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結果報告
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アンケート実施方法

●実施時期：２０１5年8月2日～10月13日
●配布方法：各戸配布及び新聞折込
●配布枚数：約14万2400部
●回収方法：受取人払い郵便
●有効回答数：1243件
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Ｑ１　安全保障関連法案について
法案についてどう思いますか？

性別

年代別

12%
（148人）

75%（944人）

4%（44人）

9%（107人）

（90人）

（2人）

（9人） （13人） （6人）

（17人） （40人） （12人）

（21人） （71人） （11人） （1人）

（1人）

（22人） （116人） （19人） （2人）

（18人） （86人） （9人）

（36人） （311人）

（21人）

（10人）

（136人）

（16人）
（16人）

（4人）

（11人）

（2人）

（4人）（135人）

（7人） （35人） （16人）

（6人）

（1人）

（322人） （34人） （9人）

（14人）

（26人） （189人） （18人） （21人）

（32人） （433人） （55人）
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Ｑ１　安全保障関連法案について
今国会の成立について

性別

年代別

13%
（160人）

72%（898人）

10%
（124人）

5%
（61人）

（86人）

（44人）

（30人） （178人） （18人） （28人）

（400人） （70人） （20人）

（320人） （36人） （13人）

（1人）

（8人）

（20人）

（24人）

（25人）

（15人）

（42人）

（11人）

（7人）

（7人） （36人） （17人）

（292人）

（124人）

（133人） （13人）

（18人） （21人）

（29人）

（83人）

（115人） （17人）

（12人）

（63人） （16人）

（40人） （9人）
（1人）

（1人）

（2人）

（3人）

（9人）

（7人）

（11人） （9人）

（1人） （1人）
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Ｑ１　安全保障関連法案について
この法案が憲法に
違反すると考えますか？ 性別

年代別

75%（927人）

10%（126人）

9%（118人）

6%（72人）

（328人）

（422人）

（177人） （25人） （18人） （34人）

（31人） （59人） （22人）

（70人） （41人） （16人）

（1人）

（13人）

（41人）

（75人）

（122人）

（87人）

（301人）

（132人）

（120人）

（35人） （7人） （17人）

（1人）

（16人） （15人）

（15人） （22人）

（5人）

（32人） （26人）

（16人） （9人）

（17人） （19人）

（14人） （14人）
（1人）

（1人）

（1人）

（13人）

（18人） （9人）
（2人）

（6人） （9人）

（2人）

（9人）
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Ｑ２　仕事について
雇用形態

性別

年代別

（209人）

（49人）

（20人）

（112人）

（204人）

（2人）（1人）

（589）

（45人）

（12人）

33.3%（1人）

46.4%（13人）

54.3%（38人）

43.3%（45人）

37.7%（60人）

19.5%（22人）

13.2%（49人）

19.0%（33人）

16.9%（27人）

10.0%（6人） 6.7%（4人） 8.3%（5人） 70.0%（42人）

73.8%（118人）

74.1%（129人）

17.2%（64人） 55.1%（205人）

9.7%（11人） 12.4%（14人） 8.8%（10人） 20.4%（23人） 24.8%（28人）

12.6%（20人） 13.8%（22人） 24.5%（39人）

7.7%（8人） 12.5%（13人） 14.4%（15人） 12.5%（13人）

15.7%（11人） 14.3%（10人）

14.3%（4人） 10.7%（3人） 14.3%（4人）

7.1%（2人） 7.1%（2人）

33.3%（1人） 33.3%（1人）

4.8%（5人）

4.4%（7人） 2.5%（4人）

2.7%（3人） 0.9%（1人） 0.9%（1人）

3.8%（6人） 0.6%（1人）

1.9%（2人） 2.9%（3人）

4.3%（3人） 2.9%（2人）
4.3%（3人）

1.4%（1人） 2.9%（2人）

4.3%
（16人） 1.1%（4人）

4.0%（15人）

4.0%（7人）

4.0%（15人）

0.6%（1人） 0.6%（1人） 0.6%（1人）1.1%（2人）

1.3%（2人）

3.3%（2人） 1.7%（1人）

1.3%（2人） 3.8%（6人）

0.6%（1人）

1.3%（2人）1.3%（2人）

1.1%（4人）
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Ｑ２　仕事について
職場での不安・悩み（複数回答）

性別

年代別

3.4%6.9%13.8% 3.4%6.9% 3.4% 3.4%17.2% 6.9% 3.4%

18.2%

19.5%

16.0%

13.7%

21.2%

25.0%

16.7%

26.5%

24.1%

9.1%

12.4%

11.5%

13.7%

14.2%

13.2%

8.3%

20.6%

13.6%

8.8%

12.0%

11.8%

8.0%

8.8%

12.5%

2.9%

6.8%

9.7%

8.0%

9.9%

14.2%

11.8%

16.7%

11.8%

9.1%

11.5%

7.0%

6.1%

4.4%

4.4%

16.7%

2.9%

2.3%

4.4%

4.5%

6.6%

5.3%

2.2%

4.2%

5.9%

6.8%
1.8%

3.5%

3.8%

3.5%

8.8%

2.9%

2.7%

3.0%

8.0%

1.8%

1.5%

8.8%

6.8%

4.4%

4.5%

5.2%

1.8%

2.9%

4.2%

2.3%

5.3%

4.5%

4.2%

2.7%

2.2%

2.9%

6.8%

2.7%

3.0%

2.4%

4.4%

2.2%

4.2%

2.9%

2.7%

2.0%

1.9%

1.8%

2.2%

8.3%

2.9%

3.5%

2.5%
1.9%

2.7%

2.2%

2.9%

6.8%

4.4%

1.5%

0.5%

0.7%

3.4%

2.3%
0.9%

2.5%
1.4%

1.8%

4.5%

2.0%

0.9%

3.4%

4.5%

5.3%

12.0%

9.0%

11.5%

11.8%

8.3%

5.9%
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Ｑ２　仕事について
「職場での不安・悩み」で回答した項目について具体的に

●保育園に預けられないので、妻
が派遣の仕事を断っている。10年
前に受けたパワハラで仕事に対す
る不安がある。就職難に輪をかけ、
更に右耳の聴力がないのでアルバ
イトも中々採用して貰えない。
●元々正規の職に就けない。就職
への道が窮めて限られ、労働者と
しての権利が無視されている。
●私立の園で働いている。公立の
パートの方が賃金が高い。保育士
資格ありで1,100円(時給)。
●不安や悩みはありません
●40~50代の管理職の頭が固い
→提案を聞き入れてくれない
●人手不足のため休みなど取りに
くい(介護の仕事)
●賃金が安くなってもしょうがない
ような安い単価の仕事を受注せざ
るをえない
●公務員が多く給料も民間より長
年はるかに多い全員2割り下げて
も良い
●時間給が安い
●少人数の経営でやっているので
まとまった休みが取れにくい
●消費税増税後景気は回復してい
ません(特に書店・小売)。赤字で昇
給・賞与無し。公務員(現状を理解
していない)は昇給・賞与有り。
●パートとしては一般的な金額で
あるが、労働に対する対価としては
低いと思う。
●給与設定の項目が沢山あり、ノ
ルマ達成出来ないと収入と言えな
くなる。
●このままずっと就労していける
のか、何時倒産するか。景気が悪
い。良いのはごく一部の人だけ。
●自営業のため特になし。
●仕事が出来る出来ないに関係
なく、何年働いたかで解雇される。
●息子が契約社員。息子は大学院
を2校も出ていますが、未だ正規で
なく安い給料で独立行政法人で働

いています。未婚・賞与無しです。
正規職員にして欲しい。
●自営業。
●無職。
●月に1、2回or週1回位。時給500
円位の時がある。交通費・残業代を
払って貰えない。
●会社の売り上げが不安定。その
ため給与の安定を担保できない。
●老後年金が貰えるか心配。
●将来年金が支給されるかどう
か。
●仕事が有ればそれで良し。年齢
的にも(もう)無理かなと感じ始め
ている。
●家族の病気・介護について、仕
事を抱えているため、中々体力や
事情を話して介護休暇などを切り
出せない。
●役員なので、仕方のないことで
はある。
●個人商店。チェーン店ばかりに
なって収入は減っているが、何とか
トントンにして頑張りたい。楽しい!
●ボランティア。
●警備員は公務員でもないのに扱
いが酷い。
●何年いても一円も上がらない。
●ある人は社員並みに仕事をして
何年にもなるが、時給が上がらな
い。
●求職中。高齢ではあるが元気な
ので生活のため働きたい。
●自営。自営の場合、福利厚生の
点で不安があります。
●解雇について。年齢でもあり、
三ヶ月毎の契約。いつ切られても
文句を言えない。先方の腹一つで
決められる。
●ナシ
●DORが多く発生しています。
NOW22件。
●闘病中で、講師活動出来ず全て
引退。
●会社経営。

●育児や介護のための時短勤務
等制度は整っているので、素晴らし
い会社のようですが、(表向き)実際
は申請しにくいです。
●70歳になった女性として今の若
い方の仕事環境や学歴・大企業に
勤める人が非正規雇用等余りにも
(貧富の)差が大きく気の毒です。何
とか若い方が生活出来る安心した
環境が整う様願うのみです。
●時給890円では安いと思います。
●代わりの人を見つけないと休み
が取れない。
●社会全体への不安があります。
軍国主義と全体
中小企業なので余剰人員がいな
いため休暇が取りづらい。土曜日
も毎週出勤している。月給制では
ないので休むと賃金が減る仕組み
になっている。
業務量、(責任)に対する賃金は安
い。役職手当という名目で残業代
が支払われない。休日出勤をして
も休日手当は支給されず別日に休
みをとり処理している。
●舞踏家。日本伝統継承の育成を
考えると、国でもう少し多方面にお
いて(家元制度→月謝などの収入)
野ばなしではなく、ある程度(金額
以上から)は、きちんと申告義務を
与え、それによって国で保障され
る。そのような形になれば、保険な
ども適用されるのではないかと思
う。自由すぎる。
●会社顧問
●シルバー人材センター
勤めてはいないが、耳に入ること
を記しました
私は現在67歳ですが、単身なので
働かなくては食べてはいけませ
ん。「60歳、65歳定年です」と断わ
られます。(ファミレスのキッチン)、
ホテルの清掃、訪問介護、ちょっと
早すぎです。ファミレスなど人がい
なくテーブルがそのままかたずけ

られないでいる時が多く見られま
す。
●半分現役、半分退役の経営コン
サルタント。経済不安がある。アベ
ノミクスは成功の見通しがもてな
いこと。
仕事内容に比べ給料が高いので
反省しています。
長男リストラされ、住宅ローン返済
の二分の一、2種の仕事(夜勤)をか
けもち、7日間(1週間)。本業の広告
ディレクター職を希望して頑張って
いる。次男、派遣だと思うが、法律
上の保障が心配。
社会全体の問題があるでしょうが
執拗に小さなことを出したがる。や
くざのようだ。どうでもよいことに
こだわる。自分さえよければよいと
いう人間が多すぎる
●年金額不足。
●基本給+手当で何とか見られる
数字になっている。基本給が低い
ので、みなし残業代もボーナスも
恐らく退職金も少ない。年金も心
配。皆残業代以外どの位残業しよ
うと1円も支払われない。
●定年後のパート勤務の為、年齢
的な面で健康に留意している。
●60歳定年後どうやって年金支給
の65歳まで食いつなぐのか?
●非常勤。
●定年。
●仕事の内容の割に時給が低い。
●大学院生兼医師。
●自営業。年が年だから。
●自営なので将来が不安。
●臨時雇用の派遣通訳なので仕
事は減った。ボランティア仕事は増
えるだろう(オリンピックと旅行者
来日増加)。
●日本の農業・工業の後継者の問
題。現在の輸入に頼っている国が
ストップした時に日本は自力出来
るか不安。
●上司が公私混同している。

●リーマンショック以来基本給が
20%カットされたまま。アベノミク
スって何ですか?
●フリーランス。病気をした時の保
障が無いところが不安。
●一生懸命Fullで働いても生活保
護者の方が良い生活をしている。
●歳のせいか以前ほど集中力・持
久力が無くなってきた。それと物を
持ち上げる力も。
●時給が安過ぎるので、もう少し
上げて欲しい。
●ブラック企業の会社名を広く公
表せよ!!そして不買運動を起こす。
●項番4.に○を付けたが、業種と
して休日が不規則なのは仕方がな
い。
●半日・一日の休みは取れるが、連
休は取れない。
●会社の業績が悪く最初の契約よ
り4万円も下がってしまった。
社員が少ないので昼休み・産休が
取りづらい。
●家事仕事育児の両立が難しい。
本当は育児に一番ウェイトを占め
たい。
●元気な高齢者に適した状況、環
境とは言えない。
●フリーランスなので何の保障も
ない。でも頑張って働けばなんと
かなる。
●母子家庭の方の休みが多く、
フォローする体制もできてなく負
担が全部かかる
●専門職で人数が限られる為、取
りにくいのであって、職場環境が悪
いわけではない。
●派遣社員に対し軽く見たり見下
す社員がいる(管理者)
●職場と住居が近い為深夜にも応
援要請がある。快く応じるが手当
は通常のバイト時給しか支払われ
ない。オーナーが人を注意するの
にネチネチくどい
●専門学校専任講師。女性(歯科衛

生士)のパワハラが激しい。
●不定期に仕事が入る
●特殊な技術を持っているのでこ
の年齢になっても現在仕事を手伝
いさせて貰っています。歩合給に
て現実はやめたいが生活の為に。
●年齢的な事もありせっかく持っ
ている資格を生かせないのが残念
●自営業者には産休育休なく子ど
もをうむと無給
●時給が@1000で短時間、更に高
齢者が選べる仕事はほとんどない
のでいわゆる資格制度を幅広くし
てほしい
●時短や産休後の復帰がしにくい
●貯金が全くできない為退職後が
不安
●十年以上働いているが給料が上
がったのは今年だけ、性別での給
料差は表向きはない事になってい
るが実際がすごくある
●上司に気に入られるのは結構で
すが自宅まで押し入っていく。その
ために離婚とう結果になった。
●30歳の息子が小学校の時、不登
校で心に痛手を負って以来自立出
来る事に絶望している
●各種規制が厳しい為どれだけ勉
強しても所得権益にくいこめない。
●年金がいつからどれくらい支給
されるか全く不透明なのに保険を
払い続けなければならないこと。
返ってこないなら払いたくない。
●精神のストレス



▶9◀

Ｑ２　仕事について
●「やりたい仕事がないから働か
ない」というのは間違っている。生
きる為に働くのは義務。
●後継者が育たない。
●1.まずまず2.5時10分全引退勤3.
残業無い4.自由5.一寸あるようだ
6.12:00から13:007.ない8.国の規
定9.資格不要10.ない11.ない12.本
人の問題13.デスクワーク14.先の
事は不明15.国の規定(厚生年金
他)16.ない
●正社員なのに時給である。雇用
契約書を準備しない(何度も直訴)
募集内容が現実と違いすぎる。
●入社した9年前から時給がずっ
と同じで昇給はなし
●収入が得られない。生きている
限りは収入を得なければ年金だけ
では生活出来ない。そのため努力
しているが実らない。貯金取り崩し
も限界に。
●満足しております
●経営者サイドの事しか考えてお
らず利益至上主義でゆがんだ経済
状況があると思います
●①以前より仕事が増えて給料が
据え置き②有給をとると自分が後
日大変
●若い日本人の技術者が育ちにく
い。外国人労務者の受け入れは反
対ではないがますます技術の継承
が困難となる。よって事故が起きや
すくなる危険も伴う。
●60過ぎてもおいて欲しいので
黙ってしまう。年金受給日を過ぎて
も働きたいので。職場から墓場に
行けたら金の苦労がないとよく思
います。
●形式的な実態調査では真実は
出てこない。行政指導に従わない
守らない企業に対する厳しい行政
処分をめざす。労働者に希望と生
き甲斐を。将来を考える事ができ
る社会の実現を!
●アメリカに商売を左右されるく
らいなら中国やロシアを手を結ん
だ方がまだまし。

●月~土、8:30~18:00は仕事
●正社員でないので派遣法改正
で今後は働けなくなる。正社員な
ら給料は下がっても65才まで働け
る
●もっと職場に人数が欲しい。無
駄な公務が多い
●人間関係の気疲れ、給料が上が
らない、先行きが不安
●好きでやっている障害者のサ
ポートで自分に不満はない。①②
⑭の理由で新しい人が来ないのが
心配
●シルバーセンター会員
●講師
●現在会社が完全なブラック企業
だと知らずに入社したが、経営者
の気持ち一つで突然解雇された。
●主婦
●70代で生活のために働いてい
ます。楽しみながら働ければよい
ですが、問題は年金にあります。
●年金生活
●もっと平日の休みがほしい
●会社役員、年金、介護、不安。
●今日は暇だからと言って午後か
ら帰らせられる。
●シルバー
●「残業代込みの給料」とのこと
で、残業してもおわらない職場で
す。何時間残業しても残業代もらえ
なくて困っています。
●契約で週40勤務が経営状態悪
化して1日三日になり、結局有給も
残したまま解散状態となってし
まった。
●3ヵ月ごとの契約でなおかつ時
給、昇給なし。祝祭日の出勤(短時
間ですが)でも割り増し分は、支給
されない。有給はあるが、代行がい
ないととれない。
●退職後の再雇用について
●休むと給料はない
●恵まれた環境のため不満はあり
ません。これ以上出世できるか不
安なだけです。
●自営(コンサルタント)

●8時間以上の残業代として割増
がない。上司の機嫌で成否が決定
される。
●会社で指定されている時間内で
は、仕事が終わらない。帰りはずら
さないで開始時間を早めに入って
仕事をこなしています。
●自営なので雇用主はいない。客
次第、営業と顧客確保が課題。
●アルバイトですが時間1000円は
欲しいです。
●高齢
●能力給をもっといれるべき。能
力がない人は、給料に差が付くの
はあたりまえ。日本は共産主義で
ない。
●残業が前提の仕事量。一部社員
に仕事がかたよっている。
●年金暮らし。無職。
●自営業、高齢なのに将来が不安
で。いつまで働けるのか。
●仕事が減っている。暇な時間が
増えている。電話もあまりない。収
入も何割か減少。(2~3割)
●私は現在働いていないが2~4の
働き方はおかしい。とくに契約派遣
は経営者が有利で働く者は不利。
将来の人生設計ができない。息子
の話→管理職なのに朝5時56分の
電車で横浜まで行き、7~9時まで
自分の仕事をやり、9時から夜8時、
9時まで支店全体の仕事、帰宅は
早くて夜10時。身体が心配です。
●非常勤。非常勤になって10年以
上。給与は同額。
●店主。
●大学の非常勤講師
●契約。カルチャーの講師をして
いるので、生徒数が増えない限り、
収入が減っていくという悩み。
●残業は基本ありません。16時50
分までですが、18時ぐらいまで会
議をしています。
●時間的に短い。労働時間の上、
年齢的にも高齢なので仕方はな
いと思うが。
●なかなか職に就けない

●職場の社会保険労災士が週4働
かないと社保に入れなくてよいと
雇い主にアドバイスしているので、
パートの人は入れない。零細だか
らという理由で。週30h未満でも社
会保険に入れるかどうかは雇主の
胸三寸だと思うので雇主は新しい
考えをもってくれないと働く方は困
る。
●残り少ない将来が、契約が切れ
ると、安い年金では生活がなりた
たない。
●母子家庭なのでもっと保障があ
ればありがたい
●週の勤務時間の関係で15にマ
ルを付けました。
●失業中。パワハラが原因で体調
を崩し(毎朝出勤支度中に吐く、激
しい胃痛頭痛など)、結果的に退職
に追い込まれた。
●清掃の仕事なので、足、腰が痛
い(手なので)
●給料は安い、ボーナスもない。業
績が良くないので仕方ないが、取
締役のみ高額である。有給休暇な
るものは、私の会社にはない。とる
なら会社に来なくてよいと言われ
る。
個人の状況に応じた勤務(勤務地、
時間)が実現しにくい。
●一人暮らしでもあり、大きな病気
に患った場合などの暮らしが不
安。
学歴ではないが、女性だと、買い
物、お茶出し、電話受け、トイレ掃
除洗いものはやって当たり前と思
われている。訴えても改善されな
い。
●公益社団法人新宿区シルバー
人材センターにて駐輪の仕事をさ
せてもらっています。
●外資系というのもあり、帰国子女
の人も多いせいか、個人主義の人
も多く、人の意見に耳を傾ける人
が少ない。悪く言えば、自分勝手な
人が多い。たまたまそういう人が
集まってしまったらしい。

●少子化、人口減少のため対策が
みえていないため
●80過ぎても働いて税金払ってい
る。
●年金生活者。5年前に定年退職。
●3についていわゆる名ばかりの
管理職です。4、12について　土日
祝日はしっかりと休めてはいるが、
有休はほぼ捨てざる得ない状況。
●セクハラに対する考えが50~60
年も昔のようです。企業は港区で
すが。
●5年以上、基本給が上がっていな
い。昼3時から最長朝4時までの勤
務だが、休憩時間がほとんどない。
同じ仕事を2人でやっているのだ
が、自分勝手すぎる(じぶんさえよ
ければいい)
●年齢を重ねると専門的な部署に
ずっといたにもかかわらず、別の
部署に異動となることがある。
●無職
●経営サイドにたてば理由を作る
ことは可能。人を見てリストラ対象
は作りやすい会社
●店長がさわる
●子育てを優先したくても安定収
入に繋がらない為子どもと過ごす
時間を犠牲にすることになってし
まう
大手デベロッパー、不動産会社が
どんどんアパート類を建てている
ので個人のアパート経営は難しく
なっている
●持病があり発作時は仕事もでき
ない
●既婚者が多いので先に仕事を
回す。でも結婚していても夫が病
気で仕事をしていないので働かな
ければいけないのに解ってくれな
い
病気が原因で仕事にならない
●無駄に労組が強い。労組の組合
員の質が低下し質の悪い労働力。
要求ばかりし、組合員で有るのが
恥ずかしい。一度はいると抜けら
れない負と悪の組織。

●何歳まで元気に働く事ができる
のか・・・働き続けなければ年金で
は生活できない・・漠然とした不安
がある。
●時給900円では生活出来ませ
ん。国会議員の方は時給900円で
やってみて欲しい!
●みなし残業代が含まれていたと
しても給料が安すぎるように感じ
る(特に繁忙期)社員総数の50人弱
の中小企業でこの約一年半の間に
7人が離職と言うのは少ない方な
のでしょうか?
●仕事が入らない
●仕事内容は満足しているが見
合った給料が支払われてない。正
社員と同様もしくはそれ以上の仕
事をしているのに格差が有りすぎ
る
●働き過ぎ。私のみならず周りの
人々も残業は深夜まで。休暇はとり
にくい。無駄な会議・・・
●精神障害を持っている為なかな
か仕事が選べなかった。給料が安
い為半分親に養って貰っている今
将来に不安を感じる。
●毎日2~3時間の残業、しかし残
業代は全くなし。昇給もボーナスも
全くなし
●介護
●社員数が少ないといって年休が
とれない。上司だけは好きなとき
に年休をとっている。中間管理職
に比重が掛かりすぎていて長時間
労働となっている。残業時間大を
削られる
●育児休暇に理解を示して欲しい
●上司のパワハラ
●体がきつい。
●国民年金がないので将来が心
配です
●休業中、声を失い、仕事がない。
●労働時間が短い
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●区内に本社を持つ大手タクシー
会社のハイヤー課に所属。ブラッ
ク企業でして、タクシーからハイ
ヤーに異動して有給を一回も取っ
ていません。
●正社員でも派遣と変わらない給
料。残業代が出ない契約なので毎
月変わらず。一人暮らしできる給料
でない
●会社員
●日本人は「職場の和」などを考
え、差別やハラスメントがあっても
直接言いにくい。
●1日2から3時間ほどの残業をし
ますが手当をいただきません。
●請負契約なのに身元保証人を
要求され、知人になってもらったが
就業時の身元保証人制度は限定
的なものであってほしい。
●労働人数にゆとりがない
●自営。老後の貯蓄ができない。毎
年の税金が高すぎる。
●正しいことが通らない。声の大き
い、強引な人の意見がまかりとお
る。トップに責任感がない。
●パワハラ
●無職
●自分の能力不足を感じる。職務
経験はそれなりに重ねてきたが、
まだまだ異動するたびに力不足を
感じる
●非常勤職員
●自営
●無職
●職務がハッキリしていない。夏
休みが三日しかない
●無職
●仕事は時間と体力のある時だけ
やる。
●企業が正規職員をいつでも理由
なく解雇できるようにする条例を
整備して下さい。そうすれば若者
の失業問題は改善され、劣悪な労
働環境の企業は淘汰されます。日
本は正社員の解雇規制が強すぎま
す。それがあらゆる労働問題の元
凶です。

●ボーナスカット、8年目(年収300
万)
●個としての人格でなく便利な道
具のように思われているようだ
●給料と労働時間のバランスが悪
い
●衣食住で最も住が高すぎる。多
くがホームレスになる。
●仕事が少ない上に単価が安い
●正社員〉派遣という身分制度が
硬直化している
●有給休暇が殆ど取れない。毎年
20回近く捨てている
●看護師なので人員不足の為まと
まった長期の休暇が取りにくい、仕
方ない。
●景気が良くなったと言うけれど
あまり現状は変わりません。まだま
だ不安定です
●給料が上がらないので預金もま
まならない。年金が貰えるか不安
もあるので政府には無駄遣いをや
めてもらいたい
●賞与退職金など契約社員には何
もない。そのくせ社員はボーナスと
やり放題
●収入の安定化
●労働時間は長い(深夜勤務・12
時間)が、時給が安い。休憩時間も
休憩出来ない時がある。勤務シフ
ト20時~8時の間実際休めるのは0
時~2時までに20分×2回を交代制
で。
●自営業。
●自営業。
●契約社員と同じ職場で15年勤務
したが、退職金が無く契約更新も
例年曖昧で、立場の弱さを感じた。
●時給が年々下がり(現在900円)、
生活し難い。来年4月以降の契約が
無く、生活が不安です。
●日・祝日しか休みが無いので、週
休2日にして欲しい。
●自営業。働いた時間を計算した
ら、時給1,000円以下。脱サラして8
年。年間400万円の売り上げ。経費
(ガソリン・駐車場・その他)が掛か

る。区や都に支払うものが沢山
あって、もう生活して行けないかも
…。
●平均年齢が若い業種なので、
ずっとこの仕事を続けていられる
か不安です。
●体調不良の為病院通いが多く、
仕事も余り出来ない。少ない収入
で生活してる為、将来の事・体調の
事など、毎日不安で生活している。
●自営業。
●有給申請しても受理されない。
労基法を調べ様々な不当待遇につ
いても声を上げたが、陰で悪口を
言われ辛い。しかし契約期間内で
辞める事は出来ず、嫌がらせに耐
えている。
●人員がギリギリで、代わりの人が
居ない。
●年金生活だけでは不安なもん
で。
●自営業。将来の福祉がどうなる
か分からないため、消費を抑えざ
るを得ない。
●建物内で喫煙する人が居る。何
度注意しても止めない。煙は上に
上がる。
●福祉作業所に通所しているの
で、工賃が数万円しか貰えない。
●現在病気療養中です。
●定年後のアルバイト・パートの
為、特に感じる事はありません。
●消費税や物価上昇ペースに給
与が追いついていない様に思う。
●ボーナスが無い。歩合制。なので
高い給料を貰うには休みを削って
働くしかない。何時まで体力が持
つか分からない。
●24時間態勢の会社であり、休む
人の事を悪く言う社員が居る。
●自営業。日本経済に不安。
●経営者。福祉関係の仕事をして
いるが、労働の割合より収入が少
ない。
●中小企業でアルバイト身分です
と、有給の概念はありません。
●自営業。

●更年期障害っぽい職員の対応が
難しい。又、自分自身も更年期障害
になりつつあり、心の病にかから
ない様に注意している。
●社員が幼稚で更に会社に規則
が無いので、社長が決めた事、気
に入った人で待遇が違う。長く居る
女子社員が全て金の事を自分の価
値観で判断する為、人間関係も経
費も上手く回らない。
●共産党に経済を良くするための
具体的な取組は全く無いと思う。
批判ばかりで中身が無い。
●3年前に非常勤の更新は最長4
年と言われた。それ以降上司が替
わり、考えているとは言うものの一
向に説明が無い。
●今時特別な業務も無いのに、8
時から17時の勤務は朝が早く睡眠
時間が少ないだけではなく朝食を
摂る事も出来ない。社会問題に
なっているアルツハイマーや他
色々、それに拍車を掛けている労
働をさせる会社が多い。
●月に二回の顧問契約。
●年齢的な体力の低下。
●主婦(育休中)。国保が高過ぎる。
社会保険に入りたい。もう一人産
む時も社保だと育休手当が貰える
から助かる。国保は高いくせに還
元率が低い。
●人手不足、部署内の人数が少な
過ぎる。
●年金生活者。
●老老介護(無職)。健康な老人に
も働ける場を。
●子どもの急な発熱等にも対応し
て貰える会社を増やして欲しい。
●会社の利益が少なく、社長がお
年寄りなので何時倒れるか、倒産
するかもしれない。
●自営業。
●自営業。自営であり、使用人に給
料を払うと殆ど自分の給料が出な
い。
●人件費・人件費と上から言われ、
抑えると一人辺りの労働時間が長

くなる。また給料が安い為、長時間
働かないと暮らしていけない。
●基本給+歩合制の為、基本給が
低く設定されている。ノルマがあっ
て、それを達成しない限り基本給
のままっていうのが、気に入らな
い。でも雇い主はノルマをそんな
に高くしているつもりは無いと言
う。
●無職。
●学生。
●セクハラ・パワハラ野放し状態。
解雇は会社の好き勝手。
●無職(病気)。
●給料が安いので入って来ても直
ぐ人が退職してしまい、残った人に
負担が掛かる。
●時給がなかなか上がらない。
●年金生活者。
●個人の体力・体調に準じた労働
形態でしっかり生活出来る様に、各
年代の人々総てにおいて。
●生活が苦しい。
●時間内に終わらない、持ち帰り
の仕事がある。
●フリーランス。特に無く感謝(多く
を期待していない事もあります
が)。
●外国企業の日本支社に勤務して
おります。日本は差別の国です。職
業で先生と呼ばれます。一般の人
はおじさん・おばさんと日本だけ
呼ばれます。人権無視です。
●不当解雇につき係争中。労災事
故に対し元請けと雇用先(建設)は
無責任。点検等(賃貸マンション)の
会社(10人程度、その他も)潜りの
様な低賃の会社有り。
●自営業。
●時給888円。最低時給。
●大学の非常勤講師なので、契約
がMAXでも5年以内の更新しか出
来ない。将来が不安。現在産休中
だが、復帰出来るかも不安。
●無職。病気になる前の職場では
給料は安く、週22.5時間残業。労働
条件の改善が必要。

●不満を言って人を集めようとす
る人間に、すり寄る事の無い様に
十分注意して下さい。
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新宿区にやってほしいこと
●会社に対する抜き打ちの査察を
行って欲しい。
●厚生年金、就労保健などの雇用
主側へのチェックをして欲しい。
●保育士不足なのだから、もっと
時給を上げるよう要請してもらい
たい。
●ブラックバイト・セクハラ・パワ
ハラetc．相談窓口の設置。
労働者に理解のある経営者を育成
して欲しい。
普段よりケアできるように診断項
目を充実して欲しい。突然手遅れ
の状況になるのは気の毒です。
老人介護の充実
●60歳を過ぎても仕事を探せる所
があれば良いと思うが。
●仕事がキチンと出来れば年齢に
関係なく雇用して欲しい。
●国会は選挙をすれば自民党が
圧勝、数に物を言わせ強引に採決
されます。早く共産党に勝って欲し
い。
●アルバイト代が安いので困って
ます。
●子育て中の主婦が短時間でも働
ける環境を整えて欲しい。
●区でやって欲しいという事は即
ち区に従うという事です。それは考
えない方が良い。政党が関与する
事ではない。
●区役所など手続きを一般サラ
リーマンも利用できる時間にして
欲しい。シフトして。会社まで一時
間かかるため、平日何も出来ない。
休日は家族の病院・家事で追わ
れ、休む暇など無い。本当に疲弊し
ている。心の病気になりそう。うち
はＷ介護です。親と子２人。
●相談窓口
●日本は平和で平等である。泰平
になれて自助努力が足りない。
●パートでも社員並みに仕事をし
ている人には、有休や社保を与え、
時給を上げる。ボーナスなどの待

遇を考えて欲しい。郵便局はパート
に残業させている。休み時間も名
目はあるが無いに等しい。建前だ
けでなくその分休み時間若しくは、
その分支払うべき。
●男女同一賃金。
●真面目に行政をやって欲しい。
我々には分からない。意味のない
支出が多い。（例：議員手当、活動
費）
●フランスのような充実した社会
保障制度を作って欲しいです。
●道路・道での禁煙を徹底して欲
しい。裏道ではタバコの吸い殻が
結構落ちています。
●学童保育の充実！！（下落合に学
童はありますが、多くの子どもが狭
い部屋で過ごしており、業者さんは
頑張って下さっていますが、区が状
況をまったく理解していないです）
●安保法案に反対して欲しい。
●長期安定雇用が一番ですが、失
職した際、次に繋げる仕組み作り。
●親身になってくれる法律事務所
の紹介。泣き寝入りを防ぐため。
お仕事悩み相談窓口事務所を設
けていただきたい。
同一労働同一賃金の徹底。
●労基所に頑張って貰いたい。
●中小企業への支援。
●自分の体力に合わせて働いてい
る。しかし若い人はなるべく正規の
社員さんにしてあげて欲しい。
●労基でカバー出来るか、雇用主
とのコミュニケーション。
●行政で何ができるのか。
●大学院生で無休の中、病棟勤務
をこなし、アルバイトで給料を稼い
でいる状態。子供が二人目が生ま
れるが、復帰するにはサポートが
必要であり、資格や技術を得るた
めには長時間（当直）勤務も必要。
●病児保育施設を増やす。
●雇用が増え、安心して働ける環
境を整えて欲しい。

●仕事のミスマッチ是正策。
●区段階では無理。
●（区でやるという事は）難しいと
思う。
●産・有休があるなら同様に、親の
介護のための休みや仕事時間の
調整がし易くなる様にして欲しい。
●非正規雇用の雇い止めの改善。
●シニア世代でまだまだ働ける方
が多いのに、年齢で働ける所が少
ない。
●相談窓口の設置。
●管轄の職安ともっと連携して欲
しい。
●ワークライフバランスの実行
●健康的な生活を送るための促
進計画
●老年期の人でも働ける「シル
バー人材活用」に力を入れて欲し
い
●現場の努力が一番。行政ででき
るのは依頼された時にどんな動き
ができるかと周知する事
●特養の入所施設増設
●立ち入り検査
●労働行政は区の仕事ではない
のでできる事は限られていると思
う。
●個人加入の労働組合や都の労
働相談センターの活用をしたらど
うか？
●子ども達の教育を充実してほし
い
●自営業者にも底辺に居る人がい
ることをわかってほしい
●病気でも平日は元気にしてるの
でいくつになっても働ける限り働
いていきたい
●学生アルバイト（パート）に責任
持って仕事しているという意識を
持つようなにか良い対応はない
か？
●インフラを整えて欲しい
●学歴のない青少年の希望
●所得税の引き下げ。頑張った人

が報われるようにしてほしい。
●子どもが障害者で働く職場がな
い老後が不安である。
●相談窓口
●「働かざる者食うべからず」の教
育
●職場は港区
●中高年の健康維持策を実施して
欲しい。無料で！または１００円～
２００円レベルで実施して欲し
い。テレビ番組で紹介される各地
の例を見るにつけうらやましく感
じる。
●特に思いつく事はありません
●本当に有益な人材育成に力を
入れている中小企業がより負担の
少ない融資が受けられるシステム
を構築してもらいたい。このとき融
資対象社の与信判断を記入会社
任せにしないで欲しい。
●何か出来ると思って居るんです
か？上から目線の質問ですね
●行政が積極果敢に対決する姿
勢が働く労働者に夢と希望を与え
社会の為家族の為もう一度頑張る
勇気を産む。
●特にない、期待していない。
●ブラック企業の取締り
●給料を上げることで有能な人材
を確保したい
●悩み事を相談して欲しい
●他のところを知らないがよくやっ
ている方だと思う
●ブラック企業の行政指導
●時給を上げる
●保育、介護の充実
●シングルマザーには、がん検診
無料にしてほしい。検診理由なら
職場を休みやすいので。
●ハローワークの規模により、もっ
と小さくて地元での求人がわかる
システムがあれば求人側と求職者
とのよい関係ができると思います。
●働き先の年齢制限、排除
●多額の税金を支払うために、仕

事をしている感じ。負担を減らして
ほしい。何のために生きているか
わからない。
●職場の人事担当者、またその上
司に対する労働法規の教育
●独立、自営業、起業に対する支援
●人材センターでやっていること
を若い人でもやれるような場所を
つくってほしい。
●年齢制限を辞めてほしい。働く
意欲のあるものにチャンスを！
●ハローワーク担当員の心からの
支援をお願いします。
●新宿区がどうのってことではな
い気がする。
●もう子育ては終わりましたが、若
い世代の保育時間や場所を確保し
てあげてほしい
●無料でパソコン講習
●働く機会が公平にあるといい。
●他区で働いているのでわかりま
せん。
●労働基準監督含め、行政は当て
にはならない。
●求人の書類に虚偽があった場
合、公表してほしい。
●区から率先して性差別を無くす
取り組みをしてほしい。
●いまの日本人は４０代、５０代
でも精神が子どもの人が多いと感
じます。人のベースをあげないとと
思うのですが。
●企業に法令尊守をしっかりさせ
ること
●私は今は独身ですが、シングル
マザー＆ファザーのために保育所
の充実と時間延長などがあると、
時間の心配をせずに親御さんも働
けると思います。
●もっと住環境を整えてほしい。通
勤が大変。
●再就職のサポート。時短勤務の
拡充を！
●介護報酬を上げて欲しい。事業
所も苦しい

●定年の年齢を上げて欲しい
●安全安心な街づくり
●ベーシックインカム
●新宿区内の企業を使うべき
●託児所を増やす
●最低賃金の底上げ
●小企業にも調査が入ってほし
い。（ハローワークで紹介された仕
事です、事務）
●使用者に報告させるだけではダ
メ。抜き打ちの調査もして緊張感
を持たせないと。
●監査に入ってほしい。労働者の
ストレスチェックをしてほしい。決
まった年休をきちんと取れるよう
にチェックしにきてほしい。国立国
際医療研究センター７：１看護体
制がとれていない
●育児の為の休暇に対し保障して
いただきたい
●社員同士の挨拶と笑顔
●まずは労働時間を守ること

（サービス残業禁止）
●障害者雇用をもっと充実
●公的な就業時の身元保証人制
度
●サマータイムの導入
●公共交通を充実させてほしい。
●品川区の仕事なのでない
●ワークシェア、残業をなくすため
に取り囲み
●新宿の事業所で従業員の待遇
をよくすると、補償金をだすとか、
働く人が笑顔になることが会社に
とっても良いと思えることを制度的
に作る
●気軽に労働問題を相談できる窓
口があるとよい。専門的な内容で
も相談に応じてくれる
●歳でも元気な人は働きたいので
雇用を増やして欲しい
●働かない者ではなく働く者の生
活が安定するようにして欲しい
●能力に合わせた人材を募集す
れば。
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Ｑ２　仕事について
●突然の解雇やリストラの際の救
済支援
●新宿に住んでいるので区内に仕
事を見つけたいが中々見つけられ
ず他の区や県で仕事をしていま
す。区民に区内の仕事情報提供が
あるとうれしい。
●環境より給料が上がるのを願う
●東京都のパート・契約社員など
の時間給の大幅引き上げ
●職場それぞれの事情はあるが、
業種毎の労働環境の把握と指導・
罰則・公開、事業者のモラル向上を
望む。
●同一労働・同一賃金・労働時間
短縮等、先ずは区役所から始めて
欲しい。
●介護保険制度の充実を図る為
のケアマネージャー育成。
●60歳以上の雇用を増やして欲し
い。
●行政で出来もしないのに質問す
るな。
●女性の働く権利を守る条例を
作って欲しい。
●ブラック企業の精査・調査
●ブラック企業はあるので、査察
等してはどうか。
●働き易い講座を設けて欲しい。
●「労働基準法等を企業に遵守さ
せる事。その為に労働基準局が強
い指導をする事」を実現して頂き
たい。
●最低賃金や給与水準の上昇を
促して。
●環境に不満はありません。
●働き方について研修等出来る事
は何でもして欲しい。
●悪質なパワハラやノルマ等酷い
ブラック企業を処罰出来る様にし
つつ、尚且つ努力している中小企
業にはバックアップして欲しいで
すね。
●年齢制限の無い職場を社会に
拡げる事。週３回位で皆が働ける
環境を作る。
●新宿区内に存在する会社で働く

人達（手取り21万円以下の低月給
者）を含む低所得者（日本人のみ）
に住宅手当を付与して欲しい。又
は法人の場合、社員に付与する事
を義務付けして欲しい。
●中小企業への支援。
●子育てママだけの職場があった
ら、分かって貰えると思う。
●自宅介護しているので、自宅で
出来る仕事を。
●ブラック企業摘発を積極的に
やって欲しい。
●ブラック企業の実名公開。
●非正規雇用で働いている人（特
に正社員を目指すアルバイト）の
ための、キャリアアップ講座。
●きちんとしたゴミ置き場を作っ
て欲しい。
●最低賃金を時給900円にして欲
しい。
●福利厚生の充実。経営者支援詐
欺の排除。
●セクハラ・パワハラへの取締強
化。安定した雇用機関。
●欧州先進国の様に、しっかりとし
た失業保険を充実して次の職業に
就ける様にサポートを。
●正規社員を増やして。安定した
生活が送りたい。
●残業を減らす。固定給を上げる。
※区への要望ではないかもしれま
せんが。
●外国の新聞等は読むチャンスが
無い（日本だけ）。新宿区の学校図
書館に置いて欲しい。読めれば安
倍さんの正体も分かります。
●ブラック企業（悪質会社）にアン
ケート調査をして、見付け次第新
宿の広報誌にその会社を実名で
載せて欲しい。そしてこの様な会社
には絶対入社しない様に呼び掛け
る。これくらいしても良い。
●会社の仕事内容・質が悪い。これ
を指摘・指導等して欲しい。
●区内での女性の活動推進企業
の表彰式があり、区長は「区も学ぶ
所があるが、手を挙げる女性職員

が少ないので。」と。何故上級職に
手を挙げる女性職員が少ないかを
調べ、改善するのが吉住区長の役
割では？多くの若者・女性が新宿
区に勤めたいと思える様に。
●生活保護基準を甘い基準でどん
どん税金を使うのは止めて欲し
い。区の職員教育をしっかりやって
欲しい。



▶13◀

Ｑ３　税金・社会保障について
住民税や健康保険料・介護保険料の
負担は昨年と比べてどうですか？ 性別

年代別
（792人）

（266人）

（39人）

（46人）

（100人）

（267人）

（98人） （33人）

（35人）

（369人）

（156人） （51人） （32人）

（117人）

（19人）

（14人）

（6人）
（9人）

（20人）

（17人）

（1人）

（10人）

（39人）

（58人）

（94人）

（60人）

（266人）

（124人）

（116人）

（25人） （15人） （4人） （16人）

（20人） （17人）

（31人） （15人）

（67人）

（32人） （11人）

（42人）

（27人） （7人）

（11人）

（5人）

（5人）

（4人）

（11人）

（1人）

（5人） （2人）

（3人）

（11人）

（17人）

（6人）

（7人）

（21人） （5人）

（7人）

（5人）

（10人） （4人） （3人）

（1人）

（2人）
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Ｑ３　税金・社会保障について
その他の回答
●生活保護受給している。
●比べてないから分からない。
●元々負担が重過ぎる。
●保険料の使われ方が不満。
介護保険が年金から引かれ健康保険
に加算されるのは変です。
●現実には負担は重くなっていかざ
るを得ないと思う。
●負担については仕方ない（これ以
上重くなってもという意味ではな
い）。
●考える暇が無い。
●保険でカバーされる範囲を低くし、
結果として保険料をできるだけ安く
抑え、より多くの人が支払う事が出来
る様、より多くのカバーを求める人に
はプレミアム料金で。
●収入とのバランスで負担増と感じ
ている。
●これ以上の負担は耐えられない
が、或る程度は仕方がない。
●或る程度は負担が重くなっても仕
方がない。
●応分の負担はすべき。
●不景気だから、収入が減ったから。
●年々負担が多くなっている。収入の
多い人から貰って欲しい。母子家庭
の友人は非常に大変である。
●適正な行政なら、仕方がない。行政
のあり方によりけり。
●殆ど変わらない。
●少額ですが重くなった。
●本年引越のため比較できず。
今年度住民税、非課税になった為
現在も医者にはかかっているが、介
護保険を使わないよう心がけている
身としては、他の人を支えるだけの税
金のようなもの。
●給料天引きでわからない。

●企業健保から国民健保に移行した
ため負担軽減。高所得者は負担を
もっと増やすべき。
●不明。
●退職２年目なので、収入減により
税が軽減。
●現状で仕方ないと思う。
●週３日６Ｈ勤務なので。
●税金の使い道が大事。
●よく調べないので分からない。
●無駄遣いはやめて下さい。
●支払える人は多く払う。払えない人
には無理させない。
●議員削減、そして歳費も。そしてそ
れを皆に配分。
●使い方を考えて欲しい。高齢でも
保険を使っていない人の負担が大き
い。
●特に介護保険の負担が大変であ
る。
●国民年金が10年前の半分になりま
した。
●所得が減ったため軽くなった。
●第二のギリシャにならない様に。
●あまり気にしていない
●年収が変動するので不明
●昨年の収入低い為
●介護保険料が高くなった
●きちんと払っている人もいるようで
残念
●収入が無くなったから
●ただし、納得ができれば増えても我
慢する
●老人にはもっと増やすべき
●収入が減ったので減りました
●難病に限り自己負担無し
●給料が上がったが苦しくなった。結
果の平均政策に反対する。
●引き落としなので見ていない。わ

からない。きちんと払っていますが。
高齢者増で負担増は仕方ないが安い
方がよい
●不動産を手放したので今年のみ増
生活保護費とサラリーマンなどの実
収入はどうなっているか年金生活者
からの負担はおかしい
●その人の生活レベルによる。格差
に対してもっと柔軟に対応すべき。
●高齢者が増加しているのに税や保
険料を軽減する事自体がおかしなこ
と。耳障りの良い政策より現実を直視
した行政を！
●調べてないのでわからない
●年金生活をしているので少しくら
い重くなっても仕方ない
●ただし、高齢層が優遇されすぎの
ため若年層（４０代以下）への軽減
必須
●収入が減った。制度的に最初から
介護保険の一割負担は無理だった。
●多少は負担が重くなっても。
●全部ではないが介護保険は高く
なった
●5千円の課税の通知で8万円の介
護保険
●もっと減らすべき。もっと収入によ
る差をつけ、低所得者には安く。
●いうことは簡単です。減らしたらど
うなるのですか？　医者は年齢的な
ものですねと、薬漬けにする。
●わからない
●負担はあたりまえ
●税金はもっと大金持ちにたくさん
払わせるべき。庶民（中間層）の負担
が大きすぎる。
●高額の収入がある人は重くなって
も仕方ない。
●わからない

●国の負担増
●現収入で払えているので考えてい
なかった
●負担は重いと思う。
●生活保護受給
●負担が重くならないようにしてもら
いたい。
●生活保護
●よくわからない
●引き続き重い
●1月に他区より引っ越してきたので
すが、介護保険料が６段階引き上げ
られて驚いた。年金が少ないパート
で働いているのでその分、税金、介
護、健保が高くなり首を絞められてい
るようです。
●給与が減ったので重く感じるのか
も。正職員→アルバイト
●こどもたちのためなら税が重くなっ
てもいい
●高齢化や国の事を考えるとある程
度は仕方ない。しかし、無駄な公共事
業や軍事費に使ってほしくない
●以前に比べて高いと感じる
●保険料の決め方を上の負担を増
し、下の負担を減らして生活しやすい
ようにしてもらいたい
●給料が下がったから相対的には軽
くなった。Q３－２設問の回答例→な
ぜ現状でいいとの選択肢がないの
か？悪意に感じる。
●一般保険1940円増など、介護保険
330円増。これらの税金が正直どう使
われているか不安。今の政府は信用
していない。正直に使われているの
なら負担が重くなっても仕方ない。
●収入が減ったから
●意識していない
●重いと思う

●もっと負担が増えても仕方が無い
が、但し条件付きで。財源が無いな
ら。困っている人が助かるなら。
●住民税・健康保険料・介護保険料
については難しい問題です。
●お互い負担するのは当然。だから
負担が重くなっても構わない。
●生活保護受給者。
●今の税金の使われ方には不満・不
信です。負担を増やすなら一般庶民
の社会保障にきっちり再分配して、
セーフティネットを確保して欲しいで
す。
●特に介護保険については、利用料
も含め考慮が必要だと思います。
●年金を貰っていない、親の支払い
が大変です。親の為に働いている様
なもの。
●分からない。
●分からない（引っ越しの為）。
●免除。
●正当なものであるならば、問題無
い。
●収入に対応させるべき。収入を
キッチリと調べて欲しい。
●分からない。
●昨年高額医療を申請したので、負
担が軽くなった。
●世界中の人が介護保険料は必要
ないと考えている。
●解雇等係争中なので分からない。
●生活保護受給者。
●分からない。
●もっと負担が重くなっても仕方が
無いと思うが、一万円位まで。
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Ｑ３　税金・社会保障について
住民税や健康保険料、
介護保険料の負担について 性別

年代別

（642人）

（141人）

（277人）

（10人）

（173人）

（197人）

（306人）

（139人） （18人） （44人） （53人）

（56人） （65人）（104人）

（3人）

（67人） （55人）（129人）

（7人）

（1人）

（10人）

（29人）

（57人）

（68人）

（54人）

（211人）

（99人）

（90人）

（23人） （7人） （9人） （21人）

（42人） （23人）

（32人） （33人）

（91人） （39人）

（32人） （14人）

（2人）

（29人）

（10人）

（5人）

（2人）

（11人）

（34人） （36人） （20人）

（1人）

（19人） （17人） （9人）

（2人）

（17人） （11人） （11人）

（2人）

（7人） （7人） （3人）

（1人）

（2人）
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Ｑ４　区政への要望
住宅・まちづくり（複数回答 3つまで）

性別

年代別

そ
の
他

そ
の
他
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Ｑ４　区政への要望
住宅・まちづくりその他の回答
●明治通り歩道の整備、点字ブ
ロックの一列化。
●町が汚過ぎます。歌舞伎町、新宿
駅周辺など、人も多過ぎるし汚らし
くて行く事をためらいます。
●最小限の予算でやって欲しい。
デザイン性の高い物にはお金を使
わない。
●増設ではなく誰でも暮らしやす
い環境整備を含めた再生。同じ屋
根の下に診療所、介護、看護ステー
ション等のある住まいに。何故霞
が丘団地を壊すのですか？
●駐輪、駐車を徹底的に取締り学
童の通学に支障のないよう区の駐
輪担当に言ったがこのことを貴党
に言って直らなければ警視庁、公
安に連絡。又はライン・ツイッター。
●暑いときに老人が少しの間涼め
るような場所が所々にあると安心
して散歩に連れ出せる
●歌舞伎町の浄化。
●固定資産税の減税。
●子どもが安心して遊べる広い公
園。
●項番6．についてはボランティア
を活用。区の財源を抑えゴミを発
生させない仕組みに転換させる。
ゴミを発生させた者に負担を掛け
る仕組みを。
●項番4．は特に歩道に違法駐輪し
てある自転車で迷惑を被っている。
●自転車運転者のマナー向上。
●羽田空港新飛行ルートの廃止、
又は時間短縮。
●公営住宅なんか、外国人だらけ。
意味がない。
●母子家庭の高校生まで学費の
補助をしてあげて欲しい。
●放射線を含む大気汚染対策。
●公共の場所での徹底的禁煙。歩
きタバコに罰金を。
●人道と自転車道の完全分離化。
自転車の暴走族が多く事故が起き
る。

●治安。
●防犯カメラの設置（路地）でも。
●小売業対策。
●資源ゴミの持ち去りが酷いで
す！
●出来るだけ早くサイクリング
ロードを作って欲しい。
●ミニバスを通して欲しい。
●高齢者をボラティアで活用
●自転車専用道路
●高齢者住宅の増設、入居しやす
い制度
●若葉の狭いまま道路、震災など
考え、人口密度と道の狭さ、早急に
見直してほしい。
●運動施設、保健所の拡充
●空き家対策が最重要課題では。
生活環境が比較的良いとされてい
る下落合三丁目でも空き地の空き
家が増している。
●カラスを減らす
●道路に痰をはかない。罰にたば
こ同様お金をとって
防犯対策強化
●2020年東京オリンピックに向け
日本の中心である新宿を徹底的に
美しい街にして下さい。
●空き家対策。
●項番1、2セットで。公営住宅に入
れない方に補助を!!
●路上禁煙の徹底。
●特にバイク路上駐車対策。
●歩道に駐輪すること、お店の商
品を出し歩道が狭くなる事を取締
りして欲しい。
●放置あき屋周辺が汚れていく。
オーナーに注意など出来ないもの
か？
●自転車のコース設定。
●バス運行の増設、時間増回。
●夜間でも安全に歩ける。
●防犯カメラの増設。
●高齢者、少子化対策の住宅町作
り。
●生活保護受給者専用施設の建

設（受給するにはココへの入居が
条件、区内である必要なし。）単な
る公営住宅の建設は反対。
●出し方が未だ守られていない。
●道路拡張を早く。
●バスの運行（区経営）街バス。お
年寄りのため。
●住宅リフォームの紹介・斡旋。
●項番5.特に歌舞伎町・大久保通
り。
●４Ｍ幅の道路にはみ出している
自販機の撤去をして欲しい。
●犬猫殺処分をゼロに！
●介護士の労働条件改善
●公園の充実
●犬の糞を処理しない人が多い。
公営住宅の周りに多い。
●若い人への対策
●安心して過ごせる町
●歩道、自転車道の整備
●電柱の地中化
●区のミニバスを走らせて。（飯田
橋交差点江戸川橋駅）助けて下さ
い！
●公共事業の削減
●自転車レーンの設置
●オリンピック２０２０の流れを
見るとまだまだ使える資金は大有
りだと感じる
●交通ルール
●多種の税金の負担減らし
●借地人の保護。老人の安心して
子どもに継げる街と家
●中井駅北口改札を地上に。
●住宅地の道路の拡幅
●消防車が入る事ができる町の整
備
●自分で稼げ！
●瓶、カン、ペットボトルを以前の
様に黄のコンテナと網で回収して
欲しい。
●道路の改善、電柱の撤去
●１．２．３は自己責任負担。１．
公営住宅といえども地域と比べあ
まり安いのは？整合性をみるべき。

●老人ホームを作って欲しい
●駐輪の取り締まりの強化、違反
●車の即撤去。現状は違反のシー
ルを貼るだけ、１車３枚も貼って
ある。チェックにこない。明治通り
●子ども達が遊べる場所の拡充
●歌舞伎町にばかり重きを置かず
生活圏の人々の為に地味な策を
やってください。
●頼るばかりではダメです
●地域環境に見合った土地有効利
用と制限
●高校生以上の子どもへの子育て
支援
●歩道舗装の質の向上を。凸凹す
ぎて危険だ
●高齢独り暮らし、保証人なしでも
借りれる住宅が欲しい
●路上駐車を減らして
●地域猫のボランティアに援助を！
正しい税申告とムダをなくし効率
よい行政を。
●文化政策として交通のアクセス
がよく小中規模の各種芸術の個展
ができるビル（施設）
●町の安全対策・・タクシー、一般
車の無規制駐車が多い
●大久保、新大久保の飲料店全部
が保健所の許可を受けているよう
には思えない。
●安定した生活
●歩道がせまい。自転車専用道路
●道路整備
●建築物、建築中のきまり
●車道に自転車専用レーンを
●町の安全、外人が多いのでコ
ミュニケーションの場があるとい
い。
●商店街活性化のための地域振
興券
●特にカラス対策。ゴミを食い荒
らす。
●歩道と車道が混合している。キ
ケン状態。解決望む
●３は使いやすい制度であること

