
ガタガタ道路の改善に奮闘

　「道路の舗装が荒くて、杖がひっかかり転倒し
そうになった」との声が寄せられ、すぐに現地を確
認。区へ路面状況の調査と改善を要望しました。
お寄せいただいた身近な要求を実現するために
奮闘しています。

区議会議員　　やくし 辰哉

区民アンケートの
切実な要望に
こたえ

認可保育園･特養ホーム増設、
高すぎる国保料の引下げなどの
実現めざし

　アンケートの区民要望の実現をめざ
して、9月と11月議会の代表質問や委員
会質問で認可保育園の不足問題や特
別養護老人ホームの増設、高すぎる国
保料の引下げなどを強く求めました。
　11月29日には、要望の実現を盛り込
んだ来年度予算要望書を練馬区長宛
に提出するなど、全力をあげ実現に取
り組んでいます。

　小中学校の体育館の
冷房化は待ったなしの
要望です。練馬区議団と
都に要請の申し入れを

議会質問で追及、予算要望書を提出

したり、共産党都議団として独自に条例
提案をするなど力を尽くしてきました。
　10月の都議会で、知事は都立高校へ
の整備を進めるとともに、小中学校の体
育館については補正予算も組んで対応
すると答弁しました。
　都政、区政と連携して早期着工に全力
をあげています。

とや都議先頭に
申し入れや条例提案、
質問の結果
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小中学校の体育館にエアコン設置へさっそく
実現

アンケートに寄せられた
身近な願いも

　「お墓を囲む、傾いて危険な万年塀を撤去して
欲しい」の声に、直ぐ現場を見て調査。　今の法律
では対応できないことが分かり、議会で取り上げる
とともに、国交省へも要請を行い、解決に向け取り
組んでいます。

危険なブロック塀などの対策を早急に

カーブミラー設置要求に迅速対応

９７歳の母親の介護が大変で…の相談に

傷んだ私道を改善したいとの声に応えて

高齢者や交通弱者にやさしいまちへ

　小竹町の変則交差点に横断歩道とカーブミ
ラーを設置してほしいとの声。さっそく現場を
視察し、見通しの悪さと歩行者の危険性を確
認してきました。地図に説明書きをして所管部
署に相談。区が、さっそく現地調査に入ってい
ます。

 ９７歳の母親を７０代の娘が老々介護していて大
変という記入がありました。一緒に地域包括支援
センターに出向き、お母さんは特養ホームに申し込
むこととなり、その手続きや入居後の費用の問題の
解決などをお手伝いしました。

　私道が痛んでいて何とかできないかと相談
がありました。相談者を訪問して話を聞いたと
ころ、凸凹や雨水が溜まる部分があることがわ
かりました。区の担当者に現場をみてもらい、改
善できる見通しとなりました。

　コミュニティバスを地域に走らせてほしいの声
が。外出が不自由な高齢者や区民が安心できる
公共交通の充実のため、新規路線の拡大や増便
に全力で取り組んでいます。

私の後継者をよろしく

区議団幹事長　　有馬 豊

区議会議員　　のむら 説

区議団 団長　　島田　拓

区議会議員　　坂尻まさゆき

区議予定候補　　小松あゆみ

区長に予算要望書を提出するとや英津子都議と
練馬区議団（11月29日）

区民アンケート報告

区議　
米沢ちひろ



反対が６割と多数の声
５年前の調査と比べて、反対は２％増、どちらとも言えないが
７．７％減になりました。

負担を感じるが約９割
困ると負担重い、の合計は87.2％と約９割で深刻な影響が。

練馬の実質待機児童数（希望する保育園に入れない児
童）は、８００人以上です。区立や認可園の大増設など根
本的解決が必要です。

※特養ホームなどの施設整備と
ともに、介護職の処遇改善と育
成が求められています。

認可保育園を68%が希望

１位  便数を増やす２７．３％  ２位  ルートの新設
１７．１％  ３位  停留場の増設１２．１％

4000通を超えるみなさんの声を
政治に生かします
　２０１８年の８～１０月にかけて日本共産党区議団が実施した練馬区民アンケートは、区内の全戸に配
布し、４０００人を超える区民の方々からご返事をいただきました。以下はその集計結果と主な特徴です。

安倍政権のもとで暮らしは？ 消費税10％への増税は？ 国保・介護料の値上げについて

１位　保育園の増設（１８．４％）
２位　経済的支援（１５．７％）
３位　働き方の改善（１４．３％）
４位　児童虐待の防止（１３．７％）
５位　相談体制の拡充（９．５％）
６位　遊び場の充実（８．２％）

１位　認可保育園（６７．５％）
２位　小規模保育園（１３．１％）
３位　子ども園（７．１％）
４位　認証保育園（６．９％）

憲法９条を変えることについて

原発の再稼働について

 核兵器禁止条約に参加しない日本政府の姿勢

望む保育園は (左記で保育園の増設を選んだ人に)希望する子育て支援は （複数回答可）

介護で力を入れて欲しいこと （複数回答可）

１位　人材の育成・処遇改善（２１．４％）
２位　特養ホームやグループホームなどの増設（１８．８％）
３位　訪問介護、看護、リハビリの充実（１７．８％）
４位　見守りや孤独死対策（１４．６％）

