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福井
福井
福井
丹南
丹南
丹南
丹南

35歳未満

敦賀

35歳未満
敦賀
35歳未満
小浜
35～45歳未満 坂井
35～45歳未満 坂井
35～45歳未満 奥越
35～45歳未満 奥越
35～45歳未満 福井
35～45歳未満 福井
35～45歳未満 福井

35～45歳未満 福井
35～45歳未満
35～45歳未満
35～45歳未満
35～45歳未満

福井
福井
福井
福井

35～45歳未満 福井
35～45歳未満 丹南

記述
独身なのでそこまで困りることはありませんが、旅行に行きたくても行けないというのが、今一番悩んでいます。毎
年一回は温泉地へ足を運んでいたので、コロナが拡大してからは一回も旅行へ行けていないということがとてもさ
みしいです。
イベント行事や子供の行事など、コロナの影響で中止になるのは残念。早く感染拡大がおさまってほしい。
自宅で過ごすことが多くなり、支出もとても増えた
旅行に行きづらく、飲み会も減った。人と接する機会が減り、今までの人間関係が薄くなったような気もする。しか
し、面倒な人付き合いが亡くなったことでストレスがなくなる一方でコミュニケーション能力の低下が心配だ。
人と接しにくかった
旅行に行きづらくなっている。外出刷ることへの罪悪感がある。
小さい子どもがいる家庭にとって一番重要なのは、成長する中でどれだけの体験をさせてあげられるかと思って
いる。その中で、3年間も一向に変わらないお国の対策のおかげで、子どもの時間はどんどん失われていく。とて
も不健康だと思います。欧米ではウィルスの変化に応じて社会も変化していっているが、日本だけは未だに3年前
のまま。バカの一つ覚えのように、まんぼうまんぼう。
給料は上がらないのに食品は値上がりする
子どもの保育園が休みだと仕事に行けず給料がもらえない。
外に出ないので服やメイク用品にかけるお金が減ったし、選ぶ感覚が鈍っている気がする。
病院の面会があまりできなかった。
福井にも宅配やウーバーイーツが増えてほしい。
コロナが治まることを願うのみ
なし
旅行に行けないストレスが食に向き、より美味しいもの、高価なものを食べたいと思うようになった。結果、エンゲ
ル係数が上がっている。
マスク着用が当たり前になっていることに疑問があります。元の生活を皆忘れないでほしいです。
食費とかが増えたが、家で過ごす分、子どもとの活動が増えた。
ウィルスが進化しようとしているのだから、人間も進化しようとしないとな。
コロナ以前のくらしを期待すればするほど、心身共に疲れます。新しい生活様式と、これからの地域との繋がりの
在り方を考える必要があると思います。また、こんな世の中だからこそ、人と会い、コミュニケーションを取ることを
あえてやっていくことが大事だと思いました。
コロナになったら家族が外に出られないため、買い置きはするようになった。いつ、何が起きるかわからないので、
日々気を張っている。
コロナによる生活の変化、見直し、実施、振り返り等は「悪いもの」では決してなかった。コロナのおかげで、暮らし
がより「自分らしく」あれるよう、工夫するようになったので。
家にいることが多くなり、服に関する興味が薄れてしまいました。県外に帰省することもままならず、子供も親もリフ
レッシュの機会がなくなり、気持ち的に晴ればれとした感じで過ごせてないです。
コロナ感染疑い（検査対象、学級閉鎖、自宅待機）により精神的にダメージを受けた。スポ少の練習が何カ月もで
きなくなった。
大人はオンラインでのやり取りでも対応できると思うが、子どもは無理。学校は休校にしないでほしい。休校でなく
とも、今の学校生活の送り方は極端。（冬でも窓を開ける、他のクラスとの交流もできないなど）
コロナの陽性との結果が出て学校に連絡するのが大体午前10時から11時頃なのでしょうか。それ位の時間に急
遽全校生徒北区、というのが数回ありましたが、朝早くから給食は作られていたはずです。何百人分と廃棄なの
か、朝から作ってくれた給食のおばさんたちはどんな気持ちなのか、それを考えるととても辛くなりました。良い案
があるといいなと思います。
どこにも行けないのでストレスが出始めた。
オンラインではなく、実際に見たい、体験したい
子どものイベントが行われないのが悲しいです
幼児と遊びに行ける施設に行きづらくなった。自由に行けていたのが予約制になった。
子どもの生活が大きく変わったように思う。何もかも中止になり、やる気が見えなくなっていると思う。食料品の値
段が上がり、また品不足なのか、買物へ行っても棚が空いているのが気になった。
何をするにも体調や周りの状況を見て動くことが多くなった。辛くても「辛い」といいづらい。みんな同じ状況だか
ら。

子どもがいるので外で遊ぶのも人がいる所にはあまり行かないようにする。子どもが遊べる室内には行かない。
35～45歳未満 丹南 子どもが自由に遊べないのが心苦しい。買い物も、行く回数を減らした分、出費が増えた。咳をするにも気を遣う
ようになった。人前で咳をすると周りの目が嫌な感じの時もあった。
35～45歳未満 丹南

一日一日が、変化しすぎてよてはコロコロ変わり嫌になる。子供がかわいそう。まだ小学生くらいでは、オンライン
のことをちゃんと理解しているのか不安。中学生くらいになると、悪知恵を働かせてちゃんと授業を聞いていない。

