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４、増税・くらし、年金、介護・国保の負担増、障がい者 
 

高齢者介護の実態、体制整備などの願い 

 

▼私も高齢ですし、在宅での介護は無理、介護施設のある病

院を増やしてください。これ以上年金が目減りしたら２人で

心中をするしかありません。介護施設にも入れず、なんのた

めの介護保険なのですか。今の政治はどうなっているのです

か。［高津区・７０代女性・年金生活］ 

 

▼介護施設をもっともっと沢山作ってほしい。家族で介護が

とても年寄りの介護が大変ですのでお願いしたいです。 

［高津区・70代女性・年金生活］ 

 

▼川崎臨海部の大型開発に 大変なお金を掛けても利益が出

なければ 無駄なものだと思います。それよりも先に老人が

澤山増えているので老人ホームを作って、そちらにお金を掛

けてほしい（特別養護老人ホームの増設 

［幸区・80歳以上女性・年金生活］ 

 

▼高齢者特別養護施設をもっと増やしてほしいです。学校教

育でも介護の授業を増やしてほしいです。父（59 歳）は認知

症です。行くところがなかなか見つからず、リハビリも受け

られないまま精神科病棟で半年も過ごしました。特養の申し

込みは 200 人ほどあり、入居者がお亡くなりにならないと次

の方は入れません。1年で 10名ほど入れ替わるそうですが、

その人数だと父が入居できるのは20年後です。父は東京都江

戸川区に住所がありましたが、現在、さいたま市熊谷市の高

齢者住宅に入れられています。このような状況で終末期の父

に毎日会いに行くこともできない、切なく悲しい状況です。

親子が離れ離れにならなければいけないのが介護の状況です。

娘（家族）が川崎市に住んでいる場合、江戸川区の生活保護

者の父も川崎市の施設へも入りやすくしてほしいです。 

［麻生区・30代女性・会社員］ 

 

▼生活保護費より少ない年金の上、すでに年金の目減り、介

護保険料、健康保険料、電気料金の引き上げ、その上消費税

が引上げになったらもう生活はできません。この国はどうな

っているのでしょう。79歳女性より。［麻生区・70代女性］ 

 

▼夫の母は平成 13 年介護認定を受け平成 22 年まで在宅介護

でした。同22年4月大腿骨骨折まで訪問入浴。訪問医療（月

1度主治医の問診、薬をもってきて下さる）月1度ケアマネジ

ャー来訪で安定した生活を送ってありがたいと思っていまし

たが、入院生活は高額医療代です。在宅生活は夫の協力、訪

問看護、ヘルパー導入で可能と思われますが、夫の協力が得

られません。ペースメーカー胃ろうと施された現在は入所に

任せるばかりです。在宅で「見取り」ができると思ってまし

たが、思ってもみない展開です。 

［多摩区・60代女性・年金生活］ 

▼年金は下がる一方、医療関係は上がる一方、施設も同じ。

居宅介護週2回、通所週2回。朝7時から夜9時までは1人。

［多摩区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼私どもは高齢者で年金生活です。介護保健にお世話になっ

ている物です。月に 1 度定度ショートなど老人保健施設等に

お世話になっております。中のスタッフがたりないとの事で、

なかなか楽しいショートステイになりません。もっと心のよ

い介護士スタッフがほしいものです。そこで行政からの警告

又は勧告ができないものですか お願いします。 

［高津区・70代男性］ 

 

▼両親が高津区在住。母は長期療養型の病院に入院、父は難

病を抱え自宅にて一人で生活。同居が不可能なため、高齢者

(独居老人)の在宅介護に非常に不安を感じている。合わせて

医療費の高額な支払にも頭を悩ませている状態。高齢者を取

り巻く環境(家族を含め)をもっと整え、安心できる社会づく

りをしてほしい。[世田谷区・４０代女性・無職] 

 

▼父を養老院に預けていますが、月に30万近くもかかってし

まい、大変苦しいです。［高津区・20代男性・会社員］ 

 

▼特養老人ホーム増設し、待機者を減してほしい。 

［幸区・60代男性・無職］ 

 

▼（高齢者介護）父がデイサービスを利用させていただいて

介護している身には大変ありがたいです。楽しい時間、おい

しい食事、おやつをいただき、喜んで通所しています。介護

している人間が元気なうちは問題ないのですが、もし病気 

ケガをしたとき 急きょ預かってくださる(宿泊）施設は皆無

に近いそうです（ケアマネージャーさんの話）。1 週間あれば

なんとかヘルパーさんを頼んだり、その他介護者が生活を建

て直すことが出来ます。「かけこみ寺」の制度化をよろしくお

願いします。［麻生区・50代女性・パート］ 
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▼自分たちが高齢になって介護をしてもらう立場になった時 

安心してお世話してもらえるにはどうしたらよいのか？ 元

気な時にお世話してさしあげる（できる事をできる範囲内で）

等 何かいい方法はないか 考えがうかびませんが 地域ご

とに 何か時間のある方とかが集まって せめて昼の間だけ

でも お世話してあげる無料の場所とかがあればと思います

が…［麻生区・60代女性・無職］ 

 

▼私も60才です。今後老後身体の事が心配です。年金は少な

く税金が追い打ちをかけ、日々のくらしを節約、こんな状況

で健康な生活出来る訳ないですよね、やはり介護は国で考え

てもらわないと、子供・家族で面倒見る これは理想ですが、

ほとんど共倒れになっている。現実を見ているようで見てい

ない、見殺しにもっと力入れて改善してほしい!! いま共産

党だけです 町中を見ているのは 

［麻生区・60代男性・非正規］ 

 

▼高齢者介護―増々高齢化が進む為、公設の老人ホームの増

設を望む。年金者も税金負担している！ 住民税、高いでは？

［宮前区・60代男性・年金生活］ 

 

▼高齢者介護 特別養護施設に入れても 国民年金が無い人、

少ない人にとって施設利用料の負担は苦しいのですよ（在宅

介護の時よりは確かに身体はらくになります）70 才過ぎたら

誰でも入れる楽園が欲しい! ［高津区・70代女性］ 

 

▼訪問介護ヘルパーを13年してきました。現在も続けていま

すが、4月からサービス時間が少なくなり、活動内容（短縮さ

れたため、バタバタとした動き）もカットされ、利用者さん

に気の毒に思っています。移動時間は変わらないのに疲れが

たまってきました。高齢者が増え、これからどう変わってい

くのでしょうか？［川崎区・60代女性・パート］ 

 

▼私は後期高齢者、老後はこれから生きて行くのに見通しが

立たない。老人ホームが低賃金で入居できるなら良いが？ 

我々高齢者は頑張って日本の社会を支えてきた。これからは

老後を大いに楽しんでいきたいと思う。 

［高津区・70代男性・無職］ 

 

▼主人が介護施設（特養老人ホーム）に入っているが、月 13

万円近く（アルツハイマー）の費用が重く負担になっている。

年金のみの収入では、やがて預金 0 円になる日も近い。港の

整備や大型開発にかけるお金があるなら、生活に密着した事

柄にもっと救いの手を差し伸べて欲しい。税金は庶民の血税

なのに、なぜ国民の生活を守るために使われないのか、憤り

を感じる。［高津区・60代女性・無職］ 

 

▼老老介護中です。介護者が介護不可となった時は、（病気な

ど）公的な介護施設に入れるようにしてください。月額15万

円程度ならば可能ですが、有料老人ホームへの入居（高額の

ため）不可能です。妻 79 歳（夫 82 歳）認知症（要介護５）。

［宮前区・80歳以上男性・年金生活］ 

▼いろいろ書きたいですが、手が震えかけません、あしから

ず。共産党頑張って下さい。高齢者の介護のこと、よろしく

幅広くお願いします。［高津区・80歳以上女性・年金生活］ 

 

▼83歳の老女と 2人住んでいます。腰も曲がり、手もまわら

ない。あまりにも部屋が狭いので車いすでも運ばれません。

６・４・３畳ではトイレも拭いてあげることも難しい。なん

とか車いすに乗せて歩ける風呂・トイレ希望したいです。ふ

るい県営アパートなので、なんとかもう少し大きい部屋がほ

しいです。老人になると手を取り合って肩を貸して歩かねば

なりません。あまりにも狭いです。現状を見てください。健

康で一人歩きの時はだれの力も借りませんが、手足あがらず

風呂に入るにも足が上がらないので桶のへりの高いのは入り

づらいです。低い風呂桶に入れ替え、トイレも手が回らない

ので、ふけないので、シャワートイレに入れ替えできません

か、手が動かないので希望します。 

高齢者が増えるので、ひとりで歩ける方は良いが、人の手を

借りる人には広い部屋に改善してもらいたいです。風呂、ト

イレ等の見直しを！ ［高津区・70代女性・年金生活］ 

 

▼高齢者の夫婦二人で生活していますが、現在のところ主婦

として生活を続けていますが、（一日置きの活動で）なかなか

家中をきれいに清潔な生活は大変です。月に３回でも、手を

貸して頂けると、多額の介護費用を負担していますが、少し

は助けて下さると…しみじみ考えさせられます。お願いでき

る年間切符制でも使えるように考えてください。都内ではそ

のような区もあります。［高津区・80歳以上女性・主婦］ 

 

▼高齢者介護 在宅で介護でなく、有料老人ホームに義母を

入所させているが、お金がかかる。特養に入れたくても 3 年

待ちとのこと、費用のない人はどうなるのか…。気が重たく

なります。在宅で介護している方に国はもっと支援して下さ

い。［川崎区・60代女性・非正規］ 

 

▼在宅介護は家人に大変な負担をかけるだけだ。必要な人は

だれでも施設に入所できるようにしてほしい。 

［高津区・60代男性・年金生活］ 

 

▼老老介護のみですが、年ごとに体の負担が重く、将来が不

安です。［川崎区・80歳以上夫婦・年金生活］ 

 

▼介護保険のサービスは、使いたいときに助けてくれるよう

なサービスはなく困る。介護度が軽いとダメ。同居家族がい

るとダメ…etc.結局は自分たちで何とかしないとならない状

況です。［幸区・60代女性・非正規］ 

 

▼高齢者介護について 人間は誰でも年を取り、やがて死に

直面するのです。いままで社会のため、家族のため一生懸命

働いた方が安らかな死を迎える場所としての高齢者介護の施

設の充実を強く要求します。家族に迷惑がかからないようお

金（施設の使用料等）の方を安くなるよう、議員一人一人の

皆様へ強くお願いします。［麻生区・60代女性・無職］ 
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▼これから高齢者になるので誰でも入居できる施設を増やし

てほしい。今の施設は高すぎる。本当に金持ちだけしか入れ

ない。年金で誰でも安心して入居できるような子どもの世話

にならなくていいような施設が出来たらいいと思う。 

［川崎区・60代女性・非正規］ 

 

▼介護保険の意味がわからないです。介護をお願いするの介

護人に支払のが分からない？介護保険料だけでは賄えないの

でしょうか？［川崎区・80歳以上女性・無職］ 

 

▼主人が認知症だったので、10年間大変でした。今年 1月に

死亡いたしましたので、年金も少なくなり、介護保険に入っ

ていても病院等支出は大変なことです。家族が病気になった

らわかると思う。［宮前区・80歳以上女性］ 

 

▼高齢者で１人暮らしの人で障害者になった人はできる限り

老人ホーム等へ入れるようにしてほしい。 

［幸区・70代男性・年金生活］ 

 

▼平成11年より、12年間母の介護に従事し、その後他界…引

き続き父の介護中ですが、30 代後半から仕事をやめざるを得

なく、ほとんど父の年金に頼る状態です。13 年間の介護費用

も父の預貯金を切り崩し、現在アルツハイマーの症状のある

父をデイケア、ショートステイで助けていただきながら生活

しています。ただ、父に対する補助はありますが、介護者（24

時間）も病気になったり、子供達の教育費もかかります。例

えば、父の主治医が介護従事者を認定、認められたら何らか

の補助をしてもらう方法はできないでしょうか？ 特養の申

し込みはしていますが、今のままでは特養の費用も無理にな

りそうです。助けて下さい。［川崎区・40代女性・主婦］ 

 

▼主人が年金生活なのに、色々なことで増税だし、少ない年

金からの介護費用の支出増と毎日が大変です。いっそ生活保

護でも受けたいです。介護受ける前に死んでしまいますよ。

［川崎区・50代女性・自営業農業］ 

 

▼在宅介護をしています。現在主人８４歳、一人での起立歩

行困難で私８３歳が介護をしています。私が現在健康で主人

の介護をしていますが、主人の起ち上がりを手助けした折、

通称「ぎっくり腰」になり、辛い日が続きました。今日現在

は腰の痛みも取れ楽になりました。主人の介護については何

の辛さも感じなく、できる範囲でしております。ただお願い

したいことは主人は他人様のお世話になることを嫌います。

在宅介護をしている者にとっての介護保険料は辛いです。せ

めて、介護をしている者の保険料は免除していただくか、減

免をしていただけるようにしていただきたいと切にお願いい

たします。 ◎介護をしていただくと、何十万円と行政で負

担をしなくてはいけませんし、個人もその何割かを負担する

ことになり、個人としてもその負担はできません。なにとぞ

少しでも負担が少なくなりますようお願いいたします。  

［川崎区・80歳以上女性・年金生活］ 

 

▼これからの生活が少しずつ少しずつ苦しくなっていくよう

で(私の場合)辛いです。主人を介護(自宅で)してきましたが、

1人になると本当に心細いです(主人は 1月上旬に亡くなりま

した）。70歳で(計、７～8年ですが）老老介護は大変でした。

往診の医師(幸クリニックの杉山医師)と看護師(訪問)さんの

方々にお世話になりましたが、とにかく大変でした。まだま

だ介護でご苦労をなさっていらっしゃる方々、少しでも楽に

なるような生活を望みたいです。▼原発、高齢者介護、特に

高齢者介護を何とかしていただきたいです。子供1人(孫2人）

が青森県で生活していますので、自分 1 人で介護を…でも大

変でしたが、主人も文句ひとつ言わず助かりました。自宅で

私一人で看取りましたが(夜中1時）これでよかったと主人も

思ってくれてると思います。とにかく老老介護大変です。 

［幸区・70代女性・無職］ 

 

▼年金生活の人が入れるような有料でいいから養老院多く作

ってほしい。［幸区・80歳以上女性・年金生活］ 

 

▼①介護施設の入所待機期間が全く分からない状況で不安。

②仮に入所できても介護度によるが月15万円ほどの費用が重

い。待機をなくし（できない場合はショートステイの長期継

続の利用ができるように）施設利用料の負担軽減をお願いし

ます。【介護国保負担増】天下りなど徹底した削減・合理化

を！！［中原区・60代男性・非正規］ 

 

▼老人ホーム増設お願ひします。 

［中原区・80歳以上・年金生活］ 

 

▼老人ホームの増設、低価格で入れるよう（年金に合わせて） 

［川崎区・70代・自営業］ 

 

▼皆さん寿命が延びて平均が８０代、９０以上も珍しくない

時代です。介護は家庭でという価値観が通用しなくなってき

ました。経済力ある者、その人のための介護施設は、シルバ

ー産業の目玉として充実してきています。今、見捨てられて

いるのは、経済力のない高齢者とその家族です。家族では支

えられない高齢者がたくさんいます。確かにコストの問題も

ありますので、ケンカをしないで知恵を出しあって、介護の

充実のために奮闘してください（共同ホーム、グループホー

ムの支援など）［宮前区・60代男性・非正規・年金生活］ 

 

▼今一番思うことは老人ホーム増設を切に願っております。

しかも年金生活者でも気軽に入れる格安の費用で、と思って

います。［宮前区・70代女性・年金生活］ 

 

▼年金生活者の側から、介護保険料の大幅な値上げは大変困

りました。神奈川県下第 1 位の「上げ幅」で今後 3 年間は見

直しがないとのこと、そのことの 1 つには介護認定時の問題

があると思います。介護支援段階の老人の方々が割と安直に

認定されていると思います。本当に自宅介護で思い方は大変

なので、要介護にして手厚く援助してあげてください。 

［宮前区・80歳以上］ 
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▼我々高齢者にとって今後ますます老老介護せざるを得なく

なる可能性がある。高齢者が親を介護するには、身体的にも

費用的にも不可能であるのは明白であるにもかかわらず、介

護施設を利用できなければ共倒れになる。特養設備の増設は

至急を要する課題であると提言する。 

［麻生区・70代男性・年金生活］ 

 

▼特養老人ホームの増設は必須だと思う。保育園のように認

可のホームをつくることはできないのか？（収入による市か

らの補助金が受けられたらもっと入所待機人数が減るのでは

…）［川崎区・50代女性・無職］ 

 

▼高齢者には住みにくいです。居室で介護は大変です。老老

介護は本当にしんどいです。ぐちです。書いてみたくて失礼

しました。［中原区・70代女性・年金生活］ 

 

▼老人ホームを作ってほしい。地下鉄を早く作ってほしい。

新聞は毎日読んでいます。 

［中原区・80歳以上女性・年金生活・無職］ 

 

▼介護が必要になった時、特養とかに入所待ちが何千人と聞

きますが年金では入院費の高い病院には入れないので、そこ

が心配です。元気でいられれば今の生活は何とか暮らしてい

けますが？［中原区・女性・年金生活］ 

 

▼会社の出勤、退社時間とデイサービスの送迎の時間が空い

ていて困っている（高齢者が1人になってしまう）。 

［川崎区・50代女性・正社員］ 

 

