
 

 

Q1 あなたの暮らしむきはこの１年でどうなりましたか 

1） 「悪くなった」理由は何でしょうか 

 

給与が低くなっているのに税は上がる 

【20 代／女性・会社員】 

 

環境が悪く、救急車がうるさいし、マンションの遮音が悪いです。 

【20 代／女性・会社員】 

 

楽しみが奪われたのに何も支援してくれなかったから。 

【20 代／女性・会社員】 

 

給付金 

【20 代／女性・自営業】 

 

会社の経営不振で人数が減らされ、3 人でしていた仕事を 1 人ですることになった。有給はもちろん、病欠も許され

ず、体を壊してうつ病になり失職しました。 

【20 代／女性・無記入】 

 

緊急事態宣言や、時短営業などを、何の科学的根拠もないのに現政府が行っていること。 

【20 代／男性・会社員】 

 

遠距離の婚約者に逢えなくなった事 

【20 代／男性・会社員】 

 

就職活動 

【20 代／男性・アルバイト】 

 

コロナの社会不安 

【20 代／男性・学生】 

 

全国のお店の休業 

【20 代／男性・学生】 

 

コロナの影響 音楽活動が減り、楽器の練習場所がなくなった。 

【20 代／無記入・会社員】 

 

自粛ばかり強いられてなんの対策もないのがつらい。 

【20 代／無記入・会社員】 

 

不快なニュースが多い（不祥事、コロナニュースなど） 

【20 代／無記入・会社員】 

 

不審治療費 

【20 代／無記入・会社員】 

 

テレワークでの孤独 

【20 代／無記入・会社員】 

 



 

 

新型コロナに影響で会社がなくなりました。 

【30 代／女性・会社員】 

 

（②について）将来もらえるかもわからんのに月 3 万ひかれるのが苦痛。自分のことに使いたい…。（⑥について）高

いけど仕方ない…ってかんじ。もっと増やす理由をちゃんとせつめいしてほしい。 

【30 代／女性・会社員】 

 

緊急小口資金の返済 

【30 代／女性・アルバイト】 

 

コロナ禍の悪政であらゆる分断が悪化していると感じます。 

【30 代／女性・自営業】 

 

イベント仕事なので大きくコロナの影響を受けました。 

【30 代／女性・自営業】 

 

友人と会えなくなった。 

【30 代／女性・主婦】 

 

精神的な病気で働けない。外に出ることもままならない。障害年金の申請は却下。食べるのも１食だ。 

【30 代／女性・その他】 

 

レジ袋有料化、政府のコロナ対策、オリンピック・パラリンピックのゴタゴタ 

【30 代／女性・その他 病気療養中のため無職】 

 

他人とのコミュニケーションの頻度 

【30 代／男性・会社員】 

 

コロナ対策はくそです 

【30 代／男性・会社員】 

 

テレワーク中の選挙カーの音うるさい。選挙カーの禁止条例を。 

【30 代／男性・会社員】 

 

ムード、文化などの衰退、趣味の不自由 

【30 代／男性・会社員】 

 

行動の自由がなくなった 

【30 代／男性・会社員】 

 

コロナ 

【30 代／男性・会社員】 

 

コロナによる手当減 

【30 代／男性・公務員】 

 

マスク代・ビニール袋代 

【30 代／男性・アルバイト】 

 



 

 

中国ウイルス 

【30 代／男性・学生】 

 

就職 

【30 代／男性・その他】 

 

失業 

【30 代／男性・その他】 

 

旅行やおでかけに行けなくなった 

【30 代／無記入・会社員】 

 

テレワークにより光熱費、通信費が高くなったが、残業できず。 

【30 代／無記入・会社員】 

 

コロナストレス 

【30 代／無記入・会社員】 

 

コロナによる社会の環境悪化 

【30 代／無記入・会社員】 

 

コロナウィルス 

【30 代／無記入・会社員】 

 

不妊治療が、保険がきかないため高額になる 

【30 代／無記入・公務員】 

 

ｃｏｖｉｄ-１ａに関する社会苦しさ 

【30 代／無記入・公務員】 

 

コロナ 

【30 代／無記入・アルバイト】 

 

自由に外出できず不便になった。 

【30 代／無記入・主婦】 

 

失業 

【30 代／無記入・主婦】 

 

失業した 

【30 代／無記入・その他 無職】 

 

ヘルパーさんが入ってくれなくなった 

【30 代／無記入・その他】 

 

電気料金 

【30 代／無記入・その他 生活保護受給者】 

 

職場環境 



 

 

【30 代／無記入】 

 

