
順位 施策 比率

１位 医療 49.7%
２位 防災 49.6%

３位 高齢者福祉 45.4%

４位 生活困窮者 35.0%
５位 孤独死対策 33.7%

６位 保育園等の増設 33.3%
７位 防犯対策 32.7%

８位 出産・子育て支援 31.5%

９位 いじめ・体罰 31.1%
１０位 原発・放射能 29.5%

１１位 障害者対策 24.8%
１２位 バリアフリー 22.2%

１３位 エコ・環境・温暖化 20.3%
１４位 雇用・中小企業 20.3%

１５位 公園・緑化 17.9%

１６位 交通対策 17.5%
１７位 公的住宅 16.4%

１８位 文化・スポーツ 13.1%
１９位 道路対策 11.4%

２０位 都市開発 9.5%

１０、区政で力を入れてほしい施策は
８、子どもの貧困対策で必要なものは 比率

24.4%
58.8%
42.5%
32.5%
9.1%

①学力の向上、学力テストで点数をあげる

③子どもの医療費助成の拡大
④寄り添い支援
⑤その他

②学校給食、教材費などの教育費の無償化

９、日本共産党区議団の区政政策についてあなたはどう思うか 比率

①同意できる 53.3%
②どちらともいえない 24.1%
③不同意 14.4%
①同意できる 81.8%
②どちらともいえない 9.6%
③不同意 4.5%
①同意できる 71.1%
②どちらともいえない 18.1%
③不同意 5.3%
①同意できる 71.9%
②どちらともいえない 17.5%
③不同意 5.2%
①同意できる 62.4%
②どちらともいえない 21.0%
③不同意 7.4%
①同意できる 54.1%
②どちらともいえない 27.4%
③不同意 9.0%
①同意できる 75.6%
②どちらともいえない 12.0%
③不同意 6.5%
①同意できる 70.4%
②どちらともいえない 15.5%
③不同意 8.1%

(6)学校統廃合は人口が増えている
　もとで、子どもに犠牲をおわせる
　無理な学校統廃合は中止すべき
(7)戸籍の外部委託はプライバシー漏えい
　の危険を増やし、経費削減にもサービス
　向上にもならないので中止すべき
(8)おいしい給食といいながら他区で
　実施している放射能の食材検査を
　やらない姿勢を改めるべき

(1)公園トイレの130か所廃止計画
　を中止し誰でもトイレを増設する
　などで改善すべき
(2)貯めこんだ２３区トップクラスの
　積立金は区民のくらし応援のため
　に有効に使うべき
(3)昨年の保育園待機児は全国ワースト
　８位、待機児対策に認可保育園を
　増設すべき
(4)特養ホームは１０００床増設したが、
　すぐに入所すべき待機者が１３００人
　を超しているため増設すべき
(５)住宅リフォームの助成は地域経済を
　元気にし、地域経済循環を促進する
　北区の見習って実施すべき

★最近、公明党(中央)はダメ、信頼できない。また、マ

スコミもふがいない。報道とバラエティの区別ができて

いない。知識不足のＭＣが多すぎる。御党が今回もうす

こし議席が取れると思った。

(６４歳・男性)

★私は自民党支持者です。ただし、最近進めている政策

等は大変怒りを感じています。自民党支持者なのに共産

党が言っていることが一番正しいと思っています。一度、

共産党に政治をやらせたいと思っています。

(５１歳・男性)

★今まで共産党というとあまり良いイメージとい

うかこれといって「できる」イメージがありませ

んでした。しかし、安倍政権下で人の命や貧しい

人々、弱い人々をもっと追い込んでいく政策にと

ても強い不満をもっています。共産党は一歩一歩

確実に。 (３５歳・女性)

★最近の首相の発言を聞いていると国民の意見など耳を傾けて行動

していると思えません。権力を利用して勝手にすすめている。日本

国民として残念に思います。マイナンバーは安心というが、原発も

想定外と言っていた。国民にメリットだけ言うのは裏切り行為だ。

(２９歳・女性)

貧困は家庭では限界があると思い

ます。学校給食だけがバランスのあ

る唯一の食事だとしたら無償化すべ

きです。義務教育なのに中学校の教

材費が高すぎます。(２９歳・女性)

子どもの貧困は親の貧困なので雇

用、所得アップ暮らし全体を良く

することが必要。高校・大学の費

用を支援する給付型の奨学金をつ

くるべきだ。 (４２歳・女性)

学力テストで競争ばかり押しつけるこ

とでは中身の成長につながらない。子ど

もの立場に立ちそこから物事を考え、発

展成長、前進するよう一人一人を観察や

援助することが大切。(９０歳・男性)

なぜ、プライバシーに関する

部署を外部で執行するのか。

漏えいしたら公務員なら「ク

ビ」になる。実際に私が戸籍

課を利用したとき「不安と理

解力のなさ」の窓口を見てダ

メだと思った。(４６歳・男性)

放射能の食材検査等の対策が

大幅に不足していることに大

きな怒りを感じています。こ

のまま足立区に住み続けるに

は妊娠可能な女性にとって大

変なリスクです。本腰を入れ

て対策してほしい。

(２６歳・女性)

足立区に越してきて共産党の活動が目

に見えてわかるようになりました。チラ

シ、公園トイレ等こういう見える化は大

変有効だと思います。 (４２歳・男性)

共産党は好きではない。中国や北朝鮮

を思い浮かべてしまう。だが、足立区の

共産党は支持したい。民衆の意見を聞く

姿勢を感じるから (３６歳・男性)