▼オムツ交換は 1日 3回は少なくとも変えるので、30枚入り

3000円、あっという間になくなる。尿トリパットも30枚入り

同じ、口の中のケア用品、端でゴロゴロだと吸引器が必要、

ねまき、防水シーツ、何枚か用意、床ずれができればエアマ

ットにする、とにかく莫大な金額です。言ってはいけないこ

とですが、母に対して口ごたえになり、いやみを言ってしま

う。本当に口げんかで済んでいてくれるといいのですが、ま

たいつ大地震になるかわからないことですし、どうしていい

のか恐ろしくなります。母は見たところ細くて軽そうですが、

石像のように重量があります。私一人では私も74歳ですから、

困っています。毎日が心細いです。疲れ切っています。普通

は長寿なのでお祝いの言葉を行ってあげたいと思っても、今

の状態ではとてもそれどころではありません。疲れなく、楽

な毎日でありたいと思って色々な介護サービスにもお願いし

ています。が。これもまた大金です。①パーソナルケア、②

パナソニックエイジフリーサービス（訪問入浴）、③いきいき

クリニック、④さいわい訪問看護、⑤福祉用具レンタル丸富

士、ゴミ収集の問題も出ていますけど、オムツ交換で大量に

出ます。良く考えてほしいです。［幸区・70代女性・無職］ 

 

▼介護時短勤務の日数制限をなくせないものでしょうか。▼

中原区は老人ホームが少なすぎるのでは。 

［中原区・40代女性・正社員］ 

▼高齢の父がいるので、将来在宅で世話をする必要があり、

現在の介護制度では公的サポートが不十分と思うため、もっ

と充実させてほしい。特養ホームを増設してほしい。 

［中原区・50代女性・正社員］ 

 

▼高齢者夫婦の老老介護は妻の大病（子宮がん）、小生の心筋

梗塞の後遺症でふらふら状態、２人とももうすぐ８０歳、頼

るべき親戚（近くに義姉がいますがここ数年近くベッド生活、

息子は無職とても頼りにならず、むしろ私たち夫婦で世話を

しなければという状態）共倒れの危険性のある状態、かろう

じて夫婦で他人の世話にならず頑張っている状態です。医療

費社会保険の負担の増大で今までの預貯金を食いつぶしてい

る状態、昭和ひとけたの意地で人様の迷惑にならぬよう頑張

っているつもりです。近々家の近くの住宅地に巨大なビルが

進められ、日照権が脅かされています。外に出られなくなっ

た老人たちに一日日陰生活をさせられるのは堪えきれません。

［中原区・７０代夫婦・無職］ 

 

▼高齢者介護について、会社でも子育てにたいして力を入れ

ているが、女性で結婚せずに親の介護をしながら生活してい

る人も多いと思います。収入も男性に比べて少ないにもかか

わらず自分の生活と親の会事ではとても先行きが不安です。

女性一人でも安心できる生活が送れるようにしてもらいたい

です。［宮前区・50代女性・正社員］ 

 

▼母は要介護（認知症）で、デイサービスやショートステイ

等を利用しているが、オーバーした分は10割負担なので大変

きつい。後期高齢者保険の廃止。特養に希望しているが、な

かなか入れない。介護をしている者への税制優遇。 

［高津区・50代男性］ 

 

▼高齢者を自宅で介護し、入退院を繰り返す。1カ所の病院は

3ヶ月しか入院できず、明日死ぬかもしれない人でも転院させ

る。今の医療のシステムに介護するだけでもいっぱいいっぱ

い疲れている人にとっては考えられない制度です。次に行く

場所、介護療養病棟を高額でいられるようにするのではなく、

もっと少ない金額でたくさんの人が入れる場所をたくさん作

ってほしい。国や市町村でやる場所を増やしてほしいです。

［川崎区・60代女性・年金生活］ 

 

▼【高齢者介護】まだ直面していませんが、これから直面す

ることになるので関心大です。介護施設などはたくさんある

ようですが、人材不足もあるようで、充実したサービスが受

けられるのか、資金を増大して、人材育成していくことが良

いのでは…？［中原区・40代女性・自営業農業］ 

 

▼現在はまだ健康であるが、将来いつ介護が必要な状態にな

るかもしれない。その場合、在宅で家族の介護負担ができる

だけ軽減できるような医療・介護システムを早急に整備して

ほしい。往診医や介護者を自治体が雇用もしくはサポートし

て派遣するような制度を作ってほしい。 

［中原区・70代男性・年金生活］ 
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▼軽費の老人ホームが欲しい。［宮前区・70代女性・年金生活］ 

 

▼妻、私ともに 79 歳、昨年 10 月妻が脳梗塞で倒れ、川崎市

立多摩病院に緊急入院、リハビリなど治療を受け、不安なが

らも妻の帰宅への希望強く、12 月中旬に退院、在宅で介護療

養することになった。息子、娘は 1 人ずついるが、いずれも

住居が離れており、仕事もあるので、介護の主たるものは私

であり、約 5 カ月近く頑張ったが、妻は自力では歩行は言う

に及ばず、ほとんど何もできない状態になってしまい、再度、

横浜の脳神経外科病院に入院する羽目となり、現在に至って

いる。入院中に肺炎を起こした妻は、以来完全寝たきり状態

となり、言葉もほとんど発せなくなった。自宅に帰してやり

たいが、医者も子どもも到底無理だと言い、私もそれに従う

しかない。在宅、在宅と区には在宅介護を宣伝するが、現状

は老老介護は共倒れになるというのが実態ではなかろうか？

保険料は上げられるのみで、介護保険サービスで、見るべき

改善は感じられない（国も自治体も）。ちなみに妻の要介護度

は3です。［宮前区・70代男性・年金生活］ 

 

▼60 代初めから姉を脳卒中、主人をアルツハイマーの要介護

度５、2人を12年間介護しました。途中から介護保険が入り、

介護する人にあたたかい手を貸しましょうという事でしたが、

これがとんだ曲者！ケアマネの手を借りた途端、この時とば

かりにずるずるとお金を取れるだけの計画を立てられ、お金

をごっそり持っていかれました。日本の介護保険がまねをし

たヨーロッパでは、身近な介護者、肉親、子どもにもしっか

り介護した人にお金を払ってくれます。76 歳を目の前にした

私は元気で動けるうちはいいですが、倒れたらけっして医

者・医療に一切関係しないよう、医療の延命を決してしない

よう、司法書士の人と話し合い、子どもに書き残しておきま

す。倒れた病人をあわてて病院に連れてゆくと、この時とば

かりお金を取られ、後に残った人に物心ともにお金に苦労か

けます。市議会では約延命中止（本人希望）の法律を通して

ほしいと願っております。本当は私は安楽死を一番望んでお

ります。オランダ・スイス同様に。［多摩区・70代女性・無職］ 

 

▼【高齢者介護】母（９０歳）の病院への付き添い等の件、

家族の付き添いが不能の時が多いので、付き添い専門のヘル

パーさんを専門的に整備する機構が望まれます（具体的には

今週の○曜日○時に○○病院にお願いします、という場合、

手当てしてもらえるヘルパー派遣等の紹介等がとても望まれ

ます。［川崎区・60代・年金生活］ 

 

▼介護費用および医療費用の透明化をお願いしたい。高齢者

介護施設では、医療費の明細が報告されない。（投薬・量・単

価等） 施設によってかなりの差がある。（ケアマネーさんの

詳しい報告書、点数と費用の関係、等） 訪問眼科制度も設

けて欲しい。［宮前区・80歳以上女性・年金生活］ 

 

▼わが家でも老老介護が始まりそうですが、先が思いやられ

ます。自分が介護できなくなった時が今一番心配です。 

［中原区・70代女性］ 

▼高齢者を自宅で見る場合、家族は少数では自分の生活がで

きない。［宮前区・その他］ 

 

▼現在、自宅にて老老介護をしております。体力があとどの

くらい続くか毎日が不安です。［宮前区・70代男性・年金生活］ 

 

▼家内の介護をしているが、まだまだ分からないことがあり、

相談窓口（コントロールタワー）を設け、そこから適切な部

署を紹介されるようになるとありがたい。よろしく頼みます。

［多摩区・70代男性・自営業農業］ 

 

▼【高齢者介護】老齢化が進む中でもっと介護に対しての政

治的な方策や関心が欲しい。営利主義な商業的な傾向の介護

を残念に感じている。共産党に期待する。 

［高津区・80歳以上女性・その他］ 

 

▼在宅のサービス事業者の人材育成が必要と思います。良い

人材でレベルアップした高齢者支援を。臨海部の大型開発、

良くわかりませんので意見ありませんが、もっと地道なこと

にもスポットライトをあててほしい。在宅高齢者医療、介護

が増大すると思いますが、包括ケアシステムを川崎市で実現

できるよう考えて欲しい。［川崎区・40代女性・会社員］ 

 

▼①介護の問題で所得の少ない人は、民間の施設にも預けら

れない場合などは、民間施設ではなく、区とか公共の施設で

寝たきりの場合など、1日2-3回訪問介護するなどして、施設

に行かないで、家の中で終末を迎えたいという人もいる。②

介護、国民健康保険料が 3 年後に 2 倍になったら、どういう

生活の仕方をしたらよいか考えなければならない。それはど

うにかならないのですか？ ここにきて保険料が上がったと

騒いでいるのに知らない人が沢山いると思います。 

［川崎区・50代女性・非正規］ 

 

▼高齢者をみるのは大変、まずフルタイムで働いていると時

間がない。そして心にゆとりがないので、やさしくできなく

なる。体がきかなくなったら入れる施設がほしい。 

［川崎区・50代女性・公務員］ 

 

▼高齢者介護→在宅で介護を支えるための事業所はたくさん

あるのに、人手が足りない。サービスの質が悪く、介護度を

悪化させる原因にもなる。サービスの質をあげるためには給

与水準を上げる必要がある。保育士、介護関係者がいなけれ

ば、生産性は低下するのでは？本当に必要な人たちに適切な

給与が支払われていない介護の現場は過酷です。何も知らな

い人たちが勝手に話し合って勝手にサービス費を決めている

けど、現場は大混乱です。適切な評価をしなければ、在宅介

護を支える人、施設で働く人はいなくなる。団塊の世代が第2

号被保に入れば更に介護に携わる人を増やさなければならな

い。特に男手が足りないのに、今の介護現場での給与では妻

と子供を養うことすらできない。介護を支える人々のことを

もっと考えていかなければ、介護保険は破たんする。 

［高津区・50代男性・自営業農業］ 
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▼介護保険料―仕方がないと言っても高すぎる。親がお世話

になっているが 1 割だからといって様々な使い方をしている

ように思われる。ケアマネージャーに不要と思われることを

勧められても、1割負担なので勧めに応じている所がある。も

し子供から手得私でもらったお金ならそんな使い方はできな

いのに…と思う。［麻生区・50代女性・無職］ 

 

▼介護される人がおとなしい人しか預かってくれない。何度

も断られる。［宮前区・70代女性・年金生活］ 

 

▼妻が（高齢者）介護ヘルパーになりましたが、その中で大

きな矛盾が見えてきました。一方では、ヘルパー賃金が非常

に安く、特に、登録ヘルパーでの場合、実働時間だけが支払

い対象となるため、不規則・長時間の拘束にもかかわらず、

ひどい低収入となります。他方では、介護保険の対象が、家

族介護者不在の場合に限定されるため、自営業者などは、仕

事と介護の板挟みで悲鳴をあげているのが実態です。家族が

同居ないし、近隣にいても、少なくとも、介護が仕事への支

障をきたすようなケースは、保険対象とすることが必要と思

います。また現行の介護活動の対象が極めて限定的なため、

ちょっとしたサービスでも受益が家族に行くようになってい

ない。介護ヘルパーは手伝うことさえ認められていない様な

実態があるようです。これらについて何らかの改善が出来な

いでしょうか?［高津区・50代男性・教員］ 

 

▼高齢者介護で要介護５で寝たきりの受け入れ施設が少なす

ぎる。［麻生区］ 

 

▼公共の老人ホームが少ないので増やしてほしい。 

［川崎区・60代女性］ 

 

▼高齢者の社会、老後の不安を抱える人がたくさんいます。

港湾開発も必要であればするがよいが、でもその前に介護施

設の増設を望みます。［高津区・60代男性・会社員］ 

 

▼子育て世代は、自身の両親も高齢の為、両親が病気で床に

ふせている状態ですと、会計的にすごく大変です。高期医療

制度や、子供の医療費は無料にすべきです。介護施設の費用

も、もっと安くしてほしい。［幸区・40代女性・非正規］ 

 

▼要介護度 1 の人が 4 の人を観なくてはいけない現状だが、

他人が入るのを嫌がるためしょうがない。老夫婦 2 人で入れ

る介護付きの老人ホームを増やしてほしい。 

［中原区・40代女性・公務員］ 

 

▼少子高齢化社会と問題視されている割に、介護や子育て支

援等が改善されていないように思う。中学校の給食等は実際

にやっている市町村もあるのに、川崎は遅れていると思う。

これだけ人口も増えたのに普通ゴミも週2回にするなんて…・。

川崎は暮らしやすいと聞き、購入した家も今では間違いだっ

たかもしれないと考えています。 

［川崎区・30代女性・専業主婦］ 

▼【高齢者介護】年齢的に介護される側に近づいております

ので、しかも単身者ですので在宅介護の充実を願っています

（心身両面において）。［高津区・70代女性・無職］ 

 

▼老人ホーム増設の施策は必要だと思います。ただ、それに

ともない、ホームで働く職員も必要となります。介護の仕事

は精神的にも体力的にも大変な仕事です。やる気はあっても

長続きしない人を多く見ます。ホームの増設と同時に介護職

に対しての見直し（給料などをもっと高収入にするなど）が

必要だと思います。［高津区・40代女性］ 

 

▼介護職の給与水準が低いと思います。 

［幸区・30代男性・無職］ 

 

▼介護している息子、きついこと、人数が足りていない、給

料の件、体もボロボロで、痩せています。食事もゆっくりと

ることもできず、ひたすら年よりの人の為と一生けんめいで

す何とか良い方法をと思います。［高津区・60代女性・年金生

活］ 

 

▼公共の老人施設にもっと入りやすい制度、環境にしてほし

い。［麻生区・40代女性・主婦］ 

 

▼親が祖父母の介護をしているが、その認定に不服を感じて

いる。今回２→３になったが、以前３→２になったことも不

服だし、今はトイレや記憶に対し、本人の意識がないし、お

金がないため（空いている施設=高額）空いていない施設が多

く入所させてあげられない。［麻生区・30代女性・正社員］ 

▼介護入居施設が少なすぎる。介護の為に会社はやめなけれ

ばならず、早期に退職した人間が周りにたくさんいる。 

［宮前区・50代男性・正社員］ 

 

▼【高齢者介護】老老介護、中でもどちらかの夫婦が認知症

であったりベッドでの介護を要する家庭の介護軽減はどのよ

うにしているのか（介護保険利用、生活苦より利用せず、色々

な制度を利用）［中原区・60代男性・再任用］ 

 

▼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］ 

 

▼介護の負担を少なくしてほしい［幸区・50代男性・公務員］ 

 

▼高齢者介護。家族の負担が大きく、介護うつなどの問題に

取り組んで欲しい。［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼【介護】独居の人などへの定期的巡回での安否確認、身体

が不自由になった時の入居介護施設をできる限り区単位で増

し、終の棲家がせめて、住み慣れた地区で通し終えるように

してほしい。同地区内でのボランティアなら、協力する人も

近場で自分たちの生活圏での老後生活が理想であり、皆希望
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しているのではないか。［多摩区・70代女性・年金生活］ 

▼高齢者介護→施設に入れたいが金がない人どうするん？

［高津区・20代男性・無職］ 

 

▼高齢化社会においても、安心して支援してもらえる事業所

が大切です。これは介護される本人はもちろん、家族だけが

抱えてしまう状況（家族が倒れる）を防ぐことにもなると考

えます。福祉施設で働いています。共産党さんに期待してい

ます。［多摩区・30代女性・会社員］ 

 

▼区内でケアマネジャーの仕事をしています。増税、社会保

障費の料金値上げは、国民・市民の生活が安心できるのであ

れば仕方ないと思いますが、病気になった場合には、その家

族の生活が維持できるような制度になってほしい。高齢者の

問題では「何年も自宅で家族のみで介護していた」と言われ

たことが数件ある。栄養状態、家族の介護力の低下や心的ス

トレスが多く、手におえないことがある。役所からの手紙も

視力低下、理解力低下が多い。病院の主治医や看護師に介護

の情報を周知してほしい（第一の扉では？） 

［川崎区・40代女性・正社員］ 

 

▼特養を増やして。在宅は共倒れになる。 

［多摩区・70代女性・年金生活］ 

 

▼【老人ホーム】増設してほしい 

［多摩区・80歳以上男性・年金生活］ 

▼【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］ 

 

▼母を３年、父を５年介護しました。最後の５年間の介護保

険自己負担額は月３０万円を超えました。制度がおかしい。 

［中原区・50代男性・年金生活 ］ 

 

年金が安い、介護・国保の負担増 

 

▼年金生活は生きているだけの生活。２、小沢鳩山の資産、

財産は公共福祉のために使うべし。 

［高津区・６０代男性・無職］ 

 

▼年金額を最低でも年額３００万円にしてほしい。 

［麻生区・７０代男性・年金生活］ 

 

