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３、雇用・労働 
 

派遣・非正規、ダブルワークの実態 

▼年金も少ないので働かざるを得ません。町田市の臨時職員

として働き始めましたが、昼休みは食事は大急ぎで食べ、動

き回って働きます。残業３～5時間が続き、体重は減り、風邪

をひくとなかなか治らず、また、いま他の病をかかえ働いて

います。もちろん残業手当はなし。辞めたいですが、生活で

きません。残業 1.5 時間くらいで帰宅する人は同僚が悪口を

いていますから、帰りづらいです。健康診断でもひどい結果

が出てしまいました。改善したいです。［麻生区・60代女性］ 

 

▼ただでさえ、女性で年齢が上がるにつれ、派遣の仕事は少

なくなってきているし、いまさら正社員は難しい上、派遣法

の改正でさらに働きづらくなっているのに、増税されたら、

生活できなくなります。社会保障を手厚くするための増税と、

東北地方の復興のためというのが本当ならば、しょうがない

のかな、とも思いますが、それならせめて生活必需品のみは

５％のままにするなどもっと考えていただきたい。政治の世

界の方々は一般の今の生活の現状を全く分かっていらっしゃ

らないので、わかろうともっともっと努力して頂きたいです。

このままではさまざまな支払いにおいての未納者が増えます

よ！！！［高津区・３０代女性・非正規］ 

 

▼転職したいが難しい。雇用条件が悪くなったので、預金を

崩して毎月の支払いに充てている。 

［高津区・50代男性・非正規］ 

 

▼派遣切りに関して…3年派遣したのち、2年間直雇用で計 5

年同一会社にいられない。長く勤めたいと思って働いている

のに、理不尽だ。［高津区・30代女性・会社員］ 

 

▼雇用を少しでも増やす政策を取るべきだ。そのためには企

業の労働者に対する分配率を増やすべきだ。一時雇用を少な

くし（簡単にクビ切りができないようにする）、労組もこの点

配慮してほしい（常用雇用者だけでなく組合員以外にも目配

りを）。［麻生区・70代男性・年金生活］ 

 

▼就職難、働かされ方、非正規。これからの若い人たちがも

っと希望の持てる働かされ方を常に競争と格差に振り回され

ているこれからの世の中、これからどうなってしまうのか。

［高津区・70代女性・無職］ 

 

▼民主党、自民党に任せていても生活は良くならない、31 歳

で子どもが 2 人いるが、昼間朝 7:00～19:30 で正社員でサー

ビス業をし、夜は会社に内緒で飲食チェーン店で 22:00～

AM2:00 までアルバイトをしている。これも生活の為、この苦

労が政治家には絶対分からないと思う。これが一市民の声と

届いて欲しい事を切に願う。［麻生区・30代男性・正社員］ 

 

 

▼2年前に夫は失業し、現在も正規雇用は実現せず、有期間雇

用という形で働いています。私も非正規です。今を生きるの

に精いっぱいの毎日です。年齢的に雇用先からは嫌がられる

ことも多く、現在の職を見つけるまで面接で大変不快な質問

ばかりを受け精神的に疲れ果てました。 

［麻生区・50代女性・非正規］ 

 

▼今給料手取り 10万です。13200の保険料です。異常です。

払えないです。［多摩区・50代・非正規］ 

 

▼正社員も非正規社員も仕事の内容は同じだと思う。特にベ

テランになると仕事も出来る。その割に給料が違いすぎる。

年齢からして社員になれない人もいるのに… 

［宮前区・60代女性・非正規］ 

 

▼派遣法改正のお陰で、派遣（一般事務）は、3年満期の募集

が増えた。3年後の直接雇用など数えるほどしかなく、しかも

雇用条件が、業務が同じでも、著しく悪くしての直接雇用が

多い。また、大企業では、直雇用を避ける、もしくは長期雇

用を避ける為、派遣でも、契約社員でも 2年 11ヶ月と期間

限定にしている。だからといって正社員の募集がある訳でも

なく、使い捨ての現状は同じ、もしくは、法改正により、よ

り悪化した。（特に自動車関連、電器関連企業に 2 年 11 ヶ月

設定が多い） 更に40代では、雇用が極端に少なく、仕事に

就いても数年後にはリリースされてしまうようでは、今後ど

のように生活していけばよいのでしょうか？ 

［川崎区・40代女性・無職］ 

 

▼我が家は子供のいない夫婦二人だけの家庭です。夫は会社

員、私は 4 月までパート勤務（控除外）で若干ながらも家計

を支えてきました。そのパートで働く賃金の多くは、我が家

の固定資産税（都市計画税）や自動車税などを支払うために

消えてしまいます。夫の給料は 18％の所得税に加え、社会保

険料、家のローンと…毎月のやりくりは大変です。それにし

ても、これだけ様々な税金を国民から搾取してもなお、更に

消費税の負担を強いられたのでは、生活が成り立たなくなる

ばかりか、老後の人生に対する不安までもが心に押し寄せて

きます。 コツコツと日々働き、小さな幸せを夢見て生きて

いるだけなのに、旅行をしたり、自由な時間も持てずにいる

現実とは日本の社会はいったい何なのでしょう？納税の義務

を国民が負うのは、当たり前のことですが、それを国家が強

いるためには、それなりの政策を打ち出すべきではありませ

んか。無策な国家運営のもとに国民の生活までをも愚弄する

とは情けない！！政治家を名乗る以上、私たちの税金を俸給

としていただく以上は、もっと責任を果たしてほしいと願う

ばかりです。［高津区・40代女性・主婦］ 
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▼雇用に関して、正社員登用されやすくしてほしい。 

［中原区・20代男性・派遣］ 

 

▼年齢によって、スキルとキャリアが有るのに、非正規でし

か働けない事は納得できない。コックとして、中華料理を 30

年以上してきて、スキルが有るのに、ハローワークを使って

も非正規でしかやとわれないのはなぜか？日本は消費税を上

げなければやって行かない程、ダメな国なのですか？ 

［中原区・50代男性・非正規］ 

 

▼派遣会社は安い給料で働かされます！ 時間給をもう少し

上げてほしい。私みたいな能力のない人は、なかなか仕事が

見つかりません。派遣会社によってはピンはねしすぎてる会

社が多いです！ 交通費もくれません。食堂のごはんもたか

いです。アレルギーがあって食べれない時もあります。森永

会社の派遣社員で働いていますが、もちこみができなく 400

円ひかれてます（食事）。生活保護を受けてますが、変な職場

が多いためなかなか保護をうちきる事が出来ません。派遣会

社をなくしてほしい。［川崎区・40代女性・生活保護］ 

 

▼15 年間、ある企業で契約社員として働いていますが、いつ

契約を切られるか不安。法律で何年間働いたら、契約社員を

正社員にするか、そういう風に決めてもらいたい。不景気に

なると給料カットは社員と同じにカットされ、何か支給（特

別ボーナスなど）は社員より“下”になる不公平。 

［川崎区・40代女性・非正規］ 

 