高齢者福祉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７．７％
医療の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４．３％
子育て支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０．４％
防災・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８．３％
環境対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５．６％
障がい者福祉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５．４％
公共施設の充実・・・・・・・・・・・・・・・・５．１％
まちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４．６％
教育環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・４．４％
交通対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４．４％
住宅対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３．８％
若者・青少年対策・・・・・・・・・・・・・・・・３．１％
就労支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．９％

練馬区政に望むことは？ (選択は３つまで)　

前川区政の「改革ねりま」について

１位  災害時に対応できる医療体制の整備・充実 １８．４％
２位  病院の新設や病床の増設 １７．３％
３位  高度な救急・救命医療 １４．２％
４位  療養型病床の増設 １３．２％
５位  リハビリ医療専門病院 １２．７％
６位  小児救急医療 ７．９％

練馬の医療で力を入れて欲しいことは？ (選択は３つまで)　

（1）財政的な理由で区民サービスを削る「改革ねりま」の手法に。

（2）出張所廃止の影響について

教育費で負担に感じるものは何ですか？ (選択は３つまで)　

１位  進学費用２８．１％   ２位  塾代２５．７％   ３位  
制服代１２％  ４位  教材費１１．２％   ５位  部活動費
６．４％  ６位  給食費５．６％

学校教育について改善、充実してほしいことは？ (選択は３つまで)　

１位  教職員の多忙解消２５．４％  ２位  いじめ防止対
策２３．２％  ３位  ３５人学級の完全実施１２．１％  ４
位  不登校対策１０．３％  ５位  給食費や修学旅行の
無償化８．６％  ６位は 中学校選択制の検証・見直しと
特別支援教育が同率で５．０％

１位  空き家対策１７．９％  ２位  高齢者住宅増設１６
．３％  ３位  改修・建て替えの助成１４．４％  ４位  都
営・区営住宅の増設１２．４％、５位  家賃補助１０．８％  
６位　家賃保証人制度６．８％

住宅政策で望むことは？ (選択は３つまで)　

防災・震災対策で力を入れて欲しいことは？

道路・インフラ整備で望むことは？

「緑バスに求めることは？ (選択は３つまで)　

１位  災害備蓄物資の充実１８．０％  ２位  障がい
者・高齢者など災害時要支援者対策１６．３％  ３
位  住宅の耐震補強工事の補助拡充１１．９％  ４
位  福祉避難所の増設１１．１％  ５位  学校や通
学路の安全対策９．８％  ６位  空き家対策８％

１位　自転車レーンの改善１５．１％  ２位  無電柱
化１４．５％  ３位  生活道路の改善１３．８％  ４位  
歩道の段差解消とバリアフリー対策１３．５％  ５
位  歩道の整備１２．７％  ６位  交通不便地域にバ
ス路線の新設１０．８％、
※大型幹線道路を新設の希望は、わずか１．７％でした。

あなたの望む産業振興策は？ (選択は３つまで)　

１位  商店街空き店舗対策１８．５％  ２位  後継者
の育成支援１２．９％  ３位  買い物難民対策１２．６
％  ４位  区による実態調査１１．３％  ５位  店舗・
住宅リフォーム助成制度の創設９．９％  ６位  小
規模企業振興条例の制定７．４％

回答者の職業区分は、年金者37.7％、会社員18.1％、非正規職員（パート、アルバイト含む）13.1％、専業主
婦10.9％、自営業9.5％、無職（失業中含む）8.7％、公務員4.7％、学生0.7％などでした。性別は、男性
46.9％、女性48.8％、未記入4.3％でした。

●書き込みいただいたご要望も大切にしてまいります。

●合計が100％を超えるのは複数回答可のものです。

無回答その他

賛成

どちらとも
言えない

反対

6.2%

21% 60.6%

12.2%

無回答その他

影響はない

負担重いが
やむを得ない

負担増で困る
58.2%

4.7%

8.1%

29%

反対（６９．４％）

無回答その他（２．５％）

どちらとも言えない（１４．８％）

無回答その他（４．１％）

賛成（１１．７％）

賛成（８．７％）

反対（７５．４％）

賛成(３．８％)
やむを得ない(１４．６％)
住民の理解なしに進めるべきでない(４９．８％)
反対(１８．１％)
わからない(１１．８％)

どちらとも言えない（１３．４％）

賛同できない（７９．６％）

どちらとも言えない（１１．５％） 賛同できる（５．８％）

無回答その他（２．５％）

1位
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
１０位
１１位
１２位
１３位

●苦しくなった理由で
【収入減】の内容は
１位の 年金減が５９．２％、給与の減
１７．２％、事業収入の減１０．７％。

【負担増】の内容は
１位 税金２４．１％
２位 保険料１９．６％
３位 公共料金１7．8％
４位 医療・介護費９．５％
５位 住宅ローン２．５％

となりました。

無回答その他

苦しくなった

変わらない

良くなった
5.5%

5.4%

50%
39.1%

暮らし良くなっていない人が９割           も(苦しい-変わら
ないの合計)

わからない(１１．８％)

反対
(１８．１％)

住民の理解なしに進める
べきでない(４９．８％)

やむを得ない(１４．６％)賛成(３．８％)

影響はない（３６．９％）

わからない（19．5％）

不便になった（３８．２％）

無回答その他（1.9％）

無回答その他（5.4％）


	区民新聞１月号外_aaa
	区民新聞1月号外_bbb

