
Q7 あなたが区政に望むことは何ですか 

その他・自由に書いてください 

 

アンケートをとっているのは共産党だけです！頑張ってください！ 

【10代／女性・学生】 

 

部活動での大会が板橋区は中止になってしまったのですが、大会の料金が返ってきていません。（テニ

ス部）しかも、一部の板橋区民が大会に出たと聞き、おかしいと思いました。その生徒への罰とお金を

返してください。母が教育委員会に電話したのにも関わらず、返金されていません。 

【10代／男性・学生】 

 

区役所へのアクセスが悪いので、バスを充実させてほしい。性犯罪対策（特にチカン） 

【20代／女性・会社員】 

 

埼京線の混雑具合がひど過ぎる。なんとかしてほしい 

【20代／女性・会社員】 

 

コロナで在宅の時間が増えたことにより、光熱費やその他在宅環境を整えるのにお金がかかり、大変で

す 

【20代／女性・会社員】 

 

2 年前シングルマザーとなり、子 2人・犬 1匹を連れて、実家のある板橋区に越してきました。犬がい

ることで都営の申し込みもできず、シングル子 2人ということで、高い家賃と、そもそもの物件数の少

なさに、家が決まらず、とても大変でした。区政で何か改善をできるとは思って いませんが、シング

ルでも住みよい、家賃補助を含めた政策のようなものをお考え頂きたいです 

【20代／女性・会社員】 

 

東上線の事故の割合を減らしてほしい 

【20代／女性・会社員】 

 

東武東上線の人身事故・遅延が多すぎで、東上線沿いには住みたくないと思う。 

【20代／女性・会社員】 

 

都営三田線に急行を作ってほしい。 

【20代／女性・会社員】 

 

医療従事者への手当がほしいです。 

【20代／女性・会社員】 

 

板橋区に住み始めてまだ数ヶ月で、知らないことも多いですが…paypayの 30％還元、本当に助かって

います！！コロナ禍で大変な中でのサポート、ありがとうございます！！ 

【20代／女性・会社員】 

 

こういったアンケート、インターネットでも提出できるようにしてほしい。 

【20代／女性・会社員】 

 

（⑩について）私鉄で事情はあると思いますが、ホームドアをつけた方がいいです。これから子どもを

作る予定なので、お金の不安がない状態で安心して出産したい。 

【20代／女性・会社員】 



 

区に住んでいるバイセクシャルです。現在、同姓の恋人がいます。彼女とのパートナーシップをむすび

たいと考えており、板橋区でできたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。 

【20代／女性・会社員】 

 

独身女性一人でも生きやすい世の中 

【20代／女性・会社員】 

 

板橋区はゴミの分別があまりないので助かる一方で環境への不安もあります。子どもからお年寄りまで

暮らしやすい、治安のよい区にこれからも住みたいです。 

【20代／女性・会社員】 

 

退去時/立ち会い時、管理会社から高額費用が請求されると、本当にこの金額で妥当なのか心配になる

場所が多いでしょう。 

【20代／女性・会社員】 

 

東上線対策→歩道橋設置お願いします。（下赤塚駅） 

【20代／女性・会社員】 

 

給付金がほしいです。 

【20代／女性・会社員】 

 

⑩の東上線の踏切対策は切実に望みます。最近、踏切に誤って人が入ってしまって、死亡した事件もあ

り、常日頃から踏切との距離が近くて怖いなと思っていました。安心して暮らせるような町づくりを強

く望みます。 

【20代／女性・会社員】 

 

paypay キャンペーンもう一度やってほしい。保健所の人が過労死しないか心配。人を増やしてあげて欲

しい。 

【20代／女性・会社員】 

 

板橋区はいろいろと揃っていて、住みやすいです。他の区より充実しているのかな？と思います 

【20代／女性・会社員】 

 

若者がもっと政治に関心がもてるように、若者へもっと意欲を向けて下さい。 

【20代／女性・会社員】 

 

東上線にホームドアお願いします。人身事故を減らして下さい。 

【20代／女性・会社員】 

 

行政手続きのデジタル化（インターネットから住民票等を取り寄せできるようにしてほしい）。給付

金、ワクチン接種等イレギュラー業務が発生した際のスピード感を上げて欲しい。 

【20代／女性・会社員】 

 

国立の授業を取り入れるべき。芸能人の方が生きた授業を行う。子供は親身に話を聞くと思う。例・お

笑いビッグ 3櫻井翔（嵐）齋藤孝 

【20代／女性・会社員】 

 



東上線の人身事故が多すぎる。夜の道が暗すぎる。障害者サービスが弱い。障害者のための家賃補助サ

ービスがほしい。 

【20代／女性・会社員】 

 

（議会について） Twitter ぐらいしか公開されているところを知りません。少人数学級は早急に進め

ていただきたいです。先生の負担（定時にきちんと帰らせたり、休日出勤を減らしたり、先生の負担軽

減が生徒へのケアにつながると思います）、子供へのケア、総合的に見ても必ず必要になってくること

だと思います。子供の教育にお金をかけてください！よろしくお願いします。 

【20代／女性・会社員】 

 

今回の選挙でありました、木下議員のような例が今後ないよう、出馬される方の事前審査をしっかりと

行ってほしいです。 

【20代／女性・会社員】 

 

つい最近も東武練馬で人身事故があったので踏み切り対策をしてほしい。また、コロナ禍で支出が増え

たため生活支援が望まれる。 

【20代／女性・会社員】 

 

道交法を守らない自転車利用者へのルール啓発を行ってほしい（歩道を走る、特に子どもに）。加え

て、車道・歩道の整備、路肩へのペイント等もお願いしたい 

【20代／女性・公務員】 

 

教育・福祉業職員の給与や待遇をよくする 

【20代／女性・公務員】 

 

高齢者を守る事も大事な事かもしれませんが、今日本を支えてる年代、これから日本を支えていく年代

への支援を重視して欲しいです。精神病患者や自殺者が増えるばかりです。 

【20代／女性・アルバイト】 

 

以前、コロナウイルス感染拡大で自粛になった際に、板橋区で使える商品券をいただいたことがあり、

自粛で収入も減っていたのでとても助かりました。またこのようなことをしていただけましたら、生活

が助かる方もたくさんいらっしゃるとおもいます。 

【20代／女性・アルバイト】 

 

区政という国に望むことにはなりますが、全ての人に「平等」な政治よりも「公平」な政治になればい

いなと思います。なかなか難しいこととは思いますが、だからと言ってやろうとしなければ意味がない

ので。 

【20代／女性・アルバイト】 

 

コロナで収入が減って生活が苦しい。家賃補助や保険料など、生活する上で絶対に必要なお金を手当と

して支給して欲しいです。 

【20代／女性・自営業】 

 

東上線大山駅のホームと電車の間、本当に危険、間が空きすぎ。満員電車降りる時押されるから落ちそ

うになる。 

【20代／女性・自営業】 

 

向原に街灯をつけてくださってありがとうございました。すごく心強いです。 

【20代／女性・自営業】 



 

⑧は学生、10-20代に 

【20代／女性・学生】 

 

研究職などに理解がない。私は学生で幼い子供がいるが、保育園へ預けるのに、月に 48時間以上の授

業がないと、受け入れてくれないようだった。大学や大学院は小・中・高などとは異なり、授業数より

もそれ以外の時間での研究の方が重要なのに、そこが考慮されず、研究に支障が出る。保育条件の見直

しをしてほしい。 

【20代／女性・学生】 

 

私は学生で、両親の給与もコロナの影響で減ったため、生活がとても苦しくなった。アルバイト先も営

業時間の短縮があり、働きづらくなったことも、生活が苦しくなることにつながったと思う。 

【20代／女性・学生】 

 

コロナ禍において、給料が下がって、生活苦になっている人、外に出られずうつ状態になっている人、

病気かもしれないのに、金銭がなく受診できない人が多数います。医療関係の支援を広げてください。

（受診料区民なら無料など） 

【20代／女性・学生】 

 

区政にもっと女性の視点を取り入れること 

【20代／女性・学生】 

 

他の区に比べてコロナ対策の意識が低い方（マスクをしていない、レジ待ちの際にソーシャルディスタ

ンスを守らない等）が多く目立つので、スーパーや屋内、人通りが多い住宅街を見回り注意してくれる

人が欲しいです。子供や予防接種した人はマスクをしなくて良いという認識の人が未だにいます。 

【20代／女性・主婦】 

 

つい最近まで、紙がリサイクルできることを知らずに、ずっと捨ててました。あまり興味ない方にも認

識してもらうことがまず大切だと感じます。発泡スチロール回収のところに、卵パックのプラスチック

入れてたり…とか、取り除く手間がかかりますし、知ってくれればやらないようになるのかな。割と住

みやすいと思っているので、もっともっと良くなれば嬉しいです。 

【20代／女性・その他 就労移行支援利用者】 

 

旦那がコロナにかかり、子供と私が家庭内感染しました。旦那へはホテル療養しますか、とあったよう

ですが、私は自宅療養しますよね。子供と別々になりますよ。と言われました。母親に療養の権利はな

いのでしょうか。親子で入れる療養場所はないのですか。一般的に軽症と言われるレベルでしたが、頭

痛で目も開けられず、全身がだるくて全く動けず。旦那が先に回復して動けたから良かったものの、旦

那がいないと子供と二人、脱水や熱中症で、ともに倒れていたと思います。 

【20代／女性・その他】 

 

レンタルサイクルを増やしてほしいです。 

【20代／女性・無記入】 

 

日本共産党の党是と今行っていることは矛盾していると思います。国民の幸福のため、国家の発展・繁

栄を第一に考えて動いていただきたい。 

【20代／男性・会社員】 

 

教育にお金を使ってほしい。無償化もよいが大学、大学院生への給付型奨学金も拡充してほしい。特に

優秀な大学院生には月 10万円出してよい。 



【20代／男性・会社員】 

 

区の動物園の充実（議会への要望）。小池知事との現実的な議論。 

【20代／男性・会社員】 

 

コロナ禍での医療機関、飲食店へのサポート 

【20代／男性・会社員】 

 

アンケート等もインターネット上でできるような、区全体の IT化推進 

【20代／男性・会社員】 

 

国会議員、政治家は真剣になってコロナの対策討論して欲しい」 

【20代／男性・会社員】 

 

保護された動物たちへの支援。ペット飼育可能な住宅の増加を支援してほしいです。 

【20代／男性・会社員】 

 

ゴミの塩ビパッケージの規制。データに基づいた意思決定、本アンケートのデジタル化、法案へのオン

ライン投票、オンライン選挙、生活保護受給者・依存症患者・犯罪者の社会復帰支援、ペットの免許制

度・保護ペット里親支援、市民との対話の場。2021年 3月に、渋谷区から引っ越してきました。ハイテ

クでサスティナブルで、市民の画期的なアイデアを活かした街づくりをよろしくお願いいたします。 

【20代／男性・会社員】 

 

道路の整備、商店街支援に力を。坂が多いので交通マナーについて行動していただきたい。 

【20代／男性・会社員】 

 

⑩何とかして欲しい 

【20代／男性・会社員】 

 

学童保育の質の向上、数を増やす（小 1のかべ対策)、待機児童ゼロ（３歳になって転園できないケー

ス対策） 

【20代／男性・会社員】 

 

多言語サービス。月々給付 

【20代／男性・アルバイト】 

 

駅周辺の坂道対策。歩道の幅が狭い 

【20代／男性・学生】 

 

教育・子育て支援の充実は、複数の社会問題にアプローチできるものだと思うので、優先的に取り組ん

でほしい。子もないし、今後予定もないが、社会の一員として子を育てたい  

【20代／無記入・会社員】 

 

アーティストへの支援。マルシェなどの開催の助成。新しい生活様式に沿った、屋外、広い公園や広場

などでゆっくりすごせるイベントがあればいいなと思う。 

【20代／無記入・会社員】 

 

他区地域含むことですが、山手線のような環状線を作ってほしい。（成増から高円寺に 1本で電車で行

けたり、赤羽に池袋経由しなくて良いような線路がほしいな。） 



【20代／無記入・会社員】 

 

安楽死できる制度を日本にも作ってほしい。自殺者がすでに多い国なので、その制度を作っても変わら

ないと思う。安楽死と見せかけて殺人する人も出てくる等聞くが、そういう人はどっちにしろ殺人か心

中すると思う。 

【20代／無記入・会社員】 

 

不妊の人、妊娠・出産する人への支援や施策の充実 

【20代／無記入・会社員】 

 

害鳥駆除 

【20代／無記入・会社員】 

 

ＮＨＫをぶっこわす 

【20代／無記入・会社員】 

 

地元出身者としては、昔の板橋のままで何も不満はない。大山の再開発はやめてほしい。 

【20代／無記入・会社員】 

 

主に子供の居場所になるような公共施設が少なく感じます。 高齢者ばかりで若者も使用しにくいで

す。東上線の踏切対策は是非お願いしたいです。扉やゲートがあるだけで、人身事故もだいぶ減ると思

います。 

【20代／無記入・会社員】 

 

このアンケート結果は全ての区民へ共有すべき（興味のある人のみに共有しても意味がない） 

【20代／無記入・会社員】 

 

議会のジェンダーバランス改善。多様な生き方の支援施策。役所手続簡易に 

【20代／無記入・会社員】 

 

ジェンダー平等実現に向けて選択的夫婦別姓やパートナーシップ条例を進めてほしいです。20年、30

年後を見据え、子どもや若者が生きやすい政治をしてください。 

【20代／無記入・会社員】 

 

アンケート用紙を折りなおさずとも、返信用の封筒に入るようにして欲しいです。 

【20代／無記入・会社員】 

 

性的マイノリティへの支援、パートナーシップ条例の制定 

【20代／無記入・会社員】 

 

住んでいるエリアは街灯が少なく、夜道を歩くのが怖い。働いているため、帰りが遅くなる事は十分あ

りうる。安心して道を歩きたい。街灯の増設を希望する。共産党頑張ってください。 

【20代／無記入・会社員】 

 

成増三丁目ずいこうばしバス停付近の桜の木にセミが多すぎてひどい。鳴き声もすごいし、なにより自

宅にセミがたくさん来るので、生活に支障をきたしている。成増駅(特に北口）がハトの住処になって

いて不潔だと思う。 

【20代／無記入・会社員】 

 



高齢者や低所得者などに限定するのでなく、まんべんなく経済支援をしてほしい。 

【20代／無記入・アルバイト】 

 

もう少しペットに優しい街にしてほしいです。 

【20代／無記入・自営業】 

 

東上線の北池袋駅の踏切ですが、踏切間に距離がある上、タイミングによっては歩行可能時間が短く走

らなくてはいけません。おみ足の悪い方や白杖の方、妊婦さんにはとても厳しいと思います。何とか改

善していただきたいです。お忙しいとは思いますが何卒よろしくお願いします。 

【20代／無記入・自営業】 

 

保育・子育てに対するものの減税（おむつ・おしりふき等）支援 

【20代／無記入・自営業】 

 

大学生にやさしい街づくり、経済的支援。大学卒業後も板橋区に住み続けたいと、心から思えるような

支援。今は卒業後も住み続けたいという思いはない。 

【20代／無記入・学生】 

 

出産等で職を離れる必要がある人への金銭的補助をもう少ししてほしい。 

【20代／無記入・主婦】 

 

区民税はしっかり納めているので、最低限のサービスを受けたい 

【30代／女性・会社員】 

 

いつも市民のためにありがとうございます。支持・応援しています 

【30代／女性・会社員】 

 

各種申請書を Web 提出できるようにすべき 

【30代／女性・会社員】 

 

もっとアクティブ／革新的に上記○をつけた施策を行ってほしい（⑩以外)。 HP が見づらいです 

【30代／女性・会社員】 

 

歩きタバコ、ポイ捨ての取り締まりを強化していただきたいです。平気でマスクを取ってタバコを吸い

ながら歩く方がとても多く、幼い子どもを連れて歩く身としては大変心配ですし住みづらいです。 

【30代／女性・会社員】 

 

板橋区は高齢者や障害者が多く生活保護の方等には優しいけれど子育ては大変しづらい環境であり子育

て世代には人気のない区と感じます。教育格差がある中 23区内ではレベルが低く不安しかありませ

ん。 

【30代／女性・会社員】 

 

アンケートの実施をありがとうございます。 

【30代／女性・会社員】 

 

自転車の安全走行レーンの整備 

【30代／女性・会社員】 

 



2 歳まで育休手当を全家庭が貰えれば、待機児童問題は解消されると思う。また、第 3子以降は様々な

ことが無償になれば、3人目を産もうと思う家庭が増えると思う。 

【30代／女性・会社員】 

 

④小さい子供だけでなく、小中学生がのびのび過ごせる場所が必要だと思う。⑮向原から役所に行くの

が大変。本数は少なくてもいいので、バスがあると助かる。 

【30代／女性・会社員】 

 

（⑩について）「踏切」というより、人身事故がへるような体制がほしい…踏切は要因のひとつでしか

ない。 

【30代／女性・会社員】 

 

コロナ禍の中、こういったアンケートで積極的に市民の声をとり上げようとして下さってありがとうご

ざいます。人流抑制に不可欠なのは、休業補償以外ありえません。皆、補償が受けられないから仕方な

く働きに出たり、店を開けざるをえないのです。 

【30代／女性・会社員】 

 

コロナ禍で保育園の 0歳児クラスに空きが出て 0歳児クラスが閉鎖されていると聞きました。今後 0歳

児の入園希望者が元に戻ったときに希望者がちゃんと入園できるのか心配です。 

【30代／女性・会社員】 

 

子育て世帯や 1人親世帯ばかりでなく、単身者への軽減も考えて欲しい。何も恩恵受けられない。 

【30代／女性・会社員】 

 

行政のサービス、知ってる人だけが得という気がしてるので周知をもっとしてほしい 

【30代／女性・会社員】 

 

税金ばかり高くなり、国からの助成はどんどんなくなり、働いて自分の時間も削っているのにバカバカ

しくなります。低所得者へ金銭的援助をするのではなく「働いて自分で稼げる環境」を作ることにお金

（税金）を使ってください。 

【30代／女性・会社員】 

 

アンケートは封筒に収まるサイズにしたほうが良いと思います。封筒にシールがついていればより良い

です。 

【30代／女性・会社員】 

 

バイク、駐輪場の増設 

【30代／女性・会社員】 

 

日中区外で勤めているためか、住んでいるのに板橋区政についてほとんど知らない気がする。 

【30代／女性・会社員】 

 

税金で賄うのではなく、民営化できるものはどんどんしてほしい。議員数を減らし、報酬も削減してほ

しい。 

【30代／女性・会社員】 

 

コロナ対策の強化、コロナで死んだらどのアンケート内容も意味のないサービスだと思う。まずは人々

の命を守る対策ではないか。アンケート集計ありがとうございます 

【30代／女性・会社員】 



 

この様なアンケートを継続してほしい。板橋区子ども家庭支援センターのアンケートとか。近所に癇癪

をたびたびおこす人がいてこわいが相談するのがこわいため。 

【30代／女性・会社員】 

 

新高島平、西高島平の商業施設の充実 

【30代／女性・会社員】 

 

もっと若い独身者の声も聞いて欲しい。 

【30代／女性・会社員】 

 

東上線の踏切、本当に何とかして欲しい。高架にするか、地下道を造って迂回路をたくさん造って欲し

い。朝の通勤時間帯、毎朝本当に困っています。あとは経済支援も本当に必要です。 

【30代／女性・会社員】 

 

羽田新ルートのせいで午後 3 時以降とてもうるさい。飛行機が人口密集地帯を飛んでいて安全面で不

安。 

【30代／女性・会社員】 

 

教育は他の区と比較して質が良くないと思うので、学校の先生の負担が増えない方向で、教育委員会に

は渋谷区のように民間のすぐれた人材を採用してもらい、充実した教育制度を作ってほしい。公教育の

質が上がれば、若い世代の転入も増え、財政も良くなると思う。 

【30代／女性・会社員】 

 

アンケートの集計結果がＷｅｂ上で見られたら嬉しいです。 

【30代／女性・会社員】 

 

志村公園に壁打ちができるコンクリート壁を設置してほしい。数少ないボール遊びができる公園です

が、壁打ちができるようになれば、子ども達の練習の幅がグッと広がります。板橋区坂下一丁目に住ん

でいます。このあたりは最寄りの図書館まで、自転車で少し距離あるので、図書館を作ってもらえると

嬉しいです。共立工業の跡地は、もう次の建物の予定が決まっているのでしょうか。広さ的にも丁度良

いと思うので、ぜひ区で買いあげて図書館をお願いします。 

【30代／女性・会社員】 

 

ユニバーサルデザイン公園がもっと普及するとよい 

【30代／女性・会社員】 

 

私は性的マイノリティで、同性のパートナーと将来を共にしていきたいと思っています。支援団体のス

タッフとしても活動していますが、板橋区は他区・市に比べ、議論が活発でない印象があります。区内

にも性的マイノリティは住んでいます。他の人と同じように、医療・福祉・教育・住まいなど、気兼ね

なく利用できるようになることを希望します。 

【30代／女性・会社員】 

 

コロナ禍になり、テレワーク人口が増えているはずです。テレワークとは家で仕事や Web 会議をする

ことであり、そんな中、大音量での選挙カーの運用、これはいかがなものでしょうか。人々は働き方が

変わりました。選挙活動の方法も変えるべきではないでしょうか。先の都議選の際は、Web 会議の音声

に選挙カーの声が入り、とても迷惑でした。 

【30代／女性・会社員】 

 



生活での経済的支援や社会保障、子育て支援などは、まず国がもっとしっかりやれと思う。自治体の施

策だけでは限界があるのかと。一方、より生活に密着した住環境に関わること、地域の資源作るような

ことにしっかり取り組んでほしい。あと、ゴミとかすぐできそうな気がするんですが。個人の努力で難

しいところに区のしくみがほしい。共同コンポストとか。 

【30代／女性・会社員】 

 

Covid19 の感染状況の公開について不安を感じています。感染への風評被害や差別、いじめを防ぐ広報

とセットで、どこの学校・保育施設で発生したのかの情報開示を希望します。 

【30代／女性・会社員】 

 

子育て、高齢者への支援は十分あると感じています。新卒～10年目位までの働き盛りの世代への経済的

支援を求めます。経済的に結婚・出産をすることをためらいます。 

【30代／女性・会社員】 

 

板橋区の未来のためにも、子育てしやすい区を目指してほしい。若い世代の声をもっと聞いてほしい 

【30代／女性・公務員 会計年度任用職員】 

 

⑥学区の小学校に行っても、連携されていない中学が中学域なことに不満。 

【30代／女性・公務員】 

 

●路上に設置してある喫煙所をなくしていただきたいです。歩きタバコの原因となっています。●東上

線駅近の踏切の開き時間が短いです（特にラッシュ時）。駅に電車が停止して乗客が乗り降りしている

時間は開けてもらえないでしょうか。なかなか開かずイライラしとしている人をよく見ますので、無理

な横断も減ると思います。また東武練馬駅は東側にも改札口を作ってもらえないでしょうか。西側の端

にしか改札がないため、出口、道踏、踏み切り、非常に混雑しており、人によっては遠回りになってい

ます。 

【30代／女性・公務員】 

 

ＩＴＡ－Ｐｏｒｔをよく活用しています。スマホと連動したものでもっと暮らしやすいくになれば。 

【30代／女性・アルバイト】 

 

今は、不正スキャン認められているんですか？ 社長さんも何も対応しません。余計なことですか？ 

今は個人情報について厳しくはないんですか？ 私の住むマンションでは個人情報ダダ漏れです。 

【30代／女性・アルバイト】 

 

東上線はいい加減高架化するべきだと思う。子育て現役世代が損をするような状態を改善して欲しい。 

【30代／女性・自営業】 

 

生活保護受け取り辛いです。区のハンドブックに、生活保護のことが書いてなくてひどいなーと思いま

した。 

【30代／女性・自営業】 

 

現在認可外保育施設を運営している。子どもの汚れたオムツは、持って帰ってもらえれば、家庭ごみと

して無料で引き取ってもらえる。園で捨ててあげようとすると、事業ごみ扱いとなり料金が発生する。

子育て中の保護者の負担を軽減するためにも、そういった施設の事業ゴミ券配布や事業ゴミ処理費用補

助制度など作ってもらえると嬉しい。施設に関する回答も頂けると嬉しい。 

【30代／女性・自営業】 

 



議員定数削減、一刻も早くコロナ茶番劇を終わらせてください。マスクもソーシャルディスタンスも、

除菌等全ての対策は免疫力を下げます。人々の命や子供の将来が心配です。ワクチンは言語道断 

【30代／女性・主婦】 

 

ご高齢の方の支援はたくさんあると思うので、子供達の教育費無償化の拡大、子供にかかるお金が少な

くなれば子供を産む人が増えると思います。保育料無償化はとてもありがたかったです。 

【30代／女性・主婦】 

 

子供の大学の費用の準備ができるかが心配です。教育に関する費用が無料に近づくほど安心して妊娠・

出産・子育てができます。 

【30代／女性・主婦】 

 

公園の遊具が貧そうでもっとわくわくするような遊具が欲しい。大体どこも砂場、すべり台のみ（そし

てせまい）。小川で水遊びできるような自然豊かな公園をつくってほしい（地面も砂ではなくウッドチ

ップやスポンジのような少しやわらかめのものがありがたい）。木もうっそうと生やして日陰がほし

い。児童館もテーマパークとまではいかなくても体をガンガンうごかせる施設がいい。 

【30代／女性・主婦】 

 

外国人永住者への選挙権、アパート・マンション・住居に関する外国人への無差別化等、希望 

【30代／女性・主婦】 

 

子育て中の公共交通が少しでも安くなると外に出やすくなる。 

【30代／女性・主婦】 

 

コロナワクチンは安全だと報道されてます。でも友人が接種後亡くなりました。まだ 30代です。病歴

など無く健康診断では良好でした。個人でワクチンについて調べると世界で初の遺伝子組み換えを使

用。それに加え、人に初めて使用する添加物。アメリカでは PCR検査を廃止する方向である事。その他

本当に必要な情報を、テレビではやらないきちんとした情報を流して頂けたら幸いです。 

【30代／女性・主婦】 

 

ひとり親家庭への支援、助成 

【30代／女性・その他 無職】 

 

特にコロナウイルス対策において、正確かつ信頼に足る情報にもとづく政策をお願いします。国政の野

党を見ているとその点が不足しているように感じます。 

【30代／女性・その他 医療従事者】 

 

板橋区は可燃ごみ回収が週 3 日あるのがとても良いです。これからも回収日が減ることのないようお願

いしたい。 

【30代／女性・その他】 

 

渋谷区富ヶ谷から引っ越しました。歩きタバコが非常に多い。自宅と駅は歩いて 7 分ほどですが、50以

上の吸い殻のポイ捨てを見ます。自身もタバコは吸いますが、なぜあんなに多いのか、モラルの問題な

どでは済まない気がします。東上線ホームドアの設置―死にすぎです。 

【30代／女性・その他】 

 

東武東上線成増駅の改札をもう一ヶ所増やしてほしい。同北口の改札へ向かう階段をもう少し入口へ近

い所に伸ばして欲しい（歩く距離が長い）。 

【30代／女性・その他 病気療養中のため無職】 



 

現在、生活保護を受給させていただいていますが、児童手当や扶養手当は収入とみなされ、受給額から

差し引かれております。手当は手当として全額受け取れるような制度の見直しをお願いしたいです。 

また、学校の長期休みは、給食がない分食費がかなりかさみます。その分を受給額に上乗せしていただ

けると、大変助かります。 

生活保護を受給できているだけでもありがたいことだと思っていますし贅沢は言ってはいけないのかも

しれません。ですが、子供に習い事の 1つでもさせてあげられたり、年に一度でも美味しいご飯をたべ

させてあげられたり、お洋服を買ってあげたりなど、もう少しお金をかけてあげられたらという気持ち

でおります。そのことから手当などは収入認定せずに支給していただき、それを子供の為に子供が楽し

く笑顔いっぱいで過ごせるように使用できたらなと思っております。 

もちろん、私も１日も早く生活保護から抜けられるように頑張っていきます。 

どうか、こえをあげていただきたいです。 

よろしくお願い致します。 

【30代／女性・その他 無職 生活保護】 

 

図書館や体育館の施設充実化（きれいな備品や料金の値下げ等）を望みます。 

【30代／男性・会社員】 

 

怠け者をこらしめて下さい。真面目に働いている人が納めた血税を生活保護につかうなど言語道断！！ 

【30代／男性・会社員】 

 

共産党が議席を減らして影響力が減ることを望みます。朝に駅近くで活動されるのは迷惑です。止めて

欲しいです。 

【30代／男性・会社員】 

 

板橋本町の発展をのぞみます。 

【30代／男性・会社員】 

 

区の魅力を上げるような区政政策に取り組んで欲しい。（豊島区のような）老朽化した公園施設の更

新・改築など。城北中央公園の整備を推進して欲しい。（未設備区域のオープン、園内カフェ設置な

ど） 

【30代／男性・会社員】 

 

高所得者でも教育を無料に。これでは低所得模倣が実質的に得してる。 

【30代／男性・会社員】 

 

どんな立場の人間でもいられる場所が欲しいと思います。高齢者だけにターゲットを絞ったサービス。

子供にだけのサービスでは無く。全年齢の人々が使える居場所づくりがこれからの世の中では必要では

ないでしょうか。 

【30代／男性・会社員】 

 

高速道路等の騒音や大気汚染など環境公害対策 

【30代／男性・会社員】 

 

経済支援は全国一律で国が行うべき。シンプルな税制、シンプルな経済支援制度にし、利用しやすくし

てほしい。区政では地域密着な支援を求める。もはや共産党だけが頼りです 

【30代／男性・会社員】 

 



行政手続きのデジタル化、住みやすい街のブランド化、景観の向上、駅前等町のキーポイントとなる立

地の再開発支援・市街地活性・公共施設整備。集計結果はＷＥＢでの公開をおねがいします。 

【30代／男性・会社員】 

 

①自治会組織の解体を望みます。任意参加を強制される実態・時間の搾取…異常です②行政のデジタル

化③10代～40代人口比率マイノリティに目を向けて下さい。 

【30代／男性・会社員】 

 

安楽死の導入！！痛みに無理矢理がまんさせ、自分の意志もなく人権と言いながら無理矢理生かされる

身としては、ただの地獄でしかない。 

【30代／男性・会社員】 

 

何を持って住みやすいかは人によって異なるので難しいが、今お金のかかる部分は不妊治療と家の費用

で、このあたりが抑制されるとありがたい。 

【30代／男性・会社員】 

 

文化を守っていくためのイベント主催者（企業・個人）への支援。公共施設利用量の軽減（人数制限に

応じて)。開かれた議論（タブーなく議論の内容で 処分などされないこと)。  

【30代／男性・会社員】 

 

ⅰ)Reducing crowd in Mita Line.ⅱ）Better support for foreign residents. 