▼今でも給与が減ってバイトして何とかしてるのに、（国保の

負担が）倍とかきつい!! もっと安いところにいくか倍でも

充実している所にいく!! 日本はなんでも上の人の好きなよ

うにする意味がない。自分の為に働けない全部国の上の人へ

のお金になる！［高津区・30代男性・自営業農業］ 

 

▼今就職が大変厳しい状況にあります。重労働、長時間労働、

1時間900円で10時間働いても1日9000円、毎日10時間30

日休みなしで働いでも27万円、家族で生活できる金額とは思

えません。公的支出、生活支援考えて欲しいと思います。 

［麻生区・60代女性・非正規］ 

 

▼主人は市内の中小企業で働いていますが、毎日朝６時から

夕方５時までまじめに働いても月に２０万円ほどしかもらえ

ません。子ども２人を育てる給料ではないと思います。早く

景気が良くなってほしいです。▽私は川崎市のある施設で非

常勤として働いています。職場はとても楽しくやりがいがあ

るのですが、同じ業種で働いている正規職員は私のおそらく

３倍くらいの給料をもらっていると思うのですが、私の半分

くらいしか仕事をしません。もちろん職場の人たちはわかっ

ていて、注意指導等はしてくれるのですが、変わらず…本当

に納得がいきません。私達非常勤、臨職、みんな同じ思いだ

と思います。（不安定、低賃金、昇給・ボーナスなしでも一生

懸命働いています）［宮前区・30代女性・非常勤公務員］ 

 

▼５０歳台で派遣で働いています。以前の様には仕事がなく、

不安です。親の介護で一時期正社員では働くことができず、

派遣として働いています。親の介護というと、やはり女性の

仕事で、親の介護で仕事をやめる女性はたまにいますが、男

性が仕事をやめたのを私は見たことがありません。元々給料

は男性より安く、不安定な働き方をしている女性が多いよう

に思われます。私事ですが、親の介護もやっと終わり、やっ

と自分の仕事と言えることに力を入れられると思ったのです

が、５０代の女性では仕事がなかなかありません。（介護の仕

事など限られた分野のみ収入がありますが）私自身もあまり

体が丈夫ではありませんので、できる仕事が限られておりま

すが、職場でも立場の弱い人（正社員の方でも立場の弱い人

方もいるようです）は、心の病気になる方もいます。職場で

もお互い助け合うこともなく、人が困っていても自分のこと

だけ仕事をすすめる人たちばかりです。現在の状況の不満を

書いてばかりとなってしまいましたが、人口が減る時代にな

っていくのに、このように仕事をしていく女性が生きにくい

世の中になってくれないと思うばかりです。職業訓練も若い

人対象です。［川崎区・50代女性・非正規］ 

 

▼非正規等不利な条件の中、一生懸命働いている人より、生

活保護を受けている人の方が収入が多いという図式は言語道

断で、正直者が馬鹿を見ていると言わざるを得ない。納得で

きない。［幸区・50代男性・非正規］ 

 

▼フリーターの身なので、いろんな値上げは辛いです。支払

いが強制なものが多いです。とにかくお金の出費をうまくや

らないとついていけません。少しのぜいたくをしたいです。

［川崎区・20代女性・非正規］ 

 

▼精神疾患のため、５年前に退職。去年より非正規（アルバ

イト）にて職す。年収は７００万円→１００万。これまでの

貯蓄で食いつないでいる。今はまだ体が動くから良いが、老

後が心配。無駄な支出は極力、絶対にやめてほしい。有効な

税金の使用を願う。［中原区・50代男性・非正規］ 

 

▼【雇用と労働】派遣切り、長時間労働などは事前に説明が

欲しい。安心して長期間勤務したい。 

［川崎区・70代女性・年金とパート］ 

 



57 

 

▼主婦・パートの立場から、何十年前に決まったかわかりま

せんが、扶養内でのパート収入 103 万円の見直しをしてほし

い。今の時代、夫の少ない収入に 103 万円を足しても生活は

難しいです。子供の塾代も学校の支払い、部活（スポーツ活

動）代、サラ金へ行くギリギリの生活です。どうしてもっと

身近にある問題に気が付かないのか、生活にかかる費用（支

出）は増えるのに。［川崎区・40代女性・パート］ 

 

▼昨年転職したばかりの夫と二人暮らしです。今現在二人の

収入があるので生活には困っていませんが、年末には子供が

生まれますので、無駄な出費はできないと思っています。夫

は今の職場では「見習いアルバイト」で非正規なので、福利

厚生も自己負担で収入も少ないので、出産後は私がすぐに職

場復帰したいものの川崎市は全国でもトップ10の待機児童数

なので、保育園がすぐに見つかるかどうか心配です。今、夫

は国保に加入していますので、保険料引き上げは他人ごとで

はありません。未納の問題を放置して値上げは「取れるとこ

ろからたくさん取ればいい」という政府の思惑が見え見えで

す。15 歳未満の所得税、住民税控除も廃止、消費税は増税、

今は「どうやって今後三人が生活できるか？」そのような生

活防衛しか考えられません。世の中グローバル化の流れの中、

自由化の波の中、「不安定な雇用」「高い税金に薄い社会福祉」

は仕方のないことなのかもしれませんが、政府はもっと何か

対策を打ち出せるのではないか、国民の生活を守れるのでは

ないか、と思わざるを得ません。［多摩区・30代女性・正社員］ 

 

▼雇用面で、女性が40歳を過ぎると正社員で使ってくれると

ころはほとんどなく、皆派遣へ流れてしまう。派遣で長く勤

められるわけでなく、契約を切られるたびに新しい職場で 0

からスタートとなる。金銭面に限らず、精神的にまた新しい

人間関係をつくることから始めなければならず、非常に苦し

く感じる。税金の使い道の優先順位をこの部分まで含めて検

討してほしいと思う。［高津区・40代女性・主婦］ 

 

 

長時間労働やサービス残業、リストラ、社

会的な雇用のあり方について 

【長時間労働、リストラなど雇用の実態】 

▼給料が下がり税金が上がる。いつまでたっても楽にならず、

生活は増々苦しくなるばかり、老後のことを考えると恐ろし

い。働けなくなったらどうなるのか？ 

［川崎区・40代女性・正社員］ 

 

▼リストラ後、契約派遣で食いつないできましたが、５０歳

を過ぎると職もなく大変です。増税をする前に特殊法人の改

革（天下り等）を断行してほしいです。 

［宮前区・50代男性・非正規］ 

 

▼私は現在リストラにより求職中であります。東電の勝手な

値上げ、消費税値上げ、生活はひっ迫しております。どうし

て貧民ばかり苦しめる政治をするのでしょう。増税する事ば

かりに尽力し国土も守れない野田政権には憤りしかありませ

ん。民主党の早期退陣を切に望みます。マニフェストも守れ

ない政党に国を任すことはできません！ 

［中原区・40代男性・無職］ 

 

▼正社員でも、もう少し時短勤務を自由にとらせてほしい。

養育費にお金がかかるため、お給料が上がったらいいです。

［高津区・20代・会社員］ 

 

