
 

Ⅵ．収入や将来について感じていることがあればお聞かせください。 

 

 

1 住宅問題と定年した後の仕事、老後貯金が心配 

2 今の毎日を過ごすためのお金はあるが、将来まとまったお金が必要になる時や、教育費、自分の老後の

お金までは十分でないため不安に思っている。 

3 非正規雇用なため、いつ仕事がなくなるかと思うと不安です。  

4 漠然とした不安がいつもあります。 

5 なにか挑戦したい気持ちはありますが、何から始めたらいいかわかりません。 

6 この先、子供の学費が心配で転職をして収入を上げたいなとは考えています 

7 非正規で働き、子ども二人を育てています。雇用や収入面での不安はもちろんのこと、私が倒れたらこ

の二人はどうなってしまうのかという漠然とした不安を抱えています。 現在の日本は、シングルマザー

が明るく胸を張って暮らせる状況ではないと思います。 

8 with コロナの時代、これからも在宅ワークは外せないと思うので、メカオンチを克服したいです。 で

も苦手意識の壁が乗り越えられません。。。 

9 非常勤で保育士をしています。正規職員になれるか、なれても私の収入だけで生活出来るか不安です。

保育士しか資格が無いので、、。 

10 ブライダル関係の仕事をしていましたが、コロナ影響で全く収入が無くなってしまいました。先がどう

なるのか、また以前のようになるのか不安です。 

11 子供が高校生で大学受験を控えています。 お金が足りないなか、子供の夢を諦めさせるのも嫌で昼夜問

わず今は働いていますが、次男もいるので毎日が大変です。  この y いうな日々を脱却したいと思うの

ですがなかなか難しいのが現状です。 

12 自分が体調を崩した場合は収入が断たれることになるため、不安です。 

13 将来の学費が心配です。 

14 現状、今の会社に満足しているが、もしものときのためにできることを今から探し勉強しておきたい。

今の仕事に生かせるなら更に良し。 

15 収入は増やしたいが、子育てとの両立に不安を感じる。 

16 子供が大きくなっていく中で、将来的に十分な生活をさせてあげれるのかなどのお金が心配なのと、安

定的な仕事選びをしなくては思いながらも年齢も気になっています。 何か資格を取らなくてはと思いな

がらも不安が募っていくばかりです。 またこのように予想だにしない事態になった時に特に感じました

が、子供の精神面などのサポートも気になります。 大きくなっていく中で寂しい思いをさせてしまうの

ではと日々感じてしまいます。  

17 手当ては、ありがたくもらってますが 手当てに頼らないで良いように 自立したいと思ってます。 

18 今は生活できるが子どもが大きくなった時、今の給与で学費を払ったりしていけるのか不安 

19 今の仕事がずっと出来るかは分からないので、収入の柱は増やしていきたい。 

20 子供達の世話など頼れる人がいないので、転職したとしても理解ある職場かどうか分からないので動く

のが怖い。でも今のままの収入だと限界が来るのが分かっているので八方ふさがりです。 

21 子供が 18 歳になると手当てが無くなるはずなので、収入をあげるために転職しなくてはいけないかなと

考えてます。受かれば 



 

