
2021 年 12 月 4 日 

ご参加記者 各位 

一般財団法人あしなが育英会 

長引くコロナの影響 遺児の保護者調査発表会見について 

 

1. 本日のスケジュール 

11:30  受付開始 

12:00~13:00  記者会見 

13:30~15:00  オンライン聞き取り調査報告会 100Voices 

 

2. 記者会見プログラムと発表者 

① 趣旨説明／岡崎祐吉・本会専務理事 

② アンケート調査報告／富樫康生・本会奨学課長 

アンケート調査を担当した富樫が、調査からの発見と保護者から寄せられた生の声を紹介します。 

③ 保護者の話／2 名の高校奨学生の保護者 

2 名の本会の高校奨学生の母親（匿名）に、ご自身の体験をお話しいただきます。 

④ オンライン聞き取り調査報告／市川朋佳・遺児学生 

聞き取り調査の学生リーダーを務めた市川（愛知学泉大学 4 年）が、調査報告をします。 

⑤ 調査総括コメント／玉井義臣・本会会長 

本会会長であしなが運動創始者の玉井が、調査を総括します。 

⑥ 2 年ぶりの街頭募金への決意表明／堀川琉・あしなが学生募金事務局長 

学生募金事務局長（代表）の堀川（東北学院大学 4 年）が、2 年ぶりの街頭募金への決意を語ります。 

⑦ 質疑応答 

 

3. 配布資料 

① 長引くコロナの影響 遺児の保護者調査結果発表会見について（本紙） 

② 今回の調査のまとめ 

③ 遺児の保護者調査 

④ 遺児の保護者調査報告パワーポイント資料 

⑤ 遺児の保護者調査自由記述抜粋（保護者の生の声）※WEB 版・紙面版の 2 種類があります 

⑥ 遺児の保護者調査票 

⑦ アンケート調査単純集計データ 

⑧ オンライン聞き取り調査レポート 

⑨ 2 年ぶりのあしなが学生募金のご案内 

 

4. 注意事項 

 本日登壇する 2 名の保護者の撮影は可能です。ただし名前は匿名で放送・掲載ください。 

 お手洗いは廊下（エントランス外）にございます。外に出られる際には、受付・または扉付近にいる

本会職員にお声がけください。ドアを解錠します。 

 記者控室をご用意しています。記者会見終了後（13 時）から 100Voices の開始（13 時半）までなどに

ご利用ください。 

以上 



2021年 12月 4日 一般財団法人あしなが育英会 

コロナ禍で遺児家庭の困窮進む。保護者４人に１人が９月無収入 

コロナ禍で奨学金ニーズ急上昇   「弱者は生きていてはダメなんでしょうか」（40代母親） 

後輩遺児の未来を守るため、2年ぶりにあしなが学生募金実施を決定 

 病気や災害、自死で親を亡くした子どもや、親に障がいがある子どもを支援するあしなが育英会の奨学金希望者が急増して

います。2021 年度の本会奨学生の数は、過去最多の 8325 人となりました。進学を控える高 3 生の大学奨学金予約申請者数

も過去最多であり、コロナ禍で遺児家庭の生活が急激に悪化しているということが考えられます。 

 そこで、家計の急変で進路選択に大きな影響を受ける高校奨学生の保護者 3994人を対象としたアンケート調査を、さらに声

なき訴えに耳を傾けるために、同保護者 111 人にオンライン聞き取り調査を実施しました。調査の結果、やはりコロナ禍前と比

較して遺児の保護者の収入が激減していることや、雇止めなど雇用に深刻な影響が出ていることがわかりました。 

 この調査結果を受け、あしなが大学奨学生たちがは「コロナ禍で遺児家庭の生活は限界にある。そして奨学金を希望する後

輩遺児たちが急増しているいまこそ、街頭募金で社会に訴えていきたい」と、2 年ぶりに募金を実施することを決めました。12

月 11 日（土）、12日（日）に全国 12 都市で学生たちが、後輩遺児たちのためにと募金を呼びかけます。 

保護者 3994人アンケート調査での３つの発見 コロナ禍で遺児家庭の困窮進む 

1. 保護者の平均月収 106,485円（コロナ禍前 2018年から 10,500円減） 

2. 9月の「収入なし」が 27.6%（コロナ禍前 2018年から 7.4ポイント上昇） 

3. 19.5%の保護者がコロナ禍で離職・転職を経験。内 45.5%は雇い止めを経験 

保護者 111人オンライン聞き取り調査 大学奨学生 715人が聴きとり 

オンライン聞き取り調査では、大学奨学生 715人が聞き手となり、111人の保護者の生の声に耳を傾けました。 

コロナ禍での遺児家庭の実情が明らかになっています。学生のインタビューレポートは、本会 WEBサイトで公開します。 

レポートの抜粋（インタビュアー：大 3） 

インタビューが始まってすぐにお聞きした「今のコンディションはどうですか？」と言う質問に対して、お母さんはしばらくの沈

黙の後に「生きるのは辛いですね」と言いました。旦那さんが脳出血で障がいを持たれた後にお母さん自身も事故で全身に

麻痺が残っていること、毎日ヘルパーさんが家にきて身の回りのことを助けてもらっていることなどを話していただきました。

私には想像がつかないほどの困難と今も戦っているのだと感じました。                                   

2年ぶりの「あしなが学生募金」。調査結果うけ、学生が立ち上がりました 

2年ぶりのあしなが学生募金は、以下の都市で実施します。後輩遺児のために立ち上がった学生たちを応援してください。 

全国セレモニー：12月 11日（土）12時～14時 新宿・小田急百貨店前にて 

各地での実施：12/11（土）：金沢 12/12（日）：札幌、仙台、高崎、名古屋、三重、京都、大阪、神戸、広島、福岡 

本件に関するお問い合わせ 

担当：島田北斗（携帯：050-5236-9505 メール：shimada.h@ashinaga.org） 

12月 4日記者会見資料②今回の調査のまとめ   

  



▼自由記述には、遺児の保護者たちの悲痛な叫びがあふれていました。 

 

 

 

 

 

 

（茨城・40代・母） 

（静岡・40代・母） 

（沖縄・50代・母） 

（福岡・50代・母） 

（愛知・40代・母） 

（沖縄・50代・母） 



12 月 4 日記者発表資料③遺児の保護者調査 

一般財団法人あしなが育英会 

遺児の保護者調査 

 

＜調査概要＞ 

対象：あしなが育英会高校奨学生の保護者 3,994 人 

方法：郵送で調査票を案内、回答は①web、②紙面、のいずれか。 

期間：10 月 20 日（水）～11 月 3 日（水）の 15 日間 

回答：2,647 人（66.3%） 内訳：①web1,765 人、②紙面回答 882 人 

 

＜３つの主な発見＞ 

 １．2021 年９月時点の平均手取り月収は 106,485 円（2018 年９月比 10,500 円減少） 

   ９月の給与月収（手取り）は 146,730 円で、一般労働者（賃金構造基本統計調査）の

月収 24.5 万円（推計値）と比べると、約 6 割であった。全回答者にすると 9 月の平均

月収は 106,485 円となり、2018 年比で 10,500 円減少することがわかった。 

 

自由記述）「2 箇所掛け持ちでパートをしていましたが、メインの方がコロナの影響で

売り上げが厳しく解雇になりました」（宮城県・母親・40 代）、「コロナ禍で業績が下が

ったことにより、残業もできず、ボーナスも減額となり、70 万円近く年収が下がって

しまった」（群馬県・父親・50 代） 

 

 

 ２．27.6%が「9 月の収入無し」と回答 （2018 年 9 月比 7.4 ポイント上昇） 

全回答者で９月収入を５万円ごとに集計したところ、収入がない・就労していないと

回答した層は 27.6%と 2018 年に比べて大きく増えたことがわかった。就業していた層

が失業、もしくは就業できなくなったことが、大きな原因として考えられる。 

 

自由記述）コロナにかかり重症化してしまい右目を失ってしまいました。運転の仕事を

していた為辞める事になりました。（神奈川県・母親・40 代） 

 

 

 ３．19.5%の保護者がコロナ禍で離職・転職を経験、内半数近くは雇止めを経験 

  就業率は 73.8％で、2018 年調査と比較して 7.4 ポイント減少している。9 月時点で

の就業状況はもちろん、長引くコロナによって、離職・転職を経験した保護者は 19.5%

であり、その内 45.5%は、「勤務先の業績悪化や雇い止めのため」と回答。勤め先の状

況が、保護者の就労に直接影響している。 

さらに、雇い止め経験者の 27%は現在も失業中である。失業するだけでなく、求職

してもなかなか就業できない実態も重ねて見える。 

 

自由記述）「コロナにより仕事をやめさせられました。求職はしていますが、二年にな

ります」（広島県・母親・50 代） 



長引くコロナの影響
遺児の保護者調査2021

2021年12月4日

一般財団法人あしなが育英会

12月4日記者会見資料④遺児の保護者調査報告パワーポイント資料



長引くコロナの影響 遺児の保護者調査

＜概要＞

対象：あしなが育英会高校奨学生の保護者3,994人

方法：調査票を郵送し、Webまたはアンケート用紙のいずれかで回答

期間：10月20日～11月3日の15日間

回答者数：2,647人（回答率66.3%）

１一般財団法人あしなが育英会

12月4日記者会見資料④遺児の保護者調査報告パワーポイント資料



遺児の保護者の収入・就業に関する主な発見

１．2021年9月時点の平均手取り月収は106,485円

非就業者含む。就業者の平均は146,730円

２．27.6%が「9月の収入無し」と回答

３．19.5％の保護者がコロナ禍で離職や転職を経験

うち約半数が「雇い止めを受けた」と回答

２一般財団法人あしなが育英会

12月4日記者会見資料④遺児の保護者調査報告パワーポイント資料



14.７万円

10.6万円

*賃金構造基本統計調査(2020, 厚労省）の平均賃金30.77万円より推計

＊24.5万円

平均手取り月収の比較

一般労働者と比較して約10万円低い

収入のある保護者は、

３一般財団法人あしなが育英会

12月4日記者会見資料④遺児の保護者調査報告パワーポイント資料



14.７万円

10.6万円

*賃金構造基本統計調査(2020, 厚労省）の平均賃金30.77万円より推計

＊24.5万円

平均手取り月収の比較

無収入も含む全体の平均額は、

一般労働者と比較して

約14万円低い

４一般財団法人あしなが育英会

12月4日記者会見資料④遺児の保護者調査報告パワーポイント資料



今回調査2018年調査

就業率はコロナ禍以前より7.4ポイント悪化

81.2% 73.8%

７一般財団法人あしなが育英会

12月4日記者会見資料④遺児の保護者調査報告パワーポイント資料



一般労働者と比べ、

非正規雇用者の割合が22ポイント多い

約６割の保護者が非正規雇用

正規雇用

36.7%

58.7%

非正規雇用 正規雇用

41.3%

63.3%

６

遺児の保護者

＊一般労働者

＊総務省：労働力調査２０２１年１０月

一般財団法人あしなが育英会

12月4日記者会見資料④遺児の保護者調査報告パワーポイント資料



2018年調査と今回調査の9月の収入分布

27.6% が収入なし

コロナ禍以前の調査と比較して、

無収入の保護者が大幅増

５一般財団法人あしなが育英会

12月4日記者会見資料④遺児の保護者調査報告パワーポイント資料



全回答者（2,647名）中19.5%がコロナを理由に離職・転職

雇い止めを受けた中の

27%は現在も失業中

８一般財団法人あしなが育英会

12月4日記者会見資料④遺児の保護者調査報告パワーポイント資料



▪自由記述より（勤務時間の制限・休業について）

・8時から21時まで働き、今年の4月からは、出勤日数を半分に
減らされ、２つの仕事を掛け持ちしています。

（東京都・40代・母親）

・現在、貸切バスの運転士をしています。コロナ禍の影響を受け
て会社は休業になりました。休業補償だけでは生活できないので
会社と交渉して副業を認めていただき、現在5箇所のアルバイト
を掛け持ちして、なんとか生活している状況です。

（長崎県・50代・父親）

９一般財団法人あしなが育英会

12月4日記者会見資料④遺児の保護者調査報告パワーポイント資料



▪自由記述より（失業について）

・2箇所掛け持ちでパートをしていましたが、メインの方がコロナの影響で売

り上げが厳しく解雇になりました。

(宮城県・40代・母親）

・コロナにかかり重症化してしまい右目を失ってしまいました。運転の仕事を

していたため辞める事になりました。体力低下、倦怠感、後遺症で悩んでいま

すが、収入が無いため困っています。

（神奈川県・ 40代・母親）

・食費を削り保険を見直し新聞も辞めました。新たに別の仕事、配送業もやり

始めましたが、2回クビになりました。この2年で体重が8キロ減りました。

（愛知県・ 50代・父親）

10一般財団法人あしなが育英会

12月4日記者会見資料④遺児の保護者調査報告パワーポイント資料



まとめ（コロナ禍の影響）

• 約2年におよぶコロナ期間中に多くの遺児家庭の経済状況が悪化

• 非正規雇用の保護者が多いため、勤め先の業績悪化によって職を
失うリスクが高い

• 仕事の掛け持ちによる過労などにより健康被害を引き起こす事例
も見られる。その結果、さらなる経済状況の悪化を招いている

11一般財団法人あしなが育英会

12月4日記者会見資料④遺児の保護者調査報告パワーポイント資料



12月4日記者会見資料⑤-1.アンケート調査自由記述抜粋（保護者の生の声　※web版）

通番 自由記述欄より（仕事や経済状況、健康状態やコロナ禍の影響、生活の不安など） 続柄 年齢 地域

1

働く時間を増やすと収入は上がりますが、それ以上に社会保障費がかかり結果マイナスです。
去年の所得が数万円上がっただけで今年は医療費もかかるようになり、保険料も10万単位で上が
り障がい者の私は非常に厳しい状況です。
働くほど貧乏になる状況って何とかなりませんか。

母親 52 01.北海道

2

コロナのせいで障がい者である人が、真っ先に解雇になり、その後1年半も仕事が決まらず、
色々支援してもらえそうな場所に何度も足を運んだが条件が合わず受理されず本当に秋までの間
は生活が苦しかった(あしなが育英会さんから返済不要の給付金が無かったら今頃はこの世にい

たか分からないくらいでした！本当にありがとう御座いました)。やっと9月に主人の仕事が見つ

かったが障がい者用の仕事なので県の最低賃金で4時間しか働けず依然として生活は厳しい。8月
まで就職希望だった娘が急きょ専門学校進学したいと言ったのであしなが育英会の申し込みに間
に合わず、問い合わせたところ、3月にならないと追加募集するか分からないとの事。出来る事
なら、何とか支援の追加募集をして頂きたいと、切に願います。

母親 50 02.青森

3

2箇所掛け持ちでパートをしていましたが、メインの方がコロナの影響で売り上げが厳しく解雇

になりました。もう一つの職場の時間を増やして生活をしていく予定ですが、そこも売り上げが

良い訳ではないと上司が言っていたので閉店の不安と年齢も年齢なので、いつまで働けるか不安

です。

体力もある方ではないので、年齢が行った時に長時間仕事が出来るかも不安です。

主人がローンを残しての自殺だったので、ローンの支払いもかなり家計を圧迫しているので、そ

こが何かしらの制度があればと思います。

母親 40 04.宮城

4

コロナにかからないよう、外出を控えるも、電気代、水道代などが高くなり、結果的に電気も点
けず、トイレ何回かで流し、風呂も何日かに1回と決め、給与も減っているので、買い物も値引

きシールの見切り品を購入する。こんな生活が続くと不安でいっぱいだ、正直一家3人死の覚悟
を考える。これから東北は厳しい冬季に入るが、灯油も高騰している。不安で不安でいっぱい
だ、限界だ。リセットできるならリセットしてやりなおしたいです。

父親 49 04.宮城

5

コロナ禍で物価が上がり､節約だけではやっていけなくなってきた｡    本当に必要な物を買わなけ

ればいけないのに､買うことが出来なくなった｡    灯油も高くなり､これから寒くなるのに買うお

金がない｡

母親 51 05.秋田

6

会社でコロナ禍を理由に事実上のリストラがおよそ1年前にあり、不安です。
女性でも、社員、パート、区別なく、事務職から現場への強制配置転換があり、いつ自分も対象
になるのか不安です。
残業は禁止の為、昼休みも業務をし、増えた業務をこなす日々です。不満を言った人は現場へ異
動となった事実がある為、昼休みを削って仕事をし、終業前の時間、就業後の時間にも、無給で
働いています。無職になっては困るので我慢我慢です。

母親 48 08.茨城

7

飲食店で仕事をしていましたが、コロナ禍になりどうなるかわからない状態で不安だったので、
安定した仕事に就きたいと思い、1番安くて期間が早い「医療事務」の勉強をして資格をとりま
した。勉強をするのも久しぶりで私なりに大変で頑張りました。ところが、いざ就職活動をし
て、医療事務の資格よりも経験重視がほとんどで面接にもたどりつけません。悲しいです。私の
遺族年金は子供が18歳で終わりになり、私には返済がたくさんあるため、お給料も高めで賞与も
ある所で働きたいので、どこでもいいと決められないのもあるんですが仕事が決まらないので短
期バイトや派遣で生活していますが、毎日毎日お金の事を考えてばかりです。