35～45歳未満 丹南 旅行できなくなった
35～45歳未満 敦賀 収入が減った。政治家だけ変わらない。税金高い。
コロナ感染拡大でガソリンの値上がり、小麦の値上げなどは仕方のないことですが、買い物をしていてポイントを
35～45歳未満 小浜
利用したり、クーポンを利用して少しでも家計を楽にしていけたらいいです。
コロナと共に過ごす生活にも慣れてきたが、旅行や外出が出来ず、生活の楽しみや活気が無く行動力が低下して
35～45歳未満 小浜
行っているのが解る。他者との関わりも持ち辛くなり孤立感を感じる。
45～55歳未満 坂井 家族での時間が増えた。家で過ごすことが多くなった。
45～55歳未満 坂井 いい加減、政府はただのかぜと認めるべき
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県外に旅行や買物に行けないのがストレス。その分、貯蓄は増えた。ママ友との定期的なランチ会がなくなって情
45～55歳未満 坂井 報が入ってこない。家族以外の人としゃべる機会が減り、滑舌が悪くなったと思う。法事に県外の親戚を呼べな
い。心苦しい。
45～55歳未満 坂井 人とのコミュニケーションが減ったので、子どもたちの学校や仕事でうまくやっていけるか心配。
45～55歳未満 奥越 自宅にいる時間が増え、子育て中に貯蓄が底をついたので、壱から貯金をしようとしている所です。
娘の大学ではｵﾝﾗｲﾝ授業が続き、ほとんど通学しなかったがコロナ前と同じように施設管理料の請求が届いた。
45～55歳未満 奥越
大学側も大変だとは思ったが、納得がいかないまま支払った。
45～55歳未満 奥越 家庭内で過ごす事が多くなり情緒不安定に子供がなっている
何時に店を閉めようが、行動を規制しようがうつる人はうつる。いろんな場面で感染対策を皆がきちんとしていれ
45～55歳未満 奥越
ばうつらないと思う。
コロナが出始めた頃は、外出や人と会うことをやめたり、いろいろ気を張ったが、2年経った今では慣れてきたよう
45～55歳未満 福井 で、県独自の緊急事態宣言などがあっても、人が集まったり、密になったり、皆さんの意識が緩くなってしまったな
あと感じます。”慣れ”って怖いなあ・・・と思います。私の家庭は、しっかり旅行など我慢します。
旅行計画は全くなくなった。外食は最小減で飲み会はなくなった。苦はないが、今後も長く続くのは辛いと感じてい
45～55歳未満 福井
る。
他人と安心して会えなくなった。本当につまらない。オンラインで95％解決できるが、残りの5％こそ、人生を豊かに
45～55歳未満 福井
するものだと思う。
職場の飲み会や付き合いの会合などが減ったことは、忙しい主婦にとってうれしい。休日に体が休まるようになっ
45～55歳未満 福井
た。自分の趣味をゆっくり楽しむ時間が増えた。
毎日コロナのニュースばかりで嫌になります。もっとバランスの良い報道をしてほしいです。オンラインがより普及
45～55歳未満 福井
して、地方にいてもセミナーなどいろいろ参加できるようになりました。
昨年はコロナの影響でボーナスが減った。祖父母と会う回数が減ったことで、老人の体力がぐんと落ちていると感
じる。また、精神的にも車の運転ができない老人はストレス発散できる場所がなく、家に閉じこもることで、軽いうつ
45～55歳未満 福井 状態になったり大変だった。娘の就職先も、第一希望のホテル業界をあきらめた。高校での海外留学もあきらめ
た。若い夫婦や子どもたちはうまく息抜きできると思う。コロナ禍で手を差し伸べないといけないのは老人たちだと
強く思う。移動販売などを通して、老人が少し集まれて会話できる環境作りなど、工夫できないでしょうか。
45～55歳未満 福井 ライブや映画は会場に行って体験したい
45～55歳未満 福井 意識が高まった
45～55歳未満 福井 コロナが長期化すればするほど、心身共に鬱積したものが大きくなる。先が見えず不安で仕方がない。
家族が家に揃っている時間が長くなり、プラス面、マイナス面どちらも感じた。 人との会話などが苦手になりそう。
45～55歳未満 福井 人と会うのも面倒に感じることも正直ある。 そう思うことが不安につながる。 仕事が以前にもどるのか危惧してい
る。
45～55歳未満 福井 一部の方だけへの補助金は不公平に思います。
45～55歳未満 丹南 特に変わりなく暮らしています
45～55歳未満 丹南 人とのかかわりが減った。買物もネット利用が増えたけれど、便利という面よりも、気が晴れない。
45～55歳未満 丹南 学校行事の中止 娯楽を控えるようになった
ストレスや不安を減らそうとして、趣味・娯楽に支出が増えたことがある。リモートでできるものがあると気づけた点
45～55歳未満 丹南
はよかった。旅費や外食費は減った。
45～55歳未満 丹南 物価がどんどん高くなっていくので、将来物が手に入らなくなると思う。
45～55歳未満 丹南 子どもの行事が減った。
外食や旅行などを控えるのは一時的なことなので仕方がないが、子どもの部活の大会や、発表の機会はその時
45～55歳未満 丹南
にしかできないことなので、何とか実施する方向で考えてほしいと思う。
リモートで学校の授業を受けても学費が下がらないのは不満です。また、十分な教育環境ではないと思います。
45～55歳未満 丹南
子供の入学式、卒業式に参加できなかったことは残念ですが、仕方ないと思っています。
今までムダだったこと（出向かなくてもよかったこと）が多く見えてきて、今後は必要かどうかの選択ができるように
45～55歳未満 丹南
なったことは良いと思う。
医療従事者がほとんどの我が家では、旅行や帰省をしなくなった。無料PCR期間は仕事量が倍になり毎日疲弊し
45～55歳未満 丹南 ている。 経済を回す事と、人流を抑える事は相反することだが、このコロナ禍でも旅行券プレゼントなどの広告を
見ると溜め息が出る。
県外に全く行けなくなった為、楽しみが減りストレスがたまるようになった。 家族で家にいる為家事が増えそれもス
45～55歳未満 丹南
トレスに感じる事があった。
45～55歳未満 丹南 特になし
コロナ前はいろいろなイベントに参加していたが、どこに行ってもコロナが心配で迷うものは行かなくなった。積極
45～55歳未満 敦賀
性がなくなった。
45～55歳未満 敦賀 コロナの拡大によって経済が回らず、物価も光熱費も上がる一方で悪循環でしかない。
45～55歳未満 敦賀 当たり前がそうではなくなった。その有難さを認識し、過ごしています。
説明会等、知りたい情報だけの提供であれば、オンラインでも充分かなと思います。診療にいたっても、オンライン
45～55歳未満 敦賀
で受診した上で病院に出向く用意した方がよいときもあると思います。
パート勤務、実労働時間での給与支給です。仕事を休まざるを得なくなることが増え、収入は減るし、家での時間
45～55歳未満 敦賀
が増えることで増える出費に、まだ、ペースをつかめなくて、ずるずると過ごしている状況です。
マスクのおかげが、風邪・インフルエンザなど全くかからず、花粉症も目のかゆみ位で助かっています。マスクはコ
ロナが終結してもかけ続けていきたい。あと、化粧もしなくてもよく、肌に優しい。コロナも良いこともあった。旅行に
55～65歳未満 坂井
行けないと皆入っているが、自分は別に困りもしないし、行くつもりもない。日本人が贅沢になっているんだとつくづ
く思う。
55～65歳未満 坂井 気分転換ができなかった。（旅行などに行けなかった）
55～65歳未満 坂井 人との接触が減った。人ごみに出なくなった。
55～65歳未満 坂井 人との交流が減って寂しいと思う。
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自分が突然コロナ陽性になり、10日間位の入院。主人にもうつってしまい、自宅療養。その間、外には出られなく、
55～65歳未満 坂井 主人には初めの何日間は近所や親類の人が食事を届けてくださって助かったが、男の人も簡単な料理が出来た
方が良いと感じた。洗濯や炊飯器の使い方は、これを機に使えるようになった。
55～65歳未満 坂井 映画やショッピングなど控えている。公の活動も。早く終息してくれることを願う。
55～65歳未満 坂井

55～65歳未満 坂井

55～65歳未満 坂井
55～65歳未満 坂井
55～65歳未満 坂井
55～65歳未満 坂井
55～65歳未満 奥越
55～65歳未満 奥越
55～65歳未満 奥越
55～65歳未満 奥越
55～65歳未満 奥越