仕事が休みでも、コロナの補償がどれにも当てはまらない。シングルマザーの方たちや非課税世帯にはいろいろ手当厚

いのに、夫だけの収入でも子供がいる中で、私は働ける環境の中。今パートも仕事をセーブされてしまい、何も補償ない

中。政府の方達はボーナスはもらえていいですね。私たちは政府の方たちに不満があります。 

【30 代／無記入】 

 

日々の全体的な生活費の上昇 

【40 代／女性・会社員】 

 

病気で仕事を休職したため。 

【40 代／女性・会社員】 

 

会社が希望退職を募集し応募せざるを得ないため。 

【40 代／女性・会社員】 

 

外室、旅行に行けない。 

【40 代／女性・会社員】 

 

コロナ化で仕事がへってきている。 

【40 代／女性・会社員】 

 

周囲の環境 

【40 代／女性・会社員】 

 

社会保険料高く感じる 

【40 代／女性・会社員】 

 

なぜ②前提の設問しかない？アンケートとして公平・公正さに欠けます 

【40 代／女性・会社員】 

 

小学校の質 

【40 代／女性・会社員】 

 

職場の売上、外食難民（仕事上りに夕食が食べられない)。 

【40 代／女性・会社員】 

 

仕事の予定が立てられない 

【40 代／女性・公務員】 

 

コロナにより、娘（発達障害・高校 1年・不登校・引き込もり）の精神状態が悪化。 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

親族がいない中高年の 1 人暮らしは、アパートかりるのが大変。保証人をたのめる人もいないし、収入が増える見込

みもないのに保証人会社に支払いが生じる。 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

仕事の契約更新ができなかった。（仕事がなくて） 

【40 代／女性・アルバイト】 



 

 

 

仕事はなくなるのに税金はそのままだから。在宅ワークをするにも、その環境作りは自前でしなければならないから。 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

「3 つまで」では収まらない 

【40 代／女性・主婦】 

 

今まで賢実に生活していなかったため 

【40 代／女性・主婦】 

 

コロナ感染予防のためパート休業中のため 

【40 代／女性・主婦】 

 

家飲みが増えて、アルコール・エンゲル係数が爆発的に上昇しました。 

【40 代／女性・主婦】 

 

病気のため収入減 

【40 代／女性・その他】 

 

上階（非常識なシングルマザーとその子供）の騒音が続いていること。管理会社に強制的に話し合いをさせられたこ

とで精神障害、不眠、体調不良が悪化し、働けなくなった。 

【40 代／女性・その他 無職、家事手伝い】 

 

失業 

【40 代／女性・その他】 

 

保護費の減額、税金の値上げ 

【40 代／女性・その他 生活保護】 

 

コロナで派遣切りにあった 

【40 代／女性・無記入】 

 

首相が無能で人でなし 

【40 代／女性・無記入】 

 

職場環境 

【40 代／男性・会社員】 

 

自由に行動できなくなった 

【40 代／男性・会社員】 

 

どんな状況でもしっかり税金とられる。国が一番の 893 だと思う。 

【40 代／男性・会社員】 

 

区・都民税高すぎる。見当った行政活動していない。 

【40 代／男性・会社員】 

 

パート先のシフトが大きく減少し、休業手当の平均賃金（60%）の６割となり家計が苦しい 

【40 代／男性・会社員】 



 

 

 

政策、コロナ対策、経済政策 

【40 代／男性・自営業】 

 

独立した為、諸々の支払い。 

【40 代／男性・自営業】 

 

コロナ 

【40 代／男性・自営業】 

 

外出できない 

【40 代／男性・自営業】 

 

緊急事態宣言の為仕事が少ない。 

【40 代／男性・自営業】 

 

野党が情けない。批判ばかりで中身がない。共産党には民主党のくだらないパフォーマンスを抑えてほしい。野党が野

党を律しない限りワイドショーみたいな国会が続いてしまう。野党の正しい機能を取り戻して下さい。 

【40 代／男性・学生】 

 

コロナ禍での生活状況 

【40 代／男性・その他】 

 

特に食料品の実質値上げ 

【40 代／男性・その他 無職】 

 

失業、コロナ、五輪強行開催 

【40 代／男性・その他 失業中】 

 

行動制限がいつもつきまとっていて悪い 

【40 代／男性・その他 主夫】 

 

コロナによる外出自粛 

【40 代／男性・その他 無職】 

 

失業 

【40 代／男性・その他】 

 

業務過多 

【40 代／無記入・会社員】 

 

悪くなっていない 

【40 代／無記入・自営業】 

 

コロナの影響 

【40 代／無記入・自営業】 

 

生活保護の減額 

【40 代／無記入・年金生活】 



 

 

 

病気療養の為、生活保護になったが、保護費が下がっている。 

【40 代／無記入・その他 病気療養中の為無職】 

 

マスク代などコロナ対策費用がかさむと思う。しかたないが。 

【40 代／無記入】 

 