母親 42 09.栃木

8 一匹の魚を４人で食べている。 母親 49 10.群馬

9

もうがんばれない！と心の中では毎日思っていても、母親の私が子供達に、もうがんばれない！

とはい言えない苦しさがあります。

食べたいものを食べさせてあげる金銭的な余裕もなく、それでも、笑顔でいてくれる子供達に申

し訳ない気持ちで一杯でした。

母親 45 10.群馬

10

昨年の春、夏と子供が熱を出しましたが、ＰＣＲ検査をしてもらえず、ＰＣＲ検査センター等自

費で検査を受けられる機関もできましたが、自費だと躊躇する気持ちがあったり、交通手段とし

て、公共交通機関を利用しないようにとのことでしたが、車を所持しておらず、また、タクシー

等を長距離利用できるような生活ではないので、実際に検査を受けられるようになったとしても

どのように身動きをとったらいいのか不安に思っていました。

母親 49 11.埼玉

11

私の持病もあり、体調も悪く、働いていても身体的にも精神的にもしんどく辛い毎日です。長期

にわたるコロナの影響で身も心も疲れきってしまいました。コロナ陽性になってから次女は匂い

がわからない、好きな食べ物も美味しくないなどコロナの後遺症もあるようです。早くコロナが

おさまり、元の生活に戻れたらいいなと思う毎日です。休業やコロナにかかった家族のため、仕

事を休まざるを得なかったため、収入減が一番の打撃でいまだに影響を受けています。あしなが

育英会のおかげでなんとか生きています。本当に本当に有難うございます。

母親 55 13.東京

12

大学生への支援が全くなかったです。

オンライン授業でパソコンが壊れて、現金がないのでもうダメだと思いました。

悲しかったです。携帯で代用しています。

母親 59 13.東京

13

やはり、経済的問題。8時から21時まで働き、今年の4月からは、出勤日数を半分に減らされ２つ
の仕事を掛け持ちしていますが、疲れが溜まってストレスも溜まり喧嘩っ早くなっています。娘
は自分なりに受験に向けて勉強しているが、塾へ行かせてやれない自分が情けない。
食事も満足な物を食べさせてやれず、インスタント食品が多い。これがいつまで続くのかやり切
れない。

母親 48 13.東京

14
コロナにかかり重症化してしまい右目を失ってしまいました。運転の仕事をしていた為辞める事

になりました。体力低下、倦怠感、後遺症で悩んでいますが、収入が無いため困っています。
母親 49 14.神奈川
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15

精神障害者２級の障害者であると同時に、特発性拡張型心筋症をもった身体障碍者である私は、

健常者と同じ条件で働くことがとてもつらいです。また、コロナの影響で求人案件そのものも少

なくなってきており、今より条件の良い会社に転職できる可能性は限りなくゼロに近いです。私

は４０歳代後半までは月に１５０時間残業をするくらい懸命に働いてきましたが、５８歳になっ

た今、ボロボロの身体を抱え、コロナにも翻弄されて、「もう、がんばれない」という気持ちで

いっぱいです。

父親 58 14.神奈川

16

子供が成長するにつれ、かかる費用が大幅にアップする事を日々実感しています。仕事の残業な
どがなくなり、明らかな収入減ですが、かかる費用は上がる一方。服もすぐ小さくなるし、食べ
盛りなので食費も去年より２万円あがりました。欲しいものはなるべく我慢させ、靴下も穴が大
きくなるまで縫って履かせていますが、本当に厳しい。中古住宅を買った３年目に旦那が亡くな
り、ローンは半々名義で組んだため、私の方は残りました。すでに築２０年越え。外壁など、修
繕したくても払える余裕など無く、雨漏りだけは回避したいから業者に見てもらいたいとは思っ
てるのですが、結果が怖くて実行できず…。

体が元気なうちに仕事をもう少ししたい(掛け持ちしたい)と思っていますが、本職がダブルワー

ク禁止なので難しいかな…。
ここに吐き出したらちょっとラクになったので、また頑張れます。ありがとうございました。

母親 45 15.新潟

17

マスクを購入するお金を切り詰めるため、使い捨てマスクを何ヶ月も使用している。マスクがな

いと、学校へも行けない。あと何年もマスクをつけないといけないと思うとすごい支出。マスク

を現物支給するか支援金が欲しいです。

母親 41 17.石川

18

掛け持ちをしていた飲食の職場の仕事がコロナ禍でなくなりました。
  子どもが1人は進学で離れて生活をし、高校生の1人も他市まで通っているため感染の心配が大
きかったです。引越しや帰省や受験のための移動でも、職場で出勤自粛をしなければならない時
もあり、1ヵ所退職の上に減収となったので、家にいても気持ちが焦ったり沈んだりどうにもな
らない状況に子どもにあたってしまう日もありました。子どもも登校出来なかったり、修学旅行
や体育祭がなくなり、どうしようもない不満や不安を募らせているようで、親子共どんよりして
いました。

母親 51 20.長野

19

一人親世帯だが、私に精神障害があり、週20時間程度しか働けない。障害年金を受給すると、ど

んなに所得が低かろうが児童扶養手当は全額支給停止となる現制度のため、10万に満たないパー

ト代と5万円に満たない障害年金がこの2年間の我が家の収入源です。生活保護費以下の収入しか
なく、大学進学のために貯めていた貯金に手を出さざるを得なくなりました。子どもは東京にあ
る大学への進学を希望しており、その大学の指定校推薦が得られたため、合格を手にできそうで
すが、入学後、生活費を仕送りできるのかとても不安です。お金の心配は精神障害者には非常に
こたえます。

母親 48 21.岐阜

20

コロナ禍になり、販売業で働いているのでお客様が減りクビになるかも知れない状況です。
ダブルワークをしてなんとか生活していますが、もう１つの仕事を失いそうなので不安でしょう
がなく毎日睡眠薬を飲まないと寝れないです。

母親 48 23.愛知

21

世の中貧富の差が激しくなり、私も身体を酷使して仕事を掛け持ちしていますが、経費は掛か
り、時間の割に手取りは減ってしまっています。食費を削り保険を見直し、新聞も辞めました。
体力が有ればいいのですが、肩首痛い中、さらに腰を痛めて薬を服用して仕事しています。これ
からの生活、子供たちの事を考えると不安で体は疲れていても夜眠れない日が多くなりました。
悪い夢をよく見ます。寝れても2時間後には覚めます。安定剤を貰いました。それでも何とかし
て働いて頑張っていくしかありません。まだ死ぬわけにはいきません。あしなが育英会様には本
当に感謝しております。父親として子供たちに申し訳ないと思っております。息子は飲食店、引
越しのバイトもしてくれています。
私は日によって仕事が無くなりましたので新たに別の仕事、配送業もやり始めましたが、2回ク

ビになりました。この2年で体重が8キロ減りました。国から2年前に借りた事業支援ローン500
万、家のローンもあります。生活保護の相談をしに役所に行きましたが、ハードルが高すぎま
す。この年からだと中々上手くいきませんがまた新たに掛け持ちして仕事しています。少しずつ
慣れてきた部分もありますので頑張っていきます。いつもご支援配慮頂き本当にありがとうござ
います。

父親 52 23.愛知

22

　公的機関で働いて18年になります。異動がある正規雇用職員と違い、1年更新の契約ですが今
のところ同じ部署にずっといます。それで私が一番古くなり、新しく来た課長や新卒採用者に仕
事を教えています。でも私の給料はその人達の3分の1程度で13～4万円なのです。来年は更新し
てもらえないかも、とずっと不安を抱えて働いてます。
　しかも50歳を過ぎた頃から体調が悪く、仕事以外の時間は横になっています。長男は高校3年
で成績優秀なのですが、進学を諦め、家計支えるために就職すると言ってくれてます。大学に行
かせてやりたかったけど、あと4年も私の身体がもたないと思います。

　18歳で遺族年金加算も福祉医療助成もなくなりますから、私だけの収入では生活できません。
令和の時代、高卒で就職する子は少数派なのに、これらの制度は昔のままではないでしょうか。
生活保護同様、福祉を利用する子は進学をしてはいけない、高卒で働けということでしょうか。

母親 54 25.滋賀

23

お給料が減ってダブルワークでお仕事していましたが、この先の事を考えて今求職中です。何度
も不採用の通知を受け年齢的にも厳しいのかと学習を始めました。
慣れない勉強は大変ですが、子供達と接する時間が減って寂しい思いをさせてないかと心を痛め
ています。体力的にもきついので、家庭と仕事が両立出来るような就職先をしっかり探したいと
思います。
学費については、あしなが育英会のおかげで大変助かっており、わたくしの今後の生活に向けて
新たな道を探すきっかけを与えて下さったと思っています。コロナ禍の中、借金が増えました
が、前向きに考えて生きたいと思います。
ありがとうございます。

母親 49 27.大阪
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24

請求書などが溜まっていく状況でしょうか。
家賃の督促状や電話がかかってきた頃はもう無理だと感じました。
休校でも学費は請求される、入学式や宿泊学習がなくなっても施設費や雑費は請求され、旅行代
金などが返還されることもなく（長女の学校が特殊だからかもしれませんが）。
宿泊学習の代わりに日帰りで出かける費用を別で請求されたのは辛かったです。
コロナ禍で出費は増える一方なのに、なぜ今それをしないといけないのかと（学習内容に不満は
ないですが）。

母親 43 27.大阪

25

もうがんばれないと思うことが多くなってきました。精神的にもつらいし、特にお金の面ではど

うしようもなく、全然足りません。洗濯機も椅子もテレビも古すぎて壊れそうです。視力障碍も

あり、働いて少しでも足しになればとも思いますが、雇ってくれるところはありません。ハロー

ワークでも断られました。これから子供の教育費が1年に200万近くいり、借りられるかどうかも

わかりません。借りられないと子供に進学をあきらめてもらうしかありません。辛いです。

母親 53 27.大阪

26

子供が金銭的なことを考えてバイト先を賄いのある所でしている。食費を減らすためだ。勉強も

家ですると光熱費がかさむので一斉下校の時間まで残り、課題や復習予習をしている。進学した

いので休みの日も図書館などを利用していたがコロナ禍で人数制限や時間の制限があるようで夏

休みなどはショッピングモールのベンチで勉強していた。それを目の当たりにして親として情け

ないとおもう。

 私自身、大病を患ったのでコロナに感染するとひとたまりもないと怯えている。

母親 46 28.兵庫

27

お金がありません。
支払いも優先順位を考える日々です。
光熱費などの督促状が怖いです。
そんな毎日で体調もよくないです。

息子に「お母さん、もう無理」って言った事があります。
息子から返ってきた言葉です。
「お父さんが亡くなった時、お父さんの前で俺を立派な大人に育てるって誓ったのは、そんな生
半可な気持ちでいってんか！！」でした。
息子の目は真っ赤になっていました。

この子の為に、私は生きなきゃって思います。
思っています。
ですが、経済的なことはどうしようもなく、どう頑張ったらいいのかわりません。
正直、涙の出ない日はありません。

母親 59 28.兵庫

28

去年は主人の死亡により、やることが満載で心身共に疲弊していました。その最中に息子のこと
で学校からよく連絡が入ることがあって、更に悩みが増えていました。

それもあって、仕事をやめ、近所の職場を得るために仕事を変えました。

その際に感じたのは 最近はネットで簡単に応募できるものがあったが、50を超えると連絡すらも
らえないことも多かった。

給料、時間給の安いものが多く、子供のケアもしたいから残業の少ないものを希望すると、収入
の高いものは難しいと感じました。

幸い今までの仕事の経験や資格があったので、就職出来ましたが、世間の事情を感じました。

当初は派遣形態で入職して、今月より直雇という形態に変更はした。それは職場の支出を抑える
ための目的が強く、私自身の収入は増えてはいない。

母親 52 29.奈良

29

春から正社員で採用が叶いましたが、その際も残り手持ちの数万円となり、このまま仕事が見つ

からずこれが無くなったら食べる物も無くなって死ぬのかな‥とかなり精神的に追い詰められま

した。

やはりお金がないことを実感した時、理解の無い言葉を浴びせられた時に折れそうになります。

母親 52 33.岡山

30

私(祖母)と孫2人で生活しています。私の年金と孫の遺族年金で2ヶ月間生活していくのはとても
厳しいです。孫には、金銭的なことで不安な思いをさせないようにと、なんとか頑張ってきまし
た。しかし、最近コロナ禍により、タブレットの購入やインターネットの設置をしなくてはなら
ず、保護者の負担で購入させられました。その影響で、勉強のために必要な参考書などの購入費
用を支弁してあげることができなくなりました。ちゃんと頑張って学校にいっているのに、勉学
で必要なものを購入できないために、進学の夢を諦めたり、勉強の意欲が下がらないか不安でな
りません。また、来年の春からは高校2年生になります。そのため、今以上の学資金がかかる見

込みです。最近は孫の笑顔が無くなってきました。どうしたらよいのでしょう。 何もしてあげれ
ない私が無念でしかたありません。

祖父母 86 34.広島

31

いつもありがとうございます。コロナにより仕事をやめさせられました。求職はしていますが、
二年になります。資格もなく、仕事したくても、バイトやパートしかない。このたび、子供が大
学に進学したく、入学支度金をあしながさんより借りましたが、私立で県外です。大学合格した
ら、すぐ、入学金、前期授業料、施設費用、教科書代がかかり、家を借りるお金もかかります。
うちは、ローンも無職になったので、借りれません。
どうしたらいいか悩んで体調を崩しました。子供に悩みを悟られないよう明るくしていますが、
とりあえずのお金がありません。
飲食店には支援もあり、事業のためには温かいですが、何がGo Toトラベルですか？
わたしたちは生きることに必死で、旅行なんかいけない。
大学に行かせてください。子供の教師になる夢を叶えさせてやりたい。
贅沢しなくていい。ただ、普通でいい。

母親 54 34.広島
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32

時給の良いところにパートに出ても、4時間や5時間の就業が多いので、ダブルワークをしまし
た。
しかし、ダブルワークにも制限があり思うように働けず収入につながりません。
長女には金銭的に大学の学部を変更してもらいました。
そちらで頑張って長女は学習しておりますが、それでも医療関係っていうのもあり入学してから
も何度も白衣などの購入の為集金がありました 。長女もアルバイトを初めて頑張っているので私
も頑張らないとと必死で頑張ってます。
高校生の次男もいますが、卒業までに頑張って働いて次男には進学を諦めてもらうことのないよ
うにしたいと思ってます。

母親 46 36.徳島

33

母子家庭で、社会人になった子供も助けてはくれるのですが子供が働いたお金をと思うと心苦し

く仕事を3件掛け持ちしているのですが更年期障害や過労、寝不足による目眩などで困っていま

す。弱音吐いたらいけないとは思っているのですが。

母親 48 38.愛媛

34

家事と仕事の両立がなかなか大変です。

夕方4時位までのパートが望ましいですが、

生活の為には、フルで働かないと無理です。

我が家は、主人が亡くなった為、遺族年金を頂いております。

私のパートだけの収入では、とても子供２人と生活するのは

なかなか、苦しいので、年金は、命綱です。

しかし、子供が18歳に上がれば、自営業だった我が家は、

国民年金でしたので、私の分の遺族年金も打ち切りです。

亡くなった夫が、厚生年金だったら、残された妻は、

再婚しない限り、遺族年金は、頂けるのに、国民年金だった場合は、打ち切りになる。この差が

おかしいと思います。

残された妻は、立場は、一緒です。亡くなった主人が国民年金だった場合も遺族年金は、同じ様

に子供が18歳になった以降も

頂けるように、制度を変えて欲しいと、国にお願いします。

母親 47 40.福岡

35

大学に行かないと就職した時の初任給が違うと息子は奨学金借りてでも先の事を考えたら大学に

行くと決めました。地元を離れていきますが、やはりお金の面で卒業するまで本当にお金を払え

るのか不安で、どうやったら、どうなったら色々入学金とか授業料とか無償とかになるのかいま

いちどこに聞けば的確に教えて貰えるのかわからず、これ以上ご飯を我慢して、いっぱい節約し

て正直本当にキツいです。もう何年もお金の事ばかり考えて、その為に色々やらなきゃいけない

ので、楽しみも楽しさもありません。人生終えてもやっと楽になると思うだけだと思います。

母親 54 40.福岡

36

現在、貸切バスの運転士をしています。コロナ禍の影響を受けて会社は休業になりました。休業
補償だけでは生活できないので会社と交渉して副業を認めていただき、現在5箇所のアルバイト
を掛け持ちして、なんとか生活している状況です。あしなが育英会様のお陰で娘の学費等を賄っ
ております。来年度は大学進学も控えていますので娘の為に本業以外のアルバイトを頑張り収入
確保に頑張らないと、と考えております。

父親 50 42.長崎

37

来年の大学受験や修学旅行費などいっぱいある中でエコキュートが故障しました。修理は無理だ
そうで、買い替えになりました。高額なのでエコキュートは壊れたままにして、お鍋で水を沸か
して水を張った発泡スチロールにお湯を入れて体を洗っています。私は水のシャワーでがんばり
ます。
エコキュートが故障して買い替えもできなくなった以上、普通ではなくなりました。毎日水シャワーで気合い
を入れてますが寒くなったしこわい。もうダメかもしれないです。子供達だけでも風邪をひかせないようにが
んばります。IHクッキングヒーターが壊れたら、全て終わりです。すぐ買い替え出来ない自分が悔しくて悲し
い。買い替えか来年の大学費用か、悩んで疲れました。これからどうなるかこわい。

母親 43 43.熊本

38

ひとり親、低所得世帯は本当に富裕層が知らないくらいの底辺の生活を強いられています。
いつも、母子家庭というワードが報道される度、父子家庭も生活が苦しいのに…と、日本は格
差、平等などと言って女性を持ち上げる世の中になりつつありますが、そうではないという事を
知って欲しい。ここぞとばかりに母子家庭が苦しい…と発信するのではなく、ひとり親がくるし
いのだと訂正して欲しいです。
父子家庭になり、13年目。3人の子供を育て上の子は今年卒業し専門学校に行きたかったのです
が貧困家庭の所為で進学を諦め自衛官になりました。
高二の娘があしなが育英会様で支援を受けています。
中三の娘は小学5年生から不登校。

