
消費税の10％増税に

● 賛成 １０．５％（11.4）
● 反対 ６９．０％（69.0）
●どちらとも言えない ２０．５％（19.5）

第１８回区民アンケートへのご協力ありがとうございます。日本共産党足立区議団は、６月

下旬から区内１６万世帯に、無差別にアンケート用紙を配布し、７月末で約1700名の方から回
答を寄せていただきました。集計結果と寄せられたご意見、ご要望の一部をご紹介いたします。

あなたの保険料はどうなりましたか。

国保 介護 後期
●値上げ ５９％ ６３％ ４５％
●値下げ ４％ ４％ ４％
●変わらない １２％ １０％ １１％
●分からない ２５％ ２４％ ４０％

この１年でくらしはどう変化しましたか

良くなった ２．９％ （3.3）

変わらない ３８．０％（42.6）

苦しくなった ５６．９％（51.3）

その他 ２．２％ （2.3）

（ ）内は前回の％

前回調査と比べ「変わ
らない」「良くなった」

方が減り、「苦しくなっ
た」方が増えました。

苦しくなった原因は
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年金 55.4%

給与 21.0%

事業 7.2&

その他 13.7%
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税金 43.5%

保険料 59.3%

公共料金 28.4%

家賃 9.1%

ローン 5.5%

医療・介護費 50.9%

子育て 11.9%

その他 10.5%

○「税金の無駄遣いが多すぎる。アメリカの武器を買ったり、安倍首相の

友だちモリ・カケに税金まけたり値引きしたり。

○「10％になると消費が冷え込み、ますます物を買わなくなる」（60代）

○「消費税を上げても生活が苦しくなるだけなので増税反対です」（40代・
会社員）

○「健康保険料は上げすぎです。年間20万円くらいだったのが40万円にな
り50万、60万、今はついに70万円になりました。サラリーマンは少なくて
済むと思いますが自営業の私はダイレクトに税金が増えるため大変です」

○「介護保険料の高額には驚いた。我慢して払い続けても自分が対象になっ
た時にサービスが本当に受けられるのか不安がよぎる」（６０代）

安倍９条改憲についてどう
思いますか
● 反対 ６５．６％

● 賛成 ８．２％

●どちらとも言えない２６．１％

原発の輸出や主電源化につ
いてどう思いますか
●反対 ７０．１％
●賛成 ５．８％
●どちらとも言えない２４．０％

●「改憲すべきとは思わない。必要性を感じない」

（40代・常勤）

●「原発輸出して、輸出先で事が起きた時は日本では処理できなくなる。輸出すべきでない」

買い物や通院など日常生活で移動
手段に不便を感じていますか。

●不便を感じている ３１．４％
●不便を感じていない ５０．５％
●どちらとも言えない １８．１％

○舎人ライナーが混みすぎている。７両編成にしてほ
しい（40代・常勤 ）

○ＴＸ沿線の人口増に電車が追い付いていない様子。
朝のラッシュ時だけでもなんとかならないでしょうか。

○コミバスの日中が回数が減らされて、不便になりま
した。

○（国道や都道の自転車ナビマークについて）あんな
車の危ないところをママチャリで走れるかどうか、考

えてみてほしい。とても怖くて走れない。

寄せられた声

「今は不便を感じていないが、将来に不安を感じる」
と回答された方が、数多くいました。

区議団は、交通対策の条例を提出し頑張っています。
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「基金が過去最高の１５１８億円」「千住再開発（1丁目30階建てマンションに40億円