コロナ 

【40 代／無記入】 

 

単身赴任になり二重生活になった 

【50 代／女性・会社員】 

 

給与は 3 年連続で下がり続けている 

【50 代／女性・会社員】 

 

去年子供が大学に入学しましたが、母子家庭なので私（母）の収入が激減したのに、手当もなくなり本当に大学に

通わせるのが大変です 

【50 代／女性・会社員】 

 

借金 

【50 代／女性・会社員】 

 

自分らの選挙のことしか考えていない自公は、年寄りや貧乏人をターゲットにしている。 

【50 代／女性・会社員】 

 

職を変え、パートから正社員（飲食～エッセンシャルワーカー）になって、生活は変わらない。 

【50 代／女性・会社員】 

 

コロナで施設入居中の母に会えなくなった 

【50 代／女性・会社員】 

 

感染対策のマスクなど（この他、アルコールや消毒用シート、検査キットなど…）「見えないコスト」がかかるようになっ

た。 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

コロナ禍中のため 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

コロナで仕事が激減したから。 

【50 代／女性・自営業】 

 

コロナ対策で今まで購入しなかったものを常時購入する雑貨の負担。 

【50 代／女性・自営業】 

 

夫の雇い止めで再就職活動中のため 

【50 代／女性・主婦】 

 

夫のうつ病 



 

 

【50 代／女性・主婦】 

 

固定資産税が高すぎる 

【50 代／女性・主婦】 

 

仕事がなくなった 

【50 代／女性・主婦】 

 

コロナ対策に関する日用品の購入が増えた。マスク、除菌シート、ペーパー類 

【50 代／女性・主婦】 

 

失業 

【50 代／女性・その他 失業中】 

 

失業、転職先が決まらない。 

【50 代／女性・その他】 

 

生活保護費が毎年下がっている。光熱費は上がっていくのに。エアコンはないが買う資金もない。 

【50 代／女性・その他】 

 

しごとがない 

【50 代／女性・その他 フリーター】 

 

マスク、消毒液、ナプキンです 

【50 代／女性・その他 生活保護】 

 

パートがなくなった 

【50 代／女性・無記入】 

 

コロナ禍における外出の控え 

【50 代／男性・会社員】 

 

コロナ禍によるストレス 

【50 代／男性・会社員】 

 

コロナウイルス 

【50 代／男性・会社員】 

 

マスク代、消毒用品その他 

【50 代／男性・会社員】 

 

コロナ 

【50 代／男性・会社員】 

 

コロナにて 

【50 代／男性・アルバイト】 

 

仕事が半分 

【50 代／男性・アルバイト】 



 

 

 

特に国保料金が跳ね上がった 

【50 代／男性・自営業】 

 

売上げの減収、減益、収入減 

【50 代／男性・自営業】 

 

いつまで続くのか、先行きが見えなかったので、仕事に集中できなかった。 

【50 代／男性・自営業】 

 

区長の下村博文ゴマスリ、区政怠慢による地域トラブル増加 

【50 代／男性・自営業】 

 

不十分な感染対策 

【50 代／男性・自営業】 

 

廃業 

【50 代／男性・自営業】 

 

コロナ禍 

【50 代／男性・自営業】 

 

マスク代や消毒液代が結構かかる 

【50 代／男性・その他 生活保護受給者】 

 

仕事がなくなった 

【50 代／男性・その他 なし】 

 

⑨の理由として、健康を損なった 

【50 代／男性・その他】 

 

癒着による社会資本の損失。輸出重視の為替誘導。 

【50 代／男性・その他】 

 

会社が廃業になり解雇された 

【50 代／男性・その他 失業中】 

 

生活保護費が 1年ごとに少しずつ減らされる。1 日 2食しか食べられない生活保護者です。腹 6 分目ぐらいしか食べ

られないお金でやりくりしているので、腹減ってイライラしています。これが生活保護かと思うと情けない気持ちです。「生活

保護は人間として最低だ」の批判している人がいるけど、大丈夫なのか？ 

【50 代／男性・その他 生活保護】 

 

苦しい子、公園で野宿やってる女の子、とにかく助けて欲しいです。可哀想。宿泊施設、炊き出しも回数を増やす等、

銭湯券の配布など。 

【50 代／男性・その他】 

 

会社の経営を継続できません。音楽事務所（法人）を経営している音楽家です。①演奏の仕事（収入のある公

演）は極めて少なくなりました。②非常事態宣言に伴い、都内（各区）生涯学習センター、地域センターで音楽活動

をするコーラスグループは、使用に制限（使用中止や時短）で活動できず、その団体への講師派遣もなくなり、収入も



 

 