私は精神障害2級。
荒んだ家庭なのですが子供達の笑顔に支えられながら死を考えることをやめ、子供達の為になん
とか生きている。
そんな家庭です。
子供が宝です

父親 50 44.大分

4 
一般財団法人あしなが育英会
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一般財団法人あしなが育英会  

 

長引くコロナの影響 高校生保護

者調査 2021 
 

あしなが育英会 

2021 年 10 月 

 

〈回答にあたってのご説明〉 
１．このアンケート調査は、長引く「コロナ禍」の中で、高校奨学生とその保護者の

みなさまがどのような生活を送られているのかを知るため、あしなが育英会が実施

するものです。 

２．このアンケート調査には、あしなが育英会高校奨学生の保護者の方がお答えくだ

さい。 

３．各質問を読み、下の選択肢からあてはまる番号を選んでください。 

４．複数の回答を選んでもよい質問や、数字を記入する質問もございます。 

５．「その他」を選ぶ場合は、（ ）内に具体的な内容を記入してください。  

６．質問数は全部で 2４問です。所要時間は 10～15 分程度を想定しております

が、 

時間制限はありませんので、落ち着いてお答えください。 

 

 
問 0 ご回答いただいた内容は、あしなが育英会の奨学金制度改善のために活用されます。

また、政府や社会に向けて支援をうったえるため、個人の特定はできない形で、本会の広報

媒体や報道機関などを通じて公表されることがあります。このことに同意し、調査にご協力

いただけますか。 

 

1） 同意します ⇒問 1 へ進んでください 

2） 同意しません ⇒以下の質問にはお答えいただかなくてけっこうです。ありがとうござい

ました。 

 

 

Ⅰ あなたのご家族の状況についてうかがいます。 

問 1 あなたのお住まいはどこですか。 

 

（ ）都•道•府•県 
 

問 2 あなたは、あしなが育英会の高校奨学生のお子さんにとって、つぎのどれにあたりま

すか。 

 

1） 母親 

2） 父親 

3） 祖父母 

4） おじ•おば 

5） その他（ ）
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問 3 あなたはおいくつですか。 

 

  歳 
 

問 4 あなたと家計をともにする（仕送りを含む）お子さんは何人いますか。未就学児、小

中学校•高校•大学等に通うお子さんをすべて合わせた人数をお答えください。ただし、す

でに社会人のお子さんは含めないでください。 

 

お子さん 人 
 

問 5 お子さんにとって、世帯の種類はつぎのどれですか。あてはまるものが複数ある場合 

には、あしなが育英会に申請した分類 1 つだけに○をつけてください。 

 

1） 母子世帯 

2） 父子世帯 

3） 父母とも亡くなった世帯 

4） 父親が障がい者の世帯 

5） 母親が障がい者の世帯 

6） 父母とも障がい者の世帯 

7） その他の世帯（ ） 

8） 申請した世帯分類を忘れてしまった 

 

問 6 お子さんにとってのご両親の最終学歴はどれにあたりますか。 

 

①父親 

1） 中学校 

2） 高等学校 

3） 高等専門学校 

4） 専門学校 

5） 短期大学 

6） 大学 

7） 大学院 

８）その他（ ） 

9）わからない•あてはまらない 

 

②母親 

1） 中学校 

2） 高等学校 

3） 高等専門学校 

4） 専門学校 

5） 短期大学 

6） 大学 

7） 大学院 

８）その他（ ） 

９）わからない•あてはまらない
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Ⅱ あなたのお仕事と暮らし向きについてうかがいます。 

 
問 7 あなたは現在、収入のある仕事をしていますか。 

 

1） 収入のある仕事をしている ⇒問 8 に進んでください 

2） 収入のある仕事をしていないが、探している（求職中） ⇒問 12 に進んでください 

3） 収入のある仕事をしていない ⇒問 12 に進んでください 

 

問 8 あなたは現在、どのような仕事をしていますか。2 つ以上の仕事についている場合

は、おもな仕事 1 つに○をつけてください。 

 

1） 農林水産関係の仕事 

2） 製造関係の仕事 

3） 金融•保険関係の仕事 

4） スーパー•コンビニ•ドラッグストア等、流通•小売関係の仕事 

5） 鉄道•バス•トラック•郵便等、物流•運送関係の仕事 

6） 電気•ガス•水道•ごみ処理等、インフラ運営に関わる仕事 

7） レストラン•居酒屋•飲食店等、飲食の提供に関わる仕事 

8） ホテル•旅行•アミューズメント•レジャー関係の仕事 

9） 医療•福祉•介護関係の仕事 

10） 教育•保育関係の仕事 

11） ソフトウェア•通信関係の仕事 

12） 放送•広告•新聞•出版関係の仕事 

13） 官公庁の仕事 

14） その他（ ） 

 

問 9 あなたの仕事の形態はつぎのどれですか。2 つ以上の仕事についている場合は、おも

な仕事 1 つに○をつけてください。 

 

1） 正規の職員•従業員 

2） パート•アルバイト 

3） 契約職員•嘱託（臨時社員、準社員、非常勤職員などを含む） 

4） 派遣社員 

5） 会社•団体などの役員 

6） 自営業主（個人経営の商店主•工場主•農業主などの事業主を含む） 

7） 家族従業者（農家や個人商店などで、農作業や店の仕事を手伝っている家族） 

8） 家庭での内職など 

9） その他（ ） 

 

問 10 お仕事の収入は、今年の９月、手取りでどれくらいでしたか。おおよその金額でかま

いませんので教えてください。2 つ以上の仕事についている場合は、それらを合わせた金額

を入力してください。 

（千円未満は四捨五入してください。例：13 万 4 千 4 百円の場合は １3 万４千円） 

 

 

  万 千円
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問 11 コロナ禍以前と比べて、直近のボーナスに変動はありましたか。 

 

1） ボーナスが上がった 

2） 変動はない 

3） ボーナスが下がった 

4) ボーナスが無くなった 

5） 元々ボーナスはもらっていない 

 

 

問 12 コロナ禍に関連して、あなたご自身が一度でも休職、退職、転職をしたことはあり 

ますか。あてはまるもの 1 つに○印をつけてください 

 

1） ある ⇒問 13 に進んでください 

2） ない ⇒問 14 に進んでください 

3） この２年間に休職、退職、転職をしたが、コロナ禍には関連がない 

⇒問 14 に進んでください 

 

 

問 13 コロナ禍に関連したあなたご自身の休職、退職、転職について、その理由をお答え

ください。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

1） 休校や短縮授業で家にいる子どもの世話をするため 

2） 配偶者や親の介護など、子ども以外の家族のケアをするため 

3） 職場で感染する不安や、感染を職場に持ち込む不安があったため 

4） 収入の金額をおさえて社会保障などの支援を受けるため 

5） 勤務先の業績悪化や雇い止めのため 

6） より多くの収入を得るため 

7） 上の１～６以外の理由から休職、退職、転職をした 

 

 

Ⅲ ご家庭の状況についておうかがいします。 
問 14 あなたが現在利用している社会手当はなんですか。あてはまるものすべてに○をつ

けてください。 

 

1） 遺族年金 

2） 障害年金 

3） 児童扶養手当•児童育成手当 

4） ひとり親家庭等医療費助成制度 

5） 生活保護 

6） 社会保障は受けていない 

7） その他（ ） 

 

問 15 コロナ禍の期間中、生活費を工面するために以下のようなことをしたご経験はあり

ますか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

1） 預貯金や保険を取り崩している 

2） 子どもがアルバイトをしている
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3） 働く時間を増やすようにしている 

4）2 つ以上の仕事を掛け持ちして副収入を得ている 

5） 親戚•知人などから援助してもらっている 

6） 勤務先から借り入れをしている 

7） 子どもに習い事をやめてもらった  

8） 子どもに予備校、塾をやめてもらった 

９）子どもに進学を諦めてもらった•進路を変更してもらった 

10） その他（ ） 

11） 特に何もしていない 

 

問 16 お子さんの教育費について、奨学金以外につぎのような制度を利用していますか。

あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

1） 高等学校等修学支援金（授業料支援） 

2） 高校生等奨学給付金（授業料以外の教育費支援） 

3） 授業料や学校教育費の免除•減額 

4） 授業料や学校教育費の延納•分納 

5） 生活福祉資金貸付（教育支援資金） 

6） 教育ローン 

7） 学資保険 

8） その他（ ） 

9） あてはまるものはない 

 

問 17 現在利用している奨学金は、どのように使っていますか。あてはまるものすべてに 

○ をつけてください。 

 

1） 学校でかかる教育費(授業料や課外活動費など) 

2） 学校外の教育費(塾や習い事など) 

3） 子どもや家族の生活費 

4） 進学•就職費用、将来的な支出に備えた貯金 

5） その他（ ） 

 

Ⅵ あしなが育英会•政府に対する要望についてうかがいます。 
 

問 18 あしなが育英会に対して奨学金以外の要望はありますか。 
 

1） 遺児家庭への公的支援に関する情報を発信してほしい 

2） 親の悩みを専門家に聞いてもらえる窓口が欲しい 

3） 親同士が悩みを相談できる交流の場を設けてほしい 

4） 大学生が高校生の日ごろの学習を助けるしくみ 

5） 大学生が高校生の相談にのってくれるしくみ 

6） あしなが以外の奨学金に関する情報を発信してほしい 

7） あしなが以外の NPO のサービスに関する情報を発信してほしい 

8） その他（ ） 
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問 19 あなたやお子さんの生活や学習について、政府に望むことはありますか。あてはま

るものすべてに○をつけてください。 

 

1） 就学中の子どもがいる家庭の生活費支援 

2） 一人暮らしの大学生の生活費支援 

3） 親が障害をもつ家庭の子育てにたいする支援 

4） 家事や介護を担っている子どもたちへの支援 

5） 子どもの医療費負担の軽減 

6） 家賃負担の軽減 

7） 塾や習いごとに使える学習支援クーポン制度の導入や拡充 

8） その他（ ） 

 

問 20 10 月 4 日、岸田文雄氏を総理大臣とする新内閣が発足しました。また、10 月末に

は衆議院議員選挙が予定されています。あなたは、政府のひとり親世帯および障がい者世帯

向けの支援政策に期待していますか。 

 

1） とても期待している 

2） やや期待している 

3） あまり期待していない 

4） まったく期待していない 

5） 政治には関心がない 

 

Ⅴ 最後にみなさんのお考えを自由記述でお教えください。 

 
 

問 21 あなたやご家族のお仕事や経済状況について、悩みや困りごとなどあれば、具体的に

お書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 2２ あなたやご家族の健康状態やコロナ禍で生活するうえでのご苦労などがあれば、具

体的にお書きください。 
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問 2３ コロナ禍が続く中、保護者の方々からは、「もう、がんばれない」という言葉が寄

せられています。みなさんにとって「もう、がんばれない」と思うことがあれば、ぜひお教

えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 2４  GoTo トラベルの再開、豪華おせちの注文数増加、など年末年始に向けて話題になっ

ています。また、多くの方が年末年始がお休みになるかと思いますが、あなたは年末年始に

休めますか。理由やお考えを、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 2５ 政府に訴えたいこと、要望、社会に向けて伝えたいことなどがあれば、ご自由にお

書きください。 
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質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

なお、あしなが育英会では、11 月にオンラインインタビューの実施を予定しています。概

要は次のページの通りですが、ご協力いただけますでしょうか。 

 

1） 11 月 1 日～14 日のいずれかで協力できる ⇒次の質問 

2） 11 月 15 日以降 11 月 21 日までなら協力できる ⇒次の質問 

3） 協力できない、都合が合わない ⇒回答終了案内画面 

 

-- 

〈連絡先〉 

ご協力いただける方には、10 月 25 日までにメールにてご連絡いたします。 

インタビューに参加される方のお名前を入力してください。 

（ ） 

 

インタビューに参加される方の連絡先（メールアドレス）を入力してください。 

（ ） 

確認のため、もう一度メールアドレスを入力してください。 

（ ） 

〈インタビュー日程〉 

第一希望 １１月  日 ①10:00～12:00、②13:00～15:00、③17:00～19:00 

第二希望 １１月  日 ①10:00～12:00、②13:00～15:00、③17:00～19:00 

第三希望 １１月  日 ①10:00～12:00、②13:00～15:00、③17:00～19:00 

-- ご協力ありがとうございました。 

この調査票で取得した情報は、あしな

が育英会の奨学金制度改善のために利

用されます。この目的の適正な範囲内

において、報道機関や学術機関などに

おいて公表されることがあります 

 

＜概要＞ 

日程：11 月 1 日〜11 月 14 日 （予備日 11 月 15 日～２１日） 

（①10:00～12:00、②13:00～15:00、③17:00～19:00） 

   インタビューは 1 時間程度を想定しています。 

  

方法：Zoom を使用したオンラインで実施。 

   お互いの顔を見える形で実施したいと思いますが、ご事情がありカメラオフ

をご希望の場合は、ぜひご相談ください。 

 

インタビュアー：あしなが大学奨学生 6 人程度・あしなが育英会職員１人 

 

備考：①オンラインインタビューへの協力の有無や、インタビューにて話した内容に

よって不都合が生じることはありません。 

②インタビューにご協力頂ける方には、事前説明会（１５分程度）を任意参加でご用意し

ています。 
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⑦アンケート調査単純集計データ

（長引くコロナの影響  高校奨学生保護者調査） n %

続柄 母親 2157 81.5%

n=2647 父親 383 14.5%

祖父母 76 2.9%

おじ・おば 19 0.7%

その他 12 0.5%

回答者の 平均年齢 49.8歳

n=2646

家計を共にする 子どもの平均人数 1.9人

n=2645

世帯種類 母子世帯 1540 58.3%

n=2645 父子世帯 183 6.9%

父母とも亡くなった世帯 34 1.3%

父親が障がい者の世帯 376 14.2%

母親が障がい者の世帯 342 12.9%

父母とも障がい者の世帯 56 2.1%

その他： 85 3.2%

申請した世帯分類を忘れてしまった 29 1.1%

父親の最終学歴 中学校 241 9.1%

n=2647 高等学校 1007 38.0%

高等専門学校 81 3.1%

専門学校 279 10.5%

短期大学 54 2.0%

大学 642 24.3%

大学院 57 2.2%

その他： 52 2.0%

わからない・あてはまらない 234 8.8%

母親の最終学歴 中学校 171 6.5%

n=2647 高等学校 1055 39.9%

高等専門学校 58 2.2%

専門学校 413 15.6%

短期大学 509 19.2%

大学 329 12.4%

大学院 16 0.6%

その他： 36 1.4%

わからない・あてはまらない 59 2.2%

1 一般財団法人あしなが育英会
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仕事の有無（21年） 収入のある仕事をしている 1954 73.8%

n=2647 収入のある仕事をしていないが、探している（求職中） 189 7.1%

収入のある仕事をしていない 504 19.0%

仕事の有無（18年） 仕事している 2005 81.2%

n=2468 仕事をしていないが探している（失業中） 193 7.8%

仕事をしていない、探していない 270 10.9%

仕事の種類 農林水産関係の仕事 36 1.8%

n=1953 製造関係の仕事 254 13.0%

金融・保険関係の仕事 77 3.9%

スーパー・コンビニ・ドラッグストアなど、流通・小売関係の仕事 223 11.4%

鉄道・バス・トラック・郵便など、物流・運送関係の仕事 79 4.0%

電気・ガス・水道・ごみ処理など、インフラ運営に関わる仕事 41 2.1%

レストラン・居酒屋・飲食店など、飲食の提供に関わる仕事 104 5.3%

ホテル・旅行・アミューズメント・レジャー関係の仕事 30 1.5%

医療・福祉・介護関係の仕事 449 23.0%

教育・保育関係の仕事 173 8.9%

ソフトウェア・通信関係の仕事 30 1.5%

放送・広告・新聞・出版関係の仕事 16 0.8%

官公庁の仕事 82 4.2%

その他： 359 18.4%

仕事の形態 正規の職員・従業員 724 37.1%

n=1952 パート・アルバイト 712 36.5%

契約職員・嘱託（臨時社員、準社員、非常勤職員などを含む） 254 13.0%

派遣社員 62 3.2%

会社・団体などの役員 18 0.9%

自営業主（個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主を含む） 136 7.0%

家族従業者（農家や個人商店などで、農作業や店の仕事を手伝っている家族） 12 0.6%

家庭での内職など 6 0.3%

その他： 28 1.4%

収入 平均月収（21年） 10.6万円

平均月収（18年） 11.7万円

n=2521 0円世帯（21年） 697 27.6%

n=2493 0円世帯（18年） 397 20.3%

ボーナスの変動 ボーナスが上がった 25 1.3%

n=1953 変動はない 513 26.3%

ボーナスが下がった 328 16.8%

ボーナスが無くなった 89 4.6%

元々ボーナスはもらっていない 998 51.1%

ある 516 19.5%

ない 1833 71.1%

n=2647 この2年間に休職、退職、転職をしたが、コロナ禍には関連がない 250 9.4%

休職・退職・転職の理由 休校や短縮授業で家にいる子どもの世話をするため 74 14.3%

n=516 配偶者や親の介護など、子ども以外の家族のケアをするため 44 8.5%

職場で感染する不安や、感染を職場に持ち込む不安があったため 123 23.8%

収入の金額をおさえて社会保障などの支援を受けるため 11 2.1%

勤務先の業績悪化や雇い止めのため 235 45.5%

より多くの収入を得るため 47 9.1%

その他 116 22.5%

コロナ禍での

休職・退職・転職

2 一般財団法人あしなが育英会
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社会保障 遺族年金 1220 46.1%