●高齢者のためのバス停、屋根の
設置（全バス停）
●歩道をふさいでいる自転車を厳
しく
●駐輪違反の徹底的取り締まり
●安心、安全の町づくり
●西早稲田駅近辺明治通り舗道両
側の整備、何年ほっとくのでしょう。
●高齢者にやさしいまちづくり。
●道路に自転車を自由に置かせな
い。通れない。多すぎて。
●高層化制限を厳しく住宅地の。
●歩きたばこ禁止。歩きスマホ禁
止。●自転車スマホ禁止。
●図書館の開館時間の延長、勉強
しやすい環境の整備、高田馬場の
図書館は汚いし、狭い。
●ホームレスのかたへの対策。
●ワンルーム、アパートなどで必ず
ゴミ箱、金物で外からみえにくい風
通しのよいもの→まちの美化
●生活保護の見直し。
●コレクティブハウスなどの多世
代で支え合って住む住宅。
●公衆浴場をつくってほしい
●町内の消火器設置場所の増設
●ライフライン（埋設）の定期的な
点検、災害対策
●駅前の道幅狭い。危険な道の改
善。
●駐車違反車両の取り締まり
●老人問題。空き家。
●区立病院希望
●街灯を増して明るく
●景観の条件を守ってほしい。
●地震対策
●段差をできるだけなくしてほし
い
●風情、情緒豊かな都市へ
●住民のくらしをしっかり調査して
欲しい
●禁煙対策の徹底
●高層建築の規制、温暖化、災害
などを考えるとこれ以上住民が増
えるのは好ましくない

●図書館の充実、福島県白河駅前
の図書館はすごいです
●児童公園の取締パトロール
●魅力有る街作り
●路上喫煙の取締を強化して欲し
い。ポイステもとりしまってほしい
●外国人の無秩序をどうにかして
ほしい。日本人が小さくなってい
る。●街の安全強化。
●高さ制限をもっと厳しく。建坪率
の緩和を中止
●空き家対策
●区の回収用に出した資源ゴミを
持ち去ってしまう悪徳業者を取り
締まって欲しい
●治安対策
●客引きなどの禁止
●通行禁止道路（スクールゾーン
の見直し、徹底、例7：30～8：30と
か）
●福祉
●路上喫煙絶対禁止（外国の方
も）、パトカーでも注意してほしい
●江戸川小学校の通学路にガード
レール設置
●神田川をきれいにしてほしい。
虫がいる。
●不法滞在、外国人排除、土地購
入の規制
●介護施設の増設
●無人アパートの処理、買いたい、
整地
●自転車道の充実
●空家、ゴミ屋敷の活用法
●公園を増やしてほしい
●電線の地中化。
●バリアフリーは無料でお願いし
たい
●自転車道の整備、事故防止のた
め、歩道と分けてほしい。
●高層住宅はいらない
●浮浪者対策。
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Ｑ４　区政への要望
●山手通りのように歩道を拡げて
ほしい
●日本文化の一般化
●選挙の際に、投票所で作業する
新宿区役所職員の日当は三千円以
下にする。
●中井駅改良工事の促進化！
●空き家問題
●非常時に備えて備蓄
●長年ボランティアなど奉仕の生
活でいきてきた貧しい老人に目を
とめ助けて欲しい
●外国人観光客のモラルの無さ、
病気や外来種の動植物など安全
な体制を作ってもらいたい
●電柱の地下化。●路地を通行す
る車の規制。
●新宿区議会議員の定数削減。
●ホームレス対策。
●老人ホーム。
パチンコ違法化。
●区をあげ防犯意識を高める運動
をして欲しい。
●特に北新宿のゴミ。
●歩行喫煙の禁止厳罰。高田馬場
の客引き。歩道の立て看板の撤去。
●タバコに火が付いたまま、家の
庭に投げ入れられる。歩きタバコ・
タバコのポイ捨て・犬の糞尿、家の
壁にするな!!
●防災対策を強化する。
●公共の浴場を作って欲しい（温
泉の大浴場）。
●鳩の糞被害対策。
●歩道の整備をして欲しい。駅前
にパン屋・バイキング・ケンタッ
キー・ドーナッツetc.軽く食事が出
来るお店がいっぱい欲しい。今
ちょっと寂しい。
●禁煙区域での喫煙の取締強化。
●同日ならば、区内何処でも使え
る共通券を発行して欲しい。
●ドッグランを作って欲しい。
●私道整備の補助金増額。
●項番1、2は要らない。
●治安維持。
●子どもに優しい町になって欲し

い。少子化なのに人口増やす気無
さそう。
●固定資産税（家屋）は年次毎に
減らすべき。
●区民農園を（例えば中央公園の
空き地に）作って欲しい。
●地域の祭り等への補助。
●歩道の拡幅。
●道端至る所にゴミが捨てられて
いる様は、文化国家とは到底思え
ない。
●無料駐輪場の設置。
●キャバクラ・ホストクラブのぼっ
たくり排除。
●広告・看板等の規制。
●韓国人の夜間の騒音。
●一般のアパート家賃が高過ぎ
る。
●防犯カメラ増設（公園・暗い道）。
●項番4.に補足です。駐輪場を増
設して頂き、自転車で何処へでも
行ける様な街に整備して欲しい。
●しっかりした歩道を。
●明治通りや大久保通りの商店街
が無い場所等、掃除を誰かに頼ん
で下さい。道路は綺麗でいて欲し
い。戸山団地の27号棟の下と30号
棟に向かう通路階段の黄色の小花
が鬱陶しい程散ります。花や葉の
散らない木を植えて下さい。この
間の台風でエンジは一本倒れまし
た。もう古いので、危ないのです。
●都営住宅自治会への補助金投
げ捨て的なばら撒き（不正使用等
の精査）。
●休憩するためのイス・ベンチ等
の設置。
●喫煙コーナーの増設。少なくとも
販売している所（販売店・自販機）。
●項番1．項番2．は要らない。
●一階建ての家並みを沢山残す
様にして下さい。
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Ｑ４　区政への要望
医療・福祉・介護（複数回答 3つまで）

性別

年代別
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介
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介
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保
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料
の
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下
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Ｑ４　区政への要望
医療・福祉・介護その他の回答
●一人暮らしで急な病気や怪我で
長期に動けなくなった時、対応して
貰える窓口が無い（介護認定を受
けていない場合）です。
●全ての人が公平に負担すべき。
各種保険制度の中でムダ使いをし
ている所が沢山ありそうです。徹底
してムダ使いを無くす政策を！利用
者のために効果があり効率性の高
い制度に。
●健康保険料の引き下げ
●介護利用の容易化。
●ゴミ清掃員の給与開示。区税の
無駄遣いでは？労働実態を調査し
て欲しい。
●年金額は減額され、生活費は値
上げ等により段々生活が苦しくなり
ます。
●高額医療費、例えばMRI等を病院
間で共有する仕組みによって、患者
の負担を減らす。
●タバコ料金を英国並み（現在の3
倍に値上げ）して、それを健康保険
料引き下げの財源にする。
●皆で負担するのは当たり前。権利
ばかり主張して、義務を減らそうと
するのは誤りの元。
●両親が亡くなった後子供の心配
をしている人がいる。訪問診療や生
活保護の人に薬を出し過ぎている。
重複していないかチェックして欲し
い。本当に必要かどうか考えて欲し
い。
●空き教室の活用。
●禁煙の場所でもまだ喫煙してい
る人がいる。罰則を厳しく。
●往診する医療機関を多くする。
●主治医制の徹底。近くで自分の健
康を常に相談できるシステムが必
要。
●今までお世話になっていないの
でピンと来ません。
●現在の医療は予防とか臓器提供
とか変な方向にいっていると思い
ます。もっと人間自身の持っている

力を重視するべきだと思います。脳
死の判定など個人差があるのに、
断末魔の人から最後の砦を奪うよ
うなものだと思います。
●個人の税金が重く、都営、区営の
住宅にも入れません。現在86歳で
すが介護などの恩恵は受けており
ません。
●介護現場で働いている方々の労
働環境の改善（待遇を含めて）
●区議会議員の給料引き下げ、共
産党は口先だけでなく、現状の１
０分の一にすべき
●２．個人としては将来使わないよ
うにしたい
●自由に通院できるリハビリがほ
しい
●2020年東京オリンピックに向け
高田馬場からホームレスを無くして
下さい。彼等の不適切な行為で警
察・区役所に4回も通報した事あり。
未だ治安の悪い地域の警戒。
●予防に力を入れて、要介護者を
作らない方向に!!
●ジェネリック医薬品を増やす。
●介護現場の待遇向上。
●入所出来ない人達に対して隣組
制度を作り、助け合う。
●区民の平等を考えて欲しい。利用
する人・しない人の差が大きい。
●施設の増設は区外（地方）でやむ
なし。財源について明確な説明を！
充実ばかり訴えるのは卑怯。
●個人営業の看護士制度確立

（ヨーロッパにはあり）。
●介護人が少なく今後外国人も投
入（日本語学校無料）。
●病院に通院しなくて済む様な予
防医学的観点からの施策。●救急
車の有料化。
●項番5.については毎年でなくて
も良い。
●ホームレスの人の生活保障
●介護従事者の質のアップ。賃金
アップ。

●毎月の地元の医院への初診料軽
減。３人家族だと薬代の他に５０
００円近くを払う。
●持っている人には払って貰う
●救急車の有料化
●都営住宅の空部屋に各棟に１件
ずつ集会室も設置できないか、住
民管理で
●病児保育サービスの充実
●安い費用で入所出来る有料老人
ホームの増設
●延命治療を保険外にしてほしい
●世代間の不平等をなくす。現役世
代の負担が重すぎる。高齢者のとり
得を削るべき。
●引き上げ＝子ども達へ回せ
●なぜ癌検診は肺、胃、前立腺しか
ないのか？※男性の場合。
●健保の仕組みをかえること
●7.8は必要と思うが費用のことを
問えば皆負担軽減を言うでしょう。
●あまりよくわからない。介護など
受けていないので
●身の程を知り自ら対応する
●８５才以上の医療費無料化
●個人の努力が大切です
●実収入が少ない（所得税保険料
の減額）
●介護利用ゼロ老人の還元を考え
る
●母子・父子家庭への支援。小中学
校の無料化（全ての負担ゼロに）
●選挙権のある高齢者を優遇する
のではなく将来に希望をもてる若
者を増やす行政を目指す！
●充実させるなら市民税増税をや
るべきと思います。
●福祉関係で働く人の質の向上
●全ての案賛成
●老人が受診カード多数もち曜日
でマッサージを受けている
●老人医療、充実
●ひとり親助成を20才まで。医療
も。
●介護施設の充実

●私は下流老人です。
●介護利用料とがん検診無料化は
反対そりや保険料が安くて負担は
少ない方がいいけど、財政も限界
がある…
●後期高齢者保険料の引き上げ
●後期高齢者保険料を収入基準で
はなく、所得基準にしてほしい
●デイサービスの介護職員の増
員。大変な人手不足である。
●胃がん胃カメラの検査を受けら
れるようにしてほしい。バリウムを
飲むレントゲンではなくて
●介護施設のサービス時間、内容
の多様化
●訪問医療の充実。理由：友人はぼ
けてはいないが足腰が弱いので病
院に行きづらい。
●ケータイ電話の基地局の新設に
よる電波の心の負担。特に男性の
精子減少など。国際基準を考えてほ
しい。
●自己介護を支える２４時間体制
●清風園を多世代で交流できる施
設に。保育園、デイサービス、デイ
ケア、公営に
●精神障害者の助成
●相互扶助ではあるが、サービス
を利用しないものへの対策もあっ
てよいのではないか
●身寄りのない人間が一人で死ん
でも困らないサービスを作り、生前
に申し込みを受けてほしい。ぜひよ
ろしくお願いいたします。
●不妊治療の全額無料化。
●国民健康保険、介護保険廃止　
全部自費にすれば国の借金なくな
る。
●夜間診療の充実
●ワクチンの推進、無料化
●いつ頃入居出来るか気になりま
す
●老人、弱者へのサービスは無料
など安くするべき
●リフレッシュ券をいただきますが

利用時間が午前九時から午後五時
まで短く利用出来ていません。外出
するのに忙しい朝の時間帯やコン
サートにでかけたい夜の時間帯な
どに利用出来るようにして欲しいで
す。
●がん検診クーポンの対象年齢拡
大
●介護サービスも充実・・といって
もやはり人対人だからシステムより
人材だと思う。
●養護学校の一部に老人の為の施
設を作って欲しい。広々とした土地
がもったいない
●予防接種の年齢を自由にした上
で無料。クーポン申請制にして欲し
い
●小学生～高校生の医療費無償化
三つとは言わずすべて
●予防医療の充実
●ヘルパーの充実
●引き下げの事ばかり考えていて、
財源をどうするのか問題だ。
●現状のままでよい
●予防医療、積極的な健康保全
●公的な負担の実現
●介護保険、非利用者の保険料減
額
●健康に取り組める環境づくり。
ジョギング、ウォーキングコースな
ど歩きやすくしたり
●自己負担額の増額
●新宿区役所の事務職員には身体
障害者を優先的に採用する。
●９、必要とする人が入所し難いな
らば
●子どもの医療の充実
●生活保護不正受給の調査
●薬・検査漬け医療の廃止。抗ガン
剤は効かないと厚生労働省は回答
している
●スポーツ施設の利用料を安くし
たりその他予防医学への取組み
●有料・無料は問わず公共施設や
中大規模施設・駅等の駐輪場の設

置義務化。
●障害を持つ者の労働について、
考えて欲しい。
●項番4、8について。制度はあって
も内容がまだ未熟である。
●障害者支援。
●老人などへの重複投薬の規制。
●60歳以上の年金支給額引き下
げ。
●非喫煙者の居る所では、タバコ
は吸わない。
●乳ガン検診無料化の年齢を下げ
て欲しい。35歳以上とか…。
●もう病院は要らない。老人の集え
る場・区民都民の意識改革が必要。
●介護家族や介護職員の心身のサ
ポート。
●福祉・介護・医療従事者の給料の
安定化。
●看護士・介護士の徹底指導。
●どう見ても健康そうな老人が病
院にタムロするのを、どうにかして
欲しい。
●若い人の健康保険料の負担が重
過ぎる。シルバーパス1,000円は優
遇し過ぎ。中間の設定も必要。
●高齢者の定期検診を（渋谷区で
はやっている）。
●保育園に入り易くして欲しい。
●薬の無料化。
●韓国人に対する年金・生活保護
費支給を停止して下さい。
●介護保険を引き下げて欲しい。
●特養を安く入れる様にして欲し
い。
●身体の不自由な方や、老いて歩
けない人やその様な方が8階や7階
等上階の方に住んでます。下の方と
変わる等の対策を考えて欲しい。そ
の方自身の怪我等や、エレベー
ターの故障があったら大変です。ど
うぞ宜しくお願いします。
●項番5．項番6．は要らない。何で
も税金に頼る事の無い社会の実
現。
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Ｑ４　区政への要望
子育て・教育（複数回答 3つまで）

性別

年代別

登
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な
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安
全
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Ｑ４　区政への要望
子育て・教育その他の回答
●アレルギーの子どもが皆と食事
出来るよう栄養士や人を増やし、
しっかり食育をやって欲しい。
●今の新宿がダメという事ではな
く、安心して子育てができ、町が平
和であるように恒久的な施策をし
て欲しいです。
●図書館の充実。
●教育内容の充実。
●日本の教育補助は少ないと思
う。
●子ども達が大変な生活なので。
●教育者の育成。
●項番4.に補足として、多少の費用
がかかっても良いので、土日も開
設して欲しい。
●ボランティア活用の仕組み作り
の支援。
●中学生までは費用(給食費・医療
費等)は無料化にするべき。
●小遣い稼ぎをする為に、食事の
支度・後かたづけをしないで外食
ばかり。夜の居酒屋を見るとママ
友が飲んだくれていてビックリ!
●いつも頭下げるばかりでなく、教
育委員長・委員・校長厳罰に処す
べき。
●支援教育の充実。
●何でも無償化が良いとは思わな
い。
●高校無償化。
●公立小中学校の充実。
●公立の保育園を増やす必要が
あると思います。保育保母さんなど
は、その人自身のトイレなどちょっ
としたことやしつけなど正しい教育
(保育)を受けた人達が居る保育園
が欲しい。
●支援だけでなく就労(就職及び
定着)まで
●生活保護費とそれほどかわりな
い収入で幼児、児童を育てている
家庭への政策充実。
●低料金のこどもスポーツ教室が
あれば

●給食やらは高給取りの家庭から
は有料。いじめは高齢者がかかわ
るとよい結果があるかと思われま
す。
●教員の研修。特にぐうたら教員。
●私立幼稚園の補助は廃止。補助
金が高い!行きたい人は補助なし
で最悪1年にすれば公立ですむ。
●少子化対策にいくらお金をつぎ
込んでも税金のムダ。人口減少社
会をいかに受け入れるべきか考え
る。優先順位は命>病気等>少子
化。
●施設内の保育室拡充(大学、公機
関、企業内等)
●授業料の軽減。
●学級担任手当等、担任への配
慮。
●未来を考えて教育面にお金を
使って欲しい。
●貧困家庭の子どもの教育
●父母の教育
●弱いものいじめをいけないと教
育してほしい。見て見ぬふりをする
のは虐めをしているのと同じ。
●不妊治療費の助成
●区立中学校の柔道部設置(区内
の柔道部のある公立中学校なし)
●諸々の予算及び資金の再配分を
するべきと考える
●学校の先生をサポートしてくれ
る人の補充、先生が忙しすぎて授
業の質が心配
●図書館を!中井は図書館不毛の
地です。本屋も少なくて。
●昨年4月から今年7月まで(4カ5
才)米国在住の孫娘を日本になら
す為平日こども園に通園させた。と
てもよい環境と指導と思った。
●保育士を増す。みていると5人に
一人。外出は危ない
●おんぶ、だっこにねんねは要ら
ない。
●いじめ対策はしても教職員の質
が悪ければ効果がない。教職員の

質の向上
●病気の子どもを預かってもらえ
る施設を作って欲しい
●母親が働ける社会環境へ
●将来の日本を背負う児童を日本
の宝と位置づけ子育て支援を充実
させる。
●教育者の質の向上
●大学教育の無料化
●道徳
●今ある自然公園(箱根山公園お
とめ山公園など)これと一体化した
子ども教育に必要な未来型科学館
●責任者の品性のよいのを取って
ほしい
●先生の教養
給食などの無料化は、ひとり親以
外は無用では?
●中学全部活7月で引退してほし
い。陸上部は中3の冬まで拘束さ
れ、部活至上主義で、高校受験で
きるのでしょうか?
●個性を生かした教育、若者が夢
を語る場の提供。
●保育園や学校と保護者との信頼
関係の強化
●こどもの居場所をつくることにう
るさいからと反対する大人の教育
もして下さい。
●これが一番希望することです。次
に時代をつくる若者が希望をもて
る区にしてほしい。
●教職員にゆとりを!　増員を!
●子は国の宝、実行すべき!
●親の親としての教育を徹底して
ほしい。
●大人への教育─いじめも家庭平
和から生まれるものです。大人の
愛情をもらっている子どもは、人を
傷つけることをしません。
●3つまでだったが、いじめの対策
も入れたかった
●よいことも悪いことも事実を隠
さないでほしい。声にならなない
人々の思いを聞き取る機関を設け

てほしい
●不労者の根絶。不労外人撲滅
●教育一般、自力と自治を育てる
●教育費の補助(中学生高校生)
●英語教育の充実
●父親の育児参加支援
●教員に向いている人を教員に!
成績だけで選抜するのはどうかと
思う
●保育園の増設
●大学生への学費補助
●三つにはしぼれません
●成人にも学ぶ費用を出して
●未払い給食費の回収
●児童手当廃止
●保育施設と養老施設を合体させ
る
●田舎留学、自然との親しみ
●親のしつけが悪い、甘すぎるか
ら
●子育て済みました。孫たちの応
援しています
●小中学校の教師がいじめの加
害者の生徒に停学や転校を命じら
れるようにする。
●少子化は生まれたときから金が
かかりすぎ
●現代史をきちんと教える事
●子育てが容易であれば、若い世
代の家庭が増加し、町の活性化に
なるのでは?
●子どもの貧困を無くす。
●項番1、3について。自分が子育て
していた時期より後退している。
●子育て支援。
●何でも無償が良いのではありま
せん!!
●子どもの教育にもっと財政を割
いて欲しい。
●禁煙教育(喫煙に伴う害の教
育)。
●妊産婦・母親に対する職場や公
共の場での差別を無くす制度、意
識改善支援を。
●幼保一体化の話、要望は1960年

代から出ているのに、厚生省・文部
省の突っ張り合いで未だにゴタゴ
タ。子どもは省毎に分けられた存
在ではないのに!!特に学童保育年
齢を超えた子ども達の居場所は、
何とかならないものでしょうか。子
どもの犯罪が増えているのも、育ち
の場所が無いからでは?
●鍵っ子対策から出た学童保育で
すが、放課後は学校から追い出さ
れるし、子どもの居場所は何処に
もありません。
●引き籠り予備軍の早期発見と治
療。
●学生服の推進とリサイクル、低
所得家庭の子ども達への補助(学
生服・給食費・上履き・参考書・課
外授業等)。
●子育てで一番お金が掛かるのが
高校生・大学生です。その手当が
あった方が良いと思います。
●項番4、7は要らない。
●予防接種の無償化。
●働くママに厚い支援を!
●子ども預かり(子どもホテル)。
●多文化共生は止めて、日本らし
さを大切にして欲しい。日の丸・君
が代を義務付けて下さい。
●全ての子どもが、平等な教育を
受ける様になると良い。
●教員支援。
●資格取得支援と援助。
●18歳までの子育て支援。
●障害者等の充実。
●子ども達が夢の持てる社会にし
て欲しい。
●教諭の公的研修での在り来たり
でツマラナイ講義を止め、教師の
知りたい事を教えるものに変える。
●項番7.は親がすべき事。
●項番8.は何を言っている?自分で
やるのが当たり前ではないか。
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Ｑ5　交通手段について
移動手段で困っていること/交通機関で改善してほしいこと
●バスの本数が極端に少ない（高
田馬場＝九段下）ので、本数を増や
すかコミュニティバスを導入して欲
しい。本当に不便で困っています。
●シルバーパス１，０００円と２
０，０００円の２段階を５，０００
円、１０，０００円負担も入れて４
段階にして欲しい。
●私が困っているのではありませ
んが、バスは車椅子の人が一人で
も乗降できる構造にすべきだと思
います。今はdriverが大変すぎて見
ている乗客も大変です。
●バスが一時間に１本、大回りで
時間がかかります。交通費が諸外
国に比べ異様に高い。公共の交通
手段として抑制につとめるべきで
は。
●ＪＲは義務として駅のエレベー
ター・エスカレーターの設置を重
視して欲しい。
●西武新宿線中井駅のＥＶ等の設
置（現在工事中？）
●都バス増便、特に日曜休日が３
０分に１本では少なすぎる。
●タクシーを頼みやすくして欲し
い。
●公共の乗物では対応が難しく高
齢者の外出の機会が減っているよ
うに思います。
●新宿＝四ッ谷＝晴海（直通）への
バスを走らせて欲しい。新宿四谷
通りのバスではなく。
●東京メトロ「東新宿駅」のエレ
ベーター口という出入り口はエレ
ベーターしかない為階段またはエ
スカレーターも作ってほしい。
●バスの本数が少ない、と思う所

（バス停）があります
●バス代が高い
●コミュニティバスの本数が少な
い
●バスの路線（新宿通り＝四谷方
面）無くなり大変不便になりまし
た。地下鉄利用も車椅子の人は無

理な駅が多くて利用できない。
●JR新宿駅のエスカレーター・エ
レベーターの設置数が少な過ぎま
す。特に西口に出る時困ります。
●バリアフリー化（階段は厳しい）
して欲しい。
●交通機関優先席での携帯（スマ
ホ）使用を止めさせて欲しい。
●ミニバスの本数を増やして欲し
い（渋谷区）。
●自転車駐輪場。
●大江戸線新宿駅から地上への道
をもっと短くして欲しい（地下深い
ので無理とは思いますが）。高田馬
場と東中野の循環バスの様に廻る
バスがあると良い。コミュニティバ
スが出来ると良い。
●駅の近くに住んでいる為、特に
困った事はありません。
●各バス停にベンチを設置して欲
しい。
●もっとバスを増やして欲しい。高
齢化に向かっているのに路線を減
らしているのは駄目。地下鉄は代用
にはなりません。バス路線を増や
し、しっかり運行して欲しい（新宿西
口＝晴海の復活を!!）。
●今のところ無いが、四谷駅の地
下鉄のエレベーター・エスカレー
ターの設置（丸の内線側）。荷物が
大きい場合地下鉄からJRへの乗り
換えが不便。
●骨折して3回も手術して歩行困難
で電車・バスに乗れずタクシーを
使ってます。障害1級だけでなく、障
害2級にもタクシーの無料サービ
スして欲しいです。
●例えば身体動作が困難な人の場
合、タクシーを拾うには大通りに出
ないと拾えないから不便である。
●コミュニティバスをもっと隅々ま
で走らせて欲しい。コミュニティバ
ス停留所まで行くのに10分近く掛
かる。
●バス路線の復活・増便。

●四谷二丁目にバスを通して下さ
い。
●東京メトロ丸ノ内線の一人運転
は危険!!四ッ谷駅JR・メトロとも
ホームに駅員が居なくなった。
●地下鉄利用の際地上に出る迄に
エレベーター又はエスカレーター
を各駅に設置して欲しい。
●都バス白61系統非常にデイタイ
ムに混む事があるので、もう少し本
数を増やして欲しい。
●拠点に集中し過ぎている。例え
ば新宿駅の混雑緩和には働く人の
分散を図る。分散する事でメリット
が出る仕組み作り。
●バス。
●東京メトロ丸ノ内線ホームが暑
い。
●東京都区部全体で自転車専用
レーンの整備及び、公共自転車を
増やして欲しい。
●特に無し（今の公共交通で不満
を言っているようでは!!）。
●本数を増やして欲しい。
●バス路線の復活・充実（小型で
も）。地下鉄のエスカレーター化。
●車椅子の家族を連れて行くとき、
エスカレーターのある所は多い
が、エレベーターの少ない地下鉄
は難が多い。車椅子を押してみて
ほんの少しの段差も力がなくなる
年寄りには操作が困難になると知
りました。
●早稲田通り、環６に都バスを。バ
ス路線が片寄っていて不便。都バ
スを集中して走っている所があり、
本数が多い所があるので、少し広
い範囲にして欲しい。
●比較的便利と感じている。しか
し、大久保・新大久保辺りの歩道上
は、特に外国人のマナーが悪い。横
一列になって歩く、スマホ片手に歩
く等。
●どこまでも歩く。健康にもよい。
●シルバーパスの営団地下鉄の無

賃化。
●富久クロスが完成すると、人の流
れが多くなる。公共交通手段考えて
欲しい。混まないように。子供も増
えるかも知れないし。
●バスの路線が変更されて、一定
の場所へのアクセスが不便になっ
た。また、高齢者には地下深くまで
降りねば利用できない地下鉄より
バスが便利だと思う。
●ＥＬＶの設置（地下鉄）又は上下
エスカレーターの設置。バスストッ
プの屋根、椅子。
●病院や老人ホーム団地など高齢
者に必要な場所をつなぐ路線にで
きて欲しい。
●歩道の自転車走行危ない。
●70歳からの都バス・地下鉄（都）
の年間パスは大変有難く思ってい
ます。私としては少々の負担増でも
地下鉄全線が利用できるようにな
れば、大変有難く助かるのですが。
●優先席に堂々と座って立とうとし
ない若者が居る。床も黄色に塗っ
て欲しい。車両の前後に設けて欲
しい。車内案内して欲しい。
●歩道の狭さ、街路樹がなく暑い。
●歩行うまくいかずタクシー。８０
歳以上のタクシー代割引。
●池袋東口－新宿西口間の西武バ
スは午後は２時間に１本しかな
い。東京女子医大－三宅坂間の都
バスは１時間に１本しかない。増
やして貰いたい。
●高齢者にとって近くに停留所が
あれば便利ですが、出来れば比較
的良く出向く病院や公共施設へ直
接行けるコミュニティバス等があ
れば良いのでは。
●四谷三丁目。バスがない。地下
鉄・階段工事中。大変不便。交差点
のルール守らぬ自転車取締を！！
●今は若く元気なので自転車移動
ができ問題有りませんが、齢を重
ねてもこの地域に住むことが出来

るか不安。
●落合行きのバスの本数を増やし
て欲しい。
●東西線にエレベーターが無いの
でとても困っています。
●バスの停車時もっと近くに停車
して貰いたい。何故かというと足が
不自由のため足が上がらないため
です。
●バスの充実。
●新大久保駅前エレベーター又は
エスカレーターの設置。
●昔からバスは不定期で嫌いなの
で、それしか手段のない所では乗
りますが。
●優先席に若造が座っていて老人
がきてもたたない（居ないときは
良いと思う）注意したいが怖くてで
きない。運転手さんに言って良い
のか？
●大江戸線を環状にしてほしい。
江戸城の天守閣の再現
●都バスの本数路線が少ない
●高齢者・障害者へのバリアフリー
が進んでいない駅が多すぎる
●東西線神楽坂駅・南北線飯田橋
駅には地上まで上がるエスカレー
ターエレベーターが完備していな
い為高齢者やベビーカーの母親に
は辛いです
●バスの回数が少なすぎる。年金
が少しばかりなため、バスの定期
代の高く。差別です。毎回210円を
支払っている。歩くことがやっとの
ところ、220円のパン（一斤）をかう
のにも往復420円。老人のことよく
考えてほしい。
●西武新宿駅からのると（バス）四
谷方面へ出たいと、乗り換えなけれ
ばならないので、時々不便を感じ
る。
●以前あった新宿⇔池袋間のバス
を復活してほしい。
●私は新大久保から明治通りの方
向へ行く途中に住んでいますが、そ

の間にバス停が1箇所しかないよ
うな気がします。
●バス、優先席の徹底。
●駅のホームと電車の間が広いと
ころがある。バスの停車は歩道緑
石近くにしてほしい。バス停近くに
コンテナ車などを停車させないよ
う徹底。
●70才からのバス券1000円で１
年間使えるのはとても外出しやすく
ありがたいです。都内、あるいは新
宿区に移転してきた効果は大き
い。都電、都バスを大いに利用して
いるのが健康を保つ秘訣かと
●西武新宿線中井駅改札口の工事
期間があまりにも６年以上もたっ
ても速く進まないのが不満で、踏切
を渡るのに時間がかかり過ぎる。
●千駄ヶ谷駅の横断歩道が渡りに
くい。千駄ヶ谷駅⇔都庁⇔代々木
1時間1本のバスをふやしてほし
い。
●バスの時刻表は当てにならな
い。
●東中野─高田馬場1時間の１本
は少し老人には大変なので少し考
えて下さい。
●バスは良く分からないので、利
用しない。バスが分かり易いと良い
と思う（経路・時間等）。
●手印よりも路上駐車の取締をし
て下さい。バスが進みません。
●バスを利用する際、運行状況を
電光掲示してくれるバス亭は待ち
時間も長く感じません。しかしそう
でないバス停は何時来るのか良く
分からず（道路の混雑状況・時刻通
りに来ない等）不便に感じます。
●乗り換えがあると交通費が掛か
る。特に区の施設（図書館・シニア
館等）へ行く時。
●バスの路線がもっと増えると便
利。
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●走る距離が決まっている公共の
バス等はエコカーに切り替えて小
型化し、便を増やすのはどうでしょ
う？
●JRのトラブルの減少を希望す
る。
●地下鉄メトロにもシルバーパス
が使えるように出来ないのか。
●バス。
●今の所は困っていないが、新宿
郵便局に設置してある、１～２時
間無料、自転車置き場が主要地点
にあると便利。
●増税の種。
●優先席でスマホを使っている若
い人は平気な顔をしている。修身
の様な公衆道徳の授業がないか
らでしょうか。
●足が不自由です。何時もタク
シーを利用しています。歩行器によ
り歩いているので、バス・電車等は
利用不可です。
●都営地下鉄と東京地下鉄の統合
を望みます。
●自転車のルールが厳しくなって
きました。きちんとコースも設定し
て下さい。危険です。
●バスと電車を利用して居ります。
●駅でエスカレーターがないとこ
ろが多い。ベビーカーが必須なの
で、利用可能な駅が限定されてし
まう。（障害をお持ちの方も同様な
のでは？）
●バリアフリーの促進。
●ひざをいためてからエスカレー
ターは下りの方が有難いと強く感
じます。
●シルバーパスの支出について見
直すべき。少なくとも、通勤・通学
者に迷惑が掛からぬよう利用時間
帯制限を導入してみてはどうか。例
えば、７:００～９:００、１７:００
～１９:００はダメとか、平日のみ。
●７０歳以上のパスとても助かっ
ています。（外出が増えます）最近
都バスの遅れが多い。
●地下鉄等のエレベーターの充

実。
●地下鉄早稲田駅にエスカレー
ターがないのがつらい。
●バスの本数が少ない。バス停に
屋根と椅子があれば、待ち時間が
少しは楽になるのでは?
●「小滝橋＝新橋」の都バスを利
用していますが、本数が少な過ぎ
ます。1時間に2本って…田舎か?せ
めて1時間に4本を!!浅草線と大江
戸線「蔵前駅」は乗換に1回外へ出
て信号2つ歩く…。こんなの乗換駅
ではありません、「乗換駅」という名
前を変えて!!
●バスを充実させて欲しい。飯田
橋＝新宿西口のバスが廃止され
大変不便である。東西線のエレ
ベーター（神楽坂）を設置して欲し
い。
●バスの運賃が高い。
●東西線神楽坂駅の改善計画が
進んでいないと聞きます。大きな
改善は難しいので、実現可能なも
のから進めて欲しいと思います。
●バス・電車は近くにあって助かっ
ています。しかし自分の身体が不自
由で外出が思う様に出来ないの
で、困っています。
●都バス「渋谷＝池袋東口」（明治
通り）を元の10～15分間隔ダイヤ
に戻して欲しい。
●若いので自分自身では不便を感
じないが、車椅子の方と一緒だと
エレベーターが無かったり、乗り継
ぎが困難だったり、道路の段差に
困る。
●地下鉄東西線「早稲田駅」に何
故冷房装置を導入しないのか。土
地が無いというが、入口・階段の屋
根がある。
●バスの本数が少ない。
●交通手段はOKです。ただコミュ
ニティバス（病院に通う手段）が多
ければ凄く良いと思います。
●都・関東バス、地下鉄大江戸線と
三社の係員が横柄。
●シルバーシートでの若い人の携

帯電話使用等。個人のマナーです
が。
●親の病院に行くのにシルバーパ
スはとても役立っている。この制度
はずっと継続して欲しい。
●大江戸線・東西線を利用してい
るが、充分に設備も整っている。こ
れ以上の利便性・使い易さは望ん
でいない。不便さは人間を健康に
保つ秘訣でもあると考える。
●地下鉄のエレベーター・エスカ
レーター設置。
●バスを待っている間に座るベン
チが欲しい。
●バスの日中本数を増やして欲し
い。
●大江戸線・都バスを利用してい
る。大江戸線は下りのエスカレー
ターが少なく、長い階段を見ただ
けでひるんでしまう。和式トイレが
多い事も難点。新しい駅なのに疑
問。
●地下鉄が出来てバスが無くなっ
てしまった。路線バスの復活をお
願いしたい（新宿通り）。四谷三丁
目＝四谷駅
●メトロ早稲田駅の空調（クー
ラー）が効いていなくて、気分が悪
くなる。
●混雑時も空いている時も同じく
15分間隔のダイヤでバスが来ま
す。混雑時は増やし、空いている時
は減らす等の調整は出来ないので
しょうか。
●高齢者向けにバス停に椅子を
設置したらどうか。
●東西線神楽坂駅にエレベー
ター・エスカレーターを設置して欲
しい。折角駅に近くても階段が使え
ないので。
●新宿は充実している。しかし停留
所の3、4箇所は歩いて貰いたい。
●歩いている時、自転車のマナー
の悪さには困る。
●健康と節約のため、自転車で行
動する事が多いが、駐輪場不足が
顕著である。

●交通機関、異常に冷房を低くし
すぎ。寒くてしょうがないしエネル
ギーの温度差もありすぎ身体に良
くない。
●副都心線西早稲田に急行を停
車してほしい
●バス路線本数を増加して欲し
い。
●飯田橋＝新宿西口。地下鉄＝階
段が多い）歩行不自由）
●弁天町方面から高田馬場信濃
町方面直通バスがない。路線の充
実はきりがないと思うのでせめて
乗り換え一回無料にすべき。ＩＣ
カードなら可能なのでは？
●バギーもってバスに乗りにくい。
込んでいるので他の利用者を考え
ると厳しい。
●朝夕のラッシュアワーの改善
●地下鉄の出入り口のエスカレー
ターが途中で階段になってしまう
ので、全てエスカレーターで出入り
口まで行けるようにして下さい。
●新大久保駅にエレベーターがな
いのでスーツケースを運ぶときが
大変でした。行き先表示に英語を
小さくでも良いので付けてあげた
方が良い
●都バス（新宿西口＝渋谷）に乗
車した際、シルバーパスの人は後
方の席に座れとの言。運転手の後
ろの席に座っては駄目との事。運
転手から大声で言われましたが本
当でしょうか？
●シルバーパスをフル活用してい
ます。大変助かっています。
●地下鉄のエスカレーター長すぎ
る。転落事故・地震など起こったと
きの安全はのぞめないと思う。
●利用したいバス路線と本数が少
ない
●バスは路線によってダイヤが乱
れたり、本数が少なかったりするの
でなんとかならないでしょうか
●東西線神楽坂駅Ａ２出口が古
い為エスカレーター設備が無く、
地上にでるのにとても大変。エス

カレーターｏｒエレベーターの設
備を整えて下さい
●営団地下鉄と都営地下鉄が別々
の運営の為不便だし料金も高い
●わたしはよく江戸川橋の有楽町
線を利用してますが階段なのでで
きればエスカレーターができれば
幸いです。
●明治通りと大久保通りの交差点
に●地下鉄よりの階段を設置して
もらいたい。現在エレベーターの
みですので。
地下鉄のエレベーターがない事

（ベビーカーで移動する際非常に
困っています）
●駅のエレベーターを増やして欲
しい
●江戸川橋駅にエレベーターもエ
スカレーターもないことです。作っ
ているとの事ですがこちら方面は
できないようです。年寄りは困りま
す飯田橋駅前の歩道橋を撤去して
下さい。エレベーターで上り下り出
来るようにしてください（他区では
やっています）
●高齢者がバスを利用する事が多
いので若い年代は怪我をしていて
も座りづらい。
●新宿は歩行者も車も多いから自
転車を走らせるレーンをつくって
ほしい。中学生の子供が危険な道
路を走っていて毎日とても心配で
す。
●バスの改善、朝ＡＭ８:００～Ａ
Ｍ１０:００位。夕方ＰＭ５:００
Ｐ７:００踏切あかない下落合駅
早稲田から渋谷方面に向かう最終
バスが２１時前だったので不便に
感じる
●駅の階段の解消。エスカレー
ターエレベーターなど
●板橋から新宿に移り住んでいま
すが足代わりになるタクシーの激
減で通院に負担が大きい
●バスで外出してますが関東バス
の運転手さんが停留所のバスの止
め方が様々で足が悪いのでおりに

くい事があります。歩道と離れて止
めるので。
●運賃が高い
●車椅子で移動しやすいように駅
構内のエレベーターの増設、バリ
アフリー化、道路の段差の解消。
●都営地下鉄と丸ノ内線の連絡乗
り換えを便利にして欲しい。
●公共交通機関のマナー向上。シ
ルバーバスの方々にマナーの良く
ない方々がみうけられる。
●高齢の父母が西武線にのらなく
なり外出しなくなりました。南口へ
の渡り階段を上り下りする体力が
ないとのことです。なんと悲しい区
政でしょう。西武と交渉して下さ
い。
●高田馬場＝小滝橋＝山手通り＝
東中野＝小滝橋＝？現在は小滝橋
で関東バスに乗り換えている。
●東中野の階段が苦痛。東中野近
辺からスポーツセンター・中央図
書館へ行く交通手段が自転車のみ
で雨天時は講座を欠席していま
す。
●自分が困っているわけではない
が地下鉄や電車の駅でエスカレー
ターが途中までしかなかったり、エ
レベーターがホーム、改札からか
なり離れた所にあること。
●道路の凸凹が気になります。道
路工事はなるべく早くしてもらい
たい。諏訪通りのガード下工事早く
終えて貰いたい。
●大変便利な場所に住み幸せと
思っております。しかしこれ以上自
然（土地）を壊さないよう考える事
が必要なのでは？災害の時心配で
す。
●有楽町線江戸川橋、東西線神楽
坂にはエレベーター及びエスカ
レーターがありません。老人にとっ
ては駅の階段の上り下りを億劫と
外出もままなりません。江戸川橋
はメドが立っていたようですが神
楽坂はどうでしょうか？
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●電車が大変混んでいる
●人身事故などで電車におくれが
生じる事が極めて多い。
●自転車
●路線バスの本数が少ない。
●高田馬場戸山口点字図書館側
にエレベーターかエスカレーター
が有ると遠回りしないと思う。
●駅にエレベーターが設置されて
いないこと。
●地下鉄などでエレベーター。エ
スカレーターなどを付けて欲しい。
●曙橋Ａ２出口側にエレベーター
を。
●バス路線の分かりやすいものが
欲しい
●今のままでよい
●都バスの発進音うるさい。（西早
稲田～高田馬場２丁目への）め
いっぱいアクセルを踏み込んでの
排気音、ガソリンもったいない。３
台に２台が相当（小滝橋所属のバ
ス？）
●（バリアフリー）が少なすぎるわ
かりやすい掲示板を増やして欲し
い（トイレ、エレベーターエスカ
レーター、階段などの所在地を
もっとわかりやすく多く）
●不自由はないので特になし。３
０分位なら歩くようにしている。
●区内の主な施設が東新宿方面
に偏っていて行きにくい。都庁前駅
まで歩くのが面倒。バス＋電車で
は交通費がかかる。角筈地域セン
ターで交通費がかかる。角筈地域
センターで健康施策をやってほし
い（区民等で無料）
●今のところ困っておりません
●エレベーターが少ないように
思った。シートに一人ずつ凹みの
あるものがあるが、ない方が人数
が多く利用出来る
●バスの通行時間１時間に４回
１５分に一本であると乗る気にな
ります。６０分に１～２本では
有ってないような路線バスです。ミ
ニバスを多めに。

●早稲田駅（高田馬場方面行き）
にエスカレーターが欲しい。東新
宿駅の大久保通り側にエレベー
ター以外にも出口が欲しい
●山や坂のアップダウンの多いと
ころに小型のバスで循環バスを通
して貰えるとありがたいです
●幼児のせた乳母車（バギー）は
車椅子同様の乗務員支援をお願
いします。赤児を抱いてバギーに
幼児を乗せると全く外出困難です。
バス会社の社規に「車椅子及び乳
母車の利用者には乗務員が支援
する」と改変して下さい
●バス停のスペースが狭く通行人
とバスを待つ人互いに交差し危険
です
●高齢者のタクシー券を月に２～
３枚（割引券）ください。通院に往
復１万円かかります
●主に地下鉄丸ノ内線を利用して
いますがエスカレーターまたはエ
レベーターの設置が必要と感じま
す。
●バスの低床化
●公共交通機関（BUS）の新設。バ
ス電車共いずれの停車場も徒歩
１５分位かかる
●新宿＝四谷＝銀座（古い時代の
バス路線優先）
●２駅程度はなるべき歩くように
しています
●老齢者の無料または超廉価の
交通パス
●小滝橋から出ている社会中央病
院行きの関東バスの本数をもう一
本増やして欲しい
●殆ど使わない。歩くかタクシー。
そのため身体を鍛えている
●70歳以上の都バスなどのパス

（無料）に年収制限があるようで
す。ほんのちょっとの差でわたしは
もらえません。ので、収入の枠を広
げてほしいです。年金生活で本当
に苦しいのです。
●バス…便数をふやしてほしい。
最終便が早すぎる。せいぜい夜10

時頃まで運行してほしい。
●シルバーパス続けてほしい。
●バス停の屋根の設置。
●エレベーターがない（東西線神
楽坂駅）
●通勤に都バスを利用しています
が、本数が少ない
●都営線の早朝時間に一本追加
●だんだんと外出しなくなってき
た
●新大久保駅に新たな階段を。ま
た、改札口を。大久保駅、新宿より
に新しい改札口を。
●バス、新宿より築地直行、現在四
谷三丁目だが以前のようにしても
らいたい。バスの昇降台が高い！　
老人には不便。
●バスの数が少ない
●山手線しばしば止まったり遅れ
る。新宿区の問題ではない。人身事
故（自殺）が毎日これだけある国は
おかしい。
●新宿区内は交通が便利だと思い
ます。地下鉄駅で降車駅の改札口
を明示しているポスターは便利。
●自転車、西口周辺に自転車を置
く、スペースがほしい。
●お金がないので自転車がいい
ですが、大久保通りは路駐が多く
キケン。ちょっと離れた商店街や新
宿駅に買い物したくても駐輪が気
楽にできない。無料にしてほしい。
●電動アシスト車いすを使用して
いる。介護タクシーがもっと使いや
すくなってほしい。介護保険の利用
者は無償にしてほしい。
●せっかく残っている唯一つの都
電荒川線ですが、早稲田駅と直結
していないため利用しにくい。地下
鉄と直結していれば便利で利用者
もアップすると思います。
●バスを良く利用するが、乗換の
たびに210円かかるのはどうかと
思う。ニューヨークのように1回のり
かえは無料にしてほしい。
●JR信濃町駅柵。ホームにつけて
ほしい。

●エレベーター、エスカレーター
の充実
●バスの振動─道路のでこぼこ問
題。バスのエンジンがかかると振
動が大きいと感じる。
●サラリーマン時代、一生懸命、が
んばって定年になったが、パスを
もらうのに２１０００円もかかり
ます。低所得者だけを優先するの
は、中所得者をひどく落胆させるも
のだ。俺たちも自由にバスに乗り
たいです。
●通勤時間帯（7：30－9：00）にタ
クシーが利用できにくい。
●民間バスと都営バスをミックス
した利用マップ作製。理由：バス利
用を進めたいが運行状態の把握
が大変。
●大江戸線が深いので年寄りはバ
スが便利。
●都バスは着時間表示があって使
いやすくなったな…。地下鉄も駅
がクーラーきいてて涼しくていい
な…
●高田馬場は人が多く、利用しづ
らいです。構内の歩くルールを決
め、人にぶつからないようにして下
さい。
●JR大久保駅、南口にエスカレー
ターを設置してほしい。JR新大久
保駅の混雑を解消してほしい。
●JR新大久保駅　下段よりホーム
までエスカレーターをつけて欲し
い。
●山吹町⇔ここから広場
●このごろバスが満員の事が多く、
本数をせめて一時間に４本はほし
い。
●山手通りを走っている新宿─池
袋の西武バスの本数が非常に少
ない。増便するように申し立ててほ
しい。
●大久保通り（戸山ハイツ前）のバ
ス停のところは道幅が狭くまた、坂
道になっているのでとてもこわい
です。（自転車、車いすなどがすれ
違う時）。新宿駅⇔女子医大行きバ

ス停
●新宿駅→エレベーター、エスカ
レーター。地下鉄→全駅エレベー
ター、あるいはエスカレーター、バ
ス停→屋根とイス。バス→ノンス
テップ。都電、路面電車設置
●シルバーパスはありがたい。で
きれば私鉄地下鉄も使えるとあり
がたい。
●①四谷三丁目～四ツ谷駅間の
バス（晴海ふ頭ゆきの廃止により）
がなくなったことにより、若葉町の
住民は非常に不便になった。大江
戸線の開通によりということである
が、この地区の住民は大江戸線の
恩恵を受けていない。②丸の内四
谷駅にエレベーター、エスカレー
ターの設置、早急に。
●高齢者、障害者のために各バス
停にイスなどを置いてほしいです。
●都営地下鉄、大江戸線ができて
から（その前から？都バスの本数が
少なくなったこと。
●地下鉄のせいでバスの台数が
本当に少なくなりました。高齢者
は、地下鉄、JRの階段が大変です。
一時間に二本という路線も乗りま
す。
●都電の昇降駅を、池袋駅になる
ようにしてほしい。中途半端。困る。
●新大久保のエレベーター早くし
て下さい。歩道が平らでなく車道
が極端に下がっていてふんばって
も支えきれない（大久保⇔新大久
保駅間）通るのがつらくて遠回りで
歩くようにしている。
●人の迷惑になるので出かけない
ようにしています。
●新目白通りにバスを走らせてほ
しい。
●混雑時、雨の日、バギーをたたま
ず、乗車するなど幼児連れの人の
マナーが悪い。
●歩道、自転車専用レーンがあっ
ても車道を走る自転車が多くキケ
ン。自転車の車道通行（自転車レー
ンのあるところ）の禁止、規制をで

きないか
●シルバーパスはありがたいで
す。
●西早稲田３丁目あたりから弁天
町に行くのが困る。手段がないか
ら。東西線は現実的に使えないで
す。
●既に希望済みかもしれませんん
が、大江戸線の東中野よりの階段
にエレベーターがほしい。
●東中野駅に行く時のバスが1時
間に１本しかないのでもう少し増
してほしい。
●中井駅の上がり階段が、腰が痛
い時はつらい。北に入り口はでき
るが、ホームに直結しておらず、地
下改札口になるのも不便。
●病院、通院の際のタクシー無償
化、相談室の充実　精神障害福祉
手帳
●バスの本数が少なくなっている。
地下鉄は年寄りには大変
●コミュニティバスの検討
●東西線神楽坂駅のエスカレー
ターなどの早期設置
●高速バス停を落合南長崎の大
江戸線の駅前に設けてもらいたい
●西武線の踏切は危ないと思いま
す。
●時間に２本とか３本しかないバ
スがあり利用しにくい。
●新大久保駅の改札を増やすか、
待ち合わせなどで出来るスペース
を作る。
●坂道が多いので自転車で移動
が大変です。バス停に屋根が欲し
い。踏切の改善。
●都バスの運行時間を増やしてほ
しい。例）早稲田正門～渋谷は１H
に２回しかない。早稲田車庫～池
袋駅東口の終了時が早すぎる。
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●バスの運行を増やしてほしい。
地下鉄は階段の昇降が大変です。
特に降りるのが大変。
●東西線神楽坂駅の階段の多さ
にはへきえきします。中野方面から
神楽坂で下車して矢来口の地上ま
で60歳以上の区議全員でのぼって
体験してほしい！！
●バスの本数を増やしてほしい。
バス停に屋根を設置してほしい。
●西武中井駅、改札口側のホーム
を利用する時は、良いのですが、反
対側ホームに乗り降りする時は、
長い階段の上り下りに大変苦労し
ています。
●運賃の引き下げ
●エレベーターの位置をわかりや
すくしてほしい。
●新大久保駅にエレベーターの設
置をしてほしい。スーツケースを転
がす人が朝に集中している。
●バスの昇降が高い
●道路の渋滞の軽減、道路の拡幅
をできるところからすすめてほし
い。
路上駐輪で歩行の邪魔になりま
す。しかし、自分が買い物などに利
用するとき、「駐輪禁止」の札が貼
られて困る
●バスの行き先が何本もあって、
何よりシルバーパスがあって本当
に助かってます。ノンステップのバ
スがもっとあればよいと思います。
●混雑の解消
●西落合なので、バス、大江戸線
で不自由は感じていない
●歩道が狭く、自転車のマナーが
悪くて不安。特に子ども用を乗せて
いる母親は忙しさもあるのかス
ピードを出し（自己中心的なので）
歩行者への気遣いがないように思
える。
●地下鉄、JR等で下りのエスカ
レーターが少ないこと。身体等が
不調の場合、下りの階段の方がつ
らい
●特にないですが、下記に書いて

あるようにコミュニティバスがあれ
ばと思います。都バスは、ムーバ
ス?と重なっているところがあるの
で
●駐輪場の確保。有料はコスパが
悪いのでやめてほしい。地下道の
迷宮をなんとかしてほしい。バスの
行き表示がわかりづらい。
●東京メトロ東西線の神楽坂駅に
はエレベーターがないので高齢
者、障害者、ベビーカー利用者が
困っているのではないかと思う。
●都バスを増やして欲しい
●高齢化社会なのですからもっと
バスの回数を増やして欲しい。地
下鉄は速くて回数も多くて便利な
反面とても疲れる。歩きが得意で
あり早い事を重視する若者向きに
はよいでしょうけれども時間的余
裕はあるが疲れやすい高齢者に
とってはバスがとても楽なのに回
数がものすごく減ってしまって・・車
ばかりで移動する金持ちや議員さ
んには実感を持って感じるという
ことがないのでしょうね。
●神楽坂駅のエレベーター化が進
んでいるようですが駅構内のエス
カレーター化も同時に進めて欲し
い
●新大久保の駅を広くして欲しい。
駐車場を増やして欲しい
●バス
●バス停に日よけがないところは
夏場がつらい
●都バスの本数が少ない。時刻通
り運行されていない。ベビーカー
をたたまない
●買い物などでも自転車の止める
スペースがない。仕事上（介護職）
自転車もとめて置けない住宅が多
い。何か目印の様なもの（公的な）
があれば駐輪可となる制度が欲し
い
●山手線、バス２４時間化、タク
シーの値下げ（半額以下）
●困っている事はありませんが車
椅子を利用する方がバスを乗り降

りする場合運転士さんが、重い板
を昇降口に設置するので負担が大
きそうで気の毒です。時間もかかり
ます。もっとスムーズな装置ができ
ないかといつも思っています。
●バスの増便
●歩行者と完全に分離した自転車
用道路の確保
●市谷駅の都営新宿線と地下鉄Ｊ
Ｒ地下通路をどの電車で行き来し
ても通れるようにしていただきた
いです。
●駅での自転車をとめるスペース
が欲しい。定期利用の方ものはあ
るが一時利用者のスペースも欲し
い。有料でももちろん可です。
●神楽坂通りは路上駐車が多い

（職場の営業さんが自転車外出時
大変そう）
●バス料金を安く。
●新宿区は基本的に便利な街な
ので今のところ満足している
●バスの本数を増やして欲しいで
す
病院に行くバスが本数少なすぎ
る。タクシーに老人割引を導入して
欲しい
●新宿区内の交通インフラは充実
しており区で運営するコミュティバ
スは不要。民間の創意工夫で運営
すべき。ホテルの送迎、デパートな
ど。
●都営だけでなくＪＲ等も無償化
してほしい。（障害者手帳をもって
いるため）
●方面、本数に偏りが有りすぎる。
●無料パスが欲しい
●駅の路線図のようなものがバス
停にあると良いです。
●駅のエレベーターの増設。特に
新宿駅。健康増進と事故減の観点
からエスカレーターは増やさず階
段とエレベーターの増設を。
●ＪＲ、地下鉄の駅施設として必
ずエスカレーターとエレベーター
を常設してほしい。ない駅は設置
を他に優先して付けて欲しい

●早稲田＝新宿西口及び九段下
＝小滝橋、飯田橋＝小滝橋の３便
の増便を希望します
●シルバーパスの値下げ、２０５
１０円は高い
●山手線の混み具合
●エスカレーター・エレベーター
をもっと設置して欲しい。バスを夜
間にも走らせて欲しい。都営とメト
ロを一つにして欲しい。２つ利用
すると割高になってしまう。割引お
得チケットが２種類あって、ややこ
しい。
●高田馬場駅（ＪＲ）の戸山口を
広く大きく拡張して戴きたい
●バス停にベンチの設置、小型バ
スの導入を図り、本数を増やす。
●若松河田駅の若松口？下りエス
カレーターがなぜないのか不思
議。女子医大など病気やけがで利
用する人が多いと思うのですが・・
●車いすなので一人で外出はでき
ず、ヘルパーさん次第です。
●地下鉄の24時間運行
●人身事故が起きないように
●バスの本数が少ない
●なにしろ地下鉄の階段です
●駅までの道をバリアフリー化し
てほしい。ベビーカーでの移動が
不便で非常に困っている。JR東中
野東口
●小滝橋⇔新宿増やして
●バリアフリーされていないから
外出が困難、バス料金高い。電車
料金も。
●ベビーカーでの移動が大変（東
西線）
●今のところ困っていないです
●東中野駅東口のエスカレーター
を実施してほしい。
●ｗｅバス廃止
●都営地下鉄のエスカレーターｏ
ｒエレベーター増設を願います。
●駅の下りエレベーターの数が少
ないように思えた
●西落合の地域は大江戸線、バス
がフルに活用できとても助かりま

