
Q1 あなたの暮らしむきはこの１年でどうなりましたか 

2）今、最も必要な生活支援策は何でしょうか。 

 

コロナウイルス対策 

【10 代／女性・学生】 

 

全体的に税金が高い 

【20 代／女性・会社員】 

 

（⑤について）私自身は学生でないが、昨年度まで学生であり、周囲に生活費、学費で苦労している人が多かった

ため。 

【20 代／女性・会社員】 

 

店内とテイクアウトで税額が変わるとか、レジ袋とかバイトの仕事が増えて面倒事やお客様とのトラブルが増えたので変

な政策をやめてほしい。 

【20 代／女性・会社員】 

 

賃金の底上げ 

【20 代／女性・会社員】 

 

私大学費半額、国立無料（各生徒任意）にすべき 

【20 代／女性・学生】 

 

自粛、休業を心置きなくできるようになれば、感染者も減るのかな…と。 

【20 代／女性・その他 就労移行支援利用者】 

 

現状、板橋区では失業保険を受けてる（コロナ関係者）しか国保の減免を受けられません。失業保険延期中で傷

病手当で生き延びている人にも救済措置がほしいです。 

【20 代／女性・無記入】 

 

原発再稼働（←電気料金下げてほしい）。法人税減税。 

【20 代／男性・会社員】 

 

単身世帯のコロナに対する不安のはけ口支援 

【20 代／男性・会社員】 

 

孤独対策 

【20 代／男性・会社員】 

 

消費税廃止 

【20 代／男性・会社員】 

 

国会議員の給料削減 

【20 代／男性・会社員】 

 

補償の増額 

【20 代／男性・会社員】 

 

若い方の資産運用リテラシー向上の支援。最低賃金底上げ。 



【20 代／男性・会社員】 

 

なし 

【20 代／無記入・会社員】 

 

NHK の廃止 

【20 代／無記入・会社員】 

 

国民への給付金 

【20 代／無記入・学生】 

 

子育て世代への給付 

【30 代／女性・会社員】 

 

現状、上記に困っていないが、払った税金は無駄にしないで欲しい 

【30 代／女性・会社員】 

 

財政健全化と成長戦略の提示こそが生活支援策 

【30 代／女性・会社員】 

 

出産、子育てに必要な費用補助拡大 

【30 代／女性・会社員】 

 

個人的には特になし 

【30 代／女性・会社員】 

 

（④について）全市民的にはこれ（⑥について）自分が生まれつき持病があるからこれ。目的によってかわるから 1 つ

えらべっていうのがむずかしい。独身だから子供関係ないし…。 

【30 代／女性・会社員】 

 

働きたくても働けない人への仕事斡旋、職場の提供（金銭支援、税金免除ではなく皆が税金をは払える社会を望

みます） 

【30 代／女性・会社員】 

 

自粛に伴うメンタルフォロー 

【30 代／女性・会社員】 

 

⑤収入によるものではなく、全面的に希望する。 

【30 代／女性・公務員】 

 

学童の給食導入。給食でなくても弁当（保護者が作るのではなく…） 

【30 代／女性・公務員】 

 

特別定額給付金 

【30 代／女性・アルバイト】 

 

全ての税金の免除。富の一極集中はやめてください 

【30 代／女性・主婦】 

 



所得税の軽減（株） 

【30 代／女性・主婦】 

 

④が特に必要です 

【30 代／女性・その他 求職活動中】 

 

障害年金がおりてほしい 

【30 代／女性・その他】 

 

少子化対策 

【30 代／男性・会社員】 

 

すべての歩きタバコ禁止。マスク購入費を税額控除適用に。 

【30 代／男性・会社員】 

 

消費税廃止 

【30 代／男性・会社員】 

 

東京都民向けの給付金、文化促進のために図書券を区民に配布。⑦区政に望む事 

【30 代／男性・会社員】 

 

職業訓練 

【30 代／男性・会社員】 

 

不妊治療の保険適用 

【30 代／男性・会社員】 

 

医療体制の確立 

【30 代／男性・会社員】 

 

給付金 

【30 代／男性・会社員】 

 

仕事ないですって人がいるので、その人の為に 

【30 代／男性・自営業】 

 

給付金 

【30 代／男性・自営業】 

 

より自立できるようなサポート 

【30 代／男性・自営業】 

 

生活保護支給額の値上げ 

【30 代／男性・その他 生活保護】 

 

多くの人へのワクチン提供 

【30 代／男性・その他 大学職員】 

 

子どもの養育費軽減 



【30 代／無記入・会社員】 

 

