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2．家計に関する調査について  

公明党福岡県議団では、県民の収入・支出などの家

計の現状と意識や将来の展望を聞き今後の施策の指

針を得るために、2023年 1月 6日（金）～10日（火）

に、福岡県に居住する 25 歳から 69 歳の男女 6,410

人を対象に、インターネット調査を実施しました。 

調査結果に基づき知事に質問します。 

 

 

１） 経済的な状況と見通し 

世帯の直近 1年間の収入などの状況について聞いたところ、全体では「非常

に良い」0.5％、「良い」2.9％、「どちらかと言えば良い」11.5％、「どちらとも

言えない」36.5％、「どちらかと言えば悪い」22.0％、「悪い」13.8％、「非常に

悪い」9.8％で、「良い」の合計が 14.9％であるのに対し「悪い」の合計は 45.6％

と半数近くに達しています。 

今後 1 年間の収入の見通しは、「かなり良くなると思う」0.4％、「良くなる

と思う」1.8％、「どちらかと言えば良くなると思う」7.9％、「どちらとも言え

ない」43.9％、「どちらかと言えば悪くなると思う」21.3％、「悪くなると思う」

13.3％、「かなり悪くなると思う」7.8％で、「良くなる」の合計は 10.1％と 1割

程度で、「悪くなる」の合計は 42.4％となっています。 

現状と見通しが似通った傾向を示していることは、県民がこの好ましくない

状況が今後も継続すると考えていることを示唆しており、このような意識は消

費意欲を減退させ景気回復の足かせとなります。県民が自身の収入に明るい展

望を見出せるような具体的な施策を打ち出す必要があります。 

この 1年間の世帯収入の状況を「どちらかと言えば」から「非常に」の合計

の「良い計」と「悪い計」を世帯年収別に比較すると、全体では「良い」が 14.9％

「悪い」が 45.6％であるのに対し、年収が低いほど状況が悪い傾向が明瞭に表

れています。 

調査結果の詳細は、公明党福岡県議団のホームページに掲載。 

https://www.komei-fukuoka.net/research/research40.htm 
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「精神障害者保健福祉手帳」の所有者では「悪い」が 68.6％。特に「非常に

悪い」は 26.1％で全体（9.8％）の 2.5倍以上に達しており、「障害者手帳」の

所有者でも 15.3％と高率です。「良い」は僅か 5.3％、「生活保護受給世帯」で

も「悪い」66.3％「非常に悪い」が 23.4％となっています。賃金上がらない中

での物価高は所謂「弱者」に集中していることが明確に表れています。 

 

２） 世帯収入の増減 

1年前と比べ世帯年収が増えた世帯が、全体では 9.1％であるのに対し、1000

万円以上では 15.4％で 200 万円未満の３倍以上になっています。減った世帯

は所得が低いほど、減少した世帯が多くなっており、格差が拡大していること

が伺えます。 

 

３） 消費の変化 

世帯でのこの 1年間の消費の変化について聞いたところ、減ったことは「家

族や友人との外食」が 46.8％で最も多く、次いで「仕事上での付き合いなどの

飲食」、「日帰りの行楽・レジャー」、「1泊以上の旅行」、「衣料品」、「エンタメ・

スポーツ等の鑑賞や観戦」、「趣味に関わる支出」、「生活雑貨などの日用品」、

「家電・車などの耐久消費財」、「酒・たばこなどの嗜好品」と続いています。

逆に増えたことは「医療費」27.4％、「食品」24.1％の 2項目が際立って高くな

っています。 

「食品」が「増えた」との回答が、子どものいる人でのスコアが高く、子ど

もの年齢が低いほど高く、食べ盛りの子どもの成長に従って食費が増えていく

様子が浮き彫りになっています。これらの家庭が物価高の「直撃」を受けてい

ることが推察され、子育て支援の重要性が再認識される結果となりました。 

「仕事上での付き合いなどの飲食」が「減った」は、全体が 40.7％であるの

に対し、個人年収 400～700 万円で 51.6％、700～1000 万円で 53.0％と高く

なっています。これらの層は前述の収入等の状況は決して悪くなく、経済的な

理由ではないと思われます。また設問は「この 1年間の消費の変化」ですから、



3/9 

 