す
●都内を良くするより地方に回し
た方が良い
●東中野駅のエスカレーター、エ
レベーター設置
●大江戸線の通勤ラッシュの解
消、バス線路などのパンフレット配
布
●都バス（新宿駅⇔四谷駅⇔半蔵
門⇔日比谷⇔銀座⇔月島）を復活
すべき
●バスが走っていない
●タクシー券をいただいて大変あ
りがたく使用しています。バス券あ
り移動が良いです。
●大江戸線、車両が狭すぎるので
行き来ができない。朝の通勤時間
帯は座席片側などはたたむなどし
てストレスをへらしてほしい。今後
の新車両は座れないようにする。
●自転車を活用したいが、道路で
幅が狭いところは残念です。あと
は、電車である程度カバーされて
いるので便利な街だと思っていま
す。
●シルバーまたは子育て中の方、
妊婦など一両を完全に特別車両に
してほしい。間引きでよいですか
ら。
●ホームと電車の間が広く開いて
いる駅があり、混雑時危ない。例：
飯田橋
●シルバーパスを取得しています
が、信濃町駅から新宿西口までの
バスの本数が少なくてなかなか利
用しずらいです。
●バスの振動や臭いで身体の痛
みや気持ち悪くなることがあるの
で、なんとかならないか？路線が多
くあってありがたいが、行く方向に
よっては非常に不便なことがある。
●のりかえ、本数。
●自転車専用道路の整備
●JR私鉄の満員電車、通勤ラッ
シュの解消
●大久保駅のようにどの駅にもエ
レベーターとエスカレーター（下

り）をつけてほしい。
●会社員が休職して地方議員や新
宿区役所職員を数年間勤めた後、
職場復帰できる制度を作って下さ
い。
●中堅以上のバイクの駐車場がな
い（荷物運びで都内を移動したと
き、駐禁をとられた。駐車場もない
のに理不尽だと思った。
●駅にエレベーターやエスカレー
ターのないところが多いので改善
してほしい
●大江戸線が出来、都営バスが減
り、本数も減り、高齢者が増えてい
る。新宿区民は困っている人が多
い状態です。現在、足のけがをして
るので改善してほしいです。
●山手通りのバス運行が少なく、
池袋、板橋方面の移動に不便して
いる。
●JR大久保⇔飯田橋のバスの本
数が少ない
●東京メトロと東西線と副都心線
が連絡していない事。一部地下鉄
のバリアフリーかが進んでいない
事
シルバーパスで１０００円と２０
５１０円の差は大きすぎる。５０
００円と１５０００円にすべきで
はないか。（横浜などのように）な
ぜ１０００円なのか。（一年間で）
●電車の中が暑い（混雑時は空調
を強くして欲しい）混雑の軽減（社
内・ホーム）
●バス、今一時間に一本の路線は
もう一本増やして欲しい
●どこのバス停にも屋根付きでバ
ス停の標識もしっかりした四角の
ものであってほしいです。場所に
よっては見落とし通り過ぎてしま
う。
●都バスの本数を増やして欲しい
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●江戸川橋駅で申し訳程度のエレ
ベーターが多い。エスカレーター
も上りはあるがない場合が多い。
本当に身体が不自由な人は下りが
必要。
●後ろ乗り前方支払いでスムーズ
に駐輪場を増やして欲しいです。
私は困っていませんがエレベー
ターの案内を駅に行くまでも地下
鉄などの駅に行くまでももっと
はっきり分かり易くして欲しいで
す。
●身体が不自由なので福祉タク
シー券を頂いており大変助かって
おりますが当然月３５００円では
足りません。時々バスを使います
が若い人が病人老人などの席に
堂々と座り寝たふりをしているの
に日本の行く先は滅亡しか有りま
せんね
●最近人身事故など電車の不具合
が多い感じでスムーズに走って欲
しいと思います。混んでて大変で
す。
●遅延さえなくなれば問題ない。
スマホは駅や社内で電波が切れ
ればよい。迷惑な人達のお陰で人
身事故やトラブルが絶えない。
●西武線の中井駅の工事が中々
終わらない。早く改良して欲しいで
す。
●以前共産党にお願いしました早
稲田駅（東西線）の大手町方面か
らくる地下鉄出口のエレベーター
を設置する事となりとても有り難く
思っています。
●地下鉄の駅で上り・下りのどちら
か片方にしか、エレベーターが設
置されていない所がある。出来れ
ば両方に設置して欲しい。
●ＪＲがホームに入って来る時に
鳴らす警笛は、プラットホームで
待っいる人・歩いてる人に大変危
険。
●駐輪場が少なく不便なため、路
上駐輪してしまう事もあります。今
更とても難しいかもしれませんが、

特に新宿駅前は抜本的な解決が
出来ると良いです。品川駅港南口
の駐輪所は素晴らしいですね。
●交通量が多く、ルール違反の人
や車両等が多くて危険で困る。警
察や区に対する「区長へのハガキ」
で再三再四何とか対処して欲しい
旨、要望するも何も変わらず。
●渋滞解消の為高速道路の増設。
●エレベーターの数を増やして欲
しい。エスカレーターはタイミング
が掴めず、利用し難い。
●区政よりも警察の方への意見な
のですが。私は利用しないのです
が自転車を乗る人のマナーが未だ
改善されていない様に思えます。
取締によりイヤホンを付けたまま
走向する人が減るだろうと思って
いたのに、歩道をかなりのスピー
ドで走行する人。スマホをいじりな
がら、走向する人。本当に迷惑で
す。
●コミュニティバス、切実な人もい
るでしょうけど、これ以上渋滞がヒ
ドクなる事を思うと推進して良い
ものかどうか。
●スポーツセンターが遠い（北新
宿から）。区役所も。
●身障者・老人等椅子が必要な者
に「妊娠中」の様なマークが欲し
い。
●都バス運転手の再教育（他区の
都バス運転手の対応を見習うべ
き）。
●駐輪場が無いので、店の前に買
い物で短時間停めただけで自転
車を持って行かれる。目白駅は新
宿区民も利用者が多いのに豊島
区民だけ割引が有るのは不公平。
●鉄道運賃はやや高いと感じてい
ます。バスはノンステップバスを普
及させて欲しいです。
●JRのトラブル多発が気になる。
鉄道運営にマンネリ・軽視化があ
るのではないか？
●都バス利用だが、本数が非常に
少ない。そのくせ三台同時に来た

りもするので、どうにかならない
か。
●バイクの駐輪場が少なく、停め
る場所が無い。JR新宿駅のホーム
が狭い。
●強いて言えばバスの路線図が分
かり難い。乗り継ぎ毎に同じ値段
なので、値段の改善や行き先が分
かり易くなると良いと思います。
●自転車の危険運転。
●各駅上下線等にエレベーター全
設置等、障害のある方でも利用し
易く出来ると良い。
●駅から道路に出るまでの上り下
りのエレベーター又は、エスカレー
ターが欲しい。
●年齢的に地下鉄の階段の昇降
が大変になって来たので、エレ
ベーター又はエスカレーターが必
要になって来ました。
●都バスの本数を増やして欲し
い。電車は階段の上り下りが有り、
足が弱ってくると地上の移動が増
える。乗り物内での飲食を完全に
禁止して貰いたい。ゴミも増える
し、不衛生。狭い空間で臭いがこも
る。
●駅ホームに係員の居ない事。た
まの利用時に問い合わせたい事
があっても、駅では何処に行けば
良いのか？それが何処なのか？そ
れでなくても歩行移動は辛いの
に。
●目白通りのバス亭から早稲田方
面のバスが通っていると有り難い
です。
●副都心線が出来て、池袋＝渋谷
のバスが減ったと聞きます。高齢
者・障害者にはバスの方が使い易
いのではないでしょうか？
●バスの本数の増便とバス停のベ
ンチ設置。
●地下鉄のエレベーター・エスカ
レーターの増設（お年寄りが大変
そうです）。
●電車乗る時、東京は地下鉄が多
いのにエレベーターが少ない。ベ

ビーカーやお年寄りにとって、とて
も大変です。
●開かずの踏切が多過ぎる。
●バスに乗って毎夏感じる事です
が、外気温と関係無く車内を冷や
し過ぎています。身体に悪いし、エ
ネルギーの無駄です。
●バスの本数を増やして欲しい。
●ベビーカーをたたまずに載せる
広さが無いので改良を。
●シルバーパスは助かります。活
動範囲も広くなり、健康上も有効で
す。Q4で記述しましたが、1,000円
では申し訳なく5,000円位にしたら

（都の施策ですが）と常々思いま
す。
●一駅でも数駅間利用しても、同
一料金。老人は遠出する機会は少
ないはず。
●女性専用車両を増やして欲し
い。妊婦でも安心して乗車出来る
様にして欲しい。
●坂が多く車椅子が大変。
●電車。ラッシュ時の混雑。
●バス停にベンチがあると助かり
ます。高齢の母がバス停まで辿り
着いても、立ったままでは辛く座ら
せてあげたいです。
●都営バスの増便（利用者数を調
査して。また増便したら使うか等の
アンケート実施も）。
●配偶者に持病（重症喘息等）が
あり、階段の昇り降りが難儀であ
る。東中野駅のエレベーター設置
を望みます。
●狭い歩道をスピードに乗った自
転車が走って大変危ない。
●地下鉄のエレベーターの少なさ

（ベビーカー）を改善して欲しい。
●今のところ無し（移動が少ない
ので）。
●自分としては特にありません。で
もお年寄りの為に一段二段程度の
細かな段差は無くし、バリアフリー
化して欲しいと思います。
●高齢者が使い易い工夫。高齢者
専用の通路の確保（横に広がって

ゆっくり歩かれるので邪魔）。●接
客態度の悪い駅員が多い。
●国立国際医療センターに通って
ますが、信濃町駅周辺から戸山・若
葉・早稲田町辺りに行くバスがあり
ません。地域循環バスの運行を検
討して下さい。
●駅のハングル・中国語表示を止
め、日本語・英語・ピクトグラムで
スッキリと見易く表示して下さい。
●地図案内板が北方向＝上になっ
ていないものが多いので、分かり
難い。
●無料乗車券を持っている人だと
思いますが、とても汚い人・臭いの
する人が乗車して来ます。有料化
するなどして、そういう人が乗車出
来ない様な改善を求めます。
通勤時間のラッシュ
●神楽坂地下鉄の階段。せめて階
段の半分をエスカレーター化して
頂ければ、幸いです。
●地下鉄を使う。路線バスの本数
を（都バス）の便が少な過ぎる。是
非路線バスを増やして。その方が
大した費用は掛からない。
●地下鉄のエレベーター設置（神
楽坂・江戸川橋等）。
●あまり出歩かないね。
●駅のエスカレーター整備。
●バスの便をもっと増やして欲し
い。
●バスは待つ時間が20分程あった
りで、時間が読み辛く、大変不便で
す。時刻表をそのバス停の近所だ
けでもポストに入れて貰えると助
かります。
●私達はバス停まで行く事が大変
で、出来ません。ですからタクシー
を使って出掛ける事が多いです。
総てが値上がりしている今、どうに
か出せるといっても大変です。タク
シー補助券を検討して下さる様お
願いします。
●神楽坂駅の出入り口（地上）から
ホームまで、エスカレーター・エレ
ベーターが無いので不便です。

●自分は困らないが、駅のエスカ
レーターは下りもあると良い。
●中井（西武線）より車椅子で新宿
方面に出掛ける時に、乗車券発行

（西武線からJR2線）から移動・乗車
まで30分掛かる。バリアフリーとは
程遠い。飯田橋の都営エレベー
ターもJRとは程遠い。
●殆どの駅で英語で書かれた駅名
が間違っている。英語のアルファ
ベットにない文字が使われてい
る。外国人から見れば駅に書かれ
た文字は日本語とは思わない。
●現在よく都営バスを利用してい
ますが、様々な運転手さんが居る
のに驚いています。本当に親切で
細かい所まで行き届いている方も
居れば、乱暴な運転で物を尋ねて
も面倒臭そうに答える粗暴な方等
様々です。運転手の皆さんも大変
でしょうが、いつも乗客に対し安
全・親切であって欲しいです。
●大型バスであると待ち時間が
大。中・小型バスで台数が増えた方
が交通事情に合うのでは。電車（山
手・他私鉄4社位）の騒音が建物8
階のバルコニー（何も無いので）で
も五月蠅い。
●都営だけではなく、JR・私鉄も利
用出来る様にして欲しい生活保護
者です。
●都営バスが廃止になった地域は
とても不便になってしまいました。
走っていても本数が少な過ぎま
す。全て女子医大を通るとか、片寄
りがあると思います
●ちょっと行くとバス代・電車賃が
かさみ、家計ひいては食事に影響
してくる。
●現在の路線バスの増便。
●生活保護の無料パス（都営全
般）を頂いております。やはりJR、営
団が使えません。特にJRが使えな
いのが不便です。これは仕方なし。
●地下鉄は高齢者には不便なの
でバスを走らせて欲しいです。
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Ｑ5　交通手段について
コミュニティバスを走らせてほしいですか？

性別

年代別（617人）

（170人）

（225人）

（231人）

48.8%
（222人）

16.5%
（75人）

19.1%
（87人）

15.6%
（71人）

53.4%
（285人）

11.2%
（60人）

18.9%
（101人）

16.5%
（88人）

43.3%
（110人）

13.8%
（35人）

14.6%
（37人）

28.3%
（72人）

（2人）

（13人）

（33人）

（57人）

（75人）

（62人）

（185人）

（87人）

（81人）

（22人） （11人） （23人）

（4人）

（21人） （32人） （26人）

（28人） （46人）（13人）

（44人） （62人） （81人）

（13人） （26人） （12人）

（31人） （31人） （22人）

（16人） （22人） （9人）

（16人） （13人） （8人）

（5人） （7人） （3人）

（1人）
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Ｑ5　交通手段について
コミュニティバス、どこからどこへ？
●高田馬場＝国際医療センター
●早稲田グランド坂下＝東京新宿
メディカルセンター＝国立国際医
療センター
●高田馬場＝国立国際医療セン
ター、中井＝落合＝高田馬場＝江
戸川橋＝飯田橋、高田馬場＝新宿
西口（渋谷）、高田馬場＝池袋
●新宿には公共バスが沢山走って
いて、シルバーパスもあり大丈夫
な様に思います。
●四谷＝三栄町＝高田馬場（小滝
橋）
●コミュニティバスが都営の交通
機関の経営を圧迫しないなら賛成
です。
●新宿区内の病院を繋ぐ路線。
●自転車の走行を減らして欲し
い。
●区役所（本庁）＝各出張所＝各
図書館＝病院
●自宅付近から新宿区内。
●分からない。外出したくても外出
できない障害者や高齢者等の為
の支援（条件無し・タイムリー性の
ある）。
●四谷＝国立国際医療センター、
四谷＝新宿方面
●新宿＝渋谷駅
●新宿通り＝明治通り＝靖国通り
●新宿駅＝新宿区内の大病院（大
久保病院・慶應病院・東京医大病
院等）への直行便
●都バス路線が充実している当区
には必要無いと思います。地下鉄
の駅も「10」以上存在してるのは恵
まれています。
●信濃町駅（四谷三丁目付近）＝
東京女子医大方面、信濃町駅（四
谷三丁目付近）＝四谷駅方面、信
濃町駅（四谷三丁目付近）＝富久
町方面
●鉄道の無い地域間を結ぶ。
●落合南長崎駅＝東京済生会中
央病院

●区内全域。
●在来バスが通っていない様な所
を走るもの。具体的には出て来ま
せんが、歩行困難な方を乗せて
スーパー間を廻るコミュニティバ
スが出来るのも良い（例：国立国際
医療センター＝各スーパー＝生
協）。
●大久保近辺からの新宿行バスの
本数を増やして欲しい。バス停の
位置等の改善。
●インフラが整備されているの
で、財源も無いし特に必要なし。
●四谷駅＝信濃町駅＝千駄ヶ谷駅
＝新宿駅（新宿大通りを中心に走
行）。
●病院の近く。私は週2、3回大久保
病院に通院しています。入院は3ヶ
月で打ち切られました。入間市で
はタクシー券出るそうですが、新宿
区は障害1級の人だけです。因み
に私は要介護2です。
●住民にコースが分かり易い様
に。四谷駅＝東京女子医大これを
もっと増発して欲しい。
●若葉＝東京女子医大＝新宿。
Weバスは人が乗っていない。赤字
垂れ流し状態。即刻廃止!!代わりに
コミュニティバスを!!
●不要かと思います。
●曙橋＝新宿西口　新宿＝銀座
●晴海＝新宿
●区内循環
●無料パスの恩恵に与っているの
で、考えたことは無いですが、新宿
周辺は交通量が多いので余計混
雑するのではないでしょうか？
●四谷＝早稲田＝大久保＝新宿
御苑＝新宿西口
●路線バスが通っていない四谷三
丁目＝四谷見附＝市ヶ谷＝新宿、
新宿＝三宅坂の路線バスはある
が、1時間に1本程度で不便過ぎて
利用できない。
●新宿通りに沿って新宿駅＝四谷

駅●それか新宿Weバスを四谷駅
まで延長して欲しい。
●バスを使わずに徒歩圏で全ての
用事が足りる仕組み作り。
●慶應病院＝東京女子医大＝国
立国際医療センター＝東京医大こ
れの巡回バス。
●もとまちユニオン（病院があるた
め）。
●四谷三丁目＝大江戸線出口（東
新宿等）、四谷三丁目＝新宿南口
方面
●信濃町（外苑）＝飯田橋（神楽
坂）＝国立国際医療センター。電車
は乗降が面倒だが、バスならコマ
目にに行ける。コミュニティーバス
なら陸の孤島の様な地域間を結べ
るのではないか。
●四谷三丁目周辺からは新宿に出
難いと聞いています。
●道路が混むばかりだから、これ
以上要らない。
●シルバーパス利用者のコミュニ
ティバス無賃化。
●新宿区内全般。
●今は元気なので分からないが、
区民センターやコズミックセン
ター・役所（本庁・支所）・病院等に
行くのは便利かもしれない。身体
が不自由な方は利用したいのでは
と思う。
●早稲田＝国立国際医療センター
●早稲田＝東京女子医大
●高収入者・中収入者・低収入者
により、ランクで料金決めたら如何
でしょうか？是非検討して欲しい。
●牛込神楽坂＝四谷、牛込神楽坂
＝新宿方面
●坂の多い区ですから、ターミナ
ルや医療機関を結びながら坂を走
る。Weバスは要らない!自分自身に
とって必要な区間なら乗る。
●病院や老人ホーム・団地等高齢
者に必要な場所を繋ぐ路線に出来
て欲しい。

●現在のコミュニティバスの乗客
は少ないようです。走行間隔があり
過ぎて利用し難い。又、ラッピング
宣伝バス同様交通渋滞の一要因と
思う。
●地方と違い都会は恵まれてい
る。現状のバス・地下鉄で少なくと
も新宿区は必要ないと思います。
●新宿西口＝四谷三丁目＝四谷
●高田馬場＝東中野線は1時間に
1本。「関東バス」に補助を出して、
せめて2本/1h位に増やして欲し
い。新宿山手メディカルセンターに
行くのに便利。
●早稲田駅＝国立国際医療セン
ター
●循環。
●良い考えだと思うが、駅まで行く
のが大変！中継点を沢山作って欲
しい。
●下落合三丁目＝国立国際医療
センター、下落合三丁目＝東京女
子医大、高田馬場駅＝図書館（中
央）etc．
●四谷三丁目＝新宿
●目白駅＝高田馬場駅
●新目白通りは公共交通が無い所
だと思います。出来れば都電が
カーブする高戸橋辺りから落合地
域センターまでを循環するコース
があると助かります。
●小滝橋＝山吹町（早稲田通り）
●早稲田駅＝西新宿
●シルバーパスが有れば都内何
処へでも行けます。道路の車渋滞
を作らぬ為にもこれ以上車を増や
す事に反対です。
●信濃町駅＝江戸川橋＝市ヶ谷駅

（左内坂経由）＝東京女子医大前
●駅＝病院
●バスの本数の少ない所。昼間だ
けでも。
●鶴巻町＝明治通り＝山手通り＝
外堀通り＝信濃町（環三）、早稲田
駅＝国際医療センター（病院を廻

る）
●JR駅＝女子医大や主要病院へ
の循環。
●渋谷＝早稲田（往復）、千駄ヶ谷
＝代々木＝新宿駅
●新宿通り。晴海通り＝新宿に向
かって交通機関が少ない場所。
●レガス桜まつり等に活用して欲
しい。無料バスが廃止になってか
ら行っていない。
●大久保通りも通って欲しい。
●目白駅＝新宿駅
●落合南長崎＝高田馬場
●西落合地区＝中野駅＝西落合4
丁目＝落合第二地域センター＝郵
便局・スーパー等巡回。
●駅から駅の循環バス。一時間に1
本ではなく、せめて2本にして欲し
い。
●高田馬場駅＝落合＝中井＝下
落合＝おとめ山公園＝目白＝高田
馬場
●新宿駅（西口）＝百人町＝東京
女子医大。現在職安通りを走るバ
スがありません。春山外科病院に
通うのにタクシー利用しかありま
せん。
●千駄ヶ谷＝都庁＝代々木
●小滝橋＝早稲田通り＝高田馬場
駅＝抜弁天＝曙橋＝防衛省前＝
神楽坂、小滝橋＝早稲田通り＝高
田馬場駅＝伊勢丹デパート＝東京
都庁＝新宿公園＝初台オペラシ
ティ
●高齢者がよく利用する施設を押
さえるのは、基本だと思います。
●新宿区内の大きな道路を巡回
する様なバスが理想です。台東区
の「めぐりん」の様なバスはどうで
しょう。
●下落合駅＝大久保スポーツプラ
ザ＝中央図書館・コズミックセン
ター＝戸山シニア館＝シルバー人
材センター、新宿文化センター＝
新宿区役所本庁舎・西武新宿駅＝

都庁＝新宿シニア館＝新宿駅
●江戸川橋＝市谷、飯田橋等JRの
駅までの路線。
●地域センターと高田馬場駅をつ
なぐバス。
●早稲田駅＝国立国際医療セン
ター
●外苑東、西等区内縦方向の移動
が大変不便なので、是非検討を願
う。
●国立国際医療センター＝新宿駅
東口＝新宿駅西口
●中井＝中野等。大江戸線・西武
線があるが、とても不便。乗り換え
なければならないから。
●早稲田駅＝国立国際医療セン
ター
●新宿＝東京女子医大（国立国際
医療センター含む）
●病院・スーパーを経由している
所であれば、何処でも良い。
●大久保通り＝新宿駅。
●早稲田駅＝国際医療センター
●飯田橋＝新宿
●富久小学校前＝新宿御苑駅
●目白駅＝山手通り＝新目白通り
＝早稲田＝江戸川橋＝椿山荘＝
目白通り＝目白駅
●高田馬場駅から循環。早稲田駅
から循環。幾つか路線があると良
い。
●考えているならタクシー会社等
に依頼して区税を使わないで!区
税を使わないで運営出来るのな
ら、民間でもするはずです。
●財源を先ず示す事。コミュニティ
バスのみをシルバーパス専用とす
るのも。バスは小さくなっても税金
を大量に投入する事に代わりはな
い。マイクロバス、更に普通自動
車、トゥクトゥクなど車両をもっと小
さく、燃料代がかからないものに。
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●地下鉄の下り階段のところがあ
り、いつも怖いです。できれば、繁
華街・駅・病院を巡って貰えたらう
れしいです。
●新宿区の中で3系統、バスの山
手線。
●早稲田＝国際医療センター
●神楽坂下＝坂上＝矢来町（ラカ
グ）＝牛込北町＝納戸町＝市谷田
町（午前・午後で進行方向が逆に
なるから不便かな…。）
●飯田橋＝伊勢丹（神楽坂通り経
由）
●早稲田駅＝西早稲田駅
●早稲田駅＝神楽坂駅＝国際医
療センター
●神楽坂駅＝コズミックセンター
●新宿駅＝四谷駅
●高田馬場駅＝四谷方面
●都バスでカバーできない所は必
要と思うが、何処かというと当方に
は分からない。
●公共機関へ通じるルート。高齢
者以外や区外からの利用者にはど
う対応。
●早大正門＝国際医療センター＝
都庁
●高田馬場＝東京女子医大、各駅
＝総合病院・大学病院等
●小滝橋＝国際医療センター＝東
京女子医大
●早稲田＝国際医療センター。例
のように病院と各駅を結べば助か
る人が沢山居るでしょう。
●落合南長崎＝中井＝落合＝東
中野＝新宿＝四ッ谷＝飯田橋
●神楽坂駅＝西早稲田駅
●高田馬場＝新宿伊勢丹前（明治
通り）、小滝橋＝飯田橋（大久保通
り経由）
●早稲田駅＝国際医療センター＝
新大久保＝大久保＝新宿
●飯田橋＝河田町＝新宿、早稲田
駅＝矢来町＝飯田橋
●もっと人の集まる所をコマメに
廻って欲しい。台東区の様な楽しく
利用し易い運行を考えて欲しい。

●四谷駅＝新宿御苑
●新宿駅東口＝新宿駅西口＝都
庁（老人・観光客向け）、飯田橋＝
神楽坂＝早稲田大学（学生向け）
●今現在外出が出来る年寄りと同
居していないので、感覚が分かり
ません。
●コミュニティバスが何だかよく分
かりません。ここの天神町にはバス
停がありません。孤立しておりま
す。是非天神町にバス停が欲しい。
コミュニティバス運営のために区
の負担はどの位になるのか。その
金額によっては外出の為の手段を
他の方法で解決し、むしろ外へ出
て歩く方向に仕向けられないか。
●落合駅（山手通り経由）＝目白駅

（目白通り経由）＝早稲田駅（明治
通り経由）
●中途半端に走らせるよりも、区内
の都バスに100円で乗れる様にし
た方が良い。
●新宿駅で高層ビル＝新宿御苑ま
で走っていますがコースが悪いで
す。青梅街道、十二社通りが欲しい
です。
●中井周辺＝コズミックセンター
周辺
●早稲田通り＝山手通り
●交通の便の悪い場所。
●飯田橋＝赤城下＝矢来＝新宿
文化センター
●牛込柳町＝新大久保＝戸山公
園
●高田馬場＝小滝橋＝コズミック
センター
●新宿駅＝高田馬場
●新宿区内は東西方向へはJRや
地下鉄が走っているが南北方向へ
の移動手段が少ないので改善して
欲しい（例えば牛込柳町＝四谷３
丁目＝信濃町など）
●電車が通ってない地域＝新宿三
丁目周辺・新宿駅があったらお年
寄りは乗るのではないか。
●有料なので。
●具体的には分かりません。

●空席の目立つバスを見掛ける。
利用率の低いものを増やす必要
はない。タクシーチケットの方がマ
シ。
●市谷＝四谷＝高田馬場＝落合
などJR・地下鉄で繋がっていない
地域。
●JR新大久保駅周辺・早稲田駅周
辺＝市ヶ谷駅周辺
●病院＋買い物ができる商店街な
どに行くバスがあればよいと思う
●飯田橋＝山伏町＝新宿駅
●新宿＝四谷＝早稲田＝小滝橋
●新宿駅＝中小の医療機関
●西早稲田or高田馬場＝神楽坂
● ？＝国際医療センター＝新宿三
丁目
●区役所を出発して4方面必要。中
央区から転居して区バスがないの
で驚きました。優しくない区です
ね。新宿駅周辺を走っている区バ
スは企業の費用で無料化すべきで
す（大手町や日本橋はそうです）こ
れだけ大企業が多いのにひどい行
政ですね。
●早稲田＝国際医療センター（こ
の路線は必要です）、早稲田駅近
辺＝ＪＣＨＯ（旧厚生年金病院）
●下落合駅＝東京山手メディカル
センター＝国際医療センター＝東
京女子医大＝聖母病院
●早稲田駅＝高田馬場駅＝落合
駅
●私は自転車利用。具体的には分
からない。
●例えば高田馬場＝新宿御苑まで
のルートとか中央公園までのルー
トとか何となく大きい公園へ行く
ための手段としてコミュニティバス
があると年寄りだけでなく、子育て
世代でも使い易いと思います。
●JR新宿駅の周辺を広く回るルー
ト。例えば早稲田周辺＝都庁前
●今現在走っているバスは何で
しょうか？百人町あたりを走ってま
すが？見てると利用している方は
数人しか乗って無く時間帯のせい

か関東バスでしょうがあれももっと
上手く使えないか、見ていて勿体
ない気がします
●中井＝落合＝新宿西口
●近くに東中野＝高田の馬場があ
り便利ですが一時間に1本という
のが少し困ります。
●中井駅＝東京医大、落合駅＝桜
山診療所
●公共交通機関で十分だと思われ
ます。それよりもマタニティの方々
に対する配慮が不可欠です。
●新宿スポーツセンター・コズミッ
クセンター・中央図書館は陸の孤
島です。新宿駅からでも良いので、
直通バスが欲しい。できれば循環
バスが欲しい。区役所＝図書館な
ど。
●西落合＝税務署＝区役所
●高田馬場＝大久保駅＝新宿駅
●江戸川橋＝女子医大
●新宿＝四谷＝（神楽坂）飯田橋
●新目白通り
●目白駅＝国際医療センター
●市谷柳町＝新宿駅
●低床バスで乗り易く台東区や文
京区の様な例を参考にして下さ
い。
●信濃町＝四谷3丁目＝四谷4丁
目＝新宿1、2、3、5＝西早稲田＝高
田馬場
●四谷（JR、地下鉄）＝女医大、国
際医療センター
●四谷駅＝東京医大病院
●費用対効果の問題でしょう。
●国際医療センター＝高田馬場駅
＝落合方面
●新宿駅＝女子医大＝早稲田＝
飯田橋
●シルバーパスで間に合っていま
す。
●こんな距離歩け!歩行不自由者

（認定要）にタクシー優待券500円
券だし補助してやれ。コミュニティ
バスの維持費との兼ね合いで。
●バスが多く（色々な場所を）運行
しているので、渋滞に影響しなけ

ればいいですが。
●現在も西口から都庁等のコース

（Weバス）はありますが、利用者が
少ないのであまり意味が無い様に
思う。コースの見直しが必要です
が、具体的に分からない。
●新宿区は交通網が出来上がって
いるので、特に必要ないと思う。
●今の100円Weバスのルートから
区の施設を結ぶルートが現実的だ
と思う。
●成子坂下＝角筈センター、成子
坂下＝新宿駅
●信濃町＝四谷三丁目＝東京女
子医大＝国際医療センター＝都立
大久保病院＝JR病院＝千駄ヶ谷＝
信濃町
●国際医療センター＝病院横のＡ
ワン道路＝馬場下＝鶴巻＝柳町＝
若松町循環
●無料にならない限り乗りません。
●路線バスの穴が沢山あります。
特に百人町、大京町。高田馬場＝
国際医療センター（東京女子医大）
＝大久保病院＝東京山手メディカ
ル＝百人町＝小滝橋循環
●新宿各バス停＝五反田ＮＴＴ
病院前
●新宿駅＝四谷駅（新宿通）
●飯田橋＝若松町＝新宿
●南新宿＝高田馬場
●現在バス路線から外れている
所。
●区立図書館行き。
高田馬場＝国際医療センター＝文
化センター
●早稲田駅＝国際医療センター＝
東京女子医大
●医療機関（国際医療センター＝
山手メディカルセンター＝逓信病
院（千代田区）を結ぶライン
●神楽坂駅＝新宿御苑＝新宿中
央公園
●都バスや関東バスが走っていな
い路線。
●四谷駅＝新宿駅
●池袋へのバスがあればと思う。

●市谷仲之町交差点＝四谷区民
センター
●新宿駅＝大学病院
●百人町3丁目は地下鉄駅も遠く、
バスは小滝橋通りを西新宿方面、
伊勢丹デパート方面への交通手段
が無いのでコミュニティバスを実
施して欲しい。
●市ヶ谷周辺＝四谷図書館
●下落合はバスの便が良いので、
余り区内では必要ない。むしろ、東
中野方面へ行く、西武バスの本数
せめて一時間に2本欲しい。新宿西
口＝池袋（西武前）
●西落合＝国際医療センター
●道路が今以上に混むのは望まし
いとは思わない。
●落合駅＝新江古田等
●東新宿⇔新宿御苑
●飯田橋＝大久保通り＝新大久保
●住吉町＝余丁町＝抜弁天＝東
新宿、住吉町＝余丁町＝河田若松
＝早稲田、新宿西口＝曙橋＝市ヶ
谷＝飯田橋＝江戸川橋＝都電早
稲田駅＝高田馬場＝新宿駅西口
●曙橋＝新宿コズミックセンター
●各駅＝公的な建物。
●新宿＝千駄ヶ谷＝北参道
●大久保通り＝新宿駅
●国際医療センター＝早稲田駅経
由＝高田馬場＝若松町＝コズミッ
クセンター
●曙橋＝国立国際医療センター
●高田馬場＝中央図書館（早稲田

（理工））
●早稲田駅＝国際医療センター、
早稲田駅＝えのき町出張所、早稲
田駅＝都電早稲田
●別に範囲には拘りません。
●池袋＝新宿間
●北新宿＝落合＝東中野
●高田馬場＝戸塚警察署＝新目
白通り＝落合
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●駅やバス停が徒歩10分圏内に
無ければ必要かも。料金は割引で
はなく、その地域の相場で良いで
す。
●東中野＝高田馬場（関東バス、
但し一時間に1本）、一時間に1本
では少な過ぎるので、本数を増や
して欲しい。
●大久保通り＝都電早稲田、大久
保通り＝新宿南口
●新宿東口＝北新宿
●これ以上高齢者を優遇する施策
は不要。不妊治療や子育て支援な
ど、若い世代に税金を振り向ける
べき。
●確定申告時の新宿駅から会場ま
で。
●医療機関・買い物・区役所・保健
センター等、目的毎に行って欲しい
所は多くありますので、都営バスの
走行が便利で良いと思う。場所に
よっては民営バスなので都営の乗
車券ではお金が必要。
●神楽坂＝新宿駅
●小滝橋＝新宿駅＝早稲田
●現在幹線道路でバス路線（都
営・都バス）が無い部分に。
●西落合＝高田馬場方面
●四谷⇔コズミックセンター
●馬場口交差点＝早稲田＝弁天
町＝柳町＝国際医療センター＝大
久保2丁目＝馬場口交差点の順
回。もしくは逆回り。
●坂の多い道。
●高田馬場＝東京女子医大
●山吹町＝ここから広場
●新宿駅＝大久保＝高田馬場
●四谷1丁目＝新宿西口＝都庁
●南北方向路線が不足している。
●区内全てくまなく。
●中井地区＝小滝橋車庫
●シルバーパスを利用させて頂い
ています。車内はその人達が殆ど
で十分満足しています。台数がもう
少しあれば…。女子医大方面。
●希望する所、停車可能なバス。タ
クシー、障害者割引を多く。現在1

割。
●飯田橋＝抜弁天
●四谷＝若葉町＝四谷区民セン
ター。かつて四谷にコミュニティー
バスを走らせる計画があり、心待ち
にしていたのにいつのまにか計画
はなくなり問い合わせるまで計画
がなくなったことすら知らされてい
ない。WEバスはほとんど走ってい
るのに。
●新宿区の財政状況から効率的
な方策があるか否かで判断がつか
ない。
●明治通りの早稲田近辺＝新宿西
口＝四ツ谷駅方面。コミュニティバ
スは是非とも。
●戸山町＝東京女子医大病院、戸
山町＝新宿西口（現在バスは走っ
ているが、本数が少ないのでその
間を埋めて欲しい）
●落合＝中井＝早稲田周辺
●面影橋からもお願いしたい。
●小滝橋＝国際医療センター定時
バスが欲しい。都内の交通網は発
達しているが、1時間に1本、2時間
に1本多くても1時間に2本は止め
て欲しい。少なくても20分に1本に
して欲しい。座る所も無いので立っ
て待つのは辛い。
●小滝橋＝国際医療センター
●出掛けられる人は羨ましいで
す。
●早稲田駅＝東京都庁
●東中野＝国際医療センター
●新大久保駅＝大久保通り＝飯田
橋
●早稲田駅＝国際医療センター
●早稲田駅＝国際医療センター

（助かります）
●複数の路線循環。
●新目白通りにバスが走っていな
いのでコミュニティバスを走らせ、
駅や病院まで通ると便利だと思う。
●新宿西口＝国際医療センター
●曙橋＝飯田橋
●早稲田通りを通って弁天町に行
く時凄く困ります。高田馬場2丁目

＝弁天町＝神楽坂
●小滝橋＝国際医療センター＝新
宿西口＝新宿南口駅
●第二出張所＝中井通り＝第一出
張所＝区民の森＝目白駅＝高田
馬場（両出張所と区民の森へのア
クセスが悪い）。
●病院
●西早稲田＝東京女子医大、早稲
田駅＝国際医療センター
●医療機関の循環、スーパーマー
ケットの位置、買い物難民の解消。
●昔の都電沿線。
●JR・地下鉄等の駅＝主要医療機
関＝福祉施設＝区出張所
●早稲田＝国際医療センター＝東
京女子医大＝新宿文化センター＝
新宿駅
●落合南長崎駅＝国際医療セン
ター
●小滝橋＝東京医大、小滝橋＝東
京女子医大
●西落合＝落合＝国際医療セン
ター＝若松河田＝山吹＝神楽坂
＝慶應病院＝区役所
●新宿駅＝国際医療センター＝東
京女子医大＝新国立美術館
●図書館や公民館の様な公共施
設を経由するバスがあれば、熱中
症対策にも役立つと思う。お年寄り
の日々の足として。
●新目白＝高田馬場
●都電とJRを結んで欲しい（例：早
稲田駅＝飯田橋駅、早稲田駅＝四
谷駅）。
●新目白通りに必要。早稲田＝落
合方面
●東外苑通り＝早稲田＝新宿方面
＝大久保通り＝飯田橋（本数を増
やして欲しい）。
●早稲田駅＝飯田橋
●飯田橋＝新宿
●飯田橋＝東京メディカルセン
ター＝神楽坂＝北町＝柳町＝東
京女子医大＝曙橋＝四谷
●新宿駅を中心に。
●大久保駅＝新宿区役所＝福祉

作業所
●大久保駅＝東京女子医大病院
●新宿駅＝大学病院等大きな病
院間循環バス
●区内循環が好ましい。
●霞ヶ丘町＝町の中心
●高田馬場＝東京山手メディカル
センター
●＝新宿駅
●余丁町＝新宿駅
●新宿駅を起点に放射状に。
●東京メディカルや主要の国際医
療センターなどへの足があると便
利だと思います。
●新大久保＝新宿各デパート（伊
勢丹、京王、小田急、髙島屋）。
●都バス路線の走っていない地域

（国際医療センター・東京医大・東
京女子医大等へ）。
●シルバーパスを利用すれば殆ど
の所に行く事が出来ますが、身体
不自由な方のためには、コミュニ
ティバスも必要でしょう。
●駅も一周して欲しい。法務局や
税務署なども繋いで欲しい。年金
事務所、区役所も。
●地下鉄から遠いエリアを重点的
に。
●自分の行動範囲では、不便を感
じていないので分からない。
●落合＝聖母病院、落合＝国際医
療センター
●中井駅＝新井薬師駅＝中野駅

（中野総合病院）
●地下鉄やバス等が通っていない
住宅街を走ってくれると助かる。
●公園、遺跡巡り。
●病院や少しバスの便が悪い所
に。ムーバスは安くていいけど、余
り利用客がいないですよね。
●これ以上、交通量を増やさなく
ても良いと思う。現状のバスをもっ
と利用（活用）できるようにしてほ
しい。
●飯田橋＝市ヶ谷＝四谷＝新宿御
苑
●不要、無駄な税金は使うな。

●四谷周辺。
●新宿＝飯田橋、新宿＝東京駅
●新宿＝飯田橋（大江戸線は階段
が多く利用時苦痛がある）
●高田馬場＝区立図書館＝国際
医療センター
●大学病院を廻れる様に。
●小滝橋＝新宿
●新宿区は交通網が発達している
ので、そのための費用が有れば他
の事に使って欲しい。
●哲学堂＝女子医大
●西落合＝新宿
●コズミックセンター＝信濃町
●早稲田車庫＝神楽坂＝高田馬
場
●明治通り＝大久保通り
●小型バスで主要道路から一本外
れた所を回って欲しい。
●現在の地下鉄路線の上により細
かく乗降所を設定したものが欲し
い。「バリアフリー」といってもエス
カレーターやエレベーターへも移
動困難の老人が増えている。
●北新宿＝戸山公園・コズミック
センター方面（大久保通り直進）
●区内循環。
●新目白通りを走るバスが欲し
い。
●高田馬場駅＝新宿歌舞伎町
●薬王寺＝納戸町＝南町＝神楽
坂
●江戸川橋＝新目白通り、落合長
崎駅、早稲田通りなどの循環バス。
●山手通り沿い。
●新宿駅西口＝小滝橋通り＝税務
署通り＝十二社通り＝甲州街道＝
新宿駅西口、兎に角税務署通りに
都バスコミュニティバスを走らせ
て欲しい。
●東中野＝新宿（早稲田通り）
●高田馬場＝東京医大病院、高田
馬場＝慶應義塾大病院
●新宿駅＝国際医療センター等多
くの人が利用できる所でお願いし
ます。
●高田馬場＝四谷方面

●四谷駅前＝四谷三丁目＝外苑
西通り（内藤町区民ホール）
●落合南長崎＝新宿西口
●勉強不足の為コミュニティバス
と言う名前を初めて聞きました。
●東新宿＝四谷方面（総武線、中
央線に乗れる駅）
●新大久保駅＝社会保険中央病
院＝大久保病院＝東新宿駅＝女
子医大病院
●不要な様に思うが、エリアによっ
ては必要というお年寄りが多い。地
域もあるかも。
●西落合＝高田馬場
●西落合＝落合駅
●不要!!
●大久保3丁目周辺＝西新宿高層
ホテル周辺
●大型団地内（広場）発着（駅ター
ミナル）のJRや鉄道駅行き（私鉄）
●大型ショッピングセンター行き
●総合病院行き、スポーツ施設、イ
ベント会場（限定）、墓地、美術館博
物館、イベント時の不定期型（今よ
りもっと広くしてほしい。今は観光
用で住民用ではない型）
●信濃町駅＝国際医療センター
江戸川橋駅＝国際医療センター
四ツ谷駅＝国際医療センター
●富久町＝若松地域センター
●落合地区＝新宿中央
●早稲田＝国際医療センター＝新
宿メディカルセンター、病院のある
ところ。
●東中野＝大久保、大久保＝西新
宿・南新宿
●主な医療機関・主要駅
●新宿駅＝新宿御苑、新宿＝東京
医大、新宿＝国際医療センター
●早稲田＝国際医療センター
●女子医大＝下落合、中井＝下落
合＝中井＝聖母病院＝中井＝下
落合
●北新宿＝新宿駅（東口または西
口）
●メトロ神楽坂＝市ヶ谷
●下落合駅＝新宿区役所



▶32◀

Ｑ5　交通手段について
●百人町＝北新宿＝落合＝西新
宿
●曙橋＝東京女子医大
●西新宿＝下落合方面
●上落合＝中井＝聖母病院＝国
際医療センター＝新宿
●新宿駅前＝区内循環（10分ほ
ど）
●バス路線の隙間を縫う、循環経
路（例：中野⇔千川）
●目白5丁目⇔新宿
●四谷三丁目＝四谷駅前＝市ヶ谷
駅前＝飯田橋駅＝神楽坂＝大久
保通り＝柳町＝曙橋＝四谷三丁目
●角筈車庫＝十二社通り＝税務署
通り＝曙橋＝飯田橋
●周辺の駅経由、公共・医療機関
●比較的地下鉄や電車があり、便
利な街なので必要以上は望まな
い。
●練馬＝落合南長崎経由＝高田
馬場経由＝東京女子医大へ。切に
お願い。
●場所によっては必要かもしれな
いが、福祉タクシーの充実ではどう
でしょうか？
●財源を考え、リアルな設問を作っ
てもらいたいものだ
●高齢になると駅に行く（病院に
行く）のが大変なので、例えば、東
中野→大久保→新大久保→高田
馬場などバス停を少し細かく設定
するとよいのではないか。
●東中野＝新宿区役所
●高田馬場駅＝東京女子医科大
学病院
●私の家は、地下鉄の落合南長崎
です。家が近いのでそれほど不便
は感じませんが、区役所などいくの
に、バスがあればとてもよいと思
う。
●新宿＝四谷
●中井＝新宿駅、中井＝目白駅
●高田馬場＝早稲田松竹、新宿＝
早稲田松竹
●シルバーパスを頂いているのに
それ以上は甘え過ぎに思える。

●大病院、買い物に行くのが不便。
新宿区は坂が多いので、病院ルー
トや買い物をするためのコミュニ
ティバスが希望です。
●JR大久保＝飯田橋
●新宿駅を中心にするのではなく
全地域を網羅するような循環型バ
ス
●江戸川橋（そばの新宿区内）＝
国際医療センター＝東新宿（東京
メトロ。都営地下鉄駅そば）
●早稲田駅＝四谷方面早稲田駅
＝新宿東京女子医大早稲田駅＝
神楽坂～公営年金病院早稲田駅
＝牛込保健所
●高田馬場＝コズミックセンター
●江戸川橋駅＝国際医療センター
●信濃町＝国際医療センター
●早稲田駅＝国際医療センター、
高田馬場（諏訪通り経由）
●飯田橋＝神楽坂＝早稲田
●早稲田バス営業所から国際医療
センター
●高田馬場＝女子医大、高田馬場
＝聖母病院＝目白、ＪＲ新宿を使
わずに区役所・都庁・百貨店に行
けると便利。ＪＲ新宿は混むので
体調が悪かったり高齢の人には移
動が大変。
●高田馬場4丁目＝国際医療セン
ター＝山手メディカルセンター＝
高田馬場駅
●新宿＝明治神宮＝神宮の杜＝
新宿御苑＝新宿
●高田馬場駅＝国立国際医療セ
ンター
●早稲田駅＝国際医療センター
●病院を中心（公共施設含）に高
齢者を輸送、早稲田＝国際医療セ
ンター＝東京女子医大＝大久保
（国際医療センターは早稲田・大久
保・新大久保・高田馬場各駅の利
用者が多いと感じる）。
●ルートを定めずオンデマンドで。
特定のルートなら路線バスの料金
を無料又は補助すれば足りる。
●コミュニティバスが走る事で、都

バス等の公共交通が圧迫される事
を案じています。利便性をトータル
に維持しつつ、高齢者が必要とし
ている運行区間を調べてネット
ワークを充実させて欲しいです。
●新宿駅＝医大通り経由＝四谷駅
●税金を増やさなければ、出来っ
こ無い。
●中井２丁目＝代々木２丁目
●小滝橋車庫＝東新宿駅
●コミュニティバスは有った方が
便利なのでは？高齢者に目立つも
のを持たせて、バスの運転手がそ
れを見つけたら、停車して乗車さ
せる（ルートを基本には作る様にし
て）。
●小滝橋＝四谷三丁目
●交通渋滞を招くだけである、反
対。
●主要箇所全て
●成子坂下＝医療センター
●駅から大きな病院（例と同じ経
路なら利用します）
●新大久保＝国際医療センター
●中央図書館・スポーツセンター
＝区役所＝新宿駅
●住まいの近くからではほぼ無理
な話でしょうが、医療センターまで
かな？
●医療機関や繁華街等。
●目白＝神楽坂＝新宿＝高田馬
場の様に区内を一周するルート。
●小滝橋車庫＝国際医療センター
●JR目白駅＝主立った医療機関
●新宿駅＝大久保駅
●新宿駅＝青梅街道＝十二社通り
＝新宿通り
●小滝橋＝曙橋（靖国通り経由）小
滝橋＝早稲田（高田馬場駅経由）
●新宿区は交通網が発達している
ので不要。むしろバス等交通機関
を利用出来ない方のためのタク
シー補助等があると有り難い。
●交通量的に可能なら良いと思い
ます。
●具体的には分かりませんが、皆
様のご意見の中で多数が有れば

考えて頂ければ良いと思います。
●鶴巻町（新目白通り）＝早稲田＝
国際医療センター＝（中井）落合方
面＝中野
●コミュニティバスを考える前に
路線・運行間隔・料金（特に乗車区
間・停留所・停留所の場合の料金）
等を考慮した運行が上手く計画さ
れていれば、かなり使い易くなるの
ではないかと常々思っています。
●聖母病院前＝早稲田周辺
●高田馬場＝信濃町（慶応大学病
院）
●病院を回るバス早稲田＝東京女
子医大＝医療センター＝厚生年金
病院等々
●大久保駅＝新宿東口、大久保駅
＝新宿西口
●北新宿３丁目（中野坂上の新宿
区境）＝大久保駅＝新宿駅
●小滝橋＝新宿西口
●現状の交通機関でほぼ足りてい
ると思います。公費の浪費だと思
います。
●神楽坂＝新宿区役所の巡回バ
ス
●地理があまり詳しくないので、分
かりません。
●新宿駅＝東新宿駅＝南新宿駅
●新宿駅＝コミュニティセンター
＝女子医大＝東京医大＝医療セ
ンター
●大久保＝国際医療センター＝女
子医大＝東新宿駅＝職安通り●医
療機関と大江戸線を結ぶ路線。
●具体的には分かりませんが、利
便性が良く利用し易い区間が良い
と思います。
●新宿駅＝山吹町
●図書館行き。
●早稲田駅＝信濃町駅（外苑東通
り）＝国際医療センター
●落合南長崎＝高田馬場
●主に通院に便利な所ではない
でしょうか。
●椿山荘裏周辺＝国際医療セン
ター＝東京女子医大、都電早稲田

駅＝国際医療センター＝東京女子
医大＝東京医大＝厚生年金病院
●飯田橋＝神楽坂＝国際医療セ
ンター＝女子医大コース
●新宿駅＝飯田橋＝お茶の水
●早稲田＝下落合＝落合南長崎
●高田馬場＝国際医療センター利
用したい人は沢山いらっしゃるの
ではないですか。高齢者対策を何
でもして下さい。私達は高収入者
ではなく、少しばかりがひっかかる
高齢収入者です。今回8月からリハ
ビリ運動に行くのに主人は2割負
担になりました（介護保険で）。
●大通り。
●神楽坂＝飯田橋＝新宿駅
●中井駅＝（旧）社会保険病院＝
国際医療センター＝東京女子医大
●京王バス管理の100円WEバス、
乗客少なく頻度高く走っている。大
赤字なのに、何故新宿区は平気で
走らせているのか？
●妻子は外国生活で、私は2/3は
外国生活なので分からない。
●早大正門前＝新宿コズミックセ
ンター前（玄関）、早大正門前＝新
宿文化センター前（入り口付近）、
早大正門前＝池袋駅（東口or西
口）、早大正門前＝新宿駅（西口or
東口）
●高田馬場駅＝国際医療センター
●高田馬場＝新宿文化センター＝
新宿区役所本庁
●新宿西口駅＝国際医療センター
●高田馬場（早稲田）＝四谷駅※
女子医大経由ではなく抜け弁天か
ら曙橋を経由して欲しい※余丁町
通りにバスがなくて不便です。東新
宿＝飯田橋（大江戸線は深くて年
配者にはきついです。旧厚生年金
病院への通院が大変です）
●高田馬場＝早稲田リサイクルセ
ンター＝新大久保社会保険事務所
●十二社池の下＝新宿区役所等
●（大きい）病院通いという点は都
営バスは少しは考えた路線配備だ
という事が、最近私の心身状態の

変化とともに感じられます。JRに
沿った路線は無く、JRと少し離れた
所をほぼ並行して走る路線を乗り
換えて行くと、JRと同様の移動が出
来ます。JRがあるから良いという事
になる様です。コミュニティバスは
パラトランジットに近いもので、交
通網が比較的良い東京では、新路
線導入は住民の声をよく聞かない
と難しいでしょう。
●成子坂下＝新宿駅＝高田馬場
●成子坂下＝荻窪
●四谷図書館・出張所・御苑－大
木戸坂－曙橋駅－台町坂－坂弁
天－若松河田駅－女子医大－若
松町－柳町駅四谷図書館・出張
所・御苑－四谷三丁目駅－新宿通
り－津の守坂－自衛隊前－外堀通
り－牛込中央通り－牛込北町－柳
町駅－合羽坂－曙橋駅－大木戸
坂－四谷図書館・出張所・御苑。
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Ｑ５　交通手段について
コミュニティバスの料金について（複数回答）

性別

年代別都
バ
ス
料
金（
2
1
0
円
）程
度
な
ら
乗
る

都
バ
ス
料
金（
2
1
0
円
）程
度
な
ら
乗
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未
記
入
・
不
明

シ
ル
バ
ー
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ス
や
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
が
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え
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ば
乗
る

未
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・
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ル
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ー
パ
ス
や
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
が

使
え
れ
ば
乗
る

23.3%

33.3%

39.3%

52.9%

52.9%

53.5%

56.6%

45.2%

22.4%

30.6%

21.7%

33.3%

14.3%

8.6%

15.4%

11.3%

15.9%

28.2%

43.7%

44.4%

14.3%
4.3%

6.7%

9.4%

8.0%

5.6%

8.0%

6.3%

11.7%

21.4%

11.4%

11.5%

8.8%

6.2%

4.6%
2.9%

3.1%

3.3%

33.3%

17.9%

25.7%

20.2%

20.8%

18.6%

23.9%

32.8%

23.1%

43.3%



▶34◀

Ｑ６　LGBTについて
LGBTと言う言葉をご存知ですか？

性別

年代別
（553人）

（458人）

（232人）

（216人）

（251人）

（86人） （93人） （75人）

（203人） （80人）

（162人） （77人）

（1人）

（19人） （7人） （2人）

（45人） （20人） （5人）

（63人） （31人） （10人）

（99人） （48人） （12人）

（44人） （50人） （19人）

（157人） （141人） （74人）

（46人） （74人） （54人）

（61人） （64人） （35人）

（18人） （21人） （21人）

（2人）



▶35◀

Ｑ６　LGBTについて
新宿区でも条例を
制定すべきと思いますか？ 性別

年代別

（462人）

（237人）

（395人）

（146人）

（168人） （109人） （125人） （53人）

（228人） （76人） （190人） （40人）

（66人） （52人） （80人） （53人）

（1人）

（19人）

（38人）

（45人）

（92人）

（46人）

（131人）

（36人）

（40人）

（14人） （10人） （18人） （18人）

（41人） （58人） （21人）

（35人） （65人） （38人）

（66人） （125人） （50人）

（24人） （34人）

（9人）

（20人） （41人）

（6人）

（22人） （32人）

（15人） （16人）

（3人） （5人）

（1人）

（1人）

（5人）

（1人） （1人）



▶36◀

Ｑ６　LGBTについて
前の質問で回答した理由
●時代の流れだから
●性にはいろいろな形があると思
う。日本はこういう差別も無くすべ
きである。
●不自然で気持ち悪い。
●ＬＧＢＴの人のことは何も知ら
ないので。
●誰もが生き易く、平等な権利を
持てるように法制化した方が意識
改革も進む。
●家族制度、戸籍制度がそもそも
変。婚姻に公的機関の承認・証明
が必要か？
●問題の内容は知っている。個人
の性向の自由は認めるが、証明し
にくい問題はいくらでも悪用でき
る。渋谷区の様子を見てから決め
ても良いのでは。
●性的マイノリティの人も救済す
べき。
●制限する必要がない。
●人間性の多様性の尊重。
●人権および先進各国の流れ。
●本人の自由だから。
●そのような人たちが、差別を受
けない為に。
●自治体がこの種の証明を発行す
る意味は無いと思うから。
●社会にそれほど理解が深まって
いるとは思えないので。
●誰とどのように生きるかは個人
の権利、それを否定するような社
会はあってほしくない
●難しい側面もあるから
●無戸籍の人々の対策をするのが
先だと思います。
●自分のまわりにいないため実感
がない
●少数派の人権を認めるのは当
然のこと
●本来の結婚の意味を考えれば必
要ない
●どんなパートナー同士でも差別
があるのは反対。そういう人達に
も優しい区であって欲しいと思う。

