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【４月のオサイフ】

定額給付金はもうすぐだけど・・

まだまだ家計の危険警報は発令中。

今月の大課題「教育費まとめ払い」と

「お祝い出費」を乗り切るべし！

「リビングくらしＨＯＷ研究所」では、今月から月１回、
ウェブサイト「えるこみ」ユーザーに経済と家計の変化を予
測してもらう調査を実施。主婦の消費に対する「気分の変
動」を観測し、その結果を「ミセスの消費マインド月報」と
してお知らせします。未曾有の不況と言われる今こそ、明る
い光はいつどこに射すのか、見つけ出すお手伝いができれば
と思います。

■ミセスの「ニッポン経済予報」
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今月の収入予報 【今年の昇給は期待薄】

普通なら昇給を期待する4月ですが「変化なし」が６割。「減りそう」
が３割。家計を預かる主婦にとっては、アタマの痛い年度始めです。

今月の支出予報 【新学期は財布が痛い】

「支出が増える」が６割。新学期で子育て世代の家計はピンチです。

＜4月だから！増える出費、縮む出費＞

『今月支出が増える予定の費目』

①子供の教育・習い事 35.4％
②食品 23.2％
③家族レジャー 22.2％
④親類などとの交際費 19.3％
⑤衣料・ファッション 18.0％

（グラフ２）今後3カ月間で、物価はどう変化すると思いますか？

◆今後、物価が下がると考えている
ミセスは４人に１人以下。家計防衛
の気分は続きますが、一方で「当分
下がらないなら必要なものは買っ
ちゃえ！」という、見切り購入の気
持ちも出てくるでしょう。
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物価予報 【まだまだ上昇警戒中！】

値下げのニュースが流れはじめていますが、ミセスはそんなに甘くない。
予測では「まだ上がる」が３割強、「変化なし」が４割。「少し良い
ニュースを聞いても、まだまだ油断しないわよ！」という結果です。

景気予報 【寒さ続くが20～30代に希望の光】

「変化なし」予測が約５割、「悪くなる」が４割。とりあえずは様子見
で、強気な消費は控えるのが今の気分。ただし、20代、30代はシニアに
比べて少し楽観的なことから、遠くに雲の切れ間の気配…。

■ミセスの「わが家の家計予報」

（グラフ③） ４月の月収は３月と比較して、増える？減る？

（グラフ④） ４月の支出は３月と比較して、増える？減る？

１/２

家計が厳しくてもでも「削らない」費目といえば「子供の
教育費」。主婦の４月は「教育費のまとめ払い」でアタマの
痛い月です。さらに４月は「親戚の子供の進学・就職祝い」
「結婚祝い」「法事」なども多く、交際費がかさむという家
庭が多数ありました。

一方、暖かくなり「水道光熱費」がグッとダウンするのが
うれしい季節に。5000円程度は違う家庭も多いようです。

（グラフ①）今後3カ月間で、景気はどう変わると思いますか？

◆厳しい予測ですが、
20代・30代では、６割
以上が「これ以上悪く
はならない」と思って
いるのは注目。前向き
なミセスの消費マイン
ドを後押ししたいとこ
ろです。

『今月支出が減る予定の出費』

①減りそうな費目なし 31.7％
②水道光熱費 24.1％
③外食 19.8％
④家族レジャー 14.0％
⑤衣料・ファッション 13.1％

＜調査概要＞ 期間：2009年3月12日～16日
回答者：ウェブサイト「えるこみ」ユーザーの既婚女性1927人
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■質問 定額給付金の給付が始まっています。もらったら使う？ 貯金する？

「ミセスの消費マインド月報」の裏面では、毎月リビング新聞グループで実施されている調査や取材から、
主婦の生の声が伝わるようなコメントやデータを取り上げていきます。
今月は、ウェブサイト「えるこみ」の投票コンテンツ「あなたはどっち？」からお届け！
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「さあ定額給付金！あなたはどう使う？」fromえるこみ
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◆「使う」が７割を超えました。た
だ、使うという人からも貯金すると
いう人からも、現実の厳しさが見え
るコメントが多数。支給がスタート
したものの、いろいろな思いが渦巻
いている「定額給付金」制度です。 ウェブサイト「えるこみ」の投票コンテンツ

「あなたはどっち？」より

投票実施期間：2009年３月19日～25日

投票者数：1160人

■定額給付金にひと言いいます！（えるこみ「あなたはどっち？）コメント欄より抜粋

私はうれしい！待ち遠しい！

スッキリしていません

使うといっても生活費です

私は使う気満々です！

右から左に消えていきそう

★14年使っている洗濯機が、あえぎながら働いてくれているので、
動かなくなるまでに給付して欲しい。

★ 8年間使っている掃除機のホース部分が切れかけでガムテープを

グルグル巻きにして使うこと5年あまり。最近では接触も悪くなり
掛けてる途中で止まったり。もう限界なんで買っちゃいます！

★敬遠していた老舗のウナギ屋さんに行って一番高いうな重を家族
で食べます。いい思い出になるように。

★12000円なので洋服を買いたいです。普段安物ばかりなのでたま
には少し高い物を！ 節約の毎日だから、こんな機会には何にも考
えずに使ってしまいたい。政府も景気刺激のために配るんだし。
うーんと無駄遣いしたいなぁ。

