っているのに税金だけは上がる 光熱水道 保険

65歳以上 福井 家で食事することが多い。(外食が減ったから) 食費

65歳以上 福井
マスク、手洗い石鹸類、エタノール消毒液など購入。教養娯楽費（旅行、お茶時間、講演
会、コンサート）が0になりました。

医療

65歳以上 福井 テイクアウト利用が多くなった。 食費

65歳以上 福井
光熱、水道費は増えたが、県内外への日帰り旅行、映画などを控えたため。支出全体で
は減少しました。

光熱水道

65歳以上 福井 健康であり、体力持続のため、口から入れる食事を大切にした。 食費

65歳以上 福井 家にいる時間が多い分、電気代は増えた。 光熱水道

65歳以上 福井 減った 無回答

65歳以上 福井 マスク、消毒剤等 医療

65歳以上 福井
高齢であるため、行動にも大きな差もなく、支出についても大差ない。感染対策に、空気
清浄機を購入した。

家電・家具

65歳以上 福井 休校で家にいることが多くなったため 食費 光熱水道

65歳以上 福井

アルコール（消毒用）は、出回ってなくて高いときに仕方なく買った。アルコール含有量の
表示がなくて、とても困った。アルコールを含んだペーパーも売っているが、表示のあるも
のが少ない。生協できちんとしたものを扱ってほしい。外食が減り家の食事が多くなり食費
は増えた。

食費 住居

65歳以上 福井
高齢者２人だけの生活なので、もともと衣類はそんなに購入しない。学校が休みの時、預
かった孫たちのおやつ代、昼食代が増えました。

食費

65歳以上 福井 家にいてムダな光熱費がかかりすぎる 食費 家電・家具 住居

65歳以上 福井 家にいることが多いと光熱費、安全確認の電話。 通信 光熱水道

65歳以上 福井 マスク、消毒液など、家族人数が多いのでたくさん使います。9人分はかなり多いです。 食費 光熱水道

65歳以上 福井 トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マスク他の雑貨費が、買いだめにより支出増 無回答

65歳以上 丹南 外出しないので、電気（エアコン）、灯油代 食費 光熱水道

65歳以上 丹南 変化なし 無回答

65歳以上 丹南
毎日家にいて食事は手作りが多くなった。家の周りに花を育てたり、少しの空き地に野菜
を作ったりしている。（草花のための肥料などに支出が増えた）

光熱水道 住居

65歳以上 丹南
マスク、消毒液など購入で、医療費が増えた。外食、旅行など行かないので、これらの支
出は減った。

医療

65歳以上 丹南 出来たものを買うことが増えた 食費 光熱水道

65歳以上 丹南 家にいることが多くて光熱費が増えた 食費 光熱水道

65歳以上 丹南
受信料（テレビ、CATV,カンチャンネル、WowWow)。一日中在宅のため。体調不良で病院
通い増える。耳鳴り・血圧など。

教養娯楽 医療

65歳以上 丹南 今のところそんなに変化ないです。 無回答

65歳以上 丹南

眼科、整形外科、心療内科に通っており、現在精神的に不安定で入院をすすめられてお
り、一週間に一回通院している。子供が名古屋で入院しており、2万円の個室に入り治療
を受けている。10日に一回新薬（１０万円）使われ、３月１日から入院しており１００万円は
かかると思っている。

医療

65歳以上 丹南 まとめ買いをするようになった。少し体がつらいと医者に行くようになった。 食費 医療

65歳以上 丹南 家で食事 食費

65歳以上 丹南
新型コロナウィルスに関係なく、いろいろなものの価格が上がっているのじゃないかと思
う。金額が変わらなくても数が減ったりとか。

無回答

65歳以上 丹南 昨年10月に病気が発覚し、以降医療費の出費が増えている。 食費 光熱水道 医療

65歳以上 丹南 家にいる時間が多くなり、光熱費や食費が増えた。 光熱水道
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65歳以上 丹南
テレビショッピングで物を買うようになった。旅行に行けないので、その分使ってもいいか
なあと思ってしまう。道の駅などにでかけ、なんでも買ってしまう。