コロナの影響は逆に薄らいでいる為これも考えられません。コロナ禍を経て

「仕事上での付き合いでの飲食」というビジネス文化が変化している可能性も

考えられます。県内の飲食産業のポストコロナに向けての支援の際の検討材料

となるものと考えます。 

 

４） この 1年間で値上がりを感じた事柄 

この 1 年間で価格や料金が値上がりしたと感じているものを聞いたところ、

全体では「電気代」が 67.1％と際立って高く、次いで「朝昼夕食などにかかる

食費」などとなっており、光熱費や食費など生活基盤に関わる項目が多く挙げ

られています。また、「値上がりしたと感じるものはない」は 1.7％に過ぎませ

ん。中学生の子供がいる人では「学習塾の費用」が 12.6％で小学生 5.6％の倍

以上となっており、高校受験に備えた出費増が伺えます。「修学旅行や遠足な

どにかかる費用、学用品、通学用品などの費用」は、未就学児、小学生、中学

生、高校生の順に値上がり感が強まっています。 

 

５） 生活満足度と将来の見通し 

生活での満足度を聞いたところ、全体では「家計・収入などの経済的な面」

が満足 13.5％満足していない 55.0％、「仕事のやりがい」満足 21.8％：満足し

ていない 33.0％、「余暇や趣味活動」満足 28.6％：満足していない 34.1％、「家

族や友人との関係」満足 37.3％：満足していない 24.6％となっており、経済面

での満足度は極めて低く、逆に家族や友人とのプライベートな関係性では満足

度が高いという結果となっています。 

将来の見通しについても、同様に多くの県民が経済面で悲観的な見通しを持

っていることが分かりました。 

中でも「家計・収入などの経済的な面」で「満足していない」が全体 55.5％

に対し、「精神障害者保健福祉手帳所有者」で 71.2％と高くなっています。 

障がい者の「家族や友人との関係」に注目すると「満足していない」が全体

では 24.6％であるのに対し、障がい者は「身体障害者手帳所有者」31.2％、「精
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神障害者保健福祉手帳所有者」43.8％、「療育手帳所有者」29.0％と高くなって

います。「生活保護受給者」でも 40.3％と際立って高く、障がい者や生活困窮

者が経済面だけでなく家族や友人との交友関係でも満たされた生活を送るこ

とが出来ていないことが表れています。 

余暇や趣味活動の満足度も低所得層は低くなっており、所得の差が仕事のや

りがい・趣味や余暇・家族友人との交友という生活全般に影響を与えている実

態が浮かび上がっています。 

年代別に見ると現状の満足度は年代による差があまり見られませんが、将来

の見通しでは、全ての項目で若い人ほどポジティブな回答が多く、注目すべき

こととなっています。 

長年の低成長、コロナ禍、さらに昨今の物価高で、現状への満足度が低いこ

とは避けられない結果と言えます。しかし、県の役割は県民に未来への展望を

示すことにあります。昨今、若者の閉塞感が取りざたされています。本調査で

は若者ほど将来に対してポジティブな人が多いという結果が出ており、現状を

打破するヒントが隠されているのではないかと考えます。 

 

６） 生活支援制度への要望 

各種生活支援制度に対する意見を聞いたところ、「幼児教育無償化」は「拡

充・継続して欲しい」47.8％、「縮小・廃止して欲しい」8.7％、他「給付型奨

学金」、「私立高校の実質無償化」、「消費税の軽減税率」、「光熱・燃油費の家庭

負担の軽減」、「個人向けの各種コロナ補助金」も同様の傾向となっており、何

れに関しても拡充継続が縮小廃止を大幅に上回っています。 

幼児教育無償化について、直接的に子育てを行っていない高齢層や経済的に

余裕がある高所得層でも、拡充継続を求める声が圧倒的な多数派であるという

ことは、県民が幼児教育を社会全般の問題、つまり自分事として捉えているこ

とを表しています。 

県民の意識の根底には、このような社会全体で子供を育むという共通認識が

存在します。県は自信をもって子育て支援策を打っていくべきと考えます。 
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そこで、知事に質問します。 

