
 

 

  「住民本位の村政」をめざして 

村民アンケート調査報告集 

日頃大変お世話になっております。 

多くのみなさまからお寄せいただきました沢山のご意見を

「村民アンケート調査報告集」としてまとめました。 

記載されました貴重なご意見等は、 

今後の政策や活動にしっかりと活かしてまいります。 

今後とも、引き続きご支援、ご協力のほど、 

よろしくお願いいたします。 
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 1． あなたの暮らしは２～３年前とくらべてどう変わりましたか    

ア 楽になった  イ 苦しくなった  ウ 変わらない  

 

（ご意見） 

○子供のおかげで仕事ができ楽しいが、健康には不安がある。子供・孫が離れているか

ら。 

○年齢が重なる毎に、先の福祉への不安がつのる。 

○増税で負担が大きい。 

○家族構成が同じなのに 4～5 年前に比較してカスミでの食料代が上がったように思いま

す。  

○多少苦しくなった。 

○公共料金の増加・生活用品の値上がりで経費節約、貯金のとりくずしに。 

○一例として年に数回小旅行していたが今年は控えめにしている。 

○消費税のアップは影響あります。 

○全ての物価が高くなった。特に食費。 

○食費を切りつめて、インターネットは接続中止、固定電話も解除し、購入する衣類は下

着くらいだ。 

楽になった

26人

4%

苦しくなった

478人

66%

変わらない

215人

30%

楽になった 苦しくなった 変わらない
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○とりあえず生活に変化はないので変わらないとしたが、マーケットの値段は以前より高

くなったと思う。 

○節約などして工夫しているので 変わらない。 

○医療負担が３０から１０％になり減少する、生活実態は変わらない。 

○色々なものが高くなるが、収入や手当は変わらないため。（増税、電気代値上げなど） 

○スーパー等のチラシの税抜き価格をやめてほしい。８～１０％上乗せされると会計の時

の価格が違いすぎる。子育て支援とか、支援されている実感がない。 

○苦しくなるばかり、先が心配でたまらない。 

○物価が値上がりし、消費税が増税、電気、水道も値上がりし、給料も多少は増えている

が、値上がり分には追いついていない。 

○年金生活者であるので、年々、年金が減額されることにより暮らしは苦しくなり、自家

用車もてばなすことになった。 

○震災後ボーナスがなくなったため。 

○消費税分は、大変かなと思うけど、まだ苦しいという実感はない。これから年金生活に

なるので、不安はある。 

○収入はあまり変わらないが、増税で事実上生活での出費（生活費など）が増し、家計が

くるしいことが多くなった。 

○村内はアパートの家賃が高すぎ。特に、工業用、テナント料金。 

○給料が上がらず、物価がどんどん上がり苦しい。 

○賃金も大きく変わらず、出費金も維持している。 

○海外から転居してきたので、以前よりは楽。 

○物価は高くなるのに、給料は下がった。 

○子どもにかかるお金が増したので、その分苦しい。 

○ソーラーをつけたため、電気代がかなり安いです。中学生の医療費が、助かりました。 

○年金生活に、今の物価高はきつい。日銀目標インフレ率２％に対し、食糧の物価上昇が

極端である。 

○年金の減少、消費税増税と物価の値上がり。 
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○食費がかかるようになった。 

○収入はいっこうに増えないのに、税金ばかり上がり暮らしづらい。 

○円安による物価の値上がりで生活水準を下げても、増税により追い討ちのため暮らしは

苦しくなりました。 

○以前、認知症の父を介護しながら２人で暮らしていたが、父が特養に入居し、自宅を売

却しなければならなかったので、アパートに引っ越した。自分自身も心身共に病気を持

っていて、現在働くのが無理なので、やむなく生保を受けている。色々規制を受け、大

変である。 

○年金生活者ですが年金額が毎年少なくなってゆく。 

○アベノミクスの恩恵なんて感じない。消費税１０％になったら“苦しくなる”のは見え

ている。物のねだんが上がっているのはカクジツだ。パン１コかうのに、かかえる程の

札束をもっていく。どこかの国みたいなのは嫌だ～ 

○政治が特定団体の利益のみ考えている為、何も変化が起きていない。一度財政破たんし

た方が国民の為になるのでは。 

○何も変化はありません。 

○現役時代と変わらず苦しいという言う事です。還暦を迎えてシニア社員として生活して

いますが税金は変わらない。 

○年金生活のため、いろいろと値上げしているものが多い。 

○光熱費・税金が上がる（消費税）、便乗値上げ多い。 

○物価高・実質給料ダウン。 

○生活に必要な物がすべて値上がりしている。年金だけの生活なのでそれも毎年のように

下げられて消費税の上る前に必需品の値上げと消費税で生活をきりつめている。 

○非常に苦しくなった。 

○所得は増えていない。物価も上がってない。 

○交際費や補修費の増加 

○収入が少ないのは、努力不足ということで自己責任だが、国会議員が身を切る改革をせ

ず、比例で復活当選するような国政は信用できない。 

○２０１１年定年退職したが、年金だけでは生活できないので、今年から仕事始めた。 
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○消ヒ税、その他の物価の値上げ等により。 

○子供と一緒の時間を確保の為パート。１０３万の壁を考えると調整も面倒。どうにかし

てほしい。家計的にはもう少し働きたい。 

○このごじ世じゃしょうがない。 

○先行きどう変わっていくのか心配。 

○介護保険税等大変です。 

○収入はほぼかわらないのに出費が増えた。 

○当然の話ではないでしょうか。年金は年々減らされ、住民がこれを払っておまけに支出

増で暮らしは良い訳はありませんよ。 

○退職して１５年、あっという間に貯えたお金も年々減るばかり。体が不自由になり、認

知症になった時、施設に入れるか不安。 

○給料は上がらないが、税金の上がり分、支出が多くなった。くらし的には、あまり変わ

らないが、できる限り節約している。 

○創価学会に牛耳られている国会を正常にしないと、共産党のアンケートに答えられな

い。 

○人は年を取ります。年を取ると病気とか色々出てきて、会社も解雇されたり、収入がな

くなります。再雇用に時間もかかります。 

○いろいろな物が高い。 

○生活費が多くかかるようになったが、給料は上がらない。 

○外食の回数がへりました。 

○消費税増税。我々年金生活者は、現役時代の考えが裏切られた感じだ。時の政権により

様々な制度が導入され、年金生活者は苦しい。 

○車関係で自営ですが、メーカー側は良いが、自営で苦しい。 

○子供ができたりで、お金がかかるようになったのに、収入が変わらず、物価も税金も上

るしで、苦しくなる月が増えた。 

○商売をしていますので、原発がストレートにカカワってきます。 

○税金の引上げ、子どもの教育費が増えたこと。（消費税の増税が一番大変） 

○電子力発電所の長期停止により、仕事がなくなった。 
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○民主党政権時代の暗い経済状況に比べて明るくなっている。 

○質問が悪すぎる。 

○家族が減った。 

○アベノミクスの効果が出てきている。 

○収入減。 

○アベノミクスの成果。批判を受け入れていたら、今の状況はなかった。 

○東海第二停止による収入減は、生活に影響大である。 

○物価、特に食糧等の生活必需品の値段が上がった。 

○年金生活ですが、楽ではありません。 

○年金がへる。 

○収入の減少、税（介護保険料など）の増。物価、消費税の増。アベ政治はダメだと思

う。 

○所得は変わらないのに、消費税等値上げばかりで生活が大変。 

○主人の給与が変わらないのに家族は増え、それに加え、増税や物価の上昇があったた

め。保育所の空気は悪く、今は私も病気で働けず、今は貯金を切り崩して生活してい

る。 

○年金生活者にとって、年金支給の減額、消費税の８％は、生活に大きな影響を与えま

す。 

○精神的に、キツイです。 

○原子力の作業がなくなり、違う仕事場へ派遣されているが、毎日定時（退勤）で給料は

厳しいです。 

○収入増えず支出は増える。（消費内容は変わらなくても） 

○年金から天引きが多くなって収入源になったのに、物価が上がり公共料金が上がってい

る。 

○年金は減額され物価は上昇し二重苦である。 

○年金生活となり、日々の物価上昇で食料品の買物にも節約しないと生活がきつくなって

きた。（年金額もまた引き下げられることもかなりきつい） 
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○株投資家＆大企業だけがアベノミクスの恩恵を受けているだけで、自営業（農・商業）

や、小規模企業には、全く効果を感じられていない。 

○何んでも、品物が高い。 

○現実的なものは、野菜も、魚も、肉も、値段が高くて、毎日献立を考えるのが容易では

ありません。 

○調整区域に家がどんどん建っている。建てられる。ことから農地法人に委ね、都市化し

かない。 

○物価が値上げされている。 

○わずかな年金が少なくなったこと。 

○人間の欲望であろう。あなたも同じ？ 

○原子力業界にいたため、仕事が激減した。 

○アベノミクスは、一部の方にしか恩恵はない。平民は良くて給料据え置き、物価・TAX

上昇により、生活は楽にならない。 

○村税・県税・国保税が高い。 

○給料は下がったが、そのレベルに見合った生活をしているため。 

○夫のボーナスがカットされ、子どもが（二人目）生まれたので… 

○物価上昇、税金増加をいかに抑える事が出来るか。 

○年金が減額になり保険料が高くなってしまい、手取りが少ないので毎日の食事を切り詰

めています。 

○給料が上がらないが、消費税は上がり何より、子どもが大学進学した為、授業料、アパ

ート代、生活費等に教育ローンの支払いと、住宅ローン etc で… 

○消費税を上げてなぜ年金を下げたり、年寄りを粗末にするのですかね。中国や韓国にペ

コペコしなくてもいいのです。 

○体力か、金銭面か何についてですか。年齢を加えた故、動くのが大変(苦しい)？ 

○年金生活の為、収入は変わらず、物価のみ上がり苦しくなる。 

○年金は低落傾向、消費税アップ・物価上昇傾向→苦しくなった。 

○消費税が上がり、その分物価も高くなった。逆に収入は減っている。 
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○給料は上がっても物価も上がる。 

○年金がだんだん少なくなり、物価は知らぬ間に徐々に高くなっているため 

○温暖で、安い物価の国(フィリピン)で、１０か月／年暮らしているので問題なし。毎年

7～8 月の温かい国内生活。 

○収入は年金だけ、それも国民年金だけで、介護保険料も結構大きいし、公共料金や物価

の高騰などで… 

○物価の値上がり。 

○なるべくスーパーに行かないようにしている。 

○あるお金でなんとかやる！ 

○母子家庭で、子供が高校に行くようになったら苦しくなりました。 

○物価が上がったから。 

○消費税と物価高。 

○そんなに変わるはずがないじゃないですか、同じ生活しているのに！ 

○食品、他少しずつ物価高になっている。 

○何もかもの物価の値上がりで、年金だけでは生活が苦しい。その分、年金を上げてほし

いです。 

○生活費がどうしても上がった気がする。お給料が横ばい。 

○経済的に。 

○収入はさほど増えない。 

○年金額が年々減っていく。（老人ホームにも入れない）。 

○年金額を考えた場合物価が高騰し、今までより支出が多くなった。 

○増税。 

○但し年金暮らしの身にとっては、物価が上がると非常に苦しい。年金収入は上がらな

い。 

○政府は、景気は“良くなっている”というが、それは大企業等ごく一部である。 

○消費税増税分、余裕がなくなった。 



9 

 

○東海村は、ひたちなか市、水戸市に比較して住民税が高い。移住した時驚いた。 

○年金収入のみであり、預貯金を切り崩しているので先行きが心配・不安である。今は健

康でも家族に不幸が来ないとは言えず余裕がない。 

○パートの職も時間を縮小され、収入減。物価は上がるばかりでこれ以上節約はできな

い。親の介護もケアに依頼する費用がなくて、毎月電気やガスは止められる寸前で何と

か払っている状況で、とても辛いです。かと言って生活保護は受けられません。 

○なかなか就職先が見つからないから。 

○仕事の求人件数が減った気がします。転職再就職をする際には選べる職種も限られてい

ると感じます。 

○保険料金は年齢（６５歳）過ぎると高くなります（電気料金、ガス料金、水道料金

等）。高齢者の生活は苦しみます。 

○年金の減少です。 

○主人が亡くなったため苦しくなった。 

○給料が変わらず税金が多い、支出が多い、野菜が高いとか。 

○消費税増税の影響は大きい。もう少し状況を見て増税すべきだったのでは。 

○消費税の up。介護料金、医療費、社会福祉料、住民税、所得税 etc.こんなに税金を納め

ているのに１０００兆円ものマイナス（借金）。今後高齢者が増え、子供（労働納税

者）が減り、将来はどうなるのかまったく不安である。 

○地震があってから出費が増えた。 

○介護昼食の補助金が無くなる。色々な補助金も無い。年金が少しずつ減る。 

○どちらとも言えませんが苦しくならないように調整しながら生活するようになったと思

います。 

○消費税が高くなり苦しくなった。 

○子供が一人増えた分消費税が上がって苦しくなった。子ども手当も３歳になって減っ

て、これからお金がかかるのに困る。 

○年金は減額される。引かれるものはいやおうなく引かれそれに増税され、ますます格差

が広がるばかりだ。 

○年金は下がる一方、品物は高く、高齢者にとっては苦しい。 
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○主人が亡くなってから遺族年金が低く、自分の国民年金と合計しても税関係の出費が負

担に感じる。 

○経済的生活面において、東海村の活気がなくなって人と人との交流が希薄になっていく

感じがする。起爆剤は何か、議員の皆様が自分のものと感じて欲しい。生きるために。 

○収入が年金のみとなった為この先が不安。 

○以前に比べ生活食品の重量が減って価格は同じ（実質値上げ）。又元の消費税込みの価

格に新消費税８％を加えた価格のものがある（便乗値上げ）。医療費や薬代も上がって

おり苦しくなってきた。 

○年金生活者なので余り変わらない。収入に合致した生活に心がけています。 

○国民年金の引き上げによる最低保障額の引上げ。せめて生活保護費の半分くらいは最低

保障するべき。国民年金の１０年収めはかならず実施してほしい。 

○年金未納分に対する強迫めいた文章がこわいです。 

○年金減少、土地税増、物価の値上がり（キャベツ、ダイコン 高くて買えない） 

○年金生活なので、年金が減ると生きる元気がなくなってきます 

○国として借金が多いのが現実。少しでも借金を減らす方向へ、皆で負担はやむを得ない

のでは。 

○電気・ガスが特に高い気がする。８％になってから、食費が目に見えて高くなった。 

○消費税が上がったら、給料が上がらないとやっていけないかも。 

  



11 

 

2． 苦しくなったという方、その原因は何だと思われますか    

ア 消費税増税  イ 物価の値上がり  ウ 医療費増加   エ 介護費用増加   

オ 教育費増加  カ 給料・収入減  キ 解雇・失業   ク 倒産・経営不振   

ケ 定年退職   コ 年金の減少  サ 子育て費の増加  シ 税金の負担増加  

ス 公共料金増加   セ 住宅ローン  ソ 借り入れ タ その他 

（ご意見） 

○住民税高い。 

○年金が下がる一方、消費税は上がる一方。一年いちねん歳をとっていく、働く事も出来

なくなる。この先が心配でたまらない、もっと住みやすい世の中にしてほしい。 

○一番の原因は、ボーナスがなくなった事！それにともない、住宅ローンの支払いが大変

で、そのため日々の生活を切り詰めなくてはならないのに、税金や、公共料金などが値

上がり、増税になるので、もう大変です。 

○定年になり、契約社員になり給料が減った。 

○ガス代が異様に高い。 

○消費税増税、物価の値上がりと支出が多くなったものの、給料が減額され、今後も収入

が増える見込みがない為、生活が苦しい。 

○いろいろな面で増加したり、値上がりしたりと、苦しいです。 

○物価上昇、特に普通の生活に必要な食料の物価上昇が大きい。 

○借金の返済。生活の工夫。健康。 
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○問題発生量より解決量が上回っていないから苦しくなるのでは。 

○アベノミクスは給料につながらない。 

○年金の支払いで高齢者にお金が回り、手取りの給料が減っている印象を受ける。 

○年金・公共料金の負担の割合が高くなった。 

○生活用品、特に食料品の値段が高くなり、ガソリン・電気代など即値上がり、景気を反

映しての下がりが遅い。 

○子育てとの両立で、面接の段階で職員・社員になれない。 

○全ての税金が日常生活するものにかかり、減税されるものは、ほぼ関係ないものばか

り。 

○社会保障費の増税、年金受給額減少と共に、消費増税、円安に伴う物価の値上がりが、

苦しめている原因と思われます。 

○父と暮らしている頃、村の社協に父の成年後見人になってもらって、財産管理を受けな

がら暮らしていたため、その頃から消費税の計算に頭を痛めていた。極力安いものを選

んで買っているが、それでも消費税が支出に占める割合の多さに対応するのが大変だっ

た。現在の生保の生活でも、買い物をする際に電卓が不可欠である。アベノミクスの恩

恵は、一般消費者には縁が無い話である。 

○年金の運用で多額なお金があるのに、海外で何かあると大きなお金（税金）をすぐわた

す事。 

○景気回復と言えない。 

○税金が高い。税金が高い。 

○無駄な税金の使われ方が多いのでは。何を国民にサービスするかばかりで、全国民に我

慢を教えてもよいのでは。国の政策が、ある方にはもっとあるように、ない人はもっと

なくなるような政策が政治家によってなされているのでは。 

○年金額の減少―。こうなった原因は人口の減少（若年層）の為ではない。政府が自己の

都合の良い様に年金を使ったからである（投資、箱物建設等）。その責任を顧みず、国

民に負担をかけるなど無責任！！ 

○政府の税金のむだづかい。 

○いろいろものが値上りしている。 

○変わらない生活なのに消ヒ税等で負担になっている 



13 

 

○古い車の税金が年々高くなる。新しい車に対策が優遇されている。新しい車に替えたい

が、なかなかかえられない 

○子供は建設業をしていますが、仕事は減るばかり。やっと依頼があって自分で材料を仕

入れ、他の一緒に仕事をした人に人件費を払おうとすれば、会社は半年経っても支払い

がなく、社長はとつぜん夜逃げして、自分で支払いが困難。泣きどころです。 

○ハローワークで紹介されて入社した会社が、ブラック企業で辞めざるをえなかった為。 

○収入が少ないこと。 

○今までの高齢者の方は年金の減少なしでやってこられました。周りの高齢者の中には、

旅行など楽しんでおられます。言っても仕方ないのですが。 

○米のコストダウンについて知りたい。 

○これだけ国債が沢山発行されているので、消費税増税はやむなしと思うしかない。 

○○ア値引きし物売りする税が自己負担。○イ減量で値上がり二重上げの感じ。○コ介護費の

取りすぎ。 

○消費税 UPの為物価の値上り。税金の負担増等々、殆どの物が増加している。少ない年

金をもらって生活している者にとって、いくら節約をしても支払いの方が多く、毎月毎

月の生活を考えると非常に苦しいのはあたり前。全ての道はローマに通じるではありま

せんが、全ての苦しみは負担増にあり！ 

○目減りするばかりの年金と税の増負担に加え、介護保険が上がり＊＊＊。自分達の時、

使えるか心配！！ 

○自民党より、公明党をなくするようにして下さい。その后は共産党を大きく。 

○派遣などで仕事をしている人が解雇などされると、国保、国民年金に加入しても払えな

いと思います。元々安い給料で働いているのですから、私は真剣に再就職を考えている

人とか、探している人には、何カ月間は、国保も免除してもいいと思っています。一番

のネックが国保だと良く聞きます。 

○通信費の増加も負担が多くなっている。 

○安倍自民党総裁の金持ちに優しく、貧乏人に冷たい政策。 

○前社の倒産時の負債があり、自営になって、あまりの時間に、別の仕事をと考えても、

収入が認められない。 



14 

 

○原子力発電所の長期停止により、仕事がなくなった。 

○公共料金の値上がり、特に水道、下水、電気。 

○原子力に従事（関係者）者は全国で数十万人いると思うが、今、その生活に危機感が有

る。 

○電気料の値上がりは、本当に大変だと思います。 

○設問が一方的で少数の意見が反映されない。 

○消費税増税は意外に大きかった。特に高い商品などを買う時に「アッ」と思ってしま

う。食品や生活必需品は減税するなど、対策を考えて欲しい。 

○個人の年金など勝手に減少させること自体おかしいと思います。 

○介護費用と公共料金増加は全く大変です。なかなか施設への入所は出来ないそうです

が、保険料の徴収は納得できない。施設を増設していただきたい。 

○水道料、電気料の増加。 

○親会社の倒産により多額の負債が発生し（給与の未払いなど）、新たに会社に入ったも

のの、給与が安く年齢的にも再就職は難しく生活が大変。 

○村役場、区、自治会役員、コミセン長、教育者の人数が減少していない。天下りが多

い。税金のムダ使いが多い。絆センタ人員等の稼働率が低い（３０～５０％の稼働率

で）。仕事のムダ、ムラ、ムリが沢山見られる。 

○遠方の大学に息子が在学しているので。 

○原発を停止したままにしておき、更に過大な補助金の太陽光発電により苦しくなった。 

○収入の１／３は税金にもっていかれる。私が産休や育休ももらえず、退職をしたことは

大きい。 

○給与収入は増加せず、増税や物価の上昇で出費は増加しているので、節約・倹約して

も、おいつかない感じが強まっている。 

○現在は健康を維持していますのが、介護が必要になった場合、将来が不安です。 

○消費税増税に伴い、物価も便乗値上げと思われるものも多く、年金生活者は大変です。 

○お金の面よりも、親の介護、特にまだらボケ＊＊＊というか、身体がそこそこ動き、日

常的には生活できるも、金銭管理・車の運転・物忘れといった状態を、自分が認めてい

ないので、いろいろ問題がおこっています。せめて、認知症で（疑いも含め）１度でも
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受診した６５歳以上とかの人は運転免許の停止を行政からして欲しいです。生命に関わ

るし、多く事故も起きています！！ 

○単身赴任のため、公共料金、生活費など二重の支払いが苦しい。 

○年金生活者には増税、物価の値上がりが影響大。 

○政府の税金の使い方がおかしい。海外に首相が出かけるたびに金をバラマイている。

（援助としているが、この金は国内にまわせ） 

○生活に必要なものが全て増加している。 

○物価の値上がりに伴い消費税がアップし、日々の生活用品や食料費の負担増が著しい。 

○電気料金の負担増が著しい。節電の努力が値上がり分に追いつかない。 

○教育費は子どもの成長につれ増えていくのに、村からの手当ては減少していく。県立高

校の入学準備金などは、非課税、ひとり親世帯、生活保護世帯にはあるが、少しでも税

金を納めているともらえない。 

○増加はとても大変です。 

○収入減に対して、増税？ 

○原子力関係に就職しておりましたが、定年前で解雇‼住宅ローン、教育費…不安？（４

０歳代） 

○給料の手取りは変わらず、今後、消費税が１０％になったら衣食住全てをどれだけ削ら

なくてはならないか? 

○公共料金の値下げは出来ないですか？（公務員の給料・退職金など民間並みに見直すこ

と出来ないか？ 

○役場課のスリム化 

○消費税＋円安による物価上昇の為？ 

○苦しくはなっていませんが、例えば給料が多少上がっていっても各種、保険○税が上が

っているので実質手取りは減っているのが大多数であろうと思われます。後は物価の値

上がりは意識できていないだけかもしれません。 

○収入が無いのに無駄な増税しか考えない政治家が悪い? 

○中高年になってくると、病院に通う回数が増えてくるので医療費が大変です。 

○収入に対しての質問ですか。節約すれば問題ない範囲だと考えています。 
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○消費税を上げたのに国民の医療費や介護費も値上げするのですか？消費税を何に使うの

でございますの…？外国にお土産をもっていかれるのでしょうか？日本国民をもっと大

切にしてくださるようお願い申し上げます。 

○企業年金がなくなった（組合員の倒産）。今まで９８円で売っていたものが消費税８%

分の物価の値上がりとなっており、すべて値上がりとなり、円が安くなり輸入品の値上

がり１ドル８０円がいま、１２３円、安くなるわけがない。株主はウハウハ黙っていて

ももうかっている。 

○二世帯住宅で、若い人、年寄り、孫との交流が無いのがつらい。隣同士の親しみが無

い。 

○政治家はお手盛りで笑いが止まらない。 

○年金…確か１００年先まで大丈夫？とか、以前議員さんが言われたような気がします。

物価スライド制の約束すらコロコロと都合のいいように変えて受給額を減らし続けてい

る。もっと国は先を見ていくべき。受給者が増える事は充分分かっていたはずですが、

…団塊の時代の人たちもしっかり払ってきたのですから。 

○世帯が原発事故において分離し、それぞれ生活費等がかかる。もともと持家があった

が、居るのが困難なため、アパート等の家賃が発生したらかなり厳しい。 

○政府は、景気が良くなっていると言っているが、我々庶民は値上げ、消費税と支出が増

えるばかりで生活が苦しい！！ 

○増税が続くのに給料は上がらない。 

○主人の定年に合わせて退職金の減少、年金の減少と続き世の中が増税ムード、年金生活

はもう大変です。 

○すべて自民党が悪いです。 

○サラリーマンは給料、ボーナスがあるから毎年少しは良くなると思うが、年金者は年金

のみです。だから毎年苦しくなるのです。物価の値上がり、医療費増加、介護費用増

加、年金の減少が一番つらいです。 

○働けど働けど給料変わらず、支払いに回ってしまう為。 

○住宅ローンは個人的なので別としても上記の通り増税１０％はまだいただけない。 

○消費税始め諸税が増え、年金が減額され貧乏な年金生活者は首を吊れと政治は語ってい

るように思えるが、ふとく、強く生き抜いていかなければならない。 

○今の政治家は自分の生活しか考えてない様に見える。 
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○母子家庭での生活だった時は親子で○福受給があったので自分の医療費も最大６００円の

負担でしたが、結婚に伴い子どもだけになったので医療費の負担が大きくなりました。

扶養内での労働となるため以前よりも収入減・医療費増となるため大きな負担となりま

した。野菜価格の高騰も負担になります。 

○７０代、体力も衰え、動作もにぶくすべてがマイナス。今後の生活不安だらけです。老

化はいやですね。自然の成り行きで、仕方ないかとも思っていますが？ 

○子供の成長による費用自然増です。 

○少子化なのに子どもにかかるお金が増えて、物価、消費税まで増えたら産むのを考えて

しまう。もっと子供関連の事に対して手厚くしてほしい。 

○消費税 up（５％から８％）により日常生活品の便乗値上げで生活は苦しくなったと感じ

る。消費税５％の原価に消費税８％を加算しているのが実態ではないか。（５％＋８％

＝１３％）消費税８％up が実態は１３％の up となっている一例です。 

  ※１０００円床屋の代金 

  ●消費税５％の時 原価 ９５０円＋消費税４７．５円＝９９７．５円➡１，０００円 

  ●消費税８％の時 原価 ９５０円＋消費税７６円＝１，０２６円➡１，０３０円 

  ●現状は５％＋８％＝１３％で代金がとられている 

   原価９５０円＋１２３．５円（13％分）＝１０７３．５円➡１，０８０円      

○高齢者に対しもっとやさしい政治を考えてほしい。 

○その内払えなくなる。と思っています。 

○現状をいつまで継続できるか。もっと明るい未来を造って欲しい。 

○全てが高くなった。 

○㋐、㋑、㋙、㋛、㋜が先行して、スライド性であるべき年金額が後回しになっているの

ではないでしょうか。 

○年金は横ばいか下り気味なのに、全てのものが知らず知らずの間にジワジワと値上りし

ている。 

○高齢者が若干層を上回り、財政のバランスがうまくいかない。 

○収入は下がる一方に対し公共料金や物価は上がるので、生活は苦しくなるだけ。来年の

消費税アップが恐ろしくてたまらない。 
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○現在も働いているが、６５歳になったら東海村からの介護保険料が３倍になった。６４

歳までは給料引で２９００円だったのが、村からの請求額は８９００円になった。会社

でも負担していたとは思うが約３倍はひどすぎる。それも年金天引き！ 

○大企業と米国いいなりの自民党、公明党政権の愚策とこの政権に対しきちんと批判し対

策を追求しない野党の弱さ、そして選挙制度で国民の意思が反映されないことが主な原

因と考える。 

○増税はするべきだと思うが軽減税率などで導入して低所得者の負担は軽くすべき。税率

を上げてもうまくいっている国（北ヨーロッパなど）と同じように成功させてほしい。

年金はつつましく暮らせる分は欲しい。 

○東海村職員は関連施設で雇用されて優遇されすぎます。議会にて追及して下さい。共産

党以外期待出来ません。 

○消費税が上がり、年金が毎年へっているから。 

○単身赴任の二重生活費、給料減 

○残薬の問題にみられるように、税金や徴収される諸費用が適切に使われていないことに

問題を感じます。目先ばかりや一律処理などを見直し、将来を見据えたキメ細かい施策

でムダをなくし、必要なところに必要なお金が使われるようにしてほしい。また、自分

たちも意識を高めてチェックしていかないと＊＊＊と思います。 

○全てが高くなった。でしょうか。 

○年金は横ばいか下り気味なのに全てのものが知らず知らずの間にジワジワと値上りして

いる。 

○高齢者が若干層を上回り財政のバランスがうまくいかない。 

○収入がないから。 
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３． 村政に力を入れてほしいものは何だと思われますか  （複数可） 

ア 介護支援  イ 保健・医療  ウ 子育て支援  エ 高齢者支援  オ 

教育  カ 農業  キ 商工業  ク 文化  ケ スポーツ  コ 自然環境

保全  サ 自然災害対策  シ 原子力災害対策  ス 土埃対策  セ 少子化

対策  ソ 道路整備  タ 公共交通  チ 雇用・失業対策  ツ その他 

（ご意見） 

○生活環境保全の為に遊休農地対策が必要と思います。 

○いろいろな文化活動、ボラィアグループがあるようですが私が入るほどのものがありま 

 せん。職業訓練 収入をあげられるような（洋裁・着付け・茶道）先生がいて勉強でき 

たらうれしいな。 

○高齢者の活用・協働・生きがい。村内で自立する事業を高齢者でまかなうもの創る。 

○原子力の施設が多すぎる。 

○若い人が結婚して子供を産みたくなるような人生プラン（モデル）を提示して欲しい。 

 今は独身でいるのが幸せだと感じるような雰囲気がある。 

○子供にも優しく、老人にも優しく出来ないのですか？ 老人の年金ばかり下げ、私たち 

 やこれから巣立っていく子供たちの未来は絶望的です。 

○人間最終的には健康が一番だと思うから、保健・医療に力をいれて欲しい。 
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○高齢者の健康維持の為には、生きがいを持たせる事が大切。 

①趣味・啓発の講演の充実（最近は減少している） 

②元気な老人の有効活用。 

○第二原発廃炉・再処理施設の安全性確保。 

○村政をになう者（議員・村長・職員）は地域に積極的に出かけて行って見えにくい問題

を引出し、村民との接点を密にして住みやすい環境を作って欲しい。（人口の増加あ

る。）行政担当者は村民を見ていない。村民は税のみを負担、物言わない。悪循環にな

っている所が問題だ。 

○原発 0 を目指すべき。 

○自転車で通行すると、震災後とくに道がガタガタ、デコボコで危ないと感じる。徒歩や

車で通行の時はさほど気になりませんが。 

○原発はやめる事により新たな廃棄物は出ない。従って過去の廃棄物の保全○安全管理、

維持等に予算、電力会社への負担ノルマ等負わせるべき、それすら永遠に続くと思い知

るべし。 

○原発早くやめて欲しい。以前は緑が多くたくさんある村だったと思います。 

現在は開発され緑地がなくなり空気が悪くなりました。緑を増やす事を考えてほしい。 

○例として他市町村より道路整備されているといわれるが、部分的にいたんでいる所の補

修等遅い。 

○高齢者に対する活動は大きく行われていると思うが、若者むけの建物が他と比べると少

ないと感じる。遊ぶ場所がない分、他の町に出かけて行くことになる。駅前などにそう

いった施設の建設等して欲しい。 

○ゴミ収集の方法について 隣接の那珂市や常陸大宮市を参考に取り入れて欲しい。

（例）資源ごみの回収については、場所が遠く車の利用できない高齢者は持って行けな

いし、当番の負担もかなり大きい。那珂市・常陸大宮市は当番は無いと言います。 

○公園に、ちょっとした水遊びができる場所がほしい。 

○いつまでたっても道路が砂利のまま。震災があったとはいえ、後回しにされすぎ。 

○路線バスが何コースかありますが、バス停までかなりの距離があり、車の運転ができな

い者にとって何の便利さも感じません。 

○どの項目にも力を入れてほしい。 
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○表面上や形だけの支援じゃなく、本当に必要な人に、必要な支援をお願いしたい。雇用

も、本気で働きたいのに働くところがない。あってもブラックまたはそれに近かったり

して、また辞めるようなこともある。 

○東海村＝原子力 それ以外に向かって、１つでいいから代名詞的なものが欲しい。 

○今、育児休業中で、上の子は保育園に預けており、３ヶ月になる２番目がいます。現在

待機児童が多いときくので、上の子の保育園を止め、家で育児をしたいと思うが、来年

仕事復帰をする時に必ず保育園に入所できるという保障がないので、こわくて止めさせ

られない。また、下の子が来年、上の子と同じ保育園に入れるのか不安で、安心して育

児ができない・・・。 

○母子家庭で、親族が周囲にはおりません。「福祉センターすくすく」にファミリーサポ

ートの依頼をしたところ、子どもを保育園に預けている人へのサポートはないと言われ

ました。祝日出勤やお迎えに間に合わないなど、困っています。ひたちなかでは利用

可！！でも市外なので利用できない。 

○老人や子どもだけじゃなく、働く世代にも恩恵を。 

○高齢化時代の交通事故対策を行なうには、高齢者の運転免許証返上（特に認知機能）が

必要と考えますが、それにはそれ相応の交通機関の充実が必要になる。 

○村の為にがんばって来た。今後子供達を大切に教育すべきで有る。 

○高齢者支援（行きすぎている）はやらなくても良いと思う。あと１０年後の高齢者支援

には力をいれないといけないと思うが、高齢者を含めた家族の支援が重要だと思う。 

○原子力のおかげで村は黒字だとわかっていても、廃炉への力を入れてほしい。これだけ

の災害ぎせいがでてるのに、東電が値上げとか、意味不明です。 

○私は統合失調症の患者です。 

○若い方々の介護や高齢者支援は難しい時代に来ている為、村の支援方法を自立出来る方

と施設入居に区分する様に力を入れて頂きたい。原子力研究開発機構の人口流出に伴

う、開発行為による敷地内道路と村道とを無くし、新たな村道認定の見直しを進めると

共に道路の整備を進め、管理に力を入れて頂きたい。 

○父の介護の時、そして自分の今の生活でも、村にはいろいろとお世話になっているが、

まだまだ不安要素もある。弱者が安心して暮らせる村政をして欲しい。 

○一時保育等の利用料の値下げ（保育サポート） 

○チ、に入ると思うが、今仕事に就いていない。非就業（無業）者対策は何かあるのか？ 
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○ JR １４：００→１６：００は、特急は東海へ 1 本も止まらない。不便。 

○道路に雨水が溜まる凹みがある。直してほしい。道路工事請負業者は、いいかげんな仕

事をしている。 

○村県民税を低くする。 

○電力自由化と発送電分離を利用して、電気の自給自足と売買を勉強してほしい。 

○村には働く場所が少ない。介護、医療、子育て、高齢者支援、原子力、農業などで、外

から人が集まってくるような仕事場を確立して欲しい。若い人は皆外に出て行く。 

○震災後道路が悪くなり、自動車が走るたび、地震の様に自宅がゆれる。 

○年寄り世帯、（要）介護者をかかえる世帯には、厳しい世の中である。 

○これからは高齢者が増加する為。 

○特に期待していません。原研にたよっていることにふしんしかない。 

○お年寄りが、気楽に乗ることのできるバス等を整備してほしい 

○雇用、失業対策にも注視していただきたい。自分たちは精いっぱいやっても何も報われ

ず生活困難です。 

○税の配分を若年層に厚くしないと、東海村はダメになる。老人に金を使ってもリターン

は期待出来ない。 

○子どもが生まれて日中いることが増えたので、目につきやすいのかも知れません

が・・・道がガタガタ、ボロボロ＆段差がある道が多く、出来れば治して欲しいです。

街灯をもっと増やして欲しいです。夜暗いです。 

○村職員の仕事の効率化と村会議員の月給化の廃止 

○前村長は原発廃炉を主張していたが、今の村長ははっきりしないので、絶対廃炉でお願

いしたい。 

○笠松スポーツ公園に、通年のアイスリンクを。 

○福島をみて、他人事ではありません。 

○高齢者支援も必要ですが、先月の村報を見ましたら、デマンドに沢山のお金を支払っ

て、これで良いのでしょうか。高齢者の食べられない人は別として、出来るだけ子育

て、教育、これから先に投資をしては？ 弱者支援も、共産党ももっと考えてはいかが

ですか。 
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○原子力はそろそろ村長にどっちなのかはハッキリしてほしい。あんなモノはいりません