▼年令が上がる程に リストラになったり お給料の減少 

年金の金額でやっていけるのかの不安があります。 

［多摩区・50代女性・正社員］ 

 

▼正社員でも退職金が10万も満たない様な制度の会社で働い

ているため（さらに、私は嘱託なので実質退職金はありませ

ん）、将来に向けて、かなりの金額を貯めなくてはいけないと

感じております。介護保険料、国民健康保険料 etc.の値上げ

は仕方ないとしても、月々の生活費から税金などの支出が増

えると、将来への貯蓄が大変になり負担を感じます。 

［中原区・30代女性・嘱託］ 

 

▼働いても給与はあがらず、下がるばかり。親は年を重ね年

金生活、家賃を負担しなければ生活ができない。今の30代40

代が一番つらいと思います。議員の方々の給与を考える事は

ないんでしょうか？私が知っている地方公務員の方は私と年

が近いですが、月に 20 万ぐらいの給与です（手取り）。私た

ちと同じ給与で生活してみてください。どれだけキツイ

か！！貯金もできず、将来の不安ばかりです。 

［多摩区・30代女性・会社員］ 

 

▼雇用と労働・人数が最小限の為、夏休み等の休みがとりに

くい。［川崎区・40代女性・正社員］ 
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▼就職難は何も新卒だけの問題ではなく、人生まだまだ生き

続けなければならない４０～５０の人間がリストラされ、そ

の場合の再就職が現状の日本では不可能に近く、「死ね」と言

われているに等しい状況をまず認識すべき。長い就職期間、

テレビも見れず唯一のメディアだったＮＨＫのラジオ国会中

継を聞いていて、このことを唯一取り上げていたのは共産党

議員だった。現下の終身雇用をかなぐり捨ててしまった日本

では40代で失業すると、ほとんど再就職できない！≪40以上

の職歴書は見ないと公言されている社会！！≫毎日毎日どう

いった思いでみんなが人身事故に身を投じているか考えるべ

し！！！［幸区・50代男性・正社員］ 

 

▼私は３０年以上月間平均７０時間以上働き、倒れ、解雇さ

れました。労災を証明できないと後は金の切れ目は生活保護

への転落です。法律がおかしい。 

［中原区・50代男性・年金生活］ 

 

▼休みの少なさ、残業しても給料がつかないところが多いの

で、週休2日の決まりや、1日の労働時間で、何時間以上働い

たら給料を支払わなければならないという決まりをもっとし

っかりしてくれたら良い。1人暮らしで生活費もかかりで大変。

でないと保険料を納められません。 

［川崎区・20代女性・正社員］ 

 

▼サービス残業ばかりで夫の収入は増えず、働いた分だけ給

料をもらえれば生活できるのに！！サービス残業 0 の社会を

つくれ。［川崎区・40代女性・パート］ 

 

▼歩合給などで長時間労働になる。介護料の値上げ、要介護

の階級の下げ。船の入ってこないコンテナターミナルはいら

ない。年金・保険の支払い値上げはやめろ。消費税の値上げ

反対。公務員役人の給料値下げ。［宮前区・50代男性・正社員］ 

 

▼息子がリストラされて借り上げ社宅からも出された。今は

嫁が 2か所のバイトで朝 8時から夜 11時まで 1日 10時間働

いている。日給にして７～8000 円らしい。子供は今年から小

学1年になった（孫のこと）。息子の仕事がないために孫のた

めと思って年金の半分を（10 万円）毎月援助しているが、こ

ちらもぎりぎりの生活になってしまった。それでも援助をや

めるわけにはいかないのが、じじい、ばばあ、です。◎孫が

いなければ援助などしない。民主党が言っていた「雇用問題」

は今や聞くこともなくなった。［宮前区・60代男性・年金生活］ 

 

▼長時間労働のきつさ。［川崎区・30代女性・非正規］ 

 

▼疾病により退職して以来、インターネット、新聞広告、ハ

ローワークなどで求職活動を行っていますが、年齢要件など

で門前払いされたり、応募しても合否の連絡さえよこさない

など、企業の雇用対策に市が本腰を入れて取り組んでいると

は思えません。自民も民主もダメなのはわかりました。口先

だけで(なく?)本当の市民生活や国民生活のことを考えてく

れる政党や議員に期待します。［麻生区・40代・無職］ 

▼管理人として働いているが休日が欲しい。現在は休みが取

れない。人を雇用すると自分の給料から払うという状態で手

取りが少ないので無理である。国で面倒を見るか市町村で見

るべきか検討してほしい。［川崎区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼主人がメーカーの下請けの仕事をしていて、連日徹夜、お

盆休みも取れず、代休もありません。労働基準監督署の注意

もあったようですが、変化なし。大手メーカーも下請けの人

件費を考えなさすぎだと思う。［宮前区・30代女性・主婦］ 

 

▼【雇用と労働】未払い残業がなくなるようになってほしい。

［中原区・30代男性・正社員］ 

 

▼保育園の増加、若い人が働いて社会に活力を。▽残業をな

くしてほしい。家族とのコミュニケーションが少ない。心に

ゆとりを。▽夏休みを 1 ヶ月にしてほしい。心の休養が欲し

い。楽しみを持ちたい。［高津区・50代女性・無職］ 

 

▼旦那に関しては普通に16時間労働とかあるので、小さい会

社にもちゃんと調査して管理してほしい。何でもかんでも値

上げして国民の負担を増やさないでほしい。もっと削るとこ

あるはず！！［宮前区・20代女性・主婦］ 

 

▼公務員だからと主人の給与をどんどん下げられますが…こ

のままだとますます生活が苦しくなり子育てにも不安が…。

もっといっぱい給与をもらっている人はいっぱいいるのに。

［麻生区・40代女性・主婦］ 

 

▼給料は変わらないのに払うものばかり増えている。幼稚園

代が高すぎる。［中原区・30代・会社員］ 

 

【「正社員を増やして」など、雇用のあり方】 

 

▼私も夫も幸い正社員ですが、若者がアルバイト等で雇用さ

れている現状を何とかしないといけないと思う。結婚はでき

ても子どもが持てない。ムダ使いをなくし、本当の社会保障

の充実に使ってほしい。消費税率を一律ではなく、必需品と

ぜいたく品でパーセンテージを変えて、お金のある人に相応

の負担を求めてもらいたい。育児、教育、医療、介護に充て

るなら増税に反対はしません。日本は将来が不安なため、貯

金せざるを得ず、今あるお金が使えない変な国のだと思いま

す。資本主義社会なのに、銀行や東電は国民の税金で守るの

ですね。国民が大切にされていない。なぜ米国の軍隊にあん

なにお金を出すの？基地はいつなくなるの？毎日90人くらい

の人が命を絶っている、子どものいじめも、大人の社会の縮

図ですよね。［麻生区・50代・女性・会社員］ 

 