（１）現在の物価高などで、所得の低い世帯に大きく影響が現れています。こ

のことに対する知事の認識と県としての取り組みについてお聞きします。 

（２）多くの県民は、経済的な面だけではなく、生活の質や精神的にも打撃を

受けており、特に障がい者や低所得者は大きく影響を受けています。この

ことは物的支援だけでなく心の支援の重要性を示しています。 

また、公的機関などの支援に結び付いていない方も多く存在するものと

推察します。 県では、心の悩みを抱えている方々にどのような支援を行っ

ているのか、 また、支援に結び付けるためどのような周知を行っているの

か伺います。 

（３）定量的な実態は重要ですが、その実態の中に「萌し」を読み取り、それ

を育むことがより必要です。そのためにも、様々なシンクタンクが公表し

ているものを参考にするなど、福岡県の現状に合わせた、心の豊かさや幸

福感を測る指標を立て、所得階層や就業形態毎での県民の実態を把握し、

できる限り県民に寄り添った施策を展開するため、アンケートを含め調査

を事業化すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

調査の自由回答欄には 2,000 人以上の人から様々な書き込みがあり、県

民の現在の経済状況での苦境と行政への憤りが表れています。また、一部

ではありますが、県や市町村への期待も綴られていました。 

県はこのような県民の声を直接聞く機会をより多く設けるべきですし、

自由回答の多さを見る限り多くの県民もそれを望んでいます。 

（４）テーマを決めて、県内各地の市町村役場の会議室や公民館で、県民が自

由に参加できる場をつくり、県行政への提言などをくみ取る仕組みを設定

してはどうでしょうか。またその模様は広報面だけでなく、参加者に責任

ある発言を促すためにも動画配信してはどうでしょうか。 

（５）本調査では、障がい者が勤務している企業・団体が、平均よりも厳しい

環境に置かれている実態も明らかになっており、また自由回答欄には障が

い者の方から、「身体が不自由である方々の就職先(健常者と同等ぐらいの
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待遇)をもう少し増やして欲しい」等の声が寄せられています。 

「先ずは障がい者に就労を」という方向性は、障がい者の自立した生活

基盤を確立する点で継続・拡充すべきですが、今後は次のステージへと進

むべきと考えます。 

パラリンピックでは障がいのあるアスリートが自らの個性や能力を最大

限に発揮して、多くの人に感動を与えています。 

具体的には県内の大学・専門学校に対し「障がい者推薦枠」の導入等を

働きかけ、障がい者がその能力を十分発揮するために高等教育を受けられ

るよう、積極的な働きかけが必要と考えますが、知事の見解を伺います。 

近年「シルバー民主主義」などという厭世的な論があります。しかしながら、

少なくとも本調査では、高齢者層や高所得者層でも、子育てや教育支援の拡充

継続を求める声が圧倒的な多数派であり、それらの人々が子育てや教育を社会

全般の問題、つまり自分事として捉えているという結果が出ています。 

また、昨今、若者の閉塞感が取りざたされていますが、本調査では若者ほど

将来に対してポジティブな人が多くなっています。 

本県の諸政策を立案する上で大変重要なポイントであることを申し上げ、こ

の項の質問を終わります。 

 

【服部知事の答弁】 

① 物価高などの影響の認識と県の取り組みについて 

生活困窮者自立支援法に基づき、県が設置している自立相談支援機関には、

離職や新型コロナの影響によるものなど、収入が減少した方からの相談が寄せ

られています。 

今年度に入ってからは、物価高で光熱費や食費が増えたことにより、病院へ

の通院を控えざるを得ない、家賃が払えないなど、支出が増えたことによる相

談も寄せられるようになっています。 

こうしたことから、電気、ガス、食料品等の生活必需品の価格高騰により、

県民生活に対する影響が出ており、とりわけ低所得世帯の家計への影響が大き

いものと認識しています。 
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県としては、今後とも、相談者お一人お一人の話をよくお聞きし、現在の状

況を把握した上で、住居確保給付金の支給、就労支援、家計改善支援のほか、

生活福祉資金等、活用できるメニューを組み合わせて、その方にあった支援を

行ってまいります。 

 