の税金投入に続き、東口で同時に２つの再開発）」「23区で一番高い介護保険料」の認
知度の質問に対し、いずれも「知らない」が７割以上でした。

○「北千住の再開発で人口が増えると予想される。学校統廃合、保育園の待機児な

ど社会問題があるが大丈夫なのか、しなくとも済むのではないか」

○「区がため込んだ基金はすべてとは言わないが区民の暮らしの方に回してほしい」

○「23区一番重い保険料、ためこみ金、特定企業に40億円…。一部の人がいい思い
をしていて、本当に困っている人や必要なところにはお金を使っていないような…。

私たちが選挙で選んだ方々のはずなのに、なぜこんな事になっているのか。」

○「北千住の再開発で人口が増えると予想される。学校統廃合、保育園の待機児な
ど社会問題があるが大丈夫なのか」

1位 医療・介護

2位 防災・震災対策

3位 防犯対策

4位 交通・自転車対策

5位 子どもの貧困対策

6位 いじめ・不登校対策

7位 孤独死対策

8位 生活困難者対策

9位 出産・子育て支援

10位 保育園・学童保育室充実

11位 原発・放射能対策

12位 エコ・温暖化対策

13位 障害者施策

14位 図書館・文化・スポーツ

15位 公園の改善

16位 まちづくり

17位 雇用・中小企業

18位 都市計画道路・再開発

19位 住宅政策

20位 学力向上

子育て支援で望むもの
1位 認可保育園の増設

2位 子どもの貧困対策

3位 １８歳医療費無料化

4位 保育料軽減

5位 保育の質の向上

学校教育で改善・充実し
てほしいことは

1位 いじめ対策
2位 教職員多忙化の改善
3位 教育費負担軽減
4位 不登校対策
5位 ３５人学級

○いじめをなくす事！競争することが多いか
ら子どももストレスがあり、いじめたりする

のでは？でも弱い者いじめは最低。

○「子どもを産んでみて本当にお金がかかる

ことを実感している。もう一人欲しと思って

も正直負担が大きすぎて頭を悩ませている」

（30代・三人世帯）

○「学力テストのため過去問を繰り返しやら
せて子どもは参っています。学力が向上して
いるわけではなく点数が取れればいいという

感じ。朝６時台から夜も遅くまで明かりがつ
いて、先生が疲れ切っています」（40代・

４人世帯）
○孫が保育所に入れず、娘は常勤の仕事を辞

めてパートになった。パートの時も私が孫を
あずかることになっている。体力的につらい。

住宅・まちづくりで力を入れ
てほしいことは
1位 バリアフリーの推進

2位 無計画なマンション建設抑制
3位 自転車専用道路

4位 緑の保全・緑化

5位 都営・区営住宅の建設

同 家賃補助制度
7位 住民主体の都市計画

防災・震災対策で力を
入れてほしいことは
1位 災害時要支援者対策

2位 備蓄物資の充実

3位 耐震改修等の助成

4位 感震ブレーカーの拡充
5位 ゲリラ豪雨対策

6位 放射能対策

7位 防災訓練の充実

◆「区に若い人を入れるためには家賃補助は

大きいです」（２０代・常勤）

◆「すきがあればマンションが建ってしまう。

昔から存在した雑木林がいとも簡単に伐採さ

れてしまう。地球温暖化抑制にも大樹の保全

は大事である」

◆「感震ブレーカーは地域指定しないでほし

い。大勢設置することで効果あり」（５０代）

「ため込み金、再開発補助金４０億円、２３区トッ
プの保険料・・・こんな勝手なやり方が許されるん
ですか！」 （７０歳・無職）

○区の配布するものには上記の内容等はないような気がする。もっと
情報公開を（区にとって都合の悪いことも）

○近い将来、足立区外に引越ししたいと思いました（40代・派遣）

「こういうアンケートとても良
い」
○「このようなアンケートがあると声を届
けやすい。おかしいなと思っても伝える場

がないのでアンケートはいいなと思った。
また、区政を知るきっかけにもなった」

（６０歳・パート）

○このような区民の話を聞いてもらえる党
はとてもありがたく思います。思っていて

も、どこに行ったら、意見をしたらいいの
かわからないからです。（40代）

○区民・市民の声をアンケートで取ろうと
する姿勢がとても好感度が上がりました。

これからも頑張ってください（20代）

○こういう形でアンケートを感謝いたしま
す。個人意見を聞く場を多く設けてほしい。

「若い人たちが安心して出
産・子育て・社会復帰でき
る社会の仕組みを作って下

さい。まだまだ今の女性た
ちは板挟みになって生きづ

らいです」（２０代）

●「自民党どうのこうの言うつもりは
ないがアベ政治はもう交替してほしい。

独裁政治になっている」（30代・会社
員）

●「いつも意見を聞いてくれてありが
とうございます」（40代・４人世帯）
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安部内閣には我慢できません。
特に安部、麻生、菅、二階、

竹下は何とかなりませんか?
共産党に期待します。