22 健康に自信が無いので無理ができない 

23 コロナの影響で今月から給料が 20%カットになって、元の給料に戻るのかどうか不安です。 

24 子どもたちがもっと大きくなって教育費がさらにかかるようになった時に耐えられるか。 又、お金がな

いことで子どもたちの選択肢をせばめてしまうのではないかと不安感。 

25 これから、子どもたちの教育費がかかるのに、私は年をとるばかりなので、収入は大丈夫かなぁと心配

です。 

26 今はまだ子供が小さいけど、これから大きくなって教育費等どのくらいかかるのか不安です、特に高校

卒業後の進学が（ ; ; ） 

27 障害のある子供を抱える身寄りのないシングルマザーだと尚のこと就職先がないので困っている 

28 正規雇用枠は少ないし、収入は上がらないのに、税金が上がったり、学費が上がったり、支出ばかりが

ふえていくので困る。 

29 貯金がない状態で離婚をしたので、子ども達のために少しずつ貯金を始めているが、それだけでは充分

ではないので、不安です。 

30 今、0 歳の子供と 10 歳の子供がいて、この先 2 人を働いて育てていくのに、どのような仕事をしていけ

ば良いのか悩んでいます。 

31 将来のために、後々は正社員で働きたい 

32 今は持病が少しでも落ち着いたら、早く転職して収入を得たいと思ってます。 

33 今後、もっと子供の教育費などがかかってくるので、心配な面がある。 養育費も、元々貰っていないの

で、母が今後介護が必要になったら…などの不安があるので今から基盤をしっかり立て直したい。 

34 息子が軽度の発達障害があり、融通が利くパートでしか働けず貯金もなかなかできません。将来が不安

です。 

35 介護業界のお給料があがることを願います。 今さら別の職業といってもアラフィフ需要もないし、慣れ

る自信もない。 安定しているかどうかもわからない会社にはうつれませんし… ほそぼそと 今のとこ

ろでがんばるしかないかなと思います。  でももし身体でも壊したら…と思うと体力勝負の介護職、ど

うしようかと思ったり。給与保証の保険に入る余裕もないし、生活保護だけはイヤだなぁ… 

36 自分に合った仕事が出来るかどうか、また続けられるか心配している。また子ども達の学業を支えられ

るように準備したい。 

37 やはり、収入の面。私が倒れたらどうなるのだろう…など。 

38 子どもがまだ小さい子がいるので長く勤められて収入が安定している仕事につきたい 

39 シングルマザーになって、不利なことはないのか、先がみえない不安がある。私 1 人なら何だって良い

が、こどもたち 3 人がいる。不安は経済的なものだけじゃなく、子どもたちについた一生消えない傷が

健全な心の発達に、悪影響を及ぼさないか、が心配。 

40 コロナ禍での経済への影響下でいかに老後の資金を蓄えるかという不安 

41 不安は拭えませんが、頑張れることをやって、将来的に自分の力だけで余裕のある生活ができるように

したい。 

42 思うように、収入をあげられない。 

43 母子家庭で早急に働かないといけないのに、保育所臨時休業で、コロナで退職しました。今は、パート

を探してます。将来は、下の子か小学生になれば、長く働ける様になれば、頑張らないと！と思ってま

す。 

44 外資系企業で勤務しているので、長期安定して収入が得られるわけではない。 人生は長いので、今後も



 

いかにして収入が得られるか模索していく必要がある。 また子供の大学の学費の負担が大きく、自分の

老後資金が殆ど貯められない事に対して心配がある。 

45 シングルマザーになりまだ 1 か月たってませんが、将来に向け保健師になるため、来年度の看護学校入

学を目指し勉強しています。 

46 今の仕事は好きですが、ずっと赤字で先が不安なので今より条件が良い仕事があればと思っています。 

47 金銭面と子供の学費、習い事代 

48 子供達が大きくなるにつれ出費が増えていくことを考えると、今の貯蓄で足りるのか不安。ある程度予

想は立てているが実際との差異が生じた際対応できるかわからないので。 

49 不安しかない 

50 このご時世なので、将来の事は考えても分からないから、今出来る事を精一杯やるのみ、と感じていま

す。そうすれば、収入や将来も自然とついてくるものかな、とも。 

51 現在、実家で暮らしていますが、父は要介護。母は自分の借金返済のため、働いています。 金銭面で両

親には頼れません。 今は手当だけが頼りです。 父がデイサービスを利用しているので、その間に仕事

がしたいのですが、コロナの影響で休校になり、仕事も探せてないのが現状です。 こどもには窮屈な思

いをさせたくないのですが、好きなものを、栄養があるものを食べさせたいのですが、どこのスーパー

も野菜や果物も高くて手が出せません。 将来も親の金銭的な理由で行きたい学校を断念せざる負えない

状況だけは作りたくないのですが、不安だらけです。 

52 返済額が大きいので収入が追い付くか不安。 

53 子どもが高校、大学生のころに一番お金がかかるが、自分の年齢を考えると不安。 

54 就職できるか不安、生活できていける収入を得るられるか不安 

55 子ども達を人並みに育てて行きたい気持ちはありますが、今の収入のままでは十分ではなく不安です。

起業などもしたいですが、どんな分野でやっていけばいいか、分からず前に進めません。 起業のヒント

など、具体的にあれば教えて頂きたいです。 

56 不安 

57 将来的には、自分の力を生かし自立したい。(収入アップ含む) 

58 自分の年齢と今までの職歴とを考えてこれからどのような職をさがせばいいのかがわからない。 

59 現在減給されていないけれど非正規雇用のため、減給を検討されている。勉強(web デザイン)をしたいけ

ど、その費用の工面と働きながら時間の確保ができるかどうか、不安。また、今のままでは子どもが育

ってから食べていけないと思うので、収入アップしたい。 

60 中学生の子供がいるので、先が不安休み 

61 現在滞納状態の養育費をきちんともらいたい。 

62 教育費を出してあげれるか心配事。大学生の学費、アメリカみたいに無料枠を増やしてほしい(特別高収

入以外は無料とか)。 

63 5 月に転職出来ましたが、コロナの影響による経済の傾き、また年金が当てにならない報道から、短期

的、長期的にも家族に迷惑を掛けず暮らして行けるのか不安しかないです。 

64 こども６人居るため、手当ての額は多いですが、決して人数に見合った金額ではない。 年俸制の管理者

なので、残業しても残業手当てはもらえず、それでも毎月 15～20 時間の残業をして生活を維持している

が、最近、末っ子に保育園での夕食を嫌がったり、「保育園でお母さんがいいって泣いたんだ」と、言わ

れ残業があまり無く収入が減らない職場への転職を検討している。 

65 収入が低いので転職したい 



 