n=2647 障害年金 586 22.1%

児童扶養手当・児童育成手当 682 25.8%

ひとり親家庭等医療費助成制度 1198 45.3%

生活保護 171 6.5%

社会保障は受けていない 148 5.6%

その他： 79 3.0%

生活費の工面 預貯金や保険を取り崩している 1502 56.7%

n=2647 子どもがアルバイトをしている 700 26.4%

働く時間を増やすようにしている 428 16.2%

2つ以上の仕事をかけもちしている 233 8.8%

親戚・知人などから援助してもらっている 282 10.7%

勤務先から借り入れをしている 38 1.4%

子どもに部活動・習い事をやめてもらった 207 7.8%

子どもに予備校・塾をやめてもらった 195 7.4%

子どもに進学を諦めてもらった・進路を変更してもらった 177 6.7%

その他： 186 7.0%

特に何もしていない 440 16.6%

制度利用状況 高等学校等修学支援金（授業料支援） 2034 76.8%

n=2647 高校生等奨学給付金（授業料以外の教育費支援） 1119 42.3%

授業料や学校教育費の免除・減額 551 20.8%

授業料や学校教育費の延納・分納 85 3.2%

生活福祉資金貸付（教育支援資金） 105 4.0%

教育ローン 104 3.9%

学資保険 252 9.5%

その他 56 2.1%

利用していない 239 9.0%

奨学金用途 学校でかかる教育費（授業料や課外活動費など） 2142 80.9%

n=2647 学校外の教育費（塾や習い事など） 612 23.1%

子どもや家族の生活費 1110 41.9%

進学・就職費用、将来的な支出に備えた貯金 842 31.8%

その他 164 6.2%

遺児家庭や親が障がいをもつ家庭への公的支援に関する情報を発信してほしい 1516 57.3%

親の悩みを専門家に聞いてもらえる窓口が欲しい 479 18.1%

n=2647 親同士が悩みを相談できる交流の場を設けてほしい 198 7.5%

大学生が高校生の日ごろの学習を助けるしくみ 449 17.0%

大学生が高校生の相談にのってくれるしくみ 353 13.3%

あしなが以外の奨学金に関する情報を発信してほしい 902 34.1%

あしなが以外のNPOのサービスに関する情報を発信してほしい 443 16.7%

その他 218 8.2%

政府への要望 就学中の子どもがいる家庭の生活費支援 1824 68.9%

n=2647 一人暮らしの大学生の生活費支援 965 36.5%

遺児家庭や親が障がいをもつ家庭の子育てに対する支援 1611 60.9%

家事や介護を担っている子どもたちへの支援 710 26.8%

子どもの医療費負担の軽減 1054 39.8%

家賃負担の軽減 738 27.9%

塾や習いごとに使える学習支援クーポン制度の導入や拡充 872 32.9%

その他 104 3.9%

政府への期待度 とても期待している 638 24.3%

あしなが育英会に対する

奨学金以外への要望

3 一般財団法人あしなが育英会
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n=2622 やや期待している 726 27.7%

あまり期待していない 993 37.8%

まったく期待していない 220 8.4%

政治には関心がない 48 1.8%

4 一般財団法人あしなが育英会



  12 月 4 日記者会見資料⑧オンライン聞き取り調査レポート 

 

  一般財団法人あしなが育英会 

一般財団法人あしなが育英会 

長引くコロナの影響 遺児の保護者オンラインインタビュー概要 

 

 「長引くコロナの影響 遺児の保護者調査」にご回答いただいた保護者のうち、了承いただ

けた家庭の保護者に、大学奨学生がオンラインインタビューを実施しました。この資料では、

大学奨学生インタビュアーが聞き取りを終えて提出したレポートから遺児保護者の「声なき声」

を抜粋いたしました。 

 

⚫ 実施期間： 2021 年 11 月 1 日(月)〜21 日(日)9:00〜20:00 

⚫ インタビュー時間： 1 時間 

⚫ 利用ツール： zoom 

⚫ 保護者調査対象： 本会高校奨学生保護者 111 名 

⚫ 保護者年代内訳： 

30 代 0.9%、40 代 30.6%、50 代 59.5%、60 代 6.3%、70 代 2.7% 

⚫ 家庭区分内訳： 

母子家庭 57.7%、父子家庭 3.6%、父母ともに他界 1.8%、 

母親が障がい者 8.1%、父親が障がい者 21.6%、父母ともに障がい者 5.4% 

母子家庭で母が障がい者 0.9%、その他 0.9% 

⚫ インタビュアー： 本会大学奨学生 644 名 

⚫ 進行： あしなが学生募金事務局員 71 名 

*オブザーバーとして本会職員同席のもと、複数人のグループで実施 



  12月4日記者会見資料⑧アンケート調査自由記述抜粋

管理番号 在住県 保護者区分 年齢 家庭区分 インタビューにおける遺児の保護者の声 インタビュアーを務めた大学奨学生のレポートから抜粋

1 24-3 愛媛県 母親 50代 母親が障がい者 「弱い人には厳しい世の中だ」

　「働いていた時にコロナでお客さんが会ってくれないのがしんどかった。4月までにお客さんをとらないといけないという条件があったが、それで解雇されて

しまった。頑張ってみようと思って頑張った矢先で辛かった。」私は、頑張ろうと思って頑張ったのにも関わらず、厳しい社会で上手くいかなかったというDさ

んのもどかしい気持ちや辛さを想像すると、とても心が痛みました。また、金銭的な困窮は、精神を削り、心の余裕も奪っていってしまうと強く感じました。さ

らに、Dさんは今の社会について、「弱い人には厳しい世の中だ。」とおっしゃっています。

2 23-1 埼玉県 母親 40代 母子家庭
「『遺族年金がうらやましい』と言われ
た」

保護者様が「遺族年金がうらやましい」のような言葉をかけられたことがあるという話は衝撃的でした。言った側は軽い気持ちかもしれないが言われた側は悲し

いし苦笑するしかないと思います。私は幸いにもまだ言われたことはないが覚悟しておきたいと感じました。こういった意識を変えていくために私たち遺児が積

極的に活動し、遺児家庭の現状・生の声を発信していくことが大切かなと感じました。

3 5-4 兵庫県 母親 40代 父母ともに障がい者 「生きるのがつらい」

インタビューが始まってすぐにお聞きした「今のコンディションはどうですか？」と言う質問に対して、お母さんはしばらくの沈黙の後に「生きるのは辛いです

ね」と言いました。私にとってはとても衝撃的でした。その後もお話を聞いていると、旦那さんが脳出血で障がいを持たれた後にお母さん自身も事故で全身に麻

痺が残っていること、毎日ヘルパーさんが家にきて身の回りのことを助けてもらっていることなどを話していただきました。それは私の家庭とは大きく違うもの

でした。きっと私には想像がつかないほどの辛い経験をされていて、私には想像がつかないほどの困難と今も戦っているのだと感じました。

4 36-3 奈良県 母親 50代 母子家庭
「電気代節約のため、フードコートで受
験勉強してもらった」

病気になってからは、仕事を続けることができず、お母さんも息子さんも生活習慣が乱れて朝起きられないことが多く、息子さんの学校からの電話で起きること

も度々あったそうです。「息子には迷惑をかけてしまったけれど、よくやってくれたわ。高校受験の時もクーラー代の節約のために、ショッピングモールのフー

ドコートで朝から晩まで一緒に勉強してたり、冬はこたつを使って寒ければ防寒着を着て過ごしていたり、そんな生活をしていたのよ」と話してくれました。

5 19-3 千葉県 母親 40代 母親が障がい者
「大学生の娘を持っていることは贅沢
品と生活保護窓口で言われた」

「大学生の娘を持っていることは贅沢品に含まれるので、生活保護の対象にすることができません。」これは、今回の私たちのインタビューを受けてくださった

お母さんが市の職員さんから言われた言葉です。長いインタビューの中で一番印象的な言葉でしたし、同じ奨学生、同じ大学生として非常に辛く重みのある言葉

でした。そのお母さんは大学生と高校生の二人の娘さんを育てていらっしゃる方ですが、脳の病気で大変苦労されていました。子どもが女の子ということもあ

り、送り迎えには車を利用されるそうなのですが、その車を所持していることすらも、生活保護を受けられない理由の一つに入ると聞いて、悔しささえも感じま

した。

6 5-3 群馬県 母親 50代 母子家庭
「今のままでいい。その今がずっと続く
わけじゃない」

私がインタビューをさせていただいたのは、四人の子を持つお母さんです。

「みんなびっくりしちゃうかもしれないけど、夫は自死でした。」

そう話してくださった時、生まれて初めて時の流れが止まったのではないかと思いました。その止まったのではないかと思った数秒間、私の脳内では、様々な感

情が乱反射されていたのか、はたまた何も考えることができない真空空間だったのか、今はよく思い出すことができません。ですが、より真剣な気持ちでお話を

聞こう、そう決心したのは鮮明に覚えています。「夫が亡くなってすぐ、私は病気になって働けなくなってしまいました。」

一難去ってまた一難の状況の中、お母さんは誰にも相談できなかったと話してくださいました。お母さんが発することのできなかった声なき声を、旦那さんが亡

くなってから何年もの時間が経ってから届いたことがとても悔しく感じられました。

7 9-1 新潟県 母親 50代 母子家庭
「今まで楽な生活は経験したことがな
い」

子どもが幼いときにひとり親となったために、子どもたちには満足させることは決してできなかったとDさんは話してくださった。食においては、『納豆ご飯や

卵かけご飯が続く日々もあり、苦しい日々が続きました。』とお話ししてくださった。しかし、Dさんはその経験はある意味で、知らないことを知る機会になっ

たと振り返っていた。あの苦しい期間があったからこそ、今の暮らしに幸せを感じることができ、娘が成長するとともに夕飯の準備をしてくれるありがたみも感

じられたのだと考える。そのため、日々の楽しみは娘の夕飯だそうだ。

現在、Dさんはあしなが奨学金にとても助けられていると同時に、フードバンクに助けられている。

8 15-2 佐賀県 父親 60代 父子家庭

「生活保護を受けていることで、世間か
らの目が冷たい、挨拶をしても返事が
返ってこない時がある」

Aさんは近所の人と関わることを大切にし、よく挨拶や談笑をなさっているそうです。しかし、Aさんは「生活保護を受けていることで、世間からの目が冷た

い、挨拶をしても返事が返ってこない時がある」ともおっしゃっており、偏見を向けられることがあるのも事実です。病気や障がいがあっても一生懸命生活をし

ている方が世間の理解を得られないということは非常にもどかしく、残念です。このインタビューの最後にAさんは「いろいろな人の苦労を知り、話したことで

少しだけ気が楽になった」とおっしゃられました。Aさんもインタビューをした私たち大学生も、一人一人事情や困りごとは異なる部分も多いですが、それぞれ

の苦労を持った近い立場で自己開示をして話し合う貴重な時間を過ごせました。

9 27-3 京都府 母親 50代 母子家庭
「コロナウイルスのせいで退職になっ
た」

正社員として会社に勤務していましたが、新型コロナウイルスの影響で退職、現在は派遣社員としてコロナウイルスの支援金関係の仕事をしています。支援金の

仕事は思いのほか良く、収入の変化はあまりなく現在は安定していますが、コロナウイルスが終息してからの不安が残ります。 あしなが奨学金と、それとは別

の奨学金も申し込んでいますが大学無償化のボーダーラインは超えてしまい、大学無償化の手当てを受けることはできません。「ある程度の収入があるので、大

学無償化も保険も受けられません。働けば働くほどお金がかかるのは矛盾しています」と不満を漏らします。

10 29-2 秋田県 父親 60代 父親が障がい者 「４人の子、余命１年」
インタビューした方は4人のお子さんのお父さんです。3年前にがんを宣告されました。そのがんが転移し、今年の春には余命1年という宣告を受けながらも、抗

がん剤治療を続けています。インタビューを通してお父さんは家族が大好きというのがひしひしと伝わってきました。お父さんと息子とで冬は雪かきをしている

と楽しそうに話してくださいました。

11 1-1 福井県 父親 50代 父母ともに障がい者

「精神障がいは目に見えるものではな
いので、周りからの理解が得られず苦
しんでいる」

"Aさんはご自身と旦那さんが障がいを持っており、お子さんがお2人いらっしゃるとのことでした。インタビューの中で私は「お子さんに対して将来期待するこ

と」について質問させていただきました。質問に対してAさんは「自分でやりたいことを見つけてやってほしい」と答えました。さらに深くお話を伺うと、「や

りたい事に対して否定はしたくない」「あきらかに金銭的に難しかったら諦める事も考えるけど…」「それでも強い思いがあるなら自分で生計たてていけるよう

な生活力を身につけてほしい」と、お子さんの自由意志を尊重するような発言が、とても印象に残りました。

私がお話を聞いた保護者の方は、精神障がいで血の繋がりのない人には相談しにくいとおっしゃっていました。そういった目の見えない障がいを持っていると話

しても色眼鏡で見ることのない世の中になって欲しい、もっと生きやすい世の中になってほしいと日々感じています。生きずらさを感じる人がもっと生きやすい

世の中になったら、人生がより楽しく、嬉しいことも増えると思うからです。

12 1-2 新潟県 母親 50代 母子家庭

「99%親の人生だし子どもが居たから
こそ、ここまで頑張れたし、頑張ろうと思
える」

保育･介護の仕事をしているなかで国からの医療費の支援などを去年まで受けていましたが支援自体の収入ラインが低く設定されているためお金の支援が受けら

れなくなり、このラインで切られるのは厳しいとも話していました。子どもの送り迎いや病気などに関して、ふたり親がいるのと母子家庭というなかでは状況が

全く違い、支援があるかないかでかなり変わると言っていました。また、世の中子どもの進学が多くなってきているため、親自身は進学させたいという思いが強

いのですが、進学するためには奨学金を借りなければいけなくなり、借りるとなると将来子どもに負担がかかってしまいます。また、全体的に学費が高いため、

子どもがのびのびとできない環境になってしまっている、子どもの「学びたい」という気持ちをその家庭の経済面で諦めて欲しくないと言っていました。

13 2-1 宮崎県 母親 40代 母親が障がい者

「政府の制度でお金を借りたりしようと
するときには、対応をしてくれる人の私
たちへの理解がなかったり知識がな
かったりしてしまい、壁を感じてしまうこ
とがある」

お母さんにどんな制度・対策があれば、今の状況から一歩抜け出すことができると思うかを質問しました。お母さんは制度・政策の良し悪しではなく、本当に必

要としている人に届けるべきであると話してくれました。「一つの書類を提出するのに何枚も書類が必要」「壁が高く手軽ではない」と道のりの長さや事務的な

ことが多いなど不満な点を話しました。実際にお母さんは娘さんが上京しコロナウイルスの影響で会えなくなり、書類を提出することが困難になり手間が一層か

かったと話していました。ですが、あしなが育英会は手取り足取り教えてくれ他の奨学金制度と比べ簡単にできたと話しました。お母さんが話してくれたように

どの奨学金も申請は書類を沢山揃えないといけなく道のりが長いですが、あしなが育英会のようにわかりやすい説明をしたり、何よりメールで通知してくれると

ころを他の奨学金制度にも取り入れることができれば、事務的なことも少しは簡単に進めることができると考えます。

14 2-2 東京都 母親 50代 母子家庭

「他の海外の国々のように経済面で縛
られることなく、学びたい時に学びたい
ものを学べるという教育の場を作って
いくべき。」

お母様が「他の海外の国々のように経済面で縛られることなく、学びたい時に学びたいものを学べるという教育の場を作っていくべき。」とおっしゃっていまし

た。私もその意見に賛同します。これからの未来を担っていく若者が経済面での心配を抱えることなく、学びたいものを学べる環境を作ることで優秀な人材を育

成することができるだけでなく、日本のみならず全世界にとっての利益となります。そのため、今後経済的負担を気にすることなく、若者が学びたい時に学べる

環境の整備が必要であると考えます。

15 2-3 愛知県 母親 50代 母子家庭
「支援を受ける代わりにこちらも何か協
力できることがないか」

今回話を伺ったAさんは２児の母であり、子どもが小学生の時にご主人が亡くなりました。低学年というとまだ目が離せる時期ではなく、常に目を見張っておか

ないといけない年齢だと思います。その中でのこの出来事は相当心に空いたことだろうと思います。しかし、Aさん自身は全くめげることなく子どもたちに紳士

に向き合っていました。具体的には、毎朝４時半におきて子どもたちのお弁当を作りそこから派遣やセラピストなどの仕事に行っています。それでもこの生活自

体にAさんは苦ではなくむしろ毎日が充実していると仰っていました。どんなことでも前向きに考えるAさんの姿勢に僕は心打たれました。また、このAさんの生

活を今の自分と照らし合わせた時に今の生活のままではいけないなと感じます。毎日が同じことの繰り返しで刺激になるものが最近はあまりないのでAさんのよ

うに活発に動ける人になりたいなと思いました。

オンラインインタビュー　遺児の保護者100人の声
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オンラインインタビュー　遺児の保護者100人の声

