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日本共産党蕨市議団市政アンケート結果

2014年 10月 19日

日本共産党蕨市議団

はじめに

日本共産党蕨市議団は、政務活動費を活用して、２０１４年７月下旬から９月末まで市政アンケ

ートを実施しました。アンケート用紙に返信用封筒を添付して、市内に全戸配布し、切手不要の返

信封筒は９月末までを有効期限としました。その結果、２７４通の返送や持参等による回答があり

ました。ご意見を寄せていただいた市民のみなさんへ、感謝申し上げます。ここでは、各質問項目

の結果と、主な自由記述意見についてまとめています。

具体的なご意見の掲載については、個人が特定される表現、誤字脱字や施設名の間違いなど明ら

かな誤り、差別表現等の不適切な表現などは、表現を簡略化するなど訂正してあります。原文のま

までは意味が取りにくいものは、括弧書きで補足しました。また、特定個人や団体等を誹謗・中傷

するものについては、掲載していません。

日本共産党市議団は、出された意見について検討し、９月議会で取り上げたり、担当課に改善の

要望を出すなどしています。さらに、これからの議会活動、政策立案にいかしてまいります。

●回答者の地区別件数

【北町４２、塚越５２、南町４２、中央８１、錦町３０、不明と市外２７】

●単純集計の特徴

（小数点以下四捨五入のため、合計が 100％にならない場合あり。詳細は別紙）

・男女はほぼ半々（女性 52％）。年齢別では高齢者の回答が多かった（70歳以上が 43％）。

・「くらし向き」への回答は、”悪くなった”が 61％で、”よくなった”が７％ 。

・「国の政治・安倍政権」への見方は、”不安である”が 74％ 。

・「来年の消費税増税」への態度は、”増税反対”が 78％、”賛成”が 12％、無回答が 11% 。

・最近の国政については、「消費税増税」、「年金支給額引き下げ」、「原発再稼動」、「憲法解釈変更

による集団的自衛権行使容認」、「介護と医療の制度改定」、「日本の過去の戦争を美化する動き」、

の順で、関心が高い。

・「良いと思う市長の政策」は、「公共施設の耐震化」がトップで 53％が選択した（選択無しを母数

に含めての割合。以下同じ）。次いで、「市の借金削減」48％、「国保税の負担軽減」45％、「子ども

医療費無料化制度」42％、「特別養護老人ホーム増設」41％、「ぷらっとわらび 75歳以上無料化」

39％、「小中学校へのエアコン設置」37％、「市立病院の改革」35％、「高齢者の見守りや災害時の

避難支援」33％。

・「国・市の関心ある制度」では、「介護サービス利用料負担軽減」36％、「ぷらっとわらび 75歳以

上と障がい者無料化」31％、「在宅高齢者手当・家族介護慰労金」30％、「生活保護」27％、「非自

発的失業者の国保税軽減」25％、「耐震化診断改修等補助」22％、「就学援助」20％。

・「困っていること、不安なこと」は、「自分の老後」がダントツで 55％、次いで、「健康」、「医療
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費」、「税金等の支払い」。