【30代／男性・会社員】 

 

板橋区は全体的に街の力が強い地域だと思うので、それを壊さないようにしてほしい。（協力的な飲食

店の支援) 

【30代／男性・会社員】 

 

歩きタバコの対策をしてほしいです。 

【30代／男性・会社員】 

 

生活に余裕がない方々への支援を筆頭に、とにかく金銭的な事で文化的な生活が望めない人が減って欲

しいです。コロナ禍において、自民、都民ファには本当にウンザリしています。共産党の皆様、応援し

ております。 

【30代／男性・会社員】 

 

運動が手軽に安くできる環境 

【30代／男性・公務員】 

 

今一番困難なコロナに対する根本的な解決をしてほしい 

【30代／男性・アルバイト】 

 

所得税が高い 

【30代／男性・自営業】 

 

都営バスを開通して欲しい。都営三田線と東武東上線の間に公共交通期間を設置して欲しい。発達障害

者への支援を広げて欲しい（特に大人の）。就労移行期間支援所 3年ではコロナのせいで足りない。他

の支援を考え、実行して欲しい。 

【30代／男性・その他】 

 



生活保護支給額の値上げ 

【30代／男性・その他 生活保護】 

 

プラスチックを減らす（これは日本全国ですが） 

【30代／男性・その他 大学職員】 

 

教育格差の是正 

【30代／男性・その他】 

 

失業者の生活支援 

【30代／男性・その他】 

 

これらを企画、実施する政治屋行政屋の質向上※何をではなく誰がです 

【30代／男性・無記入】 

 

ワクチンを早く打ちたい。７月１日に接種券が届いたが、予約がまだ取れていない 

【30代／無記入・会社員】 

 

子どもが遊べる芝生の公園があると良い。 

【30代／無記入・会社員】 

 

コロナワクチン接種希望ですが、予約がとれません。基礎疾患があり優先してうけられると聞きました

が、疾患のない人と同一窓口では結局早い者勝ちとなってしまいます。港区やさいたま市では別の窓口

を作ってくれていました。対応いただければ幸いです。 

【30代／無記入・会社員】 

 

金銭的支援 

【30代／無記入・会社員】 

 

（①について）今回のコロナ対策のことなど、専門分野に関わることは、その専門の業種に早めにきい

て対策をしてほしい。（政府のコロナ対策委員会発足までが遅すぎたと感じる）（②）このアンケート配

布にしろ、予防接種券配布にしろ、もっと電子化を進めた方が良いと思う。（40代以上はパソコン苦手

な方多いが、20代 30代はとくに）アメリカや台湾を見習って ITに力をもっと入れた方がよい。（③）

コロナワクチンは期間を決めて集中的に受たないと、効果がないと思う。（抗体がずっと続くわけでは

ない）（④）コロナワクチン接種状況、ワクチン接種者と未接種者の感染状況など疫学的統計を取り詳

細をデータ分析し、それを世間に分かりやすく発表してほしい。（感染者数だけの発表だと意味がな

い）（⑩）東武練馬駅人身事故が起こったため（前から危ない踏切と思っていた）（⑮）通勤時間の三田

線混雑 

【30代／無記入・会社員】 

 

私は母子家庭ですが、所得制限ギリギリの所で児童扶養手当が受給できず、殆どの母子（ひとり親）優

遇を受けられません。他のひとり親家庭がうらやましい。働き損状態です。（遠方のため）実家サポー

トなし、フルタイム正社員です。手当のために、パート勤務の母子家庭の方が行政は面倒みてくれるの

はおかしいです。 

【30代／無記入・会社員】 

 

いま、支援を必要とする人たちは、まず「自助」でなんとかしろという感じ。「共助」「公助」が不十分

で困っている人が、板橋区は多い。低所得者は、今日を生きるのが難しく助けを求められない人たちが



いる。「助けがある」ともっとたくさんの人に知ってもらえるアピールを区にはより積極的行ってほし

い。働く世代は、税金がたくさんひかれているのに還元もなく苦しい。いつまで我慢すればいいのか。 

【30代／無記入・会社員】 

 

首都高速の地下化。景観への影響が大きすぎる 

【30代／無記入・会社員】 

 

コロナでの自宅療養を改善してほしい。ホテルに療養とし、医療従事者を常時し自宅療養者の孤独死を

なくしてほしい。 

【30代／無記入・会社員】 

 

東上線の飛びおり防止を重視してほしい。 

【30代／無記入・会社員】 

 

坂本区長ほんとうに辞めてほしい。自民・公明ばかり気にして区民に向き合ってない。日本共産党には

期待してます。がんばって下さい。 

【30代／無記入・会社員】 

 

赤塚エリアの生活保護受給者の管理が甘い。厳しくチェックしてほしい 

【30代／無記入・会社員】 

 

木下ふみこ都議の除名決議案の提出、賛成をお願い致します。あのような方には都政を任せられませ

ん。都議団さんに宜しくお伝えください。集計結果はネット公開でお願いします。個人情報については

ごめんなさい。 

【30代／無記入・会社員】 

 

シングルマザーでも、生活に全く困っていないのに、支援を受けている人が周りにたくさんいます。も

う少し一くくりにせず、きちんと調べてから、金銭などの支援をしてほしい。不平等。 

【30代／無記入・会社員】 

 

区内の公共の場全面禁煙。駅前や歩きタバコする人多い。子供がいても関係なしにタバコすっている。

で、ポイ捨てするからタチ悪いです。集計結果は、HPにアップしてください。 

【30代／無記入・会社員】 

 

公務員の削減。うまくマイナンバーを活用し無駄な手作業を少しでも減らす努力をする事。オンライン

化、会議を減らすとか。 

【30代／無記入・会社員】 

 

千川駅～大山西町エリアの歩きタバコが酷く、受動喫煙に長年苦しんでいます。板橋区に言ってもほと

んど無視で状況が変わりません。注意すると怒鳴られます。助けて下さい。 

【30代／無記入・会社員】 

 

お金の支援もわかりやすいし、大事なことだと思いますが、お年寄りのために何が必要で何が出来るの

か、子供たちのために何が必要で何が出来るのか、年代ごとではなく全世代が共有して、より良い知恵

を出して、全ての人が生きやすい環境を作って欲しいです。 

【30代／無記入・会社員】 

 

LGBTフレンドリーな社会の形成。格差是正のための制度（低所得世帯の子どもが十分な教育を受けられ

るようにする。高等教育の無償化など） 



【30代／無記入・会社員】 

 

坂本さんの頑張っている姿が区民には全く見えてこない。自民党、公明党、利害関係者のところに足し

げく通ってないで、区民に、もっと努力している姿を見せるべき。全く評価できない。 

【30代／無記入・会社員】 

 

治安対策・防犯強化 

【30代／無記入・会社員】 

 

今の生活に苦しむ人をなくすため、商店街支援、町の商店街が存続できるよう、街づくりをお願いしま

す。コロナ支援。大型商店モールは商店街の近くに作らないなど。 

【30代／無記入・会社員】 

 

生活保護を受けている外人は帰国させるようにしてほしい。生活保護を受けている人達は、お金ではな

く食事券など生きていくために必要なものだけにしてほしい。 

【30代／無記入・会社員】 

 

⑮ときわ台⇔西台のバス復活して欲しいです。ときわ台⇔東武練馬もバスがあると嬉しいです。東上線、

エスカレーター導入して欲しいです。階段のみだとエレベーターに人が集中して、ベビーカーの移動に

時間がかかっています。 

【30代／無記入・会社員】 

 

駅前演説時に、自転車走行中にもビラを配る方々は、どういう神経でしょうか？ 板橋本町、役所前の

歩道の幅を広げてほしい。 

【30代／無記入・会社員】 

 

少子化対策も必要ですが、子供が欲しくても出来にくい人がたくさんいます。ありがたいことに、今も

ありますが、不妊治療に対する助成金を増額することで、取り組みやすくなる夫婦が増えると思いま

す。現にそれが理由で転居される方もいます。ご検討よろしくお願いします  

【30代／無記入・公務員】 

 

低所得者、高齢者、子供、ひとり親への政策ばかりで中流階級の DINKSは税金を払わされるばかりでな

んの恩恵もない。広く誰でも使えるようなサービス、政策を重点的にやってほしい。 

【30代／無記入・アルバイト】 

 

東上線、本当にホームドアつけて欲しいです。または立体化希望です。人身事故が起きても、区間によ

っては、振替輸送外の場所が多く、身動きが取れないです。せめてバスの臨時輸送もして欲しいです。

働き盛り、学生の利用者が多いと思うので、遅刻すれば良いわけではなく、何としてでも行かなくては

ならない時があるんです 

【30代／無記入・アルバイト】 

 

インク・レーシブな教育、発達や学習についていけない子達の学校内での居場所。支援員の増員 

【30代／無記入・アルバイト】 

 

この街に来て病院にかかったことがなく、インフルエンザの予防接種を全ての病院で断られて不便を感

じました。結局、職場近くの毎年健康診断でお世話になっている病院まで出向き、受けることができた

から良かったです。 

【30代／無記入・アルバイト】 

 



目先の課題もそうですが、より美しい町、文化的な暮らしが発展するような大きな取り組みが望まれま

す。まだまだ、戦後復興、経済成長というモデルのままと感じます。（あと、このアンケートもオンラ

インにしてほしいです） 

【30代／無記入・自営業】 

 

私の周りには、緊急事態宣言により減収か失業した方が多くいます。補償のない自粛はありえないとい

うことを強く表面化してほしいです。 

【30代／無記入・自営業】 

 

東上線。ホームドアの設置、駅のエレベーター、エスカレーター、トイレの改修・増設 

【30代／無記入・主婦】 

 

公正で活発な議論をもっと、区を住みやすくするために努力してもらいたい。国民の健康的な生活を第

1 に。コロナ関連の対応では、 板橋区はスピード感を感じられない。「主婦」は「主ふ」とすべき、

「夫」の場合もある（ X ジェンダーの場合も） 

【30代／無記入・主婦】 

 

公立小中学校で、タブレットが前倒しして配布されたが、全く活用されていません。家のネット環境を

問われるも、全く動きがありません。二学期、分散登校もしくは希望者が登校し、他はタブレットを使

ってリモート授業をするなど早急に対応してほしい。 

【30代／無記入・主婦】 

 

接客・サービス業に勤める方々にありがとう手当が必ずつくなど、給与+手当が必ず出されるなど。幼

少期に人間への恐怖を埋めつけられてる方々が多々いらっしゃいます。教会や宗教がそれをサポートし

ているようですが公的機関からも無料でアクセスできるといいなと思います。区政が目に見るもの（給

与や人間の心以外の物理的なもの）しか改善できないのであれば、各家庭に備蓄食料品の定期配達をさ

れるのが良いと思います。見ない貧困も救うと思います。各家庭でなく全住民に必ずでおねがいしま

す。 

【30代／無記入・その他 無職・うつ病治療中】 

 

商店街の活性化 

【30代／無記入・その他 無職】 

 

支援を受けれる人の条件が厳しすぎる。 

【30代／無記入】 

 

あまり外出が出来なくなり、人と話す事とかも減って、ストレスしかたまりません。マスクとか消毒と

か家にいる事が増えた為か出費が増えている。コロナのワクチン接種は任意なのに打たないといけない

という様な圧力しか感じない。（打たない人が悪ものみたいな扱いをされている気がする。） 

【30代／無記入】 

 

スタバ、ショッピングビル、板橋区高島平につくる 

【30代／無記入】 

 

高校卒業までに、病院のをしてもらいたいのと、今本当に１年間は何とか踏ん張ってきたけど、２年間

コロナはきついし、補償がどれにも当てはまらないので、困ってます。またお金を配ってください。無

駄な税金の使い方してるなら配ってください。 

【30代／無記入】 

 



母子家庭や非課税世帯ばかり優遇しすぎていると思う他に目を向けるべきことは多くあるはずです 

【40代／女性・会社員】 

 

住民税が高い。子供の行事をけずらないでほしい。遠足や修学旅行費を出してほしい。子供たちの経験

をたくさんさせる区であってほしい。幼・保育園と老人ホームを合体させる。老人からの知恵→子供

へ、子供→老人へ元気を与える。老稚園を増やす。お互いの刺激になる。 

【40代／女性・会社員】 

 

行政にしか出来ないことに税金を使ってほしい。民間企業ができることは、委託するのもありだと思

う。ただ、委託する際は業務内容に気をつけてほしい。（その他）区政アンケートを共産党さんはとっ

ていると初めて知りました。何もしない他政党より、何もできなくても、手間をかけて向き合おうとし

てくれる政党はありがたいです。次回は、共産党さんを応援したいです。頑張ってください。 

【40代／女性・会社員】 

 

先日、都ファの都議（板橋出馬の方なので区政からも問題を都にあげられるようならして欲しい）問題

ありました。区政（区議）は同様なことがないよう、区議の質の維持向上を望みます。 

【40代／女性・会社員】 

 

政治家の高齢化を止めてください。害にしかならない。日本はすでに衰退国家です。自党があるならも

っとマシなアンケートの内容にしましょう。 

【40代／女性・会社員】 

 

お年寄りや子供への支援ばかりでなく、現役世代への直接的な支援があってもいいのでは。 

【40代／女性・会社員】 

 

区議会議員削減希望。自民党には投票しませんが、他に政策を打ち出し実行しようとする党が見つかり

ません。野次ではなく政策で市民の意見を反映させてください!! 

【40代／女性・会社員】 

 

高校まで無償化。できれば大学までして頂きたい。河川が近いので水害防災見なおし 

【40代／女性・会社員】 

 

セクシュアリティ問題についての取り組みを進める。パートナーシップ条例の導入と事業者への差別的

取り扱い禁止（セクを理由にした住宅への入居拒否など）、最低限の知識の議員間での共有 

【40代／女性・会社員】 

 

単身でも安心して死ねる（寿命で）施設（=看取りをしてもらえる医療的ケア付のホスピスの様な所）

を作ってほしい。安心して死ねることがわかれば、安心して今を生きていける。今ホスピスはガンなど

特定の病気でないと利用できない所が多いため。 

【40代／女性・会社員】 

 

区報をポストへ配布してほしい。 

【40代／女性・会社員】 

 

板橋に住むことで感じる幸せや喜びをイメージできる環境づくりが足りないと思います。 

【40代／女性・会社員】 

 

小学生の間は、共働きで 2人ともフルタイムは無理です。かなり家庭を犠牲にしないと両立できませ

ん。育児のしやすい働きやすさを選べるようにしてほしいです。 



【40代／女性・会社員】 

 

高齢者・ひとり親以外にも、非正規雇用の独身者にも目を向けて欲しい 

【40代／女性・会社員】 

 

歩道を広くしてガードレールをつけてほしい（小茂根付近）。ベビーカーと歩くと、電信柱のある箇所

で車道にはみ出してしまうので 

【40代／女性・会社員】 

 

東武練馬駅の臨時改札口を午前７時から開けて欲しいです。公園のハトに餌をあげている人がいるので

やめさせて欲しいです。板橋区は他の区より、ワクチン接種券を早々に送ってくださって、７月中旬に

２回目接種まで打ち終わりました。とても感謝します 。 

【40代／女性・会社員】 

 

商店街やスーパー付近を駐輪禁止にするのは時代に逆行している。脱炭素とエクササイズに有効な自転

車は、市民の足として支援すべき。スーパーなど地域の場所に、自転車で行き無料で停められないとい

う態度は、現実的ではない。取り締まりに使う金と労力をもっと有効に使うべき。 

【40代／女性・会社員】 

 

高齢者や低所得者への充実支援は良いと思う。 しかし公園でシャンプーしたりする人がいたりと、治

安は悪くなっています。治安の悪さを何とかしてください。  

【40代／女性・会社員】 

 

日本共産党を応援しております。正しい政治をこれからも進めて下さい 

【40代／女性・会社員】 

 

一人暮らしの女性、低収入への支援。社会は悪くなるばかりです。宜しくお願いします。 

【40代／女性・会社員】 

 

少子高齢化が本当に心配。また不妊の方が増え、治療費やその出産後の子どもの医療費や育児支援。 

【40代／女性・会社員】 

 

板橋区と聞いて、特長のある政策が思い浮かびません。同性パートナーシップ条例の制定や、子育て世

代への支援に力を入れるなど、認知度が上がって「板橋区いいな」と思われる施策を打ち出して頂きた

いです。 

【40代／女性・会社員】 

 

板橋区は三田線と東上線通っていますが、南北の交通が不便に感じるので、コミュニティバスあればい

いなと思います。成増方面に行きたいけれど中々難しいので（志村坂上在住） 

【40代／女性・会社員】 

 

子の扶養控除…1人に対しての額をもう少し上げてほしいし、1人目、2人目、3人目…と増えるごとに

額も上げてほしい。今の制度では、子が多いからと一生懸命働くと手当がもらえなくなったり、2人な

ら私立に行かせてあげられるのに、5人いるために都立 etc公立しか行かせられず、子が多い程大変な

だけで…とくにコロナになり子育てと仕事の両立が大変だが全く支援がない。 

【40代／女性・公務員】 

 



国家戦略特区法で、首長の独断で物事が決まらないように、いろんなことを公明正大で透明感のある政

治にしてほしい。呉市議会のように、子どもにマスクを強制しないようにしてほしい。ましてや 18歳

以下のワクチンは慎重にしてほしい。 

【40代／女性・公務員】 

 

50 代以上のパート、アルバイトなどの職場支援 

【40代／女性・アルバイト】 

 

ワクチン（コロナ）接種を滞りなく全員（区民）に平等に行って欲しい。 

【40代／女性・アルバイト】 

 

老人と子供が住みやすい、育てやすい区にしてください。お願いします。 

【40代／女性・アルバイト】 

 

東上線の人身事故を少なくしてほしい。（⑩そのための対策） 

【40代／女性・アルバイト】 

 

今は 1人暮らしが孤独死するのが普通になりました。（核家族→最後の 1人が孤独死はあたりまえ）。自

殺者も多いですが、安心に最期を全うできるしくみを作って下さい。 

【40代／女性・アルバイト】 

 

子供の医療費、高校でるまで（18歳まで）無料にしてほしい 

【40代／女性・アルバイト】 

 

この先の将来が不安です。区の方でもいろんな情報などをホームページや You Tubeとかでアナウンス

してほしい。 

【40代／女性・アルバイト】 

 

コロナの感染状況の情報、ＰＣＲ検査を行える病院の情報をもっと細かく 

【40代／女性・アルバイト】 

 

日本共産党さん応援しています 

【40代／女性・アルバイト】 

 

オリンピックの会閉会式の多様性にがっかりしました。ポンチョのようなものを着れば男女差が分かり

にくくなるから、多様性が守られるとするならのなら、多様性というものはそういうものではないと思

いました。それともそういうものだと思っているのでしょうか。男女差が分からなければ多様性が守ら

れると、子供達に思われたくないなと思いました。また別に聞きたくないのなら、退席するのも座りこ

むのも良いと思いますが、閉会式の選手のゴロゴロは酷いものだったと思いました。この人たちをゴロ

ゴロさせるために自粛していたのかと、がっかりしました。どうしてメディアとはそういうことを言わ

ないのでしょうか。 

【40代／女性・アルバイト】 

 

お金はかかると思うが、東上線が人身事故で年間何度も止められていることでも、お金の損失があるの

だから、地下鉄のようにはいかないだろうか。難しいとは思うけれど、歩きタバコ風で灰が目に入った

ことがあります。歩きタバコを禁止することに、お金はかかりますか。禁止して欲しいです。 

【40代／女性・アルバイト】 

 



騒音、犬のふんの放置（高島平・大間両地区でひどい）、歩行者側の横柄な態度、すべて酷いです。全

て解決できたら、板橋区から引越す人が減ると思われますので、ご検討願います。 

【40代／女性・自営業】 

 

他の区で住んでいた時より、駐輪の規制はすごく行き届いていると感じますが、歩きタバコの人がすご

く多いと思います。歩きタバコの罰金などの規制はできませんか ？ 

【40代／女性・自営業】 

 

皆さんは子育てや子供について「力」を入れていますが、高齢者や 40代 50代（子育てを終えた人）に

対して何をしてくれるのでしょうか？少し考えてみてください。 

【40代／女性・自営業】 

 

税率軽減と喫煙者への喫煙所の確保 

【40代／女性・自営業】 

 

共産党議員の皆様へ。暑い日々が続いており、生活するにも体調管理など気をつけないとならない状況

ではありますが、政治に関してはお休みしている暇もないほどに多忙なことであるかと存じます。コロ

ナ禍、数々の困難・不安や不満不信感が募り、人々の間にはもはや何を信じて行動していけば良いのか

と迷走するしかない想いがたくさんあります。私たち一般の人間には、手の出しようもなく、毎日報道

されるニュースを見聞きし、それに対して意見をすることしかできません。政治に関わっていない訳で

はありませんが、どうか少しでも多くの人達の苦しみを、望みを、議員の皆様に重く受け止めて頂き、

政策が、日本の国がより良い環境になって行くこと、それを可能にできるのは直接関わっている人間だ

けだということを今一度思い直して頂き、この国を変えてください。何卒、お願い申し上げます。 

【40代／女性・自営業】 

 

18 歳まで医療費無償にしてほしい。給料が減っているので、自分も体調が悪くても病院にかかれない。

子供にも我慢させてしまう。旦那だけは、自分の給料が減っていても何も我慢していないので、ストレ

スがたまる  

【40代／女性・主婦】 

 

だれでも使える自転車の空気入れを置いてほしい 

【40代／女性・主婦】 

 

生ゴミを直接土に還したい。都営住宅に住んでおり、敷地内で堆肥づくりさせていただけるよう、区内

の生ゴミゼロは、実現可能です 

【40代／女性・主婦】 

 

通学路の歩道と信号の設置 

【40代／女性・主婦】 

 

小さなお子さんだけでなく、高校生の医療費も無料にしてほしいです。 

【40代／女性・主婦】 

 

子供のための校庭開放が、コロナのため中止になる学校があります。屋外ですしマスクも着用すれば安

心して遊べると思います。密にもなりません。公園よりも安全に遊べる子供にとっては大切な場所で

す。ボール遊びができる数少ない場所です。どうか制限などせずに遊べるようにお願いします。子供が

ボールを使って遊べる公園がとても少ないです。フェンスありのグラウンドなど増えたらいいなと思い

ます。 

【40代／女性・主婦】 



 

多数決や慣例だけではなく、何が大切か見極めてほしいです。議論を重ね、考えが変わることはあるこ

とです。「結果ありき」寸劇はごめんです。 

【40代／女性・主婦】 

 

(共産党に望む）権力腐敗の監視 

【40代／女性・主婦】 

 

小竹向原駅～環七に通じる狭い道路（小茂根図書館前の道）に、大きなトラックが行き交い、非常に危

険なので、是非とも一方通行にしていただきたい。近くに特別支援学校や心身障害児療育センターがあ

り、体の不自由な子供、車椅子の子どもも通っているので、いつか事故が起きてしまわないだろうか、

いつもハラハラしております。朝の通行止めだけでは足りません。是非ともご検討お願いします。 

【40代／女性・主婦】 

 

成増からだと、公共施設は和光市の方が近い。成増には何もない。こんなにマンションあるのに。赤塚

庁舎も遠いし、駐車場代もかかる。施設が三田線にかたよってませんか？ 区役所もなぜ区の中央にな

いの？全て不便。 

【40代／女性・主婦】 

 

現在の自民党政権には吐き気がします。その独裁ぶりは中華思想。カリスマ性の皆無な毒のみの某ナチ

ス将校のようです。現政権がツブれることで（政権交代）現在の渡世に生きる力を与えて頂きたい  

【40代／女性・その他 パート＆アルバイト】 

 

板橋区がどのような取り組みをしているのかが不明瞭 

【40代／女性・その他】 

 

区議会議員の男女比を 5対 5 にすること。 

【40代／女性・その他】 

 

しょうがい者がくらしやすいところにして下さい。ペットもおねがいします。 

【40代／女性・その他】 

 

①都心などにあるミニバス（100円）②仕事紹介案内施設 

【40代／女性・その他】 

 

・子供の医療費を高校生まで無料にして欲しい（回数券制みたいなものでも良い）・戸田区みたいに区

民か使える区内の商店の割引券（クーポン券）みたいなものがあると、区民も個人の商店も助かって良

いと思う。 

【40代／女性・その他 薬剤師】 

 

飲食店に対する給付金も大事だが、一個人に対する対策も、して欲しい。個人はどうでも良いのか？ 

【40代／女性・その他 派遣社員】 

 

フリーランスで女ということで、収入は十分でも賃貸の家をかりるのに非常に苦労します。在宅でも仕

事が成り立つように家を探すのですが、なかなか審査に通りません。社会の変化を望みます。 

【40代／女性・その他】 

 



まともに子供を育てられない親が多いと思います。（特に若い親）見ていてこの子はどんな大人になる

のかと不安になります。（日本の未来にも不安を覚えます）そしてそんな子供がとても可愛そうだと思

います。近隣の人の通報でしつけのできない親を指導するような制度があるといいと思います。 

【40代／女性・その他 無職、家事手伝い】 

 

生活保護の医療費無料をやめてほしい。外国人生活保護をやめてほしい。ウイグルや香港などで人権侵

害をしている中国と姉妹都市を結ばないでほしい。「香害」で困っているので、洗剤や柔軟剤などの香

り規制をしてほしい。 

【40代／女性・その他】 

 

喫煙所設置。変なところで吸っている外国人の方を見ますので。生活保護の不正受給者を 0人にするこ

と 。 

【40代／女性・その他】 

 

福祉事務所の仕組み。杉並区の時は、申請（電話、対面で相談）した事―ヘルパー認定、おむつ費、精

神科の自費カウンセリング料を、全額福祉事務所が負担してくれたし、すぐ対応してくれていたが、板

橋区・志村は、全てがいちいち病院に確認（待ち）、ヘルパー派遣も２～３月も待たされる大変不便。 

【40代／女性・その他 生活保護】 

 

共産党に期待しています。頑張って下さい！ 

【40代／女性・その他】 

 

三田線に、女性専用車両が動かされたら嬉しい（朝・夕すごく混む）。都立病院を都民のために本当に

守っていっていただきたいです 

【40代／女性・無記入】 

 

最近、大手建設会社が説明もなしに保健所を建て、所有権を移転させながら、区から補助金を受け取る

ビジネスが多々あるようだが、本当に健全に運営されているのだろうか 

【40代／女性・無記入】 

 

子供、子育て世代、高齢者が中心なので単身介護者や生活困難者の住宅、年金などの補償改善。プラス

チックゴミの減量。 

【40代／女性・無記入】 

 

「性別」？ 共産党も性別やはり聞くんですね。 

【40代／女性・無記入】 

 

東上線は人身事故が多すぎて、すぐ止まる。ホームドア、踏切無くすなどしてもらいたい！東武練馬を

利用しているが、人が多すぎて駅に着くまで大変。車も通るし、ごちゃごちゃしていてなんとかしてほ

しい！マンションばかり建てず、緑化対策をしてもらいたい。悪くなる一方だと思う。 

【40代／女性・無記入】 

 

大山のハッピーロードを壊さないで下さい。商店街を分断してはいけないと思います。 

【40代／女性・無記入】 

 

三田線の混雑 

【40代／女性・無記入】 

 



子宝に恵まれたが、思った以上に教育費がしんどいです。公園は多いですが、小中学生が自由にボール

遊びができる場所が増えたら良い 

【40代／男性・会社員】 

 

通勤ラッシュ対策。特に近年の三田線。 

【40代／男性・会社員】 

 

国の方針を待たずとも、よい施策はどんどん進めてほしい（先進的なことにする。お金のバラまきはや

めてほしい）。（子育て世帯のため）3才～義務教育化のようにして、必ず園に入れる仕組みを作る等。 

【40代／男性・会社員】 

 

コロナを正しく恐れ、あおらないで欲しい。学校生活、部活など、普通にやらせてあげて。 

【40代／男性・会社員】 

 

新型コロナ対策 

【40代／男性・会社員】 

 

まともな人間によるまともな政治 

【40代／男性・会社員】 

 

・東上線の人身事故対策・小規模飲食店に対するコロナ補償金が多すぎる 

【40代／男性・会社員】 

 

無免許運転の人、しっかり対応してほしい。きつえん所を増やしてほしい。タバコをすう場所がなく困

ってます。 

【40代／男性・会社員】 

 

共産党はどんなことに取り組んでいるか全くわからない。批判しかしていないのではないですか？批判

することは誰でもできます。 

【40代／男性・会社員】 

 

三田線を和光市駅までつなげて欲しい。三田線沿線に住んでいるが東上線沿線に行く時バスしかなく不

便。バスも終わるのが早い 

【40代／男性・会社員】 

 

東上線は地下化にするべき。 

【40代／男性・会社員】 

 

東上のホームドア設置（⑩に加えて） 

【40代／男性・会社員】 

 

インフラのメンテナンスに対して一定の人員を。行政のインフォメーションに対する不満はないんです

が、地域センターへの機能強化を進めてもらえると（本庁が遠いので）ありがたいかなとは思います。 

【40代／男性・会社員】 

 

出生率が低いとか高齢者の割合が何だと騒ぐ前に、子育てするのが大変な現状を変えてください。我が

家は 2人の子供が居ますが、大変なことばかりです。悪政の影響ですよ。 

【40代／男性・会社員】 

 



東上線ホームドアの設置 

【40代／男性・会社員】 

 

コミバスは、ワゴン車のような車両（ハイエースを少し大きくした車両）が望ましい。畑が増えると良

い。ご苦労様です。  

【40代／男性・会社員】 

 

とにかく、市民の声、気持ちを大事に、きちんと行動し、実績を示してほしい。 

【40代／男性・会社員】 

 

20～50代独身者への経済サポート 

【40代／男性・会社員】 

 

公務員のボーナスを全額カットしてほしい。医療関係の人たちにもっと給料上げてやってほしいです。

民間に請求するのは早いのに、還付金とかの支払いは遅い!! 