▼最低賃金の引き上げと義務化 ・公務員の年齢条件撤

廃 ・強制雇用制度（国・地方団体等による選択制での職業

あっせんにより年間所得を安定させる 

［麻生区・40代男性・自営業農業］ 
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▼企業・会社は利益をあげているのに、労働者に還元されな

い。一部幹部と一般従業員との格差が拡大するばかり。業績

が厳しくなると（安易な）賃金カット、従業員削減で企業と

幹部（組合のエリート幹部も含む）は守られ、一般社員にし

わよせがくる構造を変えて欲しい。政治家はあてにならない。

口先だけで、自分から身を切ることをしない連中ばかり。 

［多摩区・60代男性・非正規］ 

 

▼非正規のシステム自体がおかしい。まるで人身売買と変わ

らないではないか。［高津区・20代男性・学生］ 

 

▼若い人が働いても、私の年金額を得ることができない貧困

格差をなくす社会を主張してください。富裕層から税金を取

ってください。［麻生区・70代男性］ 

 

▼私の会社は 正社員が 5,6 人で 100 人近い非正社員とアル

バイトで経営しています。これは私の会社だけではないと思

いますが、とても正常な経営ではないと思います。 いつも

地道な活動 有難うございます。［宮前区・40代男性・非正規］ 

 

▼若い人が正社員になれるようにしてほしい。将来の希望を

与えてほしい。しっかりした仕事がないために若い人は結婚

を考えることができない。私たち親より、子供の将来の方が

心配。［宮前区・60代女性］ 

 

▼俺が先々不安に思ってることは雇用の件だよ。俺も安い賃

金で働く非正規労働者。非正規は未だに多い！ 非正規が急

増したのは、国家にも責任がある！ （企業側の都合がよい

派遣法を成立） これからの労働者は使い捨ての時代になる

よな！ （もうなってるか） 非正規は未婚者急増の要因で

もある。余談だが、日本の政治を根本から駄目にしたのは自

民党の奴等だと思う。消費税増税ふざけるな！ 日本の政治

家は馬鹿が多い！ 俺は政治の事は全く分からない。ただ、

日本共産党は唯一健全な党だと思っている。国民を裏切る様

な事はするなよ！ 上記の雇用と労働の事を真剣に取り組ん

でくれ 雇用非正規は若者だけの問題ではない！解決に至っ

てないと思う） 30歳～40歳以上の雇用の事も真剣に取り組

んでくれ。 採用する企業にも問題あるな。 

［宮前区・40代男性・非正規］ 

 

▼まず雇用を確かなものにしておかないと、先に進めないと

思う。安定した生活がないと悪循環になってしまう。どんな

方法、正規非正規にかかわらず生活をしていけるだけの賃金

を保障しなければいけないと思う。［麻生区・60代女性・主婦］ 

 

▼自営業の立場として非正規が多いのはよく理解できるが、

若者にきちんと教育がなされ、なお人間らしい生活が送れる

ような雇用環境にすべき。そのためには基準監督署などの役

割が重要。若者は長時間労働をさせられ 正しく給与を支給

されなくても 会社に何も不服を言えないのはかわいそうで

ある。本人に代わり 身内などが国に調査など依頼できるよ

うにしてはどうか。［宮前区・50代男性・会社員］ 

▼これからの未来を担う若者の就職先がなく、定年退職した

方も年金が支給するまでの期間の仕事も必要。長時間労働で

疲れてぼろぼろの人がいる。一方仕事がない人がいる。うま

くワークシェアリング出来ないものか？ 

［高津区・４０代女性・正社員］ 

 

▼すべてにあまねくでなく、ピンポイントで大変なところに

財源を充ててください。国保、税、年金払っていたら教育費

も生活費も残らない。労働条件、賃金は減るのに、なぜそう

いうものにリンクしないで高くなり続けるのか？日本を捨て

てどっかの国にいけと言うのか？何でもかんでも上げればい

いんじゃない。払わないんじゃなくて払えないのにとりたて

るのはおかしいのではー！！［高津区・40代男性・正社員］ 

 

▼私は 6 月まで、契約社員で契約を会社に打ち切られ、現在

失業中です。契約を打ち切られるまで、散々会社に休みなし

で働かされるなど、ひどい扱いを受けました。契約社員など

という扱いは、人間を使い捨てにするような雇用形態で、本

来絶対あってはならない、まさに人権侵害というべきもので

す。日本共産党は「雇用は正社員があたり前」として、「契約

社員」という雇用形態に正面から、反対している政党である

ことは存じております。私は日本共産党は勤労者、社会的弱

者の真の味方になってくれる政党だと思って常に支持してま

いりました。これからも支持、応援してまいります。どうか、

「契約社員、派遣切り」などの人間の人権を無視するような

雇用形態が廃止になるよう、なにとぞ一層のご尽力をお願い

申し上げます。［幸区・50代男性・無職］ 

 

▼【雇用と労働】派遣・パートの時給１０００円以上という

マニフェストはいったいどうなったのでしょうか。実行され

ることを目的にずっと頑張ってきたのですが…。 

［宮前区・40代女性・非正規］ 

 

▼派遣法の改正を要望し非正規職員をなくす。 

［幸区・60代・年金生活］ 
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▼主人が退職し、幸い職を見つけアルバイト位の収入と年金

での生活です。楽ではありませんが 2 人とも健康で支出も控

える所は控え、仕事が休めるときに旅行など楽しんでいます。

介護の必要が先になるよう注意して暮らしています。若い方

が正社員になれず、生活の安定がはかれないことが気になり

ます。老人ばかり大事にせず、これからの日本を支える若年

層が暮らしやすくなるような政策をお願いします。 

［川崎区・60代・無職］ 

 

▼若者が希望を持って暮らしてゆけるように、非正規労働者

の企業における割合を法律で規制することはできないものか、

と考えています。［幸区・70代女性・年金生活］ 

 

▼子供はいつまでも派遣から脱せません。安定した雇用を切

に願います。共産党に期待します。［中原区・60代女性・主婦］ 

 

▼特に若者の就職難は国も未来に暗雲を投げかけるものだ。

中でも高卒の若者には幅広い懇切な指導を前もって行うべき

と考える。［宮前区・70代女性・年金生活］ 

 

▼大学卒業生の 5 人に 1 人が就職できないでいるそうです。

社会に若い新しい力をいれなければ、国は衰退します。企業

は海外だけでなく国内に目を向けてほしい。せっかく素晴ら

しい技術が奪われて残念です。若い人たちを大切に育てまし

ょう。［麻生区・60代・無職］ 

 

▼若い人の勤労→苦労して→働くことが美徳ではない今の時

代、３Ｋに就職しないのが一番ではないでしょうか？ 

［高津区・60代男性・会社員］ 

 

▼成人している子ども2人も就職先がなかなかみつからない。

正社員は募集していてもなかなか決まらないで困っている。

［多摩区・60代男性・自営業農業］ 

 

▼若者の正規雇用をすること派遣切りをしてはいけません 

［川崎区・70代男性・自営業］ 

 

▼【雇用と労働】若者が正社員として働ける社会にしてほし

い。［高津区・60代男性・嘱託］ 

 