16 2-5 山形県 母親 50代 父親が障がい者
「知らないことで支援を受けられない、
ということがなくなってほしい」

Aさんは「もし子どもが大きくなって壁にぶつかって助けが必要なら、私はお父さんに代わって大黒柱となり子どもを支えて助けたい」と言いました。私はその

言葉を聞いてとても感動しました。そして長女は高校一年生の時に交換留学の経験をし、来年の秋にはアメリカの大学に留学するという夢を持っているようで

す。Aさんは長女に対して、「人種的ないじめなどの不安もありましたが、長女の楽しそうな姿を見て安心しました。アメリカに行くなら娘を信じたい」と言い

ました。また、私はAさんに「子どもにお金の面で我慢させたりした経験はありましたか？」と質問をしました。Aさんは「子どもが生まれたときに通帳に子ど

もの教育費用としてお金をコツコツ貯めていました。勉強したいことや、スポーツは自由にやらせていました。」と答えました。私はAさんの言葉を聞いて子ど

もを信じて自由に学ばせているところは大黒柱として素晴らしいと感じました。

17 3-1 青森県 母親 50代 母子家庭

「相談できる人はいなかった。辛いこと
は色々あるけど、一人で乗り越えてき
た。子どもたちもそうだと思う」

特に、Aさんの「辛いことは色々あるけど、一人で乗り越えてきた。子どもたちもそうだと思う」という言葉が印象に残りました。

私自身、父を亡くしてからどこか暗い気持ちが抜けず、引きこもりがちになったり、ふさぎ込むことが多くありました。そんな中で、遺児家庭は辛くて苦しいと

いう固定観念のようなものに囚われ、以前のように行動することができなくなっていました。

勿論、家族を亡くすということは辛いことで、それを完全に忘れることはできません。しかし、悲しみだけにとらわれず、やりたいことを見つけたり、前を向い

て努力することで、一度しかない人生をより良いものにすることができると、今回のインタビューで気づくことができました。

18 3-2 東京都 母親 40代 母子家庭
「奨学金や給付金があっても大学の学
費が高くてとてもきつい」

Aさんのお宅は母子世帯で、18年前にお父さんを亡くし、現在は大学生と高校生のお子さんと一緒に暮らしているそうです。お母さんは、小学校で不登校など手

のかかる生徒のサポートをする支援員としてパートのお仕事をされているそうです。現在の奨学金の状況についてお聞きすると、複数の奨学金をいただいている

そうです。あしなが奨学金については小学校の先生から教えてもらったそうで、あしながのつどいでも奨学金の情報など親同士で共有しあっていたそうです。T

さんは「条件が揃っていても借金なので何でもは借りない」と仰っていました。経済的にも精神的にも辛くても「子ども達の将来のことをちゃんと考えていて良

いお母さんだ」と私は思いました。Aさんは「奨学金や給付金があっても大学の学費が高くてとてもきつい」と仰っており、もう少し学費が緩和されるような奨

学金や制度が必要だと感じました。私自身も奨学金では学費がどうしても賄えず、祖父母に支援してもらったりしているのでとても共感しました。

19 3-3 福岡県 母親 40代 母親が障がい者
「障がい者が資格を取りやすい世の中
にしてほしい」

求職活動をされる中で、本当は資格が取りたかったそうですが、一般の資格教室では持病について理解をされにくく通えなかったと。同じ境遇の方が集まる教室

もあったそうですが、そこでは慢性的に人が足りず開催が困難であり、実質的に、一般の教室に通うことができないAさんには資格を取る手立てが何もないとい

う状況でした。結局資格は取れず、一般企業への就職を諦めA型就労で妥協したそうです。

20 4-2 長野県 祖父母 70代 その他 「2回目の子育てだから」

今回、インタビューをさせていただいたAさんは、身体障がいを患っている息子の代わりに、子ども二人を預かって、育てている方でした。私たちの立場から考

えると、おじいちゃん、おばあちゃんが育ててくれているということになります。 インタビューをして印象的だった言葉は、「2回目の子育てだから。」という

言葉です。１回目じゃなくて、2回目だからこそやれることがある。１回目でできなかったことを、ここでやっている。などとおっしゃっていて、今の状況を悲

観せずに、楽しんでおこなっているのが感じられました。今まで、自分の状況を少し不満に思っていたのですが、この言葉を聞いて、違う方面から物事を見てみ

ようと感じました。 また、「高望みしなくていいから、コツコツとして目標を達成していけばいい」という言葉も印象的でした。お子さんにも常に言っている

ようで、この言葉はプレッシャーを感じずにのびのびと過ごすことが出来ているのではと思いました。

21 4-4 富山県 母親 50代 父親が障がい者 「相談は大事」

「夫が鬱で働けなくなり、お母さんのパートの給料と奨学金、生活保護で生活していました。夫が働けなくなるのは大変で若い頃は苦労した」と当時の状況につ

いて語っていました。夫はあまり病院に行きたからず、加えて病院に行っても手順が多く障がい金をもらえるまでが長い、また夜な夜な大きな声が出る夫の姿を

見聞きした近所の人から距離を置かれたなどの経験を聞いて、精神障がい者を支える立場の苦労を知りました。当時のお話をする中で「相談すること」は大事と

何度もおっしゃっていたのが印象に強く残っています。家族に問題を抱えるとその問題を家庭内に閉じ込めてしまいがちなので、誰かに打ち明けることや助言を

もらうことが救いになるのだとその主張から考えました。

22 4-5 熊本県 父親 50代 父子家庭 「娘のため、家族のため」
Aさんのご家庭は父子家庭で2人娘さんと3人で暮らしているところです。Aさんからお話を聞かせていただいた中で印象的だった言葉は、娘を一番に考えている

という言葉です。Aさんは年頃の娘と関わることは難しいことも多いとおっしゃっていました。娘さんも難しい年ごろだと思う中、このようなお言葉を聞いたこ

とで、非常に娘さんを大切にしていることが分かりました。

23 5-1 大阪府 父親 60代 父母ともに障がい者
「人は周りの支え無しでは生きることが
できない」

数々の質問の中で、 Aさんは「 気遣い」 について多く話していました。Aさんの家族は生活が困難です。 しかし、そこには温かい家族の形がありました。 Aさ

んは奨学金の給付化を 強く訴えていました。「 高等教育を受けるものが。 低所得で 奨学金を借りることはよくない。」そう言っていました。どんな家族を持と

うが子どもには教育を受ける権利があり、 それは守られるべきです。「 健康で文化的な最低限度の生活」 これは当たり前に守られるべきだとも考えました。 本

当に教育を受けたい優秀な人材 が金銭面にハンデがあったとしても、そういった格差を支援によって埋めることで確かな能力を持った人材が活躍することで社

会に還元されることは多くあると考えました。 そのためには。 まずは問題提起を行ない多くの人に現在の状況を知ってもらうことから始めるべきです。

24 6-1 東京都 母親 50代 母親が障がい者
「社会全体が教育についてもっと関心
を寄せるべき」

私はインタビューをしている中で、特に印象に残っていたのが、今の日本の学生の方々は、学校に行くためにお金を借りなければいけない場合が多いので、奨学

金の種類を増やし、社会全体が教育についてもっと関心を寄せるべき。とお話しされていたことです。お金が足りないことが原因で学校に通えず、その学生の境

遇は半ば強制的に決定づけられてしまいます。これでは生き方を限定されてしまい、学生の意志が尊重されません。私も同じ学生の立場として、このことが強く

印象に残りました。私もあしながさんの奨学金を借りて大学に通わせてもらえている状況です。なので、あしなが奨学金のように限定的な奨学金の種類を増やす

とともに、高校などは学費の無償化を検討していくことで、将来的に学生たちの助けになると思いました。

25 6-2 愛知県 父親 60代 父子家庭 「ラジオで知った」

あしなが育英会の存在をどこで知ったのかという質問に対して、「ラジオで知った。」と答えていたこともとても印象的でした。私の家庭の場合は、母がネット

で奨学金制度について詳しく調べている時に関連して「あしなが育英会」という存在を知ったというネットの情報での繋がりでした。見つけたときに母がこぼし

た「調べないと分かんないもんだね」といっていた言葉に、確かに自分で調べあげないとまずあしなが自体の情報さえも知ることが出来なかったのだろうなと実

感しました。しかし、Aさんはラジオを聞いていた時にたまたまキャストの方の誰かが一言こぼした「あしなが育英会というところもある」という言葉を偶然聞

いたことから知ることが出来たと言っていました。メディアという極一般な、私たちの身近な媒体から存在を知ることが出来るというのは救いの手の一種である

と感じます。自分から調べない限り、「あしなが育英会」という存在を知ることが出来ない状況にある社会であってはならないと私は思います。これはもちろ

ん、あしなが育英会だけに限らず、奨学金や遺児家庭支援の活動等の様々な面において言える話だと思います。

26 7-1 東京都 母親 40代 母子家庭
「母子家庭なのに福祉制度の利用が
できないから苦しい」

インタビューの中でもお母さまが「母子家庭なのに福祉制度の利用ができないから苦しい。」や「非課税だけ支援するのではなく、年収の幅を広げてもらいた

い」という言葉が心に残りました。私は将来、福祉関係の仕事に就きます。今回の高校奨学生の遺児家庭のお母さまの声を大切にし、福祉制度などの改正に少し

でも力になれればと思いました。今回の話をきいてお母さまが言われていた非課税世帯の支援だけでなく、収入の幅を広げていってもらいたいと思いました。今

回インタビューさせてもらったら家庭のように、お母さまの収入が少ないのに遺族年金などで課税されて、母子手当などの支援が受けられない家庭がなくなるよ

うに、母子家庭などのひとり親家庭への支援の種類を段階的に分けてでも増やしてもらいたいと思いました。 

27 8-1 福岡県 母親 50代 母子家庭 「子どもたちがいて本当によかった」

僕の質問する番が訪れました。

「子育てをしているうえで大変なことは何ですか？」お子さんが２人ということで、ご飯を作るのが、洗濯物がなどのありふれた回答が返ってくるのではっと少

し心配していたのですが、僕の予想のはるか上の回答が返ってきます。

「何か問題が起きた時に大人が１人しかいない」「相談する人がいない」「他人に相談しても、カウンセリング行ったら？病院行けばなど真剣に考えてくれな

い」との回答で、親なんていらないと何度も思ってしまったことのある僕は恥じるべきだと実感したときに、女性は「でも、子どもがいるから頑張れる」と言っ

たのです。

その言葉に涙がこぼれそうになり、子どもの思いなんてわかってくれないが、親の思いも子どもはわからないですし、家族だからこそ話せること、家族のいる強

さというものに気付いたのです。

28 8-2 埼玉県 父親 50代 父母ともに障がい者 「貧困層のことをもっと考えてほしい」

今回インタビューを行わせて頂いたのは、ご両親がともに障がいを持たれているご家庭でした。身体障がいを持つお父様（Aさん）がインタビューに応じてくだ

さり、日々の生活の大変さを知ることができました。

Aさんは歩行が困難で車椅子生活であることから、働こうとしても面接で落とされたしまうことがほとんどであると話されていて、できることが限られてしまう

という現実に大変苦労なさっているご様子でした。また、車椅子で生活していたことで褥瘡になってしまい、そのケアもしなければならないと話されていまし

た。Aさんはインタビューの回答の中で、「歩けないからどうしようもない。」ということを時折おっしゃっていて、障がいを持ってからいくつもの困難にぶつ

かってきたのだろうと推測することができました。そして、障がいを持ってしまったことで諦めなければならないことを数多く経験してきたのだろうと思いまし

た。

29 8-3 大阪府 母親 50代 母親が障がい者
「母親として生活を支えていけなければ
ならない」

たくさんのお話の中で、Dさんと親が重なる部分が多く、だんだん親からの言葉のように感じてきて涙腺が崩壊してしまいました。特に、Dさんの「母親として

生活を支えていけなければならない」「子どもをずっと愛している」という言葉が、母親としての責任感というプレッシャーがあるにも関わらず無償の愛をずっ

と子どもたちに捧げているということを感じることが出来ました。そして、たまにしか家事を手伝わなかった自分が、いつの間にか母親だからしてもらうのは当

たり前だと思いこんでいたことを気づかされるきっかけになりました。

30 9-2 大阪府 母親 50代 母子家庭
「嫌になる時もあった、そんな時は『子
どものために』と思う」

私が「現状が苦しい中でもなぜそんなに明るく人に接しられるのか？何が心の支えとなり頑張れるのか？」と質問するとAさんから『今まで一人で突っ走ってい

く中で当然、嫌になる時もあった、そんな時は「子どものために」と思い「子どもが頑張るなら私も頑張る」という思いから今までどんな事も乗り越えられた」

と聞いた時、「子どものために頑張ることが自分の幸せに繋がっている」という発見がありました。また自分も母子家庭で育っている事から今回のインタビュー

を通して自分自身の家庭を客観視できる良い機会でもあり日頃、自分の母親もこうして苦労しながら育ててくれているのかなと感じました。

31 10-1 石川県 母親 50代 母子家庭 「息子の方が寂しんじゃないかな」

ご主人が昨年がんで亡くなり、母子家庭となりました。Bさんは二つ仕事をしていますが年収は250万円ほどで、少ないお給料の中でやりくりしているとのこと

でした。あしながの奨学金は学校を通じて知り、貸与に給付がついていることが嬉しいそうです。奨学金は主に教育費に充てていて、コロナ禍の緊急支援金20万

円もとても助かったとおっしゃっていました。インタビュー全体を通して感じられたものは息子さんへの愛情でした。ご主人が亡くなったことに関して、「遅く

にできた子なので主人が息子をとても可愛がっていた。そのため私以上に息子がつらいのではないか。」、「亡くなる前に少し介護を手伝ってもらったことがあ

るが、つらい思いをさせたのではないか。」と自らも悲しいはずなのに息子さんを思いやっていらっしゃるのが印象的でした。

32 10-2 神奈川県 母親 50代 母子家庭
「私が死んだ時に子どもたちが生きて
いけるのかが心配」

今回、インタビューさせていただいたCさんは、常々子どもの将来の心配について語っていました。その中でも「私が死んだ時に子どもたちが生きていけるのか

が心配」という言葉が僕の胸に刺さりました。Cさんは自分自身の心配について一切語られていませんでした。子どもたちが将来暮らしていけるのか、息子の面

倒は誰が見るのか、などひたすらに子どもの心配をしていました。これを聞いた時、僕は母親の感情、優先度、優しさ、必死さ、を知り、そして僕自身の母への

感謝で胸がいっぱいになりました。

そして最後に、どれだけの人がこの世の中で苦労しているのかを社会に伝えたいです。僕は大学にも進学させてもらい、大変ありがたい人生を送っています。そ

の中で学校に行けない人や、生活に困っている人がいる。このことを社会に広く知ってもらうべきです。

33 10-3 奈良県 母親 40代 母子家庭 「言いたくないし言うことでもない」
Dさんは片親であることは言いたくないし言うことでもないと思ってほとんどの人に言ってこなかったみたいです。片親でかわいそう、子どもに寂しい思いをさ

せているんじゃないか、生活面において苦労してそうなど世間からの目にはそう映ってしまうみたいで、それが嫌だと言っていました。確かに可哀そうといわれ

ても本人が自分はかわいそうな子と思わない限りかわいそうな子ではないと思うのでこのような世間の目の向け方は少し違うなと思いました。

34 11-1 愛知県 祖父母 70代 父母ともに他界

「『少し早く両親から孫たちは命のバト
ンを受け取り、生きていくんだよ』とい
えるようになるのに2年半もかかりまし
た」

息子夫婦を亡くして約３年がたった今でも息子さんたちのことを思い出すと胸がぎゅっと苦しくなり、インタビューの中でも何度も涙を流しながらもこれまでの

お話を丁寧にしてくださいました。息子夫婦を亡くし、関東からAさんはお孫さんたちの元へ引っ越してきました。その中で新型コロナウイルスの感染が拡大

し、お孫さんにもAさんにも影響を与える日々が始まりました。
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35 11-2 埼玉県 母親 40代 母子家庭
「親に言いたいことが言える環境を
作ってあげるのが目標」