66 先行きは考えれば考えるだけ不安。 

67 契約社員でなく、正社員として、働きたい。 

68 自分で決めてシングルマザーになったものの収入と生活を合わせることや持病もあり親に頼ることが難

しい環境の中、自分と向き合う中で自分の力量の幅を知り漠然とした不安になることがありましたが無

理せず穏やかに生活したいと思いこれからの数年の計画を立てていきたいと思っています。 

69 コロナによって、親族の店が、経営危機に陥っているので、不安もあり、自分の仕事も減少しないかと

思っている。 

70 私は、ジングルマザーでも幸せん感じながら、生きています。それは支援、支えのおかげです。 もっと

自立して、私が支えていける立場に早くなりたいです。 

71 コロナ禍で、仕事が不安定な状況です。通常でしたら特に不安はないのですが、このまま大丈夫かなと、

悩んでいます。 

72 1 人親だと子どものことも 1 人で見ていかないとという思いがあり、仕事もそんなに出来ていません。

子どもが高校に進んで落ち着いたらもう少し収入について考えた方がいいかな～と思っています。  

73 派遣で仕事をしてますが、歳を取るにつれて仕事を紹介してもらえなくなるのでは、体力的にも仕事と

子育ての両立ができるか不安です。前向きに頑張ってますが、内心辛い時も多いです。 

74 収入を確保し、不自由なくくらせるよう、経済的に自立したい。 

75 正社員経験が少なく、ブランクありの子持ちの 40 代シングルマザーがどうやって収入を上げていくのか

分からない。 好きな仕事や経験のある仕事が子育てと両立できる仕事とも限らない。 同時にブランク

中の遅れが大きく、特に事務関係の作業がおぼつかなく遅れを感じる。 毎日、仕事と育児で手一杯で贅

沢かもしれないけれど、一息つく時間が欲しい。 他に仕事も育児も頑張っているシングルマザーと知り

合いたい。情報が欲しい。 子供は中学受験を望んでいる。子供の挑戦したい気持ちは大事にしたいけれ

ど、現状の自分の経済力で中、高、大と私立は可能なのか知りたい。知って諦めさせるのではなく、諦

めさせずに済む方法を知りたい。 

76 一人なのでとにかく不安 

77 新型コロナの影響で雇用情勢が悪化することが予想されるため、雇用されるためのスキルが必要と感じ

る。 

78 私が病気になったりしたら、子どもたちだけで生活は無理なので心配 

79 子供に障害があるため、私がいなくなった後のことが非常に心配です。身寄りもありませんので…。 

80 小中高の入学が 1 度に来る年が来るので、それまでは貯蓄したいと思っています 

81 養育費の減額請求が心配だが、その不安を解消するためにも経済的に自立していたい 

82 離婚調停中なのですが、子供はまだ２歳です。子供を社会人にするまでにまだ 20 年近く掛かるかと思い

ます。自分は医療従事者として働いていますが、今の資格を活かしてそれまで働いていられるのか不安。

（資格があるからいいじゃないかとよく言われるのですが、ウカウカしていられないと思って不安） 

83 子どもが 5 人いるので、まずは十分に食べさせて、ある程度自分のことが自分でできるような年齢にな

ったら転職し、収入をあげたいと思っています。将来については不安しかないです。 

84 3 人の子どもがおり、一番上は中学 2 年生です。本当にお金がかかるようになりました。 これからの進

学、続く 2 人も、、、 収入も事務員の月給ですが、3 人を進学させ、またそれに伴う教育費など考えると

十分ではないと思っております。 

85 今は会計年度職員なので、将来を考えると、正社員に本当はなりたい。 

86 奨学金の給付を受けるために収入を抑えるべきかバリバリ働いた方がいいのかわからない。 不安です。 



 