激減しています。③音楽家派遣契約をしているブライダル会社も、非常事態宣言のため、挙式が激減し、そちらの仕事

も少なく、収入が激減しました。よって 7 月末で会社を解散します。 

【50 代／男性・その他】 

 

失業中 

【50 代／男性・その他】 

 

失業 

【50 代／男性・その他】 

 

昨年４月以降会社売上げ 90％ダウン 

【50 代／男性・その他 会社経営】 

 

暮らし向きは変わらない 

【50 代／男性・その他 生活保護受給者】 

 

解雇 

【50 代／無記入・会社員】 

 

仕事が少なくなった 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

生活保護者への援助。生活保護から抜け出すには今の法律上無理です。 

【50 代／無記入】 

 

働いていた飲食店が閉店した。 

【60 代／女性・会社員】 

 

転職。解雇された 

【60 代／女性・会社員】 

 

コロナの影響は感じないが、定年過ぎて再雇用なので年収が減った 

【60 代／女性・会社員】 

 

介護保険料が高くなっている。 

【60 代／女性・公務員】 

 

子ども（30代子育て中）に、応援するために援助せざるを得ない状況 

【60 代／女性・アルバイト】 

 

コロナで収入減 

【60 代／女性・自営業】 

 

コロナのため仕事が激減 

【60 代／女性・自営業】 

 

コロナで減収 

【60 代／女性・主婦】 

 



 

 

中共ウイルス蔓延が会社の経営にかなりのダメージを与えたため。 

【60 代／女性・主婦】 

 

固定資産税 

【60 代／女性・主婦】 

 

年金生活になったので生活は変わった 

【60 代／女性・主婦】 

 

コロナにより人々のコミュニケーションがかなり減った。 

【60 代／女性・主婦】 

 

奨学金の減免 

【60 代／女性・主婦】 

 

外出、行動の自由の制限 

【60 代／女性・年金生活】 

 

NHK 受信料、国民健康保険の支払い案内 218000円（3 人家族） 

【60 代／女性・年金生活】 

 

仕事を失った 

【60 代／女性・年金生活】 

 

退職した後給料が入らなくなったから 

【60 代／女性・年金生活】 

 

介護保険が取られすぎです。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

年金額が下がり、税金・社会保険料が上がっている  

【60 代／女性・年金生活】 

 

収入減のため、生活費全般（コロナ禍及び大怪我のための休職） 

【60 代／女性・年金生活】 

 

金銭的には変わらないが、がまんがまんの生活 

【60 代／女性・その他 講師】 

 

フリーで編集、校正をしていますが、クライアントの業績悪化で仕事量が減少しているため、収入減につながっています。 

【60 代／女性・その他 フリー編集者】 

 

仕事がない 

【60 代／女性・その他 パート勤務】 

 

失業（職がさがせない） 

【60 代／女性・その他 無職】 

 

テレワーク在宅ワークの娘…居住狭いので不都合↑。 



 

 

【60 代／女性・その他 介護支援パート】 

 

コロナ蔓延のため 

【60 代／女性・その他】 

 

不眠症 

【60 代／女性・その他 生活保護】 

 

失業 

【60 代／女性・無記入】 

 

コロナで失業 

【60 代／女性・無記入】 

 

精神的な負担が増大 

【60 代／女性・無記入】 

 

コロナ禍で旅行・帰省ができない。暮らしむき≒家計のことですか？明確な方が回答しやすいです。 

【60 代／男性・会社員】 

 

野党議員の為何な政策の提案提言 

【60 代／男性・会社員】 

 

コロナでしょ 

【60 代／男性・会社員】 

 

コロナの接種、接種場所で誰もが接種 2 回目の予約 

【60 代／男性・会社員】 

 

一軒家貸していた人が出て行ってしまった。家賃収入がなくなった。 

【60 代／男性・会社員】 

 

給与減少！ボーナス無し!! 

【60 代／男性・会社員】 

 

減収分の補填 

【60 代／男性・会社員】 

 

真面目に働いて来た人が幸せになれない国が日本です!!国の税制は何の為か理解できない。国のためのものなのか、

国民の為のものなのか。 

【60 代／男性・会社員】 

 

トルコリラ債金の配当金がトルコリラ下落により、入らなくなった。 

【60 代／男性・公務員】 

 

お金がはいってこないため生活費がない 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

コロナ感染者を解雇された 



 

 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

65 歳定年退職後、再就職先の選択肢が少なすぎる。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

コロナで仕事がなくなった 

【60 代／男性・自営業】 

 

実質的な物価高 

【60 代／男性・自営業】 

 

コロナで仕事が少なくなった 

【60 代／男性・自営業】 

 

仕事の減少 

【60 代／男性・自営業】 

 

コロナ 

【60 代／男性・自営業】 

 