・日本共産党に相談したい人は 42人で 15％（無回答を含む割合）。

●「あなたの暮らし向きはいかがですか？」についての主な意見

４月の消費税率引き上げで、増額分以上の値上げを実感し、「便乗値上げ」と表現する意見や、「年

金が減っているのに消費税が上がり暮らしが良くなるわけがない」などの意見が多数。（例：税込

み 98円のバナナが、98円×8％＝105円）

「年金生活者、消費税が上がり辛いです」「景気の悪化で正社員職を引きアルバイトにしかつけ

ず、生活が非常に厳しくなった」「ベースアップがあったのは大企業ばかり」「節約節約の生活です」

「夫ががんになり収入がなくなった」「夫婦で月 10万円の年金、介護保険料など支払ったら１日千

円の食費しか残らない」「失業保険で暮らしているが、国保税、市県民税が高すぎる」「消費税は上

がったが給料はかわらない」「消費税は、食品は 5％のまま、高額嗜好品は 8％に。低所得者層に考

慮がない」「派遣の仕事で年々仕事が減っている」「職場の人が減りワークライフバランスが崩れて

いる。退職を考えている」「雇用主が雇い止めをちらつかせている」「パートで働いている。確定申

告に行ったら税理士から生活保護より収入が少ないといわれた。なのに税金は高い」

☆ 一方、数は少ないが、「給料上がった」「子どもや孫に援助する必要がなく、夫婦で暮らしは安

定している」「楽しく勉強しながら仕事を続け、収入は安定している」との意見もある。

●「国の政策の中で、関心（心配、又は期待）をもつものについて」への意見

「小学３年の時戦争を東京で見て身近の人が死んで行く、又食べ物がなく辛かった」

「戦争にだんだんまき込まれる不安。さきゆきが心配大です」

「自分の息子が派遣で働いている。夫婦で高齢」

「安倍新右翼政策は非常に心配です。私は共産主義者ではないが現在は貴党が一番信頼できるよう

になっています」

「大企業優先、弱いものを見捨てる、戦争したい。少ない得票で大量議員が当選し、やりたい放題。

血税をどう思って使っているのか」

「大東亜戦争中は、毎日毎日、食と、自分の身を守る毎日でした。もう２度と、戦争は、ゴメンで

す。」「安倍さんの政策は、経済的にも社会的にも強い者の味方で、女性や子供、老人、貧しい人々

等、社会的弱者のことは考えていない。美辞麗句を並べているが、空虚な言葉の後ろに思慮の足り

なさ、国民や他国の人々への思いやりのなさを常に感じる。あんな人物がこの国の総理だなんて、

心から恥ずかしく、情けない」

「私は過去の経験から共産主義は嫌いですが、今の日本の状況を思うと、抵抗するエネルギーを持

つ政党が必要です。貴党は独自の姿勢に固執しないで他の党と一定の枠を超え行動できる様になっ

てもらいたい」

「一部の層が良くなっているが、低所得者は全ての面に於いて生活が苦しくなっている。戦争を起

こすのは一部の人間の“エゴ”にすぎない」
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「政治家の歴史認識のなさが戦争を美化する動きとなっている。自民党政権の強慢な政策に歯止め

をかけなければ戦争が起きてもおかしくない」

「いなかが川内で（川内原発が）とても不安です」

「福島出身です。原発再稼動反対。日本を福島のようにしてはいけない」

「強引なやり方が不安。国民の投票で決めるべきことなのに意見を聞くことすらしない」

「退職金も出ない企業ばかり、若い人も「こんな給料じゃ結婚できません」と言います」

「増税で年金は引き下げされて、生活は不安だらけである」

☆一方、政府を支持する立場からの意見もある。

「国は国民が守らなければ誰が守るのですか。中国や北朝鮮が日本をつぶすと思います。竹島の様

に日本はなりたくないです」

「原発も安全が確認されているならすみやかに再稼働してほしい。消費税増税賛成。税収は平等に

消費税です」

●「消費税の４月の８％への増税後、収入やくらし向きなど、変化はありましたか？」への意見

「５％増税時にやむをえないと思っていたが、これからの増税は全て反対します。増税分が目に見

えないからです」

「消費税は国民の生活向上、福祉の為に使うと言う事で我々も仕方なく認めたのに福祉や生活はそ

っちのけの様な感じがします」

「子供と出かける際も、サイクリングやお散歩、図書館等、無料の場所にしか行かず、食料もでき

るだけスーパーで半額になったものを選んで買っている。外食もしない。インターネットも解約し

た」

「生活税は取るべきではない。特に食品や育児関連商品、生活に響くもの」

「低所得者も高額所得者も同じ税額は絶対に不合理である」

「私共の店は売り上げが下がっています。このままだとやめざるを得ません」

「消費税をあげても何に使っているのかそれが全く分からないのがぎもん」

「苦しくなった。増税した結果、税金はどこへ使われたかわからないので納得がいかない」

「家計簿が急に値上がりしました。出費が多くなりました」

「北欧の国々の様に福祉に使われる為の税金であれば「安心の出費」として反対しませんが、国の

動きを見ていると余りにも税の行くえがはっきりしている」

☆以下は、「増税賛成」とした人の意見

「反対したいが現在の財政状況の中で福祉のためなら仕方ないと思っています。公共事業などへの

財源転用には絶対反対です」

「納得できる増税へは賛成 日本以外で高い消費税率の各国を比較対象しているが、各国の消費税

の活用方法は参考にしないこと。増税したことで、社会保障の不安は解消されないことなど納得で

きない点が多すぎる」
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「消費税そのものは仕方ないと思うが食料品は非課税にするなど考えるべき。このまま社会がおか