87 会社を子供の勉強を見たりする為に休業と自宅待機にしてもらいましたが、この状態にあるのは私だけ

なので、今後の賞与や昇給が大きく下がると思われます。 仕事はやれる事は自宅でやると伝えています

が、依頼はほとんどありません。 このままでは年齢が上がった時に生活に困窮すると思い、とても不安

があります。 

88 子どもに習い事をさせたくても、金銭的にも厳しいし、送迎を考えると車もなく、仕事をフルタイムに

戻せない等課題が大きい。 

89 現在無職で、40 代と今回のコロナの事があり、新しい職が見つかるか不安です。 

90 子ども 4 人の教育費について少し不安である 

91 離婚して、1 人でやっていけるのか不安で仕方ないです。何も資格も無く、その上 40 過ぎてて、将来を

悲観しかできないです。 

92 双子を育てている身にとって、一度に２倍の養育費がかかります。ある程度の収入があってもシングル

マザーの中での双子の立場は厳しいです。学費に怯えています。 

93 2 つ仕事をしていても、年間 200 万ちょっと。今後児童扶養手当が無くなると、生活出来なくなる。 

94 自分が元気に働ければ、何とかなるとは思っているので、その部分が何かしらの理由で欠けてしまった

らと思うと不安です 

95 ひとり親で子供を抱えて生きていく覚悟は半端ないです。 生きていくために収入も大切ですが、子供達

が不登校だと(それも複数)それぞれに応じた対応も必要になり、はっきり言って身体ひとつでは足りませ

ん。 「子供を育てる」 これだけでも充分な社会貢献なのに…  親が、収入どうこうに心配することな

く、しっかりと子供と向き合える安心した社会になって欲しい。 

96 子どものためにも、親(大人)が変化する必要がある。 

97 貯金はしているが子供の教育資金に充てた後、自分の老後資金が不安。 

98 子供たちの成長とともに学費は心配です。いろんな補助金などがあるようですので、再度調べたいと思

います。 

99 大学の教育費 

100 介護と子育てと自分のことで 余裕がなく不安。 

101 不安しかありません。、 

102 今の収入で困ることは特段ありませんが、娘の成長に合わせ勤務時間を延長する事も可能なので、後 3-4

年後を目処に転職も視野に入れております。 

103 子供との時間を優先にしたいです。そのために、前職を辞めました。時間に余裕はとれるようになった

けど、生活は大変です。 

104 子供がやりたいことを応援できるくらいの経済力が欲しい。 

105 シングルマザーになったばかりです。 現在金融機関でのパートなのでいずれは正社員として働きたいで

す。 子どもに不自由なく生活させてあげたいですし、やりたいことはやらせてあげたいので、収入をも

っと増やしたいですが、まだ小学校低学年のため、一緒にいてあげたい気持ちもあり複雑です。 

106 現在は正規職員で医療職に就いています。しかし、月収の範囲では生活出来なく、ボーナスで補填して

います。今後も収入が上がっていくとは思えないため、副業をしたいと考えていますが、何をしたらい

いのか分からず、時間ばかりが過ぎていきます。 

107 このコロナの中でも出来る事を今やろうと思ってます。 

108 男子３人のため、できるだけ大学まで進学させてあげたいが、進学費用の不安がある 

109 子どもの大学費用が心配 私は身体が弱く無理が出来ないので 収入増は見込めません 



 