変わらない 

【60 代／男性・年金生活】 

 

2020 年 3 月に停年退職、新型コロナにより再就職が困難になった。前年所得に対する住民税、国民健康保険料

等が、所得がなくなったが高額負担。新型コロナの救済策は何も該当しない。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

介護者（する側）せきむが重すぎる。私も高齢です。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

経済全部 

【60 代／男性・年金生活】 

 

大病を患って退職し、今年の２月からやっと年金生活です。外出もほとんどできなくなったので、コロナが流行る前と生

活の様子は変わりません。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

勤務先の状況は悪くなっている→原因 コロナ、人手不足、労働者による管理職への逆パワハラ 

【60 代／男性・その他】 

 

コロナの影響です 

【60 代／男性・その他 NPO職員】 

 

定年（60 歳）退職後無職 

【60 代／男性・その他 無職】 

 

生活保護費の引き下げ 

【60 代／男性・その他 生活保護】 

 



 

 

住環境 

【60 代／男性・その他】 

 

国民健康保険料 

【60 代／男性・無記入】 

 

特別住民税が高すぎ 

【60 代／男性・無記入】 

 

年金が少ないのに介護保険引かれて、税金引かれて大変です。 

【60 代／男性・無記入 定年者会社員】 

 

コロナ 

【60 代／無記入・会社員】 

 

残業代がつかなくなった。業務量減、在宅勤務で収入減。 

【60 代／無記入・会社員】 

 

取引銀行の店舗がなくなった 

【60 代／無記入・会社員】 

 

家族の失業 

【60 代／無記入・会社員】 

 

（給与が）アルバイトで 5 年も上がらない。住民税は上がった。 

【60 代／無記入・アルバイト】 

 

収入（フリーランス） 

【60 代／無記入・自営業】 

 

コロナ禍・値上げ・体調 

【60 代／無記入・年金生活】 

 

コロナの為どこにも出かけられない 

【60 代／無記入・年金生活】 

 

コロナによる活動制限 

【60 代／無記入・その他】 

 

生活保護費を、月に２万円も減らされたので生活がいっそう厳しくなった。 

【60 代／無記入・その他】 

 

生活保護 

【60 代／無記入】 

 

パンクしそうな消費税 10％コロナ下でせめて 5％に下げてほしい。家計簿につけているが 8→10％に上がってから、出

費をおさえても月 8000 円～1 万円の消費税がかかっている。 

【70 代／女性・公務員】 

 



 

 

外出できなくなった。友人と会えない。 

【70 代／女性・アルバイト】 

 

文化・教育に費やす費用がなくなった。 

【70 代／女性・アルバイト】 

 

仕事がなくなった 

【70 代／女性・アルバイト】 

 

コロナで仕事がなくなった 

【70 代／女性・アルバイト コロナになってから働く場所がない】 

 

コロナで仕事が減った。 

【70 代／女性・自営業】 

 

客の減少 

【70 代／女性・自営業】 

 

自営業のため年金は少なく、又収入も減っているので、生活が苦しいです。 

【70 代／女性・自営業】 

 

コロナ感染者が怖くて外出できなくなり、精神的にも肉体的にもつらかった 

【70 代／女性・主婦】 

 

コロナで制やくが多い 

【70 代／女性・主婦】 

 

年金払ってこなかった人に 7 万円、ふざけるな。40 年以上支払ってきたこの私と同じなんて？ おかしい。国会議員の

年金の高さにびっくり（年 350 万とか)。日本は、悪徳業者顔負けのあべ夫婦、菅の息子、などに平気で忖度し、死者

まで出ているのに、忖度した人を守り、退職金を払う、それを許している野党にがっかり、特に公明党。政党助成金を受

け取っていない共産党は立派と思い、新聞取ってきましたが、年金暮らしになり、今何も取れない。テレビが唯一の情報

源です。共産党はもっと強く出て頑張ってください。今回このようなアンケートで声を聞いてくださり、50年近く板橋に住ん

でいますが初めてのことです。ありがとう。続けてください。 

【70 代／女性・主婦】 

 

ものの値上がり 

【70 代／女性・主婦】 

 

夫が毎日弁当を持っていく。早く帰宅し、夕食が 17：30 になり一日ごはん、ごはんでおわれる 

【70 代／女性・主婦】 

 

主人が亡くなり、国民年金なので苦しくなった 

【70 代／女性・主婦】 

 

家電、自転車等、畳の取替えでお金がかさんだ（家にいることが多くなったので）。 

【70 代／女性・主婦】 

 

最近、都営住宅にアジア系の人が多く入居し、トラブル続きです。生まれ育った環境も違うし、日本人が我慢している

ことが多いので、入国を厳しくしてもらいたいです。 



 

 

【70 代／女性・主婦】 

 