▼【介護国保の負担増】の問題では健康長寿をめざす、大前

提であるがゆえに、後期高齢になっても介護も受けず病院に

もかからない人に対して「ごほうび」として年額、ある程度

の額を免除する制度はいかが？ 

［川崎区・70代男性・年金生活］ 

 

▼（４）の介護保険・国保値上げについて、一般的には考え

られない弱い者いじめである。[高津区・70代男性・年金生活] 

▼税込200万円の年収で、現在失業中だが国保17万円住民税

6万円、今回は減免できたが、とても生活が苦しい。保険料は

支払っても、病院にかかればこれでは本末転倒である。生保

以前になにがしかの補填が欲しい。掛け金が足りず未年金の

ものに対し、昔のように脱退一時金で返してほしい。 

[麻生区・60代男性・求職中非正規雇い止め] 

 

▼なぜ年金だけが 2 カ月に一度なのですか。毎月の計画が立

てにくいし、少しばかりの年金使い込みやすい。社会では給

料は毎月一回でしょう。社会保険庁の事務の簡略化のためで

すか？米国では毎週支払われています。 

[麻生区・70代女性・年金生活] 

 

▼年金しか収入のない我々に、保険料も介護保険料も高すぎ

る、しかも3割も取られるし、まったく!!何とかして下さい、

お願いします。［麻生区・70代女性・無職］ 

 

▼介護保険料があまりにも高額になり、年金がほとんど介護

医療費に持って行かれます。私はどうして生活していってよ

いやら困っております。［高津区・７０代女性・年金生活］ 

 

▼毎月の年金支払いがきついが、払ってきた。支払ったのに

未納とされ（６年分）憤慨している。第 3 者委員会に申し立

てするも証明できず泣き寝入り！来年６０歳になるも、年金

を受け取ることは６５歳から。それまでどうすれば生活でき

るか不安。月６万の年金でどうやって生きて行けというのか。

生活保護に頼るのも考える。正直者はバカを見る世の中だと

思う。本当に日本の政治は腐ってる。 

［高津区・50代女性・正社員］ 

 

▼数年前からの住民税アップ、所得税が安くなるといっても

微々たる金額で、その上少ない年金から（国民年金）介護料、

保険料が高くなっては低所得者層の者は死ね！と言っている

ようなものです。子供をたよることもできず、働けなくなっ

た時のことを考えると目の前が真っ暗です。安心して老後を

暮して行ける世の中になってほしいと祈ります。 

［川崎区・60代・非正規］ 

 

▼食費を減らして生活用品も買えずに社会保険料を払ってい

るが、まわりの若い人～４０代の人たちはみな「年金はもら

えない」という。市役所に電話して聞いても「わかりません」

と言われる。何のために今苦しんで払っているのかわからな

い。今病院に行くお金が無い。［高津区・４０代女性・非正規］ 

 

▼介護保険料と国民健康保険料が値上げは仕方がないが 2 倍

はきつすぎる。［高津区・70代女性・年金生活］ 

 

▼底辺で頑張って生活している国民が大勢いることを認識し

てほしい。年金もどんどん削られ、老後の生活が非常に厳し

い。むだ使いしてしまった責任を取ることもなく、非常に腹

立たしい。おさめた分、しっかり還元するのが当然だと思う。
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［麻生区・60代・女性］ 

▼長い間（5年間）入退院通院をくりかえしていましたが、突

然、在宅介護に年金生活の中、高額医療の負担、介護の負担

にビックリ、いつまで続けられるか不安の毎日です。同じ年

金生活の中、3割負担と1割負担に？？？感じています。長年

働き、老後はゆっくりと思っていた矢先の入院→在宅に医療

費の負担にとても疲れています。 

［麻生区・60代・年金生活・女性］ 

 

▼国保と国民年金の支払いはもちろん仕方ないが、生活がか

なりきつい。（申請して国保変化なし、年金4分の1免除）主

人の給料手取り26万円（たまに私はパートで３～４万←体調

が悪くたまに）。家賃 12万円、国民年金(2人)3万円、国保 3

万、光熱費 3～4 万円、保育園(無認可)5 万円(5 歳)…他にも

もちろん生活費がかかるので生活に余裕がない。貯金もでき

ず、公団は収入が少なくて無理だと言われ、もちろん仕方が

ないことなのですが、私を含めて他にもたくさんこういう生

活の方がいると知ってほしい。もう１人子供が欲しいが、金

銭的に難しい。［高津区・30代女性・無職］ 

 

▼健康保険料の大幅値上げは許されない“ボッタクリ”であ

る。［高津区・70代・年金生活］ 

 

▼年金生活者です。今年も0.5％減になり、年金から減らすよ

りもっと減らすところがあるのではないですか？？また介護

保険料・健康保険料値上げなんてとんでもないです。だんだ

ん生活が苦しくなります。［高津区・60代女性・年金生活］ 

▼介護・国保の負担増については、3年後に 2倍になるなら、

いつものように医療にかかれなくなる。 

［麻生区・70代女性・年金生活］ 

 

▼高齢者（独身）の訪問を密にし、何か不慮のことがあった

時のため、ブザーのようなもので民生委員等に連絡できるよ

うにしてほしい。高齢になればなるほど医療費が必要になり

ます。保険料等の負担を軽減してほしい。 

［麻生区・80歳以上女性・無職］ 

 

▼私は難病を患っています。しかし、研究中の病であるとの

ことで国からの補助は一切なく、生活のため働いております。

また、市営住宅に住んでいるため、働けば働くほど税金は上

がり、国保も上がり、家賃も上がり、もう生きている意味が

あるのかと毎日毎日絶望しています。“死ぬために生きている”

という毎日です。福祉って何んですか。弱者とは誰のことで

すか。幸せって何んですか。［高津区・40代女性・会社員］ 

 

▼年金生活者は手取り額が年々少なくなっている。 

［高津区・70代男性・年金生活］ 

 

▼介護保険料の値上げは止めてほしいです。私は87歳ですが、

2 ヶ月にいっぺん医者に通いみずから健康を維持しておりま

す。そのためお金を使いがんばっております。介護保険料を

食生活にまわしたいです。［麻生区・80歳以上女性・無職］ 

 

▼年金の額は下がるばかり、介護保険は上がるばかり、まっ

たく年寄りにとって住みにくい世の中です。一生懸命年金を

おさめてきたのに、ばかみたい。 

［高津区・70代女性・年金生活］ 

 

▼［介護・国保の負担増】については現状をきめ細かに考察

して少しでも「負担」に無理がないようにご配慮いただきた

いと思っています。現在でいっぱいいっぱいなのです。引き

上げもやむを得ないということもあるのでしょうが。 

［麻生区・80歳以上女性・年金生活］ 

 

▼老老介護が進行中の現在、介護保険料のアップ、年金の目

減り、介護ヘルパーの利用時間の短縮など、足腰も弱り、持

病のある老人にとって住みにくい世の中となりました。特に

多摩地区は山坂が多く外出もままならず、増々体力の低下す

る将来を思うと気持ちは暗くなるばかりですが、自助努力は

怠らず、生活は必要限度、余計なものは買わず前向きに生活

したいと思って暮らしております。 

［多摩区・60代女性・年金生活］ 

 

▼介護保険料など、取りやすい所から値上げをしているとし

か思えない。在宅介護の時間を増やすためにデイサービスの

時間がカットされたり、直接関わりのない人たちは実態をほ

とんど知らないのではないか？子育て支援なども自分にかか

わりがないとほとんどわからない。法律で決まったことなど、

全般的にわかりやすく説明してほしい。 

［高津区・50代女性・無職］ 

 

▼老人を大切にしてほしい。今まで働いてきたのに、介護保

険料は上がるし、年金から税金はひかれるし、自宅で介護し

ていても働かなくては介護は無理です。仕事と介護では、介

護している方が疲れてしまいます。何でもかんでも値上げさ

れ消費税まで上がったら、年寄りはどうすればいいのです

か？日本人はおとなしいから、何でも受け入れて自滅するの

です。［宮前区・50代・パート］ 
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▼夫婦ともども年金をもらっていない。夫は死ぬまで働かざ

るを得ない。もう71歳、あと何年もつか、それでなくても生

活苦なのに、これ以上なんでも値上げされれば死しかないで

しょう。［宮前区・60代女性・無職］ 

 

▼国民健康保険料がこれ以上増えたら、生活していけない。

病院に自費でかかった方がまだ安上がり。 

［麻生区・30代女性・無職］ 

 

▼介護保険料の値上げ反対、後期高齢者保険の値上げ反対。

年金生活なので、差し引かれると生活がますます苦しくなる

ので、値上げはしないでほしい。夫 80 歳、妻 76 歳。自営業

（建築）をこの地で昭和35年からやっていたのですが、ほと

んどなくなり、借金だけ残り返済で苦しんでおります。主人

はパーキンソン病ゆえ、（介護度５）一人歩きできず、車椅子

とベッド生活、私ひとりすべて介護の毎日です。医療費もか

かり大変です。［高津区・70代女性・年金生活］ 

 

▼介護と国保：平成 23 年に国民保険を年額約 20 万円支払っ

ていた。24年に 75歳になって、①後期高齢者健保料が 20万

円増加し、②家族に対して国民健保料が 20 万円付課された。

③医療費が 1 割負担であることを考えても夫婦 2 人で→合計

で約40万円の負担である。（40万×10=400万円の実費負担＋

公費が 400 万円として全額自己負担になっても年 800 万円の

医療費がかかるわけがない）［高津区・70代男性・年金生活］ 

 

▼私は現在後期高齢者と言われる年代の一技能者です。年と

共に身体の動きが鈍くなり、思うように身動きが出来なくな

ってしまいました。そのようなことで一日の賃金も減らされ、

労働日数も減らされてしまいました。そんな状況の中で保険

料の値上げ徴税と高齢者にむち打つような仕打ちに対し憤り

を感じます。負担の軽減を望んでいます。 

［高津区・70代男性・建築塗装工］ 

 

▼介護保険料が年金から差し引かれること納得いかない。少

ない年金がますます少なくなります。あまり長生きはしたく

ない。不安なことばかり。いったい日本はどうなっていくこ

とか？老人はゴミのようなものだ。早く土になればと思って

いるのでしょう？［宮前区・70代女性・年金生活］ 

 

▼断りもなく介護保険を取っておきながら、一度も使わなく

志望してしまった人には何の見返りもないのはおかしいと思

う。少しでも良いので、弔慰金としていただけるような規定

を考えてもらえたらと思う。［宮前区・60代女性・年金生活］ 

 

▼いま私たち家族が一番気にかけているのは国民健保と介護

保険料の２つです。夫は７３歳から病院の窓口で１割負担に

なり、私たちは喜んでいました。そしたら７５歳から後期高

齢者医療保険料が請求（29,700 円）されました。なんで喜ん

だ分がっかりです。いつからこんなこときまったのでしょう、

聞いてみたいです。［宮前区・70代女性・パート］ 

 

▼高齢者負担増は政治の貧困をうかがわせる。最近の政治家

は自らの身を削る努力が皆無であり、安心してすべてを任せ

るには程遠い存在としか考えられない。［宮前区・男性］ 

 

▼①介護保険料がどこまで引き上げられるのか。介護をお願

いしたいときに真実に介護を受けられるのか極めて不安・不

信に思っている。現に5000人以上の老人ホーム入居待機者が

いると言うではないか。これは国家ぐるみの保険詐取事件と

なるのではないかと危惧している。受益が怪しいのに保険料

を払い続ける馬鹿になりたくない。 

［麻生区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼私たち年金生活の人は毎年減るばかり。それなのに取られ

るお金は増えるばかり。少しは貧乏人の気持ちになってもら

いたい。金持ちには私たちの気持ちはわからないと思うけど

ね。［宮前区・70代女性・年金生活］ 

 

▼国民健康保険料が今でも 4 万円弱払っているのに、これ以

上の保険料の値上げは身体障害者のいる我が家では、支払い

は無理です。これ以上の税金の値上げなどももっと国会で考

えて議論していただきたいです。身体障害者にもっと優しい

政治をしてほしい。［川崎区・60代男性］ 

 

▼介護保険のあり方に疑問を感じます。実家の母は年金生活

で、介護５です。国民年金の１ヶ月の支給額では足りません。

その上、介護保険料を払ったら、どう生活すれば良いのでし

ょうか。私には、まだ学生の子が２人います。学費もかかり

ます。生活は火の車です（教育ローンを受けているので…）。

生活保護を受ければ、まわりから変な目で見られるのでは、

とも思います。もっと弱者が安心して介護を受けられる様に

して下さい。お願いします。［高津区・40代女性・自営業］ 

 

▼主人が１７年前に亡くなり、４３歳でした。先日、私は年

金の手続きに行き、どうして遺族年金がもらえないのかと調

べて頂きましたら、年金のかける年数があと１０ヶ月足りな

かったそうです。でも、もらえるのは厚生年金だけなので月

に２０００円位だそうです。国民年金の方が長くかけていま

した。厚生年金、国民年金の差別する事なく、パートもフル

タイムしての生活はとても大変です。私のような方を何人も

知っています。主人の兄も同じ４３歳で亡くなり、同じで月

数が足りなくてもらえませんでした。出来る事なら亡くなっ

ても足りない分を納めて、ぜひ遺族年金がもらえるような制

度にしてほしいと心から願っております。１人で仕事だけに

あけ暮れて頑張っている私たちにも手を差し伸べて下さい。

お願いします。［高津区・60代女性］ 

 

▼雇用の安定がなっていないのに、増税・保険料の引き上げ

はやめてほしい。収入の多い人から沢山取ってほしい。 

［多摩区・30代女性・会社員］ 

 

▼少ない年金から強制的に介護保険料を差し引かれ国保料も

高く生活は大変である。［宮前区・70代男性・無職］ 
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▼今まで45年間まじめに働き、年金を支払い 仕事をリタイ

ヤして これから少しでも楽に生活が出来ると思っていたが 

どうして年金生活者を苦しめるのか!!!!  

［高津区・60代男性・年金生活］ 

 

▼年金額が目減りして、介護保険、国民健康保険その他消費

税まで上がって、この先どう生きれば良いか、不安で仕方な

い［高津区・70代女性・年金生活］ 

 

▼消費税を 10％でいいから介護保険料、国民健康保険料を下

げて欲しい。［高津区・70代男性・年金生活］ 

 

▼介護保険料は今年度より大幅に上がりましたが、神奈川県

内では一番高い自治体とのこと（新聞報道による）○国民健

康保険料 特に末期高齢者には厳し過ぎる。 

［麻生区・80歳以上男性・無職］ 

 

▼市民生活を、国会は、何を考えているか、年々、国は市民

の事を考えているのか、又、今月から、介護保険料が、去年

より負担増で生活が大変な人が多くなったと思います。国民

保険料だけで、生活している人は、病院、介護も受ける事が

出来ないのでは、日本は弱いものいじめだと感じます。人の

身になって、考えてほしいです。宜しくお願いします。 

［川崎区・70代女性・年金生活］ 

 

▼介護保険料で保険料を使わないで亡くなった人がいたら 

その人のお金はどうなるんですか。支払った人損ですよ。そ

ういう人もいるとおもいます。年金が少しもらえないの撤収

するとひどいですよ 庶民が生活していくの大変です いつ

も同じのばかりたべてますよ［川崎区・70代・無職］ 

 

▼介護、国民健康保険料が 3 年後に 約 2 倍に引き上げられ

ても 高齢者介護は期待できないと思います。 

［高津区・50代男性・自営業/農業］ 

 

▼自営業でここ何年かを何とかしのいできました。高い幼稚

園の授業料が終わり、高校・大学前までに少しでも貯蓄をと

思っていた矢先の国保や住民税の大幅な増税。子育て手当等

も当てにしていましたが、ころころと変わり、公共料金も負

担増。私が収入を増やそうにも親世代の介護などがはじまり、

八方ふさがりです。せめて老後の心配がなければいいのです

が… 主人とは長生きすると迷惑がかかるねといつも話しを

しています。国保の負担増がダメージ大でした。 

［宮前区・40代女性・パート就労］ 

 

▼【介護・国保】の値上げは 二年後に年金生活に入り、生

活できるかできない状態での値上げは、より厳しい生活にな

ります。（年金毎月 10 万弱入る予定です）。【臨海部開発・コ

ンテナ港】は必要性の「いちばん」ですか。近く来るであろ

う地震、災害で破壊されるかもしれません。立地、必要性を

深く考えるべきではないでしょうか。この先、弱い者は生き

ていけるのか心配です。［宮前区・60代女性・非正規］ 

▼高齢者介護に関して、値上げは仕方ないと思いますが国保

家庭（家族全員）には何らか減免をと希望します。現代の日

本！ 安心して暮らせる老後は夢!!なのでしょうか。 

［宮前区・50代女性・遺族年金、パートタイマー］ 

 

▼誰もが思い描いていた60歳からの年金受け取りに戻しても

らいたい。そして、最低でも、自分が支払った年金保険料は

返してもらいたい。日本国はサギ集団か？60 歳で仕事はやめ

るつもり。65 歳まで働きたくない。国民は、皆、働きたくな

んかないんだ。［川崎区・50代・会社員］ 

 

▼年金・数十年払っても支給額が生活保護で支給される額よ

り低いので納得出来ません。人生長いので途中色々のことが

あります 今は独居老人です［宮前区・70代女性・年金生活］ 

 

▼私は90近くになる老人ですが1度も介護された事はないで

すが どうして介護保険をはらわならですか 年金も１人だ

のでとてもすくないです［８０歳以上女性］ 

 