110 子供の将来の自立と、成人後に手当てがなくなるので、それまでに十分な収入が確保できるような仕事

をしなければならない。 

111 子供達の進学費用がまかなえない。 どうしたらいいか現状から抜け出せない。 

112 とにかく収入が少ないので他のお家のように習い事をさせたり教育にお金をかけることもできません。 

大学の費用、その大学に入るためのそれまでの教育費も出せるとは思えず、子どもまで貧困になってし

まうのが心配です。 

113 自分に視線恐怖症が起きなければ外勤したいです。 

114 現在契約社員で正社員登用されるには国家試験の合格が必要ですが、勉強に充てる時間も余裕もないた

め、正社員での転職を目指して活動しています。 新型肺炎流行の影響で転職活動が進まず、時間ばかり

が経っていて焦りがあります。 扶養手当も 3 人子供がいる我が家としては 2 人目 3 人目への手当額の割

増幅が狭く感じております。 扶養手当支給が 2 ヶ月に 1 回になったのは非常に助かっております。 

115 副業でサブ収入を目指していますが、なかなか難しく、こどもを全面サポートできないもどかしさを日々

感じています。 手当てをもらえないだけ収入がある=生活できてるわけじゃないを役所の方にわかって

もらいたいです。 

116 今は、児童扶養手当、養育費があるけど、なくなったら自分の収入で生活できるか不安。 

117 少しでも子供の為に残したい 

118 30 代の時には 10 年後を心配していなかったのですが、40 代も半ばになった今、10 年後も働いて収入を

きちんと得られているのか心配です。 

119 今回の状況で、この先安定という保証された生活が続くとは限らないと考えさせられました。収入が少

なくなることで、人としての感情を失うこともしたくはなく、これを機に自分で何かを始めようという

気持ちになっています。 

120 金銭的な心配以上に、息子（発達障害）の将来が心配になります。 

121 正社員になれればいいけど、今の会社ではなりたくない。 

122 不安しかない！けど子供のために頑張る事しかできない！収入が多いに越した子供はないですが、限界

があります。  

123 今までの経歴やスキルを活かして新しい就職先、新しい生活環境にたどり着き、7 月半ばに地方へ移住

する事が決まりました。 今は協会の支援を受ける事なくなんとか自力でやっていけていますが、メルマ

ガなどを通して元気をもらえたり、他のシングルマザーの方の状況を知る事が出来、頑張る原動力にな

っております。 私もこれから頑張って目標を叶えて、たくさんの方の為に何らかのお力になれたら良い

な、と感じています。 みんなで手を取り合って困難を乗り換えられる心の支えの様な居場所が作れたら

良いですね☆ 

124 子供にしょう害がある為、出来る仕事が限られることと、子供の面倒をいつまで見れるのが将来に関し

ては常に不透明です。 

125 離婚を迫られている現状です。今は生活費を頂いて生活費してます。自立したいと思い転職しました。

研修中なので収入はまだ少ないです。子供達のお迎えに間に合うように働いていけるのか、結果を出せ

るように営業の仕事を続けていけるのかとても不安です。始めてみないと分からないことなのでまず目

の前のことからやっていこうと思っています。 三年後までには年収 300 万円を越えていきたいです。 

126 発達がゆっくりな幼い子供と親の介護で思うように働けてません。貯蓄が思うようにできず、将来の不

安が募っています。 

127 子どもが、高校や大学になったら教育費が余計に掛かるし食べる量も多くなるので不安です。 



 

128 情報はあるが詐欺とかも多いと思います。 

129 子供の学費等、今から計画的に貯金ができるようにしていきたいです。今はなかなかできない状況であ

ります。 

130 コロナの影響で、仕事が無くなり、現在、就職活動もできず、年齢もあるので、これからが不安です。 

131 自営業のため不安定なところが不安要素になっています。 

132 外資系の正社員なので同年代に比べ収入はある方だとは思うが、レイオフのプレッシャーがあるので将

来には不安がある。また、子育てにかかる費用についてきちんと理解していないので漠然と不安を抱え

ている。なので、ザブの収入として不労所得を得る方法や子育ての費用を学べる機会があると良いと思

う。 また、あまり頼らない様にしているが、養育費も貰っている。ただ、額が少なく、額を増やしても

らうにはまた調停をしなければならない見込みだし、支払いが滞った場合の手続きもきちんと理解して

いないので、不安に思っている。これらについても発信してもらえるといいと思う。 

133 現在コロナの影響で、かなり深刻です。 

134 別居から 2 年半で、離婚調停、裁判が長引いている（コロナで更に期日延長）。夫も親権主張している。

婚姻費用（アパートの家賃程度）が決まるまで（審判）、夫は最高裁判所まで抗告しました。 親権（監

護権）の審判も同様です。まだまだかかりそです。費用や精神的にもきついです。 DV で住民票異動出

来ず、夫の所得が高いため、私は非課税だが両親そろった家庭でも受けられるような小児医療や特別児

童扶養手当、NHK 免除なども受けられません。また籍が抜けていないので、児童扶養手当など母子家庭

としての行政支援は受けられないと区役所で言われました。区役所に申請しましたが、夫が嫌だと言っ

ているから児童手当も切り替えできませんといわれました。保育料も切り替えてもらえず、たくさん払

い続けました。去年からやっと夫から婚費と共に児童手当は振り込まれるようになりました。昇給によ

り児童手当てが減額になることも懸念しています。  当然、制度として支援も受けたいが、自分でも充

分な収入を得たいので、独身時代の貯金が尽きる前に、子どもが小学校入学したら働く計画でした。ハ

ローワークでは、離婚して住民票異動できてから探しましょうと言われました。子どもは個別支援学級

在籍として昨年小学校に入学しましたが、先生が他の暴れる手のかかる子どもにかかり切りになるから

ウチの子は感覚過敏で教室に入れず廊下にいても放置しますと、人手不足を理由に、ウチの子どもには

母親の付き添いを学校から要求されました。子どもが安心して通えることが一番、そうすれば私も安心

して仕事を始められるのだと考え、ほぼ 1 年間付き添いました。保健室の先生が多少サポートしてくだ

さり子どもも保健室の先生とは話をするようになりましたし、私も信頼する保健室の先生が 1 人でもい

てくださり運がよかったのかもしれないと感じています。ただ担任を含め他の先生とは接点がなく基本

的には居場所がなく、勉強も親に丸投げで親子ともだけで過ごしていました。何度も先生や校長先生と

も話しましたが改善されないまま、私も子どももとても疲れました。よく話すし頭がよく性格も明るく

て優しい子なのですが、心を許した人としか話をしません。世界を広げるために登校をサポートしてき

ましたが、本人がかなりムリしているので、移住を含め転居やオンライン教育に切り替えたいとも考え

ていました。私学では経済的に厳しいですし、夫は裕福ですが子どもの障害を認めていないし私への恨

みから子どものためお金は出しません。子どもは発達の特性で、非常にこだわりが強いので、転居は何

度も話し合っていますが、このアパートから引っ越したくないと言っています。「お父さんから逃げられ

たのはこのアパートのおかげだから、（アパートに向かって）『ありがとう！』」と言ったりするのです。

どのようにして子どもの良い面を潰さないようにしながら、社会と繋げていけばよいか探っているとこ

ろです。また、「普通の子」と同じように学校に行かせないと、親権を取られるのではないのかとの焦り

もあり、子どもに無理強いはしないけれども説得したり誘ったりして学校に連れて行っていました。私



 