【40代／男性・会社員】 

 

木下ふみこを辞職させ、報酬を返納させること。できないのならば解散・総辞職し、有権者へ詫びて問

い直すべきです。 

【40代／男性・会社員】 

 

箱ものは建設しないで欲しい。緑化対策のなかで、グリーンベルトを復活させて欲しい。 

【40代／男性・会社員】 

 

東上線東武練馬駅前の踏み切りは、人通りも多く、子育て中の身としては危険を感じることが多い。高

架等の対策が欲しい。 

【40代／男性・会社員】 

 

住民（国民）の、都議会、コロナ対策会議への参加。必ずやってほしい。 

【40代／男性・会社員】 

 

コミュニティをどう形成していくかという視点で、区の政策を考えてもらいたい。タワーマンションや

巨大な商業施設を作るのばかりが開発ではないと思います。 

【40代／男性・会社員】 

 

区民に寄り添い、区政に反映させることのできる区議団の活動に期待しています。私個人としての力は

わずかではありますが、お役に立てればと思います。助けを必要としている人に迅速適切に行政のサポ

ートが提供され、誰もが差別なく住みやすい板橋区になることを願っています。 

【40代／男性・会社員】 

 

信号機設置の要望 

高島平 7丁目 市場通りの横断歩道について信号機設置をしてほしい。直線道路の為、横断しようと思

っても車が止まらなく、特に子供の横断が危険である。 

共産党事務所付近では警察が取り締まりをしてるので認識も持っているのではないでしょうか？取締り

の場所を都度変更いただくこともお願いしたいです。 

【40代／男性・会社員】 

 

区立公園に子どもの遊具（ブランコ、滑り台など）を設置していただきたい。他の自治体と比較する

と、圧倒的に少なく子供が楽しめません。 



【40代／男性・公務員】 

 

共産党と立民党との衆院選挙区での候補一本化により共倒れを極力防止し、自民党政権の暴走、問答無

用の強権政治を終止させてください！ 

【40代／男性・アルバイト】 

 

竹中へいぞうを排除 

【40代／男性・アルバイト】 

 

今ある事よりも未来をどうするか？のビジョンから明確にしてほしい。年寄りの老後の為に生きるので

は無く日本国、板橋区の未来を見てほしい。 

【40代／男性・自営業】 

 

区政の街頭演説で国政を語らないでほしい。非常に不快。 

【40代／男性・自営業】 

 

中高一貫教育校もあっていいと思います。 

【40代／男性・自営業】 

 

自、公、共党をなんとかして欲しい！ 

【40代／男性・自営業】 

 

ケアラーへの経済的支援 

【40代／男性・自営業】 

 

外出自粛を求められているにもかかわらず、平然と外出して通勤している者を厳しく取り締ってほし

い。飲食業だけに負担を押し付けるのは不公平 

【40代／男性・自営業】 

 

インターネット上で公開して下さい 

【40代／男性・自営業】 

 

税金のバラまきをやめてもらいたい 

【40代／男性・自営業】 

 

経済を回して、皆の所得を増やして、PB凍結、子供を産みやすく、育てやすく、税金下げて、共産党の

皆様応援してます。 

【40代／男性・自営業】 

 

健常者も障碍者も共に心地よい社会環境を作るため幅広く声を聞くことができるシステムができるとい

いと思います。（積極的に市民の声を汲み上げる形のヒアリング等を行っていくことが大切）三障碍の

中でも精神が他障碍に比べ格差が大きく、鉄道等の割引について他障碍に比べ導入が進んでいません。

国の専権事項かと思いますが区としても国に対して求めていただきたいと思います。 

【40代／男性・年金生活】 

 

以下のルールの条例化を求める。金はかからないからすぐにヤレ。1.板橋区立公園における飲酒および

喫煙の厳格禁止 2.板橋区長、区議会議員および区職員が飲酒および喫煙を伴う会合に出席することの

厳格禁止 健康増進は言わずもがな、であるが、加えて 1は公園美化、犯罪抑止予防が理由。2は公金

使用適正化と透明性のため。 



【40代／男性・その他】 

 

普通病床の確保もお願い頂きたい。粗大ゴミの手続きの簡略化。公務員の態度の横柄さを正して、たら

い回しもなし（救急患者） 

【40代／男性・その他】 

 

区議会議員の報酬の大幅削減。区民の生活水準が低下し続ける中、成果のない政治家の報酬が高額なの

はおかしい。当然、国会議員、都道府県会議員も同様。 

【40代／男性・その他 無職】 

 

都内に保育園、幼稚園を増やす努力しないと人口が減る一方。自民党の 2世、3世議員たちは、努力知

らず。現実知らず話にならない。問題外。 

【40代／男性・その他 失業中】 

 

学校が古い。公園が良くない。若い人向けに区政が力を入れていないので、お年寄りが多すぎる。学力

が低い。 

【40代／男性・その他 主夫】 

 

東京オリンピック開催にあれだけ反対したのだから、ウィグル、チベット、南モンゴル、香港で、非道

の限りを尽くす中国の北京オリンピックにも反対してもらえると思うので期待します 

【40代／男性・無記入】 

 

外国籍への生活保護を即刻中止すべき。生活保護者へのみまわり、削減 

【40代／無記入・会社員】 

 

4m 道路の一方通行化、特に若木地区の環八周辺。 

【40代／無記入・会社員】 

 

オシャレな店、場所が少ない。 

【40代／無記入・会社員】 

 

共産党の政治を方向転換し、日本一党になるなら何でも反対ではない政策活動をしてください。 

【40代／無記入・会社員】 

 

⑧→老後不安体制はやっぱこれ。単身世帯も多いのに、マンションなんて買えない。あと、孤独死体制

ほしい。孤独死上等なんだけど、2日おきに連絡して、とだえたら通報、みたいなサービス。そしたら

大家も安心だろう。 

【40代／無記入・会社員】 

 

所得が高いと税金が高いのに、学校の補助も子ども手当もなくなる。これじゃ働くな、と言っているよ

うなものだ。納税したくないです。区より私立校通学者への補助（年収制限で一律受けられないは納得

いかないので） 

【40代／無記入・会社員】 

 

北区よりはマシな区であり続けてほしい 

【40代／無記入・会社員】 

 



無償化を言う前に、財源（収入）の不公平をまずなくすべき、収入が多ければ生活が楽なのではない。

親の面倒を見たりとそれなりの支出もあり、高齢者と子どもだけが支援、あてはまらない人は税金で持

っていかれるだけ。子どもが多い家庭の方が自家用車、戸建てが持てるって、どうなってるのか？ 

【40代／無記入・会社員】 

 

福祉サービス従事者の処遇改善。必要な仕事なのだから、そこで働く人たちの社会的地位を上げていく

ことが大切。支え合う日本人らしさの教育も大切。 

【40代／無記入・会社員】 

 

路上禁煙地区にしてほしい。（路上、公園、駐輪場等での喫煙者が多い区だと思う。非喫煙者にとって

迷惑でしかない。窓を開けると臭いがし、本当に迷惑。治安にもよくないと思う） 

【40代／無記入・会社員】 

 

⑩本当に毎日迷惑しています。とにかく 1日も早く高架・立体交差化させて下さい。電車が通るだいぶ

前から閉めるのはおかしいです。 

【40代／無記入・会社員】 

 

東上線ホームドア設置(特に急行待ちをする駅の急行通過側を早急に） 

【40代／無記入・会社員】 

 

板橋区は坂道が多く、子育てに電動自転車が欠かせません。電動自転車が高いので、補助金がほしいで

す。ドライブスルーのような自転車スルーのお店を作ってほしい。子供が自転車で寝た時に、親も休め

るような自転車で入れるカフェなど。  

【40代／無記入・会社員】 

 

需要に対して供給が不足している。発達障害の児童に対する支援を拡充してほしい（発達相談、発達外

来の予約が取れない、療育に空きがない)。PCR検査拡大をコロナ対策に位置付けるのは非常にナンセン

ス。政府が、科学的な意見をないがしろにして、愚策を続けて、感染拡大に寄与している今こそ、共産

党には、科学的な見地に基づいた真っ当な政策を立てて欲しいです。  

【40代／無記入・会社員】 

 

議員削減、ムダが多い。税金のムダ、何のメリットも感じない 

【40代／無記入・会社員】 

 

治安対策（街灯設備の拡充や監視防犯カメラの導入推進） 

【40代／無記入・会社員】 

 

板橋区内にラクーア（文京区）にあるようなショッピングビルやセンターがほしい。そうすればデリバ

リーできるので。老人や知的・精神障害の支援よりも、彼らはよく暴れるので、もっと厳しい対策をし

て甘やかさないでほしい。LGBT ではなく、中性やアセクシャルの区民もいるのだから、セクシャル・マ

イノリティと名称統一して支援してほしいです。 

【40代／無記入・アルバイト】 

 

女性議員（や生活者の男性）の増加。政治「しか」してない人でなくて、家庭でもしっかり働いている

人に区政をしてほしいです 

【40代／無記入・自営業】 

 

野良猫去勢手術。助成金の引き上げ。このままでは減りません。 

【40代／無記入・自営業】 



 

コロナの嘘に早くみんな気づいて欲しい。「ネットの情報がデマ」という大臣にデマという証拠を呈示

して欲しい。テレビで言ってる情報がかたよっている。 

【40代／無記入・自営業】 

 

今はとにかくワクチン接種を早くしたい。接種券が届くのにワクチンは足りず、予約できない。なぜこ

のような事が起こるのか。ワクチンの行方を知りたい。その情報もほしい。（性別について）アンケー

ト④の問いでジェンダーの事があるのにこの性別欄は必要なのですか？ 

【40代／無記入・主婦】 

 

のらねこにえさをあげて道ばたにねこがたくさんいて通りたくなく遠回りしています。（高速道路高架

下、志村前野町のところ）なんとかしてほしい。歩きスマホで、前から歩いてくる人がつっこんでく

る。すごくやだ。歩きスマホ禁止条例を作ってほしい。 

【40代／無記入・主婦】 

 

東上線の人身事故が多いので柵を作ってほしいです。障害者が通りやすい道作り。今年、視覚障害の方

がホームから飛び降りて亡くなられています。 

【40代／無記入・主婦】 

 

私立幼稚園で問題が起きた時、クレームを入れる先がないので困っています。無償化になり、義務教育

ではないにせよ、文科省で、対応・指導してくれるような仕組みを作ってもらわないと困ります。（公

立幼稚園は少ないので)。公立だったら問題がある時は介入できるそうです。私立幼稚園は、園長の方

針で決まってしまいます。ワンマン人だととても困ります。将来のために教育の質を下げないで欲しい

です!! どうぞよろしくお願いいたします。このようなアンケート初めてです。とてもありがたいで

す!! 今後も希望します!! 

【40代／無記入・主婦】 

 

ゴミ置場にゴミがあふれて、毎朝車が出せない。ゴミ出し場をつくってほしい。 

【40代／無記入・主婦】 

 

生活保護受給者が満 65才になるまでは毎年減額していく決まりになっていて、更に消費税アップ（コ

ロナ対策・オリンピック等の責用等）したら更に苦しくなって、楽しみがなくなります。生活保護受給

者に光を与えてほしいです。 

【40代／無記入・年金生活】 

 

給付金出して欲しい。⑩人身事故多すぎ。コロナで高校見学説明会が全て予約。予約なしでできるよう

にしてもらいたい。コロナで親子そろってうつ病だ。予約が取れなくて、それだけで気分が落ち込む。

助けて。生活が大変。給付金 10万支給してもらいたい。生活が苦しい。助けて欲しい。限界だ。死に

たい。 

【40代／無記入・年金生活】 

 

①区でなく国会で、 GPIF（公的年金を運用する独法）の株主優待と配当（年に 2%ある）を貧困対策と

して、自治体や非営利組織（フードバンクなど）などで活用できる立法を。日本の場合。欧米だとより

高水準。今の GPIF の持ち高だと日本株だけで配当が年に 1兆円ほどある。③ 異常に公費を使う認可園

でなく、ケアワーカーの所得増につながる保育ママを。クラスター防ぐため保育園より保育ママ。園の

高コストは異常で、施設より保育士の賃金と質にコストをかけるべき（常時 webカメラを義務化すれば

親も安心）。⑪ 車の電動化が進むので、小型 EVメーカーと太陽光発電による EV蓄電・無線チャージ関

連企業の誘致（実証実験も可）。排出枠取引による施設への地中熱・集合住宅へのコ・ジェネ導入を支

援（初期コスト減・投資増）。⑭高齢者ワクチンパスポート。現役は大規模 PCR の陰性証明で飲食など



第三次産業支援（不正や高リスク行為には条例で罰則）。GoTo型ならテイクアウト限定に 。アート・工

芸関連の工房入居を公募すると良い。⑱渋谷区のようなスタディクーポン。⑲大学と提携し ICT・ デジ

タル化関連の企業支援。 

【40代／無記入・その他】 

 

子供達がどこで遊んでも高齢者に怒られるらしいので、子供の居場所を作ってほしいです。 

【40代／無記入】 

 

最終的に税収が増える政策を実施してほしい。共産党は色々な支援の拡充のようなことを主張している

ようだが、支援のための源資はどのように確保するのか？ 

【40代／無記入】 

 

板橋区にはお金があると聞きましたが、板橋区は、世田谷区のように独自に PCR 検査の拡充をしたり

せず、区民のためにお金を使いませんね。何のために税金を取っているのでしょうか？ 

【40代／無記入】 

 

本当に必要な人が生活保護を受けているかが問題だと思う。一度、受給をした人が働こうとしない、で

きない現状が増えるばかりだと思う。 

【40代／無記入】 

 

温暖化に対する対策・CO2削減の為、古い木を切ったら新しい木を植えるなど、緑化が大切になってく

ると思う。区民への理解も促し、緑を増やしてほしい。落葉樹は夏は日影、冬は葉を落とす、日差しを

とりこめる、落葉した葉はコンポストにするなど、ただ捨てるのではなく循環させてほしい。 

【40代／無記入】 

 

年中引きこもり家族への相談・対応、同居ではないがそういう人がいることが、負担以外の何ものでも

ない。 

【40代／無記入】 

 

国政・都政にはコロナ対策と五輪で不信感しかありません。せめて区政は信頼できるものであってほし

いです。正直な情報公開を望みます。 

【40代／無記入】 

 

塾へ通えない子ども達の無料の学習塾 

【40代／無記入】 

 

公道での自転車のルールの徹底（左側通行、ながら運転）自転車レーンの整備（路上駐車ができないよ

うに） 

【40代／無記入】 

 

駅前でチラシをもらいましたがいつも応援しています 

【40代／無記入】 

 

コミバスがなぜ板橋にはないのですか？ 板橋区を良くしていこうという気迫を全く感じない。あんな

に立派な区役所が作れるなら、このごちゃごちゃした街を、もっと住みやすくするべきだと感じる。高

齢の方にも子育て世帯にももっと魅力的な特色のある街にする必要があると思う。練馬はコミュニティ

バスがあるのに、板橋にはない。民間やメトロ は頼りすぎでは？ 区政の頑張りは区民に何も届いて

いないです。区としての色をもっと明確にして素晴らしい区にしていきたいですね。 

【40代／無記入】 



 

きちんと仕事をしている所に税金を使ってほしい 

【50代／女性・会社員】 

 

ペット可の物件が少なすぎる。マナーの悪いスケボーを取り締まって欲しい 

【50代／女性・会社員】 

 

所得税、年金が高い。ボーナスはなくなり生活が苦しくなった。どうにかしてほしい 

【50代／女性・会社員】 

 

野良猫の糞害（業者が猫を連れてきて餌をやり、子供を作らせ売っている）（ 餌に害虫も寄ってく

る）。粗大ごみの収集が他の区より異常に遅い（ 豊島区は十分早かった）。隣接する和光市に環境が負

けている 

【50代／女性・会社員】 

 

お金による支援ではなく、仕組みを変えることでの支援。身を切る改革。不採算事業などが残っていれ

ば、その部署は廃止など。 

【50代／女性・会社員】 

 

子供を立派な納税者に育てあげるのは金銭的にとても大変でした。低所得層の意欲ある子供にも教育の

チャンスをあげてください。 

【50代／女性・会社員】 

 

生活保護費などの不正受給のとりしまり。税金を働かない者へ使って欲しくない。真に困ってる人を正

しく判断できるようにして欲しい。 

【50代／女性・会社員】 

 

日本共産党区議会議員の方は見えることをなさっています。例えば朝の駅前でのあいさつをして頂いた

り、無所属議員は高齢者、子どもの居場所を作ってあげていると上から目線で何だか偉そうで本当に腹

が立ちます。共産党議員の方を見習って頂きたいですね。 

【50代／女性・会社員】 

 

このようなアンケートで区民の声が届けられるのは有難いです。中小企業は本当に大変です。より良い

政策を期待しています。 

【50代／女性・会社員】 

 

高齢者が病院へ行こうとしても通院の為の足がありません。タクシーが安く利用できるとかの補助があ

れば良いと思います。 

【50代／女性・会社員】 

 

区民農園を各地域に欲しいです。 

【50代／女性・会社員】 

 

都営三田線板橋本町駅にエスカレーターを増やして欲しい。お年寄りが気の毒です 

【50代／女性・会社員】 

 

日頃、共産党に興味はなかったが、こういう意見の吸い上げの機会を作っていることに感心した。一般

区民の意見が生かされるのを期待します。「ジェンダー平等」をうたっているのに（性別）聞くのか? 

【50代／女性・会社員】 



 

板橋区特に本蓮沼～高島平までが貧乏くさい!! 街をもっと明るく、駅前もきれいに!! 本蓮沼の道路

工事、ガタガタで年寄りが歩きにくい。駅前のお店の充実を切に願う!! 何もない!! 

【50代／女性・会社員】 

 

集計結果は、送付は不要。ネットにあげてください。 

【50代／女性・会社員】 

 

マスクをしないでよい！という公約 

【50代／女性・会社員】 

 

投票場をもっと増やして投票率を上げる努力。コロナワクチン接種を一刻も早く再開。他の自治体と比

較してかなり遅れている。 

【50代／女性・会社員】 

 

区議会議員を減らして頂きたい。またそのような提案をしてほしい。 

【50代／女性・会社員】 

 

今の自民の政治は限界にきています。まともな政治をとりもどすには強い反対勢力が必要です。共産党

がそのような存在になることを期待しています。 

【50代／女性・会社員】 

 

賃貸住宅の家賃補助をして頂きたいと思います。所得に応じてとか年金生活者対象でもいいので。東京

は家賃が高すぎます。 

【50代／女性・会社員】 

 

コロナワクチン対策、隣区に比べ板橋区はひどいものでした。とにかくクリニック etc.小さい医療単位

に「とにかく数うて!」というだけで、tel対応から全て丸投げ。保健所も人手不足のため「かかりつけ

へ」。PCRは医師会はほぼ機能せず、日大・中央病院様々です。 

【50代／女性・会社員】 

 

一日も早くコロナを終息させて欲しい。板橋区が他の区の見本となるような施策をしてほしい。 

【50代／女性・会社員】 

 

独居世帯です。区からは住民税取られるだけで、あまり恩恵は受けられないのかなと思っています。同

僚のひとり親家庭などへの充実した手当てや、減税などを見ると、つい羨ましくなります。こちらも都

外に住む親への仕送りなどしているので、経済的苦労はそう変わらないのになど…。 

【50代／女性・会社員】 

 

今、何を望んでいる（希望している）か。人それぞれかと思いますが、とにかく、現金支援だと思いま

す。十分な現金支援があれば、個人も中小業者も子育ても介護も、なんとかなるものです。それを早い

対応でお願いしたいです。又、こうしたアンケートの声が、本当に区政に届くことを切に願います。 

【50代／女性・会社員】 

 

コロナの中、学生がいっぱい我慢をしています。学校行事もなく、思い出も作れず、未来ある子供達に

大人として何ができるか、自分勝手な人達に言いたいです。生活保護の人たちも板橋は多すぎます。 

【50代／女性・会社員】 

 



肺炎球菌、帯状疱疹ワクチン接種の促進（補助）があれば、元気な高齢者が増えて、介護保険料の負担

が抑えられるのではないでしょうか（希望です)。アンケート実施いただきありがとうございます。 

【50代／女性・会社員】 

 

大事に税金を使ってほしい。削れる所は削ってムダ遣いをなくしてほしい。生活が苦しい人へは、まず

は食料、仕事を考えたほうがよい。お金をバラまく必要はない。信頼できる政治をやってください。台

湾のように全て公開して欲しい。共産党は、一番まともな事をいつも発現してくれています。今後、政

権とってほしい。応援しています。ありがとうございました。 

【50代／女性・会社員】 

 

在宅勤務中心で外出の機会が減ったため、お金が貯まります。お金に困っている人のことはニュースで

報じられていますが、反対の人の報道はない。寄付など使い道の情報も必要です。教育の無償化は全く

必要ありません。お金持ちは数十万数百万もらっても特に意味もなく、無駄遣いでしかありません。困

っている人に回してください。  

【50代／女性・会社員】 

 

都合のよい情報だけでなく全てを公開してほしい。信頼できないことによる不安とストレスが最も強

い。あと平和都市として“非武装地宣言”を出してほしい。 

【50代／女性・会社員】 

 

飲食業界に全て責任を押し付けて。本来早くワクチンを、他国でも良いからいち早くもらう交渉も無能

力。オリンピックも政府の建前だけで住民の立場になっていない。借金だけが残った。コロナで政府の

スピードが遅く、今回いつも前例がない（いつも政府が 言うフレーズ）というのが最悪の状態にな

り、他国がやってから稼働してもウイルスでは遅すぎた。先進国をうたっているが、外国からは笑われ

ていると思う。恥ずかしい。区ではなく、政府に対して、無能力な自民党議員、今回のコロナで、政治

の能力のレベルが最低とわかった。 

【50代／女性・会社員】 

 

食の安全、種子法は国産を守る為に必要。（撤廃の撤回へ）。なぜ枯葉剤で問題になっているラウンドア

ップが日本だけ、世界に逆行して緩和されるのか。国民の健康と大企業どちらを守るのか。少子化なら

なおさらホルモン剤の牛肉、ダイオキシンまみれのサーモン、残留農薬の小麦と食パン、子どもの喜ぶ

菓子パンにまで含まれているのか。 

【50代／女性・会社員】 

 

15 年前から都営住宅に応募していますが、いまだ入居できません。障害者２人（1 人高齢）を含め３人

暮らしですが、なんとか都営住宅に入居でき、少しでもほっとした生活をしたいです。祖父の代から日

本共産党を支持しています。 

【50代／女性・会社員】 

 

都営三田線と東武東上線をつなげて欲しい。今の政治が信用できません。共産党を応援していますので

頑張ってください。安心して暮らせる日本を自公維から取り返してください。お願いします。 

【50代／女性・会社員】 

 

引越したいが物件がなさすぎる。共産党支持者ではありませんが、こういった試みは大変有意義だと思

いました。今、共産党に目が向いているのはあきらかです。変化を恐れ軋轢を避けていては機を逃すと

思います。より一層のご尽力をお願いします。期待とともに書かせていただきました。ご笑納くださ

い。 

【50代／女性・会社員】 

 



中高年の生活支援。中高年の一人暮らしはとても大変です。収入に対して支出（税金）が多いと感じま

す。もっと支援してほしいです。このままだと生きていけない。 

【50代／女性・会社員】 

 

共産党応援しています。今後もよろしくお願いします 

【50代／女性・公務員】 

 

国・都があまりにもひどいので、弱者にやさしい区政を望みます。志村の計画中小中一貫校は反対で

す。小中で施設を合同にし安上がりにすることで、小中生徒も、体育、行事等、大変不自由になりま

す。 

【50代／女性・公務員】 

 

所得の少ない人たちに一律 10万円給付をお願いします 

【50代／女性・アルバイト】 

 

こんな大変な時に物価や光熱費の値上げ、非常に苦しいです。国があれこれと我々の血税をばく大に浪

費しているのは許せません。我々が払う税金の使い道の明細を出して欲しい。企業ではあたりまえで

す。 

【50代／女性・アルバイト】 

 

年金生活者と生活保護者の比較。生活保護者が医療費タダであるなら同等の収入しかない年金生活者の

医療費もタダにして欲しい。 

【50代／女性・アルバイト】 

 

成増駅南口の喫煙所、やめてほしいです。多くの人が迷惑しています。人通りの多い、バス停の近くで

信じられません。区が許可していたとしたら、あきれてしまいます。レベルが低すぎます。共産党の皆

さま、宜しくお願いします。 

【50代／女性・アルバイト】 

 

単身の低所得者が、支援対象から漏れないようにして下さい。 

【50代／女性・アルバイト】 

 

東上線の人身事故多すぎます。きちんとした対策を早急にお願いします。 

【50代／女性・アルバイト】 

 

国政に望むことは何もない。期待できないから。区政はよくしていると思っています。ありがたいと思

います。これからもよろしくお願いします。ひとつだけ。事故を起こした区議は即辞職していただきた

いです。 

【50代／女性・アルバイト】 

 

街づくりが大切。本来田舎であった世田谷が、イメージで多くの人が住みたい街となっている。もっと

イメージを良くしてほしい。下から数えたほうがよい区は良い人が来ない。「性別」はジェンダー問題

を聞いているのに必要ですか？ 

【50代／女性・自営業】 

 

老人の一人暮らしに対してのフォロー、最期まで区民でいたいなと思えるように…通院のタクシーチケ

ット（希望者だけでも）とか、スーパーやコンビニの tel 一本での注文配達。それが推進するような双

方へのフォロー 

【50代／女性・自営業】 



 

国政、区政にかかわらず昔から国民がいかりをわすれてるその為政治家のやり放題！野党も結束が必

要。政治ポリシーどうのいってる場合でない。数で勝たねば！いつまでたっても野党ダメ！ 

【50代／女性・自営業】 

 

大山駅前の再開発はしないで欲しい。 

【50代／女性・自営業】 

 

30～50代への負担減。収入が増えないのに負担ばかり増えている。それなのに社会保障はこの先減らさ

れるだろう。未来に希望見えない。 

【50代／女性・自営業】 

 

大山にある開発事業、町の発展に役立っているのか疑問です。新たに遊座側でも始まるようですが、1

中文化会館も含めての事業ともききます。一部の住民とデベロッパーまかせにしていいのでしょうか 

【50代／女性・自営業】 

 

中小業者に対する支援が少ない。手続が難しすぎてできない。困っている、つぶれる。 

【50代／女性・自営業】 

 

望まないことは再開発事業への資金投入！タワーマンションの建設中止。50年後の板橋を想像してほし

い。 

【50代／女性・自営業】 

 

ペット問題で、ペットを抱える人の高齢化が進んでいます。ペットの命を人と同じくらい大切にして欲

しい。その視点から、ペット医療の向上に切り込んだ政策を願っています。お金がなく病院に連れて行

けない、そんなことがあってはいけないと思います。 

【50代／女性・自営業】 

 

区政でも都政でも常識を持って行なって欲しい  

【50代／女性・主婦】 

 

⑩について数十年間も危惧しています。下板橋や大山、ホームと線路の間が広く、電車の乗り降りがこ

わくてしかたありません。下板橋は曲がっているためこわいです。何度も危険を感じています。（10代

の頃ですが、友人は足のつけ根まで落ちました。）改善をお願いします。10代でも乗降が危険なのに、

高齢社会となり、必ず改善して下さい。先日も東武練馬、スマホ見が問題だが。道路と線路の区別がは

っきりして欲しいです。 

【50代／女性・主婦】 

 

このようなアンケートを実施下さりありがとうございます。選挙時の大々的なパフォーマンスではな

く、区民の意見を反映させようとしてもらえてありがたいです。今、コロナ拡大中に医療にかかる機会

を減らして悪化していく病もあります。地域医療も守って下さい。徳留さん、当選おめでとうございま

した。 

【50代／女性・主婦】 

 

国が全くだめなので板橋区独自のコロナ対策を強化してほしい。コロナ病棟の拡充をしてほしい 

【50代／女性・主婦】 

 

車の迷惑運転や違反駐車の取り締まり。同様に自転車に対しても取り締まりを強化してほしい。 

【50代／女性・主婦】 



 

区の財政状況を考えると、概ね好ましい区政がなされていると思います。 

【50代／女性・主婦】 

 

若木通りの歩道と自転車道の確保をお願いしたいです。道幅が狭いにもかかわらず、バスや大型車が通

るので、自転車で通るのが怖いです。 

【50代／女性・主婦】 

 

税金の値下げ 

【50代／女性・主婦】 

 

飲食店の人たちが大変な思いをしていると思う。今すべきことはまずワクチンの安定的な接種と飲食店

への支援、または再開できるよう両輪でサポートしてあげてほしい。 

【50代／女性・主婦】 

 

議会で居眠りやネット・読書などしている議員を片っ端からクビにしてください。自公許すまじ。 

【50代／女性・主婦】 

 

巡回バスが他では安価なのにりんりん号は高すぎる 

【50代／女性・主婦】 

 

ハッピーロード大山の存続 

【50代／女性・主婦】 

 

成増（北口)住宅地に大型の商業施設が 1件もなく、小規模スーパー、コンビニ、ドラッグストアで

は、坂道など多く、買物が大変です。人口が多い割りに少なすぎると思います。古い公園?板橋区樹

林？林のように公園がなっていて虫が多くかなり刺されます！公園も犬が入れる所が少なく、一部の迷

惑な飼い主のまたノラ猫のフンと間違えられて、ノラ猫の保護・捕獲もお願いしたいです。共産党は以

前から本当に親身になってくれる方が多いとお話したこともあります。さいたま市南区 

【50代／女性・主婦】 

 

平和教育の充実 

【50代／女性・その他 契約社員】 

 

雇用特に 40代後半～50代失業者への再雇用に力を入れてほしい。就職先がない。面接にもこぎつけな

い。 

【50代／女性・その他 失業中】 

 

日本共産党さん応援しています！ 

【50代／女性・その他 非常勤】 

 

東上線沿線と三田線沿線との行き来が困難で、ワクチン接種会場があまり選べない。 

【50代／女性・その他】 

 

不法投棄の長期間放置。出るゴミをエネルギー化して地産地消に。 

【50代／女性・その他 無職】 

 

選挙はいつも共産党に入れています。本当の政治とは何か、いつも考えさせらせます。 

【50代／女性・その他】 



 

「板橋区は高齢者に優しく、教育・子どもに力を入れていない。練馬区を見習ってほしい」…とよく耳

にします。公立幼稚園も一園となり、そこで働く介助員の給料も練馬と比べてすごく低いです。そうい

う所からも、教育に力を入れていないと思われます。私立頼みにせず、区立小中幼の質の向上を求めま

す。 

【50代／女性・その他】 

 

ここに書くのもあれなんですが、木下都議の処遇についてどうお考えですか？板橋区民として、とても

恥ずかしい人物だと思います。共産党は与党に対し反対ばかりしているけど、建設的な実現可能な政策

を展開してください。共産党＝なんでも反対のイメージしかないです。ちなみに私は無党派です。 

【50代／女性・その他】 

 

電柱をへらして欲しい。道が狭いので広げて欲しい。 

【50代／女性・その他】 

 

高齢でもないこどもでもない、シングル世帯かつ障がいがあり。だが、結局全て支援の対象にならない

ので、身を寄せる場所がない。相談先もない。聞こえないのでもっと相談先ない。 

【50代／女性・その他】 

 

コロナワクチンの接種が受けられない（予約締め切り、又は一杯、延期） 

【50代／女性・その他】 

 

毎週のように東上線は運転見合わせが多すぎます。踏切を渡るのが怖いです。 

【50代／女性・その他 フリーター】 

 

保育料が 3～5才児タダとはいかがなものか？必要な人は必要な利用料払ってもよいと思います。もち

ろん所得制限等必要だし全体的な引き下げは必要ですが、その分介護、福祉に従事する人間への給与等

に反映してほしいと思います。それをしないでまず保育料タダって？よくわかりません。離婚率の高さ

も給与に大きく関係してます。 

【50代／女性・その他 保育士】 

 

今のやり方でいくと子供がかわいそう。今の子供達が大きくなってこの国を守って行くのに、その夢を

絶望に変えている政治家にイライラする。テレビで国家でのけんかをやめてほしい。子供達には良くな

い。今回のオリンピックはやるべきではなかった。日本のはじです！ 

【50代／女性・その他 生活保護】 

 

食べる（食事に困らない）、寝る（寝る場所、野宿しなくても良い）生活する、という基本的なことを

守ってほしい。いつどうなるか分からない時、この支えがあると思うだけで安心できる。 

【50代／女性・その他 パート】 

 

生保の人たちが多くなりすぎて、財政は破綻しないでしょうか 

【50代／女性・その他】 

 

家賃が高いので、子供夫婦が自立できず、同居しています。都営住宅には入れない世帯収入で、ギリギ

リの世帯。親世帯も厳しいです。都営住宅に入居できないグレーゾーンの若夫婦に家賃補助をお願いし

ます。親も切ない。このようなアンケートをありがとうございます。 

【50代／女性・その他】 

 



個人的なことですが、団地に不法侵入する男がいて困ってます。でも証拠が色々してもとれずにいま

す。2年間ぐらい続いています。 

【50代／女性・その他】 

 

この不況でも、地主はたいして痛手を受けない。特に古くからある建物などはどんどん家賃を下げるべ

き。板橋は医療はめぐまれている。家賃が適正で町並みが美しければ子育て世帯が定着し、税収増につ

ながる。始発駅を求めて埼玉へ移住する人がとどまったら良いと思う。遅くなってすみません。でもど

うしても声を届けたくて。選挙がんばってください。 

【50代／女性・その他】 

 

学校の先生が子ども達の声をしっかり聞いてあげてない、親(私）の前で先生が愚痴をボソッと言う。

子どものけんかはあるのが当たり前だが、子ども達によりそった対応を先生はしていない。 

【50代／女性・その他 働きたくても障害があるので働けない。年齢で働くことができない。】 

 

板橋の良さをつなげて欲しいです。高層住宅が増えたり、道路により商店街が分断されたりしています

が、地域社会のつながりが希薄にならないよう願います。 

【50代／女性・その他】 

 

コミュニティーバスを走らせて、高島平団地の敷地内にも停留所を作ってほしい。外出が困難で団地の

敷地外に出るのが一苦労、敷地内に店があってもそこまで歩いて行けない。どこに行くにも非常に大

変。＊7月から部屋を借りたが、引越して来たのは９月なので、もう集計は終わったと思いますが、遅

れて申し訳ありませんでした。 

【50代／女性・その他】 

 