▼年金生活者にとって、増税、公共料金、電気料金の値上等

次から次へと 支出増は 一層生活は苦しくなる。 

［幸区・60代男性・無職］ 

 

▼200万円の年金に対し、国保、介護保険料が約12万円以上。

医療費 3 割負担、所得税、住民税とつづく。生活保護を受け

るしかない。尚、市営住宅に住んでいるが、使用量がやたら

と高い。川崎市は弱者いじめが進み、不必要な施設をつくり

天下り先を増やしている。［高津区・60代男性・年金生活］ 

 

▼役所から通知が来てびっくりしました。昨年度までは（介

護保険料や国民健康保険料）で 1 万円台でしたが、今年度は

国民健康保険料だけで月 1 万 4 千円超、別建てで介護保険料

が 6 千円超、これに市民税、住民税も加わって、月 26000 円

超が年金から消えていきます。2ヶ月毎の年金から実に53000

円超を支払うことになります。子育て中は遊園地も家族旅行

も片手で数えられる位、家族そろっての外食も両手で数える

位しかしていません。それでも子どもが育つまで、と生活を

きりつめて学費も積み立ててきました。そしてやっと一息つ

けるという年代になったら、とぼしい年金から多額の取り立

てです。金の卵ともてはやされ戦後の経済復興に貢献してき

た世代なのに、戦後出生率がぐーんとふえたのだから数十年

後高齢者が増えるのは当然なのに、少子高齢化社会の、年寄

りが多いから社会福祉が間に合わないの、と、年寄りが生き

るのが罪悪の様に聞こえます。こんなに介護保険料を払って

も、望む介護が受けられるわけではなく、みじめな時間をし

て終えることになるのでしょう。［高津区・60代女性・年金生

活］ 

 

▼介護保険料の値上げは、何の説明もなく値上げされている。

川崎の介護保険料は他の都市より高いらしいがなぜか？「市

政だより」などこの様な説明を詳しくチャートにして欲しい。

生活が苦しくなっている。［高津区・70代男性・年金生活］ 
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▼年金生活者にとって収入が増えないのに国保、介護保険料

等今でも払うのが苦しいのに生活保護受給者が無料で診療を

受けられるのは納得できません。［麻生区・60代女性・無職］ 

 

▼もう少しで生活保護とヘルパーをたのみたい。値上げをな

くしてもらいたい。消費税増税反対［麻生区・70代男性］ 

 

▼介護保険料、国民健康保険料は、高齢者にとって収入が無

いのに支払うばかり増えとっても苦しい生活になります。 

［高津区・70代女性］ 

 

▼私達国民年金者は、介護、健康保険料等、値上げによって

受け取り額がだんだん少なくなって行く。（働いている内に大

変な思いをしながら、個人年金をかけていたので、その収入

によって、課税世帯になっている）。 

［高津区・70代女性・年金生活］ 

 

▼支給されている年金額が月々の生活をしていく上でぎりぎ

りです。現在は介護を受けずに生活して暮らしておりますが、

このまま自力で生活して、そして最後迄介護保険のお世話に

ならなかった場合、何の手当もないのでしょうか? 私の夫は

病気で亡くなりましたが、何事も又、介護も受けずに亡くな

りました。そして終わりでした。保険料は毎年上がっており

ます。日々の生活に響いております。一年間何の介護も受け

なかった場合、“ほっと”させる方法はないのでしょうか。 

［高津区・80歳以上女性・年金生活］ 

 

▼80 才をすぎ通院以外には知らない事だらけで、この先少な

い国民年金でいつ迄生きているのかと思うと不安で一杯です。

生きるというより早く旅立ちたいと いつも願っています。

生きるには辛い老後です。［高津区・80歳以上・年金生活］ 

 

▼各保険料が今でも大変です。どうにもならない事なのです

か。値上げなんてぜひやめてほしい。 

［川崎区・70代男性・年金生活］ 

 

▼老人ホーム増設で 豊かで安心な生活が送れる 川崎市に

なりますように。［麻生区・50代女性・正社員］ 

 

▼老後の心配で介護保険料等、収入が無い人から取るのはや

めて欲しい［川崎区・60代女性・パート］ 

 

▼70 才以上の年金生活者を何を基準にして年金を目減りさせ

て行くのか納得いかない。社会保険料の中でも介護保険料が

高すぎる 75 歳以上になっても今は介護をうけていませんが、

何時かはと考えていますが―しかし そのまま死を向えても

介護保険料については支払う事には反対をする。社会保険料

（特に老人に対する反対については県議会でも議題にして今

後の問題にしてほしい）［麻生区・70代男性・年金生活］ 

▼介護保険料や国保料が値上げされる予定があるそうだが、

年金生活者はつらいことになりそうだ。 

［麻生区・70代・年金生活］ 

▼国民健康保険料・介護保険料の値上げがあまりにも負担が

大きすぎる。悪代官の取立てのような 弱者をいじめる制度

をやめさせて欲しい。［多摩区・60代男性・年金生活］ 

 

▼後期高齢者（こんな日本語があったのか!?）保険料とか介

護保険料とかの徴収をやめて 実体のある医療費・検査費に

振り替え充当して欲しい。（介護）何の御厄介にもなっていな

いのに勝手に年金から“自動引落し”！ 

［麻生区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼年金収入より生活保護の方が多いということが納得しがた

い（真面目に就労、税金、年金も納めていた者の方が苦しい

状態におかれている現状はどういう事だろうか？） 

［川崎区・70代女性・年金生活］ 

 

▼介護保険料を全廃してもらいたい。 

［宮前区・70代男性・無職］ 

 

▼我々の世代が定年退職した後の生活はどうなるのでしょう

か。年金がもらえるとは思えないし、もらえたとしても そ

れだけで生活できるのでしょうか。 

［高津区・30代男性・正社員］ 

 

▼少ない年金から、介護保険＋国保の料金支払いは今でも大

変。減免申請できない中途半端な自分、どうすれば生活維持

出来るかと、…3年後に2倍値上げ実行されたら生きて行けな

い。暗い気持ちになる。70 才の障害者です。最低限の生活を

誰もが希み実現可能になるように市議会の皆様にお願いした

い。［高津区・70代女性・無職］ 

 

▼介護保険料の値上げはひどい。今は納めているだけで介護

は受けていないが、どうせろくな介護も受けられず、さらに

介護を受けるとさらに介護費用を払うのだろう。たまったも

のではない。いずれ納められない人が増加して、色々な諸問

題が発生することだろう。健康保険料の形を変えた二重取り

なのだ。いずれ日本は崩壊するのでそれ迄の命と思っている。

国民の 1/4以上が 30％以上が集団自殺する日もそう遠くない

と思う。私もその予定者の一人だ。自殺しないで生き残る公

務員どもの余生が見ものだ。民間人の苦労を身を以て知る事

になるだろう。そして公務員も後追い自殺者に追い込まれる

だろう。［高津区・70代男性・無職］ 

 

▼私たちは70才、69才の夫婦です。仕事も出来なくなり二人

合わせて年63万ちょっと蓄えもほとんどありません。そんな

ことを考えるととても不安です。介護保険が始まった時、私

たち貧乏人は払うだけで必要な時は、金も払えず、利用でき

ないじゃないかと思いましたが、現実になりそうです。 

［宮前区・60代・無職］ 

 

▼介護保険料が、少ない年金から引かれ、倍以上に値上がり

し、生活がとても苦しくなった。値下げをしてもらおうと思
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うと条件がむずかしい。［宮前区・70代女性・無職］ 

▼介護保険が高すぎる。後期高齢者も高すぎる。 

［宮前区・70代女性・年金生活］ 
 

▼健康保険料の支払額が、昨年と比べて1回につき約5000円

（年間 5 万位）近く上がりました。私の年収は税込み 200 万

ぐらい、低所得者です。これで消費税が上がる！ たまった

もんじゃありません。ほんとに なんとか してもらいたい

です!!［多摩区・50代男性・非正規］ 

 

▼年金生活をしている介護者、被介護者が、介護サービスを

受けることは、容易なことではありません。 

［多摩区・50代女性・無職］ 

 

▼4月で退職しました。24年度の税金が33万、国民健康保険

料が67万、総額100万。どうやって払えばいいのか。積み立

てたものがなかったらアウトでした。ここのところの、消費

税にからんだ国会を見ていて、暗い、不愉快な気もちになる

ことが多く、一市民が何を言ったところで、変化はないと思

いながらも。［多摩区・60代女性・年金生活］ 

 

▼年金からの住民税、介護保険料の徴収は、止めて。個人で

選別できるように 強制はだめ。払込年金徴収に 

［麻生区・60代男性・年金生活］ 

 

▼年金が4月までは年783,198.-が6月度から年652,640.-に

減った。減 7,449.-です。一ヶ月 62,760.-で生活していかな

ければなりません。デイケアで通所週 2 日も約 450 円上がり

ました。介護補助具代月 700 円。無料にして欲しい。諸料金

家賃等月約3,500.- 医療費月3,000.- とても大変です。低

所得者に暖かい政治を切に望みます。ケイタイも止め、エア

コンも今年はつけなく節電してます（経済的に） 

［多摩区・80歳以上女性・年金生活］ 

 

▼年金が目減り、国民健康保険料など値上がりし、生活が苦

しくなるばかり。これに消費税が加わる。政府・官僚のムダ

を徹底的に削減し、スリム化して欲しい。消費税反対、民主

や自民はもはやあてにできない。頑張って下さい。 

［麻生区・70代男性・年金生活］ 

 

▼▽不安な老後の生活を送っている者にとって、安定が一番

です。最近、毎年の様に、年金から、自動的に引かれる介護

保険料、医療費等、もう80才を過ぎますと、足りなくなった

分の補いは出来ません。［麻生区・80歳以上女性・年金生活］ 

 

▼【暮らし向き】年金生活でもゆとりがあったが、そのゆと

りがだんだんなくなった。生活の内容そのものは変わらない。

［麻生区・70代女性・年金生活］ 

 

▼90代の親を64歳の男手一人で在宅介護を病院から強要され

ている。64 歳の私は、唯一の肉親の兄も母と同じ脳梗塞で倒

れ、今は精神病治療を受けている。母と私で死ねと言うのか!?

［川崎区・60代男性・非正規］ 

▼【コンテナターミナル・臨海部開発について】費用対効果

が期待できるのか、それをしなければ、保険料の負担増もな

くて済むのではないか。保険料を払うことがどれだけ苦しい

のか市職員の方もわかっているのではないか。 

［川崎区・20代女性・非正規］ 

 

▼われわれの時代、年金は他の事を節約してまで納めてきた

のです。年金の目減りは生活出来なくなります。自殺するし

か思いあたりません。未来に希望が持てなく 生きる力もな

く むなしいです［川崎区・70代女性・年金生活］ 

 

▼高期高齢者医療費をどんなに共産党が頑張っても、結局廃

止する事ができずに今年も国会は終末を迎える。自民・民主・

公明の 3 大勢力には今後もぜったい打ち勝つ事は出来ないの

で、私共はすでに諦めてはいる。増税もそう。結局、8％～10％

になっていく。情けないと思う。国会を直ぐ解散してもう一

度、法改正して欲しいです。入院する病院も場所によっては

容赦なく高い部屋代を払わされる。改良しなくてはならない

法がたくさんあるのです。国民のためにしっかりしたあたた

かい政治をめざして下さい!! それとももう無理ですか? 

［幸区・70代・年金生活］ 

 

▼介護保険料納付の件 （年金のみ生活者）（例、夫）2 ヶ月

/413,000円 妻 2ヶ月/80,000円） 介護保険料（夫 2ヶ

月/13,200円 妻 2ヶ月/10,600円） 健康保険料（夫 2ヶ

月/29,800円 妻 2ヶ月/10,180) （夫 ▲43,020円 妻 ▲

20,780 円） 妻の介護保険料率はどう計算しているのでしょ

うか 年金支給額に対し 割高に思える。計算方法を公示し

て下さい。 他、住民税 8,800/4期分 所得税 3,900 毎回

（2ヶ月に1回） 今年度納入する市民、県民税の通知がなか

ったように思いますが。［中原区・70代男性・無職］ 

 

▼いかに支出を少なくするかいつも考えて生活している。生

きている意味がない！年金未納で生活保護おかしくないか？

私も年金返上し生活保護を受けたい。家賃医療費等すべて面

倒見て欲しい。20 万円の年金で所得税住民税国保介護保険等

を引くと10万くらいしか手元に残らず、生活費医療費を支出

すると旅行等生活を楽しむ余裕などありません。遠方の先祖

の墓参りもできません。［宮前区・70代男性・年金生活］ 

 

▼年金からは介護保険、医療～国民保険が自動的に差し引か

れて年金手取りが減って困っています。年額 165 万くらい、

その内より過去に（平成 13 年）脳内出血また平成 22 年には

脳梗塞で通院中です。市営住宅入居中です。独身者は１ＤＫ

風呂付です。転居時タンスその他の大物は捨ててきました。

物を置く場所がないからです。独身者でも最低２ＤＫに入居

できるようおはかりくだされば幸いです。よろしく。 

［川崎区・70代男性・年金生活］ 

 

▼低年金者年間300万円以下の者に対し、補助してほしい。 

［麻生区・男性］ 
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▼給与は増えないのに税金や保険料（主人が国保）が増える

のは納得できない。何か増えるなら他のところで減らさない

と生活できなくなる（保育園料、公共料金など）。 

［高津区・30代女性・正社員］ 

 

▼介護保険はやめてほしい［中原区・80歳以上・年金生活］ 

 

▼【介護国保負担増】このところ電気代が上がり、消費税保

険料等々とても老後が心配でなりません。 

［宮前区・60代女性・自営業農業］ 

 

▼年金の目減りは本当にやめて欲しい。公共料金の負担増も

止めて欲しい。少ない年収の中から国民年金にしても払って

きました。40 年払って満額と言うのは目減りがあれば嘘では

ないでしょうか、少額でも許せません。諸問題が解決できま

すように日本共産党川崎市会議員団期待しています。 

［中原区・60代・年金生活］ 

 

▼最低年金者から介護年金が負担増となり、月５万円の生活

ですが、なにが楽しい生活か！年々病院通いが多くなり、口

に入る食費が減るばかりで身の細る思いです。悪循環です。

いづれ私も先が見えてます。悪くなるばかりの日本、この先

どうなるのでしょうか？もうすこし国民の生活、日本国土を

守る気持ちがあるのか？もっと足元を見てください。道路、

鉄道、箱物建物もうやめてください。 

［高津区・60代女性・年金生活］ 

 

▼消費税を値上げするのに年金を減らしたうえゴミ回数減ら

したり、介護保険・国民保険を引き上げるのはやめてほしい。

収入のない人はどうすればいいのですか。年金もらっている

といっても１０万位で、とても暮らしていけません。 

［高津区・70代女性・年金生活］ 

 

▼年金は変わらないのに国民健康保険料は 4 倍になった。こ

の国は平成の楢山節孝のようだ。年寄りを大事にしない国は

滅びる。誰もが通る道。［中原区・60代男性・年金生活］ 

 

▼社会保険料の値上げは値上げ根拠が低い薄い甘い。予算の

使い方、制度のあり方を迅速に時限を設けて検討しでほしい。

順序が逆。［高津区・70代男性］ 

 

▼保険料の値上げは収入に対し厳しすぎると思います（ある

程度の値上げはやむを得ないが）。利用できる範囲の縮小や利

用者負担増も考えて欲しい。一部の声張り上げてる人たちの

意見ばかりでなく、何事も細かく調べて平等に行ってほしい。

今の世の中、損（―物言わない人）、得の差が大きすぎると思

う。［川崎区・70代・年金生活］ 

 

▼今まではわが家でも事業をしていましたが年齢的にやめま

した。これからは年金生活になりますので、介護保険や国民

健康保険料等が一番気になります。 

［川崎区・70代女性・年金生活］ 

▼後期高齢者の医療保険料金、なぜ高い料金なのですか？年

を取ってこのような苦しい思いをしなければならないのか、

私は75歳ですが、年金だけでは生活ができない為、いまだ現

役で介護ヘルパーの仕事をしています。私の年金月に10万円

です。生活保護の人より少ないのです。年金だけで生活がで

きないので、なまじっか働くと市県民税、介護保険料、健康

保険料、全部同じ年齢の人より高額に支払っています。なぜ

なのですか。また遺族年金の方はずいぶん高額な額をもらっ

ているのに、どうして遺族年金だからといって介護保険健康

保険料がどうして安いのですか？高額には変わりないのに、

私のような者より支払う額が少なくない、なぜ貧乏人はいつ

までたってもすくわれない世の中なのですか、悲しいです。

考えると腹が立ってなにを書いているのか分からなくなって

きました。乱筆乱文ですがすみません。もし読んでいただい

たのでしたら電話もらえれば幸いです。 

［幸区・70代女性・年金生活］ 

 

▼必死に働いてきたのに年金が10万少々、生活が苦しい。値

上げを最小にしてほしい。［中原区・60代女性・年金生活］ 

 

▼年金が低いうえに介護保険料が非常に高く困って生活費を

切り詰めています。 ［幸区・70代女性・年金生活］ 

 