平等の精神
●子どもの増加が期待できない!!
●人間平等の関係を尊重すべき。
●やってみて問題が有れば修正す
れば良い。海外の流れをよく見る
べき。
●個人・信条・性質等を尊重した
い。
●同姓婚であっても仲良く長年暮
らしていれば、それは家族です。法
律的にも認めるのは自然だと思い
ます。
●男性と女性は差別でなく区別す
べきです。
●公表する事が全て美しいとは思
わない。これまで通りで良いと思
う。
●国家構成の基本は家族という単
位。個人の人格は尊重されるべき
であるが、個人主義では国家が滅
びる。
●難しいです（周りに居ないので
考える機会が無かった）。
●同性愛そのものが理解できな
い。
●病院見舞いや遺産相続で問題
にならないようにしてあげたい。
●この件について余り知識が無い
から。
●差別は出来るだけしない様に皆
が暮らし易い国にして欲しい。
●世界の流れではないかと思いま
す。役所がああだこうだと言うこと
ではない。
●年代による価値観？
●家族関係の崩壊
●新宿区には歌舞伎町があるから
…判断が難しいかと。
●どんな人でも平等に生きる権利
があると思うから。
●同姓カップル結婚なんて考えら
れない。
●法的に効力を生じる結果にな
る。倫理的にも認めるべきではな
い。

●結婚という制度は一つの社会規
範であるのでこれを破壊する行
為。
●LGBTは何で日本人なのに英語
表記なのでしょうね。
●制定する事で幸せになる人が増
えるなら良い事では。
●人として生まれてきたのであれ
ば、男も女も差別してはならない。
●人間として色々な愛の形があっ
て良い。多数が基準でも基本では
ない。
●異常者が町に出てくると何かと
問題が起きる。日本古来の道徳に
反する。
●証明が無くても幸せだと感じる
人も居ると思うから。
●人間としての基本を大切にする
ことだから。しかし必ず悪用する輩
が出てくる。そこを防げなければ政
治ではないと考える。
●差別を受けないためなら1．個
人的な問題なのであまり良く分か
らない。
●どちらとも言えない。取り立てて
制定すべきではないと思うし、除こ
うとする思いもない。それぞれを認
めるがハッキリYes/Noという程の
思いがない。
●人間にはいろんな人が居て当
然。
●新宿区は新宿２丁目を有するか
ら、つまりＬＧＢＴ人口が多いの
では？
●「パートナーシップ証明」によっ
て、どんな利益が享受できるのか、
知らないので。
●個人の自由だから行政は口を出
すべきでない。（余計なことばかり、
何百人いるのよ）
●ＬＧＢＴが自然であるとは思え
ない。
●男女差別や職業差別が全国的
に改善がないからそれを改善して
から。

●人は自由に生きることが出来る
と思う。子どもが生まれないのは
不自然かもしれないけど、自分らし
く生きていく事が幸せでは？
●個人を認めるべき。
●多様性は阻碍すべきではない。
●渋谷区に続いて欲しい。
●制定してもよいが、証明する必
要はなし。
●モラルや養子を取った場合の子
供の苦労（周囲の偏見など）の点で
懸念はあるが、現実問題として病
気や相続などの時の人権を考える
と制定すべきだと思う。
●古代から人間の愛や生活は多
様であった。結婚は両性の合意で
はなくて、両者の合意にすべきで
は。
●時代の流れ。
●同性同士の関係が理解できな
い。神の摂理に反する。
●やはり自然ではない。認めてし
まえばそのようなカップルが増え
続けることとなるのでは？少子化
の問題にも影響するのでは。同性
は個人の自由だろうが、子孫繁栄
とはならない。
●差別をなくすため。
●結婚生活とは男女で成り立つも
の。
●認めるべきだとは思うが、急い
で制定する必要性を感じない。
●人は皆平等。固定概念にしばら
れないように。権利も義務も平等。
●自分自身の事として考えられな
い。
●同性カップルは不自然。悪用の
恐れもある。
●そのような同性愛者が存在して
も不思議ではなく、その存在を否
定すべきものでもない。認めてあ
げるべきである。
●多様性をモットーとする新宿区
にないほうがおかしい！
●苦しんでいる人がいるから。

●微妙な問題であり、他人が口を
出せる気がしない。
●色々な価値観があって良いと思
います。一度の人生です。
●ごく一部の人のために全て法律
化すべきではない。
●男は男、女は女である。結婚は両
性の合意のみによる。
●生まれつきなのでどうしようも
ないと思うからです。
●レズビアンでもゲイでも人間と
して生まれたのだから、生きる上で
あらゆる差別をしてはならないと
思う。
●人口減になるのでは。
●同性とのパートナーは理解でき
ますが、結婚は認めません。
●ＬＧＢＴに反対です。
●悪用した事件が起こりかねない
ので、ないほうが良いと思います。
●特異な事は賛成できない
●この自由を尊重すべき
●人は皆平等である
●個人の趣味嗜好に介入すべき
ではない
●扶養控除などが受けられるので
すか？区内でしか通用しないので
あれば（メリットがないのであれ
ば）あまり必要ないのでは無いか
と思う。それでも当事者は社会的
に認知されたと思うのか疑問に思
う。
●世界に誇るべき新宿２丁目とい
う場を持つ区が何の対策も講じな
いのは矛盾している
●多様な生き方があって良いので
差別すべきではないと考えます
●私どもには関係ないことだが、
生まれた時から悩んでいる人たち
にも幸せになる権利がある。
●証明も発行して、それがどこまで
使用できるのかよくわからないの
で。
●50年後ならよいかな？
●皆、人です。平等です。

●この言葉というか、略語はたま
たま新聞でつい最近しったことで、
行政にとっては都合のよい言葉で
しょうが、区報でも機関紙などでも
工夫が必要ではないでしょうか。毎
回これだけの説明をしなければな
らないのでは意味がないのでは。
●世田谷区でも動き出した。人権
のため、世の中の流れになってい
る。
●問題外
●自由と多様性尊重
●結婚に準じるとは、言いきれな
い
●すべての差別を無くしないから
●ひとりっこずつの両性愛者は家
族とみなさないと病気など立合
人、必要な時は困る。隠れて行動す
るより他人からみて堂 と々していた
方がうつくしい。変質者と区別でき
る。
●いろいろなケースがあり、差別そ
の他で苦しまれた方々もいるだろ
う。●１に賛成しておきます。
●人間平等
●人種差別のない全ての公平的
な社会を目指してもらいたい。
●どちらでもかまわないから。
●差別は良くない
●平等原則。
●LGBTは新宿文化の一端を担っ
ている。但し先ずは男女間の婚姻
を促進すべき。
●誰でも幸せに暮らせたら、其れ
が一番良い。
●都庁があるのに、遅れてるので
はないでしょうか？二丁目という街
があるからゲイの人が増えるから
困るのですか？



▶37◀

Ｑ６　LGBTについて
●新宿は２丁目というLGBTの
ベースになっている場所があり、他
区より多くのLGBTのカップルが住
んでいるのではないでしょうか。渋
谷区より新宿区が先にパートナー
シップ証明が必要だったのでは？
と思いました。
●認めないのは人権の侵害だか
ら。相手が異性か同性かの選択は
個人の自由。
●多様な人が住み易いのが新宿
だと思う。
●生き方については個人々々が選
ぶ。自治体は其れを支援するのが
仕事。
●愛の尊厳重視。
●古い人間でゲイの公然化に抵抗
感がある。
●基本的人権の問題である。
●生物学上存在し得る特質を法的
に差別するのはおかしいから。
●差別はいけない。多様な意見が
あって良い。
●人権保障になるので。
●世帯という概念には、夫婦（男女
の）以外の人も含まれる。この機会
でカバーし、共同生活を法的に保
護すべき。
●判定後はどう運営されるのか。
●地球上に人類が増えすぎ、温暖
化、絶滅種増えている。人類をこれ
以上増やさない為必要。
●誰もが幸せに暮らす権利がある
から。
●明瞭にした方がかえって良いの
ではと思いますが！？疑問は残りま
すが、分からないとは違います！
●古いと言われても、男と女の生
まれたときの性を大切に。それが
社会の光。
●同性愛者に対して不自然さを感
じる。
●”結婚に準ずる関係”なるものを
行政が認定する意味が分かりませ
ん。
●日本人が同性カップルに差別す
ると思います。

●平等な社会を。
●同じ人間として、こだわる必要は
ない。
●自由であるべきだから。
●本人同士がよいのなら、反対す
る理由はないと思うので。
●興味がないので軽々しく意見は
言えない。
●多様性を認める社会であるべき
だから。
●新宿は色々な人がいるので節度
がなくなる。又その様な人が集まっ
てくる必要ない。
●差別は反対。婚姻等それらに係
る税制等見直す必要も出てきた
が、国がやること。区が何かアピー
ル（パフォーマンス）的にやるべき
ではない。
●息子もＬＧＢＴです。でも普通
の人間なのです。
●身近にいないので実感がわか
ない。
●国と国、人と人、決して批判して
はいけないと思います。
●時代の変化に対応すべき。
●両手を挙げて賛成という訳では
ない。
●人を好きになってその人を大切
にしたいという気持ちを条例で
縛ってはいけない。男女の形だけ
が正しい訳ではないから。
●行政で認める事で一般に差別の
意識も薄れていくと思うから。
●LGBTについて未だよく分からな
いし、日本の暮らしの中で一般化
されていないのでは。
●緊急入院時、家族でないと出来
ない手続きがある。これを認める
ためにも制定すべき。
●人それぞれで何とも言えないの
で。
●生まれつきの性なので、男・女と
決められない人のために認めるべ
きだと思う。
●日本人の社会規範の蟻の一穴
につながって行く様にも思います。
●色々な選択肢が有って良いと思

う。
●何でもありの世の中になるのが
不安。
●色々な方が居ると思います。渋
谷区は渋谷、新宿区は制定すべき
でない。社会が可笑しくなる。
●人間は誰でも自由だ。
●人には色々な生き方があり、そ
れは認められるべきである。
●LGBTに社会的認知をするのは、
世界的にも時代的にも必要。多様
性を尊重したい。
●少数者のことを大事にする行政
は、弱者の事を考える事に繋がる
と思うので。
●男女が親として家庭を営む事が
生物本来の姿である。個人の趣味・
生き方を否定するつもりは無い
が、公的に保証する必要はない。
LGBTの人達は公とは別のあり方
で自由に生きたら良いであろう。
●特に必要ないと思う。
●実感としてよく分かりませんが、
LGBTの人達が声を上げられる社
会になったのだから法律も改正し
ても良いかな?とも思う。
●興味がないので深く考えた事が
ない。
●同性同士では子どもは産まれな
い。益々人口減になる。
●個人の自由でもあり、性同一性
障害という病気もあります。
●世の中の時代背景的には制定
するのが良いのかもしれないが、
何でもありという事の理解が自分
の中で未だ出来ない。
●生き難いと感じている人が居る
のなら、安心感と支援は必要だと
思うので。
●時期をよく見て社会通念を見極
めてから制定を検討。
●証明してあげないと彼等にどの
様な不都合があるのか。
●LGBTの人は別に本人がなりたく
てなった訳ではない。彼等の人権
を保障するべきだ。
●世界の情勢。

●個人の多様性を認める事。
●人間の性についての権利として
本人が希望すれば認めてあげた
方が良い。
●自然の摂理に反する行為だか
ら。
●性別に関係なくこのような関係
があってもいいと思います。
●人それぞれ。「結婚」だけが法で
守られているのはおかしい。
●性に拘わらず二人の人間が共に
生きる事に対し許容する社会で
あって欲しい。
●個人の幸福追求を保障すべき。
多様な人々の共存する社会づくり
を目指すべき
●女女。男男の世界では人口増は
望めない。不自然な人口増を行う
のでしょうか？
●準ずるとは法的にも同じかどう
か知らないので。
●人生は一度きり！短くもありま
す。幸せな時間を共に過ごせるな
ら良いと思います。
●全ての人が平等に暮らす事が理
想です。
●制定しても良いかもしれない程
度。
●法を守らないとマスコミやＳＮ
Ｓでいじめられる
●多様性を認めるだけで良いの
か？偏見・差別の問題が解決して
いない。
●正しい選択だとは思うが、制度
化するのは議論が必要。
●渋谷区より人口は多いと思う
●新宿２丁目は世界に誇れるゲイ
タウンです。新宿区が率先してＬ
ＧＢＴが住みやすい街づくりを提
案しないと本末転倒では？
●人はそれぞれである
●同一戸籍にはいるのでしょう
か？同居だけなら要らないし戸籍
上保障されているなら制定しても
良いと思う。
●特に必要を認めません
●結婚に準じる関係を認めていく

と「法的安定性」が損なわれかねな
い。
●多様性は理解出来ますがあまり
にも乱れすぎている。
●古き良き日本の体質を壊さない
で欲しい。外国ではないので理解
出来ない。入籍すらしないカップ
ル事実婚すら理解出来ない。
●偏見と差別をなくしたい
●法で規制すべきものではないた
め
どの位の人が必要なのか？証明が
どの程度認められるのか？
●性別越境者（同性愛者）に対す
る差別・偏見をなくす必要有り
●生き方は人それぞれで、誰もそ
れを妨害する権利はありません
●「べき」ではないが当然のごとく

「パートナーシップ証明」を窓口に
設置し、取り扱いを平然としていた
ら良いと思う
●問題を感じない
●もっと困難な課題に取り組むべ
き
人間の尊厳を守る声に繋がる
●私は結婚は男女関係であると思
いますので同姓カップルは反対で
す。
●何もそこまで必要はないと思い
ます。子どもの事など考えてないの
でしょう？
●法的位置づけが必要
●戸籍法上意味がない。別姓すら
認められていないのにおかしい。
家族幻想もかえって強めます。イデ
オロギー的にも不気味です。絶対
反対です。不必要です。
●新宿区には同姓カップルも多い
が他区がやったからやるというの
はいかがなものか。もっと話し合
いが必要では。
●制定すべきでない理由がない
●自然の摂理にあわない
●個人の自由に
●渋谷区の条例は強制力がなくて
意味がないときいたことがあるの
で

中国人、韓国人も多くあまり秩序の
ない街なのでこれ以上余計な事は
起きて欲しくない
●その証明を求めるためにだけ新
宿区にきたがる人が増え結果、新
宿区に関心のある人が減少するの
では。
●同性同士の結婚なんてとんでも
ないです
●同姓というと嫌なイメージがあ
るけれど人として人の繋がりなら
あっても良いと思います
●真面目に頑張って生活してる人
達がただその一点だけを恥と感じ
ながら差別されて暮らすのは不公
平だと思います。
●年々高齢化で独り暮らしの人が
多いので助け合える関係にも繋が
ると思う
●国民皆平等です
●基本的人権
●新宿区は先進的であるべき
●人として平等でありたい
●そこまでする方がよいのかわか
りません
●それよりも先にすべきことがあ
る。
●繁華街を抱える区なので。
●憲法１４条の具体的実現のた
め。
●法律上、家族になっていないと
困る場合もあるから。
●男女平等です
●私達が偏見を持つ事がなけれ
ばとりたててどうのこうのと決め事
は必要なしと思います。むずかし
いですかね。
●人口の減少を考えると賛成出来
ない
●世界的な傾向
●新宿区は外人が多いし制定すべ
きと思います。



▶38◀

Ｑ６　LGBTについて
●当事者です。渋谷の制度は登録
へのハードルが高い割には法的効
力に乏しいなど多くの問題があり
ます。新宿ではこれらの欠点を克
服した先進的な条例の制定を希
望。
●おそらく日本一ＬＧＢＴ人口の
割合が高い新宿から全国へモデル
となるような先例を作っていただ
きたい。
●人それぞれの生き方は様々であ
り尊重すべきである。
●個人の選択。放置すればよい
●同性愛と言う事解らない。
●世界の流れです。といっても二
極化していますが・・（ロシア、ウガ
ンダ、その他）
●人は様々な生き方やくらしがあ
ります。区政はそういう人を援助す
べき。
●人類の継承を考えると不安
●生まれついた性的な傾向は尊
重した方がよい
●男と女の権利は同じでも役割は
違うでしょ？
●日本国民は全ての人がしあわせ
になる権利を持っている。性に左
右される事はなく。
●必要としている人がいるから
●人間皆同じだ
●時代の変化を感じますが個人的
には何も言いようがありません
●ＬＧＢＴを制定する前にもっと
検討したら。後は日本の社会はどう
なるのか。外国のまねはいかがか。
●すべて平等に
●偏見除去の方法の一つとして制
定するが他との権利関係に影響を
及ぼすような事態が想定された場
合きめの細かい手当が必要と思
う。
●世界情勢、世論の流れを考慮す
べき「制定」する事自体どちらかと
いうと全く反対ではありませんが
その前にもっと地道に生活策を
やって下さい。流行に乗るだけで
はだめ。特に新宿区の場合は最後

に実施でちょうど良いくらい。イ
メージ的に新宿＝性のパラダイス
的なとらえかたになるに決まって
いるから。先走らないで欲しい。
●世界的にも事例が増えてきてい
る。他の人に迷惑が掛からなけれ
ば良いと思う。誰でも幸せになる
権利はある。
●いろんな形が合って良いと思い
ます
●男性女性両方あって人間始まる
のに中間の性はいらない
●自然界の男女差別に人間が勝
手に決める事ではない。自然の
ルールに従うべきだ。雨は天から
降り逆は不可能です。
●そのような人達がふえるのは何
が原因しているのでしょう。やはり
自然ではないと思う。
●渋谷・世田谷に追従する必要な
し
●性的差別解消の為
●自然に反する
●人口が増えない。個人の生き方・
価値観は尊重します。
●ＬＧＴＢの本人の方のお話を
聞くと人生全て日々大変悩んでお
られます。これらを理解すれば当然
の事です。
●人間の多様性の尊重
●ＬＧＢＴの人達を差別しない
●一部の人間のわがままと見るの
か、世界中が性的異状を容認する
のか、このような状況が増加すれ
ばいずれ地球上から人類がいなく
なる。それを考えるなら容認する事
は進歩的で知識人と見えるが人類
の滅亡の一歩であることも十分理
解するべき
●メリットかデメリットかマスコミ
は何も論じていない（浮ついたコ
メントにしか感じていない）
●性の多様性を認める意識と環境
をととのえる
●人権の一つとして認めるべき
●わからないから
●人権

●様々な方を認め合う為
●望む人がいて他の者にめいわく
が全く掛からないのだから望み通
りにすればよい
●人それぞれ考え方があり、他人
の
●迷惑にならぬものは認めるべき
●人権を尊重すべき
●人間本来の有るべき姿を尊重す
べきである（邪念は不可
●テレビでＬＧＢＴの言葉を聞き
ました。日本の国で少しずつ嫌な
方向に進んでいる気がします
●実感がないし身近にいないの
で・・本などで知るのみ
●人口が少なくなるのではない
か？
●人間の多様性が社会の発展に
とって大切だと思うから
●同姓どうしでどうして認めあえま
すか、そんなの変です
●正常でない
●男女の結婚でなければ、必要な
い。その人たちの勝手なので。
●両性がよい。
●人間らしさを守っていくために
必要
●ダイバーシティの一環として、
ジェンダー平等を推進すべきと考
えるから
●新宿区のイメージや価値向上の
ためにも新宿区はこういったこと
を率先してやるべき
●世の中が乱れて行くような気が
する
●相互の助け合いのためには必
要ではないか。
●LGBTの個性を尊重し法的にも
守られるべき
●個人の権利は認めるべき
●いままでの人生にそうゆう気が
なかったので。
●男性、女性という生き方、考え方
ではなく、人としていろいろな人生
が（生き方、考え方）あってもよいと
思うので。
●周囲での変質的異和感を感じざ

るおえない。いずれにせよ女性化
傾向が強い。
●社会の成り立ちが変わってしま
うから（恋愛は自由だけど…）
●このようなことで悩んでいる
方々に少しでもお手伝いできれば
と思い、制定すべきにマルをしまし
た。
●どちらでもいい。自由にしてく
れ。
●同性カップルとの概念がわから
ないので
●問題点がわからない。
●本当に必要か否か
●同性だからと言って、特別にする
必要はないのではと思っているの
で…普通に婚姻を認めればよい。
●二丁目もあるし、沢山のゲイが
住んでいると思う
●時代の流れ
●新宿区は多いし、反対する理由
がない。
●法の下の平等
●本当にその証明がよいのか、他
の方法がないのかよくわからな
い。
●人権の保護のため
●男と女はそれぞれハッキリした
役割を持ってうまれている。中性は
人間発展の妨げ。動物に中性なく、
淘汰されていく。
●現在、ますます増えている結婚し
ないシングルに対して多少なりと
も枠を拡大すべきでは。
●誰でも幸福になれる権利があり
ます
●対象者が多いと思う。人権尊重
●マイノリティに優しい社会で
あってほしい。
●性同一障害で悩む人がいなくな
るように。
●性の多様性を容認する区とそう
じゃない区があっていい。新宿区
は渋谷区にくらべ、保守的な感じ
がする。
●風紀が乱れる
●同性でも人間でも

●同性カップルという意味がわか
らないから。
●社会が乱れる
●生命の未解分野（謎）を権限や
制度では、どうにもなりません。自
然にあり得る事態ですので、仕方
ないのでは。
●理由など述べるような問題では
ないと思う。
●マイノリティは応援したい
●メリットが不明
●同性カップルでも不利益を被ら
ないようにすべき。
●いまや当たり前だから
●性同一性障害と病気の場合は認
めるべき。考えてみることは大切と
思います。同性愛は？
●結婚という形はおかしい！ただ
し、準じるならば仕方ない。
●苦しんでいる方がそばにいる。
●憲法上の問題あり。
●理解できない
●生まれ持ったものなので本人は
大変と思うが私にはちょっとわかり
ません。
●どちらかというと、同性がいちゃ
ついているのは気分的にどうも
ね。
●同性愛なんて考えられません。
●この問題を真剣に考えたことが
ない。
●同性そのものが納得できない
●生まれながらの身体の事ははか
りしりません。ふまじめでなけれ
ば、OKすべきです。
●いろいろな人がいるのだから仕
方ない
●LGBTの方々とのコンタクトもな
く良く理解できていない。
●非常に難しいけど、時期尚早だ
と思います。
●憲法違反だから（同性の結婚）。
●差別がなくなるのなら、制定し
た方がいい。
●多様であっていい
●新宿2丁目あたりに多く見られ、
環境が良くない

●むずかしいです。
●どちらでもよい。他者が口出しす
るのもいかがなものか
●なんでもマイノリティを持ち上
げる風潮はよくない。あくまで現
行、戸籍法を重視尊重。これが日本
である。他国をまねる必要はない。
●現実に困っている人がいる
●認めない理由がないから
●新宿には該当の方が多い
●不自然な関係は、合法的に認め
るべきではない。社会のイメージ
の流れ、安易に同調すべきではな
い。節度ある社会ルールを守る区
であってほしい。
●生き方には多様性があってしか
るべき。どのようなカップルも尊重
されるべき。
●単身でいろいろトラブルがある
より、気のあったカップルで幸せに
暮らせるなら。それで様々な犯罪
が減少するならOK
●色々な人がいることを理解とい
うか認めたいから
●同性カップルも社会に認められ
ているという証があれば精神的に
幸せになれるから。
●嫌なものは嫌。やりたきゃ勝手
にやってくれ。
●差別は作らないほうがよい。
●新宿区もLGBTの人たちは多い。
彼らも税金を払い、区民として生活
をしている。もっと権利を与えても
よいと思う。
●性同一性について不明。ほっと
けば。
●Lはレズビアン、Gはゲイだから、
ダブってるんですけどね。新宿には
天下の二丁目があるでしょう。
性別傾向で差別するのは、基本的
人権を尊重すべき考え方に反する
ので。
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●人間として不自然な行動、行為
は慎むべし。不必要な自由、平等は
社会を混乱させる。
●人には様々な人がいるので特別
な人でも人として尊重されるべき
である。
●平等の立場からいいと思うが、
内面は複雑
●同性婚へのステップ
●その証明が必要な人はその区
に提出すればよいのだけど、新宿
は福祉等やることが他にたくさん
あると思う。
●入院時の面会が制限されている
とか。家族として認めれば大丈夫ら
しいので。
●誰もが犯罪を犯していないかぎ
りは精神的に自由に生活できる保
障がいる
●法的権限に関する限り、区単位
の制定では意味をなさない
●差別解消のため
●自分では関係なく理解できない
●現在パートナーという概念と条
例でいう「結婚相手」との考えがあ
まりにもかけ離れている。
●公営住宅など入居する際、カッ
プルと認められないと不利益にな
る。
●生まれた時からLCBTだという意
識はなかったと思う。なにかのきっ
かけからそうなった人達にも人権
はある。
●同性であっても大切に人を思う
気持ちにはかわりないから。
●性的多様性をもつ人々が集まり
やすい東京の中心地として渋谷区
のいち早い条件制定は評価すべき
だと思う。
●平等
●結婚は男女がして、子孫を増や
していくのが目的ではないのです
か？
●愛すること自然。
●憲法違反である
●人格尊重、幸せの自由
●公平に人権を。

●幸せになる権利は平等に与えら
れるべきだと思うので。
●デリケートな問題ゆえ、結論を
出すのは難しいと思う。
●子孫繁栄
●男女は遺伝子情報に基づいて
区別すればよい
●人権的にも認めてあげるべきで
す。
●尊重されるべき人権を有した、
平等の下に共に生きる人間だか
ら、むしろ制定しない意味がわから
ない。
●人権保障の一環として。
●今は、男女ともに一人の方が増
えています。老後の事を考えれば、
助け合って生きて行く時代になっ
ていくだろうとは思いますが。
●特に不都合はないと思います
●外国の友人でゲイのカップルは
普通にいます。日本でも当たり前
になるべきだと思います。
●民法
●現状維持で問題ない
●反対ではないが、そのことがど
れだけ当事者にとって有益なのか
もよくわからない。希望が多けれ
ば制定すべき。
●これいじょうややこしいことする
な。
●そういう時代です。
●無関係な世界と考えます。
●同性婚は人間の正常な形とはい
えない。生物学的に見ても。
●働きやすい環境（職場の）整備
をして、社会的責任を果たしてもら
う。
●新宿区が最初に制定すべきだ。
●どんな形も他人に迷惑かけなけ
ればよいと思うが、性多様化という
ことがわからない。
●同性同士でも愛し合うことは自
由だと思う。それで弊害があるの
は不便だと思うから。
●やはり正常状態ではなくLGBTの
集合住宅、区域に集める。結婚は
男女が自然の摂理。

●多様な価値観を認めるべき。そ
れが子どものいじめの問題にもつ
ながっていると思います。
●どちらかでもいいけれど、渋谷
区が条例を作ったからといって、す
ぐに作るのも便乗しているように
思えますが。
●すべきというか、してもよいとい
うレベル。制度を悪用されない程
度に関係を認めてほしい。
●区の条例というよりも国単位で
検討すべきものではないかと考え
るから。
●条例にする必要はない。
●気持ち悪い、勝手にくっついて
区が証明する事はない。ほっとけ
ばー
●これは議論として解決出来る問
題ではなく個人の問題だと思う
●そのような人々を排除すべきで
はないが制度的に認める事には
疑問
●そこまで引け目を感じる事は勿
論ないと思いますが近頃は何でも
変わったものがチヤホヤされるの
は誰のせいか？堂々しすぎて売り
物にして大金持ちになっていばっ
ている！すごく嫌だ。もう少し宿命と
思い小さくなっていて欲しい。世の
中乱れて困る
●条例化が性差別問題の解決に
つながるのか解らない為。少なくと
も義務教育で周知徹底を深める方
が先決ではないか
●ジェンダーの考えの一環とする
のが好ましい
●結婚は男女が理想と思う
●色々な人が居る。差を認める。個
性を認める
●人間の生きていく条件として許
してあげるべきと思う
●同姓を好きになる事は自然の事
だし認めて上げたい
●やっぱり男は男、女は女です。常
識です。
●新宿区でもどの位要望があるの
かがわからないため。ニーズが多

いのであれば取り上げるべきだと
思う
●結婚制度で守られるものがある
なら権利はあると思う
●男女問わず人間としてすべての
権利を認めるべきと思う
●一つの家庭を営む上で支障に
なるものは全て取り外すべき。養
子縁組も増える可能性。
●関係性を証明出来ない社会的
な不都合である事は理解出来る
●個人の自由を尊重
●性同性、両性、性同一性障害な
どの精神、心の問題を人間として
差別しない方が良いと思う
●同性はＤＮＡの関係で生誕時
は全く本人に責任はなく逆に気の
毒に思う
●必要なし
●世界的な流れだから
●先天的な理由でそういう性向を
持つ人に同等の権利を。
●自分でそうなりたくてなったわ
けでもないのでさぞ一度は苦しん
だ事でしょう
●何人も幸せに生きる権利があ
る。法律で弱き立場の人を守るの
はよいことと思う。
●ＬＧＢＴの差別を弱めるため、
個人の尊厳の為。
●新宿２丁目があるだけでも特区
なのでは？
●心と体の不一致は個性だと思い
ます。
●幸せになるのに同性同士だと認
められないのはなぜか？わからな
い。
●新宿二丁目を擁している以上な
い方がむしろ不自然な位ではない
かと思います。
●考えた事がない
●世界的に認められつつある
●同性でも別姓でも結婚に伴う責
任は同じだから
●無知無関心の住民に対する啓
発を同時に議論の積み重ねが肝
要。

●他区がしているからすべき、では
ないでしょう。理解し受け入れてか
ら制定でしょう。パートナーシップ
証明というより同性婚には支持し
ます。
●立法事実的に乏しく法的効果効
力がよくわからないから。
●自由で居心地の良い新宿を作る
為には必要不可欠だと考えるから
正しいことだから
●人間の基本は子どもを作り子孫
を残す。男は男の仕事。女は女の仕
事
●病気でやむをえない場合以外

（この場合も全てＯＫは×）安易に
認めるのは良くない。
●長年にわたり経済的にも共同生
活を送ってきたカップルは死別や
離婚？の時にも結婚と同等の権利
をお互いに保障されるべき
●事柄が深淵高遠なので世界的
な宗教哲学界の一層の考察展開
を見守りたい。しかし区行政にあっ
てはパートナーシップ証明を利用
しての行政サービス悪用防止につ
いては考えるべき。
●どれだけ必要性があるのか制定
による法的効果がないのであれば
どんな意味があるのか不明。
●多様な生き方があるのですから
個人の自由意志を大切にしたいと
思う。
●性同一障害で悩んでいる人が早
く普通の生活ができるように応援
したい
●「結婚に準じる関係」の判断が難
しいと思われるので制定に向けて
前向きに検討して戴きたい
●必要としている人が居るならす
ればよい、どちらでもよい
●当然だと思う
●他に優先して取り組むべき事な
どが多数有るので
●身近にその証明が欲しいという
人が居るから
●多様な方が文化が豊かになる
●それぞれ個性と思う。個性は認

め合うべきと思うので
●子供への影響、少子化、医療や
高齢化、後の問題などへの影響を
考える
●新宿２丁目を抱える新宿区では
必要でしょう。
●個人的には反対です。
●都→国が行なうべきだ
●個人の問題
●希望する人がいるなら要望にこ
たえるべき
●人としてありのままの気持ちで
生きることに誰も否定する権利は
ない。
●老人に対するアンケートは日本
語でお願いします。
●結婚は個人の自由であり、法的
に認めるべき。
●すべての差別を少しでもなくし
てほしい
●考えられる状態でない
●「すべき」より「した方がいい」と
思います。
●男性と女性ではじまり、終れば
一番よい。性が乱れると思うし、性
を深く意識せずに健全に生き抜い
ていきたい。
●ＬＧＢＴとは関係ないかも知れ
ないが、一人でいると入院時、親族
を呼べということで困ったことがあ
ります。今後、自身の死後の事を考
えると親族以外の結びつきを何か
法で認めてほしいと思う。
●渋谷区の真似をする必要がない
●例えばカップルの一方が死亡し
た場合、財産贈与が簡単になるん
じゃないの？
●確率的には必ず発生する。みな
が豊かに明るく暮らせるように。
●２丁目のゲイの方々の活躍して
いる地域がある
●こうでなければいけないという
差別はするべきでない。
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●同性カップルの現実がわからな
い。自然的現象を法的に保護しな
ければならないほどのものなの
か？異性婚との割合はいかほどの
ものか。
●なんでもありには賛成できない
家族として暮らすのであれば、同じ
社会制度を適用して当然と思いま
す。
●LGBT知りませんでした。これか
らのこどもの少子化。社会が成り立
たない。
●人間として当然の権利だと思う。
●すべきとは思うが、他の社会的
弱者への手当も充実させてほし
い。
●性的格差の扱いはいけません
●法的効果はどれほどになるのか
わからないが、その人らしく生きら
れる人種の保障が非常に大切だと
思う。子どもたちへの教育も同時
に必要だと思う。偏見をうまないよ
う。
●肌の色を選べないように性、自
分で選べない。医学的なことも解
明され、理解してあげることが必要
な時代となった。
●当人の生活の利便性から必要
かと思いました。また、公に認めら
れることによって勤務先や周囲の
賛同を得られやすいと思う。
●日本の憲法上無理。まず変更す
るなら９条が先。
●LGBTの方が望むのであれば
●多様な性のあり方を認めるべき
●制定してもいいし制定しなくて
もよい
●人、一人ひとりを尊重すべきで
あると考えれば、同性カップルの意
見を聞き、その人たちも幸せに生
きられるようにすべきだと考える。
●新宿区で渋谷区と同じことをし
なくてもいい。「パートナーシップ
証明」を発行したい方が、渋谷区に
引っ越しされたらよい。
●不都合なことをマスコミで知り、
結婚に準ずる関係と認められるこ

とは必要と思う。
●少数派の意見も尊重してもよい
と思う。選択肢が増えるのはよいこ
とだと思うから。
●愛し合っている者同士がそれが
男でも女でも生活していけるなら、
他人がとやかくいう必要はないと
思う
●なんともいえないが
●機が熟したわけではないので
●必要であれば必要だが婚姻制
度と同じくらいの責務も背負う自
覚が各個人に必要である
●新宿区は世界最大のゲイタウン
がある。ゲイタウン周辺の公序を
正してから制定するのなら良い
●わからない
●性及び氏名の呼び方に混乱す
る
●自由意志を尊重すべきだから。
その環境を整えるのは当然だと思
う。
●特に新宿は２丁目がある為
●①に近いです。いろんな生き方
があって良いと思います。
●子どもが出来ないではありませ
んか？今より少なくなったら困り大
変な事です。自分たちが楽しいだ
けではダメでしょう。
●性同一障害者以外は個人の性
的嗜好に過ぎないと思う。それに
よる差別と権利は別問題。
●同性カップルの基本的人権を守
るべきだから
●結婚とは子孫繁栄の為寄与する
為のものである。その前提がない
ものを認める事は出来ない
●今はまだ時期ではないと思う。
区民の意識や必要性の高まりがそ
こまで一般には到達していない。
●病気などで配偶者が得られる権
利が必要である。保険にも認めら
れれば高齢化に向けて安心。
●時代の流れ
●制定でなく認定に（一件一件ご
と）
●ＬＧＢＴの方々が暮らしやすい

環境にするにはとても憂苦な取組
と思いますが難しい内容です
●ＬＧＢＴが先天性のもの、もし
くはそのような人が後天性者より
多数なら制定すべきでしょうね
●結婚は男と女がするものだと思
う
●必要な証明であれば良いと思い
ます。
●同性上のカップルなんて想像つ
かないのでどちらでもかまわな
い。●当人同士が幸せになれるの
であれば制定しても良いのではな
いでしょうか
●どう考えてもおかしい。勝手に仲
良くすればよい。証明など不要。
●結婚制度が理由も無く当然であ
るのと同様に、これに関しても理由
も無く当然の事として。
●夫婦と同様のサービスを受けら
れないのは不平等である。
●マイノリティーにとって生活し易
い地域は、他の住人にも住み易い
地域だと思うから。
●同性で気の合う者同士で生活し
て行けるのであれば、良い事と思
う。
●区や都ではなく、国で法制化す
べき。
●必要性の議論不足。
●同性カップルにも結婚出来る権
利があるべき。
●認めない理由など、もうこの時
代に通用しないのでは？
●そもそも新宿が日本に於いて率
先して制定すべき。新宿２丁目も
あり、常に多様な文化を受け容れ
て来た区だから。
●昔から新宿１丁目・２丁目辺り
には同性愛の人達が集まって来て
いるので、他人に迷惑を掛けなけ
れば認めても良いのでは。
●他所は他所。
●性は男性・女性だけ有れば良
い。
●私の身近な友人がそれについて
とても悩んでいたので、制定され

れば心の負担が軽くなると思った。
そういう方達が時代と共に柔軟に
受け容れられて欲しいと思います。
●渋谷区に先んじられて一寸悔し
い位です（笑）。二丁目のある新宿
なのに。
●多国籍・多くの人が集まる町だ
から。
●不健全。子どもを多くして欲し
い。
●ＬＧＢＴおよび男女の事実婚
カップルに婚姻関係にあるカップ
ル同様の権利が認められる社会に
なってほしいです。
●世の中に何故男と女が存在する
のか。病気で子どもが出来ない人
は別として子孫が絶える、人口が減
る。神の摂理に反する。
●普通の事であり、しない理由が
無い。
●将来認められれば、対象の方が
負担にならないと思うから。
●少数派の人々も大切にされるべ
きだから、それらの理由によって社
会からはじき出される事があって
はならないから。
●愛は尊いものである。
●私の育ちの環境過程から…。
●新宿区に限らず国全体でも制定
すべきと考える。そもそも結婚が異
性間のみというのがおかしい。
●性同一性障害は病気なので、保
護する必要性を感じる。しかし他の
同性愛者については理解出来ず
分からない。
●同性愛者の家族を持つ大切さ
や、責任感を持って生活する喜び
があっても良いと思います。
●不自然な関係は認めるべきでな
い。
●LGBTのパートナーは病院面会
や遺産相続でとても不利と聞いて
いるので、不公平だと思うから。
LGBTを差別しても出生率は増えな
い。できれば異性間の事実婚（事
情があって）の人にも制度上の救
済が欲しい。

●どちらでも良い。
●当然の事だから。
●LGBTの事は、詳しく知っている
訳ではないので分かりません。
●如何なる差別もするべきではな
いし、されるべきものでもない。
●親からすると複雑。
●新宿は同性愛者が多いが、身寄
りが少ない独居も多い。介護も含
め同居する人が居た方が良い。
●単なる政治的パフォーマンスに
映る。
●同性カップルが増えていくのか
…。悩んでいる方も居るでしょう
が、よく分かりません。
●LGBTに限らず親しい人と家族に
なれ、簡単に財産分与が出来ると
良いのではないかと思う。
●どんな人でも住み易い新宿にし
て欲しいです。
●性にこだわらなくて良いと思う。
●相手が同性なだけで、異性と変
わらないのなら権利も与えるべき。
●２丁目が有る新宿にもっと同性
愛者が増えると、病気やその他想
像出来ない様な問題が出そう。
●2020年に東京オリンピックが開
催されLGBTである事をカミングア
ウトしている方達も多く来日される
だろうに、日本の対応は遅過ぎて
いる。
●どの様な人も堂々と生きるべき
だし、それを周りも自然に受け容
れられる事が正しいと思いますか
ら。
●特に興味が無い。
●関心がありません。
●女はおんな、男はおとこ。
●男女は自然の摂理。
●自分がLGBTの立場になった事
が無いので、分かりませんが制定
すべきではないでしょうか。
●不自然で教育に悪い。秩序が乱
れる。風紀が壊れる。基本は崩さな
い方が良いと思う。渋谷区があれ
ば他区はしない方が良い。子ども
が減る。

●同性であれ、愛し合う事は自由。
●個々の考え方（在り方）で同性
カップルを作る事は仕方ないが、
条例で認めたり法的に認めたりは
絶対すべき事ではない。
●私自身が当事者になるからで
す。
●すべき・すべきでないという強
い主張は持ってませんが、有っても
良いと思います。
●婚姻は男女間でするものであ
り、同性同士の婚姻を認める事が
人権保護に繋がるかどうか分から
ない。
●周りにも居るし、必要とされてい
る人は多い。また、偏見も無く普通
になる事を望む人は多く居るた
め。
●障害者以外は見てて、あまり良
いイメージがしない。
●特定少数の人達に対して、一々
配慮は必要無い。
●自分はLGBTの特性について正
しい理解能力を有していない。もう
少し正しく理解出来る様、関心を持
つ様努めたい。
●婚姻の多様性を認めるべき時期
に来ていると思います。
●人間は様々な生き方があって良
い。
●どんな人でも平等に扱うべき。
精神的に安定すれば犯罪も減り、
その様なカップルが親の無い子を
育てる等の道を開いて欲しい。
●同性愛者が増加していると聞く。
●同性愛は生物の種の保存原理
に反するものであり、日本では認
めるべきではないと思うから。
●知人がこれで悩んでいたので。
●住民に迷惑が掛からなければ良
いと思う。個性だから
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Ｑ６　LGBTについて
●何しろ横文字が多く、私達の年
代は「敵国」の言葉でしたから、そ
んな者にとって、町に出ても、新聞
見ても、ラジオ・テレビ全て分から
ない事が多く、取り残されていく思
いです。
●人は自由です。
●性的マイノリティーを守る為。
●多種多様な人間を、支援すべき
だと思う。自分と違う人間を認める
事。
●そういう方達が、より生活し易く
なると思うからです。
人それぞれ。LGBTだからといって、
特に犯罪者が多いとか、問題があ
るとは思わない。
●感じないし、そんな事があるの
か。
●私はあまり分かりませんが、賛成
は出来ません。
●皆幸せに暮らせれば。心の患い
を避ける様。ストレスから病気に
なったりするので。
●法律上の婚姻との明確な相違が
あり、社会的にも有用なものなの
か。一般社会の中で支障が生じな
ければ、他人が「夫婦」として理解
するのが良いと思う。
●当然の権利だと思うから。
●拓かれた区だと、世界的なア
ピールになる。
●分からないが、それも個性・自然
な事として受け容れていくべきだ
と思う。
●少数の弱い者を守るのは人間と
して当然。難民も同じです。
●世の中男と女しか居ないので、
その男女関係で何があっても不思
議ではないです。しかし私には同
性愛の気持ちは正直よく分かりま
せん。中には表立って皆さんに知
られたくない人々も居る筈です。果
たして証明書等発行して良いもの
かどうか私には分かりません。
●「結婚に準じる関係」の定義が読
めてないので。差別を無くす為に
は考えた方が良い。

●実際に自分では分からない。
●現在は世界的にLGBTの方々へ
の配慮が高まっているので。
●成人としての大人なのだから、
他のモノによって差別されるのが
おかしい。
●個人問題。
●新宿区は二丁目の文化等もあ
り、同性カップルが多く住んでいる
と思う。そもそも渋谷区に後れを
取った事がオカシイ。
●渋谷区の場合はアパート居住許
可の件もあるとか。どうして2人以
上が入れるアパートに友達同士が
入居してはイケナイのか。そもそも
分からない。法的にはカップルで
はないカップルは問題無いのに。
区内のLGBTの方に聞いて、今すぐ
には出来なくてもLGBTの問題を出
来る所から改善していくべき。
●社会の常識に反する。夫婦別姓
も日本の常識と相容れない。区議
は日本人であるという事への自覚
を持って行動すべきではないか。
自分が外国人ならLGBTについて
理解できますが。
●生涯独身の生活を好としている
人も居ると思いますので。
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Ｑ７　ヘイトスピーチについて
ヘイトスピーチについてご存知ですか？

性別

年代別
（994人）

（133人）

（116人）

（382人） （41人） （32人）

（421人） （73人） （40人）

（191人）

（3人）

（19人）

（62人）

（91人）

（142人）

（100人）

（303人）

（113人）

（120人）

（41人） （5人） （14人）

（22人） （18人）

（31人） （30人）

（34人） （35人）

（7人）

（8人）

（1人）

（1人）

（19人） （44人）

（8人） （5人）

（6人）

（6人）

（11人）

（7人）
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Ｑ７　ヘイトスピーチについて
法的規制が必要と思いますか？

性別

年代別（630人）

（246人） （90人） （62人） （20人） （37人）

（268人） （53人） （125人） （49人） （39人）

（116人） （38人） （37人） （13人） （50人）

（126人）

（181人）

（224人）

（82人）

（1人）

（16人）

（26人）

（49人）

（87人）

（60人）

（208人）

（79人）

（81人）

（23人） （10人） （9人） （15人）

（23人） （30人） （18人）

（16人） （42人） （29人）
（8人）

（8人）

（45人） （54人） （43人）
（22人）

（15人） （23人）
（7人） （8人）

（31人） （21人） （14人）

（15人） （25人） （11人）

（4人）

（6人）

（20人） （14人） （8人）
（2人）

（4人） （6人）
（1人） （1人）

（2人）

（3人）
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Ｑ７　ヘイトスピーチについて
法的規制が必要と思うか－その他の回答
●直に見たり、聞いたりして差別用
語を吐く様は正直本当に見苦し
い。
●表現の自由を損なわないよう慎
重に。
●残念乍ら今の日本では法で禁じ
ないと差別は無くならないのが現
実。もっとも外国人の多い新宿区
は率先して差別禁止法制定に向け
て運動すべきです。
●言論の自由との兼合もあり教
育、啓蒙に依るしかないのではな
いか。
●人間皆平等に対する啓発運動、
教育が日常的に必要
●全て法で規制すべきではない。
教育。啓蒙でカバーすべき
●法で規制してもその人が心で差
別しているなら今後は隠れて差別
すると思うので難しい。他国と一緒
に楽しむ交流（お祭り）等を増やし
たら？他国人の知り合いが出来れ
ば差別しなくなるのでは。
●その内容によると思います。
●言論の自由との関係についての
考察が必要と思うから。
●絶対に法的以外の規制は必要!!
●目に余る事がある。
●韓国や中国のアメリカでの発言
及び歴史認識の事を考えれば致し
方ない。
●憲法第21条表現の自由に抵触
しかねない。
●法規制をすると何でも対象にし
ようとするのが現安倍政権だから。
だけどキツイ（お灸みたいな）もの
が必要。
●教育の問題。全て法律で縛る事
は不可能であり、不効率的である。
●双方で議論する事が必要。
●平等な心と考えを身に付けなけ
ればね。
●ヘイトスピーチは人間として最
低な行為。法的規制は是非必要。
●反日教育をされている国の人々

が何故我が国に来られるのか私に
はよく分からない。
●規制は必要だが、法にすること
はない（表現の自由と絡めて）
●過度でなければ、主義主張を述
べるのが悪いとは思わない。もち
ろん、蔑んだり、バカにしたりは論
外。
●朴大統領は世界中でヘイトス
ピーチを日本に対して行っている。
日本人は大久保だけでしょ。
●言論と自由に抵触する。
●近所迷惑。
●市民（国民）の良識の問題として
解決すべき。
●法で取り締まるような事ではな
いと思う。人間としての倫理感では
ないか。
●どこの国にも悪い人間、良い人
間が居る。
●現行法では無理か？ヘイトス
ピーチのひどさをもっとマスコミ
は取り上げるべき。人々の良識の
広がりでヘイトスピーチをやめさ
せたい。
●汚い言葉は許せません。
●善人も多いが悪人も多い。日本
の国に完全になじんでいる人には
気の毒だと思うが、日本の法律を
利用して生活保護を働けるのにも
らっている者には…。
●韓国・中国の日本に対するヘイ
トスピーチ。
●差別言動は良くないが、法律で
何事も決めるのはどうかと思う。
●国の指導者（特に政治に携わる
者）が模範を示すことが大切。
●新宿区は住み易いのでは。外国
人なども住んでいるので。
●国のルールは守って欲しいが差
別や区別は絶対にあってはならな
い。
●日本の中に秩序を持って生活す
るのであれば、最低限の法的規則
で構わない。

●ヘイトスピーチに対しての法的
規制は必要ないと思うが、大久保
辺りを歩くと怖い。
●法律が出来るとそれを拡大解釈
したり色々あるので、様子を見た方
が良いと思います。
●そもそもヘイトスピーチをして
はいけないと思う。
表現の自由との関係を深く議論す
べき
●どんな差別もない方が好ましい
●言論の自由、反論すればよい
●差別するってcoo lじゃない。
shame on you!
●すぐ法的規制をすれば、差別、排
斥がなくなるわけではなく、今の政
治の動きからすれば、政府が都合
よく利用する可能性があり、このよ
うな単純な質問内容には相応しい
とは思わない。
●おもてなしの反対表現では？
●教養ある日本人を望みます
●よくないことだけど、表現の自由
も大切なこと。
●条例を制定すべき。
●ヘイトスピーチの規制は必要だ
と思うが、現政権の様な為政者の
下だと悪用されかねない（言論統
制）ので難しい。
●ヘイトスピーチは言論の自由で
はなく、ただの侮蔑です。不愉快極
まりなく、法規制して欲しい。子ども
には絶対聞かせてはなりません
●必要だが表現の自由を規制しか
ねないので、法律の内容を精査す
る必要がある。
●線引きが難しいが区民のモラル
の低下が大きいと感じている。
●基本的人権の確保のために言
論の自由の行使も判断を設けるべ
き。
●人として恥ずかしい。
●表現の自由との関係で難しい点
もあろうが、パワハラ、セクハラに
等しいかそれ以上と思う。

●表現の自由との兼ね合いが難し
いと思う。
●国籍やバックグラウンドだけで
人を差別する社会ではいけない。
マイノリティを守って欲しい。
●法で規制するものではなく、何
か別の方法があると思う。
●マナー等が悪いからです。自覚
すべきです。合わない人は自国へ。
●ヘイトスピーチも残念ながら、
表現の自由の一つ。行き過ぎは既
存の法律で対応可能。
●法的規制が例えば政府に対して
使われると困る。今の政府は利用
しそうなので。
●日本人らしくない。新宿は多国
籍の街です。議論は大切だが、差
別的言動に逃げる事を認める自治
体や国では皆が住み難い。
●表現の自由問題と絡むし、逆ヘ
イトスピーチもあるので難しい。
●マナー・モラルで抑制できなく
なる前に必要。
●人種差別を含む許されないス
ピーチ・行動だと思う。
●差別はいけないが、不法就労や
密入国は別です。
●日本で文句ばかり言わずコリア
で反日運動があった場合は大勢が
コリアに渡航し日本品不要運動や
日章旗を燃やす馬鹿共にも徹底下
さい。ヘイトスピーチは両国で生じ
ているのである。「在日」の人はい
つまでも「生まれ」を嘆き、文句を
言うばかり。そうではなく日本人が
アメリカへ行けば「日系アメリカ
人」、ブラジルに行けば「日系ブラ
ジル人」になる。
●現行法で厳しく規制すべき。
●法的規制をすると悪用され、一
人歩きをされては困る。法に頼ら
ない方法があるのでは。
●野放しにしていると「ナチス台
頭」の様な事に繋がる。早く手を打
つべき。

●あらゆる言論活動に対し、『法的
規制』は相応しくない。
●世界的に規制できればと思う。
事例によっては分からない（必要）
事もあります。
報道の仕方が可笑しいと思う。公
正ではない。
法律は必ず恣意的に利用される
為。
●外国人（国籍）差別を禁止する法
が必要では？外国籍住民会議のよ
うな実質的に自治に政治参加する
仕組みはありますか？
差別的言動については色々問題が
有りますが聞いていると差別と区
別がまぜこぜに使われている気が
します。差別はいけません。が区別
は必要な事でそこをしっかり使い
分けてほしいものです。
●弱者に対する暴力全般を無くす
のには暴力的言動「規制」は疑問
●絶対に規制が必要
●日本人が言われたり海外でデモ
などされているから日本にいる外
国人や在日の方に怒りを向けるの
は違うと思う。
●法的措置がどの程度の効力を発
揮するかわからないが、聞くに堪え
ないヘイトスピーチは騒音であり
人を不快にさせるものだから何ら
かの動きは必要
●政府がもっとしっかりと信用され
ていればヘイトスピーチは減ると
思う
●勉強不足です。
●法的規制をしなければならない
状況がなさけない
●必要ない。だが人間としてどう在
るべきかを考え、モラルとして最低
限のことであるという認識をもつ
べき。そういう啓発活動を推進す
べき
●反撃も必要です。実質取締を強
化してくれれば良いと思う。ヘイト
スピーチはとんでもないことです

が、法的規制をすると今度は誰に
対して規制がかかるかわかりませ
ん。
●ファシズム前夜みたいな状況下
で法的規制はダメです。
●ヘイトスピーチを実際にみたこ
とがあるがとてもひどかった。二度
と見たくないし許すべきではない
と思う
●音量や交通面などに配慮がない
場面を見かけるので取り締まるべ
き点はあるのでは
●意思表示の一つとして必要、但
し都合の悪い事に聞く耳持ちたく
ない政治については規制すべきで
はない
●線引きが困難
●他国籍の人でも日本のルールに
添って生活してるので助け合い共
に共存し合うべきだと思う
●必要と考えるが権力による規制
のゆきすぎを防ぐ措置が必要
●人種・国籍に対すヘイトは反対
するが国家に対する攻撃には国家
としては毅然として対応すべき。
●法で規制してどうにかなるもの
でもない
●外国人を受け入れる国の心構え
が必要かと思う。
●本来は必要ないはずだが一部
の人間が他国の人を排斥する行動
をとる事態があるならば必要と思
う。
●言論は自由。治世の問題。
●人を傷つけ萎縮させる言葉の暴
力は許されないと思います。
●良い事とは思わないが規制して
もとまらないでしょう
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●大久保の外国人も「ひどい」
●かたよった感情からは何も生ま
れない
●市区民に実害がない限りＱ６と
同じで規制ほどの事はない。ヘイ
トスピーチは作用反作用の結果誕
生ダカラ
●程度問題。暴力的に感じられる
のは絶対反対です。
●何でも法で規制すれば良いとは
思えない。個人のモラルに問題が
あるので教育すべき
●人間として許されない事をあえ
て行うのだから規制の他なし
●ヘイトスピーチは下品、アンモラ
ル、許さないと発信するべき。
●みんな差別平等はいけません。
●日本の国の法律に逆らってきた
ひと達は帰国してもらいたい
●言論の自由を守って欲しい
●現実味がないのですがそのよう
な人の事を考えるとやはり必要だ
と思う。
●放っておけ！構うからつけあが
る。
●モラル的に日本人とかけはなれ
ている人は規制有
●外国人に限らず差別的言動は年
長者から学ぶものであり、教育者、
親などが正しい認識をもっていれ
ば良いと考える。
●必要とする社会はこころまずしく
悲しい事だと思います
●韓国にやりたい放題やられて
黙って居られない気持ちは理解で
きる。５０年前の事は忘れて７０
年前のことでゆすられるのはたく
さん！
●日本人としてはずかしい。怒りが
こみ上げてくる。心の貧しい教養の
ないかわいそうな人達の犯罪で
す。法で取り締まるしかない
●法規制より人間としての愛を持
つ事
●基本的に集団で反対意見を葬る
事は日本人としての尊厳を失う事
であり大変迷惑な行為。日本人の