しくなる一方だ」

「日本の財政を立て直すには仕方がない。けれど、増税した分を自民党の都合のよいように今まで

のようにばらまくことが許せない」

●「頼高市長の政策について」の意見

「公共施設の太陽光発電の実施。市役所、病院、学校、蕨駅ホームの屋根。原子力発電の廃止」

「地球温暖化防止、市の財政支出削減の為にも公共施設や駐車スペースの屋上に太陽光発電装置を

設置して節電してほしい。新規に大きな建物を建築する際には地下に雨水受水槽を設置する事を義

務付け、トイレ水として利用する。多雨対策、自然を守ることになる」

「駅前通りのシャッターが目立ってきました。午後 7時にはほとんどの店がしめます。街灯はつい

ていますが、夜中 11・ 12時頃のようです」

「現在待機児童を１名抱えています。上の子は保育園に入れていますが産休復帰後はしばらく保育

園のかけもちになりそうです」

「急病の時は市立病院が近くにあるので安心です」

「空き家が増えてくると市のイメージが悪くなる」

「頼高市長はとても信頼できる、すばらしい市長さんです。誇りに思っています。3.11の後、（小

学校給食などの相談をして、すべて返事をいただいた）。そういう真摯で誠実な態度は評価に値す

るし、市民はそのような態度をとってくれた事を忘れない。彼は社会的弱者の味方。ずっと市長で

いて欲しい。原発の再稼働に反対なので、反対の首長さんと協同して国を動かしてほしい。」

「様々な施策に取り組んでおられることがわかりました。（ぎゃくに言うと、知らなかったことの

方が多いです）」

「平和行政に力を入れてほしい」

「頼高市長は市民に寄り添う市政で頼りになる市長さんです」

「政策が次々と実現されてゆきとてもうれしく思います。今後、教員の労働実態、図書館や文化施

設の充実に力を入れていただきたい」

「各町会の行事（例えば盆踊りなど）に市長が市名義の祝い金を届けています。個人のポケットマ

ネーならばともかく、これは我々の税金の一部です。止めて税金を 100円でも安くすべきです」

「数年前よりかなり(実行・行動)力はあると思います。又市役所の各窓口の方々が最近特に低姿勢

で親切のセクションがよく見られ良いことです」

「東京都練馬区の住民税の約５倍です。財源が取れないのであれば戸田市や川口市等と合併するな

りして下さい。現役世代の負担が大きすぎる」（※編集者注：住民税に対する誤解があるようです。

住民税（＝市県民税）は地方税法で定まっているもので、基本的に全国どこでも同じです）

「国民健康保険は年収だけで固定資産（割り）はやめるべきです。別に税金を払っているのです。

すぐにやめるべき」

「頼高市長になってから、市政が透明化され身近に感じられる様になりました」

「公共施設に長く勤務していると中を自由にしきってしまい、何の発展もなくなり人間関係に問題

が出てしまいます。同じところで３０～３５年も続けている（市職員の）女性がいます」
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「一人暮らしの高齢者のもっと寄り集いができるきっかけとか、さそいあってくれる方をふやして