がどんなに子どもの意見を尊重しつつ、親としての役割を考えて行動していたとしても、子どもが私を

信頼していたとしても、その事実とは関係なく、見える部分だけで司法が親権を決めてしまうので。た

だ、理解のある弁護士さんに長らくついていただいているので、その点は心強いです。 DV の影響や更

年期の体調不良と、小学低学年の子どもが発達障害でサポートが必要であるため、共倒れにならないよ

う、親子とも無理しすぎずに経済的に自立したい。実家がないため、私になにがあると夫に子どもを連

れて行かれる恐れがある。子どもの意思を尊重しており、今までは私（母）といることで安心して暮ら

せると言っているので、子どもとの安心できる楽しい生活を守っていきたいです。 離婚しても子どもに

とっては親なので、両親の愛を感じて生きてほしいです。子どもが望むならば、お父さんと会ってもい

いよと話しています。私はまだ夫が怖いので会わないですし、子どもへの DV 防止のため見守り機関に

依頼は必須条件ですが。子どもは「お父さんが優しくなったら、会ってもいいけどね。お父さんは簡単

には変わらないと思うよ。」と言っています。私が思っていたより、子どもはお父さんのことをよく見て

いたようです。今後、面会交流についても決めていくことになりますし、親権の法整備についても気が

かりです。  短くまとめる力がなく、長くなり申し訳ありません。頭の整理が今の私の一番の課題かも

しれません。 ありがとうございました。 

135 もともと将来が心配だったが、このコロナでより一層不安になっている。 経済的不安もあれば、親子と

もに精神的な不安もある。 

136 現在は子供が未就学児なので経費は少ないが 今後の支出（教育費）が心配  

137 協会に紹介していただき、正社員になり満足していましたが、もう少し多く収入があれば、貯金をする

こともできますし、将来もっと安定するのかなと思っています。 

138 年齢で採用されない、収入が低い仕事しかない事の不安 

139 子供を大学に入れたいが 今の生活では無理だと思う。 とても不和です 

140 今正社員で働いていますが、7 時半には家を出て帰宅は 19 時過ぎになる。もう少し短い時間の仕事だと

収入が減るので、副業も考えないといけないかなと思っている。 

141 まだ子供が小さいからなんとか生活できるが、成長していくにつれ生活していけるのか不安になる 

142 現在無職のため今後がとても不安です。職業訓練で簿記の資格をとり、前職の事務系の仕事につくか、

親族の話す起業をするか、まだ悩んでいます。 

143 離婚協議中です。お金のことはもちろん不安ですが、子供のこころがとても心配です。 

144 子供の教育費が足りるかどうか不安です。 

145 圧倒的に、育児、仕事、各種教育機関や行政等とのやりとり、そして自分の健康管理や生活周辺の事を

一人でやりこなすには、時間的にも体力的にも、オーバーして生きてきたことを、最近改めて感じます。

しょうがないと思って生活してきた面が多々ありますがやはり、思春期の娘たちとは別の部屋で生活し

たり文化的な生活を当たり前にできるという、ゆとりを得たいと思うため、今度は子ども達の身の回り

の世話より仕事で稼ぐ事にシフトしようと思っているところです。ただ自分の体調にも不安な面が出て

いるということを考慮すると、一筋縄ではいなかないので、あらゆる観点で将来を選んでいかなければ

と思っています。 

146 子どもの教育費のやりくりと、自身の老後が漠然としていて不安です。 将来、実家と母のことにも費用

がかかってくるので、見えない不安があります。可視化することの必要性を感じながら、日々の慌ただ

しい生活で、ゆっくり考えることができずにいます。 

147 年齢が 43 歳で、子どもがまだ 5 歳なので今後自分が病気になったときの生活に不安があります。いまは

できませんが、貯蓄が増やせる生活に変えられたらとは思います。 



 

