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●党議員団の実績や政策についての感想 
 
米軍飛行訓練は以前からとても気になり不安でした。本当にやめてもらいたいです。 

 

共産党市議団の方々は市民のことをよく考えていると思う。 

 

市議会に声が届くのか？問題が提起されているのか？ 

国土交通省の実験が 3 億円を使って校舎の火災状況実験をしているが、その税金を東北で被災

した校舎の建て替えに使え。 

 

このようなアンケートで市民の声を聞いていただけるのはありがたいです。 

 

原発ゼロを提言して良いことを言っていると思う。でも影響力は今一つ弱いという感じです。でも必

要な党だと思います。 

 

良く頑張っていると思う。しかし広報が下手です。 

感謝。 

どんな団体でも物事の優劣を見極めて、いけないことはいけないと断言できるように続けていって

ほしい。 

無駄な役所仕事が大変よくわかりました。 

 

よく勉強して市政に注文をつけていると思う。 

多方面に活躍されていて、地域住民に対応してくれていると思います。 

 

私は共産党はあまり好きではありませんが、何か言いたいので書きます。 

なんでもかみつかないで正視長考して努力惜しまず。市の条例はあるの？見えない、聞かない、

日本共産党伊勢崎市議団は昨年、市民のみなさ

んの声を市政に反映させるため、みなさんから率
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何をしてるの？ 

 

保育園給食の放射線検査の件では感謝しています. 

明確な文章で読みやすく、内容が十分理解できた。わかりにくい法律用語などは解説を添えてほ

しい。 

 

もっと共産党らしいアグレッシブな活動を・・・・ 

市の広報では見えてこない事も知ることができました。 

逐一報告いただきありがたいです。紙面のレイアウトにひと工夫ほしい。たとえば駅南面の３８ｍ道

路の廃止については明確な地図説明がない。 

 

市政の見守り隊として無駄のないよう目配りしてください。 

目で見て理解できる市議団ニュースはとても貴重です。これからもやさしく説得力のある記事をお

願いします。 

市民に見られない市政のことや日ごろ理解できていないことの報告が分かるのでありがたい。 

市議会も共産党員がいるので開かれるようなものですね。他の党は賛成のみで自分の意見を持

たない人のみですね。 

 

共産党の働きというのは全然わかりません。医師、弁護士、教師とか生活に困らない人が共産党

員だと思って来ました。 

 

理想ばかりめざしても無理だから、まずムダを省いてほしい。何のために税金を払っているのか。 

少人数でありながら市民の声に真摯に耳を傾ける姿勢に敬意を表します。 

 

詳しく説明されていて大変勉強になりました。 

 

共産党は好きではないが、伊勢崎に市議団は市民の声を大切に活動されていることは好感が持

てる。 

良いことだと思います。議会に生かしてください。 

 

私は特に支持政党はありませんが、今回の市議団ニュースを拝見し、米軍機の低空飛行などは

同感です。庁舎用地の損出補てんなど、我々が気付かないことなど今後も知らせてほしい。 

 

身近な問題が具体的によくわかりました。議員団の方々のご努力に感謝。ぜひ境市街地活性化

に本腰を入れて取り組んでください。 

 

生活のポイントを把握し見事な政策実施と成果だと思う。 

 

他市との比較で伊勢崎市の現状を把握できました。 

日本には共産党は必要ない。 

 

共産党の市議の方は本当によくやっていると思う。 

 

市の財政、無駄遣いを徹底して追及してください。 

 

市議団ニュースを読んで、身近な話題の事実が分かり驚きと自分の無関心を反省している。今後
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とも事実を伝えてください。 

 

市政に対して、市民の知らない情報がこんなにあるのかが初めてわかりました。今後も参考にした

いです。 

 

良い内容でわかり易く、考え方も大変素晴らしい。 

 

水道庁用地の損失１２億円は全く知らないことなのでびっくりした。 

 

ニュース届けていただきありがとうございます。市議会の様子がわかるようになりました。 

老いていく夫婦と 96 歳の母を抱え今を生きていくのが精一杯です。それでもふと現実を考えること

もあり、老人社会のいま、昔は人々のふれあいも多かったと・・。 

知らないことがたくさんある。勉強になった。 

意見多数→財政が健全化したことを批判した記事になっているが批判の根拠が不明瞭、一方的

な見方だ。不登校や進学率について、30 人学級より教師の育成に力を入れて。米軍機について、

騒音を出さない工夫を求めてほしい。（詳細略） 

 

よくわからない活動して広報している。 

 