！！子供をとにかく甘やかさないで、教育をしっかりやるべき。こぼれていく子供を救

わないといけないと思う。母親が働きやすい環境を。ただ、世の中が働く方向に向かっ

ているから、働くのではなく、母親が本当はどうしたいのか、選択できる世の中になっ

てほしい。母親は働くのはいいと思うが、子供との時間もとれる様な社会システムをの

ぞむ。 

○米も麦も売れない事。 

○農地がどんどん荒れ地になっているのを見るともったいないと思います。 

○障害者福祉。 

○母子家庭支援 

○みんなが安心できる村にしてほしい。 

○子の世代に親の介護はまかせられない！！子も経済的に精一ぱいで、負担はかけられな

いのでは！精神的にささえてくれると信じてる！！ 

○道徳境育の充実化。 

○東海は住むのには本当にいい場所です。原子力は反対ですけど、なければただの村。こ

のようにはなってなかったと思います。いまのままで私は満足です。 

○人が生きる為に 1 番大事な事は、健康と雇用だと思います。雇用がなければ年金がない

です。今、国民年金を払わない人が多いとききますが、払わないのと、払えないのでは

まったくちがいます。正社員の雇用が第一と考えています。 

○私の居住する「亀下地区」は海抜３ｍです。津波対策として、是非、地区内に避難施設

の建設が望まれます。 

○子供の教育に、いろいろお金がかかるため。 

○東海村は現在も様々な事に取り組み、とても良いと思う。これからますますの活動を期

待します。 

○保育園を増やしてほしい。待機状態が 2 年続いている。 

○健康診断も大事ですが、その前に、介ゴや病気を予防するための教育に、力を入れてほ

しいと思います。 

○自立した住民の育成、又は、自立できる住民の育成。 

○子どもを持つ世帯への支援を手厚く。 
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○原子力関連産業の雇用の確保。 

○答えようがない。 

○高齢者と教育（未来を荷う子供）への力を入れるため、その為の財源確保として産業活

性化に知恵を絞るべき。 

○麦で対策していますよ。早く種まきをすればよりよい。ルールを守ってネ。 

○お金の支援ではなく、利用できる制度の確立。 

○市街化区域の整備をきちんとしてほしい。はずれの方は何もしてくれない。石神外宿

等。 

○夢のある将来に向かってもらいたい。 

○原子力対策も大切だけれど、東海村が今後何十年も栄えてゆくために、東海村で生まれ

育ち働く人を作ってゆくことが大切。老人も大切だけど、子供を第一優先に考え、若い

人への支援を充実させて欲しい。 

○保育所の空きまちをしています。村は子供が多いのに対し、保育所等が少ないと聞いた

事があります。 

○これまで通り、少人数学級、複数人（教員）による授業を継続してほしい。 

○バスの運行が開始されましたが、過疎地ほどバスの運行が必要なのに通りません。村の

考え方が理解できません。 

○裕福な高齢者はいいですが、貧困高齢者にとっては、今後、特養施設へも入れず心配。 

○介護費の一部がカットされると聞きました。要介護４で施設利用の父と要支援で認知ぎ

みの母を１人で看るのは不安です。主人は単身だし・・・。子供は５年と２年なので、

教育も大切です。特に算数には力を入れて欲しいです。 

○高齢化社会になってまず健康第一です。予防、健康をもっと考えてほしい。 

○石神外宿には公共バスが来ない。 

○原子力に関係する人達は、村内外で沢山います。廃炉にした場合、職を失い、客が減る

etc。原子力で栄えた村が、廃炉にした場合の失業対策、雇用などの対策やアイデアを全

く出さず、国と一緒でただ原発を推進するのはずるいです。山田村長は、「村の意見を

２分することは避けたい」と言っていますが「何より永遠の安全ですこやかな命」で

す。逃げないで誠実に村政をして頂きたいです。 

○原発廃止、教育の充実、自然環境の保護に注力してほしい。 



25 

 

○むだをやめて、お金を切りつめ、税金を下げてほしい。 

○歴史がない。祭りがマンネリ。住民が望むものを考えてほしい。村がやることは全て中

途半端。ひたちなか市をみると、マラソン、音楽イベント、ショッピングセンター、ホ

ームセンター。全てが楽しくわくわくする。村には何も無い。 

○税収後の無駄使いがないよう税の使いみちを考えて。救急車使用料金支払い大賛成で

す。タクシー代わりに使っている方も居るので、ゆるせません。 

○暴走族・交通違反が多い（全国レベルでもそう）。もっとパトロールすべき。立哨を多

くする。 

○医療・介護支援内訳が複雑すぎて、何をどうしていいのかよくわからない。 

○学童保育所が保護者運営なので、共働き家庭では役員や保護者の打合せは相当な負担で

す。本来ならば、働いているから子どもを学童に預けているのに、役員等で会社を休ま

なくてはならなくなったり、夜遅くまで打合せがあるために、学童を預けるのをやめて

いる方が多いです。保護者負担の少ない公営（村営や社協等運営）の学童になってほし

い。学童保育所の実態を知っていただいたうえで、共働きでも預けられる学童を望んで

います。よろしくお願いします。役員を引き受けられないために、カギッコになってし

まいます。 

○山田村政の本質を村民に広く知らせ、批判の世論を形成し村民パワーと一緒に、村政を

住民に奉仕する村政に変えてください。共産党や一部の人たちだけでは、村政を変える

力になりません。 

○渋滞対策。 

○東海病院は立派なのに、良い医者がいない。心臓、脳の悪い人が増えてるのに手術が出

来るレベルが欲しい。 

○住宅は、もう作らなくてもよい。畑、山林をなくさない。 

○子育て中のママの孤立を防止して下さい。女性議員ならではの解決策を… 

○全部です。複数などと言っているから良くならない。 

○ソ…村松の 245 号線、渋滞がひどいので早く片側二車線にしてほしい。 

○病院、子育て等充実。 

○失業中!! 不安。仕事探してください。 

○道路（橋）を新しく作るより、歩道の整備をすべきでは。 
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○駅東の病院近くの橋（工事中）は不要と思う。すぐやめて欲しい。 

○学童保育を充実させて欲しい…一日だけや短時間で預かってもらえる所がない。 

○まだまだ不景気で、団塊世代の相次ぐ退職。高齢者の再就職支援、安価利用の老人施

設。２４時間対応の認可保育園。茨交バス復活も、バス停まで遠い老人等には不便。デ

マンドタクシーも登録制で時間も読めない。セレナ、エスティマ、クラスの車を全村各

地区に配備し、誰でも利用可能に。マンモグラフィ検査の回数を増やしてほしい。病院

の数も。 

○森をもっと残すべき。 

○村政だけではない問題。国を挙げて取り組まなければならないはずなのに、もしかした

ら既に手遅れかもしれない。 

○全て必要な事だと思いますが、先ず自分と関わりある項目を選択しました。 

○各種支援をした後に、本当の意味で役立つのかの検証は必要だと思います。 

○何もいらないから増税するな!! 

○防犯対策に力を入れて欲しいです。（街灯を増やすなど） 

○原子力が今後どうなるかに関係なく、災害対策が必要。災害対策に完璧はありえないの

で、常に現状の対策を見直し続ける必要があり、他の原子力を保有する地域のモデルと

なるような村にしてほしい。 

○道路がデコボコしている所が多い気がします。自転車に乗っていると雨の日とか嫌で

す。自動車でもデコボコ気になりますね。 

○（東海村の実態は分かりませんが）毎日のように報道される、幼児の虐待等、これ以上

増えないようになんとか対策できればと思います。人出不足を理由に把握できなかった

からとか…大切な命が失われるのは悲しいです。もっと専門家の人材を確保してほしい

です。 

○既に直面している高齢化社会に対する施策。今までの「原子力の村とうかい」からの、

イメージ脱却、方向転換。 

○介護支援、高齢者支援、原子力災害対策。 

○買い物に行けなくなった時の事を考えます。 

○少子化対策として、昨今は不妊治療を受けている方が多いと思いますが、補助やサポー

トのサービスを充実させていただきたい。 
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○公共交通…特急をもっと止まるようにしてほしい（勝田の乗り換え待ち時間が長す

ぎ）。原子力関連施設に人をよびたいなら、先ず便をよくすべし。ひたちなか市や内原

イオン、ネットなどで買い物をするが、東海村では、食材ぐらいしか買わないので、地

元に落ちないと思う。イオンがなくなってしまったら不便になると思うので、もっと魅

力のある店づくりを頑張ってほしい。「にじの中」なども、もっと活発に頑張ってほし

い。それらに村政は関与できるのか？ 

○一度、夜の東海村を歩いて、どこの所に街灯が必要か調査して下さい。遊説で夜の村は

見ているでしょうが、本当に暗い所に街灯がほしいです。 

○特に今のところ、不便さはないし、現状のまま続けて頂ければなと思います。 

○子育て支援に力を入れ（負担を少なくし、女子が働けるように）村の負担の箱モノを少

なくする。図書館など立派すぎる。いつまでも子供はいない。 例…南台団地等 

○①原発廃炉 ②放射性廃棄物の安全な処分 ③村役場組織の合理化、少人数化 

○国道６号に出るのに信号待ちがながい。ひたちなか方面、日立方面、ともに向かう道の

信号待ちが長い。改善を 

○女性（子育て中）や弱者（高齢・障害のある方）を地域みんなで見守っていける村づく

り 

 ※たまり場があると。村の新しい公園で昔みたいに紙芝居や、伝承遊びなんかやってい

たらうれしいですよね…たまにフリマなど 

○原子力事業所の安全管理の強化 

○待機児童解消の為の本格的な取り組みを期待 

○デマンドでなく今までのようにバスを走らせてほしい。 

○保育園をふやしてほしい 

○休日の役場利用、コンビニでの証明書発行 

○村長は役場ソーラーの費用出しても、道路は、きれいにできないようですね。 

○高卒が当たり前の時代なので、高校まで何かしらの支援が欲しい。 

○子供がいる家庭には、何かしら特別に支給していただけると助かる（商品券、または米

とか） 

○地震のたびに、原子力に関して不安になってしまう 

○フローレスタ～さわの杜間、東海病院～消防署間の道路を早く完成させてほしい。 
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○病院になるべく行かないように、シニア向けの体操の指導等をやってくれると良い。 

○原子力 廃炉に、住む所なくなる 

○東海村に村外の方が来て、村の人々がうるおい、活気が出て、楽しいイベントや仕事が

出来るように観光化してほしい。 

○高齢者が多くなり、保健、医療もしっかりやってほしい 

○第一に“命”“命あっての物種”なので。命がなければ何もできない。原子力対策に

“全力”をそそいでほしい。 

○村松・真崎地区の公園は、小さい子があそべるかんじではなく、不便。自転車の練習も

なかなかできない。 

○医療費が、高校生になるとなくなるので、すごく辛いです。高校生ほどお金がかかるの

で、できれば高校生までにしてほしかった。 

○森林を伐られて、山鳥やカラスや小鳥など動物が行き場を失っているのを見ると、いつ

かその反動が自分たちに向かってくると思われてなりません。 

○原子力は不透明すぎる（何をしているか分からない）。 

○区画整理がなかなか計画通り進んでいない。将来広域合併等を考えた場合、スピードを

上げた取り組みが必要。 

○南台の住人です。昼間は高級バスがなく、車がなければ陸の孤島に住んでいるようなも

のです。車を運転できなくなることを考えると不安です。 

○再稼働は反対。 

○コミセン使用料有料になった。スポーツを行い、健康維持を計ろうとする人達にコミセ

ンを開放し、自由に高齢者に貸与（無料）すべきと思う。 

○原子力に安全はないので、緩やかに自然エネルギーに変えるべきだと常日頃考えていま

す。 

○無駄なハコ物が多い。立派なハコ物（コミュニティセンター等）は多いが、利用率は？

放射線関係の企業は多いが、その他気楽に働ける企業はない。変に片寄っている。 

○下水道整備が選択しから抜けているのが不思議。 

○介護や道路（インフラ）の支援・整備はもう十分だと感じる。これからは原発無しでも

村民が自立できる様、農業や企業への支援、就労のあっせん等おこなってみてはどう

か、農業豊かな村、人々が自立する明るい村になってほしい。 
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○最重度の心身障害者も含め文化的最低限度の生活を営む権利を有し、国も地方自治体

も、その向上、増進に努めなくてはならないという憲法に保障される尊厳ある人間の、

人間らしい生き方が求められるよう、東海村の村長以下職員及び議員の献身的努力をお

願いしたい。村議会を傍聴して驚いたが、あまりにも見識がない自民党員と思われる議

員が多く、村民の代表とも思えず失望した。こういう議員を立候補させない村民の責任

も問われていると思う。 

○低所得家庭への補助がほしいです。働こうにも体も悪いので。 

○昔からの人たちは、保守的で、閉鎖的で価値観が狭く、小意地が悪い。村の職員も若い

人たちはきちんと対応できているが、ある程度の年令になると権力をふりかざし、小意

地が悪く、行政サービスも悪い。シルバー人材センターも親切・安心などとうたってい

るが、本当に村の権力をふりかざし、広報を「いれねーぞ！」といわれた。このままで

は、村の人々もすこしずつへり、満足な行政サービス（介護など）が受けられるか不

安。へんな職員やシルバー人材センターの人たちは、私たちの将来のためにもやめてほ

しい！（けいこうグリーンの村のジャンパーを着て、用もないのに町内会をひとりで歩

きまわっていたり、何か指示をしたり警察の役割もしているので、本当にこわい！ 権

力をふりかざして、やりすぎ。上の人は、そういう人たちに何をすべきか、きちんと指

導してほしい！） 

○東海村、自民党系議員、公明党議員は仕事をしてる「フリ」ばかり。職員は仕事してい

る「フリ」。共産党は議会で結果をレポート提出、村民に公開。 

○両親を送りホッとするのも「ツカの間」私達に介護保険料が入って、さて、生きている

ことも大変ですね。 

○議員が多すぎる定数削減せよ１８名。 

○高齢化進み。大変だと思う。農業をやる人も少なくなっていって若者も離れて行ってし

まっている。教える人もいなくなってあきらめてしまう。 

○むずかしいとは思いますが、子育て中の親にも医療費のマル福があればいいなと思いま

す。通院で数千円もかかるのであれば自分は多少の事なら病院へ行くのをやめよ

う・・・と控えてしまい、前記の通り物価の上昇などもあるため生活費にお金をまわし

てしまうので。 

○その日の生活や人生設計の礎となるものですので。 

○働きたくても保育園の空きがない。働く場所に保育所があると助かる。３人目も欲しい

ので支援してほしい。支援があるのか、すら知らない。 
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○他市町村に比べて道路がマウンドアップに整備されています。高齢者、介護者の為にも

車イス、障がい者に歩き易いバリヤフリーな道路にして頂きたい。点字ブロックは一部

のみで他市町村と比べて少ない。 

○社協、自治会、各区単位、学区単位重複行事多過ぎ。事業の見直しは急務。 

○原子力は福島のように事故対策もできていないので作るのは、大人としてまちがってい

る。大人は次の世代の子供たちが住みやすいようにしていくのが課題と思うが。次の世

代に大きな、大きな何世代にも残る宿題を作って○○○それは結論のでないものを作っ

て。今が良ければ、今の仕事があればのみを考えることはおそろしい。 

○無理難題を言う訳ではないが村民全体が住みやすい村づくりを考えてほしい。 

○介護保険を収入に比して安くして欲しい。 

○自然が壊されると胸がいたい！緑を減らさないで、再生は不可能になります。 

○現在コミセンは６つあると思うが団体で使用できるだけでなく、個人の利用（学習・読

書・テーブルを囲んで数人で会議や作業等）できるようにしてもっと活用できる施設に

すべし。 

○現在村の議員に対しての報酬（給与・賞与他）が多いように思います。今後、原発の廃

炉等が決定すれば村の税収も減少してくるのではと思います。限られた税収を有効に使

うためにも議員を削減、または報酬を日給制にする等の考え方が必要だと思います。 

○村政だけではない問題。国を挙げて取り組まなければならないはずなのに、もしかした

ら既に手遅れかもしれない。 

○全て必要な事だと思いますが、先ず自分と関わりある項目を選択しました。 

○各種支援をした後に、本当の意味で役立つのかの検証は必要だと思います。 

○何もいらないから増税するな!! 

○防犯対策に力を入れて欲しいです。（街灯を増やすなど） 

○原子力が今後どうなるかに関係なく、災害対策が必要。災害対策に完璧はありえないの

で、常に現状の対策を見直し続ける必要があり、他の原子力を保有する地域のモデルと

なるような村にしてほしい。 

○原子力に安全はないので、緩やかに自然エネルギーに変えるべきだと常日頃考えていま

す。 

○低所得家庭への補助がほしいです。働こうにも体も悪いので。 



31 

 

４． 現在の国民健康保険税についてどう思いますか     

ア 安い  イ 高い  ウ 妥当  エ その他 

 

（ご意見） 

○私は社会保険ですが大変だと思います。若い人は税金が高い。労働時間長くサービス残

業多い。 

○自分の健康維持に誰が、どこが責任を持つのかわからないようになっている。自分各

個々人・危機感を増す。 

○医療制度が問題であると思います。医者の給料高すぎるように思います。 

○安すぎる。他の市町村に比べるとよくわかる。 

○後期高齢者として介護保険にも加入しているので保険料の負担は大変厳しい。特に医療

費については、年金のほかに少しばかりの別種年金が加算されて３割負担となってい

る。なぜ２割の負担区分がないのか不可思議に思っている。 

○後期高齢者サポート事業が廃止されるので、今まで助成金１５０００円交付されていた

のがなくなる。国民年金生活では更に生活は苦しくしなる。助成金の復活を希望する。 

○年齢も考えて欲しいが、収入に対してもう少し細めの対応できませんか？ 

○全体的に高いと思う。高いわりに保障がしっかりしていない為、増税している意味があ

るのか疑問に感じる。 

○年々高くなっていくのは高齢者にとってはつらいです。 

○他国に比べてこれだけの医療がうけられるので安いと思う。 

安い 16人

2%

高い 387人

58%妥当 210人

31%

その他 61人

9%

安い

高い

妥当

その他
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○就職したばかりの息子にきた税の請求にびっくりしました。収入が安定していない者か

ら徴収すべきなのか疑問です。（親が手伝って支払いましたが）貧困層が広がる要因に

なるのではないでしょうか？ 

○介護保険の方が高い。 

○高いとばかり言っていられないのだろうが、切実に生活に影響、年寄りが増えて。 

○１年間の値上がりが大きすぎて、払うのが大変だと思います。 

○少し安くして、自己負担を上げるべきである。又、７０歳以上になると窓口負担が３割

から２割に下がるが、前に１割負担の人は、そのまま１割負担のままであり、不公平で

ある。そのような特例は廃止したほうが良い。 

○年金生活者の事、良く考えてほしい。 

○行きすぎた薬の処方など改善した方が良い。年寄りはシップとかもらいすぎだと思う。

生活保護だからといって病院にかかりすぎもどうかと思う。 

○現在の国保税は、医療費の診察・治療費等と比較すると高いと思われます。 

○現在は生保のおかげで国保税は支払ってないが、自分で払っていたときは、かなり負担

に感じていた。現在の国保税の額をどうとらえるかは人それぞれだろうが、もう少し安

いと助かると思う。 

○給料の１０％毎月払う？そんな事やってりゃ家計破産…マイケル・ムーアの「シッコ」

の世界。一率給料の１０％？でなく、年間（前年度）利用実績におうじて決めるとか？ 

○収入が不安定なため納税ができず、まだ２期分払えてない。 

○収入に応じてもっと保険税を、低所得者に低く、高所得者に高くするべき。公平という

インチキをやめて、もっと不公平にするべき。 

○もっと使う人が負担するべき。昔は１００％負担して来た。すべての費用は、老人とい

えども１００％自分で負担すべき。 

○年金生活者にとっては高い。 

○６５歳をこえたら、７０歳と同じあつかいにして欲しい。３％－ 

○社保なのでわからない 

○その分遠慮せず医療を受けるようにします。 

○社会保険なのでわかりません。 
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○未加入なので不明。 

○高齢者の医療費の多さ、高さを考えると決して高いとは言えない。 

○使われ方を考えると高い。ムダ使いされてなければダトウー。 

○高いのか、安いのか、わかりませんが、周りの方で同じ病気で、いくつもの病院を回

り、薬をいただいている人たちがいます。 

○一年に何度もお医者に行かないので、高いと思う（２人分だから）が、老年になった時

は安い方が良い。 

○老人がたしかに増えている中、自分の健康は責任を持たなければならない！！ 

○給料の割合からみると高い感じがする。 

○自営業の方は別として、雇用で国保を使用しているのは、主に派遣業だと思います。派

遣で国保はかなりきびしいです。社保と同様に収入でやることはできないのか。 

○数年前より高いように思える。 

○低所得者には支払うのが大変なのではないだろうか。 

○社会保障費は増大しています。皆で負担すべき。 

○妥当ではないかと思う。 

○仕方がないことですが、奨学金で生活している学生なので、結構苦しい。 

○全て世帯主に請求は苦難有る。 

○後期高齢者の保険は確かに安いとは思いました。然し、くすり代・病院等、年をとるほ

ど必要になり、払える限りは若い人のために、がんばろうと思っています。３割負担で

とっても大変ですが、自分の体ですから、できるだけ迷惑をかけない様、長生きした

い。 

○高齢者は優遇されすぎ、子供達にお金を残すべき。 

○現在は年収によって税が決められているようですが、年間の病院の利用状態によって決

めてはどうですか？ 

○妥当と思いますが、低所得者には大変です。 

○日立市よりも安いが、収入の少ない者にとってありがたい。 

○保険料を納めても、死亡時には一時金のみしか支払われず、とても損している気分。 
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○現在、国保ではないが、国保は高いイメージ。こわくて国保になれない。 

○他の団体の金額が分からないので判断できない。 

○若い世代に負担がかからぬためには、妥当と考える。 

○医療費支出に見合わず、なんでこんなに高いのか、困っています。 

○医療費総額（３割負担でない全額）より高いのが不満。健康に留意して努力している者

にとっては。 

○１割負担の１部（７０～７５歳）は、１．５割負担。 

○年金から天引きが原則らしいが、低額でできない。そんな者からも引くとは高すぎる。 

○特にありません。 

○高いが致し方ないか。 

○東海村は安いと認識しています。 

○わかりません。 

○１万円以内（月額）。一般会計からの繰入れをすべきである。 

○義務として。 

○社会保険並みにして欲しい。 

○病気の人が多いのでやむをえないと考えるが、ムダが多いとおもう。 

○税での配分であろう 

○現在、社会保険なので国民保険の事は分からない。 

○会社の健康保険なので不明。 

○収入が無い、仕事を探してください。 

○よく知らない。 

○社保の為なんとも… 

○年金だけになったら、ますます苦しくなってします。 

○健康でいられる為の情報をもっと発信してほしい。 

○現在の社会保障制度が限界を迎えているのは明らかなのに、なぜ社保も含めて値上げし

ないのか納得できない。 
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○厚生年金の方が高いと思います。何処かで清算して早く破綻してほしいです。 

○保険税は低くしてかかる費用は高くする。無駄に病院に行く件数を減らすことが出来る

のでは？ 

○金額がいくらかよく分かっていない。 

○これから先物価も上がり、消費税ついでに保険料も上がるのではと、とても心配です。 

○社会保険ゆえ回答できません 

○収入に合わせて検討してほしい 

○内訳：将来にわたっての収入バランスが分からないので妥当とした。 

○自分の収入からしたら高いと思います。 

○高齢者なので安くして。 

○病院にかかっている人が多いのに当然でしょう 

○東海村以外がどの位なのか知らないので ？ 

○医療、マルフク、がん検診などに力をいれてほしい 

○自分では高いが、財源をみるとやむを得ぬかも。 

○東海村は他に比べ安いと思うが、収入（年金）から見ると高い。 

○保険税の資産を株などに運用しないでほしい。 

○税が入って来るからといって、ムダ使いをしない。 

○国の医療制度を替えないと医療費はかさむばかり。 

○収入に対して、税の割合が非常に高い。 

○非常に高い。 

○自民党政権になってから、税金含め全てが高くなっている。弱者をもっと優遇すべきと

思う。 

○健康保険、介護保険で年金の１０％以上かかる。特に介護保険は自身が受給するかは不

明だと思う。 

○降圧剤、血糖値の薬代が月１００００以上になります。アルバイトをしてまかなってい

ますが、いつまで働けるか不安です。高齢になると仕事が無くなるのに薬は欠かせませ

ん。 
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○国民保険の財政運営を市町村から都道府県に移行して平準化することでさらなる負担増

と運営の硬直化をきたし、入院給食費の患者負担による受診抑制を広げることになる。

また先進医療は安全性の担保がなく、お金がないとまともな治療もできない格差拡大に

つながり「国民皆保険」の根本的精神からもはずれる。岸政権時代に生まれた施策を孫

の安倍首相が、これを崩壊させることは許せない。 

「国民皆マイナンバー」制は、１億総背番制度は国民支配であり、国の権力による個人

のプライバシーの侵害である。秘密保護法強行、盗聴法改悪、共謀罪創設の企みが強め

られきわめて危険である。 

○なんでも税金は高いです。 

○仕方ない。 

○しかたないと思う。 

○払えない月の時の方が多い。 

○生きていても医療費がかかるし、死んでも費用が（葬儀代等） どうすればよいのか。 

○年金生活の為０円でも良いと思う。 

○２人で年金なので保険料を安くしてほしい。 

○健保に介護に二重取りだ。やっつてられない。 

○７５才からどうして分けられるのでしょう。 

○年金のみの収入に対しての保険税が高すぎる。 

○病院に行かない人には戻すシステムが欲しい。 

○病院に行く老人を少なくするための対策として、歩く会、散歩コースの整備（の道路の

警備）等に１日一万歩を歩く運動の推進を計って頂きたい。 

○厚生年金より１万円程度安いです。 

○社保加入のため不明。 

○高齢者の一割を思えば文句は言えない。元気だからこそで、高額医療となれば話は別。 

○国民健康保険ではないのでわからない。 
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５． 現在の水道料金についてどう思われますか     

ア 安い  イ 高い  ウ 妥当  エ その他 

（ご意見） 

○安全な水はただではない。 

○私は水道代がかからないマンションです。 

○ガス代も高い。 

○他の自治体がどの位か不明な為何とも言えない。 

○下水道料金がプラスとなっていますがこの部分もう少し安くして欲しいと思う。 

○生命に欠かせない大切な水です。住民が気兼ねせず利用できるように考えて欲しい。 

○コストダウンを常に追い民間会社にするという手段もある。 

○多量に使用する場合で、従量料金が一律であるのはおかしい。従前あつた段階料金にす

べきである。設定がおかしい。 

○そういうものだと思って払っている。 

○水道料は安価と思っていたが、年々上がって生活面に厳しくなるばかりです。 

○仕方がない。無くては困るものだから。 

○年々、高くなっていると思う。 

○水が臭う。水道水は飲めない。 

安い 17人

3%

高い 360人

53%

妥当 282人

42%

その他 16人

2%

現在の水道料金についてどう思われますか

安い

高い

妥当

その他
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○上下水道、どちらも高い。 

○何年か前に戻していただきたい。 

○井戸水併用の下水道料金は、6㎥／2 ヶ月／1 人で計算しているが、もう少し下げるべ

きである。庭への水まきでは、こんなに使わない。家もあるし。下水に流していない。

（4㎥／2 ヶ月／1 人程度に） 

○下水道等加算有り、節約の仕方が無い。 

○料金の使用目的をメーターの定期交換に併せ、配管の老朽化対策を含め、管理事業を進

めて頂きたい。 

○一人暮らしをして初めて検針票が来て、２０㎥区切りの固定料金だと分かった。普段、

水を節約して生活しているので、使用量に応じた料金にして欲しいと感じている。 

○２か月分の請求書でみたら高い。２か月で割っても＊＊＊ 水と安全はタダではないの

でしかたがないが。 

○水道に関する関連経費が高いからでしょう。 

○美味しくもないのに。 

○水道に関する関連経費が高いからでしょう。 

○見方が違っているかもしれないが、数年前に比べ高くなっている。 

○水がなければ生活していけません。水は消耗品と同じ、料金を安くして欲しい。月５０

００円～を、月２５００円かかっている、ぐらいに。 

○下水も上水と同料金なのが納得できない 

○ライフラインは、水道にかかわらず高いと思います。もう少し安くしても良いのではと

思います。 

○今迄毎日お風呂に入っておりましたが１日おきになり、ある事をして節約しガス・電気

料金２０００円減らせました。 

○今までシャワーですごしていたので気付きませんでしたが、子どもが生まれて、洗濯、

お風呂、洗い物と一気に水を使う事が増え、料金があがった様にかんじます。使用して

いるので当たり前ですが、水道（だけでなくガスなども）節約したい・・・ 

○他の自治体と比較して決めるのか、個人的な感覚で記入するのかわからない。比較でき

るものがほしいっ。 

○東日本大震災では、給水車がなかなかこなかったので何とかしてほしい。 
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○自家用井戸。 

○他の市町村からは安いのでは！！ 

○どちらかと聞かれれば、安い方がいいので高い、になってしまう。 

○しょうがない。水道水が少なく使っているのに基本料が高い。 

○どこの自治体が安いのか知らないが、海の近くから取水して作っている水なので、手間

がかかっているのに安いのかなあと思う。 

○家庭での節約をある程度努力するべきが、やはり高いと家計にひびいてくる！！ 

○２０ｍ3までの水道使用こみで、２ケ月で約￥５０００は妥当かなと思う。（下水道料金

含む）２ケ月に 1 回くる請求金額（￥５０００）が高いと感じるだけ（感覚的に）。 

○１人なので、それほど使っていないから。でも、きほん料金が高い。 

○水は自然の恵みです。永遠にあるわけではないので、再利用を考え、少しでも安くなる

よう、努力してもらいたい。東海村から出るすべての汚水を浄化し、飲料にまたすると

か、又、地下深くには水脈があります。利用するとか。 

○他の地域より高い。 

○だれもで負担して、良い水がいつでも使用できるよう改善すべき。 

○一年前から二回で支払っているので解らない。でも２年前は、４０００円位。普通だと

思われます。 

○下水道と一緒なので高いと思う。 

○下水道が高くかんじられる。 

○下水道分が高い。 

○設問の設定が安易。 

○分からない。 

○特にトイレの下水道料金が高い。 

○全国的に見ては妥当かと思います。でも、年金者に大変です。 

○高齢者支援、子育て支援も良いが、水道料金等の全世帯に効果がある基本的な生活費へ

の支援も期待したい。 

○住宅地をコンパクトに集約して、配管などの敷設、維持費用を抑えてほしい。 
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○他の自治体の金額が分からないので判断できない。 

○下水道分が高すぎる。高齢者は炊事、洗濯で使う分は少ないと思う。 

○水道料金は妥当と思うが、下水への排水料を含めると高い。 

○他市町村から引っ越してくると、ビックリする。高い。又、制度が変。一定の区切りで

料金を決めているが、大マカすぎる。少量でも高くなっているので、もう少し区分けを

（使用水量）こまかにして、低料金にすべき。 

○特にありません。 

○高いが、水の使用が増大している現在、安全な水質、確実な水資源確保のためには仕方

がないと考える。 

○下水道と合わせると高いと思う。あまり使わないようにしないとと思いますが、これが

むずかしいです。 

○殆ど使わない人には、もっと、安い料金設定を！ 

○殆ど使わないのに高料金です。高いとおもいます。 

○下水道を含む。 

○水は人生にとって大事であろう。 

○下水道排出物利用の発電など提案はどうですか。 

○水質の情報がほとんど村から発信されていない。 

○今年、東海村に引っ越してきたばかりで、まだ、査定できません。 

○水戸市に住んでいたころは、毎月２０００円前後だったのが、東海村に引っ越してきた

ら 1 万円前後になってしまい衝撃でした。 

○人間生きていくために必要不可欠な物は金額を低くして不要なものにかける。 

○高いのは困りますが、きちんと整備管理し安全衛生面にお金を使ってくれていれば、あ

る程度金額は払います。 

○上下水道は、日常生活に不可欠なものなので安いに越したことはない。 

○水は大事に使っています。 

○年間３万を超える毎年の水道料は、実に毎年支払うこと一台の車税と同じ事です。半分

にしてほしいぐらいです。どうにも成らないのでしょうが。 
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○高くても安くても蛇口一つで、きれいな水が得られる事が有りがたいと思って頂ければ

よろしいではないですか？ 

○下水道の料金が高いように思います。 

○もう少し量に応じた細かい料金設定だと一人暮らしはうれしいです。 

○いつも水道ありがとう!! 