148 毎月きっちり給料をもらっているので、貯金をして子供を好きな道を歩ませたい。 

149 今回のコロナの件で、私の勤務先はそんなに打撃は大きくありませんでしたが、今後どうなっていくか

わからないと思います。 また、営業事務のため毎日辛いこともないですが、楽しいこともなくつまらな

い毎日です。 もっと自分にとってやりがいのある仕事にチャレンジしてみたいと思っています。 

150 子どもが中学生以上になった時、学費など負担が増えていくと思うので不安に感じています 

151 収入を増やす策を考えるが、行動するのが難しい  

152 収入を上げたい。上げなければいけない。しかし無理をしすぎて身体を壊さないかも心配。 

153 今は厳しいけとなんとか生活していますが、老後を考えると貯蓄も出来ず怖くなります。 

154 元夫が交通事故により脳に障害が残ってしまい、復職が難しい。養育費の見込みはないので 自分の収

入でどうにかしないとならないと思うと焦ります。既に 40 歳で子供がもうすぐ 2 歳。不安しかありませ

ん。 

155 コロナの影響がかなりあり仕事休業なので日常生活が送れるようになりたいです 

156 特にない。 しかし、子どもが学費のかかる大学に行きたいといった時は悩む。収入とかで将来の選択を

狭めたくない。 

157 今の仕事は合っており通勤等の条件も良いのですが、収入が現状からほぼ変わらないよな見通しを持っ

ており、もう少し増やしたいと考えています。 

158 来年 4 月からの就職を考えていましたが、コロナの影響で就職先が見つかるか不安しかありません。 

159 収入が減る一方で何か他に仕事をしていきたい。自分ひとりになった時に、なるべく子どもの負担にな

りたくない。 

160 今年やっと正社員雇用となり、多少貯金ができるようになりましたが、会社の財政が不安定でいつまで

続くかわからないのと、今まで猶予をもらっていた数百万の奨学金返済が来年より始まること、児童扶

養手当等の手当がなくなる見込みであることを考えると、この先の不安があります。 

161 将来、大学進学をして欲しいと望んでいるので、親も頑張らなくてはいけない。 

162 将来の希望としては、子供達に頼らずに生活できるように安定した収入を得ていたいのと、健康面も心

配になるので、もしもの時の為に蓄える事もしていきたいです。 心静かに優しい気持ちで過ごしていき

たいです。 

163 子供が 2 人なので、十分な教育を受けさせられることができるか、勉強を見てあげられないので大丈夫

かなと思う。 

164 収入が低いが今の仕事で頑張りたいが会社がいつまでもつか心配。 

165 今は保育園の給食室で働いていますが、産休中の先生の代理という契約なので、約１年後には職を失い

ます。  その頃にベストな選択ができるように、今から備えておかなければと思っています。 

166 子供の教育費はいずれなくなるから今が頑張り時だが、自分のための老後の資金を確保するのは難しい

と思う 

167 今、現在特別に生活に困っては居ないけど、だからと行って不安が全く無いわけではない。それは長年、

子育てや働き方等など荒波の環境を耐え忍び、不安や孤独の中、手探りながら 1 人で全て決断してきた

不安に対する心のトラウマだと思う。離婚は自分が決断した事と思えば我慢強い人・責任感ある人は他

人に甘えられないし、弱音を吐けない。経済的に安定しても心の奥深いところに刻み込まれた孤独の不

安からいつになったら開放されるのか…自己肯定感を高めるにはどぉすれば良いのか悩みどころです。 

168 先が見えず毎日不安な日々を送ってる 

169 残業がてきない、というだけでどうせすぐ帰ってしまうから、と役職に就けるような責任ある仕事は回



 