今回の事(安保)があるまで政

治のことに興味もなかった。た

だ、自民党のやりかたはおかし

いなと。国民が納得していない

とわかっていながらなぜ、焦る

のでしょうか？

戦争をしたいとしか思えませ

ん。正直なところ３．１１以後、

政治家のいうことは信じられま

せん。(４４歳・女性)

主人の転勤で私は仕事を

やめて国民年金に加入。

個人で払う高さに驚いた。

女性を活用したいという

わりには高い保育料やそ

こに入る困難さは考え難

く見直してほしい。働き

に出られない。

(２７歳・女性)

特養ホームが増えたのはあ

りがたいが、スタッフが不足してい

て部屋が空いていても入れない。

利用料が高すぎる１日、２１００円

では年金では入れない。

(７６歳・女性)

７月に売り出したプレミアム商

品券はすぐに売れきれてしまうと

ニュースでもやっているのに、な

ぜ、一人１０セットまでなのでしょ

うか。皆がほしがるものなら１人

１セットで全員が買えるようにす

べき。一部の人だけが得をするの

はおかしいと思います。

(専業主婦 年齢不詳)

災害が起きた時のために、他

区ではトイレを増やしている。

お年寄りや子どもにとって

すぐいけるトイレはとても必

要へらさないで下さい。老人

が健康を維持できるように筋

トレや体操をできる場所を増

やして下さい。(６６歳・女性)

※設問に「わからない」があるため数字が一致しないこともあります。

寄せられた声

寄せられた声

寄せられた声

寄せられた声



①賛成 7.6%
②反対 67.9%
③どちらともいえない 13.0%
①合憲 6.0%
②違反 70.7%
③どちらともいえない 11.6%
①問題ない 13.1%

②問題だ 65.3%
③どちらともいえない 13.7%

(1)あなたは安倍政権がすすめ
る安保法制に

(2)安倍政権のすすめる安保法
制は日本国憲法に

(3)自衛隊への入隊勧誘のダイ
レクトメールについてどう思うか

5、「安保法制」について

比率

①変えるべきでない 83.0%

②変えた方がいい 17.0%

6、憲法改正について

憲法9条について
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第１５回区民アンケートへのご協力ありがとうございました。

日本共産党足立区議団は、今年も６月から区内１６万世帯に無差別にアンケート用紙を配布し、昨年

をさらに上回る２，７００件をこえる過去最高の回答を寄せていただきました。

集計結果の報告と寄せられたご意見、ご要望の一部を紹介します。

【設問７】消費税１０％増税に

ついて
●反対 ８５.４％

●賛成 ７.７％

●わからない ６.９％

消費税１０％は、反対が８５.４％
※ どちらも昨年を上回りました

◇介護保険料の値上げが厳しい。年金減額許

せない。（８３歳・男性）

◇負担が大変増えた。「消費税が上がった」

「水道代が上がった」「電気、ガス代が上がった」「子

供の教育にかかる今後の大学のお金のための学費ローン

を組んだ。給与の3割近くが税で引かれている。とても悔

しいおもいだ」（４９歳・男性）

◇なぜ保育料が高いのか？子供を育てにくい。老人にも

厳しい。区は何をめざしているのかわかりません。足

立区から転出も検討中（２６歳・女性）

◇退職して収入が減ったこともあるが、消費税の増税

が一番生活に響く（６５歳・男性）

◇国保は命の問題。安心して医者にかかれるようにし

てほしい。区の健診に胃がんの健診を入れてほしい

（７４歳・男性）

【設問２】この１年でくらしはどう変化したのか

●苦しくなった ６７.６％

●変わらない ２９.１％

●よくなった ２.３％

●その他 １.０％

【設問３】苦しくなった原因は

●年金 ５２.２％

●給与 ２２.２％

●事業 ８.６％

●その他 １３.３％

●税金 ４９.７％

●公共料金 ４０.８％

●医療費 ４０.１％

●家賃 ８.９％

●教育費 ７.９％

●育児費 ５.２％

●ローン ５.１％

●その他 １３.４％

【設問４】社会保障について
問１ ２３区で２番目に高い介護保険料
●反対 ７７.５％

●わからない １７.３％

●賛成 ５.２％

問２ １５年以上連続値上げした国民健康保険料
●反対 ８１.９％

●わからない １２.７％

●賛成 ５.４％

問３ ２３区で一番高い保育料
●反対 ６５.４％

●わからない ３０.５％

●賛成 ５.０％

◇文京区から３ヶ月前に足立区に転居し

ました。いままでは年金のある月に７０

０円介護保険料としてひかれていました。

足立区に来たら今月６８００円くらいと

言われてびっくりです。どういう風に払

えばいいのでしょうか（７９歳・女性）

○戦争はこわい。他の国のを見ると目をふさぎ

たくなるくらいだ。日本は同じ過ちをしちゃい

けない。日本以外も早く戦争がなくなってほし

い。（２４歳・女性）

○ 戦争をしない、武器を持たない国に攻めてく

る国があれば、そちらが非難されるだろうと思

う。（４２歳・女性）

○第一になぜアメリカと約束を取り付けて国内

議論を後回しにするのか。第二に今の見解だと、

自方に戦争する気持ちがなくても、敵方は戦争

を仕掛けてると思ってしまう。（４６歳・男性）

○「憲法９条で戦争をしない国」と認められ世

界で信用を得られた。しかし戦争をする国に

なってしまうことはひどいこと。今の子ども

たちの事を想うと先行きが非常に心配。

（７２歳・男性）

寄せられた声

○国民の大多数は９条を守るべきと考えている。安倍

政権は国民を見ていない。国民・私たちはもっと声を

上げるべきだ。（６８歳・女性）

寄せられた声
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