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Ⅶ．自由意見 

意見欄に寄せられた自由意見は以下の通りである。 

母子世帯:646 件(一般:571 件、震災:75 件） 

Ａ（県や市町村に望むこと） 532 件(一般:477 件、震災:55 件) 

（1）手当て･年金･税金 174 件(一般:166 件、震災:8 件) 

・児童扶養手当 73(一般:72、震災:1) 

   ・増額 

   ・毎月入金 

   ・年齢延長 

   ・もとの制度に 

   ・所得制限の撤廃 

   ・一生懸命働けば手当減額、トータルで収入減になる 

・年金等の福祉充実 7(一般:4、震災:3) 

・生活面での援助をもっと手厚く（公共料金等） 6(一般:6) 

・国民健康保険・国民年金料が高い（減額・免除） 5(一般:5) 

・税金が高い、減税（減額）を望む 11(一般:11) 

・所得が少しでも高いと手当が貰えないのは差別 5(一般:5) 

・親と同居しているだけなのに、親の所得で判断されるのはおかしい 

25(一般:24、震災:1) 

・医療費の援助、医療費３割負担が重い 24(一般:22、震災:2) 

・その他 18(一般:17、震災:1) 

（2）行政・福祉 167 件 (一般:145、震災:22) 

・窓口職員・民生委員（何のための民生委員か）の対応に問題、質の向上を望む 

26(一般:23、震災:3) 

・福祉制度全般のさらなる充実、きめ細かい配慮、見直し 18(一般:18) 

・手続き等の簡素化、役所に行かなくても郵送で済むようにして欲しい 

 10(一般:8、震災:2) 

・土日・夜間の受付も出来るようにして欲しい 8(一般:7、震災:1) 

・福祉制度についての情報、もっと親切な説明とＰＲを 33(一般:29、震災:4) 

・養育費の強制的な支払制度を 5(一般:5) 

・いつでも気軽に相談できる窓口を 19(一般:17、震災:2) 

・福祉制度の運用に不公平がある 20(一般:19、震災:1) 

・役所の対応は遅すぎる。行政全般に迅速な対応を 2(一般:2) 

・生活保護家庭が受ける様々な制約が厳しい 1(一般:1) 

・仕事をしながら資格取得できる講座の創設 1(一般: 1) 
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・役所は冷たい。宮城県は福祉の点で他より遅れている 4(一般:3、震災:1) 

・本当に困っているときの貸付制度、保証人の問題 2(一般:2) 

・その他 18(一般:10、震災:8) 

（3）住宅 46 件 (一般:37、震災:9) 

・公営住宅の家賃が高い、住宅援助金を望む 5(一般:3、震災:2) 

・母子家庭に対する公営住宅への優先入居 14(一般:12、震災:2) 

・その他（公営住宅の増設等） 27(一般:22、震災:5) 

（4）就労 28 件 (一般:24、震災:4) 

・母子家庭への優先的な仕事の斡旋 7(一般:6、震災:1) 

・ハローワークは真剣に対応してくれない。何の役にも立たない 2(一般:2) 

・資格取得・職業訓練への援助、就職・再就職支援 14(一般:12、震災:2) 

・その他 5(一般:4、震災:1) 

（5）保育 62 件 (一般:54、震災:8) 

・保育料が高い、援助を 4(一般:4) 

・安心して子どもを預けられる（時間延長、土・日・24 時間）施設  

27(一般:23、震災:4) 

・学童保育の充実 11(一般:11) 

・保育と仕事が両立できる制度 4(一般:3、震災:1) 

・保育所入所への母子家庭優先 5(一般:5) 

・その他 11(一般:8、震災:3) 

（6）子どもの修学 21 件 (一般:21) 

・高校への進学にも援助を 4(一般:4) 

・奨学金の借入をもっと簡単に  

・奨学金は誰でも借りられるように  

・奨学金制度の充実、勉強したいものにはさせてあげる教育制度 7(一般:7) 

・その他（奨学金に利息は付けないで欲しい） 10(一般:10) 

（7）社会・地域 22 件 (一般:19、震災:3) 

・母子家庭への不当な偏見、扱い 14(一般:12、震災:2) 

・その他（母子寡婦会のＰＲ等） 2(一般:1、震災:1) 

・調査結果の報告を望む。今後の県政にぜひ生かして欲しい 6(一般:6) 

（8）今回調査 12 件 (一般:11、震災:1) 

・今の福祉行政を見ていると、このようなアンケートは無意味 8(一般:8) 

