
１０月からの消費税の１０％増税に

● 賛成 ８．９％（10.5）

● 反対 ７１．１％（69.0）
●どちらとも言えない ２０．０％（20.5）

日本共産党足立区議団は、６月下旬から区内約１６万世帯に、無差別にアンケート用紙を配布

し、８月末で約１８００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、

ご要望は政策化し、来年度予算要望に生かしてまいります。

この１年でくらしはどう変化しましたか

良くなった ２．５％ （2.9）

変わらない ３８．８％（38.0）

苦しくなった ５７．４％（56.9）

その他 １．３％ （2.2）

苦しくなった原因は
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年金 44.5%

給与 28.7%

事業 8.2&

その他 18.6%
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税金 20.6%

保険料 23.8%

公共料金 13.7%

家賃 4.9%

ローン 2.4%

医療・介護費 23.7%

子育て 5.6%

その他 5.3%

〇貯金が０に近づいています。不安感でいっぱいです。（75歳以上）

〇もっと子育て世帯やお年寄りが楽に暮らせるようにしてほしい。（30代）

〇一日３食自炊してほとんど外食もせず生活を切り詰めていますが、給料は
上がるどころか税金は増え、物価も上がるばかりです。生きる気力ももうあ
りません。（20代・正社員）

〇今まで食費は絶対削らないようにしていたのですが、８％の消費税になっ
てから我慢することができていません。１０％には反対。友達もみんな食費
を削っているそうです。（60代）

〇税金上げるなら、その分医療費などを無料にしてくれたり、国民がもっ
とくらしやすい生活環境を作ってほしい。ちゃんと国民の事も考えてほし
い。（20代）

〇子どもが生まれたので保険料も増えた。毎月５万円以上が保険料に消えて
しまう。（20代）

〇（保険料）庶民には高すぎる。年寄りにとっては、医療・介護は命綱です。
しっかり支援してほしい。（年金者）

国民健康保険料について

●値上げになった６０．４％

●値下げになった ３．４％

〇（国民健康保険料が）月額62000
円から66700円に上がりました。厳
しいです。（40代・自営業者）

〇認知症の母がいます。少し徘徊
をするようになっていますが、な
かなか特養に入れず困っています。
（50代・正社員）

〇病院もお金がかかるので行くの
をためらう。少し我慢しようと思
います、悪化させてしまうことが
多く辛い。（20代・正社員）

足立区のため込んだ基金は１６０１億円、
使い道が決まっていない基金も約３３１
億円（平成30年度末残高見込み）あること

●よく知っている ９．５％

●知っている ２３．６％
●あまり知らない ２３．９％
●まったく知らない ４３．１％
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安倍９条改憲についてどう

思いますか
●反対 ６０．３％

●賛成 １３．５％

●どちらとも言えない２６．２％

原発の輸出や主電源化につ
いてどう思いますか
●反対 ７０．９％
●賛成 ５．５％
●どちらとも言えない２３．５％

２３区で一番高い介護保
険料について
●値上げになった ７０．９％

●値下げになった １．０％

寄せられた声

〇ため込み金、何か使う目的があってためているのか？
区民に還元するべきです。（60代）

〇１６０１億円。お金の使い方はどうにかすべきです。
こんだけ残っているのって思いました。（30代・無職）

〇アメリカの言いなりになって、大切な
平和憲法をなくすなんて。（40代・無職）

〇平和でこそ文化・スポ―ツも。（70代・
無職）

〇原発は論外、東芝、日立、三菱など原
発輸出、すべて失敗ではないですか。（5
0代・正社員）

〇原発のゴミ処理どうするのか（70代）

〇憲法改正の必要を感じない。安倍首相
のレガシー作りには付き合いたくない。
（50代）

（ ）内は昨年の数字

（60代年金者）

深刻な実態が浮き彫りに！―医療・介護等社会保障―

●医療費の窓口負担や介護保険利用料の自己負担が重すぎ
る

７３４人

●医療費が不安で、医療機関にかかるのをためらってしまう ５５２人

●病院から早期退院を迫られた ９８人

●要介護が下げられた ８３人

●今まで受けられていた介護サービスが受けられなくなった １２８人

●特養ホームなどの介護施設に入れず困っている １３３人
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○私の子どもが保育士をしていましたが2
年でやめました。仕事が終わってからもお
便り発行や部屋の模様替えなど毎日のよう
にサービス残業で給料も安く、夢と現実に
大差がありました。働く職員がいなければ
事故につながります！（50代・正社員）

○子どもを産むのが罰ゲームに思える。少
子化がだめなら産みたい人をもう少し大事
にしてほしい。（20代・正社員）

○インクルーシブ教育の実施に力を入れて
ほしい。（40代・正社員）

○女性も働かないとやっていけないので保
育園に預けられなければ産むわけない。
（40代・派遣）

○1クラス35人でも多い、25人位でも良い
のでは？教育の充実が未来につながると思
います。（60代・年金者）

○園庭のない保育園には入れたくない。保
育の質が低すぎて預けるのが不安。（30代・
正社員 ）

○保育士の給料上昇と、教員の多忙化解消
は急務。（30代・中川）
○いじめ対策は社会全体で考えていかなけ
ればならない。（60代・自営業）

お住まいの地域の避難所を
ご存知ですか？
●知っている ７６．７％

●知らない ２３．３％

大規模水害時、区外に親
戚など頼れる先はあります
か？
●ある １９．７％

●ない ６９．７％

●わからない １０．６％

駅前再開発について

「こういうアンケートすごく良い」
○このようなアンケートをポスティングで
全戸に配るのは素晴らしいこと。切手も必
要なく一人一人の意見に耳を傾けて頂ける
のは嬉しいです。（50代・正社員）