冬場は家の中が寒いこともあり、エアコンを使用して電気代が高くなる。マスク生活で子供たちもストレスでかわい
そう。
2年前から、手洗い・マスク等の感染予防対策をし、ワクチン接種を進めてもまだ収束していないので、今後は食
べ物等で免疫強化を目指した方がいいと思う。コロナ感染者は周囲には1人もおらず、TVの中だけでは？と思う。
健康な人や子どもがマスクをしているのは、なんだかおかしいなと最近思うようになりました。ワクチンに対しても、
治験中のものという認識が、TVだけを見ている人と、インターネットで調べる人とでは全く考えが違うなと感じま
す。眼鏡が曇るのはマスクをしてて空気が漏れるからです。予防効果はないと思います。早くマスク外したいです。
コロナで出かけないから支出が減った
コロナ禍で旅行にも行けず、ライブ・コンサートもなく、楽しみがなくなった。早く収束してほしいけど、まだまだ先だ
と思っています。
あまり言えから出ないと、ガソリン代が一番減ったと思う。外食は、家族のみですが、逆に増えたと思う。
時間が増えたので、お惣菜を買う頻度が減った 飲み会が減った 県外へ行けない
行動範囲が狭くなり、運動不足
コロナ感染に対する意識の違いが感じられる。それぞれの思いによって、利用したくない店も出てくると思う。反対
に、いろいろ対策している店をどんどん利用したいと思うようになった。直接的な人との関わりがなくなり、オンライ
ン・・・ゲーム感覚になれ、人間性としての成長に悪い影響があるような・・・
1人1人の価値観の違いがあるので、ゼロコロナにはならないと思う。
昨年家族が亡くなり葬儀がありましたが、なんともさみしい葬式でした。県外の方の訪問を断ることも多く、なんとも
後味の悪い式でした。
疫病の流行で世の中が乱れる→現在に起こるなんて平成の終わりには考えたことなかった。今は、燃料費の高
騰に頭が痛い。親の介護で出費は増える一方だ。生協に依存度が高くなり、思っているよりも買ってしまうことも驚
きだったりする。請求額にとてもびっくり。ちょっと普通ではない。

55～65歳未満 奥越 もう無理な話かもしれませんが、早く元のくらしに戻って、普通に皆と、生で行き来できる生活を送りたいです。
食品や光熱費（電気・ガス・灯油）、ガソリンの値上がりを肌で感じます。今まであまり考えずに過ごしてきました
が、これを機に節約、お金の使い方を考えていかなくては、と思っています。
55～65歳未満 奥越 外出外食自粛で、自宅の食費が増えた。 宅配で、すべて賄えるようにした。
55～65歳未満 奥越

55～65歳未満 福井 年齢のせいもあるが、外出できないことや家族への気遣いから、ストレスのたまることが多くなったように思う。
55～65歳未満 福井 格差が広がっているのだろうか。それすら見えない。ストレスや格差で事件が増えたりしている。
出張がなくなり、リモート会議が定着し、時間のムダがなくなった。外食が減り、家族の集まりが自宅になった。県
55～65歳未満 福井
外の親族と会う機会が減少。法事等の簡素化が進んだ。
55～65歳未満 福井 外食に行けなくなったのでテイクアウトを買ったりした。イベントもなく、早く堀ながなくなってほしい。
都会と地方では、思うところ、考え方がかなり違うなあと思いました。県外にいる息子は帰ってこられません。いと
55～65歳未満 福井
こや姪っ子も全くかえって来られなくてかわいそうです。
コロナになってから、本当にすべての生活パターンが変わってしまいました。まず、どこに行くのも「マスク」をして
いないといけない。手洗い、消毒、うがいはもちろん、人と握手もできなくなった。外食も気を使うし、旅行も温泉も
55～65歳未満 福井 なかなか行けなくなった。県外には仕事以外は行けなくなった。下手したら、福井市内でも近くだけといった感じ！
本当にいつになったら普通の生活できるのでしょうか？みんな本当につらい毎日の生活です。インフルエンザの
様に早く飲み薬で治せるといいです。
高齢の親に会うことが減ったので、親が認知症にならないか心配。公共交通期間では、コロナが心配なので利用
しなくなり、車を使うことが増えた。
ウィルスは常に変化していくものであり、未知の世界で恐いという気持ちがある。受け入れつつも対抗していける
55～65歳未満 福井
ことを願っています。
55～65歳未満 福井

55～65歳未満 福井
55～65歳未満
55～65歳未満
55～65歳未満
55～65歳未満

子どもの助成金などはあったが、大学生への助成金はなく、一番お金のかかる時期の子供への助成金もしてほし
い。

福井
福井
福井
福井

風邪の症状が出ているとコロナと思われそうで、外出しているときは周りの人に気を遣う。
外食に行くことが亡くなり、町内の人にも会わなくなった。
誰とも会わなくなり心地よく感じる。携帯電話があるから、コミュニケーションは取れる。
飲み会や食事会が減った。
コロナ禍で人とのコミュニケーションの機会が減り、また暗いニュース（廃業や失業など）が多くみられるようになっ
て、人々の心も殺伐とする社会になってしまっていると感じます。格差が広がっており、生活弱者がますます生き
55～65歳未満 福井
づらい世の中へと変化していくのは間違いないと思います。もっと助け合いの心をもって、助け合いのシステムの
構築を是非生協様で検討いただけたらと、強く思っております。
家からあまり出なくなり、パソコンも使えずオンラインもできず、ストレスだけたまり、本当にいつになったら自由が
55～65歳未満 福井 戻るのでしょうか。収入も減り、食費・光熱費だけ上がるだけで、本当に生活が苦しくなってきました。早く普通の生
活に戻りたいです。
夫婦ともに自宅にいることが多くなり、居場所の確保が難しくなっている。スポーツをする機会が減り、体力の衰え
55～65歳未満 福井
も感じる。
55～65歳未満 福井 ご近所や自治会活動等人との交流が希薄になった
55～65歳未満 福井 外食や旅行することがなくなった
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人と会うことの自粛、仕事のオンライン化で、実際に人と会って会話することが減った。益々コミュニケーション不
55～65歳未満 福井 足になり、人とのつきあい方が上手くできない人が増えると思う。 また、運動不足も進み、身体の調子を崩す人も
増えると思う。 実際、私たち夫婦は体重が増加したが、なかなか減らない。
①家計の見直しにつながった。②処分すべきものが分かっても、費用面や安心できる業者を見つけることが難し
い。③灯油を宅配でお願いしているが、１ℓ当たりの価格が上昇するにつけ生活を見直す（例えばお湯を使わず家
55～65歳未満 福井
事、風呂は続けて入るなど）ことで、嫌な気持ちにならずに生活できることが分かった。④大人は、今の生活を楽し
むことを子どもたちに教えてあげてほしい。
55～65歳未満 丹南 人と交流機会がなくなって何をしているかわからない
55～65歳未満 丹南 外食や旅行などに行けないのが残念であえう。
55～65歳未満 丹南 冠婚葬祭は特に最小化していくと思う（身内のみに）
55～65歳未満 丹南

孫の学校が休校になり、親は仕事のため、孫の家に出向き、ごはんやおやつ等、いつもとは違う出費が多くなっ
た。

55～65歳未満 丹南

家にいる時間の楽しみ方を再度考え直し、いろいろなことをやる気持ちになった。（在宅してできる、料理・お菓子
作り・ハンドメイドなど）

55～65歳未満 丹南

出かけることができずストレスがたまっていても、自分の中でストレスが溜まっていると感じることが薄くなってい
る。気持ちが、我慢することに慣れてきて、何が楽しいことなのかわからなくなっていることに気づくことがある。