医療従事者、介護職、保育士の給料を上げること（医療・福祉関係職） 

【30 代／無記入・会社員】 

 

コロナ対策 

【30 代／無記入・会社員】 

 

不妊治療の費用 

【30 代／無記入・会社員】 

 

追加で給付金がほしい 

【30 代／無記入・会社員】 

 

ワクチンの普及 

【30 代／無記入・会社員】 

 

低所得世帯への支援 

【30 代／無記入・会社員】 

 

子（幼児）の生活費補助 

【30 代／無記入・公務員】 

 

国民年金、国民保険料の軽減 

【30 代／無記入・自営業】 

 

住民税、所得税の減税 

【30 代／無記入・主婦】 

 

人々が生活している中で、仕事の時間が多くを占めています。しかし働きづらい、ということを感じている人が多くいま

す。過度な残業をしなくてはいけなかったり、仕事が終わったので残業せず帰ると周りから仕事をしていないという目でみら

れたり、上からの圧力やパワハラなどここ 10 年職場環境が日本で改善がほとんどされていないように感じます。大企業で

は変化があったように感じますが、中小企業ではほぼ同じ。生きづらい、働きづらい世の中をぜひ改善していただきたいで

す。 

【30 代／無記入】 

 

高速道路無料化 

【30 代／無記入】 

 

一時金１０万円の配付 

【30 代／無記入】 

 

本当に支援が必要な人のみに援助される仕組み作り 

【40 代／女性・会社員】 

 

再就職支援。働きたい意欲のある人が年齢に関わらず働ける社会にしてほしい。 

【40 代／女性・会社員】 

 



国民全員 10 万円支給ってありましたよね。例えば手金や生保の方は確実な変わりない収入があります。その方々ま

で一律って…困っているところに正しく対応することができる区政であって欲しい。←区政と関係ない？考えとしての 10 万

円の話しです。 

【40 代／女性・会社員】 

 

上記選択肢内にないので不要。（③について）直接ではないが、広告・プロモーション業の小さい会社なので間接的

に大打撃を受けています。③には当てはまらないけれど回答欄がなく結果に反映されません！！ 

【40 代／女性・会社員】 

 

すべての国民が平等に支払う税金、消費税を上げ、それ以外の税金の軽減を考えていただきたい。1000 万前後の

家庭は税金が多いが、高校の学費軽減など受けられない。働き損としか言えない。 

【40 代／女性・会社員】 

 

高齢者医療施設の対策 

【40 代／女性・会社員】 

 

小学校教員、校長の改善 

【40 代／女性・会社員】 

 

介護費用の軽減 

【40 代／女性・会社員】 

 

レジ袋の有料化廃止、強く思っています。どうにかなりませんか？ 

【40 代／女性・会社員】 

 

子供 3 人↑に対する支援。子の人数増えるほど支援額 up！ 

【40 代／女性・公務員】 

 

学校行事を大切に 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

保証人制度の廃止。更新手続きの廃止を含む。お金の問題だけではありません。 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

年金の取りやめ、NHK の取りやめ 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

住民税、所得税の軽減 

【40 代／女性・自営業】 

 

税金の減税 

【40 代／女性・自営業】 

 

現金でなく、実質提供が望ましい。スマホ無償 

【40 代／女性・主婦】 

 

困窮世帯への現金給付 

【40 代／女性・主婦】 

 



携帯電話料金の値下げ（ＮＴＴドコモ） 

【40 代／女性・主婦】 

 

コロナの影響で、給料が減ったり解雇により、給料ない人への給付金。いつも一人親を非課税のみで課税対象者で

ないため 

【40 代／女性・主婦】 

 

④、東京 23 区の住居費は異常である為 

【40 代／女性・主婦】 

 

ベーシックインカムの導入 

【40 代／女性・その他】 

 

国民全員にお金を配って欲しい。 

【40 代／女性・その他 派遣社員】 

 

生活保護の不正受給者を取り締まること 

【40 代／女性・その他】 

 

生活支援（給付金など） 

【40 代／女性・無記入】 

 

子が 4 人おり、教育費が大変です。3 人目 4 人目に対しては、収入の制限をなくして、高校無償化としてほしい 

【40 代／男性・会社員】 

 

NHK 受信料の無償化 

【40 代／男性・会社員】 

 

民主系、共産社民等クソ政党の排除 

【40 代／男性・会社員】 

 

特別定額給付金（10 万円）の再支給 

【40 代／男性・会社員】 

 

これから子供産まれますが本当に不安です。とにかく税金高い。 

【40 代／男性・会社員】 

 

給料の増加、手当等 

【40 代／男性・会社員】 

 