○雨水の利用を各家庭で推進、奨励すべきです。村の制度として。 

○毎月、節水（お風呂の水→洗濯・トイレ・野菜）（米のとぎ汁・花）など、頑張ってい

ますが１万円近くになってしまう。 

○他の行政と比べて水道料金は同じくらいだと思いますが、村は原子力の税金の収入があ

るので安くしてほしいです。箱モノはこれ以上必要無いので代わりに水道料金を引き下

げて欲しいです。 

○基本料金をもう少し下げて欲しい。一人暮らしの時、ほとんど使わなくても料金がかか

っていたため。 

○わかりません。 

○毎日使用しているので仕方ないかと思う。もちろん安いにこしたこ事はありませんが 

○高い。なんとかならない？ 

○毎日必要なものだから、節水しても高いね。下水道が一緒だから、感じるのかなー。 

○下水道との関係を考えると高い。 

○水をムダにしているので。 

○生活が苦しい世帯には、水道料金を考えてほしい。 

○料金よりも安全重視。 

○生活に必要な公共料金は、安くなる様に検討して欲しいです。 

○水道料金については、上水、下水とほぼ同じ額で徴収されているが、上水は現状のまま

としても下水は負担感が強い、今の半額程度にすべき。 

○我が家は自家水（地下水）と村の水道を併用している為妥当です。 

○ひたちなか市、水戸市より高くて驚いた。他市に在住している時は、東海村は「公共料

金は安い」と言うが。 
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○電気、ガス、水道など生活必需となるものについては、これを支払えない世帯について

これが途切れることのないような最低限の施策を望む。 

○節水に努めているが２カ月で５１００円（下水含）は高い。今月の検針では５ｍ３しか使

っていないので、とても損をしている気になる。基本料金を２０ｍ３までと大きな括りに

せず、５ｍ３毎の設定にしてもらいたい。どうせ取られるならと、節水がバカらしく思え

るので。 

○安全が保障されているので妥当。が、はらえない人には減額など平等性を尊重すべき。 

○すこし高いように思うが、上下水道が完備してないのでしかたがないと思う。 

○東海村は「雨水の利用」、庭木の給水、家庭菜園の「水やり」、共産党も環境、再生、

「自然回帰」に声をあげて運動して下さい。政治問題以外に、環境問題には興味がない

でしょうか。 

○トイレに行くのも一、二回では流せず水代を気にしてしまう。 

○設備費、人件費、メンテナンスなのか？明細を知りたい。やがて水、空気を奪い合う事

になるかも知れない。 

○原子力災害対策の為上がっている。 

○高いとまでは思いませんが、安くなったらいいなと思います。 

○年金なのでもう少し安いほうが良い。 

○下水処理へ流していない浄化槽利用者からも下水処理費用を徴収しているのはどうして

ですか？ 

○水道料金とともに下水道料金もとられている。水道使用料と同じにとられている。 

○水道水を使用する量を半減するために雨水、わき水利用の促進を計って貰いたい。災害

の時も助かると思う。 

○水道の老朽化対策の為、止むなし。 

○比較するつもりがないのでわからない。 
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６． 東海第２原発の今後についてどう思われますか     

ア 再稼働する  イ 廃炉にする  ウ 分からない  エ その他 

（ご意見） 

○電力の需要バランスの動きを見て決めたらいいのでは？  

○電気をたくさん使うしやめても大変。CO2が出ないのは原発。３０年もたてば古いし処

分するのも大変ですよね。私たち主婦が何できますか。それなりの男が勝手にやってい

るんでしょう。 

○必要とされる答えを早く出すこと。時は待たない。  

○商業などその他の仕事関係がなりたたなくなる可能性あるし、子供の友達も移動になれ

ばいなくなってしまうから。危ないとも思っている。 

○廃炉にするべきだと思うが、廃炉に出来るとは思えない。 

○安全であれば稼働した方がいいが、廃炉にするんであれば、新しく原子力の施設を作る

意味がわからない。 

○廃炉が望ましいが、それに変わる物が出来てからにしないと村が貧困になる。 

○国の安定基準を満たせれば再稼働しても良いと思う。 

○原発事故は恐ろしい。現在でも福島に対しても不十分であり廃炉が望ましいです。 

再稼働する 155人

23%

廃炉にする 333人

50%

分からない 171人

25%

その他 13人

2%

東海第２原発の今後についてどう思われますか

再稼働する

廃炉にする

分からない

その他
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○大反対です！もし再稼働したところで廃棄処分するものはどうするのですか？もしま

た、JCO 臨界事故みたいな事件や、福島原発みたいになったとき、村民をまもることが

出来るんですか？ 原発再稼働はんたい！！ 

○絶対に廃炉に。 

○①村長は稼働させたいのか、そうでないのかまるっきりわからない。 

②前村上村長は反対していたはずだが、プラス他の研究テーマをかなり誘致していた。 

③何を今さら３８年も経過した原発を稼働申請しているのかわからない。震災以来４

年、毎年、１Wの電気も発電しないのに１２００～１４００億円の金をもらって利益

出ているような会社存続はおかしい。早く廃炉専門会社にすべき。 

④第２原発の下は砂地でかなり地盤弱いはず。 

⑤少しは JCO の反省もしたらどうか。 

○一旦緩急のとき、３万８千の村民はどのように身の安全（財産の保全も）、企るのか。

人為的な災害はできる限り除かねばなるまい。やっぱり原発に甘えると、それが住民に

跳ね返ってくる。住民は故郷を放棄する事は出来ない。先の見えない原発（廃棄物の処

分、廃炉の費用など）は高コストのエネルギーとなる憂いがある。 

○原子力だけにたよるのではなく太陽光・水力・下水道の熱を再利用。下水処理場の汚泥

から出るメタンガスで発電とかいろいろ道はありそう。 

○再稼働するには資金投入が大きくなるが、それは全て電気料金でしょう。再稼働の準備

は即時止めさせよう。 

○川内原発では巨大噴火の大きな問題がありますが、専門家の意見を無視して再稼働に向

かっています。東海第 2 でも同じく事故時の避難計画等無いままの状態で認可に向かっ

ています。東海村が福島のようになるのは恐ろしい事と思います。この様な事、村内で

充分宣伝して下さい。 

○建設から年数が過ぎている。設備更新して再稼働と言うが細かい所の更新は難しい。 

○福島の二の舞にはなりたくない。気の毒でたまりません。 

○太陽光などの発電方法も考慮に入れて動くべき。最近地震も増えてきており、万が一で

も放射能が出るような事があれば福島原発のようになってしまう事も考えられる。身近

にある分対策等しっかりやって欲しい。 

○絶対反対。後世の為にも廃炉することが望ましい。 
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○人間は放射能のコントロールができないくせに果実だけを望んだ。その結果がこのざま

である。 

○3・11 を忘れる事がないよう。これ以外の方法なし。 

○環境的には廃炉にすると安心できるが、経済的にどうかと考える。今の状態では、子ど

もや孫の世代はどうなっていくのだろうと心配でたまらない。 

○科学技術を進歩させて、安全安心で持続可能な再生エネルギー、原子力エネルギーに替

わる、代替エネルギーを使って欲しいです。生み出してほしいです。 

○第二原発が老朽化で危ないというなら仕方がないが、大丈夫であるなら再稼働してもら

いたい。 

○いろいろな問題があり、複雑すぎて一つの答えがでません。 

○村のエネルギー政策がよく分からない。 

○どれだけ安全でありどれだけの災害レベルを想定しても、対応可能か見えない。 

○東海第２原発は今後どうなるんですか。 

○日本は島国なので、燃料をじぶんたちで何とかしなければならないが、安全面での不安

はある。また、原発で働いている多くの人の職がなくなると生活ができなくなるので廃

止にはできないが・・・。 

○人口減少、経済の縮小につながらなければ廃炉でもよいが、直接間接の影響をよく評価

して考えるべき。 

○再稼働してもよいが、核のゴミの受け入れ先をどうするのか。ただ再稼働だけでは困

る。 

○東海第２原発は古いのであぶないと思うけれど、原発は必要。 

○原発がなくなると、村は合併？ 

○いいのか悪いのかわかりません。もう稼働することはないんじゃないですか。 

○物が古い為再稼働は不要です。かと言って、動かなければ、あと大変なのでは？ 

○安全対策をしっかりした上で、再稼働し、年限が来たら廃炉にする。 

○止まってイイのか、動かすのがイイのか難問ですが、人間の科学が自然にマダマダおい

つかない以上、やはりハイロの方向なのかナとも思ってしまいます・・・が。 

○急に廃炉ではなく、徐々に減らすようにしてほしい。 
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○世界水準からみて、日本の新安全基準は非常に高く、その基準に合致した原子力発電所

は早急に再稼働すべきである。日本人の悪い習慣である感情論に流されるのではなく、

合理的に判断すべきである。 

○働いている側からすれば、当然だと思う。反対意見ばかり報道されすぎだと思う。 

○これまでの規制で十分安全性は確保されており、早急に再稼働すべき。そうでないと国

費（税金）の無駄・損失となる。 

○安全だと思うし、あるものを使わないほどバカなことはない。よく勉強して下さい。 

○安価な電力として必要。燃料費の国外流出を少しでも少なくする必要がある。 

○ も条件により。 

○国で決めた事ですので仕方なく思います。 

○当面は原発に＊＊＊。再エネには問題が多すぎる。太陽光のパネルも核のゴミと同様に

捨てる場所はない等。 

○原子力の東海村の先人のご苦労に対し、東海村から脱原発は発信できない。安全対策に

ついては、声を大にすべきである。 

○再稼働する、しないにしても、今までの分がのこっているので、おなじように思いま

す。 

○雇用促進、豊かな町づくりが必要。 

○世界的温暖化の被害に遭っている人達の事を考えたらベターではないか？ 

○東海村は原子力発祥の地として、今まで先人の努力によってこのような近代的な街にな

りました。村内に働く会社もたくさんあり、家族全員就職も出来、子供達も近くに住

み、理想の生活ができたのだと思います。原発は再稼働か、それとも新しい発電所をつ

くって、高齢化社会にむけて、親を子供皆で支える様なすばらしい村にしていただきた

い。就職先がなければ、皆出ていって過疎の村になってしまうと思います。 

○これ以上太陽光の電気補助はたまらない。安い電気を与えてほしい。 

○やはり原発は必要。安定して安価で電気を提供できる東海村は原子力の村です。火力に

ばかり頼っていれば、CO2排出量はいつまでも減らせません。 

○そのかわり、村民に対して何かプラスになるようなことがあるようにしてほしい。例え

ば、住民税無料とか。 

○雇用拡大に重要だと思います。 
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○村の活性化のために！！日本の資源は乏しいのだから、原発で電気をつくるべき！環境

のためにも火力ではなく原発！ 

○ただし安全施策完全実施。 

○村民の事。仕事の事。村の今後の事。 

○ほとんど大した事もせず日々すごしていて、村では大きな顔して、原発の方では何かあ

ったら家族優先ひなんと聞きました。廃炉です。 

○使用済み燃料の処理が世界的に課題として残されている現在、廃炉にするのが妥当と思

われます。 

○東海村は原子力の村として発展し、自分自身、又両親とも以前、原研・動燃の下請け企

業で働いていたので、原子力に対する考えは進歩的な方だと思うが、第２原発は経年劣

化が進んでいるので、今更再稼働しても何のメリットもないと思う。 

○耐用年数も残り少なくなっており、再稼働はしない方がよい。 

○東海第２の存在自体が、周辺自治体の首長や住民の不安要因。再稼働するにしても、そ

の投資を回収できないだろう・・・。大廃炉時代のための人材育成基地として使う。 

○原子力はきっぱりと将来に向かってもやめるべき。いつまでも「可能性は捨てない」と 

いう誤った態度はやめてほしい。志位氏が「２、３世紀たったら・・・」みたいな非科 

学的主張をしているから、共産党は嫌われる。選挙の時に「共産党は原発の即時廃炉を 

主張します。しかし、それと同時に将来の可能性までは否定しません」とはっきり言え 

るか。言えないでしょ。非常にずるい態度である。 

○原発はいらない。なぜ本社ビルを駅前に造る必要があるのか？われわれの税金のむだづ

かいだ。ゆるさない。 

○とんでもない！！ 

○原発はエネルギーとして割高で、人類が制御するには少なくともあと５０年以上かかる

でしょう。太陽光発電も２０年以上政策の失敗で技術レベルが遅れ、土木業者（設置業

者）のみの利益に税金が誘導されている。 

○避難方法がきちんと確立する迄は稼働すべきでない。東海村々民全員が避難する迄に、

何時間掛かるか。避難先の受け入れは充分か。 

○老朽化のため何年稼働させるのか 
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○原発からの収入（？）を考えると＊＊＊＊。ただ、現在までに何回か事故が起こってい

る事も事実なので。 

○自由民主党がきめちゃう。それで終わり。―再稼働すると思う。 

○これが一番大切だと思う、福島のようになってしまってからではすべて遅い。 

○風力など他にもあると思います。少しでも危険なものは考えていってほしい。 

○これだけ最近も地震が多いと、原子力は無理なのではと思います。安全なことで原子力

を何か利用してほしい。 

○廃き物がたまるばかりで、もしドローンのようなものにねらわれでもしたら、爆発がお

きたら、テロもきけん。もし何かあったら東海村には二度と帰ることもなく、高齢者に

は故里へ戻れないと、今頃はとても不安です。 

○エネルギー危機は近々必ず起こる。中近東の不安定を考えよ。その時たよる物は原子力

しかない。 

○村である限り必要なのでは？廃炉が一番いいけど、その場合、隣町と合併しないと？？ 

○廃棄物の処理方法が確立されない限りやめるべきである。 

○至急廃炉にしてもらいたい。中学時代原子力は安全という間違った教育を受けた。 

○これのみ。 

○人間がコントロールできない原発は反対。避難訓練の予定が発表されたが、原発がなけ

れば必要ない事である。避難訓練はナンセンス。東海村の価値がうしなわれてしまっ

た。 

○原発に反対ということではなく、だいぶ古いから。 

○１００万人が住んでいるのです。どんな安全を考えても机上の空論にすぎません。 

○いらない！ゴミの問題をもっと村民に伝えて、避難もムリで、どうするのか。村民に考

えさせなければダメだと思う。グレーなゾーンが多すぎる。ハッキリ村長は A ならばこ

うで、B ならばこうと、全てをちゃんとハッキリ伝えるべき！！死亡者の数でも言って

みるしかない。本当に悪いけど。 

○きけん 

○日本の中でも古い方のプラントなので、再稼働は難しいと思う。でもあの地震に耐えた

ので良い作りになっているのかなあ。 

○もちろん安全のため。生きるため。 
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○安全性に不安が有るので稼働しては困る。 

○出力があまりないのに、掛かりすぎる。 

○都心に近すぎる為、仕方がない。 

○再生可能エネルギーの普及に乗り気でない政府の真意は何か。原発に依存しなくてもエ

ネルギーは確保できる、（そうしなければいけない）ということを PR すべき。 

○当然いらない。危なくて信用出来ない。再稼働はとんでもない。 

○再稼働は絶対反対です。しかし、廃炉については、これからの人類の英知をかけ、責任

をもって処理すべきでは？ 

○東海第２原発は営業運転から、約４０年が経つので、老朽化を考慮すれば、このまま運

転せず、廃炉の方向で進めたほうが良いと考える。そして、新たな、新エネルギーの方向

にむかって欲しい。 

○あれば、こわいけど、なければ、今の住むよい村にはなれない。むずかしい。 

○巷では電気代が高いと聞きます。原発を稼働すれば電気代は安くなりますが、人は心と

口で言葉がちがいます。口では稼働させ電気代を安くして欲しい。心では皆反対してい

るからと。私は稼働出来るなら、してほしいです。 

○高経年化したプラントの将来について検討すべき。 

○安全を考えると廃炉にすることが良いが、生活を考えると必要な事も・・・。 

○雇用の問題を考えると再稼働が良いのかと思うが、安全対策の問題もあり、何とも言え

ない。分からない、にしたが本心では再稼働出来ればと思う。 

○原発の今の状況の情報が入ってこないので、何とも言えない。 

○電気をどのように確保するのか、明確にされていないから。 

○問題が複雑すぎて簡単には話せない。 

○仕事先として原発関係に至る人口は多い。 

○でも、なくす事は仕事がなくなる人もでるかと思うので、無理ではないかと思います。 

○福島県の様な事が起こったらと考えると、廃炉にして欲しいですが、そこで働いている

方のことを考えると、一概には言えません。人間の行うことである以上、１００％安全

はありませんが、せめて放射性廃棄物を人間の手で無害に出来る技術が開発されるまで

は、停止してもらいたい。 
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○雇用・失業に関わるため。 

○電気料の値上がり。 

○恐ろしい。 

○エネルギーを原子力に頼るのでなく、別のエネルギー源を考えるべきだと思う。 

○将来的にも廃キ物の処分場なく、廃炉にすべきです。 

○４０年で絶対廃炉にすべき。核廃キ物をどうするのか、ヒビ割れ原子炉を正しく検査で

きる筈が無い。 

○東海村は原発で成り立っている為、安全が確保できるのなら再稼働が良いと思う。 

○危険ばかりが注目されているが、原発で働く人々、原発に関係する商工業者等、地域経

済に与える影響は大きい。もっと地元の人々に目をむけて考えて欲しい。 

○再稼働により税収があがる。村政も豊かになる。介護ヒや医療ヒも減少します。稼働す

れば住民の減少もなくなる（燃料等を作る会社の人は、村から流出しているのではない

か） 

○原子力に替わるエネルギーを確保できてから、廃炉を検討して欲しい・・・。 

○東海村の名産品である原子力発電を、今後も進めてほしい。 

○１００％フル稼働はさけて、まず３０％、５０％、８０％、１００％と安全を確認し

て、フル稼働にもっていく事。現設備を使えるのにもったいない。金のムダ使い。電気

代が安くなる。日本の生産力（ワールド）が下がる。 

○火力発電所にたよってばかりいるので、電気代の上昇になっている。早期に再稼働して

いただきたい。 

○早期に再稼働を働きかけて下さい・・・。生活がかかっています。 

○原発が安全に稼働していた頃は、介護支援にも予算があったのに、あれも、これもとな

くなってきた。 

○エネルギーの安定供給の観点から、原発は必要と考えます。 

○再稼働による収入を有効活用することが大事。 

○村のあっちこっちに、日本一危険なまち？みたいな事書いてあるの見た事あるから。 

○福島の現状を考えるにつけ、再稼働するなどありえない。経済優先という理由で再稼働

に賛成する人がいるが、最優先するべきは人命である。 
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○完全処理方法も確立されてないし、絶対安全は考えられない。原子力は反対です。自然

災害は、人間には対応できないと思います。 

○もう原発はいりません。 

○人口集中都市での事故は、ひばくはさけられないと思うので。それにいまだに、ヨウ素

剤の配布もなく解決策もないままの稼働はおかしいと思う。事故前は、原子力の恩恵を

受けていたので、日本原電と共に考え、日本初の廃炉にしていただきたいと思います。 

○地震・津波に関係なく想定外の事故の可能性がある以上、老朽化や活断層（東海にはな

いことが確認されているわけではない）に関係なく、人口密集地にはあってはならな

い。避難計画など作っても机上の空論でしかない。村民が 1 台づつ、しかも、ETC 専

用の東海スマートインターチェンジからどうやって避難できるというのか。近隣の住民

だって高速をつかう。つくばなんてとてもたどりつけない。福島で勉強しているのでと

にかく逃げる。しかも、長期化をかくごして。道路はすべて大渋滞となるはず。 

○廃炉と決定して、次の雇用なり、廃炉後のプロセスを示して、どの程度の雇用が生まれ

るのか、具体的道筋を示さないと次の行動がおこせない。 

○４０年近くたった原発に何百億円をかけて再稼働するなど論外です。運転に結びつくも

のではないなどの言い方はペテンです。 

○本来ならもう古すぎる事になるはず。トイレのない家を作って住んでいるような状況

で、稼働すべきでない。廃炉にも長年かかるような施設を作る事自体がおかしい。 

○事故は皆無には出来ない。人間がコントロール出来ると考えているのはおごりである。

核のゴミは増加する一方で、処分場も出来ないことは将来に対する不安を増す。 

○原発はコントロール不可と思う。どんなに安全といっても、福島の現状をみても解ると

思います。 

○原発による雇用や経済効果に依存している人たちも少なくはない。しかし、将来のこと

を考えると原発は廃止すべきである。廃炉の方向で進め、原発によって仕事や収入を得

ている人達への支援（職種変更等）を充実させ、不安や不満を解消すべきである。 

○国は、原子力発電をしなければ、火力発電に頼らなければならず、二酸化炭素が増し、

温暖化対策もできない、などと言っています。でも、世界で一番最悪な事故を起こしな

がら、また、まだ何の復興もなく原発を輸出する。やはり、原発でもうける人達が願い

を請い、政府が原発を推進しているのだと思います。長い間、稼働をしない原発が再稼

働すると「『原子炉のサビ』が心配だ」と、TVである専門家が言っていました。又そ

れも、とても恐ろしいことです。 
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○東海第２原発の役目はすでに終わった。財政、商工業等、村の進むべき進路を早期に決

定すべき時期と思う。 

○研究のみの施設、村がよい。 

○原電の人はこまるし、東海村でも多くの人がこまると思います。しかし、福島をみてい

るとこわいです。 

○将来の廃炉研究に資する。 

○絶対に廃炉にすべきだと思う。 

○廃炉への積極的な取り組みが、今とても大切だと思います。 

○使用年数が、もう少しで切れるから。 

○住民運動を発展させ推進勢力を追いつめる中心的役割をはたしてください。 

○一度廃炉と言ったら廃炉にすべし！ 

○古いので気になる。新炉を建設する。 

○①電気代が上がるのでは、再稼働すれば良いと思う。維持費、人件費払っているので

は、もったいない！ 

 ②原発で仕事をしている人の、再就職など後々の責任を取ってくれるのであれば、反対

します。「廃炉にしました。後はご勝手に」という運動、勝手過ぎると思う 

 ③再稼働して安全で電気代が下がるなら言うことなし。でもそれが可能でないならどう

したら良いのかわからない。 

 ④子どもを安心して育てるためにも廃炉にして欲しい。家を建てたいが、廃炉にならな

い限り不安で建てられない。 

 ⑤廃炉にした場合、電気が足りるのかと心配 

 ⑥将来子供達にのこせるのか、この土地を 

 ⑦お世話になっていて、急に白黒はつけられないんじゃないですか 

 ⑧廃炉の処理の行き先はどこに 

 ⑨そこで働いている人は職を失い、どうすればいいのですか？反対するばかりじゃなく

て、何か良い方法はないでしょうかね？ 

 ⑩年月がかかると思うが 7、今、やらなければ月日だけが過ぎてしまう 
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 ⑪ろうそくをともしても、安全であることを願っている。絶対に廃炉にすべきだ。 

 ⑫村の財源をみると㋐かも？ 

○村長が変わる度、方向性が変わらないように東海村の将来を考え廃炉に… 

○再稼働するには、多額のお金がかかるので再稼働はしないものと考えている。福島と切

り離して考えていいのでは、福島から東海村へ避難されてきた東電社員の家族の方の苦

労は続いています。子どもや家族が嫌がらせを受けたりしたそうです。そういった方の

話をぜひ聞いてあげてください。 

○世の中きれい事だけではやっていけない。東海第２原発があることによる雇用及び原発

からの収入も考えなければいかない。 

○廃炉にするのが一番安全だと思う。 

○３０年過ぎていれば廃炉にすべき。 

○発電量（出力）が小さいので、再稼働の価値は低い。 

○私の後輩がかわいそうです。なんとかして下さい。 

○再稼働しない理由はない。 

○ただし、第 3 者が入っての検査もなし崩し的に OK はだしてほしくない。 

○廃棄物処理などどうするのか？ 

○電気が足りているいま、原発はいらない。 

○してほしいということではないのですが、インフラ的にも産業的にも必要となるものか

と思います。 

○安全面についての技術の進歩を望みます。 

○研究は続けて欲しいと思います。自然エネルギーも万全であるとは思いません。 

○値段が一番安い電気がよい。 

○無い方がよいと思うが、それによりどんなデメリットがあるのか分からない。 

○災害の頻度、世論の動きからみて長期的に廃炉が妥当ではないかと思う。雇用の問題も

含め、地元企業と協議しつつ、解決していただきたい。 

○正直アもイも簡単に答えを出せないと思いますが、専門家の方々、地域住民、いろいろ

多方面の意見は配慮していきつつ、原発自体はもう東海村にありますので、今のままで

は原子力従業員の方々は、仕事も減り収入減等とても苦しいようです。 
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○廃炉にするのは当然の事。 

○原子力ではないエネルギーを発明する。 

○事故が起きたら、絶対避難はできず戻る事も住む事も出来ない事は、明白です。すべて

の原発を廃炉にし、自然エネルギー、再生エネルギーへの道に切り替えるべきです。 

○電力不足を補うには再稼働させるしかないと思うので安全管理をしっかりすれば問題は

ない。 

○廃炉にするのが絶対です。 

○安全が確保できればよいと思います。 

○いつか必ず、事故が起きる。国はうそつきだ。でたらめな日本の政治家、議員、村は国

からの金をせびるだけ（原発のある地区、市・町・村） 

○将来を見据えて廃炉、ゴミ対策を。 

○周辺人口が多すぎる（１００万人弱）もうすぐ４０年になる。 

○原発に変わる新エネルギーが開発されるまでは、利用せざるを得ないと思う。 

○なんだかんだと言っても東海村の主産業は原子力。これで生計を営んでいる村民は多

い。原子力反対と言って住むレベルの問題ではない事はお分かりではないでしょうか。 

○電気の無い生活は困ります。国力の為に原発必要です。たぶん… 

○火力発電だけでは、電力不足になる。 

○放射能を発生させるエネルギー施設は必要ない。 

○廃炉にするのは当然です。福島の事故の原因もまだ、すべて、解決していないのに無茶

苦茶です。 

○早期に再稼働を希望。村内の雇用・経済を守ってほしい。 

○住民が心配する事無く生活して行く上で考えていかなくてはいけないと思う。特に自

然、災害がふえてきているいま、東海村が二度の災害にさらされる危険度はたかくなっ

てきていると思う。 

○早く再稼働させるべき 

○もうすぐ４０年になります。現実的に再稼働は無理ではないか？ 

○運転を停止したまま廃炉にする。 
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○稼働後４０年までは、住民第一を常に考えながらしんしな気持ちで運転する。 

○長い間原子力が東海村を繁栄。質の維持に貢献してきたことは否定できない。無論安全

第一なのは昔も今も同じことでしょう。震災の事だけクローズアップしすぎているのは

考え過ぎでは。 

○今の世の中では再稼働ほしいと思う。 

○世間では（東海村内でも）原発の安全性などで騒いでいますが、このまま火力発電では

電力需給をまかなえるとはおもいません。仮に火力でまかなわれたとしても原料価格の

高騰等で電気料金の値上げを止めることもできません。夏季の電力を火力発電ではむず

かしくなると思います。現在でも全電化住宅の普及に力を入れているのに低価格かつ安

定供給をするには少なからず原子力発電も使わないとむずかしいと思います。バイオ、

風力、水力などありますが、安定供給できるようになるにはまだ時間がかかります。せ

めてそのような電力供給が普及するまでは原子力も使うべきと。 

○安全であれば稼働してほしい。 

○日本全体を考えれば再稼働すべきと考えます。安定した電力源は必須。もちろん安全

も。 

○廃炉するにしても再就職先を見つけてくれるのか？その家庭のことも考えてほしい。廃

炉にするなんて子供の考え方。 

○東海村全体を考え、雇用失業対策。村の活性化等を考え、安全対策を十分に行い再稼働

もやむなしと思う。 

○運転開始より４０数年経過した老朽原発ですが、国策企業故に再稼働するでしょう。地

域住民としては運転再開は反対です。 

○政府、村の安全審査のもとに、また電力供給の為に再生エネルギーで補給できない安定

した電力供給又は繁栄の為に。 

○日本という国は資源の問題もある事と思いますし、原子力発電所に頼るしかないと思い

ます。 

○東海村のため、第一稼働の原発である。 

○最終処理が出来ない。事故の責任がなされていない（東電ではなく国でしょう）（戦争

責任すらとっていない）核の半減期は何年ですか？ 

○原子力の燃料の処理がいまだに出来ない現状では廃炉にすべきです。安全はない。必ず

物は変化するし、壊れる。自然エネルギーに変えてください。 
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○再稼働して事故が起こったら東海村の住民はすべて死ぬだろう。ＪＣＯは規模が小さか

ったから２人の生命を奪われた程度で済んだと思う。発電については波力、風力、地

力、太陽光にすべきと考える。亡くなられた方は家族をはじめ、実に気の毒であると考

えます。 

○原子力は将来危険。地球が壊れてしまいます。現在の天候不順も人災だと思います。利

益ばかり考慮していて、遠い将来私達は年だから良いとしても、若い人はだんだんうる

おいのない生活になります。 

○原発のシステム自体が古いのに廃炉にしないのはおかしい。 

○原発そのものを無くされば安全確保むずかしい。安全技術は未だ確率されていない。 

○当たり前の事。しかし全て無くすことが現実にあり得るのか。狭い日本でどうするの

か。その技術を違った安全なものへ考えるべき。 

○原発はいらない。放射能は日本では全く必要ない。もっと自然エネルギーを。 

○自然災害によって、または老朽化によって原発事故が起きた時の過酷さ（現在の技術で

は人間の能力を超えていて制御し切れない）は福島の事故で十分分かっているし、使用

済み核燃料の保管や最終処分など考え得ない＝受け入れ自治体の特定」など無理＝など

課題が山積み。これ以上日本のどこにも原発はいらない。 

○ゼッタイ廃炉にする事。何があっても想定外といわれ、そしらぬ顔してる。何かあった

ら日本人はどこに住めばいいのか！日本中の原発はすべて廃炉。発電会社は何かあった

らどうするつもりだ！「ハラキリ」だけではすまない！ 

○①稼働年数が４０年に近い。 

②旧形である。 

③原子力発電コストは実質最も高い。 

④廃棄物処理技術、設備が未完。よりだから廃炉。 

○古いし、大地震がまたあるかも知れないから。 

○東海村には原子力に関わっている方が多数いて実際遠くへ単身とか離職の方を多く知っ

ていますので複雑です。 

○いつ起こるかわからない事故の為、今、関係者は生活苦となっている。住民の２／３は

関係者。考えるべきだ。 

○あまりにも難しい問題で軽々しく答えられない。 
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○再稼働はありえない！！ 

○年数が古い。避難は一同に絶対無理。廃炉後の処理はどうするか。 

○現在の福島県の様子を考えた場合、廃炉にして欲しいです。 

○原発のおかげで豊かな生活になりましたが豊かさより命が大事です。 

○地震があるたび原発が気になる。 

○絶対廃炉に！！ 

○再稼働すれば村に税金が入るので色んな面で助かると思うが、福島第１のことを思うと

簡単に OK とも言えない。 

○「核，クズ」の処理に４０年もかかる。福島原発の水処理も何回か問題を起こしてい

る。「もんじゅ」も検査不備で申請を却下され規制委員会が厳しく批判している。 

○廃炉にしても残処理に５０年位はかかる。大名さんは現在の第２原発の海岸沿いをご存

じでしょうか？ 国も東電もなにもしてくれない。福島の現状をみても、泣くのは住民

だけ。 

○日本での軽水炉導入は米国が戦争のための原子力潜水艦用原子炉として開発したもの

で、安全よりも動力源としての機能性を重視し日本に押し付けたもので、自主開発した

ものではなく日本のような地震国には設置してはならない。私はその観点から「日本で

の反対」及び１９７０年代の原発の危険性を訴えてきただけに「原子力神話」や「原子

力村」の勢力によって進められ、結果として起こった東電福島第１原発事故は今後も起

こりうると心配している。事故原因も求明されぬうちに再稼働を容認するなどというこ

とはもはや科学技術そのものを冒読する許しがたい行為である。 

○１日も早い再稼働を願う。電気代が上がり続けるのを止めるには再稼働しかない。何で

あんなに再稼働反対で大騒ぎするのか。福島の方々は可哀想だが、生活苦なので、公共

料金（特に電気）の支払いが辛い。 

○今の東海第２は廃炉にすべきだ。もう未来長くないんだから、再稼働しても今までの通

りと同じ働きは出来ないと思う。再生エネはまだ実用的ではないので不可。いっそ耐震

性にすぐれた新しい原子炉をつくってみてはどうか。 

○廃炉を選択するには、水力発電、太陽光発電、バイオマス、生ゴミ回収、共産党の活動

内容に加えて、全国に「もったいない精神」運動も行って下さい。 
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7． 農業の将来が心配されますがどう思われますか。   

（ご意見） 

○自給率の低下により日本の食糧事情はこの先どうなるのか非常に不安を感じる。日本の

農業は死んだと言わざるをえない。 

○大変心配です。私のような勤め人に何かできるでしょうか。 

○何をさわいでもどう変わる訳でもありません。農業で食べていく訳ではありませんが、

「農業は仕事ではない」と役場の人が言ったのには驚きました。ともにくらしてあきら

めるしかないかなあ。 

○大変心配しています。若者を待つのでなく、手のあいた人はどんどん加わる。 

○若い人たちでやる人がいなくなってるので、体験などをふやしたり、子供達にボランテ

ィアみたいのでやるのもいいのでは。 

○消費者が不安に思わないよう放射線チェック等を見える化にするべき。 

○村で補助している「にじのなか」を、もっと活用すべき。金だけだして手を入れないと

だめ。大変になると、すぐ村で手、金を出しすぎ。自力ですべき。ムダ使いしすぎ。 

○若い人が、農業に参加しやすくなるような政策が必要だと思う。 

○国全体で考えるべきこと。 

○個人経営から法人経営に移行するはずなので、農業法人への支援をお願いしたい。 

○自給自足できる体制作りが必要。地産地消の充実のやめの政策を考えた方が良いと思い

ます。遊休農地対策が必要ですね。 

○機械を入れないと仕事にならない。借金がふくらむ。悪循環である。若い人が、やって

みたいという魅力が必要だと思う。 

○もっと若者が積極的に農業は楽しいものなんだぞと言うアピールをした方がよろしいか

と。 

○米作農家の人達が高齢になり、農家を継ぐ人が減少し、これからの農業が心配です。Ｔ

ＰＰも反対です。 

○ＴＰＰで滅びる。 

○茨城県は北海道に次いで生産№２で、特産物は多くあります。コマーシャルを上手にや

って、農業で豊かに、生活できることを証明していくことですかね。 
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○生活のもとである農業形態は様変わりした。対策は追いかけていくだけ。変わっていな

い「農地法」を見つめ直しては如何が。内外の先進地にも目を向け、又隠れた特産品の

掘り起こしなど、味のある日本の農を見直す知えも出してほしい。古来のものを化石化

させないために。 

○国の農業政策の転換が必要。農業で生活できる保障がないとだめ。 

○後継者が不足して、今後農作物の自給率が下がるのではと心配。また、農業で生計が維

持できるような体制にしないと、農業をやる人がいない。 

○村内の農家をみると、金持ちが多いようにみえる。広い家、立派なヘイ、その庭。 

○農業はしてないが。農民の（少耕作者）の立場を考えられないのかな？高齢化対策な

ど。 

○若い者が参加できる様に会社組織にしてはどうか。農家は老人２人暮らしがふえてます

ね。 

○現在でも少ない状態だと思うし、全てが輸入だよりになるのはダメだと思う。自分の国

でまかなえるよう支援等少しでもやっていくべきだと思う。 

○高齢化の為農業が出来ないと言って、住宅が増えている様ですが、これはまちがいだと

思います。農業委員会は何の為にあるのでしょう、疑問です。農地を残して、これから

の村の農業を考えて行くべきだと思います。 

○ものすごく心配です。安全面から輸入品は食べたくないので、農業に力を入れていただ

きたいです。農業に従事する方々を支援するか、もし後継者がいなければ、企業をつく

り農産物を生産するなど、農業に関しては真剣に考えたいです。 

○荒廃した田畑が目立つ。有効に活用する手段を講じるべきだ。 

○自国で生産できるものは輸入しない。 

○農業をする人達が、かけがえのない生命の維持を担っているのに…その労働が報われる

よう支援すべき。地産地消、自給自足へ確実に変更することは、まだまだなのか…な。 

○国の自給率をあげるのが、いいとは思うが。政権は、バラマキだけで、根本的なことは

何もされていない。 

○担い手がいないという構造的問題は今後も変わらない、むしろ進む。遊休農地の大規模

利用をうながすため、農家自身が変わらなくては、日本はほろぶ。農地を貸し、生産を

起こすことにより田畑の価値があがる。農家人も経営者感覚が必要。グローバルに考

え、世界に打って出るくらいの気を持て。 
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○後継がいないので仕方ないが、育てる制度もあいまいだと思う。大変だけど、収入はこ

うだとか、具体的にアピールすべき。土地の所有問題もあるし、難しい。 

○東海村の農業は閉鎖的に感じる。もっと県外や村外の方を受け入れたり、農業をやりた

い人への支援が必要なのではないか。（住宅・農地の補助） 

○農業従事者の高齢化、後継者不足＊＊＊「農業やりたい！」そう思える、魅力ある「農

業」という職業を＊＊＊ 

○食生活の多様化により、米を食する人が少なくなり、生産者も米が売れないとボヤイテ

いる。農業者の高齢化が進む中で、将来が不安である。若者が安心して農業できる体制

を、行政指導でやることも必要ではないか。世界的な食糧危機が来る前に一考すべきと

考える。 

○本当にそれが現実的にならないと思うので、心配しても仕方がないと思う。もし本当に

食べるものがなくなったら、日本も当たり前のように、強盗殺人をしてまでも食糧を求

めると思う。 

○今後はイオン等が自社製として供給するような流れになりそうと考える。その労働力は

どうするか分からないけど。（海外からひっぱってくるなど） 

○農業をやるにも、一般の会社員と同じように、厚生年金や最低賃金のような制度をつく

ってあげれば、農業をやりたい人が増えるのでは！？ 

○いいものを作っていただければ購入します。国産にこだわる人は少なくない。 

○干しいもや米以外にも特産となるものを開発する。若い人々にも魅力が持てる政策案を

考える。 

○虹のなかのような産直場所をもっと盛大にやるべき。イベントのときは混んでいるけ

ど、平日はガラガラ。人件費などもったいない。 

○輸入に頼るしかない。 

○放射能を受け続けるのが心配。 

○分からない。 

○農業と雇用、失業対策など結びつけられるといいです。 

○高齢者が大半を占めているので、先がどうなるか不安です。田・畑が耕作されていない

ところが増えてきている気がします。若い人には、農業ができなさそうに感じます。 

○職業として成り立たないと、若い人が農業につかないと思います。 
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○高齢化及び後継者不足の解消から。農事法人による大規模農業の実施が必要と思いま

す。田、畑等を農事法人に預け、大規模化を目指すことで、そこには若者の就職先とし

て、受け入れ体制も作って行ければと思います。 

○農業だけでは生活出来ず、若い人の気力が無くなる。 

○輸入に頼らざるを得ない状況がより一層増える事は、とてもリスクが大きいと思いま 

す。 

○経営者不足があると思う。農機具のレンタル制度はどうですか？ 

○少子高齢化社会が進み、後継者の減少して居る現在、農業の企業経営が考えられ適切か

と思われます。 

○一消費者としては、少しでも安い農産物を入手したいが、現在の後継者不足などの問題

を考えると、農政に何らかのテコ入れが必要だと思う。消費者も農家も安心して暮らせ

る農政を期待する。 

○個人経営から企業経営へと移行させてゆく方がよいと思います。 

○これまで優遇されすぎていたのでは？元々の土地の者でもない者にとって農業に関わる

人、昔からの農家はうらやましい部分があります。 

○福島第１の事故後、一部の外国で本県ふくむ周辺県の農産物（水産・畜産物ふくめ）の

禁輸は妥当。GM作物の不安。TPP でわからないうちに入ってこないか…。地球温暖化

に対応した作物・品種の作付に対しての何らかの政策が必要。また、その研究開発に対

しての資金援助等要。 

○法人化していく。 

○大変心配です。 

○農業で本当に暮らしていけるのか？ 

○小規模（企業）業者を応援したい。 

○妻の実家も農業をやる人がいなくなり、田畑の管理が大変です。新宅に若い人が大勢い 

 るのですが、誰も農業には目も向けません。 

○ヨーロッパの農業及び食文化は参考になると思います。スローフードや加工食品の生産

等、農家の努力が足りない。補助金だけではいずれ農業は破綻するでしょう。 

○高齢化に伴い、農家が減少していく世の中になると思う。又新たに農家をやろうと思う

と収入が少なく、安定性がないため、やろうという人がいなくなると思う。 
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○農家も自分で生きることを真剣に考えて欲しい。商・工業者は、他人の力を借りずに、