尊厳を守る為にも厳しく規制する
べき。意見は意見としてしっかり聞
く
●好き嫌いの発言は完全に自由で
あるべきで政治的に利用する団体
こそ国家権力で封じるべきと思い
ます。
●政治批判をヘイトスピーチとい
う国なので心配
●法規制が必要とは恥ずかしい
●和解若しくは話し合いが必要で
はないか
●あまりに酷い内容によっては規
制が必要
●ただし、表現の自由について明
確な基準を
●今の時点では判断できない。
●差別的言動は恥。
●必要ではあるが相手にやられ損
ではいけない。特に中国人、韓国
人。特に現政権。
●法的必要があるかわからない。
何らかの迷惑防止条例などで抑え
るべき。
●本来は個々の自覚による
●差別区別は絶対にしてはならな
い。
●法的規制が別の事にも使われ
そう。
●ヘイトスピーチは絶対よくない。
しかし、法的規制にすると、他の言
論の自由も規制されることに利用
されるのではないかという心配も
ある。
●単眼人間になったら、人間はた
だのアリ。戦前の日本である。危機
的な運び。
●必要ではあるが政府（特に自民
党）がデモ、その他反対運動にまで
適用しようとする危険がある。
●中韓の反日感情が強いので仕
方ないlikeかloveスピーチをすれ
ばいい
●許せないことだから。
●差別は悪です。皆でなんとか規
制すべき。と思います。
●言論の自由を侵す

●民族対立は戦争につながる。平
和のためにも必要な人生は全て平
等という思想を普及させることが
必要。学校でのいじめで同じよう
なものである。
●法規制までしなくてもと思うけ
ど、言動をとる人がいるから問題に
なるのだから？
●いまの法律、道徳で対応できる
のでは？
●罰つきは反対
●放送されている人たちの言動の
内容は許されるべきではない。
●世界は皆仲良く
●郷に入りては郷にしたがうこと
を徹底する。
●外国でもしわが身に置き換えた
ら悲しい
●法的に規制しても、一人ひとりが
もっと良識を持って行動すべきで
ある。
●人の心を法律で縛るのはいかが
なものか。お互いに正しい理解を
促進するやり方が望ましい。
●他国へ住んだらその国のマ
ナー、住み方を守るべきです。それ
をしない人たちにこちらが差別の
気持ちが湧きます。日本人は合い
入れる気持ちはあるのです。
●悪い点もあるが、日本側からの
言うべき点が多々ある。
●大久保通りなど勝手に自国の名
前にかえて、日本人に強要する。○
○通りはどこですかと良く聞かれ、
よくよくきいたら大久保通りの事
だった。はらだたしい。
●法で規制するのはどうかと思う。
人間、皆、同じなのに。
●海外のヘイトスピーチにもきっ
ぱり反論を。中国、韓国。
●実際、社会問題化しているのか？
マスコミをはじめ反日団体が騒い
でいるようにしか見えない。隣国で
行なうデモや大使館への嫌がらせ
はヘイトスピーチではないのか！
●新宿区政となんの関係もないで
あろう。アンケート自体無意味。

●法治国家としてどうにかと思い
ます
●安易にできない。互いに相手を
尊重できるような社会、人間関係と
維持できる用意があればよいが。
法的規制については何とも言えな
い。
●ただし、表現の自由とのかねあ
いが難しそうで慎重を要する。
●人間の感性が正常であればこう
いうことはおこらない。
●他国の方が国をあげて反日活動
しているんだから。
●必要だが、法的規制が強まるの
も問題。他に波及するからです。
●同じ人間として当たり前の価値
観が抜けてしまっていることの方
が問題。法で解決する内容ではな
い気がする。
●言論の自由と、他人を差別し傷
つけるのは別！
●その度合い（ネオナチのような
美化）による
●よく考える必要アリと思う
●心の奥深いところにある差別に
関する問題を法的に規制すること
はとても難しいが、今の差別のあり
ようは（いじめも含め）人としては
あまりにも情けない。法的規制も
やむえない状況と思われます。
●敗戦前、南北朝鮮人に対しては、
子ども心にも、凄かったと思いま
す。
●差別はしていないと思うが、信
用できない国の人は、差別されて
も仕方ないと思ってしまう。
●地元住人は大変迷惑していま
す。外国人の店を少なくしてほし
い。大久保通り、歩くの大変。買い
物できません。
●法的規制まで必要なほど過激な
ものでであれば必要かも。
●度が過ぎる内容は国や民族間
の大きな問題に発展してしまいま
すので、節度を持つことが必要で
すね。とはいえ、在日の人々が起こ
す問題があるからヘイトスピーチ

が起こるわけですが。そこを考える
必要はあると思います。
●誰であっても生きていることを
否定されたり、排斥されたりしては
ならない
●過剰になっても困る。言葉は受
け止め方様々。
●とても不愉快だと感じる
●法的規制をなると微妙です。
●人として当たり前の事だから。
●外人も悪いのがいるね、日本の
法律を守って生活している人には
必要
●ヘイトスピーチには反対だが規
制の前に教育での周知理解を深
める方が先ではないか。
●今すぐに規制せよとは思わない
が有る程度は少し視野に入れた方
が良いかも
●日本は究極的なハイミックス民
族。
●誰を差別するのか？
●日本人でもいるがよからぬ事を
考える人が多いので。
●反ヘイトにチンピラ風が多い。
排除すべき
●言われて嫌だと思うことを大声
で叫ぶ事が理解出来ませんが聞か
されている方が不快です。
●教育が必要だと思う
●無知無関心がこのような事態を
生んでいるので住民の参加のフ
リートーキングの場が先ず第一に
取り組む事。
●言論や表現の自由を損なうから
●どちらとも言えない。日本人に対
しても他国からの言動で問題有り
と思われる事が多々あるため
●人の迷惑を考えて行動して欲し
い
●ヘイトを繰り返す奴らが許せな
い。
●言論の自由と差別的言動とは違
う。
●なにしろ横文字ではなく、日本語
で書いて下さい。
●絶対あってはならない

●人種差別はやってはならない
●外国人に対して日常の接し方な
ど、不慣れな単一民族の欠陥がゆ
がんで露出。一緒に生活すると、観
光客とは違った面がわかる。どんど
ん永住を認めるべき。混乱を経な
ければ改革なし。
●こんなものが必要になるなんて
国民として恥ずかしいことではあ
るが。
●自由だからと言ってなんでも言
えるわけではない。表現の自由の
埒外にあるとおもう。
●強く規制すべきこと
●言葉生活もようがちがうが、日本
に来れば日本の社会をみならうべ
きかと思いますが。
●どの程度まで許されるのか線引
きが難しい。
●抗議とヘイトのボーダーライン
を明確にしてほしい。教育が必要。
●人種差別など、人権を尊重しな
い行動はしてはいけない。
●マスコミ規制はしなくてはいけ
ない
●日本では必要ないのか、必要な
のか誰もがよく考えなくてはなら
ないことだと思います。
●人間なんて小さい存在。他人よ
り自分の足元をみなさい
●他人をおとしめようとするような
言動は気分が悪い
●異文化体験、交流の場を…。機
会をたくさん作り認識できることが
大事かも。
●本来は道徳観、倫理観がそれら
を抑制するものなのだろう。そうだ
とすれば問題は教育なのだと思う
●他の規制に拡大悪用されないよ
うに注意
●お互いに理解し合い良い方悪い
方は相手にハッキリ伝える事
●故意に社会問題化し日本や日本
人に不利益を与えようとしている
者の存在の方が遙かに問題です。
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●法規制より正しい歴史教育が必
要。学校で第二次世界大戦後の歴
史をまったく教えていない。我々が
無関心な事も問題。
●行政が見直さずにいた問題が
市民生活にゆがみを生じさせた結
果。法的規制と言うよりは問題点を
抽出。表面化させるきっかけととら
えるべきでは？
●モラルの低下がある。必要かも
しれない。企業に対しては条例なり
必要
●ケチな国民国家根性を捨て、国
際人地球人の意識をもつべき
●必要ないが、不快。
●「言った事には責任を取る」が当
たり前だと思う。
●形式上法規制しても意味は無
い。家庭・学校での教育から糺すべ
き。
●日本社会の発展は、外国人の権
利を認める所から出発する。
●例えば隣国に対する憎悪は、人
間同士のコミュニュケーション不
足のためである。コミュニケーショ
ンが取れる機会作りが大切かと思
います。
●「言ってはいけない事」と一人一
人が心掛けていれば良いのです
が、意識の違いが大き過ぎるとこ
の様な事態が起きる。
●日本のハジ。
●必要だが法的規制のみでは解
決しないと思う。だから正しい歴史
認識を持てる教科書を採択する
等、多面的に取り組みが必要。
●自国の法律に不満の人は外国
でも同じと思う。
●「逆」言論弾圧や表現規制にな
らない様に。
●単一民族日本国が望ましい！
●絶対ダメ！
差別禁止法が必要と考えます。
●侮辱罪で捕まえればいいので
は？その場合は該当する罪の厳罰
化を望む。
●ヘイトスピーチをしなくてはな

らない原因がある場合もあると思
うから。
●あまりに悪質で論理的な意見に
もなっていない者には。
●わざわざこのための法的規制を
作るのではなく、迷惑行為として取
り締まれないのか？
●義務教育の教師が日本人の弱
者（生活に困窮している生徒）に対
してもヘイトスピーチを行ってい
るのが現状ですよ。法的規制よりも
霞が関・行政・自治体がしっかり機
能しなければならない。
●外国人の日本人へのヘイトス
ピーチも同様に考えるべき。
●法的規制を必要とするのは、情
けないがやむを得ない。
●大久保等がある新宿は、特に必
要である。区でも何か出来る筈。
●特定の外国人の振舞いに因って
明らかに社会問題を引き起こすと
いう証明があれば、致し方無い。難
しい…。
●言葉の暴力です。身体に対する
暴力以上に、規制が必要です。
●虐めにあたると思う。
●微妙です。現行法でもっと厳しく
対応を!!
●法的規制に頼り過ぎたくもない
が…。
●国際性に欠ける日本人ですから
仕方ない。
●兎も角暴力的な人間（マフィア・
ヤクザ・暴力団等人に危害を加え
る人間）でない限り、どんな民族
（外国人）・一部の国でも差別する
事はいけないと思います。また差
別的言動はあってはならないと思
う。
●事件を起こされると怖い。
●法的規制をしなければならない
様な情況になってしまっている事
に、とても心配しています。教育・学
習等であらゆる差別が無い社会を
作って行く事が必要だと思います。
●ヘイトスピーチは間違っている
にしろ論拠の部分と中傷の部分に

分かれている様です（ネットに入っ
ていないので分かりませんが）。で
も後者を規制する事は必要だと思
います。
●韓国が日本に対して行っている
事。韓国で日本の旗を燃やしたり、
安倍総理の写真を破いたりした事
が発端なので、新宿の区議はもっ
と韓国に対して抗議して欲しい。共
産党さん出来ますか?
●差別的言動とやっていることは
良いと思われないが、私自身、中国
人、韓国人、の国民性は好きでな
い。ずうずうしい、謝らない、マナー
が悪いなど
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●区民の立場に立った区政を行っ
て欲しい。ワンルームマンションの
建設を規制して欲しい。
●コミュニティバスは絶対に走ら
せてほしい。
●新宿は平和都市宣言しているの
だからもっと積極的に「平和、非
核」を発信すべきである。もっと弱
者に耳を傾けるべきではないの
か。役所対応が事務的で腹が煮え
たぎる怒りを覚える。認可保育園を
もっと増やして欲しい。仕事をした
くても子どもを預けられなければ
何もならない。
●まわりを見ると、もっと政治に国
民は関心を持った方が良いと思
う。
●共産党が、がんばるから、為政者
が悪いことが出来ない。有難い党
と思っています。
●前新宿区長にも手紙を出したが
…。食物アレルギーの子供が多い
調布市でアレルギーの子どもにア
レルゲン（牛乳）の入っている食品
を教師が渡し、それを食べた子が
アナフィラキーショックで死亡し
た。今後の日本を生きる子どもは
大切に育てなければいけない。

（教育）（体育）（食育）は教師も全
子どももキチンと学び知って事故
が無いことを祈ります。
●百人町はお年寄り（他人ごとで
はないけれど）が多い町です。寄り
かかって休める柵のようなものや、
ベンチなど特に坂道には設置して
欲しい。犬のフンが多い。ペットを
つれている人間のマナーを指導し
て欲しい。便は片付ける人も見る
けれど小の方はやり放題である。
汚くて不快です。安全保障関連法
案、原発再稼働、米軍辺野古移設、
断固反対します。
●自転車に対する規制・義務を徹
底してほしい。特に大久保駅前。老
人の自転車整理のボランティアの
方々は役に立っていない。もう少
し、交通整理の知識のる方を配置

してほしい。
●予算上の大問題であるが狭小道
路の拡幅（特に消防車が通れる
幅）を少しずつでも進めてほしい。
大災害時、道路の使用が出来なく
なる所が多過ぎる。
●西武新宿線中井駅の開かずの
踏切、特に、五の坂付近の踏切は
ひどい。ヘリコプターの騒音がひど
い。民間のリサイクル車の騒音（ス
ピーカー）がひどい。カラス、なんと
かならないか。アンケートをやって
いるのは共産党さんだけガンバッ
テ下さい。応援しています。
●国：新入社員時から霞ヶ関に出
入りしていましたが、ノンキャリア
の専横はひどいです。就業時間中
の昼食、コーヒー、天下り先では遊
んでいて、報酬は１０００万円
とって行きます。改善して下さい。
●都：ハローワーク新宿に通いま
したが、パートの企画職ないか？と
聞いた所、ここにはない、ネットで
探せとの事でした。法律を変えて、
失業給付だけにした方が良いと思
います。職業紹介、民業圧迫です。
●区：国保・年金の手続きに、下落
合の出張所に行った所、別々の担
当者が出てきて、特に専門家でも
なく、国保保険料、いくら位になる
かと聞いた所、本庁に聞いてくれと
の事でした。職員の方で電話で本
庁に問合わせる事もありませんで
した。人員削減、業務改善した方が
よいと思います。国保、後期、介護
保険料の納付書、請求書がバラバ
ラに来ます。一括化して経費削減
できませんか？中央図書館。貸出
返却窓口、正規職員担当と思いま
すが、バーコードやってるだけな
ので、アルバイトで良いと思いま
す。経費削減できませんか？ご所
見、メールでお返事下さい。
●必要以上にお金をかけ過ぎてい
るケースがある。（例：街路灯・歩道
等）もっとシンプルに、本来の目的
を優先して、あまりデザインにお金

を掛けずにその分広い範囲を整備
した方が良い。誰の為の工事なの
か。現状は工事単価を上げる為の
様にも思えてくる。本当に住民が欲
している事を行ってしい。
●共産党には引き続き健全な少
数野党として頑張って欲しい。
●自転車の運行を規制すべきだと
考えます。歩行者優先の徹底
●子供や高齢者、あるいは障害者
が街のいたるところに交流しあっ
ている、まちづくり、その一つとして
行政のタテワリ化をなくして欲し
い。タテワリ化の中には多くのムダ
遣いもあると思う。
●あまり高級なことよりドブ板に徹
して欲しい①バス新宿区通り（都営
バス）を走らせる②美観・・防衛省
の醜いアンテナなんとかならない
か。ささやかな要望やってくれます
が対応の結果を教えて欲しい。
●下水の配管掃除について。私道
部分はやっていないとの事ですが
地下で全てつながっているのです
から、区で掃除していただきたい
です。
●寺、教会など、まちあるきの人が
多い地区の景観を害しているのが
電柱、電線、写真をとっても邪魔で
す。
●狭い道の多い区内では交通の
障害になり、消防車の通行が心配。
電柱の地下化を進めて下さい。世
界各国の観光都市は電柱を地下
に埋めている。
●三栄公園のトイレをきれいにし
てもらいたいです。区内の公園に
ホームレス（？）のような方々がい
るのが気になります。
●代議士、国会議員、関わる公務員
がすごく多い。特に区の出張所で
証明を貰うのに３人もかかわって
いる。私一人で二分でできるもの
を。公務員の費用はここ何十年民
間よりはるかに多く仕事は楽。二割
人数・給料を下げ、その分他に（災
害対策費用等に）取っておけば良

い。年度制度を廃止せよ。
●新宿区には多くの外国籍の人が
住んでいるので、その人達の人権
が守られるような政策をして欲し
い
●前頁にも書きましたがシルバー
の駐車取締り、駐輪取締はどうなっ
ていますか。今では道に駐輪し歩
道線を超え車道に止めている。ま
た新宿の各商店の看板が歩道の
半分近くを閉めている、自転車で
スマホ使用取締をしてほしい。年
寄りがスマホ使用の自転車にあて
られているのを何度も見ている。自
転車は当て逃げ。周りの人はスマ
ホに夢中。オリンピックを控え東京
の歓楽街の中心が今のままでは評
判を落とす。共産党ガンバレ
●今後増加する医療、福祉、介護
に優先して予算を振り分けする。

（高齢者が増加して各家庭に不安
が生じる。施設を増やし低金額に
しだれでも入所できるようにして
下さい
●私の勉強不足かも知れませんが
外苑通りの拡幅事業のタイムスケ
ジュールと将来の姿を知りたいで
す。用途も変わるのでしょうか。
●電信柱を止めて地下ケーブルに
替えて欲しい。地震の時怖いです。
特に須賀町戒業寺通りはすごく多
いんです。路地が子供老人の安心
して歩ける歩道部分が無く車が通
るとハラハラして見てます。
●駐車違反取締補助員の２人制
を廃止して一人で回るべき歩行喫
煙者に即罰金制を採用すべし
●新宿東口でコンタクトレンズ等
のチラシ配布が通行するのに大変
邪魔。大久保から新大久保、目白通
りまでの歩道が狭過ぎる。JR新大
久保駅横、喫煙所の煙が流れて来
て迷惑である。対策をお願いした
い。沢山居る歩行喫煙者の取締強
化を!!JR新大久保駅の整備をいち
早くお願いしたい。外国人（中国・
韓国）の管理を。共産党は実現した

物が何一つ無いと聞くが、どうか一
つくらいは実現して欲しい。
●原発断固反対!!
●タバコの規制（飲食店内の完全
禁煙義務化・歩行喫煙の罰則強
化）。騒音の規制（店外音出しへの
規制強化・街頭テレビや地下鉄駅
構内でのテレビ規制）。※何れも区
政というより都政なのかもしれな
いが…。
●共産党は『山村工作隊』時代か
ら色々言われてきましたが、最近で
は認識を改めつつあります。むしろ
ガンバレと言いたい。『本当の姿を
優しく教えて欲しい』と思う様に
なった。歴史は歴史として。隠す事
はないですよ、誰にでも間違いの
歴史はあるものです。むしろそれを
反省する勇気があればもっともっ
と皆が見直すと思います。間違った
宣伝もあるかもしれないので。
●国立競技場は新宿区です。その
直ぐ傍が神宮二丁目です。緑が切
られたのが悲しい。昔の競技場を
そのまま拡張して使えば良かった
のにとしみじみ感じます。何でも壊
してガラス張りの建物を建てたが
るのが東京。老人に対して冷たく
突き放すような若者の態度。皆ヘ
ラヘラしている街です。毎週金曜日
国会前デモにもう4年近く参加して
います。ここ最近の事ですが、もの
凄い人混みですが何故か疲れな
い。多分一つの事に皆が一致団結
している行動だからでしょう。先週
はあまりの人々でタクシーを捉ま
えられない私に警察が5人掛かり
で止めてくれました。「有難う、おや
すみなさい」と言ってタクシーに乗
り込みました。デモ参加者と警察
の長年のそれとない連帯感を感じ
た日となりました。
●この質問の仕方ですが、誘導す
るような質問の仕方は良くないと
思います。"悩み"もあると限定して
はいけないと思います。有り難いと
感謝して過ごしている人間も多数

いらっしゃいます。感謝する心を自
分が持って、その心を次世代に繋
げなくては全て反対する人間に成
り下がります。
●外人対策（ゴミの出し方・路上禁
煙・日本の常識の指導及び周知）。
●出産に対して新宿区の手当をも
う少し増やすor子育ての目玉にな
る様なものを作って欲しい。区で
行っているイベントや行事もお年
寄り向けのものが多く、子どもや若
者向けのものは少ない。
●貴党のアンケート設問は全て否
定的な答えを誘導する。新宿区に
限らず国の制度には大変感謝した
い事が沢山ある。「こんな点が助
かってます」という選択肢が一問も
無いのは如何なものか。残念なが
ら小生は貴党の支持者ではない
が、敢えて返答させて頂いた。この
アンケートを集計したら当然「現状
不満・不安」という"民意"になって
しまうのは当然でしょう。何でも
『反対』自党の意見は『正』、他党は
『誤』では自己矛盾では？もう少し
現実的な政策提案を求む。
●現在歩道を自転車で走行してい
ます。将来自転車専用レーンの設
置を希望します。
●自転車を利用しますが、自転車
を運転する人のマナーがとても悪
いです。厳しく指導すべきと思いま
す。危険です。外国人がとても増え
ているのを感じます。共存して行く
為には区役所の窓口等できちんと
指導（ゴミ出し等のマナー）して欲
しい。2020年オリンピックで新宿
区の役割は大きいと思います。支
出面ではくれぐれも考えて（国→都
からの縦割りで無理とは思います
が）やって頂きたいです。
●こういうアンケートを出して聞い
てくれるのは共産党さんだけです。
何時も投票しています、頑張って下
さい。
●歌舞伎町はもっと綺麗にすべ
き!!
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Ｑ8　ご意見・ご要望など
●最近多国籍の人が沢山いて、た
むろしていてとても怖い。最近特に
大久保駅近辺に多い。大久保は新
宿に近いので、大きなスーパーが
無くて不便。
●乱暴な自転車運転や、歩きスマ
ホは厳しく取り締まって欲しい。
●ヘイトスピーチは最初知った
時、ドキドキしました。この日本で
こんなデモがあるとは信じられま
せんでした。変に法律で取り締まる
と他のデモにも悪影響が出る様な
気がして心配ですが、其処の所は
知恵を出してヘイトスピーチは禁
止して欲しいです。右翼の街宣車
も取り締まって欲しいです。大音響
で他の車を威嚇通行するのは禁止
して欲しいです。安保法案に反対
の意思表示として赤いシャツ等を
身に着けてアクションしていると聞
いたのですが、私たちも参加しや
すいように赤いバッチ（北朝鮮の
拉致被害者の為の青いバッチの様
な物）等を作成して、皆が手軽に入
手出来るようにして欲しいです。
●「国民の多くが『安全保障法制』
には反対をしている」と扇動的論
理を展開。民衆を騙す危険な宣伝
を展開する共産党の方が余程危険
且つ恐ろしい党。現実からかけ離
れた話ばかり。国と国民をどう守れ
るのか、共産党の言うことばかり信
じていたら中国に乗っ取られる。
●信濃町駅から四谷三丁目への通
りが学会通りになっている事、とて
も不安です。彼らは自分たちの道と
して歩いてる気がします。年々凄く
なっている気がします…。昔の友
達も皆引っ越しさせられました。
●健診の無料化に取り組んで欲し
い。文京区は以前から無料でやっ
ているので。以前から共産党を支
持していますが、小選挙区制では
中々国政レベルでは代表を送る事
が出来ません。選挙制度を比例制
に戻す様に頑張って下さい。一票
の格差も減りますので。

●医療・介護・福祉に関してアン
ケート何度も出してますが、少しも
改善されてません。日本共産党頑
張って下さい。
●バスの利用について、走るコー
スが分かり難いので、不便でも地
下鉄を乗り継いで使ってしまう。ゴ
ミの回収について、最近変更が
あったがゴミの分別はもっと自己
責任であるべき。関係者・業者のみ
に手間を掛けさせるのは不適。
●防犯カメラの設置。不法投棄の
問題（日時を考えないゴミの搬
出）。生活保護に対する出費の厳
格化（働く者が損をするのはおか
しい）。議員歳費の監査（今神戸市
等で問題になっている議員の歳
費・政務活動費の私的流用。新宿
区も監査法人でも設置して適切に
使用されているか調査したい）。
●区議会が何をやっているのか知
りません。区議会議員が本当に必
要なのかも分かりません。同じ区
議会議員ばかりがずっと当選して
…。ハッキリ言って区議会議員に対
する良いイメージがありません。
●新宿区議会議員の定数を38名
→20名程度に減らして欲しい。
●共産党という組織はイメージと
して現代的でないと思う。名称変
更してもっと大衆に注目される親
しみのある党になって欲しい。やっ
ている事（政策）は大変良い事をし
ていると思う。そして区民に寄り添
う政治をして欲しい。税金が何に
つかわれているのか？住民表示変
更にしても、税金がどの程度遣わ
れているのか、区民はその度に関
係各所へ手続き変更をしなくては
ならないのですよ。年寄りには大
変ですよ。
●オリンピック開催までにもっと街
の道路を綺麗にすると良いと思い
ます。私は以前4カ国海外旅行しま
したが、どの国の道もゴミで汚れて
いる事はなくて感じは良かったで
す。我が国は表通りすら汚れてい

ますし、ましてや裏通りのゴミの散
在が多くガッカリします。歩行スマ
ホは絶対に止めるべき。先日女性
とぶつかり知らん顔して行ってし
まった。戦後『修身教育』という勉
強が無くなったのでマナーが悪く
なった。
●安倍政権になってから特にタカ
派的な事が台頭してきた様に思い
ます（適当に誤魔化す）。『戦争法
案』を廃案にして次期衆院選挙で

（共産党）は倍増したいですね。
●マナーが悪くなった（信号無視・
スマホ、ガラケーの使い方）。
●余丁町13と14の間の対面道路
の出入り口（T字路）にミラーの設
置を希望します。自転車と歩行者
等ぶつかりそうな事がよくあり危
険です。
●新宿区は子育て世代にとっては
とても充実した保障があり概ね満
足しています。ただ息子は都バス
に乗って区立中学に通ってます
が、バスの定期代が高いので、学
割などでもう少し安くなると助かり
ます。税金・年金・保険料は給与は
変わらないのに年々増額していき
ます。これをどうにかして欲しいで
す。外苑東通り（市谷柳町交差点～
市谷仲之町交差点）の道幅が狭い
ので拡幅して欲しい。
●根っこの問題点ではない事柄に
対応していたら問題点が多くなる
し、新たな問題も発生してしまう。
●区政は多種問題に対して根底に
ある問題点を見付け出し、その問
題点を取り除く仕組みを実施すべ
き。例えばミラー。危険箇所にミ
ラーを設置していたら町中がミ
ラーだらけで景観を損ねる。交差
点では一時停止を徹底する教育、
そして違反者にはペナルティを
もっと重くすべきである。それに
よって人々は一時停止を守るよう
になっていく。ドイツでは規制は絶
対守るという考え方の文化である。
日本も同様に変えられる。

●小学生・中学生の虐め問題は重
要視すべきだ。人の命の尊さを教
えるべき。ゲームで遊ぶと死んでも
直ぐリセット出来る事が命の軽視
を増長させていると思います。
●学校の担任教師は生徒のＳＯ
Ｓを早めに見つける様自分の子ど
もと思って接するべきだと、近頃
ニュースの度に感じさせられます。
●創価学会婦人部とともに生活防
衛を考えたら如何ですか。共産党
という名前は変更すべきです。日
本に共産主義は不要です。共産党
各議員さん達の街頭演説はどれも
一生懸命、生活の向上を目指して
いる言葉は立派です。但し党名で
若者が理解出来ないのですか。
●庶民の生活が一番。これからの
若者や子ども達の生活や将来の年
金はどうなるんですか。汚い金（政
党助成金）に縁の無い共産党さん
と思います。大変良いアンケートで
した。
●自転車のマナーをもっと向上さ
せて欲しい。
●街路灯はもっと効率良く配置（増
やす）する必要がある。町は表裏で
成り立っている。今の政治の向かう
所は全て表面化する方向だ。何故
ならそれは政党の成果として分か
り易いから。区政そのものが政治
の業績として未だ箱物にねり込ん
でいるとしか思えない。区政は各
党5、6人程度の議員割り当てをし
て政治費を抑えて行政に対しての
発言力を高める様に変えていかな
ければね。議員も多過ぎるし政党
としての真っ直ぐな力が見えない。
●国では自民党一党の独裁状態
が続いています。これから日本がど
うなるのかとても不安で心配です。
共産党支持ではないが政策等応
援している。自民党に対抗する勢
力を野党で力を合わせて結集して
欲しい。平和な日本であるように国
民も選挙の時は必ず一票を投じる
べきだと思う。

●歩道や道路上に看板等を出して
通行の妨げになっている状態は止
めさせて欲しい。
●『安保関連法案』は憲法違反だと
思う。第9条には全ての国際紛争を
武力では解決しないと書いてある
筈だ。明らかに日本の領土・領海を
脅かされる時以外は武力を行使す
る事は許されていない。後方支援
とか戦闘の行われていない地点と
か言うが、相手からは殆ど丸腰と
思われる食糧・医療・武器弾薬の
補給隊こそ狙われるし、戦場は拡
大する。その時『私たちはこれで失
礼』と言える訳が無い。必ず武力行
使に発展する。『集団的自衛権の行
使』を認めればその為の軍事予算
が増大するのは明らかだ。『日本を
取り巻く状況の変化』というが、そ
れでは何処まで軍備を拡げるの
か。中国やアメリカに匹敵する軍
事費を国民が負担する覚悟はある
のか。賛成派はそれを説明してい
ない。『祈りだけでは平和は保てな
い』という。しかし"疑心暗鬼"で人
殺しや破壊のための用意・備えを
際限なくしたところで平和は保て
るのだろうか。同じ金額のお金を
使うのなら、祈りを通じての平和の
ために、マララさんの様に貧しい
国の教育や衛生・医療の改善を支
援するための支出をする方が良
い。『日本は平和憲法を掲げ非常
識な最小限の武力しか持たず人間
性を信じその為に努力する国であ
りたい。その結果傷付く事が有ろう
とも』と思いそれを世界にアピー
ルしていきたいと思う。国としてき
ちんとした誰でもが納得できる方
針が打ち出せた時個々人の税負担
が幾らか増えても生活レベルが少
し下がっても皆受け止める事が出
来るのではないか。人々の不安や
恐怖心に訴えてなし崩し的平和と
は反対方向の道を歩ませその上に
"欲しがりません"の生活をさせる
…それは"精神的恐怖政治"であ

り、若者や子どもが健全には育た
ない国に成り下がる。
●街の美化を心がけていきたいと
思っています。汚れた住まいには
健全な子らが心身健やかに育ちま
せん。ゴミのルールを守り住民一
人一人が自分の町に愛情を持つこ
とが繋がりと広がりを育てると思
います。道路の不法使用、ゴミのポ
イ捨て・猫や鳩の餌やり（不潔で
す）。自分の家ではなく離れた場所
に餌を置いていったり、撒いたり鳩
の糞等で迷惑。公明党本部近隣の
首都高ガード下辺りに違法駐輪・
駐車（道路を私物化）して占有して
いる。随分明るく綺麗になったが、
未だ充分とは言えない。ドラマの
殺人事件の現場に使われてばかり
では情けない。住民の声をこんな
形で聞いて下さり、感謝。
●オリンピックを早く中止して下さ
い。その無駄な費用とエネルギー
を東北の人々や可哀想で力のない
動物たち、国民の生活費のために
使うべきです。怒りで一杯です。
●羽田空港南風時、新着陸経路案
に反対。Ｑ４でも触れたが、国と国
交省は２００９年頃から温めてき
た新飛行経路を７／１付都広報
で発表。その後もパネル形式での
説明会を開催してはいるが、これ
は国ＶＳ住民という構図を作りに
くくしているものである。又、マスコ
ミ等でもこの案についても取り上
げ方が少なく。ひっそりと「オリン
ピック」という目くらましで通してし
まおうという意図がありありと見え
る。新宿区に置いても落合－神田
川－西新宿は経路直下であるが、
住民に知れていない。万一の事故
の際は、何千人という被害が予想
されるにも拘わらず、である。私道

（相木小近く）とはいえ、多くの人が
通る道に不法駐輪（バイク含）、不
法投棄が多い。
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●相木小付近の家は、パイプにて
外壁を覆い、その上に植木鉢を多
く置いている。数年前の地震時に
は植木鉢が２階以上の高さから通
学路に落ちた。危険。区に通報する
も改善無し。
●議員定数の２割削減。歳費の３
割削減。政務活動費の廃止。
●誰でも自分の事は何歳になって
も自分でしなければボケる。共産
主義は日本では根付かない。国に
お任せして皆で平等に貧乏なんか
したくない。サイレント・マジョリ
ティーは大声で意見を言わないん
だけど、昨日戦争法案反対のおば
さんにしつこく付きまとわれたの
で、思わず一言。思い込みの激しい
人、世の中には色々な人が居るこ
とが分かっていない。自分は少数
派である（ｎｏｉｓｙ　ｍｉｎｏ
ｒｉｔｙ）自分が正義じゃないと
教えてあげて欲しい。小池さんだ
けは他の人より好きだけど、真顔
で政府が悪いばかりだと、共産党
は政権を取れない（自分は高給取
りなのに）
●放置自転車対策を進めて欲し
い。自転車専用道路を設置して欲
しい。それが出来なければ、自転車
の歩道での使用を禁止する条例を
作って欲しい。
●歌舞伎町のバーやスナックは全
面的に排除してより良い街にして
欲しい。厳しい対応をして欲しい。
●身体を壊すまでの残業、Ｎｏと
言えない弱者に対して考えて欲し
い。郵政でやっているんだから、他
の会社はもっと酷いかも。子育て
中の母子家庭の人に補助して欲し
い（未成年の子がいる場合は特
に）。独り暮らしのお年寄りは何時
何が起こるか分からない。孤独死
にならないよう見てあげるべきで
ある。歯のレントゲンで本人確認
するようでは亡くなった人が浮か
ばれない。ホームレスの人を人間
らしい生活に一人一人に聞いてあ

げて欲しい。残りの人生を人並み
に生活させてあげて欲しい。
●夜中に掃除する人をやめて貰う
にはどうしたら良いか。精神病の
人への対応、非常に困っている。
●高校に行きたくても行けない人
が居る。助けてあげて欲しい。牛丼
チェーン１５分前にタイムカード
を打刻すると給料が発生するから
タイムカードを打刻するなと言わ
れている友人が居る。調べて欲し
い。大手が改善しなければ中小は
もっと改善しないだろう。裁判で減
価償却、家のローンが終わって居
るんだからそれを分けろと言われ
た人が居る。裁判官はもっと税務
所の事を勉強して欲しい。支払って
いない人間がどうして貰えるのか？
ちゃんと勉強すべきである。役所も
税金についてサラリーマンと個人
業主との格差考えて下さい。絶対
不公平である税務署に聞いたこと
があるが答えられない。
●下落合駅前の踏切を改善して欲
しい。特に雨の日は酷い。
●細かい事はともかく、今は安保
法案を破棄に向けて全力を挙げる
べき時。憲法の趣旨が反するから
だ。
●日本には政治をネタに喰ってい
る『政治屋』が多過ぎます。区議会・
市議会・県議会・国会全て議員定
数を今の1/10にする運動を考えて
います。これによって浮いた財政
10兆円を福祉に回すのです。『小さ
な立法府』運動です。いつも共産党
に投票しています、頑張って下さ
い。
●いつもご活動ご苦労様です。尚
一層のご活躍期待します。
●小学校の新校舎設計の歳に、支
援級への配慮が欠落した図面が問
題になりました。あらゆる学年が、
現状の如何によらず二教室確保さ
れていたにも関わらず、支援級に
は一教室しか割り当てられず（区
役所は二教室と一プレイルームを

提言していた）その差別的対応に
対して疑問を投げかけても納得の
いく回答は区長からも教育長から
も得られませんでした。また、通常
級と支援級の教育内容をみます
と、あまりに隔たりがあり、何らか
の知的・情緒的支援を必要とする
子供が小中学校の両方で増加して
いる現状に適合していないと思わ
れます。知り合いの中学生も固定
級から通常級への交流授業を希望
しても受け容れられず、せっかくの
数学的能力を伸ばせずにいる状
態です。東京オリンピック・パラリ
ンピックに向けてバリアフリーが
進むようですが、街のバリアフリー
以前に足元の教育をきちんと見直
して頂きたいと願っています。
●図書館やスポーツセンターより
も高齢者や障害者などの弱者のた
めの施設や政策にもっと取り組ん
で欲しい。
●まず出来ないことから考えて行
動して頂きたく存じます。理想が高
くても夢に近いのではだめ！私の
今の願いは、全地下鉄をシルバー
パスで乗車可とすること。多少の負
担も覚悟しています。今の共産党
の元気を永続的に続けるには、夢
は夢として！現実を直視して！
●新宿御苑の遊歩道のベンチが
なくなって、途中で休む所がなくて
老人は途中休みたいので困る。是
非設置して頂きたい。ゴミなど散ら
かさない様に気を付けます。
●安保法制を廃案にすべく、組織
的に計画的に反対運動を企画して
下さい。
●切り詰めて一代で財を貯え生活
している。善人からも多額の税を
取り立てるのは困る。議員さん（区
会議員も含めて）に出ている政策
費の使途の開示を求めます。共産
党の方は返金されていると聞いて
います。他の党も見習うべき。それ
が夫婦で観光旅行や美容院代、ベ
ビー服代に使われたのではますま

す増税になる。オリンピックの会場
問題で無駄なお金が費消されよう
としています。首相が呼びたいば
かりに大見得を切って居るからで
す。文科相無責任。交替して欲し
い。負の遺産を残さないように考
えるべき。真面目な建築士の意見
を入れるべき。東京ドーム式で良
い。昔の共産党は嫌いでしたが、今
は好きです。政策もです。頑張って
下さいませ。
●共産党とは日本国民のための

「政党でしょうか」日本国否定的な
質問で何で民意を捉えられるで
しょうか。日本国の「良さ」に対する
質問もすべきです。
●自転車の接触事故が多くなって
います。自転車でも車の一種です。
自転車にもナンバープレートを付
けるべきだと思います。乗り捨てや
駐輪違反を取り締まるためにも必
要ではないでしょうか？自転車の
交通ルールをもっと広めて下さ
い。知らない人が多すぎます。自動
車の排ガスを減らす方法も考えて
下さい。
●国民年金者より生活保護者の方
が良い生活をして、病院は無料。お
かしい！！国民年金の事ご存じです
か。共産党区議の皆さん考えて下
さい。大変です。
●生活保護者、飲酒・パチンコ他身
勝手。役所も頻繁に巡回して欲し
い。国民年金受給者より多額は納
得いかない。
●山本太郎の方が質問上手。国民
が身近に疑問を持っていることは
言うこと。敗戦直後より続く、例えば
東京上空の制空権・治外法権をつ
いてくれ。米と地位協定改定交渉
する等、しつこく意見すること。なぜ
横田の米軍機には何も言えない？
●外交交渉は難しくても主流に。
●ジェネリック。品質面の追求誰も
しない。国策となればオリジナルを
超えるほどコマーシャルの出るの
はおかしい。薬材料は中国・インド

どこで加工か不明。メーカーは各
質問に答えていない。仕上げのみ
日本国内生産ではないのか？税金
の使い方チェック。国防費の費用
削減することをしつこく追求。電気
料金の法律を改定する交渉を。オ
リンピックなど必要ない。金使い方
が国民軽視過ぎる。第三の矢をつ
け。何も出てこないはず。追求の
チャンス。米の軍主体の主張に忠
実な安倍はいらない。国民運動を
支援して表面には出るな。選挙以
外でも前の様に党の主張はするよ
うに（例：駅前アピール）党名変更
は考えてくれているのか。伝統にこ
だわらないで、悩み考えて時間か
かっても。8月NHK中心に戦争の悲
惨さが放送されている。安倍は見
ているのか聞いて下さい。国民の
敵安倍＆自民党。全選挙民の自民
１２５人公明１７人で法案を過
半数取る。ねばり強く選挙法改正
を国民に提案する行動をスタート
するように。
●防災の備えについて、区の政策
を具体的に網羅した冊子などを作
り、各戸に配布して欲しい。たとえ
ば東京湾で津波が起きた場合、区
内の河川にどのような影響が予想
されるのかなど。「ホームページ
で」というのではなく、誰でもすぐ
手にとって確認できるような形で。
●些細なことだが、新宿文化セン
ターでコンサートの歳、休憩時の
コーヒーコーナーで列に並んでい
ても、途中で「売り切れ」と切り捨て
られた。区長が変わる前も後も
行ったがそういうことはなかった。
これは、偶然のことか？
●何回行っても実行されないの
で、今回も駄目だと思います。しか
し、犬の汚し、自転車の放置、間
違った電気製品を捨てるetc困りま
す。片づけは高齢・アパート住人で
誰もしません。いまにゴミ通りにな
らないか心配です。都営弁天町ア
パート付近の路地。

●七曲坂をもう少し明るくして欲し
い。街路灯の色も検討した方が良
い。青い色が犯罪を防止すると聞
いているが…。集団的自衛権につ
いて。内外の国際情勢の変化で国
が取るべき政策も変わる。しかし、
憲法を無視する一政権に全てを委
ねる訳には行かない。国際情勢が
変わったなら、そのことをベースに
徹底した分析と議論を重ね、国民
的議論と意思決定をした上で、憲
法の変更が必要なら国民投票で決
すべきであろう。戦後日本はそれま
での総括をせず、何も自分たちで
今後の日本のあるべき姿について
考えてこなかったのではないか？
今こそ原点に立ち返って深く考え
る時である。米国のポチの様にな
るのではなく、自らの足で歩むべき
方向を定めあらゆる手段で外交的
によるバランスの取れた活動をす
べきである。国際協力・同盟関係を
保存する方法が武力による集団的
自衛権ではないだろう。安倍式の
レベルの低いのでは不安。最近の
マスコミもだらしがない。区議も国
会議員もしっかりしろ！！
●昔の四谷は良かったが、ビル・マ
ンション・外食外国企業が多くなり
人間関係がなくなったのは残念。
特にスーパー以外の小売店の利
用を望む。落葉が無駄な街路樹を
ユリから実のなる樹へ。新宿区は
都に対して国に対してもっと強く主
義主張を行ってリードする特別区
となって欲しい。アンチ自公・アン
チ安倍言いたい事が多すぎて！！共
産はもっと強く頑張らないと日本
は潰れるぞ。
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●資源ゴミの持ち去りが酷く、交番
等に訴えても何の対応も出来ない
とのことです。回収前日の晩や早朝
から台車を押す音が家の前の道か
ら聞こえ、落ち着いて寝ることがで
きません。（家の近くの公園が持ち
去り業者が資源を集める場になっ
ている）子ども達が通学する時間
帯にも持ち去り作業をしており、治
安もとても不安で心配です。
●その日に出すゴミの種類が多く
て忘れそうになる。
●区政で貴党が現実的な対策に
取り組んでおられるのは大変結構
なことです。これを国政にも延長し
て頂けたらと、切望します。中国の
侵略的態度は確信的なものであ
り、他国の言に耳を貸しません。話
し合いですべて解決できると思う
のは、児童にも等しい考えです。日
本の安全・独立の確保に向けて空
想ではなく現実的に取り組んで欲
しいものです。
●現在居住中の家を相続で売却
を迫られています。しかし要介護5
の主人が居り在宅医療の出来る物
件が非常に少ない（訪問入浴・車
椅子移動等）。
●新宿区は比較的住み易い区だと
思います。年金生活や手持ちの預
貯金を切り崩して生活しています。
食事も若い時程必要ないし、たま
に旅行等して自分に出来る範囲で
生活しています。それにしても若い
方の収入の少なさ等のため、年
金、保険も払えず無気力な日々を
送っている人達が沢山居ます。年
寄りの医療費等のしわ寄せが多い
とも聞いております。個人的には自
分の健康に気を付けて生活してい
こうと思っています。それ以外の方
法で若い方にオンブしなくても良
い方法はありませんので。若い方
の色々な面で恵まれない方に、行
政の力を注いで下さい。希望ある
生活が送れるように。この一点だ
けが要望です。

●明治通りにドンキホーテが出店
しますが24h営業なので22時か23
時迄の営業時間にして欲しいと思
います。
●自転車で歩道を走るのを止めさ
せて欲しい。危険!! 
●町会長が区の行事に参加する
時等交通費自己負担である。区で
支給すべきではないか。予算の少
ない町会もあり。
●シルバーパスについてですが
1,000円の人と20,150円の人が居
ます。その中間例えば5,000円とか
10,000円とかを設けて欲しいで
す。
●かつて高田馬場周辺は静かな
町だった。最近は外国人が大声で
歩き回っており、夜中などは喚き声
で目が覚める事が多々ある。静か
な町に移動したい。
●特定秘密法と安保法案を無くす
ことに全ての力を！！we are not 
ABEです。道路の改善、ミラー設置
などお金の必要なものは最小限に
して、お金の必要のない悪法を取
り消す様全力であたって下さい。
共産党、社民党等の平和憲法勢力
に期待しています。
●現在は退職して無職なので時間
を自分のために使えるように定期
は６ヶ月定期で普段行く山手線の
最長区間（市ヶ谷－池袋）を買い、
その先を回数券にしています。毎
回１～３回新宿には行くので一番
良いです。同じような考えの人（歩
く人）が多いらしく、中には両手に
ステッキを付けて歩いている人も
見掛けます。今度自転車の罰則が
厳しくなりましたが、横断歩道や歩
道を我が物顔に走る自転車には私
のようにまだ足が丈夫な人はよい
ですが、足の弱い人には大変だな
と思います。自由に動き回るので
すから。
●公団住宅に住んでいます。退職
し独り暮らしになって、家賃の高さ
に困っています。（生活費の不足分

は毎月貯金を切り崩しています。）
都営・区営の住宅に申し込みは数
回していますが、落選ばかり。住宅
に関する悩みが今一番大きいで
す。
●夏が暑すぎるので、道路を涼し
い仕様にしたり、緑の日陰を作って
欲しい。ホームレス対策、低所得者
対策、困っている方々に共産党らし
いことを実行して下さい！助けてあ
げて欲しい。
●共産党は身近な事は得意でも
世界情勢については？のことが多
いような気がする。
●質問１．新宿区に「サービス付
高齢者住宅」なる住宅があると聞
きましたが現状を教えて頂ければ
幸いです。（区の情報誌には見当た
りませんが）要望２．障害者手帳２
枚保持者です。現在タクシー代補
助券付き５００円×７＝３５０
０１２ヶ月分いただいていますが
障害者福祉センター及び病院、美
容院などへかようのに半年（９月
頃）で使い果たします。以前は月５
００円券×１０枚と聞いておりま
す。せめてその程度の補助が在れ
ば助かります。
●現在集団的自衛権の事で国会
で戦っています。が質問が集団的
自衛権とはの質問が多い。もっと
戦争はダメという直接的な表現法
がよいのでは。安倍の例の火事に
ついても最初から戦争が起きたら
と言う事で話した方が言わないの
ですがわざわざ例にする事はない
と言ってもらいたい。
●大久保三丁目に住友不動産が
建てている高層マンション。周辺へ
粉塵など汚染された空気を漂わせ
ています。この対策はないもので
しょうか。目のアレルギーなど生活
が辛いです
●政府が教育改革と称してあらゆ
る方面に介入している事が許せな
い。
●公道なみに自動車の往来がある

私道の下水（排水）のバキューム清
掃をして欲しい。公道ますと１Ｍも
離れていないのに拒否された。約
５０～６０Ｍの私道で通り抜けが
できる。１０こ以上のますがある。
デング熱の蚊が心配です。
●応援しています！母子家庭への
支援が昔（２０年前）と比べずいぶ
ん変わったように思います。昔は社
福でもイベントや一泊のバス旅行
などもありました。児扶養手当も少
なくなったし・・高齢者・障害者・ひ
とり親など弱い立場の人たちはも
ちろん皆が安心して暮らせるよう
な世の中になって欲しいと思いま
す。若者の政治離れは先行き不安

（不信）もあると思います。
●ゴミの分別について本当にリサ
イクルされるためには現行の方法
では不十分ではないでしょうか？
紙類であればガムテープやシー
ル。ホッチキスなどは除去しなけ
ればならないと思うがそこまで指
示されていないで多くの人はその
まま出していると思う。プラごみも
汚れはどの程度まで落とせばよい
のかわからない。もし汚れの為全
て破棄されるのであればもっと厳
密に示してほしい。やるなら徹底し
てやってほしい。形だけで結局は
燃やされているなら分別などやめ
てほしい。リサイクルされたゴミが
どのくらいあるのか、分別の成果が
どのくらいであるのか、わかりやす
い数値で示してくれれば、がんば
れるのに、と思う
●①選挙の時だけ、区議は来る
が、あとはナシのつぶて！！②現役
時、税金は３割近く収めていた。老
人になっても所得税、固定資産税、
高齢者医療、介護保険とどんどん
上がり、かえって低所得者がうらや
ましくなる。共産党は、中間から上
の人たち対して大変冷たいと思う。
考えてもらいたい！！③現在住んで
いるアパートは、40年前建築され
たもので当時40代のものが購入し

た。耐震施設がなく、この工事をす
るのも個人負担は２～５４万かか
る。入居者も80歳を超える状態で、
退去する者が出る現況。デベロッ
パーに頼んで立て替えを叫んで
も、その間の行き場所がなく、なか
なか困難でほとんどの人が不賛成
の状態。このような窮状を共産党
は知っているのでしょうか？都営、
区営の住宅が余っていると言うの
に我々難民を救う手立てはないも
のか？ほとほと困っているのです
よ！！
●道路の改善。切にお願いします！
電柱などの整備、消防車も入れな
い。おまけに対面通行。若葉１－
１２－４　駐車して車が曲がれな
くトラブル続出。ゴミ出し場所も確
保が必要。
●西新宿４丁目に住んでいます
が、西新宿保健センターがなくな
り、大変不便さを感じています。新
宿区政に限らず、他も同様かと思
いますが、最近とみに施設が区の
中心部に移っている気がします。山
手線、内側に住んでいる方は、便利
かもしれませんが、西新宿に住ん
でいる者としては、中央に行くにも
交通機関を二つ乗り換えなければ
ならず、大変不便です。また、運動
施設においても、早稲田、戸山、大
久保付近に集中しており、不公平
感があります。
●共産ということばにチョットと
思っている人未だに入ると思いま
す。昔の共産主義とは違うんだと
いうことをアピールしては？　野党
は結束すべきです。
●商店街の街路灯の電気代に区
政の補助はあるのでしょうか？ある
のであれば、下落合４丁目の目白
商店会には、補助の打ち切りを。2
箇所は、昼行灯、１灯は、まだ明る
い時間に点灯。この状態でが５年
以上も続いていると思われる。正
確ではないが。
●区役所で無料貸与してくれたサ

ギ防止用、電話、児童録音器は、大
変重宝している。一度もきていな
い商品。着たが、サイズ、カラー、ボ
タン、デザインが気に入らない洋
服、用品、たんすのこやしになって
いる呉服類をリサイクル活用でき
れば。中野区がやっているとか？　
壊れていない電化製品などもった
いないので短期間居住者、学生、
観光客、労働者にリサイクルでき
れば。家具、応援セット、食堂セット
もリサイクル（都内どこかの区でシ
ルバー会員が修理、修繕している
とのこと）。騒音を規制してほしい
（民間のリサイクル車のスピー
カー、ヘリコプター、セスナ機）住み
より生活のため、隣近所トラブル防
止、サギ防止、身近な法律、食中毒
防止のため食品注意点見分け方、
介護生活にならないための注意
点、その他老後生活のイロハを教
わりたい。頑張れ共産党。踏ん張れ
共産党。いつでも応援。
●ゴミ回収場所へのごみの分け
方、出し方の看板設置→外国人増
加に伴い各国の言葉（英語、中国
語、韓国語他）での注意事項や
ルールを記載してください。
●日本共産党という政党はもっと
大きくなってもらいたいです
●区議の数を減らしてその分、道
路の改善や街路灯、ミラーの設置
につかってほしい。
●共産党は、日本共産党の党名を
変えて票を伸ばすべきだ。
●何ごとも無料無償化は避けるべ
き、最低限の負担は必要。財源はま
すます厳しくなる一方です。
●アンケートの結果は、公表され
るのですか？またどういう方法で
反映されるのですか？　新宿区は
財政は豊かなのに他区に先駆け
て（模範となる行動がないのです
か。文化人、専門家も多く在住して
いるのにいろいろ文化事業を企画
実行できると思う。
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Ｑ8　ご意見・ご要望など
●地域コミュニティーが小規模単
位で無料で場の提供をできる施設
の建設。広報を新聞未読者（赤旗
を含む）にも配れるようにしてほし
い。自転車が歩道の使い方徹底
図ってほしい
●年々温暖化になっていき死者が
多くなっています。土や緑を多く
し、自然な環境が大切と思います。
ビルなんかはもういりません。どう
か人間らしく暮らせる新宿区で
あってほしい。西口のビルはみた
だけでうんざりです。清楚な町＝
道路にたんをはいたらばっきんす
るかマナーの良い新宿にしてほし
い。外国の人に対してはずかしい。
①中井２の坂（獅く会正門前の交
差点はカーブが多いため出来るだ
けミラー設置。最近、車とぶつかる
事故が増えているので。②所によっ
ては暗い道ががあるので少しでも
街路灯をつけ、安全安心な街を！！
　中井駅商店街に防犯カメラ設置
をお願いします。
●戸山２丁目から戸山３丁目にわ
たる横断歩道に毎日のように何台
もの車が止まっていてこわくてな
かなか渡ることができません。信
号機をつけるか、駐禁にするかし
てほしいです。工事車両とか大型
の車とまっています。
●私は、日本舞踏家（60年以上）
で、もともとは自民党の先生方に
お世話になっていましたが、現在
はあまりにも横暴なやり方で憲法
違反の法案ごり押しに立腹してい
ます。戦争で酷い目に会った私達
です。先般の選挙では、共産党を支
持しました。がんばってください！
●国立競技場のまわりにあった木
で廃棄してしまった木について。な
にか有効利用できないでしょうか。
●ゴミのマナーが悪すぎる。いつ
もかまわず出す人がいる。町会は
なにもしない。
●表題とは違いますが、80歳以上
の人たちの介護用品が少し高い価

格なので、少し一般のもののよう
に安いものがよい。日常必要なも
の、例えば、尿取りパッド、靴下、下
着、ズボンなど衣類も入れてもら
いたい。
●諏訪神社前の通りに続くJR線路
のアンダーパスの工事を早期に終
了すべき。工事が何時までも続く
ため、色々な事が不便です。そのア
ンダーパスの歩行者専用通路を自
転車が猛スピードで下り降りて来
るので、歩行者は生命の危険を感
じる。速やかに対策を講ずべき。JR
高田馬場駅戸山口から公団アパー
トに行く道はとても急な坂になっ
ていて、雪の日には滑って転ぶ危
険があります。階段を付けて下さ
い。自転車が通れる様に、両側部分
はスロープにするのが良いと思い
ます。
●高齢者・障害者・低所得者にや
さしい新宿区になって下さい。新
宿区のジニ係数は首都圏の中で
も高い方です。再分配を上手くやっ
て下さい。区とは関係有りませんが
共産党はもう少し組む相手を考え
た方が良いです。しばき隊みたい
な連中と組んで若者の支持が上
がったのなんのちょっと人を見る
目、見抜く目が無さ過ぎです。それ
から二世の人達の教養レベルに問
題があると思うので、もっと勉強さ
せて下さい（杉並区のシンガ－ソ
ングライターとか）。金銭的なバッ
クヤードが無い分左派は論理武装
できなくなれば一気に叩きのめさ
れます。3～40年前の左派は今より
もずっと知的レベルが高かったの
ではないかと思います。生まれる
前の事なので、気がする…だけで
すが。「やわらかいカジュアルな共
産党」は悪くないと思いますが、バ
カになっては困ります。頑張って下
さい。あと野党共闘は必要です。沖
縄の風が全国に吹けば自民党は
潰せます。こういう所こそ柔らかく
なって下さい。