② 心の悩みを抱えている方に対する支援について 

県では、心の悩みを抱えている方に対し、精神保健福祉センター及び保健所

において、医師や保健師が相談に対応しています。電話や対面でお一人お一人

の悩みを丁寧にお聴きし、必要に応じて適切な専門の窓口を紹介するなど、関

係機関が相互に連携して対応しているところです。 

例えば、先ほど申し上げた、自立相談支援機関において、心の悩みを抱えて

いる方を把握した場合には、必要に応じて精神保健福祉センター等を紹介する

などの対応を行っています。 

また、このような心の悩みに関する相談窓口に加え、多重債務、労働上の問

題、就労の悩みなどの個別の問題に応じた相談窓口の連絡先を掲載したリーフ

レットを毎年作成し、市町村や社会福祉協議会などの関係機関に配布している

ところです。 

 

③ 県民に寄り添った施策を展開するための調査について 

県では、昨年3月策定した「福岡県総合計画」において、県政のすべての分

野にわたり、今後の施策の方向性を示すとともに、152の数値目標を定め、県

政を計画的かつ着実に進めていくこととしたところです。 

また、計画に掲げた目標の達成状況や社会情勢の変化を踏まえながら、検証

を重ねることが重要であり、毎年、県内在住の18歳以上の方4,000人を対象と

して、県施策に対するニーズや、暮らしと仕事の変化などに関する調査を実施

しています。 

本調査は、北九州、福岡、筑豊、筑後の4地域ごとに、性別、年齢、職業、子

どもの有無の別に分析し、施策の充実・強化につなげることとしています。 

さらに、県民の皆様から直接選挙で選ばれた県議会の皆様との様々な議論、

県民の皆様に最も身近な存在である市町村や地域の関係者、団体の皆様との率

直な意見交換により、県民の皆様の声や地域のニーズを広く汲み取ってまいり
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ます。 

そして、これらを政策に反映させることで、誰もが安心して、たくさんの笑

顔で暮らせる福岡県を実現します。 

 

④ 県行政への提言をくみあげる仕組みについて 

県では、先ほど申し上げたように、県議会や市町村、地域の関係者、団体の

皆様を通じて、県民の皆様の声や地域のニーズをくみ取るとともに、県職員が

日々の業務の中で、直接、県民の皆様の声をお聴きすることとしています。 

併せて、「県政提案メール」制度を設け、県民の皆様から直接、県政へのご意

見、ご提案をいつでもメールやファックスで受け付けています。 

このほか、 

・県庁1階の県民相談室 

・県民の皆様からご応募いただき選定している「県政モニター」 

・県職員が県政の様々なテーマについて説明を行う「県政出前講座」 

・私自身が県民の皆様のもとに出向き、意見交換を行う「知事といきいきト

ーク」 

などの広聴事業においても、県民の皆様の声をお聴きしているところです。

今後とも、県議会や市町村、地域の関係者、団体の皆様をはじめ、県職員の日々

の業務や各種の広聴事業を通じて、県民の皆様の声を受け止め、県政の推進に

活かしてまいります。 

 

⑤ 大学等の「障がい者推薦枠」導入について 

国は、「障害者差別解消法」の制定に伴い、学生が障がいを理由に修学を断

念することがないよう、入学試験での配慮や入学後の支援体制の整備など、修

学機会を確保するための指針を策定し、全国の大学等の高等教育機関に適切な

対応を要請しています。 

県立三大学では、この指針も踏まえ、入試においては、発達障がいや肢体不

自由のある志願者からの要望に応じ、試験時間の延長や介助者の同伴を認める

など、個別にきめ細かく対応しています。 

また、建物のバリアフリー対応はもとより、相談窓口を設け、入学した学生

の要望を随時受け付け、難聴の学生に対してマイクを使用した授業を行うなど、
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希望に沿って修学を支援しています。 

日本学生支援機構の調査によると、障がいのある学生が在籍する大学等では、

このような取り組みが行われています。 

入試方法は、個々の大学等の教育方針により決定されるため、県が一律に「推

薦枠」導入を働きかけることは困難であるが、大学等における取り組みについ

て、障がい者団体、行政機関等で構成される障がい者差別解消支援地域協議会

等を活用し、周知してまいります。 