アンケートの結果は気になりますが、個人情報が守られるかが不安な世の中なので、区のホームページ

で結果が見れると良いなと思います。 

【50代／女性・その他】 

 

三田線新板橋駅と埼京線板橋駅を地下通路でつなげてほしい。（連絡通路がほしい）大学までの教育無

償化、板橋区認定の同行援後の事業所を作ってほしい(心からの訴え)。三田線と東上線を結ぶコミバス

が欲しい。(障害者手帳を持っている人は無料にする） 

【50代／女性・その他】 

 

学生の医療費の無償化（年齢の延長） 

【50代／女性・無記入】 

 

新型コロナの mRNAワクチン接種に反対です。副反応も怖いけど何年後かの後遺症など懸念がありま

す。若年層への接種は勧めるべきではないと考えます。ワクチン接種後に血栓症や循環器障害で亡くな

った人はワクチンの副反応ではないかと思います。今後の数など、正確な情報公開を望みます。 

【50代／女性・無記入】 

 

坂本区長 退任 望む 

【50代／女性・無記入】 

 

国や公的機関（行政）がウェブを使った生活を推進させるなら、それに適応できない人（高齢、障が

い、母語が日本語でない、などの理由で）への支援を求めます。 

【50代／女性・無記入】 

 



板橋区は、もやすゴミが週３回ありますが、以前住んでいた北区、豊島区は週２回です。２回にして区

税の節約にしてほしいです。 

【50代／女性・無記入】 

 

今住んでいる所の家賃が、建替後、急激に高くなりました。年齢によって家賃の額も違い、不満だらけ

です。公社の意味がない家賃設定だと思います。コーシャハイム向原在住 

【50代／女性・無記入】 

 

行政 議会ともに危機感を持って、勤めを遂行することを希望します 

【50代／男性・会社員】 

 

板橋区の学校給食を全てオーガニックにしていただきたいと願っています 

【50代／男性・会社員】 

 

行政サービスに何があるかわからない。手続きが面どうそう。区政議会で何を検討しているか、何か良

くなっているかわからない。 

【50代／男性・会社員】 

 

議員報酬の削減 

【50代／男性・会社員】 

 

ワクチン接種に関する情報を迅速にきめ細かく提供してほしい。単身者の孤独化防止の為のサービス

（見守りサービスや死後の諸々の処理等）の充実を図ってほしい。訪問治療の充実を図ってほしい。パ

ートナーシップ条例制定など性的マイノリティへの支索板橋区は他の自治体と比較して遅れている。積

極的に取り組んでみてほしい。 

【50代／男性・会社員】 

 

日本共産党をいつも応援しています。ガンバッテ下さい！ 

【50代／男性・会社員】 

 

共産党は立憲などと組んだらダメ、もっと自信を持って独自路線を行ってほしい。 

【50代／男性・会社員】 

 

通勤に利用している路線バスが減便され困る（夜間）バス会社へ支援し、終車の時間を考えて欲しい

（増便等） 

【50代／男性・会社員】 

 

自分の住んでいる小竹向原駅周辺は、バスの便が全く整備されていない。小竹向原駅から向原団地、大

山駅周辺、板橋区役所を通るバス（100円バス）をぜひ実現してほしい。 

【50代／男性・会社員】 

 

日本共産党は今でも社会主義・共産主義革命を目指しているのでしょうか。そうであれば、選挙の際に

もっとそれを訴えるべきです。（もしそうでないならば、党名を変更するべきです。） 

【50代／男性・会社員】 

 

とにかく保健所の職員大幅増で体制拡充。区役所の他の人員を引きぬいて、保健所のバックアップに人

をまわすこと。 

【50代／男性・会社員】 

 



他の区との差別化をしてほしい。 

【50代／男性・会社員】 

 

法人税収入拡大、高島平再開発（ブランド化） 

【50代／男性・会社員】 

 

共産党が自公政権からの交代しろ。どんな手段を使おうが構わない。立憲との政権は無理。1党政権で

ないとダメ。 

【50代／男性・会社員】 

 

板橋区は暮らしやすいが、ワクチン接種にもう少しスピードを望みたい。 

【50代／男性・会社員】 

 

路上禁煙、歩きスマホと自転車スマホの禁止条例。今回の飲食店への協力金についてですが、バラマキ

にしか思えません。税金です。国民が納得できる使い方をお願いします。 

【50代／男性・会社員】 

 

無償での粗大ごみの回収。区内がきれいになります。 

【50代／男性・会社員】 

 

コロナだからといって、学校の行事を中止しないでほしい。図書館の本を駅やショッピングセンターで

返却できるようにしてほしい。 

【50代／男性・会社員】 

 

総合支援金、15万×9回分￥1,350,000円、借りていますが、再々延長計 12回分の貸付をお願いしま

す。緊急事態宣言も延長になりました。よろしく。 

【50代／男性・会社員】 

 

今度の選挙がんばってください。今回は共産党に入れます。 

【50代／男性・会社員】 

 

朝 5時くらいに、マスクも着けず、唾で一枚一枚なめながら―コロナ禍で辞めて下さいー配っているの

はどうかと思います。見直しを。またよく事務所でタバコも吸っていますし、まずそれを改善してから

回答します。 

【50代／男性・会社員】 

 

区役所で紹介してもらった仮設住宅。外気温と家の温度計が同じ（夏暑い、冬寒い）家の中汗だくで、

帰ってきて汗だくで仕事。今は昭和ではない。環境設備悪い。住宅設備を!! 日当たり、風呂、洗面

所、キッチン―一般に普通に暮らせる最低設備の住宅を早く。 

【50代／男性・会社員】 

 

これからの日本を担う若者や、働く現役世代を重視した区政を求める。特に老人医療については、適切

な理性的なトリアージュの考えを持った対応を求める。 

【50代／男性・会社員 日本の将来を真剣に考えるもの】 

 

危険な街路の安全対策 

【50代／男性・会社員】 

 



登校拒否・不登校の生徒が増えており、子供の居場所となるところ（フレンドセンターでは不十分）保

護者同士の交流・悩みを打ち明けられる場が必要です。 

【50代／男性・公務員】 

 

議員の削減、住民の生活環境の改善、無駄な予算削減、使い切ることが前提では良くならない。本当の

意味でのスクラップ＆ビルドをしてください。 

【50代／男性・公務員】 

 

坂本区長ははだかの王様、長期にやりすぎ、卑怯。ホタル飴のアベを糾弾しない共産党は卑怯だ。 

【50代／男性・公務員】 

 

コロナ対策 

【50代／男性・アルバイト】 

 

ゼネコン癒着の坂本区長は辞めてほしい。格差拡大する政策には反対。板橋の様な田舎に、都心にある

ような建築物を増やすのは安易な発想。公共交通機関の混雑を招くだけ。身の丈に合った街づくりをす

べき。 

【50代／男性・アルバイト】 

 

単身者からむしり取る政策はやめてほしい。（収入に応じた負担を） 

【50代／男性・自営業】 

 

環七の交差点の渋滞対策。共産党の活動が何に結びついたのかもっと細かく知りたい。日常的に気づい

たことを伝えられる窓口的なものを webでもメールでも電話でもいいので設けてその存在を恒常的に知

らせてほしい。 

【50代／男性・自営業】 

 

生活保護の外国人向け支援禁止（日本国民のための制度です）。不良外国人の退去。医療従事者への支

援。がんばって下さい。日本国民、区民への対策を期待しています。利権や企業献金などしがらみのな

い政治をお願いします！ 

【50代／男性・自営業】 

 

無料の駐輪場をつくってほしい 

【50代／男性・自営業】 

 

無電柱化 

【50代／男性・自営業】 

 

公共施設（体育館）が、特定の団体に独占されている。もう少し、一般に開放してほしい 

【50代／男性・自営業】 

 

今の所、あまり生活に不安はありません 

【50代／男性・その他 無職】 

 

このようなアンケートがあったとは知りませんでした。板橋区がより良くなる様に頑張ってください。 

【50代／男性・その他 介護（認知症と知的障害者のダブル介護休職中）】 

 

板橋はいい所だと思います。変える所は変え残す所は残して欲しいと思います。（古き良き場所は残し

て欲しい） 



【50代／男性・その他 生活保護受給者】 

 

なんでも無償はどうかと思うが、税金をうまく使ってほしいと思います 

【50代／男性・その他 会社役員】 

 

⑤高卒以上無金利融資に変更。⑮老人ドライバー減少策。癒着体質の議員の排除、上部自治体議員意向

は区政の透明化のもとに取り組む。緑化した道路脇の手入れ。自転車通行帯にはみ出して危険 

【50代／男性・その他】 

 

最後の最後まで菅のじーさんはズルイ。せめて給付金＝低所得者（生活保護）年収 200万以内含み、出

してほしい。やっぱり、菅のじーさん、若い時、苦労がない人には貧乏人の目線には立てない人。せめ

て無料券 3万円分等、国民に出してほしい。米も買えますし。 

【50代／男性・その他】 

 

長期失業者（求職者）への支援、あるいは相談誠窓口を充実していただきたい。「いたばし生活しごと

サポートセンター」「板橋社会福祉協議会」等へ相談へ行ったことがあるが、まるで「お前は怠け者」

というような扱いを受け、相談を断念した。このままでは一家心中も遠くない。 

【50代／男性・その他 長期失業者（1年以上）】 

 

コロナ禍で困っている個人への区の支援策はとても不十分だと感じます。区独自の手当を求めたいで

す。 

【50代／男性・その他 失業中】 

 

板橋区は住みやすい区です。区政頑張って下さい。“無償化”、“無料”はどこかにしわ寄せが来ますの

で、ポイントを絞ってやった方が良いと思います。大変失礼なことを申しますが、政党名を変更すれ

ば、もっと選挙で票が取れると思います。（御無礼なことを言いまして申し訳ありません） 

【50代／男性・その他】 

 

1 人世帯への総合的な税の負担が非常に多く感じられるが、これからの 1人世帯との家族との税の整合

性を図っていただきたい！ 

【50代／男性・その他 介護施設＆専門学校講師】 

 

大山駅周辺再開発事業は、住民の意見を聞きながら進めてほしい。計画ありきで、形式的な説明会は改

善してほしい。生活者目線、市民目線、現実直視 

【50代／男性・無記入】 

 

毎回、共産党に投票しています。今回の都議選は 1議席で終わりとても残念でした。もっと伸びると思

ってたので…。これからも区民、都民の生活に寄り添った党であることを願います。その限りにおいて

応援いたします。皆様お体大切にしてください。 

【50代／男性・無記入】 

 

区民が低価格で利用できる「区民会館」の設置を目指して欲しい。（食と住居、そして医療の無料を板

橋で目ざしてください！） 

【50代／男性・無記入】 

 

⑩ホームドアつければ。とにかく生活に不安。昨年引っ越してきたが、電車はしょっちゅう止まるし、

給料下がるし、良いことない。練馬に引っ越せばよかった 

【50代／無記入・会社員】 

 



⑩東上線の事故については、東武鉄道と協議し、早急に対策が必要だと思う。毎月のように事故による

遅延が発生することは、大勢の利用者にとって大きな不利益になる。又、駅の自動ドアも有楽町線を見

習い、早急に取付けを希望したい 

【50代／無記入・会社員】 

 

住宅地の空きスペースを簡単に有効利用できないのでしょうか（分筆されていない土地）。児童虐待の

早期の気づき、起こさないためのコミュニティ、強制力のある訪問、多少の個人情報の公開（子供の人

数など） 

【50代／無記入・会社員】 

 

弱い者を助けるのは当たり前ですが、大事にしてほしいのは、現役世代→子ども→高齢者 だと思いま

す。現役世代が稼げなければ、子供・高齢者を養えませんよ 

【50代／無記入・会社員】 

 

私は共産党を支持しています。かなざきさんを応援しています。区議会議員が沢山いますがどの政党が

何をしているのか不明。選挙の時が一番熱い活動をしているように見えます。特に自民党と公明党はひ

どい 

【50代／無記入・会社員】 

 

福祉の充実、重症心身障害児者、医療的ケア児者の支援の充実、公共施設 

【50代／無記入・会社員】 

 

・高島平団地の再開発計画促進 

【50代／無記入・会社員】 

 

（⑰について）区役所のテレビに議会中継してほしいです。以前ヒマそうにしている議員さん達の姿を

みました。寝ていたり、お茶をのむだけなどする事がないなら必要ない人なのでは？と思いました。中

継があれば参加するのでは？ 

【50代／無記入・会社員】 

 

災害時の支援の充実 

【50代／無記入・会社員】 

 

上記基本的にすべてだと思います。 

【50代／無記入・会社員】 

 

共産党を応えんします。但し、他党の批判はやめたほうがいいです。 

【50代／無記入・会社員】 

 

立候補者の若年化、若者向けの支援の充実 

【50代／無記入・会社員】 

 

格差社会を非常に感じます 

【50代／無記入・会社員】 

 

・15時から飛んでくる飛行機がうるさい。・「宣言中だから不要不急の外出はひかえましょう」という防

災無線がうるさい―これ自体が不要不急の騒音である。・歩行喫煙の全面禁止。・道路や歩道に商品陳列

台や看板等を置くことの禁止。・電柱に貼られた、あるいは道路に置かれた、住宅販売のチラシ・誘導

矢印などが美観をそこねている。 



【50代／無記入・会社員】 

 

災害対策、防災面のソフト・ハードの充実 

【50代／無記入・アルバイト】 

 

区境に住んでおります。子育て中、区立幼稚園、小中学校、全て他区より遠く不便な思い。また子供の

安全上も心配がありました。なかなか難しい問題ですが（区税上）よろしくお願い致します。 

【50代／無記入・アルバイト】 

 

教育や給食など、無料化にして育児子育てしやすい環境。マイナンバーカードの受取りはネット予約も

できるようにしてほしい。交通の安全の道路の整備。外灯。成増公園での飲酒ゴミ問題。個人情報の取

扱い。板橋区のホームページが見づらい。空き家問題。 

【50代／無記入・アルバイト】 

 

高校までは教育無償化、大学も学費補助。介護などどうでもよい。今以上の高齢者対策がなぜ必要なの

か理解できない。未来への投資に集中すべき、若者の未来に希望を持たせるべき 

【50代／無記入・アルバイト】 

 

何らかの疾患があって通院している人達だけ、コロナワクチン接種ができて、その他の人たちは放置？ 

オリンピックばかり話し合われるようで、区民は後回しされているような感じを受ける 

【50代／無記入・アルバイト】 

 

人工的な公園ばかりでなく、赤塚にあるような植物園を増やしていただきたい。貝次公園の植木も、ち

ょっと違う景観にしてほしいです。 

【50代／無記入・アルバイト】 

 

⑮高島平 5丁目避けられています。⑯荒川氾濫で、5 m 浸水の地図作った後、何も対応してくれてませ

ん。2mでも流されてしまうのに。中央図書館にお金かけて、次はこのエリアにお金使ってください。も

ちろん住民のニーズ聞いてください。高島平 5丁目、地盤弱いのに、大型トラック、スピード出して通

ります。公園の脇、通行禁止にしてほしい。大切なアンケート、ホチキスの針がなく良いのですが、誤

って用紙が破れることもありますので、針のないホチキスがいいです。お年寄り、体の不自由な方のた

めに。100均にあります。 

【50代／無記入・アルバイト】 

 

コロナのワクチンは、まだ治験の段階であることは明らかです。アレルギーや不安な人がたくさんいる

中での行動規制（ワクパス等）はやりすぎです。 

【50代／無記入・アルバイト】 

 

現在の異常なとき役所の人の働きが良く見えない。もっと窓口対応の時間をフリーにするとか、公務員

も腹を決めて仕事をしているのかを見せてくれたら協力する人も沢山出てくると思う。自殺者がふえて

いるのですよ… 

【50代／無記入・自営業】 

 

板橋区独自のコロナ対策、中小企業対策、飲食店だけが助成金が出ているが、コロナで影響を受けてい

る店は飲食店だけではない 

【50代／無記入・自営業】 

 

平和公園に中央図書館を新設するよりも旧中央図書館をリノベイトして公費歳出を削減を計るべきだっ

た。無能な坂本区長を退陣させろ！！ 



【50代／無記入・自営業】 

 

議員や役所等で働く人員が多いのでは？無駄に税金を使い過ぎ。その割に給料が多過ぎる。 

【50代／無記入・自営業】 

 

産業支援の強化、福祉の充実のみでは社会が崩壊する 

【50代／無記入・自営業】 

 

生活できるような賃金 

【50代／無記入・自営業】 

 

生活保護世帯、高齢者、子育て世帯中心の施策ばかりだと感じます。”誰もが住みやすいまち、東京で

一番住みたくなるまち″を目指すのであれば、上記以外の層への施策も必要だと思います。 

【50代／無記入・主婦】 

 

⑩人身事故が減るように…（心のケアも大切）⑯何かあってからでは遅い 

【50代／無記入・主婦】 

 

議員定数の削減 

【50代／無記入・主婦】 

 

外国人学校の子供達を学費経済支援してあげてほしいです。学校にも助成してあげて下さい。 

【50代／無記入・主婦】 

 

区のリサイクルプラザの充実。業者さんにリサイクルを委託してから対応が悪くなりました。 

【50代／無記入・主婦】 

 

東武練馬駅臨時改札を常時利用できるようにしてほしい。その場所にはいつも駅員がいるので、できる

はずなのでは、と思う。 

【50代／無記入・主婦】 

 

成増のダイエーが閉店して１年半が過ぎました。その後、当初のマンション建設は STOP。これはよいこ

とだけれど、成増はパチンコとラーメンの町となり、急行が停まるのに魅力ある町とは言えない。 

【50代／無記入・主婦】 

 

「5つ」では足りません 

【50代／無記入・その他 パート】 

 

東武東上線ときわ台駅周辺～中央通りまでの踏切の撤去を、会派を超えて区議会の最重要課題として取

り組んでください。東武鉄道の埼玉県優遇策による列車増発により、区内の踏切しゃ断時間が増大して

大変迷惑しています。今すぐの立体化が難しいならば、常盤台 3丁目～南常盤台 2 丁目間に自由通路こ

線橋か地下歩道を設置するよう働きかけて下さいますか。 

【50代／無記入】 

 

新型コロナの広がりで生活は一変しました。お給料は 1/3 程度です。そんな現実で生きています。コロ

ナでなければアンケートの○も違う部分につけていたでしょうが、今は目の前の生活でいっぱいいっぱ

いで、どうしても経済支援に○をしてしまいます。低所得世帯でも生きていける援助を、どうかよろし

くお願いいたします。 

【50代／無記入】 



 

（視覚障がい、聴覚障がい）障がい者に特化したような専用のデイサービス。シェアハウス・グループ

ホームの様な施設。 

【60代／女性・会社員】 

 

ワクチン接種がバラバラ、マチマチである。国も含めて若い人からするべきだった！動けないおとしよ

りは最後でよかった。板橋区は練馬区よりワクチン接種がおそい気がする。 

【60代／女性・会社員】 

 

議員の給与削減 

【60代／女性・会社員】 

 

区役所へのアクセスがもっと便利で負担にならないよう、コミュニティバスの運行や経路を増やしてほ

しい。高齢者、妊婦、障がいを持った方にも利用しやすいように。（大山～区役所まで歩くと負担だと

思う） 

【60代／女性・公務員】 

 

預金しても銀行等の利息がないのはおかしい。手数料で、預けてもマイナス。絶対おかしい！ 銀行ば

かり優遇されて、何十年苦しめられるのか。少ないお金を預ける者は損。 増やすための銀行ではな

い。家電などのリサイクル場所、廃棄場所がないのは困る。あっても高いお金を支払う。使えないもの

は使えないのに、公共の廃棄をしてくれないのはおかしい!! 結局高いお金を取り放題の一般の廃棄業

者のみがいい思いをしている。どこに廃棄しているかもわからないのに 

【60代／女性・アルバイト】 

 

自分が大変な時いつも助けていただいてると思うのでありがたく思っています。 

【60代／女性・アルバイト】 

 

区政ではありませんが、先の都議会議員選挙について。愛の手帳保持の息子は、はじめてひとりで選挙

に出向き、木下氏に投票したそうです。本人は法を守らないこと、警察もなぜ発表しないのか、情報を

発信しないのか。このまま都民の税金が支払われ。SDGs のイメージがゆがめられそうです。板橋区民と

してこのままで良いのでしょうか。いつもは母と投票に行っていた息子がはじめて、ひとり立ちの投票

結果がこれでは、板橋区として情けないです。 

【60代／女性・アルバイト】 

 

頑張って下さい!! 期待しています 

【60代／女性・アルバイト】 

 

マスク・除菌消毒アルコールの購入費が家計を圧迫しているのもある。この購入費は一生続く。家庭に

補助してほしい。 

【60代／女性・アルバイト】 

 

文化事業への援助。文化連など保護を通じて区の文化事業への理解と援助をこのコロナの困難な時期に

対応して欲しい 

【60代／女性・自営業】 

 

共産党の区議は区政について情報をツイッターで発信していますか？（区議のツイッターなどあれば） 

【60代／女性・自営業】 

 



しっかり、生活保護を利用している人を本当に必要なのか、毎年チェックするべき。利用していない人

より、優がな生活をしているひとがいる。一生けん命働くのがバカらしくなる。 

【60代／女性・自営業】 

 

私は、板橋区に 40年住んでいますが、とても満足しています。緑の多い板橋が大好きです。これから

もよりよい板橋区になるようにがんばってください。ありがとうございます。 

【60代／女性・自営業】 

 

私が子育てしていた時に比べ、格段に良くなってきている。コロナで見えてきたのは、政治家の力量。

日本の中国化へなりつつあるのではないかと心配になってきた。無能な政治家にジャッジできるように

なるといいな。選挙の時は分からないので。 

【60代／女性・自営業】 

 

議員の給与が高い。ボランティア精神でやってもらいたい。私は田村智子さんのファンです。どうぞス

キャンダル等でがっかりさせないでくださいよ。がんばってぶれずに進んでいってねネ。 

【60代／女性・主婦】 

 

各議員は、どういう仕事をしているのか具体的に示す必要があります。なぜなら税金が使われているか

らです。与党に反対意見を言うだけが仕事ではありません。建設的な意見を言うべき！ 

【60代／女性・主婦】 

 

経済的に恵まれなかったり、DVなどで食事や居場所のない子どもたちへの支援が必要だと思います。子

ども食堂に寄付してきましたが、理事が性的犯罪で逮捕され、寄付した、私にとっての大金も宙に浮い

たままです。安心して利用できる公的施設を至急整備してほしいです。 

【60代／女性・主婦】 

 

青少年の居場所など。ex.公園でボール、バット（キャッチボール）などの禁止が多いがそれらができ

る公園、場所などを設置してあげてほしい。 

【60代／女性・主婦】 

 

居眠りいている議員を辞めさせてください 

【60代／女性・主婦】 

 

木下富美子都議の辞職勧告は可決したが、除名すべきです。板橋区の恥です。議会を欠席するのは、議

員の資格を放棄したに近い。辞めるべきです。 

【60代／女性・主婦】 

 

板橋区はワクチン計画がとてもスムーズで早かった。しかし、国の政策の出遅れで今働く世代が大変困

っている。1日も早く接種の体制を整えてほしい。 

【60代／女性・主婦】 

 

国民健康保険証ですが、別人のを利用する不正を防ぐ為、顔写真が入っている必要が有ると思います。

マイナンバーカードが「使えます」ではなく、「でないと使えません」に早急に切り替えて欲しいと思

います。これ以上保健料が上ってはたまりません。区政ではありませんが国政に要望して下さい。 

【60代／女性・主婦】 

 

コロナに感染しても PCR検査をはじめ迅速な対応をしてほしい。コロナ病棟を拡充し、自宅療養者の死

亡を防いでほしい。 

【60代／女性・主婦】 



 

老齢者、障害者は踏切を横断するのがこわい 

【60代／女性・主婦】 

 

税金を無駄に使用しないで、不必要な施設をあまりたくさん作らないで、災害時にプールしてほしい。

できるだけ税を引き下げて欲しい。 

【60代／女性・主婦】 

 

8.共産党に望むこと。民主主義国家である日本で、世界も否定する共産主義をかかげて政治活動するの

はもはや無理があると思う。選挙において法律違反が多いのも大きな問題である。自省を求める。 

【60代／女性・主婦】 

 

将来、現役を引退して年金生活になったとき、また自分が介護を受けなければならなくなったとき、少

ない年金で施設に入れるのか心配です。私営の施設はとても入所できる金額ではない。 

【60代／女性・主婦】 

 

政治の世界に日本会議、竹中平蔵とアトキンソンうぃ排除して下さい。日本民主主義をとりもどして下

さい。（区とは関係ありませんが、今、私の思っている事かきました） 

【60代／女性・主婦】 

 

東板橋公園の清掃でキカイ音がうるさい。風邪でゴミを集める必要はないと思います。騒音にもっと気

を使っていただきたい。 

【60代／女性・主婦】 

 

今年から年金生活になりました。コロナのこと、オリンピックのこと、国の対応にはあきれることばか

りです。東京都、板橋区の議員さんに期待しています。これから大人になる小中学生のためにもよろし

くお願いします。 

【60代／女性・主婦】 

 

志村警察が移転された跡地に交番を置いていただきたい 

【60代／女性・主婦】 

 

自然災害や地球温暖化によるコロナ等感染症の出現等、長期的な視点に基づく情報やＳＤＧｓ対策等を

区民全員で共有し、実行することが必要となっているので、区政に期待しています。 

【60代／女性・主婦】 

 

小・中学校の義務教育は、給食費はもちろん制服、副教材、修学旅行等全て無償にすべきだと思いま

す。 

【60代／女性・主婦】 

 

高齢者に、何か起きた時の、相談窓口はどこなのかしら。無為無策の菅政権に代わって、政治のできる

政党となってください！  

【60代／女性・主婦】 

 

自動車の免許返納を考えていますが、何かしらのメリットがあれば嬉しいです。 例えば、バス・電車

等の回数券等 

【60代／女性・主婦】 

 

犬の散歩でマナーが悪い人が多く、迷惑しています。罰則などの条例を作ってほしい 



【60代／女性・主婦】 

 

○自民党に政治を任せていいのでしょうか。○ペットと入れる公園がほしい。 

【60代／女性・主婦】 

 

私たちの時代は無償化などない時代でした。年金生活者にも支援がほしい。少ない年金の中での医療費

の負担が大きい。入院等となると、市立病院の場合、ベッド代が高すぎて入院をためらう。３人送り、

預金なしになりました。 

【60代／女性・主婦】 

 

区役所、区民事務所、駅など捨ててるチラシ・案内書が多いのでは？ 無駄をなくし SDGsもっと関心

を持てるように推進した方が良い。食材、食品、売れ残り etc.。有効活用できると思います。 

【60代／女性・主婦】 

 

ＪＫＫに住んでいますが、両隣に恵まれなく困っている。騒音・８６歳の１人暮らしなど困ることが多

い。都営・区営に申込んでいるが落選です。 

【60代／女性・主婦】 

 

アンケートとは違っていますが、コロナが流行してからストレスもいっぱいです。私事ですが、昨年主

人をガンで亡くしました。昨年ある病院に入院していましたが、1ヶ月治療もできず、なくなりまし

た。主人だけではなく、きっと入院していた人も、コロナが流行しその人達の治療で、ガン他できなか

った人がいっぱいいたことと思います。アンケートも書かせていただきましたが、コロナ、オリンピッ

クと言っていますが、今一人ぼっちになり、そんな気分にはなれません。コロナコロナで、いつ治るの

かもわからない今、不安でいっぱいです。日本自体世界に恥をさらしてるようなものですね。食べるこ

とができない子供がいる現在。やはりおかしいです。総理大臣もおかしい。都知事もおかしいです。こ

んな世の中になり、いろいろと問題もあり、嫌ですね。明るい日は来るのですかね。貧乏でも昭和の時

は良かったですね。お願いです、共産党の皆さん頑張って下さい。こんな年寄りがいますが、愚痴と思

って聞いてください。ごめんなさい。 

【60代／女性・主婦】 

 

板橋は、コロナについても説明があまりなく、もう少し（区政だよりだけではなく）違った形で積極的

にみんながわかるように伝える努力をしてほしい。伝わっていない人は大勢います。 

【60代／女性・主婦】 

 

犬の糞尿に困っています。以前よりひどくなっていますので、飼い主の教育をしてほしい。ゴミ出しも

同じで環境問題に取り組んでほしい 

【60代／女性・年金生活】 

 

⑩、歩きスマホ禁止条例（東武練馬駅踏切事故）。自転車に対する安全対策。治安対策（コロナ禍でよ

り悪化したと感じるので） 

【60代／女性・年金生活】 

 

弱耳の対策 

【60代／女性・年金生活】 

 

弱者のための政治をお願いします 

【60代／女性・年金生活】 

 

社会的弱者への自立援助、合同墓の設立。 



【60代／女性・年金生活】 

 

住宅街に日本語学校設置の許可を出さないでほしい！！回りの住民がどれほど迷惑か考えてほしい！！ 

【60代／女性・年金生活】 

 

限りある財源を新しい建物などに使わず、どうすれば持続可能な社会にできるのか、に焦点をあてて、

困っている人を見捨てない、政治であって欲しいと思います。 

【60代／女性・年金生活】 

 

公園を、もっと居心地の良い場所にして欲しい。緑とベンチを増やし、清潔で明るく。 

【60代／女性・年金生活 無職】 

 

弱者にやさしい区政を望みます。子供にとっても高齢者にとってもこの区に住んでいてよかったと思え

るように。（④について)魅力あるもので 

【60代／女性・年金生活】 

 

年金より生活保護受給の方が余裕ある生活をしている現実はどうなのか。 

【60代／女性・年金生活】 

 

羽田航路の変更による上空のひんぱんな航空機の飛行について区政に置いて問題化し、きっぱり対処し

ていただきたい。 

【60代／女性・年金生活】 

 

ワクチン接種、スピード感をもってやってほしい。かかりつけ個人医院は、１１月じゃないとあきがな

いと云われた 

【60代／女性・年金生活】 

 

区議さんが地域に住んでいないので、身近に感じられません。町会の行事などにも参加してください 

【60代／女性・年金生活】 

 

老朽化した小中学校の建て直し。モデル校ばかりに財を使わずに、危険、不便を強いられている学校に

注視してほしい 

【60代／女性・年金生活】 

 

都営地下鉄、東上線、西武を結ぶ交通が欲しい。何でも特に西武へ行くのに巣鴨→池袋でないと行けな

い。「つ」の字の移動でなく縦で行ける交通手段を。ネット環境のない者への対策を。 

【60代／女性・年金生活】 

 

70 才になるとパスモが千円で購入できるので、利用したいが、近くに都営バスが通ってなくて、都営地

下鉄線だけ使えるので都営バスがふえると助かります。 

【60代／女性・年金生活】 

 

高島平 5丁目、第 2公園、第 1公園を通るようにしてほしいです～ 

【60代／女性・年金生活】 

 

区政アンケートは今後も続けてほしい。区民の生の声を区政に生かしてほしい。 

【60代／女性・年金生活】 

 



加賀 2丁目にできるファミリーマート南側歩道の拡張を切に願います。車の出入りが生じることによ

り、大変危険になります。フェンスを設置してしまい、待避所がなく、事故の恐れがあります。以前こ

の交差点で死亡事故がありました。金沢小に隣接し、現在も狭い歩道で苦労しているのに、ここに車で

出入りしたら、とても恐ろしいです。 

【60代／女性・年金生活】 

 

安全かどうか不明なワクチンを打つように圧力をかけないでほしい。独居老人を定期的に訪問したり、

連絡したりすることは既にやっているんでしょうか？各種の助成金などは自分で調べないと知ることが

できないので、もっと広く知らせてほしい。 

【60代／女性・年金生活】 

 