食費 通信 光熱水道

65歳以上 丹南 食生活は変わりがないです。被服費は、外出しないので以前より支出が少ない。 無回答

65歳以上 丹南 家にいることが多くなったため 通信 光熱水道

65歳以上 丹南 自宅にいる時間が多いため 食費 光熱水道

65歳以上 丹南 ネットで、訳あり商品（買ってくださいと出る）と贅沢品を、ついつい買ってしまう。 食費

65歳以上 丹南 消毒、マスクで医療費 医療

65歳以上 丹南 健康のことを考えて、年間を通して、高くても野菜中心の食生活に切り替えた。 食費 光熱水道

65歳以上 丹南 在宅時間が増えたため 光熱水道

65歳以上 敦賀
仕事が休みだったり、学校が休みだったり、大変なことが多かった。買物も３０分くらいで
済ますように。子どもたちを連れて出ることはない。

食費

65歳以上 敦賀
食材を買い手作りが増えた。ジャムやらっきょう、漬物、みそ漬けなど、保存食品も作るよ
うになった。

食費

65歳以上 敦賀
とにかく体を免疫力をつけ、健康に保つことが大切と考え、食材選びを考えている。少し高
額になっても、良いものを食するようにしてきた。家事は大変だが、意外な調理法や使い
方が見つかり、あまり外へ出られないのでこれで楽しんでいる。

食費 光熱水道

65歳以上 敦賀
他県にいる子供たちに電話する機会が多くなった。（通信費）ずっと家にいるので、暖房な
どで電気代がエアコンなしのときの３倍近くになった。

通信 光熱水道

65歳以上 敦賀 コロナ禍で家にこもることが多く、エアコン、灯油代が増えた。 光熱水道

65歳以上 敦賀
外出すること、旅行などができないので、ストレス発散のため全国あちこちからお取り寄せ
をしたので、高い食費になった。スーパーでの買物も、少々高くてもおいしいものを買うよ
うになった。

食費 光熱水道

65歳以上 敦賀 増えていない 無回答

65歳以上 敦賀 外食が出来ないので、レトルト等出来あいを買うようになった。 食費

65歳以上 敦賀 外食をしないため、食品を多く買い込む。友人との携帯での通話。 食費 通信

65歳以上 敦賀
消毒に関するもの（アルコールスプレー、除菌ウェットティッシュ等）、マスク購入で医療費
が増。外出が減り、体調不良になりやすくてドラッグストアで薬を購入することも増えた。

光熱水道 医療

65歳以上 敦賀
在宅が増えたことで電気代などの光熱費が増えた。 遠方の家族・親戚・友達と近況を話
し合うことで通信費が増えた。

通信 光熱水道

65歳以上 小浜 行き来出来ない分、電話をかけること、手紙を書くことが多くなった。 通信

65歳以上 小浜 食費については、外食を控える分、自宅で少しお金をかけた。 食費 自動車 医療

65歳以上 小浜
遠くの家族に食品その他を宅急便で送る回数が増えた。（コロナで会えないため）出かけ
られず、光熱費が増える。

食費 通信 光熱水道

65歳以上 小浜 家での食事が増え、調理家電が故障したり、食費や光熱費や水道代が増えた。 食費 家電・家具 光熱水道 住居

65歳以上 小浜
自粛期間が長い分グルメに力を！ウィルスが気になるので、洗濯回数が増え、大型洗濯
乾燥機やスムーズに掃除できるようにコードレス掃除機や、家でスイーツ作りのための電
子オーブンレンジを購入。

家電・家具 光熱水道

65歳以上 小浜 家にいる時間が増えて、電話代、光熱費が増えた。 通信 光熱水道

65歳以上 小浜 収入が減りました 食費

無回答 無回答 4世帯同居のため、休日も全員がそろっている。 食費


