日本共産党宇治市会議員団

市政要求アンケートの結果
１．実施時期と規模
・2016 年 1 月より市内約 7 万戸の全戸への配布
・返信用封筒、メール、ＦＡＸなどで返信
２．アンケート回答総数
・1 月 30 日～5 月 2 日までの間に６２７件の回答が寄せられた
・男性２８０件、女性３１６件、無回答３１件
・回答のあった方の年齢層は以下の通り
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３．アンケートの回答内容

市政に「不満」・「やや不満」が 72％
「暮らしの不安」「太閤堤をやめてくらし子育てに税金を」の声
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：1.8％

やや満足 ：8.0％
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【寄せられた声】
〇太閤堤公園に 80 億円も投入するなら国保の値下げ公共料金の値下げに使うのがスジと思います。運営
も民間企業に丸投げで、市民の税金を投入して市民が潤うことのない施設に、何の道理があるのでし
ょうか（60 代女性）
〇太閤堤跡公園事業は見直しを。80 億円も使えるのなら、ＪＲ奈良線の踏切の安全整備をやってほしい
（70 代男性）
〇80 億円の税金を投入し太閤堤跡歴史公園事業をするお金があるなら、国保料引き下げ、子育て支援等、
市民のために使用することが良い（70 代男性）
〇水道代が高くなり、4 月からさらに値上がりとは。年金生活者はますます苦しくなります（70 代女性）
〇太閤堤跡公園事業に 80 億円ものお金をつぎ込むことにまったく理解ができません。税金の無駄。どう
か、少ない年金で細々と暮らしている年寄のことを考えて、よい宇治にしてください（60 代女性）
〇国保料の負担が大きすぎて家計を圧迫しています。いらない施設にお金をかけずに、市民の生活の安
定に対して取り組みをもっとしてほしい（50 代女性）
〇今の宇治市政において、市民生活を守り豊かにするうえで 80 億円もの税金を投入して太閤堤跡歴史公
園事業をやる必要があると思えない。その 80 億円があるならば、国保料の引下げ、子育て支援、教育
施設の改善、中学校給食などに貴重な税金を使うべき（60 代男性）
〇少ない年金生活。国保の保険料や公共料金の値下げをお願いします（70 代男性）
〇昨年 12 月に失業をしました。国保料の高さにびっくりしました。年収 300 万円に満たなかったのに月
額 4 万 6,700 円の納付です。皆さん支払えているのでしょうか（40 代男性）
〇「住みよい」と聞いて宇治に来てから 40 年になります。今では買い物不便、空き家もあちらこちらに。
各種の税金や保険料、光熱費、車の維持費などを引くとわずかな年金では暮らせない。無駄な開発事
業に予算を使わず、市民の暮らし応援、国保料引き下げなど、目に見える事業に使ってほしい（70 代
男性）
〇京都市内から宇治市に移り住んで 7 年目です。水道料金、学校施設の汚さにおどろき、生活から切り
離せない分野なので我慢するしかなくストレスです。きったない小学校のトイレの洗面を一度使って
みてください。子ども達がかわいそうすぎます（40 代女性）
公共料金の値下げ

市政に期待をすること（複数回答）

：358 人（57.1％）
国保料の引下げ

公共料金の値下げ

：329 人（52.5％）

国保料の引下げ

高齢者施策：284 人（45.3％）

高齢者施策

子育て支援：196 人（31.3％）

子育て支援

道路整備：188 人（30.0％）
公共交通の充実

道路整備

：182 人（29.0％）

公共交通の充実

教育施設の充実
教育施設の改善

：154 人（24.6％）

防災対策

防災対策：117 人（18.7％）

経済対策

経済対策：92 人（14.7％）

文化・スポーツ施設の充実

文化・スポーツ施設の充実
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：63 人（10.0％）

【寄せられた声】
〇水道代の値上げには納得できません。日々節約しているのに、値上げが許せません（60 代女性）
〇他市に比べて国保料の高さに驚いています。介護保険料も払う必要があり、どちらも値下げを希望し
ます（70 代男性）
〇水道料金が高すぎます。4 月から 14％の値上げなど信じられません（30 代女性）
〇退職してから京都市から宇治市に引っ越してきました。その中で宇治市政の立ち遅れを多く感じてい
ます。水道料金の高いこと、学校の教育環境の悪さ、文化施設の少なさを実感しています（70 代女性）

（２０歳代～５０歳代での要求）
公共料金：117 人（65.4％）

公共料金の値下げ

子育て支援：93 人（52.0％）

子育て支援
国保料の引下げ

国保料：84 人（46.9％）

教育施設の改善

教育施設：58 人（32.4％）

道路整備

道路整備：56 人（31.34％）

高齢者施策

高齢者施策：52 人（29.1％）

公共交通の充実
防災対策

公共交通：40 人（22.3％）

経済対策

防災対策：30 人（16.8％）

文化・スポーツ施設の充実

経済対策：27 人（15.1％）
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文化スポーツ：12 人（6.7％）