○今回のようなアンケートは現状を知るの
に、とってもプラスと思います。（40代）

○足立区についてあまりよく知らないのだ
と思った。しっかりと知っていきたいと思っ
た。（20代）

○こういうアンケートはすごく良いと思う。
（60代・派遣）

○区民の声をしっかりと聴き、区政へ生か
していこうと尽力されている姿に大変感謝
しています。（40代・パート）

○生活者の声、平和を望む声を代弁
してくれるのは日本共産党と信じ期
待しています。（40代・家事専業）
○私一人が声をあげても何も変わら
ないという思いがありますが、私も
立ち上がりたいです。勇気をくださ
い。共産党がんばってください。
（50代・パート）

○共産党支持者ではないが、今回は
投票した。国保料、特養ホームなど
公約実現には何とかがんばって欲し
い（60代・年金者）
○共産党の政治姿勢、活動に期待し
ています。特に参院選の１人区の野
党共闘に主体的に取り組んだのは評
価したい。（60代）

○高齢者の独り暮らしは、住宅が老朽化取り壊し
等で引っ越す先を探すのが困難。低家賃の高齢者
住宅や家賃補助を区として作ってほしい。（60代）

○思い切って日本で一番図書館の充実した区にし
たらいいと思う。（40代・正社員）

○他の自治体は不妊治療の助成を区でもしている。
少子化対策に不妊治療は欠かせません。6～7組に
1組の夫婦が不妊に悩んでいると言われています。

○精神障害者福祉手帳2級だと足立区は0円、1級4
千円。埼玉県蕨市は1級5千円、2級3千5百円です。

○選挙の投票率を上げる努力をしてほしい。

○災害時の避難場所は知っていてもた
ぶんたどり着けないと思う。普通に暮
らしていて安全な道路の整備をまずは
お願いしたい。（60代）

○大地震が来たら、ヘルパーさんは独
居利用者さんをどこに連れて行けばい
いのか？（50代・パート）

○今年3月に配られた洪水ハザード
マップには埼玉や千葉に避難と記載
されているが、全く知人もいない中
では困難。もっと具体的な策を示し
てほしい。（50代・無職）

○駅ビルが閉まったままで暗いし、雰囲
気も悪い。エレベーターが使いにくいし、
エスカレーターが欲しい。夜は怖い。
（20代・正社員）

○西新井駅の階段は3階と同じ。一日も
早くエスカレーター・エレベーターの設
置を望みます。（75代・年金者）

○西新井駅西口をそのままにしておくの
は理解できない。総合的に駅の活用、リ
ニューアルを進めていくべき。（50代・
正社員）

○線路をまたいでの行き来が不便。鉄道
会社との連携で早期工事をして頂きたい。
（50代・パート）

○廃墟にしか見えない、幽霊屋敷、ゴー
ストタウンのよう…などの意見が多数。

○従来の街並みを保護し、むやみに
高層にすべきではない。（60代）

○大手の不動産企業・居酒屋店だら
けの店並、外国資本化に乗っ取られ
る土地だらけで不安より恐怖を感じ
る。（60代）
○駅前開発＝マンション開発という
超短絡的思考になる理由がわからな
い。

○現在進行中、将来の防災を考慮し
てほしい。（70代・年金者）
○自転車置き場が非常に少ない。無
料自転車置き場を作ってほしい。
（70代）
○急行を停めてほしい。（70代）
○活気のあるまちづくりを。（50代）

○日暮里舎人ライナーの混雑をどうに
かしてほしい。住宅・マンションが急
激に増えたせいか異常な状態になって
いる。（50代・正社員）
○六町駅、ママが一息つけるカフェが
あったら気分転換できそう。（30代）
○牛田駅に出入り口改札をもう一つ作っ
て欲しい。（40代）
〇北千住駅⇔牛田駅間の踏切は、すぐ
にでもなくしてほしい。

○駅前の空き地いつ解決して工事が
始まるのか？（70代・年金者）
○子ども連れで気軽に立ち寄れる場
所が無くなったままで不便でなりま
せん。（40代・パート）
○大きな図書館を建設してほしい。
家で学習できない子どもの支援にな
る（50代・正社員）

1位 認可保育園などの増設

2位 いじめ対策

3位 保育の質の確保・向上

4位 教職員の多忙化解消

5位 子どもの貧困対策

6位 保育料軽減

7位 18歳までの医療費無料化

7位 学校給食費の無償化

9位 不登校児への支援

10位 奨学金制度の充実

11位 公園・児童遊園の改善

12位 児童館などの充実

13位 公立保育園の民営化中止

14位 医療的ケア児の対策

15位 特別支援教育

16位 35人学級の完全実施

17位 学力テスト点数競争の是正

18位 部活動

1 位 防災・震災対策

2 位 医療

3 位 高齢者福祉

4 位 防犯対策

5 位 生活困難者対策

6 位 いじめ・体罰問題

7 位 出産・子育て支援

8 位 孤独死対策

9 位 保育園・学童保育室の充実

1 0 位 交通対策

1 1 位 原発・放射能対策

1 2 位 バリアフリー対策

1 3 位 障害者福祉

1 4 位 道路整備

1 5 位 公的住宅

1 6 位 エコ・温暖化対策

1 7 位 公園の改善

1 8 位 雇用・中小企業

1 9 位 熱中症対策

2 0 位 都市開発
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