●設問4.を見てもやる事は凄く多
いが、対策は遅々として進んでな
いのが現状。人命にかかわる項目
に集中すべき。自民や公明・民主に
は期待出来ない。共産党議員は一
丸となって「アピール力」を強化し
て。一人一人が街頭に立っても、訴
える力は弱い。幹部以下多くが「一
丸」になって定期的にインパクトの
有るアピールを続けるのダ。タノム
ぞ。
●自転車の無謀な運転を厳しく取
り締まって下さい。歩行者が危ない
です。未だ路上タバコを吸っている
方への注意をして下さい。ホーム
レスの方が高架下等で寝てると怖
いです。
●ゴミを抜き取る輩が、私どもの
資源ゴミから持ち去るのを度々見
掛けます。どう対処したらいいのか
困っています。また逆にその抜き
取る輩が例えば他のゴミ置き場か
ら持って来た資源ゴミからアルミ
缶だけ抜いて他のスチール缶や
ペットボトルをゴチャ混ぜにして、
私どものゴミ置き場に捨てて行っ
たりとルール無視で憤慨していま
す。区の清掃センターには数回相
談致しましたが、センターの方も
困っている様でした（なかなか改
善する策が無い様で）。ゴミに網を
掛けるとか、張り紙を出すとか自衛
していますが、度々迷惑を被ってい
ます。
●選挙公報を戸別にポスティング
して欲しい。区の選管に問い合わ
せたら新聞に入れているとの返
事。若者ほど新聞は取っていない。
●WEバスは5人以上乗客が居るの
を見た事が無い。あれは観光客用
なので外国人が立ち寄る場所（駅
のインフォメーションや都庁の案
内所・各銀行・大型店の案内所等）
や観光用パンフレットに100円！で
ある事をもっと宣伝して折角の企
画を生かして欲しい。「新宿区」の
ゼッケンを付けた駐輪場取締や路

上禁煙のおじさん達にもバス停の
案内が出来る様に教育して欲し
い。「区長と話そう」で前の区長や
議員個人にも言いましたが、コミュ
ニティバスは是非実現して欲しい
です。介護予防教室を開くのも良
いが高齢者が出歩き易いインフラ
を是非作って、運動と同様の効果
を生んで下さい。
●貰える年金は下がる。支払う介
護保険料は上げる。住み難い世の
中である。
●あちらこちらで道路の老朽化が
目立つ。
●共産党は精一杯頑張っています
ね。ますます支持の輪を広げるよ
うに大いに期待しています。
●市谷仲之町３丁目のヤマト運輸
裏路地の路上喫煙が酷い。千代田
区同様罰則（科料）制定するなど条
例強化をし、実行を徹底して欲し
い。現状では全くの骨抜き条例で
す。
●社会的弱者のために頑張って下
さい。公明党にはだまされたので。
●議員１５人位までしましょう。ガ
ンバレ。
●行政の介入過ぎるのは増税の
源。今までの無駄をなくし整理する
こと。
●このようなアンケートを共産党
だけでなく全党でも一回はやって
欲しい。共産党は偉いが、党名が気
にくわない。共産主義は滅びた。福
祉党、愛国党、元気党、やまと党、さ
くら党など党名を変えて欲しい。そ
うなれば、大手を振って応援しま
す。
●現在新宿区配食サービスを利用
中ですが、主に老人を対象にして
いる為か、軟食が主です。老人でも
歯が丈夫な人も居りますので、普
通食が欲しいです。５００円で一
食の値段も少し高くしても利用す
る人は多いと思います。ご高配を
よろしくお願いいたします。毎日の
事ですので、とても気になります。

●大江戸線東新宿駅のエスカレー
ター口について。朝晩利用者が多
く、一度では乗り切れず、待つこと
が多いので、改善して欲しい。エス
カレーターを増設するか、階段な
ど、何でも良いが大久保通りから
入れる方を増やして欲しい。歩道
を店の一部のように使い商品を並
べたり、看板を出して歩く人の妨げ
になるのは困るので、改善して欲し
い。また、マンション前の歩道に駐
輪している所が多く、災害時には
通行できなくなってしまうと思う。
マンション内に駐輪するように出
来ないものか検討して欲しい。
●私は反対ですが、高齢の齢に入
り自由業で決まった収入が（仕事
を採るのが大変難しく）国民年金
のみで（生活保護の方がましです
ね）対応する役所が特殊でお答え
しにくい部分があります。ただし安
倍のやり方には真っ向から反対し
ます！
●図書館の利用者の中に静かに
利用しない人が居る。勉強しに行く
のだから、静かな環境を作って欲
しい。静かな環境を作れない図書
館は必要ない！！新宿区の図書館
の中には本だけ置いて、静かに勉
強できない図書館がある。職員の
数だけ多くて、税金の無駄遣いだ。
静かな環境を作れない図書館なら
閉鎖すべきだ。新聞や雑誌は置く
必要ないと思う。文京区の水道橋
図書館を参考にしてください。
●他の野党が充分に機能していな
い現状に於いて、共産党には期待
する所が大きいと考えます。自民党
及びその他の野党を牽制する役割
を担って頂きたいと考えます。
●新宿近くの（大久保側から行くと
左側の角のお店です）小滝橋通り
で道路にいつもはみ出し商品を置
き（夜になると少し商品は無くなる
ようです）道路側の植え込みの中
まで平気で何時も商売をしている
お店があります。以前区に申したの

ですが、「知らんぷり」という態度で
す。是非改善して下さるようお伝え
下されば有難いです。物を入れる”
パック”等を取り扱っているお店で
す。
●共産党と「弱者を守る」姿勢に期
待しています。頑張って下さい。応
援しています。
●子育て補助金が給付されるとい
う事ですが、どういう形で入金され
るのか。お知らせ振り込み手数料
などの郵送料は？個別の支援より、
保育園等の増設に充てた方が良
いと思う。
●区内でも大きな環境の違いが見
られます。商業地・住宅地・団地・都
営アパート・民間アパート・戸建て
の住民と諸々です。これからは、
益々人と人との繋がり等が必要と
なってきますが、それぞれ抱えてい
る問題がその地域によって全く異
なりますので、商業・住宅・都営（団
地）等と夫々問題が違うと思うので
そこら辺のところをどう取り扱うか
が問題ですね。
●どの国にも集団的自衛権は当然
あると思うが、今の殆どの国会議員
は信用できないので反対する。「他
国の攻撃が自国も危うくする場合」
が正しく解釈するとはとうてい思え
ないので、一生反対の立場を取る
しかない。東西線神楽坂駅につい
て。神楽坂が観光地になり人が多
く来るようになったが、エレベー
ター・エスカレーターがないので
高齢者が困っている。出来るだけ
早くエレベーター・エスカレーター
を設置して欲しい。客足が遠のくと
又さびれてしまう。路上喫煙、歩行
喫煙がいまだに減らない。喫煙マ
ナーを向上させて欲しい。
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●歩道を通行する自転車の無法。
歩行者に道を譲れと怒鳴ったり、
酷い態度を取ったりする輩や無理
矢理すり抜けていく輩が目立つ。
本来車道を通行するべきものであ
ることを徹底して欲しい。自転車
ゾーンを設置・拡充するのも一手
か。
●プライバシーの侵害を言う方々
もいらっしゃるようですが、防犯カ
メラの増設をお願いしたい。（犯罪
の解決、大型ゴミの公園等の不法
投棄等の抑止の為）
●いつも共産党に一票を投じてい
ますが、なかなか伸びなくて残念
です。
●区議の質が一部悪すぎ。選挙で
受かったから平等と言うかも知れ
ないが、器もないのに選挙に立つ
なと言いたい。これが本当の給料
泥棒。基本給料が高いのですよ。
もっとボランティア精神部分を多く
したら（給料を下げる）本当に区民
政治に一生懸命になってくれる人
が出てきますよ。
●要望や充実を求めるのは簡単。
限られた財源。政党や政治家は財
源をまず示すこと。どこの予算を削
るのか言うべき。削られたところに
係る住民等からの批判を恐れては
ならない。政権又は議会の多数

（過半数）を握る覚悟も無いのに批
判や注文ばかりするのは卑怯者の
やることだ。批判する野党に徹する
というのは逃げだ。責任逃れだ。主
張によっては正しくとも、そんな人
達に私は耳を貸さない。だから私
は断固共産党を否定する。各種デ
モへの動員、参加者数の水増しご
苦労さまです。こういった共産党の
運動に否定的なアンケート回答は
廃棄されるんだろうなぁ。委員長が
複数から選ばれず、何年もやるよう
な閉鎖的な政党だからなぁ。
●現在の社会情勢大変不安定で
かつて無い。不安定な先行きを不
安にするものです。共産党のチャ

ンス、出番です。民主などと似たよ
うなことを言ってないで、独自の強
い将来の姿を是非打ち出して下さ
い。丁度共産党が上り坂になりか
けています。この際一気に！！機会
をムダにしないで！！
●コミュニティバスについても車
椅子が乗れるようにして欲しい。。
●生活保護について、娘がバイト
先で若い男の子が生活保護は「権
利だ」と言っていたのでビックリし
たと言っていました。テレビでも芸
人が貰わないと損だと言って親が
生活保護を受けていた。その芸人
は収入があるのに許されるもので
すか。大変でも真面目に働いてい
る人もいます。働きたくても介護な
どで働けない人もいます。安易に
支給するのは、どうなのでしょう
か。真面目な人が馬鹿を見るのは
もういいです。
●私の所では、資源ゴミの日に全
て同じ所に出しています。翌日には
ビン・カン等が一杯転がっていま
す。せめてビン・カン・ペットボトル
入れの蓋付ボックス（大きい）をゴ
ミ捨て場に於いて貰えたら良いと
思います。
●なぜ全ての議員は国民のため
に給与削減と言いながら、実際に
は収入は一般の人より多いのでは
ないですか。
●共産党同士として北朝鮮、中国
に対して日本の国益を守る立場か
ら行動することが大切。拉致問題、
中国の海洋開発への実行ある共
産党としての行動が全くない。国内
問題の不平不備だけ言っていては
失望せざるを得ない。言行不一致
の最大な党と思うようになってき
た。共産党政権下のソ連、北朝鮮、
かつての東欧等の生活を言及しな
いのは正直でない。良いことばか
り言っている気がする。世の中そん
なに甘くない。議員ボケしないこ
と。
●家の周りに外国人が増えた事

で、ゴミの出し方等いい加減で
困っている。娘が深夜帰宅途中に、
近隣マンション居住の外国人に声
を掛けられて怖いと言っていた。そ
の辺りは街灯も少なく薄暗いの
で、余計に怖く思えるのではない
かと思う。
●リサイクル分別ゴミの出し方が
変わりました。今までは木曜日にコ
ンテナとネットでの回収でしたが、
土曜日に古紙・プラゴミと同日にな
りました。出し方も「ペットボトル・
缶等と種類別」にそれぞれまとめ
て一斉に出す様になりました。しか
しその影響でゴミ置場が凄く雑然
とする様になりました。以前の様に
コンテナ回収の方が良いと思いま
す。
●今こそ共産党が必要とされてい
る時です。私の様な無党派の者に
も親しみ易い政策を行って下さ
い。特に老後の安心と子育てし易
い政策を希望します。若い人が新
宿に移り住んで来れば税収増も見
込めます。
●早稲田駅近くの交差点が昼頃に
なると学生で混雑（マナーが悪い
ため）し、通れません。少し歩道が
広くなると良いのですが。
●議員（他党含）の人達は当選して
しまうと地域住民と関わりが少な
く、町の声が区政に反映し難くなっ
ている。こういったアンケート等も
もっとやって欲しい。
●私だけではないと思うのです
が、町中から公衆電話が消えてし
まいました。携帯電話不所持の私
には不便でなりません。何とかして
欲しい。
●都第三建設事務所に何度かTEL
しても高田馬場～グランド坂上辺
り（早稲田通り）まで沿道の街路樹
を伐採したまま再植してない。櫛
抜け状態多し。暑い日は日陰も無く
なり、景観も悪い。7～8月の盛夏の
只中に入札による伐採（枝払い）を
始めてしまう。

●歩道が狭く、すれ違う事すら困
難な道が未だ未だ沢山ある。いつ
も応援しています。共産党にはもっ
と頑張って欲しい。創価学会の唯
一共感できる所は戦争反対の姿勢
だったのに公明党もどうやら戦争
好きらしい。平和を守れるのは共
産党だけです。
●牛込柳町～市谷薬王寺町（外苑
東通り）工事の進捗状況、それによ
るどの様な町並みがイメージされ
ているのか、情報が有れば周辺住
民に知らせて欲しい（併せて牛込
柳町交差点周辺についても）。自転
車専用レーン整備について区内の
状況を知らせて欲しい。自転車の
運転について危険な様子をよく見
掛けるので。
●少しでも役立てばと思いまして、
記入しました。役所の皆様の区民
へのサービス役務の提供には利
用の都度大変有難く思っておりま
す。どうも有り難うございます。
●各商店街が全てアーケードに
なったら夏涼しく雨・雷等の心配が
無いと思う。
●裏道（抜け道）走行車の速度規
制を厳重にして欲しい。制限速度
20km/hのところを40～50km/hで
走行する車が多い（高齢者、通学
路が危険）。
●大久保通り・早稲田通り等の歩
道を広くして頂きたい。自転車に
乗っている時（絶対危ない）事故が
起きたら大変です。区営住宅等の
見直し（現在の入居者で調査した
ら絶対×な方多い）再調査願う。
●日本共産党よ早く大人になれ!!
●アベノミクス反対!国民は怒って
いるぞ!!
●東京都は無駄だらけの都政。国
会議員が多過ぎる。半分で良い。
●国道沿いに電柱が立っている。
その横に木が植えてあって絡まっ
ている。それを6回/年ちょびちょび
切っている、ムダ。
●ご健闘を!!

●小滝橋から諏訪通りを経由して
走るバスがあると助かります。
●ゴミの収集日が変わって資源ゴ
ミが皆同じ日になった。その日はゴ
ミ捨てに2回行かなくてはならず、
悪天候の日はとても辛いです。年
寄りの事も考えて決めて欲しい。街
路灯を増やして下さい。薄暗い所
を無灯・弱灯の自転車がスピード
を出して走って来るのが怖いです。
●貴党は日本における「暴力革命」
ないし、プロレタリア革命の意義を
未だに信じているのか？今年は戦
後70年だが世界における共産主
義の暴虐について如何なる事実・
歴史認識をお持ちか?取りわけシ
ベリア抑留・毛沢東革命・カンボジ
ア内戦（クメールルージュ）等の歴
史的惨劇について共産主義の本
質的暴力性を如何に認識している
か。党としてこれらの歴史的惨劇に
ついての見解が有ればHPで示し
て頂きたい。
●本当の野党と言えるのは共産党
だけです。何時も選挙では共産党
に入れております。躍進する事を期
待しています。
●朝の散歩の時によく見掛けるの
ですが、犬の糞が放置されている
のが多いです。人が往来する時間
帯は気にして処理しているみたい
ですが、早朝や遅い時間帯はその
まま放置してしまうのでしょうね。
日本人は道徳意識が高いとは言い
ますが、本当かな?と思ってしまい
ます。どの様な解決策が有ります
か?
●夜間急病になった時遠慮して救
急車呼ばず、無理して自力で国際
医療センターに行った（休日なの
で緊急は国際医療センターしか
やっていないとの事で）。紹介状が
無いため8千円取ると言われた（緊
急なので紹介状なんてあるわけ無
い）。急病で困っている時に診察し
てくれる所を教えて欲しい。国際医
療センターは急病で困っている人

に対し冷遇する。
●戦争は絶対反対!!
●外苑東通りはどんどん変わって
いきます。マンション等ビルが乱立
しています。色を揃えて見た目を美
しい建物にして欲しいと思います。
●銭湯の利用できる範囲を渋谷・
文京区等近隣区にも広げて欲し
い。大江戸線下りエスカレーター
の設置。公衆トイレの浄化。年寄り
には結構深刻な問題だ。
●自転車の規制（特に幼児を乗せ
た母親）。自転車専用レーンの整
備。区議会議員の辺野古視察は税
金の無駄遣いである（視察理由は
何?）。平日に議員で野球をする必
要があるのか（道具購入について
も）。新米議員がボーナスを貰って
いる（額が多過ぎる）。政務調査費
使途の厳重なる調査が必要。
●68年間住んでいる新宿だが、と
ても環境が悪くなっている。外国人
の行儀が悪くなって身勝手な行動
が目立つ。自転車走行中の大声で
の携帯電話やスピードの出し過ぎ
がとても危険である。車道でも歩
道でも狭いのにどんどん取締を強
化して欲しい。Q7.では③にしまし
たが、ヘイトスピーチをする気持ち
の方が理解できる。
●時々駅で辻立ちされている方と
お話しする機会があります。共産党
さんはとても論旨が一貫していて
信頼していますが、未だ支持は出
来ません。全国・全選挙区に候補
者を立てる事を止めて下さい。『集
団的自衛権』の問題にしても野党
の協力が必要な時に原理・原則に
拘っていては、何も事態を変える事
は出来ません。自民党が勝つ事を
支援してしまっています。野党第二
党の自覚を持って団結に尽力する
事は出来ないのでしょうか。
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Ｑ8　ご意見・ご要望など
●地域の問題が最優先だとは思い
ますが、どうぞ上記の様な希望と
期待を持って御党を注視している
人間が居る事を本部にお伝え頂け
れば本当に幸いです。御党に投票
する事も何度か有りましたが、自民
党を勝たせる為の死に票になって
しまう事がベストではないと何時
も思ってしまいます。
●小生、中学2年の折、熱血教師
だった山原健次郎先生に会って以
来の党支持者です（後の衆議院議
員）。この頃口を開けばやれオリン
ピックだの、テニスだの、ゴルフだ
のとNHKまでもがトップニュース
で扱い、開いた口が塞がりません。
競技なんて物は若い人のフェアプ
レーに拍手すれば良い。それを最
近ではいい大人までもが日の丸ハ
チマキで『日本勝てっ』の応援は見
苦しい限りです。また最近は隣人と
仲良くする事よりもいがみ合う事
ばかり考える。
●私は住所こそ新宿ですが住民
票・選挙は文京区です。どうぞよろ
しくお願いします。今最も関心があ
るのは『安保法案』に反対する事で
す。腰が痛くヘルニアがあるため
カートが杖代わりで思う様に外出
も出来ません。デモに参加したくて
も足が不自由で出来ないのです。
自宅に居て声が届く様な方法が有
れば良いのですが。例えば反対署
名とかです。政府は理解が足りな
いと言うが、皆分かっているからこ
そデモに行くのです。何としても反
対を貫きたいです。或る日の朝日
新聞夕刊に三輪明宏氏が『まとも
な事を言うのは共産党だけです、
ただ名前が悪い。『共讃党』はどう
か。』と仰っていました。大賛成で早
速友人に話しました所、同意見で
ホッとしました。私の家にはテレビ
が無いので新聞では民主党の意
見はよく見るが、共産党は余り見掛
けません。もっともっとニュースに
共産党の政策や意見が載る様願

います。ガンバレ、応援しています。
●リタイヤシルバーの力を活用し
よう。一次・二次の勤めを終えて出
てくる65歳～67歳のシニアの皆さ
んのこれからの余生を新宿の活性
化のために使って頂く。40年以上
生まれ故郷を離れ新宿を生活の場
として来たサラリーマンの大半は
第二の故郷として新宿で余生を過
ごすのでは?しかし家と職場だけの
長い生活の中で地元の人との交流
の場が意外と少ない。奥さんは子
ども達を通じて場はあるが…。毎日
が日曜日となって想像と大分違い
こんな筈じゃなかったと思ってい
る人が多いのでは。今更であるが
地域でどんな交流でどんな場だっ
たら参加したいか調査してみたら
如何だろう。これは区の仕事です。
提案して頂きこの力をまとめ、色々
な場で生き生きと過ごすリタイヤ
シニアの皆さんの明るい笑顔が見
てみたい。
●自宅周辺で蚊の発生が異常に
多い。発生源と思われる雨水枡に
殺虫剤を定期的に散布する必要が
あるが、区では対応しきれないと
思われる。出張所で殺虫剤を配布
して頂ければボランティアで自宅
近隣位なら散布する（最近はボウ
フラが蚊になれなくなる程度の弱
毒性の散布薬もあるらしい。戸山
公園ではこれを用いて駆除したと
の事）。
●住宅街の中を大型運搬車が常
時通行し、折角綺麗に整備した道
路をガタガタにしている。ただ近道

（抜け道）だけのために通行する大
型車の通行は騒音と道路の破壊

（著しい損傷）を与えるだけなの
で、通行禁止の規制をして欲しい

（西落合ときわ通り）。
●税金が適正に使用される様に配
慮下さい。このままでは社会保障
制度にタダ乗りする人ばかり増え
て制度は崩壊してしまいます。金を
ばら撒く事ばかり考えないで取り

締まって下さい。この様な人たちは
益々自立出来なくなり深みにはま
るだけです。レガス事業は中々良
いが、もっと拡大して欲しい。
●年金の減額は思いもよらなかっ
たです。老後の保障でおさめたも
のが年々減ってしまうのは腑に落
ちません。
●私立中学の女性の拡大を望ん
でいます。オリンピックもひかえて
いるのだから建物の中は完全に禁
煙にすべき。客が入らなくなると言
う苦情はナンセンス。全店舗禁煙
ならそういうこともないでしょう
第二次世界大戦では多くの兵士が
命を無くし戦争に負けましたが兵
士には申し訳ないが負けて良かっ
たと思います。もし勝っていたら今
の日本はたぶん今の北朝鮮の様
に成っていると思われます。負けて
良かった。
●自転車で小さなお子さんを前後
に乗せているお母さんをよく見か
けます。えらい！大変だな！危ない
な！歩道を走って良いように歩道上
の看板などは撤去した方がよいで
す。地球は活動期に入りました。地
震がおこります。原子力発電所に
損傷が又あれば日本は経済的にも
全ての面で終わりです。原発に頼
らないで生きていける我慢出来る
国民性です。未来のある日本を子
ども達に残して下さい！
●安倍の暴政に何もいえないまわ
りの議員ー結局日本では個という
ものが育っていない。平和教育も
君が代反対とかシンボル的な活動
でしかない。ヘイトスピーチ・いじ
め・原発・安全保障の問題すべて
根は一緒。想像力の欠如。どう生き
るか等の視点が欠けている。結局
大切な事は「教育」そして「真の教
育者の育成」に尽きると思う。本当
の医療・介護・教育がうけられるな
ら多少の負担はやむをえないし、
国民はがまんをします。利権をむ
さぼる人達を許さないためにも、

もっと草の根の民主主義を広める
為にも頑張ってください。
●下落合下水処理場前道路にい
つも車が違法駐車をしていてバス
の運転手が苦労しています。トイレ
の利用の為？それにしてもすごい
違法なのに警察は見て見ぬふり？
横断にも不安を感じます。
●道路は凸凹があり歩道はカート
を使用する場合は引き・押す・歩行
にもつまづき易い。
●牛込柳町付近、外苑東通りの歩
道を広くして欲しい。ヘイトスピー
チを取り締まらない国にオリン
ピック開催する資格無し。何が「お
もてなし」だ
応援してます。頑張って下さい。
●子どもを育てるのにもっと遊べ
る場、催しがあったらいいと思いま
す。保育園の待機を解消するだけ
でなく子ども一人あたりの保育室
の広さなども考えて対応して欲し
い。質を保障してこそ子どもの健全
な成長発達に繋がると思います。
●新宿区は、不妊治療費助成を
行っていないのは、なぜですか？
文京区、練馬区に続いて子どもを
授かることもサポートしてほしいで
す。
●２０１１年の震災以降、夜の町
中が特に１０時以降、多少暗く
なった様な気がします。幸いコン
ビニなどが多い為不安はないので
すが。高齢者は健康維持のため利
用できるスポーツ施設（安い料金
で）の情報をもっと発信して欲し
い。
●新宿＝きたない。きたないから
平気でゴミを道路においていくの
では？特にタクシーや駐車してい
る車が移動したあと、袋に入った
ゴミがそのまま。モラル悪い。道路
に犬のフン点在している。なんとか
してほしい。処理しない人が多す
ぎる。なんとなく街路灯が少ない
様な気がする。
●オリンピックが近づいているせ

いもあって、外国人観光客も増えま
した。新宿区として「ウェルカム」を
表現する施策があってもよいのか
なと思います。ガイドなどボラン
ティアで雇うのは東京都でもすで
にやってますが、さらに「ＬＧＢ
Ｔ」人材を活用するなど新宿独自
のアイデアが欲しいところです。

「新宿ＬＧＢＴガイド」などオリジ
ナリティを活かして、新宿区を盛り
上げる＆世界の人を受け入れる方
法はないでしょうかね・・豪華・派
手なオリンピックは不要。新宿だか
らこそできるホスピタリティを。
●公営住宅（都営だが）入居の際、
保証人の「課税証明書」提出は完
全にプライバシーの侵害個人情報
保護違反になると思う。保証人に
なってもらうだけでも大変なのだ
から。もっと弱者の身になって考え
た政策をしてもらいたい。国民健
康保険料。介護保険料が高すぎる。
それらを支払うために、食費を
削って病気になったりして余計に
医療費、介護費を使う様になった
りしてしまう結果になる。何とかし
て欲しい。
●日本ほど政府（国？）が信用され
てない国はあまりないかもしれま
せん。一般市民は普通に暮らして
いる人が多いと思うが、政府が悪
すぎます。現状の政府は偏りすぎ
ていて恐ろしい。我々ももっと選挙
など参加すべき。西武線の踏切を
なんとかしてほしい。渡りきれない
老人が増えており危険です！
●丼勘定で新国立競技場、五輪な
どにまわす費用があるならば防
災、耐震助にまわしてほしい。木造
密集地域の解消、区分所有建物に
ついての耐震助成。
●御党は現状政権は全て反対で
すか（御党以外であれば）
●時折「杉並区」や「世田谷区」と書
かれた自動車のナンバープレート
を見ます。私（達）も「新宿区」のナ
ンバープレートをつけて走りたい

です。「おらが町のナンバー」が実
現できるように陸運局と折衝する
ように働きかけて頂ければ幸いで
す。
●大久保通りと明治通りの信号が
早すぎる。渡っているともう点滅す
る。新大久保駅にエスカレーター
の設置を。ホスト、ホステスが大久
保に住んでいるのは仕方ないが道
で寝てる。
●政治家の仕事は信念をもってス
ピーチする事で、安倍晋三サンの
説明が不十分すぎる為、皆不安を
感じ反対している。国民が学んで
おりこうになっているのに上に立
つ方々は昔と同様、国民を目くらま
しにしよう、強行突破すれば何とか
なると思っている。９条をくずせば
国を捨てる人が増える。誰の為の
政治か、初心に立ち返るべき人が
いっぱいいらっしゃるのでは・・。子
や孫を戦場におくる国に戻っては
ならないと思います。３１０万人
の犠牲の上の平和なのです。
●厳しい財政状況下、税金の無駄
遣いをやめて欲しい。身の丈に
あった支出に抑えてほしい
●シルバーパスをもっと安くして
欲しい
●路上喫煙がなかなかなくなりま
せん。千代田区の様に罰金制にし
たら？道路を広げるより歩道と自転
車道の設置、整備を地域の問題に
対し公明党にひけをとる。もう少し
頑張って欲しい。
●公立中学校に柔道部がないの
で他区の越境入学を長男がしまし
たが体育館や公立中学に柔道で
きる設備があるので是非中学柔道
部の顧問をしてくれる先生がでや
すい環境を作って下さい。お願い
します。
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●ヘイトスピーチについて・・なぜ
あんなにハナバナしくヘイトス
ピーチができるのでしょう。これは
国政にかかわる人の考えの反映だ
と思います。あんなえげつない言
葉、聞くに堪えない言葉がまかり通
るのは、まったく日本の空気がそれ
を許しているからにほかなりませ
ん。現政権に厳重に注意し、やめさ
せるべきです。法的規制は、この問
題をさらに根深くするようでなりま
せん。なぜヘイトスピーチはよくな
いか。それぞれがしっかり考えるべ
きだと思います。
●駅東口の再開発の話が出てきて
いるようですが、しかも安倍首相が
指示しているようで意味が分かり
ません。「市谷自衛隊駐屯地からの
動線確保の為？」としか考えられ
ず、区政に対して首相が指示する
事自体不可解です。区民として要ら
ない再開発に私達の税金を使わ
ないで下さい。駅東口に税金を無
駄遣いする前に地下鉄エスカレー
ターや歩道のバリアフリー化など
現実に密着した問題をクリアーに
していく行政を望みます。共産党の
お力で駅東口再開発の意図を区
民がよくわかるように首相に確認
し、要らない再開発であれば阻止
して下さい。国保保険料も高すぎ
ます。年貢の厳しい取り立てで区
民はちっとも豊かな生活を楽しむ
事ができません！お金が必要に
なったら区民・国民から巻き上げ
る考えはやめて下さい
●パワハラは必ずしも男性から女
性に。年上から年下では無く逆も
あり得る事を公表して下さい。今、
日本は恥の文化が消えつつありま
す。
●種種の不正を正して下さい
●他区から引っ越してきて驚きか
つあきれました。①区内がブロック
化されバラバラで区内の事が全く
わからないこと②区バスが走って
おらず坂の多い町なのにお年寄り

が困っているのを見て本当に驚き
ました。文京区は走ってますよね。
ない区は少数派となりつつありま
す。台東区や足立区も走っている
のに情けなくて涙が出ます。実際
に区の施設にもとても行きづらい
です。出張所の場所も少ないし対
応もバラバラです③図書館や区民
館が非常に少なくて文化的に劣っ
た隣の文京区を利用せざるを得ず
区民税は払いたくないくらいです。
④区民センター毎に対応が違いま
す。区民の自主的なサークルのチ
ラシを全くおいて無くて驚きました
ファイルも閲覧出来ずこれでは区
民の参加出来るサークルも選ぶ機
会が無くなります。あまりに不親切
です。もっとも誰も来ないようです
からそれでよいのかもしれません
が・・⑤区報に「区長への手紙」を
つけてください。区報見ても全然
何をしているのかわかりません。都
の行政とダブっています。
●区内の公園ではボールが使えず
小学生ぐらいの子ども達はサッ
カーや野球ができない。また幼児
を持つ親としてはボール遊びの横
で遊ばせるのは危険なので避けた
いと思う。両者が納得して遊べるよ
うな公共の場を作ってもらいたい。
●ごみ問題について朝早く集めに
くるので間に合わない。夜は出して
はいけない朝早くから夜遅くまで
仕事しているので町会費払ってい
るのに対応してくれない。ボックス
型の鍵のついたごみ箱おいて欲し
い。公道の住宅は住まい前に出せ
るのがうらやましい
●とにかく外国人居住者を減らし
て欲しい。外人向けの専門学校も
認可しないで欲しい。街があまりに
汚れていて、隣の目白に引っ越し
たいけど中々実現は難しく、とにか
く街が汚ければ集まる人もそれ相
応のレベルになる。
●昔に決定した事を今このときの
欲だけで変えようとする自分勝手

な政治に残念な気持ちです。私は
共産党の意見である平和に過ごし
ていける未来を心から応援してい
ます。どうか戦争で苦しんだ人々の
願いをこれからも守ってください。
私達も心から願っております
●国の認可で道路を作る前に住民
の生活の保障はどうなっているの
か・そういう話がいっさい無い！住
民の中には高齢者（車椅子を使っ
ている方含む）がたくさんいらっ
しゃる。その方達の事もいっさい考
えていない。ただ道路を作る事だ
けで懸命になっている。家の前、カ
ンバンが２つ立っている。そんな
事も良い気分ではない。渋滞する
ほど車が通るのか？大きな問題で
すよ、日本共産党様
●戸山公園でよく早稲田の学生が
サークル活動で早朝から遅くまで
利用しているのを目にしますが子
ども達はなわとびやボール遊びを
したいと思ってもできずにいます。
子ども達も含め皆が使えるように
考えて欲しいものです。保善の学
生もランニングで利用されていま
すが一部心ないものがプレパーク
の中をつっきって走ったりします。

（子どもと接触していました）学校
側へ安全に対する対応をお願いし
て頂きたい
●いつも街頭でいろいろお話頂い
てるのを聞かせて頂いています。
他の党の人は全くそういう活動も
なく選挙の時だけなのでいつも感
心しています。これからも頑張って
下さい。
●百人町の団地に住んでいますが
駅までのバスが一時間に一本と朝
は遅いし夜は７時で最終です。せ
めて３０分に１本、夜は９時頃ま
で運行して欲しいです。
●税金について不思議に思ってい
る事土地家を持ってる？と固定資
産税を払い少ない金額でもなく国
に払い持ち主が死亡すると子ども
達に相続税が課せられ二重取りさ

れてる気がします。皆苦労して頑
張って所有しているのにおかしい！
国民区民は一般民は言われるがま
ま何でも税金税金で支払いを課せ
られ何も言えず期限過ぎると少額
の延滞金の請求がきた手間賃など
考えたらもったいない事である。国
も区も必要経費があるのは理解す
るが一般民は節約を自主的にする
しかないが公務員は何も対策して
ないですね。議員を減らす事がど
うしてできないのですか？毎日毎
日何の仕事をしているのでしょう？
一番早い節約です。区報に区長は
じめ区議、その他公務員とされる
方々の給与明細を公開して下さ
い。税金を払っている一般民の知
る権利だと思っております。「子ど
もは親の背中を見て育つ」という
事は議員と区民も同じ事だと思い
ます。議員同士の見苦しいやりと
り。子どもも見てますよ。良い機会
に出会えました。区を国を良くして
いって下さい。「安心して住める日
本」に！海外に行っている日本人は
住んでる人より日本を心配してい
ます。外国の人の方が愛国心強い
そうです。日本人は逆に思えるそう
です
●中井に住んでいます。中井駅か
ら落合公園までの川沿いの道は
フェンスも含め綺麗に整備されま
した。しかし沿道の私的工事により
舗装が掘り返された後の足下は雨
水浸透ブロックではなくてアスファ
ルトなどによるものです。せっかく
雨水浸透ブロックでしかも美しく
整備も道が汚くなります。復元の条
件とはどのようになっているので
しょうか
●いつもお世話になっております。
２０歳から必ず共産党に１票入れ
ております。これからも宜しくお願
いします。新宿消防署前の道路が
消防車や市場のトラックでかなり
傷んで居てトラックがスピードを
出して走ると雷が落ちたかと思う

ほどの音がします区役所にもその
ことを電話しましたが消防署前と
いう特殊な道路で手がつけられな
いのか２ヶ月以上返事がありませ
ん・・何とかして頂けたら有り難い
のですが。
●ごみ問題を特に家庭用粗大ごみ
もっと安くして欲しい
●中井駅から落合公園までの歩道
のレンガが凸凹していて歩きにく
い。また時々穴があいていてあぶ
ない。後から工事した所はアスファ
ルト舗装で見苦しい。
●パチンコスロットの非合法化を
是非お願いします。又、高齢者は日
本では弱者ではなく強者です。日
本においては、財政的にも政治的
にも。真の弱者は子育て世代と子
ども達です。本当に日本の事を考
えるのであれば教師のレベルをあ
げて教育を充実させ、未来を切り
拓く力を公務養育で身につけさせ
るべきです・事業の為の高齢者優
遇の政策にはもううんざりです。本
当に日本の事を考えて行動して欲
しい。
●中井駅、地上に北口を開設して
是非作って！何円かかっても。北側
は寂れても良いのですか？区民は
住んで生活しているのです。西武
線を利用するなという事ですか。
あまりにもひどいです。目の前の交
通機関を利用出来ないのでは。中
井にも図書館を！本屋を！子ども達
が本から遠ざかるばかり。区立小
の人数の偏りが何ですか？不信で
いっぱいです。子どもの教育環境
を最優先して下さい。二の坂から
山手通りは一通に戻して欲しいで
す。今までどおり山手通りに出る車
のみに！歩く幼児高齢者は危なくて
出歩けません！山手通りにスー
パーみらべるが路上販売路上駐輪
を違法にし続けています。いっその
こと売却したらどうですか？何年
たっても違法駐輪もやめません。
区民は危険で歩けません。

●２丁目は地主が多く私道が多く
有り、舗装も利用者が工事費を出
し合って舗装し、ガス水道管も古く
トイレ風呂食事の支度を２軒同時
に行うと水量が半減したりする。工
事をするには地主の許可を必要と
し又公道から５０～１００Ｍ入り
込んでいるので工事上も高くつく。
古い敷設管の交換検査を行い耐
震度を示してほしい。借地人に対
する高額更新料の要求など高齢者
は応じざるをえないでいるのが現
状である。例えばＡ室とＢ室が並
んである場合Ａ室のみを補強する

（シェルターでなく）個人負担分も
更に少なくて済む※図解説付き
●小学校プールに屋根をつけてほ
しい。屋根でなくターフなどでも。
とにかくプールサイドに日陰を
作って欲しい。プールが始まると子
ども達は真っ黒。先生達はラッシュ
ガードで日焼け対策をしていて疑
問。紫外線対策を。
●軍国主義政権の下、厳しい状況
ですが頑張って下さい。
●議員さんの定数削減を希望。高
田馬場駅＝九段下行き（国際医療
センター経由）の回数の増加を希
望します。
●外国人の観光客が多く違和感を
感じています。お金に惑わされて
いる日本を心配しています。土地
が外国の人に買われ環境が変化
するのではと思っています。一人一
人の心の成長が望まれますが？大
ガードから小滝橋通りに歩いてみ
て下さい。狭い通りと自転車が走り
歩道を我が物顔で通っています。
チェーン店が多い為かごみがいつ
も歩道を汚しています。広小路町
会のグループはお掃除をしていま
す。立て看板も多くて困ります。
●都バス乗り場のベンチの補修

（四谷四丁目）バス停の雨よけの設
置（屋根）共産党の躍進を祈ってい
ます。頼れるのは共産党のみ！！
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●豊島区や文京区では例えば「源
氏物語を読む」とか「憲法につい
て」とか一年ないし半年間無料無
償で講師による勉強会のような講
座を区が設けて行っている。新宿
でも是非実施してほしい。共産党
は真面目な姿勢を認めるが柔軟性
に欠けてはいないか。「共産党」と
いう党名も時代に合わず好きにな
れない。利権集団、自民党に対抗し
区民の心をつかむためにも党名と
党の綱領変更を強く希望します。
●「蚊」の発生を防ぐ方法として雨
スイにカナアミ等でふたをする事
を考えて下さい。
●アジリやおもねりで間違った方
向に引き込まないで下さい。
●第一に申し上げたい。とにかく
共産党というネームをやめて貰い
たい。現在７０歳位OR以上の人は
キョーサン党と聞くだけで恐惨党、
脅惨党、マルクスレーニン主義狂
信者という過ってはいるがイメー
ジでものすごくダウン現象を起こ
しています。ネーミングはいくつも
考えられるでしょう。どんなに立派
な主義主張も党名でアボイドした
くなります。もし改名した党なら私
の知古、後輩多数にＰＲできるの
にと思うと残念です。どうか一大思
考の基、党の改名を心から願いご
成功を祈ります。
●社会保障の財源の全面的見直し
が必要です。要求するのではなく、
生活そのもの、枠組みを変えてゆ
く大きな政策の転換を求めます
●区道の防犯カメラの設置
●高田馬場点字図書館があるので
道にのぼりや看板が平然と出すの
は規制があると良いと思う。自転車
も厳しくした方が良い。勝手に私有
地に止めたりとモラルがない人が
多すぎる
●地下鉄曙橋駅のエレベーターを
防衛庁側に設置したのは？です。
Ａ２出口は利用者も最多、女子医
大への通院者も多く難儀しながら

階段を上下している高齢者も多い
状態です。改善をお願いします
●現住所に住んで３５年。この辺
りの住宅街はとても静かで環境の
良いところです。山手線内で交通
の便も良くずっと住み続けていき
たいと考えています。さしあたって
の要望はありません。私は自民党
支持ではありません。今は無党派
でしょう。
●新しく整備出来るところは歩道
の幅を広くとって欲しい公園を使
いやすいものにして欲しい、幼児
の自転車練習ができる、ボール遊
びができる、期間を設けて危なく
ない花火大会ができる（マンション
や庭のない家が多く昔から自然に
やれていることが今の子どもは経
験出来る場が少ない）
●主人がアルツハイマー認知症に
なり６年たちます徘徊が激しくて
大変です。最近のこと私は（７５
才）虫垂炎にとなり主人をどこかに
入院させなければ私は手術する事
もできずにケアマネージャーに相
談し新宿区内にはショートステイ
はする事が出きずに中野区の哲学
堂に入院が決まり（１週間）その間
に手術しようと思っています。新宿
にもショートステイのできる場所
を作ってください。
●新宿区シルバー人材センターの
職員はあまり態度が良くない。皆
が仕事がなくて困っているのが
解っていないと思う。
●いつまで生かされて居るのか解
りませんが死ぬまで介護保険料を
年金から差し引かれて大したサー
ビスも受けれないのは何としても
ガマンがなりません。
●今は民間に委託（事業によって
は入札制度で当然安くできる事は
申し分ないが）安かろう悪かろうで
は困る。年一回の制度らしいが前
回の業者よりも数段落ちる作業の
仕方など有るところを何年も見て
いるが巡回（担当職員の）が必要

だと思います。月に二回以上それ
によって改善策は生まれてくると
思うのですが。駐輪、公園清掃、巡
視など区長自らも隠密でやってみ
たらどうでしょうか？前もって予告
での調査視察では本当のことが解
らないとと思いますよ。大久保通り
相変わらず韓国の店舗が多く歩行
しづらく駅に行くだけでも気遣い
が大変です。商店街の会長は存在
しているのですかね。早朝は早朝
で生ゴミを道路際においてあり特
に朝鮮料理の残飯が多く感じが悪
いです。私は共産党を応援してい
ますが下記も項目は記しませんの
であしからず
●子どもは宝です。すべての子ども
が平等な環境の下で育っていける
ような世の中になることを希望し
ます
●①に治安②にも③にも治安。パ
トカー増やせ、移動交番として始終
区民の目にとまらせるべき。
●都庁、第一、第二庁舎間（地下、
信号近辺）はいつも、きたない（定
期的に清掃して欲しい）外国人が
多いので日本人として恥ずかしい。
バリアフリーが少なすぎる。都庁内
パスポート発券所から大江戸線へ
下がるのにエスカレーターがなく

（上りは有）大きな荷物を持った人
の多い場所でもあり高齢者も多く
都の中心の場所なのに考えて戴き
たいと思います。駅構内の水漏れ
場所が多くビニールとガムテープ
で補強されている場所を見かけま
すがなんとかなりませんか。「天下
の新宿区」外国人も多く恥ずかしく
思います。「区」として駅側に強く要
望して下さい。
●区長への手紙にも書きましたが
ごみ集積所の問題は改善されませ
ん。今は囲いも柵もなくただ決め
られた所に投げているだけです。
収集車が来るまでゴミが道路上に
あふれています。カラスのいたずら
も見苦しい。どうか柵もゴミ庫を設

置してその中に入れて欲しい。ゴミ
庫の清掃は有料でプロに頼むか
有償ボランティアでシルバーさん
や町内会の人にたのむ。又はボラ
ンティアに参加できない人からは
いくらかの料金を払って貰う。ちな
みに最近の公衆トイレはとても清
潔になりましたね。
●Ｑ３の税、保険料など高くなっ
たと感じます。但し負担がきついと
は思いますが子や孫にツケを負わ
せてまで楽になりたいとは思えま
せん。財源が豊富であるならＱ３．
４の答えは自ずから違ってきます
がそうでない事は自明の理です。
バブル期を過ごした世代はもっと
次世代に配慮すべきです。自民党
を応援してきましたがもう任せて
はおけません。他党も頼りなく共産
党だけが信頼できます。党名を変
えたらもっと支持者は増えるでしょ
う。皆さんの健闘を願います。
●生活している一般の人に対して
細やかな目配りをする意識が欠け
ていた。地方の小自治体がやって
いるような施策を見習って、地に足
の着いた施策をしてほしい。お金
のある高齢者ばかりではない実態
を知るべきだ。生活している人がど
の位の生活苦におちいっているか
調査したこともないのは区政の怠
慢だ。老人だけでなく若い人も含
めて「生活苦」の実態調査を共産
党だけでなく区全体で行うべき
だ。めだちたがりやの前区長の負
の遺産を解消すべきだ。
●歌舞伎町について・・・私は仕事
で早朝区役所通りを歩きます。風
林会館の四つ角には毎日かなりの
数の客引きがいます。黒人がいて
歩くだけでも怖い感じです。客引き
に注意の看板はありますがマスコ
ミでぼったくりバーのニュースを見
ると商店街の方の努力が悔しいも
のに思われます。その先のコンビ
ニ「ミニストップ」の店前の汚い事。
吸い殻、食べ物、紙くず等、店に指

導をお願いします。本当の意味の
明るい町になればと思います。
何でも反対は良くないです。権利
ばかりの主張が見苦しいです。
●バスの乗り降り口の高さが少し
ありすぎるバスがあり、ドッコイ
ショと降りないとならないものが
あり発車を急いでいる運転手さん
だと怖い思いをします。（これは場
違いでしたね）
●共産党の党名をどうかよい名称
に変えてはと思います。共産党の
イメージとしてスターリンが頭に
あるので私はどうも損してる気が
します。
●何十年もこの町に住んで相続に
よってすめなくなるのはおかしい。
町が衰退すると思う。
●大久保通り（明治通り＝医療セ
ンター）の視覚障害者用の黄色い
ラインがとてもすべりやすくて危な
い。友人も何人も自転車徒歩中に
転倒して怪我をしている。医療セン
ター前が天候によってものすごい
風が吹き自転車で転倒など危険。
車の出入りも信号や係員がいない
のでこどもの登下校など危なく感
じる。医療センター斜め前の角屋
（文具。たばこや）の角にミラーが
有ればいいと思う
●現政権の打倒に全力を尽くしな
さい。アベにやりたい放題にさせ
たのは選挙民のせいだがいまさら
啓蒙してももう遅いが・・
●大久保通り、柳町手前の下り車
線側にある信号機は渋滞を起こす
原因と考えられる。元々光化学ス
モッグなどの発生により柳町など
の海抜の低い場所で汚染だまりを
解消する為に設けられたと認識し
ている。これだけエコカーの増え
た時代。夕方（朝方もか？）の渋滞
解消を考えて貰いたい
●電柱の電気が切れた際、個人が
連絡を入れます。他人任せになっ
てしまいます。定期的にチェックし
て下さい。高齢者が多い地区は何

日も真っ暗です。
●区は緑を大切にと言うが諏訪通
りや明治通りの古い街路樹をバッ
サリ切ってしまいました。馬場口の
交差点には四隅に大きな木が各
二本、計８本有りましたが全て切っ
てしまいました。人通りに邪魔とか
老木が危ないとかの理由でしたが
本当は「角の紳士服青木の店長が
看板が見えないので切ってくれと
言って訴えた」とも聞いています。

「馬場駅前広場に国立や阿佐ヶ谷
のようにけやきの大木を３本植え
たら」とか街路樹のせんていを丸
坊主にしないでもう少し背丈を大
きくして欲しいとお願いしても商店
街の人は（個人ではなくて店長）

「街路が見苦しいので切れ」とかあ
げくは「毎日掃除に来い」などいん
ねんをつけて切らせるそうです。私
達は町会はじめ子ども達も動員し
て駅前、街路の掃除をしているの
に。自分の店の前も掃除した事な
いどころか物置代わりに生ゴミ、
ビール箱までおいて樹木を痛めつ
けています。油を捨てる店も有りま
す。お店の前は自分の土地と思っ
ており立て看板、荷物、ごみ、バイク
を置いて点字ブロックにかかって
います。警察や区は取締まれない
のですか？障害者の怪我はしゅっ
ちゅうです。ゴミ出しもアパート住
人は分別・曜日もお構いなしです。
●かの異常発生で外に出れませ
ん。一度区内全域で一斉薬剤散布
が必要です。鼬、タヌキ。白びしん
がしょっちゅう出ます。乙女山や甘
泉園に外来種を捨てる人もいま
す。全てもう倫理観では頼れませ
ん。
●今頼れるのは貴党しか居ませ
ん。なにとぞなにとぞ自公の独善、
暴走に立ちはだかって下さい。頑
張って下さい
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Ｑ8　ご意見・ご要望など
●安部首相の暴走を止め安保法
案を廃案に！憲法第９条を守り戦
争をしない日本を世界に示したい
です
●高齢者一人くらしの買い物サ
ポート（図書館の配本ボランティア
をしているが意外に多くの人が
困っているので）定年退職者の有
効利用（大規模な組織化）＝地域
の町内会などに地元の人が多く外
からきた人は地域から阻害されや
すい
●（安全保障に関する件）憲法９
条の条文だけで判断すればまさに
憲法違反は今国会で審議している
ことになるが、しかし憲法違反を論
じて居る場合なのか。現実の防衛
を考えれば手を打つべき状況であ
るのは目に見えている。攻撃され
侵略されても憲法違反だと論議を
続けるのか。とりあえず「備は直に」
不具合が生ずればその都度修正
すれば良いではないか。それでも
憲法違反だと論ずるならば日本共
産党が先頭に立ち憲法改正を訴え
改正後の憲法で合憲を論ずるべき
ではないか！それと国会などでの
議論ではなぜ社会主義を目指す
政党と言わないのか。正しいと信
ずるならば日米同盟で破棄し中国
やロシアと同盟を結ぶべきと主張
しないのか。バカな国民をだます
戦法はやめよう。
●早稲田通りから中井駅に向かう
伸びる会幼稚園の前の道路は右
側通行のとまれなど足形の表示が
されているのに落合駅に向かう人
たちが左側で歩いています。右側
通行を守って欲しいです。
●ゴミの収集の件です。基本は各
自の家、店の前に出していると思
いますが、路地にある地域では収
集に入ってこない為量が多いと管
理が必要な事と収集時間が午後の
遅い時間の為近くの店に迷惑がか
かっています。車の入れない路地
においても各家庭や店の前でゴミ

の収集ができないものでしょうか。
高齢独居対策！高齢者の為の「シェ
アホーム」が欲しい。共生できる住
まいが有れば安心・安全・快適は
勿論ですが社会的コストの低減に
つながると思います。
●安心して住める町であって欲し
い。細かい情報（例えば空き巣被害
があったとか変質者が現れた）と
か入ってこない。個人情報が解ら
ないようにした上でホームページ
などで注意を促せないかと思いま
す。大雨の時など区の広報車が
回ってくる事があります「こちらは
新宿区の～」のあたりは聞こえても
何を言ってるか聞き取れなくてか
えって不安です。区の公式ＨＰで
も同時に見られるようにして欲し
い
●町会役員の選出を民主化すべき
である。私物化傾向が強い所が多
い。各種選挙時点での異状な活動
が見受けられる。
●点字ブロックの上の駐輪禁止と
その大きい過ちを広報してほし
い。特に点字図書館前通りの駐車
には強く指導して欲しい
●区議会で安保法案原発再稼働、
オリンピック競技場新設による住
宅立ち退きに反対の決議を示すべ
き、安倍政権の背後で日本を操る
米国軍産共同体の正体をタブーと
せず公にさらす事を望みます。
●保育所の充実、法規制をゆるめ
ＪＲ、メトロなど駅の付近に数多く
設置すべき。安く働く女性も安心し
て子がもてるように図書館の休み
だが近隣の区に比べ多いように思
うが特別の意図があるのか最近の
安倍政権のやり方は戦前の（Ｓ１
０年代）の空気に近い者を感じる。
理屈抜きに戦ほど無意味なものは
ない。
既存の公園に子どもの為の新感覚
の遊具、成人高齢者用の健康器

（ハンギングバー）の充実
●四谷坂町地区で地名変更があっ

たが何の必要があったのか解らな
い。ムダな税金を使ってまで必要
だったのか解らない。老人は覚え
るのに大変である。知人への通知
出しが大変であった
●父は共産党って何でも反対す
るって言ってました。そんな事はな
いと若いときは思っていましたが
今はそんな気がする。反対するな
らそれをどうするかこうしますと指
針を述べるべき
●もう少し福利厚生に力を入れて
貰いたい。足下が揺らいでいるた
め困っている人が多い。通り一遍
の調査はやめて欲しい。何かと大
変とは思いますが公共施設がバラ
バラ移動するのは大変です。一カ
所にあったらとても便利
●マンションばかり建つことにい
やーな思いです。このへんでは高
層になるので。丸正のとなりは、ワ
ンルーム460？室が建つ予定みた
いです。ありえない数字です。絶対
反対です。2020年のオリンピック
で湾岸の再開発？するようですが、
このような猛暑がおこってくる理由
の一つに浦安等のベイエリア高層
ビルが乱立ということが建った当
初から言われているのでまたです
か！！！　このように異常な気象を止
めるようにしないのに利益ばかり
追求が許せない。
●①近所のアパートの住民で（お
そらく現場を見ていないので）外
国人（韓国人？中国人？ベトナム
人？）が指定日以外になんでもご
ちゃ混ぜにゴミを捨てて困ってい
ます。悪臭やゴミがちらかっていま
す。それが今のところの悩みです。
②トータルリフレッシュ講座をもう
少したくさんやって欲しいです。現
在、新宿区の５～６カ所で高齢者
の寝たきりを防ぐことでやられて
いますが、もう少し門戸を広げて、
たくさんの人が通えるようにして欲
しいです。それでも他区に比べ新
宿区は恵まれている方だと思うん

ですが。
●まちの美化、外国人がゴミ出し
のルールを守らない。
●以前ベルギーに行った時、町の
中に老人の家があり、前庭に花や
野菜を植えた家があり、ガイドの方
に伺うと、この家は老人たちが一
人で寂しくなったとき、枕一つを
もって２～３日を過ごして帰って
いくという館だったのです。町の住
人ならだれでもOK。来た人は、花
の世話、あるいはおしゃべりと。気
分転換をするとのこと。難しい手続
き不要のこんな気楽な場所、すて
きだなぁと思いました。ベルギー
の田舎町です。特養が何人待ちと
か揃えないと利用できないとかで
はないようです。
●歩いていて自転車がこわい。携
帯・スマホ使いながら走る、若者、
すごいスピードで歩道を走る自転
車。二台並んで走るため。歩けない
ので横暴さにあきれています。何
か規制を。オリンピック施設建設
に、私達の税金を使わないでほし
い。自転車を一時停止にしてほし
い。目白通りの信号、赤でも自転車
が走り、一方通行からでる車は左
側見えないので、スピードゆるめ
ない自転車がこわい。当たり前に
走っていくので。
●共産党のポスターに記されてい
るブラック企業の指導を早急に
行ってほしい。生活基盤が保てな
いため、対応に期待している。
●公共マナーが悪い方が増えてい
る中、区の条例を更に強化していく
ことを望む。歩きたばこは禁止の
マークが表示されていても無視し
ている。歩きスマホも危険なので
条例化し、ポスター掲示や職員に
よる注意喚起を進めていただきた
い！　共生のまちづくりをテーマに
治安の維持、ルール順守をはかる
ようにお願いします。
●エレベーター（エスカレーター
も）ない駅が多い。設置を求める。

●区境なので対応が悪いように感
じている。飯田橋駅の活性化を文
京区千代田区とともにもっと推進
してほしい。東京五輪（2020年）に
向けて、治安が心配。新宿区の施
設が大久保、戸山あたりに集中し
すぎている（コズミックセンター、
スポーツセンター、元気館など）分
散してほしい。共産党、応援してい
ます。がんばってください。
●市ヶ谷富久町の交差点近くに、
一年前からバイクショップがオー
プンしました。しかし、そこは店を
開けると公道にずらっとバイクを
並べ仕事をしています。車の通行
にも、歩行者にとっても危険な状
態です。そのため、富久町の交番に
対策をお願いしましたが、何の手
もうってもらえません。交番には、
定年退職後に雇われた警察OBの
指導員もいます。人手不足だから
こそ制度のはずなのに仕事もしな
いのでは、何の意味もありません。
どうぞ、お力添えをよろしくお願い
します。
●曙橋駅に交番を作る（治安が悪
い、交通事故が多い）、住吉町、台
町、富久町の警察、消防の管轄を
牛込から四谷に変える。区議を減
らす（25名ぐらいで）。
●教育内容は昔と違ってくるので
しょうか。道徳は変わらないと思い
ますが、その時間はあるのでしょう
か。道路で子どもにお金をくれとい
われました。見ず知らずの人にそ
んなことはいえないことだと思い
ます。次の日に電話をしました2年
前の事です。
●小学校、中学校の施設開放の利
用者の自転車での来校を認めてほ
しい。特に「西戸山小学校、中学校」
他の学校では認めているらしいの
で特にお願いします。
●議員の間は腰が低いが引退する
と、感じが悪くなる人がいる。これ
は党にとってはマイナス。
●自転車走行のマナーや交通法