【寄せられた声】
〇3 歳の娘がいます。将来もう 1 人～2 人本当はほしいと思っていますが、京都市や城陽市にくらべ 子
育てがとてもしにくい市だと思います。給食も小学校まで等々、不満だらけです。働く場所も少なく、
保育園も入れないと不満をもらすママさんも多いです。税金を使うなら、住んでいる人のためにもっ
と使っていただきたいです。とにかく宇治市は住みにくい！子育てしにくい市です（30 代女性）
〇乳児を子育てしていますが、公立の幼稚園がもう少し充実すれば良いのにと思います。教育施設や給
食は昔からなので、あまり期待していないですが…、少しでも変わっていけば良いな。京都市内まで
も出やすいし便利で良かったですが、子育てする立場になり、お金の面、教育の面、気になることが
多いので宇治から出る予定です。まわりでもそう言っている知り合いは多いです。宇治好きなのにな
っ！残念です（20 代女性）
〇小学校 1 年生の母です。私は中学校給食の実現をぜひしてほしいです。城陽市や京都市も中学校給食
になってきています。宇治市はどうして無理なのでしょうか。どうか実現してください。お願いしま
す。意見を言いたいのに機会が無くて不満でした。機会をつくっていただきありがとうございます！
（30 代女性）
〇小中学校のトイレが本当に汚いです。カギはこわれたまま。子どもはトイレに行くのをイヤがり、帰
ってくるまで、がまんをするので体にもとても悪いです（40 代女性）
〇中学校給食が未検討なのですか！？きちんと食べない食べられない子どもが増えていると聞きます。
昼食はみんなで楽しく栄養のあるものを食べてもらいたいです（40 代女性）
〇子どもがいるので何かとお金がかかり負担が大きい。
複合施設開発に 80 億円を投入、納得できません。
ママ友の間でも宇治市は住みにくいので城陽へ行くという人もたくさんいます（30 代女性）

（６０歳代以上の要求）
国保料：247 人（58.7％）

国保料の引下げ

公共料金：242 人（57.5％）

公共料金の値下げ
高齢者施策

高齢者施策：235 人（55.8％）

公共交通の充実

公共交通：145 人（34.4％）

道路整備

道路整備：136 人（32.3％）

子育て支援

子育て支援：104 人（24.7％）

教育施設の改善
防災対策

教育施設：96 人（22.8％）

経済対策

防災対策：88 人（20.9％）

文化・スポーツ施設の充実

経済対策：65 人（15.4％）
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文化スポーツ：51 人（12.1％）

【寄せられた声】
〇国保料がベラボーに高いです、どんな財政見通しをもっているのか（70 代男性）
〇宇治市は国保料、介護保険料が高い。年金生活では本当に苦しい。何とか国保、介護保険料を引き下
げてほしい（60 代男性）
〇私は 81 歳の主人の介護をしています。
私も 78 歳で老々介護です。24 時間目を離すことができません。
私も疲れて倒れそうです。私が先に死んだらどうしよう…、不安です。お願いです。特別養護老人ホ
ームに早く入れるようにしてほしいです（70 代女性）
〇国保料が高すぎです。安い高齢者施設を増やしてください（60 代女性）
〇バスが無くて困っています。足も悪いし自転車も乗れなくて大変です。買い物はスーパーまで行けま
すけれど、駅まではタクシーです。年金生活では大変です（70 代女性）
〇高齢者は車に乗れないので病院に行くにしてもスーパーに買い物に行くにしても、足が悪かったらい
けません。タクシーを利用していますが、年金暮らしでタクシー代はほんとうに大変です。乗合タク
シーなど至急検討してください（80 代女性）
〇市役所や市役所周辺で催し物に行きたいが公共交通の便がなくて行けない（70 代女性）
〇高齢者の 1 人暮らしを安心して生活できるようにしてほしいです。毎日、最低限の暮らしをしていて
も、病気になり、お金もなく、どうして生きていくのかが一番の不安です（70 代女性）

政治についてのご意見・ご要望（複数回答）

消費税増税の中止
：278 人（44.3％）
戦争法の廃止

消費税増税の中止

：268 人（42.7％）
戦争法の廃止

社会保障の充実
：262 人（41.8％）

社会保障の充実

教育充実・学費負担軽減
教育を充実・学費負担の軽減

：183 人（29.2％）
景気対策

景気対策

：157 人（25.0％）
雇用環境の改善

雇用環境の改善
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：141 人（22.5％）