別居の子どもへの支援のため 

【70 代／女性・主婦】 

 

持ち家が老朽化して、修理に 70 万円かかりました 

【70 代／女性・主婦】 

 

給与が減っても毎月かかる生活費は変わらない為 

【70 代／女性・主婦】 

 

自由に外出や旅行ができない 

【70 代／女性・主婦】 

 

特に電気代が高い 

【70 代／女性・主婦】 

 

71 歳、女、独居。遺族年金と老齢基礎年金合わせても 12 万そこそこです。通帳の残高を気にしなくて良い生活が

したいと思います。食料品には 8%の消消費税というが、買い物の回数を減らし、努力しています。食料品以外が

10%、公共料金も恐ろしいです。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

出歩けなくなり、身心が不安定になった。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

外出が少なくなり足が弱くなった。買物も無理して多量に買い、捨てる事が多い。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

コロナ禍の生活 

【70 代／女性・年金生活】 

 

夫が昨夏亡くなりその分の年金収入が減った。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

私 73 才。年金だけでは生活していけないので月に数日働いています。私は 1人暮らしです。家族はいません。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

新型コロナ感染大で景気が低下 

【70 代／女性・年金生活】 

 

介護保管料値上げ 

【70 代／女性・年金生活】 

 

少ない蓄えを取り崩して底をついてきた 

【70 代／女性・年金生活】 

 

昨年より収入減でも住民税は 14000 円増、介護保険増。2022 年～年金収入のみ 210 万円で保険料 2 割負

担、家賃値上、家賃値上、通院費用など先行き不安です。 

【70 代／女性・年金生活】 



 

 

 

自分の生きがいを見つけるための資用が不足している！ 

【70 代／女性・年金生活】 

 

コロナの前から消費税 10％になり事業を辞めた 

【70 代／女性・年金生活】 

 

共産党が何もしていないのが悪い、口ばかり 

【70 代／女性・年金生活】 

 

政治がめちゃくちゃだ。国を困らせる悪政を世界が笑っています。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

受け取る年金が減っている 

【70 代／女性・年金生活】 

 

生活保護を受けてないので苦しい 

【70 代／女性・年金生活】 

 

⑧①は子供達 3人で負担してくれています。⑫のみ自己負担 

【70 代／女性・年金生活 樺太生まれ、78歳、シルバー人材センターにて（西友勤務）】 

 

コロナのための衛生費 

【70 代／女性・年金生活】 

 

コロナ禍 

【70 代／女性・その他】 

 

物価上昇 

【70 代／女性・その他】 

 

15 年以上働かせていただいたが、思わぬ病気で退職した 

【70 代／女性・その他】 

 

身寄りがない為、本気で終末の相談が出来る公的相談員がほしい 

【70 代／女性・その他 パートで生活、年金がないため】 

 

三田線、朝・夕ラッシュ、コロナ対策ない 

【70 代／女性・無記入】 

 

生保が下がった。暮らしにくい。 

【70 代／女性・無記入】 

 

コロナで医療関係の人にもっと援助してほしい 

【70 代／女性・無記入】 

 

アルバイトが少なくなって収入減。 

【70 代／男性・アルバイト】 

 



 

 

コロナ対策のための消毒薬やハンドタオルなどの経費が家計を圧迫している 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

首都高 5号料金所の騒音と振動が激しくなってきている。首都高速機構に連絡しているが対策がされていない(してく

れない)。近所からも苦情が出始めております。 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

自営業なので売上げ（利益）が大きく落ち込んだ 

【70 代／男性・自営業】 

 

コロナで仕事が減った。 

【70 代／男性・自営業】 

 

物価 

【70 代／男性・自営業】 

 

自営業の破綻!! 昨年春、取引先から仕事依頼がなくなった。2 ヶ月自宅待機、怖かったから。支払いに困り（月

7、8 万円くらい)、パート 2 つ見つけた。1 つパートを辞めた。ブラック企業!! パワハラまがいに頭にきたから！ 

【70 代／男性・自営業 破産手続き中】 

 

収入減（個人事情） 

【70 代／男性・自営業】 

 

「暮らしむき」ってお金？ 

【70 代／男性・年金生活】 

 

悪くなった事だけを聞くな。国難にあたり、反対ばかりせず少しは協力しろ 

【70 代／男性・年金生活】 

 

食費など、値段が高くなった。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

食用品の値上げ 

【70 代／男性・年金生活】 

 

新型コロナウイルスによる健康経済不良 

【70 代／男性・年金生活】 

 

外出営業、出来ない 

【70 代／男性・年金生活】 

 

後期高齢者の税金が高い。寿命が短いのに平均的には。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

コロナに対する自己抑制 

【70 代／男性・年金生活】 

 