▼これ以上、年金や介護保険、健康保険を増やされたら生活

が苦しい。払った分、老後の保障があるなら、まだ仕方がな

いとは思えるが、現状は厳しいらしいし、預金したいのにで

きず、払い続けて老後は「ごめん、自分で何とかして」では、

働けなくなったら自殺かホームレスになるしかないと思って

しまう。介護保険は、健康であれば使うことはまずできない

し、現実将来自分がどうなっているかわからないが、払うだ

け払って健康でお金もなく、仕事もなく、家もない老人はど

うなってしまうのでしょうか。現在負担している金額を全て

預金した方が、将来自分の為に生かせるのでは？ 

［中原区・40代女性・自営業農業］ 

 

▼昭和18年に生を受け、小学3年の時から、子守をしてわず

かなコメをいただき働いてきました。親の言うまま20歳そこ

そこで結婚をして、2人の娘を産みましたが、主人は早くに病

気で他界して高校大学と娘を育て、教育もさせました。夜昼

働きました。やっと年金生活になりましたが、それも生活保

護者よりわずかです。それで生活するのにも苦しい状態で、

戦中生まれで苦労して介護保険とやらをひかれ、手取りはわ

ずか、夢も希望もありません。なぜこんな日本なのでしょう

か。主人は生前は共産党を支持していました。もっと頑張っ

てほしいんです。高齢者が金持ちと言うのは、一部の人です。

私どものような苦労している者もいるのです。せめて、普通

の生活ができるようお願いしたいです。年金もわけのわから

ない計算の仕方で理解できません。おまけに年金漏れもあり、

まじめに年金をかけてきたのに、残念でたまりません。もっ

と共産党はしっかりしてください。昔のように…。私のよう

な弱者はいっぱいいます。お願いします。 
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［中原区・60代女性・年金生活］ 

▼年金額がもう決まっていてそれだけでは生活していけない

ことに不安を感じている。［多摩区・60代女性・非正規］ 

 

▼子育て支援、いいことだと思いますが、これからは高齢者

がもっともっと増えます。私たちがこつこつためてきた年金

が減らされることがあっていいものでしょうか。年金は私た

ちの預金と一緒だと思います。それが減らされること、納得

いきません。どんどん苦しくなるばかりです。 

［高津区・60代男性・会社員］ 

 

▼介護保険料は値上げしないでほしいです。年金生活者にと

っては苦しいです。［高津区・70代女性・年金生活］ 

 

▼高齢者介護の充実 ムダな税金は使わない！！ 

［高津区・70代男性・年金生活］ 

 

▼生活が苦しいのに国民健康保険料の引き上げなど、理解に

苦しむ。国民のお金よりも政府は別の所から収入を得るべき

ではないか。子どもも社会人として働いているが、年金や保

険料などをひかれた給料で経済も低迷している中、将来に希

望を持つのは難しいと思う。［中原区・40代男性・自営業農業］ 

 

▼【介護国保負担増】同時に無駄をなくし経費の削減など使

い方を再考願いたい。【◎まじめにコツコツ働いてきちんと納

税している者や、正直者が馬鹿を見るような政治はやめてほ

しい。［宮前区・50代女性・無職］ 

 

▼生活保護の人より少ない年金で毎日必死で生活しているの

に、年金はどんどん少なくなり介護保険などいろいろ引かれ

るのが多くなり、どのように生活するか、病気になっても病

院には行かれない。消費税は毎日生活の必要品からはあげな

いでほしい。［宮前区・70代女性・年金生活］ 

 

▼年金は自動的に減少、住民税は増え、保険料も増える。バ

カにするな。政党交付金は民主党は人数が減っても以前の額

をもらえます。野田はもらうと言っているが返納すべきであ

る。共産党はそうは思いませんか。［宮前区・70代男性・無職］ 

 

▼保険料が倍になるのは本当に苦しい。今後支払えない人が

増えて、余計回収できなくなるのでは？ 

［多摩区・30代女性・無職］ 

 

▼老齢化にともなう収入減がますます進んでいく中での各種

保険等の値上げには反対です。［多摩区・60代男性・無職］ 

 

▼社会保険料が増々増額してやっていけない。▼この上、消

費税が５％→10％になったら、生活していけない。 

［多摩区・60代男性・無職］ 

 

▼【介護国保負担増】老齢者に冷たい政治。【コンテナ港】拡

張なぜ必要か市民に今一度問うてほしい。 

［麻生区・７０代男性・年金生活］ 

▼年金受給額、医療費用、老後は仕事もできなくなり、収入

もなくなり、年金だけでは生きていけないのではと、今から

考えるととても不安です。子育て世代も大変だと思いますが、

仕事ができない年代の方の話題も沢山してほしいです。 

［中原区・40代女性・自営業農業］ 

 

▼【介護国保負担増】収入が減少している現状で値上げばか

りされては支払いきれない。［高津区・40代男性・自営業農業］ 

 

▼介護保険料は東京都に次いで 2 番目の高額、市県民税も高

すぎる。所得による額の決定に幅がありすぎると思う。もっ

と細分化しないと低所得者ばかりが負担割合が多すぎること

になっている。不公平。その上消費税アップとは、高齢者は

豊かなものばかりではない。［幸区・60代女性・年金生活］ 

 

▼市民税県民税は川崎市が一番高いと聞いています。月々

33,000円も支払いで年金生活でとても苦しいです（年金 2ヶ

月で12万でとても苦しいです）。 

［中原区・60代男性・年金生活］ 

 

▼年金は減る一方で、介護保険料、国民健康保険料が値上げ

され、政府は社会保障と税の一体改革と言っているが、社会

保障はますます悪くなるばかり。これで消費税が上がったら

どうすればいいのか、近く行われる選挙で大きくのびてほし

い。［中原区・70代男性・年金生活］ 

 

▼【介護国保負担増】いいかげんにしろ!! 払えるか!! 【コ

ンテナ港】いらないこんなもの!! それならゴミ3回やれや!! 

どいつもこいつもバカな奴らしかいない。日本は誰がやって

も立ち直れない。［川崎区・50代女性・自営業］ 

 

▼老人は早く死ね、という今の政策に対して、介護保険の値

上げ、国民年金の減、医療費のかかりよう、とても生活して

いけません。皆さん年を取っていきます。もっと住みやすい、

生活しやすい社会を望みます。［川崎区・60代女性・無職］ 

 

▼健康保険が値上がりは困る。ただでさえ、給料が下がる、

生活がギリギリなので、人の生活くらいは最低限守ってほし

い。このまま値上がりすれば、税と仕事のバランスが悪くな

り、何のために生きているのか分からなくなる。 

［中原区・２０代男性・正社員］ 

 

▼年金に占める介護保険料が今でも高いと思います。年金月

１０万円で家賃を支払い、介護保険が７８００円も取られて

いる今、節約は食費しかありません。何十年も働いてきた一

人住まいのものです。［中原区・60代女性・年金生活］ 

 

▼年金二人合わせても２０万円にもなりません。その中で保

険料（介護も含む）が高く、病人を置いて仕事にでなければ

ならない、普通の生活が維持できない７０歳に手が届きそう

なわたしたちには不安ばかりが募ります。 
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［中原区・60代・年金生活］ 

▼消費税が値上げされれば、生活がもっと苦しくなる。その

上介護保険料や健康保険料の値上げが重なり、庶民の暮らし

はますます追い詰められます。市が大型開発を密かに進めて

いることに驚いています。今日も美容院で「これから生きて

いても不安だらけだね。長生きすればするほど先が真っ暗。

楽しみは何もないね」と将来への展望が見いだせない話題ば

かりでした。大企業や甘い汁を吸う政治屋ばかりが得をする

社会が早く変革するよう祈ります。 

［川崎区・60代女性・正社員］ 

 

▼退職から国民保険に代わりました。夫は自由業だったので、

年金収入もなく収入０です。国民保険は私の年金で２人分払

っています。とてもきついです（４万ちかいです）。４千円台

の人もいます。公共料金や保険は取れる所から取るというこ

とが許せません。行政の御意見番として頑張って下さい。 

［中原区・60代女性・年金生活］ 

 

▼介護保険料と国民健康保険料は、年金生活者にとっては負

担です。私たち夫婦は二人とも健康なので、医者にかかるこ

ともなく過ごしています。これから支払った分だけ、恩恵を

えることがあるかどうか？［麻生区・60代女性・年金生活］ 

 

▼【介護保険料と国民健康保険料の引き上げについて】お金

に困ったら国民に負担させれば良いという政治家の安易な考

えが一向に変わらない愚かさに閉口してしまいます。小泉首

相の頃から格差が大きくなってそのまま見直される事無く今

に至っているように思われますが、いかがでしょうか?政治に

はとんと素人でありますが、政治指導がうまくいかなくなっ

ているのではないかと、とても心配です。 

話を戻して、今日本のというより世界の生活は通信費すなわ

ち携帯電話は当たり前の時代になった。家族 3 人で携帯を持

ったら相当な家計の負担を強いられる、かといってこれはや

めるわけにはいかず一番安い契約で維持している訳でもちろ

ん車は維持出来ないのでやめてそれでも給料をまだ下げよう

と企んでいるやからは 20 万 30 万の手取りで生活をしたこと

のない人と思っていたらそういう人たちが胡麻すりに自分の

点数稼ぎにやっていることを知った時のなさけなさ、まあそ

のことはさておきその通信費光熱費水道代でもって家計の三

分のーはなくなってしまいます。そこに介護保険料、国民健

康保険料の値上げはいかがなものか？しかも介護保険料はど

うなっているのか一般市民には理解されていないのでは？と

てもあやふやなシステムの介護保険料どうしたものか？そん

な理由で理解しがたいめだたない所から国民には分からない

ように値上げをする、悪政この上ないのでは、その辺をもっ

と詳しく公表していくべきではないでしょうか。アンケート

調査を頂いたのは初めてですが感謝しながら折角の機会です

ので愚問をなげかけて見ます。東北がまだ立ち直っていない

のにもうすでに所得税 8%の話を平気でするあの無神経さはど

うなっているのでしょう。もう呆れ果てて悲しくなります。

やっぱりここでは、唯一野党と称される貴党が頑張らなくて

日本の政治は駄目になってしまうのではないでしょうか。い

かがでしょうか?［高津区・50代男性］ 

▼介護保険料が値上げされ、年金から有無を言わせず、天引

きされているが、いざ介護を受けようと申請しても、十分な

介護が受けられるのか、本当に不安です。▼川崎の臨海部で

大型開発を進めているが、福祉の予算が削減されていくのは

市民を大切にしているのか？と憤りを感じる。 

［宮前区・70代女性・年金生活アルバイト］ 

 

▼国民健康保険料が昨年より倍になり、市県民税が上がった

ため、すごい負担になっている。家族6人で年間70万以上の

健康保険料って何？そんなに医療費かからないし、政治家が

むだなものばかりつくるから、政治家こそ自分たちで家賃払

って生活してみろって感じ。住みにくい日本だね、税金払う

ためだけに働いているのか私たちは。 

［川崎区・40代男性・自営業］ 

 

▼介護保険料国民健康保険料 2 倍になったら国民年金は 0 に

等しい。生活保護の方が良くなり、働くより生活保護の方が

良くなる。こんな政治はいやだ。民ありて市・国あり、企業

優先政治が1000兆の赤字を作った。原発に使った金は大きい。

自民公明民主は企業党にほかならない。民を捨て企業に金を

自公民。［川崎区・80歳以上・年金生活］ 

 

▼私たち夫婦は 2 人ともども年金生活ですが、介護保険料は

差し引かれるし、国保も高いし、これでは生活なんかできる

わけがありません。ですから、少しでも働かないわけにはい

きません。年金の額を上げてください。国会議員の方たちは、

スーパーで老人が買い物をしている所を見たことがあります

か？どのくらいの金を使っているか？私が見たところで約 1

人の人が使っている金額は500円から800円位の品物ですよ。

1日分です。これで、生活が成り立っていると思いますか、少

し考えて下さい。こんなことだから 1 人では生きていくのは

難しいですね。［幸区・60代女性・自営業農業］ 

 

▼今年65歳になり年金をいただくことになりました。50年か

けて税金を払っていないと思われる人が生活保護を頂いてい

る金額よりはるかに少ないとは、何のために頑張ってきたの

か、その少ない受給額から、健康保険、介護保険を無理やり

引き取られるのですから。一人暮らしの上、長い間の無理も

あり病気があります。年金はいりませんから生活保護をくだ

さい、と言いたいです。クーラーも付けたことありません。

年齢のため、短い時間ですが働いています。あと１、2年でそ

れもダメになるでしょう。その後どうしましょうか、私みた

いな年寄りはごまんといるでしょうね、若い人が年金払わな

い気持ちわかります。介護保険、健康保険下げてください。

昔のような福祉の川崎に戻ってくれますように。 

［幸区・60代女性・年金生活パート］ 

 

▼所得税、市民税の増税、国民保険料の負担増、これ以上負

担増されたら生活ができない。子供に必要な物や学費すら払

えなくなる。共産党でもどこの党でもいい。低所得は生活が

苦しすぎたすけて［川崎区・40代・会社員］ 
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▼今年金生活に入り年金36年間（厚生年金も含んで）国民年

金が多いですが、月 6 万円位の年金では体調悪くなり病院に

行きたくても、眼科も外科も内科も今はいけなくなり、我慢

するしかありません。パート時代、苦しい中頑張って生きて

きて、年金かけてきた人の方が生活保護の人より少ない年金

生活なんてかわいそうです。助けてください。年金生活にな

って親の墓参りもいけません。［幸区・70代女性］ 

 

▼私は今年７２歳になりますが、ここ数年前から心臓病等で

入退院を繰り返してきましたが、今年７月に手術をし、退院

後も通常の状態ではなく、通院しながらの生活で、保険料の

値上げで苦労をしながらの毎日となっております。年金の目

減りでも。本当に国民の立場に立って議会でもたたかってい

る共産党の力がさらに強く、大きくなることを願っておりま

す。［幸区・70代男性・年金生活］ 

 

▼介護を受ける身になっても、介護保険料を払うことは二重

の苦しさである、医療費介護品などなど。 

［中原区・60代・年金生活］ 

 

▼高齢者 2 人暮らしなのに、年金の手取り額がますます少な

くなり、生活は増々苦しい。市古さんおおばさん応援してい

ます。［中原区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼なにしろ、給料・年金が減っているのに、消費税や諸々の

市わらわなければならない保険料等が逆に増えている。生活

がますます苦しくなるばかり。▽生活保護者に対して、普通

に生活費、長い間きちんと年金を収めてきたのにもらえるよ

うになって年金を受け取ると余りの額の少なさに驚いていま

す。にもかかわらず、年金を収めてこなかった生活保護者の

方が、月額受け取る額が数段に多く、医療費免除やら何やら

すごく保護されています。わずかな年金から医療費やらなに

やら差し引いたら、生活保護者の方がすごく楽です。なんで

ちゃんと働いて税金も年金も収めてきたのにこうなるのか。

だったら最初から生活保護者になった方が老後は楽というこ

とになります。［高津区・70代男性・年金生活］ 

 

▼国民年金の人たちは、介護保険金36000～39000円年に惹か

れれば結構響くと思います。 

［高津区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼国保が高くなって驚いている。介護保険とあわせて引かれ

ると生活費が苦しい。［多摩区・70代女性・年金生活］ 

 

▼自営業なため、年金、国保（家族 5 人、人数分）の負担増

（昨年に比べ1.5倍）、払わなければ主人と2人病気持ちなの

で毎月の通院もままならない現状、また学校を卒業しても正

社員にもなれず、奨学金も返せない。会社員と自営業の保険

の格差、年金の格差、どうにかならないのか、国会議員の収

入の多さ、いつになったら身を切るのか、国民をばかにして

いるとしか思えない。［麻生区・50代女性・会社員］ 

 

▼社会保険料の値上げはこたえますね。 

［麻生区・70代男性・年金生活］ 

 

▼介護保険料と国民健康保険料が値上げされるのは仕方ない

と思うが、2倍になるのはキツい。［川崎区・20代・会社員］ 

 

▼介護保険・国民健康保険を使わないですんでいる人、使用

が少ない人に対して一定年齢に来たら還元するようなシステ

ムはどうか?［中原区・60代女性・年金生活］ 

 

▼私は18歳～60歳まで事務（正社員）で働きましたが、年金

額は月11万円です。40年以上、育児をしながら頑張ってきま

したが、値上がりや介護保険料（65 歳～）を取られるように

なったら減るばかりです。これでは医療費もいらない生活保

護の方がよっぽど楽です。一生懸命頑張った人が生活保護よ

り苦しいのはどうしてですか。生活保護をもっと下げてくだ

さい。病院だってがまんしていけない。皆んなそうゆう生活

をしているんですよ。生活保護の人は虫に刺されてもいって

ますよ。［川崎区・60代女性・年金生活］ 

 

▼主人は今仕事はありますが、国民健康保険、国民年金のた

め、負担が大きいです。私自身の分もありますので、その分

働いてカバーしようとしてますが、その分国民健康保険は上

がってしまいます。子供ができるため(来年出産)私は仕事を

続けられず、支出も増え、生活が辛くなっていきます。川崎

は福祉がしっかりしている、良いと聞いていたのですが、引

っ越してきた意味がなくなりそうで嫌です。 

［幸区・30代女性・派遣］ 

 

▼社会保険料・医療費・介護費用等の負担増で、年金の目減

りが最近急増し、生活が苦しくなった。国民として、一定の

負担増はやむを得ないとしても、年金生活に耐えるような政

治、物価の安定を希望しています。 

［幸区・70代男性・年金生活無職］ 

 