Bさんが「親に言いたいことが言える環境を作ってあげるのが目標。」と力強く語っていたことが忘れられません。私がそうであったように、ただでさえ配偶者

が亡くなって大変そうな親の手を煩わせるようなことはしないようにしようという気持ちは遺児に共通することのように思います。ですが親にとっては自分の子

どもが素直に気持ちを伝えてくれないことのほう苦しいことだったのかもしれないと気づかされました。子どもが子どもらしくいられる環境は、親にとっても親

が親らしく環境なのではないか。遺児の本当の想いを殺さないための可能性の一つがあしながの奨学金であるべきです。

36 11-3 大阪府 祖父母 60代 父母ともに他界

「主婦であったため年金は貰えている
が少ししかなく、それだけでは生活がで
きないため、夫の貯えを切り崩して生活
している」

経済状況について尋ねると、「主婦であったため年金は貰えているが少ししかなく、それだけでは生活ができないため、夫の貯えを切り崩して生活している」と

いう。また、奨学金についても色々調べても、返済についてなどの基本的なことしかわからなかったそうです。Cさんのように調べても詳しくはわからないな

ど、奨学金には複雑な部分があると感じました。しかし、わかりにくかったというだけで諦めていいものではないと思います。なぜなら、奨学金は経済的に厳し

い状況の中でも、学びの場を得るための助けになります。経済的な負担を理由に進学を諦める人もいる中で、奨学金のおかげで進学をして夢を叶えた人もたくさ

んいると思います。私自身の家庭も貯金を切り崩して生活していますが、奨学金を借りることで大学に進学することができました。しかし、良いことばかりでは

ありません。借りるということは、後で返さなければならず、負担を先延ばしにしている面もあると思います。

37 11-4 岡山県 母親 50代 母子家庭

「子どもとの時間を大切にしたい。子ど
もが望んだ時にお金を出せる親であり
たい」

Dさんの、「子どもとの時間を大切にしたい。子どもが望んだ時にお金を出せる親でありたい。」という言葉が特に印象に残っています。私の母も同じように

思って、私を育ててきてくれたのだと思いました。母に改めて感謝の気持ちを伝えたいです。どんな親も、子どもも、不自由なく幸せに暮らしていける社会に

なってほしいと強く願うと同時に、私もそのために何ができるかを考えていこうと思います。

38 12-1 熊本県 母親 30代 父親が障がい者
「子どもの手当、高校3年生までにして
欲しい」

「国や県に求める政策や制度は何かありますか？」という質問に対して「子どもの手当が中学３年生までなので、高校3年生までにして欲しい。」という願いが

ありました。私も親が苦労をしている姿を、高校生の時に見ていたので、非常に共感できました。現在コロナ禍で、片親家庭、障がい者家庭は非常に厳しい状況

です。このことはもっと社会に訴えるべきことだと感じます。

39 12-2 大阪府 母親 50代 母子家庭
「それ以上働いたら死ぬって、今の仕事
だけで充分だよ」

Aさんはインタビューの中で、大学生と高校生のお子様が2人おられて、学費など様々なお金がかかると仰っていました。 子さんと町中を歩いているときにパー

トのチラシを見つけてこのパートどう思う？と聞いたら、息子さんが「それ以上働いたら死ぬって、今の仕事だけで充分だよ。」という風に言ってくれたそうで

す。 その時にAさんは、自分のことを少しは気にしてくれてるんだな、と感じたそうです。

40 13-1 東京都 母親 50代 母子家庭 「格差のない社会になってほしい」
「高卒や大卒などの学歴に関係なく受け入れる、格差のない社会になってほしい」という言葉が印象に残っています。私も、学歴ではなくそれぞれが本当にした

いことに格差なく取り組める社会になってほしいと思いました。お子さんに対して思うことを聞くと、「とにかく元気で健康であってほしい、どんな形であれ自

分の好きなこと・やりたいことをしてほしい」と話されていました。

41 13-2 大阪府 母親 40代 父親が障がい者
「すべて自分が背負い込む形になった
のが辛かった」

Bさんにコロナ禍でどんな苦労をしたか聞いてみると、「訪問の介護やデイサービスの方が来れなくなり、自宅介護のむずかしさを痛感した。今まではデイサー

ビスの方などに話を聞いてもらったり相談しながら行っていたものが、すべて自分が背負い込む形になったのが辛かった。」とお話してくださいました。やはり

自分だけで行うというのは精神的にも辛いものがあり、話をできる相手・相談できる相手がいることの大切さが重要なのだと思いました。こういった方々をサ

ポートするために、気軽に話ができる・相談できる施設やサービスの普及が進むといいと思います。

42 13-3 栃木県 母親 40代 母子家庭
「誰かのせいにするのではなく、自己責
任で生きる」

「誰かのせいにするのではなく、自己責任で生きる」という言葉が衝撃でした。お子様がどのように育ってほしいかを尋ねた時に話された言葉です。自分で自分

を幸せにできて、周りにいる人も巻き込んでほしいとおっしゃっていました。私は何か失敗をした時や出来なかった時、恵まれた環境ではないから、お金がない

からしょうがないと感じていました。ですが、今回Cさんの話を聞いて今の環境は変えることができないのだから誰かのせいや周りのせいにすることはやめよう

と決心しました。今の私がいるのもこの環境があってこそだと思うので、なぜ失敗したのか自分を見つめ直し、そこから学んでどう活かしていくかを今後は考え

ていこうと思いました。このように自分を見つめ直すきっかけを与えてくださったCさんに感謝しています。

43 14-1 栃木県 父親 60代 父親が障がい者 「病気になりたくなかった」

普段家族３人でどのくらい会話しているのかという質問には、１時間くらいでご飯時にコミュニケーションをとっていると答えていました。病気になってからの

心境の変化で「病気になりたくなかった」と答えていて、自分が病気になったことをとても悔やんでいるのが伝わってきました。あしながを知ったきっかけは娘

さんが学校から見つけたそうで、受けたあとの変化を尋ねると、「安心感があった、年金しか収入がなかったから」と答えていて、私はあしながさんの存在の大

きさを改めて感じました。最後にDさんが社会に求めていることを質問したら「障がい者を支援して欲しい、ローンの返済が心配、支援が少ない」とおっしゃっ

ていました。

44 16-1 兵庫県 母親 40代 母子家庭

「自分が落ち込んでしまうと子どもにも
伝わってしまう。だから悲しみを見せな
いように」

Bさんは5人家族で、4人のお子さんを女手一つで育てています。ご主人は突然死によって亡くなられ、朝元気に家を出ていったにも関わらず夜には帰らぬ人とな

りました。Bさん自身も悲しみに暮れ失意の底にいるような気持ちだったそうです。日々の暮らし向きについて尋ねると、やはり経済面が一番不安だと言うBさ

ん。遺族年金の減額や、ひとり親家庭の医療費助成が18歳で終了するなど、社会体制が整っていないのが現実です。大学生の長男を持つBさんの家庭も例によっ

て経済的な壁は高く、奨学金を受給しているものの学費が高く経済的な心配は尽きません。

45 16-2 埼玉県 母親 50代 母子家庭 「とにかく精一杯」

Cさんは看護師として働いていて、コロナ禍に入ってから、勤務時間が長くなり、休憩もほとんどないそうです。私はコロナ禍に入ってから、高校や大学の授業

が対面になったけど、そこまで大変だと感じたことはそんなにありませんでした。だけど、このインタビューで、実際にコロナ禍に入って生活が大変になった人

の話を聞くことができました。Cさんは「子育てで気をつけていることは何ですか？」という質問に対して、「精一杯でそこまで頭が回らなかった。」と答えて

いました。これを聞いて、子どもさんのことを大切に想っているCさんでもそこまで考えることができないほど、余裕がなく追い詰められていたんだなと思いま

した。

46 16-3 兵庫県 母親 50代 母子家庭
「ひとり親だからと言って、できないこと
が増えてしまうことは避けたい」

Dさんは、私たちに対して、やりたいことがあるのなら、諦めずに挑戦して、諦めないでほしい、時間だけは返ってこないから。夢を見つけてね。と言葉をかけ

てくれました。

私には計り知れない苦労がきっとあったはずなのに、お子さんや、私たちインタビュアーに弱音を吐かず、そして、私たちインタビュアーに人生のアドバイスを

くださったDさんは、愛情いっぱいで、見ているこっちまで、暖かくなり、元気が出る、太陽のような方だと思いました。

47 17-1 宮城県 母親 50代 母子家庭

「生活保護制度を受給することが、本
当に生活の安定に繋がっているか分か
らない」

Aさんが「生活保護制度を受給することが、本当に生活の安定に繋がっているか分からない」とおっしゃったことが衝撃でした。Aさんは生活保護を受けること

で、娘さんのバイト費や必要最低限のもの以外を、回収されることが苦しいと感じていました。今まで、生活保護の実態を知る機会がなかったので、制度のデメ

リットも深く学ぶことができました。

48 17-2 山形県 母親 50代 父親が障がい者
「娘の成長を見ることが1番の生きる原
動力になる」

日忙しく働き、また、娘のお弁当や祖父母の世話までし、その後さらに夫の介護までしているという日常の忙しさがあまりにも壮絶に聞こえたからです。そこで

私は、そのように忙殺される日々で何を支えに生活をしていたのかを質問したところ「娘の成長を見ることが1番の生きる原動力になる」という回答を頂きまし

た。また、保護者の方が「娘には金銭的な理由で進みたい道をあきらめてほしくない」と言っていたのを聞いて、私の母親も大学に進学する前に同じようなこと

を言っていたことを思い出しました。

49 17-3 広島県 母親 50代 母親が障がい者
「私の話を聞いてもらえているだけで嬉
しい」

私がインタビューさせて頂いたAさんは、脳梗塞の後遺症で言語障がい、高次脳機能障がいがある親御さんでした話すことが難しいときもありました。社会生活

の訓練の一つとして就労支援B型にも通われているそうです。旦那様はAさんの面倒を見ることもなく、気にもかけてくれないということでした。インタビュー

の中で、Aさんが今大変なことをお聞きしたところ、言語障がいがあり、伝えるのが大変なことだとおっしゃっていました。ただ、どんなサービスがあったら良

いと思うかをお聞きした時には、「今、聞き取りづらい私の話を聞いてもらえているだけで嬉しいし十分ですよ。」とお答えいただきました。私は、その言葉が

とても嬉しく、少しでも役に立てていた気がしました。話すことが難しくなってしまったため、友達も減ってしまったともおっしゃっていました。私はそのお話

を聴いて、健常者は障がいを持った方との関わりが少なく、どう関わったらいいのか分からないのだろうなと考えました。

50 17-4 長野県 父親 50代 父親が障がい者 「自分を大切にしてほしい」

Bさんの家族構成は、高校生の娘さんと奥さんとBさんのお母さんの4人です。Bさん自身が精神障がい者、奥さんも精神障がい者と認められていないが心に病を

抱えているという状況であるため働くことができず、生活保護で暮らし、奨学金をもらっていることがわかりました。

最期にBさんが私たちに投げかけて下さった「一番は頑張れる自分だけれど、頑張れない自分でもいいじゃないか。ダメな時でも自分を否定しすぎないで。」と

いう言葉がとても響きました。誰だってどんなことでも全力で頑張れるのがベストであると思うけれど、ダメな自分でもいいんだ。否定せず自分に素直になれば

いいんだと前向きに思うことができ、勇気づけられました。

51 17-5 三重県 母親 50代 母子家庭
「親を亡くした受験生に、受験料だけで
も支援があればなあ」

Cさんに1日の時間の使い方を聞くと「朝7時に起きてそれから子どもたちを学校に送り届けて…、そこから自分もスーパーのパートをして…、夕方6時頃にパー

トを終えて自宅に帰宅して夕食の準備をして…、夜に子どもたちの塾の送り迎えをして…、こんな感じです。」とCさん。大忙しだ。Cさんのたどたどしい口調

からもそのことはうかがえる。しかも、コロナ禍前は夜に飲食店でも働いたらしい。それで年収は100万円だそうだ。少な過ぎる。「あしなが育英会は息子が高

校1年生の頃から始めました。それから1人親支援の援助を受けています。」とCさん。それでも決して良い生活はおくれないだろう。さらに長男は今年受験生で

さらにお金がかかるという。聞くと「塾の月謝もそうだが受験料・入学金が心配です…」とCさん。

52 17-6 大阪府 母親 50代 父親が障がい者 「相談できる人はいないです」

　私は、インタビューの中で、周りに相談できる人はいますか？という質問にDさんが、「相談できる人はいないです」と答えていたのが印象に残りました。D

さんは、旦那さんが倒れた時、旦那さんの親族から、「よろしくね」と言われただけだったと仰っていました。Dさんは明るい雰囲気の方だったのですが、相談

できる人がいないというのが少し心配だと私は感じました。心身の健康を損なうことだけはあってはならないと思いました。私の母も明るい性格でしたが、私の

父が亡くなってから、無理をしてしまい、心身に不調をきたしてしまった、ということがありました。勝手ながらですが、Dさんには、苦しいことは我慢しすぎ

ないように、健康であってほしいと思います。

53 18-1 宮城県 母親 40代 母子家庭
「でも頑張る以外に選択肢がないから
頑張る」

　一日の時間の使い方を聞いた時、「9：00から17：00は仕事をしており、家事等があるので朝は4：00に起きて、就寝は24：00くらいになります」と答えまし

た。やはり仕事も家事も一人で行うのはすごく大変なことなんだと感じました。仕事の方は順調かという質問をしたところ「給料自体は変わっていないが、ボー

ナスが減ってしまった。やめたいけれどやめられない。何かあれば違う職に就くことも考えている」と話してくださいました。子ども達には口癖のように「お金

がない」と言っているそうです。

お子さんと進路の話をしているか聞いたところ、「本当は一緒に進路を考えたりしてあげたいけど、自分のことで精一杯になってしまう」答えてくれました。

54 18-2 千葉県 母親 40代 母子家庭

「子どもたちは私が死んだら何も残ら
ない。家もない。だから勉強して仕事し
て独立してほしい」

旦那さんがお亡くなりになられたことで環境が変わり、色々とお子さんたちに諦めさせることが辛かったそうです。

「お金があれば子どもたちの夢を叶えてあげられた。でも現実は、経済的に諦めなければないことももちろん沢山ある。」

「お金があれば一番上の長男に苦労させる事はなかった。当時お兄ちゃんは、定時制に行き働くことになった。辛い思いをさせてしまった。」

「お兄ちゃんは家族の為に、高校生の頃からずっと働いているから楽させてあげたい。今も専門学校に行って仕事にも行っている。大変だと思う。」

「お兄ちゃんは家に疲れて帰ってきて、その後夜勉強して疲れ切って寝ちゃう。時間をあげたい。」 とおっしゃっていました。

55 19-1 山口県 おじ・おば 50代 母子家庭
「働きたいけど時間と体調がそれを許
さない」

Aさんは高校奨学生とおばの関係にあたられます。本人の妹さんが亡くなられており、妹さんの甥っ子の面倒を見ておられます。現在娘さんとお孫さん二人と生

活されておられています。腰の病や精神疾患から長らく仕事が不可能でしたが、最近はパートの仕事をされていらっしゃるそうです。そんな境遇に置かれている

のにもかかわらずAさんはインタビュー中笑顔を絶やしませんでした。しかし言葉の節々からは日々の生活からの疲れ、特に子ども周りの世話によるものが見え

ました。

56 19-2 静岡県 母親 50代 母子家庭
「自分で選んだ道を歩んでほしい。親
の選択よりも子の選択」

Aさんに1日の過ごし方をお伺いしました。午前5時頃に起床し、朝から夕方まで働き、午前1時頃から就寝なさっいるそうです。就寝時間が4時間しかないが何か

あるのかという質問に対して、Aさんは「お風呂掃除や洗濯などの家事を行うと大体午前1時くらいになってしまい、息子のためにお弁当を作るから、午前5時に

起きている。」とおしゃっていました。息子さんが塾などから関わる時間は、食事中くらいで1時間ほどであり、話を聞くようにしている。」とおしゃっていま

した。

3 一般財団法人あしなが育英会
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57 20-1 福岡県 母親 60代 母子家庭
「働いて子どもを成人させるので精一
杯」

私はお母さんの「働いて子どもを成人させるので精一杯」という言葉に胸を打たれました。なぜなら、私も今回インタビューさせて頂いた家庭と似た環境で育

ち、母親の苦労を目にしたことがなかったからです。前述の通り、インタビューをさせて頂いたお母さんは自分の時間が全く無い。一人の子どもを産んだだけ

で、このような状況になってしまうのは、より大きな支援が必要不可欠だと感じました。また、お母さんはどのような国の政策があればよいかという質問に対し

て、「忙しくて考えたこともない」と述べていました。忙しすぎて、政治への要望が持てないという問題はとても重要視されるべきだと感じました。このお話を

聴き、政治は弱き者の声を反映できていない一面も存在するかもしれないが、声すら発することができない現状もあることに気付かされました。

58 20-3 神奈川県 母親 50代 母子家庭
「子ども達には自分が幸せになるため
に自由に生きてほしい」

一番に驚いたのは、24時間の使い方についてです。やはり働いていらっしゃるので、朝早くに起きお弁当をつくるなど、家族のためにすることがある上で働きに

行きます。それだけでもすごいと思うのですが、お母さんは自営業なので、帰宅した後も家事をし、お家でお仕事をするそうです。就寝するのは一時だそうで、

自分の時間がない中、家族のために家事をし、家でも仕事をするというお母さんのパワフルさに感服しました。

59 21-3 東京都 母親 50代 母子家庭 「声を上げられる人になって欲しい」

Bさんのように病気を抱えながら働かなければない人たちのサポートをしっかりやらないといけないと強く感じました。

Bさんは、給付金など一時的な支援があっても長期的な支援がないことに触れていました。行政は、一時的な支援ばかりではなく長期的な支援も充実させるべき

だと思いました。

Bさんは最後に、私たちインタビュアーに「声を上げられる人になって欲しい。」とおっしゃいました。私は、このインタビューで一つの家庭からでも複数の解

決すべきことが浮かび上がってきたので、思っているよりも多くの人が苦労して生きているのではないかと気づかされました。

60 21-4 福岡県 母親 50代 母子家庭

「お金があれば良いというわけではなく
て、お父さんの代わりをしてくれる人が
いたらいいな」

　「つらい話をすることはほとんどなかったけれど、息子が『時々、制服を見てほしかったと思う。』と言われた時は、可哀そうになる。」とおっしゃっていま

した。Cさんの息子さんは、旦那様のことを大切に思っていて、本当は思い出を旦那様に伝えたい気持ちがあるのに、伝えることができないという悲しみを感じ

ました。Cさんは、「１人親は大変で、お金があれば良いというわけではなくて、お父さんの代わりをしてくれる人がいたらいいな。心のケアや人との繋がりな

どの機会があれば良いと思います。」と語っていました。

61 21-5 広島県 母親 40代 母子家庭
「自分の子どもに同じ境遇の子たちと
話をさせてみたい」

Dさんは、「自分の子どもに同じ境遇の子たちと話をさせてみたい。」とおっしゃっていました。カウンセリングなど、心の負担を軽くする施設はありますが、

親を亡くすというのは、その経験をしたことのある人間にしかわからないことがあると思います。今回のインタビューのように同じ境遇の方と触れ合う機会が

もっと増えると人と人とのつながりが増え、いいなと強く感じました。

62 22-2 愛媛県 母親 40代 母子家庭
「なんとかなるという考えが通用しない
ことがわかっています」

お子さんとのコミュニケーションで心掛けていることについてもお聞きすると、「子どもが言ったこと対して、無理と言わない、とにかくやろうと思って欲しい

ので。多くの失敗をして、その失敗を乗り越えてほしいし、私はそれを応援したい。」とおっしゃっていました。このように、今回のインタビューでは一貫し、

Aさんのお子さんに対する愛情がこちらまで伝わってくる様な回答ばかりでした。

63 22-3 福岡県 母親 50代 父親が障がい者

「生活保護を受けられるレベルの収入
と十分な生活が送れる人との境界にい
る人の苦しみが大きい」

社会制度と「サポートを受けてきた側として、生活保護を受けられるレベルの収入と十分な生活が送れる人との境界にいる人の苦しみが大きいと思う」との考え

を述べてくれました。またご自身の生活に関しては「生活保護から自立しているけれど出費は増えているため生活を向上させたい」「奨学金の返済に関しては給

付型もあるけれど、まだまだほかにも手を指し伸ばす制度が欲しい」と不安な面もお話ししてくれました。社会に対して、当事者からの鋭い指摘であると考えま

した。

64 23-1 埼玉県 母親 40代 母子家庭
「『遺族年金がうらやましい』と言われ
た」

保護者様が「遺族年金がうらやましい」のような言葉をかけられたことがあるという話は衝撃的でした。言った側は軽い気持ちかもしれないが言われた側は悲し

いし苦笑するしかないと思います。私は幸いにもまだ言われたことはないが覚悟しておきたいと感じました。こういった意識を変えていくために私たち遺児が積

極的に活動し、遺児家庭の現状・生の声を発信していくことが大切かなと感じました。

65 23-3 愛知県 母親 50代 母子家庭 「あしながさんで支えていた側だった」
今回インタビューさせて頂いたのは旦那さんを5年前に亡くし、現在大学生の娘さんと高校生の息子さんを育てるパワフルな母Bさんだった。元々はあしながさん