給付金 2 回目、ベーシックインカム 

【40 代／男性・会社員】 

 

食べ物、水などの無料配布。路上生活者への支援。テレビなどで、皆理解しているので、過剰に外出自粛は言わない

でいただきたいです。 

【40 代／男性・会社員】 

 

人と話す機会を増やす 

【40 代／男性・会社員】 



 

品川など支援があったと聞きました。板橋は何も区として取り組んで頂けてません。 

【40 代／男性・会社員】 

 

東京オリンピックをぶっこわす 

【40 代／男性・自営業】 

 

税の軽減 

【40 代／男性・自営業】 

 

一律給付金 

【40 代／男性・その他 フリーランス】 

 

消費税廃止、社会保険料軽減 

【40 代／男性・その他 無職】 

 

税金削減。オリンピックのための無駄使いが多すぎ。 

【40 代／男性・その他 失業中】 

 

医療を安心して受けられる体制 

【40 代／男性・その他 主夫】 

 

家族の問題 

【40 代／男性・その他 生活保護】 

 

一律給付金 

【40 代／男性・その他】 

 

在日外国人への支援の削減 

【40 代／無記入・会社員】 

 

全世帯に一時金 

【40 代／無記入・会社員】 

 

コロナに対して対策提案をするべき 

【40 代／無記入・会社員】 

 

生活保護。必要な人に全て。これがあればみんな生きていける。 

【40 代／無記入・会社員】 

 

離れて暮らす老親のこと 

【40 代／無記入・会社員】 

 

20 歳で国民年金に強制加入なのに、なぜ専業主婦はそうではないのですか？ 大学生も無収入の場合があるのに

不公平です。なぜそこには手をつけないのでしょう。票のため……？ 

【40 代／無記入・会社員】 

 

減税 

【40 代／無記入・会社員】 



 

子育て支援 

【40 代／無記入・会社員】 

 

コロナの時の給付金（1 人 10 万円）のように自由に家庭のニーズで使えるお金。専業主婦（コロナ禍で負担増）

への支援 

【40 代／無記入・主婦】 

 

生活保護のルールが今の時代に合っていないので、法律の改革等を強く求めます。 

【40 代／無記入・年金生活】 

 

学校・職場での無料大規模検査と隔離・危険行為に罰則 

【40 代／無記入・その他】 

 

誰もが豊かに生きられるように、フリーエネルギーを作り出し、普及すること 

【40 代／無記入】 

 

1）大きな行政の大改革。もっと大胆に！！2）ごみの有料化（一般ゴミ）、いくら SDG’s とさけんでも、自分のお腹

を痛めないとおおよその人は変わらない。 

【50 代／女性・会社員】 

 

老人にお金と手間をかけすぎ 

【50 代／女性・会社員】 

 

自力でまかなえるので支援は不要。 

【50 代／女性・会社員】 

 

（①について）せめて食料品だけでも 

【50 代／女性・会社員】 

 

飲食店ばかりじゃダメですよ。そこにつながる人達は補填ないんです。 

【50 代／女性・会社員】 

 

自由に外食できること（アルコールがのめる） 

【50 代／女性・会社員】 

 

借金整理相談 

【50 代／女性・会社員】 

 

①、一番フェアーだと思う 

【50 代／女性・会社員】 

 

高額納税の増税、高級品の増税 

【50 代／女性・会社員】 

 

一律 10 万円給付 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

給付金を一律給付して下さい。低所得者の世帯だけでもお願いします。 



【50 代／女性・アルバイト】 

 

勤務先（会社）が危機です。倒産しないような損失補填。危機は個人店や居酒屋とだけではない。 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

消費税がムリなら、国民全員が使用している上下水道、電気料金を国が一律補助する。 

【50 代／女性・自営業】 

 

住宅ローンの利息の軽減 

【50 代／女性・自営業】 

 

相談できる場所 

【50 代／女性・主婦】 

 

コロナ禍による収入減の補償・協力金に当てはまらぬその他の業種への補償 

【50 代／女性・主婦】 

 

昨年は大学に 1 日（健康診断）しか行ってないのに、学費の免除はなく、施設費まで免除（返却）されずとても不

満です。 

【50 代／女性・主婦】 

 

固定資産税の軽減 

【50 代／女性・主婦】 

 

子供たちも仕事がなくなり、家にいるから生活費が出るばかりなので給付金 

【50 代／女性・主婦】 

 

コロナに敗けない業務の会社の設立 

【50 代／女性・その他 無職】 

 

給付金 

【50 代／女性・その他 フリーター】 

 