▼コンテナターミナル、工場跡地の開発!? これから必要に

なっていくことなのかもしれないが、市民各個人の生活は楽

じゃない!! 日々の生活がもう少し楽になるようにしてほし

い。保険・年金の支払額・支給額の見直し。市としてやらな

くてはいけないこともあるだろうが、もう少し考えて欲しい。

役人の考えが良くわからない。無駄なことが多いのではない

か？ ［中原区・50代女性・正社員］ 

 

▼①葉書一枚で毎年目減りする年金。②今まで頑張って税金

を納めて来ましたが、もうあんたらはいらない様に聞こえの

政治。③子供達を大切に出来ない教育と政治はもういらない。

④政治とは何かもう一度考えて下さい。国民はどこにいけば

良いのか？［川崎区・60代女性・年金生活］ 

 

▼毎日の暮らし向き、社会保険（国民健康保険）の負担増に

より困っています。［高津区・60代男性・年金生活］ 
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▼年金は年々下がる（恩給は全く値下がりしないのは不公平）

介護保険料・国民健康保険料が値上がりし、消費税も電気量

も値上がりすると生活はどーんと苦しくなる。一方叙勲はや

めるべき（せめて東北復興までやめてほしい）。新幹線のみ計

画しているが、在来線をもっと利用しやすいように改善して

もらいたいものです。［多摩区・70代女性・無職］ 

 

▼年金が目減りする中で介護保険料が上がってゆく中で、消

費税アップは許せない。また消費税アップ分の多くは建設費

用（ゼネコン）にゆくのは許せない。 

［宮前区・60代男性・非正規］ 

 

▼年金で食える状態ではないので働けば税その他の支出が多

くなり、多少がんばって働いても効果なし。年齢と共に病院

に足を運ぶ回数は多くこまるためまともな仕事もなし、働い

ても働かなくても苦しい生活。介護保険は払えず健康保険で

いっぱい。本格的に具合悪くなれば当然医療費は払えず、生

活保護も受けられず、オバ捨て山時代か。 

［川崎区・60代男性・年金生活］ 

 

▼65歳に7月成りましたが、国民年金は65歳から頂く為に手

続きしましたが、まだ入金されません…が、介護保険料納入

通知書はしっかりきて 1 期分は支払いました。取るだけとら

れて…年金はいつから入るのでしょうか？ 主人の年金も

年々少なくなっています。［川崎区・60代女性・年金生活］ 

 

▼病人を 2 人抱えているので、毎月の医療費の負担が大きい

（加えて国民健康保険、前期高齢者、介護保険料等々で毎月

の収入が減少しています） 消費税アップも控えており、生

活維持に不安を感じます。［川崎区・60代女性・非常勤］ 

 

▼世界的不況の中、もっぱら自己防衛の毎日です。年金は減

り 諸税、保険料等は上がる一方 ひたすら耐えしのぶ生活

です。［中原区・70代女性・年金生活］ 

 

▼介護保険の利用 ①こちらのニーズにこたえてほしい。子

どもの同居の場合、掃除等制限が大きい。 ②利用しない場

合、保険の割引とか還付措置。 ③マッサージ等すべて保険

がきくように。 ④増税をやめて高額の物品税、宗教法人の

課税を見直し、日常の生活は無税。 ⑤原発廃止 

［麻生区・80歳以上女性・年金生活］ 

 

▼年金が減っているのに介護保険、健康保険、公共料金の値

上げ、高齢者はとても生活が苦しいし不安です。 

［中原区・60代女性・無職］ 

 

▼年金が減り、病気になったら入院費が心配です。そのため

自分の体は自分で守るしかないと思い健康に気を付けて寝た

きりにならないように苦労しています。入院も長くできず、

歩けなくても追い出されると聞きました。年寄りは死ねと国

が思っているようですので、命きれるまで自分のことは自分

でできる様にと体操をして歩いています。［中原区・60代］ 

▼厚生年金について：厚生年金をもらえない人も税金を払っ

ている。サラリーマンは年齢が上がるにつれて収入も増える

し、退職金等もあるが、自営業は年齢とともに収入は減り、

国民年金しかない。共済年金も不公平だが、厚生年金だって

充分に不公平だと思う。その論議があまりされないのはな

ぜ？［麻生区・50代女性・無職］ 

 

▼介護保険料が高くなって来てる。しかし保険料を１銭も使

わずに主人は亡くなりました。どうして高齢者が多くなるか

らと、少しの年金から差し引かれるのは変すぎます。 

［麻生区・70代女性・年金生活］ 

 

▼介護保険料の値上げについては、これ以上年々引き上げら

れると自分たちの生活自体ができなくなり、保険料引き上げ

により、年々生活状態が苦しくなるので、考えてほしい。 

［宮前区・70代男性・年金生活］ 

 

▼川崎市は他の市町村に比べ国民健康保険料が高すぎる。 

国のあり方、国制について、この国に生まれ、普通に、真面

目に働いて自分が老人になった時、あァこんなに良い老人生

活が可能なんだという実態を若者に見せられる社会にする事

が大切では? 自分の将来が今の老人を見れば削るという制

度・国づくりに共産党の躍進を期待したい。抽象的ではある

が…［多摩区・70代男性・年金生活］ 

 

▼老人が安心して生活できる世の中にしてほしい。介護保険

等、年金から引かないでほしい。私は年金から10万円以上ひ

かれている。年金から差し引くのをやめてほしい。 

［麻生区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼保険料について～低所得者と高所得者の差がなさすぎる。

所得税の累進性を導入してほしい。 

［高津区・40代男性・自営業農業］ 

 

▼もう少しで夫が定年に達し、年金生活となっていきますが

税金・保険料、電気他の公共料金が高くなっていく中で、生

活していけるのか大きな不安を感じています。 

［多摩区・50代女性・パート］ 

 

▼【介護国保負担増】そもそも[コンテナ港・臨海部開発]の

ようなことをしなければ引き上げは必要ないのではないでし

ょうか。そもそも用途別の徴収と言うのが？ 

［麻生区・40代女性・非正規］ 

 

▼介護保険料は何なのかわからない。妻がガン再発で介護保

険を申請。混んでいるからと申請後３ヶ月介護保険がおりた

その日、妻が他界した。何のための介護保険料を支払ってき

たか、大いに疑問。［麻生区・70代男性・年金生活］ 

 

▼介護保険料が毎年上がっています。川崎は黒字と聞いてお

りますが、なぜ上げなければならないのでしょうか？ 
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［麻生区・60代女性・無職］ 

▼介護保険は年金から高額を差し引かれているにもかかわら

ず、実際に利用するときの手続きに時間がかかり、介護を受

けたいときにすぐ利用できないことに不満。すべての介護施

設に太陽光発電のパネルを設置するとよいと思う。 

［多摩区・70代女性・年金生活］ 

 

▼【介護国保負担増】○若干の年金から介護保・国保・所得

税をひかれると、生保費以下のひどい実状です。医療費を差

し引くと、年金を返上して生保者になりたいくらいです。［多

摩区・70代女性・年金生活］ 

 

▼介護保険料が高い。国の政策を根本から見直ししなければ

ならないと思います。［中原区・60代女性・年金生活］ 

 

▼介護保険料、国民健康保険料、値上げをやめてほしい。▽

川崎市議会の日本共産党の皆様がんばって下さい。応援支援

します。［幸区・70代男性・年金生活］ 

 

▼川崎市は弱者にやさしい自治体だったのにいつの間にか切

りすてるような行政になっています。介護・健康と言ったみ

んなにとって大切な事業は利益を出すのではなく、満足を与

えられるような政治を行うべきではないでしょうか。 

［中原区・60代・年金生活］ 

 

▼【高齢者介護】介護保険の必要性が疑問。介護保険料を払

っているが、まわりの話しを聞くと、その扱われ方が不透明

な部分も多いと感じる。他の税金についても同様だが、市民

に対してもっと明確にしてほしい。 

［高津区・70代男性・自営業農業］ 

 

▼年金生活者は社会保険料が増え、生活用品の消費税アップ

は非常に痛手です。自治体により交通手段など安くるようで

きる（高齢者70歳以上）制度がありますが不公平に思う。 

［多摩区・70代・年金生活］ 

 

▼先端産業で外国人向けの医療、施設を作る様ですが市民が

川崎市立病院に自由に受診出来なかったり国民健康保険が上

がったり、もう少し市民の医療の為の事を考えてほしい。（紹

介状がないと初診料が高くなる）［川崎区・60代女性］ 

 

▼【負担増】年金が少ないので、値上げは辛いが透析を受け

ているので少しは我慢する。［高津区・70代女性・年金生活］ 

 

▼これからますます教育費がかかる上に保険料まで上がると

生活が苦しくなる。［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼主人が病気・高齢のため、生活保護受給者です。保険費の

中から差額で、その分年金等（介護保険料）を支給されるの

で値上げはしないでほしいです。未だ小 1 の子供がいますけ

ど、生保じゃない人には、病気、ケガ、等とつぜん有ったら

大変なのでこれも大幅にして欲しいと思います。 

［高津区・40代女性・パート］ 

▼年金も年々減って来て、増税、社会保険料の負担増、医療

費支出と負担が増えるばかり。年金では生活が出来なくなる

のでは 心配になってしまいます。 

［多摩区・60代女性・年金生活］ 

 

▼保険料が高すぎる。［川崎区・50代女性・自営業］ 

 

▼今の生活で苦しいのに、保険料が上がると、もっと苦しく

なる［宮前区・20代男性・会社員］ 

 

▼介護保険料は給付を受けていない高齢者へは一部返還措置

があっても良い。民主党、自民党にはうんざりです。第三の

政党として今こそ共産党にがんばってもらいたい。 

［高津区・40代男性・正社員］ 

 

▼国民年金がどんどん勝手に上がるのは納得できない。▼他

の市より国保がかなり高い。［麻生区・30代女性・正社員］ 

 

▼健康保険料や区民税が高い。［中原区・20代女性・非正規］ 

 

▼増税や保険料を値上げするだけして、何に使われているの

か、本当に増税が必要なのか、不透明な用途では断固反対で

す。2年前から川崎市に住み始めましたが、保育園不足、中学

校給食の問題など、これからこの地で子育てしていけるのか

不安になります。［中原区・30代・正社員］ 

 

▼国民の生活、社会保障、人金需給が最も重要、1000 億円、

300億円だとか事業計画は絶対やめてほしい。そのお金を年金

にプールせよ！いまの子どもたちの年金はどうなるか、お金

の無駄遣いはやめて！！原発反対！！［中原区・50代・無職］ 

 

▼【介護国保負担増】保険を払っていても医療機関にかかる

ときの医療費が負担。保険を上げるのなら、実質負担額をも

っと減らしてほしい。［高津区・20代女性・非正規］ 
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▼国民健康保険料の引き上げ％が大きすぎる。 

［高津区・40代男性・音楽講師］ 

 

▼ここ最近で電気料金値上げ、保険料も値上げ、消費税も値

上げ、だけど給料はあがらずでは生活が苦しくなるだけで、

なにも良いことがありません。値上げしなければならないな

ら、その理由を明確にかつ国民の意見もきちんと聞いてから、

進めてほしいのに、官の人は一番大切な部分を抜かしての値

上げだらけで先が不安で眠れません。 

［宮前区・40代女性・無職］ 

 

▼保険料の値上げは考えられない！！自営でギリギリの生活

をしている実家の両親の負担がさらに増えてしまったらどう

なるのかと不安になる。［中原区・30代女性・専業主婦］ 

 

▼保育料が高い。都内23区の同一納税額と比較すると、区に

よっては倍以上の金額を負担している。最高値の江東区と比

較しても 1 万円近く開きがある。医療費助成、給食も都内の

水準に合わせてほしい。都内より生活費の負担増になると川

崎に住むより都内の方が魅力的に感じる。 

［中原区・30代男性・正社員］ 

 

▼父親が若いころ働いていた会社が倒産（吸収合併）し、も

うすぐ７０歳になるというのに、いまだ無年金で暮らしてい

ます。そのため介護保険料はおろか健保すら払えず、１０年

ほどは病院に行くことができていません。母親は文句も言わ

ず地道に働いているが、給料と支払で生きていくのがやっと

だ。私自身も高校生の頃からまじめに働き、金銭面での手助

けをひたすらしてきたが、結婚・出産で働くことができず、

援助があまりできなくなってしまった。母親が働けなくなっ

たらどう生きていくのか、とても心配でならない。報道を知

るたびに、政府の消極的な対応や、税金のむだ使い、等々…

本当に困っている人よりも、目先の欲や、選挙のためだけに

行う口だけの政策は怒りよりもただただ悲しいです。 

［高津区・20代女性・無職］ 

 

▼給料は変わってないのに、税金は上がるし、保険料も高く

なるし、本当に生活が苦しくなっていく。 

［高津区・20代女性・主婦］ 

 

▼認可保育園を増やしてほしい。もっと子どもを生み育てや

すい社会にしてもらわないと少子化問題は解決しない。その

ために税金が上がるなら納得するが、何に使われているかわ

からないようであれば納得いかない。年金も私たち世代がき

ちんと生活していける額もらえるのか、非常に不安。 

［高津区・30代女性・正社員］ 

 

▼国保も値上げするのは困ります。水道も電気も消費税も…

何もかも上がってその上国の上の人たちの不正についてはい

まだ明らかにされていない。右向け右みたいな形を取らざる

を得ない。値上げに国民だけ厳しい現実が未来にあるのはお

かしいと思う。［高津区・30代女性・パート］ 

▼国民健康保険の値上げも我が家にとって今後心配なことで

す。収入がそれほど多くない夫のため、私も働かなくてはと

思いつつ、子どもに寂しい思いをさせたくないと葛藤してい

ます。［中原区・30代女性・パート］ 

 

▼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］ 

 

▼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］ 

 

▼今の社会は生活が本当に苦しいです。保険、年金、税金等

引かれるものが一つ一つの金額がすごく負担になり、貯金ど

ころではないですし、子供を育てることについても考えられ

ない現状。毎日必死で生きて、将来年金さえどうなるかわか

らない。本当にまったく老後や先の人生不安しかありません。 

［宮前区・30代・無職］ 

 

▼保険料が高い、料金が高いので、働いても生活が楽になら

ない。月々の給料から、かなり引かれています。生保の人が

贅沢な暮らしをしている（仕事上よく見かける）のが気にな

る。［高津区・20代女性・正社員］ 

 

▼厚生年金の扶養枠が130万円未満のため、150万円程度の収

入では国保の負担が重過ぎる。低所得者は働くほどに損をす

る構造を何とかしてほしい。［麻生区・40代女性・自営業農業］ 

 

▼年金は目減りするのに介護保険・健康保険料が増えるのは

大変です。［麻生区・70代女性・年金生活］ 

 

▼昨年は社会保険だったのに、今年から国保になった（家庭

の事情で） この保険料の差はなんでしょう？ …高すぎる

… いくら会社負担があったとはいえ… ○市の大型開発っ

て市民にいい事があるんでしょうか？ もっと身近な事に目

を向けて欲しい。［宮前区・60代女性・非正規］ 

 

▼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。 

［高津区・50代女性・パート］ 
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▼年金生活をしてる者は、ほんとに大変な世の中だ。せめて

すべての値上げをやめてくらし良い世の中にするべきだ。 

［高津区・60代男性・年金生活］ 

 

▼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。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］ 

 

▼年よりにやさしい社会に、してほしい。医療&年金など弱者

からの無茶な取り立てなど。［高津区・60代女性・年金生活］ 

 

▼国民健康保険料が 3 年後には約 2 倍になることは知らなか

った。年金も減り、消費税が増え、増々生活は苦しくなる。

将来に期待が持てない。［川崎区・50代女性・その他］ 

 

▼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］ 

 

▼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

じゅうじつしている所にいく!! 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］ 

 

▼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？どの政党も何にも変えない。マトの聞いた改革を

してほしい。公務員とか官舎にかかる費用もカットしてから

上げて下さい。何でもかんでもあ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］ 

▼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］ 

 

▼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］ 

 

▼収入が減っているのに増税ばかりされて払いきれない。年

金暮らしのお年寄りもかわいそうです。増税するならそれな

りに市民に返してください。［川崎区・40代・自営業］ 

 

▼増税、物価の値上がり、保険料の負担増など、支出の部分

が増えるばかりで肝心の収入の方は単価が下がるばかりか仕

事自体を見つけるのさえ難しい状況でどうやって生きていけ

ばいいのか？ このまま仕事が見つけられないままだと約半

年でゆきづまりです。［麻生区・40代男性・無職］ 

 

▼【高齢者介護】今の日本では年を取ることが不安でなりま

せん。年金収入は高齢者にとって生活費そのものですから、

これ以上年金が下がることは避けてほしいです。 

［宮前区・40代女性・非正規］ 

 

▼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］ 

 

▼【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］ 

 

▼【介護国保負担増】手に職がない人たちは、お金がなく保

険料も払えないというのに、更に値上げなど政府は何も考え

ていない。［多摩区・40代男性・公務員］ 

 

▼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］ 
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▼60 代になると医者にかかることが多くなるので、医療費の

軽減を望みます。［中原区・60代女性・無職］ 

 

▼①国民健保の算定方式の変更による保険料の大幅アップは

納得できない。②介護保険料の大幅アップもおかしいと思う

（年金支給額が減少しているのに） ③消費税が上がるのな

らそちらで負担してほしい。 ④年金からの天引きでなけれ

ば払いたくない人がいても理解できそう。 ※（将来の子ら

に負担をかけたくないと言っていながら）消費税は福祉に回

すと言っているようだが、今までの赤字国債の穴埋めには回

らない。とすれば将来にわたって負担額は減らないのではな

いか。［宮前区・60代男性・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？ 無駄な介護保険料を年金から引落しないようにして