皆頑張っている。今迄、農業者は、JA や国の力を借りてきたため、一人歩きが出来て

ない。農業も自分で生きることを考えて下さい。 

○農業関係者は、今迄さんざん特別な恩恵を受けてきているはず。農業者以外の住民が心

配する必要はない。 

○抜本的に採算のある施策を期待します。 

○海外から―外国からの輸入品。家が多く建って、畑がない。将来食べるものが、たりな

くなったら生きて行けないと思います。まずい。～あと 50 年後～の人々。 

○わかりません。 

○土地・水田はあるが機械もなく、技術もない人への支援をしてほしい。 

○これからの農業はどうなって行くのでしょう。若い人は農業は嫌いなようで、今仕事を

している人は、皆 65 歳以上の人達だと思います。原発があるのも不安です。 

○後継者がいないと将来が心配です。農業だけでは生活水準も向上できない現状では無理

ないかと思います。個人でも皆で共同体の大きな組織としての農業ではどうでしょう？

休日も取れ安定した収入、また外国との競争にも対応できるのではないでしょうか？今

の農協の体制では無理と思いますが。 

○兼業農家を支える老人が亡くなれば、土地の集約が必然的に起こり、その後農業は活性

化する。 

○バター問題があり、農業だけでなく酪農家も減少している様で、（東海村にいるかは不

明ですが）行政の支援が必要＊＊＊なのかと思うが、若手の育成が難しいんだろうと思

う。単純に嫁ぎたいと思わない。なので勝手な意見ですが、日本（又は茨城）の自給率

は心配であるが、農業をやりたくないと思う人がいるのは確かなので、仕方がないと思

う。だけど、中国産は買いたくない。 

○心配するだけで何とも出来ません。ダルマです。 

○福島の汚染水による水産業の方が心配です。 

○他業種からも参加できる形に。現在の農業委員会は意味がない。 

○村で力を入れてほしい。 

○集落的法人化。 

○収入が少ないので村・県が保障して、生活出来る様にすべき。魅力ある農業にお願い。 
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○小規模農家は（農地を）手離す勇気が必要と思う。大規模経営者に農業生産をまかせる

べきです。 

○しかたがないと思います。 

○近所に農家の若い方がいるが、ハッキリ言ってニート？に近い気がする。畑は年寄りが

ほとんどやっている。その先はどうなってしまうのか？この様な青年を孤立させてはま

ずいと思う。村で何かの対策が必要。教育をするとかコミュニティーの場をつくると

か、家にこもらせないしくみが必要だと思う。農家のあととりのグループを作るとか、

集めて会社組織にして運営は上がやって個人でサラリーマンの様にできる様にすると

か。ムリなんでしょうかねー。このままだと土地は沢山持っているが、あれていく、親

は死んで、一人身の周囲と関われない青年のみになり、あまりいい方向にはいかないで

しょう。 

○米の値段と消費。 

○昔の方々が開拓して広げてきた田畑なので、荒地にしない知恵を探し出すのが良いと思 

う。 

○原発の為農業はやってられない。 

○農家への補助が多すぎる。 

○後継者がいない。 

○作物を作るより買った方が安い。農地をもっていても税金を払うだけでジリ貧である。 

○地域で生産されたものを食べるようにしている。有機栽培や、若者の農業就労に助成し

てほしい。 

○後継者がいないのが心配。近くの田畑はどうなるのか。 

○継ぐ人が減ると、自給率がどんどん下がる。それを補う為に食品を輸入すると、某国の

何が入っているかわからない物を食べないといけなくなる 

○古来、森林大地を潤し、万物の生命を維持してきた瑞穂の国の形が大きく変わろうとし

ている。国はやる気のある人（認定農業者など）を祭り上げ、大型化を狙った農業経営

を推し進めようとしている。私のような小規模農業者は切り捨てられる運命にあるの

か。まして、７３歳を過ぎた老齢者にやる気を出せといわれても無理な話しだ。絵に描

いた餅のような稚拙で姑息なガバナンスに幻滅を覚える。後継者対策の方が先決ではあ

るまいか。 
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○放棄地にならない様、村としても早急に対処してほしい。耕作者は年々高齢となり、ど

うすることも出来なくなる。 

○ジャニーズが農業する TV 番組が人気だったりするし、農業に興味がある人間は一定数

居るのですよね。そのような人が参入しやすい環境を作れば、いろんなことが変わって

くると思います。 

○次世代の人達も将来が見通せる様な！！＊＊＊農業。安心して口に入れられるものを作

っていくことが大切では！！他国からの輸入にたよっていては食の安全が保てない。 

○将来先が見えない。自国の食材は国民が守ることが大切。農業そのものが続けられな 

い。 

○休耕地の活用をする。あとつぎの問題を解決する。 

○後継者の問題。 

○私達も年なので、どうしていいのか分からない。子供たちは無関心。あてにならない。 

○やる人が居ないからしょうがない。 

○若者の農業ばなれ、一番の問題は少子化です。１人子時代、この時代にしたのは国で

す。大手企業以外で働いている人は共働きです。生活ができないとか、子供をつくった

ら大変とか、色々考え農業だけでも生活できる様に考えて欲しい。 

○休耕地を、農業をやりたい人に貸し出しては・・・。簡単な手続きで、借りたい人に貸

せるようにしては・・・。 

○１０年後は間違いなく、耕作放棄地がかなり多くなる。農業公社を設立し、各戸に作業

委託を引き受けて派遣するなど、少人数農業法人化を進めることや、支援するシステム

をつくるべき（実施あるのみです） 

○農業等の安全をきちんと考えた後継者の育成が必要。 

○東海村内で畑や田んぼを活用している様子をみかける。どういった状態を心配されてい

るのかわからない。 

○農業の法人化、そして複数化。 

○農業をしてくれる若者を育てられる環境が必要。 

○若い方々が魅力をかんじられるような仕組みになり後継者が増えると良いと思う。 

○一生懸命働いても収入が低いと続けていけないと思う。 
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○食の安全も大切だが、農家での収入、仕事をしようとする人が、少ないのはつらいとい

う現状を見ている人がたくさんいるから。 

○私の地域を見てみると専業農家、数世帯です。しかも、高齢者であり、後、数年で出来

なくなります。世界を相手に対応するには、根本的に考える必要があります。 

○若い人に農業を知ってもらう必要があると思う。会社勤めがいいとは限らない。 

○経費の方が高く。 

○実家が農業で、もっと安全な事を PR して欲しい。 

○農業は野菜を育てる事が大切な事だと理解してます。若い人達が農業を進んでする事が

望ましいのですが、大人がそれをどう理解させるかが、むずかしいかも知れません。 

○私は農業にたずさわったことがないので、勝手な考えかも知れませんが、個人や家族で

農業するのは、時代に合ってないと思います。大農地を企業で所有し、社員として働く

ことで、生産性をあげ、収入も安定し休日もとれる・・・そういう風には出来ないので

しょうか。（ブランド果物などは作る所を別にしても）私は野菜が好きですが、外国産

よりも日本産、それも近県産のものの方が味も良いので、余程のことがなければ、農産

物は日本産を買います。日本の農業には頑張っていただきたいです。 

○観光をとり入れ県外からの集客をめざし方が良いと思う。 

○あまりにも大型化ばかり推進するのはどうか？ 

○農家への支援も必要だと思う。 

○その地方特有で付加価値の高い物に特化する等の方策が必要。 

○会社組織として、各個の田・畑は株数とする。従業員は極力地元の人とする。都市の人

間も採用する。 

○保守的農業体制では、少子化の中で立ち行かなくなる。若年層、高齢者の雇用対策とし

ても、法人による生産を促進する。規制・体制の緩和に取り組むべき。 

○心配していない。あくまで自助努力すべきです。他の産業と差をつけるべきでない。 

○あまり考えない。今は今。将来は将来。 

○農業製品の輸入に力を入れましょう。農家に対する保護は不要。 

○自立精神を失った農業に将来はありませんので、良心的な外国の農業に期待したいした

いと思います。 

○時代の流れだ！！ じょう！ 
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○ますます高れい者が増えるので、若い方は、農業等余り感心なくなっている今日この頃

だと思います。農業をするより子育て、自分（お嫁さん）の仕事、又、今の方は外食等

が多いと思います（若さがあっての事と思われます）。でも農業は大事な事と思ってい

ます。土地のない方には、村の方でどこか借り上げてください。子どもの教育にも良い

と思う。 

○見込みなし。 

○土地はあるが、作物をつくる人が少なくなってきてしまって。 

○東海村では大型化はできないので、施設農業を進めるとよい。 

○食が心配されます？ 

○野菜の値段が心配。 

○高齢者が増加、後継者不足。 

○農業はどんなに補助を出しても、今のように皆が毎日のチラシで安いものをおいかける

様な世の中では成りたたないのではないでしょうか。今も減反、減反で本当にこれでい

いのか疑問です。私は農業ではありませんが、ちょっとおかしいと思っています。 

○国の強力なリーダーシップが必要（農地・兼業農家をどうするのか）。 

○TPPで豊かに変われる。北海道の肉牛価格はオーストラリアとの EPA で上がってい

る。現実を直視すべき、それが政治の責任だ。 

○Inport  STOP。 

○村が農家に対して、何か、金に対して補償すべき。 

○農耕面積の面から付加価値の高いものを。新種の落花生等を Net販売等で増やす。 

○何がどう心配されているか、記載がないので答え様がない。 

○個人で農業では殆ど無理と思う。法人化推進要。 

○１４項（党への意見）にも書きましたが、日本の農作物の安全性を考えると不安です。

F-1 の種やネオニコチノイドについて考えて下さい。“知らずに食べていませんか？ネ

オニコチノイド”という本を読んで頂きたい。安全な作物を作る農家が増えて欲しいで

す。大量の農薬を使う日本の農業が心配です。神経毒性を持つ農薬は、子供達への影響

が心配です。カナダ・EU を見習うべきです。国民のほとんどが、この事実（日本は世

界で 2 番目から 3 番目に農薬が多いこと）を知りません。 

○米にたよらず、地産地消して行けると良いと思うが・・・。 
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○先が見えない。 

○農業をやる人が少なくなってきているように思います。少し心配。 

○利害なしで、大切な物を見極めてほしい。 

○若い人が農業で生活していけるような世の中になれば、若い人も夢をもって農業に活路

を見いだせると思います。 

○若い世代にひきつげるようにしてほしい。 

○専業農家が少なくなり、後継者対策が急務です。 

○早急の対策が必要。どの地区においても農業経営者が少なくなって来ており、農地が放

棄されるのが心配だ。 

○大変です。 

○地産地消、高品質（にじのなか）で、何とか維持できませんか。後継者については農業

の株式会社化、開放が必要です。 

○最近は休耕田している所が目立つので、是非この土地を何とか利用してほしい。 

○農業者の年齢も高齢化している。県南の方では、大分、企業とタイアップして農業を実

施している所がある。企業とのタイアップをしてはどうか。現状を議員さんが見てきて

ほしい。その前に農協の力の入れかたが、まったくない。一般会社ならば、すでに倒産

している。農協の改革が必須だ。 

○生産の前に、まず消費を是正した方が良いと思う。 

○東海村で心配されているのですか？ 

○特に心配はない。 

○農業の後継者問題を、なんとかしてほしい。 

○後継人がいない。 

○東海村産の生産品のブランド化をめざして、少しでも高く売れる様に、努力していく。 

○自給自足を目指して、農業の従事者を育成する。 

○若い方が興味を持ってもらえるような支援が必要。 

○自由競争がベターである。 

○若い人が、農業をする心になるようになれば専業農家が多くなる。 
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○安定した収入がなけりば農業を継ぐ人がいなくなる。 

○滅びる。 

○世界をよく見てください。 

○後継問題。 

○研修を定期的に行う。 

○再び米を主食にする時代が来るのではないか。 

○定年退職者（家族を含む）、若い人たちも誰も興味のある人を集めて「カンタンな○○

作研修」など開催し、家庭菜園～本格農家をめざす人たちなどクラス分けして教室を開

く。減反して空いている所を借りて、コメ作り体験をする。 

○消費者としては、出来るだけ安く、安全なものを口にしたい。国産のものを食べ農業で

生活している人の支えにもなりたい。輸入品に頼りすぎず、まかなえないものか？ 

○これからの人口減少と TPPの件もあるので、宅地などの税金を下げ、農業に力を入れ

るべき… 

○心配な農家は農業をやめればいいのです。農協を頼っていて自立できない農家は廃業す

るべきです。 

○地産地消も大事ですが、安全性、信頼性が高いというネームバリューでもっと海外への

輸出を推進してもいいのではと思います。 

○若者が農業に魅力を感じていない。でも、無ければ困る職業。 

○就農者の高齢化が進んでいる。若い人が就農したいと思うような政策があれば…安定的

な収入が無く、農産物の輸入化が進めばますます大変になる。 

○作り手の無い農地を集約化する（耕作放棄地に増税する等）。 

○自給率は国策で上げていくべきだと思います。 

○人出不足対策。 

○農業をする人がいないので、いずれ潰れるでしょう。農業政策が間違いである。外国に

負けるでしょう。 

○地産地消を原則に、農業関連の方々が兼業可能な仕組みを作っていくことで、長期的に

持続していける農業の体制が作れるのではないでしょうか。 

○後継ぎの人がいなくて、大変だと思います。 
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○農業従事者の高齢化。ただ、若者が農業でも十分収益を上げるような保障があれば別で

すが… 

○農業も個々の力では、限界があるので、ビジネスとして企業化して行けば良いのではな

いでしょうか。 

○会社組織としてやっていったらいかがでしょう？ 

○会社組織みたいにすればよい。 

○若い人たちに農業への魅力、意欲が持てるように、大人は導いていかなくてはならない

と思います。 

○農業従事者平均年齢が 70 歳以上。この状況はすでに異常。農業の将来？現状のままで

はどの様になるかは明らか。食料の供給（安定）は今後、誰が担うのか？人間は石油、

原子力エネルギー等では生きてゆけない。 

○農業は今までが優遇しすぎです。 

○国家破綻後、食糧の輸入が困難となり国内産の食料が見直されると考える。その時に備

えるべきと対応を今から進めていきたい。 

○自給率を上げる事が第一。その為には、後継者の育成と農家の財政的支援や保護、奨励

が不可欠です。TPPは絶対反対です。 

○全国的に第一次産業者が減っているので仕方がないと思いますが、ニートやフリーター

等、余りある人材を上手に使えればと思いますが… 

○後継者のいない農家と、これからの農業をやってみたいという若い人の架け橋をもっと

やっていけばどうか。東海村産の干し芋（ひたちなか市のような品評会とか）、地元で

ない、どこの干し芋がおいしいのか、情報を知りたがっている。いろいろアイディアを

取り入れていけば活路はあるのでは。 

○村独自で、20 代〜60 代のフリーター、またはパートの人に呼びかけ、やる気のある

「農業東海 K.K」のような形を立ち上げ、作物を販売する。そのことで、農業の後継者

と失業者を少しでも無くすことにつながればと思う。畑は、幾らでもある。プロジェク

トチームを作り全国に村の名を上げてみては。 

○高齢化が進んでいます。徐々に会社組織に集合する政策に変えていくべきだと思いま

す。行政が指導斡旋して早い時期に実施すべきかと思います。共産党の考えは? 
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○将来の農業に未来はない。あと数年で農業が出来なくなる人が多くなり、今の農家で

10 年後は農業が出来る人がいなくなる。若い人が出来るよう、会社組織にし、高率の

良い（田畑を広く）作業が出来るように集約してはどうか。 

 20 年後は食料不足になるよ。輸入も出来なくなる。他国の生活アップ。例・・・中国 

○農業をする人が少ない。高齢者だけのようで大変。 

○農業で生活が出来るように。 

○東海村の土地は、放射能まみれなので、東京以北の農業は長期低落傾向は否めない。そ

の事実を認識して、新しい事業構想が必要。 

○日本の食は、日本でまかなうように力を入れて欲しい。少々高くても安全で食べられる

農業にしてほしい。それで農家の方が生計が出来る。 

○後継者がいないのでしょうか？農地が荒れ地にならないように考えて欲しいです。 

○個人ではなく「企業」として農業を進めていけないのかと思う。 

○農業体験（若い人へ、学生向けに）等を通じ、早いうちから将来への選択肢として意識

をもたせて欲しい。 

○農地として使用されていない土地の有効利用を考えてください。 

○後継者不足というより皆無と、農業者の高齢化によって農業はダメになるでしょう。 

○農業に接する事が無ければ農業に対して興味を持つ子どもたちもいなくなり、将来的に

農業を職とする人がいなくなる。小さい頃からもっと農業に関心をもつような取り組み

が必要だ。 

○具体的な案はありませんが、専業農家、特に規模の小さい農家が生活できるような対策

が必要。 

○後継者不足、価格競争力不足、将来の補助政策の不透明さ、低収入といった農業の不安

定感が就農意欲をそいでいると思う。ブランド力や付加価値がついた農産物の創出促進

といった政策に力を入れて欲しい。（既存の枠組みでの補助政策は破たんしている。） 

○外国から買う。 

○若者の担い手が少ないので、心配だと思う。 

○若い世代の人に、農業に対する意識を持たせるための取り組みを行う。 

○もちろん、農業のあり方を食の安全を含めてしっかり考えるべきです。 
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○農業はとても大切だと思います。太田市のように若い方を（学生）巻き込んで共に作り

だして行かなくてはならないと思う。 

○TPPにより輸出のメリットが受けられます。政府は農作物の生産割合を廃止し、海外で

市場が得られるよう、後押しやサポートが必要になると思います。また、農家の人、好

条件で太陽光発電の権利を得る等にたいして収入の保障につながる対策が必要だと思

う。 

○もっと地産地消に貢献できるような補助を増やす。農業の担い手の育成に力を入れる。 

○心配です。作ろうとする思いを十分理解してほしいし、何でも安ければ良いという物で

もないと思う。 

○同じく、心配。 

○若い農業者が少ないかな？ 

○東海村の農業に対して知識がないので、よくわかりません。農業について知りたいと思

います。 

○自給自足をある程度国が支援すればよい。農家が国のために働いてはいないけれど、食

物のことを外国にたよりすぎている。 

○農業をやりたい若い人がいないのでしょうがないような気もします 

○此の頃、田畑がへり、将来日本の農業はどうなるのか私が心配しても仕方がないのかな

と思います。 

○食べるだけは全国で（日本の物）を作るべきだ。 

○個人農業の大変さを思うと、企業農業になった方がいいのか。土地所有など問題はある

と考えますが。 

○どうすればいいのか、具体的には？、輸入だけに頼るのはダメ。国内生産が必要。 

○わからない。 

○農業についてはわからない。  

○農業の魅力を感じさせて、後継者を育てる。 

○我が家の近所には若夫婦がガンバッてます。 

○農業への参加をしやすくする。 

○自給自足の時代が来ると思う。 
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○やる気のある方に援助して、たくさん栽培してほしい。地産地消でこちらも購入しま 

す。 

○若者で跡取りの人が居なければそのまま畑や田んぼはただの雑草になってしまって、無

人の家みたいになってネズミ、モグラだの動物のいたずら等に困ってしまう。 

○新規参入したくても（させたいと思ってはいないだろうが）できない業種でしょう農業

は。民間に委託する動き。私はそれで良いとも思う。 

○日本で農業をやっていく人がいなくなり、全部海外のものになりそう。 

○日本農業は死んだと言わざるを得ない。日本でしか生産できない産物又は世界で一番日

本産がおいしい物とかを生産すべきと思う。若い人が就農し、生産し、世界に対して輸

出するようにするのが望ましいと考える。 

○酪農を見てもわかる通りバター不足が今後も続く等、何か策をとらないと物価の上昇も

不足も抑えられないと思います。村内でも農業支援があれば良いと思います。 

○現在は農業経営して行くのは大変だと思います。とにかく昔風では体力も持たないし機

械化して行かなければ＊＊＊投資が大変でしょう。米とて外国から輸入して国土を休ま

せながら不合理です。 

○高齢なので農業が心配。 

○後継者不足は農業に限らない。 

○野菜がたかくなっているので少量でも栄養価の高い野菜を作ってほしい。 

○大変心配です。 

○この質問には誘導を感じます。どういう点で「心配される」のでしょうか。ＴＰＰなど

不安な面もありますが、他の地域では農業雇用・環境の改善（活力改善）も見られるの

ではないかと思います。 

○地産地消の考えを大事にして。「にじのなか」などで地元野菜の販売を強化していって

はいかがでしょうか。地元産ですが安心だし、何より新鮮でおいしいです。 

○小学校などで土地を借りて農業体験などを、１年を通してやらせるなどまずは、知る事

よりも体験させる方が後々興味を持ってくれるのでは？話や教科書だけでは覚えていな

い。 

○農業基盤を確立する政策がない。食の確保をどうするのかゼロベースでスタートすべ 

き。 
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○日本の食糧自給率は３０％近くだと言う。ＴＰＰで守れるのか。国際社会が協力して食

糧、燃料を分配することが出来るのか。未来の為にも最低限の食費を確保すべきと思う

が、対策案が浮かばない。最低限の食費は確保できる様な策を政府は考えてほしい。 

○国の対応により改善を期待する。 

○その通り。しかし今までの行政を見ていると良案は出てない。農家の実情に合ったこれ

なら何とかやって行けるかなと言うところから手をつけていくべき。話を良く聞くこ

と。 

○農業をやる方への支援をくふうすべきと思う。売れればいいだけの薬使用の野菜では困

るが、これからの日本に農業は大切。生きるための一番の基本で、そこに力が注がれる

ような日本であってほしい。 

○高齢が進み、若者は農業に関心がなく農業の魅力を、ＰＲをどんどんして若者に物づく

りの楽しさを伝えてはどうでしょうか。 

○若者が農業につけるような政策を食べていけるようなシステムを作るべきだ。 

○やれる方に田畑をかしてあげて作っていただきたい。 

○先祖代々の土地を手放す、又は賃与することに抵抗を感じておられる農家の方が多いと

思われ、村の計画が頓挫していると聞いている。しかし、農業従事者の高齢化は進んで

いることは明らかで、できるだけ農地を買い上げる、又は借りることに力を入れ、公社

化し、安心、安全な作物作りができるよう若者も取り込んでいく必要があると思う。５

年、１０年、もっと先を見据えてできるだけ早く構想を練り、実践していくよう願って

います。さつまいも、ぶどうの特産物の外にも東海の○○と言われるようまこの土地に

合った作物や花の選定も望まれる。個人的にはブルーベリーを推します。エゴマも良い

かも知れませんね。 

○自作を増やしたら良いと思う。昔にもどろう！進化し続けると地球が壊れてしまう！ 

○小規模農家では専業が無理なので、農地を集約し、大規模化し、専業農家を育てる。 

○すべてに心配です。 

○他国から物資、食品が入荷しなくなった場合は、必ず農業が必要になると思います。自

給率を上げて行く方法を考えてほしい。 

○竹林があり、竹の子、根が他人の土地に進入してくる。役場で持ち主に交渉して対処し

てほしい。 

○TPPの結果次第であると思います。 
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○水田の経営は赤字になるため、耕作放棄がますます多くなる。畑作についても高齢化が

進み、条件の悪い所は耕作しないため、環境が悪くなり、火事などがふえるのではない

か。 

○現状の小規模農業では、農家は自立困難です。農協が中心になり休耕地等を活用し、法

人組織化（会社化）し、みんなで英知を集めて、輸入品に対抗できる安価な値段で生産

すべきと思う。 

○心配です。 

○私は農業はしておりませんが、これ以上減田が出ないよう施策をしてほしい。 

○農業の将来が何により心配なのでしょう？ すべての業い（生業）が心配では？ 我々

老人は先が見えているので特に心配はないが、子供、若い人たちが夢を抱いていけるよ

うな魅力的な村政に期待します。 

○地元産の農漁産物を安全で安心していただきたいが、安価であっても健康を害する中国

産や米国産などの危険なものは食べたくない。農家も医療関係者、その他多くの人々が

TPPに反対しても、工業製品と引き換えに進めることで、ますます将来が心配である。

地元の農業、漁業、林業を育て、環境を守らないと、生活と健康の危険を痛感する。農

業○農協改悪一括法案は、利益優先の上、農協の金融・共済資金や食品市場を投資家や

企業のビジネスに移行させるものであり、輸入・輸出自由化と併せ、農業所得増とはな

らない。 

○村内からも外からも人を呼び込むべき。あちこちで成功している例をどんどんマネして

やっていってほしい。若い人に積極的にネ。 

○農業に従事している人が昔ながらの保守的、閉鎖的ではうまくいかないと思う。若い人

たち（特に女性の）考え方を聞き、受け入れていかなくては！ 長野県の例もあるよう

に……。長野県や関西に知人がいて、時々出かけるが、行政がアクティブで親切で、対

応が早く、とても暮らしやすい。同じ日本とは思えない。結局は、何事も人のあり方だ

と思う。 

○農業問題は農業分野で保護されています（自民党の系の組織です）。農業組合員が生活

に苦しくなって立ち上がる，意志気変化を待つ共産党の活動の一部に環境問題を取り上

げて下さい。 

○（村政では）今でも４本柱の一つに掲げられているのですか？情報がさっぱり分かりま

せん。 
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８． 安心して子を産み育てるために何を望まれますか     

ア 保育料の軽減  イ 学童保育の充実 ウ 学校給食の無料化 エ 就学援助制度

の充実  オ 義務教育費負担の軽減 カ 高校授業料の無料化  キ 少人数学級  

ク 産婦人科の新設  ケ 育児休暇制度の改善  コ 長時間労働の改善  サ 給

料・賃金のアップ  シ その他 

（ご意見） 

○子育てには時間もお金もかかるので、限られた資源の範囲内では少子化はやむをえない

のでは。 

○義務教育中学卒業まですべて無料。高校は勉学より仕事を選ぶ子、家庭の事情でいけな

い子もいるから高校授業料は無料化反対。中学卒業までの学力で人は充分生きていかれ

る。 

○預ける所を増やすのがよい。 

○本当にお金がかかるのは乳幼児や小学生ではなく大学生なので、大学も補助金が優秀で

ない普通の子にも出たり、全体的に学費が安くなるのが望ましいです。 

○出産から育児までの金銭的な負担は大きいと思う。今の現状では共働き状態で、周囲に

頼る人がいないとなると援助も限られてしまう為、働いていても安心して育てられる環

境を整えてほしい。 
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○共働きでも安心して子育てできる政策を望む。 

○全てがあてはまる。 

○教育の格差がなくなるように。家庭によって進学の選択が狭くなるのは子供にとって可

哀想。 

○両親が共働きで誰もみてくれなく、保育所も小さい子だと料金が高く、その保育所も待

機児童ばかりで、そのせいで共働きできず家計が苦しくなります。またそのせいで夫婦

が離婚し、シングルマザーが増え、女性の負担が増え、虐待が増えるのだと私は思いま

す。そうならない為にも、育てやすい環境づくりが必要なのではないでしょうか？  

●第 2 子・第 3 個への支援 保育施設の拡充（入所できない幼児がいる。） 

○テレビで４人目を産んだ方に１００万円お祝い金出している県があります。産んだ後実

家に帰れない、色々問題がある方をフォローできる制度、施設等があれば安心かな。 

○子供（学童を持つ家庭）を安心して預けて働ける若い世代のバックアップの充実。 

○子を産み育てるために良いと思われる事は全部取り入れるべし。子の将来に夢が持てな

ければ出生率低下は続く。政治の方向次第である。 

○保育料をもっと低くしてほしい。 

○高校無料化は不要。子どもへの安全確保（不審者、いじめ）。親になるという、親とし

ての教育。パート先を増やす（小さい子がいる家庭は、わずかな時間しか働きたくても

働けない） 

○医療費助成、学校給食の米飯無償など、中学校卒業までは充分補償されていると感じる

が、その後高校・大学と教育費が増えるので、多少なりとも支援して欲しい。切り離さ

れたように感じている。自立までの支援をお願いしたい。 

○子どもが居ても安心して働ける環境づくり。待機児度はゼロにする。 

○若い世代は収入が少ない。共働きを支えたい。 

○現在は、小さい子のあらゆる支援は充実していると思います（支援金や医療費など）。

でも本当に大変なのは中学生からです。 

○マタハラは日々、増えていると思う。育休明けに安心して復帰できる職場であってほし

い。 

○出産、子育てに必要な収入がなければ、結婚はおろか出産も出来ない。それには、安定

した収入を確保できる正社員化、ある程度の年功型賃金が必要かと思います。（子育て

は教育費だけでは済みません） 



77 

 

○小学校附設の学童保育の時間をもっと長く！保護者の手をわずらわせない運営にしてほ

しい。（仕事があるのに負担が大きい） 

○保育園が少ない。待機児童多すぎ。働きたいのに働けない。 

○全部ですが、しいて言えばです。 

○男の人の育児講座なんかあればいいと思う。 

○子どもにお金がかかりすぎる。 

○東海村には産婦人科が無い。 

○小さい時は、あまりお金はかからないけど、中・高になると金額がかかるので、そこ

を、どうにかしてほしいかな？ 

○今よりよくしてほしいです。 

○高校・大学の授業料が高すぎる。 

○子供が出来る程教育費負担が大きく、出産ひかえる。 

○保育所の入所条件の緩和。幼稚園での給食。 

○分かりません。 

○支援の為の軽減や無料化は、低額所得者を中心に、中学生の義務教育迄とし、高校生に

成長すると人生計画が確立し先が見えて来る頃で、それ迄は子育て支援が必要と思われ

ます。 

○自分は未婚なので余り縁が無いが、色々な課題があると思う。東海村は子育てがしやす

い村だが、取り組む課題はまだあると思う。 

○子は宝、これまでに作った借金を、子・孫世代に生まれながらに背負わせるなど言語道

断。自分達の世代の問題は、自分達が生きている間に解決してほしい。 

○若いうちに子どもを生み育てられる環境、労働環境（非正規では婚活どころではない）

ばかりでなく、若者が安心して子どもを生めるようにしないと、高齢出産になってしま

う… 

○安心して（子どもを）あずけられる公立の保育園（保育所）自体がないからでは？ 

○教員のレベルを上げる。 

○貧しくても高校位までは、誰もが教育を受けられる様に。 

○ヨーロッパが参考になるのでは。日本は子供を育てるのに金がかかりすぎる。 
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○今のままで良いと考えます。 

○働きたくても子供をあずける施設が少ない。又、受け入れる施設が少ない等の問題があ

ると思う。安心してあずけられる、又、受け入れてくれる施設があれば若い親たちは働

ける。 

○学校給食の無料化、高校までの無料化を望みます。働く者がいなくなったら国はおしま

いです。 

○娘がいますが、教育と給料を考えると産めないとよく話しています。孫すら抱けない未

来はなんですかね。 

○若い人たちが安心して生活できなければ、子供を産み育てることも不可能だとおもいま 

す。 

○妊娠するまで働いていましたが、つわりが辛くそして残業の強要、業務負担の改善がさ

れず退職しました。育児のしやすい環境や支援はもちろん大事ですが、女性が活躍して

いく場の改善も必要だと思う。 

○少年犯罪の厳罰化（極刑も含む） 

○保育料はこれ以上軽減すべきではない。なぜ、夫婦で１０００万円以上の収入があるの

に、一部負担なのか！０歳児、実質１５万円近くなのに半分とってない。ある意味、金

持優遇。 

○日本で子供を産むなら、お金をものすごくかせがないとムリ。しかし、かせぐと子供と

の時間は少ない。そのくりかえしになる（通常は）。学童保育も質のよいものにしてほ

しい。そして何カ所から選べるようにしてほしい。病院がないのにどうやって産む

の？！保育料が高すぎ。払ったら家計に回す金がない。トントンになってしまう。とん

でもない国。何の為に働くのか！ 

○育児を担う親（特に母親）のサポートをする社会環境を整えるべき。 

○すべての環境改善が必要。 

○働きたくても保育園に入れない。特に子どもに食物アレルギーがあると断られることが

多い。 

○近所との付き合いが持てる環境も必要だと思う。何か起きた時に助けになる。 

○共働きの両親を持ち、私も実際に１０代から、今現在まで、３人の子供を持ちながら職

業を持って働いて来ましたが、一番たいへんだったのは、子供が病気をした時に、保育

所に預かってもらえなかったことです。 
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○不妊治療費の補助の拡大。 

○母子・父子家庭が増えている中、保育園、幼稚園等で、午後６～７時頃まで預かってく

れると非常に助かる。 

○すべての児童に平等な教育を制度化してはしい！！「子供の幸」を守らずして未来はな

い！！ 

○６ヶ月の赤ちゃんがいますが、金銭的に苦しいと子育てが大変だとおもうことがある。

（おむつ代・ミルク代・服代など） 

○高校無料化は反対。何もかもただでは、何年か後にむりがきます。お金はちゃんと取っ

た方がいい。ちゃんと働けば生活するお金はあるはず。 

○今の時代子供を二人以上いたら、生活出来なくなる人が多く出ると思います。少子化が

すすんでいる今、安心して多くの子供を産んでも生活出来るよう、日本で一番安心して

生活出来る東海村を作って下さい。東海村に行けば結婚も、子供も沢山産んでも生活出

来るといわれるように。 

○子供を何人か欲しいが、教育費が心配。お下がりが使えるようなものは、全員購入しな

くてもよいと思う。 

○現在は、生活のためには働かなければならない母親が多いが、保育所の問題で空きが少

なく、思うようにいかない。又、収入の差が教育の差にもなってしまう。教育費だけで

なく、医療費等でも無料化の幅を広げる等助成すべきでは。 

○安くして財源をどこから持ってくるのですか？適当は当然です。 

○保育園の待機児童問題。あきらめていて、申し込んでいない人も多々いると思われる。 

○私は、まだ子供はいませんが、友人の子供がなかなか保育園に入れず困っていた。アレ

ルギーが原因で入園できなかったケース・・・。これからが不安です。 

○産婦人科が少ないことが不安。給料・賃金アップすれば楽になると思う。 

○中学や高校生の頃に、（できたら乳幼児）や妊産婦と触れ合う機会、赤ちゃんって可愛

いな、妊婦って幸福だなと、感じることのできる体験を、若い内にもっておく。 

○民間保育施設の増。病児保育の受け入れ。 

○どれだってほしいけど。現実問題、国のお金が大変だから、そこを考えて欲しい。 

○所得に応じた制度とすべき。 

○答えようがない。愚問。 



80 

 

○子供を作る能力がないので関心がありません。 

○マタニティーハラスメント企業への対策。自立精神の涵養（他人のお金に依存しない精

神）。悪徳企業への対策の確立。 

○保育所の充実。保育所数の増か。 

○何でも無料化、軽減はうれしいけれど財源が・・・。 

○高齢者への補助を減らして財源を確保。 

○私立高校も全員授業料を無料にしてほしい。 

○学童は、東海村は充実していると思う。その前の段階の保育園を低額料金にして働く人

を増やし、村の増税につなげる。難しいし、当面は村の出費の方が大きいでしょうが、

長い目で見て東海は暮らしやすいと思ってもらえれば、人口も増えて行くのでは…。 

○子育て中の全世帯に行きわたる支援が望ましいと思う。 

○教育者の待遇向上 → 教育者志望増加 → 教員倍率上昇 → 教員の質向上。 

○教員のレベルアップ。 

○学習塾。 

○東海病院に産婦人科の新設。 

○収入の少ない人達の給料、賃金をアップする。制度の充実は、行政の拡大となるから反

対。 

○パートでも産休や育休を貰えるのは知っていたが、会社の理解を得る事が出来ず、退職

となってしまった。 

○家事・育児・介護・仕事等女性の負担は増すばかり。社会全体の意識が変化せぬ限り、

出生率は増加しないと思う。 

○人口の減少で日本の将来が不安です。 

○ゆとり教育の失敗が、今ですね！学校は詰め込んで授業するし、毎日ドリルの宿題。

土・日もくり返しをやっています。土曜半日の登校はできないものですか？毎日、子供

にゆとりある生活をさせたいです。せっかく近くに公園できても、宿題や下校時間を考

えると、遊びになんて行けません。 

○子どもをあと 1 人、2 人産み育てる気持ちになるようにな、抜本的な国の大きな方針が

必要です。教育費と医療費は最低大学生まで無料にする。これはヨーロッパの先進国で

は当り前です。 
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○学校が思う問題と親の思う問題を話し合う場があれば良いと思います。モンスターペア