市議は良く活動している。 

 

北千木町（故）八田様以来応援しています。 

 

あまり目立っていない。 

 

国民が豊かになるには国がゆたかになるしかない、それには能力のある人にさらに頑張ってもらう

政策が必要です。 

政策に期待しております。 

市議会での活動ご苦労さまです。「北さんのフレッシュ便」楽しみにしている。会議での質問も党

員が少なくて大変と思う。私たち以外の無党派の人も政策や実績を見て必ず応援してくれると思

う。 

 

老人の人口が増えているので、特に低所得者 60 歳以上の会員を増やしてください。 

自民党の政策にはっきりとノーと言えるのは共産党しかいません。共産党を支持する人を育てて

ほしいです。 

 

常に国民目線で良いと思います。 

 

実感がないのでよくわからない。 

いつも詳細なデータで具体的な案件について指摘した資料を公表していることに敬意を表します。

日本共産党の支持率が上昇しています。頑張ってください。 

 

庁舎用地の損出 12 億円が水道料で補てんされているとは思いませんでした。 

 

日頃のご活躍ご苦労さまです。口先だけの他党の話に多数の人たちは乗るのかわからない。 
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役所のいい加減さと無責任さに腹が立つ。共産党にはもっと追及してもらいたいと願っている。 

くすぶっている市民（自分）の頭の活性化にはとても良いです。何事にでも関心を持ち考える力を

養いたい。 

市民の目線で政策を執っている。 

「いつも市民の為にありがとうございます」と思って読んでいます。 

 

毎回拝読しています。もっと頑張ってくだい。 

共産党議員団は日常生活の活動を推進してくれる。 

むだなことはやめさせ、必要な案件については頑張っていると思う。 

 

議員の言うことは正しいと思います。 

北島議員の日頃の市政広報活動に敬意を表します。 

情報を市民に伝えるのは今のままで良い。市政が縦割りで予算が余っているのかムダが多い。 

 

今後も期待します。 

 

市民の生活が良くなるように市政全般にわたってチェックしてほしい。 

昨年伊勢崎市に引っ越してきたばかりなのでいろいろと勉強になりました。特に、子育て中のため

高校の進学率については驚きました。引き続き要望を継続していただきたい。 

市民のために活躍してくれていることが何よりです。 

駅周辺事業のことや国保税のこと、良く取り組んでいることに感謝しています。 

いつも真正面から諸問題に取り組み、議会でも重い意見を述べ、他の政党を圧倒しています。た

だし、政策についてはもう少し具体的な提案（批判ばかり聞こえる）をしていただくよう希望します。 

 

しっかりやっているが相手が多数で大変。 

 

まさに議員のみなさんの言う通りです。保険料にしても介護にしてもその通り。あるお医者さんが

訪問介護に歩いて「老人を切り捨てていくようで困った世の中だ」と言っていた。私もその通りだと

思う。 

 

市民のためにより良い政策に取り組んでもらいたい。 

見やすくわかりやすくて読ませていただいている。 

的を射ていて良いと思う。 

 

共産党の皆さん、がんばってほしい。 

市民のためによく働いていると思う。感謝しています。 

大変見やすく、庁舎用地の問題等知らなかった事柄を知ることができた。 

どうも負担を（税、保険など）軽くする活動が多い。むしろ、うまく使う活動に重点を置いてください。

老人ホームに入っても日常（食・住）に追われているようだ。相談に乗ったり話し相手やリハビリな

ど本来の介護活動の充実を望む。 

志は途中で変わるものなのですか？ 

 

地道に着実に活動をすすめていることに感心します。 

いつもご苦労さまです。今後も期待しています。 

 

物事に真剣に取り組んでいる姿や熱心さが感じ取れます。 
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これからも地道な活動を市民の立場に立って、考えて実践していただきたい。 

 

市議会のなかみは共産党の広報で知り大変わかりやすく勉強になっています。他の報告を見ても

市側よりで少しも改正しようという考えはないと思う。これからも身近に教えてください。 

市議団ニュースを見て、そんなことがあったのかと驚いています。市民生活は苦しいのに市財政

は 179 億円の黒字。とんでもない。 

 

米軍機の低空飛行。もし民家に落ちたりしたら、と思うとぞっとした。 

 

やることはさっさと片付けてほしい。 

 