こういうアンケートなど、活動されていることは素晴らしいと思います。頑張ってください。 

【60代／女性・年金生活】 

 

性別 ジェンダー平等を取り組んでいるのに聞くのですか 

【60代／女性・年金生活】 

 

子育て世代と高齢者の憩いの場のようなことをやってほしい。子育てでの困りごとや悩みなどを相談、

助言したり、高齢者等が子供と遊んだり、何かを教えたりしたい 。 

【60代／女性・年金生活】 

 

区内の公園で池のある所は、いつも水をきれいに保ってほしい。たまった水はくさります。平和公園の

池？〈鴨も来ている〉落ち葉も浮いて水が汚い。公園内の掃除はちょこちょこしていますが、池の掃除

は見たことがない。 

【60代／女性・年金生活】 

 

年金生活者の家賃・社会保険料・税について、年収 200万円未満の方については免除し、法人税で負担

できるように法案の改正を希望します。 

【60代／女性・年金生活】 

 

日本共産党にひとこと。何でも反対ではなくて、選挙の時も、野党の方々（意見は合わなくても）と組

んで、下村博文を国会に送りこまない方法を考えてほしい。余りにもひどい!!下村は倒してほしい。 

【60代／女性・年金生活】 

 

若い人たちのモラルの低下、マナーの低下が目立つ世の中になった。教育の低下ではないか。 

【60代／女性・年金生活】 

 

7 月 2日に 12年間一緒に暮らしていた愛犬もなくなり、今本当に一人だと実感しています。時々いつ死

んでもいいかなと思うこともあります。何かと受給が少なくなっています。一人なので何とか生活して

います。老人たちが生きづらいなと感じています。わがままですが全て保護費から引かれます。 

【60代／女性・年金生活 生活保護】 

 

①前野ホールなど公共施設の見直しについては、利用者の声をきちんと聞いてほしい。廃止反対！②区

の基金は区民のために使ってほしい。ためこみは反対！③核兵器禁止条約批准を求める意見書の採択を

してほしい！ 

【60代／女性・年金生活】 

 

孫が小学２年生です。学校からノートパソコンを貸与されていますが、通信費の補助を希望します。 

【60代／女性・年金生活】 



 

保育、教育、図書館等民間へ委託して人件費が削減されてきているが、公費で責任をもって運営される

ことが重要だと思う。利益を上げることはサービスの低下につながると思う。 

【60代／女性・年金生活】 

 

私は今年 64歳になります。65歳以上になると、新しく住居を移動することが難しいと聞きます。現在

都営住宅に住んでいる方の現状を把握の上、本当に住宅に困っている方々に、住まいを与えていただき

たいです。あるいは、民間の住居が公共の援助で、住むことを許されるようになってほしいです。年金

が減る中（今後の事も含め）、結婚しない人が多い、高齢者人口が増える、これ大きな問題だと思いま

す。今は 65歳でも皆さんに元気です。 

PS 羽田からの着陸便の高度がどんどん下がっているように感じます。何度も国交省に連絡をしました

が、“規定通り”とのこと。これは（天気に左右されるかもしれませんが）、マニュアル通りの言い逃

れのような気がします。何とか改善して欲しいです。元々は、成田＝国際便、羽田＝国内便だと思って

います。なし崩し的に変更するのはおかしいと思います。 

【60代／女性・年金生活】 

 

障害を持っている人が普通に外出し、健常者と共に楽しめる会など支援をしてほしい 

【60代／女性・その他 ケアマネ】 

 

団地に住んでいますが、一人暮らしの高齢者がたくさんいます。「理想」といわれても、やはり、年を

とっても病気になっても、体が不自由であっても貧富の差なく「その人らしく暮らしていける」街づく

りを目指していただきたいし、そのためにできることは協力したいと思っています。 

【60代／女性・その他 フリー編集者】 

 

都営三田線混雑緩和（8両化） 

【60代／女性・その他 教師】 

 

品のある区に… 

【60代／女性・その他 無職】 

 

石神井川近いので水害対策を進めて欲しい。 

【60代／女性・その他】 

 

図書館の利用について。距離が遠い利用者のために、ネットで注文した本の受け取りと返却の窓口を、

図書館以外の区の施設にも設けてほしい。高齢者も仕事が欲しい 

【60代／女性・その他】 

 

収入が低く押さえられている。賃金↑への策は区政ではムリ？命を守る区政を？ 

【60代／女性・その他 介護支援パート】 

 

クソ自民に負けるな!! ガンバレ!! 今新聞を取っていないので、「広報いたばし」を、図書館や駅に

取りに行かなければならないので、できればポスティングしてほしい。 

【60代／女性・その他】 

 

下赤塚発のバスの少なさどうにかしてほしい。コミュニティの充実って、地域の充実が第一。20人学級

の実現も早くしてほしい。 

【60代／女性・その他 準公務員東京都非常勤講師】 

 

自民党に政治をまかせないで下さい。信用できない。 



【60代／女性・その他】 

 

緊急事態宣言は何度も出すのに、特別給付金は一度だけですか?! お店を持っている人は大変だと思い

ますが、家庭を持ってる人だって、お金に困ってることを忘れないでほしい 

【60代／女性・無記入】 

 

未来に希望が持てる社会。環境教育。 

【60代／女性・無記入】 

 

6 人に 1人の子供が低所得者の家族であると聞く。子供は将来への宝。もし子どもたちが貧しいため教

育をうけられず、給料の低い職にしかつけなかったら負の連鎖がはじまる。貧しい家の子や親へのサポ

ートを充実させてほしい。 

【60代／女性・無記入】 

 

コミバス等区内でも格差を感じます 

【60代／女性・無記入】 

 

私の家の近くに都営住宅がありますが、建替えるのに数年、入居が始まってもう半年は過ぎています

が、ほとんどが空いています。住宅に困っている人がたくさんいるのに、この状況は何故でしょうか。

民間の住宅なら、建替え、入居にこんなに時間がかかっていたら、会社は破産してしまう。 

【60代／女性・無記入】 

 

この間５～６回、区長への手紙を出したが、的を得た回答は１回もない。役所的考えからの脱却。 

【60代／女性・無記入】 

 

ヤングケアラーの実態調査、支援策の検討。ジェンダー平等の教育。「●性別」欄を設けることを吟味

すべき。 

【60代／女性・無記入】 

 

駐輪場の充実。電気自動車、電気バイクのためのインフラ整備 

【60代／男性・会社員】 

 

中学校までの義務教育を進学予備校的な教育をせず、国家観のある教育をして欲しい。 

【60代／男性・会社員】 

 

（4～5年前に区長へ上申しましたが、改善はなく現状説明どまりです。）「交通環境の是正」中山道下り

から清水地域センタへむかう左分岐道路(首都高 5号線高架下一般道）で道路標識「車幅制限 7.7ｍ」が

ありますが、地元以外の人がみると、普通車でも 1.8mはあるため、接触事故の心配があり、一方通行

道路で停止、バック移動のリスクが発生します。道には、両サイド 20ｃｍ程の物体を配置しており、本

当に 1.7ｍ幅の場合は、侵入車が物損事故をおこします。こすり跡もあります。道路は、区民だけでは

なく、国民が使う可能性がある共通インフラです。にもかかわらず、通行車に不安を与える障害物設置

と（トラックも通行しているので幅は 1.9m程）間違った表示は、早急に是正すべきです。共通インフ

ラの認識が低いイタバシ区？他区ではありません、北区と同じレベルの区になってほしい。（医療費は

高校生まで負担ゼロ）子供の遊び、学べる施設は、戸田市にも劣る。児童館は主に幼児利用（板橋の先

生はやさしい）、子供の運動、図書、工作、砂場、プールが集約されている。小中学生の居場所には工

夫が必要。「子供を進学させたくなる」「子供が行きたいと思う」区立中学・高校・私立に負けない教育

ができる先生の育成を早期に着手して頂きたいです。ママ友情報では、学校が荒れている所もあるよう

です。中学高校は、質の向上を図り、他区に負けない学校教育を実施してほしいです。政治家の皆様も

党を越えて区民、国民のために頑張ってほしいです。与党も野党も国民からみれば足の引っ張り合いで



す。仮に、魅力的で国民のために頑張る組織が出て、投票していない 5割の方が賛同すれば、第一党に

なります。国民は投票 7割 8 割位するようになる時代はまだ遠そうですね。 

【60代／男性・会社員】 

 

共産党（日本の〉は最も国際感覚のある、国内 PARTYです。ムラ（社会）から日本が離脱するにも。期

待します。 

【60代／男性・会社員】 

 

他の鉄道は高架なのに、東上線のみ踏切があり、毎年事故や遅延を繰り返している。なぜいつまでも放

っておくのかわからない。 

【60代／男性・会社員】 

 

板橋区の財政をはあくし、やれる事を（財政事情）確実に実施しはば広く選挙公約でうたわない。議員

の給料等の公示。（川弁にしない。）やましいから川弁にしているのでは！？良い所も（立法実行）ある

のですから！？ 

【60代／男性・会社員】 

 

狭い道路が多いので、広くしてほしい。空き家が多く、防犯上とても心配。 

【60代／男性・会社員】 

 

赤塚 5丁目の土地区画整理の早期施行及び赤塚城址地区の道路拡幅（3号線の早期着工・完成を希

む！）→バブル崩壊後に着工・完成が容易に行えたと思う。（10～20年遅いです。） 

【60代／男性・会社員】 

 

選挙の際、スマホ等の送信で可能としてほしい。区議会議員の人数を減らして下さい。（都議会の人数

も減らして下さい）そのお金を介護職の人へまわしてあげて下さい。 

【60代／男性・会社員】 

 

共産主義の破綻は明白な事実であり、それを未だに党名に使っている精神構造が理解不能。だから、ジ

ジイ、ババアしか党員にならないのだと思う。 

【60代／男性・会社員】 

 

老後の生活支援 

【60代／男性・会社員】 

 

固定資産税、不動産取得税の大幅減税→経済回せ 

【60代／男性・会社員】 

 

ゴミ収集で隣の練馬区は丁寧ですが、板橋の係りの人は雑です。街路樹の剪定は早めにしてほしい。雨

傘のトップが当たります。もっと高いところもしてほしい. 

【60代／男性・会社員】 

 

LGBTの人たちのためのパートナーシップ制度。自公には何のきたいもしてません。共産党応援していま

す。 

【60代／男性・会社員】 

 

大山駅付近の踏み切り対策は東上線地下化をすすめてください。 

【60代／男性・会社員】 

 



空き室があるにも関わらず板橋区内の都営住宅に入居ができない。 

【60代／男性・会社員】 

 

補助金。汚い自民党を排除してください。 

【60代／男性・会社員】 

 

良いことは早く実現してほしい。共産党の区長は無理ですか。 

【60代／男性・会社員】 

 

障害者、高齢者に対するバリアフリー対策。情報格差の解消。 

【60代／男性・会社員】 

 

改造スクーター、バイク、トラックがうるさい 

【60代／男性・会社員】 

 

東京 23区、どこに住んでも変わらない。板橋区に住むメリット（税制、サービス etc.）を向上して、

他の区と差をつけて、板橋に住みたいと言う区政をしてみてね!! 

【60代／男性・会社員】 

 

医療費の無償化 

【60代／男性・会社員】 

 

高齢者への通院等に利用できる、タクシー券の配布が切実な願いです。 

【60代／男性・公務員】 

 

インターネット環境のない （PC・ スマホ）人もまだたくさんいます（私も)。ワクチン接種もそうで

したが、手続きがかなり難しいことが多い。書類も分かりづらく困る人が多いと思います 

【60代／男性・公務員】 

 

区議会はまじめに運用していると思うが、都議会のように、犯罪者が平然と高収入を得てかくれている

（無免許、免停の議員）状態ではいけない（都議剥奪）。政治を真剣に考え、正義感を持った議員が現

れることを大いに望みます。 

【60代／男性・公務員】 

 

老々介護にて悲劇が度々起きているのに当事者だけ罪になる。政治家は罪がないのかもっと真面目に当

事者よりも罪が重いと思う。 

【60代／男性・アルバイト】 

 

民営のバスも障害手帳の人は都営バス同様無料にしてほしい。 

【60代／男性・アルバイト】 

 

このあいだ、無免許で事故起こした議員さんをやめさして下さい。板橋区民のはじです。 

【60代／男性・アルバイト】 

 

区営団地の増築を。公団は高すぎます。コロナ感染者の国保による給付金申請書の「コロナ感染者に係

る」という部分の改善を。この部分によって解雇されました。 

【60代／男性・アルバイト】 

 



都営住宅等公共住宅家賃の値上げ。都民、区民、固定資産税の減税。都営地下鉄民営化、職員の削減、

運賃の値下げ、シルバーパスの廃止。＊都民ファースト木下富美子の逮捕・辞職と代表の榛木千陽辞

職。 

【60代／男性・アルバイト】 

 

いつも浮間舟渡駅で配布されているビラ読んでいます。活動してる皆様ありがとうございます。現状の

問題だけでなく、地球温暖化からくる様々な災害に取り組む姿勢を、もう少しアピールしてほしいと思

います。オリンピック反対を強く打ち出してくれてありがとうございます。オリンピックに関わってい

る様々な人が辞任するのを見て、オリンピックに関わっている人のレベルの低さ、バランスのなさを改

めて感じました。今後とも自公維新ではない人たちの力を合わせて欲しいと思っています 

【60代／男性・アルバイト】 

 

板橋区内の道路―草やゴミが多いです―、歩道、公衆トイレ―汚れています―の清掃をお願いしたいで

す。 

【60代／男性・アルバイト】 

 

日本共産党の方にガンバッテほしい 

【60代／男性・アルバイト】 

 

公害問題、悪臭に困っています。 

【60代／男性・アルバイト】 

 

現在実施されている paypay 30%優遇キャンペーンは、極めて不公平。なぜ 1企業のみの採用か。区が

公共事業として行うのが問題 

【60代／男性・自営業】 

 

練馬区に比べて、地域ネコ保護活動が弱いです。私は個人で活動していますが、殺処分ゼロに向けて区

も協力してほしい 

【60代／男性・自営業】 

 

現在の居住地は船渡 1丁目です。路上のゴミ捨てタバコの吸いガラが非常に多く困っています。近隣の

企業・事務所への通勤者によるものです。企業への通達を是非お願い致します。 

【60代／男性・自営業】 

 

路上喫煙が認められているのは、非常におかしい。すごく遅れている。 

【60代／男性・自営業】 

 

皆が政治に関心をもってくれるように。国民のために政治を行うと言う人を選びたい。選挙、政治家の

ために人を選びたくない。 

【60代／男性・自営業】 

 

最近の政権与党は強引過ぎです。野党のみなさんにがんばって欲しいです。 

【60代／男性・自営業】 

 

町ごとに行う防災訓練を年ごとにテーマをしぼって 5～10年で一クールの様にメリハリを付けて、もっ

と積極的に参加を呼びかけてほしい。 

【60代／男性・自営業】 

 



所得合計が年 200万以下の低所得層のものであっても、国保、介護保、住民税（国税）国民年金の支払

いが重すぎる。税率や保険料の見通しをお願いしたい。住民税非課税世帯になるためのハードルが高す

ぎる。このハードルを下げてほしい。 

【60代／男性・自営業】 

 

安楽死法の制定を 

【60代／男性・自営業】 

 

軽症者用大・中規模療養施設の設置準備。いわゆる野戦病院。本来は都の事業だと思いますが。 

【60代／男性・自営業】 

 

歩行困難者なのだが、その障害となる、迷惑歩きスマホと違法な歩道走行自転車を根絶してほしい。こ

の要望は、区の HPにある、区長への手紙のフォームから何度も出しているが、回答は全く誠意が感じ

られないものだった。この両者は、私たちには命に関わるほどの危険な行為なのだ。共産党で何とかで

きるのなら、早急に何とかしてほしい。 

【60代／男性・自営業】 

 

上記に書いたように、防災スピーカー聞こえないので、何を言っているのかわからない。何とかしてほ

しいと、防災課に苦情を申込んだが、立てる場所がないとそれっきりです。そう言う区政は駄目でしょ

う。 

【60代／男性・自営業】 

 

アリとキリギリス  キリギリスの老後の充実なんておかしい。働かざるもの食うべからず、同じでは

アリがかわいそうです。将来皆が働かなくなる時代が来てしまう。差は当然です。 

【60代／男性・年金生活 アルバイト】 

 

戸籍住民課窓口での手続きに時間がかかりすぎると思う。またアウトソースによる人員で各種証明者の

分はそうなっているようだが、長時間待たせてもお詫びもなく「心がない機械的作業」になっている。

作業者と思われる副係長も公共サービスがない。ていねいな行動気持ちがない。窓口に行きたくない。 

【60代／男性・年金生活】 

 

新型コロナにより、日本の行政組織の能力不足が露呈した。残念だが先進国ではなかった。補助金等の

給付遅れ、ワクチン接種体制、感染状況の把握等、改革を必要とするレベルである。国の行政の能力不

足の端を発するが地方としても対応力が弱い。国民・区民へのサービス体制を根本から見直す”サービ

ス業”として考え直してもらいたい。 

【60代／男性・年金生活】 

 

日本は世界有数の災害大国であると思う。毎年のように豪雨や台風、地震などの災害が繰り返される。

アメリカのように自然災害や感染症を統括する権限を持った組織を作ってそこが司令塔となり、災害に

対して素早く対応を取れるようにするべきだ。政府の危機管理室ではだめだ。 

【60代／男性・年金生活】 

 

区議・都議ともに活動している姿が見えない…区政・都政を身近に感じさせる努力を！！ 

【60代／男性・年金生活】 

 

国民の過半数が反対する五輪を強行する日本は民主国家なのでしょうか？ 

【60代／男性・年金生活】 

 

悪政なのだから共産党がんばっているなという姿をもっとみせて躍進してほしい。 



【60代／男性・年金生活】 

 

共産党が政権を取ることが一番大切だと考えます。 

【60代／男性・年金生活】 

 

日本共産党と中国共産党は同じ穴のムジナなのか。中国が日本の尖閣に入ってくることについて反対し

ないのは、良いと思っているのか。日本人なら国防について、政権が異なっている党でも、日本国とし

てやるべきことがあるはず。 

【60代／男性・年金生活】 

 

共産党の選挙公約にもありましたが、羽田ルートの飛行機の騒音、危険問題について、前面取り消し、

最低でも飛行時間短縮など、都議会、国会も巻き込んで、取り組んでほしい。コロナの今はまだマシだ

が、1～2年先が不安。 

【60代／男性・年金生活】 

 

オリンピックについて、IOC がすべて決めると言いますが、どんな契約でも、後々何かあれば、双方協

議の上決定するのでは。元々菅さんは傀儡総理なので、何も言えない、決断できないので、日本は IOC

の属国になって悲しく思う。 

【60代／男性・年金生活】 

 

自公には、今後、票を入れる気になれないので、野党がある程度連携を強化し、政権を取って欲しい。 

【60代／男性・年金生活】 

 

介護保険と障害者自立支援法のへい行を認めてほしい。期日前選挙ではなく当日選挙にしてほしい。会

場のスロープが急勾配のため車椅子では登れない。 

【60代／男性・年金生活】 

 

ワクチン接種にしても、区の言っている事とやっている事がちがいます。 

【60代／男性・年金生活】 

 

私は選挙権を得てから 49年日本共産党に投票してきました。日本共産党頑張れ、いつも応援していま

す。共産党以外に投票した事は一度もありません。 

【60代／男性・年金生活】 

 

希望としてですが、このような「アンケート」は、用紙はＡ判（Ａ４またはＡ３）、印字は黒色にして

いただきたい。区政ではなく貴党に望むことでした。 

【60代／男性・年金生活】 

 

しばらく続くコロナ対策の取り組み強化。特に PCR 検査を受けやすく、補償もしっかりしてほしい。

区民館の会場を借りての催しに出席してます。利用料金が高いとのこと、値下げしてほしいです。自転

車で出かける途中で、区のトイレを使用しますが、和式であったり、匂いがひどいのがあります。改善

してほしい。 

【60代／男性・年金生活】 

 

小中一貫教育には疑問。タブレット教育に疑問。教育は、基礎・基本・手書きでの思考力育成がカギ。

ICT は採用した企業が研修すれば済む。英語も然り。 

【60代／男性・年金生活 元教員（高校）】 

 



住んでいるすぐ横が区民農園になっていて、利用が日の出からになっていて、朝５時頃に来て、音で目

が覚めてしまい、寝不足になることがあり困っています。区の農園管理に言いましたが、貼り紙をする

だけで、他に何もしないので困っています。 

【60代／男性・年金生活】 

 

税金の無駄遣い。何度も何度も意見を区長宛出しても、全く対応してもらえません。(1)成増・川越街

道歩道上の区営有料(契約)駐輪所の監視員。利用率も低調で、また無断駐輪も少ない状況なのに、時に

は監視員が２人も出てほとんどの時間ただ何もしないで立っているだけ。無断駐輪をチェックするな

ら、(２)で書く、放置自転車等の監視員１人で午前と午後各々30分も対応すれば十分。(２)成増駅周辺

の放置自転車等の監視員。ほぼ毎日何人も(3～４人)の監視員が出ているが、あまり多くもない放置自

転車等に、注意の札を付けているが、それは破って捨てられ、ゴミになるだけ。こんなことを何年も効

果のことを考えずにやっていることは、理解に苦しむ。監視員は商店街の散歩が仕事になっている。も

っと有用な税金の使い方とか、或いは(１)、(２)の監視員に、賃金に見合った仕事(歩道のポイ捨ての

ゴミ拾いとか歩道の草取り等)をしてもらう方が、よほど納得が行く。 

【60代／男性・年金生活】 

 

近所に外人が増えて不安に思う。マナーの悪い自転車が多すぎる。 

【60代／男性・その他】 

 

高齢者の住みやすい町造りをお願い申し上げます。 

【60代／男性・その他 年金生活者】 

 

他の野党が腰がすわっていないので貴党に投票しているが、経営者の中にも弱者がいることを忘れない

でほしい。困っている人への支援は良いと思いますが、バラまきにならないように。ツケを後で誰が払

うのか。 

【60代／男性・その他】 

 

共産党さんはいつも大変良いことを言っているのですが、選挙するとなかなか議席を取れないのがとて

も残念に思います。もう少し一般受けするように姿勢を変えていってはいかがでしょうか。今後のさら

なる発展を祈っています。頑張ってください。 

【60代／男性・その他 職人】 

 

川越街道の横断 

【60代／男性・その他 生活保護】 

 

全部に○をつけたくなってはいますが、基本的人権を大事に実行していって欲しいと思います。さらに

地球温暖化は、コロナや大雨、高温の原因です。今すぐにでもできることを改善していく必要がありま

す。 

【60代／男性・その他】 

 

Covid 19の拡大防止対策としてマスク着用が推奨され、それが事実上、社会規範のようになっていま

す。総論的には、感染症対策としてマスクが有用なことは理解していますが、一律、機械的、画一的、

杓子定規に強要される風潮には危惧を覚えます。体質や基礎疾患などにより心肺機能に障害がある人た

ちの中には、マスクを常用すると正常な呼吸ができなくなったり、持病が悪化して命に関わる事態に陥

る場合があり、マスクを着用できないケースがあります。私個人もそういう障害を抱えており、マスク

をすることが困難です。花粉症持ちでもありますが、花粉の季節でも花粉対策用マスクを着用すること

ができず、内服薬その他でしのいできました。現在、屋外ではマスク無し、交通機関や店舗内、会話の

必要があるような場面でだけハンカチ等で口や鼻を覆うようにしています。それだけでも息苦しさは強

く、数分で目がくらんでくることもあります。新型コロナ以前は、マスクを常用することに社会的圧力



はなく、上述のような障害がある人も日常生活で特に不都合を感じたり、社会的な差別を受けることは

ありませんでした。そのためか、探す努力はしましたが、こういう障害の状態や程度、人数などを系統

的に調べた研究データを見つけることはできませんでした。しかしながら、マイノリティーであって

も、マスクを常用できない（無理に常用すると深刻な健康被害を誘発する）人たちはいます。 国や東

京都は、「 Covid 19感染者を差別しないように」ということは言ってきましたが、マスクをできない人

達についての注意喚起はなく、 Covid 19の流行から 1年半を超えた今も画一的なマイク着用の呼びか

けしかしていません。一方、「新型コロナはただのカゼ」などと言ってマスクをしない人たちや、マス

ク着用を拒否して騒動を起こす人たちがいて、これをマスコミがただセンセーショナルに取り上げるだ

けなので、マスクをしていない人=悪者という短絡的な評価がまかり通り、ハンディキャップゆえにマ

スクができない人も一律に悪者扱いされる状況があります。マスクと同様に、アルコールに対するアレ

ルギー・過敏症を持つ人たちの話も聞きます。介護施設で機械的にアルコール消毒を施された結果、全

身症状が出て１カ月近く寝込んだという事例も耳にしました。マスク着用やアルコール消毒以外のこと

でも、現場の確率的で機械的な Covid 19拡大防止対策によって、理不尽な社会的重圧や差別、不利益

を受けている人たちがいるかもしれません。私個人は、「Covid 19に罹ると重症化しやすい」と言われ

ている心血管障害を持っているので感染への警戒感は強くあります。もし自分が感染した場合も、他者

にうつしたくないとも思います。でもこういう心配以上に、この１年半、“無理解な世間に、よってた

かって、じわじわと生存権を奪われる”ことに、より大きな身の危険を感じてきました。私と同じよう

な障害を抱えている人たちの中には、同調圧力に抗しきれず無理にマスクを常用して健康状態を悪化さ

せている人もいるのではないか、という心配もあります。 SARS Cov 2の感染には個人差があります

し、国民・都民の健康状態は一律ではありません。それなのに、同じ初期条件（マスクして当然、アル

コール消毒して当然……など）を前提にして機械的・画一的な対策を推し進めることは、感染症対策の

理論に限れば正しく Covid 19の拡大防止に役立つとしても、 Covid 19以外での健康状態の悪化や死

に至るケースを容認・推進していることになるのではないか、という疑問が残ります。この間、コロナ

死以外の死亡経過を、感染予防対策の無理な実行との関わりから調査した研究があれば知りたいです。

（たとえば、呼吸器系の基礎疾患があるのに無理をしてマスクを着用し続けた結果、病状が悪化して死

に至った……みたいな。）「女は〇〇して当然」「男は△△して当然」という決めつけや固定観念がジェ

ンダー平等の実現を妨げる一因になっているのと似た差別構造が、現在の Covid 19対策にもあるよう

に感じます。“少数者を切り捨てることで成り立つ対策”の域を出ていないと思います。私たちのよう

なハンディキャップを抱える人自体が少数であり、しかも見た目では障害の有無がわからないため、理

解できない人が多いのもやむを得ない側面があるのは承知しています。けれども数は少ないながら理解

してくれる人もいて、ずいぶん助けられています。この１年半ほどの間には、命の危険を含む深刻な健

康被害を誘発するリスクが高いためマスクを常用できないと説明しても、「みんな少しずつ我慢してい

るのだから」、「あなた個人の都合でしかないでしょう」と頭ごなしにマスク着用を強要する人もいまし

た。しかし一番多かったのは「国や都の要請（指示）だから」というものでした。国や都の政策（ある

いはその周知の仕方）が、マイノリティを問答無用で疎外する原因になることを痛感しました。コロナ

禍の初期のころは行政もそこまで気が回らなかったことを斟酌したとしても、いまだに現実の多様性

（様ざまな事情を抱えた人々の実態）をふまえた対策に踏み込もうとしていないことには納得がいきま

せん。本来、国や自治体が率先して、ハンディキャップを抱えた少数者（マスク云々に限らず）に対す

る配慮を啓発したり、そういう人たちにもできる感染予防対策をいろいろ提案するものではないのでし

ょうか。最後に、述べてきたようなハンディキャップのある人は、今の社会状況下では就労についても

大きな制約を受けざるをえず、健康面だけでなく経済的事情から命の危機に直面するリスクが高いこと

も、ひとこと指摘しておきます。日本共産党板橋区議団が区政アンケートを実施されたことに心から敬

意を表するとともに、都議団や国会議員団にも問題を提起し、医師や専門家の協力も得て事実をしっか

り調べ、幅広い国民・都民・区民が納得できる政策を提案してくださることを期待します。お忙しい

中、ここまで読んでくださってありがとうございました。すでに十分ご承知の内容なら、余計なことを

書いて申し訳ありませんでした。議員各位のご健勝をお祈り申し上げます。 

【60代／男性・その他 フリーランサー】 

 



大谷口に住んでいますが、都と区の道路拡張は、住民の意見が全く無視されています。道路だけ広げて

も電柱はそのまま。工事についても住民には何もありません。 

【60代／男性・その他】 

 

大手ゼネコンや一部の利益優先の開発はやめるべき。言うことだけは立派だが、口先だけの区長は信用

できない。庶民の目線で行政を行ってほしい。 

【60代／男性・その他 非常勤職員】 

 

板橋区区立中学校の土曜講習の実施（やっている区はいくつもある） 

【60代／男性・その他】 

 

高島平～光が丘直通バスの運行 

【60代／男性・その他】 

 

相談窓口の拡大 

【60代／男性・無記入】 

 

低所得者、弱者の意見が聞いてもらえる機会があると良い。 

【60代／男性・無記入 定年者会社員】 

 

粗大ゴミの料金が高い。100 円で買ったすだれが 400円も取られる。 

【60代／男性・無記入】 

 

学童保育・児童館の復活!! 