レントという言葉がある事もおかしいと思うし、ごく一部ですが教師の子どもに対する

セクハラ。もっと学校を親が同等で考えるべきだと思う。今は、親が上で先生は下。そ

んなふうに見えてしまいます。先生はもっとすばらしい人だと考えてもらいたいです。

人をうやまう気持ちを育てたい。 

○村内に産婦人科がないので東海内に必要。 

○上に掲載された条件全部該当すると思う。 

○安定職業でないと子供など産めない。また生んでも育てられない。親には一定の給料

を、子供には一人一人に対応した保育政策が必要だと思う。 

○若い人が職について、子供を産めなくなっている。例えば女性は３５歳頃までは働かな

いで、高年齢になってから働くなど必要。 

○娘は病院勤務で、2 児誕生後も仕事をしています。最低、協力者がいたとしても、母親

に負担（心身）が重くのしかかります。病児保育はあっても、なかなか利用するのも大

変です。「子も母も安心してすごせる」（仕事ができる）このことが一番です。 

○生まれ育ったふるさとを離れて来ている者が多い。しっかりと子育て経験した者のアド

バイスとか体験を利用する。 

○自分の子どもは、給料をもらうようになった。ぜいたくをしなければやっていけると思

います。でも、大学などでお金がいっぱい必要だった。 

○帝王切開にて出産したら、約６０万かかった。４２万のお金を頂いても、まだ２０万弱

実費だったのでつらかった。 

○孫にアレルギーがあるので給食の対応を充実してほしい。 

○父親の育児参加、家事協力なしでは 2 人以上の子供を産むことが、無責任につながりま

す。 

○ある程度収入があっても、支出の方が上回ってしまう。それなりに同じ支援、助成でい

いのですか。 

○産科は村に一つは必ずあった方がいいと思います。各種無料化疑問です。お金が無くて

も大学へ進学したい人などへ援助する方が良いような。 

○地域的に住宅ローンを抱える家庭が多く、その一方、働く女性の雇用先はあまりなく低

収入により家計への貢献度が低いように感じる。保育園は医療費や準備品でお金がかか

るためより低い保育料が望ましい。 
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○２０代で子育てしています。私たちの世代は就職氷河期を経て低賃金で子育てしていま

す。働こうと思えば保育園は待機。せめて村が運営する一時保育をもっと増やし、もっ

と低料金でやってほしい。1 時間２００円位だったら利用したい。そうでなければやっ

ていけません。 

○全て国にお願いします。 

○就職・収入が無ければ子育てが出来ません。 

○２４時間保育園を。妊活の補助（高齢妊娠、出産まで）体外受精など。 

○親の節約も大事だと思う。 

○保育所が一杯で入れられない。現状をまずは改善すべき。 

○今年から値上がりし、女性が仕事をする事が推進している中で逆行していると思う。 

○高齢所得者は無料化を除く。 

○国の政策が変わらないと無理。 

○生活力のある家庭は、子どもの教育費（塾、習い事等）にお金をかけられますが、母子

家庭や低所得者の家庭の子どもたちにも、無償で同じような、学習塾で学べる機会を与

えて欲しいです。（ボランティアの方とか） 

○「安心して子どもを産む」という意味がわからない。どうして子を産む事がキケンなの

か。少子化社会を問題にするには、他に理由があるのではないでしょうか。 

○まず、産婦人科で子どもを産むのにかかる費用はすべて無料にすることです。 

○お母さんがパートに行かなくてもお父さんの給料で生活できるようになれば良いと思

う。 

○二人目三人目を産みたくなるような補助制度や保育料の軽減、学童保育の充実がほし

い。 

○人口減でこれからは労働力に女性の力が必要になるのですから、女性が働きやすいよう

にした方が良いと思います。 

○子供が少ない訳ではないので、若い世代が増えているのに、東海村に産婦人科がないの

はおかしい。 

○育児に理解がある職場を作らないとダメかも 

○全てが○となるアンケートなので、「どれに力を入れて欲しいですか?」くらいの三択

程度にすべきです。⇒ バラマキです。 
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○返還義務のない奨励金のようなものがあると良いと思う。 

○仕事と両立できるようにしてほしい。 

○今の自民党政治では、ますます少子化、虚弱国の仲間入り。 

○ア⇒安くするより与える所を多く 

ウ⇒これよりもオの無料化の方が良いかも。食費は個人負担？キ⇒少人数よりも教師の

指導力の強化が先では？子育ては終わりましたが、上記の○を進めればと思います。 

○生活が苦しい分、年金暮らしの老親から働いて援助してもらえる家庭もある。老後楽し

む年金は孫たちにつぎ込まれるのです。哀れです。 

○イ⇒保育（幼稚園）の預かりの充実（母親が体調を崩した時などに見てもらえる所があ

ればと思う。 

ク⇒県内でも子どもが多いのに村内に産婦人科が無いのは不安。小さい子どものいる母

親が短時間でも働けるような場所を作れればいいと思う。 

○母子家庭で借金があり、授業料が払えず、子供は高校を退学した。 

○給料が上がらないと話がはじまらない 

○もっと子供が産まれる様に、3 人目 4 人目に助成してみては。 

○親が楽して、いい子は育たないよ。低賃金の方には応援して下さい。 

○これからの若い人は大変だと思います。若者が住みよい村にしてほしい。 

○高齢者ですので、意見はありません。 

○人々減少の中将来を見すえて村が存続するように真剣に考えた方がよいと思う。このま

まで５０年後、１００年後東海村があるのだろうか！ 

○とにかく仕事。仕事が無いと始まらない。母親には開けた支援を（すこやかハウスな 

ど）。 

○子供は居ないので望むことはありません。 

○近年母子家庭も増えてきているため、片親でも無理のない子育て、預け先の安心、安全

性など。 

○ある程度の教育費の低減は必要だが、何でも無料にすればよいというものでないと思

う。責任（親としての）自覚を持たせるには負担も必要。 
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○保育士、幼稚園教論、教育の待遇改善と未来を育む子供達のためにその能力を生かせる

職場の民主的改革と、その為の人材育成が重要。特に第２次世界大戦までの侵略戦争を

認めず,聖戦であったなどと美化し、皇国史観に基ずく国定教科書改悪や日の丸掲揚の強

制処分など軍国主義国家への道であって、決して認めることはできない。 

○ア・ウ・カ等は、保護者の収入割合で徴収すれば？一律ほど不平等はない。と思う。 

○保育所と学童保育の充実。 

○女性労働の軽減（家庭も含めて）。 

○現状はわかりませんが、保育園は足りているのですか？選択肢になかったのですが。 

○女性が安心して働くことのできる様な環境。 

○生活環境の安定化。治安の確保（交通関係、風俗関係他） 

○少子化・子どもを育てやすい環境と国は言ってますが、産婦人科は少なく数時間待ちは

当たり前。働きたくても保育園がない。保育園に入れたくても働いてないとあずけられ

ない。あずけないと働けない矛盾。サービス業が多い中、保育園も学童も土日は休み。

夕方も１８時半まで。これでどう仕事をして子育てしろと？無理です。企業は子育て優

先してくれません。病児保育も少なすぎる。 

○娘、息子の子育ての時代、学問・教育は大事です。孫たちが生活して行くうえで…。 

○村に産婦人科の設置を強く望みます。 

○雇用失業対策（自分の将来が見通せる安定感） 

○小さい子どもが居て働きたくても働けない専業主婦の家庭では、旦那の給料だけでやら

なくてはいけないので、少しでも負担が減ると助かる。 

○軽減、無料化の表現がありますが、財政状況を見せ施策の検討が必要。 

○生活設計を今の生活で、たてられますか？ 

○東海第２発電の廃炉。 

○共働きをしていた夫婦が出産、育児のために片方の収入だけになっても安心して子育て

に専念できる環境を作るためにも給料、賃金アップは必要不可欠なことだと思います。 

○近年母子家庭も増えてきているため、片親でも無理のない子育て、預け先の安心、安全

性など。 

○こんなにあるのに、どんな仕事なのかわかっていません。でも、子供を産んで、東海村

は子育て支援が充実しているように思いました。 
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９． 子どもの医療費助成について高校卒業まで拡充する自治体が増えてきていますが、 

あなたはどう思われますか 

ア ぜひ実施してほしい  イ その必要はない  ウ 分からない エ その他 

（ご意見） 

○分からない。効果のほどが不明。 

○助成の事ばかり思い、両親がしっかりしなくなってしまう。 

○高校生も収入がないので必要と思う。 

○所得制限が必要と思います。例として薬を市販で買わず医者にかかる。 

○実施すれば少しでも家庭や家計の負担がなくなると思います。 

○無駄に病院にかかる人が出てくる気がするので中学まででよい。 

○義務教育ではないのでその必要はない。 

○子供を複数持つ家庭に対してぜひ実施して欲しい。 

○助成が必要と思われるが、一律助成には問題ある。困窮者の為の助成として欲しい。 

○高収入の人は助成はいらないと思う。 

○何でもありはよくない。自身の努力で解決しなければ・・国に頼るだけの日本人はバカ

になるばかり。 

ぜひ実施してほしい

392人

61%
その必要はない

149人

23%

分からない

88人

14%

その他

14人

2%

ぜひ実施してほしい その必要はない 分からない その他
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○将来を担う子供の健全育成への対応は重要。 

○病気しやすいのは小さいうちだと思うので。 

○設問の子どもの医療費助成とは、無料化を意味するのかどうか理解できないので㋒を選

定した。 

○福祉の充実と財源の確保の関係を考えると、全過程でなくてもよいと思う。 

○義務教育までで充分である。 

○あれば大変助かります。 

○医療費助成は子どもだけでなく、平等に受けたい。 

○母子家庭でフルで働いていますが、やはり男性の収入にはとうてい追いつけません。 

○皮膚科などは治療により、毎週、しんさつ代、くすり代で約２千円かかります。 

○高校に関しては全額助成でなく、高額分のみにしては？税金が医療費助成ばかりに使わ

れるのは疑問を感じます。 

○高校卒業までは、チットやりすぎでは！その分、ほかにまわして・・・ 

○医療はあった方がよいと思う。子どものケガなど特に。 

○高校は義務教育ではない。その助成金は税金。税金は働く世代が出している。 

○賛成であるが、その為に今後税金が高くなるならやめてほしい。 

○高校生も子どもに入るので医療費は助成してほしいです。病院にお金がかかると、行き

づらくなってしまう。 

○自転車通学、部活動、交友関係が高校生は多い、広いため、ケガなども多く、ぜひ実施

してほしいです。 

○義務教育のみです。高校生への就学をしていない人との公平性から必要ない。但し、

８、の高校生の授業料の無料化が実施されるなら、実施してもよい。 

○若い人をもっと大切に、親切に。困って居る方が多いと思いますので。 

○義務教育ではないので良いのかと思います。あればあったで、ありがたいことかと思い

ますが、その他の必要な事にまわしても良いかと思う。 

○医療費助成は持病を持つ高校生迄とし、後は自立支援と思われます。 

○すべて平等に無料にしてほしい。 
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○親の収入に応じた負担額が良いのではないかと思う。親に安定した収入がある家庭とそ

うでない家庭を一律にするのは、不公平ではないかと思う。 

○子どもを育て、次の世代を育てるのが我々の生きる意味。社会をあげて守るべきは、高

齢者ではなく未来を担う子ども達です。 

○高校は公立でもお金はかかるので（学費以外でとくに）「奨学金」という名のローン地

獄に若者をおち入らせないで！！ 

○国も自治体も税金を取る事ばかりでなく、自分自身で稼ぐ努力をして、国民に還元する

努力をしてもよいのでは。色々アイディアはあると思います。 

○必要な事項であると思うが、助成する為の資源をどうするのかな・・と思うとヘタな事

は言えない。（まず増税を・・・と考えるのが政治屋さんの常だから） 

○東海村はおかしいので、実施はむりでしょうね。 

○中学卒業まででいいと思う。 

○子供の教育費が大変な時代、今の世の中は大学までも普通に受験するのが当たり前にな

っています。少しでも助成があればたすかると思います。 

○タダは人間をダメにする。少しでも良いから金を払うべき。 

○少しでも負担を減らして欲しい。又高校生で医療機関にかかる人は一部、是非支援して

欲しいと思う。 

○義務化されてたらすべきです。 

○自助努力するべき。 

○整形外科は外していいんじゃないかと。ちょっと足の調子が悪いといって、つい連れて

いってしまいますから。 

○体力が付いてきて、自己管理健康の意識作りが大切だから。 

○負担が増す。共産党が赤旗の売り上げで負担しろ。 

○一律でなく、収入に応じたシステムを作る。 

○出来ればそうしてもらいたいが、村のお金を考えれば難しいのかな。 

○税の使い方を考える事。 

○助成制度とは、いかなる制度でも家族にとっては助かるものです。大いに実施してほし

い。 
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○実施不可能だと思う。財源はどうするのか。 

○医療費の助成は、義務教育の中学生までで十分。高校に進学しない子供もいるし、本人

の自覚も出てきているので。 

○高校生まではぜひ医療費助成にして欲しい。医療費は本当に必要なので助かります。 

○高校に入ろうが、親の負担は変わらないから。 

○高校生ぐらいになると、あまり病気やケガも少なくなるので、助成しても負担にならな

いと思う。 

○直接答える立場でない。 

○そうなると助かります。 

○これ以上、税金が上がるのは反対。 

○するとすれば、年収に応じて措置とする。 

○原子力関連産業を復活させ、その財源で東海村の暮らしを良くし、東海村のアピール度

を増すように工夫してほしい。 

○そうなるととても助かる。 

○義務教育年齢までを拡充する事に財源を廻すべき。高齢者対策もあり、限られた財源を

よく考えるべき。 

○現状で十分。 

○子供は宝ですから。 

○税金が高くなると思う。 

○中学までが妥当と思う。 

○中・高となると行動動範囲も広がり、それに伴い事故やケガをするリスクが高まる。 

○子供のいない家庭に不公平である。 

○但し、不平等感のないようにしてもらいたい。 

○子供への健康教育も一緒に、将来の医療費減のために。 

○財政難の中、安易に助成や無料化はムダです。 

○高校生になれば身体も出来上がり、病院等にかかる割合も減ってくる。もし、支援する

のであれば、高額医療費等で十分ではないか。 
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○子供ばかりが児童手当や医療費助成はどうかと思う。 

○医療助成の財源はなんですか。村民の税金ですよね。高校卒業したら家族で引っ越し、

東海村には定住してくれない。美味しいとこどりですね。永住することをどうするか考

えて下さい。 

○医療の適正な利用を促進する活動をまず行う。 

○ ８で（給料・賃金のアップ）解決すれば良い。 

○当てはまる自治体に住んでいます。とてもありがたいです。 

○できれば実施してほしい。小さい頃に比べ、病院へ行く機会は減るので、財政に余裕が

のならば実施してもらえると助かる。 

○中学までで良いと思う。 

○高額所得者はどうするのか、境目について考えられないか。課題が多いと。 

○病気にかかりやすい小学生時期を助成していただけるのは大変ありがたいですが、高校

まで拡充してしまうと、他の予算からいただくということだと思うので、その分は農業

している所へまわしてほしいと思う。 

○必要はあると思うが、小児科医をふやすこと。 

○長女には男３人子どもがいます。子の母は、自分が体調が良くない時もがまんして、様

子をみます。誰も、親は子を優先します。せめて、子が高校卒業までは安心して受診で

きて、親もその分受診できますように。 

○アレルギーがあるので助成がなかったら負担が大きすぎる。 

○高収入家庭の病院のコンビニ受診は凄い（酷い）です！！ 

○医療費が高くなり生活が苦しくなる。 

○収入によっては助成して下さい。 

○親がダメになる。 

○勿論拡充してほしいが、税金面の心配がある。 

○身障者は必要と思います。 

○子どもたちそれぞれの世代で、どれほど医療費が必要となるか？また、世帯所得が分か

らないと何とも言えません。 

○高額所得者は除く。 
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○病気の程度によって負担を変えられれば、軽度のものは支払うべきだし、重度で長期に

わたる者は支援を厚く 

○どう使われているのか現状がわからない 

○イに近い。内容をもっと見直すこと。卒業後村外に引っ越してしまう制度は如何なもの

か？ 

○現状で十分恵まれていると思う。その分高齢者対策に回しては？ 

○東海村は、中学まであるので、とても助かりました。高校まであると尚良いと思いま

す。 

○義務教育までの１５歳（中学）迄が妥当。助成は本当に困っている人に向けられるべ

き。 

○これが実現できれば、とても喜ばしい事でございます。 

○お金がかかるからと、親の都合で病院に行けない子どもが出てはいけないから 

○高校生になったら自分で体調管理やケガの予防はすべきです。また将来、生活習慣病に

ならない為の食事や運動についての知識を持ったり、食事を自分で作れるようになる事

が大事だと思います。平等に住民が税のサービスを受けられるよう、水道料金を安くし

てほしいです。 

○エ⇒ やはり収入によってにした方が良いと思う 

○体を丈夫にする工夫をすべき 

○ア⇒ ただし税金を上げないで実施してほしい 

○子どもは国の宝ですから 

○自治体で差があるのはよろしくない。地域で生活のしやすさ（収入を含めて）に差があ

るので東京集中が起こるのでは？国として国のかたち（考えかた）をどうするか？とい

う話だと思います。 

○本当にその医療が必要か、只だから行こうかというのが多く感じる。薬だって却って身

体を悪くしているように見受けられる。本当に必要か見極めが必要。 

○家のローンと子どもの教育費と本当に苦しい生活です。そのうえ、冠婚葬祭と…病気を

して子どもを病院にも連れていけない家庭はどんなに悲しいか。 

○今のまま母子家庭のみで十分。なぜよゆうのある人に楽させて母子家庭の方を切りつめ

なきゃいけないのか。 
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○高齢者の中で問題になっている薬の処方し過ぎなど、医療（薬）に頼り過ぎるのはどう

かと思う。子どもの場合でも、ただの風邪なら処方はしない様な医者がいてくれたらと

思う。 

○中学生までで十分である。 

○子供は、大きくなればそれだけお金がかかる。 

○教育費の負担が大きい高校こそ、医療費助成で家計を助けて欲しい。 

○今のまま助成願います。 

○重病の方に応援してほしい。 

○共働きを思うと高校迄と思うが、高齢者とどう向き合うのか、自宅で可能ですか。 

○義務教育だけでよい。 

○①重度心身障害児（者）の医療・看護施設の充実・リハビリ施設の新設 

 ②重度心身障害児（者）の災害時の避難対策（例：停電時の人工呼吸器の電源確保） 

 ③介護者の医療機関での短期入院（レスパイト入院）を可能とすること 

○義務教育まで（中学卒）助成し、その後は不安と思う。 

○知人でご主人が倒れて無職になり奥様が高・中・小学生の 3 人を抱えて悩んでいまし

た。今は改善されましたが、子供達には温かい目を！ 

○我が家は母子家庭なのでほぼ無料だが、子供に優しく、なら そうすべき。 

○子どもが大きくなるにつれて大学、専門学校等でお金がかかる為、その時のたくわえと

して回したいから。 

○義務教育は高校までにすべきと考える。やがてなると思う。 

○医療費負担が減る事により教育費として使えるから。 

○国を背負っていく若者たちの宝庫です。ぜひとも教育費を若者の健康を見守ってやって

ください。 

○次世代へ期待するために応援して欲しい。 

○子供は国の宝。皆で応援したいです。大事に育て、応援したいです。 

○高齢者も含めて医療費は、今後右肩上がりで伸びていくと言う。今後の事を考えると、

高齢者までの医療費の上昇が必ず来るので余裕あると思います？ 
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○小学＋中学の義務教育期間でＯＫではないか。不幸にして高校に進学できない人とのバ

ランスが取れない。不公平だ。 

○財政状況による。 

○これから老人が増え医療費がかかるのに、だいじょうぶだろうか。高校卒業までは行き

過ぎで、もっと子育てを大切な時間を過ごすよう。 

○父子家庭、母子家庭の親の負担を考えてほしい。 
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１０． 消費税１０％への増税についてどう思われますか     

ア 反対  イ 賛成  ウ  仕方がない  エ 分からない オ その他 

（ご意見） 

○有効に使っていただきたいです。 

○大反対です。お金がある人には一般庶民の気持ちは理解できません。もっと庶民の気持

ちを理解すべきです。消費税８％→５％に引き下げろ。無駄遣いするな！ 

○要は、支出の見直し（末端の予算執行は緩い〈甘い〉、交付金の行方はノーチェック）

を密にして、公金の厳正な管理を行えば、２％アップは避けられるのではないか。 

○子供よりお年寄りが多いピラミッド型、どんどん若い人に負担がかかる社会になってい

ます。若い女性、もっと子供を生んでもらえるシステムを作らないと。 

○消費税廃止すべき。 

○税の使い道が納得できれば賛成。 

○削減すべき所を削減してからなら仕方ないが。  

○上げ幅の使途が国民の為に本当に役立つ方向に使われるか心配だ。 

○今増税したら益々景気が悪くなるので、今は反対です。将来的にはしかたないのかもし

れません。 

○増税に対してある程度理解しているつもりでいるが、生活が苦しいので増税は反対であ

る。 

反対 401人

57%

賛成 54人

8%

仕方がない 200人

28%

分からない 35人

5%
その他 17人

2%
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○赤字国債の増加は懸念するが、もっとたて割行政・議員数等ムダを大胆に排除すべき。 

○増税をしても、私達のせいかつに一つもプラスになる事がない。 

○本当にキツイ。賃金が上がらずして税金ばかり増える。 

○給料はあがらず、ボーナスはなくなり、転職も出来ず苦しくなるので反対としますが、

反対しても、むだなんでしょうね。 

○今の日本の借金の方が心配。たくさん負担し、多くの福祉をもらった方が公平感があ

る。不満も少ないかなー。 

○何に使われているか、はっきりしてもらいたい。 

○消費税が必ずしも福祉に使われるとは思わないから。 

○介護福祉の充実のためには、やむ負えない。 

○仕方がないのはわかるが、村、町、県、国に、そんなに議員だの役員だの必要なのか？

そこが分からない。行政は地域＝地方でやるスタイル。運営人員の削減がその前に必要

だ。 

○負担だけが増える印象しかない。 

○増税になったら、消費者全体がえらい事になる。 

○正直、生活は苦しいが、日本は消費税が低すぎたので、上げる必要はあると思う。その

分何らかの補助がほしい。 

○消費税を上げるのはかまわないが、税金を払っていない、また払いたくないという人の

考えを徹底して改善する必要があると思う。欧州をみならってほしい。 

○一般市民から税金をあげても、私たちは何の得にもなりません。偉い人たちはいいかも

しれないけど・・・。お金ないのに税金あげるのはやめて下さい。メリットは何かある

んですか！？ 

○絶対反対！手取り１００万円の人も、１０００万円の人も同じではやっていられない。 

○所得に関係なく、一定の税金を負担するのは仕方がないが、上限などをもうけた場合は

話は別。 

○日用品は税率下げてほしい。全部一律では不公平な気がする。 

○増税した分、物価を安くするとか、対策して欲しい。 

○今後収入が増えないので、増税されると、生活が苦しくなる。 
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○８％でも大変なのに、１０％なんてありえません。 

○しかし、ＴＶで見る私達の税金が、国の為になっていないのならば反対です。 

○但し、福祉の充実に全額、使われることが前提である。 

○年金者の事、国は考える必要大である。 

○８％でかなりきついです。 

○現在の８％でも生活が苦しいために、これ以上増税されたら、死活問題である。 

○これ以上増税させないで。 

○食品などには税のすえおきをすべきだと思います。軽減税率。 

○年金生活者の生活実態を考慮。円安が進む折、消費増税は反対です。 

○消費税の使い道を確実にはあくしてゆく事が大事です。 

○余裕のある所から取って欲しい。 

○毎日食べる食品もぜいたく品も一律に１０％なんて・・・ぜいたく品（ブランド品）や

家やクルマ１０％ならわかるかも。キャビアやフォアグラなら１０％でいい。 

○消費税がどこまで上がるのか不安である。 

○特に食料品などには無税にしてほしい。 

○現状の政治状況では、１０％も仕方がないと思う。国民年金の１０年以上収め制はかな

らず実施してほしい。 

○大賛成。１０００兆円の借金を返済することを真剣に考えるべきだ。 

○低所得者や少ない年金で暮らす人がいるかぎり反対、又増税を考えるなら法人税（減

税）の再開、高額所得者から徴収すべきと思う。 

○原資をつくるのに増税しか頭にうかばないバカが多すぎる。“バカ”というか、あたま

がいいのかな？（自分に大きな負担がかからない他、自分に自分からの利益がある様考

えているらしい） 

○年金生活の人は大変困ります。（お金のない人） 

○税ばかり増えても、少しもよくならない。 

○毎日の食料費には消費税はかけないで下さい。１０％という前に商品は値上がりしてい

て、また１０％を。生活しにくい。 
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○８％まででよいと思う。 

○とにかく物価高、公共料金の値上げ、生活して行くのが大変です。 

○２０％位にすべき。 

○無駄が多いけど、選んだのは国民。 

○昔、消費税反対とさけんでいた議員は死んでしまったのでしょうか？ 

○目的税（税の目的）が、きっちりしていればよい。 

○増税は福祉に充当でやむを得ない。 

○未だに国からおりてきているお金が使い切れないっていう、年度末のパパさん談議耳に

します。 

○日本の借金を考えると仕方がないと思います。 

○福祉に使ってほしい。 

○国の借金が多すぎて、にっちもさっちもいかない様なので・・・。カワセ相場にどんさ

かお金をつぎこんできた、はじめの方がとても悪い気がしますが・・・今さらながら。

でも、この件については大切な議論の必要があるのではないかと思う。 

○倒産が多くなると思う。 

○絶対反対です。８％になったので苦しくなり、１０％になったら尚更。 

○１０％への増税を上限にしてほしい。それ以上はムリ。数年後に１０％より上げるとい

うが、現在の時点でも生活が大変。例外の品目を設けてほしい。 

○生活苦のうえ、増税されたらどうしてよいか。 

○将来の子供にしわよせがいくので、今から１０％に増税するしかないのではないか。 

○無駄なことに使わないならば。（日本国民を差し置いて、某国への援助、殺人者への出

費、必要ない奴への生活保護） 

○税金の使途不明確。 

○８％でも非常に生活が苦しいのに、１０％は絶対反対。どうしてそんなに政府は金がい

るの？海外に出張すれば日本として、○○億円も助成するとか、あまりにもみえを張り

すぎる。又、ふるさと＊＊はいらない（金持ちのみ喜んでいる）。 

○今でも、物価高。働いて物を買う楽しさをうばう。消ヒ税あげるより、法人税、金もち

税をあげればよい。 



97 

 

○家計が圧迫される。支出が増える一方。 

○消費税は国会で議員の方々、みとめたことが始まり。正しい税の使い方もなしで、その

場その時で決めている。 

○くらしていけなくなるよ。 

○今の国のやり方は、格差社会を大きくしていると思います。今でも生活はくるしい方も

います。１０％になれば物が買えない人も。又、犯罪も増えます。治安を悪くしている

のは国なんです。働いてもお金ない。何のために働いているのか、よく聞く言葉です。 

○社会福祉に充当されることが前提。 

○今の財政難では１０％になっても仕方がないけれど、せめて生きていくための、最低の

保証として、食料品には税金をかけないでほしい。そうしないと、食べる物をきりつめ

て暮らして、いかなければならないから。 

○問題は財源の使い方である。 

○家庭的には反対だが、国全体を考えると仕方がないかと・・・。 

○増税した分の使途を明確にし、かつ、老後の生活が保障されるならかまわない。 

○増税するなら、同等に賃金アップをしてほしい。 

○税金も「ふざけるな」と思うくらいとられているのに、また負担が増えるのはゆるせな

い。 

○国の財政は赤字です。 

○仕方がないが生活がとても苦しい。 

○国会議員の歳費をぐっと下げる必要。 

○仕方がない様な、どうにかならないか・・・どちらとも言えない。 

○消費税１０％上げた所で、国のムダづかいで終わってしまい、国民は生活が苦しくなる

ばかり。 

○けれどなるべくやめてほしい。 

○その前に、国会議員や乱立しているばかりで主張に整合性のない政党を減らして。 

○増税前に賃金 UP 増税はその次。 

○１０％になる理由による。１０％に上げてその税が、国民に対して得になる使われ方な

ら OK。 
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○止むなし。 

○財政健全化も将来の子供たちのために急務。 

○財政を立てなおすべき。もちろんムダは徹底的に排除して。 

○みんなが買物をするので平等だから。 

○２０～２５％にすべき。 

○将来世代の為に社会保険制度を充実すべき。 

○但し行財政改革（言葉だけでなく） 

○食料品はそのままでいい。 

○２０％、３０％にしても、ムダをなくさない限り無理。増やした分ムダにまわる。 

○８％増税の時の将来（財源支出削減の改革）を、全く実施していない。アベ政権はサギ

師。容認できぬ！ 

○これ以上低所得者の人達は、毎日の生活に大きくかかわってくるので、せめて食料など

に増税は反対！ 

○人口が減少している中で、同じサービスを今後も求めていくなら、税の増はやむ得な

い。 

○税金の何の用途が不足しているのかが不明。消費税を増税しても、現在不足している部

分を穴うめするためというイメージが強いため、増税しても行政のサービスが向上する

とは思っていない。行政はもっと費用対効果を明確にしてほしい。 

○また、金持ち優先の世の中になってしまう。金持ちが、また世の中をダメにしてしま

う。 

○８％で良い。 

○金持ちから税金をとる有効な手段である。共産党が反対する理由がわからない。 

○先ず議員定数の削減（国会議員）。 

○他に削る事、所が沢山あること。行政等のムダなチラシやパンフレットも多く感じる。

高給取りである国会の皆様には、国民のくらしの理解が乏しい。お金で夫婦ゲンカす

る。このままでは離れてしまう。増税しても減税することはないから。 

○まずは無駄をなくし、本当に必要な所へ予算がつくようにしてほしい。 

○増税分は福祉・社会保障にあて、安心して老後を送れる事が条件と考える。 
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○８％になっただけでも大変。 

○日本の現状を考える、やむを得ないと思う。但し、食料品とか生活必需品については、

別途措置が必要。 

○消費税が up しなければ、高齢化社会をどう運営していくのか？介護に従事する人達に

感謝し、その方々の生活を支援していかなければ・・・。 

○海外生活したので仕方がない…とは思いますが、生きていく上でかかせない食品だけ

は、税率の引き上げを見送れないものでものでしょうか？ 

○本当にさくげんできるところは、他にないのでしょうか。もうないのであれば、日用品

など毎日の生活費は大変こまりますが、車や家などは 10％でも良いかな（仕方がない

のかな）と思う。 

○軽減税率の導入（すべての食料品、日用品）がなければ反対。 

○国の借金の早期返済の為。 

○税額の大小でなく、その税がどの様に使われるのか前提を示し、クリヤーな使い途を示

すこと。その上で必要なら増税もやむなし。 

○収入は増えず、景気を悪くするだけで、何ひとつ良い事はありません。高収入や、内部

留保でもうかっている大会社に応分の負担をさせるべきです。 

○オスプレイを買うのを止めたり、増税の分をまかなえる財源はあると思う。 

○高額製品、ぜいたく品の税率を高め、生活必需品は税なしとすべき。 

○８％でも生活がきついのに、また上げるのはよくない。議員給料の削減等で実施しても

らいたい。 

○アにしましたが、日本の現状（どうしてそうなってしまったのか）いろいろ考えるとわ

かりません。 

○条件付きで賛成。国会議員を含むすべての議員定数の削減の実施が、賛成する条件。

（例）東海村は４万弱の人口にもかかわらず、２０人もの村会議員がいる。水戸、日立

は２０万の人口に対し２８人程度の議員で運営している。村の議会報告を読んでも、内

容はかなりプアーなものもある。半減すべきです。 

○収入が年金だけの老人には苦しい。 

○外国ではもっと高い国がいっぱいあるように思う。政治家、役人と呼ばれる人が、お金

をもらいすぎているのではないかと思うことも。 
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○国の無駄使いを無くしてから考えるべき。国会議員も半数で充分である。 

○消費税を上げなくても原材料費をあげ確実に税収しているじゃないですか。それよりも

議員定数の削減が必要でしょう。日本は税金を月給の４１％も収めている現状です。と

りすぎです。その割に社会保障が全くされていない現実です。 

○デンマークとかみたいに医療費が無料とか、目に見える安心感があればいいけど、あが

るだけあがってならどうなのか？ 

○食料品にまでおよぶと、家計を圧迫してしまうので反対。 

○食料品にかけて欲しくない。 

○食料品はせめて増税しないでほしいです。 

○２０年前のバブル期のような状況ならまだしも、このような状況下では無理。まずは税

金で生活している人たちの脳内から考え直すべきでは。税金で飯を食っている人たちの

生活水準を下げるべき。 

○日本は税負担が低いくせに国民が高サービスを求め過ぎている。スェーデンのように高

サービスを期待するならば相応の税負担をすべき。ただし、低所得者まで負担を強いる

必要はない。１０００円未満の食料品は非課税とかにした方がよい。 

○ガソリン代や食費まで値上がりし、やりきれない。公務員の人数削減や天下り先の廃止

等、無駄に使っている部分を見直しして増税を止めて欲しい。取れる所から取っていこ

うと感じる。実際、３%～５%～８%と上がっているのに、何がよくなったのかわから

ない。ふやすなら今までの消費税の使い道やなぜこのままでは足りないのか、表などに

して、分かりやすく全国民に説明し納得させて欲しい。 

○生活出需品は低額に。 

○５％に戻してほしい。 

○一律ではなく食品など必要なものには消費税をかけない。 

○上がるでしょうから、仕方ありませんね。ただ１０%は正直負担は大きい。 

○苦しくなる一方。 

○その代わり財政が苦しいからと今あるサービス等を無くさないでほしい。 

○増税は購買力（マインド）のこれ以上の低下を招くことになるのでは。 

○国民一人ひとり、いや皆さんが生活して行くのですから仕方ないのではないでしょう

か。 
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○増税されたことで、親の都合で病院に行けない子どもが出てはいけないから。 

○１０%の消費税は大きい 

○財政赤字が１０００兆円を超え、改善する必要があると思う。同時に支出の削減と経済

成長戦略が必要になると思います。財政の無駄をなくしてほしいです。また、経済成長

の為には原発は必要かと思います。 

○地価が高いのでなかなか求める事が出来ないのに１０%になったら、家を建てる事も出

来なくなってしまう。 

○これ以上、出費が増えたら生活がますます苦しくなる。買い物はほとんど行かないよう

にしている。 

○８%でしばらく続けるべき。 

○計算しやすいので。 

○高齢化による社会コストの上昇は法人税増税だけでは、賄えない。付加価値を生み出

し、外貨を稼ぎ国富を増やす。事業活動も活発化させつつ高齢者の社会保障を充分にす

る方法は社会全体に相当の負担が生じると思う。 

○無駄の削減が先。特に議員の数。 

○生活出需品は低率税率にすべき。国の形が決まれば、私は２０%～３０%でもよいと思

う。 

○食料品限定として、非課税にしてほしい。 

○税金の使い道をハッキリしてくれるなら良い。 

○基本的には仕方ない面あるにしても、今の自民党に無駄遣いされるのはいや。 

○仕方ないと思います。今まで無駄遣いした政府の役人、事業団の役員の責任追及は共産

党としてもっともっと突っ込んでその役員から戻してもらう位、頑張っていただきた

い。財産没収するくらい。 

○増税しても、チャンと国民が納得するような使われ方をしてくれたらと思う。税率が高

くても国民が満足して暮らしている国はあるのだから。 

○有意義に使ってもらえれば納得だが…いまの政府のやり方では…やり切れません。 

○これ以上の消費税はいっそう生活苦になります。すでに便乗値上げをしている上での増

税は納得できません。節約も限界です。 

○20%は必要と思います。 
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○今、国の借金が多いので、反対だけど、外国と比べても仕方がないとは思うのですが、

情報が足りないのでわかりません。 

○収入が変わらないのに、支出ばかり増えるのは、反対。 

○消費税が上がらなくても、別の所で税金をとられるのだから同じ。 

○政治家が、むだづかいやおうりょうをしないでいてほしい。 

○年金暮らしの為。 

○これ以上むり。 

○８％でいいんじゃないですか。 

○８％であと 3 年。 

○年金生活なので、年金は減るし、どうして生活をすればよいのですか？ 

○ほんとうにこまります。８％でも負担はかなり大きくなったのに…。 

○ ２．で書きましたように、使途を明確に、キメ細かな施策で、納得できるような（信

頼されるように）説明が行われ実施されることが先ず必要。 

○税のムダ使いを公開して、マスコミを利用して共産党は活動方針実行して下さい。 

○国・自治体・県もふくめ、借金まみれで、今の若い人たちが年をとったらどうなってい

るのか本当に心配。 

○＜２＞で述べましたがどうやって生活していけば良いのかわかりません。次の世代への

ツケを…と言われていますが、我々も前の世代から受け継いできたのだから、同じよう

にツケは回せばよい。法人を楽にして国民を苦しめる増税に反対‼ 

○せめて生活必需品の税負担をなくし、贅沢品、装飾品や高級車などの直接生活に必要の

ない品物について以前のように苛税する。物価上昇に家計の所得が追いつかず、激増す

る非正規労働者の問題と海外の大企業侵出による雇用破壊と一部大企業と金融関係者の

みが潤っている。「アベノミックス」のあべこべで「アホノミックス」であった。 

○増税額が公約どおり使われていない。消費税増税、法人税減税、給料はあがらない弱い

者イジメ。 

○健全財政にするには。 

○諸外国の実情を考えるとやむを得ない。但し、給料、賃金をアップすべきだ。 

○自民党の堕落で借金財政になってしまった。 
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○増税分の使用目的が大いに不満。国の大幅な赤字を何とかするんではなかったのか。 