保育園や小学校、介護施設がお休みになると、自分の身動きが取れなくなって仕事や生活が大変になります。予
55～65歳未満 丹南 定が立てられない。立てても予定通りに行かない。ストレスで体調不良になります。それでも医療関係者やその家
族、コロナで頑張っている人たちのことを思うと、まだまだ ”がまん” です。
感染対策として、人との関わりを意識して排除する日常で、私が親として子どもに積極的に行動していることは、
55～65歳未満 丹南 子供の話に共感し、喜び、笑って、明るく過ごしています。毎日暖かく美味しい食べ物を皆で食べて、健康維持に
努力し、病気にならないよう、心も体も頑張っています。いつか戻ってくるいつもの毎日のために。
55～65歳未満 丹南 コミュニケーション不足
食事に関しては、テイクアウトによりいろいろなお店を利用できるようになった。コロナで収入が減って実家に助け
55～65歳未満 丹南
を求める人の話を聞き、自分の恵まれた環境がありがたいと思う。
55～65歳未満 丹南 仕事の求人がすごく偏った。近所や地域のつながりが減った。近所で自死された老人がいた。
55～65歳未満 丹南 県外の長男夫婦、孫に直接会えていない
55～65歳未満 丹南 楽しみが減った
55～65歳未満 丹南 県外の孫達に会えないのがさみしい。 夫婦で旅行に行きたい。 楽しみがない。
仕事と家の往復で、今まで普通に友達などと会う事や、観劇などができなくなり変化がない日々です。 ネットを見
55～65歳未満 丹南
る事が多くなって、お買い物はネット購入することが増えました。
55～65歳未満 敦賀 お出かけしなくなったので服を買わなくなった。その分、家にいるから光熱費が増えました。
マスク生活に疲れた。外出も少なくなり、孫がゲームやYouTubeを見たりする時間が増えた。買物も宅配が増え
55～65歳未満 敦賀
た。そのため、たくさん買ってしまい食費が増えた。
55～65歳未満 敦賀 コロナで県外げの買物に行けない
コロナまでは毎年行っていた親族旅行。両親はとても楽しみにしていたが、コロナでみんな集まれなくなった。親族
55～65歳未満 敦賀 はみな県外。父は90歳になった。父も母もみんなに会いたがっている。施設にいる妹ともリモート面会のみ。両親
と会わせてあげたい。
外出激減。コロナにおびえ、ストレスたまりまくり。コロナ前の生活が遠い昔になり、これからは冠婚葬祭に始まり
55～65歳未満 小浜
大きく変わっていく
冠婚葬祭の簡素化は、コロナきっかけに取り入れるべきだと思う。でも、田舎の昔からの考えで、親の意見が大半
55～65歳未満 小浜
です。でも、自分と子供の時代には簡素化はとても良いと思う。できれば省くところは見極め、省きたい。
55～65歳未満 小浜 すべてにおいて、精神的な辛さが大きく、楽しみが見出だしにくいと思う。 早く元に戻って欲しいと願います。
外食が減った。自分も濃厚接触者になったことがある。今は孫の学校で出ており、孫も２回検査対象になってい
る。そのようなことからか、ストレスにが溜まっているように思う。
早く終息してほしい。外出や旅行など、楽に行けるようになってほしい。
スマホやパソコンの上手な利用法が身についていないので取り残されています。
百聞は一見に如かずの言葉通り、特に若い人にとって人との実際の交わりは大切に思う。コロナに限らず、困難
はますます多くなると思うが、知恵を絞って希望を失わず成長してほしい。
友人たちと会えないのでストレスがたまる。収入が少なくなり先行き不安。
病院に入院中の高齢の親との面会がこの２年間で来ていません。病院の方からの情報は頂けますが、直接面会
ができないことから、認知症も進み、家族の判断もできなくなってきていることにさみしさを感じます。
コロナ禍で外出も自粛。人との関係が希薄になったように感じる。ｵﾝﾗｲﾝ、リモートワークも良いとは思うが、やっ
ぱり直にあって話したいものだ。
友人と会わなくなり、食事、おしゃべりができない結果、歩行数も減り足腰が弱った。体重は、宅配弁当のおかげ
か増加せず。
コロナにより人とのつながりが減り、会話が少なくなり、少々ストレスになりました。
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坂井 外食は減り、友達と会う回数が少なくなりました。習い事、講習が中止に。
孫がオヤツを食べる時にマスクをしたまま マスクを引っ張って口に入れる様子を見て可哀想に思った。音楽、体
坂井 育も充分出来ていない。娘は看護師で人手不足で忙しいらしく帰れば機嫌や身体の具合が悪く満足に子供と向き
合ってやらないみたいだ。この先彼等がどの様に成長するのか？心配する

65歳以上

主人の介護・リハビリを居宅でお願いしているので、家族の学校（孫）がそれぞれ多方面に通っているから、陰性
が確認できるまで皆が家でストップ状態が何度も続く。毎日、家族全員（6人）体温測定し、提出しています。
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ひとりひとりがマスク着用、手洗いの徹底を心掛け、三密を避ければ感染者数が減るのではないかと思います。
予防接種も積極的に取り組みたいです。
地域の行事（運動会や祭り）が減り、交流する機会が激減。家族単位で孤立しているように感じる。旅行やコン
サートが減って楽しみがなくなった。余計な付き合いがなくなって楽になっている面もある。（冠婚葬祭、行事）
運動不足で肥満になった。コロナ感染におびえた生活に疲れた。
外食が出来なくなったり、娘や孫たちに会える回数が減った。
若者中心の世の中になるのは良いことですが、年老いる私たちの年代には結構厳しくなっていくと思うので、健康
で体のことも大切で充実していますが、もう少し精神・心に対してのケアも増してほしい。
毎年出かけていた旅行がいけなくなり残念です。
人ごみを避けるようになり、ライブやコンサートには行かなくなった。
年寄のためオンラインなどは使いこなせません。
この環境で育った方の今後10年後ぐらいに何かしらの影響が出てくるように思う。格差ももっと広がり、それによう
なく国民が気付くか？
コロナの治療薬が早くできると、安心して今までと同じような生活に戻れると思う。
コロナのため学校が休校になったりして、授業日数が減ったり、子どもたちの活動が縮小されて、成長などの点
（体も心も）に不安を感じます。いつまでも子どもたちを閉じ込めておくべきではないと思います。
大人だけの生活者は学生とともに生活する者（大人）に比べてとても自由な日々を過ごせると思います。
この状況はどうしようもない。自分で工夫していくしかないかな～！と思っています。
遠方への旅行ができなくなったが、近場での登山など、趣味が変化しそれに伴う出費が増えた。
学校が休みになると、仕事をしている親は大変困る。感染状況も情報として入ってこない。もっと公にしてほしい。
そして、親も休める体制を作ってほしい。
県内より外へ出なくなり、自由に行動できなくなったように思う。
旅行が趣味だったので、この2年余り、行けなくなったことが、個人としては楽しみが、社会経済としては、個人消費
がないことの影響が莫大なことを知らされた。
外出が減り、衣服も、外食も、ガソリン代も大幅に減り出費も減った。コロナ感染を防ぐために、お店、外食産業な
ど、清潔感が増し気持ちよかった。ご近所さんとの会話が減り、高齢者の甥が早まった気がする。
コロナにより生活も変わり、地域の方々とのかかわり方も変化して、「会う」ということが随分減りました。実は、新
年会や祭りなどの役が当たっていたので、それをせずに済んでよかったということもあります。他にもそういうこと
は多々あったと思います。でも、これはコミュニケーション不足になるのでは、と心配しています。やはり、この生活
は良くない！！早く皆さんに会える日々でありたいですね。
国家、メディア等、コロナ感染拡大による影響は大きい。早く感染症のデマを払拭してほしい。医者は国の言いな
りにならず、人を助ける仕事に！！
出歩くことが亡くなったので、体力が落ちてきている気がする。また、人との交流が希薄になり、実体験により現実
を学ぶ機会が減少していると感じる。
外出してもコロナに感染しないだろうかと心配です。
友人と直接会って会食が出来ないので寂しいです。
早く平常に戻り海外旅行に行きたい
施設でお世話になっている母と面会できず少し寂しい。今は我慢の時です。
介護保険が高くなるが、もう少し恒例の人に何か抱えるようになるといいと思います。
機能訓練センター休みになった
外出が減り、無駄使いがなくなった。
友達との旅行が出来ないのが寂しいです。飲み会がないため、家でのアルコールが進みます。公民館での自主
活動ができないのが残念。（子ども料理教室、大人料理教室など）
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福井 高齢なので、オンラインも生活も特に変わりません。
福井 旅行やコンサートに行けなくなった。友人と食事もしなくなった。
福井 県外に住む子供や孫たちと会えなくなった。友人との食事等が出来なくなった。
Go Toトラベルについて。多額の税金が使われることになっていると思うが、旅行などに行きたい人にとっては、行
福井
ける環境になれば自費で行くと思う。「旅行もOKです」とのGoサインだけ出してもらうだけで充分。税金のムダ使い
福井 アナログ人間なので、これからどう生活するのか不安（生きていけるのかな？）
家族の仕事、自身のボランティア（高齢者支援）の都合で絶対感染しないために、ショッピング、食事会など、大勢
丹南
の中や外での飲食はしなくなった。運動不足、コミュニケーション能力の低下など、心配なことや不安がある。
生活状態はあまり変化がないと思います。若い人達が集えないことが辛いです。私自身はあまり不自由なことは
丹南
ありません。
親が亡くなり法事が続いているが、正直細々としたことなど大変。でも、コロナという状況になってから、飲食はや
丹南
めてお弁当を持ち帰ってもらうことにしたら時間短縮になり、なにより気が楽になった。
丹南 友達と旅行に行けなくてさみしい
丹南 コロナの不安で神経質になり、ストレスがたまった
現在は冬にて家で過ごしていることが多い。暖かくなれば散策に出たり、畑業に出たりしようと思う。コロナ感染が
丹南 こわいから、あまり人と接することは控えている。そうしたらガソリン代が少なくなった。電気代は、クーラーをつけ
ているからあまり変化なし。
丹南 友人や近所の行き来が少なくなった。
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マスク生活により人と人との交わりが希薄になり、自分中心（周りのことを考えず）になったような気がする。近づ
けばうつると言われ、人と話すのも、気兼ねしながら会話すれば本音を話せない。早く元の生活に戻りたい。