【60代／男性・無記入】 

 

今回の航空路の変更をはじめとして、例えば、暴走バイクが困るとか、怪しい人がいるとか等、日々気

にかかった事を、訴えることのできる引き受け先がないこと。警察（交番）は全くあてにならない。自

転車は歩道から車道へ誘導されているが、車道（歩道・電柱も含め）整備を早急に始めてもらいたい 

【60代／無記入・会社員】 

 

今のままでいい 

【60代／無記入・会社員】 

 

各政党による選挙時の駅前の PRの声が大きすぎる。PRがかえって不快感を感じるので、もう少し低く

してほしいです。 

【60代／無記入・会社員】 

 

これ以上の、住民税、固定資産税非課税者や社会保険非加入者への優遇はやめてください。 

【60代／無記入・会社員】 

 

都営三田線の便数の増量（夕刻 16時～20時のサイクルを 4分間にしてほしい） 

【60代／無記入・会社員】 

 

③２人目、３人目、４人目の子どもへの累進的助成、④マンションロビーの活用に対する助成、⑤区内

１人暮らし学生への助成、⑦それよりか先生の負担減、⑨タワマン反対、⑩東武練馬駅前道路の歩行者

の安全確保、⑪マンションの宅配ボックス設置の助成、⑫クリーニング店のハンガー、⑬蚊のいない公園

の実現、⑭区外から見たら板橋駅～新板橋駅間が板橋の顔→ここに力をいれてほしい、⑮バス停への屋

根設置、⑯一戸建てを減らしてマンション化へ、⑰議会のネット中継 



【60代／無記入・会社員】 

 

障害者（身・知・精）の雇用や支援、啓発 

【60代／無記入・公務員】 

 

区政が身近になる施策を強化してほしい 

【60代／無記入・公務員】 

 

道路の拡張・整備も大切であると思いますが、その前に、住民が穏やかに生活ができるソフト面に力を

入れて欲しい。 

【60代／無記入・アルバイト】 

 

美術館は立派だが、学校の建物が古すぎるところがある。地震が心配です。絵画を買うお金/オリンピ

ックの体育館補修・維持費を福祉・教育に回してください。そんな余裕ないでしょ、この区に。優先順

位を考えてください。足立区にいる時より、民医連（柳原病院）を利用しています。医療の充実頑張っ

て！反自民です。国政も区政も！ 

【60代／無記入・アルバイト】 

 

都議、区議の定数を削減するか、無報酬にすべきでは？と思う。 

【60代／無記入・自営業】 

 

医療崩壊への対応を最重要課題としてのぞみます。 

【60代／無記入・自営業】 

 

三田線の車両増を早く 

【60代／無記入・主婦】 

 

年何回か粗大ゴミの無料収集日を設ける。（奈良県の大和郡山市のように）以前に住んでいた 

【60代／無記入・年金生活】 

 

選挙ではいつも共産党に入れている。がんばってほしい。 

【60代／無記入・年金生活】 

 

保健所の機能強化（コロナ対策）。私の住む地域では、急速に宅地開発が進み、緑地がなくなり、道路

も傷み、電線がくもの糸のようにぶら下がっています。地域環境に留意してください。公園も必要で

す。 

【60代／無記入・年金生活】 

 

問題事の発見と解決のための指導を親切に、丁寧に、分かり合える形づくりに、日々付き合ってくださ

い。よろしくお願いします。 

【60代／無記入・年金生活】 

 

公共施設での駐車、駐輪の無料に。前野町 5丁目に設置してある防犯カメラ？ 映像をいつでも誰でも

無条件に自由に見ることができるように。 

【60代／無記入・年金生活】 

 

今回、共産党区議会員団のアンケートには驚きました。大変いい事だと思いました。日頃思うことをど

う伝えたら良いのかわからないので良かったです。いろいろな方がいると思います。少しでもいい方向

になればと思います。 



【60代／無記入・その他 パート】 

 

・人々を管理し、罰する政治ではなく（現在の国政のような）人々を平等に助けるやさしい政治を望み

ます。・街中や公園にベンチをふやして（ニューヨークや大分市のように）障害者や、お年寄りにやさ

しい街づくりをして下さい。 

【60代／無記入・その他 舞踊家】 

 

政治家なんて、口ばっかりで信用ゼロ。選挙の時だけ声を張り上げて名前だけを連呼するばかり。公約

も意味ナシ。格差が激しくなるばかり。とても幸せな老後は望めない。議員全般が居眠りやネットを見

たりして、もらう給料分、仕事していない。犯罪を起こしても首にならないのはおかしい。 

【60代／無記入・その他】 

 

羽田新ルートの廃止を、強く国と都に圧力をかけていただきたい。板橋区は荒川上空ルート 、C ルー

ト、夜間成田便と、騒音の十字路になっています。 

【60代／無記入・その他 無職】 

 

東上線ホームドア設置をはやくして下さい！ 

【60代／無記入】 

 

タワーマンションなどの高層建築物の建設ができないような条例の制定 

【60代／無記入】 

 

選挙権を得た 20才から貴党を応援していますがなかなか思うようにいかないと思う今日この頃です。

何が足りないのでしょうか？いつも考えていますが答が出ません。 

【60代／無記入】 

 

はっきり言って、板橋区も住みにくくなったので引越しを考えている。こちらから申請して支援や補助

を受けられるのではなく、こういう支援や補助があることを自らアピールして欲しい。住民にもっとよ

りそうような区政にならないのでしょうか？個々の問題もそうですが、根本的な体制、考え方、システ

ムに原因がありそう。税金や保険料をかなり払ってるのに。区の政策を民間に丸投げしてませんか？ 

【60代／無記入】 

 

公金の強圧的な徴収姿勢 

【60代／無記入】 

 

今、困っていることが、大家がキッチンの修理部品代を私に支払わせようとしていて、トラブッていま

す。 

【60代／無記入】 

 

子供子供と少子化にむけての補助ばかり増えていると感じる。子供のいない夫婦や独身者は高い税金を

おさめ続けているが、どのように考えているのか？ 

【70代／女性・公務員】 

 

年間のバス千円を値上げしてください（四回乗れば千円です） 

【70代／女性・アルバイト】 

 

区施設は 100％自然エネルギーにする。母子家庭、父子家庭への支援。学校で平和教育。20階以上のマ

ンションは禁止（防災上からも） 

【70代／女性・アルバイト】 



 

議席数でゴリ押しする与党に負けないでください 

【70代／女性・アルバイト】 

 

いわゆる SDGsのための区政 

【70代／女性・アルバイト】 

 

コロナ感染者が多いのが心配 

【70代／女性・アルバイト】 

 

貧困単身老人に対しての援助お願いしたい。一所懸命働いて、生活しても、体の余裕もない、先行き不

安です。 

【70代／女性・アルバイト】 

 

私は共産党員ではありませんが、共産党が今の所一番真っ当な意見を述べていると思っています。だい

たい選挙には、野党を中心に投票していますが、共産党という言葉にアレルギーがある人も多いので、

党の名前を変える必要もあるのではと、思っていますがどうでしょう。でも応援していますので、頑張

って社会を作り直してください。 

【70代／女性・アルバイト】 

 

７７歳の老女性です。賃貸住宅に住んでいます。家賃支払いが非常に重い。低家賃のところに住めれ

ば、といつも考えております。 

【70代／女性・アルバイト】 

 

国民年金だけでは暮していけないので、せめて年金が生活保護なみに。 

【70代／女性・自営業】 

 

不正に生活保護の受給を受けている人を過去を含めると 2人いる。共通点はパチンコ好き、外食好き、

収入の隠し、又医者が安易に診断書を書いている。いつも病院に行って検査が多い。でも元気で遊び回

っている。 

【70代／女性・自営業】 

 

公道だけでなく、隣地へ侵入している樹木枝の撤去を望みます。落下した枝葉はゴミ。ゴミは落ちた所

の所有者が片付けは不合理と考えます。合法であってもです。 

【70代／女性・自営業】 

 

望むことはありますが、その前に頼れる人がいない。信頼できる政治のリーダーが現れて欲しいです。

選挙に立候補する時の費用が高すぎる。あとは世襲は反対です。一代限り。２～３年前から共産党支持

してます。力強く頑張ってください!! 

【70代／女性・自営業】 

 

区に働く方の意識改革。があまりにもヒトゴト。教科書通り。現状に合わない区政を行っている。お役

所感覚はやめてほしい。 

【70代／女性・自営業】 

 

今後もご活躍ください。猛暑の中お疲れ様です 

【70代／女性・主婦】 

 

是非頑張ってください。アベ・スガ体制反対 



【70代／女性・主婦】 

 

毎回日本共産党に入れています。頑張ってください 

【70代／女性・主婦】 

 

主人の在宅介護を続けています。私も 74歳で体調が悪い日もあり、現在腰痛で病院通いです。 私に体

力があれば、主人を気軽に預けられる施設があれば安心ですが 、ショートステイもありますが、点数

などによって、長期間利用することは難しいようです。選べる施設があればいいなと思っています 

【70代／女性・主婦】 

 

働く親が増す中、小学生の居場所が無いと感じます。アイキッズは満員の状態。公園でのボール遊びは

不可。木登りもだめ。小学生はどこで遊べば良いのか。 

【70代／女性・主婦】 

 

石神川の生態系の復活。古くから続く歴史ある商店街や建物が再開発の名のもとに破壊されようとして

います。大山・ときわ台・上板橋の商店街など規制緩和のため商店街の中にマンションが立ち並び地域

の魅力が失われています。魅力を守るべき自治体が逆の方向に動いている実態はあまりに悲しく残念で

す。 

【70代／女性・主婦】 

 

色々対策にも先立つのはお金です。税金の無駄遣いがひどすぎます。1、議員の給料払いすぎ（居眠り

とか首)。1.カミングアウトの会の女（交通違反 5回)。やめさせられないのはおかしい。1.バッハが日

本と中国を言い間違え、もっと強く罰するべき（舐めている)。1.菅の言い間違いや抜かすような、日

本人として情けなく恥ずかしい。トップの器でない。1. IOC から金賞とのニュースふざけるな。うま

くごまかされ、それを図々しく受け取るやから、恥を知れ。1. SNS とかで流したいが、スマホなし。

1.国民の意見として流してほしい。 

【70代／女性・主婦】 

 

社会福祉協議会から生活資金を借りられたと喜んでいる人が仕事もせず遊興費で使っている。将来、そ

のお金を返せるのか？安易に貸し出ししないでほしい。返済できないと分かって貸出ししているのか。

そのような余裕資金があるのなら税金を安くして欲しい。 

【70代／女性・主婦】 

 

行政（区政）で働く医師、相談員の質の向上 

【70代／女性・主婦】 

 

共産党のおっしゃている補聴器無料化はどうなりましたか？口先だけでなくやって下さい。 

【70代／女性・主婦】 

 

スーパーで大人数で買い物している人を何とかしてほしい。公園が子供の遊び場になっていてゆっくり

息抜きできない。子供の遊び場は「広場」とし、別に緑をゆっくり楽しめる公園をつくってほしい。お

昼のおにぎりくらい静かに緑の中で食べたい。 

【70代／女性・主婦】 

 

オリ・パラのようなスポーツだけでなく、文化・芸術方面の協力を取り入れてほしい。 

【70代／女性・主婦】 

 

子どもの貧困を何とかして欲しい 

【70代／女性・主婦】 



 

古い木造住宅などをやめて、新しい住宅に住みたい。いろいろな問題もあるし。帰化した韓国人、フィ

リピン人などが目立つようになってきた。 

【70代／女性・主婦】 

 

生活していく上で主婦目線で見て疑問に思っている事を、気軽に相談できる場所なりが必要と感じてい

ます。パルスオキシメーターを、詳細な説明書を作って、家庭に配付してほしい。 

【70代／女性・主婦】 

 

生活保護をもらっている人で都営住宅に住んでいる人は、もっと金額を下げても良いと思いますし、

色々と公平でないことが多いです。 

【70代／女性・主婦】 

 

シングルマザーや子たくさん家庭に補助金が出ていますが、普通に年金だけの高齢者には、医療の負担

額が安いだけで、病気をしない人には何にもありません。せめて一時金等いただければ嬉うれしいで

す。 

【70代／女性・主婦】 

 

船渡に住んでいますが、区の情報が届きません。大げさに言えば、区政においては全く無視されている

みたいです。近くの交番はいつも無人です。 

【70代／女性・主婦】 

 

高島小学校西門（板橋７丁目に住んでいます）→市場に向かった通学路の車道・子ども達の歩くグリー

ンのラインがかなりはがれて、帰り道など車道・通学路の区別がわかりにくいです。事故があっても大

変です。早く夏休みの間に、ペンキ塗りして下さい。 

【70代／女性・主婦】 

 

夫は 20年前に死去した。遺族年金で十分生活できる。金額は多い方だった。以前と違い災害が多すぎ

悲しい。いくらかかるかわからないが、死金は用意できてる。二人の子供にも 1千万円ずつ渡してある

ので、災害の所に寄付してる。普通にやってきたので何で困るのかわからない。ボロ家でもマンション

二つあり。 

【70代／女性・主婦】 

 

下板橋駅のホームの屋根を全体に作ってほしい!! 改札も常時両方あけてほしい!!三田線も早く車両を

増やして欲しい!! 

【70代／女性・主婦】 

 

都営住宅に中々入れず困っている。障害者の夫の為早く入居したいが中々入れず 

【70代／女性・主婦】 

 

板橋 1-9-11キャッスル板橋の前の桜を切って、数回区へ電話したが、景観が悪くなったので、桜でな

くても対策を頼んだのに今なお切り株のまま。 

【70代／女性・主婦】 

 

志村小学校を城山に残してください。問題の多い（特に子どものすこやかな小学校生活を守ることが難

しい）一貫校はとりやめてください。 

【70代／女性・主婦】 

 



（高速道）中台料金所に続く「桜並木」がありフェンスで囲った桜並木の中は、何十年も土だったの

に、なぜか桜の木の根元のすぐ周りから「コンクリート」で固めた。案の定根が自由に伸びられず、枯

れて、バッサリと区で切った。何十年も生きてる木です。区は本当に緑が大切なら、ヨーロッパを見学

してごらんなさい。緑と建物と人間が見事に共存していますから。どこでもここでも、考えなしに舗装

（コンクリート）にするのはやめてほしい！ 

【70代／女性・主婦】 

 

ただし⑤は行政の圧力や制約が発生しない形で!! ④は行きやすい場所で面倒なことをしないでも行か

れるところであってほしい  

【70代／女性・年金生活】 

 

● 区役所や健長などへのアクセスが不便。早急に改善してほしい。● 大谷地域ではかいじゅう公園や

憩いの家など、公園内集会所が廃止され、地域で憩う場所が減らされています。子どもも年寄りも自由

に使える場所がほしい 

【70代／女性・年金生活】 

 

「日本共産党」という名称を変更してくれたら、今後積極的に支持したい 

【70代／女性・年金生活】 

 

他の区に比べて、板橋区は給付金・ワクチン接種等遅い。社会保険料等支払いが遅れるとすぐお知らせ

が来ます。前者に関しても早くしてほしい  

【70代／女性・年金生活】 

 

いつも区民のために心配りをしていただきまして、ありがとうございます 

【70代／女性・年金生活】 

 

共産党さん頑張ってください 

【70代／女性・年金生活】 

 

シルバーパスがタクシーでも利用出来たらとても助かります。高齢になると電車の乗り降りがとても苦

痛です。タクシーだと小回りがきき、目的地まで行ってもらえる。つい先日、赤旗新聞で高齢者に 5万

円の保障と年金が増えるという記事を読み早く実現してほしい。仕事捜しもかなり厳しく体力がいつま

で続くか不安、福祉相談窓口の数を各地域に増やしてほしい。 

【70代／女性・年金生活】 

 

プラスチックゴミが石油からつくられた物は多いのに、回収するのが限られている。卵パックや、リサ

イクル可能なものはすてずにリサイクルしてほしい。 

【70代／女性・年金生活】 

 

区でのも申し込み人数少ないとか面倒で行かない。ふれあい館とか一部の人に占領されて通いづらい。

弱者を救ってほしい。高齢化の今、介護を必要としないための施策、誰もが参加しやすい運動とか 

【70代／女性・年金生活】 

 

道路脇の並木を切らないで保全してください。空気が汚れています。 

【70代／女性・年金生活】 

 

都営住宅など入りたくても、外人などがたくさん入っているのに、なぜこまっている日本人東京に住ん

でいるのになかなか入れず、もっと楽に入れる様にしてほしい 

【70代／女性・年金生活】 



 

教員の質の向上…これにつきる 

【70代／女性・年金生活】 

 

病院退所後家庭での療養を強要を病院からさせられます。介護サービス者の教育を！特養への入所に疑

問というか時間かかかりすぎます。家庭の事情を配慮して下さい。 

【70代／女性・年金生活】 

 

2・3年前からか大きな庭に大木が繁っていたような家や、畑だった所が宅地に変わり緑が減ってさみし

い気がします。仕方がないのでしょうがよい方法はないでしょうか。 

【70代／女性・年金生活】 

 

病院受診（区内）の為の交通費用の多額に困窮いている。公共交通を使いたくても駅または乗り場まで

徒歩に困難をきたしている為、タクシーを自宅まで呼ばざるを得ない。せめてコミバスなどの充実が成

されれば少しでも交通費用の軽減になると思うし、徒歩への訓練の助けにもつながるのでは…と考え

る。コミバスへの充実・実施を求めたい。 

【70代／女性・年金生活】 

 

特に医療・介護など高すぎます。老齢の人には重い。考えてほしいと思います。区政にためこみすぎ

る。アンケートにしていただき感謝です。共産党応援しています。 

【70代／女性・年金生活】 

 

板橋区は子育てしやすく、優れた医療機関が揃っていると聞き転入してきました。区民の願いにそって

医療の充実、教育環境の整備をし、庶民の暮らしやすい区政を望んでいます。 

【70代／女性・年金生活】 

 

今一番の私の心配事は小さな子供たちのことです。コロナ対策とはいえ、現在の状況は子供たちにとっ

てとても耐えられるものではない。1日も早く子供たちをこの状態から解放してください。 

【70代／女性・年金生活】 

 

特にコロナ禍家中の片付けで不用品が出ています。（TVニュースで見る）。高齢者のしかりで終活で家具

など 2階から階下に下ろさなければならず 1人では無理。業者に頼むのもこのご時世詐欺まがいも多い

のでどこに頼んだらよいやら？高齢者、高齢者と特権を望むわけではありませんが（？？歳）以上の方

は年に 2回程無料もしくは安価で手助けして欲しい。子育て支援も良いが、単身者にも援助を。 

【70代／女性・年金生活】 

 

シルバーパスについて、収入の有無によって 1000円と 2000円とわかれますが、収入金額によってもっ

と金額を段階別にわけて欲しいです。 

【70代／女性・年金生活】 

 

低年金生活者です。UR賃貸住宅に居住してます。年金よりも家賃の方が高く生活が不安です。都営住

宅、高齢者住宅に申し込んでおりますが落せんが続いております。年金低所得者の家賃補助金制度が有

り UR住宅に活用出来れば、私だけでは無く助かる方が沢山おられると思います。日本共産党の皆様よ

ろしくお願い申し上げます。 

【70代／女性・年金生活】 

 

スピーディーに進めてほしい。板橋区は他区に比べて遅い 

【70代／女性・年金生活】 

 



外はきれいにしてますが部屋の中、襖、壁、窓枠はやっていただけないんでしょうか。 

【70代／女性・年金生活】 

 

板橋区は特別養護老人ホームが少ないので増やしてほしい 

【70代／女性・年金生活】 

 

ノラ猫対策は板橋区は非常に遅れている。そっぽを向いている。善意の人の力だけでやっているが区は

協力的でない。他区の例を参考にして下さい。 

【70代／女性・年金生活】 

 

高齢者の 1人暮らしの困りごと支援。コロナ接種申込、ネット、スマホ等で申込できない。粗大ゴミ処

分申込。運搬ができません。 

【70代／女性・年金生活】 

 

街の中に無料で相談できる電話があると良いのでは。窓口に行けない人、電話代がない人も急に不安に

なった人もつながる用に 

【70代／女性・年金生活】 

 

オリンピック開会式 165億円と聞いている。詳細開示してほしい。森氏がお金を集める・ごまかすのが

うまいと聞いている。だから名誉会長だか何だか利用したいのであろうと思う。 

【70代／女性・年金生活】 

 

ゴミの分別をもっとやったらごみが減ると思う。上杉橋地区は区民センターのような地域の人が集まる

ところが少ないと思う。 

【70代／女性・年金生活】 

 

数年前、行政等に相談しても解決できないことがあった。（治安の面で）共産党のある議員さんに手紙

をおいたが返事すらなかった。やっと目覚めた。表と裏があることを。相談すらできないことを。 

【70代／女性・年金生活】 

 

子ども達に居場所を（アイキッズだけではダメ）。児童館を子ども達に。介護認定直前の老人たちは多

い。”ひとりぼっち”にしない為の施策を。集まれる場所を。相談できる場を！！ 

【70代／女性・年金生活】 

 

現在 73歳ですが、アパート、マンションの入居を予定していますが、「65歳まで」と、断られてしまっ

た。高齢者は民間のアパマンに入居が難しいです。相談窓口がほしい 

【70代／女性・年金生活】 

 

3 人の子どもを連れた母親が児童館を断られたと聞きました。児童館って何のためにあるのですか？ 

人にやさしい政策をお願いします 

【70代／女性・年金生活】 

 

高齢者は、桟がい化についていけない事が。今、忘れされそうで、生きにくい！ 

【70代／女性・年金生活】 

 

高島平等の樹木が切られていくことが残念です。色々な理由が（倒木の危険等…）なるのでしょうが、

美しい緑がどんどん減っていくのはとてもとても淋しく、何故緑を守ることを第 1 にできないのか、外

国の例は？等と考えてしまいます。その仕事についている方々の考え方を… 

【70代／女性・年金生活】 



 

商店街、石神井川沿い遊歩道の自転車乗り入れを禁止してほしい。最近の自転車はスピードが出るので

ぶつかったら死ぬなと思っています。 

【70代／女性・年金生活】 

 

今年 70歳になり、1,000円でシルバーパスを申請。税金なので本当に申し訳なく思いますが、交通費も

馬鹿にならないので大変ありがたく助かります。でも、老人より子供達のために税金を使って欲しい。 

【70代／女性・年金生活】 

 

今の政権ではダメです。日本が悪いほうへ悪いほうへ進む気がする。共産党がんばってください 

【70代／女性・年金生活】 

 

成増団地内にコミバスをお願いします。高齢者が多い。都議選当選おめでとう。応援していきます。 

【70代／女性・年金生活】 

 

公共施設の利用料減免。施設の増設、充実 

【70代／女性・年金生活】 

 

最近のこと。マスク無しで商店街を歩いたり、スマホで話しながら歩いている男性をちらほらと見かけ

ます。コロナ菌も強力になり、空気感染に近いとも言われています。時々マスク協力呼びかけ部隊がメ

ガホン片手に歩かれたら……と希望します。 

【70代／女性・年金生活】 

 

①の支援について、どれくらいの生活している方々を指すのですか。豊かな方々には、平等に扱わなく

ても良いのではないかと思います。 

【70代／女性・年金生活】 

 

引越して半年なのでいろいろなことが判りません。良い区であることを楽しみにしています。 

【70代／女性・年金生活】 

 

リサイクル商品受け付場所を表示していただければと思います。服だけじゃなく …… 

【70代／女性・年金生活】 

 

毎日２分おきくらいに飛行機が飛んでおります。北から南へ、という感じです。なぜこんなに飛ぶ必要

があるのでしょうか？ けっして経済が良くなるとは思えません。むしろこの温暖化の原因の一つにな

っているはずです。この騒音と振動に周りはおとなしくしています。皆が関心を持って、訴えなけれ

ば、ますます温暖化とウイルスが大きくなるばかりです。一人一人の気付きが変えていけるのだと思い

ますが。 

【70代／女性・年金生活】 

 

選挙ではいつも応援しています。がんばってください 

【70代／女性・年金生活】 

 

お願い。低年金受給者のつきの生活費が最低必要な額を受けられるよう、受給額を増やして、下さるこ

とを勝手ながら、国に要請していただきたいです。 

【70代／女性・年金生活】 

 



整美してください。植えっ放し多い。自転車に乗って、公道、区道、都道を見てね。危ない街路樹の多

いこと。老人が怪我しています。親子のふれあう時間がなぜ作れないのか、政治家さん考えてね。区役

所職員増やして。学校教員増やして。 

【70代／女性・年金生活】 

 

浮間船渡―東武練馬、高島平操車場―池袋間の、国際興業バスの本数を増やしてほしい。今使われてい

ない蓮根集会室（平屋）を立て替えて、老人・町民の集える場にしてほしい。 

【70代／女性・年金生活】 

 

７０代ですが、老人は自分の人生の結果ですが、子どもは親を選べません。可能な限り平等に暮らせる

様、教育、経済に支障のある子どもに、支援して頂けたら嬉しいです。 

【70代／女性・年金生活】 

 

①小中一貫教育はやめてほしい。②重い障害のある人が親なき後に安心して暮らせるグループホームを

区の責任で造ってほしい。③特養をもっと造って！有料老人ホームばかりたくさんできて、お金持ちし

か入れないのはおかしい。 

【70代／女性・年金生活】 

 

障害者施設での性虐待防止への対策、調査・研修・申告の徹底など。生活保護費アップ。生活困難者

（例えば、セルフネグレクト、ゴミ屋敷に近い人、１人住まいの精神障害者）へのキメ細かい援助、訪

問活動など。 

【70代／女性・年金生活】 

 

前ページにも書いたが、生活圏が北区のため板橋区とはほとんど無縁です。北区半分板橋半分の住民に

なりませんかね。買い物も全て北区かよその区です。家の近くにスーパーがなく、足腰弱ったら買い物

難民になりそうです。稲荷台から上十条の近くにスーパー造って下さい。質問が全体的に具体性に欠

け、意図不明であったり、おざなり感が見える。共産党確かな野党と言ってないで、もっと日本をどう

したいか、区民に伝えてほしい。でもこういったアンケートは良いと思いますよ。 

【70代／女性・年金生活】 

 

健康保険料、介護保険料が非常に高い。介護は国の政策としてやってほしい。国会議員の数・都と区の

議員の数を減らしてほしい。重複しているのでは。高級な生活をしているのでは。 

【70代／女性・年金生活】 

 

町会はコミュニケーション取れるのは、役員のみ、アパート暮らしの人や大人しく暮らしてる人はなし

のつぶて。役員を 10年以上やってる人の役得はずるい。 

【70代／女性・年金生活】 

 

76 歳女 1人暮らし。なんとか仕事をしていますが、半年後には失業します。UR に住んでいますが、来

年は家賃が払えません。都営住宅の申し込み、落選も 20 枚になりました。年金では今のところや民間

の住まいにも払えません。どうすればいいのか心配です。 

【70代／女性・年金生活】 

 

小中一貫校の設立には反対です。 

【70代／女性・年金生活】 

 

みんなが安心して生活出来たらいいですね。 

【70代／女性・年金生活】 

 



お金も掛かると思いますが、税金の使い方として、バスの本数を増やして頂ければ助かります。板橋は

恵まれて環境が良いところです。区民が楽しむ事等を通して享受できます様、他の圧力にも屈せず頑張

って下さいね。他の政府の方々は、コロナ、サシズムで事を決定するにも恣意的です。このまま進んだ

ら、経済が回らず国民の被害が大です。こちらに転居して間がないのですが、大変お世話になり、あり

がとうございました。 

【70代／女性・年金生活】 

 

保険証が届いたが、世帯主の名で２通届いた。封を開けるまでわからなかった。他の物の時は連名で届

いています。別々に送るなら名前を入れて欲しいです。 

【70代／女性・年金生活】 

 

防犯対策 

【70代／女性・年金生活】 

 

議会の情報公開を望んでもありきたりの答えしか出てこない。 

【70代／女性・年金生活】 

 

今の板橋区長は土木屋との事で一年中道路工事をやっている。税金の無駄遣い。 

【70代／女性・年金生活】 

 

変な事書いてごめんなさい。早く平和な日が訪れますように。今後の発展にご尽力されることを切に願

っています。姉は 89歳（8月で 90）ですが、厚労省に月に１～２回ロ、朝、日の通訳で行っているみ

たいです。社会貢献者として、（残留孤児の団長）表彰されました。長男都立短大卒、次女国大卒、荒

川社協、長男学大入学し、就職（塾講）、次女、金沢に嫁ぎ、孫、金沢国立大学 3年生。結婚 30年で、

DV のため子供と家を出ました。年金も 2・3年後でしたらもらうことができましたが、それもできず、

子供達３人で、現在の住所に住まわせてもらっています。DV根絶に…絶対許せない。26年前に家を出

ました（千駄木）。 

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

 

支援・援助が多すぎる。若いときから人生の目標を立て、自力する方向へ。自分を守るのは自分しかな

い。共産党も国民に自助精神をすすめて。おねだり国民をつくらないで。 

【70代／女性・年金生活】 

 

板橋区は汚いイメージ。おしゃれな径多いまちづくりを。板橋区にもっと緑を増やして。癒されるまち

づくりを!! 綺麗に!! 高齢者用のマンションなど、どんどん安い値段で入居するのを作って欲しい。

なぜなら高齢者というだけで大家は貸さないから。これからは高齢者の板橋区に。緑が亡くなった。皆

金儲けのためのマンションだ。専用賃貸マンションをどんどんつくってください 。 

【70代／女性・年金生活】 

 

西高島平の三田線へ行く駅までの歩道橋の長さと暑さ、何とかならないですか。 時々めまいがしま

す。十数年前はまだよかったが、75歳過ぎ本当大変です 

【70代／女性・その他 子供の扶養】 

 

特にコロナ禍での公園の子供達への遊び場として充実していない。遊具にしても、子供の意見を聞くべ

きです。 

【70代／女性・その他】 

 



月 8万の給料で保険、（介）保険、公共料金、家賃残り 3万の生活。もう少し高齢者の生活を考えて下

さい。1人住いで不安だらけです。子供は守られても高齢者は何も守られていません。子供は親が育て

いるのがあたり前です。国、都が育てるものではありません。 

【70代／女性・その他 パート】 

 

健康で高齢独身者は保険料や介護保険料を支払うだけでなんの恩恵もない負担するのみ。→健康だから

他人を助けるのみなのでしょうか。 

【70代／女性・その他 教育関係に従事中】 

 

地域の病院としてコアの高島平中央病院への交通の便が悪い。どちらかの駅から遠いのでバスを通して

欲しい 

【70代／女性・その他】 

 

消費税減税 

【70代／女性・その他】 

 

73 歳単身者です。都営住宅に 60歳から申込していますが、いまだに入居できません。なんとかしてく

ださい。 

【70代／女性・その他】 

 

小池都政に対しては不満 100％、爆発している。区政については区境に住居があるため、公共施設にや

や不十分に感じている。 

【70代／女性・その他 賃貸業】 

 

認知症などが入居できる低家賃の老人ホームの支援をお願いします。 

【70代／女性・その他 看護助手】 

 

あとわずかの人生、ゆっくり生活していきたいと思います 

【70代／女性・その他】 

 

区内で高齢者が将来安心して住める老人ホームを格安で入れる施設を造ってほしいです。今は昔と違

い、子どもには負担掛けられないし、自分の持ち家はあっても、施設は高いし老後は不安です。 

【70代／女性・その他】 

 

四志さん頑張って欲しい。選挙はいつも共産党に投票している。 

【70代／女性・その他】 

 

今までもアンケートを送らせていただきましたが、思うような回答が返ってきません 

【70代／女性・その他】 

 

低所得者への支援の充実 

【70代／女性・無記入】 

 

年金暮しで（一人くらしです）民間のアパートにいるので、公的な住宅に入れたらよいなと思っていま

す。（なかなか当たりません） 

【70代／女性・無記入】 

 

「住み良い街板橋」と広報などには書かれていますが、狭い土地でも５階建てのワンルームマンション

などが建ち、せっかく日当たりのよかった静かで住み良かった私の家も冬の日当たりが悪くなってしま



います。一方通行で 4～5メートル位しかない道幅に、ほとんどセットバックして建っているのに、道

スレスレに建築許可が下りたということで、建築しておりますが、現状をよく見て、許可すべきではな

いと思います。住み良かった板橋が住みづらい私の家になってしまいました。日本の人口も減少してゆ

く中で、ワンルームマンションなどもうこれ以上増やさなくて良いのではないでしょうか。大山駅周辺

が区画整理されますが、いずれこの一方通行も道幅を広くするようなことになった時、立ち退き問題な

ど生じることになるのではありませんか。先を見越して区、都、国なども建築条件を見直した方がよろ

しいのではないでしょうか。あまり高いビルばかりも問題だと思います。質問以外のことを書いてしま

い申し訳ございません。  

【70代／女性・無記入】 

 

ひざ手術片方やっても痛くて寝られない。もう片方もやらないとだめだけれど、脊柱管狭窄症でまた手

術しなければならない。もう入院は嫌。 

【70代／女性・無記入】 

 

区役所から美術館、植物園、中央図書館に行くコミバスを循環させて欲しい 

【70代／女性・無記入】 

 

今の若いお母さん達は、公園で母さん同士で、きれいなスタイルでおしゃべりしていることが、とても

不思議？ 自分は４人の娘を育てましたが、そんなヒマはなかったし、不満もなく子育てに懸命でし

た。 

【70代／女性・無記入】 

 

区議団の皆様毎日ご苦労様です 

【70代／女性・無記入】 

 

区議は小林先生、都議はとくとめ先生に投票しました。これからも共産党に頑張ってもらいたいです。 

【70代／男性・会社員】 

 

区議の方達が多すぎる少数で充分 

【70代／男性・アルバイト】 

 

昔から共産党と聞いただけで、中国、ソ連、北朝鮮が頭に浮かんで、毛嫌いしています。党名を変えれ

ば選挙でも票を入れる気になるのに～。まず党名を親しみやすいものに変えなさい。 

【70代／男性・アルバイト】 

 

自民党、立憲、共産他それぞれ考え方、方針あるだろうが、今は野党が団結してもらわなければ日本は

ダメになる。今の自民党に誰がした!! タノム!! 