○先の８％になったときは、本来３％UPで良かったが、以前は５％は内税で物価に入っ

ていたものを外税で８％となり、ごまかされているようだ。 

○社会保障を充実していくためには仕方ないと思います。 

○我、年金のみの生活に１０％は大です。 

○これ以上はキビシイー‼ 

○将来を思えばわかります。今の生活も大変ですので反対します。 

○生活が苦しくなる事が一番です。 

○税金だから仕方ないと思うけどその分他の物を安くしてほしい 

○今のタイミングではという意味で、なくなるにこしたことはない。 

○いずれ up になるだろうけど時期を考えて欲しい。最終的には２０％になると思う。そ

うしないと日本は破滅すると考える。 

○生活がますます苦しくなります。 

○年金生活は大変である。 

○大企業は賃金が上がっているかもしれませんが、中小企業、パート、アルバイトは何も

変わっていません。支出が増えるだけです。 

○８％はしてしまったから仕方ないにしても１０％なんてとんでも有りません。年老いて

は、ないない、づくしです。 

○年金では１０％は良くない。 

○福祉等国民の為にきちんと使われるのであれば賛成ですが、今の状態では賛成できな

い。 

○これ以上家計が圧迫されるのはつらいです。 

○生活できない。給料も上がらないのに死ねといわれているようで腹が立つ。 

○自民党政策を考えると増税の限度がわからない。 

○まだまだ税の無駄使いが多いと思う。道路の補修か水道管新設は致し方ないが、わたる

道路の掘り返し（やり直し）は計画性を疑う。行政が工事請負業者と密接に関わり、提

言することができないのかと感じる。 
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○消費税５％＋８％＋１０％＝２３％にならないように監視必要。 

○消費税１０％にして国会議員の給料にするのか！消費税上げる前に自分（議員）の給料

下げろ。日本国は国民１人８００～９００億の負債をもっている。（たいした事やって

いないのに） 

○収入が年金のみの為消費税の１０％は大きすぎる！ 

○現状の国の財政を考えると増税は賛成せざるを得ない。但しムダを徹底に、身を切る改

革をひてほしい。村も同様である。 

○社会の仕組でどうですか？社会保障の為に。 

○税金を上手に使用していただければＯＫですが、県、市、国、特に国は無駄が多いと思

います。まず、国で働く各各足元をすっきりとしてから人々から増税すべきです。（１

人１人懸命に働いたお金です。集めているだけの仕事をしている人はしっかりそこを見

てください） 

○我々が反対しても国で決まってしまったら我々はどうしようもない。実に困っている。 

○その前にやるべき事はないのか。 

○国債発行残額が１０００兆円の現実を考えるとこの解決のために増税は仕方ない。その

前に①ムダな経費の削減 ②普通公務員数減又は毎年民間企業の給与等待遇の平均にす

ること ③国民の事を反映する為議員数は変えなくても、国会議員の歳費を全部で１５

００万円位にする等２年程実施した後必要ならば増税やむなし。 

○本当に国民の税金が正しく公平に使われたうえで、なお財源が足りなくなってしまうの

であれば税金を上げることは仕方がないと思います。（これから未来の人たちのために

も）ただ税金の無駄使いをなくしたうえで「本当に上げる必要が」あるのか精査してい

くことも大切だと思います。 

○借金をいくらまで増やせるのかという、数字から語った方が、話が分かりやすいように

思う。議論がただ、だらだら使ってきた事をせめていては話にならない。 
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１１． 「自衛隊の海外派遣」についてどう思われますか     

ア 賛成  イ 反対  ウ やむをえない  エ その他 

（ご意見） 

○すすんで外国に我が国の手のうちを見せることはない。 

○自分の国は自分で守るが基本。他国をあてにするな。 

○戦争は忘れた頃にやってくるということは人間社会の歴史が証明してきたとこだが、そ

れに対応する知恵も策も育ってきている筈だ。この愚行を子孫の為にも憲法の９条は曲

げられないと感じている。海外でトラブルに巻き込まれ命を落とす人もいる。近隣国と

の関係も大変でやむをえないか。 

○派遣したところでどうなるんですか？現場で５０人という隊員が自殺しているんです。

辛くて、でも任務を終えないと日本にいる大切な人に会えない。隊員の未来が今、この

瞬間でも消えているかもしれません。それに日本にもとばっちりをくらったらどうする

つもりですか？総理は責任をとれるのですか？総理自ら戦場に行ってください。 

○海外に行っている日本人はどんどん多くなっています。トラブルに巻き込まれ命を落と

す人もいます。中国・近隣国との関係もたいへんデリケートな二ュースも多くなってい

る。 

○何をするのかによります。PKO的な派遣なら個人的には反対。「国の防衛」の観点では

やむをえない。 

賛成

54人

11%

反対

304人

46%

やむをえない

254人

38%

その他

31人

5%

賛成

反対

やむをえない

その他
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○「戦争法案は廃止する。」 

○憲法 9 条は守るべき。 

○絶対反対です！！ 

○災害時のみの派遣なら仕方ない。 

○海外派遣の目的が戦争に参加する方向になってないか。自衛隊の家族も考えてやって。 

○この言葉はウソだ！積極的平和主義は国民に災いを及ぼし国民を苦しめるだけだ。 

○国を守る為にはやむをえないと思います。 

○安保法案の改悪。これまで培ってきた平和・民主主義の破壊、許されない。 

○戦争ではないので。 

○今の環境では、日本を守るのは自衛隊のみ。反対の前に、別の新しい日本を守れる組織

を作らなくてはならない。してないなら反対できない。 

○日本は戦争しない国。絶対反対。 

○いつか来たみちにならないように！ 

○職業選択の自由なので、あってもよいと思う。強制的に参加とかはよくない。 

○日本はアホすぎる。自分の身は自分で守るのは当たり前。 

○自衛ではなく、軍隊と同じだと思う。 

○自衛隊は、もっともっと海外に進出して、世界を救ってほしいです。 

○後方支援でも、相手からみれば敵である。後方の、補給路をたつために、攻撃を受ける

のは必定である。 

○海外派遣が必要ない様にするのが外交。国は努力しない。 

○国の事考え、人命が大切である。 

○少しみとめてしまうと、将来的にどんどん認めてしまうことになるから。 

○国会の党首討論や検討委員会の内容を聞くと、言葉の使い方を利用し、言い分けをし、

納得させる様、説得をしている様に見えます。先は米国に同調し戦闘地域への派兵に連

なると考えられます。 

○絶対反対です。憲法の改正に等しい大転換をするなら、まず国民投票をして、国民の意

思をはかるべきです。 
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○自国の安全だけでなく、世界の安全の手助けを行なってほしい。 

○国際的な日本の立場からすると、ある程度の役割を果たすのは仕方ないとは思うが、憲

法との兼ね合いを考えると、複雑な気持ちになる。日本独自の国際的な支援のあり方が

あるのではないだろうか。 

○子ども達への負担になる。そんなに海外で武力を行使したいなら、あなたたちからお先

にどうぞ、と言いたい。 

○災害がおきた国へ緊急援助としてならいいが、戦争地域（アメリカ軍が行っている）は

基本的にダメ。 

○今の政けんは、変だと思う。（軍国を目ざしているのか） 

○生物が発生してから弱肉強食の歴史は変わらない。弱い者は集団で生命を守るべき。世

界の歴史の中で戦いのなかった時は少ない。 

○今迄と同じでよい。敵をつくることにつながるから。 

○自国防衛の為に集団的自衛権が何々とあるが、他に何かないのかなー。戦後、今まで、

特に日本がなくなる様な事件はおきてない。国連は何の為にあるのか。日本政府も、も

っと国連に働きかければいいのに。（外交ベタは戦前からだけど） 

○自衛隊の海外派遣も戦争に協力すると言うこと。自民党の悪い所。集団的自衛権なん

か、とんでもないこと。 

○今まで通りで良いのではないか。 

○協力は必要、普段は遊んでるようなもの、あたりまえです。 

○今の政府の右翼化に心を痛めております。 

○やるべし、海外日本人を守れなくて、国家の意味があるのか！！ 

○日本も助けてもらっている。 

○派遣の内容が具体的に記載されていないので返答しづらい。 

○海外へ行く前に日本近海の中国船をなんとかしてほしい。北方領土、竹島、尖閣諸島

等、日本人が自由に上陸できない場所は日本領とは呼べない。自由に観光できるように

してほしい。 

○海外に行くと軍隊として見られるので、何かの暗殺とかが始まってしまったり、次から

次へと、人質がとられて行ったり、大きなまちがいになる元凶になるのではないかと心

配だ。 
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○絶対反対！将来の徴兵制度はあってはならない！ 

○あべちゃんの考え方で行かせるのは反対！ 

○戦争は反対。命も大切！ 

○外交目的なく、本当に困っているなら必要。あくまで自衛なので外交的で、派遣したい

のなら別に軍隊をつくればよい。 

○今のままでよい。反対にしたのは、だんだんと軍隊化されることがおそろしい。 

○海外派遣と言って、戦争の国にのこのこ行ったら、かならず武器を使い、生命の危険に

さらされることあたりまえ！！ 

○人助け、だけに行くべきだ。 

○日本は自国を守れない！！アメリカに守られている。海外派遣しなければ、アメリカに

守ってもらえないような感じがする。 

○もう 1 度自衛隊がどの様な為に出来たのか？改めて歴史をかえりみて下さい。自衛隊を

国際社会に出すならば、国民男子は必ず、1 年は自衛隊に入隊すべきです。 

○安全も今までとは違う。賛成しましょう。しかたなく。日本ものんきにかまえてはいけ

ないのではないでしょうか。準備だけはしておかないと。 

○今の世の中、軍事力が他国ではすごいです。守りの時代は日本も終わりがきたと思いま

す。私も以前は自衛隊でした。今までの自衛隊ではなく、前に出て、今の自衛隊は、軍

事力もすごい、と他国に見せないと。中国あたりに日本国がのっとられてしまうかもし

れません。 

○憲法改正もしないで解釈、安保法制でやる問題ではない。 

○限定的な状況で派遣するということなので、そのラインを超えないでほしい。 

○自分の子はいかせたくない。 

○憲法 9 条を時の政権によって、解釈に差があるのは理解できない。 

○いい所、悪い所、どちらともいえないです。やる前から反対では、国がかわっていかな

いと思う。 

○アメリカに向いているので、やむをえない。 

○攻撃こそ最大の防御です。戦争をするのは無論反対ですが、戦後 70 年間、平和国家と

して世界に貢献してきた事実は、もっとアピールする必要があります。その一環として

必要と考えます。 
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○世界の状況に柔軟に対応することが、国際社会の中で日本の果たすべき役割であり、

又、自らの国を自らが守るという基本的な国民の義務である。 

○海外での事故が増えたため、仕方がないのかなと思う。 

○海外でも自衛隊は活動してほしい。 

○止むなし（今の国際情勢からして、止むなし） 

○人生は助けられたり助けたり。 

○愚問。 

○自分の身におきかえて考える。 

○自衛隊から軍に変更すべき。 

○覚ごの上の入隊でしょうから日本国を守る為に仕方が無いと思う。 

○民主党になってから、韓国・中国が出て来た。あまく見られた。 

○国の税金、国民におしつけ、他国に援助する。増税してまで他国援助はおかしい。 

○グローバル化した現在、先進国として役割を果たすべき。日光の三猿のような政策は将

来世代が不幸。                   

○戦争は絶対駄目！ 

○世界的に考えて、仕方がないし貢献は必要。しかし、自衛隊の方々の負担・危険度はア

ップする。どう支援してゆくか明確にする必要あり。 

○平和を望む。 

○憲法 9 条を無理やり曲解して言語道断！全国民投票して賛否を問うべきです。 

○災害支援等は良いと思う。状況を見ての正しい判断が必要。 

○国を守るためとはいえ、危険な国への派遣は反対。 

○地球という一つの組織の中で、多くの国が派遣している。国は守ってもらう、派遣はし

ないでは、村八分と同じでしょう。 

○自衛隊の海外派遣の背景に、国力が関係しているようにみえるので、単純に賛否、要否

を論じたいのなら、まずは経済や外交の力をつけることに注力してはいかがか。 

○他国と協力して。 

○自国を守るためには憲法を変えなければならない。 
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○今まで行われていなかった事が不思議。 

○明らかに違憲。自衛隊そのものの存在理由についても十分議論してもらいたい。 

○現在の世界状況を考えると〈日本国民、日本国〉を守るためにはやむをえない。 

○自分の国は自分で守るしかない。アメリカが本当に信用できるのか？「守ってくださ

い。でもあなた達の為に戦いません。」はどうなのか？このままでは、もっともっと政

府はエスカレートして、法改悪に進むだろう。しかし、武器をとる事にならない様、そ

んな世の中にならない様、ひとりひとりが声を挙げて、自分達の国の行く末を守ってい

かなければと思う。 

○必要な事かも知れないが、現地へ行く隊員の心のケア―が心配です（家族も）。帰国後

に自殺している方がかなりいると新聞にありました。 

○派遣してしまえば活動内容はエスカレート していくことになる。 

○海外に出かけて戦争をする事には、あれこれ理由をつけても変わりありません。戦争に

は武力で対抗しても無駄です。 

○「平和の国」と言うイメージ・実績が無くなってしまい、そのリスクははかり知れな

い。戦争をすることになる。 

○先日、衆議院憲法審査会の参考人、３人（各政党で選んだ）すべてが集団的自衛権な

ど、安保法政が「違憲！」と述べました。官房長官はそれを打ち消しました。安倍首相

になってから、急に何から何まで戦争への道へすすんでいるように思われます。「米国

の力が弱まり、米国は同盟国に戦争をしてもらいたい」という内容が新聞にのっていま

した。どうしたら長い歴史の中で米国の「力」からのがれられるのでしょうか。 

○先ず自分達の回りをしっかりと守ってほしい。 

○戦争はない方が良い。でも、人の歴史は戦いの歴史だ。だれも人を出しぬいて、お金を

かせぎ、よりよい生活を望む人間のもって生まれた欲の心は消えない。 

○自衛隊の方が辞めたら韓国のように強制的に出兵させられるんじゃないですか？ 

○昔のように、呑気なことは言っていられない。隣国を甘く見すぎなのでは？ 

○派遣よりも日本国が他国の攻げきを受けたらどうする、が先と考える。国がかっこつけ

てどうなる。自衛隊員は、いやがってると考える。税金が増える。 

○私も学徒動員に行きましたが、兵隊さんの手伝いをしました。大変でした。 

○けど実際は・・・ 
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○やむを得ないが一度海外戦場に出ればここまでしかできないと言えなくなるのでは。法

律で決めたとしても攻撃を受ければ応戦しなければならないのではないか。 

○行き先、目的によっては必要。まず、自国の安全の為に活動するべき。 

○自衛隊の入隊者がいなくなる。 

○海外に貢献すべき 

○日本を乗っ取ろうとしている、危ない、危険。日本は助けているけどいざとなったら、

日本人を助けてくれない。 

○ただし、武器は持たず、後方支援のみ。 

○今後はどうなってしまうのか？恐ろしいです。 

○論外。 

○戦後 70 年、強い日本を世界に見せるときでは。 

○国際社会での日本の立ち位置ではやむを得ない。 

○平和主義を貫けばよい 

○勉強不足で分からない。 

○今の現実、現状と国が（安倍首相の考え）があまり良く理解できていないので、もっと

分かりやすい方法で国民に伝えてほしいです。 

○専守防衛が日本国憲法下のあり方。基本。いかなる理由で解釈による対応は大問題と考

える。最後は戦争参加か。 

○時代の移り変わりということです。でも戦争は絶対にダメな事です。全世界の人々と仲

良く暮らしていくことが、私は好きです。 

○米軍兵と共に危険な戦地へ行けば必ず犠牲が出てしまうと思う。 

○平和憲法を都合よく解釈すべきでない。大きなリスクの面を何も言っていない、今の平

和憲法を守るべき…守り続けるべきです。ただそれだけです。 

○自衛する組織が海外へ出るのは名に反する。 

○戦争は反対だ。しかし、冷戦崩壊後、世界でこれだけ民族主義が台頭し、悲惨な事態が

日常化している中で、一人日本だけがカネは出すけど人的支援を行わないということは

発展途上国の人々に許してもらえるだろうか。 

○積極的平和主義の実現の為に。 
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○ただし、援助・支援活動にのみ賛成。 

○武力という意味では反対。援助・支援 etc であれば大いに賛成。 

○外交力でたたかう道を選んでほしい。 

○中国・ロシア・北朝鮮の状況を考えると仕方ないと思う。いっぽう自衛隊員個人個人の

事は心配。お国のため死ぬ世の中ではない。 

○自衛隊に入る若者はますます減ってしまうのでは 

○エスカレートして戦前に戻るようで怖い 

○事実が見えないので、判断無理。但し、どうしてもというなら反対。 

○中国の横暴、北朝鮮のとんでもない行動等を考えたら、自衛隊員には多くのリスクはあ

りますが、やむを得ないと思います。（だから共産主義はわがままでキライ） 

○反対。しかし、日本は実行してしまった現在、いまさら、中止と行かなくなっている。 

○支援活動なら良いと思う。 

○平和憲法があるからこそ、戦後の平和な暮らしがあると思う。将来にわたって戦争のな

い、平和な日本であってほしい。海外派遣はすべきではない。 

○自衛隊（予算）縮小すべき。 

○派遣の目的がわかりません。質問の。 

○こわいかな。 

○これも上の意見とダブります。反対ですが、もしよその国が日本に対して、敵対してき

た時とか不利になる時に、立場が同じに考えてくれる外国とかが、日本と同じように外

国にとってどうみえるのかわからないので、島国の日本をどうしたいのかがわからなく

て不安です。 

○自衛隊の給料を考えると、海外派遣も仕方ないと思う。 

○自衛隊 入る人いなくなる（家族どうなるの）。 

○国の状況に応じないと、だれも相手にしてくれなくなると思います。 

○今までどうりで良い。お金がかかるのではないか。 

○なにか、他にいい案はないものかと思います。 

○軍事費は増額、再軍備費増強、戦争反対運動をしてください。 
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○戦争好きな、アメリカ好きな、現政権は実現するでしょう。共産党の運動はマスコミ対

応だけで物たりません。 

○よく意見を出し合い、よく話し合った方がよい…それからのことで議論をだしつくすこ

とが大切だと思う。 

○やめるべき。今のままで良い。 

○憲法に抵触するような法律を国民の審判も受けぬうちに、与党多数でもって押し付けよ

うとする「戦争法案」は無謀である。撤回すべきである。黒を白と言いふくめる安倍首

相のまやかしで、米国の無法な戦争に一度も「ノー」と言ったこともない日本が、米国

に言われるままに参戦する危険な戦後最悪な法案です。紛争になる前に、外交的手段に

よる話し合あいで解決の糸口を見つけることが重要。 

○人命救助は賛成、70 年守ってきた憲法 9 条は守るべき。安倍政権は危険だ。 

○新聞・テレビ等での報道で中国が余りにも出すぎている。おとなしく手をこまねている

とつけこまれる。 

○条件つき。 

○私にはよくわかりません。 

○次第に戦争を知らない年代のものが日本の政治をになうようになり、戦争の悲惨さを知

らないので、危惧しているところである。憲法９条は今日の日本の平和を守るための宝

である。改憲は絶対すべきでない。 

○国際社会と協調して行く中で自分だけではすまされないのではないか。 

○仕方ない。 

○今の日本は「困った時にアメリカに助けてもらうだけ」のイメージ。「助け合ってい

る」と言いながらやってもらっているだけになっているから。 

○派遣内容による。集団的自衛権には反対です。 

○まず国政で賛成されている政治屋さんの家族・親族の方が行けば！！自衛隊に入隊する

方が減りますよね。（私は、孫は入隊させません） 

○安倍首相の考え、行動に反対（対外問題も） 

○いずれ戦争につながります。どんな形であれ反対です。 

○日本は過去に、特に東南アジアに被害を与えた。その反省の上に立って、その轍を踏ま

ないよう自衛隊も極力出兵しないようにして頂きたい。 
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○自衛隊は必要だが入る人が減るのでは？戦争となんら変わらない。 

○自衛隊派遣は絶対反対。戦争になる可能性大いに感じる。戦争反対。自衛官の人たちは

意見を言えないのでしょうか？そこがおかしい。 

○自国のみの災害、その他の活動を望む。海外へは戦争の糸口になるようで恐い。 

○安倍はどこの国で自衛隊を殺すのか！自衛隊に入る人がいなくなれば（赤紙）を出すの

か。つまり徴兵制。 

○憲法９条は武力の行使、交戦権は禁止されている。自衛隊の海外派遣はこれをなし崩し

にしてグレーな立場の自衛隊が明確に陸海軍その他の軍隊になる。このため絶対反対。 

○自国を守るための自衛隊はどんな時でも危険と隣りあわせにいると思います。ただ、海

外派遣となると戦争にまきこまれることが（自分の意思とは関係なく）あると思いま

す。首相は戦闘地域での活動はないといっていますが、絶対安全だという安全神話は

（原発事故でも経験したように）ないと思います。 

○海外で何をするのかが問題です。それによって賛成・反対がわかれます。 

○お互いに助け合うことが必要なときにはやむをえない。 

○派遣する場合は国会議員だけでなく国民に問うべきである。なお国連の承認を得るべき

であると考える。日本単独で決定し、行動を起こすと７０年前と同じまちがいを起こす

可能性があると○います。 

○ないことにこしたことはないが、目の前の現実（社会情勢）を見ると仕方がない。 

○日本独自で国を守れるのかそれを問いたい。 

○ある程度は必要なことと思う。 

○外国が攻めて来たらどうしますか？話し合いで解決しますか？北朝鮮の拉致はどうしま

すか？早い解決を共産党がハッキリ表明してください。 

○専守防衛と国際支援。邦人の救出。 

○内容について説明がないので正しい判断できない。各政党がバラバラの意見であり、本

当のことを見極めなければならない。 

○支援なら大賛成。戦争は大反対。お年寄りがいかに苦労して今の幸せがあるのか。同じ

失敗をして子供たちを苦しめてはいけない。 

○難しすぎて良くわからないが、米国寄りの行動では自衛隊員の命は危うい。止むを得ず

の決定は国連の決議を是とすべきか。 
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１２． 安心して老後を過ごすために何を望みますか     

ア 高齢者医療費の無料化  イ 国保税・後期高齢者医療保険料の軽減    

ウ 介護保険料の軽減  エ 介護保険利用料の軽減  オ 年金支給額の引上げ  

カ 在宅介護サービスの充実  キ 介護施設の充実及び増設  ク 介護予防の

充実  ケ 高齢者健診の充実  コ 保健師の訪問・指導  サ ひとり暮らし

高齢者世帯へのサービス充実  シ 配食サービスの充実  ス 公共交通の充実  

セ 食糧・雑貨の移動販売の実施  ソ その他 

 

（ご意見） 

○税金には限りがあるので、何でも軽減する訳にはいかないと思う。弱者に必要なものは

食費にかかる税率を下げることだと思います。 

○公共バスの見直しが必要です。費用対策効果を考えるべきです。 

○年金をもっと大切にしましょう。今の日本は年配の方が作りあげた日本です。私たちの

生活があるのは年配の方々のおかげです。 
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○コンビニエンスストアにも見放されている地域がある。 

○病気にならない様に食事・運動・サークル等で本人が自覚して学習すること。 

○すべて必要。 

○家庭で介護するには限界がある。介護サービスをもっと利用しやすくして欲しい。（手

続きが面倒） 

○サ・シ 特に高齢者の一人世帯（体の不自由な方）のサービスを。 

○介護保険制度を始められた時は東海村の介護保険料は全国でも低かったと思います。 

 現在は介護施設が増え利用者が多くなり保険料が上がりましたね。介護保険制度とは在

宅介護が目的だったと思います。本来の基本にもどすべきだと思います。在宅介護サー

ビスの充実をはかって欲しい。ひとり暮らしだけでなく、高齢者二人暮らしも困ること

がたくさんあります。考えてほしいと思います。 

○高齢者が病気になりがちは世の常。それとは別に何でも国が持つとは無理。財源がない

中で１人１人が、精進して生きるべし。そして何が起ころうとも納得して死んで行くべ

し。（死は自己責任である。） 

○高齢者対応の福祉・介護事業計画・施策目標・具体制に欠ける。現在ボランティアで活

躍している人達の発足時の考えを大切にする必要あり。 

○今の現状では、年金だけではとても生活出来ない。これから先、私達はどうなるのだろ

う。老後のための年金と思い、積み立ててきたけど、減らされるばかりで、年金の役目

を果たしてない。 

○安心して過ごすには、なんといってもお金です。老後、お金がなくて、家賃が払えず、

施設にも入れず、自殺するなんて事が、これから多くなるでしょう。今の方達は、たく

さんもらっているみたいですが、これから年金をもらう人たちは、いったいいくらもら

えるのか？はたしてちゃんともらえるのか？もらったとしても、電気代で終わってしま

うようなら、死ぬしかないでしょうね。 

○お互い高齢での、介護はむりです（ふたり暮らしでも 高齢者…）。 

○①介護士の給料を上げる ②介護施設使用料金値下げ 

○私は、まだまだ３０代前半ですが、自分達が年金をもらえる年齢が何歳からなのか？い

くらもらえるのかが不安。今のうちから貯蓄しなければと思うが、子どもの学費や、住

宅のことなど考えると老後のお金までまわらないのが現状。将来が不安で、家を建てる

のも悩んでしまう・・・。 
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○村上村長よりも、今の村長は、なんでもカット、値上げばかりして。自分の（村長の）

給料、職員の給料でもカットしたら、よいでしょうヨ。 

○老後に関しては、個人の問題も大きいので、できるだけサポートすべきだとは思う。た

だむやみに、施設を増やしたりサービスを充実しただけではだめだと思う。中学、高校

の授業のいっかんとして、老人とのふれあいをしたりするのはよいと思う。 

○全部。でも、税金の値上げは納得できない。老人ばかり優遇してはいけない。 

○介護保険利用料を、しない人は、そのお金を払うひつようがないと思います。 

○安心してとは、なかなか難しいが、少しでもよくなるようにしてほしいです。 

○１人暮らしの相談が大切と思う。 

○介ゴ予防を充実したところで、予防になっていないのではないか。病気があれば一気に

悪くなるので・・・。その後の支援に力を入れた方が良いのでは？ 

○介護の仕事してますが、お給料安いのに仕事は大変でやめてしまう人が多い。 

○年金生活の高齢になると現実的に、現金や地域の補助金や援助金を支払うと、自立出来

るうちは支援や在宅介護を受け、配食サービスや移動販売の充実が確立すれば、生活で

きるが、自立不可能になった時の特別介護施設の増設が必要と思います。 

○父の介護中、色々な公的サービスを受けて助かったが、自らが老いていった場合、どの

程度のサービスを受けられるのか見当がつかない。 

○子ども達への教育・道徳観の伝承。年配者への尊敬の念、弱者はみんなで守るもの、と

いう感覚を子どもの頃から身につければ、サービスなど設けなくても、家族や地域で弱

者を守る仕組みができる。失ったものをとりもどすには時間がかかるが、根本の解決に

は国民の意識を変えるしかないと思う。 

○無年金・低年金者対策（年金保険料が払えない人のための対策） 

年金だけではくらしていけない。年金（国民年金）保険料の支払いで破産しそうだとい

う人は多いのだろうか？ 

○保険の数が多すぎる。 

○安心して老後をすごすために、応分の負担を支払うことが必要だ。何でも国にたよるこ

とには反対だ。 

○老人の割合が多くなるため、買い物等が出来なくなる人が出てくると思います。なので

移動販売等を村の商工会が実施するは良いとおもう。 
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○無料化は望むところですが、難しいことでしょう。出来るかぎりの軽減を望みます。 

○お金のない人は死ぬしかない社会。いろいろ苦労してきた人が多いのに。 

○高齢者の為にやれる事はやって良いのですが、若者に負担がかかる昨今、全部が一律で

なく少しの負担は仕方ないと思います。 

○核家族が当たり前で、私の老後が自立できる支援を求めていると思う。又は、施設での

支援…。なので、年金でくらしていけるだけの生活ができる環境と支援をおねがいした

い。 

○具体的に、金が十分であればサービスなど必要なし。 

○ベーシックインカムの導入。 

○村内にバスが走っても、自宅の前まできてくれることはないので、利用できないという

年寄りの言葉を耳にする。デマンドタクシーの充実を求めます。 

○村内は今のままでいいんじゃないでしょうか。 

○政府は在宅サービスを充実したいようですが、現実に介護している私としては、施設の

増設をお願いしたいです。 

○親が介護状態です。（東海村は）かなり他よりは充実しているとは思っています。しか

し、病院の先生が少なすぎる！！茨城県の中にもっと医学部を増やすとか、原子力なん

かより、やらなければならない問題が沢山あるはず。医者を増やして！！私たちの老後

は病院にいけないのではないかと思う。（今はギリギリかもしれないが） 

○老後はその時にならないとわからない。今の所、問題はない。 

○無料化、軽減化という言葉しかないのかと思うと、どこまで税金が上げられていくのか

と心配になる。 

○今度、村内を走っているバスに東海病院の停車が無いのが不思議だと思います。是非作

って欲しい。 

○第一は年金支給額の引上げを望む。年金受給前の計算（試算）から現在迄、受給が大幅

に下がっている。 

○健康であれば保険料を減額するなどして、社会全体で健康維持につとめるようにする。 

○高齢者の事ばかり考えないで、私も年ですけど、少しは負担もしないといけない。高齢

者も甘えてはいけない。若い人も年よりも、みんなで負担するといいのでは。無駄が多

い。 
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○これからの老後はきびしさを増すばかりでは？国は高齢者に対して、冷たい政策を＊＊

＊してきているのでは？ 

○定年し、嘱託の会社員がみな、口をそろえて言うことは、お金のこと。お金がたりなく

て生活ができないと言っている。確かにそう思う。 

○高齢化社会です。１人暮らしの国民年金で、生活ぎりぎりでやっている人も多いです。

施設に入れたくても、お金がないと、はいれないとよく聞きます。いくら施設を作って

も入れない人が多すぎます。９３歳で１人暮らしの人を見て、話を聞いてビックリで

す。民生委員の方もきたことがないとゆう方もいます。 

○現在は介護にかかわっていないが、将来１人暮らしになった時に、このようなサービス

が充実して欲しい。 

○今後高齢者対策はどこの市町村でも大きな問題です。東海村は他市町村の見本となる

様、先行した対策を、専門の方の指導のもと進めて頂きたいと思います。 

○すべて必要だと思います。 

○安くするのは良いと思いますが、財源をどうするのですか？それを聞かないとわかりま

せん。 

○自分の親も心配だが、災害の時が心配。 

○特になし。 

○年金が引き下げられ生きてゆくには、一番お金が大事です。老いた者は働けず、年金が

ゆいいつのたよりだと思っています。年金は引き下げではなく、引き上げも考えていた

だきたい。 

○自分のおばあちゃんが、年金だけで生活するには苦しく、何もできないし、新聞を読み

たいが贅沢だと話していて悲しくなりました。 

○尊厳死の合法化、或いは死にたい人を安楽に死なせてくれる医療法制度。 

○民間ジムの利用補助。 

○高齢者を守るのは子供たち。子どもが増えれば、高齢者も守れる。 

○（ア～オ）これは無理ですよね。（カ～ ）は出来ると思いますが。 

○答えようがない。愚問。 

○所得に応じた制度設計が必要。民間への委託拡充。又、それを可とする規制緩和も必

要。 
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○一人生活が楽にできるように。（自宅で） 

○年齢のため（車の）運転もせず、ことごとく嫁さんにお買物を頼む。又、一緒に行くの

が気のどくなので、デマンドもあるが、余りあてに成らない。 

○年金支給額の維持。 

○ひとり暮らしだけでなく、共同暮らしも同じくしてほしい。 

○買物が不自由になる地区に住んでいるので、買物支援を考えて欲しい。 

○保険料だけ納めて、入所はなかなか出来ない事が多いそうですが施設の増設を。 

○介護施設に入れる北欧の老後生活を目指すべき。 

○国民年金だけでは、介護施設への支払いをすると生活が苦しく、家族に負担がかかるお

それがあり。病気になってもすぐ病院へかかれない。 

○やみくもに全員に支援するのではなく、支援を必要とする人に、タイムリーに支援する

ことが大切だと思う。 

○サービスにはお金がかかります。財源をどうするか良く考えてから実施をお願いした

い。 

○人生設計は自分でやるので、コロコロと税率やら、サービスの実施・廃止を変更しない

で欲しい。 

○高齢者医療費は上げてほしい。 

○介護保険を使ってない老人から介護保険をとるな！介護保険を使っている人から多くと

って下さい！ 

○無理して生き存える（ながらえる）のは罪だ。 

○高齢化が進んでいるので大切な事。大切な事なのですが、まだ、３０代前半なので、ピ

ンときません。すいません。 

○受けたいサービスが受けられる様になってほしい。（高額な利用料の為に諦めたり、入

居待ちが続くことのないように） 

○在宅診療・看護が充実すれば施設は少なくてすむが、現状では最後まで自宅で過ごすの

は無理でしょう。 

○あいのりくんをもっと遅い時間まで利用できるようになるといいと思う。 

○福祉の充実。その為の消費税 UPでは。 
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○無料化＊＊＊は、その歳になればうれしいですが、負担は支払っている世代にきます。

安易に無料にせず、少額でも頂き、それよりも病気になららない為の身体作り、動けな

い人の支援など必要かと思います。介護を請け負う業者にも、それなりの金額が入るよ

うにして欲しいです。 

○高齢者の方が守られすぎないのも希望します。自分で動くというのも、また元気のもと

だと思います。また、行政まかせの介護も反対。介護は大変ですが家族が遠ざかる、手

とり足とりのサービスは、介護される方もさびしくないでしょうか。 

○バスが開通するが運賃が高い。人口の多い集落しか通らない。絆となごみと病院を結ぶ

バスがなくなったことにより、運賃６００円を出して絆へ行く人はいない。 

○健康も大事だが、精神的に充実できる人間関係構築の機会とか、生きていて良かったと

思わせる活動のあるかないか。 

○上記は全て必要です。 

○６０歳代に入って、初めて「老いる」ということが、身にしみてわかってきました。裕

福な方、公務員の方々と違って、国民年金では、どうがんばっても施設に入れません。

昔は自然に年老いた親と暮らし、看取ることができましたが、今は若い人達も経済的に

苦しく、子供達にできるだけ面倒をかけずに、一生を終えたいと思っていますが、生き

抜くこと、これもまた本当に大変です。 

○食べていける生活。 

○介護施設を増やすべきである。 

○ア 高齢者医療費は必要でない人が１割と安いため無駄な受診、薬処方が多い現実。5

割（９０歳以上等にとか）位に増やさないと、医療費爆発です。ウ いまの高齢者は、

恩恵受けすぎだと思います。これからの若い人達が負担ばかりで可愛そうです。 

○医療費の無料化はダメ。病院が高齢者のたまり場となっている。自分の健康に責任を持

って。 

○シルバーカーを押して買物ですが、足腰が痛み困って居ります。一人暮らしです。 

○介護施設乱立でもうけてるの医者と業者だけ。保険料が高いの、あたりまえ。 

○高齢者への大量の投薬は必要なし。改善すべき？トータルでその服用は良いのか!薬局・

病院で把握して下さい。 

○家族だけで高齢者の介護をするのは本当に大変だと思います。精神的な負担、肉体的負

担、専門的な所で診ていくべきでは。 
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○今の２０代が老後を迎える頃には年金破綻して要るでしょう。信用していません。 

○デマンドタクシーは、乗車する人の行き先により、遠回りされたりで電車の時間が読め

ない。先にも書いたように、茨交バスが通ってもバス停まで遠い人は利用しにくい。７

～８人乗りのワゴン車を各地区に数台（住人の数を考えて）おいて、１時間に１～２本

巡回するようにしたら? 