地域のことを地道によくやっている。感謝している。 

市政の状況等知ることができ、大変参考になった。行政の状況等、各区長を通し報告の機会を作

ってほしい。 

共産党の人たちは利権に関しないので立派だ。政党助成金も立派だ。 

まじめに取り組んで頼りになります。 

きめ細かい財政等のチェックは今後とも継続してほしい。身の回りの問題点をよく解説して頂き感

謝しています。 

 

頑張っているという印象は持っている。情報発信・提供は評価できる。 

お願い事をよく聞いてくれます。とくに北島さん。 

 

直接会ってもいないし話もしていないので不明。しかし、時折広報車の内容を聞く限りでは市民

(庶民)の味方かと 

 

共産党？何をされているのか分からない。役立っているのか疑問。 

 

何を書いていいか難しい質問 

地道な活動に感謝 

市民の立場でがんばっていると思います。ありがとうございます。 

よくわからない 

今回はポストではなく、手渡しでしたのでどうしても目を通さなければと思いました。ゆっくり見せて

いただきました。進路未定で卒業する子どもさんがいることに胸を痛めました。（省略）今回の数字

はショックでした。 

政策があっても実績がわからない。 

非常によいと思うがもっと強く意見を述べてほしい。 

宮郷地区に下水道を通してほしい 

ポストに投かんされていたので分かりません。 

 

身近な話題でいつも興味深く見させてもらっている。 

「損失１２億円」なんて市長を含め他人事の思考ですね。これからも正しい追及をお願いします。 

市民には知られていない事を、事実を知らせてくれるので市政の様子がわかってよい。 

身近な所で毎日小さなことでもコツコツと活動されて感心します。 

 

共産党は大変市民の生活に頑張ってくれる。 
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基金がそれほどあるのなら、国保税のより一層の引き下げなどすべき。 

市民のために日夜ご苦労さまです。 

 

責任転嫁という言葉があったがまさに共産党市議団その物のことと感じた。不登校等は仮定の問

題が根強い。30 人学級にすれば減るというものではない。 

地道に誠実に活動していると思う。 

 

実績や政策については感心する。日頃から市民のために人力と努力をしていることが伝わってく

る。同時に他の市議の実績が全く伝わってこない。何を市民のためにしてくれているのか？ 

 

無駄不正に対応していくことに全面的に支持します。 

大変よく行っていると思う。 

 

毎日のご奮闘ご苦労様です。お体を大切にしてください。 

 

高校進学率が県下 下位の記事。びっくりした。ショックだ。 

このようにチラシやＨＰで広報すべき。ＰＣ世代でもチラシのインパクトを感じる。賛同できない人に

も一定の効果があるだろう。 

 

よく調査して、結論もちゃんと出ている。実績及び政策に感心する。 

今まで選挙とかは興味がなかったが、今回この用紙をなんとなく読んで、共産党は市民のために

いろいろと頑張ってくれていることが分かった。 

2 人の議員でよく頑張って活動している 

国保税引き下げは大変良い運動だった 

非常に精力的に活動してくださり、地域に密着していると感心した。 

議員は 70 歳になったらやめること 

米軍の飛行機にはいつも不安を感じています。ぜひ低空飛行をやめていただきたいです 

 

よくやっている。 

国保税引き下げ素晴らしいですね。消費税増税反対の活動がんばってください。 

 

共産党の名称を、自由党と名称を変更してはいかがか。 

 

何ら市民のためにならない多数の議員より少数ではあるが真に市民に役立つ議員として今後も活

躍を期待します。 

昔の野党は社会党という党があり、与党にかみついていました。今は政党で本当の事を自信を持

ってかみつくのは野党では共産党だけ、他は玉虫野党ですね。 

伊勢崎の色々の事がよくわかり勉強になります。 

 

皆さん大変頑張ってくださっていることに感謝しております。これからも身体に気をつけて頑張って

くださることをお願いします。 

 

ほとんど読んでいます。行政マンと一般市議の市政に果たす役割、意識の欠落に憤りを感じま

す。 
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実績政策ともたいへん良いです。他の市議は何をやっているのかさっぱりわからない。 

 

低空飛行、水道料補てん・・全市民に良く知らせることだと思う。特に低空飛行は自分の身に迫る

ことなので市民の結束は得られると思う。教育問題・・これはなんていったって偏差値が良い者の

勝ち、それが消せないのですすまない。「子どもたちを苦しめる教育」どうしたらいいか。 

こんなに私達のためになっているのに全市民に理解してもらえないのが残念。何かいい方法はな

いですか。市政だよりに入れられませんか。 

なかなか詳しい報告がされていないので、大変参考になり今後ともよろしくお願いします。 

 