【70代／男性・アルバイト】 

 

⑮、年間料金もっと安くして欲しい。生活困窮している。 

【70代／男性・アルバイト】 

 

コロナ対策について、区が積極的に関与すべきです。 PCR の検査、飲食店の 20時までの営業の監視、

コロナの予防接種の充実、感染者の追跡調査。 

【70代／男性・アルバイト】 

 

区役所の役人の対応に問題あり。責任のがれ、詭弁をいう 

【70代／男性・自営業】 

 



駅近くの自転車置場の充実、こんなくに自転車の勝手に撤去することは不法である。 

【70代／男性・自営業】 

 

Q1-2 生活支援にあるような、減税、補てん、減免など結構だが、財源はどうする？ 大企業から…と

言うが、9割がその下請けの組織から取るのと同じではないか? 増税して、老後は貯えがなくても生活

できたほうが望ましい。耳さわりの良い言葉はたくさん。  

【70代／男性・自営業】 

 

学校給食や、１人暮らしの高齢者世帯への無料の配食サービス（全食でなくても）。高齢者の熱中症予

防のためのエアコン設置助成や夏場の電気料金の助成 

【70代／男性・自営業】 

 

●自転車放置について、私も飲食店に入り、目の前でトラックに積まれ、持って行かれた。いたちごっ

こをしてても、仕方ない。もっと頭を使って、区民のために喜ばれる施策を！ ダイエーの中庭が道路

だから？ 取り締まる？ バカだよ!! 頭を使えと言いたい!! 地下に穴を掘って、簡単に自転車を入

れるようなシステムをつくる!! どこかの区にあったと思うが。●民間業者に委託。●板橋区の広報は

頭の回転が良くない。他の区の勉強をするように!! 数枚のいつも同じようなものばかり!!杉並区は立

派だよ!! 

【70代／男性・自営業 破産手続き中】 

 

板橋に居れば、何があっても生き延びられる。これに尽きる。以上のコンセプトの施策を望む。 

【70代／男性・自営業】 

 

現在 83歳の母親に痴呆の症状が出てきており、今後介護が可能性が出てきました。私も現在、役所の

会計年度職員なので収入も低く、働けなくなった時など、先行き不安です。生活の経済的支援を求めま

す。 

【70代／男性・自営業】 

 

区政の限界で、財政健全化をすると、大阪市や大阪府のような、住民サービスの低下と職員のパソナ化

による最悪の実験ケースのようになるので、「他山の石」としてよく学んでほしい。今の国・都との関

係や財政の仕組みは抜本的に見直すべき。 

【70代／男性・自営業】 

 

生まれてから、70年以上住んでいるが、年々緑が減っている。難しい問題だか、小さな空き地でも緑化

してほしい。維持・管理には費用がかかるが、今は個人の住宅でも緑が少なくなっている 

【70代／男性・年金生活】 

 

成増⇔池袋、準急・急行等停まらない。駐車違反とアイドリングの取り締まり強化 

【70代／男性・年金生活】 

 

いわゆる政治とは社会的弱者（経済的、高齢者、障害者等）を憲法 25条保証されている生き方ができ

るように、活動することだと思います。強者のための政治活動や自分の生活のため（政治家さん）では

疑問を感じます。頑張ってください  

【70代／男性・年金生活】 

 

老人ホーム 特養を増やす！ 

【70代／男性・年金生活】 

 

通信制高校のサポート校 通学者への経済的支援が欲しい 



【70代／男性・年金生活】 

 

「コロナ感染対策市区町村・都道府県・国・各々危機感と責任感が命懸けで守るという意気込みが全く

見られない。毎朝ワクチンの接種状況・感染者及その死者数で国民の目を心を天に向けさせて各行政所

管が上から下へ、下から上への責任という強い自覚意識が全く見えて来ない。国は昨年からオリンピッ

クの中止決められない。ホテル観光業界大手の軋轢、衆参自からの選挙効果国政がこんな問題で右往左

往しているようでは「コロナ」問題はコロナ自身が全滅しなければ日本の借金は膨らむばかり。市区町

村も身近な問題として積極的に地方の数字各掲示板を通して住民に意識させる行動に行くべきだ。 

【70代／男性・年金生活】 

 

電気・ガス・水道のライフラインの充実。 

【70代／男性・年金生活】 

 

早く天下を取れ、私が生きているうちに。（山内さんとは仲良し）金久さん 

【70代／男性・年金生活】 

 

各政党はもっともっと住民に政治の話をわかりやすく話すべきである 

【70代／男性・年金生活】 

 

高層建築物を建てたがる区長、それを支える自公等は退陣を 

【70代／男性・年金生活】 

 

共産党頑張れ！ 

【70代／男性・年金生活】 

 

高齢者向けスポーツ施設の充実 

【70代／男性・年金生活】 

 

地域センターなど施設の無料化（高すぎる） 

【70代／男性・年金生活】 

 

日頃の区政情報の公開を進めてほしい 

【70代／男性・年金生活】 

 

結果報告は新聞折込にすること。報告がなければ…… 

【70代／男性・年金生活】 

 

志村坂上から坂下への中山道歩道は、スピードのでた自転車で歩くのが怖い。何とかならないか 

【70代／男性・年金生活】 

 

（集計結果は）希望者だけでなく、各戸に配布すべきだと思う 

【70代／男性・年金生活】 

 

子どもは国の宝です 

【70代／男性・年金生活】 

 

緊急事態宣言が出されている際に板橋区が毎日スピーカーで流している（現在は流されていない）内容

にインパクトがない。板橋区のコロナ感染者数が前日より何人増え、何人の方が重症化している等具体

的な数値を流さなければ広報の意味がない。 



【70代／男性・年金生活】 

 

なんでも無料・無料より 100 円でも支払う事が重要では…。コロナ禍国会議員の文書、交通費月 100万

は返上したらとつくづく思う（議員衆参 700名月 7億円）。御党のように政党助成金の廃止 

【70代／男性・年金生活】 

 

ワクチン接種の取組み、まだ供給体制・供給量などで困難があると思いますが、区の努力に感謝してい

ます。 

【70代／男性・年金生活】 

 

議員は当選すれば公約等忘れて国会ではいねむりしているではないか。寝ずに守れよ。だから選挙など

行けるか。 

【70代／男性・年金生活】 

 

独身・独居老人対策。今まで半生保険料、年金を多めに取られてまたさらに見返りが何にもなく、却っ

て生活が苦しい！ 

【70代／男性・年金生活】 

 

「公衆でんわ」昔のように近くに有ると良い。どこにも見当たらないと困ります。話が出来れば良い

（スマホはいらないガラケーで充分）（老人で「でんわ」かける人がいなければ、ガラケーで OK。安心

の為。 

【70代／男性・年金生活】 

 

議会中の居眠り防止の提案。あの心地良いイスなら誰でも自然に眠くなる。イギリス議会で見られるよ

うに「ベンチ式」を参考にしたらどうか。議員たちよりイスが問題である。テーブル上でも私事はでき

ないだろう。 

【70代／男性・年金生活】 

 

自転車の歩道通行があたり前になっている。歩行者が安心して歩けない 

【70代／男性・年金生活】 

 

例えばコロナ接種で他の区でシステム独自性を発揮してる所もあるが、とにかく板橋らしさが見えな

い。他に発信するものが少ないと思います。 

【70代／男性・年金生活】 

 

コロナワクチン予約の際、インターネットにせよ電話にせよ、非常に手間かかった。もっと具体的な例

を区報などで示し、判りやすい説明がほしかった。 

【70代／男性・年金生活】 

 

都議の木下氏が議員を続けるのはおかしい。速やかに辞任すべき。 

【70代／男性・年金生活】 

 

政治よりも 行政の問題として。2丁目少年（少女）サッカー場、六の橋通り側のネット看板が、“区立

少年”名で半端。子供たちのプレー場としてモチベーションアップのため、きちんと大きく、２箇所 

以上に掲げた方がよい。枝木は切る。邪魔になっている。コストもかからない施策。グランドは OK。 

【70代／男性・年金生活】 

 

バス（循環バス）の小型化、東練バスを高中（高島平中央病院）回り設けてほしい。 

【70代／男性・年金生活】 



 

高齢者の無料の住宅提供（その場で介護ができる) 

【70代／男性・年金生活】 

 

共産党の宣伝法方法が目に見えなくなった。車両宣伝の拡大 

【70代／男性・年金生活】 

 

区長はじめ、区議会議員がどのような仕事をしているのか全く不明。机にすわってたんじゃ何もわから

ないと思う。 

【70代／男性・年金生活】 

 

共産党の動きがなかなか見えてこないです（50年以上支持してます。頑張れ共産党）。田村議員の発言

ははっきりしてわかりやすいです。 

【70代／男性・年金生活】 

 

後で手綱を引いている政治家が、経済（とても大事なこと）のことばかりで、コロナを甘く考えていた

と思います。今何かとテレビに出ている人達も、他人ごとのように聞こえてならない。政治家はもっと

責任を持って、国民を守って欲しい。（中には立派な方もいらっしゃるかもしれませんが） 。⑮に関し

ては大山駅から板橋区役所のミニバスを是非お願いしたい。今の政治家では日本はダメになる。特にコ

ロナに関しては口を開けば同じことばかり。自分たちのお給料を半分にしたらいかがでしょうか？ 同

じ政治家が、１週間ぐらい疑似体験をいかがでしょうか？ 生活保護者に対しては、ごく一部だと思う

のですが、ギャンブル、アルコール他贅沢に生活をしている話を聞きますと、低所得者（年金）の私は

とっても羨ましい限り。それだけ大金をいただけるのですね。 世代交代してほしい。若い人たちが育

たないに。２,３世議員はやめて欲しい。このアンケート用紙が投函されていたように、集計結果の有

無に関わらず、ポストに入れて欲しいです  

【70代／男性・年金生活】 

 

高齢者が多い世界なのに、老人の目と耳を理解していない。文書はもっと分り易くシンプルに。お話し

は、良いマイクとスピーカーを使って下さい。 

【70代／男性・年金生活】 

 

とくとめさん、コロナに気をつけてがんばってくださいね。いつも応援しています。 

【70代／男性・年金生活】 

 

数年前に、池袋の城北事務所で言ったことでもあるけれど、政治が自民党・安倍が日本を牛耳って以

来、テレビの国会中継を見ていて、一番スカッとするのが、今の共産党の小池代議士の追及だ。私見だ

が、今の政界で彼の右に出る者はいない。鋭い追及性、即座に対応できる非凡な能力等、今の弁護士上

がりや公務員上がりの、およそ政治向きとは言えない議員が大多数を占める政界で異彩の光を放ってい

る。自分が生きている間に、まさに日本の夜明けとなる政治をしてほしい。 

【70代／男性・年金生活】 

 

シルバーパスでの全地下鉄使用可能を希望 

【70代／男性・年金生活】 

 

⑯災害対策は 5-3参照のこと。④高齢者と子供を区別しないで共生する。現在学童養護員をしている

が、登下校の見守りだけでなく、学校内でも毎日活動できる多くのことがある。高齢者はもっと学校と

密接になると、体力気力も向上する。目標と自信も出る。 

【70代／男性・年金生活】 

 



利用したい、利用しやすい、人にやさしい支援を構築してほしい。ps 山田勉さんは本当に区政に一身

をささげてくださいました。今の区議会議員も見習ってほしいです。みんな見ていますよ。 

【70代／男性・年金生活】 

 

区議員はどんな活動をして、区民に役立っているのか全くわからない。顔が見えるのは選挙の時だけ。

これではとても投票できない。誰が何をどうするのか正体が知りたい。 

【70代／男性・年金生活】 

 

板橋文化会館、成増アウトホール等でのコンサートや演劇、落語など、全てシルバー料金を設定された

いもの（映画のように）。 

【70代／男性・年金生活】 

 

共産党の皆さんありがとうございます。 

【70代／男性・年金生活】 

 

市場通りの西台から西方までのバス運行と下赤塚駅前の停車場の立札の不案内というか、意味が解らな

い。年寄りはあそこでみな行ったり来たりしている。 

【70代／男性・年金生活】 

 

一人者ゆえに病院、認知症になった時の保護者が必要との事。家族に言われ今困っています。 

【70代／男性・年金生活】 

 

生活保護申請をためらう扶養調査は、壊れている古い家族制度を根拠にしており、即刻調査をやめるべ

きである。効果なしの無駄な事務負担の費用を生活保護に回すべきです。 

【70代／男性・年金生活】 

 

中学校の近隣対策。野球のボールが住宅に当たる（フェンス高く等）。樹木（ヒマラヤスギ）、植栽によ

るカラス公害。早朝休日部活動による騒音。町会運動会他、グランド貸付による騒音。親父会等グラン

トから住居に向けて打ち上げ花火等。 

【70代／男性・年金生活】 

 

共産党に期待していますが、歴史的いきさつで、名称ゆえに票が集まらないと思います。 

【70代／男性・年金生活】 

 

板橋区には坂が多いですが、その坂の上や途中に建っている家屋のよう壁に対して、毎年アリバイ的に

通知書や勧告書が来ます。よう壁工事をしたら敷地面積が減るわけですし、よう壁工事以外に建物の改

修工事も必要になってきます。そのような現実を、区はもっと考慮すべきと考えます。 

【70代／男性・年金生活】 

 

区は何でもホームページを見ろと言うが、パソコンを持っていなければ見ることができない。ワクチン

もホームページを見ろと言うバカヤロー 

【70代／男性・年金生活】 

 

漠然としているが、坂本区長をはじめ、職員・議員の歳費（退職金）が異常に高い。一度初心に返って

見直しをしたら。板橋区一般住民と比較してみて、たいした仕事もせず厚顔無恥な輩が多すぎる。 

【70代／男性・年金生活】 

 

文化支援 

【70代／男性・その他】 



 

区の資産状況や収支についてわかりやすく通知すべき 

【70代／男性・その他】 

 

3 つまでとか 5つまでとか限定できないよ。共産党に投票しています。ちゃんとやれよ。 

【70代／男性・その他 無職】 

 

世帯主あてに 2通、同封を個々人におくって。世帯主欄の削除を！ 

【70代／男性・その他 パート】 

 

応援しています。党名に今の日本の環境に合わないのでは。今の日本にとって貴重な党です。志位さん

も演説が良いです。 

【70代／男性・その他】 

 

ケアマネージャー等のサービスの悪い、不親切 

【70代／男性・その他 生活保護】 

 

元気な高島平団地。区議会議員の削減。 

【70代／男性・その他 無職】 

 

○東武東上線の高架を何年前から要望しております。高架線化にすれば人身事故がなくなり、私鉄の中

で一番遅れています。（毎週の電車遅延が多い。）早い着工を。 

【70代／男性・無記入】 

 

区民の要求実現に向け、日本共産党議員団がんばってください。いつも応援しています。 

【70代／男性・無記入】 

 

温暖化抑制。変異コロナの感染力を周知し（防災放送で）、区民の注意力を上げる。PCR検査を無料で。 

【70代／男性・無記入】 

 

都営住宅にも BSアンテナの設置（現在は jcom経由で見る）。戸田橋駐車場入口について車だけでなく

自転車誘導もやってもらいたい。（現在は自転車についてはみないそぶりです） 

【70代／男性・無記入】 

 

情報公開、提供の方法の工夫。板橋区は第 4波では都内でも、高感染区域だという認識が不足していま

す。ネットで公開すべきです  

【70代／無記入・会社員】 

 

中央図書館周辺が整備され、高齢者や子ども、住民がイキイキしている。あのような場所がとても必要 

【70代／無記入・会社員】 

 

医療も教育も無償化にする必要はないと思います。収入に応じた段階的な対応が望ましいのではないで

しょうか。高齢者が買い物に出かけやすいように、商店街の一角に気軽に立ち寄れる休憩所（またはベ

ンチの設置）があれば、住みやすい街としてアピールできるのではないでしょうか。（ライフスーパー

のみが歩道を駐輪場として使っている事実をどう理解しているのでしょうか） 

【70代／無記入・アルバイト】 

 

直接関係ないとは思いますが、コロナになってから多くの人々が生活状況が悪化していると思います

（色々な意味で）。その上に税金等は上がり、出費が増えています。政府は無策で収入のない人々にの



み手厚い支出（無駄だと思います）をくりかえしていますが、税金を払っている中間層の人々がむくわ

れる生活を、多くの人が望んでいます。現状コロナで色々制限があるのに、オリンピックをしている事

情がわかりません。 

【70代／無記入・自営業】 

 

区政とは違うが今の自民党を替えてほしい。総理は今すぐにでもやめてもらいたい。政治家にも定年制

を 

【70代／無記入・主婦】 

 

コロナを含む災害時に備えて区（保健所）医師会、病院との意見交換・連携及び相談そして予行演習の

実施を願う。 

【70代／無記入・主婦】 

 

保守革新の若手の方々で、本当に国民のために税金を使ってほしい。この 2年弱感染症にどう対応する

のか？ もっと区民のために医療・介護・子どもたち（保育・学校）盛りだくさんで大変でしょうが。

この地域でできることを考えてほしい。国の指針はあくまでも全国的。板橋でできることを。また区民

の声をもっとアイデアの中に入れて実現してほしい。テレワークと、国は大きな声で推進しているが、

多くの企業はそれが出来ないのが現実。またライフライン等の仕事は、外でしかできない。そのような

人々をきちんと評価してほしい。 

【70代／無記入・主婦】 

 

隣接する練馬区に比べ地域の集会所など公共施設が極めて貧困。充実を図るよう区議団としても調査し

ていただきたい。 

【70代／無記入・年金生活】 

 

給食費無料化。男女平等センターを旧社会教育会館のように独立して建てる。電柱の地下化。 自転車

道を全ての 2車線以上の道路に作る。空き家を緑地化し区内に緑地を増やす。 秋の衆議院選挙で野党

統一候補を！ 下村を落選させ、憲法を守りましょう  

【70代／無記入・年金生活】 

 

⑮、高島通り縦横 

【70代／無記入・年金生活】 

 

共産党さんの政策等に賛成の意見が多くなりました（最近）。今までは党名で少し距離をおいて見てま

したので。党首のようにはっきりと国会で考えを言える党員さん達が増える事を望みます（女性の方は

感情を押さえてかな、そして若手の方も向上していただければさらに良いですネ）。追伸・若い組員さ

んや党員さんがもっと増えるようになることを願います 

【70代／無記入・年金生活】 

 

他党の悪い所を取り上げるのでは無く、自党はこうする、こうしたいと思っているという事を全面に出

してほしい。議員をしっかり選ぶには、日常の様子をもっと前面に出して欲しい。投票したいという状

況を作って下さい。よく見えてない。 

【70代／無記入・年金生活】 

 

電動アシスト自転車がこわい 

【70代／無記入・年金生活】 

 

◎少子化について考えてほしいです。チャンスがあれば結婚したい人はたくさんいると思います。出会

いの機会を増やすことではないでしょうか。仲介協会がありますが、入会金 3万～5万位、月々会費、



紹介料がかかり経済的負担も多いです。役所が予算を取って、民間委託でやってほしいです。国から功

金が出ているみたいで、〓玉県としてやっているそうです。（年会費 15.000円とか）前に区でもやって

いましたが、時間的に無理でした。（午後 1～4時まで）勤めている人は休みを取らないと利用出来ませ

んでした。週に一回でも（土曜日だけとか）良いではありませんか？都としてでもやってほしいです。

結婚している人に増してくれと云われても無理な話しです。家庭に負担がかかり少しくらいの手当では

育てられません。（大学までも） 

【70代／無記入・年金生活】 

 

教育関連の予算の充実により、高い公教育を目標にした施策を希望します。また教員の能力向上のため

の予算の計上を望みます。 

【70代／無記入・年金生活】 

 

食事そのものが自分で用意出来ず、マンションのごみあさりしている人がいる。民生委員さん達にがん

ばってほしい。一人暮しのお年寄に目を向けてほしい。 

【70代／無記入・年金生活】 

 

環八道路を南北に走るバス路線をぜひ。新しい中央図書館にはカフェが併設されるといわれていたので

楽しみにしていたのですが、外から丸見えで入る気になれません。カーテン・ブラインド。パーテーシ

ョンなどでちょっと視線をさえぎってもらえると落ち着けると思います。館内の階段も向こう側が見え

るので、高所恐怖症の私にはこわいです。 

【70代／無記入・年金生活】 

 

自転車道路の拡張 

【70代／無記入・年金生活】 

 

区役所のシステムの向上を願います。役所内でのデータが共有されておらず、市町村税が多く請求され

たので、区役所で訂正してもらいましたが、老齢なので何時までチェックできるか不安です。 共産党

さん、もう少し現実に結びつく政策出して、結果を出してください。期待しています。 

【70代／無記入・年金生活】 

 

私たちのところは交通が不便。足の悪い私には、もう少し身近に感じられるものがあったらと思う。 

【70代／無記入・年金生活】 

 

共産党を支持します。応援しています。今回もとくとめ氏ご当選おめでとうございます。お体に気をつ

けてがんばってください。 

【70代／無記入・年金生活】 

 

高齢者の一人暮らしです。今のところは健康で特に問題はありませんが、病気になった時は、と考える

と不安です。 

【70代／無記入・年金生活】 

 

区議の方頑張ってください 

【70代／無記入・年金生活】 

 

コロナで自宅療養というが、正しくは自宅放棄でしょう。国民に背を向けた行政より、正面を向いた行

政がいいですね。悪い民主主義より、国民のためのよい民主主義がいいですね。 

【70代／無記入・年金生活】 

 



板橋区議（共産党）議員の皆々様、くされ自民党をぶっ潰して、共産党の信念を貫いてもらいたい。共

仁会。くされ自民を倒す会、今後は名乗ることはしないのでどうぞ頑張って下さい。共仁会 

【70代／無記入・年金生活】 

 

防犯カメラの設置。最近ニュースで事件現場から犯人の逃走経路の防犯カメラを分析し検挙された。区

内のポイントをネットワーク設置を実施、犯罪抑制となる。 

【70代／無記入・年金生活】 

 

板橋区長、類する方々、給与退職金が異常なほど高い。厚遇されるほど仕事をしていないように見える 

【70代／無記入】 

 

保護かかりの人より長年税金を収めてきたのに外国人にあまい（豊島区）生活費を削る保護の人はわか

らない書類にはんこと名前を書かないと警察に連絡すると脅す。保護費を削ることばかりなんにも警察

に丸投げ。 

【70代／無記入】 

 

板橋区の管理する仕事を委託することは不可すべき？ 

【70代／無記入】 

 

コロナ禍で日常が一変し不安が増した。ウイルス問題だけでなく地球温暖化による気候変動等々グロー

バル化による大都市に起因する社会問題が未来の限界を感じさせる。SDGsのためにも原発防止など早急

に進めるべきと考える。板橋区も大山などの大規模開発などしている場合ではない。 

【70代／無記入】 

 

高層マンションの建築許可を厳しくしてください。低層住宅は日当たりが良くない。 

【70代／無記入】 

 

総理のアンケートが、インターネットのみ電話はオフ、今年もオリンピック関連のアンケートがあり、

完全 offにします。 

【70代／無記入】 

 

今の自民党は（昔から？）政権を取る資格無し！！安倍昭恵のおかげで、泣いてる人多数あり！！（詐

欺の広告塔で赤旗で取り上げて頂きましたが…） 

【80代以上／女性・主婦】 

 

有権者自身が腐敗ないこと 

【80代以上／女性・主婦】 

 

片仮名の横文字にうんざり。国語を大切に国家が滅びますよ。 

【80代以上／女性・主婦】 

 

共産党さん支援をお願いします。応援していますがんばって下さい！ 

【80代以上／女性・主婦】 

 

とくとめさんおめでとうございます。議員さん活躍を期待します。他の党の方、まなかさん（自民）ど

う活動してるか知りたい。 

【80代以上／女性・主婦】 

 



私は 83歳になるが、もの心ついた時から言われていることが変わらないのが御党です。区民に思いが

伝わる活躍を期待しています。 

【80代以上／女性・主婦】 

 

保健所センターの充実。現場へ足を運んで、現場の声を聞いてあげて。 

【80代以上／女性・主婦】 

 

今はコロナ対策に全力をそそいでいただきたい 

【80代以上／女性・主婦】 

 

コミバスを増やしてほしい。板橋 JR 下坂（東武）近辺から、不便ですので、公共施設に行くのに歩き

しかない 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

男性、女性、どの年代がどんな暮らしをしているか、調査してほしい。どの年代が幸福度の割合は? 

※必要な人が取りに行ける様な所においてください 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

もっと党員さんを増して下さい。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

コロナ禍ではむずかしいが、人と交わる機会が必要。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

シルバーパスは 80才以上は 1000円にしてほしい。生活がたいへんなので少しアルバイトをするとシル

バーパスの料金が 1万になります。これっておかしいと思いませんか。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

年々貧富の差が大きくなっているように感じます。取りやすい給与所得者にばかり負担がかかっている

ように…。高額所得者や公役法人などからも相応の納税をしてもらいたい。ずる賢い方たちの逃げ道を

作ってはならない。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

独居老人は部屋を借りることができない。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

高島平 3丁目 10衛区建替え、都市化計画を充実してほしい。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

ハザードマップを見ると、水害で避難場所（学校）もブルーの範囲内に疑問をいつも感じている。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

タクシーの老人割引。買い物の援助。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

今回の如きアンケート調査はとても希望が持てます。ありがとうございます。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 



ひざがわるく病院で貼り薬をもらっているけれど、地震がきたらきっと動けなくなると思うから、その

場から動かないようにきめている。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

共産党の一貫した主権と論理にいつも共鳴して応援しています。どうか貴党の目指す政策が実行される

よう今後の御活動を期待しています。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

区役所に行きたくてもタクシーでないと行きたい地域大谷口北小地域から役所に行けない 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

歩道整備の為とはいえ、街路樹をすべて処分し、改めて他の樹木を植えている。長年親しんだ木々、非

常に残念 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

共産党を応援しています。住民１人１人に寄り添って活動をして下さい。必ず第一党になるような働き

を期待します 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

低所得者の存在も考えて、忘れないで欲しい。区政に関心を持って、私はいつも見守っているのです。

議員は頑張ってください。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

都営住宅にこの 10年来申込んでいるが入れない。運がないのかとくやしいです。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

低年金の老人達はマンションの管理費が 3倍くらいになり苦しい、今後も上がる様子 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

ゴミ当番について心配しています。祝日も休まず、いつもゴミ収集が行われ、大変ありがたく感謝して

います。が、ゴミネットを広げたり収納したり、可燃ごみでは一週間交代、資源ごみ、缶、瓶の箱（計

4 こ）も、同じくペットボトルかご（3個）の準備、運搬、保管など 1年間も続けます。1人暮らしの老

齢、就業、病気などで町会を抜ける例もあります。改善できるといいのですが。  

【80代以上／女性・年金生活】 

 

ゴミの適切な処理（草取りをし、土のついたままの草をゴミとして出している）。ゴミの減量を（ゴミ

をたくさん出してきれいになったと喜んでいる人がいる） 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

板橋区は進歩がない。他の区より何でも遅れている。若くてやり手の)区長と交替すべきだ。みんなが

それを願っている。頑張れ。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

議会から国へ向けて、核廃絶禁止条約に早く署名するように伝えてください。このアンケート用紙答え

にくい書き方だと思いました。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

共産党の方ガンバッテ下さい 

【80代以上／女性・年金生活】 



 

東京都は老人の健康のために、都電・バスのパスを発行し、とても重宝しておりますが、収入に応じ、

年額 1000円と 20510円の 2 種。この差を収入に応じ小刻みにしてほしい。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

保健所の増設 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

小中一貫校の導入は反対です。小１の子どもと、中学生と一緒の校庭での過し方は無理があると思いま

す。発達の違いが多すぎるし、広さの面でも、授業時間の違いも無理です。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

家賃が大変です。高すぎます。共産党応援しています。でも心が折れます。うれしいことが何もないの

で。オリンピックに税金掛けすぎ。国民がこんなに困っているのに。お世話様です。よろしくお願いし

ます。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

三田線各駅のエレベーター・エスカレーターの設置（利用に不便な所につけないで）。三田線各駅に、

コンビニ・区役所業務・〒・コインランドリー・キャッシュサービスを設置するよう働いて下さい（目

立たない所不便な所ではダメ） 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

オリ・パラの実施により感染者が増え、入院もできず不安です。自民党には失望しました。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

マンションに組合あり。素人の集まりです。係になる人はオーナーよりの態度。役員になった人への知

識、運営の仕方 etc.講習会を開いてください。区議に数名は貴党の参加は必要と思います。まずできる

ことを公約してください。根っこ（資金）のない話は嫌です。誠実にできることを。 

 

約一年位前に孫娘（中 3）が私にそっと「おばあちゃん、私…胸がふくらんでイヤなの。成人式には出

ないよ。着物もイヤだよ。結婚もしないよ。」そこで私はふと気付き、え？？ 

結婚は今の世の中しなくてもいいんだよ。自分で好きなように生きたらいいよ、好きな仕事に就けるよ

う今はいろんなこと勉強だね。いろんなもの見ようね、食べようね。成人式の着物姿、イヤなら宝塚の

人みたいにカッコいい男姿で堂々と参加はどう？ 

孫娘の胸の悩みには参りました。ナベシャツを本人は探していましたがパソコンで楽天ショップにある

ことは知ったようですが両親、姉にはカミングアウトできずに買うことができない、お金もない、13，

4 才で体の変化、心に変化にどれほど不安の中考えていたのだろうか、悩んでいたんだろうか、私は胸

が痛くなり眠れない日々となりました。どんな思いだったんだろう…（孫の家族 4 人とは別居です。私

は一人暮らし） 

辛かったんだよね、恐かったんだね。自分はどうなるのかと。 

学校を休んだり、保健室によく行ったりと母親が引き取りに学校に行ったりした中学時代だったようで

す。今は高校受験生です。 

私に小声で胸のこと言ってその後あーうれしい。今日はスッキリした！と帰宅しました。フォローして

あげたいと思います。 

ハグしてあげたいけど私よりはるかに体格は大きい。そこでナベシャツなるもの私も知らず図書館で本

を借り計 6冊よく読み LGBTQ のこと調べました。 

楽天ショップで購入、婦人ブラジャーのパット抜いて平に縫い渡す。お願いします、まずナベシャツ

etc を下着売り場に常設してくほしい。これからは多様性の人種の中で暮らす世の中です。アピールし

続けてほしいのです。少しずつ当たり前の様になるようお力をまだまだ隠れてる人々がいます。大勢い



ます。そそいで下さい。不登校生、うつ病の中には LGBTQ すら対応できない 10代がいることを知って

下さい。 

18 才になったら努力してくださった貴党に必ず投票を考えるでしょう。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

近所に自称生活保護受給者がいます。その方は契約更新（住宅）時が来ても、平然としています。私は

更新料をどう捻出したら良いかと、心を痛めています。聞きましたら、不動産屋から言ってきたら、そ

の書類を役所に持っていけば処理してくれる、とのこと。私の年金受給金額と大差ない様子で、どこか

矛盾を感じます。家賃について思うこと。２年毎に契約更新が義務づけられています。建物は年々少な

からずあちらこちら不都合を生じてきます。その時の状況で大家に補修を願っても、「古い建物を承知

で入居したわけだから、嫌だったら出て行ってくれて構わない、家は慈善事業している訳ではない」と

主張します。高齢者には不動産屋の紹介物件はなく、年金生活者は貯えがありませんから、心で泣いて

我慢し、頑張って寝込まないように、それのみ注意してやっと生きています。若い時から給与所得の税

額も単身者は高額納め続けてきましたのに、高齢になってもそうした苦労が生かされず、どう自分を納

得させれば良いのでしょうか。生きることに疲れ果ててきました。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