コロナ禍で外出が不自由なため仕事に行けない 

【70 代／男性・年金生活】 



 

 

 

コロナで家の外に出る機会少なく、運動不足で足腰が弱くなった 

【70 代／男性・年金生活】 

 

低所得への支援金今年はない 

【70 代／男性・年金生活】 

 

年金生活のため変化なし 

【70 代／男性・年金生活】 

 

物価上昇 

【70 代／男性・年金生活】 

 

新型コロナ 

【70 代／男性・年金生活】 

 

公務員、年金生活者は一定の収入が毎月あるので、「変わらない」が多くなるのではないか。したがって職業別に集

計しないと意味がない。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

コロナ鬱、どこにも行けないつらい。 

【70 代／男性・年金生活 派遣社員】 

 

自分は、5 月中旬まで江東区の病院に通っていましたが、板橋区にうつったら、ケースワーカーが、診察券が出したが、

届かず郵便局が悪いと言われた。診てもらえず、江東区の病院から帰った。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

昨年の 8月末に退職（コロナ禍によるものと高齢による） 

【70 代／男性・年金生活】 

 

年金低すぎ、公共料金高すぎる、消費税馬鹿げている 

【70 代／男性・年金生活】 

 

消費税増により、5年ほど前から比べると、悪くなった。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

無意味なコロナ対策 

【70 代／男性・その他】 

 

コロナと不景気 

【70 代／男性・無記入】 

 

自民・公明の無策、民主の無能 

【70 代／男性・無記入】 

 

誘導してませんか？ 

【70 代／無記入・会社員】 

 

介護施設に入所している家族に 1 年数ヶ月会うことができず、強いストレスとなる。 



 

 

【70 代／無記入・主婦】 

 

年金生活者は多少の減があってもなんとか大丈夫。若い人たち（子育て中、零細企業、現場作業の方々）大変と

思う。 

【70 代／無記入・主婦】 

 

コロナ対策で、消毒液やハンドペーパー等の購入費が馬鹿にならない 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

（②について）これ以上さげないで下さい。国会議員の数をへらすこと。国会議員のボーナス万額とはどう云うことです

か？菅さんだけが 3 割返したとか、国務員だけへらしておかしいです。ボーナスも出ない、会社もあるのに 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

自由に社会活動ができない 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

コロナ禍で対応に不安。文化（鑑賞、観戦）が中止になった 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

消費税値上げした。それに伴って 商品の値段も消費税以上に高くなり、食料品などすぐに影響が出た。 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

光熱費、水道、ガス代が高くなっている 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

孫に援助 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

収入ゼロで死ばかりを待つ…。人様に迷惑はかけられない 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

たぶん悪くなったような気がする 

【70 代／無記入】 

 

コロナにより失業しました（4 月 6日で）少ない年金がすべてなので大変です 

【70 代／無記入】 

 

息子の飲食関係の仕事がコロナで店廃業 

【70 代／無記入】 

 

高齢者保険料を取るだけ取るという感じです 

【80 代以上／女性・自営業】 

 

教養のための本が買えない。映画もほとんど見ない。コンサートも高くて手が出ない 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

アルバイトが減った（月 8→月 3 日へ） 

【80 代以上／女性・主婦】 

 



 

 

夫の死により年金が減り生活が苦しい 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

保険料高い、医療高くて大変 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

国民保険料が年金が減少の割合には値上げです。 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

夫婦共々身体悪くお金がかかります 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

物価の上昇 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

毎日必要な野菜その他食料が高くなっている。社会保険料も高額となっている。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

固定資産税都市計画税 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

介護保険用が高い、高すぎる 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

アルバイトがない。収入がない。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

物価高 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

2021/3 月、体調をくずし、寝たきりになる、７月起きていられるようになる 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

物価が上がった 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

コロナで外出・外食・旅行が出来なくなった 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

コロナ終息後の経済が大変心配 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

成人した子供達から仕送り頼まれる。次の年金まで 15000円しか残らない。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

（住民税・所得税が）年金者には高すぎる 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 



 

 

年金が下がったのになぜ所得税住民税が値上がりする？ その上、医療・介護の質を下げながら、一人暮らしの老

人の生活は四苦八苦。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

年金が下がっていくので困ります。食品が高くなるばかり。スーパーに行っても、横目で見ているだけ。何も食べたいもの

は買えません。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

自分の健康が著しく悪くなった。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

私は 83 歳になったし、体の調子悪くなったので仕事も店も辞めた 

【80 代以上／女性・年金生活 35 年以上も一人でやっていると頭がどうにかなりそう】 

 

年金暮らしだから変わらない。でも少額ずつ減額してきた。少ない中、ずるい。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