家にいることが増え、電話で話したりラインのやり取りも増えた。昔のDVD（韓流ドラマ）を借り、テレビの前にいる
丹南 時間が増え、その影響で視力が落ち、眼科へ通うことが増えた。買物を減らした影響で、冷凍と、あるもので済ま
すことも多かった。
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今まで週2回福井まで出かけ、習い事や趣味をやっていたが、ほとんど出かけるのをやめ、病院への通院の身に
なった。
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丹南 全体的（生活）簡素、買物にも出るが減少
丹南 外食・外出（旅行など）しなくなった。その分は食費に充てている。コロナの終息を一日も早く願っています。
丹南 年金生活者にはあまり変化がない。若い人たちの生活と、今後の物価上昇が心配。
マスクをすることで風邪をひかなくなりました。コロナ前は一年に2回ほどは熱を出すことがあったのですが、マスク
丹南
をすることで防げているのだと思います。

65歳以上

コロナ禍の拡大はどうすることもできず、くらしへ良い影響など一つも感じられません。でも、誰にお願いしたところ
でどうにもならず、子育て真っ最中の若い人達にも迷惑をかけられず、我慢しかないものとあきらめております。
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丹南 今後ますます世界情勢の影響は免れないだろうと不安が増す一方です。
町内は年寄の家庭が多いため、犬の散歩に出ても外で会う人ほとんどいない。コタツでテレビ、昼寝。電気代、ガ
敦賀
ス代が値上がりして家計に響く。
以前はよく旅行に行きましたが、全くSTOPとなり、早く行けるようになりたいです。その分、支出が減って貯金して
敦賀
います。テイクアウトが増えたのもコロナの影響です。
敦賀 食品などの値上がりが多い
敦賀 外食や旅行が一切なく、支出が減った。
敦賀 体力がなくなった
敦賀 年一回遊びに行っていた義姉のところもいけないし、年のいった姉のところへも行けなくなりました。
人とのかかわりが少なくなり、何事も省かれるようになった。年金は下がり、物の一つ一つが上がっているので生
敦賀
活はしにくくなる。
アルバイトの日数が大幅に減り、収入がが減ったにもかかわらず、ガソリン代やいろんなものが値上がりし、苦労
敦賀
して貯めた貯蓄が減るばかりでこの先不安です。
敦賀 買物の回数減。友達と会うことも減。家の中で日々楽しく充実して過ごすか模索しています。
敦賀 国から支給された10万円、それ以上に国によって回収されていく感がある。
ありがたいことに夫婦とも勤め先でコロナが広まることもなく、いつもと同じ毎日でしたが、ただ義母のいる病院で
小浜 面会がなくなり、そのまま義母は亡くなり、小さく行った葬儀にも、安全のため孫である子供たちを帰らせなかった
ので、義母にはかわいそうなことをしたと思っています。
自由に行動できるようになってほしい。家にこもることが多いので、社会活動への参加など、人と交わることができ
小浜
るようになってほしい。

65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上

65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上

友人との会食もできず、会うのも控え、だんだんと疎遠になって淋しいことです。冠婚葬祭はこれでいいかなと思
小浜 う。コロナで陽性になると、回りの方への迷惑を考えて大変な思いをされると思う。もう少し考えた方がよいのでは
ないかと思う。
小浜 友達との集まりが出来ない。県外の葬儀に出席しにくくなりました
年金のみの収入なので、それに見合うように支出を（コロナの間に物価も上昇している）考えたいが、どうしても必
小浜
要なもので手放せないものもある。老人所帯は先が暗い。
日常の買物、病院（人間ドック・歯科）に出るくらいで、ほとんど外出しなくなりました。我慢できなくて外出・やむを
小浜 得ず外出する方はリスクを考えておられると思います。これからはそれぞれの責任において行動することが求めら
れると思います。また、それぞれコロナに携わってくださっている方には本当に頭が下がります。
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増えた支出について
年代
地域

記述
仕事の出勤日数が減っていたときは家にいることが多
かったため電気代が上がった。
子どもが多いので支援がないと大変
マスク代がかさむ
マスクや消毒などで支出が増えた。
今では落ち着いたが、マスク・消毒などは以前から使用し
ていたので、コロナで需要が上がり、価格が上がることで
結果的に支出は増えた。
自宅待機や休園などの影響で家にいることが増え、電気
をよく使う。給食の分、家でごはんを食べるので、一食分
自宅で過ごす時間が増えて食品が増加した
空気清浄機や加湿器などを購入した。
コロナが拡大してきて買物に行くことを優先的に控えるよ
うになり食費が一番増えたが、食費が高くなってもコロナ
に感染するよりいいかな、と思うようになった。
1日の感染者数を調べるのにネットをよく使うようになった