コロナのせいで給料が下って、なおかつ会社からのマスク又作業服の支給されていないのがおかしい。一生懸命仕事し

ているのに 

【50 代／女性・その他 生活保護】 

 

生活保護の給付が物価上昇とかい離している 

【50 代／女性・その他】 

 

テレワークによる家庭での光熱費額のアップの為の補助 

【50 代／女性・その他】 

 

食料品の通販送料や食事デリバリーの配達手数料軽減や公費補助、というか、そういった出費がかなり増えている

し、収入が減った方が多いので、全国民へ収束まで給付金。 

【50 代／女性・その他】 

 

（③について）飲食店閉店は残念です 

【50 代／女性・その他】 



 

金銭面では変わらなかったが、ウェブを通した活動を（ワクチン予約サイトなど）強いられる中で、それに適合できない

ことへの心配がふくらんだ。 

【50 代／女性・無記入】 

 

消費税廃止 

【50 代／男性・会社員】 

 

コロナ病床確保 

【50 代／男性・会社員】 

 

酒を提供できない居酒屋・それと取引ある業者への補助（自粛に応している店のみ） 

【50 代／男性・会社員】 

 

定期的な定額給付金 

【50 代／男性・会社員】 

 

ストレス対策 

【50 代／男性・会社員】 

 

日本共産党の変節の歴史の総括と今後への反省 

【50 代／男性・会社員】 

 

定額給付 

【50 代／男性・会社員】 

 

給付金が欲しい 

【50 代／男性・会社員】 

 

官僚の給与削減 および賞与撤廃。今や諸悪の根源。マフラーを交換したスクーターの排気音は、不快で日常生活に

おける騒音公害。取り締まって欲しい。 

【50 代／男性・アルバイト】 

 

介護費 

【50 代／男性・自営業】 

 

消費税減税よりも、福祉財源として基礎年金、健保などをまかなう財源にすべき。企業減税などに使うのは、完全な

逸脱。 

【50 代／男性・自営業】 

 

生活保護受給費が減っている中、コロナが流行したので保護費を少しだけ戻してほしい。 

【50 代／男性・その他 生活保護受給者】 

 

衛生管理とクラスター発生に基づく繁栄と淘汰の割り切り。ダメなとこはダメ 

【50 代／男性・その他】 

 

何故補償費がおそいのですか？ 

【50 代／男性・その他】 

 



コロナ対策の遅れ 

【50 代／男性・その他】 

 

低所得者への生活補助（定額給付金等） 

【50 代／男性・その他 長期失業者（1 年以上）】 

 

住民税非課税世帯など低所得者への現金給付 

【50 代／男性・その他 失業中】 

 

騒音問題の解決支援、集合住宅の生活音 

【50 代／男性・その他】 

 

国会議員の数の削減 

【50 代／男性・その他】 

 

特になし 

【50 代／男性・その他 生活保護受給者】 

 

消費税の廃止 

【50 代／男性・無記入】 

 

景気悪化のため、強制部署替え、給与減額 

【50 代／無記入・会社員】 

 

仕事 就業 

【50 代／無記入・会社員】 

 

金で解決は何の意味もないです 

【50 代／無記入・会社員】 

 

生活ができないわけではないけれど、子供の進学にそなえしていた副業のシフトが減り、通常で計画していた資金プラン

に影響がでないか不安。3 万でも 5 万でも追加で給付金があるとたすかる。 

【50 代／無記入・会社員】 

 

解雇対策 

【50 代／無記入・公務員】 

 

なし 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

求職活動中の経済的支援 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

ベーシックインカム 

【50 代／無記入・自営業】 

 

充分な給付金 

【60 代／女性・会社員】 

 



物価を落とす特に食品と雑貨 

【60 代／女性・会社員】 

 

困っている人に支援が行き届くといいと思う。 

【60 代／女性・会社員】 

 

生活費で一番占める家賃の補助も検索してみたところ、貯蓄が少ない人が対象である為、やむなく貯蓄を切り崩すし

かなかった。 

【60 代／女性・会社員】 

 

事業者への支援、家庭のインターネット普及支援 

【60 代／女性・アルバイト】 

 

③、全部でなく、実際本当に困っている人に対してのみ！ 

【60 代／女性・主婦】 

 

コロナの給付金 

【60 代／女性・主婦】 

 

減税 

【60 代／女性・主婦】 

 

孫に会えない 

【60 代／女性・主婦】 

 

知らない間に値上げして、生活費が大変、生活保護を受けてる人の方が豊かのようだ 

【60 代／女性・年金生活】 

 