通院のタクシー代金 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

会社の年金を削られた前の会社が。姉弟妹有だがもらうだけの子で、来てもらっても金がかかるため、そうは来てもらえ

ない。二人で来る介護の人に頼みな、と言われた。１分３分しかいない介護の人に。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

コロナで長男 50 歳の仕事が少なくなった 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

コロナでマスク着用 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

無年金 

【80 代以上／女性・その他 収入なし】 

 

全搬に物の値段が上っている 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

すべて値上がり幅が大きい 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

体調を悪くした 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

有料ボランティアが止めになった 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

息子の失業（同居） 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

生保ですが物価が上がった 



 

 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

食品、衣類がここの所高い 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

５月から今まで午後だけ仕事です。毎日半日の仕事です。 

【80 代以上／男性・会社員】 

 

非年金者なので、２、３年後には生活保護を考えてます。 

【80 代以上／男性・アルバイト】 

 

カット回数が多い（年金）生活に直接響く。その都度レベルが下がる 

【80 代以上／男性・自営業 年内中に廃業の予定】 

 

コロナの為 

【80 代以上／男性・自営業】 

 

変わらない 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

コロナで友人が死亡（2021 年 2 月 18 日死亡） ワクチンの確保が遅すぎる。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

収入減 

【80 代以上／男性・年金生活 年金が少い為、家内の世話になっている。】 

 

新型コロナ禍による生活の制限 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

生活費全般の物価高騰 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

年金生活者に所得税、住民税かけるな。消費税を払っている。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

デイサービスに行けなかったり、施設に入っている妻に会えない 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

年金内でつつましく 2 人で暮らしています。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

税の使途の明確化が公表されていない 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

コロナ 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

年金生活では良くならない。外出が少ないから、食料品以外の出費が少なくなった。 

【80 代以上／男性・無記入】 



 

 

 

食欲が減少してしまっているため 

【80 代以上／男性・無記入】 

 

（②年金）自己理由にもよるがもう少し増額して 

【80 代以上／男性・無記入 無職】 

 

のんびりしたい 

【80 代以上／男性・無記入】 

 

作家をしておりますので展覧会等仕事に影響をおよぼしている 

【無記入／女性 その他】 

 

コロナ禍の外出自粛要請で生活が不便になり体調が不良になる機会を多くなった 

【無記入／男性 アルバイト】 

 

女性が生活で苦しい状況になっているのに、追加支援が足りていないことで、自分も生き苦しくて、何か役に立ちたい 

【無記入】 

 

武漢肺炎 

【無記入】 

 

コロナで精神的にストレスを感じているから 

【無記入】 

 

区長がくだらないことに金をつかっている。 

【無記入】 

 

板橋区に引越してきてからすべてが高い（電車もバスも） 

【無記入】 

 

全部 

【無記入】 

 

国レベルの話だが、もうかっている大企業から税を取らないから、すべてに影響してくる。竹中平蔵の新自由主義はだ

めだ。 

【無記入】 

 

子供への支援 

【無記入】 

 

収入に対して税率が重い 

【無記入】 

 

何かしら値上がりしている。ずっと緊急事態宣言発出中なのでちょっと参ってる。うつで 20 年以上通院中。友人と外

でアルコールが飲めない。 

【無記入】 

 

税金を納めている底辺の人たちを救えていない。 



 

 

【無記入】 

 

固定資産税が重くのしかかる 

【無記入】 

 

イベントやコンサートの仕事をしていて、ほぼ補償もなし。借金しか増えない。飲食もつらいとおもうけど多少の補償があ

り、こちらには全然補償されない。仕事ができるか補償してもらわないと。 

【無記入】 

 

共産党がさわぐから 

【無記入】 

 

自公政権のせい。特にバカな首相と官僚のせい 

【無記入】 

 

いつも一人きりで過ごしてる。子どもは結婚して（男二人）で会うことが少ない（友達）（コロナの事） 

【無記入】 

 

生活保護の拡充 

【無記入】 

 

新型コロナウイルス 

【無記入】 

 

年金が少ないから苦しい 

【無記入】 

 

何故、「良くなった」設問はないのでしょう？それは貴党の思い込みではないですか？貴党が何か役割を社会に貢献し

ていれば、設問があってもよいはず。疑問に思いませんか？そもそも自分達は何も貢献していないと認めている設問です 

【無記入】 

 

共産党があるから 

【無記入】 

 

旅行に行けなくなった。友人に会えなくなった 

【無記入】 

 

コロナ禍に定年となり、パートの仕事探しも困難。年齢的にも感染リスク大で思うようにいかない。 

【無記入】 

 

親の介護、費用ではなく 

【無記入】 

 

あなたがた政治家のせいではないのですか？ 

【無記入】 

 

介護保険が①に 4 年前から高い 

【無記入】 