支出が増えた品目

35歳未満

坂井 日用品

35歳未満
35歳未満
35歳未満

日用品
福井 食費
福井 日用品
日用品
福井 食費

35歳未満

福井 食費

日用品 住居

35歳未満

福井 食費

家事・介護サービス

水道光熱

35歳未満
35歳未満

福井 食費
丹南 食費

日用品

家電・家具

家電・家具

通信

35歳未満

丹南 食費

日用品 水道光熱

35歳未満

丹南 通信

水道光熱

35歳未満

丹南 食費

日用品 水道光熱 住居

家にいる時間が多くなるので、食費や光熱費などが増え
た。

35歳未満

敦賀 食費

家事・介護サービス

通信

家にいる時間が増える→食費・光熱費が増える。映画を
見たり、SNS、動画を見る時間が増え、通信費が増える。
子連れで行ける所が閉鎖→子育てのストレスも増え、一
時預かりの利用が増える。

35歳未満

敦賀 食費

日用品 教養娯楽 保険

物価は上がるが給与は増えないことに困っている。

35歳未満

小浜 食費

日用品

家にいることが増えて食べることが増え、今までそれほど
減らなかった物まで減るようになった。

水道光熱
家電・家具

通信

水道光熱 教育

通信

水道光熱

家事・介護サービス

電気代が上がったのに家にいないといけない。ガソリンが
高いのに車に乗らないといけない。食費を抑えるにも、子
どもの成長を思うとむずかしい。家で食べることを楽しくし
ていくしかない。
家にいるため、光熱費が増えました。

35～45歳未満 坂井 食費

日用品 水道光熱

35～45歳未満 坂井 通信

水道光熱

35～45歳未満 奥越 食費

日用品 通信

35～45歳未満 奥越 食費

自動車

35～45歳未満 福井 食費
35～45歳未満 福井 食費

日用品

35～45歳未満 福井 食費

自動車 水道光熱

35～45歳未満 福井 食費

日用品 教養娯楽

35～45歳未満 福井 食費
35～45歳未満 福井 日用品
35～45歳未満 福井 教養娯楽

水道光熱

35～45歳未満 福井 食費

日用品 通信

35～45歳未満 丹南 食費

日用品

35～45歳未満 丹南 食費
35～45歳未満 敦賀 食費

家電・家具 水道光熱

35～45歳未満 小浜 食費

家電・家具 水道光熱

35～45歳未満 小浜 食費

日用品 被服

家電・家具 教養娯楽

45～55歳未満 坂井 食費

日用品 通信

水道光熱

通信

より良い物を選んで食事するようになった。自宅で豊な食
事のため。公共交通よりも自分で運転をするようになった
家電・家具 水道光熱

日用品 水道光熱

家にこもろうと、ストックする量が増えたため（食費）
お家時間が増えた
学校が急遽休みになり、子どもが3人平日ずっと家にいる
ので、給食で賄っていた分の昼食費、ずっと家にいるので
灯油代などが増えた。
家にいる時間が長いから、どうしても食べるだけが楽しみ
だから。
家にいる人数が増えると、増える
マスク代が増えた
幼児と家で過ごすためのグッズを買うことが増えた

医療

子どもが休校で家にいる時間が増え、電気代・食費が増
えた。なのに食料品の値段は上がり、ダブルパンチです。

水道光熱

水道光熱 保険

45～55歳未満 坂井 日用品
45～55歳未満 坂井 食費

自宅にいることが多くなったので光熱費が増えた

水道光熱

家にいることで、出かける以上にネットで買い物が増え
て、ストレスで、我慢せずにほしい物を、お金がなくても
買ってしまう。
学校行かず、食費が増えた
家にいることが増えた

教育

外食はコロナ拡大で大幅になくなりましたが、その分食費
は自然と増えました。（家でするぜいたく）
通信

水道光熱

在宅時間が長くなり、光熱費、食費がアップした。
家にいることが多くなり、食事、暮らしの中での支出が増
えた。特に電気代が増えた。
マスク代が増えただけ
家にいる時間が長くなったので光熱費などが増加した。ど
こにも出かけられないので（旅行外食など）楽しみがへっ
たので、食べ物くらいしか楽しみが亡くなった。
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増えた支出について
年代
地域
45～55歳未満 奥越

支出が増えた品目
水道光熱

日用品
45～55歳未満 奥越 食費
45～55歳未満 奥越 水道光熱

水道光熱 医療

45～55歳未満 奥越 食費

水道光熱 住居

45～55歳未満 福井 食費
45～55歳未満 福井 通信

水道光熱

45～55歳未満 福井 食費

自動車 通信

45～55歳未満 福井 食費
45～55歳未満 福井 食費
45～55歳未満 福井 食費

日用品
水道光熱

45～55歳未満 福井 食費

日用品

45～55歳未満 福井 食費
45～55歳未満 丹南 食費

水道光熱

45～55歳未満 丹南

水道光熱 住居
水道光熱

記述
外食をする回数が減ったが、外出をする機会も減り、食費
は減ったが光熱費は増えた。
マスク
在宅時間が増えたので、光熱費が増えた。
外に出掛けないため、家にいることが多いため、そのよう
なところが増える
家にいる時間が増えるとそれに伴って光熱費が増加した
自宅にいる時間が増えたから
コロナで自宅にいることが多いので家族でできるゲームを
購入した。人が集まる所には行けないので、家族でドライ
ブが多くなった。
ストックする品物をたくさん買うようになった
家で食事することが多くなった
在宅時間が増えて買物に行く回数も増えた
外食する機会が減ったので、食料品の支出が増えた。自
宅にいる時間が長くなり、日用消耗品の支出も増えた。
消毒液など
医療品（マスク、衛生用品）が増えた
外出の制限により、結果としてネットショッピングや新しい
趣味などでの支出が増えた。
電気代が増えた。ガソリン、灯油が高くなり支出が増え
た。
マスク、除菌用アルコール購入。子どもが休校になり、電
気代など

日用品 水道光熱

教養娯楽 通信

45～55歳未満 丹南 通信

水道光熱

45～55歳未満 丹南 日用品

水道光熱

45～55歳未満 丹南 食費

日用品 水道光熱

家にいることが多いため、食費・光熱費・水道費など、生
活に必要な出費は増えました。

45～55歳未満 丹南 日用品

水道光熱 医療

音楽や動画などのサブスクを多く利用するようになった。

45～55歳未満 丹南 食費

日用品 通信

今までは、日中は会社や学校に行っていたので、電気代
のプランが夜に電気使用が多いナイトプランの我が家。
家族が日中、家にいる時間が増え、電気代が倍になっ
た。

45～55歳未満 丹南 食費

日用品 水道光熱

45～55歳未満 丹南 食費

日用品

45～55歳未満 敦賀 食費

日用品 水道光熱

減っていることのほうが多い（ガソリン、旅行代、被服費な
ど）

45～55歳未満 敦賀 食費

水道光熱 教育

自宅で過ごす時間が増えたことで、 日々の生活の中心が
自宅にかわり、光熱費等が増えた。

55～65歳未満 坂井 食費

自動車

Go Toキャンペーンで福井を盛り上げようと何度もチケット
を購入し、危険を顧みず外食をした結果、体重が増え不
健康になった。少々のお得かもしれないが、今思えば政
府の政策は恐ろしい。