▼相変わらずのデフレ、若者の雇用は不安定。賃金の格差化

は広がる一方。非正規労働をやめ、正規雇用にすべきです。 

［宮前区・60代女性・その他］ 

 

▼【雇用と労働】とにかく、若者を遊ばせてはならない。希

望と夢をもてない若者をつくることはこの国を滅ぼす。若者

100％就職を優先、その為には定年になった人は必ず若者に職 

を譲ることもやむを得ない。［多摩区・70代女性・年金生活］ 

 

▼正規従業員、数を確保（全国民）する仕組みを作ってほし

い。税金を増やしたいなら年収 800 万円以上の方から増やし

てください（年収の20～40％）。［宮前区・30代男性・会社員］ 

▼自民党政権（中曽根・小渕・小泉）による派遣法は悪法で

すが、また廃止法案を国会で決議するのは困難だと思います。

選挙では派遣法に反対の立場をとる共産党に票を入れますが。

［川崎区・60代男性・無職］ 

 

▼雇用に関しては、若い人たちの雇用を上げなければ、数十

年後は生活保護受給者が多くなり、国は破たんしてしまうの

ではないだろうか？若い「力」はまだまだ残っている。その

「力」を発揮できるようにしてほしい。（２年前より正社員・

１５年間パート職、週１日の休みしかありませんでした） 

［川崎区・40代女性・正社員］ 

 

▼外国に工場を持つのではなく、国内での生産にし、正社員

にし、生活を安定させて欲しい。日本は賃金が高いのは物価

が高すぎるのだ。［川崎区・60代女性・年金生活］ 

 

▼【雇用と労働】若い人が先の展望語れるような正社員が当

たり前の雇用の確立［多摩区・60代男性・年金生活］ 

 

▼【若者雇用】川崎市でも努力すべき。 

［多摩区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼若者の就業場所の確保を派遣切り非正規をなくして 

［多摩区・70代女性・年金生活］ 

 

子育てと仕事の両立、産休･育休が取れない 

 

▼妊娠と同時に退職したが、夫の給与だけでは生活が厳しい

ため、出産後はまたフルタイムで働きたい。そのためにも子

供が必ず保育園に入ることが可能な状況でないと困る。国民

健康保険、国民年金、住民税、それだけで給与が終わるよう

な状況。夫婦共働きでないと将来どころか『今』を生きてい

けないため、子育て支援については力を入れていただきたい。 

[高津区・30代女性・無職］ 

 

▼現在30代の子供達が非正規社員のため、給料が安く、結婚

など考えられない状態で困っています(若い人たちに夢がな

い)。今の 20代後半～30代の人たちが正社員で働ける世の中

にしてほしい。そうなると親の事また子供も増えるし、悪い

事件もなくなると思います。20代30代の人たちの全員正社員

で働ける世の中を希望します。［多摩区・60代女性・パート］ 

 

▼川崎に引っ越してきたのは半年前ですが、これから子供を

持とうと考えているのですが、共働きで年収 400 万、私が子

供をうむと仕事がつづけられないので、半減してしまいます。

職場も、小さな会社ですので、産休や育休があると、会社が

やっていけないとのことなので、どうにか国の支援で、中小

企業の支援や、定収入の家庭の育児支援をしていただけるよ

う、共産党のみなさまには尽力していただきたいです。自民・

民主、公明党は信じられません。国民目線で考えてくださる

共産党さん がんばって下さい。［高津区・20代女性・正社員］ 
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▼給与が上がらないのに（一部上場大手企業ですが）、公共料

金、保険料がどんどん引き上げられて、いつも不安感が大き

いし、特に電気料金については大いに不満である。子供を産

み育てるのにも躊躇してしまう。（実際にまだ持たない方向）

いつの時代も言えそうだが、本当に一般市民が助けて欲しい

と思う分野には税金があまり使われないことに自分の非力さ

を感じるとともに、共産党は政策において非常に共感できる

ところが大きいので、ぜひとも頑張っていただきたい。 

［多摩区・30代女性・専業主婦］ 

 

▼産休が取れず、妊娠を機に退職。復職せずには家計が苦し

く、2人目以降考えられないが、職を探すには保育所の確保が

必要。保育所を決めるためには職が必要。この矛盾をいい加

減どうにかしてほしい。［麻生区・20代女性・無職］ 

 

▼現在30代の子供達が非正規社員のため、給料が安く、結婚

など考えられない状態で困っています(若い人たちに夢がな

い)。今の 20代後半～30代の人たちが正社員で働ける世の中

にしてほしい。そうなると親の事また子供も増えるし、悪い

事件もなくなると思います。20代30代の人たちの全員正社員

で働ける世の中を希望します。［多摩区・60代女性・パート］ 

 

▼35歳になりますが、給料が少ないため結婚できません。月、

手取り18万円位です。大卒です。13年務めて10000円位しか

増えていません。［宮前区・30代男性・正社員］ 

 

▼不安定なので、いつ職がなくなっても文句も言えない現状。

どこの会社もそうなので仕方ないですが。だから安心して結

婚できないし、産休育休中に仕事がなくなる可能性だってあ

る。給与もカットされたままのような少ない賃金で働いてる

から、その分食事をしないようにして出費を減らし、保険料

に充てるが、長期となるといつまで持ちこたえられるか自分

でもわからない。［麻生区・２０代女性・正社員］ 

 

▼子育て支援の名目でお金のバラマキ等行なっている、行お

うとしているなど、しても子ども（人口）は減少傾向にある

のは、これ以前のことで、若者が結婚しない、できない環境

になってきている。それは雇用が不安定であるから、景気の

回復、雇用の安定、結婚し子供を育てるという一連の社会の

仕組みが具体的に改善されないからと思う。 

［宮前区・70代男性・無職］ 

 

▼③育休中の手当がもっと出るようにしてほしい。→育休期

間中ずっと手当が少額でもいいので、出るようにしてほしい。

［中原区・40代女性・公務員］ 

 

▼公務員だが、年齢に応じて支払われるが 20 代 30 代は一般

企業より低いため生活が苦しい。若い世代もある程度の収入

がないと子供を産もうという意欲が持てない。50代60代の公

務員の給料が高すぎではないか？ 

［麻生区・30代女性・正社員］ 

 

▼悩みは、子供が保育園に入れず、仕事が出来ないことです。

結局幼稚園に入園させる予定ですが、保育時間が短い為、仕

事をするならば延長保育で預け、多額の出費になりそうです。

このような状態では、2人目が欲しくても作れそうにないです。

［高津区・20代女性・専業主婦］ 

 

▼全ての企業に公務員並みの子育て支援制度を…。時差出勤、

1時間単位での育休取得など。［川崎区・40代女性・会社員］ 

 