○公共住宅を増やす（安価な村営で）。 

○公共バスの充実（有料）。 

○一人ひとりに細かくヒヤリングして、探るべきだと思う。 

○病気、事故にあったら黙って死んでいきますから何もいらない。 

○村の住民健診で良く見かける光景ですが、高齢の方で足の不自由な方や、体調のおもわ

しくない方でも並んで待って（長時間）るので、とても気の毒です。優先する事は出来

ないのですか。 

○少子高齢化に向かっている中で、何を望めばいいのか分からない。少子と高齢化は、急

に始まったわけではない。この問題に真摯に対峙してこなかった日本国民のツケ。 

○みんなやってもらいたい事ばかりですが、そうもゆきませんでしょう。 

○在宅で長く生活できるための介護サービスや訪問サービスの充実が必要。選択の幅が増

えることで、その為に多少の金額が上がるのも仕方がない、年金内でまかなえる費用設

定のサービスが増えることに期待。 

○本人・家族の同意があれば安楽死をこの東海村からお願いいたします。 

○全てに甘えるだけでなく、高齢者も出来る限り自立できるよう努力する必要があると思

いますし、まず、健康でいられるよう導くことが大事だと思います。低料金で…。私事

ですが、村の施設を利用したりするとお金がかかりますので、ウォーキングに励んでい

ます。 

○衣食住です。 

○医療費削減に取り組む某県のような取り組みを県や市町村単位でも出来ないか。医療充

実はややもすると制作業界の肥大化につながりかねない。 

○高齢になる前から「健康に生きるためには、どうすれば良いのか」「高齢になるという

ことはどう云う事なのか」など指導することが必要。これからの時代は、働いたもの、

お金を持って居る者が老後も安心して過ごせるという現実は来ると思う。だからこそ、

高齢になる前の考え方、生き方が大切だと思う。 
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○在宅で長く生活できるための介護サービスや訪問サービスの充実が必要。選択の幅が増

えることで、その為に多少の金額が上がるのも仕方がない、年金内でまかなえる費用設

定のサービスが増えることに期待。 

○医療費⇒クスリの見直し、福祉サービスの充実、デマンドタクシーをもっと利用しやす

く。 

○ 全て･･･（８．の設問と同じ） 

○まだピンと来ないので、何とも言えませんが、年をとると我ままになって、何でもくれ

くれとなるのです。自己管理が悪くて体が不自由になる人、現役中怠けて仕事をしなか

った人まで行政が負担するのも善し悪しかと。半数の人がそういう人かも。真面目に頑

張った人も多くいると思います。 

○一人暮らしの人が気軽に集まれる所や、買い物をする場所をもっと増やして、コミュニ

ティーでお年寄りを支えて行けるようにしたら良いと思う。 

○老後を安心して暮らせる施設の充実を望みます。 

○インターネット利用。 

○安心して老後を過ごす事なんて考えられない。不安だ。 

○買い物が大変だから。 

○ひとりになって見ないとわからない。 

○時代は大企業優遇、商工会中心の補助金制度、自民党が有利な選挙制度。共産党の市民

運動は反対するも良し。裏付を公開して説明して反対はどうですか。 

○東海村で充実した介護サービスがうけられるか、非常に不安！職員の対応の悪さ、個人

情報が守られるか、なんとなく信用できない！老後 どこでくらすか 思案中。 

○QOLを高めるために、日々の生活から支援して欲しい。 

○最低限の生活ができるだけの給付が戴ければ助かります。 

○公的年金の減額は高齢者の生存権をもうばうものであり違法であるので、１２万人余の

不服審査請求、再審査請求が行われている。社保庁から移行した「日本年金機構」では

半数以上が非正規の有期職員が占め、ベテランが辞め、障害年金などは、支給しない方

向で競いあっているという。形骸化した障害福祉行政、支給・不支給をめぐる地域差や

官民格差、ずさんな制度運営の改善を望む。 

○年金から自動引き落としはヒドイ‼せめて任意納入に。 
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○年金の支給額の引上げは現状では不可能の為、介護保険料・医療保険料の軽減を希望し

ます。 

○村のバスが運用されていますが、一人も乗っていない時あり、税金の無駄です。デマン

ドの料金を安くして活用した方良い。 

○最後は穏やかに和やかにすごしたいものです。 

○６５才以上とか７０才はよく HPへ掛かる為医療費は無料にしてもらえたらお金の心配

なく HPへ掛かる。 

○民生委員による年１回の訪問は無に等しい（無駄ではないが）隣人、班長等が気を配っ

てあげて、皆で見守ってあげる事が必要と考えます。 

○あと何十年も先の事なので自分のこととしてはわかりかねますが、親の事を考えると

色々な面でのサポートは必要だと思います。 

○老々介護で苦しむ人が少しでも負担を軽減できる様な制度やサービスの充実を望みま 

す。 

○人生、道徳などの啓蒙（困った身勝手な老人を増やさない）。 

○ピンピンコロリと行くように予防の充実を図ってもらいたい。又、Ⅰ人になった場合配

食サービスの充実を願う。現在自治会等で対策を立てていますが、個人の中まで見られ

ないと思う。もっと民生委員の訪問等サービス等考えてほしい。昔の自治会の協力は、

今はない。 

○消費税ばかり目が行くが、それにともなって値上がりしている。年金生活者は旅行にも

行けない。 

○公共交通の充実。 

○全部の項目望みます。どこまで国の予算でできますか？両議員に回答を望みます。 

○元気にひとりで暮せている高齢者でも数年後には何らかの形でサポートが必要になって

くると思います。その時近くに家族や身内がいなかったり、身内がいてもその人ひとり

に負担がかかる介護は親子関係、家族関係を崩してしまいます。そうならないためにも

施設を増設して少し距離感をもつことができると、介護される側もする側も助かると思

います。 

○みんなやってもらいたい事ばかりですが、そうもゆきませんでしょう。 

○本人・家族の同意があれば安楽死をこの東海村からお願いいたします。 
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１３．村政、県政、国政へのご意見など、何でも結構ですからお書きください   

 （ご意見） 

○教育費の補助を国・県にも要望する（大学まで無料化） 

○国は議員を減らして、減給するべきだと思う。 

○議員数を減らして下さると報酬も減になり、必要な所に有効活用できるので必ず実現し

て欲しい。何もしていない議員も目立ちすぎ。 

○応援しています。 

○県会議員の数が半分でよいと思います。安倍総理の言動ひどい。議員減らし、国民の税

金返せ。国民を大切に。 

○長時間労働で人生の大事な時間をうばわれる。少子高齢社会になって収入が減るのはや

むをえないので、残業しないですむような世にして欲しい。 

○総理大臣へ。いい加減な事言うな！！早く質問しろ？？総理大臣として言っていいこと

悪いことがあります。国民は馬鹿だ！！どーしようもない、心の無い総理大臣に票を入

れて。あと政治家を減らせ！！国民の税金を返せ！！ 国と国民を大切にしろ！！ 

○村長・知事は原発に対する自分の考えをもっとはっきり表明して欲しい。国（政府内閣

安倍）はまともでない。支持する国民が多いのが恐ろしい。 

○村政執行者が村外者という形は異常、少なくとも１人は村出身者で構成して欲しい。県

政担当者の続投は停滞を招き弊害を残す。 

○人口減少に対応した国土づくり、国づくり、まず人口枠を決める。 

○原発再稼働ならびに廃炉の意向を他市町村と協力し、住民の意向を調査できないでしょ

うか？「住民投票」などやるべきと思います。 

○前記の各項目、実現に向けてがんばれ！東海は住みやすい所と他市町民に言われるが、

本当にそうなっているのか。 

○国政へ 安心して幸福は毎日が過ごせるように、戦争に絶対参戦する事のない、法律○

規律を作る努力を望む。うそのない政府を。 

○コミュ二ティセンターとはどのような場所でしょうか。センタ―長は何故村民ではない

のですか？村民の顔も知らないセンター長が、コミュ二ティが取れるのでしょうか。お

願い事すると『自分でやれ』、こんなセンター長初めてです。それにまた何故役場を退

職した人なのですか。地域の顔を知る村民から選んで欲しいです。 
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○無駄が各所にみられる。効率投資を望む。各議員のモラル低い。人間性欠如を見せる人

が一部認められる。 

○村政、縦割り政策の改善。地域防災計画（原子力編）、県指導によることなく、より積

極的な現実的な立案を望む。 

○期待は何一つしていません。 

○もうかっているのは一部だけ。大半の人は変わらないか生活悪化。 

○国の役員を減らし、今の世の中は“むだ”がおおすぎる。官僚が私利私欲にかられ、尻

拭いで私達の税金を上げるばかり。ひどすぎる。役所もそうです。住民の安全を伝えて

も何もしない、行動してくれない。 

○政治について、若者の関心を高めて欲しい。自分の国のことを、自分の事、自分の問題

として考えるように。現状は、政治と自分の生活がまったくリンクしていないと感じま

す。個人一人一人が、少しでも政治に関心を持てるようになれば、国の大きな力になる

と思います。 

○結婚をしない男女が増えてきているため、少子化が益々進むので、行政指導で対策を考

える必要があるのではないか。 

○お金のない国民から、いろんな形で有無を言わせず取られる税金！ちゃんとした目的

で、ちゃんとした使い方をしているなら文句はありませんが、取るだけ取って、政治家

のぜいたくに使われたのでは、やってられませんよ！ とにかく、ちゃんとしてくださ

い。 

○スポーツ少年団等で使用できる練習場所の提供。コミセンは週に１回の使用なため、他

の会場などをどんどん利用できないものか？公共の場は（学校は）夜１９：００～と時

間が遅い為、子供の練習になかなか使用できない。 

○村政、ハキがない！！川崎様、頑張って下さい。 

○歳入（収入）と歳出（支出）のバランスを、未来予想して行って欲しい。未来の子ども

たちに負担をかけないで欲しい。 

○正規の労働時間を使用して、議員（党）同士の責任問題を決めるべく、質疑応答はすべ

きでない。時間外にやってくれ。 

○生活保護の不正受給がないよう、きちんと調査して欲しい。保護を受けながら、自家用

車を所有する等有り得ない事が起きている。 

○村政、もっと力を入れてほしい。 
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○日本は、何年か後に、中国のように、貧富の差がかなりでてくるのではないかと思う。

また、結婚しない人も多いので、子供の数もどんどん減り、悪循環だと思う。正直、将

来に希望をもてない・・・。 

○なぜ、茨城県に他県の人が魅力を感じないのか、よく考えてほしい。茨城の人は交通マ

ナーも非常に悪い。とても良い所なのに、“人間”そのものが県のレベルを下げてい

る。 

○村内で林を切り倒してメガソーラーが設置されているところが増えています。木を切っ

てしまうことは、地球環境に良くありません。これ以上林が減らないように、メガソー

ラーの設置は休耕田／畑に限るなど、村で規制してほしいです。 

○役場内の職員の態度が、横柄です。いついっても何をしに来たという態度をして、下を

向いて、こちらから「すみません」と言わないと、顔を上げ、カウンターに出てこな

い。職員の教育をしなおしてほしい。こちらはお客様なのですから。 

○国会議員 多すぎ。 

○働く世代がかわいそう。老人が多いのだから全部はできない。 

○舟石川近隣公園のトイレの屋上は、行けないようにすべき。子供がフェンスを越えて、

遊んでいて、落ちて大ケガをするか心配だった。ケガをしてから対策を考えていては遅

い。 

○小中学校、１クラス３０人学級。せめて、全学年、３５人学級を。 

○議員さん、村長さん、知事さんなどは選挙ではうまいことをいうのに、あまり結果がで

ていない気がします。もっとがんばってください。 

○長松院～東海駅までの通勤バスがほしいです。駅までの直線路がまっ暗で、とてもこわ

くて、歩かせられません。大人でもこわいです。この世の中、何かあってからではこま

るので、早急に考えて頂きたいです。 

○平和憲法（現 ９条）を守るべき。 

○介護保険利用料の、村利用料助成を継続してほしい。 

○国会議員の考えを国民におしつけて居る。自分の事ばかり考えの人多い。 

○何でも安くして下さい。 

○少子化対策をもっと充実して欲しい。体外受精を続けたくても、金銭の援助が全くに近

い程無い。（県と村より、回数制限で少し補助はありますが・・） 
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○長く働けるような環境づくり。 

○安倍政権の暴走をとめてください。精神障害者の社会復帰施設を村内にというのは無理

でしょうか。 

○子育て支援の見通し。憲法改正に伴う自衛隊の海外派遣。寝たきり高齢者が年金と支援

で入居可能な特別介護施設の増設。 

○現在の国政は、高所得者への恩恵が多いように思われる。生活弱者にまで目を向けた政

治をして欲しい。 

○東海村は他の市町よりは、福祉が充実している方だと思いますが、さらなる向上を計図

って行ってほしい。 

○子どもを育てる事に不都合な事が多い。ベビーカー論争、「子どもの声は騒音か？」な

ど、モラルが低下しているのはいったいどの世代か？あなた方高齢者が育てた子が親と

なり、その親に対して文句を言っている。育てたのはあなた方でしょ？と言いたい。 

○住民基本台帳番号、一度も必要ありませんでしたね。「マイナンバー」なんてメリット

ないでしょう？中国の軍事費がふえる一方なのは沖縄に“居すわる”アメリカ軍の存在

も一因？もし（沖縄の基地が）なくなれば、東シナ海の埋め立ても必要なくなるのか？

（と思う）なんでもアメリカと同調ばかりしてると国際社会から失笑を買うだけ。 

○今までの政治では、なんら変わらない。 

○何をしているのかわかりません。 

○特定の業者への公共事業のムダ使い。原発事故の真実と状況の正確な判断。将来を見す

えたエネルギーの道すじを早く立てる事。 

○村は、若い人が働ける仕事をつくってやるべき。東海村には先を見たら仕事がない。 

○東海第２原発はどうすべきか早急に決めた方が良いと思う。東海村は新たな産業を考え

てほしい。 

○村役場の各部署における、その担当部・課での事務処理スペシャリストの不足。⇒当

方、知的障害者がいる世帯であるが、障害者の各手続きにおいて、疑問へ即答できる職

員が１０％以下である。一つの手続きを終了するのに数日かかることがある。（当方は

ある程度の知識をもって質問する事もある） 

○高齢者は年金暮らしなので、税金を安くして欲しい。村・県民税―健康保険税、その他

の税金―（車の税金） 

○最大のリスクは原発。これを無くしてから生活が生まれる訳です。 
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○原発は廃炉。もう苦しむ人みたくないです。風力とか他への変更を考えてほしい。 

○一番心配なのは原発の再稼働して、福島のように東海に住めなくなることがないとは限

らないと思いますので、私は一生をこの村で終わりたいと思っています。 

○機密保護法も集団的自衛権も反対です。なしくずし的になる様な気がして心配です。野

党も何も機能しなく、数の力に押されて行く恐さを感じています。国民の声に耳を傾け

て欲しいです。原発も何故再稼働するのかわかりません。 

○議員報酬の削減。人びとのためになりたいと立候補したのではないか。 

○茨城空港への JAL、ANA 乗り入れ。ブラック企業の取り締まり。 

○税の軽減。 

○原発の被害者が忘れられている。新聞・マスコミも取り上げが少なくなっている。不穏

な空気がある。集団的自衛権、憲法改正等、国民の意思から離れていくが、くい止める

ことができない。あってはならない事態。 

○総理大臣の国民投票実現を望みます。 

○土地の固定資産税を下げること。 

○行政のことではありませんが、よく役場の近くを散歩しますが、いつも雑草のすごさに

びっくりします。他県の方にはずかしいと思います。共労々とおっしゃるわりには、役

場の職員は？と思います。１人１０分でもいいから自分の働いている所をきれいにして

は・・・。 

○“保育に欠ける”という文面が、役場で普通に使われていて、日本はどうなっているん

だと思った。（保育園を探す手続きに昔行った時に、びっくりしたのは私だけ？！）海

外に比べて古すぎる。全ての制度が＊＊＊、特に働く母親の周りの色々なもの＊知らな

い人が多いので、どんどん海外のことを紹介してほしい。あたりまえに働けて、当たり

前に母子が幸せで、早くそんな国をつくって下さい。 

○先がみえない。 

○海と川の近くに住んでいるのでどうにかなりませんか？ 

○役場職員の仕事の取り組み方を、もう少し強化する。（給料が多すぎる。もっと仕事を

しても良い）。あまりにも、ボランティアの名を借りて住民を利用し過ぎる。 

○議員の数を減らす。 

○自分だけの好きな事をしている感じ。 



130 

 

○どんどん引き下げられる年金を何とかしてして欲しい！１０年前に戻して欲しい。 

○被害者より犯罪者を守っている現実を変えて欲しい。殺された方は人生が終るのに、殺

した方は数年から数十年程度で出て来て、幸せに暮らせるのはおかしい。少年法も必要

なし。やったことの責任をしっかりと取らせるべき。現在の日本は、殺した者勝ちにし

か思えない。生活保護を金券制度にする。必要ない人が貰いすぎ。 

○国政：あまりにも大企業の会社がめぐまれすぎている。低所得者、低年金者に目をむけ

てほしい。県・村政：東海第２原発の廃炉に向けて考えてほしい。原発に変わる他のも

のを考えているのでしょうか？疑問。 

○若者が社会で安心して働ける労働保障がないかぎり、これからの日本はあぶない国にな

るのでは？ 

○国会議員の人数削減と報酬カット。 

○GDP成長率を最重要しないで欲しい。心の豊かな、緑の多い日本。伝統を守っていける

日本にしてほしい。 

○頑張るのみ。 

○議員の数を減らして下さい。自からの事から考えて。 

○表面だけ見ているのではなく、地下深くで苦しんでいる人達の事を考えてほしい。 

○食料品と新聞などの軽減税率を、絶対に実現して下さい。お願いします。 

○行政の効率化、議員定数の削減、行政の不作為について、良く目を向けて欲しい。 

○医療費助成は、高校卒業まで、お願いします。 

○高齢者、子供、障害者等、力の弱い方達にとっても生活のしやすい様な事に、いきとど

いた東海村になっていける様、がんばって頂きたいです。 

○国民の声を本当にちゃんと聞いているのか疑問に思う。国会中継を見ていても、人が話

しているのに、わりこんできたり、やじをとばしたり、ちゃんと聞いている人が少な

い。人としてのマナーがなっていない議員が多くなさけない。 

○とにかく、少しでも生活に余裕があり、将来に希望が持てるように改善してほしい。 

○税金の負担が大きく生活が大変です。何の為に働いているのか分かりません。 

○家族への負担、自分の体力の低下もありながら、仕事をしていても、税金ばかりもって

いかれて、働いている意味がない。働かなくていいなら、働きたくない。子どものため

に働いても疲労ばかりです。 
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○政府は、生活レベルを上げる、給料を上げると言っているが、給料上げても物価が上が

れば一緒なのでは？税金の分だけ、生活レベルは下がると思います。 

○前、村上村長は県下一の福祉の村を掲げていたが、後継の村長は如何なる考えか。 

○母子家庭ですが、一番は、衣食住といった中で、大黒柱が男女では、収入源が違ってく

ると思います。その中で、もっと手厚い支援をお願いしたいです。（夫が亡くなり、遺

族年金とパート収入では、とても足りません）。私が体をこわしたらどうなるのかと、

とても不安です。お金の面で・・・。 

○国の為に増税が早い方法で（実施され）、国民がバカをみる。 

○太田市では新婚の人には、住んだら 2 万円がマイホーム助成金、＊＊代、保育料などが

あるが、東海村にはなく、友人がその話をしていて、充実しているなと思いました。東

海でも探した所、なにもなく残念でした。 

○少子化、少子化と騒ぎますが、それってそんなに重大なことですか？既に地球は、地球

上の全人口を養うことはできないと言われているのに？中国や発展途上国の全ての人

が、日本人と同じ生活レベルになれば、地球はパンクするんです。人を減らすのはむし

ろ先進国の義務ではないかと思います。しかし、今の年金や医療保険体制では、人を増

やさない事には立ち行かないのが事実。それを立ち行く様に考え、方向転換すべき時な

のではありませんか？ 

○原子力産業育成の方針を再度示してもらいたい。 

○（１）村政：防犯に対し、もっと金を使い安心して暮らせるようにして貰いたい。 

（２）村政：東海村には優秀な人材が沢山居る。活用を計って貰いたい。 

○電気料金が高すぎ。CO2対策が重要。（再エネは疑問） 

○国政：現在の方針で当面よいと思う。 

県政：よく分からないが、観光や PR に力を入れすぎ。ムダ。 

村政：明らかに職員が多い。半数で十分ではないか。 

議会：早く定数半減を。村政よりも更にムダ。 

○公ム員の給料が高額に思います。仕事のでき高を考えて差をつける。 

○村議の人数を減らせ。 

○補助金の不正利用を奨励してる JA への対策。税金を納めず、寄生虫的な行為にはげん

でいる農家への対策。 
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○何の問題でも反対、歩みよれる所もあるのでは？ 各政党は。 

○東海村は調整区域の下水道やアスファルト工事が充実している。が、市街化区域でもア

スファルトがぼこぼこで、道がせまい所がある。税金を多く払っているのだから、そち

らを先に直してほしい。 

○原発事故時の避難計画を早く示してほしい。 

○原発の再稼働。村内での雇用を増やす。 

○税金が何に使われているか、はっきり細かく教えてほしい。 

○村内にハコモノは不要！！役場の職員も減らすべき。 

○議会・行政の皆さんには、是非使命感をもってやってもらいたい。 

○年末に引越して来たばかりですが、ゴミの仕分けが細かすぎます。それから、借上社宅

に住んでいますが、不燃ゴミ、粗大ゴミの置き場は無く、清掃センターへ持って行けと

いうのです。東京から来て、車も持っていないのです。どうやって運べというのでしょ

う。車を持っていて当たり前のような所なのです。不燃ごみは実家へ行く時持って行っ

ているのです。（東海村に捨てずに）不便な所です。 

○デイサービスに通っている方の昼食代の補助がなくなり、全額個人負担になってしまい

大変です。元に戻していただきたい。 

○東海第 2 原発を廃炉にして安心して住みつづけられるようにしてほしい。 

○無駄な仕事が多いことと、人員削減が必要です。 

○この人口で村とは、毎日生活する上で嫌でたまらない。何かと村・村と書かなければな

りません。（例通販）東京へ行けば村なのでバカにされ、県内でも同じです。（村を出

ようと家を探し中です） 

○アベ政権（自民＋公明）過半数以上で、何でもゴリ押しできる政治は良くない。北欧な

ど手本に学ぶべきだ。 

○国の借金についてどうなっているのでしょう。現在どのような政策をとっているのか、

もっととりあげるべき。派遣社員制度の廃止。今後、貧富の差が広がると思います。 

○格差のない社会をつくる努力をしてほしい。末端の人達が抱える苦しみをもっとわかっ

てほしい。 

○村政に対しては、議員数の削減と、職員に対するコンプライアンスの教育。 

県政、国政とも議員定数の削減。 
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○お金をもらっているのだから、生産性のない野次はやめて欲しい。 

○不法入国者対策をしっかりしてほしい。 

○現状の道路は自動車ばかりが幅をきかせていて、バイクや自転車は邪魔者のように扱わ

れていると感じる。CO2対策や渋滞対策として、バイクや自転車を活用するように促す

ためにも、これらを優先して通行できるような、ルールや道路の整備を望みます。 

○税金のムダ使いをなくせ。国会議員が多すぎる、１／２に減らして、各セクション、

県、市町村の役員を減らせば、税金も少なくなるよ。 

○アベノミクスとは何ですか？どのようなプラス効果があるのですか？出費は多くなり、

収入は少なくなるで、生活が苦しくなる一方です。そのような先が見えない状況で子育

て、老後のことなど考えることは難しいと思います。 

○税金のムダ使いせずに有効に使ってほしい。税金の使い道を村民におしえてほしい。 

○村議会①給料・費用を半分にして議員を倍にする。 

②各地区から選べるように小選挙区制にする。 

③議会はサラリーマン村議の出席のため、原則、夜間・休日に行う。 

○道州制の導入を早く実施して。 

○刑務所などを、税金で運営しないで欲しい。犯罪者の分まで税金を払うほど裕福ではな

い。働きながら返すか、シャバに出てから、使われた金（税金）を返してほしい。（事

件などに出動した警察官の人件費などをふくむ） 

○前村長とは異なる政策方針に変えようとしている感じが伝わってくる。現村長に不信

感・不安が募っている。安心・安全な村政から遠ざかっているようで恐ろしい。 

○舟石川地区は公園がありますが、石神にはありません。コミセンの庭に遊具を置くな

ど、子供が遊べる公園がほしい。 

○地方の状況の把握をして、国民 1 人 1 人を大切にした県政・国政をお願いしたい。 

○笠松へ行く（大会などで）高校生が、東海駅をたくさん利用するのに、エコりんをなく

してしまったのはとても残念。東海駅などの掲示板などにおいて、もっと広くお知らせ

すれば利用者はたくさんいただろうにと思う。 

○上からの通達に従いすぎるように思う。もう少し、本当に良いせ策をなのか、この地域

に合うのか。住民の利益になるのか検討してから実施してほしいように思う。例えば、

「国民総背番号制」：反対 
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○国会議員さんをはじめ、議員さんの数の削減是非やってもらいたい。アメリカの上下両

院議員さんの数は日本の半数以下です。 

○数年前にこの街に引っ越してきました。そして、又、私は他県に転居する予定です。こ

の街はとても優しく、住み易いところでした。いつまでも、変わらずにいて欲しいと思

います。全国１の農業県だからこそ、ここから安全な食を発信して、全国に広めて欲し

い。原発１号の街だからこそ、人に易しい、安全な生活が誇れる街にとして欲しい。期

待しています。 

○子供の教育、親の介護・・・TVが現実となり、どこから手をつけて良いか？です。教

育と言えば、先生のレベルにバラつきがあるように感じます。比べてはいけないのでし

ょうが、子供のノートを見ると考えさせられます。先生の質は大丈夫なのでしょうか？! 

○村上村政がよかった。軸がぶれてなかった。 

○これからの高齢化社会、高齢者対策こそが急務だ。学童保育、保育所等、本村の児童対

策は充実していると思う。 

○辺野古がいい問題提起しているが、地方の自治とは？議論して、住民が自治をつくり上

げていくことが大事。 

○原発事故避難の県や村の計画は、非科学的で現実味は全くありません。避難等するよう

な事故を起こさない為には、運転しないで廃炉にする事が一番です。 

○日本はここ数年で GDPなど下がっているのに、首相は過去と同様に海外に金をバラマ

イている。止めさせる方法を考えて下さい。 

○国家公務員及び議員給料の削減等で財政を立てなおしてほしい。 

○行きつくところは、国民ひとりひとりの、県民ひとりひとりの命、人権を大切にするこ

とだと思っています。理想論かもしれませんが…。教育の統制化、表現・言論の自由が

おびやかされる。も気になります。「道徳の教科化」は、成績をつけるのでしょう？お

かしいです。「あなたは、おかみの望んでいる通りの意志です。○A をあげます。○5 を

あげます」になるのでは？平和憲法が守れるのか。温暖化対策が国々のおもわくで遅

れ、暑い夏を生き抜くことができるのか。自然災害、最近は恐いことばかり。子ども達

の、孫達の年代の未来が少しでも明るいものになりますように。 

○民生委員の人達について。ある一線までは統一してほしい。市町村によっては、ばらば

らも仕方がないが、名前だけで何もできない者がいる。何が人のためなのだろう。地域

によってはあの人がなぜ！と思うような人がいる。 
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○あまりない。議員の方は高い目線にならないように。 

○村民、県民、国民の関心が低い。政治家は国民目線で行動すべき。 

○少子化対策にお金をかけ、保育園の充実、働くお母さんを助けて下さい。 

○ＮＨＫ受信料なくして下さい。 

○今後の未来への先が見通せない。 

○期待しない方が良い。 

○国民（住民）といちばん身近な地方政治は、亡国安倍政治の防波堤となるべき。他党

（他会派）議員を味方に付けるような指導力（信頼感と度量）を身に付け、ペースメー

カーとなってください。まず、住民一人ひとりと結びつく努力を！応援しています。 

○近隣市町村から愛されるまちになって欲しい。東海＝強欲のイメージが根強く、とても

残念です。相手に思いやりの持てるまちに成長して欲しい。 

○舟石川の新しい公園利用者がほとんどいない。ムダ使いをするなと言いたい。今現在は

キレイダケド 2～3 年後は雑草でいっぱいで見るカゲもないと考える。白方小アト地公

園が悪い例、付近の人が多く利用する方法を考えてほしい。アコギ運動公園を開放して

使わせてもらいたい。維持に金がかかりもうかっていない。税金のムダ使いが多すぎ

る。 

①なごみの発達支援センターのアドバイザー？が、あまりにもいい加減な対応です。変

えてほしい。なごみにがっかりしたり、傷ついている親が沢山います。 

 ②仕事をしていると、役場の手続きができない。休みをとらなければならない。 

③ボール遊びができる施設等を多くしてほしい。「公園でのボール禁止」「家の前（団

地内の道路）でも危ない」と大人におこられています。一体どこで遊べば良いのでし

ょうか？子供達が徒歩・自転車で移動できる範囲に施設がなければ不便です。これで

は古い団地に若い世代は入ってこないと思います。 

④結局、誰が政治家になっても、日本がよくならないから失望してます。 

⑤老後に安心して暮らせる程度の年金は貰う事ができるのか不安。治めている額より少

なくなるのは、最低限やめてほしい。 

⑥私（母親）が月に１００時間以上も就労し、周囲のサポートも無い状況ですが、２歳

の子供が待機児童となっています。村役場にも相談はしていますが、「空きがない」

「お待ちください」と言われ話になりません。東海村の保育所不足を何とかして下さ

い・・・。 
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 ⑦何でも自民党できめてしまうので、共産党がんばって反対して。 

⑧東海村に手術のできる眼科を開設して欲しい。村には、歯科は充分にあり過ぎです

が、眼科は１医院だけ、目薬をくれるだけです。手術するには、お年寄りが１日がか

りで村外へ行っています。 

⑨人のあらさがしをしてないで、もっと真剣にやってほしい。あまりにも人数が多い。 

⑩障害者のインフルエンザ、肺炎ワクチンの無料化 欲しいです。 

⑪消費税引き上げは、生活を苦しめてます。別に消費税を引き上げても日本は、スエー

デンみたいに高齢者や子供に還元してくれている訳ではないので、反対します。 

⑬安倍首相独走 不安 

○村政→むだ使い予算と実行、公開、発表する、議員給料使い道公開。県政→県会共産党

はむだ使い道を調べ公開する。国政→国家のむだ使いを調べて発表、人材がいないの

か？ 知識が無いのか？ 

○村社会の悪いところが残っていて、村政以前の問題。権力的でボス化され、価値観が狭

く、くらしづらい。人々も少なく、せまいところでしかたないと思うが、すこしは都会

的な日立市と一緒になるか、ひたちなか市と一緒になるか。 

○もう道路は要らない。これ以上きれいにしなくても満足。土地があるので、やっぱり

“農業”。今年のバスは良いです（このままで）。 

○アベノミクスを争点にする前に、野田氏との討論で交わした約束を守れ！ 定数削減の

実行、NHK 会長等の下らない尋問で無駄な金を使うな。NHK は民放にしてくれ。受信

料を払ってまで観たくない。東電の思い通りになるのは止めろ。 

○重度心身障害者を抱える家族は、その介護のために退職、転職、仕事の仕方を変更せざ

るを得ない。病院や施設は重度の看護・介護で敬遠されがちか、スキルが不十分で、家

族が行うことが多い。最重度の障害者・介護者の短期入院のできる病院と、大きな犠牲

の上に成り立つ家族による介護体制を見直して欲しい。介護者（親）亡き後のことを一

番不安である。 

○イロヽ書いたが、抜粋してください。 

○近隣市町村間の交通の接点？をつくるといいなあといつも思います。 

○会社員、公務員は安倍政権の政策で賃金が上昇しているが、我々高令者は税金がどんど

ん高くなり、生活が苦しくなっている。何とかならないものか？ 
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○村政へ一言。子どもたちが安心して遊べる環境作りを早急に進めてほしい。道路は遊園

地じゃない!! 危険きわまりない。 

○み近な村政ですと、仕事を理解せず、公務員といわんばかりにあぐらをかいている様な

所が多少なりとも感じることがあります。 

○議員数を減らす。 

○まず温かい村政ですね。村長さんが変わって私にはゆるやかに、おだやかになってきた

様に思います。 

○車で運転移動が出来ない身となっております。交通弱者の目で政治を行うよう希望しま

す。 

○違憲状態で選ばれた政治家は資格がない。憲法違反ですよ、憲法違反。子供達に説明で

きますか？ 

○貧困率が増加しているので、弱い者を基準に対策して欲しい。他人ごとと思わず。 

○村政、県政、国政とか逆に何をしているのかよくわからない。今の若い人は政治に興味

ない。だから老後とかの年金を支払わなくてもいいと考えてしまう。（一部のひと？） 

○村役場の周りの草は村職員が草取りすれば良いと思う。学校他は、自分たちで行ってい

るので税金を使わないでください。 

○総理大臣はじめ政治家が将来日本をどのように導いていくのかビジョンがはっきりしな

い。私は現在「資本主義の終焉と歴史の危機」水野和夫著、集英社刊を読んでいます。 

１００％賛成はしませんが、まあ同意する件もあります。いずれ資本主義は終わるので

しょうね。金持ちと貧乏な人々が極端になっている。昔は殿以外は貧乏だった。 

○何事も市民の為考えて欲しい。 

○少子化対策、子どもを産み育てやすい国など、政治家はみなさん言いますが、きれい事

にしか聞こえません。女性が働きやすいようにと言いますが、今の日本は働くか子育て

するかのどちらかです。両方は無理です。育てるにはお金がかかる。働かないとお金は

ない。もっと働けて子育て出来る環境はどんなものか世間のお母さんの話を聞いてくだ

さい。みんなどんな思いをしながら仕事をさがすか。子どもを預けるところ一つ探すに

も大変です。少子化を止めたいなら埋める環境を作ってください。 

○犬猫の殺処分について。当県は殺処分の頭数が多過ぎです。毎回ニュースを見る度心が

痛みます。去勢、避妊手術の助成金制度（東海村はアリ）や里親募集の周知拡大（保健

所のＨＰの充実）等なおいっそうの努力をお願いします。 
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○総論賛成、各論反対では物事は進まない。社会は複雑に絡み合っているので、要求と我

慢のバランスが肝要。 

○国民みんなが笑顔で暮らせるような政治を期待します。 

○東海村に来て４年になるが産婦人科までが遠い。とても住みやすいので子供の支援・援

助がもっと充実するとうれしい。無駄な所にお金を使うなら支援してくれて方が全然い

い。 

○村、県、国へ無駄な開発を止めてほしい。久慈川をみても土木予算が余っているので川

辺が昔の面影が無くなり、コンクリート化して自然が無くなっている。林や谷を埋めて

自然がなくなっている。自然を残して欲しい。何か外部より見ているとムダな工事では

ないかと思う事が多い。 

○税金の無駄使いをやめてほしい。事業の洗い直し必要。 

○村民の安全をどう確保するのか。村長の考え方全く見えない。村長は率先して原発廃炉

を施策すべき。県の安全施策が見えない。知事のマンネリ化。国政では、安全保障関連

法案は廃案にすべし。しかし防衛は必要。 

○何事も自分の立場、自分の子の立場になって行動決定をしていってください。自分が良

ければはいけない。 

○政治家はいつも国民をあとまわしにして陰でごたごたやっている気がする。国民をばか

にしている。 

○自衛隊のリスク増大。武器を持つなどもっての他。 

○東海第２原発再稼働を絶対阻止したい。まずは東海村出身の橋本昌知事の説得に尽力い

ただきたい。表に出ている少数の反対者と心の中ではそれを応援してくれている人たち

ができることは何なのか知りたい。原発の恐ろしさを科学的に知っている学者や元原発

従事者の方たちが保身に走らず、力を発揮し、政府の誤った考えを正せるよう、国民と

共に歩んで欲しい。東海だけでなく全原発の廃炉へ向けて力を合わせていきたい。 

○村民放送のスイッチの切り替えの音が何とかならないか。聞きたくても耳ざわりな音に

スイッチを切ってしまう。 

○共産党の皆様の現実に合った言動を今から全国民が不安のない社会を形成するために、

反対、反対でなく賛同するものは賛成して良好な結果を産む努力をして期待します。 

○年金のみでも暮していけるような年金の見直しを検討して頂きたい。 

○豊かな村、県、国に！！ 
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○村政については、前回衆議院議員選挙時山田村長は、地元自民党候補の応援演説をイオ

ン前でやったが、これは彼が休暇を取っての行動か？東海第２原発の再開について前村

長は反対されていたが、山田村長の態度は玉虫色。実際はどのように考えているのか。

図書館利用の改善要求。土日も７:００迄開館してほしい。職員の利用者に対する姿勢を

もっと明るく親切にしてほしい。図書整理等は休館日にせず通常の休館日にして下さ

い。また、通常の開館日に少しずつやってほしい。（現在多くの職員は机上でパソコン

をのぞいているだけ） 

東海駅東側の元リコッティーの利用について、今年３月末で機構の管理下にあったこの

施設は村民等に広くその利用を開放していたが聞くところでは、現在東海村公共団体に

その所有管理下に移ったとの事。「広報とうかい」にもこの施設の利用計画が不明。早

急に以前と同じく村民が利用できるよう強く要求したい。 

○女性議員の皆さんと、子育て中のママ達のおしゃべり会など開催してほしいです。 

○金持ちが優先の世の中だ。 

○若い世代からの意見はなかなか反映されないでしょうね。絶対数が少ないし得票しづら

いですから。でも皆チェックしてますよ。特に子育てに関する事は。東海村にハローワ

ークが無く水戸か日立まで行かないと新しい仕事を探す事も出来ないです。(WEB でチ

ェックすることはできるけど)小さい子、複数抱えてあやしながら水戸や日立…行き来し

仕事探すの大変ですよ。子育てに無関心だった村政やってる方には想像し難いでしょう

が、村の子育て支援課で就労支援是非してほしいです。 

○村政、県政、国政すべてあなたたちの欲望が見え隠れしている。 

○村政にバタバタ感があるので、着実な歩みを。 

○東海中央区画整備事業の全体行程が不明確。いつ完了するのか?年金生活者にとって宅

地として売りたいのだが、いまだに山林のまま、宅地の税額を支払っている。 

  山林       現在     1,548 ㎡ 

  3,692 ㎡     宅地(58%)→現況：山林のまま 

  税金       税金 

  \5,077      \297,689 

○防災無線(ラジオ)で放送される内容に、急ぎではない話が多すぎる。「村から今、村民

に最も伝えたい事はそれなのか?｣と感じる事が多い。 

○エネルギーセキュリティ、エネルギーバランス、CO2 削減。 
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○住みやすい町づくりをしてほしい。 

○無駄な箱モノを立てるなら、無駄に子ども手当を配るなら、そのお金を保育園建設、老

人ホーム建設にあてて欲しい。各家庭に 2 万 3 万と配ったところで親の懐、生活費に化

けます。であるなら、その 2 万×○人分で、園が建ちませんか？ 

○老後を思えば勿論、保障を手厚くしたい。子どもの子育てを考えれば無料化を望みた

い。しかし、給料は変わらず税金が上がっても困るし、国の赤字が増えても困る。うま

く回らないものか？ 

○コミセンなど公共施設を減らし公務員の天下り先を減らしてほしい。 

○少子化対策を怠った国の責任は重い!! 民主党時代を含む与党だけの事だけではなく野党

にも言える。 

○国会のヤジ、聞き苦しいので止めていただきたいです。 

○議員にも定年制を導入してほしい。勿論、公務員が天下りし、役員になっていつまでも

税金をもらい続けている事も止めて欲しい。 

○もっと女性の議員さんが増えると良いですね。男社会の限界が来ているような気がしま

す。 

○住民の為に政治を行う政治家がいないいま、何をやってもダメでしょう。日本は潰れる

かな。 

○原研等の企業で県外から引っ越してくる住民も非常に多いのが、特徴の地域だと思いま

す。他から来た人間にとって原子力、村のイメージはまた異なるもので、そういった

人々にも住みやすい地域にしてもらいたい。 

○〝ラクラク茶の間〟は良いと思っている。 

○老後、安心して暮らせる世の中になってほしいです。これからの若い人たちに希望が持

てるよう望みます。 

○村民、県民、国民の政治(家)不信。 

○とにかく外国人も大事ですが、もっと日本国民を大切に政治を行ってくださいませ。 

○行政で考える政策でなく、現場で必要とされている声にもっと耳を傾けて本当に必要な

政策を推進してほしい 

○今の安倍首相は、独裁者のようで恐ろしい気がします。日本が今まで通り安心安全な平

和な国であり続けて欲しいです。 
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○石炭・石油等の化石燃料を使用した発電は地球温暖化や呼吸器系疾患を促進します。地

球温暖化は異常気象を招きます。呼吸器疾患は火力発電――テレワットで２５人が死亡

するとの研究調査結果があります。火力発電の比率は下げるべきだと思います。 

○原子力政策の必要性を国民が認識するように国が一丸となって取り組むべき 

○国民が憲法についてしらな過ぎる、特に知らなければならない１０代、２０代の若い

方。学校教育で教えなければならないと思うのですが、これから一票を持つ世代の為

に、分かりやすい憲法や政治についてのお話会を開く事で、「投票しなくてはならな

い!」と考える方が少しずつ増えていくのではないでしょうか。 

○村内外に東海村が日本一危険な村という、不快な看板が多く建っているので撤去してほ

しい。 

○体育館などでの運動に参加したいと思いましたが、年会費が必要という事で諦めまし

た。年会費も１０００円位なら…と思いました。そのほかに毎回利用料が必要になるわ

けですから・・・。また、もう墓を守る…という時代ではないと思います。ぜひ、須和

間霊園に共同墓地を真剣に考えて頂きたい。無縁墓地を無くすためにも。 

○放射能被曝により健康を損ねているので、（疲れがひどい）（体温の調整ができない）

治療の確立に力を入れて欲しい。（気温が２０℃以下の場所で生活が出来ない。） 

○とても身近な問題ですが、ゴミ集積場の管理や設置は村で実施してほしい。自治会ごと

に自分たちで場所を探さなくてはならないのはトラブルのもとである。 

○税金を正しく使ってください。歳費は減らしてください。 

○わたしは、勤務地が水戸で定時で仕事が終わったとしても学童に迎えが間に合わないと

いう現状です。家族の協力もあり、なんとかやりくりしていますが、やはり学童の終了

時間が早すぎる事がどうにかならないかと、最善される事を期待しています。 

○共助の精神を浸透するような地域づくりをお願いします。（常会へ加入しない人が加入

したくなるような仕組みづくり等） 

○国民・住民の声に耳を傾ける政治。 

○現在の自分の生活上、行政に特に意見はありません。 

○主婦の能力が高い方が多いので、カフェ、雑貨や、レストランなど主婦が協力しあって

働ける場を作ってはどうか? 