★この連休に箱根旅行に行きすでに使いました。まだ支給になって
ませんが。やはり使わないと景気も良くならないし我が家では個々
に使うより旅行という選択がベストだった。おかげで５年ぶりに温
泉旅行を楽しみました！定額給付金が思い出にチェンジ！！

★毎年ゴールデンウィークに家族旅行に行っています。でも今年は
お給料下がったし、どうしよう…といっていた矢先なので、たぶん
旅行費用に充当します（子どもはお小遣いとして狙ってますが
(~o~;)）。本音としては、むちゃくちゃ生活に困っているほどでも
ないので、貰っちゃって良いのかなー、と思っています。もっと必
要な人に、有効に使っていただきたいな、と。

★友達と年に一回の旅行に使います。テレビで誰かが、普段の生活
では使わないものに使った方が良いと言っていました。

★前回は家族分すべて生活費に使いました。今回は子どもの分は子
どもに、主人と私の分は亡くなった犬の代わりの新しい犬を買う足
しにします。その方が我が家には生きた使い道になると思います。

★かみさんが結婚指輪を無くしてしまい、私１人持っていても仕方ないの
でファッションリングに作り変えるか下取りしてもらい合計の金額でファッ
ションリングに（プラチナ）。結婚指輪の価値も分るし良い機会だと思って
います。余り安い価値なら飲み代に成るかも？￥12000ですからね。

★妻と私の二人分にプラスしてテレビの買い替えをしたい。

男性からもひと言

★翌月の国民年金の支払いの足しにします。全然足りないけど。

★家族全員分を合わせて車検代にあてます。

★今春大学進学に、入学金と学費で２４０万。高校の学費も私立で７０万。６
万４千円は、交通費くらいかな・・。

★固定資産税、軽自動車税などの支払いに使わせていただきます。

★固定資産税にすっかり持っていかれます。家計の足しにもなりません。

★こんな付け焼刃的な給付金を、配布されても・・と言う気持ちを強く持っ
ています。こんなはした金のために、将来こども達が負うことになる税金を
考えると、貯金という選択しかないように思います。

★決まる前までは「一時しのぎにもならない、ばら撒きだ」と思っていたが、
いざ決まると、本当に待ち遠しいものになってしまった。12,000円でも、今
のわたしには本当に助かるお金です。しかし、本当に必要な人たちには行
き届かないのはおかしいです。国民全員に支給してこそ、定額給付金の
本来の目的ではないのだろうか。

★ありがたく使いたいが、民○党が反対したせいで給付が遅く成っている。
何でも反対して決議を遅らせているが、本当に国民の事を考えているの
か？政治家達は国民の生活をもっと知るべきだと思う！まずは議員の給
料を見直してほしいものだ！

★熊谷市は四月下旬に、手元に来るらしいのですが、プレミアム商品券が
発行になるようなので、少しでもお得になるよう、是非購入したいです。買
いたいもの一杯あって、デジカメや温泉、服に、靴・・・きりがないよ！貯金
なんてできる人いるの？余裕があっていいなあ。

★給付金を反対したりしている人達は、毎日の生活に余裕があるのだ

なぁ～って思う。。ギリギリの生活してみれば、ありがたみがわかるよ。。給
付金が待ち遠しいなぁ～～♪

★うちは子どもいないから２万４千円だけど、子ども３人いる友達なんか、

特別手当とかでさらに３万６千円もらえるらしく、１２万円になるらしい！！
いいな～。文句言うならもらわなきゃいいじゃん♪ その分他のことに回し
てもらえば～？

★家計がずっと赤字なので生活費にまわします。給付金をもらっても、あ
れ食べよう！これ買おう！って贅沢できないのが現状。

★給付金って口座振込みじゃないですか。わざわざ一万二千円だけ引き
出して使いますか？いつのまにか光熱費かなにかに化けてしまいそうな
気がします。

★生活費がずっと足りません。赤字を持ちこして早数か月。12000円では
まだまだ足りませんが、少しは穴埋めできそうです。庶民の生活は厳しい
んですよ。政治家の皆さんに知ってほしいです。

★主人と私の分はたぶん生活費に消える感じがします。二人の子供たち
は、お年玉以来の大金なので、もしかしたら貯金するかもしれません。子
供たちに任せるつもりですが。もし、可能ならば、給付金の一部を世界の
恵まれない人や、生活が大変な人への基金として募金ができないかしらと
思っています。募金箱や送金窓口の設置があれば、１割ぐらい（家族4人
で6,400円）協力できるかと考えてます。