55～65歳未満 坂井 日用品

水道光熱

消毒に関して気を遣うようになった

55～65歳未満 坂井 食費

日用品

今までさほど利用のなかったマスクや消毒液の購入等。
材料を買って総菜を作ることができにくく、出来合いのも
のを買うことが増えたため。

55～65歳未満 坂井 食費

水道光熱

外出することが減り電気代が高くなった。外食が減り家で
食べることが多いので食費がかかる。

55～65歳未満 坂井 食費

自動車 水道光熱

コロナ前は毎日買物をしていました。2年前からまとめ買
いをするようになったら、かえって支出が増えてしまいまし
た。また、加賀方面の激安スーパーに行かなくなり、変わ
りに県内の遠方に出かけるためガソリン代が増えました。

55～65歳未満
55～65歳未満
55～65歳未満
55～65歳未満
55～65歳未満

坂井
坂井
坂井
坂井
奥越

水道光熱

食費

水道光熱

食費

通信

食費

保険

日用品

家事・介護サービス

水道光熱

通信

水道光熱 医療

家族が家にいる時間が増え電気代が増えた。 家事の量
も増えた。
家にいる時間が増えたので、光熱費が大幅に増えた。

休日は出かけなくなったため暖房費が増えた
家にいることが多くなり、光熱費が増えた。
スマホを見る時間が増えた
家でご飯を食べることが多くなった 物価が値上がりした
外出が減り、家の食費が増えた
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増えた支出について
年代
地域
55～65歳未満 奥越 食費
55～65歳未満 奥越

記述
家での食事が多くなり、食材が多数必要になってきた。家
での時間が長くなり、電気関係を使う時間が増えた。
大人がずっと各部屋にいるようになって、エアコン、テレ
ビ、パソコンなどで電気代が増えた。
家にいることが減った。地域の活動も減った。

支出が増えた品目
日用品 水道光熱

水道光熱

55～65歳未満 奥越 食費

日用品 通信

水道光熱 住居

55～65歳未満 奥越 通信

自分の考えではなく、職場からの指示で県外時には市外
に出かけるのをやめろとなっている。どこにも行けないの
で、自宅で動画を見ている人が多い。通信費は多くなっ
た。

55～65歳未満 奥越 食費

外食自粛で、自宅の食費が増えた。
在宅時間が長くなり、家族それぞれが各部屋の家電を使
うので、この冬は光熱費がかなり高くなった。また、コロナ
関係の日用品もたくさん買うことになり出費がかさんだ。

55～65歳未満 福井 食費

日用品

55～65歳未満 福井 食費
55～65歳未満 福井 水道光熱

家電・家具

55～65歳未満 福井 日用品

水道光熱 医療

マスクや消毒薬や洗剤、手洗い用など購入。在宅が増え
たので、電気代、ガス代が増えた。

55～65歳未満 福井 食費

日用品 水道光熱 医療

いろいろな面で物価も値上がりしているので、すごく影響
している。「これもまた」って感じ。

55～65歳未満 福井 食費

通信

水道光熱

外出する楽しみが少なくなったので、食べることが楽しみ
になった。人に会えないので、電話やメールなどのやり取
りが多くなった。本を買うことが増えた。

55～65歳未満 福井 食費

日用品

家事・介護サービス

家電・家具

通信

水道光熱

おいしいものを食べることがストレス発散につながった。
外出しないので暖房をずっとつけている

感染を予防するためのものに対しての支出が増えた。体
力をつけるための食事など。
県外の大学に行っている子供が帰省するときの送迎が増
えた。（電車の使用を控えた）
家で過ごす時間が増えたため
ふく割、Go to eat等が出たことにより、購入額が増えた
り、外食が増えた。
自宅で過ごすことが多くなり、また外出の機会が減ったこ
とで食品を購入することが増えました。人と会うことができ
ず、ネットや電話などでつながっていたため、通信費が増

医療

55～65歳未満 福井 自動車
55～65歳未満 福井 食費

日用品

55～65歳未満 福井 食費

水道光熱

55～65歳未満 福井 食費

通信

水道光熱

55～65歳未満 福井 食費

家事・介護サービス

通信

55～65歳未満 福井 食費

日用品

自宅での食事が増えた

55～65歳未満 福井 食費

日用品

在宅時間の増加に伴い、水光熱費、食費、日用品代の支
出が増えた

55～65歳未満 福井

医療

保険

住居

家にいることが多く、食費、光熱費が高くなり、生活が大
変です。家にいることでストレスも増えます。

電気や灯油など光熱費が増えている

水道光熱

55～65歳未満 福井 食費

通信

55～65歳未満 丹南 食費

水道光熱

55～65歳未満 丹南 食費

日用品 水道光熱

55～65歳未満 丹南 食費

日用品 住居

水道光熱

在宅時間の増加、友人に会えないこと、ネット使用時間の
増加等で、光熱費や通信費が増えた。 旅行等に行けず、
お取り寄せやプチ贅沢な食品を買うことで、微妙に食費が
増えた。

55～65歳未満 丹南 食費

あまりどこにも行かないから。家にいるから。
マスク・消毒液などの購入。自宅にいる時間が多くなり光
熱費が増えた。
マスクや消毒液を多く買うようになった
電気代がびっくりするほど上がった。家にいる時間が増え
たからかも。
自宅にいる時間が増えたことで、家電品を使用する時間
が多くなりました。出かけられないため、食費にお金をか
けてストレスを発散している所もあります。コロナで我慢し
ているため、いろいろと緩み、外出しなくてもその分のお
金は残っておらず、何かで消費していて支出は変わって
いません。
在宅時間が増え、トイレや冷暖房費が増えた。食事回数
が増え洗い物が増えた。
外食が少なくなった

55～65歳未満 丹南 通信

コロナが始まってガス代が上がったから。

55～65歳未満 丹南

家にいるから

55～65歳未満 丹南 日用品

55～65歳未満 丹南 食費

日用品 住居

55～65歳未満 丹南 食費

水道光熱

水道光熱
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増えた支出について
年代
地域
55～65歳未満 丹南 食費

日用品 水道光熱

55～65歳未満 丹南 通信

水道光熱

55～65歳未満 敦賀

記述
感染対策にてマスク、消毒などの日用品の購入 外出でき
ない事で光熱費が増えた。
家に居る事が多くなり、電気代が増えました。
外出も少なくなり家にばかりいるから、光熱費はめっちゃ
増えました。
家の中にいることが多いので、テイクアウトしたりして食費
が増えた。

支出が増えた品目

水道光熱

55～65歳未満 敦賀 食費
55～65歳未満 敦賀 食費

日用品

子供や孫の所へ行くのに、車での移動が増えたので、高
速代やガソリン代が増えた。使い捨てなので、マスク購入
費。

55～65歳未満 小浜 自動車

水道光熱

コロナに関係なく、おおい町から小浜市までの往復でガソ
リン代が増えた。親の世話をするため。

55～65歳未満 小浜 食費

日用品

家事・介護サービス

教養娯楽 通信

水道光熱

家にいることが多くなったので、家で楽しむ為のグッズ
や、食材やテイクアウトの食費が増えた。
あまり変わらない。逆に、旅行等に行けないので支出が
減った。
昼食を作る、衛生用品を買う、電気代が増えた。