として育英会にも寄付をしていたご主人を亡くしたのは5年前。あしながを利用したのは娘さんが高校生になってからで、「あしながさんで支えていた側だった

のに、今度はあしながさんに支えて貰う側になるのに躊躇した。」と仰っていたのが印象的だった。

66 24-1 大阪府 母親 40代 母親が障がい者
「母親である私までが悲しんで逃げ
ちゃだめだって」

「父親を亡くしてしまったのに、母親である私までが悲しんで逃げちゃだめだって。子どもたちに片親になることへの不安を感じさせたくなかったので、自分が

しっかりしなきゃって思いました。」

　今回の大学奨学生から高校奨学生の保護者へインタビュー調査において、３人のお子さんを持つお母さん・Cさんから出た言葉です。私が、親との子の関係性

について大変なことなどはあったかという内容の質問を投げかけた際に答えてくださいました。この言葉を話されているときのCさんからはとても強い意思を感

じ、親であるという覚悟が伝わってきました。私はCさんのお子さんを想う気持ちに深く感銘を受けたと同時に、悲しむ暇もないような育児の大変さを痛感し心

苦しくもなりました。

67 25-1 栃木県 母親 40代 父親が障がい者
「夢は絶対諦めずに追いかけてほし
い」

Aさんはご主人の病気への関わり方に慣れてきて、お子さんたちが学校に通い始めたというタイミングで、自分は40歳近くになっていたにも関わらず、10代の頃

の夢を諦めきれなくて、専門学校に通って准看護師試験の勉強を始めたそうです。しかし、ご主人の介護、育児、家事をしながら勉強を進めるのはとても大変

だったとおっしゃっていました。なので、息子さんには整備士になる夢をすぐには諦めてほしくないとおっしゃっていました。これは、実際に少し時間が経って

から夢を追いかけて、叶えたかたならではの言葉だと思うし、説得力がありました。

68 26-1 熊本県 母親 40代 父親が障がい者 「子どもに迷惑かけてるけん」

「車いすやけん、仕事ができない」と言っていた。そして同時に、訪問診療や家のことをやることに一日を費やしているといっていた。Bさん本人が仕事をする

ことができないということからあしなが奨学金に頼っているらしい。コロナ禍に入ってからも、新型コロナワクチンなどはBさんが車いすでの移動しかできない

ということから会場や病院に行くタイミングが合わずまだワクチンを接種することができていないという。そのような背景があってか、Bさんの言葉の数々に

は、「子どもに迷惑かけてるけん」ということを言っており、Bさんが“周りに迷惑をかけていて申し訳ない“というような気持ちが痛いほどに伝わってきた。

69 26-2 千葉県 母親 40代 母子家庭
「悩むよりも、目の前の状況を受け入れ
て、次の行動を考える」

Cさんは、旦那さんを心臓急停止で失くされ、お子さん二人を一人で育てていくことになりました。さらに、一人目のお子さんは重度の障がい、二人目のお子さ

んは軽度の障がいを抱えているそうです。障がいをもった二人のお子さんを育てるというだけでも大変なのに、もともと健康だった旦那さんが突然亡くなり、一

人でお子さんたちを育てることになったCさんのご苦労は計り知れません。 Cさんは、悩みや不安について尋ねると、決まってこうおっしゃいました。「悩みは

ありません。悩むよりも、目の前の状況を受け入れて、次の行動を考える性格なんです。」私はこのCさんの言葉が強く胸に刺さりました。

70 26-3 茨城県 母親 50代 母子家庭 「心も身体も今より苦労してないとき」
学生にきつかった経験があるかと問われると、パートナーを亡くされる前のことを「心も身体も今より苦労してないとき」と表し、「夢とか希望に溢れた会話が

できてた」と少し顔をゆがませ、涙をぐっとこらえるかのように言葉をくぐもらせました。それを聴き、さっき見せてくれた一瞬の笑みには、その時の苦労や苦

悩、ピークを超えた安堵感、多くの感情が垣間見えた瞬間だったと感じました。

71 26-4 徳島県 母親 40代 母子家庭
「息子の行きたい大学に行かせてやり
たいことをやらせたい」

息子さんは今年高校三年生ですが学校であったことなどをDさんによく話してくれるとおっしゃっていました。現在あしなが育英会からもらっている奨学金は息

子さんの学費、塾費にほとんどあてているようでした。Dさんは、「息子の行きたい大学に行かせてやりたいことをやらせたい」とおっしゃっており、生活が大

変でもお子さんの将来を最優先に考えているDさんの思いが伝わってきました。

息子さんは現在受験生であり、地方の大学に通うために懸命に勉強しているそうで、もし合格したら将来は一人暮らしをしたいと仰っているということでした。

それを聞いて私は、「息子さんも自分の元から離れてしまったら寂しくはならないのでしょうか？」とお聞きしたところ、「もちろん寂しくないと言ったら嘘に

なりますが、息子の意見を尊重したいから」と、また、あしながの奨学金の使い道を聞いたところ、「主に息子の一人暮らしの費用や生活費に充てたいと考えて

います」とのことでした。

72 27-1 栃木県 母親 50代 母子家庭 「子どもが宝物」

Aさんは娘さんが大好きで、「私たちの母も同じような想いを持っている」こと、そして「その想いを受け取り大切にしてほしい」という願いを感じました。同

じ人はいないのでAさんとは違った考えをもっている母もいるでしょう。それでも「子どもを心から愛し、子どもは反抗心があったとしてもその想いをまるごと

受け取る」という関係は、1人の人を幸せにするための原型であると考えています。Aさんにさまざまな質問をしましたが、その答えは「子どもが宝物」、「娘が

家にいること」、「昔、娘が募金に行く！と言って…」など話しはじめるとすべてお子様のことになっていました。それを聞いていると、Aさんがお子様を大切

にされていることが感じられました。 

73 27-2 北海道 父親 50代 父親が障がい者
「悩みのはけ口がない、悩みを誰にも
相談できていない」

Bさんは離婚し奥さんがおらず不安を相談できる人がいないため非常に心細いという事でした。現在の時給が３５０円ということもあり将来に大きな不安を抱え

ているそうです。

Bさんは自分の悩みを「打ち明けられる人がいない」とおっしゃっていました。また、「今までも自分で解決してきたので、今感じている将来への不安を解決す

るために日々考えている」ともおっしゃっていました。近頃、インターネットの普及によって近隣関係が希薄化してしまっているように感じます。

74 28-1 鹿児島県 母親 40代 父母ともに障がい者 「お金がどんなに節約しても足りない」

今回お母さんの言葉で印象に残った言葉は、「精神の病気は似た目では分からないので、病気について分かってもらえない」という言葉です。私の母も似たよう

な経験をしており、近くでその姿を見てきたので、お母さんの言葉に共感しました。また、「お金がどんなに節約しても足りない」という言葉も印象に残りまし

た。お母さんの周りの人からは「年金が出ているからいいでしょ」と言われたりするなか、相談できる人がいない環境でも家族で支えあっています。私はその言

葉を聞いて、やはり障がいに対して理解がないと障がい者の気持ちは分からないし、お金の支援があるから足りるという考えも、実際経験しないとそのような考

えになってしまうということを実感しました。

75 28-2 埼玉県 母親 50代 母子家庭
「毎日を生きることで必死で、社会に呼
びかけるほどの余裕が無い」

『毎日を生きることで必死で、社会に呼びかけるほどの余裕が無い。』インタビューの途中、『社会に呼びかけたいことなどを教えてください』という私たちの

質問に対して、Aさんはこのように回答しました。私はこの言葉に強い印象を抱き、インタビューが終わっても頭の中にずっと残り続けていました。

　Aさんの主人は2年前に白血病で亡くなられ、現在はAさんはお子さん３人と家族で暮らしています。Aさん自身も主人が亡くなられた後に同じ白血病を発症し

てしばらく入院を余儀なくされ、仕事をすることが出来なかったことを教えていただきました。

76 29-1 奈良県 母親 50代 母子家庭
「見た目は元気であっても見えない部
分がつらい」

「見た目は元気であっても見えない部分がつらい」という言葉です。確かに見た目は元気であっても病気を抱えていたりする人はこの世の中に沢山いると思いま

す。見た目だけで判断するのではなく、その人の中身まで知ろうとすることが大切だと考えました。私は看護師を目指しており、講義の中でよく「その人の病気

を見るのではなく、その人(患者さん)を見るべきだ」と言われました。今回、Aさんの話を聞きその言葉の意味が分かったように感じました。

77 30-4 岡山県 母親 40代 母子家庭 「睡眠時間３時間」

ご家庭は専門学校生の娘が1人と高校生の息子が1人で父は肺がんで亡くなったとおっしゃってしました。Bさんは元々パートで働いていましたが、父が亡くなっ

たことで家庭を支えていく必要があり、新たに病院での仕事や介護などの仕事に就きました。しかし夜勤なども多く現在は安定しているが、平均睡眠時間が3時

間のときもあり体を壊したこともあったそうです。また仕事を掛け持ちすることも多く、子どもとの関わりが少なくなってしまったとおっしゃっていました。そ

のため子どもが学校に行かなくなってしまったりと家庭環境も荒れている時期があったそうです。

78 31-1 福岡県 母親 40代 母子家庭で母親が障がい者 「子どもの見ていないところで泣く」

インタビューしたお母さんの悩みを聞くと、子どもたちの進路や健康状態、自分自身の精神状態、親戚との関係など、想像していたよりも様々なことについて悩

んでいました。お母さんが、「子どもの見ていないところで泣くことがある」とおっしゃっていて、子どもにすべて話せないという苦しさもあるのだと思いまし

た。また、だれにも相談することができないため、「誰か話を聞いてくれる人がいるといいな」とおっしゃっていました。それを聞いて、金銭面でのサポートを

するだけでなく、話を聞くなどのことをして、精神面的なサポートをすることもとても重要で、多くの人が必要としていることなのではないかと気づきました。

79 31-2 大阪府 母親 40代 母子家庭 「個性を出して生きてほしい」
私がこのインタビューで一番印象に残ったCさんの言葉は、お子さんに対してどういう思いがありますか？という質問に対して答えてくださった「個性を出して

生きてほしい」という言葉です。

80 32-1 兵庫県 父親 40代 父親が障がい者

「コロナ禍になって家にいる時間が増
え光熱費などの公共料金がかかり大
変である」

コロナ禍において大変だったことを質問させていただきました。その回答では「コロナ禍になって家にいる時間が増え光熱費などの公共料金がかかり大変であ

る」や「子どもたち（兄弟）も家にいるため、ごはんなどの世話が大変である」といった回答が得られました。そこから私は、あしなが奨学金を借りている家庭

はシングル親家庭がほとんどだと思いますが、そのような形態の家庭で小学生などのまだ一人で自立ができないお子さんがいらっしゃる家庭だと特に大変である

と感じました。
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81 32-2 福岡県 父親 50代 父母ともに障がい者 「眠れない状態が続いています」

Bさんは画面越しに挨拶をされました。私は明るく、丁寧で元気そうなお父様だと思いました。しかし、発達障がいの二次的な症状として躁鬱状態となり、睡眠

も不規則になっているそうです。ご職業および年収について伺った際、Bさんは「休職中、ですね。そのため給料はもらっていません。前の職業は公務員でし

た。」と答えました。 「平日ですか？休職中なこともあり、不安定…ですね。決まっていません。」とおっしゃったためです。「発達障がいがあって、二次的

に睡眠障がいとなっています。今は睡眠導入剤を飲んでいますが、眠れない状態が続いていますね、なので睡眠時間は決まっていません。」

82 33-1 兵庫県 母親 50代 母子家庭 「各種制度の条件からもれてしまう」

Aさんとのインタビューの中で印象に残ったことがあります。それは「一番大変だった時期はいつですか。」という質問を行ったときです。私は最初夫を亡くし

てから間もない時期という返答がくると思っていました。しかしAさんは夫がまだ生きていた頃が一番大変だったと答えました。私は疑問に思いその理由を尋ね

ました。するとAさんはこう言いました。「当時、夫は働くことが困難な状態にあり、さらに一人では支えていくことが難しく各方面に支援金の申請をしていま

した。しかし、夫がまだ生きているため条件に当てはまらず申請することができませんでした。」と。つまり当時のAさんは十分な支援金をもらうことができず

に働きながら、夫の面倒を見て、さらに子育ても行っていたため肉体的にも精神的にも疲弊している状態にありました。

83 33-2 兵庫県 母親 50代 母子家庭

「子どもには自分の二の舞になってほ
しくない。子どもが幸せならそれでい
い」

兵庫県にお住いで4人のお子さんがいらっしゃるAさんにお話を伺いました。Aさんには持病があり、定職には着くことが出来ず、生活保護を受けてなんとか生活

しているそうです。お子さん達はアルバイトをしていますがAさんご自身は働くことが出来ないため、将来に不安を抱えていらっしゃいます。それでも「子ども

たちには幸せな人生を歩んでいって欲しい。私の二の舞にはなってほしくない」とご自身のことよりもお子さんの将来のことを気にかけておられました。

84 34-1 愛知県 母親 50代 父親が障がい者
「仕事は代わりがいても、家族に代わり
はいない」

お母さんには、休む暇がありません。4時半に起床し、家事をして、お父さんを起こしてマッサージをし、パートのある日は昼過ぎから夕方までスーパーで働

き、帰宅後夕食の準備をし、お父さんをお風呂に入れ、家事をして、やっとお風呂に入り、布団に入り、また朝が来て…。コロナ禍に入り、それまでは週に4日

入れていたパートも、週に2日程しか入れなくなり、収入は月に2，3万円となりました。

85 35-1 東京都 母親 50代 母子家庭 「子どもです」

インタビューの中で印象的だったことがあります。それは、お母さんに「支えてくれた人は誰ですか」という質問をした際に、真っ先に『子どもです』という言

葉が返ってきたことです。考える間もなく「子どもです」と言えることに驚きました。「子どもがいなかったら生きていけなかった。きっとそのまま後を追って

いたと思う。ついさっきまで生きてたもんだから『亡くなった』っていう事実を受け入れられなくてね、何も考えられなかったの。それでも2～3日何も食べてい

ないのにトイレだけは行かなくちゃいけなくて。それがなんか悔しかったのね。『ああ、生きてるんだな』って思っちゃって」それでもしばらくはお子さんが家

にいない間に泣いていたと言います。「びっくりするんだけど、息子が帰ってくるなり『母ちゃん泣いてただろ』っていうのよ。不思議なことに。それで『父

ちゃんはここに生きてるだろ、心の中にいるだろ』って」「子どもたちになら命を差し出しても構わない、私の生きなきゃいけない理由、それがあの子たちな

の」幸せそうに、愛おしそうにお子さんのことを話すお母さんは、心からお子さんを愛しているのだと思います。

86 36-1 宮城県 母親 40代 父親が障がい者
「今はとにかく寝る時間が欲しい。休み
たいです」

旦那さんの在宅介護のため週3回のパートタイム雇用契約で働かれているというSさんは、新型コロナウイルスの影響を受けて現在のパートタイムの他に掛け持ち

で働いていたもうの一つの職を失いました。

「コロナの影響で子どもたちがオンライン授業になって、定期代など経済的負担が軽くなったものもあります。ですが、仕事が減ったことによる経済負担や、コ

ロナを家庭に持ち込んだらどうしようという不安が増えました。」

「今、ご自身のために使う時間が取れるとしたらしたいことはありますか？」と尋ねると「今はとにかく寝る時間が欲しい。休みたいです。」とお話しされてい

ました。

87 36-2 愛媛県 母親 50代 母子家庭
「自分で乗り越えてきた。娘に気づかれ
て欲しくなかった」

1番心に残ったAさんの言葉は、「自分で乗り越えてきた。娘に気づかれて欲しくなかった。娘にはただ元気でいて欲しい。」です。この言葉を聞いた時、言葉で

は言い表せないほど胸にくるものがありました。私も不登校だったとき、母親がAさんと同じようなことを考えていたと思うと涙が出てきそうでした。Aさんは

私が想像する以上に辛かっただろうし、悩んで悩んで悩み尽くしたと思います。

88 37-1 埼玉県 父親 50代 父親が障がい者 「子どもたちには感謝してるんだ」
　「それにしても、子どもたちには感謝してるんだ。彼らが立派になっていくのが幸せだし、思いやりを感じると本当に嬉しい。」「感謝」という言葉をインタ