年金生活者（私も含めて）は収入に変化は有りません。若い人々は大きな変化があったはずです。収入のある人は

確定申告をしています。税務署と連携したら、困っている人に手厚くする方法が考えられないのでしょうか。全国一律の給

付金は平等ではないと思います。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

起業支援 

【60 代／女性・年金生活】 

 

個人向けの補助 

【60 代／女性・年金生活】 

 

介護職への危険手当。ケアマネージャーは、病院に呼ばれると行きます。又自宅訪問をしても、マスク着用していない高

齢者がほとんどです 

【60 代／女性・その他 ケアマネ】 

 

インターネット、ケイタイスマートフォンの使用方法を詳しく教えて安価で。小・中学校などで高齢者に！ 

【60 代／女性・その他】 

 

どんな補助でもすみやかに本来の必要者へ届くこと。不正が多すぎます。 

【60 代／女性・その他】 

 



60 歳を超えても年齢ではなく個人の能力で評価し、雇用の可否を判断して欲しい。 

【60 代／女性・その他 派遣社員】 

 

世相、失業 

【60 代／女性・その他 無職(失業中）】 

 

セーフティネットの整備 

【60 代／女性・その他 自由業】 

 

子育て支援メニューの充実。主婦は重労働であり、行政、社会が認識を改める必要がある。「専業主婦＝無職」の

発想で給与をもらう人でないと補助が与えられない仕組が日本には多い。専業主婦を除く母への支援ではなく、全ての

母を対象とすべきです。（東京で地元から離れての子育てする母も病気した場合や幼児をつれて動き回り難いこともあり

ます。） 

【60 代／男性・会社員】 

 

政治家の政務費削減、本来もらえる給料以外の削減等々 

【60 代／男性・会社員】 

 

ロックダウンもっと強く緊急事態に対応してほしい 

【60 代／男性・会社員】 

 

閉店を決断した飲食店に、撤去費の補助。 

【60 代／男性・会社員】 

 

在日韓国人、朝鮮人の排除 

【60 代／男性・会社員】 

 

ある程度の補償は良いと思いますが。無償化の拡大は、逆効果にもなります。しっかりとした目安が大切と思います。 

【60 代／男性・会社員】 

 

2 回目の特別定額給付金支給 

【60 代／男性・会社員】 

 

とにかく高すぎる！ 

【60 代／男性・会社員】 

 

聴覚障害者に対する情報格差の解消 

【60 代／男性・会社員】 

 

実感できる現在 

【60 代／男性・会社員】 

 

転・就職の安定・安全 

【60 代／男性・公務員】 

 

家賃の割引へ家賃収入者だけ？が左うちわ？補填よりも割引、減額猶予に重点を。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

なし 



【60 代／男性・アルバイト】 

 

平等な減税 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

飲食店のみ補填するやり方はおかしいと思う。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

都内の家賃は高いです。若者の給料の半分はそれでなくなります。固定資産税が高いです。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

今の社会保障派が、未来も必ず受けられると信頼するに足るエビデンス 

【60 代／男性・自営業】 

 

希望持てる地域社会づくりのプラン 

【60 代／男性・年金生活】 

 

複合的な問題 

【60 代／男性・年金生活】 

 

②、使う人は使う、使わない人は使わない、けれど負担は一緒。おかしい 

【60 代／男性・年金生活】 

 

金 

【60 代／男性・年金生活】 

 

適正な所得分配 

【60 代／男性・年金生活】 

 

定年退職制度の撤廃（健康な限り、ずっと働けるようにしてほしい） 

【60 代／男性・年金生活】 

 

前回と同じ 10 万円支給 

【60 代／男性・年金生活】 

 

介護保険料を年金から引いているが、高すぎる。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

生活不安の人への支援 

【60 代／男性・年金生活】 

 

福祉バラまきではなく、本当に困っている人の選定と支援 

【60 代／男性・その他】 

 

生活保護の引き下げ 

【60 代／男性・その他 生活保護】 

 

買物ができるお店（日常生活）が無くなった。 

【60 代／男性・その他】 



 

増加する社会保障給付に対し増額する必要があるのでは？人口動態上、高齢者増、若年者減で、社会保険料減

らしたら、益々税金からの投入が増加するのでは？ 

【60 代／男性・その他】 

 

国民健康保険料の軽減 

【60 代／男性・無記入】 

 

定額給付金 

【60 代／無記入・会社員】 

 

簡単な融資制度の創設 

【60 代／無記入・自営業】 

 

本当に困っている人に手をさしのべること 

【60 代／無記入・主婦】 

 

赤字財政脱却 

【60 代／無記入・年金生活】 

 

母子家庭、貧困対策 

【60 代／無記入】 

 

介護費用 

【70 代／女性・会社員】 

 