▼川崎に引っ越してきたのは半年前ですが、これから子供を

持とうと考えているのですが、共働きで年収 400 万、私が子

供をうむと仕事がつづけられないので、半減してしまいます。

職場も、小さな会社ですので、産休や育休があると、会社が

やっていけないとのことなので、どうにか国の支援で、中小

企業の支援や、定収入の家庭の育児支援をしていただけるよ

う、共産党のみなさまには尽力していただきたいです。自民・

民主、公明党は信じられません。国民目線で考えてくださる

共産党さん がんばって下さい。 

［高津区・20代女性・正社員］ 

 

▼将来的に子供が欲しいと思っていますが、幼稚園に入れる

のも大変だという話を聞き、不安を感じています。結婚、出

産しても働き続けられる会社が増えたり、お母さんたちをサ

ポートしてくれる社会になってほしいと思います。 

［多摩区・30代女性・専業主婦］ 

 

▼【子育て・教育】【雇用と労働】保育園をもっと増やしてい

かないと働きながら子育てが大変になってしまうので、増設

してほしい。そうすれば雇用も増えるし一石二鳥だと思う。

［多摩区・20代男性・正社員］ 

 

▼近所に保育園が有り、安心して引っ越したが、待機待ちだ

と言われた。無職の人は働いている方よりも、もっと入れな

い。私立幼稚園は、お金が高く、時間が短いので、結局働け

ない。（仕事の面接で落とされる） 子供がいて他に頼る人が

いない人は、仕事を探すにも苦労します。実際何件も落とさ

れました。やっと採用されましたが、「子供が急病（などの時）

で途中で抜けてご迷惑をおかけするかもしれませんが…」と

面接の時に言ったら、「大学生のドタキャンよりは全然ましで

すよ」って言われました。真面目にやってるのにこれじゃむ

なしくなりますよ。 ［宮前区・30代女性］ 

 

▼現在、育児休業中ですが、保育園に子供を預けられるか不

安です。年度途中での入園は、はなからあきらめていますが、

年度初めですら入園が難しい場合もあるとお聞きします。母

親の職場復帰がかなわないことが多くなれば、所得税・住民

税の減収につながります。現在は、微小だとしても、今後の

生産人口を考えれば… 保育園の待機児童数はあくまでも、

目に見えている氷山の一角です。本来であれば、働きたいけ

れど保育園に預けられない（パート等）であきらめている方

もたくさんいます。よろしくお願いします。 

［多摩区・20代女性・正社員］ 
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▼今の時代、共働きで子育てをするという不安は大きい。子

供を育てるには稼ぎが必要だし、稼ぐために共働きをすれば

教育を他（学校等）に押しつけがちにならざるをえないとい

う矛盾を感じる。子育て支援や労働に対する配慮がなければ

安心して子作りに前向きになれないし、少子化が進めば、今

度は年金・高齢化問題につながり、結局負の連鎖しか未来を

描けない。全てを総合的に考え取り組んで欲しい。 

［中原区・30代女性・正社員］ 

 

▼1才と3才と子どもがいて、3人目もほしいと思っている子

育て中のママです。3人ほしいので働きたいけど、保育園にな

かなか入れない状態。入れても 3 人目妊娠、育児中保育園を

やめるか、産休中に保育園代を払う事を考えると、保育園は

難しく、幼稚園にいれるしかないが、宮前区は横浜市にくら

べると費用が高く 3 人目を産んで育てられるか不安。周りに

も 3 人ほしいけど、金銭的にあきらめている人がいっぱいい

ます。［宮前区・30代女性・無職］ 

 

▼平成 23 年 9 月に育児休暇が終わり、仕事復帰する予定で、

保育園入所申請をしたが、申請時に「ほぼ100％入所できない」

と言われた。現在の状況では仕方ないことかもしれないが、

どうにか改善してもらわないと本当に困る。これから先、消

費税や保険料がますます家庭の負担を大きくしていくのに働

けない（子供を預けられない）んじゃどうしたらいいのか…。

［幸区・20代女性・非正規］ 

 

▼雇用と労働…子供がいると働きづらい。国民健康保険料が

値上げされても毎月の給与は変わらないので、貯蓄がまった

くできない。若い人たちは仕事の年数も短く給与も少ないの

で年齢や収入に応じて値上げしてほしい。 

［宮前区・20代女性・パート］ 

 

▼子育て世代の希望の 9 時から 1 時等のパートもなかなかな

く、パート就職難です。同時に、低学年までの子供がいると、

採用されづらいのも現実です。［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼妊娠して退職しましたが、出産後復帰しないと生活できま

せん。子供がいるとできるだけ近くで働きたいのですが、保

育園に入れない。ハローワークで職業検索しても地元の仕事

は全然募集していない、と。職場復帰できるか不安です。 

［中原区・30代女性・専業主婦］ 

 

▼増税されたり、負担は増える一方、給与は変わらないか減

るかがほとんどの人の中、苦しめることしかしない。子ども

を育てるのはほんとにお金がかかる。産みたくても産めない

現実をもっとわかってほしいです。 

［川崎区・20代女性・その他］ 

 

▼保育園・幼稚園の数が少なすぎる！あと高い費用。パート

で働きたくても、費用高いし、数が少ないので、生活が楽に

ならない。［中原区・40代女性・専業主婦］ 

 

▼保育園に入れるにあたって働いていなければ入れない、そ

の間預かってくれる人もいない、高い保育園には入れられる

が、残る金額もわずか。働きたいのに（お金が困っていて）

預かる所がないのは困っています。早めにどうにか考えてほ

しいです。子育てしやすい生活を望んでいます。 

［高津区・40代女性・無職］ 

 

▼認可保育園を増やしてほしいです。うちは現在認可保育園

に通えていますが、まわりのお母さん方で働きたいけど保育

園の空きがなく働けず…働いていないので保育園申請も通ら

ず…認可外だと料金が高くて通わせられないなどの意見を聞

きます。育休が取得できない等企業側の責任もあるかと思い

ますが、女性が働きやすい環境を作っていただきたいです。

［多摩区・30代女性・正社員］ 

 

▼不安定なので、いつ職が亡くなっても文句も言えない現状。

どこの会社もそうなので仕方ないですが。だから安心して結

婚できないし、産休育休中に仕事がなくなる可能性だってあ

る。給与もカットされたままのような少ない賃金で働いてる

から、その分食事をしないようにして出費を減らし、保険料

に充てるが、長期となるといつまで持ちこたえられるか自分

でもわからない。［麻生区・２０代女性・正社員］ 

 

▼切りつめても生活が苦しい。子どもが小さいと仕事も自分

の都合でやれず。親が体壊しても病院もつねにがまん。 

［川崎区・40代女性・主婦］ 

 

▼増税等の負担ばかり増えてつらい。少子化も子育ての施設

の前に平均給与が下がっている今、子どものことを考えると

よほど給与に余裕がないと不安で、子どもが欲しくてもつく

らない方々も多いと思う。値上げばかりでなく、逆に税を下

げて国民負担を減らせば、お金のめぐりも良くなるのではと

思う。［川崎区・30代女性・主婦・アルバイト］ 
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▼現在、就職活動中ですが、保育園の空きがなくて、就職活