ってこない。当然給与は上がらない。子供の大学費用はもちろん、自分の老後かどうなることか。それ

ならば、広範囲に得た仕事の知識等を使い、稼ぎまくりたい。 

170 今はなんとか仕事をしているが、仕事が出来ない年齢になった時、生活できるお金が生きていけるお金

が貯められるか心配。 

171 子供の学費、特に大学進学の四年間が 生活できるか不安 

172 子どもの進学費用工面のため 転職し正社員になりたいが どんな仕事が向いているか どんな仕事をし

たいか分からない。 自分の老後に大きな不安がある。 

173 収入は普通にあるが非正規のため今後の不安はある 

174 子供の進学の時にかかりそうで心配。現在小 1 と中 1。 

175 40 歳を超えたことと、コロナショックによる経済恐慌、雇用不安など、を考えると非正規雇用者は立場

が弱いし次の契約がどうなるか、次は見つかるのかなど不安は尽きません。 次に転職する時は仕事を選

べないだろうと覚悟しなければいけないと思っています。 

176 児童手当がなくなった時に生活していくのが不安。 

177 やっと収入が安定してきてるような気がしますが、先々のことを色々考えてしまうと不安になります。 

178 生活事態はできても、子供の学費までは余裕がない。。  

179 新型コロナの影響で短時間勤務になり収入が減ったが、今の仕事をしている限り大丈夫だと思う。 安定

した企業で働くことが自分には一番合っている。  

180 現在下の子が大学生。給付型奨学金を受けていて何とかなっているが、奨学金がなくなってしまうと、

その後の生活を考えると、不安。 

181 今の仕事をずっと続けていけるのか、続けて行くとしても子供達とゆっくり関わる時間も限られている

事が不安です。 

182 子供が成人するまできちんとした収入を得られるか。 

183 受験なのに休校が続き、勉強できず困っています。オンラインでの問題集のサイトだけで Wi-Fi 環境が

ないので不安です。 

184 会社側もシングルで仕事辞められ事を知っているので、手当などを急に減額された。資格も無いので今

の職場でやるしか無いと痛感しています。 

185 今、生活困難のため、将来の事などとても考えられない。 

186 今の仕事の内容には満足しているのですが基本的に収入は低いです。 副業、投資などでも副収入を得た

いですし、いずれは独立して起業する事で安定した収入が得られるようにと情報を集めています。 

187 色々試みたが、年齢的に、転職は難しい。ダブルワークで収入アップするしかないと 

188 今は派遣で正社員を目指していますが、一緒に仕事をしている正社員の事務の方の残業が 40 時間近くあ

り、このまま続けるつもりですが将来的に悩んでいます。 

189 収入が低いことで、子供に奨学金という名の借金を負わせることが不安。 

190 教育費が 絶対的に将来足りない。そのために出来ること、手段や方法を知りたいです。 

191 現在無職でコロナが落ち着いてから仕事、保育園を探したいと考えています。 どんな業種であれ、楽し

く仕事をしていきたい、と思うが、楽しみを見つけながら長くその場所でやっていけるか不安です。人

間関係や職場の雰囲気が悪くても我慢しなければならない、といった事になりたくありません。考え方

次第と思うのですが・・・。 

192 今より年収をアップさせ、子供達を育てたいし、中古マンションを買いたい! 

193 収入は多い方が良いのは分かっているが、子どもが幼いと子どもとの時間やケアも大切にしないといけ



 

ないと思う。傷心の状態で父親役も母親役もはできないので、今は母親に重きを置いて生活することに

しました。収入がある程度あるので、扶養手当の終わりも見えています。せめて、就学前までは、子ど

ものケアに時間、体力を使えるよう扶養手当は収入に関係なくいただきたいです。 

194 今はまだお金のかからない幼児なのでなんとか生活できているが、これから習い事や塾などどうしても

かかってしまう頃や自分の老後が不安で収入を上げたいと思っています。 

195 今は目の前の仕事を手だこなしているだけだが、将来は副業を始めたい。 

196 現職場では昇給は望み辛いが、将来子どもの選択肢を狭めるようなことはしたくない為、キャリアアッ

プや昇給が見込める職場への転職をしたい。 

197 収入アップのための勉強をしたいと思っているが、婚姻前後から鬱を患っており、離婚前後にまた睡眠

薬を飲み始めた。新卒の時は営業職（1 年続かず）、その後は 2 年位建設業の営業事務だったが、結婚後

はほぼ非正規の司書職で公共図書館で働いていた。現在も期限のある時給制の非正規の企業司書なので

スキルアップの為に、どんなことをしたら良いか。  保険や営業職にふみこむ勇気がない。身体や精神

を病みたくないという甘えがあると思う。ただ、18 年前より収入も少なく実家にも帰れないので、娘に

は経済的にも、時間的にも我慢させていることが多いと思われる。 

198 貯金を増やしたい。どのような保険に入るべきかわからないのでシングルマザーが入るべき保険を教え

て欲しい（現在は結構な金額の保険に加入） 

199 やりたい仕事ができるように、もっと勉強できる機会がほしい。 

200 コロナの影響により勤務先の今後の業績や、自身の収入にどの位影響が出るのかとても不安です。 

201 生きるだけで精一杯レベルの貧困状態および不安障害などに陥ると、将来を考える余裕はなくなります。

収入はどう抗っても下がるとしか思えません。 

202 現在の仕事で安定した収入を得ている。ただ、満員電車での通勤は苦痛のため、いつまでつづけられる

か不安だ。 

203 子供の教育費などについて 

204 子供の教育費に関しては貯金で賄えそうなのでそこまで深刻に考えてはいないが、自分の老後が想像つ

かずモヤモヤした不安がある。 

205 最終的給与の額面が仕事のやりがいにも繋がる。 

206 時間場所の制限で、仕事でスキルアップ出来ない。辛い。 また圧倒的に孤独で、時間も無いから更に孤

独です。 

207 今は、非正規社員なのでいつか正社員で働きたいです 

208 美容室のレセプションを 15 年社員より長い時間パートで働いてるのに優先されるのは社員。パートでも

チャランポランに働いてるスタッフは今コロナの状況でも 1 番シフトを入れてもらいハッキリいって納

得いかない。子供達が成人式迎えるまで美容代がタダだしこの年齢で 1 番下からの就職するのもプライ

ドがあり躊躇してしまうし仕事が覚えられるかも不安。ましてこの年齢になると父親の介護もあるので

母親から電話がきたら実家に行くしかない為社員だら働くのは厳しいのが現実。だからパートで何箇所

か働くのが良いのか今現在どうして良いのか分からないし不安です。 

209 現在、宅地建物取引士の資格を目指して勉強中ですが、それよりも早く就職をした方が良いのかどうか、

とても迷い迷いな気持ちで、不安を感じております。 

 