ほしい。ほんとはさびしいかもしれない」

「素晴らしい市長をいただいている蕨市民はまことに幸せであると私は思う」

「特養の情報がほしい。できれば待機する老人がない蕨市にして下さい」

「（政策の）全てに賛成します。体に気をつけて頑張ってください。タウンミーティング等、市民

との触れ合い、いいですね」

「戸田市のまねをしてお風呂の料金も安くするようにしていただけますと生活費が助かります。バ

スの無料化より、お風呂屋さんに力を入れてほしい」

「先日蕨映画祭に行きました。あのように地域でまちおこし風のイベントを行うことはとてもよい

と思います」

「一人暮らしの若い人も住みやすい市にしてもらいたい。今は住みづらいまちになっています。お

店が少ない」

「頼高市長になったらものすごくこまっている人のために働いていると思います」

「子供 老人に対する気づかいが大変良い！市の借金を削減するのは大変な苦労でしょう」

●「国・市の制度で関心のあるもの」についての意見

「我が家は古いですから水道管は鉛製だと思います。全部取替えたいですが費用の事が気になりま

す」

「これからの時代高齢者社会です。介護者の負担軽減等、私の周りにも１６家族のうち８家族が苦

しんでいます。その点を重点的に」

「家族介護は本当に疲れます。親も子供なら何を言ってもＯＫと思う甘えもあるため（報道される

不幸な）事件も時折わかるような気がします。そのためにも家族から離す時間を多くとれる様なこ

とがもっとできるといいです。老人ホームというより幼稚園といっしょで老稚園がいっぱいあると

いいですね」

「頑張っている一人親世帯の暮らしが少し良くなりますように」

「高齢者が多くなっていく中で一人ぐらしの賃貸住宅助成制度なども考えてください」

「バスの通らない細い道路にも、ぷらっとバスが運行され、市民の足の補助になる様、バスをもっ

と増やして頂きたい。無料化にしなくても良いと思います。足になって欲しいです。公共施設に行

く為の利便性を求めます」

「持家のある人は生活保護を受けられないと聞きましたが、国民年金だけではこの先いつまで生活

できるかと不安な毎日です。ほんの少しの蓄えをきりくずしながらやっていますが」（編集者注：

持ち家であっても換金できる額が多くない場合は、生活保護を受けられる場合もあります）

「収入のすくない高齢者がいかに暮らしていくか、それに対応する政治が必要と思う」

「就学援助は積極的にうけてもいいものなのか？多少の家計の貧しさ程度なら遠慮すべきものな

のか？その辺をはっきりしてほしい。その援助のおかげで習い事をさせてあげられるかもしれない

が、そういう目的のものでもないか？習い事を２つも３つもやっている子との格差がひろがってい

るように感じる」

「浴室階段のリフォーム工事をしましたが、補助金があり助かりました」
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「とにかく生活が厳しい。人間らしい、芸術や音楽やスポーツや心が豊かになるものを普段の生活