高校進学率、県下 下位とは驚いた。このような実態は一般マスコミ情報ではなかなか知り得ない。

市議団ニュースは大変貴重なものだ。 

伊勢崎駅周辺総合開発事業を見直して、駅利用者が利用しやすいものにしてほしい。立体駐車

場はいらない。 

 

老人が意見を言えることは良いこと。 

 

●党議員団へのご意見・、ご要望、ご相談 
 
声を大にして党員増大を。 

選ばれた人間です。市民のために人力をつくしてください。弱者が住みよい街はみんなが住みよ

い街です。 

いつも奮闘されている様子。これからもよろしくお願いします。 

憲法、原発、税金、自分の意見とすべて合うのが共産党です。まじめに働く人たちの味方です。

応援します。 

小企業で社員で働いている自分より、生活保護を受けている人の方がいい生活をしているのが気

に入らない。仕方のない方もいますが、税金払っているのが馬鹿みたい。 

 

私たち国民の立場に立った活動をこれからも頑張ってください。 

党員のより一層の増員を期待します。それに対し何をすべきかを良く考えてください。政治は人数

です。共産党は党員数第 1 党が夢ですか。 近共産党を応援していますが、北島さんの顔を見

たことがありません。アンケートも必要ですが本人自身のＰＲが必要では。そして 1 人でも多くの仲

間を増やし活動すべきです。 

 

市民が何を求めているかをもっと考えて市民の声を聞いてほしい。ニュースを見ていても市民のこ

とよりも自分たちのことしか考えてないような人達が多いように感じます。悲しいです。 

安倍首相の暴走を市民にわかりやすく秘密を暴いて。 

 

共産党に限らず、とにかく国会議員が多すぎる。一人ひとり何の仕事をしているか知りたい。選挙

のためだけに活動しているとしか思えない。まずここを削って給料減らせば消費税を上げなくてす

む。しかも、年金もたくさんもらっている。二世議員も多すぎ。コネで入るな 

 

議会報告など街頭演説での共産党の声をもっと多く。 

これだけ行動しているならアナウンスをしっかりしてください。陰ながら応援します。 

頑張ってください。 

政党にこだわらず住民のくらしを守護、継続、発展させてほしい。 
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共産党の人は良く勉強していると思う。尊敬している。 

 

どこの党も期待しない。誰一人「議員報酬を下げます」っていわないの！反対にバカな市議は足

らないって言う人がいる。 

長谷田公子様がんばってください。 

向こう３年自民のやりたい放題。北朝参加が進む。だから、正視、長考にてぶれずにかみつかず。 

 

水道料の加算の件、もっと大きく騒いでください。下城市長の時の絵画の件も。 

 

機関紙のみならず、もっと市民に声が届くアグレッシブな活動を 

 

熱心に先進的に行動されてありがたい。駅北口の北への道路が狭すぎます。大型車が頻繁に通

ります、広げてください。 

無党派ですが、がんばってください。 

高い見識を養い、是は是、非は非と主張してください。 

いつも応援しています。がんばってください。頼りにしています。 

今後も私達の見えない市政などお知らせください 

 

コミュニティバス⑦9 便⑥9 便④前後 2 便増やしてほしい。 

これからも国民目線、貧困者目線、弱者目線等で頑張ってください。 

 

自衛隊の飛行機、確かにうるさいですね。 

歴史は繰り返すというがこの頃江戸時代に戻ったようだ。アブレ浪人と言われた昔の人が現代の

若者に、老人に生まれ変わって現われていると思う。政治家は何をしているのか。 

ボーナスもない、本当に給料だけで子どもを育てやれやれと思ったら国保、県民税、介護保険と

みなさんが払える金額にしてほしい。（欄外に）ごめんなさい。 

 

公務員改革で無駄な人員を減らして必要なところは定年後の人間を雇用して、低賃金で防犯等

をおこなう。 

境地区のことを忘れないでください。多くの旧町民が合併を後悔しています。 

これからも期待しています。がんばれ共産党。波は今ある。 

真面目に政治活動してくださっている点大変感謝しています。 

意見が公に出ないのが不思議ですね。 

 

米軍戦術輸送機Ｃ130 ぜひ中止してください。 

 

政党どうしの足の引っ張り合いでなく時には協力して国民市民のために誠意を持ってお願いしま

す。 

 

後期高齢者の「生活支援」をもっと活用できるようにしてほしい。突然病気になった時など全然支

援なく申請しても 2 カ月もかかるので、その間すべて有料でお手伝いさんを頼む状態では介護保

険料を何年も納めている意味がわからない。 

 