規違反が多く、何度も危険な目に
あっている。自転車利用者には、
もっと十分なルールや法的処罰に
関する教育を行い、乗車（運転操
作）を許可制にすると共に、時々交
通取り締まりによる交通ルールの
厳しさと罰則の恐怖を教え込んで
ほしい。大人も子どもも同様。４ｍ
以下、道路の脇に歩行者用白帯線
が塗られているが、電信柱がその
幅のほとんどを占めていてルール
通りでは通るのが困難な箇所が多
くある。
●足が不自由なため、信号が早す
ぎ、通りを渡りきれない。
●新大久保通りの駅前はいつも混
雑しております。もう少し広くして
欲をいえばエレベーターが欲しい
です。外国の人が多いです。防犯カ
メラがあったらいいと思います。通
学路とか公園の近くにあったらい
いと思います。
●夏の暑いとき、ゆっくり涼しめる
場所がほしい。図書館などはス
ペースが少ない（イスなど）。喜久
井クリーニング横の私道入り口が
道路に隙間があって壊れそう。抜
け道になっているので、住民以外
の車もとおる。歩行者も意外と多
い。
●現在、建設中のトミヒサクロスの
工事現場ですが、交通整備の方が
きちんと誘導してくれません。この
あたりは保育ルームやクリニック、
デイサービスもあり、人通りがけっ
こうあります。最近気づいたので記
しました。宜しくお願いいたしま
す。
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Ｑ8　ご意見・ご要望など
●中国人、アジア人、多いのをいか
ざる人が慣れる。仲良くやった方
がいい。但し、マナー悪い人たちに
は指導すべき（日本人も一緒）。昨
今、うるさいのは中国人ではなく欧
米人リュックも大きく騒ぐので。中
国人よりたちが悪い。★朝、ごみか
すとカラスが凄い。収集より出す人
の指導強化すべき（飲食店）。
●歌舞伎町内（ホテル街）、元花園
町の新宿一丁目、御苑などの道路
のへこみなど行政は手を抜いてい
る。歩道にあった自転車道路が消
去されているのにその後の処置が
未解決、行政との話し合いは不足
しているように思います。また、自
転車が車道を走ると相当、支障が
出る道路が多いです。
●①私道の駐輪禁止、緊急時に困
るのと歩行者の安全のため②騒音
の規制…室外機のモーター音、飲
食店の大声、工事中の近隣配慮
●住民税、健康保険料、介護保険
料が高すぎます。
●街路灯の増数。今の流れを変え
るべくがんばって下さい。
●大久保通り、狭い歩道が人であ
ふれています。路上の看板の廃止
を希望します。区内の緑化、公園増
設、歌舞伎町のライトアップ等。不
要で不快に思います。生活に恩恵
ゼロです。災害対策としても大久保
通りの拡幅、また高齢化により車を
運転しなくなる方が自転車に移行
することを考え、区内の自転車レー
ンの充実を希望します。高齢者以
外でも病人にとっては、自転車で
通院することも多いと思います。交
通費と受信料を控えたことにより、
病気が悪化して却って医療費がか
さむこともありますので自転車の
方が生活しやすい区政を望みま
す。「放置自転車」という言葉は廃
止してほしいです。必要があり、止
めているわけで、用事が終われば
自転車で帰るはずです。緑化はい
いので無料駐輪場をたくさんつく

ればいいのでは？博物館作ったり、
おとめやま公園に御苑の整備もい
らなかったです。耐震化は、条件を
ゆるくして、多くの方に利用できる
ようにと思います。
●議員のボーナスをなくすこと。医
療費を安くすること。子どものしつ
けが悪いのは、親と一緒に住まな
いこと。国会も一般の人をだして言
いたいことをいってほしい。
●高齢者＝認知症という考え方が
目立ってきているので問題である。
●戦後70年の平和を守り育ててき
た。これからも更に平和であってほ
しい。憲法９条を守れ。
●一貫してきちんとした共産党を
応援しています。
●大久保通りの歩道は、自転車が
すごく多いです。私は杖を使ってい
ます。自転車が来ると、一時歩行を
待ちます。すごいスピードで横を
走っています。大部分がそうです。
こわくてしかたありません。専用の
道をつくってほしいと切に要望し
ます。新大久保の駅からの医療セ
ンターくらいまでパパスの前のバ
ス停のいすを早く、付けて下さい。
今後も共産党を応援しています。
がんばってください。
●韓国系の飲食店が置き看板を
夕方あたりから何個も置き、歩行
者の妨げになるし、目障りだ。歩道
の占拠は違反では？　大久保通り
に面してない飲食店の従業員が
サービスのちらし券を配る行為も
通行量の多い時間帯には本当に
不快な気持ちだ。
●大久保、新大久保、歌舞伎町に
は様々な国の人たちが働き、住ん
でいるし、観光客も多い。インター
ナショナルな町としての特性を区
政に反映させてほしい。交通費が
高い。特にバス短い区間でものり
かえに料金がかかるので、交通費
がバカにならない。共産党派では
ないが、注目している。今後の活躍
に期待している。

●真夏の暑さ対策、街路樹で木陰
を作る。保水性アスファルト、ビル
壁面緑化
●共産党さん、とにかくがんばって
ほしい。応援しています。ここ数年
間、わたしは共産党に投票してい
ます。
●保健センターが西新宿から移転
して遠くなったので、とても不便で
す。すぐには無理でしょうが、今の
登記所のあたりにでも一箇所増設
していただけるとありがたいと思
います。まちづくりの件ですが、安
全安心して暮らせるまちが、美しい
まちに繋がると思います。残念な
がらはしご車が通れない道、ごみ
が散乱し、たばこを吸いながら歩く
人がいる。まちは安全であるとは
思われません。また、喫煙所が道路
沿いにみかけるか煙が道行く人に
もまわりの店などにもかかり健康
上問題である。喫煙所から煙がも
れないよう設備をきちんとしてほ
しい。保険料に限度額がまだある
のでしょうか？でしたらすぐやめて
ほしい。高所得者の人は払う能力
があると思われるし、その分、全体
の保険料のみなおしに。新宿区だ
けの力ではできないかもしれない
が、健康保険、介護保険、年金保険
の保険料の限度額は即廃止を！！健
康保険の均等割りの廃止を検討し
て下さい。所得のない人にも保険
料を支払わせるのは酷いと思いま
す。
●安保関連法案に反対する国民
のデモを組織にしてほしい。共産
党が中心に、労働者、学生などの
大規模デモを連日組織にして何と
しても法案をストップしてほしい。
安保法案は、最大の愚法である。い
まや巨大な軍事資本が防衛省と軍
需産業と結び付けようとしている。
─解読不明─今のところ共産党が
一番自民党を批判している。いま、
日本は盲目の文化国家になりつつ
ある。共産党よ、立て！　幅広い反

自民政治勢力を結集せよ！今の若
い人たちに、日本の近現代史、特に
旧日本軍のアジア侵略の歴史を良
く学習させる。絶好の機会とおそら
く最後のよい機会である。今の若
い人たちの目をさまさせることに
より、日本の将来を守る最大の機
会です。貴党のがんばりに期待し
ます。他党には期待できない現状
です。
●現在最も懸念されることは、１
安保関係、２原発、３マイナン
バー。４秘密保護法。いずれも悪
い方向に進んでいる。安保の暴走
を止め、これらを阻止する力として
御党に期待している。特にマイナ
ンバーに関しては、医療、金融関
係、その他個人情報、個人資産に
は絶対リンクさせないように頑
張ってほしい。
●未来に通じる（または未来育成
のための）行政を打ち出してほし
い＝ビジョンと政策　オリンピック
にうかれないでほしい。また、オリ
ンピックで経済変動への対応を
とってほしい。ビジョン公表なども
含む
●新宿区は板橋区より道路は整備
されていると思う。でもわたしのい
る原町などは年寄りが多いのでな
めらかな道にしてほしい。新宿区
も坂が多いので。
●安保法制については「なめられ
ると相手がつけ上がって、ちょっか
い出してくるので、それに対抗する
形で、いざこざがおきそうと思う。

（男性に多い考え方をしている）
「戦争は悪」だが、「自衛しないこ
と」とはまた違う。仮に日本が軍事
力（自衛隊も含む）を減らす場合、
米ソのような周辺国と相互に軍縮
するということはあるかな…。区政
はオール与党に区、まち、地元をよ
くするように応援しています。子育
てしやすい区になって子どもが増
えてきたなぁ…
●歩道の障害物について。不動産

業、飲食店などの立て看板やのぼ
りなど歩道に置き、歩行者の障害
になっています。大学や専門学校
の下校時、早稲田通りは駅に向か
う学生であふれ、せまくなった歩道
は老人や子どもたちにとっては危
険な状態です。また路上にテーブ
ルやイスを置き、お酒を提供して
いる店もあります。ぜひぜひこれら
の障害物を撤去させ、安全で美し
いまちづくりの推薦をお願いいた
します。
●私は3丁目バスの近くのビルの
横に住んでいます。一人です。その
ビルからタバコの煙が家にいっぱ
い入ってきます。目が痛いのどが痛
くて眠れない。家中煙だらけです。
どこにお願いしても規制する法律
がないといわれて引っ越しを考え
ています。法律を作って煙を外に
出さないで。出すなら罰を作るくら
いにして下さい。80歳で一人で借
りられる部屋もありません。
●国会議員のボーナスをなくして
ほしい。自分たちが困っているの
に。ボーナスを少しでも国民にわ
けてほしい。
●介護保険料を70歳過ぎて使用し
ない時はなにがしらの返金がある
とよい。
●安易に生活保護を出し過ぎ。一
生懸命働いている我々よりぜいた
くな暮らしをしている人、多い。
ギャンブルも多くいる。共産党は中
国に対してどうして弱いのか？
新宿区はよく努力されており、感謝
しておりますが、ゴミ処理に関して
「どうしたらよいのか」と考えさせら
れる光景に遭遇することもあり。家
庭教育以外どうにもならないのか
…外国人故の結果なのか…各自
のあり方に問題があり、どうしたら
良いのか考えさせられています。
●毎月預金通帳の残高が少なく
なっている。ああ、どうしよう。もう
すぐ8月15日靖国神社の閣僚参拝
が問題になるか。絶対反対。靖国

神社は単に戦犯者を祀るだけでは
ない。侵略戦争を押しすすめるた
めに大きな役割を果たしたところ
です。詳細は次回！
●安全保障関連法案は原則賛成
だが、後方支援などの定義が不明
瞭。明確にすべき点がいくつかあ
り、保険料や税は下げるとすれば、
財源はどうするのか。YESやnoで答
えて済む問題ではないと思いま
す。共産党は主張が一貫していい
と思いますが、共産主義のめざす
社会は何なのかがわからないので
今一つ応援できない。党名に違和
感がある。
●放置自転車どうかしたい。歩い
て行ける距離に自転車を使うのは
エゴそのもの。自分だけなら許さ
れると言う考えはおかしい。自転車
税を徴収して考えを改めさせた
い。
最近、空き室が多くなっているよう
な気がする。何らかの対策が必要
だと思う。ワンルームマンションは
規制が必要。ゴミ出しルールを守
らない人が多い。
●道路が狭く、ゴミなどで汚れてい
ることが多い。子連れでも歩きにく
い。もう少し、町の美化に力を入れ
て「住みたいまち」になるといい。
●子どもの数に対して、保育所が
少なすぎる。要改善（市ヶ谷地区）
●自転車が狭い歩道を速いスピー
ドで通るので危ない。（外堀通り）。
警察にはきちんと取り締まりをお
願いしたい。取り締まっているのを
みたことがない。危険極まりない。
●外堀は、都心の豊かな緑、水辺
である。希少性がある場所。もっと
きれいに整備し、堀の水もきれい
にして五輪を迎えてほしい。
●電柱の地中化を推進して下さ
い。犬の尿を道路に放出させるこ
とを規制する条例を作って下さい。
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Ｑ8　ご意見・ご要望など
●バス停のこと（Q5）。通勤時間は
大勢の利用があるが、それ以外は
少なくて無駄でガラガラ。必要な
いと思う。
●牛込保健センター前の道路の傾
斜～歩きにくい！矢来交番から神
楽坂に向かう歩道が狭すぎ。
●交番にポリスを置いてほしい。
要するにおまわりさんを増やして
ほしい
●保育園の増設はありがたいです
が、小学校に上がってからのこども
達に対しては、まだまだ考えてあげ
てほしいです。学童クラブのよう
に、手厚く見てくれる場所の確保。
たとえば、北山伏児童館の下、ゆっ
たりーのはなくても他で十分（子ど
も家庭支援センター）かなりの税
金で運営しているわりに近所の知
名度がない。あそこに北山伏児童
クラブを置いてほしい。
●大久保通りの通行がスムーズに
なるよう、店の商品棚の歩道設置、
歩道での商品購入、ビラ配りの規
制をきちんとしてもらいたい。住居
環境が低級化しているひとつに、ア
パートマンションの住民が短期で
代わり無責任なひとが多く、不安が
大きい。昔は定期的に警察が回っ
てきて住民の確認をしていたが、ど
うなったのか。これは言っての歯止
めになると思う。安保法案は完全
な違憲なので、党をあげて全力で
廃案にするよう共産党に頼むしか
ない。出来なかったら、委員長辞め
るぐらいすべきだと思う。山本太郎
の方がしっかりしているか。
●路上喫煙者が多く、また歩道へ
の駐輪が徹底されず歩きにくいと
ころもあり困る。日本共産党、頑
張って下さい。
●区政に要望したいことは山ほど
あります。①コミュニティーバスの
運行をぜひ早急に実現してほし
い。若葉町には昔から住んでいる
高齢者がたくさんいます。介護の
お世話にならないように催しの企

画をされますが、このあたりの人
には足がありません。坂を上って
新宿通りに出て、区民センターに
行こうと思っても、交通手段がない
のです。各地では、沢山のコミュニ
ティーバスを走らせ、高齢者は無
料という区すらあります。ｗｅバス
は企業ですべて費用を賄っている
んでしょうか？都庁のある新宿にコ
ミュニティーバスを走らせる予算
がないのでしょうか？②四谷地区
に区の運動施設を。大久保地区に
は、元気館、区体育館、コズミック
センター、などの施設が多く集まっ
ていて、四谷地区にはこのような施
設がなく、気軽に体力を養う場所
がないのでつくってほしい。③駐輪
違反の自転車のすみやかな取り締
まりと違反金を高くしてその分、整
理する人数をふやして対処してほ
しい。このような機会を得てよかっ
たです。これから区議会新聞をよく
読むようにして、少しでも新宿が住
みやすい世界に誇れるまちにして
ほしいです。
●野党同士協力して何としても戦
争に結びつく安保法案を阻止して
ほしい
●資源回収の軽トラの大音量に迷
惑している。１００デシベルを超
えているのではないか。騒音測定
と騒音防止条例による指導を行っ
てほしい。（警察）。スピーカーを上
向きにして大音量のため、半径100
位は聞こえて家の前だけならまだ
しも長い時間聞かされるといやに
なる。また、文言もくどくて音楽つ
きには閉口する。都外ナンバーが
多い。職安通りとそれに続く放射６
号線、新宿副都心内に、観光バス
の駐車が多い。また違法駐車のバ
ス。夏場はクーラーをつけている
のでエンジンはかかりっぱなしで
ある。観光立国を目指すなら専用
駐車場を整備すべきである。都バ
スの車庫（小滝橋、杉並）も有効活
用して駐車代徴収すれば交通局の

利益になる。秋田から人は新宿区
の緑化に感心していた（新宿中央
公園）。地味ながらその職に関わっ
ている方の労をねぎらいたい。区
報などでほめてもよいのではない
か。
●Q４でも明記しましたが、明治通
り両側の歩道何年放置しておくの
でしょう。私1日二時間だけのパー
ト仕事で自転車通勤しています
が、車道はこわい。歩道を走るので
すが、とてもはしりにくい。歩行者
とぶつかり事故が多い。コズミック
センター近くは特に人通りが多く、
おざなりです。とにかく、現政権は
国民無視もうめちゃくちゃだ！！
●介護認定、要支援（主人が）の者
ですが、昨年は要介護２だったの
にどうしてなのか理由もなく通知
だけでは理解できません。また、毎
年調査に来る人が変わってくるの
で、その人の様子がよくわからな
いと思います。調査の人は、同じ人
の方が障害者の変化が良く分かる
のではないですか？　私は80代な
ので家事がつらくなってきました。
ヘルパーさんをお願いしたいので
す。
●共産党区議団の活躍、ご苦労さ
まです。全員当選出来なくて残念
でした。これからも新宿区民のた
めがんばってくださいね
●神田川、近辺に住んでいますが、
少しベンチを増やしてもよいと思
います。ゴミ箱（カゴ）は必要ない
と思う。家庭のごみを出しているの
をよくみかける。
●アンケートを書いていても何に
もなりません。戦争を体験した者
にすれば、生まれた時も、死ぬとき
にも酷い目にあうわけです。野党
の方々は何をしてもよいのです
か？国民の声が絶対届かない国な
のだなと思います。大金持ちの政
治家には何もわかりません。保身
と無知の与党。無力の野党。
●面影橋付近の道路が狭すぎて

不便を感じる。自転車運転の人の
マナーも悪くキケン。神田川の悪
臭に絶えられない。何とかしてほし
い。特に雨が降る前、雨降りの日、
そのあと、酷い悪臭が。害虫が多
い。特に蚊。とんでもない状況であ
る。共産党を支持します。
●郷に入れば、郷に従えということ
わざがある。他国に入れば、その国
の習わしに従うのは現代人の常
識。それなのに他国からきて日本
の秩序を乱し、わがもの顔に生活
している。そのために、まちのある
べき空間はほとんどなくなり、自転
車は所かまわず無造作に置かれ、
煙やにおいは隣家にまで入り込
み、時には火災まで引き起こす。声
高な話声が喧騒なまちに変え、こ
そ泥が頻繁に横行している。もは
やカギなしでは出入りもできなく
なった。わたしの愛した整然とした
大久保の町並みはどこにもない。
こうして次々と主な町が他国人に
侵略されてい行く。これでよいの
か？入り口の際に何らかの約束が
課せられる事を祈ります。
●共産党さんへ①そろそろ共産党
という党名を変更されてはどうで
すか？②議員の皆さん、一生懸命
活動されているのは理解できます
が、目的は中国と同様の一党独裁
ですか？③党幹部への昇進や委員
長選挙は？　ぜひ、もっと党の情報
公開をして開かれた「新しい名称」
の党としてがんばってください。
私は北欧型の社会のあり方を望み
ます。消費税や税金はあがっても
福祉の充実はじめ市民生活が平
和で健全なものであることを願う
ものです。市民平等を目指すこと
が必要です。年金暮らしで消費税
を税金問題は身に応えますが、願
わくば北欧型の社会を願うもので
す。歌舞伎町の繁栄は主権者、区
民として腹がたちます。区として国
に都に反対してほしい。
●H２６．３に落合第二地区協議

会が新宿区長に安全道路とみどり
の保全によるまちづくりの提言書
を提出しました。別紙のように制限
違反２０の標識を北原橋のほうか
らくる車にわかるような場所につ
けてほしいと提言したのですが現
在はついてません。1年以上たって
ているのに。区は「提言は承りまし
た」で終わっているようで、こんな
ものかと腹が立つ。というか、こん
なものなのですね。参考までに平
成26年３月28日付の書類の一部
を添付いたします。
●自転車が法規無視など、危険な
運転をしている。警官は、目の前
で、そのような状況が起きても取り
締まらない。今後、高齢化していく
のでとっさによけられないのでは
ないかと不安です。車道、歩道、自
転車と明確にく分けてほしい。
●放置自転車のステッカー（注意）
貼りはうるさいほど頻繁に行われ
ていますが、そのあとが、撤去でき
ないため、効果が薄いと思われま
す。安倍首相、退陣！頑張って署名
活動して下さい。
●戸籍調べをしてほしい。不法滞
在者が多くいると思います。民生委
員の仕事、何をしているのか知りま
せんが、もっと活躍してほしいで
す。私は戦争体験者です。10歳でし
た。もちろん戦争はいやですし、日
本は終ってしまうでしょう。それより
も戦争戦争というのはやめてほし
い。それでは太平洋戦争で亡く
なった人はわたしたち日本人の平
和を願って戦場に行ったのです
よ。私は今、親に感謝出来、どんな
ことにも耐えることができる。感謝
もできる。戦争より怖いのは、自分
の親を殺す、罰のない人を殺す、こ
んな今の日本そう思います？　日
本はだれが守ってくれるのです
か。他の国で守ってもらうのです
か。余りにも身勝手ですよ。
●Q１．共産党はもっと中国、韓国
に強く申し入れしてほしい。中国→

尖閣諸島問題、南諸島の埋め立
て、南京事件の拡大　韓国→従軍
慰安婦問題の拡大など、韓国のマ
スコミが日本を悪ものにしている
ことなど（韓国政府が反日を掲げる
のもマスコミの影響か）
●ゴミ捨て（分割）たばこ、吸い殻
捨て、神田川の緑道、休憩ポイント
です。ゴミ、タバコ喫煙、時々粗大ご
みの捨て去り。バイクの侵入時々あ
り。緑道での自転車スピード
●聞く耳もたぬ体たらくな自民政
権、議員。「打倒　安倍」！！
●歌舞伎町の健全化を進めてい
ただきたい。
●「シルバーパス」所得額１２５
万円以上の場合、２０５１０円必
要となるが、１２５万円以下、１０
００円との格差は大きすぎる。所
得額に応じて中間の金額をいくつ
か設けてはどうか？　高齢者の活
動をうながすと、いい効果があると
思う。「防犯灯」住宅街の暗いとこ
ろにもっと設置してほしい。商店の
防犯灯（外部）への補助金などで多
数設置したら良いと思う。
●新宿とは異なる状況にも類似点
のあるような、アフリカなどの発展
途上国の都市と姉妹関係を結ぶこ
とで、新しい視点が開かれるので
はないか。
●新宿区は色々とよくやってくれて
いると思う。
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●近所にシェアハウスまがいの住
宅があり、不特定多数の人が出入
りして不安がある。また、アパート
もまわりに多く、夏等夜遅くまで大
声で話したり、眠れない日がありま
す。こういう人たちは、ゴミ出しの
ルールを守らず、近所に迷惑をか
け、しかも町会費などは、全く支払
うことすらありません。区政での取
り締まりなどは難しいかと思いま
すが、何かよいアイデアがあれば
ご教示ください。
●去年、病気で10月30日に仕事を
辞める時に社労士が夫の扶養に
入るように言ったので、そうした
ら、今年になって、去年130万を超
えたので（傷病手当を受けたか
ら）、実は扶養に入れないことがわ
かり、国民健康保険に入り直したと
ころ、一度に9カ月分の請求が７月
に届いた。（７月分として）。一度に
払えないので分割の相談に行った
が、分割分を払い終えないうちは
何カ月経っても8月分に進めない
ので、どんどん滞納状態になり督
促状が届く旨、説明を受けた。こう
いうケースで過年度分だけ分割し
て、現年度分は月々払って滞納に
ならない仕組みができないかと思
います。現在民間のワンルームで
すが、家賃が払えなくなったらどう
するかなど、相談できる場所はあり
ますか？
●八幡通の街路樹を8月の1番暑
い時に切ってしまいます。秋の葉が
落ちる頃に切ってほしい。
●清風園の活用見直しを急いでほ
しい。耐震性の問題も未解決のま
まです。中落合１丁目の真ん中に
位置していて、坂を少し登ります
が、第一出張所よりは近くて行きや
すい。地域の交流館として、早く使
えるようにしてほしい。「ふらっと」
が中井駅近くにありますが、車いす
の使用はできません。　落合第一
地区協議会の分科会を、もっと課
題解決型に！　ふるさと、環境もも

ちろん大切ですが、第二地区協の
ようにもっと具体的な身近な課題
を扱ってほしい。例：第二地区は①
高齢者が暮らしの安全、子育て　
ぬくもりさろんなど頑張っている。
団体への支援はわずかですが地
区協は区からかなりの予算が付い
ています。
●精神障害者のサービス。ひきこ
もり。通院、交通費、電車通院が無
理な方
●息子（小１）が高田馬場第二学
童に行ってます。戸塚１小から学
童は距離があるので現在休園の戸
塚第一幼稚園の施設を使って、学
童を運営できないでしょうか。
共産党さん、党名変更の予定はな
いのですか？　イデオロギーの時
代は終了したと考えますが。
●こういう時こそ軽蔑ではなく理
性的な政治家が増えてほしい。
●道路の舗装が場当たり的で、路
面がぼこぼこしていて歩きづらく、
買い物キャリーが揺れやすく買っ
た品がこわれやすい。神楽坂では
ちょっと休めるイスを設けている
が、おなじようなものを福祉施設
や医療機関に向かう途上に設けて
くれると高齢者にはありがたい。オ
リンピックで浮かれているようだ
が、「おもてなし」をかけごえだけ
でなく具体的な取り組み方を幾つ
か示してほしい。学生生徒児童の
英語学習だけでなく一般人が外国
人とどう対処したらよいかなども。
国会議事堂前での抗議行動に６
月、7月と各１回ずつではあります
が、はじめて参加しました。アベ政
権の暴挙を座してみすごすわけに
はいきません。共産党の皆さん頑
張って行きましょう！
●新宿区富久町の旧国土交通省
独身寮跡地の新宿区としての有効
活用を強く希望します。　新宿６
丁目と富久町堺の「まねきどおり」
は新宿警察署を牛込警察署の管
理堺と聞きます。新宿６丁目交番

が遠くなり、目が届きません。放置
自転車、違法駐車、荷物の取り扱い
を隠れ蓑にして取り締まりを指導
されたし。
●住居は生きて行く上で不可欠で
す。そのけんについて負担が多す
ぎます。まず、家賃に収入のほとん
どが消え、生活費にまわせない。も
ち家は修理ができない。それなの
に一律に上がる。固定資産税。年
金は４０年間払ってきましたが、
引かれ、希望がもてない。
●清風園の施設のような建物を設
けてもらいたい。貧困家庭への面
倒を推進してもらいたい。
●ワンルームマンションが北新宿
４丁目ではおおくなり、自転車が
道路上においてあり、道路幅が狭
く、緊急車両が通れないところがあ
る。北柏木公園前のマンション。
●体を壊さぬようにしてほしい。地
域の宝だからです。「戦争法案反
対！」自公にも圧力になったと思う。
残暑ですがわたしもがんばります。
有料でもよいので、駐輪場をつくっ
てほしい。わが亭主は無年金です。
重いし、つらいし、放棄すれば、生
活保護？
●全会派議員へ。区民の税金で建
設したり、メンテナンスしたり、運用
されたりしている施設や、催しや、
税金でまかなわれているものをご
く一部の町会や一部の地域住民の
みが特権的独占的に使っている

（運営している）実情を改善してほ
しい。一般の多くは、使いづらい状
況。例えば、運営は長く同じ町会や
人脈にさせず、２、３年で交代させ
長期独占的にならないようにすべ
き。区議の長期支持者層の一部
は、区議と癒着しています。その他
一般の多くは、区議の活動を冷静
に見て公正に判断します。一部の
みに目を向けるのではなく、健全
な区政を望みます。政務活動費の
適正な使用、その公開を広く周知。
貴重な血税です！区議は、区民に

とっていちばん身近な存在である
はずだが、どの地域の区民のため
にどのように働いているのか具体
的な活動が見えない。活動報告を
具体化して公開を。国会中継など、
貴党がもっとも真摯で的を得てい
る。九条、平和、生活を守るとりでと
なってほしい。貴党の公平公正な
点、クリーンな活動を広く一般にア
ピール、生活の視点を忘れずに尽
力、奮闘してほしい。
●今までは、近所に誰かいて何を
しているのかよくわかり、回覧版も
まわってきて、安心なまちだったの
に、集合住宅が増え、前の家の人
が何をしている人なのか、家族は
何人なのかさっぱりわからず、助け
合いの精神などまったくなくなり、
年寄りにとっては不安な状況です。
一人暮らしの人間にとっては、なん
となく心配ですが。。
●何故、アベを引きずり降ろせな
いのか不思議でならない。野党の
力量のなさなのか。国会での野党
の質問を聞いても、首相の答弁に
対する野党の反応をみても、イマ
イチなんですよね。共産党＆社民
党に是非、頑張ってほしいのです
が……もどかしー！
●安倍さんのやってることを堂々
と、正面から反対できる新宿区で
あってほしい。万が一争い事が起
きたら、防衛省があるから真っ先
に狙われやすい。という声も聞く。
おかしいものはおかしいと言えな
い、日本の中心の、東京の中心の
新宿でありたい。
●下落合駅の踏切を改善してほし
い。特に雨の日は最悪です（中井
駅も）
●自宅マンションで暮らしていま
すけど（一人で）老人ホームのよう
な機能が身近に欲しいですね。他
の区で公営住宅に高齢用施設を
つくったのをテレビで観ましたが、
このようなものがもっと増えれば
いいと思う。

●神楽坂駅、矢来町駅付近は歩道
がとても狭いので、雨の日は傘を
さしてすれ違うのが厳しく、特に決
してよけない相手の場合、やむなく
いつも車道に出て歩くので、よくキ
ケンを感じる。今更道幅は広げら
れないと思うが、計画段階で何も
考えていなかったのかつくづく疑
問。新宿区のバスは、田舎バスと同
じです。待ち時間が長い（回数が少
ない）回路が少ない。10分間隔の
ところもあるが、30分～40分以上
待たなければならない。新宿区内
にいくのに他区まで乗ってバスを
乗り換えなければならない。例）牛
込柳町→早稲田都電前に行く場
合、柳町からバスに乗って江戸川
橋（橋を越えて）で降り、豊島区江
戸川橋（新宿側）から新宿行きのバ
スに乗り変えなければならない。
●だんだん治安も悪くなり、夜中
の騒音をどうにかしてほしい。歩行
者天国により、家の出入りに不便
なため改善してほしい
●関東バス、大久保駅バス停に屋
根を設置してほしい。夏場日影が
なく、バスを待つ人がビルなどの
影に隠れて待っているのはつら
い。南通り、広小路、消防署前（下り
方向）
●新宿区に限ったことではないの
ですが、日本には本当の人権が一
人ひとり守られているのでしょうか
…。貧乏人、障害者、社会的地位や
名誉、有効な保護者のいない弱
者、高齢者などは当たり前の権利
さえ変えられません。差別など。　
これが経済大国、民主主義国家で
ある国の有様なのでしょうか。
●自転車に関して取り締まりをお
願いしたい。未だに危ない人々が
わがもの顔で走っている。役所は
なぜ人材派遣を何人も使うのか？
　見ていると、職員の怠慢さが見
える。また、役所の職員で他の仕事
をしている方もいる。調べるべきだ
と思う。生活保護者の徹底調査、預

金している人、ベンツに乗っている
人たちなど。いることを知っていま
すか？税金の無駄遣いはやめてほ
しい。育児休暇は理解できるが、そ
のしわ寄せが他の社員にもあるこ
とをわかってほしい。そのことも声
を大にしていうべきではないか？
●JR駅に図書館返却ボックスを設
置してほしい。
●日本共産党には頑張っていただ
きたいです。真の勝利者は、日本共
産党にあります。日本共産党が幸
運無限でありますように。
●区で統合された学校の敷地、教
室を利用して養護施設を作って安
く入居させてほしい。年金では入
れず、一人で寂しく暮らすのはいや
です。こどもに迷惑かけたくないけ
ど、一人では不安。友達もできず寂
しいです。施設を作って入れて下さ
い。入居金安く。月々も。などなどし
てよろしくお願いします。
●今日現在、家の前の公園、草が
ひどく、虫が心配。（霞第二住宅内
清掃日です）。知らない人が少しづ
つ草を刈ってくれているようです。
タクシーの運転手の方（？）、都の
人、最近草取りありません。希望し
ている神宮前アパートに行きたい
ものです。ここで一生と思ったので
すが、ダメのようですね。抽選もあ
るとのこと。心配です。
公園に時計がありますが、木の枝
で見えにくくなっています。見える
ようにまわりの枝を少し払って下
さい。植木市などをひらいて安く木
が買えるようにしてほしい。中野区
の商店街で母の日に鉢植えをプレ
ゼントしていてうらやましい。
●都営住宅の入居について。１度
の申し込み入居できる人、当選。わ
たしのように５年以上申し込んで
も毎回落選。「フコウヘイ」です。何
とかして下さい。
●外国人の居住が多くなり、モラ
ルの違いに日日困惑しています。
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●交通ルール…自転車の迷走、二
台並走でハングルで話しながら、
ゴミのポイ捨て食文化の違い…ニ
ンニク、強い香辛料の匂い、衛生面
　スーパー魚市場でマスクなし猛
烈な咳。口に手を当てるでもなし。
品物選び。こういうモラルに欠ける
民族が蔓延させている。　外国人
welcomeは困ります。各国大使館
は日本の文化道徳を教育すべきだ
と思います。日本の子ども若者が
真似して悪い方向に。。
便利な所に住んでいるので、特に
ありませんが、JR大久保駅南口を
利用しております。いつのまにか駅
員さんが窓口にいなくなりました
が、利用者が少ないからですか？

（近くにいたのでお手伝いしました
が）前に高齢の方が切符のお金が
足りなくて外の出られなくて困って
いましたよ。また、階段がたくさん
あってあがるのに本当に大変。北
口より利用する方が少ないんで
しょうがご検討ください。私ももう
少ししたら、上がるのにも下るのに
も無理になる時が来るかもしれま
せん。
●不妊治療を無料にしないと、子
どもは増えませんよ。若くても不妊
の方は沢山います。何百万も治療
にかけられると思いますか？かけ
たとして、その後、子どもを育てて
いけますか？　ただでさえ、仕事も
不安定、小児医療の不足、保育所
の不足、安くない生活費の中で、新
宿区に住んで税金を払っているこ
どもを望む家庭に新宿区が率先し
て無料にして他の自治体が真似す
るような自慢できる区にしてほし
い。Q3～Q５について。回答できま
せんでした。Q３は、今の料金総額
の増加を見せられると負担増も仕
方がないのかなとも思ったり。Q4
はひとつひとつの項目の本当の姿
がわからないので。Q5今のところ
満足しているので。コミュニティバ
スはもう少し、区内を動き回って考

えたいものです。戦後七十年が語
られ、見せられています。敗戦時国
民学校六年生の授業は事実上ほと
んどないも同じでした。農村の学
校の故でもあったのでしょうか。先
生はお寺のお坊さんや女子中学

（旧制）の卒業生だったり。一日多く
は、炭の運搬や松根油作り。今の平
和がどれほどすばらしいことか！
以前は世田谷区に住んでいました
が、区の出張所や図書館が細かく
配置され、公園も多く、暮らしやす
いところでした。それに比べると、
新宿区はやはり商業の町なのか

「住む」ことへの配慮が後手に回っ
ているような印象を受けます。（あ
くまで印象ですが）。好きで住んで
いる神楽坂ですが、もう少し落ちつ
いた街になればと願っています。
区政には関係ないかも知れません
が、昨今のこの国の状況で共産党
の力に大きく期待しています。
●共産党（新宿）区政の現状を集
会所などを開いて話せないので
しょうか。国会議員、都議会議員が
話しても。インターネット　新宿区
議団の更新を随時行ってリアルな
HPにして下さい。あまり、変わって
いないようですが？　たとえば「沢
田さんがいく」「志位さんがいく「お
おやまさん」とか。みんなで都議会
または国会に傍聴に行きませんか
など企画し、バス見学で行くなど。

「高齢者の社会科見学」で都議会、
国会等見学、バスをしたてて？？？
●区立幼稚園の園庭狭さ、環境の
悪さには驚かされます。その分、職
員の方々は、散歩などで近くの公
園で遊べるよう配慮して下さって
はいますが、ちいさい子を園外に
連れて行くには様々な配慮が必要
です。人的保障がなければ、無難
な園内保育になってしまいます。こ
どもに土と緑、水、たっぷりの遊び
環境を保障するため、区独自の人
的加算を要望します。
●歩きたばこの規制。自転車マ

ナーを誘導。
●正直ものだけが、セットバックを
し、リフォームと称して改築の日本
にセットバックしないものが多く、
大変不公平。建築部門でもつと、厳
重に取り締まりをしてほしい。こん
な甘いことでは、いつまでたっても
道路は広くなりませんよ。電柱を地
下に埋める工事を早くしてほしい。
●民生委員の仕事がよくわからな
い。個人的なことの情報を他者に
口外したり、本当に困っている人を
放置し、本来の役務を果たしてい
ない。嫌われると関わりを避けて
いる様子。人間的にも仕事につい
ても公的に研修が必要ではないか
と思う。地域、住民の定期的な評価
も必要ではないか。
●もっと都営住宅を増やしてもら
いたいです。いつも申し込んでも
落選のハガキです。
●小生５０年前の東京オリンピッ
クも興味なく、オリンピックと名の
つくものはその後も一度として見
たことがありません。次回のオリン
ピックも本来なら「今の日本は地
震や火山、放射能の問題などがあ
り、本当は招き難い話ですが、今回
は辞退します」というのが本当の日
本人じゃないですか。旗を振るオリ
ンピックなどまったく意味がありま
せん。それより震災の復興です。
●今の安倍政権は結局は国民が
自民党に一票入れてない。共産党
に入れています。とにかくぜったい
法案反対。９条も改正しない！　国
民投票にしてほしい。
●国民年金しか収入がないので家
賃が安いところがあればよいと思
います。今URです。都営とか区営に
入りたい。貯金がなくなってきまし
た。シルバーの仕事もなくなりまし
た。障害があり、なんの仕事でもで
きるわけではなりません。将来が
心配です。
●唯一絶対の野党である共産党さ
んは公明党のような税金のバラマ

キはやめてください。公明党や民
主党のように堕落した政党になら
ないでください。学校にクーラーは
必要でしょうか？
●都会議員であまりにも長期間
やっている人は区会議員の若い人
に交代させるべき。マンネリで進
歩がない。
●現在の新宿区議会では自公が
過半数、自公は「経済優先で選挙
を戦い圧勝してきた、それに伴い
自公は集団的自衛権や安保法制
などへの言及を避けてきた。自公
の横暴（次世代含む）に対してはい
くら何でも国民も怒りをぶつけて
いる。（いくら経済と言えども）要
望・・次回参院選で民主共産社民
生活で三分の一は必ず確保して欲
しい。区議会でも共産党の活躍を
期待（野党第一党）。残念ながら私
は来年の参院選では１８才に満
たないので投票に行けません。し
かし絶対躍進をお願いします。（か
つ民主ETCで三分の一できれば過
半数）子どものジェネレーションに
負担が増えないようにして欲しい。
母からは少子化高齢化社会の進
行の仲で対策を切に願う
●いつも有り難うございます。今後
ともご活躍お願い致します
●地下鉄が増えるに連れ、替わり
にバスが減って困っています。だか
らタクシーばかり使いますがお金
がかかってかないません。仕方な
くバスを利用しますが・・・待ってい
る間足が痛くなってしまって時々悲
鳴を上げたい気分です。ぜいたく
は言いません。少しでも良いから
腰をかけられるところが有ればす
ごく助かるのに。といつも思いま
す。長い間待つのが辛いのです。折
りたたみ式でもなんでもよい。
ちょっとだけでも腰をかけられて
いたらすごく楽なのですが・・ベン
チがせっかくあってもホームレス
が寝ころんでいるような汚いのは
座る気がしません。新宿の「平和宣

言」の碑は読むととっても素晴らし
い。なのに・・古くなり文字が読み
づらくなていると目にもとまらなく
なる。「綺麗にして下さい」とお願
いしきれいになると目にもとまる
し読む意欲も出て来るし心にもし
みいります。古く見づらくなってい
るものは時々改装して少しでも多
くの人達に解って貰いたいです。
●特別養護老人ホーム待機者の
夫を抱えています。現在認知症で
自立困難の為有料老人ホームに
お世話になっていますが近くの
ホームに早く移れたらと思ってい
ます。見舞いに通うことも大変に
なってきています（私は７４才で
すが）
区内いたる所に「禁煙」マークがあ
るが喫煙者は殆ど気にせずに喫煙
している。条例化しても実効に結び
つかない典型例ではないか。区議
会の仕事として「条例を作る」事が
重要かもしれないが考えるべきは
問題に対して実効有る解決方法を
与党野党関係なく考えて戴きた
い。特に共産党には期待していま
す。
●東中野東口にエレベーターの設
置を。中野区と共同して運動してい
るのは良い事だと思う。
●私の希望はもう６～７年になり
ます。都営住宅が当たりません。宜
しくお願いします。
●高層マンションの建設に伴い他
地方から新宿区に移り住む人が急
激に増えている。ゴミ捨てのマ
ナー。ポイ捨て禁止。特に「区内歩
きタバコ禁止」を平気でやぶって
いる。不動産管理会社に責任を
持って貰いたい。大声で通りを歩く
人も増えた。憲法９条を守る為に
８月１５日に安倍がアジア諸国に
謝る為に力を尽くしてください
●※図あり。朝７：３０～５０まで
の間通勤時にこのルートで左折し
てから居酒屋てっちゃんの辺りま
ですごい加速して走り抜ける自動

車がいる。スピードが出せないよう
な措置ってできますか。
●現在の「戦争法案」は全くの憲法
違反。公務員（特別含む）は絶対的
に憲法を遵守する義務がある。国
会に認められず国民にも問わず時
の一内閣のみの合議で解釈可能と
し全国の末端の公務員達がもの言
わず流される事はなんとも腹立た
しい。「法的（平和的）クーデター」
が必要かも？
●北新宿近辺の不審者情報が児
童公園で相次いでいます。喫煙者
も後をたちません。児童が安心し
て遊べる場所はどこにもありませ
ん。警察官の児童公園の提示パト
ロールを！
●毎年思うのですが決まったよう
に年末になるとあちこちの道路の
工事が行われます。これはその由
の関係で次年度の予算の割り当て
の為と聞いています。無駄な出費
はやめて防犯カメラの設置などを
増やして欲しい
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Ｑ8　ご意見・ご要望など
●牛込中央通り付近に住んでいる
ので中央通りの歩道の狭さが非常
に気になります。とくに交差点で建
物がギリギリまで建てられている
ので信号待ちの人や自転車の立つ
場所などが制限されています。ま
た、バス停があって道幅が狭くなっ
ているところに店舗の造作などが
あり邪魔なことも。これらの場所で
は自転車が１～２台止まると通り
抜ける事も困難になります。※図
あり
７５才以上の高齢では病気病弱
が常に心配。どんどん年齢が高く
なります。その人々の為にも楽に入
れるホーム、病院を多く作ってくれ
るように望みます。
●共産党もなかなかよくやってく
れます。ただ私達の年代の者には
アカというイメージ（極端に走りす
ぎた時代）がまだ残っています。教
育のせいかもしれませんが。
●戦争法案のデモに時々参加しま
す。新宿区は国会に近いし積極的
に住民にデモ参加を呼びかけては
如何でしょうか？ポストにチラシを
入れて何日何時スケジュールなど
記載一枚ものでも充分です。赤旗
の部分的記事も良いかと思います
が今は呼びかけそしてアクション
です。ぜひ８月３０日は大きいデ
モです。街中に大きなポスターも
貼って下さい。（国会周辺でも配っ
ています）（どう行動して良いか解
らない人に呼びかけをしてあげて
ください）
●外国人が新宿区に多く住むよう
になった。日本語教育、小中学校で
の教育環境を整える。医療への援
助が大切だと考えます
●路上喫煙が未だに多い。注意で
きる環境にない。ルール違反して
いる方が強い。無駄に公営住宅に
住んでいる人が多い。保育園に在
籍する際は親の収入のチエックと
必要性を毎年チェックするのに、公
営住宅（「都営も区営も）は入居す

ると既得権のように子どもが自立
出来ても住み続けたり車まで所有
している。生活保護にしろ一度甘
い汁を吸ってしまうと努力する事
を忘れどんどんダメ人間にしてい
る。税金の無駄遣い。新宿区役所
にＤＶに悩み相談に行ったがたか
が夫婦げんかの延長のみたいな
扱いを受けた。千代田区の方が親
身になってくれた。離婚裁判でも
夫のＤＶが認められたのに新宿
区は証拠も見ようとせず冷静に
なってからまた来いといった対応。
３年もの間苦しんだのに冷静に
なってからと言う無神経さ。区役所
の対応にお役所体質を痛感した。
保育園、こども園の先生方以外は
最低な公務員ばかりだった。警察
にも調査依頼できたはず。軽視し
すぎ。外国人より住民の事を考えて
働くのが区役所職員の任務のはず
では。阿波踊りを踊る職員をみる
たび職務を果たせと憤る。目障り。
前略　心ない人が北新宿グランド
に犬の糞を毎日３～４カ所処理さ
せず困っています。どなたかが合
い鍵を作っているようです。先日区
役所公園課さん資料を提出して有
りますので検討下さい。よろしく！
●羽田空港の新ルートが新宿上空
になるようですが絶対阻止して欲
しい！この新ルートは非常識以外
の何者でもない！税務署どおり（大
久保＝淀橋）で観光バスの違法駐
車が多すぎるのでとりしまってほし
い
●春から資源ゴミの出し方が変わ
りましたが疑問を感じています。
ペットボトル・びん・カン類を各家
庭でまとめ今までのあみ袋・コン
テナがなくなりました。（所により
残っているような場所もみかけま
すが・・）家庭で出すときに「中身の
みえるポリ袋」にそれぞれわけて
出し、出したところではゴチャゴ
チャの山になっています。回収する
のにどうしているのだろう？と思い

つつ観察はしていませんがなぜこ
の形式になったのでしょう？スプ
レー缶やカセットボンベなども１
本を出すのに袋に入れるのはど
う？今までのコンテナならポン！と
入れられたのになーと思います中
町から牛込商店街に出る交差点

（中華点横）にいつも放置？駐輪車
があり信号待ちに迷惑です。警察
の範疇かもしれませんが安全面か
らも撤去をお願いしたいです。新
宿エコ自慢ポイントに登録して参
加していますがポイントが５００
を超えると何もない。これはテン
ションが下がります。もういいか、と
思ってしまう。何か欲しいから参加
してるわけではありませんがどうも
レシートをとっておくのもいいかー
とそのままになりがち。エコ袋を持
ち歩く事はしていますが何もない
なら持って行くのはやめちゃおう
か？となります。年度末に表彰式が
あります、と言われてもね・・このポ
イント制度広まっているのでしょう
かね、と、そもそも疑問・
●国民の声に耳を傾けてくださる
のはもはや共産党さんだけです。
がんばってください。税金も重く毎
日の生活がやっとです。
●高田馬場はとても住みやすい街
ですが近年外国人が増えてきまし
た。コミュニュケーションがとれる
ような場所、機会が増えるといいと
思います
●スポーツセンター図書館が一カ
所にまとまりすぎ簡単なスポーツ
出来る場所が欲しい
●新宿区という地域（自治体の区
域）を「これからどういう方向に
持って行くのか、都市空間のありか
た、住環境をどう確保するのか中
長期的な視点が見受けられないの
は残念。目先のことばかりに目が
むいていることに危惧をを感じる。
この点ではどの政党会派も同じで
あると思う。もっと議会らしい議会
になってほしい。（議員ひとり一人

の意見を求めたい）※都市計画審
議会の形骸化はご存じですか？
まっとうな議論の展開はない？
●戸山ハイツの生協前で多くの人
が飲酒しているのが見られます。公
共の場なので有る程度の規制をし
て戴きたいと思います。新宿税務
署前の通りの斜め前で飲酒してそ
こでよこになっているひとがいる。
周りの道路もゴミがあり大変きた
ないです。区でももっと綺麗にして
もらいたいです。※この件に関して
は昨年もお願いしましたけれど改
善されていないし飲酒している人
が増えています。※両方とも図があ
り。
●安保法案は国政レベルの課題
であり区政で取り上げるテーマで
はない。憲法解釈上ムリがあるとし
ても今の憲法は前の大戦後占領下
で制定されたものでこれが国際法
に認められている集団的自衛権を
含んでいない事の方が問題であ
る。また中国、北鮮の安全保障上脅
威や力による現状変更の動きを見
れば我が国の存在を脅かし得るも
のとえいてこれに対処すべく安保
法制を整備することは当然と思い
ます。反対の立場ならこれらの現
状にどのように対処するのか、対
案を示されたい。確かな野党を標
榜するならもっと現実を直視して
論戦を展開すべき。勉強不足また
は外部圧力で思考停止していませ
んか？
●都営住宅に入っている人、本当
に生活の苦しい人でなく夫婦で年
金もしっかり受け取っていて年齢
は私より年上ですがかなり良い生
活を何十年も送っているようです。
私も募集の度に申し込んでいます
がいつも落選という結果になって
しまいます。私は若いときの膝の
怪我で現在は歩くのにかなり苦労
をしています。特にアパートの階段
がとても降りるときは怖い思いを
しています。現在は仕事も最後の

アルバイト６２歳の時、リストラさ
れ足が悪いので出来る仕事は見
つかりません。立っていられるのは
一時間が限度です。現在のマン
ションの家賃はとても負担が大き
くいつまでこの生活が続けられる
のか不安です。息子もある職場で
パワハラをうけて鬱になり仕事が
長続きしません。二人で生活して
いますがもう限界がきています。本
当に困っている人にはなんとか都
営住宅に入居出来るよう考慮して
戴きたいと思います。もっと書きた
い事はいっぱいありますが書く場
所がこれでは足りません。
●回答の殆どがお金に関する事で
した。とにかく金銭面で心配のいら
ない生活をしたいです。
●私達年寄りは休日が多いと非常
に困る。年寄りの用事は病院や役
所だが連絡とれない。病気も休み
明けになってしまう。
●昨年より明治通りのトヨタの工
場が大がかりな工事をしています
が近隣住人への気遣い保障がな
されず普通に生活が出来ず非常
に困っています（騒音およびほぼ
毎日震度３程度の振動有り）来年
以降も続くようですが住宅への保
障、収入保障など、相談する窓口が
解らず困っています。野良猫の保
護。管理について再三区役所に相
談してますが改善されず新宿区の
対応に怒りを持っています。日々ガ
マンをして生活をしている区民が
いる「まち」の実態を理解して下さ
い。「住みよい街新宿」なんてス
ローガンは表面的なだけです
●この度口腔衛生の重要性に鑑み
共産党都議団が都に対して歯科衛
生士修学助成条例案を提出しまし
たが区政にあってもその推進策に
ついて取り上げて欲しい。百人町
３丁目の東京国立博物館別館あ
たりに何本かの街頭照明を設置し
て欲しい
●超高齢化社会に入り介護、介助

を必要とする独居老人が増えてい
ます。この方々の内少なくない方が
生活ないし生保水準の生活をして
いると推測しますが特養に入れな
いのが現状です。特養の建設が大
変であれば介助サービスを要する
方々の集合住宅を借り上げの形で
でも用意するとか考えられないで
しょうか？既に種々対策は講じてい
ると思いますが。
●自転車の走りやすい町にして欲
しい。安心安全に自転車も歩行者
も歩ける町でありたい自転車の暴
走特に若者（高校生など）への指導
教育、取締を常時やってほしい（死
亡事故に繋がる暴走が結構ある）
●車道の自転車レーンまたは歩道
に自転車レーンを整備して欲しい、
山手通りはだいぶ走りやすくなり
ました。他の道路でも進めて欲し
い。目白通り（西落合～目白の先ま
で）明治通り（早稲田辺りは広めで
すが）
●いつも共産党を応援していま
す。がんばって下さい！！
●総合病院や大学病院の周辺歩
道の整備、特に横断歩道から歩道
への段差や道の傾きで車椅子が
安全に走行出来ない。
●子育ておよび治安対策に取り組
んで欲しい
●お店は完全禁煙にして欲しい。
歩きタバコをやめて欲しい。罰則
を
●諏訪通りオレンジコート前（大久
保公園）で線路下の工事が２０年
以上放置、進捗しているように感じ
なく限界である。工事が完了しな
い理由を明らかにすべき。利権が
絡んで終わらせないと不信になっ
ている。
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●①最近非常に硬貨が汚くなっ
た。（不衛生）②ガソリンスタンド前
の歩道上にいつもレンタカー車両
を置いていてキケン→違法駐車、
タクシー洗車も多く子供たちにも
危ない。③外国人観光客の急増で
JRなどの指定券が大幅に時間がか
かる。購入時、キャパオーバーでJR
のインフラ拡大が追いつかない。
もっと対応員、窓口を増やすべき。
日本人が困っている。JRは高飛車
対応で上目線。JR東日本の職員も
そう思っているようです。④デング
熱などの注意表示が全くない（大
久保公園２地区）、都立だが、区で
も協力を。⑤公園内でパフォーマ
ンス、大道芸的イベント踊りなどを
練習しているグループが多く、利
用、通行者がキケン。注意やルール
規制表示は「花火と大声、犬の散
歩」のみ。時々に合わせて変えてほ
しい。
●生活保護の役所側のケースワー
カー（保護担当課の方）と連絡を取
ろうとするとき、連絡が直接訪問か
電話しかない。担当の方は不在の
事も多く、二度三度手間になってし
まう。電子メールでの連絡が格段
に容易になると思います。出来れ
ば役所で一つではなく、個々の担
当員の方にメールアドレスが割り
振られればありがたいです。以上、
ご検討お願いいたします。
●★地図あり★若松住宅？となっ
ている空きマンションがずっとそ
のままで不審者がいないか怖いの
で取り壊すなどしてほしい。
●新しくできる外苑西通りの延伸
部分、富久町→医大通りについて
その医大通りとの交差点には是非
信号機を設置してもらいたい。
●歩道と自転車通路の分離特に新
目白（十三間）通り
●自民党の区長だから難しいかも
知れないんだけど、なんとか共産
にがんばってもらって（中心となっ
て）国政に対する決議（存在そのも

のが違憲のアベ政権）を採択して
ほしい。明治通りのバスレーン（7：
30～9：00）を継続するなら、戸塚
署より南でもしっかりと取り締まっ
てほしい。○三栄通りのパーキング
メータははずしてほしい。（三栄公
園から四谷一丁目間）○我が家は
末っ子が高校生のため特定扶養控
除あるけど、児童手当が一万円に
戻って、扶養廃止っておかしいです
よね。高校生は授業料補助あるけ
ど、一番銭がかかるのは大学生で
す。新宿区が全国に先駆けて将来
ある若者の教育のため一考を！新
宿シティマラソンの参加賞Tシャツ
がよい。
●路地でのタバコ投げ捨て罰則を
してほしい。注意すると逆切れして
怒る。路上禁煙をわかるようにして
ほしい。庭への投げ捨ては絶対や
めてほしい
●大久保通り沿いのゴミの不法投
棄。注意書きが貼られているが、外
国人の居住者が多いので指導方
法を変えて、もっと徹底的に注意を
するべき。自転車の歩道走行が多
すぎる。道路法違反行為であるた
め取り締まりを厳しくしてほしい。
私達老人は（教養のある方を除く）
は、横文字（英語、他国語）にはげ
んなりしております。新聞、ラジオ、
外に出れば、また横文字。ここは日
本なのですからもっとわかりやす
い日本語を使って下さい。LGBT、
ヘイトスピーチについては説明い
ただきありがとうございました。
●国家公務員のものです。保育園
に入れるか心配して育休中です。4
月に仕事に戻るのですが、必ず4月
に認可保育園に入れる担保なく、
いつになったらこのような不確実
な状況が改善されるのでしょう。
●警察のパトカーが比較的狭い道
ほど区内をゆっくりとパトロールし
ていますが、その時に是非、「歩き
たばこ」の注意をマイクで言って下
さい！わたしが良く通る小滝橋通り

と並行してあるNTT裏の一方通行
通りよくパトカーが通るのですが、
パトカーは「歩きたばこ」を見て見
ぬふりをしています。一度、新宿警
察に電話しましたがパトカーに伝
わっていません。ぜひお願いしま
す。共産党にいつも投票していま
す。
●自転車も歩いている人もスマホ
やめてほしいです。けがをすれば
お互いに困ると思います。
●街の匂いが臭い。ゴミ→月曜日
に集中してかえって不便になった
プラスチック、缶、ダンボール全部
変わって大変。しょっちゅう変わる
ので混乱する。
●障害者に対して助成して下さ
い。毎日、苦しくて死にたいと考え
てしまうことが何度もあります。生
活が苦しいです。
●①公園の喫煙所の廃止、特に白
銀公園路上が禁煙であるため、公
園で吸う人が多い。妊婦や乳児連
れで上の子の公園遊びをする際に
喫煙の煙が公園全体に広がってい
て不快、困る。大至急廃止して下さ
い。②相生坂にガードレール設置、
自転車で猛スピードで下る人が多
く、身の危険を感じる（実際に小学
生が自転車にぶつけられる事故多
発）
●安倍総理大臣は、こども（小学
生）でもアベチャンなどといって、
政治がおかしいと言っています。な
んであんな人を総理大臣にしたの
かと言っています。大人として、な
んといっていいか言葉が見つかり
ません。それに税金や年金を減ら
すことはすぐ実施、通帳より天引き
しますが、高齢者とくに年金が少な
いからそれを補うために働いてい
るのにひっぱがすのは困ります。本
当は生活保護を申請したいところ
ですが、一生懸命働いているのに
考えてほしいです。共産党がんばっ
てください。
●就業時の身元保証人についてと