ほしい。自分の時はどこまで見てもらえるのか心配。石川け

んじさま、私は共産党を応援しています。 

［宮前区・70代男性・年金生活］ 

 

▼現在は元気なので介護保険を使うことがないのですが、保

険料を払っていっても使いたいときに受けられないこともあ

るのでは保険料支払っても使うことができず亡くなる方も多

いと聞きます。とんでもない保険、ないほうがいいのでは？

［高津区・６０代女性・パート］ 

 

▼介保と国年…私の場合 1 人暮らしで現在の年金額と生活保

護費が同額位だが、今はなんとかやっているが、今後は判ら

ない。［宮前区・70代男性・年金生活］ 

 

▼一昨年より昨年、昨年より今年と、同じ仕事をしても手間

賃がどんどん下がっている。年齢を重ねるごとに病院に行く

ことも多くなった。それなのに、社会保険料と税金等右肩上

がりに上がっている。［多摩区・60代男性・自営業農業］ 

 

▼25 年払わないと出ない年金制度の見直しを地方議会からも

声に出していくべきです。大規模公共事業への税金のムダ使

いをやめて、教育、子育て、保育園増設、特養ホームの増設

など生活中心のお金の使い方をしてほしい！ 

［宮前区・60代女性・その他］ 

 

▼【介護国保負担増】の 3 年後には約 2 倍になるということ

も全く知らなかったです。とにかく国民健康保険の負担は本

当に大変です。2倍になってしまったらどうなってしまうのか。

考えると病気になりそうです。［多摩区・40代女性・自営業］ 

 

▼遺族年金高所得者の優遇の見直し：現在、遺族年金には課

税されず、遺族年金高くても本人の年金が国民年金だけだっ

た場合は、本人の年金にしか税、社会保険料もかからず、社

会保険料最低額でしかも非課税。遺族年金と本人年金あわせ

て月30万以上の人には課税、社会保険料共にほかの人と同様

にすべき。不公平である。（例）私の知人：夫の遺族年金（厚

生）月額20万、企業遺族年金年額180万、本人国民年金月6.5

万＝計498万円。私：厚生年金＋企業年金＝320万円・課税あ

り。国民健康保険8倍。介護保険5倍である。 

［多摩区・70代女性・年金生活］ 

 

▼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］ 

 

▼社会保険料や増税はお金が出ていく、2倍、生活ができなく

なります。何のための社会保障？？社会保険を払うために生

活の質を下げるの？？働くの？？正社員でもこれほど思うの

に、非正規はどうなるの？［多摩区・20代女性・正社員］ 

 

▼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］ 

 

▼安心して年をとりたい。介護保険が高すぎる。高いのに、

介護を受ける条件がひどい！年々悪くなるのはどうしてでし

ょうか？ 私は在宅ではなく、病院や施設に入りたい。年金

でだれでも入れる施設に。［川崎区・60代女性・年金生活］ 

 

就職難・低賃金、暮らし・生活の苦労 

 

▼今の社会は生活が本当に苦しいです。保険、年金、税金等

引かれるものが一つ一つの金額がすごく負担になり、貯金ど

ころではないですし、子供を育てることについても考えられ

ない現状。毎日必死で生きて、将来年金さえどうなるかわか

らない。本当にまったく老後や先の人生不安しかありません。

［宮前区・30代・無職］ 

 

▼厚生年金の扶養枠が130万円未満のため、150万円程度の収

入では国保の負担が重過ぎる。低所得者は働くほどに損をす

る構造を何とかしてほしい。［麻生区・40代女性・自営業農業］ 
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▼幼稚園が私立なのと、遠いのでバス通学のため費用がかか

る。貯蓄を 0 歳から始めその積立でまかなっている。お給料

から幼稚園代を全部出すことは無理。お給料で税金や生活費、

家賃、車代、公共料金（水、電気、ガス）を引くと、貯蓄は

ほとんどできません。サービス残業代という制度はなしにし

て欲しいです。市民税・県民税が高いです。 

［麻生区・30代・女性］ 

 

▼給料は変わってないのに、税金は上がるし、保険料も高く

なるし、本当に生活が苦しくなっていく。 

［高津区・20代女性・主婦］ 

 

▼７４才の母と一緒に住んでいるが 母が死んだ後、生活費

をどうするのかとても不安です。骨折、病気 派遣切りなど、

不幸が続いています。父は他界しました。家の近くに銀行、

役所、コンビニ、スーパーマーケットなどがありません。と

ても不自由です。これからは心配で大変です。 

［多摩区・40代女性・障害基礎年金］ 

 

▼僕の2001年3月に卒業した成城大学の同期は、就職難など

も理由で 3 人以上自殺しています。自殺対策、いのちの電話

相談や介護への取り組みやすくしてほしいです。今、僕は、

住友不動産販売のチラシ配布―ポスティング―をしています

が、反響なんて全くありません。苦しい状況です。消費税増

税で、何にも買えなくなります。外食レストランや、コンビ

ニを増やして欲しいです（低価格メニューも）。今は、僕も仕

事をふやそうと、履歴書を送っても、書類選考で殆んど落と

されてしまい、苦労しております。パソコン講座の料金など

をもっと安くして欲しいです。 

［多摩区・30 代男性・不動産のポスティング、モニター調査

員、家庭教師］ 

 

▼雇用と労働と言うことに関しては アメリカの命令のまま

動いた小泉政権の三点セット（竹内、宮内 オリックス）に

よって、構造改革の名の下に終身雇用と医療制度を壊し、世

界一の銀行、保険会社である郵政の民営化をして、自由競争

の名の下に AIJ 設立やタクシー業界を壊し、社会保障までも

壊してしまった。因みに竹中平蔵は現在パソナの会長とのこ

と。戦後67年、未だに日本はアメリカの国債を買わされIMF・

ODA等巨額の拠出をしてアメリカを助け、属国です。福島の原

発一号機はアメリカGE社の機械です。本来は損害賠償はアメ

リカに請求すべきです、こんなことを考えるとオスプレイや

基地もアメリカの言うがまま。日本が拠出している IMF が日

本の消費税を上げろとは変ですと報道しない日本のマスコミ

はいらない。私は野田が進めようとしている TPP も小泉時代

の仕上げと思います。 

［川崎区・60代男性・自営業/農業、年金生活］ 

 

▼介護している息子、きついこと、人数が足りていない、給

料の件、体もボロボロで、痩せています。食事もゆっくりと

ることもできず、ひたすら年よりの人の為と一生けんめいで

す。何とか良い方法をと思います。［高津区・60代女性・年金

生活］ 

▼主人の仕事が少ない 日数が働けない。皆に仕事が行き渡

る様にして。仕事があれば少々の値上がりは仕方がないと思

うが。［川崎区・60代女性・主婦］ 

 

▼57 才（男）5 年間無職である。毎週 2-3 回ハローワークで

検索しているが、書類選考が多く、応募しても不採用である。

又年齢で駄目になることもある。（不問の意味が無い） 履歴

書・写真代もバカにならない。［高津区・50代男性・無職］ 

 

▼年金生活をしてる者は、ほんとに大変な世の中だ。せめて

すべての値上げをやめてくらし良い世の中にするべきだ。そ

れと雇用を良くしないとこの国はだめになる。若い者からど

んどん働ける世の中にしないと。共産党は頑張ってください。

［高津区・60代男性・年金生活］ 

 

▼老人ホーム増設の施策は必要だと思います。ただ、それに

ともない、ホームで働く職員も必要となります。介護の仕事

は精神的にも体力的にも大変な仕事です。やる気はあっても

長続きしない人を多く見ます。ホームの増設と同時に介護職

に対しての見直し（給料などをもっと高収入にするなど）が

必要だと思います。［高津区・40代女性］ 

 

▼川崎市は、もっと低い所得の人の事を考えてほしい。私は、

50代後半ですが、今雇用とか一番むずかしい年です。（単身者

です） 年をとってると（もっと）いろいろ助けがあるし、

もっと若いとそれなりにありますが、この年代は、おきざり

の感じ。年金もらうまでは間があるし、今大変です。いつも

細かく市民生活を考えて下さる共産党に、期待し、がんばっ

て頂きたいです。［麻生区・50代女性・非正規］ 

 

▼私の廻りの人達の話ですけど、今は学歴が無いと会社にや

とってもらえない所が多いでしょう。3、4 人の家族がたくさ

ん居ます。仕事がなくて、あっても週に 2、3 日とかですし、

どうやって生きていったらいいのか不安ですと言ってる人達

がいっぱいいます。何とかならないでしょうかと… 

［川崎区・70代女性］ 

 

▼妻が（高齢者）介護ヘルパーになりましたが、その中で大

きな矛盾が見えてきました。一方では、ヘルパー賃金が非常

に安く、特に、登録ヘルパーでの場合、実働時間だけが支払

い対象となるため、不規則・長時間の拘束にもかかわらず、

ひどい低収入となります。他方では、介護保険の対象が、家

族介護者不在の場合に限定されるため、自営業者などは、仕

事と介護の板挟みで悲鳴をあげているのが実態です。家族が

同居ないし、近隣にいても、少なくとも、介護が仕事への支

障をきたすようなケースは、保険対象とすることが必要と思

います。また現行の介護活動の対象が極めて限定的なため、

ちょっとしたサービスでも受益が家族に行くようになってい

ない。介護ヘルパーは手伝うことさえ認められていない様な

実態があるようです。これらについて何らかの改善が出来な

いでしょうか?［高津区・50代男性・教員］ 
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▼雇用対策を何とかしてほしい。とにかく仕事がない。 

［宮前区・50代・自営業農業］ 

 

▼国民健康保険料が 3 年後には約 2 倍になることは知らなか

った。年金も減り、消費税が増え、増々生活は苦しくなる。

将来に期待が持てない。若者の労働支援に力を入れて欲しい。

［川崎区・50代女性・その他］ 

 

▼雇用が生まれる都市づくりを目指してほしい 

［幸区・50代男性・公務員］ 

 

▼若者に限らず働きたい人が働けるよう景気を活性化してほ

しい。［川崎区・60代女性・非正規］ 

 

▼働く者の意見ばかりでなく（そこに働くもの）、小企業の状

況も調査し、向上できるようにしてほしい。景気の上向きに

努力（例、仕事量の拡大、安定できる経営・税金の優遇＝小

企業に働く者への力になる）小企業へ働く場所がなくならな

いように努力してほしい。働く人も働いてもらう企業も向上

できるような政策、行政をしてください。［幸区・50代］ 

 

▼失業者が増え、年金を収める人が少なければ、年金制度が

崩壊してしまう。雇用を増やしてほしい。 

［中原区・50代女性・正社員］ 

 

▼【雇用と労働】会社の住宅手当、家族手当の支給が「主た

る生計維持者」に制限されており、実質的には男女の雇用待

遇に格差があるのが悩みです。夫の会社には手当の制度があ

りませんが、私は「主たる生計維持者」ではないという理由

で手当を受給できないと言われています。女性が「主たる生

計維持者」である割合はＨ１６年時点でわずか８％だと知り

ました。実質的な男女差別が存在しているように思えてなら

ないです。社会的に「主たる生計維持者」という制限が一般

的のようですが、配偶者の勤務先にそのような制度がないと

いう証明を出せば受給できる等、なんとか仕組みを変えても

らえないでしょうか。［高津区・30代女性・正社員］ 

 

▼介護職の給与水準が低いと思います。 

［幸区・30代男性・無職］ 

 

▼私達が必死に働き、節約しているお金を私達とは関係のう

すい（ない）所へ、湯水のように使うことは本当にやめてほ

しい。毎日の生活に少しでもゆとりがもてるように考え直し

てほしい。夏休みに子どもをどこにも連れてってあげられず、

申し訳ない親の心をわかってください。 

［宮前区・40代女性・無職］ 

 

▼増税、物価の値上がり、保険料の負担増など、支出の部分

が増えるばかりで肝心の収入の方は単価が下がるばかりか仕

事自体を見つけるのさえ難しい状況でどうやって生きていけ

ばいいのか？ このまま仕事が見つけられないままだと約半

年でゆきづまりです。［麻生区・40代男性・無職］ 

▼就職は以前にも増して厳しくなり、仕事があっても雇用側

の優位になるばかりで、仕事に就く意欲を持つことが難しい。

税金の使用明細？みたいなものをもっと市民の目に届くよう

にしてほしい。［麻生区・50代女性・無職］ 

 

▼就職なんて定職がないため、どこも親がいる子供の分も払

わなければならないのが現状です。▼なぜここまで不景気に

（世の中）なってしまったのか？個々人ではどうにもできな

い。［多摩区・40代女性・自営業］ 

 

▼若い高卒、大卒の雇用が安定していないことは大問題です。

雇用確保が大切だと思います。経済的安定成長確保のため、

利益追求だけで施策を決めないでほしい。余裕ある将来を見

つめて政治・経済を考えて欲しいと思います。 

［中原区・７０代男性・年金生活］ 

 

▼女性（母親）がもっと働きやすい環境を作ってほしい。や

りたい仕事に就けない現状で子どもの都合にどうしてもあわ

さなければならないとき、職場全体で迷惑がるもっと平等な

社会になってほしい。［川崎区・30代女性・会社員］ 

 

▼【雇用と労働】等で働いている方は相当守られていると思

いますが、私達個人事業主は守られるところがありません。

時給アップ（最低賃金）等、人件費は上がる所ばかりで、労

働の人権ばかりが守られ、何をされても雇用者は弱い立場に

あると思います。［多摩区・40代女性・自営業］ 

 

▼現在失業中（求職中）の身であり、雇用保険受給していま

すが、一日も早く再就職を希望してハローワークへ通ってい

ますが、50 代の雇用の狭き門に進展すらないのが現実です。

このまま雇用保険の受給期間が終了してしまったら、と思う

と先の不安でいっぱいです。リストラという理不尽な行為も

根底には日本経済の疲弊がそもそも原因の一端と思うので、

何とか国の経済状況の好転を望む。［多摩区・50代男性・無職］ 

 

▼増税＋給与の減少では全く生活が向上しない！！ 

［宮前区・30代女性・無職］ 

 

▼子育て中の主婦ですが、今の日本の政治のあり方は全く期

待が持てない。経済難なのはわかるが、働き世代の負担があ

まりにも大きい。メディア等の説明も金額が大きすぎたり、

必要な情報（自分たちにとってメリットのある）はわかりに

くかったり。人間は頑張れば報われるからこそ意欲的に仕事

をしたり、人生を楽しんだりできるもの。日本に魅力がなけ

れば、将来の子供達は日本から出ていき、残るのは年寄りと

外国人のみ。今の日本を支えているのは国民の税金なのだか

ら、まずは２０代→雇用改善 ２０～３０代→再就職支援 

４０～５０代→安定した賃金と退職後の不安解消 どんな国

でも生活している人たちがいればこそ、なので、未来を見据

えて私たちのことを大切に考えてほしい。 

［川崎区・30代女性・主婦］ 
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▼有給休暇が人不足のため使用できずいつも使用期限までに

利用できない。不景気で働くところがないという風になって

いるが、果たして本当にそうなのか？ただ働きたくない人の

言い訳にしか聞こえない。私のまわりにもそのような人がい

ます。会社に勤めない人に対して政治家の人も良く考えない

と失業率は改善しませんよ。［川崎区・30代男性・会社員］ 

 

▼雇用についてですが、年金の問題はあると思いますが、60

歳以上の方ばかりに目が向き、これからの未来を背負ってく

れる20歳代の若い人たちには厳しいような気がします。正社

員として受け入れられるように、これからの力に応援してい

ただきたい。［川崎区・40代女性・主婦］ 

 

▼わが家は主人がサラリーマン、私はパートで働いています、

扶養内で働きたいのですが、勤め先の方針でどうしても 130

万円の壁を超えてしまいます（150 万円くらい）。社会保険に

加入はないので、国民年金と健康保険を払っていますが、か

えって収入が少なくなり、何のために働いているのかわから

なくなる時があります。今年、健康保険が上がり、びっくり

しました。私のまわりは 130 万円を気にして働いています。

女性が働きやすい環境とは…やはり 130 万円までにおさめる

のが一番良いのでしょうか、ただ働く意欲が薄れます。 

［麻生区・40代女性・その他］ 

 

▼失業・退職→とにかく今言えること、無職は辛い。職がな

いのに住民税やら保険料やらカネカネと行政が言う。はじめ

て 1 号になり、国民年金も 3 ヶ月払わなくなった。 国保値

上げ→もっとみんな払わなくなる。保険証getできなくなる。

［高津区・20代男性・無職］ 

 

▼暮らしは年々苦しくなり、貯金もできず、毎年少しずつ上

がる給与も増税でそれ以上に引かれてマイナス民主党のマニ

フェスト子ども手当２万６千円という話でその頃３人目の子

供ができたとき、26000円もらえれば、妻が仕事をやめてもと

思い出産、しかし…。小学生・中学生でもお金はかかります。

医療費もお金のかかる小中学生は具合が悪くてもガマンして

もらう。子どもが 2 人以上いる家庭は、本当に今苦しい生活

をしている方はたくさんいます。どうか、子どもの医療費、

中学校給食、増税なんとかしてほしいです。川崎は特に厳し

いのでは。私たち市民、一人一人の声はいつも思っているだ

けにとどまり、聞き入れてもらえて、というか、訴える場が

ない。子どもの学校を通してなどの訴える場をもっと増やし

てほしい。よろしくお願いします。頑張って下さい。 

［川崎区・30代男性・正社員］ 

 

▼ご高齢の方の手厚い社会も大切!!しかし、それを支える支

えている世代も大切にしてほしい。社会保険料や増税はお金

が出ていく、2倍、生活ができなくなります。何のための社会

保障？？社会保険を払うために生活の質を下げるの？？働く

の？？正社員でもこれほど思うのに、非正規はどうなるの？

［多摩区・20代女性・正社員］ 

 

▼雇用についてもなぜ中国に仕事を持って行って中国を豊か

にさせて、日本の若者が困っています。若者エネルギーを活

用していかないと日本は衰退します。［川崎区・40代男性］ 

 

消費税など増税にかかわること 

 

▼増税をやめてほしい。税金ばかり払わされて、生活は苦し

くなる一方。生活保護が増える原因も税金の負担増にあるの

では？［高津区・50代男性・自営業農業］ 

 

▼消費増税について少しお願い致します このままでは大変

ですので増税しかないと思います。しかし食費は五％の方向

でいかないか。年金生活ですので今でも苦しいので出来れば

お願い申し上げます。［高津区・70代女性・年金生活］ 

 

▼所得税について、厚生年金（+退職金年金払い含む）は所得

税をひかれて振り込まれます。老齢年金もしかり、主人の細

やかなアルバイトも同様、全てそれぞれに所得税を支払って

いるのに 3 月の青色申告でまた、全てを足した合算所得に発

生する税金、ありえません。重税もいい加減にしてください。

［多摩区・60代女性・年金生活］ 

 

▼低収入と高収入が同じ税率なのはおかしい。食費を切りつ

め節約しても、住民税だ消費税だと どんどんとられていっ

てしまっては、全く食べない訳にも行かず、子供達に食べる

なとは言えず。電気代も、今まで気にせずに使ってきた人は

節電もできるだろうが、今まで節電して切りつめてきた人は、

どう電気代を切りつめればいいのか。1日3食を2食に減らし

て出費をおさえてきてる人だっているのに、柱もしっかりせ

ず増税なんてありえない。政治家の生活レベルで判断されて

は困る。低収入者は明らかに日々の生活に困っているのだ!!