○政党はどこでもかまいません。政策を貫ける体制や政策、人材、選挙では、あれだけ声

を発し頑張れるのですから（民）の為に必死に頑張って下さい。赤字国債は自らの議員
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年金を充てる人や政党ってありますか？「国の為に」とか「国民の為」とか声を枯らし

訴えるならば、本気で頑張って下さい。また、小泉政権時代のゆとり世代が最悪の出来

の悪さで仕方がない。自民の皆さん、何とかしてください。 

○財政赤字の削減が最優先である。 

○大切な友人、知人たちが村や茨城県をはなれ、人がいなくては行政もへったくれもな

い。真剣に意識改革して取り組まないと、茨城県、村の将来はないと思う！ 人柄が悪

い人が多い！ くらしづらい！ 小意地が悪い。権力あらそいばかりで何も考えていな

い！気位が高いだけで人の意見を取り入れない県民性では、将来性もない！ 

○もし仮にですが、ギインさん達の売名行為を大幅に許して差し上げた場合、ご自身達の

給料を返上した方々に、その名を冠したメイヨなるものを授与（？）してもイイのでは

ないかと存じます。が・・・ 

○本当に暗い所に街灯がほしいです。 
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１４． 日本共産党へのご意見、ご要望などをお聞かせください     

（ご意見） 

○生活が良くなる様にがんばってください。 

○共産党は大嫌いです。かってに郵便物として出さないよう様にして下さい。共産党は福

祉、福祉と云うけれど、財源はどうするんですか。実現できない事ばかりかかげてはダ

メ。大名様が無報酬で活動されれば、いいんじゃないでしょうか。やっぱり、お金と知

名度でしょう！日本の将来を考えて行動するべきです。 

○頑張っている様子は伺えます。 

○何でも反対と受け止められない様な政策を期待します。 

○村政へのご意見番として大いに期待しています。 

○本当の野党は日本共産党のみです!! しかし、日本共産党の党名は現実的でないので、党

名の共産党をとってほしい。 

○雇用の維持および拡大、諸税金低減、原子力発電が不可能の為、外部より会社を誘致す

ること、村役場、議員みんなで協力して頑張って下さい。 

○志位委員長のテレビの討論で話はよく理解できて、もっともと思います。が、わが国で

はまだまだ成長しませんね? 

○大名先生は高山ケイタロウという御名前はご存知でしょうか？ 私の父も６０年以上前

から手弁当で仕事を休み選挙のたびに応援に行ってました。でも、今も世の中はあまり

変わりませんけど。 

○このようなアンケートを基に、より具体的で実行性のある政策を求めます。この為に

は、「一発花火の打上げ」アンケートではなく、広く村民に広報、宣伝が「要」です。

最後に、日頃の大名様御夫妻のご活躍と献身的な姿勢に敬意を表します。今後とも、御

指導・御鞭撻のほどよろしくお願いします。 

○申し訳ないのですが、支持していませんし、期待もしていませんが、茨城は保守が強す

ぎて選挙がつまらない結果ばかり（民主政権時を除く）。野党全体が弱すぎます。 

○今の社会構成は８０％くらいが「豊かと思っている」。共産党は２０％くらいまで社会

の「ムダ」を追及して、マスコミに発表して、新しい共産党の週刊誌を作り販売して、

利益を高齢者、契約労働者に販売依頼するのはいかがですか？ 

○言っている事は理想だが少し現実社会に戻って欲しい。 
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○働く意欲のある政治にして欲しい。よくやっている。 

○何事にも反対の共産党はアンケートの用は無いと思います。貴方たちの信奉する共産主

義の旧ソ連がシベリアでの日本人に対する行いを強く追及すべきです。勇気のある行動

に期待します。 

○よくやっている。 

○御党の熱心な活動は評価されているが、出てくる提案に何でも反対の立場が目立つとの

意見も聞く。時に党勢に響く事もある。住民（国民）の気持ちを正確に確認して党勢を

強化して欲しい。 

○若い人を支持者に迎えて下さい。 

○憲法改憲は阻止して下さい。 

○戦争への道へと押し流されている様なとても不安な気持ちをかかえています。次世代の

為にも憲法改正は反対です。自民党の言いなりにならず頑張って下さい。 

○上１３項目含みがんばれ！ 

○私達の意見を充分代弁してくれている事に感謝します。国会議員をもっと増やし、強い

意見が沢山採用され実現できる事に期待します。 

○しばしば極端な意見認められるが、筋を通した意見・行動を期待する。 

○行政のチェックマンであって政治の方向を正して欲しい。古い悪いイメージを変えて、

良いイメージをつくるよう頑張って欲しい。 

○自党が責任政党であったならこの政策はどうとらえ、どの方向へ行くべきか、ハッキリ

と明示してもらいたい。現状はなんでも反対ばかりが目立つ。八方美人にはなるな。 

○今後もさらなる活躍を期待する。 

○住民が安心して生活できる環境と経済を考えてください。 

○昔から日本共産党に期待しているが、もう少し頑張ってほしい。 

○子育て支援は、学校に入ると、短時間労働もなくなり、今は学校の宿題も親がみたり、

習い事のおくりむかえ、子供をみるとなったり、好きなことさせるには仕事をやめるし

かない状況となる。正規のままで、子供の、せめて小６年までは、国として短時間労働

を保証するような制度をととのえていただければ、やめずに永く働けるのにと思いま

す。 

○支援者が少ないと思いますが、がんばってください。 
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○平和な日本が続きますようにお願いしたい。 

○ぜひ、政権をとってください。 

○共産党は９０％。（私は）手、足がきかない、（立っていられない） 

○安心して、子育てができるようにしてほしいです。 

○共産党員ではないが、女性二人頑張って村政に穴をあけてほしい。 

○ガンバッテクダサイ。 

○住民本位に頑張っている姿が見られる。好感が持てる。 

○よく分からない。何がしたいの？ 

○子を産むのは、いいけど、育てるのは、お金がかかるので、１人しか生まない人が、多

いと思います。もっと子供を多くなる様に、考えてほしいです。 

○どういう党だかわかりませんが、暮らしやすい町にしてください。 

○良くやって居ると思われます。今后頑張ってもらいたい。 

○これからもガンバって下さい。 

○日本共産党の方々がいないと、自民党が暴走してしまいます。頑張って下さい。 

○戦争絶対反対の主張を貫いてください。 

○赤旗しんぶんが手軽に読める様に考慮していただきたい。 

○共産党さんは、生活弱者に目を向けた立ち位置を示して下さっているので、応援してい

る。これからも、大きな政党におもねる事なく、現在のスタンスを貫き、生活弱者も安

心して暮らせるような政策を提言していってもらいたい。小さな一歩が大きな一歩に結

びつくことを期待している。 

○自民党の悪い事には反対、でもなかには良い事もあるので、その事には賛成してもらい

たい。 

○結局の所、若い世代も高齢世代もお互い様で、どっちが悪いと言う事はないんだと思い

ます。ぜひ、多世代が交流し、互いに尊重しあうことができる社会になることをいのっ

ております。いつも情報収集され、事実に基づいたぎろんをされているので、応援して

います。これからもガンバって下さい！ 

○戦後７０年で社会はかわったのに法律・制度の運用などわかっていない。それ故に苦し

む人がいることを国会でもっと取り上げてほしい。ヨーロッパでは現職政治家が同性婚
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を公にする時代なのに。東北の人たち、とりわけ福島第１からのがれた人たちが今後ど

うなるか？あんまりニュースにならないので心配。生活保護費をピンハネする連中。穴

だらけの原発再稼働審査より「ドローン」規制が先か！？国は・・・ 

○共産党は独善的で、反省の態度がない。衆院選では、当選するはずのない選挙区に候補 

 者を立てて、自民党が当選することを助けている。県議会選挙でも口実をもうけて共闘 

しない。結局、憲法改悪されて戦争が始まったとき、最も責任が問われるのは共産党で 

ある。また、「原子力の可能性は否定しない。将来のために研究は続けるべきだ」とい 

うバカな考えは捨てろ。さもなくば、どういう研究をすれば原子力の可能性がひらける 

のか、具体的に示すべきである。それができないのに「研究は続けるべき」と言うのは 

非科学的である。このアンケートの結果は、氏名など個人情報以外はすべて公表すべき 

である。 

○日本の政治を根本的に改変して欲しい。 

○野党共闘を上手にやってほしい。 

○頑張って下さい。 

○再生可能エネルギーの推進の前に、科学てき技術的見地を検討してほしい。学者ではな

く技術者の意見を聞くべき。 

○何でも反対ではダメ。将来の幸のため、今は苦労することも必要だという考えを確立し

て欲しい。 

○今、日本原子力研究開発機構（JAEA）の天下りが止まりません。我が会社にも昨年、

入社してきました。（姓を変えて）その様な人が 3 ヶ月で所長に昇進してしまうのが現

状です。（ちなみに社名は●●●です） また、JAEA の天下り企業が多くあり、その

他の会社が入れない様に契約を複雑にする事で、契約が出来ない様になっている。なの

で、JAEA 及びそれらの天下り企業は談合状態であるのでやめさせてほしい。 

○貴党の国政に携わる方の他党への質問等、テレビで見る事があるが、反対論とそれに関

する根拠が少し弱いように思う。党の方針として反対し、それについて、ではどうする

のか、どう対応するかがよく解らないし、実現できるのかも疑問である。 

○県知事の選挙で共産党はいつも敗けている。村長選挙でも、だめ。なにが原因なのか、

努力して実力を見せて欲しい。 

○大変良い活動をしておられるので感謝しています。 



147 

 

○頑張って下さい。 

○大名様、川崎様、二人力合わせ頑張って下さい。期待しております。 

○共産党は思想が一貫していると言っていますが、ここぞと言う時は他の野党と組んで機

密法や集団的自衛権の廃案を実現して欲しいと思っています。共産党と言う名前できら

いと言う人がいます。考えてみては？ 

○マルクス・レーニン主義が完全に否定された現在、共産党を名乗る意味を疑う。資本主

義の暴走を止める意味は認めるか？それにふさわしい名前に変えること。そうしたら支

持しても良い。 

○党の名前も新たにし、古い体質から脱却し、新しい共産党となり自民党に協力して、党

を越えた活動、政策を進めてはと思います。変化点で有る、変わる時です。 

○反対ばかりしてはいけない。 

○正義感の継続を願います。 

○自民党には絶対に懐じゅうされないで下さい。 

○東海第 2 原発の廃炉の世論を盛り上げる事。 

○なんでもかんでも反対はんたいはいけません。ブレないのはいいのですが・・・。反対

だったら、では、どのようにしたらいいのですか？ 

○日本のために。 

○理想的国家のイメージを、まず声にしてはどうか。戦争反対をもっと強くアピールして

欲しいと思う。 

○東海第二原発の廃炉。 

○良い党だけど名前のイメージが悪い。何か他に良い改名へは！ 

○出来れば、できるだけ地域の中に入り声をきき、政策に反映されるようになればよいの

ではないかと思います。街頭演説も結構だが、直接顔と顔があっての会話が必要。 

○たまには賛成もしたら。なんでも反対では話にならない。 

○がんばって下さい。 

○共産党を支持していますが、なかなか他人には言えません。「共産」という言葉がイメ

ージを悪くしているのだと思います。改名できませんか？それはともかくとして、応援

しています。がんばって下さい。 
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○是非、年金の引上げを国に要望して下さい！東海村は若い母親達に対しての活動の場を

発信している事はすばらしいです。 

○子どもの頃から日本共産党という名称に、良いイメージを持てず、今でもそうですが思

いきって改名したらどうですか。 

○支援していますので、ガンバッテ下さい。 

○項目６（東海第二原発の今後）は、東海第２原発のみの問いですが、原発そのものにつ

いて、共産党として、ただ反対という意見に思われますがいかがですか。私は処理方

法、たとえばガラス固化体にするとか、何か方法を考えているでしょうが、問題は処分

だと思う。いまだに方向すら見えてこない。どうするの？廃棄物・再稼働によって、

又、溜まってくる。この問題。共産党に問いたい。 

○昔から共産党には期待しています。国民にもっとわかりやすく、アピールをして下さ

い！！ 

○村政報告を多数出して下さい。 

○封筒のサイズがアンケート用紙の折りサイズとあってない（笑） 

○イメージが悪い。 

○これからも頑張って下さい。ガンバリましょう。 

○私は何党でもありませんが、共産党のやな所は、何もかにも反対。見てると頭にきてい

ます。のびがないのです。下の人ばかり重点視しないで。一生けんめい働いている人が

バカを見ているみたい。 

○アンケート出しても無だだと思いますが一応出します。 

○これからの共産党の活躍に期待しています。本当にこまっている人を助けるのが、市政

の方だと思います。笑いをわすれた人達が、笑って生活出来るようになるよう頑張って

下さい。 

○現在の資本主義を否定する意見が多いと感じます。おっしゃるマニフェストは、本当に

実現可能ですか。医療費の無料化と減税など、相容れない主張が多いです。 

○本、新聞、そして食料品への軽減税率導入を必ず実現してほしい。 

○共産主義の共産党なのか、国民政党なのか、良く分からない。党名の変更の必要性があ

るのでは。 

○国民の代弁者としての自覚を持追ってほしい。 
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○より住み良い未来を。 

○もう少し財源を考えて、なんでも負担を軽くする政策はどうでしょう？ 

○アンケート用紙は、折り畳み直さなくても封筒に入る様にした方が良い。（返送するの

が面倒になる！） 

○子供の頃からお世話になっている政党であり、応援しています。まじめな政党だと思い

ます。もっと支持者が増えたらと思います。 

○特にない。 

○政党助成金を受け取っていないことは評価します。しかし、主張は現代を生きていると

は思えない。村政レベルなら良いですが、国政ともなれば、眼前の生活のみならず、日

本の立ち位置を、世界情勢を見て、ものを考えて下さい。私はチベットや東ウイグルの

ように、中国共産党に人権を踏みにじられるのは、まっ平ごめんです。 

○みてる方はミテマス！だからどんどん々々権限をもっている方々をツッツイテ民主主義

とはコレナンダ・・・というところを実践なさって下さい。タトエ絵に餅だってイイな

いスか、マズは立派なモチを絵に、あとはそれに対して努力目標にして下さいませ。ギ

インさんが自由に使えるお金があるとマスコミで言っていましたが、それらを自主返納

もしてほしいモノデス！！ 

○口だけの党だと思います。与野党が協力しないで、日本の未来はない。会議をさぼる 

な。 

○全く興味なし。 

○色々な問題に対し、反対する時は必ず代案を出して貰いたい。 

○政策が過多よっているので支持できない。 

○あってもよいが、存在価値はないと思う。なんでも反対してればよいなら犬でもできま

す。とにかく建設的な意見を述べて欲しい。村議会においては、定数半減を力を入れて

推進すべき。共産党が選挙に出なければ、年間どれくらいの費用が浮くのだろうと思う

と、毎回腹立たしく考えている。そもそも世の中の為にはなっていないことをよく認識

して欲しい。 

ちゃんと政党助成金を受けて、使用目的、実績を OPEN にすること。今はやりたい放だ

いだ。 

○ひどすぎる。申し訳ないが、こんな内容のアンケートで名前を書かせるのは止めて欲し

い。よく内容を確認すること。 
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○何でもかんでも反対しないで！！ 

○時代遅れ。頼むから解党してくれ。 

○どこかの国の植民地になりたがっている政党にはなって欲しくない。 

○何でも反対、１３項（何の問題でも反対、歩みよれる所もあるのでは？各政党は。）と

同じ。 

○意見を通せるだけの政党になるよう、候補者をしっかり考えて下さい。 

○ダメダメだけではなく代替案をしっかり立ててほしい。（他の野党の方達もふくめて）

これからも頑張って下さい○笑  

○原発廃止（再稼働なし）の場合の補完電源（再生エネルギーなど）がどうなのか、説明

不足と思います。（足りないという人たちも多いので） 

○ソ連崩壊で共産党の社会実験は終わった。ドイツに共産党はあるのか？世界的に終わっ

ている考え方だ。どうせこのアンケートは、無かった事にするのだろう。集計結果が楽

しみ。 

○以前のような活気溢れる村に！原子力関連施設を元気に！仕事を増やして、人を増やし

て！ 

○とくになし。 

○私の青春時代は共産党と言ふと、遠ざかる様にしていました。工場でも共産党の友達が

首にされた時代でした。だから、今でも快く思って居りません。友達との別れを想ふと

辛いです。 

○何でも反対はダメ。 

○このアンケートの理想的な回答どおりの実現にむけて頑張って下さい。 

○原発反対と言うなら、火力等による電気代の値上がりは国民にとってどうなのかを考え

ているのか？資源を輸入できなくなった時、電気の安定はどのようにすると考えて原発

反対といっているのか。風力や太陽光ではまかなえませんよ！ 

○昔の人は共産党というとアカだよと云うイメージがあり、党名を変えられたら思う。村

議会の中では、住民の視線で活動しているのは貴党が一番と思う。 

○原発に反対されるよりも、もっと身近な事も考えて頂きたい。日本は農業大国で、ネオ

ニコチノイドという、作物にしみ込み、落とせないような農薬を多く使用し（世界的に
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みても）欧米よりはるかに農薬に頼っています。人に無害なわけがありません。作物が

殺虫剤となってしまっているのです。F-1 の種も多いです。もっと食の安全を考えて下

さい。加工食品も、トランス脂肪酸のマーガリンが安上がりなので多く使われています

し、キレやすい子供と食べ物は関係しているのです。他の野党に出来ない事をやって頂

きたいのです。これからも、このように村民の意見を聞いて頂きたいと思っています。 

○益々の発展を望みます。 

○今後も村政のために、頑張って下さい。 

○頑張っている。良い点も多い。財政面の意見について、理想論が目立つので、具体的な

実現可能案を示す所まで頑張って欲しい。 

○村民 1 人 1 人の意見をもっと聞いて、皆が安心して過ごせる社会を作ってほしい。 

○すべてに反対するのではなく、是々非々で判断してほしい。東海村では、東海村の事情

を勘案した訴えをしてほしい。 

○国政でも共産党さんの、とても良い意見もありますが、理想であって一般庶民からする

と、現実味がないように見える。「何をやるにしても、まず財源をどうするか」これを

ふまえて今後も、がんばっていただきたい。 

○野党としての必要性は認めるが、仮に与党第一党になったら、国が本当に良くなるかは

疑問。 

○代替案を出すところは評価しているのですが、採用されないと思ってるものまで出して

いる気がしています。注目されている今、もっと政党に属してない人の共感を得られる

ものを提案してはいかがでしょうか？ 

○返信用の封筒に入りにくい大きさの用紙で、本アンケートを作らないでほしい。 

○国の政策は何時になっても、弱者をいじめている。こんな世の中、誰がコントロールし

ているのか！日本共産党が世の中を変えて欲しい。頑張って下さい。 

○あなた達は、国を動かす「力」を持っています。その「力」で 1 人でも多くの国民を助

けてください。応援しています。頑張ってください。 

○特にない。 

○共産党の福祉や安全保障政策には賛同する面もあるが、対原発政策については理解でき

ない。資源に乏しい日本には原発が必要です。反対だけでは生活レベルの維持だけで

も、確保できないと思います。 
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○大阪都構想で、自民党と行動を共にした。これで共産党の命運は尽きた。無駄をなくす

行動に賛同できないような政党は存在価値がない。 

○国の歳入に見合った施策の推進。１０００兆円も超える国の借金の中、全て国に依存す

る時代ではなくなりました。 

○私の意見や考えを発言できる機会を与えてくれて感謝しています。（このアンケート） 

○生活弱者の為に、活動して下さる事を望む。 

○末端の人達の意見を政治に反映して下さい。 

○日本共産党の考え方は大いに賛成です。庶民の為の政治をやっていただいていますの

で。 

○問題が多様化する中で、先頭を走ってい行くのは大変な事と考えます。今後も誠実に村

政を宜しくお願いします。 

○原発反対をつらぬいて下さい。 

○反対の反対でなく、具体性のある反対をとなえてほしい。 

○志位委員長の国政での活躍、期待しています。朝日新聞に「志位さんは手だれ（手練

れ）か？」と出ていましたが。 

○村民の要望や力を信用して力を傾ける。話をよく聞く事が、一番力になると思います。 

○はば広く国民の意見を聞き政治に反映してほしい。 

○「共産党さんは何でも反対する党」と揶揄されますが、ひとつくらい、そのようなすば

らしい党があって良いと思います。いや必要です。タカ派と言われた元首相、中曽根康

弘氏でさえ「安倍君、反対の意見にも、よく耳を傾けなさい」と新聞（毎日）で言って

います。もう毎日が心配な想いです。どこまでも、共産党さん、食い下がって下さい。

今までで一番、共産党さんが必要な日本です。でも、まだまだ大昔の「赤」などと言っ

てる人も多いのが残念です。大昔だって失礼です。なぜ安倍首相の支持率があまり下が

らないのか、不思議です。きっと他に人がなく、ぐいぐい引っ張ることが、たくまし

く、たのもしく見えるのかもしれませんね。絶対、そうではなく独裁者です。過激です

みません。昨年高校のクラス会の 2 次会で、全く同じ意見の友がいて、うれしく思いま

した。若い人も、「子ども達を戦場に行かせたくない」と言っているそうです。（娘か

ら）。このアンケートをいただいて心強く思いました。ありがとうございます。川崎篤

子さん、大名美恵子さん、おからだ、おいとい下さいまして、ますますご活躍なさって

下さいね。乱筆乱文お許し下さい。 
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○もっとやっている事を知らせる。宣伝してほしい。政策に展望を加えて知らせてほし

い。頑張って下さい。 

○政府の監視として努力して下さい。 

○党へのこだわりはない。やる人はやってくれる。聞いてくれる。云ってくれる。人のた

めに力をかしてくれる。人を買う。 

○あまりない。いいことを言っているのに国民に受け入れられない。何が原因なのだろう 

か。 

○イメージが悪いが、主張は理解できる。今後も頑張って欲しい。 

○頑張って下さい。政策が達成できる、実現できるようにお願いします。 

○政党助セイ金、受取っていない、良いことだ。 

○党中央の態度は立派。村の党の動きが見えない。村議の活動は信念と謙虚さが感じられ

ない。意見を聞くだけで提案がないのが残念です。党の提案に対してどう思うかを聞い

てほしかったです。 

○御苦労様です。 

○消費税１０％の引上げ反対をお願いしたい。 

○①口ではいいことを言っているが、本番では何もしてくれない党。 

②良く頑張って下さっていると思います。 

③この前の選挙で日本共産党へ入れました。 

④今、信頼できるのは共産党だけか？と思っています。ますますのご活躍を期待しま

す。 

⑤正しいことは、はっきり言ってくれるので、これからも応援します。頑張って下さ

い。 

⑥がんばってください 

⑦力不足。 

○いつもお疲れ様です。 

○弱者の声に今迄通り耳をかたむけてください。 

○私は共産党の活動を応援しています。頑張ってください。 



154 

 

○期待しています。是非、弱者の味方であり続けてください。小３の息子（次男）が不登

校気味の為、今は求職していない。長男は高１．私立高。遺族年金受給。 

○大名・・くんのお母さん、おつかれさまです！今後も頑張ってください。 

○私は、特に政党の良し悪しや好みなどこだわりはないので、うなずける事、受け入れざ

る事、とにかくいろいろな事を提起していってほしい。 

○理論・行動は政党として最高で同意できるがでは何故国民に支持されないか。もう一度

検討しなければならないと思う。それはアメリカから独立しなければ実現しないと考え

る。東海村も原子力と共に発展してきましたが、今後どのように発展させていくのか村

議の皆様の発展、展開に期待しております。我々住民もどんどん意見をだし、協力し、

発展させて行きたいと考えます。野党（特に共産党にほ頑張ってもらいたいし、期待し

ております）自民、公明は変わり映えしないし、民主にはがっかりした。国民に元気と

希望を持たせる魅力がある政党が出現することを望みたいと思う。 

○共産党は国民の為頑張ってほしい。 

○党の方々はすみずみまで気配りして下さいます。すばらしいと思います。国会討論等を

聴いていますとどの議員さんも懸命だと思っていますが、党の方々は何倍にも懸命に思

います。 

○引き続き誠実に頑張ってください。応援しています。 

○理想を追求することも正しい。目の前の現実対応策を見出していくことも正しい。どち

らも正論なので争えば解なし。現実の中で理想に近づくにはどうすればよいか。それが

問題です。 

○日本共産党の政策には大いに期待しています。「絵空事」という人もいますが、ぜひこ

れからも国民の望む政治の在り方を目指していって下さい。 

○この予算は必要なのか？なぜこの予算が計上されたのか？５年先、１０年先、５０年先

の東海村のあるべき姿を示してほしい。 

○反対運動が好ましいとは思わないが、反対運動していれば当選する。 

○一般庶民の味方で頑張って戴いていると感じます。駅前で村政報告をしているのは大名

さんと相沢さん位ですよ。 

○広がるばかりの格差の解消が必要。弱い者の代弁者として声を大にしてほしい。応援し

ています。 

○何でも反対ではなく、具体策を村民、議会にアピールすべし。 
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○もっと意見を述べ今の総理を倒す位の力があるのだからそうしてもらいたい。 

○考え方は良い。もっと意見を前面に。 

○東海村が活気ある村、地域にする為に何をすればいいのか村民に説明してください。生

活をかけて一生懸命頑張っている人がいることがわかりますか？ 

○自衛隊を認める！と。共産党はいい事は言ってるのだから、国防に対してどう考えてい

るのか。中国、ソビエトも社会共産主義ながら軍隊を持っている。もし共産党がどうで

もいいようになったら日本はなくなってしまうかも。現在日本は、アメリカの５０州目

の国であるかのようで、原子爆弾も落とされているのに、バカか（安倍は） 

○党の意見、考え、方針は選挙と国会論戦時のみ明らかになる。（モグラ活動と同じで通

常は国民は党の存在を忘れているのが現状）もっとマスメディアに注力して党の存在を

明るいイメージで親しみのある党を示した方が良い。国会議員数の削減を広く国民の意

見の反映をとのことで反対しているが、国債発行残額が１０００億円を考えるともっと

わかり易い対案を出してほしい。（大企業への増税だけでなく今すぐできる対案を！） 

○もっと前に出て欲しい 

○女性の村議会議員は、3 人ですが増えて欲しいです。男性議員の中には、良く目先の事

だけでなくその先を見通して――と言いますが、目先が悪かったら先なんか到底見通せ

ないですよね? 

○しっかり頑張ってほしい(応援します） 

○選挙カーうるさいです。必ず時間を守って。どこの政党もですが、あんな爆音で通らな

くても常識ある有権者はきちんと政策は調べます。 

○代替え案もなく、理想論ばかり言う共産党が嫌いです。 

○無くてもよい。 

○これからも、平和な日本である事を望みます。 

○対案を出す時は、具体的な数値を入れた話をされると、興味が生まれると思います。 

○思想が残念です。何故、原子力技術に不満があるのですか？アンケートの意図は何か？ 

私たちは(家族は)毎日どうしていいか…泣いています。 

○安倍首相の憲法改正は、今まで平和だった 70 年間の日本国をまた、あの恐ろしい戦争

国へと導こうとしている気がします。どうか野党の皆さんの力を合わせて安倍首相の暴

走を阻止していただきたいです。（将来の子や孫が心配です） 
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○原子力発電なしで日本のエネルギーや経済(競争力)維持が出来ると本気で思っているの

ですか? 

○各政党の中で、一番まともなお考えをお持ちの政党と思っています。多数決で物事が決

まってしまうのも如何なものかと思います。 

○減税することによって、消費税が増えると思う。増税に反対を！ 

○原子力や自衛隊の事ばかりでなく、真に国家の危機を打開できるような政党になって下

さい。 

○風当たりが強いでしょうが、頑張ってください。 

○党員以外賛同者がいない政党とはどんなものか？ 

○選挙の時は応援しています。ご苦労さまです。 

○このように住民の意見を伝えられる手段を与えてくれる事はとてもありがたいことで

す。これからも頑張ってください。 

○住民目線で住民(国民)代表として、ぶれない政策をぶつけていってほしい。 

○・・さんは、一生懸命やって下さってます。感謝申し上げます。これからもおごる事無

くよろしくお願いいたします。 

○理想を求め反対するとギリシャのようにデフォルトの危機にさらされます。現実的な視

点で反対して下さい。 

○反対意見ばかり言ってないで、実現が可能な代替え案を提案してほしい。パフォーマン

スとしか思えない。本当に消費税をゼロにして国は借金を返済しながら子どもたちに負

担をさせないでやっていけると思っていますか？ 

○共産党の本質は分かりませんが、住民の心に寄り添った政治体制ではないかと思いま

す。国民が涙や血を流すこと無く平和に暮らしていける社会になってほしいです。 

○日本でも安楽死をぜひ議題に取り上げて欲しいです。「日本共産党ガンバレ」 

○頑張ってほしいです。ぶれのない政策で・・・ 

○全ての原発を廃炉にしてください。原発事業者が再稼働させたいのなら、放射線障害者

の実態把握と治療の確立を企業に義務付けを。 

○今後も与党・野党バランス良く政治を。一貫した政党なので日本人の為の政治をお願い

します。 
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○エネルギー政策、社会保障政策、安保政策どの政策にしても一貫してブレのない主張は

敬服します。しかし、あまりに硬直化しすぎてその独善差に正直５０年後に共産党とい

う政党が残っているか疑問です。現実路線に舵を切って沈んだ旧社会党の轍を踏む事無

く、健全かつ建設的・現実的な野党として残ってもらいたい。 

○与党の案に反対するのみでなく、しっかりした対案を示して下さい。 

○共産党の基本理念が私は良く分かりません。 

○共産党の理想は分かりますが、どういうプロセスで国を変えていこうとしているのか示

して下さい。一気に変える事はできません。国民が納得するようなマイルドなプロセス

を示すべき・・・ 

○志位さん応援しています。 

○もっと「力」をつけて。 

○非常に期待している。但し、自民党を真似て、ずる賢い政治を住民の声に耳を傾けて欲

しい。 

○安心して暮らせるように。 

○良い事ばかり言ってないで、大局から日本が置かれている立ち位置を見て実際に行動す

るよう希望します。共産党という名前がずっと嫌いでした。 

○アンケートででた村の「さけび」なるものを是非解決して下さい。 

○よく車で大きな音で何かを言いながら回っている事があるが、何を言っているか分から

ないし、小さい子を寝かさせている母親にとっては迷惑。伝えたいことは文章（書）に

して配ったりした方が良いと思う。しっかり声を村政に届けてください。期待していま

す。 

○支持します。力をつけ、村政をリードしてほしい。 

○財政問題について党の考え方や政策についてお聞きしたい。 

○意見の違う人の言葉をよく聞くべきだ。昔はそう言っていたはず。今は昔と変わってし

まって、多数派きどりだ。猛省すべき。多くの人は、共産党に意見するとねらわれるの

で従うしかないといっていた。ナチスか！ 

○真っ直ぐ自分の言葉を曲げない。 

○良かろうと思ってしたことで、政治で代表しているあなたがしっかりして下さい。 
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アンケート回答者の内訳 

 性 別   

   

  年 齢   

  

  職 業   

 

男

311人
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女
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本アンケートは 2015年 5 月実施、7月 1日現在回収数 737通をもとに集計し、村民のみ

なさまのご意見をそのまま転載したものです。但し、プライバシー保護に配慮し一部匿名

で記載されている箇所がありますのでご了承ください。 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

東海村議会議員   大名美惠子 Tel/Fax 029-284-0761 

            E－メール  toukai@oona-mieko.info 

  東海村議会議員   川﨑 篤子 Tel/Fax  029-282-0229 

            E－メール  atsuko-k@car.ocn.ne.jp 
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