ビュー中、何度も聞いた。家族、同僚、病気、コロナ。どんなことにも「感謝」をする。きっとこの「感謝」から生まれる強さがどんな障がいも吹き飛ばしてい

る

89 37-2 岩手県 母親 40代 母子家庭
「親がいないということが、子どもに
とって不利なことになってはいけない」

Cさんの話を聞く中で、「親がいないということが、子どもにとって不利になってはいけない」という言葉がとても心に残っています。自分の親は、普段は明る

いのですが時々不意にごめんね、贅沢させてあげられなくて、と言います。Cさんが親と重なってしまい、普段強く前向きな親でも、やはり心のどこかで子ども

に負担をかけていることを、申し訳なく思っているように感じました。やはり、親がいないという理由のみで、自分の望む教育を受けることができない、自分の

つきたい職業につくことができないということは、本来あってはならないことだと改めて感じました。進学できないことによって、子どもだけでなく、親のここ

らの中にも、あの時こうしていれば、という心残りができると思います。

90 37-3 鹿児島県 母親 50代 母子家庭 「弱者にやさしい社会じゃない」

Dさんに「夫を亡くしてしまったからこそ世間や社会に伝えられることは何かありますか。」とDさんに聞いたところDさんは「環境が大事」と言いました。Dさ

んは夫がうつ病になってしまったのはなぜなのか悩んでいた時があったそうです。その時Dさんは夫の会社の労働環境などが問題だったじゃないかと言っていま

した。だからこそ今の日本そして社会は環境を良くすることが大事だと思ったようです。さらに「ただ環境良くするのではなく『質の良い環境』を作ることが大

事なことだ。質の良い環境を作れれば質の良い人がいるという事に気付ける」とDさんは言っていました。私はこのDさんの環境に関わることを聞き今の日本そ

して社会に必要な事は環境を良くすることだと感じました。確かに今の日本はパワハラやセクハラさらにはいじめや差別などが絶えていないと思いました。これ

らは環境が良くないことを表していると思います。

91 38-1 千葉県 母親 50代 母子家庭 「頑張れば頑張るほどつらくなる」

最も印象に残ったこととしては、「頑張れば頑張るほど、母子家庭等に向けた制度の対象に入らなくなる」というお話です。控除等の制度の対象は、家庭の状況

見るための指標として、収入を調査されることがほとんどです。ある基準以下の収入だった場合、様々な制度を受けられるようになります。しかし、少ない収入

を制度以外の面でカバーしようと、仕事を増やして働いた場合に、その制度の対象から漏れ、逆に生活が厳しくなってしまう場合が考えられます。そのお話を聞

いて、それはやはり、母子家庭父子家庭となった親御さんだけが実感するものであり、親が子どものために頑張ろうとする分だけ、生活が苦しくなってしまう可

能性がある点は、もっとその立場の意見を生かした対策が必要なのではないかと思いました。

92 38-2 滋賀県 母親 50代 母子家庭
「子どもに負担をかけているかもしれな
い」

「子どもの宿題を見てあげたいけど時間などの余裕がなく不十分だと感じていて不安だ」とか、「いつも夜ごはんの準備を朝に行っているけど、余裕がない時は

子どもに手伝ってもらうことが子どもにとって負担だろうな」など、ひとり親家庭ならではの悩みや不安だなと感じ、自分の経験してきたことを思い出した。

コロナウイルスによる自粛や休校の不安を尋ねる質問に対して、「子どもたちが学校に行かない時間、私は仕事へ行くのでとても不安だったけど、どうしようも

ないとおもっていました」という答えはあきらめを含んでいて、自分がいない子どもだけの空白の時間への不安がどれほど大きいのか考えさせられた。またBさ

んは自分がコロナウイルスに感染したときの働けなくなることや、入院時の子どもたちだけの生活、子どもたちへの感染などの不安も強く持っており、親である

ことの責任感の強さや自分ひとりで生活を支えているからこその不安が見えた。

93 38-4 大阪府 母親 50代 母親が障がい者
「父親がいればまた違ったのかもしれ
ない」

ひとり親になってから大変だと思われることについてもお聞きしました。日常生活で大変な点として、足が不自由なため父親の分まで家事や仕事をこなせないこ

とを挙げられていました。また、男心が分からず、そのせいで息子さんとの間でいざこざが起きることもあったそうです。特に、息子さんは現在受験生で、大学

受験に関して言い争いをすることがここ数か月よくあったとお聞きしました。Bさんは、「将来役に立つと思って英語を習わせたり、息子の受験する大学の学部

を決めたりして、私の意見を押し付けていた。でも、そのせいでけんかをよくするようになってしまい、息子が自分の意見をあまり言わなくなってしまった。こ

ういうときに父親がいればまた違ったのかもしれない。」とおっしゃっていました。

94 38-5 大分県 母親 50代 父親が障がい者
「頑張れば頑張るほど援助が受けられ
ない」

私はインタビュー中にCさんがおっしゃっていた「頑張れば頑張るほど援助が受けられなくなる」という言葉がとても印象に残っています。決して楽な家計では

ないはずなのに、年収が一定限を超えてしまっているために経済的な補助や援助が受けられないとおっしゃっていて、母子家庭なのになぜ支援が受けられないの

かと疑問に思いました。表面や数字だけを見て判断するのではなく、内面や実態を見て本当に援助を必要としている人に行き渡るようにしてほしいと思いまし

た。また、Kさんは、「小さい子どもがいる家庭には育児手当などの手厚い補助があるが、大きい子どものいる家庭にはあまり補助がない。親の家計のせいで進

学を断念している人がたくさんいるため大きい子どものいる家庭にも補助をしてほしい」とおっしゃっていました。確かにもう少し手厚い補助があればもっとた

くさんの人が進学を諦めること無く，学びたいことを学べるようになるのではないかと思いました。

95 39-1 福岡県 母親 50代 母子家庭

「収入とかじゃなくて気持ちが落ち込ん
でいるときに本当に早く対応してくれた
ことがすごく嬉しかった」

Aさんに質問に答えていただく中で特に印象深かったのは、質問を受けた後しばらく黙って考え、ひと言ひと言大切に話されていたところです。はじめは、「コ

ロナで大変だったことはないか」という質問に対してじっくり考え、「何よりも先にあしなが育英会がお金を振り込んでくれた」と話してくださいました。「収

入とかじゃなくて気持ちが落ち込んでいるときに本当に早く対応してくれたことがすごく嬉しかった」という言葉から、表面的な支援だけではなく心の支えと

なっていたのだと気付き、金銭面での迅速な対応の意味について改めて考えさせられました。

96 40-1 東京都 母親 50代 母子家庭
「収入がある程度あっても生活が苦し
い」

Aさんは娘の学費や祖父の入院費などで多額のお金がかかっているにも関わらず、正社員として最低限の給料はもらっているからという理由で社会からの功的な

補助を受けることが認められなかったということを聞いて、前に母が別の奨学金の制度を受けようとしたものの認められなかった時の悲しい気持ちが改めてわ

かった気がしました。そして、Aさんのように給料はもらっていても様々な理由でお金がかかってしまい苦しんでいる家庭もあるのに、事情を丁寧に聞こうとし

ない社会側の対応はよくないものだと感じました。

97 40-2 広島県 母親 50代 父親が障がい者 「奨学金があるから今がある」

Aさんの職業は薬剤師で薬局を経営しているということでした。Bさん（お父さん）は障がいを抱えていらっしゃるということで、Bさんの介護と仕事の両立はと

ても厳しいことだと思います。食事の際には、Bさんと一緒に食事をしたりするなど生活の中心がBさんになっているとおっしゃっていました。私は父親を早く

に亡くしているので、介護をしながらの生活は想像ができなかったので今回のインタビューを聞いて介護との両立の大変さを知ることができました。 Aさん自信

も大学生時代、奨学金を借りて大学に通っていたとおっしゃっていました。私が今回のインタビューで最も印象に残った言葉は「奨学金があるから今がある」と

いう言葉です。この言葉から今自分が奨学金を借りて大学に通えていることに感謝しなければいけないなと思いました。もし奨学金を借りることなしに、今通う

大学に通うことを考えた時に、私立大学に通っているので学費を払うことで家の財政事情が圧迫されてしまうと思います。

98 41-1 岡山県 母親 40代 父親が障がい者
「大学に行っていないからあまり知らな
い」

Cさんの家庭は障がい者家庭で、Cさんのご主人が病気で障がいをおってしまったそうです。子どもは二人いて、高校生が一人と、中学生が一人、そしてご主人

のお母さんと一緒に生活しています。高校生の子どもは勉強に興味を持つまであまり学校になじめず、不登校気味だったといいます。しかし勉強に興味を持って

からは非常に熱心で、Cさん曰く大学への進学も希望するだろうとのことでした。Cさんはその子の進路に関して、行かせてあげたい、応援してあげたい気持ち

はあるが，どれくらいお金がかかるのか、どんな大学があるのか、大学とはどういった場所なのか、そもそも何を調べたらいいのか、何もわからないからとても

不安だとおっしゃっていました。（中略）私の両親はともに大学を卒業しており、母親が大学進学に積極的な高校を紹介してくれたこともあってどこからでも情

報を得ることができたので、両親の学歴が子どもの進路に影響を及ぼすということはあまり実感していませんでしたが、Cさんの言葉を受けて、情報という面で

家族の力を借りることができないというのはとても大きなハンデになりうるということに気づかされました。

5 一般財団法人あしなが育英会



  12月4日記者会見資料⑧アンケート調査自由記述抜粋

管理番号 在住県 保護者区分 年齢 家庭区分 インタビューにおける遺児の保護者の声 インタビュアーを務めた大学奨学生のレポートから抜粋

オンラインインタビュー　遺児の保護者100人の声

99 41-2 栃木県 父親 40代 父親が障がい者
「目に見えない障がいを抱えている人
への対応が不十分だ」

Dさんのお話の中で、「目に見えない障がいを抱えている人への対応が不十分だ」といったことや、周りにしてもらって助かったことお聞きした際に「精神的な

障がいへの認識がまだ少なく、自分自身周りも見えなくなっていて、助けてのサインも出せなく助けを求められなかった」ということが今回強く印象に残りまし

た。私の母親もそうですが、肉体的な疾患による障がいを抱えている方は、全く知らいない方からでも、障がい者であることが認識されやすく、助けを求めやす

い傾向にあると思いますが、精神疾患のように心や精神に障がいをもっている方は、病気自体最近になって大きく取り上げれてきたので社会全体としても理解が

浅いと思います。私も、Dさんのお話を伺うまでは精神疾患の障がい者の方がいらっしゃることについて深くまで知りませんでした。

100 41-3 奈良県 母親 50代 父親が障がい者
「10年間、３人で楽しむことができてい
ない」

Aさんは、ご主人が10年前に脳出血により倒れてから、１人で生計を立ててお子さんを育てている状況にありました。ご主人は術後、左半身が麻痺し、喉に障が

いが残ったことから、施設で暮らされています。たとえ手術で助かったとしても施設に入れば同じ屋根の下で暮らすことはできなくなるため、生活形態が全く変

わってしまうことに変わりはないというのを理解しました。Aさんの「10年間、３人で楽しむことができていない。」という言葉は、子どもの成長をご主人と見

守りたいという切実な思いが表れているように感じられて印象に残りました。息子さんも、ご主人が倒れてから精神的に不安定になり、学校に通えなくなること

もあったそうです。

101 42-1 東京都 母親 40代 母子家庭

「就職や結婚など子どもの歩みたい道
が借金によって断たれてしまうのが嫌
だ」

Bさんはあしなが奨学金の存在を知っていたにもかかわらず、数年間借りていませんでした。「就職や結婚など子どもの歩みたい道が借金によって断たれてしま

うのが嫌だ」とおっしゃっていました。私はBさんに「どのような奨学金だったら躊躇せずに借りることができますか？」とお聞きしました。すると、「給付奨

学金なら安心して借りることができる。奨学金の返済が不安であり、返済が必要ないのであれば、子どもにも負担をかけなくて済む」とお答えしていただきまし

た。しかし、「もっと早く借りていたら、子どもたちの選択肢を広げてあげられていたのではないか」ともおっしゃっていました。奨学金の制度を調べていた時

に、一度資料を取り寄せたものの、借金というものに抵抗を感じていて、申請したのはその一年後になったとおっしゃっていました。「今思えば、もっと早くか

ら申請しておけばよかった」と少し後悔されているようでした。

102 58-1 北海道 母親 50代 母子家庭
「いつでも仕事に追われている。でもそ
れが逆に悲しみを紛らわせている」

苦労したことについてです。Cさんは旦那様を病気で亡くされていました。そのため、経済的負担、日々の生活に苦労するといことよりも、急に大切な人を失っ

たという精神的な部分で苦労しているとおっしゃっていました。また、コロナウイルスが流行したあとテレワークが可能になったことで１日中仕事をする必要が

あり一息つける暇がないともおっしゃっていました。「いつでも仕事に追われている。でもそれが逆に悲しみを紛らわせている。」と。

103 60-1 岩手県 母親 40代 母子家庭
「自分が倒れてしまったら、子どもたち
がどうなってしまうのか」

子どもにも影響するのではないかということを心配されていました。もし、母親であるＩさんが倒れてしまったときに2人のお子さんが生活に困ってしまうこと

を1番心配されており、同じような環境にいる方が沢山いるのではないかと感じました。コロナ禍であることで、より生活が困難になってしまうことも加味して

いくことがこれからの時代に必要にだと思いました。

6 一般財団法人あしなが育英会
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一般財団法人あしなが育英会 

2021年 12月 4日 一般財団法人あしなが育英会 

あしなが学生募金２年ぶりに復活決定 全国１２都市で実施 

調査で遺児家庭の窮状が明らかに。「今こそ支援が必要」と学生たちが立ち上がりました 

 一般財団法人あしなが育英会（本部：東京都千代田区、会長：玉井義臣、以下「本会」）の大学奨学生を中心に組織されるあ

しなが学生募金事務局は、2 年ぶりとなる街頭募金を全国 12都市で実施します。 

 1970 年以来、毎年全国約 200 か所で実施していたあしなが学生募金は、2019 年 10 月を最後に、コロナ禍のために街頭募

金を実施できていません。しかしこのほどの本会調査の衝撃的な結果を受けて、学生たちが「今こそ遺児家庭には支援が必

要だ」と立ち上がり、小規模、短時間ではありますが街頭募金の実施を決めました。 

 東京・新宿をはじめとする全国 12 都市 14 か所で、12 月 11 日（土）、12 日（日）に街頭募金を実施します。一部の拠点では、

各都道府県版の調査結果の街頭記者発表もあわせて行います。コロナ禍で困窮する遺児家庭を支えるために立ち上がった

学生たちの姿を、ぜひともご取材いただけますようお願い申し上げます。 

 

【主催】 あしなが学生募金事務局（事務局長 堀川琉＝東北学院大学 4年） 

【メイン拠点】 新宿・小田急百貨店前 12/11（土）12時～14時 

【日時・実施拠点】 

実施日 都市 場所 時刻 

12/11（土） 
東京都新宿区 ・新宿駅西口 小田急百貨店前★ 12～14時 

石川県金沢市 ・金沢駅前西口広場★ 11～13時 

12/12（日） 

北海道札幌市 ・札幌駅アピアドーム前★ 11～13時 

宮城県仙台市 
・藤崎ファーストタワー館前★ 

・リッチモンドホテルプレミア仙台前 
11～13時 

群馬県高崎市 ・高崎駅東口★ 11～13時 

愛知県名古屋市 
・名古屋栄三越前★ 

・名古屋駅桜通口（交番前） 
11～13時 

三重県四日市市 ・四日市駅北口前 11～12時 

京都府京都市 ・桂駅西口ペデストリアンデッキ 11～13時 

大阪府高槻市 ・高槻駅南口ペデストリアンデッキ 11～13時 

兵庫県神戸市 ・元町駅東口広場★ 10～12時 

広島県広島市 ・広島パルコ前★ 14～15時 

福岡県福岡市 ・西鉄福岡（天神）駅 大画面前★ 11～12時半 

★の拠点では、本調査の地方版結果を発表する「街頭記者発表会」を同時に実施します 

＜あしなが学生募金事務局＞ 

1970年設立。毎年 4月と 10月に、全国 200か所で遺児の奨学金を募る街頭募金を実施。メンバーはあしなが育英会か

ら奨学金をうける遺児学生と有志の一般学生。累計募金額 117 億円。遺児学生と約 1 万人のボランティアが街頭に立

ち、遺児の現状や奨学金の必要性を訴える。募金全額を日本とアフリカの遺児の奨学金としてあしなが育英会に寄付。 

 

  

本件に関するお問い合わせ  担当：島田北斗（携帯：050-5236-9505 メール：shimada.h@ashinaga.org） 