動もままならず、また就職をしていないと保育園にも入れな

いというどっちつかずの状況が続いています。主人だけの収

入だと生活も厳しいので、何とかしたいです。保育園を増や

してほしい。子持ちでも働ける環境がほしい。 

［川崎区・30代女性・無職］ 

 

▼（労働・雇用）仕事を始めたが、育休中ではなかったため、

位置から仕事も保育園も探さなくてはならなかった。仕事が

なければ保育園が決まらず、保育園が決まらなければ仕事の

内定を取れない。とても困りました。また認可外なので保育

料がとても高い。［宮前区・30代女性・非正規］ 

 

▼フルタイムで職場復帰しないと保育園にはほぼ入れない現

状。夫の協力なしでフルタイムで働くのは負担が大きく、パ

ートでも保育園に入れる環境になるといいなと思います…。

［宮前区・20代女性・無職］ 

 

▼【雇用と労働】私は妊娠 8 ヶ月まで仕事をしていました。

すごくつわりがひどかったです。でも妊娠は病気ではないか

らと言われ、はきながら仕事をしていました。8ヶ月で辞めら

れましたが、もっと働けと言われていました。妊娠をしたら、

仕事はきついです。お金が必要な人もいると思いますが、な

んとかしてほしい。［高津区・20代女性・その他］ 

 

▼去年の10月に結婚し、川崎市に引っ越してきました。そろ

そろ子供が欲しいなとは思いますが、私が妊娠しパートに行

けなくなると、主人の給与だけでは生活が苦しく、その上、

公共料金・税金が値上がりすることを考えると、不安で子供

をつくる気になれません。せめて保育園に入れるなら、まだ

産む気にもなりますが、現状ではそれも難しい様子…。安心

して子供を生める環境ではないと感じています。 

［宮前区・20代女性・パート］ 

 

▼子供を産み育てるのがひじょうに難しい世の中になってい

ます。来年 3 人目の子供が産まれる予定ですが、私のような

パートで働くようなママでは保育園に入れないのです。収入

があり、安定した仕事がある人ほど保育園に入れるのはどう

かと思います。収入が不安定でパートで働いている人達こそ

保育園（認定）でお願いしたいのです。私のまわりにも 2 人

目、3人目が欲しいママはたくさんいます。でも働きたくても

認定の保育園に入れなければ働いてもマイナスになってしま

い、無理だというママがたくさんいるのです。 

［多摩区・30代女性・パート］ 

 

▼【子育て教育】子供を生み育てるにあたり、仕事へ復帰す

る環境が整っていないため復帰しづらい。保育園が少ない、

費用が高い！【高齢者介護】介護する側が働かないと、介護

していくのが困難な場合が多い。金銭面で厳しくなる。介護

保険を利用しても足りない。働きに行くと介護する人がいな

い→施設の増設、低価格で！！［川崎区・２０代男性］ 

 

▼結局のところ、税金や保険料が上がっており、収入が上が

るよりも大きく上がっている。収支で考えると毎年マイナス

になっている気がする。また、養育費の部分をもっと見直し

てもらわないと、子どもはこれ以上増えないし、年寄りばか

りが増えてしまう。［麻生区・30代男性・正社員］ 

 

▼1歳の子供の子育て中です。出産前はパートをしていて、出

産を機に仕事はやめました。できれば保育園に入れて、また

パートをしたいと思っているが、保育園へは月 16 日以上、1

日 4 時間以上働いている人しか入れられないので、パートす

るにも日数を考えなければならず、更に認可の保育園はなか

なか入ることができない状態だとか。私は近くに両親がいな

いので、子供を預ける場所がもっとあればと思う。もっと子

育てをしやすい、住みやすい市にしてほしい。 

［高津区・30代女性・無職（主婦）］ 

 

▼金銭的に苦しく働きたいと思っても保育園に入所できない。

［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼若い世代で、大学卒業しても仕事がないので、もっと雇用

を広げてほしい。子どもを産んでも再就職というか、復職し

やすい環境づくりをしてほしい。妊娠前と変わらない待遇な

ら、少子化も歯止めがかかるのでは？☆共産党は主義主張が

まともなので応援しています！でもちょっと力不足を感じま

す…。がんばって下さい！！民主党の面々はもう見たくあり

ません。[高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼仕事をしたくても出産時に仕事を持っていなければ保育園

に入れない、イコール仕事を探すこともできず仕事が決まっ

てもすぐには預けられないのは不公平。良い仕事に恵まれ、

職場のサポートがある所はたいてい収入も良く安定している。

出産にともない辞めざるをえない人はそんなサポートが受け

れなかった人も多いであろう。すべての子どもたちを当たり

前に預けられる環境がなければ、弱者は弱者のままだ。 

［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼【雇用と労働】長時間労働時間の改善。父母が子供と過ご

す時間がとれるように。［中原区・40代女性・パート］ 

 

▼働ける人、働きたい人、働かなければならない人を支える

雇用と子育て支援は、いまや若くして出産される人も多い中、

大事なことと思います。［多摩区・30代女性・会社員］ 

 

▼三人の子供がいる世代の人間です。少子高齢の日本におい

て心配している点があります。子どもが少ない。子育ての母

親の就労環境が整備されていない。女性が安心して働ける社

会にしないと、増々子供を産めない。さらに結婚すらしない

女性が増える。これは経済発展のためだけでなく、政治家が

日本の将来をもっと真剣に考え、提案していくべき問題と存

じます。議員の給与以上の働き、活動を市民、国民に示して

ほしいと思っています。［多摩区・60代男性・年金生活］ 
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▼【雇用と労働】パートと社員で何ら変わらない仕事をして

いるのに、子供の迎えに間に合う時間までとしてほしい。子

供達がさみしい思いをすればするほど、キレやすい子や社会

的に問題ある子ができてしまうのではないかと思う。 

［川崎区・30代女性・正社員］ 

 

▼産休育休が取れない。保育園に入れない。収入がなくなる

と生活できないから子育てと仕事を両立しているなど働くお

母さんにはたくさんの問題があります。私のように子育ての

ために 1 度退職して、子供がある程度大きくなったら再就職

しようと思っても、現実には難しい人もたくさんいます。保

育園の増設だけでなく、女性の再就職や子育て中の経済的な

フォローにも目を向けて改善していってほしいと思います。

［麻生区・40代女性・無職］ 

 

▼全ての企業に公務員並みの子育て支援制度を…。時差出勤、

1時間単位での育休取得など。 ［川崎区・40代女性・会社員］ 

 

高齢者に就労の場を 

 

▼若い人たちの就労も大変な社会も重々理解できますが、社

会保険料の値上げ、消費税の値上げ等考えますと、年金だけ

では生活できませんので、高齢者でも以前のキャリアを生か

せる仕事があることが望ましい。社会事情が変化しても現役

で生きがいを感じられる生活をしたい。 

［高津区・７０代女性・年金生活］ 

 

▼高齢者でも働ける人に職場を 

［宮前区・70代男性・年金生活］ 

 