65歳以上

坂井

65歳以上

坂井 食費

日用品 水道光熱 医療

65歳以上

坂井 日用品

水道光熱

65歳以上

坂井 食費

日用品 通信

65歳以上

坂井

65歳以上

坂井 食費

日用品

65歳以上

坂井 食費

日用品 教養娯楽 通信

65歳以上

坂井 食費

家電・家具

65歳以上

坂井 食費

教養娯楽 自動車

65歳以上

奥越 食費

日用品

65歳以上

奥越

65歳以上

奥越

65歳以上

奥越 通信

水道光熱

PC,携帯などに関わる費用が増しているが、仕方ないか
な。世の中が変化しつつあるように思う。

65歳以上

奥越 食費

水道光熱

外出をあまりしなくなったので光熱費が多く出費されてい
ます。同じく食費および嗜好品も増えています。

65歳以上

福井 日用品 医療

65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上

福井
福井
福井
福井
福井
福井
福井

65歳以上

福井 日用品 通信

65歳以上
65歳以上

福井 食費
福井 食費

日用品 水道光熱

65歳以上

福井 食費

通信

65歳以上

福井

家電・家具 水道光熱

65歳以上

福井

水道光熱 医療

65歳以上

福井

水道光熱

旅行・外出が減ったので、身の回りをすごく整えようと思
う。
外食に行けないので家で美味しいものを食べるようになっ
た。

水道光熱

家にいることが多くなったため
外食が少なくなり、用心としてついつい買いすぎ、食品を
腐らせてしまう。

水道光熱

自動車 通信

家電・家具 水道光熱

水道光熱

食費

水道光熱

日用品
食費

家電・家具

通信

水道光熱

食費

日用品 水道光熱

家電・家具 水道光熱

水道光熱
水道光熱

水道光熱

水道光熱 住居

家での食事をゆっくりするようになり、食費が増えテレビ、
読書、スマホなど家での活動が多くなった。よって、住居
費、水道費などが増えました。

水道光熱

灯油、ガソリン、電気代金が増えた（高くなった）
テレビ、録画、ビデオなど観て過ごすことが多くなった
外食が少なくなり、自宅で家族団らんで食事することが増
えました。健康と衛生面に気を遣うため、消毒品や洗剤の
購入が増した。
コロナで特に支出の変化はありません。旅行やコンサート
に行けなくなったことが最大の変化です。
子が在宅で仕事をし、光熱水道費が高くなった。

マスクや消毒用アルコール等、十分にストックするように
なったため
家にこもりきりのため
つかいごこち、着け心地の良いマスクを選んでいる
外食減 外出減
在宅時間が増えたためであり直接的な支出はない
在宅時間が長くなった
家にいる時間が多くなり、快適な製品に買い替えた
在宅時間が増えたため
家にいることが多いので、光熱水道代、日用品の費用が
高くなりましたね。しかし、旅行や外食代は減りましたの
で、今までと同じくらいかなと思います。
無農薬・自然食品購入のため
家にいることが多いため、消費が多い
自宅にいることが多くなったので、テレビの視聴時間が増
えた。メルマガでの通信配信が多い。
家にいることが多く、光熱費がすごく高くなりました
病気になり、医者にかかる率が多い。家にいるので光熱
費はかかります。
外出が少なくなり、エアコン昼夜つけっぱなしになった。
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増えた支出について
年代
地域
65歳以上
福井 食費

記述
在宅で、外食をしなくなった

支出が増えた品目
水道光熱

外食が出来ないため、自宅での食事をするために食費が
増加。家族との会話が多くなった。

65歳以上

福井 食費

日用品 医療

65歳以上
65歳以上

福井 食費
福井 住居

水道光熱

65歳以上

福井 食費

日用品

65歳以上

福井

ジムの月会費（利用を控えているのに会費を納めている
のがムダになっている）

65歳以上

丹南 食費

日用品

昨夏エアコンが壊れて取り替え、玄関の鍵も不具合により
取り替え。洗面台、シャワーも新しくした。家にいる時間が
長くなり、調子の悪いところが気になったりと高額の出費
がかさんだ。

65歳以上

丹南 食費

水道光熱

65歳以上

丹南 食費

日用品

65歳以上

丹南 食費

日用品

65歳以上

丹南 食費

65歳以上

丹南 食費

外食が減り自宅で過ごす時間が増えた
除菌商品を購入した
家での食事が増えたため、食材のお金が多くなった

家電・家具

家事・介護サービス

家の中にいる時間が増えて、一日中テレビをつけている
ことが多く、その際いついついおやつ等を食べてしまう。
外食はしなくなった

水道光熱

コロナで外出減らすため、多めにストックしているため
4～5日分の食品を購入している。（買い出しに行く）だか
ら、献立久美、必要な品を買い、その他、生協で昼軽い食
事になる品を注文する。また、重たい物、かさ張るもの等
も注文することもある。

日用品 水道光熱

外出を控えるようになったため、食品、洗剤等の日用品を
ストックするようになった。

教養娯楽 水道光熱

テレビのコマーシャルで見た健康食品を買い求め、それを
長く（一年半）愛飲したら血液検査に多少影響が出た。医
者から、余分な健康食品を飲まずに運動をするようにとい
われた。（運動不足による脂肪肝とのこと）テレビの影響
大との意見あり。

65歳以上

丹南 食費

65歳以上

丹南

65歳以上

丹南 食費

日用品

65歳以上

丹南 食費

家電・家具

65歳以上

丹南 食費

自動車 通信

65歳以上

敦賀 日用品

水道光熱

65歳以上

敦賀 日用品

水道光熱

65歳以上

敦賀 食費

医療

65歳以上

敦賀

65歳以上

敦賀 食費

65歳以上

小浜 日用品

65歳以上

小浜

65歳以上

小浜 日用品

水道光熱

65歳以上

小浜 食費

通信

65歳以上

小浜 食費

水道光熱 保険

水道光熱

家電・家具 水道光熱

保険

水道光熱 医療

住居

家にいる時間が多くなり、テレビやストーブ等の光熱費が
増えた。
外食が減った分、食費が増えた。マスク・消毒液・除菌
シートなど、切らさないようにしている。家にいる分電気灯
油代が増えた。
在宅が多くなったから
自宅で過ごすことがほとんどとなり、水道。光熱費や携帯
などの通信費がびっくりするほど増えた。食材料やガソリ
ンの値上げなど、高齢者は新たな収入もなく大変です。
ガス、水道、電気代の値上がりが一番家計に響いていま
す。

水道光熱

日用品 通信

水道光熱

水道光熱

布から不織布マスクになりマスク代が増えています。ま
た、在宅が増えたので、光熱費も。
物価高かな
家の中で過ごすことで光熱費が増えた。買い置きし、無駄
にすること多い。
生活に関連する様々な物の値上がり。ますく、消毒液など
の支出が増えている
マスクやスプレーや除菌用品などをやたら買っています
在宅が増えて光熱費等が増えた
家にいる時間が増え、光熱費等が多くなった。マスク、消
毒等に気をつけるようになり、日用品の数が増えた。
全てが少しずつ値上がりしていると思う
夫婦ふたりが生活しているので、食事は一日3回きっちり
食べるので、働いているときよりも支出が増えた。昨年介
護保険に入り、年々増えるので支出が上がった。