・その他 4(一般:3、震災:1) 
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Ｂ（生活する上での悩みや問題点） 114 件 (一般:94、震災:20) 

（1）子どもの教育やしつけ 20(一般:11、震災:9) 

（2）子どもの進学・就職など 13(一般:13) 

（3）自分や子どもの病気 9(一般:7、震災:2) 

（4）仕事に対する悩み 8(一般:8) 

（5）仕事と育児の両立 17(一般:13、震災:4) 

（6）老人の介護 2(一般:1、震災:1) 

（7）生活に余裕なく将来が不安 36(一般:33、震災:3) 

（8）相談する人がいない 8(一般:7、震災:1) 

（9）その他 1(一般: 1) 
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父子世帯 91件(一般:54 件、震災:37 件） 

（1）手当・年金・税金 22 件 (一般:16、震災:6) 

・国保負担が高い、負担である 1(一般:1) 

・母子家庭と同様の助成を望む 8(一般:7、震災:1) 

・もっと税金面での優遇策を望む 6(一般:3、震災:3) 

・その他 7(一般:5、震災:2) 

（2）行政・福祉 29 件 (一般:18、震災:11) 

・福祉制度を分かりやすくＰＲして欲しい 6(一般:6) 

・父子家庭に対する理解と援助を望む 5(一般:4、震災:1) 

・休日や夜間の手続きを望む 1(震災:1) 

・行政の対応に不満 12(一般:3、震災:9) 

・その他 5(一般:5) 

（3）住宅 2 件 (一般:1、震災:1) 

・公営住宅への優先的入居を 2(一般:1、震災:1) 

（4）就労 8 件 (一般:6、震災:2) 

・時節柄、なかなか職に就けない 1(一般: 1) 

・子どもがいても働けるような制度を 3(一般:2、震災:1) 

・若い者が就職できるような県や市の対策を  

・その他 4(一般:3、震災:1) 

（5）保育 4 件 (一般:2、震災:2) 

・学校が終わった後、子どもが安心して遊べるような施設を 3(一般:1、震災:2) 

・その他 1(一般: 1) 

（6）社会・地域  

・学校や町内会などへの参加が難しい  

（7）悩み・不安 20 件 (一般:6、震災:14) 

・病気になったときの不安 2(一般:1、震災:1) 

・その他 18(一般:5、震災:13) 

（8）子どもの修学 4 件 (一般:4) 

・修学資金の援助 4(一般:4) 

（9）今回の調査 2 件 (一般:1、震災:1) 

・このようなアンケートで現状が改善されるか疑問 2(一般:1、震災:1) 

・その他  
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寡婦世帯 113件(一般:112 件、震災:1 件） 

（1）手当・年金・税金 28 件 (一般:28) 

・自営なので税金の支払いが多く、大変 3(一般:3) 

・その他 25(一般:25) 

（2）就労 7 件 (一般:7) 

・働きたいが、職が見つからない 2(一般:2) 

・その他 5(一般:5) 

（3）社会・地域 3 件 (一般:3) 

（4）悩み・不安 41 件 (一般:40、震災:1) 

・老人介護の悩み 11(一般:11) 

・子ども（就職していない、病気等）の将来が心配 8(一般:8) 

・生活に余裕がなく苦しい 9(一般:8、震災:1) 

・老後の生活の不安 13(一般:13) 

（5）保育 7 件 (一般:7) 

（6）住宅 14 件 (一般:14) 

（7）行政・福祉 12 件 (一般:12) 

（8）今回の調査 1 件 (一般:1) 
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養育者世帯 27件(一般:22 件、震災:5 件） 

（1）手当・年金・税金 9 件 (一般:8、震災:1) 

・子どもの食費分位、援助してもらえると助かる 1(一般: 1) 

・医療費の援助（3割負担が重い） 3(一般:3) 

・その他 5(一般:4、震災:1) 

（2）行政・福祉 5 件 (一般:5) 

・現状を正確に把握して戴き、少しでも経済面の援助があれば助かる 4(一般:4) 

・その他 1(一般: 1) 

（3）悩み・不安 11 件 (一般:9、震災:2) 

・子どもの教育やしつけ 1(一般:1) 

・その他 10(一般:8、震災:2) 

（4）住居 1 件 (震災:1) 

・その他（公営住宅の増設等） 1(震災:1) 

（5）保育 1 件 (震災:1) 

・学童保育の充実 1(震災:1) 