▼世の中は、自立を目指すべきなのに60才を境に仕事がした

くても仕事がないのが現状！ 働けるものが いつまでも働

ける世の中を創るのが政治のミッションなのに政治家自身の

利権保持に右往左往の世の中。 

［宮前区・60代男性・年金、自営］ 

 

▼年金を受ける年令までパートで収入を得ているが、時給は

上がらず、仕事量は増え、親の介護に時間を費やし、自分の

時間すら取れず、何の為に生きているのか? …。悲しいけれ

ど「うばすて山」があれば良いのに…と思う時がある。企業

が何を作って、何を売っても、仕事も収入も無い日本に、ど

うしろと言っているのか?［高津区・50代女性・パート］ 

 

▼仕事がない（60歳以上）［川崎区・60代男性・非正規］ 

 

▼年金の他に年 100 万たらずのアルバイトをして それを確

定申告しただけで、市民税、県民税、国民保健料など ぐ～

んとアップして、100万の半分位が支払いになってしまいまし

た。これではチットモ働きがいがありません。いくら税金払

えばいいのですか 年金だってたった約年間240万位ですよ。 

［中原区・60代女性・年金生活］ 

▼私は月7万円位の年金ぐらしです。500円のハンバーガーも

買えません。ひどい生活です。付きましては入退院をくり返

している人となぜくり返さない、おかしいです。10 年過ぎた

ら半額返金して貰いたいです。しかも私は廻りの人を知恵で

色々教えています。仕事を探しても年齢で全部駄目。バカで

もなんでも若ければ良い時代です（この問題を取り上げて下

さい）能力があっても駄目です。何とかこの介護保険は、4000

円前後。10 年たって一度も市のお世話になっていない人には

半額返して下さい。［麻生区・70代女性・年金生活］ 

 

▼定年制の見直しについて…年金受給の年令が引き上げとな

り、定年後の無収入の期間が長くなると、生活が成り立たな

くなります。まだまだ、能力や知識・スキルを持っている人

達には、雇用の延長を積極的に企業側に促してもらいたいと

切に願っています。［幸区・50代男性・非正規］ 

 

▼元気な高齢者にも雇用お願いします。月10万くらいの年金

では生活が大変、家があるので生活保護は受けられない。 

［高津区・70代男性・年金生活］ 

 

▼まだ健康なうちに、働ける高齢者向け雇用対策を幅広く考

えて欲しい。アイデンティティを感じられるためにも。一歩

外へ出るだけで金が出ていく世の中。年金生活だけでは、家

に引きこもる以外なくなる→自殺を奨励するようなもの。 

［麻生区・60代男性・年金生活］ 

 

▼昨年 8 月まで郵便事業（株）の期間雇用社員をしていまし

たが、政府の65歳以上の再雇用しない方針のため退職となり

ました。まだ元気で仕事できるし、時給よりも健康と精神的

安定のため仕事をしたかったのですが、その後ハローワー

ク・シルバー人材センターでも仕事がなく、毎日ブラブラし

ている状態です。川崎市は【コンテナ港・臨海部開発】のよ

うなことをする前に5年10年後の高齢者対策をもっと真剣に

考えてほしい。国政も自分の党と目先のことだけしか考えて

いない。これでは国の将来はどうなるのか？他の国よりも日

本は良いからと安泰だと思っているのか、なさけない！ 

［川崎区・70代男性・無職］ 

 

▼６～７年前にシルバーサービスの紹介で近くの会社（工場）

に面接に行ったが、高齢者で業務中に倒れたりしたら困るか

らということで、断念させられた。年齢だけではやっていけ

ませんので!! 娘と二人暮らしですが、娘は職探しで悩んで

いるようです。病院にも高くてかかれないこともある。 

［高津区・７０代男性・年金生活］ 

 

▼60 歳定年のため再就職が難しいので、せめて年金の満額も

らえる65歳定年にしてほしい。［幸区・60代男性・正社員］ 

 

▼難しい問題ですが、働きたくとも雇用の場がないのはつら

く、希望のない不安な社会になってしまいます。 

［川崎区・60代男性・年金生活］ 
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▼【雇用と労働】６０歳以上の就職先はほとんどない、募集

広告を見て、履歴書を送付しても何の連絡もない。電話をす

ると年齢で断られる。履歴書を送るのも、手間とお金がかか

る。それであれば、募集年齢を明記された方がましだ。政府

の指導もいい加減だ。最近の企業は人を粗末に扱いすぎる。

これでは国力が弱体化する一方だ。明日は我が身と心得よ。

【社会保険料と税】６０歳代夫婦二人の生活、月にいくらか

かるかご存知ですか？住民税・固定資産税・社会保険料・公

共料金・医療費、これだけで月約８万円かかる。食費他を含

めると大赤字、年金７万円で生活できるわけがない。おまけ

に仕事もない（アルバイトすらない）。生活保護受給者の方が

優遇されている。生きるための生活費（食費）より、社会保

険料や税のお金の方が多い。政府はこの実態を把握している

のか。政治家と公務員がいつもいいとこどり、自分の事を棚

に上げ物事を決める。恥も外聞もない、いつから日本人はこ

んなさもしい人種に成り下がったのか。 

［中原区・60代男性・年金生活］ 

 

▼60 歳で定年の所が多いのに、就職先は全くないに等しい。

年金は65歳からなので、どうしても5年は働きたいと思って

いますが、なかなか思った仕事に就けないのが現状です。政

治は勝手に60歳～65歳に年金を引き上げて、ますます弱い者

が泣きを見る世の中を作っているのです。 

［高津区・60代女性・非正規］ 

 

▼主人が来年 70 歳でまだ仕事ができる身体ですが退職です。

退職年齢を延長し、仕事ができるものは続けられることを希

望いたします。［川崎区・60代女性・年金生活］ 

 

▼私は74歳の主婦です。本当はすごく働きたいと思っていて

もとにかく年齢で線を引かれてどこにも道が開けません。き

っとこういう人って多いと思います。 

［宮前区・70代女性・年金生活］ 

 

 

▼働いて収入を得ることのできない人たち(働きたくとも年

齢的に働く場所がない）は年金のみが収入源です。保険料（介

護・国民保険料）税金等支払えるわけがない。おにぎりが食

べたいと言って死を待つべきか。川崎は音楽の街？音楽では

生きていけない。［麻生区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼会社が倒産し、年金生活に入ったものの、介護保険料・国

民健康保険料の支払い料金が上がり、受取額が少なくなり、

週3日、1日2時間時給800円のパートをしていましたが、今

年6月末で70歳以上の者は退職となり、自分としてはまだ体

力には自信あります。現在はハローワークに職探しに週 4 日

ぐらいかよっていますが、年齢の為勤め先が見つかりません。

なんとか皆様の力で体力あり、働きたいものは働けるよう雇

用に力を入れてほしい。このままで行くと食事制限をしなく

ては？［宮前区・70代男性・年金生活］ 

 

▼年金にたよらず元気な人は年齢に関係なく働ける社会にし

てほしい。［幸区・60代女性・年金生活］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