母子家庭（特にシングルマザー）の支援 

【70 代／女性・アルバイト】 

 

年金が増える事 

【70 代／女性・自営業】 

 

感染に関して、守らない人の取り締まりをしてほしい 

【70 代／女性・主婦】 

 

外国人は日本名に全部改名しないで、離婚した場合、母子家庭で居住させないで、自国に帰ってもらい、生活保護

も多くの貧困の日本人にするべきだと思います。 

【70 代／女性・主婦】 

 

食べ物支援。経営難のホテルを政府が借り上げて、コロナ軽症者の病院にする。政府はわざとコロナを広げているよ

う。 

【70 代／女性・主婦】 

 

都営とか、区営とか家賃の安い住宅に住みたい 

【70 代／女性・年金生活】 

 

変わりないですが、住民税④⑦もう少し安くならないでしょうか。 

【70 代／女性・年金生活】 

 



私は年金と息子達の送金でどうにか暮らしてますが息子達は収入減で子供の学費たいへんです。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

来年から ？歳から医療費の割合がアップ。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

生活保護費が年々下げられています。今でもギリギリな生活なのでこれ以上下げて欲しくないし、逆にもう少し上げて

欲しいです。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

この先を考えたら年金だけでは生活していけません家賃がどうしても大きいです。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

1 つは難しい。（社会保険料の軽減） 

【70 代／女性・年金生活】 

 

後期高齢者 2 割負担の撤回＝叱る問題なので 

【70 代／女性・年金生活】 

 

年金が少なくカスカスの暮しを何とかしたい！・NHK の受信料の高齢者 0 へ（希望） 

【70 代／女性・年金生活】 

 

都営住宅に入りたい 

【70 代／女性・年金生活】 

 

非正規の最低賃金を 1500 円まで上げる。そうしないと正規との差はうまらない。今のままだと消費活動はいつになっ

ても改善されない。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

日々の物価が高くなった 

【70 代／女性・年金生活】 

 

都営住宅に住みたいのに、何年も落選でショックです。生きていくのは大変ですね。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

年金の半分が家賃です。収入に応じた家賃として見直し、検討してほしいです。家賃について申請する方法があれば

教えてほしい。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

薬で生かされているので申し訳なく思います 

【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）】 

 

食費代への支援、衛生費のための支援 

【70 代／女性・年金生活】 

 

都営三田線西高島平駅へ行く動線、歩道橋 

【70 代／女性・その他 子供の扶養】 

 

固定資産税、地方税の減税 



【70 代／女性・その他 賃貸業】 

 

仕事が出来る場所があったらなー 

【70 代／女性・その他】 

 

一人親の世帯の方の困窮が叫ばれています。必要な支援をよろしくお願いします。 

【70 代／女性・無記入】 

 

公共料金（水道代）」の減額 

【70 代／男性・会社員】 

 

生活支援、個人・一家単位に対しての給付金を。 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

食費 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

経済状況の厳しい家庭に対するきめ細かな支援…一人親世帯、二人親世帯に関係無く、現況に合わせて。 

【70 代／男性・自営業】 

 

財源を確保して初めて可能なことばかりで、実現不可能。まずしっかり納税する事 

【70 代／男性・自営業】 

 

飲食店関係以外でもコロナによる影響で仕事が減ったので、再度持続化給付金を出して欲しい。 

【70 代／男性・自営業】 

 

ネット環境フリー化の拡大 

【70 代／男性・自営業】 

 

住民税の軽減はないの？ 

【70 代／男性・自営業破産手続き中】 

 

コロナ絶滅 

【70 代／男性・自営業】 

 

消費税の廃止や所得税・法人税の累進性強化、分離課税の廃止など税体系の全面見直しによる格差是正と、放

たれなかった第２の矢である積極的な財政出動（現在 200 兆円ぐらいが必要）＊少子化は、第３次ベビーブームを作

りだせなかった政治の怠慢と、20 年来の間違ったデフレ政策にあるので、インフレ２%を達成できない無策を問うべき。私

は３～５%の成長率を保持すべきであると思う。（デフレ対策にインフレ政策をしている。やめさせるべきは PB の黒字

化・財政健全化がその筆頭） 

【70 代／男性・自営業】 

 

健康を“ガイ”した時の保障 

【70 代／男性・年金生活】 

 

出来もしない事望まず自助努力が必要 

【70 代／男性・年金生活】 

 

所得税・住民税の軽減 



【70 代／男性・年金生活】 

 

区によくしてもらっている 

【70 代／男性・年金生活】 

 

都市部不動産価格の抑制 

【70 代／男性・年金生活非常勤会社員】 

 