ても苦労しています。面接時に突
然身元保証人が必要と言われ、現
在は知人になってもらいましたが、
次回の転職の事を考えるととても
心配です。出来ましたら、就業時の
身元保証人は、銀行、金融関係者、
金銭取り扱い業種限定と厚生労働
省から通達など出してもらえたら
幸いです。また、厚生労働省のハ
ローワークに就業時の身元保証人
も必要、または不必要などの項目
の新設が通達されたら幸いです。
ハローワークは求人票に保証人の
必要、または扶養の項目の新設。
※図の説明あり。
●隣の国の言葉を知らない日本人
が多すぎる。小学生から中国語、韓
国語、ロシア語は必須にすべし。海
外留学も早めに。東日本大震災、台
湾からの義援金、２００億円に
なっている。もう少し、中国の顔色
ばかりみないでスマートな対応で
堂々と謝礼ができないか？　日本
国が真にピンチになった時、最期
まで支援してくれそうなのは台湾
人だけという現実を忘れないこと。
終戦後、中国から生きて日本へ帰
れた日本人が沢山いる。ソ連の参
戦があったのに日本は２つに分断
されなかった。偶然ではない。裏で
台湾の軍上層部がいろいろ画策し
てくれたおかげもある。真の味方
がだれであるか、忘れれば外交上
悲劇的な将来となる。
●誘導的な設問はやめろ！
●図書館を充実させてほしい。都
政の問題ではあるが、禁煙化対策
をすすめてほしい。①飲食店の全
面禁煙の義務化、②歩行中喫煙の
規制化　こうしたアンケートを実
施しているのは共産党だけでこの
点は期待、評価している。
●下落合駅のバス亭に腰を休める
場所があったらと思うが、用地がな
さそうで残念です。
●新宿区の公共の建物で区民が
利用するところでは、新宿歴史博

物館、文化センター、中央図書館等
の場所が他の区に比べて非常に
不便なところに建てられている。
もっと計画的に土地の選定を目的
にあわせて行なうべきである。聞く
ところによると、新宿区は土地を適
当に購入しておいて、後で目的あ
る建物にあわせる由、もっと計画的
に建物の目的を考えてきめてほし
い。この考え方は、他の区の方が優
れていると思う。
●※地図あり。山手通り沿い上落
合のスーパー「みらべる」は年々歩
道上に商品を並べる面積が多くな
り、買い物客がそれをとりまく歩行
者、自転車の行きかうのに危なく
感じる時が多くなってきました。車
のついた台車を路上に並べている
のも災害時には危険です。ご指導
改善をお願いします。
●電気ケーブルなどの地下埋没。
新宿の都市デザインは必要。米国
との対等な関係（地位協定など）。
日本自身での第二次大戦の総括。
歴史は各国都合で作られているか
ら。カネを人が作った時から歴史
は始まった。日本のテクノロジーを
生かし、ベンチャーを育成し、大企
業とタッグを組む。新宿も中心に
なったらすばらしい。
●この西落合地域は大江戸線が出
来て本当に助かっています。駅、バ
ス停までほどよい距離なのでライ
フのスーパーが出来たため、夜も
明るくなり本当に助かっています。
年寄りは元気な人が多くなりまし
たが、将来のためには子供は宝で
す。こども達がすごしやすい社会を
作って下さい。お願いします。
●ゴミ出しについて各国の言葉で
細かく看板を立てるべき。法律に
抵触しますよと、各国の言葉できち
んとしらせるべき
●基本的な観点で一致しなければ
他の政党との共闘はできない。と
いうことは分からぬわけではない
があまりにも国民には「共産党は

唯我独尊」にみえている。国民に
とって少しでも利益になれば他の
政党とも共闘してほしい。現実は戦
争放棄は通ります。それを阻止で
きるならどの政党と共闘してほし
い。町を歩いていて「赤旗販売所」
ないし、取扱の看板が少なすぎる。
地域での共産党の活躍が少なす
ぎる。もう少し国民に目に見える形
をとることはできないか。選挙年齢
18歳以上となり、若い世代を育て
る方策を考えてほしい。我々は民
主青年同盟でずいぶん「生き方」を
考えさせられたが、今はどうなって
いるのだろう。年がいって何もでき
ないが、共産党がんばれの気持ち
だけは持っている。公明党をアベ
自民党から離す手立てを工夫して
はいかがか。公明党は、福祉、平和
の党であったはず。下駄の鼻緒を
平和に向ける方法はあるのでは。
●四谷三丁目商店街は路上看板、
旗などが目に余る。法的に取り締
まるべきかは別として、あまりにも
みにくい。青山通りにくらべれば
ハッキリしている。都市の美貌とい
う前にもっとすっきり、品よく整える
ことはできないはずがない。四谷
１丁目、2丁目、４丁目まだしもよ
い。３丁目だけが都心に思える。ダ
サイ状態。一日も早く歩道をさわ
やかにうれしく歩けるようにしてほ
しい。
●議員報酬が高すぎる。自浄能力
欠如で問題にならないのか。議員
になってから勉強会を開くのでは
なく、勉強してから議員になるべ
き。議員の仕事内容が伝わってこ
ない。広報誌に書かれている内容
をみても、こんな程度の仕事しか
やっていないのかと思うばかり。議
員特権が多すぎる。「議員枠」なん
てあるんですか？
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Ｑ8　ご意見・ご要望など
●中国人など外国人の多い街で
す。不法投棄やゴミの出し方、部屋
の使い方など。近隣トラブルの元
になっております。住民登録などの
際、行政の方でもマナーをしっかり
と教えていただきたいと思います。
新しいビルを建てる時は、公園を
必ず併設する。区の空き地を公園
にするなど、緑化を推進していた
だきたい。生活保護受給者にたい
する医療補助について通院治療な
ど軽度の病気の治療、薬剤費は自
己負担後、申請により払い戻され
る制度にしてほしい。医療費を認
識してもらうためです。区議報酬の
減額、まずは会派交付の終了を希
望します。
●昨今、夜遅く町の中は一夜中電
気を付け店などがあいています。
若い方々たむろっています。夜中の
外出など、中学生、高校生、小学生
は出歩くのはやめればよいかと考
えます。嫌な事件が出ています。こ
どもを守る人。
●まだまだ格差と同時に偏見が多
いのが現状です。身体の具合が悪
い方、性的な差別、民族に対する
差別などたくさんあります。個の是
非が大切。また、全世界の中で日本
の果たす役割は、憲法９条を守り、
平和を尊守していく姿を世界に示
していくことです。軍隊をもたな
い、武器を持たない、持ち込まない
使わない、そして自然との共存が
地球を守ることをしっかりと考える
のが日本の役割です。
●新宿区には視覚障害者が利用
する施設が多くあり、よく白杖を
もった方々を見かけます。置き看
板、道路に伸びた木の枝、自転車
などとても歩きにくそうです。何と
かしてあげて下さい。
●新宿区の住みやすいまちづくり
とは、何をもって言っているのです
かと。若葉三丁目の住民ですが、次
から次へと集合住宅７～８階建て
ができつつあり、まるで団地エリア

のようになっていくのではと。将来
人口が減り、なぜ大きな高い住宅
が必要なのかと思います。長く住ん
でいた人がだんだん遠くに引っ越
していき、知り合いはいなくなり、
なにが町づくりなのか。商店も半
分くらいになってしまった。現状を
新宿区は承知しているのか疑問で
す。
●東京オリンピックの件ですが、新
国立競技場が大変なことになって
しまい、同時に思うことは、なぜ酷
暑の時期なのか不思議に思ってい
ました。東京新聞にこのような記事
があり、なにもかも米国従属に思
われ腹立たしい限りです。何より

「アスリート」が蔑にされていると
思います。なんとか新宿区議、都
議、国会議員の力でなりませんか。
●退職直後の保険料について。国
保同様、介護保険料についても配
慮していただきたい。福祉の詳細
についてまだよくわからないが、生
活を自立して営むことが難しい人
は、年金に関わらず、サポートを受
けられる仕組みになるとよい。障
害の種別によって、こまかな配慮
が必要だと思うが、外から分かりに
くい障害でも、病名によって、対象、
非対象とわけるのではなく、生活
上必要なことは、サポート受けられ
る手当などを受けられるように平
等に扱ってもらいたい。ガード下が
非常に汚い。ゴミ、たばこのすいが
らが散乱している。道路の工事後、
でこぼこがひどい。大久保通り。き
れいになっている道路もあるのだ
から可能なはず。
●もっと大人な考えを持って下さ
い。少なくとも幕末から明治までの
政治家には志があった。共産党に
は、全く感じない。共産党は、９条
を守ると言いますが、平和的な思
想の方々という解釈でよろしいで
すか？なぜ、公安にマークされてい
るんですか？　共産党の方は、日
本の文化、歴史はどう思いますか？

すばらしいですか？なくせばいい
と思いますか？
●①ゴミの散乱、カラス、自転車の
歩道走行、対策②丸正のとなりあ
たりにあるマンションは建設反対
です。共産党は、区民の立場になっ
て考えてくれる。応援します。
●路上のごみ散乱、カラス対策を
してほしい。ゴミボックスを設置す
ることはできないの？歌舞伎町を
清潔で安全な町にしてほしい。
●高齢者になり、前向き希望する
には、年金内で利用できる介護施
設を望んでいますが、大変難と紙
上で知り、年金額が年ごとに少なく
なりぴんころ願うのみかと。。
●車いすやベビーカーの通りづら
いところを改善してほしいです。
●私はイデオロギーにとらわれず

（右、左思想にとらわれず）、史実を
主として日本文化を学ぶ姿勢が欲
しいと思います。縄文時代から日本
人は「和」の思想を伝えており、古
代の神話もまた、平和の哲学が根
底にあると考えます。緑と自然を愛
する「和人」は多神教の日本人の特
長です。それは世界を救える思想
だと自負します。
●なんでもサービスにして無料に
してしまうのはよくない。日本の医
療制度は、米などとくらべると充実
していると思う。むしろ、どのくらい
かかるか実感させるために半分く
らい負担して、あと戻るという方法
もあると思う。財源は税金だから高
齢化社会でどんどん減少すると思
う。
●都内でも、友人は遠方だったり、
すぐ近くだったり、いろいろなので
すが、大江戸線は最後にできた地
下鉄だから乗り換えなども便利だ
と思います。街路灯。家の近くの街
路灯は、かなり良く考えて設けてあ
るし、いいのではないかと思ってい
ましたが、先日9時過ぎ、一人でそ
の道を歩いていたらこわいなぁと
思ってしまいました。ほとんど、人

通りはないし、というより、見える家
に住んでいる人もいないみたいで
驚きました。
●冬の間、公立小中学校の女子
は、スカートではなく、あたたかい
ズボンの制服で登校できるように
して下さい。スカートは寒くて健康
に悪いし、勉強に集中できません。
無理なら私服登校を認めて下さ
い。最近歩道わきの植え込みに鉄
製の柵が設けられていますが、植
え込みの掃除や植え木の手入れを
する際に邪魔なので撤去して下さ
い。この柵は何のためにあるのか
わかりません。犬が植え込みに入
らないようにするためかもしれま
せんが、それなら解決策が間違っ
ています。草木をたくさん植えて土
が見えないようにすればいいだけ
です。何も植えずに土を露出して
おくから犬が入るのです。この鉄柵
の塗装がはげて汚らしくなってい
るのをよくみかけます。せっかく植
え込みに草花が植えられていて
も、この醜い柵が美観を損ねてい
るせいで台無しです。設置したき
り、管理できないならこの柵を撤
去して下さい。予算の使い道が思
いつかなかったからといってくだ
らないことに税金を浪費するな。
無用な柵を設置する予算があるな
ら植え込みに投げ込まれているゴ
ミを掃除したり、植え込みに植える
草木を増やすことに使えと新宿区
役所みどり土木課の職員に厳重に
注意してください。
●安保法案は反対です。共産党、
がんばってください。応援します。
●公園を増やしてほしい。人が住
むには緑と空間が必要。目の前の
妙正寺川が時々臭い時がある。
●歩きたばこが非常に迷惑国立競
技場建設反対、土地は公園にして。
災害時の防災、避難拠点にするべ
き。残った財源は都内のインフラ
整備税金が高い（国会議員の給料
を聞くと腹立たしくなる）しっかり

働いているのに収入が増えない。
逆に減った。将来の年金支給が心
配。株で運営していることに納得が
いかない花粉症対策、夏の猛暑対
策。なんとかしてほしい。アスファ
ルトを減らし、土や砂利の道をふ
やす。
●町内の大工さんや塗装屋さんを
知っていたらよいなと思います。
●横断歩道の歩行者の青の時間
が短い！　高齢者、足が悪い人の
とってつらいです。自転車に乗る人
のマナーの悪さ。外国人も多く、に
ぎわいもあるが、日本人の習慣に
なじまない人もいるように感じま
す。夜は外に出たくないです。
●応援しているのでこれからも頑
張って下さい
●新宿という土地柄、素性の解ら
ない人間が沢山いる。防犯という
ものは人々の関わり合いによって
こそ成立するものだろう。そのため
にも新宿に住む人々が様々な垣根
を越えて交流しあえる場所作りが
必要ではないだろうか
●何事も話し合いによって物事が
解決？出来るように政治家が頑張
る日本であって欲しい。安保関連
法案は本当に不安が沢山ありま
す。子・孫達は大丈夫なのでしょう
か。今の私達が取り返しのつかな
い日本にしてしまっては・・。とても
心配です。
●人は彼も彼女もそして私も楽な
生き方をするのです。文明も楽だ
から自分だけ。生活＝生きる、活き
る、大変！
●区議に落選したとき、収入はあ
るのですか？所属党派を転々と変
え落選して次期にそなえているの
でしょうか。イベントやお祭りには
良く出席し顔を出しているのが不
快です。ボランティアにでも精を出
して区民を助けてくれれば次回に
は１票投じたいと思うのですが・・

（共産党の人ではありません）党員
の皆様は年金生活者を守って下さ

い。宜しくお願いします。
●北新宿あたりは日本人学校が多
く外国人がたくさん住んでいます。
この人達のマナーの悪さは目に余
る者があります。私達、昔から住ん
でいる者は本当に困っています。
日本に住んでいる以上はマナーを
しっかりと話して入居させて欲しい
と心から願っております。
●私は国民年金で借地に５０年
以上居住していますが生活保護を
受けている人に比較して、地代を
払い国保料金を払い医療費も自己
負担です。知り合いのおばあさん
は自分の預金も少しです。
●日本共産党の皆さん。現在のロ
シア・中国・北朝鮮を見てもまだ社
会主義共産主義による未来を信じ
ますか？１００年前の幼く善良な
人間が幻想では。愚かな政治家達
の抑止力になってほしくて一票は
いれていますが・・すみません。
●ＴＰＰに新宿区としても反対し
て欲しい。１５０条項が通ってし
まった場合新宿区内の企業もアメ
リカの企業から訴えられる可能性
がある
●共産党に！何でも反対では国民
の為に良くない中国の南シナ海埋
め立てに共産党はどう考えるの
か。中国は共産党一党独裁だから
容認しているのか。安全保障は米
国に依存しているが共産党はそれ
に反対している。共産党は日本を
どう守るのか。何でも反対ではどう
しようもない。弱い人の味方はご
機嫌取りである。真摯に国の事を
考えて欲しい。守る為に共産党は
どうするのか。
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●ひとり親世帯の子どもに対して
子ども手当はもっと手厚くするべ
きだと思うが余裕のある世帯に給
付する必要はないと思う。子どもへ
の手当を貯蓄に回している世帯は
少なくない。いくら振り込まれてい
るのか（必要ないという意味で）知
らない家庭も有る。今学校にかか
る費用もでない家庭にその分回し
子ども世代の教育格差を少しでも
少なくして欲しい。非正規雇用の現
実に光をあてる共産党の取組は今
後も続けてください！
●区立の小学校の入学について、
兄または姉が西戸山小学校に通
学していてその弟や妹が戸塚第三
小学校へ入らなくてはならない。と
いう事態がおこっている。高田馬場
４丁目の住民であるので当然西戸
山小学校へ通う方が近いし早稲田
通りを横断せず危険が少ない。そ
れに父兄会や運動会、父兄参観な
ど学校の行事が重なった場合に両
方に同時に参加するのは非常に困
難である。兄弟姉妹等特別に枠を
配置して欲しい。早急に検討願い
たく宜しくお願い致します
●新宿区は二次救急医療施設が
充実してないので対応して欲しい
です。東電病院にいって欲しかった
です。残念です。少子化対策の為に
子育てが行いやすいように対策を
お願いします。保育施設の増加、人
員の増加、育児休暇中の経済的援
助、コミュニティーの充実など新宿
区の商店が売れるように！今回の
アンケートでＬＧＢＴの質問が
あったのには驚きました。
●自転車の強化罰則がまったくな
されていない。迷惑な自転車ばか
りで安心して歩けない。イヤホン・
スマホ・カサさし運転してるのを見
ると強化の意味の無さにがっかり。
スマホのながら歩きも禁止にして
欲しい・
●自転車を歩道に一時止めると歩
行者の邪魔になるからとすぐに赤

紙を貼られる。一方登録料を払うと
歩道に置ける事になっている。金
を払えば歩道に置いても歩行者の
邪魔にならないのか。異常な考え
方だと思う。
●電柱の地下移設（車両通行・景
観が悪い）
●アイドリング禁止の看板設置の
お願い。マンション前の諏訪通り、
早大文学部の前は夏秋などは早
大学生の課外活動のバス又現在
工事中のマンション、早大記念堂
の工事の車の排ガスがひどいので
警察に相談しましたらアイドリング
禁止の看板が有れば注意しやすい
とのこと。これからまだ二棟マン
ションの建設工事予定があります
ので是非アイドリング禁止にしてく
ださい。これは都の条例ではあり
ますが・・※図あり
●日本共産党を含め、もっと人の
事を考えた政治を望みます。現実
には難しい事だと思いますが、教
育・政治がしっかりとしなくては、国
民一人一人の心（モラル・常識）は
変えられないと思います。自己中心
的な国民意識を強くするのも、思
いやりの国民意識を強くするのも
政治・教育が反映しているのでは。
そうであるならば、政治家一人一
人のモラルや常識が問われるので
はないか。国は繁栄を望みます
が、いくら繁栄しても国民の心が貧
しければ感謝も出来ず、我が儘言
い放題の個人主義（今のハラスメ
ント）になってしまいます。もう一度
日本共産党さんから国民一人一人
の為に政治を変えていって下さ
い。
●区の施設の「だれでもトイレ」。
荷物がある事が前提には考えられ
ていない様に思います。内部障害
を持つ人間の中には、個室内で交
換するものがあったり、また常時携
帯している物が有ったりするのに、
そういった物を置ける場所は用意
されていません。車椅子の方だけ

が必要な訳ではないので、そうい
う細かな面についてもっと考えて
貰いたいです。
●区議会議員の歳費削減。一般会
社員レベルに。調査費・活動費等
は、一般会社の必要経費と同様に
使途・費用明細領収書によって正
しく実費支給とすれば良い。煩雑で
あっても一般社会では行っている
事であるから、出来ない理由はな
い。議員自らが範を垂れなければ、
区民の信頼は得られない。信頼の
出来ない相手に自らを託す気には
なれない。
●住宅地の狭い道路を車が往来
し、塀等を当て逃げされたり歩行
する際に危険なので通行止めにし
て欲しい。歩行者優先の街作りを。
●都や他区に先んじて自慢出来る
サービスを推進して欲しい。例えば
電柱の地下化100%・待機児童ゼ
ロ・子どもの貧困ゼロ。区職員の電
話応対に不親切さを感じた事があ
るので、民間企業の様に録音する
等して改善して欲しい。迅速・親切・
的確な対応を見習って欲しい。
●安保法案は、人間存在の基本的
権利を否定するもの。対米従属の

『日本文化破壊法案』である。恐る
べき産業資本と軍需資本との結合
が着々となされており、国民の知ら
ない所で『日本の命運』が決められ
ようとしている。これは先日の日本
の統幕僚長のアメリカでの発言等
で、明らかである。日本共産党には
あまり親近感が無かったが、今や
唯一の真っ当な発言をする政党で
あり、今後の発展を期待する。日本
共産党が今後飛躍的に伸ばせる
かどうかは、この機会を最大限に
活用出来るかどうかである。ヘイト
スピーチ廃止に熱心ではない国が
オリンピック招致に熱心なのは、お
かしい矛盾である。ユダヤ人を人
種差別・絶滅する為にヒトラーが
オリンピックを利用して、国粋主義
を煽った状況によく似ている。アメ

リカのお先棒を担いで大変悲惨な
目に遭うのは日本人なのです。
●電柱を地下に埋める事。税に反
対する共産党では出来ないでしょ
う。
●下落合駅南口改札、時間変更の
公約守って欲しい。
●北柏木公園での若者の深夜の
大声・運動が大変五月蠅い。
●現在、妊娠９ヶ月目で、下の子が
上の子と同じ保育園（子ども園）に
入れるか不安。園長自身が「競争率
が激しい」と言っていた。認可保育
園の増設、保育士の労働環境の改
善（正規職員の確保、賃上げ等）を
要求したい。
●私が思う事→2020年にはオリン
ピック。嫌でも外国人が今以上に
大量にワンサカ押しかけて来る！！
その時のために外国人が来ても優
しい東京！ハートのある東京を！。以
前から、何故？と思っていた事が1
つある。＜交番＞って誰のために
ある？って思うんだが、あちこち交
番があっても皆建物が違ったり、大
きさがマチマチ。色も形も何故、統
一出来ないのか？困った時・事件
が起きた時・どうしても行かなけれ
ばならない時、まず探すのに一苦
労する。(建物の)色を統一！二四時
間赤い点滅！巡回で留守の時は警
察署へ直通電話を置く！誰が見て
も100ｍ、200ｍ離れていても点滅
してたり、色が他の建物と違ってい
たらすぐ分かり、駆け込む事が出
来るのでは？
●自転車の「新宿」ナンバー希望。
練馬ナンバー嫌です。世田谷・杉並
の様に新宿ナンバーを！
●防犯カメラ等、やたらに多過ぎ
る。確かに犯罪の防止又は事件な
どの捜査には役に立つと思うが、
反面リスク（プライバシーの侵害に
も繋がる）の面も考えて欲しい。特
に今の政権与党は国民を一元管
理するための法案を続々と提出し
成立させ、その実行をどんどん進

めている事は間違いない。一言、日
本共産党の名前を変更したらいい
のでは。どうしても中国共産党や北
朝鮮古くはロシア（旧・ソビエト連
邦）をイメージしてしまう。今共産
党の主張している事は賛同するが
党名を変更しても良いのでは。
●憲法9条の精神をアジア中で暴
れている中国のオツムに刻みつけ
て欲しいです。竹島で漁業を営ん
でいた国民の生活を自民党に変
わって取り返して欲しいです。竹島
は国内なのに自衛権を行使しない
自民党は国民の生活を守る義務を
放棄しています。世界を見渡せば
荒事は共産主義の方が向いている
と思います。今は軟化したとは言え
暴力革命を志向していた頃の精神
は未だ未だ健在と信じています。
国民の為軍隊の無い無抵抗な日
本から、竹島を強奪した韓国には
現実を教えてやって下さい。
●概ね区政に満足しています。
●街頭演説されている議員の方に
も投書したのですが、町の景観が
もっと良くなれば良いなと思いま
す。美化活動の機会がもっと増え
れば是非参加したいです。また新
宿区民で良かったと思える事が多
く、感謝です。例えば臨時給付金で
あったり癌検診のクーポン配布で
あったり防災ブックＭＡＰを配布
して下さるなど区民一人一人を大
事にしているなと感じました。特に
医療に関しての補助や無料化はと
ても助かります。自分で行くのはな
かなか乗り気でなかったのです
が、行って良かったです。この様な
機会を与えられとても幸運だと思
いました。自分の健康を見直す機
会であったり、災害に対する備えや
意識を見直すよい機会に恵まれ大
変感謝しています。どうも有り難う
ございます。
●毎晩小滝橋通りに夜中の０時以
降、救急車のサイレンがとても五
月蠅いです。毎晩の事なので騒音

の度に、ビックリして目が覚めてい
ます。毎日仕事で疲れているのに、
昨夜はよく寝れませんでした。心身
共に疲れています。
●35号棟、東側公園について。住
居東側公園にあり、35号棟自治会
で清掃をしていますが、夏場にな
ると雑草が生えて今までは私が自
主的に草取りをしていました。最近
は体調も悪くなり、あまり草取りを
出来ません。これから先は益々草
が生い茂り、夏場には砂場を含め
雑草が一面に広がると思います。
子ども達の遊び場である公園が今
の状況ではどうなるか分かりませ
んので現場を見て下さいません
か？
●赤旗日刊紙。必ずしももう朝刊
でなくても良いのではと思う。翌日
の日付で発行して発行日の朝7時
を配達期限にすれば良い。ＴＶ欄
も翌日のものを載せて。配達してる
人死んでしまいますよ、マジで。
●夏休みを8月31日までにして欲
しい。周辺の区が土曜日授業を始
めて夏休みを8月31日までに戻し
ているのに、新宿区は何故土曜日
授業を再開しないのか。8月31日ま
で夏休みの方がキリが良い。品川
区の「まもるっち」の様に、子ども

（小学生）に防犯ブザーを（携帯電
話機能のついたもの）配布する事
は出来ないのか。1年生の時に配
られる防犯ブザーはすぐ壊れてし
まう。
●北新宿近辺の「歩きタバコ」をパ
トカーが見付けたら注意して下さ
い。パトカーで警邏中の警官は注
意も何もしないです。車（バイク・自
動車）のＬＥＤライト「眩し過ぎ」。
最近、車のヘッドライトに目が眩み
ます。事故に繋がりかねません。
もっと人に優しいライトにして欲し
いです。業界・警察にアピールして
下さい。共産党の皆さん、力強く応
援しています！
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Ｑ8　ご意見・ご要望など
●歩行喫煙による害を無くして欲
しい。明らかに中学生？未成年と思
える人も堂々と吸っている。新宿区
でも厳しい罪則を設けて欲しい。
タバコの煙が喉に突き刺さる（ケ
ンビ鏡でで見ると煙の中のすすが
尖っているのが分かる）。高田馬場
駅JR戸山口のタバコ販売所前は特
に酷い。見掛けだけは植木等で
囲っているが、隙間から漏れてい
る。もっと高い囲いを立てて欲し
い。店が休みの時も喫煙者がいる
ので、その周りは吸い殻で汚い。電
車やバスのシルバーシートに若者
が堂々と座っている。気付いても譲
ろうとしないし、寝た振りをする。座
席にシルバーシートとか分かるよ
うに大きく書いて若者が恥ずかし
くて座れない様にして欲しい。
●高田馬場３丁目・４丁目はラー
メン汁の異様な臭いがする。商店
主は賃貸店舗に対して道路の排気
を臭気減少する様（法律で）規制し
ないと臭い町になるぞ！
●山手通りの消防署（中落合出張
所）近辺に横断歩道を設置して欲
しい。この近辺（中落合２、３丁目）
に食料品を売るスーパーが無い為
困っている（オリンピックは食料品
販売のスーパーにならないか）。中
落合２丁目付近のミラーが車が近
付いていても見えない。この様なミ
ラーが沢山あるので、一度総点検
して下さい。税金の無駄遣いをし
ない様にお願いします。
●軍事力で国も国民も守る事は出
来ないし、基本的にすべきではな
いと憲法で定めている。防衛予算
を防災や福祉に振り分けてこそ、
国民を護る事になる。電離放射性
物質を安全な物質に戻す技術が
無い以上、核分裂で発電すべきで
はない。地震や津波とは関係なく
原発は不当行為である。原発の安
全審査など茶番劇である（ヨーロッ
パに魔法使いの弟子という昔話が
あるが、核分裂という過った魔法を

解いてくれる魔法使いは日本にも
世界にも存在しない）。中国や北朝
鮮の脅威より地球環境の悪化の方
が余程深刻ではないか。
●共産党にもっと力を持って欲し
い。他に頼れる野党が居ない。ガン
バレ共産党。今の安倍政権は野党
が何を言っても全然相手にしてい
ない。
●護憲の党として共産党に期待し
ています。日本国憲法では法の下
の平等が謳われておりますが、小
選挙にあっては２倍超・参院選挙
に至っては３倍近くの票の格差が
あって不平等き極まりないものだ
と思います。是非貴党のお力で正
しい一人一票の選挙制度の実現を
目指して頂きたいと思います。
●ゴミ・吸い殻のポイ捨て取締り
を強化すべきである。
●日本共産党は唯一弱者の味方
だと思う。軽減税率の導入は面倒
だと言った何処かの大臣はクビに
した方が良いと思うのは私だけで
しょうか？面倒と思うなら国会議員
になどなるな!!（区政の事でなくで
ご免なさい）
●歌舞伎町の歩き難さとか、あの
品の無さをどうにか出来ればして
欲しいものです。
●オリンピック開催等で区長に街
の景観・美観を取り上げられてい
ます。街を歩いていて（新宿区は綺
麗と思いますが）とても気になる事
があり、最近私の身辺でも問題に
なった事があります。それは日々の
ゴミの回収です。折角の美しい所
にあちこち門前や角等に、ゴミの
袋の山がコロコロ転がっていま
す。カラスがこれを破って中身を暴
いて居る事も。見慣れてしまってい
る風景です。しかしおかしいです
（オリンピック施設だけは立派で
も）。ゴミは下水道と同じ様に考え
ねばならず、個人や町会等に丸投
げでなくゴミ集積施設を設置出来
る場所が確保出来る所はきちんと

した施設が必要と思います。脱臭・
換気・温度調整など完備はそれほ
ど費用のかかるものではないし、
設置すればどれ程街中がスッキリ
するでしょうか。その仕事に従事す
る管理者も雇用する。いつまで道
のあちこちや各戸の玄関前にゴミ
袋を積み上げていなければいけな
いのでしょうか？今後の方針につ
いて行政のご意見を伺いたいもの
です。
●神楽坂駅２番出口（矢来町方
面）を出て直ぐの歩道が人通りの
割に狭過ぎて雨の日はカサを差し
てすれ違えません。とても危ない
ので（車道に出ざるを得ない）、何
とか改善して欲しいです。出来れば
幅を広げて欲しいです。匿名にして
すみません。今社会が大変な事に
なっているので、貴党の弱者に対
する誠実さ・力を応援しておりま
す。
●北新宿４丁目２９番地域に於
いて、猫や鳩の糞被害が多く非常
に困っている。昨今の近隣問題で
は、口を出せば逆に暴力を加えら
れそうなので非常に怖いです。区
の方から猫の飼い主等に注意・指
導して欲しい。
●西新宿５丁目から神田川までの
遊歩道がとてもキレイとは言えな
いので、美しくなれば良いなと思う

（レンガ敷き等）。バス停・駅に椅
子・ベンチ等を沢山設置して欲し
い。音楽活動をしたいのですが、新
宿区でもダンスパフォーマンス
フェスティバル等開催して欲しい
です（区民の活動が出来る場所）。
●鶴巻小学校の前の細い道は車
の抜け道になっていて、人が歩くの
にスピードの車や商業車でかなり
危険。スクールゾーンもいつの間
にか時間制限が消されて、朝は特
に危ない。喫煙しながら歩く人も
多く学校前なのに子どもに悪影響
です。新宿は自転車放置で駅前は
何処も歩行者の迷惑です。鶴巻南

公園前、タクシードライバーの喫煙
場所になって駐車違反も含め迷惑
である。中国人がどんどん住み着
いてルールや規則を守らない人が
増加中です。罰金制にし取締を強
化すれば違反者の多いこの区はそ
れがかなりの財源となる。福祉の
お金に回せると思う。取締要員は
雇用を増やす事になるので是非考
えて欲しい。よりよい日本人の暮ら
しが守られます様に希望します。
●今の国の政治は狂気としか思え
ません。ゴリ押しするには余程オイ
シイ汁があるのでしょう。野党が力
を合わせて何とか私達人間一人一
人の日頃の生活の中から発想（世
界に目を開いた発想）する事で政
治が行われる様切に願っていま
す。先ず区政が小さな町村の政治
基礎となるのでしょう。貴党のお役
目に大きな期待を持っております。

（国会の特別委員会、国会の中継
を聞いていると政府のハグラカシ
答弁（答弁になっていない雑音）に
ウンザリして、TVのスイッチをオフ
にする事もしばしば。
●現実離れした政策、国際的な視
点・責任の欠如した政党にはうん
ざりだ。中国に行って軍拡を止め
させる位の行動をしてみろ。
●今は安保法案ですね。すでに強
行採決する様な動きですが、止め
て頂きたい。野党が団結しなけれ
ばいけないのに、次世代の党や日
本を元気にする会、新党改革の３
党は野党ではなく与党に賛成して
いる。これでは野党団結とは言え
ない。公明党にもガッカリさせられ
た。正直日本はどうなっていくので
しょう。共産党、民主党は頑張って
欲しい。
●高層ビルばかり建てず日の出、
日の入りが見える新宿であって欲
しい。
●Q1について違憲ではないが、範
囲の線引きが無いままで憲法改正
させるのは暴挙であり、国と国民を

危険に導く事にもなり得る。もっと
詳しく明示的に行えないのか？詳
しく明示出来ないなら違憲以前の
問題です。国民が総理大臣や政治
家をリコール出来る権利と法案作
成を訴えて欲しい。マイナンバー制
度について、同省庁がありながら
運営する能力が著しく欠落してい
る事を顧みてダメ出しし、改める事
もせず、あれがダメならこれ、これ
がダメならあれ、みたいな破れ障
子にボロ貼り付けた政策に主権者
である国民を巻き込む事に国民の
殆どが反対しています。これを開始
したら今順調になっている人も雇
用に苦しむ事になる人が増加す
る。そして又年金のつまみ食い（年
金の支払いを減らす）に戻るだけ。
これを開始したら民主主義ではな
くなる。
●犬の飼い主さんのマナーが悪く
感じます（私も犬を三匹飼っていま
す）。命の大切さやマナーを学ぶ為
に、きちんとしたコミュニュケー
ションが必要です。ルールの整備
化されたドッグランを作って、学ぶ
場を増やして欲しいです。戸山公
園では飼い主に注意を促す放送
を流していますがあれは良くない
です。戸山公園にドッグラン作って
下さい。「人の集う公園に動物を大
切にする事を学べるスぺースを
作って下さい」と何年も前から声を
上げていますが、ゲートボール場
しか作って貰えません。またきっと
こんな意見も無駄かと思いますが
…。
●ニーズに合った学童クラブの増
設。ひろばと同じではない学童クラ
ブの質の向上。区民に問題点を見
せない様な体質の改善（偏ったア
ンケートの設問や公表の仕方、
偏ったニーズ調整の方法等）。
●税を安くするのは良いが、高額
納税者から更に取るのは止めて欲
しい。会社から法人税を取って欲し
い。

●国民連合政府を作るとか共産党
はクーデターでも起こすつもりな
んでしょうか？安倍総理がどうのこ
うのの前に共産党の方が危険な思
想だと思います。戦争反対と言い
ながら宣戦布告するとはどういう
事でしょうか。周りが見えていない
にも程がある。大体このマンション
はポスティングを禁止しています
のでこの様なアンケートもお断り
していますので先ずルールを守ら
れては如何でしょうか？最近の共
産党は駐車禁止の緊急車両ス
ペースに街宣車停めて逆ギレな
ど、人としてどうかと思います。
●下落合には駐輪場が少な過ぎ
る。
●町を守るおまわりさん！ちゃんと
守って下さい。交番で居眠りしてて
面倒臭そうにしないで！道路の脇
でしゃべりながらの交通違反は取
り締まらないで。本当に悪い人を
捕まえて下さい。
●Q6について…日本でも有数の
LGBTに理解のある町「新宿２丁
目」があるにもかかわらず、新宿区
が今まで何の対応もして来なかっ
たのが不思議です。LGBTの認知度
が高まり、自分を偽らず生きて行こ
うとしている人達が増えている。ま
た国際化していく中で、今のままで
は同性婚をされている方々への対
応もどうしていくのか謎です。マイ
ノリティーと言われていますがそう
ではありません。早急な対応をお
願いしたいです。
●神田川遊歩道沿いのレンガ敷き
石が、平らでないので危ない。前に
一度工事したが「桜は生きている」
で根っこが再び成長して所々が盛
り上がっている。何か工夫をお願
いしたい。一部防犯灯（街路灯）が
斜めになっていて、葉に隠れてい
る場所があるので対応を。
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●全ての地下鉄駅にエレベーター
を、地上からホームまで設置して
欲しい。一部分あっても用を足せ
ません。ほんの二、三段でも段差で
阻まれる人達の事を、もっと考えて
欲しい。
●頑張って下さい。
●高収入にもかかわらず会社ぐる
みで収入証明書を誤魔化して、公
営住宅（都営・都民住宅）に入居し
ている外国人が多過ぎる。本当に
低収入で困っている日本人が入居
出来る様取締や入居審査をしっか
りやって欲しい。
●高齢者に対する支援組織はか
なり充実していると感謝していま
す。私は高齢ですが、待ちの姿勢で
はなく自分で出来る事・協力出来
る事は積極的に行い支援を受ける
時は感謝の心を持ってお願いした
いと思います。区政に携わる皆様
には本当にご苦労様です。宜しく
お願いします。
●この世（社会）を正しい方向にし
たいです。私は8月1日、まちづくり
協議会に出ました。山手通りに面
した人達の利益のための蒸し返し
の様でした。何の為のガイドライン
だったのか。
●区民の意見や要望を真剣に考え
取り入れてくれるのは日本共産党
くらいで、選挙が終われば自民党
も公明党も口先だけの公約で全く
果たしておりません。安保法案を
強引に押し通そうとする安倍政権
の横暴に、断固反対します。区政で
も国政でも日本共産党に頑張って
貰い、区民・国民の意に沿った政策
を実現し行って欲しいと思います。
●共産党の主張は正論だが、万年
野党では意味が無い。市民党とし
て政権を目指すべきではないか？
●「共産党」はロシア、中国、北朝鮮
など独裁政治の悪いイメージがあ
る。尚、区政の行政範囲が分から
ぬ。区民の参加はどうなっているの
か。

●夜間急病で診て貰いたい時に、
タクシーでないと行けない場所が
あり少し大変だったので、もう少し
救急病院が近所等に増えたら良い
と思う。
●新宿区は違法駐輪自転車をどう
にかして下さい。特に歌舞伎町の
違法駐輪は、多いし酷過ぎる。
●安全保障関連を廃案にすべきと
思います。「憲法の解釈」という言
葉で何故に戦争放棄が防衛という
形で参戦になるのか、非常に矛盾
を感じます。民主主義ではなく数
の政治になってしまった日本は、こ
れから再び若者の血が流れるので
しょうか。自衛隊隊員もこれからは
日本軍として隊員が不足したとき
に何が起こるか怖いです。日本共
産党の行事に参加したいのです
が、高齢の母と私自身が肺気腫の
ため長時間の行動が出来ません。
応援しております。頑張って下さ
い。自身の無力さを感じずにはお
れません。宜しくお願いします。
●年寄りになったので、子どもの
居る東京に転居して来て（2013年
10月）間も無いので、分からない所
が多く申し訳ありません。お世話に
なりますが宜しく。訪問介護の充実
を何よりもお願い致します。私は人
工肛門を付けた障害者で、片目も
見えなくて治療中です。
●生活に寄り添う政党として、頑
張って下さい！
●区政とはあまり関係無いかもし
れませんが、特別区制度を廃止し
て「市制施行」して欲しいです。新
宿駅付近の駐輪場の整備をお願
いします。
●共産主義は要らない。民衆の
敵。口先ばかり、議員を減らせ!!
●自転車の盗難が多く、困ってい
ます。落合南長崎のマックで何件
もあり、盗む人の気が知れないで
す。
●酔っ払いや周りを気にせずタバ
コに火を付けた手を振り回す若い

人が多過ぎる。子どもの監督不行
届、こっちが迷惑してるのに子ども
なんだから気を使えという親が多
い。
●政治家は宗教家ではないので
すから、理想論ばかりではなくもっ
と現実的な政策も出して下さい。
私は無職（年金生活者）で身体障
害者１級の認定を受けております
が、住民税・介護保険料・国民健康
保険料位は納める事は出来ていま
す。弱者救済という美名の下にバ
ラマキ政策をするのは止めて下さ
い。日本は本当に良い国です。
●議員の数を減らす事。参議院は
要らない。
●貴党の地域に対するきめ細やか
な対応にも安心を感じます。最後
に頼るのは貴党だといつも思いま
す。ただし地方議会では住民目線
で安心ですが、国政になると（安保
法制反対は反自民で正解、国民連
合政府案も大賛成ですが）反自民
で全てを一蹴、これではもし政権
の座に就いた時には自民党と同じ
唯我独尊になりませんか？其処だ
けが心配です。
●区議選の時お願いした件です。
2015年3月まで「あゆみの家」の

「土曜ケアサービス」を受けていた
のですが、施設入所者は受け入れ
ない事になりました。入所施設で
は職員も少なく生活介護の時に入
浴するため、人手を取られごく少
数の職員が見守るのみで「あゆみ
の家」の様な殆どマンツーマン体
制で指導や介護を日常受けられる
事がありません。唯一「土曜ケア
サービス」で密度あるケアが受け
られていました。在宅だとガイドヘ
ルパー等色々な制度が利用出来ま
すが入所すると外出も出来ぬ日々

（付添う職員が居ない）で日常も決
められたケアのみの生活です。障
害者を公が差別して扱う事になら
ないのでしょうか？
●大久保通りと職安通りを綺麗に

して欲しい（特にゴミ関係）。
●平和問題の行政が進んでいると
感じています。聞くところによると
戦争展に区庁舎を貸さないそうで
すが、改めさせて欲しい。
●外国人の夜間帯の騒音やルー
ル無しのゴミ出しが酷い。また日本
人を殺傷したりする事件を見掛け
るので、防犯対策をしっかりして頂
きたいです。日本は日本人の国な
ので特定外国人で日本人に反日的
な言動をする韓国人は帰国させて
下さい。教育では必ず日の丸と日
章旗を掲揚し天皇陛下のもとに国
民一丸となっていかなければ日本
はダメになってしまうと思います。
●自転車が歩道車道どちらを走れ
ば良いか、判断がつかない道が多
い（歩道側に標識が無いので、車
道を走るべきなのだけれど、明ら
かに交通量が多くて危険な道が多
い）。駐輪場が少ない（違反駐輪し
ている自転車の数を考えれば、明
らかに足りていない）。
●都営無料乗車券を持っている人
のマナーが悪過ぎる。私達はお金
を払ってきちんと乗車しているし、
税金もきちんと支払っている。それ
なのに無料券を持っている人が我
が物顔でバスの席を使用していた
り、携帯やスマホを使っていたり席
を譲らない！乗り物に乗るのだった
ら、お金は半額でも良いので支払
わせるべきだ！きちんと納税してい
る人達が肩身の狭い思いをしてい
る世の中はおかし過ぎます。
●シルバーパスを使ってますの
で、有り難いです。シルバーパスが
都営だけでなく、もっと広く使える
と有り難です（病院等に行く時は
もっと広く使えると有り難い）。
●老人の多い新宿区だけでも、表
示は日本語を多く使って下さい。
●区政の事ではありませんが、日
本の国・都道府県・市町村の議員
数が多過ぎる為、財政に大きな影
響を与えていると思います。大幅な

削減（例えば半減）して欲しいと考
えております。
●新宿区立図書館でも、電子書籍
のネット貸し出しサービスを始め
て頂きたい。ちなみに私見ですが、
区立図書館における司書さんの人
員の数が多い様な気がして…。
●全ての公園に監視カメラを設置
して欲しい（子どもの安全の為。新
宿区の公園はタクシードライバー
が利用したり大人の利用も多い。
悪い訳ではないが…）。保育園及
び老人ホームの充実（明らかに入
園・入所が難しいです）。教員の支
援は結局は子ども支援に繋がる

（先生への負担が大きく、疲弊して
いると思います）。エコシティ化（景
観を壊さない範囲で、全ての公共
施設屋上に太陽光発電設置等
を）。
●他区の人は新宿区は財政が潤
沢で、恵まれていると勘違いしてい
る。新宿に働きに来ている人だけ
でなく、住んでいる人もかなり多い
筈です。がん検診が無料でない事・
コミュニティバスが走っていない
事・しっかりとした歩道が整備され
ていない事・街路樹も殆ど無い事
を知らない人が多い。ただ働いて
いる方、他区に帰るだけの場所で
はないはずです。
●歩きたばこの禁止を徹底して欲
しい。自転車の駐輪場が何故障害
者優先なのか？働いている人、住
民税をしっかり払ってる人を優先
して欲しい！生活保護の手当は年
金で生活してる人より少なくして欲
しい。だっておかしいでしょ？
●狭い通りの拡幅。社会変化に対
応した法整備も必要。中国の進出
にどう対応するの？いつも理想論
ばかりでは世の中成り立たないの
では？
●コズミックセンター向かいの
ビックボーイは、今迄一度も歩道
を掃除していません。お店や企業
の方は自分の店の前くらい、綺麗

に掃除して欲しいと思います。車道
の境の植え込み等は缶・瓶他ゴミ
だらけで、通る度に不快です。前の
5月頃に新宿元気館は早くに道の
整理が出来たのですが、前東京都
立障害者福祉センターの方は植木
だけさっさと片付けて随分長い事
放置されていて、6～7本のあの植
木はどうしたのでしょうか？元気館
の窓の植木が足りないのに加えた
ら良いのにと思いました。立派な
植木でしたが、植木だけ抜いて
持って行ってしまい一年近く放置し
ていて、雑草だらけになりました。
また掲示板も汚れたままで下に戻
しました。障害者センターのです
が、センターの方は気にもしない
のでしょうか。都の物とは言うけれ
ど、新宿区内にあるのです。言うべ
きと思います。みっともないです。
実にだらしないと思います。掃除し
てやろうかと思っても鍵付きです
ので。明治通りです、多数通ります。
気持ち良く通れる様にして欲しい
です。知人が五階に住んでいて、今
度孫と住みたいとの事です。二階
に住む知人と交換出来るのでしょ
うか？子どもは足音がうるさいの
で二階が良いと思います。老人や
寝たきりの病人が住んでるのでど
の階でも嫌がられます。チェンジな
ど出来るのでしょうか？生活保護の
人で水道代はタダとかいって、水
道口から道路に水をバシャバシャ
撒いてる人が居ます。普通の人は
風呂の残り水を撒きます。注意して
下さい。腹が立ちます。
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●新宿に住んで25年（下落合10
年。神楽坂、飯田橋付近に15年以
上）になるが交通至便、環境も悪く
なく住み易い所だと思う。しかし他
区と同様の事と思うが、区民の中
には経済的に大変苦しい思いをし
ている老人子どもたちが少なから
ず居る。これらの者に対する、税
制・保険料等の負担の軽減を配慮
して欲しい。皆が少しでも楽しく住
める区にして下さい。
●出来れば下落合一丁目郵便局
のそばに歩道橋を望んでいます。
しかし無理な事とは思っています。
高齢者・庶民の味方になって下さ
る共産党に来年の選挙を期待して
います。あちこち具合が悪く、投函
遅くなりました。
●神楽坂駅矢来口を出て右側の
歩道が狭過ぎて、雨の日はカサを
さしてすれ違うことが困難である。
拡幅して欲しいです。
●高齢者がどんどん多くなって医
療・福祉・介護が必要になってくる
訳ですから、税金とか社会保障の
負担もある程度は仕方ないと思い
ます。家計を引き締め病気になら
ない様頑張っています。若い人達
に感謝しています。
●こども総合センター内に障害児
施設が入りましたが、説明とは違
い最初の大久保通りより駐車場へ
の道路は一方通行で入れず。タク
シーに乗るにも雨が降れば施設外
の屋根の無い所に出なければなら
ず、隣のマザアスの様に出来な
かったのかと思う。一方通行解除
も「あいあい保護者」で要望出して
いるものの出来ないとの事。施設
1Fのしごと棟「だれでもトイレ」に
はベビー用のベッドしかなく、何故
ユニバーサルベッドを付けなかっ
たのかと思う。完成式に議員の皆
さんも来ていましたけれど、ただ良
い施設が出来ましたと見て回り、利
用者の一番欲しい事は、他の方に
は見逃されてしまうのがモドカシ

イ。それこそ税金の無駄遣いであ
る。これからも色々な計画がありま
すが、共産党さんにしか出来ない
強みである「弱者優先」をもっと頑
張って欲しいと思います。
●党名を変える事は出来ないの
か。政策は認めますが、党名で大
損していると思います。他の交通機
関はとてもムリなので、主にタク
シーを利用しています。高齢故手
術はしていません。障害者手帳は
持っていません。少しでも補助して
貰えないだろうか通常シルバー
カーで歩行しています。すべてのア
ンケート年代別80歳以上は一絡げ
ですね。目下の夢、100歳になった
時、区長さんがお祝いに来て下さ
いました。私が100歳になった時

（今90歳）お出で頂けるのでしょう
か？叶えば坐礼でなく、立ち礼で私
の手で一服差し上げたい。その時
腕が落ちない様現役で頑張るつも
りです。党派に関係なく区長さんに
お願い。
●国際知識があれば安倍政治は
倒れます。議員の誰一人として外
国の新聞を読んでおりません、残
念です。これでは政治は出来ませ
ん。安倍さんは金のばら撒き外交
を繰り返しています。安倍さんは

「人命の為、難民の為」だと仰いま
した。ところが「空爆」を毎日してい
る当事国へ札束をばら撒いてい
る。「空爆」により多くの人の命が犠
牲になっている。日本人として恥で
ある。東京には一カ所外国の新聞
を取り扱っている会社がある。政治
家ならば読め!!安倍さんは人命だ
の難民の為だのと申しております
が、たった二人の難民でさえ受け
容れていないではないか。欧米で
は数千万人の難民を受け容れてい
る。安倍さんの英語力を皆さんは
ご存じですか?オリンピックや議会
のスピーチで支持率を上げていま
すが、これは英・米の教師により作
られた物をただ読んでいるだけで

す。小学生でも出来ます。オリン
ピック委員による質問がありまし
たね。安倍さんは全く答えられませ
んでした。国民を騙してはいけませ
ん。日本人は世界で一番英語が下
手糞です。これは自分だけがヒー
ローになろうとする政治家の責任
です。日本の新聞は全て死してま
す。
●何時も日本共産党新宿区議団の
皆さんには、新宿区だけでなく東
京全体・そして日本の国を良くしよ
うと頑張っていらっしゃる姿には敬
意を表します。これからも私達全国
民の為に益々頑張って日本を良く
して下さい。以前は新宿の街も暴
力団があちらこちらにウロウロの
さばっていて怖くてとても歌舞伎
町周辺は歩けませんでした。最近
は暴力団取締条例等のお陰か彼
等の姿が少なくなり、街を安心して
歩ける様になりました。これはとて
も有り難い事です。やはり平和で安
心して住める、そして生活できる街
であって貰いたいと思ってます。
●日本は現在大変大事な局面を
迎えております。政治（国政）で安
倍総理が「集団的自衛権行使」を
念頭に躍起になっています。これ
が行使されると大変な事になりま
す。「安全保障関連法案」（法の下
で安全が保障されている）が見直
される事になると、日本の国自体
の安全が保障出来なくなり戦争に
巻き込まれる恐れが多分に出てく
る。これは絶対に反対して食い止
めなければなりません。その為に
も私達国民の力だけでは及ばな
いので、日本共産党の皆さん全員
の力で何とか行使が強行されない
様に頑張って下さい。私達も応援
しています。そして日本共産党に期
待しています。どうか宜しくお願い
致します。何時までも平和な戦争
の無い国であります様に。
●補助金は申込の条件に合えば出
すが、適正使用が為されているか

のチェックは殆ど無し。JKK新宿が
都営住宅に「住まいの広場」1ヶ月
に1回配布と水質検査（チェック票
提出）の委託料が高過ぎ、それを自
治会役員が前々会長の公約を守ら
ず公表隠しをしている。水質検査
もキチッとされているか疑問のま
ま。JKK新宿窓口センターに出向き
委託方法と委託料の異常な高額
さ、委託の在り方も問題で、水質検
査票も本人のものか開示依頼した
が強く拒まれた。西大久保アパート
5号棟前にある三角公園の遊具
は、場所的に不適切である。高校生
や近くの大学生又、同年代前後の
若者が深夜遅くまで群れて騒音が
度々ある。危険でもあるので何とか
ならないものか。
●元コマ劇場が無くなり、周りには
ホテル（映画館の入った高層ビル）
が建っています。その中で広場が
空間になっています。ここを広場と
しての利用をお願いします。
●返信が遅れてしまい申し訳あり
ません。私は居心地の良い街作り
を毎年お願いしています。大きな
木を増やして欲しい。夏に木陰を
作ってくれる大きな木を植えて欲
しいです。相変わらず大きな樹木
が伐採され小さな木の街路樹に変
わっていくのが残念ですコミュニ
ティーバスは是非欲しいです。小さ
な公共のバスたくさん走っていた
ら買い物など非常に助かります。新
宿は坂も多いので…。年配の方々
には大助かりのはずです。現在バ
スの通っていない区間に是非お願
いします。
●今オリンピック（国立競技場）が
莫大な価格で建造される様だが、
元は国民の税金である。東日本大
震災により福島県民の帰家も出来
ていないのに、暢気にオリンピック
なんかやっている場合だろうか？
少子高齢化・引き籠り等様々な問
題もあるのに、復興予算には振り
分けないで国立競技場等バカなも

の作る必要は無い。何故都民の税
金が…。受益者負担すれば良いの
である。保育園・幼稚園にもっと金
を使うべきだ。箱ものばかり作り
1,000兆の国債（借金）を抱えて何
をやっているんだ。共産党はもっと
頑張れ!!
●高齢者（無年金者・低所得者）の
収入に対する所得税・都区民税を
考慮して欲しい。与党自・公の数に
よる暴挙（強行）を許すな!!
●西新宿五丁目に住んでいるが、
近所の狭い路地を車（圧倒的にタ
クシー）が凄いスピードで走行して
いる様が危険を感じる。アメリカ人
の夫からのアイデアですが、speed 
bump（住宅街の道によく有る自動
車のスピードを減速させる為の工
作物）を設置する事は出来ないで
しょうか。これがあれば、事故やス
ピード違反の抑止に大きな効果が
あると思います。
●資源ごみの回収方法が変わりま
した。缶とペットボトルは前の方が
出し易かったです。入れる袋が勿
体無い様な。回収用の容器を置い
て回る職員の手間・ガソリン代を
浮かせる為でしょうけれども。豊島
区には超格安の学習塾があるそう
です。月2回の指導で月謝が100円
とか500円とか。此れを国が補助す
る法案が今国会に上程されていた
と思いますが、もっとこの様な塾が
増えた方が良いと思います。
●戦争法案騒動が一段落し、いよ
いよ日本が戦争に巻き込まれる日
が近くなった。日本国憲法が国会
で成立した時戦争放棄を盛り込ん
だ草案は賛成421票・反対8票であ
り、反対票の殆どが共産党であっ
た。歴史を直視するのが好きな
チャイナ同様に共産党も歴史を直
視しては如何?共産党政権になっ
たら私など真っ先に粛清されるの
でしょうね。人民の敵と言われて!!
お～怖い。。。
●街の中を走る白バイさん。夢中

で追跡していますが、スピードを落
とす様に注意するだけじゃダメな
のでしょうか?追掛ける白バイ、黙
して静かに減速しているバイクそ
れではダメなのでしょうか?ねぇ白
バイさん?
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