［高津区・30代女性・非正規］ 

 

▼消費税の１０％反対景気がもっと悪くなる 

［高津区・50代・正社員］ 

 

▼子供の学力の底上げをしてほしい。頭の悪い人間が増える

と社会がより悪くなる為 ▽お年寄りはお金持ちが多いので、

介護や医療費助成はやめて、その分を若者に回して欲しい。 

▽貯金も 1 万円で本当に生活が苦しい。月 8 万円で暮らして

いた。年収が 100 万円に満たない。体が悪いから。生活保護

の方が楽だと思う。これがなくても補助を！病院に行けない。

本当に苦しい人は保護されない。［高津区・20代男性・無職］ 

 

▼年々体のどこかが悪くなり 医療費の支出が増え心配です 

家の老朽も進み少しずつ修理してもらっていますが 支払い

が大へんで先が不安です。外食・レジャーを何もしない様に

しておりますが 少しゆとりのある生活がしたいです。下着

以外は衣類も買わない様に致しております。 

［高津区・60代女性・年金生活］ 
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▼消費税増税絶対反対、10%に上げてもその先 24%まで上げる

つもりだ。そこまで上がればなにも買えないし、働く意欲が

わかない。［高津区・50代男性・非正規］ 

 

▼介護保険、国民健康保険料の引き上げをする前に、手厚い

政治家に対する部分を各種、減らしていくだけでどれだけ国

民の負担が減るか!! 自営は保険料負担も多くなり、倒産し

た時も失業保険もない（委託で業務終了になった際も） 又、

失業保険が支給されるのも３ヶ月間の待機期間の生活はどう

生活すれば良いのか? 税金が高くなっても、医療費や年金な

ど、65 才以上の保障を国でしっかり支えてくれるなら、働け

るうちでの貯金もそれ程しなくていい分、税金も喜んで払え

るが、現状での増税は今後、どこにどう使われるかとても不

安。［高津区・40代女性・無職］ 

 

▼川崎は多摩川に沿って長い町なので情報が流れてこない。 

子供にはいろいろな事があるけれど、年寄りには何の手あて

がない。もう少し、やる事があれば、場所とか知らせてほし

い。 消費税、市民税、国税等あがる一方で生活が苦しくな

る。反対してほしい［多摩区・80歳以上女性・無職］ 

 

▼6月から住民税が月1万円の値上げになった。このご時世年

間12万アップの税負担は、まさに狂気の沙汰。社会保障を論

ずる以前に生活が成り立たない。この負担増を借金でまかな

っている。このような政治に庶民目線で警告を鳴らすことが

日本共産党の存在意義だと思います。 

［多摩区・50代男性・正社員］ 

 

▼消費税が社会保障のための引き上げなら、これ以上の社会

保障の引き上げはやめて欲しい。主人51歳年収350万円、私

パート年収 90万円、中 3、小 6の 4人家族。毎月苦しいし、

子供手当も焼け石に水です。消費税が１０％になると、年間

約15万円の増税になる。旅行（帰省）も行かず、車も持てず、

外食にもほとんど行かない。楽しみがどんどんなくなってい

るが、必死で生きています。政治にたずさわる人は低所得の

人が何を食べて暮らしているのか、調べて発表してみんなで

頑張ろうという気持ちにさせてください。 

［宮前区・40代女性・パート］ 

 

▼定年後、東京より、安住の地として現在地に移ってきたが、

後悔しています。市、区民税がこんなに高いとは。市・区は

その税金で私に何をしてくれているのか、せいぜいバス割引

と国保の自己負担１％年一度の 1 万円プレゼント。バカらし

くて他県への転居を検討しています。知人も同じ意見です。

生活保護を受けている人の方が多くの恩恵があり、優雅な生

活をしています。「働くのは馬鹿馬鹿しい」と。審査を厳しく

すべき、また税額高額所得者から低額所得者への累進課税を

もっと細かいランクで分け、公平にすべきです。市・区役所

の職員も高額すぎます。自分の支払った高額な税金が、給与

として支払われる。本当に悔しい思いです。 

［宮前区・70代男性・年金生活］ 

 

▼地道に生活している人たちからしか国の財源を潤そうとし

ないやり方は本当に腹立たしいです。医療費のこと、消費税

のことなどなど（原発の問題も大きいです）避けられないも

のをどんどん負担を増やすことは絶対に許せないです。何の

ために簡単に何千億円ものお金を使えるのか不思議でなりま

せん。こんな国のやり方を未来の子ども達のためにも 1 日で

も早くやめてもらいたいです。日本共産党の議員さんがもっ

ともっと増えて、自己中な議員はいらないです！ 

［幸区・30代女性・主婦］ 

 

▼貧富の差を縮めて欲しい［多摩区・70代女性・年金生活］ 

 

▼消費税増税絶対反対、外国と比較必要ナシ。民主党のマニ

フェストの問題でもなし。ここにきての３党合意は許せず、

共産党に任せたい。増税だけの野田の顔は見たくない。増税

前にすべきこと多々あり、政党助成金の廃止、選挙はじめ議

員のために使いすぎ、給料の範囲で生活すべき、ムダを省く、

バラマキも無料も必要ナシ。地道にコツコツ生活している者

をいじめないでほしい。雇用を充実、所得税、保険料などし

っかり取るべき。［宮前区・60代・自営業農業 年金生活］ 

 

▼毎日の暮らしが苦しい中、これ以上増税されたら、外食に

も行けないし、家族で旅行にも行けなくなります。もう少し、

市民の生活を第一に考えてほしいです。 

［川崎区・30代女性・非正規］ 

 

▼消費税引き上げ反対［麻生区・８０歳以上男性・年金生活］ 

 

▼【高齢者介護】自分で何とかするつもりです。金持ち優遇

政策の改善と、平等な税負担、→平等とは①収入が特に多い

人（年収 800 万超）から多くとる、年収 300 万円以下の人は

少なくする。［多摩区・60代男性・年金生活］ 
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▼現在、食べるだけがやっとの生活をしています。他のこと

は何もできない。(人とのつきあい、洋服を買う、新聞を見る、

ＴＥＬも使用できない。）電気もなるべく使用しないような生

活です。夕方からまっくらな日々です。 

［川崎区・60代女性・無職］ 

 

▼勤めから自営になった為に生活は楽になったものの、この

まま務めていたら生活は苦しくて仕方なかった。給与は少な

いのに対して、生活費・ローンで出るものが多く（特に税金!!）

悩んだあげく自営にした。［高津区・30代女性・主婦］ 

 

▼【消費税】私たちは買い物をする際、確実に税を取られて

います。これは国に納めている者と思っていましたが、半数

近い会社では収入が少なくなると消費税を国に納めていない

というニュースがあり驚きました。消費税を上げても、これ

では会社側が苦悩するだけではないかと気掛かりです。おさ

めた税が確実に私たちの生活の向上に役立つようにするには

どうすればいいのでしょうか。考えてほしいものです。 

［宮前区・70代女性・年金生活］ 

 

▼低収入と高収入が同じ税率なのはおかしい。食費を切りつ

め節約しても、住民税だ消費税だと どんどんとられていっ

てしまっては、全く食べない訳にも行かず、子供達に食べる

なとは言えず。電気代も、今まで気にせずに使ってきた人は

節電もできるだろうが、今まで節電して切りつめてきた人は、

どう電気代を切りつめればいいのか。1日3食を2食に減らし

て出費をおさえてきてる人だっているのに、柱もしっかりせ

ず増税なんてありえない。政治家の生活レベルで判断されて

は困る。定収入者は明らかに日々の生活に困っているのだ!!

［高津区・30代女性・非正規］ 

 

▼国民から消費税を上げたり、色々引上げをして、苦しめる

のはやめてほしいです。５％できつい生活なのに、８％１０％

になったら、もっと生活がきつくなります。もうすこし国民

の意見を聞いてほしいです。［宮前区・30代女性・会社員］ 

 

▼消費税増税の前に議員の無駄を減らしてからにしてほし

い!! 議員宿舎など給料たくさんもらっているのに家賃が安

すぎるのはおかしい!! 国民の負担ばかり増えておかしい!! 

もっと身を削ってほしい。［宮前区・30代女性・無職］ 

 

▼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。［麻生区・50代・女性・会社員］ 

 

▼消費税は食品は増税しないでほしい。 

［中原区・50代女性・正社員］ 

 

▼収入が減っているのに増税ばかりされて払いきれない。年

金暮らしのお年寄りもかわいそうです。増税するならそれな

りに市民に返してください。［川崎区・40代・自営業］ 

▼国民健康保険料が3年後には約2倍になることは知らなか

った。年金も減り、消費税が増え、増々生活は苦しくなる。

将来に期待が持てない。［川崎区・50代女性・その他］ 

 

障がい者のくらし・生活にかかわること 

 

▼身障者に対する施策が後退している。年間17500×2＝35000

の支給が打切りになった。週 3 回治療のため、車で通院して

いるが、ガソリン代として利用していたが、これがダメにな

り、生活費が圧迫されている。［高津区・70代男性・年金生活］ 

 

▼【障害者短期入所施設（*4）の整備・見直しの件】私は（*1）

定年前から妻(*2)の世話をはじめ、今年で5年目になります。

紆余曲折を経てどうにか各種認定の適用される今日、妻の介

護生活にも慣れ、一安心ですが、私には持病(*3)があり、入

院したときに妻を考えると不安にかられます。そういう場合

を想定して、日々介護方法（人的、物的、金銭的）を検討し

探しているところです。そんな中、善良な市民に対する市の

誠実のなさが目立ちます。その一つが首記の件です。居宅介

護者に対する見方である施設の整備を早急に望む。 

□事実例①平成23年12月28日中原区役所に短期入所を申請

したところ②翌年 1 月になって、担当職員(女)より「重度障

害者の入所可能な施設では 1 カ所、それも空きがないので辞

退しますか」と架電あり。③当方は「選択肢の一つであり、

川崎市の行政として公のものだから辞退しない」と拒否した。

すると「市調査員の審査」を行うと返答し、1月 27日年配職

員(男)の来訪にて、妻に対しての問診調査を受けた。④市の

審査結果はどうなったのか、その後は今日までなしのつぶて。

*１：昭和２２年生６５歳、*２昭和２３年生６４歳要介護４

認定、身体障害者手帳(２級)、デイサービス・訪問入浴・訪

問リハビリ/週、*3：労作性、糖尿性狭心症、1～2年ごとに“心

カテ”で要入院。*4：平成 23 年度版「ふれあい 障害福祉の

案内」の 32頁５、障害者自立支援法 34頁の(4)各障害福祉

サービスの内容の表(介護給付→訪問系サービス→短期入所

(ショートステイ)）［中原区・60代・年金生活］ 

 

▼うちには発達障害のある息子（中1）がいます。けれど、市

からは大した支援が受けられていません。もっと、発達障害

者に対する援助などあっても良いのでは？実際、就労などの

将来を考えると不安で仕方ありません。 

［宮前区・30代女性・パート］ 

 

▼今身体障害者の2級です。将来が不安です。 

［宮前区・60代・自営業農業］ 

 

▼私は身体障害者2級の高齢者です。川崎市では身体障害者1，

2級のみの人は障害者手当を今年12月から中止する事ですが、

本人が手当を受けたとしても（今までは12月と7月の二回で

す）介護を受けてる人へのほんのお礼です。年金ではお礼出

来ず悩んでいます。助けて下さい。 

［麻生区・70代男性・年金生活］ 
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▼年２回の障害者手当として１回17,500円いただいておりま

したが、今年の 7 月で廃止となり、本当に生活が苦しくなり

ました。これもなんとか復活していただけるようにお力を貸

してください。お願いいたします。勝手ばかり申してすみま

せん。いつもお世話になっておりますこと、感謝しておりま

す。［川崎区・80歳以上女性・年金生活］ 

 

▼今年から身体障害者の１級である者でも自立という言葉で

地域生活支援が無くなり生活ができなくなりました。なんと

かならないか。［多摩区・70代男性・自営業農業］ 

 

▼私は障害をもっています。今年 7 月年金（障害者年金）を

とめられました。何の前ぶれもなく とつぜんでした。その

ため生活が苦しいです。年金事務所にきいたら法律できまり

ましたと言われ、いつきまったのかとおどろきました。議員

さんにも障害者のことをもっともっと考えてほしいです。こ

のまま障害者や高齢者を苦しめると自殺者が増えると思いま

す。これはおどしではありません。真摯にうけとめて下さい。

年金事務所以外にもしってほしいと思ってました。 

［多摩区・30代女性・無職］ 

 

後期高齢者医療制度のこと 

 

▼後期高齢者医療制度はすぐに廃止 

［麻生区・70代女性・年金生活］ 

 

▼後期高齢者医療制度、名前はなんでもよいが、保険料を安

くしてほしい。反面医療費 1 割はやむを得ないと思う。ただ

し高額医療制度を充実してください。（老人は病気して死ぬば

かり）［川崎区・80歳以上男性・無職］ 

 

▼我々高齢者は老後のことを考えて一生懸命働いて来ました。

現在はそれなりの所得税・県、市民税、税、固定資産税、個

人事業税を滞納することなくきちんと納めています。介護保

険は年金より差引かれているのに それに増して後期高齢者

医療保険を高額に払っています。私には解りません。後期高

齢者医療保険とはどう言う事でしょうか。私は絶対払いたく

ありません。払えなければ又滞納金がついて来るのですから。

政府はこれでもか、これでもか、取れる処から取ってやろう

と考えているしか思えません［川崎区・70代女性］ 

 

▼高齢者に対する政策が極めて杜撰な感じを覚える 「後期

高齢者」の名称を廃止すべし。“早くクタバレ!!”のイメージ

強し。［麻生区・80才以上男性・年金生活］ 

 

▼①国民健康保険より後期高齢医療になり支払額がなぜ高額

になるのでしょうか。また区役所窓口にて質問が答えられず

不思議です。［川崎区・70代女性・年金生活］ 

 

▼高齢者医療保険金は私たち年金受給者の少ない年金より取

っていきますが、高齢者は早く死ねとの行政者の考えですか。

▽私の妻も、この医療保険は納めるだけで、一銭も使用せず

昨年末死亡しました。私も85歳もうすぐ行きます。保険も使

用せずに。年1,332,062円、保険147,790円です。 

［中原区・］ 

 

▼後期高齢者医療保険の廃止を！ 

［多摩区・７０代男性・年金生活］ 

 

▼介護保険料は天引きで高い。特に高齢者医療保険が出来て

から、今までの保険料家族 3 人で 3 倍に増えて苦しくなった

（以前は1枚の保険証で今は3人別々）。 

［多摩区・70代男性・無職］ 

 

▼高齢者医療費はやめてほしい。 

［中原区・70代女性・年金生活］ 

 

▼後期高齢者の医療費の負担を夫婦二人合計額が年収 520 万

を超過すると 3 割にするのは若い者には医療費が多いのに年

齢が高齢になるに従って増大するのに同額とは理解できない。

3割負担を2割負担にしてほしい。 

［中原区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

▼なぜ高齢者になってから色々医療費が高くなっていくのか

わからない。とてもつらいです。［中原区・40代女性・会社員］ 

 

▼高齢者の医療は特別に無料にして、80 歳以降は無料にして

ほしい。［川崎区・80歳以上男性・年金生活］ 

 

 

 

 

 

  