生活保護は金額を考えて（年金より高い？） 

【70 代／男性・年金生活】 

 

（①について）期限を決めて（2～3 年） 

【70 代／男性・年金生活】 

 

生活環境、政策等、迅速かつ適切な情報伝達 

【70 代／男性・年金生活】 

 

コロナ感染の不安感をなくしてほしい 

【70 代／男性・年金生活】 

 

年金での生活ですがもっとアップしてほしい 

【70 代／男性・年金生活】 

 

介護費を払っているのに介護費が高すぎる 

【70 代／男性・年金生活】 

 

社会弱者への援助 

【70 代／男性・年金生活】 

 

この 2 年コロナで外出（遠方）ができないため、小学校での手薄な場所や人員の必要と感じた事を極力参加できて

いる。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

老齢者の基礎控除の拡大 

【70 代／男性・年金生活】 

 

万全のコロナ対策で外出の安全を 

【70 代／男性・年金生活派遣社員】 

 

消費税は廃止でしょう 

【70 代／男性・年金生活】 

 

固定資産税の軽減 

【70 代／男性・その他】 

 

生活支援 

【70 代／男性・その他 無職】 

 

所得の低い区民（国民）に現金支給 



【70 代／男性・その他】 

 

自民・公明の退任 

【70 代／男性・無記入】 

 

最低賃金 1500 円 

【70 代／無記入・自営業】 

 

お金がまわってこない 

【70 代／無記入・自営業】 

 

不安定な雇用体系に組み込まれている人を正規雇用等にする支援を望む。 

【70 代／無記入・主婦】 

 

失業者等への食・職・住の情報提供 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

政治家への意味不明の手当、保証?? 大幅の減額 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

介護費用の負担軽減 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

国民健康保険料の減額 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

介護保険料が収入に対して大きすぎる。 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

くされ自民党をぶっつぶして共産党の時代に。赤尾敏おやじも待ってるぜ!! 石破茂を抜いて他の悪党は皆■し。ろく

な奴はおらん!! 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

年金から引かれる介護保険料が高い 

【70 代／無記入】 

 

消費税をなくして福祉に回ると云った言葉を守って 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

年金の一人暮らし、おかげさまでありがたいことです。何とか暮らしています 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

旅客機の航路変更（夕方の 2 分くらいのＰ間隔で飛行します）。東武練馬の自宅から見えます。何故住宅の上

空を飛ぶようになったのでしょうか？理解不明です 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

2 ヶ月に一度の年金で（多くない）毎月の家賃の支払いは大変です。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 



買い物が多くなった（食べ物）太らないように気をつけている 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

まったく出歩くことができない 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

年金あげて下さい。物価が下がった（実際は下がってない）といって年金下げられました（何回か）物価が上がって

も年金上がったことありません！！！！！ 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

子供達の仕事が欲しい。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

老人生活高齢者福祉サービスの切り捨て!! 要支援の私（86 歳一人住まい）は、昨年 9 月に家事援助を切り捨

てられました。その上老齢基礎年金年額 1,502,885 円から年額保険料を 90,600 円も引かれます。これからどうやって

生きていけば良いのでしょう。年寄りは早く死ね、ということでしょうか。日本は国民皆保険と言えません。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

特別養護ホームの増設。その利用料の値下げ。介護度 3 の基準の撤廃。高齢者が安心して暮らせる社会。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

認知症の家族と共に老人ホームに入りたいと望んでいる。具体的な方法について相談になってくれる人や組織を切実

に探している。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

82 歳まで仕事をしていたけれど、給料そのものが少ないので、平均したら月 8 万～9 万円なので本当に大変。現在は

85 歳なので、思うように仕事もできなくなり本当に大変…… 

【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】 

 

食費値上がりしている。銭湯、体育館半額、シルバーパス、ありがたいです。止めないでください。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

入院したいが支払いができない。月 4 万円の年金では死を待つだけだから、もう 82 だから。でも父・母（94 歳）もう

少し元気でいたい。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

82 歳の私には③⑤⑦以外○です 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

苦学生への生活支援 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

介護保険自己負担無し 

【80 代以上／女性・その他 家賃収入】 

 

収入が減って物は値上がっている 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

光熱費の援助、夏の電気代 



【80 代以上／女性・無記入】 

 

土地の 20 年ごとの更新料が高い\3,067,500 円来た。びっくりしている。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

雇用保険補助 

【80 代以上／男性・会社員】 

 

水道光熱費の軽減、特に特に電気料金。空調経費、在宅介護者がいるため 

【80 代以上／男性・自営業年内中に廃業の予定】 

 