コクリートジャングルで地球が泣いている。緑が昔に比べて少ない。主人は 40年前に死亡 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

前はハイヤー（いい人は死に）でしたが、タクシーもダメ。止まらない、やっと乗ると、すぐに着く病

院なのに、右と言うと左へ、左と言うと右に、５～２倍走る。タクシー会社に厳しくしてください。17

万円で買った電話なのに、前は大東文化大学の電話だったのに、今は私の、いらない通じないかからな

い電話だが、費用はしっかりとる電話代なぜだか（わからない解約に行きたいが ） 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

私の時代は、勤めていても、女だからと給料を男の半分にされたこと。そのために年金が低い。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

５つまで丸をつけるということなので削除しましたが、弱者・低収入者の救済には、「⑭中小業者・商店

街支援」は欠かせないです。個人・家族経営の事業所は街（人間）生活に欠かせない大切な環境です。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

土地所有者の空き土地の雑草及びゴミ捨ての管理の徹底を……是非お願いしたい。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

街路樹の剪定が夏を迎えてのこの時期に何故するのかと不思議です。緑の木陰がなくなり、暑さが増し

ます。冬ならわかりますが、夏直前はするべきでないと思います。 

【80代以上／女性・年金生活】 

 

粗大ゴミの大きい物は自分で持出すことができないので自宅まで取りにきてくれる制度があると良い。 

【80代以上／女性・無記入】 

 

都の住宅は申込さえしてもらえない。今、娘と 2人なので安い所へ引越したいと思っている 

【80代以上／女性・無記入】 

 

生活保護をもらっている人は、一生懸命働いている人より生活安定。これはおかしい。「世の中のもの

すべてただじゃないのよ」と本人に言ってやったこともある 

【80代以上／女性・無記入】 



 

④今、小学校の廃校を使用して公共施設を作ってほしいです。（保育園など)コロナ禍で病院の受入れが

出来ない時も一時的に廃校を使用して役立るとか 

【80代以上／女性・無記入】 

 

コミバス利用したいが通っている場所がわからない。西高の陸橋を考えてほしい。年配者にはきつい。 

【80代以上／女性・無記入】 

 

歩行者最優先の歩道を! 自転車専用道路を造るべき。高島通りの横断歩道は幅が狭く、 自転車が我が

物顔。（そこのけそこのけママチャリが通る)。緑化は大切だが、歩道の街路樹と下草などの植え込みは

必要なのか。これをなくすと 1ｍ 近く歩道が広がる。どんな細い歩道にも街路樹を植えるのは不要と思

う。災害時に避難困難。くもの巣状の電線・電柱も被害を大きくする不安あり。 

【80代以上／女性・無記入】 

 

安心して医療にかかりたい。医療費 2割になるといううわさ反対です。老人は勿論ですが弱者に対し、

福祉予算を区として考えてください。子どもの遊び場、老人集会所等。 

【80代以上／女性・無記入】 

 

今本当に困っています。どうしたらよいか分からないです。 

【80代以上／女性・無記入】 

 

家賃が高く、年金生活、支払いがきびしい。毎日大変です。URです。 

【80代以上／女性・無記入】 

 

このアンケートは、私みたいな先のない人ではなく、 もっと若い人に出した方がいいと思います。何

もお役に立てなくて、自分には身内がいないもので、自分の健康だけしか考えられないので、周りの人

は生活保護を受けなさい、と言うのですが、体が動くうちはと思っています。 

【80代以上／男性・アルバイト】 

 

設問（に答えても）が難解だった 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

高齢者医療費が来年 10月より 1割から 2割に上がる（現在 1割)。来年は医療関係には行かない（ 回

数が減る)。今から案じている  

【80代以上／男性・年金生活】 

 

区議会の給料をもっと下げてほしいです 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

年々上昇する介護保険料に恐怖すら覚えます 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

欧州でやっている消費税をアップして、総じて国が医食住を充実してほしい 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

PCR 検査が今すぐできる様に願い致します 

【80代以上／男性・年金生活】 

 



（④について）高齢と共に、カタカナ文字や造語、外国語のカタカナ指示は全く困る。若い頃のように

対応できない。日本語は忘れないがカタカナ文字は覚えてもすぐ忘れてしまう。今の日本は、日本語を

捨てる言葉遣いである。孫はカタカナ文字の内容はほぼつかめているが、日本語では何と言うのとたず

ねても、日本語で言えない。公共の文書は、正しい日本語で記述を！田舎に居住していた時、老人仲間

で話し合ったが、90％以上の老人は不明のまますごしている。中国の様に全て漢語では行き過ぎだが、

全ての人に分かる言葉で文書を！都知事の一言横文字にはあきれている。「かっこうよい」と思ってい

るのか？転居して、地域について十分に理解できないの各項目の実状不十分のため、解答が無責任のお

それあり。○印は不可。高齢のため、体力強化と地域の理解のため、毎日散歩しているが、行き止まり

や路地が多く、迷路地域です。せめて駅や道路の行先がわかる案内標識や、案内図の設置が欲しい。高

齢者の散歩中に困ることは WCの所在地不明。特に赤塚二丁目は迷路の上、公園に WCなしは困る。 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

介護者にならない為の本人の日頃の努力とその為の方策の指導（老人会などを通じ具体的な指導が必

要）日頃、努力している人への保険料の軽減（84歳になるが支払いをバカバカしく思わせるな。） 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

予算の使い方に十分な監視をお願いします。（共産党以外は信用できない） 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

国際興業バスに遠慮は不要。西区、中区、若木、前勺地域にコミュバス路線必要。集計結果は、公表し

政策に生かせればそれでよい。 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

集計結果は、「広報いたばし」に正確に記載ください 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

子供議会の設置（小、中学校） 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

生活保ゴ受給中も生きるのがやっと。給付金の引き上げを。年金額≒保ゴ費 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

60 年以上住んでいるが、この赤塚あたりはほとんどこれといったことはないように思います。板橋でも

一番遅れているように思います 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

商品券を配付した時に、年金で税金引かれる人と妻にはもらえなかった。区議会全会一致はおかしい。

千代田区では全員に渡してくれた。生活保護の生活が年金者より豊かなのはおかしい。 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

共産党のガンバリを希望 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

交通公園の所だけ道路が凸凹している。白線が消えかかっている。 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

区政としてできる事（範囲）は限られると思いますが、大山ハッピーロード地区の再開発等、本当に将

来を考えて良い事でしょうか……。何もしないより良い生活環境に進める事は大事ですが、今の計画が

良いのか（既に進行中なので）疑問です。 



【80代以上／男性・年金生活】 

 

もっと図書館を利用しやすくして欲しい。コロナ禍でなくても利用者は少なく「密」になりません。そ

れなのにコロナ禍では、利用時間、1時間制限など必要ないと思います。 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

物忘れがあって乱文で恐縮です。 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

1 月頃 NHKニュースで、スーパーでは賞味期限が一カ月未満になったカップメン、ソバなどは撤去して

メーカーに返品。メーカーは廃棄する。燃やしたり捨てた方が経費がかからないと。勿体ない。何とか

もらいたい話。 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

⑤は収入の少ない人に限る 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

教育を、魅力ある仕事というイメージを作って欲しい。現状のままいくと、教育志す人材が枯れてしま

う。魅力ある先生に子供は希望を育てられるのです。予算、業務量、施設の充実。無党派だが、教育の

低下は国家 100年の計を必要とする。ここに力を入れる党派がないのを憂いている。 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

年金生活者に対して、税金等の保険料のをもっと見直してほしい。夫婦合わせての年金で、ギリギリの

生活。せめて保険、税金だけでも!! 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

五輪無関心無視 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

マンションは区分所有法によって「自治」が法定されています。人口に占めるマンション居住者の割合

は、確実に増加します。現状でも高い割合です。この二つの事実から、共産党が国民に根を下ろす最も

最適な存在ですから、次の二つのことをお願いします。①マンションに居住している党員は、管理組合

活動に積極的に取り組んでいただきたい。②党中央で長期的なマンション政策を確立してください。も

しあるのであれば、教えて下さい。現場は自民党の票田になっています。 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

足が思うように歩けない。仕事がない。 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

敬老祝い金の復活 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

このような調査を年 1回以上行って、やるべき事があったら、区で行って欲しい。そうすれば、日本で

はすばらしい板橋区になる。 

【80代以上／男性・年金生活】 

 

私には、区政でできること、できないことが良くわかっていません。アンケートの設問の中には区政で

はできないこともあるのでは？集計の報告に生かしてください。●性別 「性的マイノリティへの支

援」との整合性を配慮してください。 



【80代以上／男性・年金生活】 

 

小学校が廃校になったが何も利用しないのが不思議 

【80代以上／男性・その他】 

 

チラシ広告が多すぎる、すべてはゴミだ 

【80代以上／男性・その他 ボランティア】 

 

今すぐに政党助成金を廃止しろ。他の政党はみな取っているだろう 

【80代以上／男性・無記入】 

 

中高齢の体力強化の施設。 

【80代以上／男性・無記入】 

 

共産党は消費者に良いことばかり言っていますが、資金はどうするのですか。将来若者に負担がかかり

ますが、今後どのように考えているのですか。 

【80代以上／男性・無記入】 

 

共産党・野党の皆さんに一言。選挙について理路整然とした演説でなく、もう少し感情の入ったもの

を。政治家（バカな）ツケは国民が払う。増税？違う体でそう命でですよ。そういう時代が来ないよう

に、外交は右手で握手、左手で殴り合う、なめられてたまるか。単純なものではないはず。頑張ってく

ださい。 

【80代以上／無記入・自営業】 

 

いこいの家を廃止しないでほしい（西台 2丁目） 

【80代以上／無記入・主婦】 

 

車イスで通りにくい道路などを直して欲しいです 

【80代以上／無記入・年金生活】 

 

ボランティア団体の領収書は出せないタクシーはやめて、安心して使えるタクシーを（コミュニティバ

ス）おねがいします。 

【80代以上／無記入・年金生活】 

 

共産党の区議をもっと増やして、私たちの声を区政に届けて欲しい 

【80代以上／無記入・年金生活】 

 

高齢者のパソコン関係（スマホ等）の入門指導 

【80代以上／無記入・年金生活】 

 

区、都政だけでなく議員が多く、活動が見えない。国会も人数を少なくし、協力しあい、良い話し合い

ができたらいいと思います。 

【80代以上／無記入】 

 

遺族年金には税金がかからないので、一人住まいの方は年収にすべて税金がかかっている。結果的に

は、遺族年金と自分の年金で非課税。私は課税となるため収入が同じでも税金がかかるため、生活費に

負担がかかっている。（不公平）になっている。 

【無記入／女性・年金生活】 

 



福祉の予算が多すぎ、福祉の受領者の生活が豊かすぎです。だから労働者が苦しい生活をしているので

す。反省してほしい。集計結果は、全員に配布すべきです。 

【無記入／女性・年金生活】 

 

非課税世帯（者）と課税世帯などの境界と不平等など 

【無記入／女性・年金生活】 

 

後期高齢者の意見です（すみません）。7/18付区議会だより読みました。アンケートを書いたのは２日

前です。各党の議員さんは給金に見合った仕事をしていますか。役員さんは、井戸、塀しか残らないと

言われた世代です。今は仕事の量が多いの解っているつもりですか。仕事をしてから金儲けしてくださ

い。 

【無記入／女性・年金生活】 

 

コロナ対策では、世田谷区や墨田区は独自のＰＣＲ検査拡充その他取り組んでいると聞きます。板橋区

でも独自の取り組みをお願いします。 

【無記入／男性・年金生活】 

 

共産党様の活動に期待して居ります。 

【無記入／男性・年金生活】 

 

東上線は何とかしてほしいです。 

【無記入／無記入・会社員】 

 

いつも共産党に投票しています。こういう災害など困っている時に頼りになる共産党には本当にがんば

ってほしいと思っています 

【無記入／無記入・自営業】 

 

前野町都営住宅本通りにタクシーが通る本数が少なく、毎回毎回要求しているのですが無しのつぶて。

足をけがし、病院へ行く事が中々大変です。何とか交通を良くして下さい 

【無記入／無記入・年金生活】 

 

オートバイのコインパークがなくて不便している。その割りに駐車監視員の取締りがえげつない 

【無記入】 

 

外に出ずに、自宅で楽しむ映像娯楽や紙媒体の娯楽をつくり出す職業や提供する職業への支援金。その

結果、期間限定割引などが増えて外出を控えやすくなるという新型コロナウイルス対策 

【無記入】 

 

オリンピック開催に反対してきましたが、テレビでオリンピックを見て良いのですか？ 党員の人もテ

レビを見ております!! 

【無記入】 

 

若い家族の住みやすい場所となって欲しい。企業のある街となってほしい（住宅ばかりでなく） 

【無記入】 

 

非正規で働く人たちの正社員化。生活が安定すれば各種社会保険料収入が増えるのでは。少子化対策に

もなると思う 

【無記入】 

 



本当にちゃんと集計しろよ 

【無記入】 

 

川越街道赤塚新町三丁目交差点信号、東西に次の信号まで 数百メートルの距離があり、信号が全くな

いから渡れない。歩道橋くらいほしい。区境のところはパトロール中の警官がいない 

【無記入】 

 

正社員の企業の支援(結婚できない） 

【無記入】 

 

小池知事は災害対策を重視していますか、心配です。パフォーマンスばかりの政治に見えて、共産党の

活躍を期待します。⑬植物の種類が単調 

【無記入】 

 

牛乳パックやプラ容器はリサイクルボックスへ入れにくいのですが、牛乳パックは特に切り開いて洗っ

て…と手間です。リサイクルボックスへ入れるまでの面倒（ハードル）が少なくなればリサイクル率も

上がると思います。シャンプー容器とかも店頭に洗って、乾燥して、殺菌してくれる機械が出来て、ワ

ンコインで利用できたら容器を買わずに何個も買うのになって思います。 

【無記入】 

 

板橋区はお金持ちの町で有名みたいですね。うるさいし、臭いし、良いところなし。信号のど真ん中で

しゃべったり、人が通ってもどかないし暮らしにくいです。 

【無記入】 

 

緑地を増やして皆で育くむような社会にしなければならない。災害の時の避難地にもなる。 

【無記入】 

 

1.菅内閣に期待するものは、もはや何もない。2.血税を消化する為の予算ではなく、将来の日本の為に

誰もが納得出来る支出として頂きたい 

【無記入】 

 

缶・ビン類の処理・回収について。個人宅（家庭で）まず、洗浄し分別箱を徹底してほしい。生協、生

活クラブが実施しているので、SDGSに沿って、区としての 1つの運動として立ち上げてほしい。公務員

はもっと汗を流し働くことが必要だ。コロナかに於いても高い給料である。国民の税金だ、公人だ、汗

を流して働いてほしい。 

【無記入】 

 

老後も住み慣れた地域で自分らしい生活を続けるために医療・介護・福祉など安心して生活できる取り

組みをしてほしいです。 

【無記入】 

 

区役所に行くのに不便、ときわ台からコミバスが出ていたらと思う。 

【無記入】 

 

区内のコロナ対策ができていない 

【無記入】 

 

20 年経ちましたが平日の日中にいないのでよくわかりません。そろそろ東京にいる意味を見いだせなく

なってきたので、実家に引っ越したいと思っている。 



【無記入】 

 

高齢者や子どもにだけ手厚く考えるのではなく、区に住む人がすごしやすい環境づくりをお願いしま

す。図書館の充実、住環境の再整備、公共交通を更に便利にする、等一部の人以外でも住んでよかった

と思える環境にしていただきたい。 

【無記入】 

 

6 日の区議会で処理水の海洋放出について、質問しているか、処理水を汚染水とよぶのはデマといえ

る。福島の風評被害を公党が拡散するのは許しがたい。 

【無記入】 

 

子供がいない、一人で生活していてもとても苦労しているし、お金もかかる子育て支援や介護だけでは

なく、働いている独身者にも目をむけろ。心身くたくたで必死に毎日働いている。 

【無記入】 

 

オンライン化を進め、無駄な書類をなくし役所での手続きもネットでできるようにして欲しい。コロナ

対策。安全な子どもの居場所づくり。 

【無記入】 

 

子供への道徳教育に力を入れてほしい。 

【無記入】 

 

三田線混雑の対策。（マンションの乱立）街に魅力がない。便利で歴史もある土地なのに致死計画がな

い。成人式を行えるホールを作ってください。23区で最低の成人式と言われました。祝われてる実感な

いです。記念品くらい良いのではないかと…。若者に冷遇感。 

【無記入】 

 

教育→公立があるのに私学まで無償化必要ない。税の無駄。社会保障を手厚くして、一般人の税が増え

るのはおかしいので、富裕層の増税を財源にした政策のみ望む。とにかく、与党はよくないが野党も頼

りない。日本共産党に頑張ってもらいたい。 

【無記入】 

 

老人に面倒を見すぎる。医療をもっと取れ 

【無記入】 

 

今や民主主義は危機に瀕している。誰も法律・憲法を守ろうとしない。自分たちで作った法律だ。自分

たちで作った憲法だ、大切にするという意識が全くない。誰かが勝手に作ったきまり事なんて守る必要

がないと皆が思ってしまっている…。 

【無記入】 

 

ワクチン接種の推奨、災害時の物資調達、新型コロナウイルスによる収入減への補償、東上線人身事故

の防止対策、障がい者のデイサービスなどの施設の充実 

【無記入】 

 

すでにパブコメで提案済み。区議会議員の定数 2割削減。区議会議員は何のためにいる？ 区政はパブ

コメで動く。商店街のあちこちで、反対の横断幕を広げて何でも反対をしている貴党は、すでに区議会

で決まったことの反対です。時間のムダ。それと実現できない理想論をかかげているのは自民党を応援

しているのと同じです。よく考えて下さい 

【無記入】 



 

三田線都営地下鉄の改善（料金が高い、運行本数が少ない、車両数が少ない） 

【無記入】 

 

どの集会所も大きな鏡を設置してほしい。動きがよく見えるような。 

【無記入】 

 

介護保険料が上がっているにも関らず、利用しようと思っても制やくが多すぎて利用しづらい。ケアマ

ネがもっと親身に相談にのってくれるとありがたい。 

【無記入】 

 

短期的な視点にばかりこだわり論点を求めるのではなく、中長期的な取組みをしなければ何にもなりま

せん。中長期的なことを考え話し合える。党派をこえた議員の交流による活動を期待してます。 

【無記入】 

 

都政や周りの区に引きずられない態度であられることを望みます。 

【無記入】 

 

共産党の言うことは全部賛成ですが、なぜ政権を取らないのか。これでは金魚のフンと同じです。 

【無記入】 

 

今の区知事である限り、今の区政に何も期待できません 

【無記入】 

 

ゴミ・タバコのポイ捨てに罰金をとってほしい。街に猫が激減した。地域猫が居てほしい。 

【無記入】 

 

コロナになってから駅とかスーパーなどで、募金箱が減ったように思います。感染対策上、仕方ないと

思いますが、熱海の災害などにも募金したくても気軽にできません。コロナも長引きそうなので、少し

考えて頂ければ嬉しいです。 

【無記入】 

 

この党はいらない 

【無記入】 

 

今後、板橋花火大会は 2年または 3年に１回にしてほしい。経費のムダ。騒音はなはだしい。都内各所

でやりすぎ。 

【無記入】 

 

切なるお願いです。無遠慮に、マンションのポストに（選挙期間のチラシもそうですが）この類のもの

を投函するのをやめていただけないでしょうか？ この後、これらがどのような運命をたどるのか、お

考えになられたことがありますか？ ①関心のある人と党の支持者は有効に活用する。残念ながらそこ

までです。②①のようでない人は、いらないと思います。その後は 2通り。1.)良識ある人…自分の家

でリサイクルのルールに従って処理する。2）そうでもない人…マンションのポストルームの所に置き

去りにする。（以前はチラシ専用の廃棄ボックスを置いていたのでそこに入りましたが今は撤去したの

でそのまま放置されます）結局これは誰が処理することになるのでしょうか？ 頼んでもいないものを 

勝手に投函されて処分する理不尽さを、このやるせなさをどうすればよいのでしょうか？ 国民の生活

を守る党是を掲げる貴党としてどのようにお感じになりますか。さらに、紙資源の観点、環境の視点、

国税の事を考えると、処分しながらとても暗澹たる気持ちになってしまいます。今の時代、 Web 等を



活用した取り組みはできないのでしょうか？ 是非とも、このような無責任なポスティングについて検

討、ご一考いただけますよう、切に切にお願いいたします。因みにここ数年、気がつくことは、このポ

スティングによる政治活動(？)をされているのは、貴党と無所属であまり知名度のない新人の方だけの

ような感じがしています。余計なお世話かもしれませんが、このようなことは益々人の心が離れていっ

てしまうのではないかと心配いたします。 

【無記入】 

 

共産主義、共産党は大きらいです。中国、ロシア、北朝鮮を見てごらん。日本、東京から共産党員はい

なくなれ！ 

【無記入】 

 

子どもは国の宝。保育教育にもっと予算を。再開発問題に区の予算を使いすぎではないですか。区民の

税金は区民に使ってください。 

【無記入】 

 

ふるさと納税で減収を、区もお礼品を提供してみては？ 地場産業の物やアイデアを募集したら何がお

礼品か見つかるのではと思います。 

【無記入】 

 

７５歳男。身体障害者、年金月４万円で貯金を切り崩しながらアパートの２階で一人暮らし。私のよう

な人がたくさんいる思うので、低家賃の住居の斡旋、都営区営住宅へ入居支援のお願い。 

【無記入】 

 

高齢になると足が弱まり、買物・通院が不自由になります。食べ物が手に入らなければ大変。生協の個

配のようなもので、もっと単純に注文できるシステムなど 

【無記入】 

 

・交通安全対策（歩道に安全柵など) 。・文化的施設の拡充。・東上線の地下化。・東上線全駅でのホー

ムドア設置。・まだ間に合うオリンピック対策。・人口増高齢化に見合う公的施設（学校、保育園、お年

寄り施設）の拡充を。・低空飛行問題対策・再開発事業の再検討・公的施設統廃合計画の再検討。・平和

都市宣言を生かす政策の具体化。広島、長崎、核廃絶、沖縄、福島 

【無記入】 

 

回覧板の縮小化。重要事項だけにして、紙代、印刷代など税金の節約や防犯や手間を考え、回さず掲示

板にし、板やフックの補助、検討お願いします。 

【無記入】 

 

都民ファースト木下ふみこ都議による板橋区民への詐欺行為。区民の選挙権を踏みにじる悪行を許せな

い。 免職まで徹底した弾劾を!! 

【無記入】 

 

社会保険料の軽減第一 

【無記入】 

 

そもそも区民の意見を聞きますと言っておきながら、狭い道を広がって歩いて、通行の邪魔をするよう

な人たちに何を期待しろと？ 一度ならともかく二度もやられて、頭に来ないわけなかろう。 

【無記入】 

 



東京の「水」が異常なのにそれにも気がつかず、コロナウイルスなんてやっているな!! おまえ達は人

間なのか?! 染色体異常者だけで、知的障害者だけで政治をやっているから、水に困っていることに気

がつかない。〔ヤメロ〕 

【無記入】 

 

このようなアンケートを実施しても何も良くならないし、同じ事のくり返しでむなしい。住んでいる地

域の区議（共産、女）、日常での生活見ていて信頼できない気がする。 

【無記入】 

 

政党としての責任があるなら、ビラ配りより他にやることがあるはず。他国で言えば、アフガニスタン

で日本人が取り残され、日本人と働いていた大使館関係の現地人や家族等を真っ先に、まず救出すべ

き。コロナ問題を取り上げつつ、今年の都議選で、共産党は、党員を５、６人地元東武練馬の駅前で朝

のビラまき実行。選挙活動したけりゃ、オンラインでやれ。まだ集団接種が行き渡らず、コロナ拡大時

に集団で活動するな。 

【無記入】 

 

結婚しない人が多すぎる。子供が少ない。日本国は外人の国なのですか。都営住宅、若い力あふれる団

地づくり。親と子で生活しています。私も助かっています。一親等まで認めるよう改善してください。

親が子もりをすれば、もっと子供を育てられると思います。 

【無記入】 

 

アンケートの回答「下記の問題解決なくして未来は無い！」共産党諸氏に問います。あなた方は知って

いますか？ 今回のコロナウイルスの蔓延はそもそも人的災害であることを。これから解説する内容は

極めて重要なため、最後まで読破願いたい。現在世界には政治、経済、資源、宗教、報道、軍事、教

育、医療、映像、これらすべての覇権を牛耳っている一団が存在する。彼らは古くは 200年以上も前の

中世ヨーロッパに始まる一族から派生したユダヤ系の一族である。彼らは現在、ロスチャイルド（金

融）、ロックフェラー（石油）を中心とする大財閥を形成している。また近年ではビルゲイツ（IT→医

療）、ソロス等の新興勢力を巻き込みながら、さらに世界制覇を強化している。一般にはイルミナティ

ー、フリーメーソン、カバール、ディープステート、新世界秩序などと呼ばれている。彼らは全世界に

出先機関と人員を排して情報の支配（メディア統制）を行い、都合の悪い情報、人間を確実に排除（暗

殺）してきた。著名な犠牲者は JF ケネディを始め、ジョンレノン、マイケルジャクソンなどは記憶に

新しいところだ。また歴史上の紛争、戦争のほとんどは彼らが活躍した陰謀によるものである。現在の

地球世界に未だ平和と正義を実現しない原因は常に彼らが戦争を作り出しているからである。また中世

時代から継承されてきた儀式（悪魔崇拝）に関わり、幼児や少年少女など生贄などに利用するための人

身売買、臓器売買、さらに麻薬の密輸、密売と、人間がおよそ考えうるあらゆる悪行を続けている正に

“悪魔”そのものと言える存在だ。ちなみに前回のアメリカ大統領選挙ではカバール等によるあらゆる

偽装工作が行われた事実をしっかり認識する必要がある。バイデンはカバールの単なる手下でしかな

い！ 日本の政財界もすでに悪魔の手の内に組み込まれている事実に貴党は目を覚ますべきだ。さて今

回のコロナばら撒きの目的はコロナウイルスの蔓延ではなく、ワクチン接種なのだ。このワクチン開

発、製造による膨大な利権こそコロナの主犯であるカバールの目的なのだ。あなたは知っていますか？ 

PCR 検査もワクチンも全く機能していない事実を。これから書く内容をしっかり頭に焼き付けて欲し

い。まず PCR 検査だが、これを開発した研究者自身がこの検査キットは陰性・陽性を判断する検査に

絶対使用してはいけないと警告していたのだ。彼はこの報告を出して間もなく暗殺されている。カバー

ルの常套手段だ。検査キットの説明書を見ればこのキットがコロナだけに陽性反応を示すキットではな

いことが明らかだ。コロナを含め８種類もの生体要素に陽性反応を示すキットなのだ。つまり陽性が出

てもコロナの可能性は 1/8以下となるのだ。マスコミの感染者数は全てデタラメだ！ メディアは圧力

を受けて真実を報道できないのだ！ こんなあてにならないインチキを日本を始め世界はやっているの

だが、誰も追求する者はいない。そしてワクチンだが、始めに言っておく。絶対に打ってはいけな

い!!! 共産党諸氏、あなた方は知っているのか？ このワクチンがコロナ抑制に効くどころか殺人ワ



クチンであるということを！ １度、２度と打つたび人の免疫力を低下させ、最後は死に至る劇薬であ

るという事実を！ 「人工削減」これもビルゲイツ以下カバールの目的だ！ しかも今回世界に流通し

ているワクチンが「生ワクチン」や「不活性化ワクチン」ではなく全て『 DNA ワクチン』であるとい

うことの恐ろしさを!!! １度でも打ったら決して体外に排出されない、人の DNA に同化してしまう代

物だ！ 打った後にどんな反応が出るか誰も知らない全く検証できていない得体の知れない未知のワク

チンをみんな有り難がって打っているのだ！ 共産党諸氏よ、一刻も早くこの事実を告発せよ！ 手遅

れにならぬうちに行動せよ！ 世論を動かせ！ これは今世紀最後の善と悪との戦いだ！ 今、世界は

この事実に目覚めつつあり、カバールせん滅に始動している。正義の聖戦に立ち向かう政党として、共

産党によるカバール（自民党）からの日本奪還を支援するものであります。（匿名） 

【無記入】 

 

ペットも家族です。人間ばかりに目を向けていないで、動植物の自然を確保して欲しい。ペットのいる

家に援助金を出してほしい。子供のいない、できない家もあります。板橋区は緑と福祉の街、自動車の

多い交通路の一方通行など検討して欲しい。緑化。 

【無記入】 

 

国会の論戦を聞いていても、まともに話が通じ考えもぶれないのが共産党議員の方と感じております。

どうぞこの先も「まとも」なご活躍をしてくださいますよう応援しております。納得のいくものではな

いので、今回のアンケートは無回答です。○大項目１,２の質問と答えの作り方が稚拙ではなかろう

か。１は②の「悪くなった」人だけが、1）を答えるのか？ 2）は誰が答えるのか？ ２は①の「変わ

った」人だけが、1）を答えるのか？ 2）は誰が答えるのか、考えつくことを書けばいいのか？  そ

もそも「悪くなった」「変わった」を想定してアンケートを作っているように見える。３～７は落ち着

いて答えることができるけれども、１、２は質問者の思い入れか、もしかしたら答えを誘導したいのか

と邪推したくなりました。（たぶん、確かに１-②、２-①と答える方が多いとは推察しますが。）これで

結果はゆがまないのでしょうか。そしてこのアンケートを基に次の行動を決めるのでしょうか。少し恐

いなと感じましたのでペンをとりました。 

【無記入】 

 

飛行機の騒音、朝から晩までうるさい。大雨でも雷が鳴っていても飛行機を飛ばしていることに、何も

疑問を感じないのでしょうか、区は。 

【無記入】 

 

少し関係ないと思いますが、羽田新ルートが始まり、当初言われていた好天時、悪天候時の区分けが、

なし崩しになっているのでは、と最近感じています。好天時ルートに近いところに住んでいますが、雨

の日でも曇りの日でも飛ぶ日があります。私は飛行機が好きですし、それほど気にはなっていません

が、ルール違反はいけないと思うのですが。 

【無記入】 

 

竹内愛先生をたよりにしています。地元でのご活躍を期待しています。 

【無記入】 

 

私は UR 高島平団地の 40代の住民です。ご承知の通り、東団地は今年で築 49年となり 60年をめどに

建て替えが計画されています。その際に 60歳以上であれば都営住宅等の公的住宅への入居斡旋もある

のでしょうが、私のような現役世代には「自助」が求められそうで、先行きに不安を抱えております。

現在の月額家賃は 71700円なのですが、転居先を同じく UR で探すと 23区内ではなかなか厳しいので

す。例えば江東区の大島 4丁目・7丁目・６丁目団地などは家賃が高いですし、そもそもこれらの団地

も建て替えの時期を迎えるのではないかと思います。民間の賃貸住宅では敷金・礼金・保証料・更新料

などでぼったくられますし、やはり住宅の質も良い安心・安全な公団住宅に住み続けたいのです。是非



共産党のお力添えを!! ＊団地建て替え後の優先入居権は付与されるのでしょうが、激変緩和措置があ

るとはいえ、高額の家賃は負担できません…。 

【無記入】 

 

都営住宅に 10回以上申込んでいるが当たらない。所得が減っているので早く入居したい 

【無記入】 

 

緑化推進、公園整備 

【無記入】 

 