に無理なく取り入れられる生活がしたい」

「生活保護については、全国的に利用しにくい雰囲気が高まっている中で、蕨市ではそういう傾向

に流されないでほしいと思っています。」

「弱者の光のあたる制度を増やしてもらいたい。金持ちは弱者の気持ちが分からない」

☆一方で、生活保護受給者への批判もある。生活保護制度への誤解があるものと思われる。

例：「生活保護者をふやさないで、若い時からしっかり働いてたくわえをしておくことが大切と指

導する（べき）」「保護を受けて遊んでいるのはゆるせない」「生活保護の方が仕事をしている者よ

り優雅で楽しい生活をしている事に対していきどおりを感じます」、など。

☆また、子ども医療費無料制度や、ぷらっとわらび（バス）無料制度に対して、一律無料は反対、

所得制限をもうけるべきという意見がいくつかある。

●「いま困っていること、不安を感じていることについて」への意見

買い物で遠くにはいけない

防災無線が聞こえづらい

家族の介護が大変

わらび公園のベンチが熱い、屋根がほしい

テニスコート予約システムにより従来の利便性がそこなわれる

プールが少ない

お金・預金が少ない

（近所に）空き家があり雑草が茂っている

子どもを大学まで出せるのか不安

６５歳で年金をもらえるのか心配

ゴミのことで家族がいじめを受けている。ゴミ当番が平等でない。マナーが悪い

歩道の段差危ない

夜の街が怖い

社会不安障害で就職が難しい

自転車の走行マナーが悪くて危ない

図書館の開館時間延長

深夜１時頃、外を人がごそごそ動き怖い。パトロールを望む

中小企業に勤めているが、いつやめさせられるか不安

夜たむろをする人が多くて怖い。警察もあてにならない

学童保育の充実を

犬の小便はやめてほしい

ゲリラ豪雨対策を
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住宅更新料は廃止を。お風呂券の増加を

教育は無償に

障害者がいるが難病のため（役所に）理解してもらえない

仕事を止めると、年金で生活していけないことが一番の心配です

家族も友だちもいなくて独りぼっちです

市営住宅に入りたい

国民健康保険には上限があり、年収が上がるほど負担は楽になるのは納得できない

派遣の仕事をしているのですが、まったく将来性は無く、明日をも知れない状態にある

周辺の工場が建ぺい率を超えて建物を増築し、荷物の積みおろしをフォークリフトを使用して路上

で行っている。危険を感じる

●「地元で困っていることや改善してほしいこと」についての意見（上記との重複は除く）

自転車専用道をふやしてほしい

歩道と車道の段差を解消してほしい

道路・歩道の補修を望む（編集者注：平板舗装の歩きづらさの指摘は多数ありました）

北町２丁目に公園を。公園が少ない（北町）。見沼用水の美化。北５用水沿いの桜の根が危険

駅前をきれいに

緑川改修。ふたをしてほしい

街路灯増設を

市民公園のバーベキューでのけむり・においの不満

塚越変電所の市民公園側の植え込みへゴミが捨てられる

グリーンロードの川口側に暴走族が集まっている

日中の不法駐車をやめてほしい

水道の不正使用がある（南町桜並木）

土曜日の開庁を増やしてほしい

南町２丁目の治安が悪い、防犯カメラの設置を

交通公園前の植木の枝が危険

JRに防音壁を

JR蕨駅西口の建物張り出しの照明が夜９時に消えて暗い

マンションの１，２階がネットカフェ、３，４階は空き家で不安

日野市のようにゴミをいつでも出せるボックスの設置を

蕨にもハローワークを

道路交差点はラウンドアバウトにするべき（編集者注：ラウンドアバウトとは円形交差点の一種で、

一方通行の環状道路で構成される交差点）

大雨で水がたまるところがある

マナーホテル近くのカラオケ屋がうるさい（中央１丁目）

ふるさと土橋公園に防犯カメラを

電線地中化を
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(蕨駅)西口の手すり?に川口(駅)のように、花が植えてあるといい

防災や障害者福祉政策で、希望する当事者がだれでも意見を交換できる機会が欲しい

（図書館～ヤオコー・スギ薬局）信号多すぎ

歩きタバコをもっと厳しく取り締まってほしい

錦町は、お店が少ないので不便な町です

町の安全の為にカメラ設置を

くるるでダンスや唄の会をしていますが、２時間無料の自転車置き場ですがダンスも唄の会も３時

間はかかるので有料になってしまう

錦町一六橋周辺の水が流れなく、濁っている。なぜ止めているのか。前はフナ、ウナギ等（シジミ

もいた）がいたのに

錦町にはＵ字溝のフタが無い部分があり、危険が放置されている

歩道に植木や自転車を置いているのは、道のはばがせまくなって危険

スポーツ施設を増やしてほしい

側溝のふたかけなどを望む意見が複数（錦町）

保育園、土よう日の給食（パンと牛乳のみ）をやさい、おかずもつけて下さい

病児保育施設の設置を

錦町の細い路地の街路灯をつけてほしい所があります。調査を

障がい者に暖かいまちの一環として小中学校にユニバーサルデザインを

インターネットで図書の注文（新規購入）ができるように。北町分館に司書を

交通事故ゼロを革新｢蕨｣の目標として、障害者団体や親を交通事故で亡くした団体などと懇談を深

め対応を願う

蕨市でも政務活動費を公表すべきだ

●日本共産党への意見・要望

「弱者の味方の共産党には基本的に賛同することが多いですが、何にでも反対ではなく、実現の為

に協調することも必要と思う」

「今のまま積極的に活動してください」

「地方・国会議員の質の低下、自民党政権の悪政が早く終わるよう共産党のＰＲを徹底的に行って

欲しい。（今、日本の向う方向が間違っていることを）」

「国会（与党）のでたらめぶりを街宣でどんどん市民に伝える。最近街宣が少ないように思う」

「この国で唯一確固たる信念を持ち、平和を守り弱者を支え知性に溢れる党であると思っています。

がんばって平和な社会を守ってください。応援しています。それと、集団的自衛権行使容認反対の

意見書提出の陳情ですが、愚かな保守系の人達に負けないで！がんばって採択にこぎつけて下さい。

こんな暴挙が許されてはいけないと思います」

「一番クリーンな政党だと思う。頑張ってほしい」

「今迄は自分自身はむずかしい政党だと思っていましたが、相談事においても納得のいく政党だと

思うようになった」

「まともな意見をはっきり述べていることが好感持てます。これからも主義主張を全うしていただ
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きたい」