固定資産税減税、介護保険料軽減 

【80 代以上／男性・自営業】 

 

学校給食費自民党がやる 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

介護サービスの充実 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

電気代他生活費の上昇への対応 

【80 代以上／男性・年金生活年金が少ない為、家内の世話になっている。】 

 

医院の診察点数の見直し。5 分間の診察で 500 円（1 割負担）支払っている。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

成増小学前にバス停 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

特にありません。もう年ですから 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

介護保険料の負担が大きすぎる 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

税、保険の値上げは「値上げした」と明記しその理由を説明してほしい 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

収入（年金）に対する①②⑥の負担が大きすぎる 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

値上げは反対 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

介護施設の情報 

【80 代以上／男性・その他】 

 

自分ではどうしたらいいのかわかりません 

【80 代以上／男性・無記入】 



 

高齢者によく 

【80 代以上／男性・無記入】 

 

自分のことではなく、今現在日々の生活に困窮している板橋区民（老若男女、子供たち）に手厚い福祉（衣食住

のうち優先的に食住の確保に目を向けてほしい）を実現してほしいと思っています。 

【無記入／男性・アルバイト】 

 

税金関係すべて 

【無記入／男性・年金生活】 

 

起業をする時に、仕事道具以外の費用をすべて無料で登録できるようにして、最低賃金以下での収入の場合は、住

民税・所得税を 0 円にする 

【無記入】 

 

武漢肺炎対応。中韓などの工作活動への対応 

【無記入】 

 

まじめに休業して、収入が減った人への補償はほとんどない。正直者が損をしている 

【無記入】 

 

大企業への増税、中小企業への経営向上支援策 

【無記入】 

 

1 つに選べません 

【無記入】 

 

全部 

【無記入】 

 

学校給食費は取るところからはしっかり取らないだめだ。両親そろって海外旅行には行く、スキューバダイビングには金を

使うが、子供の給食費は支払わないなどは論外である。 

【無記入】 

 

出産の為の医料費支援・補助の増加（額） 

【無記入】 

 

独居老人の身である為特に望みたいのは、ホームドクターを今後持ち月 1 度位訪医院できる環境を作る事かと思う。 

【無記入】 

 

野良猫の去勢費全額補助 

【無記入】 

 

税率の見直し 

【無記入】 

 

90 分くらいなら友人とアルコールが飲みたい。 

【無記入】 

 



人流抑制と店を休め続けられる根本支援の元の原。 

【無記入】 

 

子供の有無によって支援が変わる政策は悪平等ではないでしょうか。⑦は特に今必要な事か、必要ならなぜ必要か、

無償化ではなく別の策はないのか、きちんと議論をお願いします。 

【無記入】 

 

保育の充実（認可保育園おちてしまいました）夫婦共働き 2 人ともフルタイムです 

【無記入】 

 

所得税減税、サラリーマンの負担が大きすぎる。在宅勤務で発生する経費分は、必要経費として控除されていいと思

う。 

【無記入】 

 

各種税金の免除。江戸時代の如き徳政令（借金のゼロ他、現代では大混乱？自民党政治では無理？） 

【無記入】 

 

コロナ関係の助成金の財源確保のために、増税することは生活が苦しくなるので、議員の報酬見直しなどで対応して

ほしい。 

【無記入】 

 

飲食ばかり助成されて、コンサート業界は何もできずに我慢してるのに何もしてくれない 

【無記入】 

 

自分で護れ 

【無記入】 

 

消費税の廃止 

【無記入】 

 

国民年金と少しの蓄え、テレビが友達、認知（物忘れ）で薬を飲んでいる。 

【無記入】 

 

PCR 検査をいつでも安価で出来ること。 

【無記入】 

 

「足るを知る」ことへの気付きを与えること。今の日本人は様々な指摘があっても、それでも歴史的に見直せば、十分に

充ち足りていると感じるが…いかがですか？ 

【無記入】 

 

児童手当の拡大 

【無記入】 

 

失業者、女性、子どもへの支援 

【無記入】 

 

コロナウイルスの消滅 

【無記入】 

 



緊急事態宣言の解除 

【無記入】 

 

発散できる場所・機会 

【無記入】 

 

給与アップ 

【無記入】 

 

弱者の方にお買い物券を配る 

【無記入】 

 

共産党がないこと 

【無記入】 

 

子育て支援 

【無記入】 

 

子どもの学費、医療費は軽減されているが、高齢者は増大している。 

【無記入】 

 

自分で考えてください、他人に聞かずに。 

【無記入】 

 

消費税は増税でも国策として必要と思う 

【無記入】 

 