「ブラック企業、ブラックバイトを追放すべく全力を尽くしていただきたい」

「独特の路線で軸がぶれない党だと思っています」

「政策、政党の品格は抜群。原発や安倍政権批判と統一してできないか」

「地域の困ったことにすぐ対応してくれる」

「市民の中に入って、直接生活面や育児面その他の情報を聴取しているのは共産党だけのようです。

特に社会保障である障害者に対するお心遣いは他の党にはみられません。末端行政では市民との接

触こそが最も必要なのではないかと思われます。この点、共産党は他党より頼りになる存在と考え

ております」

「原発をつくった自民党のおかしな点をどんどん指摘してあばいてほしい。これ以上おかしな法律

をつくらないよう監視してほしい」

「地域に対して良く面倒を見てくれていると思う。これからも皆の為の党であってほしい」

「親には子どもの頃に｢共産党はコワイ政党だよ｣と言われて育ちましたが、労働問題等で困った時

に頼りになるのは共産党でした」

「政党助成金も国からいただかず頑張って国の仕事をなさっている姿に感動しました。これからも

国民のため声を大にしてついていきます。頑張れ！！」

「日本共産党は神様です。ずうーと応援しています。ガンバレー」

☆一方、誤解や心ない意見もある。

「弱者を守るというけれど守る必要のない人がいっぱい守られているように思う。楽(昔)をしてき

たのに今になって助けてというのはおかしい。自分が悪いから今苦しいのは自分のせいだからおか

しい」

「日本共産党の党是・政策等どれを見ても夢物語で馴染めない。唯一、全野党の中でブレていない

のは、日本共産党→ゴリッパ」

「貴政党の与党に対する姿勢と一貫性は他の野党と比較して安定している。早く、中国、朝鮮との

関係を絶ち、”日本における“確かな野党としての役割を大いに期待しています」

「よいところ・・ブレない。悪いところ・・唯我独尊」

「国民の生活向上のためには国の経済力をどうつけるかだと思うので、イデオロギーだけでは困

る」

「党名を変えた方がいい」

「社民党とも共闘しない、する様子がないことに、大変失望しています。この件に関しては安倍政

権に対してよりも大きな不信感があります」（編集者注：日本共産党は国会で、消費税増税中止法

案の提出呼びかけや、秘密保護法反対運動、過労死予防法成立、憲法を守る問題など、たくさんの

問題で、社民党を含めて、一点共闘をしています）

「慰安婦問題よく取り上げるけど戦後６９年もたって時効では。昔よんだ本では日本も韓国も貧乏

で娘を慰安所に売ったと書かれていた。この問題取り上げてもらいたくないです」

以上
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質問項目 回答数 割合
回答者 性別
男         
女         
計    

回答者 年代
  代      
  代      
  代       
  代        
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  代        
  歳以上         
計    

    向       回答
           
悪            
            
計    

 国 政治 安倍政権 政策     感想   回答
安心         
不安           
                
計    

 国 政策 関心 持         回答(複数回答、多い順)
消費税 増税    
年金支給額 引下    
原発 再稼動 輸出    
憲法解釈変更   集団的自衛権
行使容認

   

介護保険 医療 総合改革    

日本 過去 戦争 美化  動    

沖縄等  米軍基地 増強   
賃金  成果  決  労働基準法
 改定

  

   推進   
労働者派遣法 改定   
教育委員会 首長 下 置 制度
変更

  

子   子育 支援新制度   
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 関心   国 市 制度   回答(複数回答、多い順)
介護    利用料負担軽減    
       高齢者 障  者無
料制度

  

在宅要介護高齢者手当 家族介護
慰労金

  

生活保護   
非自発的失業者国保税減額   
耐震化診断 改修補助   
就学援助   
太陽光発電等設置費補助   
民間賃貸住宅家賃補助   
住宅     助成   
幼稚園就園奨励費等   
鉛製給水管取替工事助成   
文化活動事業助成   
国保 保養所宿泊助成   
私道 型側溝 排水設備工事費助
成

  

教育訓練給付費等 母子 父子世
帯 

  

家庭保育室助成   

 困       不安 感         回答(複数回答、多い順)
自分 老後    
健康   
医療費   
税金等 支払   
防犯   
家族 介護   
仕事   
住宅周辺 環境   
住宅   
子   教育   
文化     施設 不足   
交通事故   
地域 人間関係   
騒音   
買 物   
子育   
子   就職   
  他   
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 良  思 頼高市長 政策   回答(複数回答、多い順)
公共施設 耐震化推進    
市 借金総額 削減    
国民健康保険税 負担軽減    
子  医療費無料制度    
特別養護老人    増設    
  歳以上           無料    
小中学校      設置    
市立病院 経営改革 診療体制充実   
給食 地域 放射線測定   
高齢者見守  災害時 避難支援   
認可保育園 増設   
   防犯灯設置   
空 店舗有効活用事業   
住宅耐震診断  補助   
市長         開催   
  人程度学級 実施   
学校土曜塾 開設   
国 県補助金 積極的活用   
老朽空 家対策   
太陽光発電  助成   
住宅     助成制度   
自主防災組織  支援   
東口      道路   
障  者       設置   
錦町区画整理事業 促進   
中央第一      推進   
蕨市  大使 任命   
市民共同参画条例   

 来年      消費税増税       回答
増税 賛成        
  以上 増税  反対        
         反対        
消費税             
無回答        
計    

 