全く不安はありません。安心しています。今後も市民生活充実のためにご活躍を祈っています。 

議席を増やして自民党に勝たなければ何も決められない。 

境地域福祉センター内に運動マシンが数台あるが、それを利用して常時楽しく使えるようにしてほ
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しい。シニア世代の運動意欲が高まっている昨今健康維持のためにも・・・・・。以前使ったことがあ

りますが、部屋の雰囲気その他でまた使いたいとは思いませんでした。このままだと無駄な一つで

す。 

 

二度目の首相が景気回復とあおりたて不安だが、決断と行動実行が早い。民主党みたいに非常

事態に行動できないのより良いがヒトラーがちらつく感じです。 

私たち身体障害者には本当に役に立ってくれる党だと思う。今少し議員さんの人数が多い方がい

いと思う。 

 

もっと組織が大きくなればいいのだが。 

殖蓮第 2 小の教室照明のＬＥＤ化。天候不良の時は黒板がよく見えない。 

 

皆さん方の正しい意見が通る世の中になることを願っている。車に乗れる歩行困難者が駐車でき

る場所がほしい。 

 

※裏面に「敬老の日」祝いについて記述 

 

秘密保護法は絶対反対。国民のほとんどが反対していることを通そうとする暴挙は許せません。共

産党さん廃案に向けて頑張ってください。 

 

特定秘密保護法案についても大変不安です。どのような活動をしているのですか、前面に立って

活動を進めていただきたい。 

庁舎用地の損失１２億円の件は市の無責任さが伺えます。これからも難問に立ち向かうことが多く

あろうと思いますが市民の為にがんばっていただきたい。 

 

市民生活に密着した活動を充分行って、誤った行政のあり方を正してほしい。 

子供・子育てをしている家庭の負担を和らげてほしい。 

 

毎年靖国神社に参拝してくれ。英霊のおかげで今の平和な日本がある。 

伊勢崎北方面の発展に比べ、南方面は草や遊休地、考えてほしい。 

 

投票権のない 10 代の声を聞いてほしい。10 代が望んでいるのは社会主義ではない。現在の高齢

者の利権を壊し、高齢者と若者の負担が対等な社会だ。共産党の政策はこれからの未来より、今

の一票を重視しているとしか思えない。 

資本家と労働者が手を取り合い生産を上げ健全なる社会をつくるように理論活動を活力に推し進

めてほしい。 

 

いつも住民にために尽力していただきありがたいことです。 

 

共産党の方は地区を回り、住民運動を良くされて感心します。ご苦労さまです。 

 

がんばってください。 

正直、伊勢崎市内も生活保護の不正に対して甘すぎ。市役所で体調の悪い演技をする人は、ほ

ぼ 100％不正なので共産党さんこそ厳しく見てほしい。てんかん、脳梗塞で不正受給で運転して

いる、または対人恐怖で、うつといいながら、誰とでも話して２５万もらっているという母子(子供２人）

がいます。 
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女房が学会員のため共産党頑張れ 

 

月十万円くらいの年金生活から介護入所するので、土地と家を担保にするとテレビで聞きました。

ご先祖様を守っていけなくなります・・・・・ 

政党助成金を受け、もっといろいろな面で大きく活躍してほしい。自民党に対抗する代表的な党

になってもらいたい。生涯共産党を応援します。 

日本共産党頑張ってください。 

日本共産党を応援します。 

 

少ない年金で暮らしています。お付き合いもできない状態です。苦しい生活をしているのに国会

議員は何もかも優遇されていてうらやましい。国会議員１人１億かかるそうです。議員を減らしてほ

しい。全部で 100 人もいればいい。 

頑張ってください。 

 

これからも頑張ってほしい。市政だよりに載っていないことを知らせてほしい。不登校が 12 市で 1

番とか・・全く知らされていなかった。 

 

今の世の中、政治もダメ、暮らしも良くならず、つまらない金ばかり使い老後の楽しみは全くなし。

皆で目を光らせ少しでも良い世の中になりますように。 

 

役所の不正や無責任さを追求できるのは共産党だけなので、今後もぜひ頑張ってもらいたい。お

願いします。 

 

今後も市民の立場に立って市政を考えてほしい。 

"伊勢崎市も（以前は 3 人共産党議員がいた）もう一人若い（吉良さんや辰巳さんのような）議員が

増えるとよい。応援している。 

平和の歌などのピアノ伴奏が必要な際には弾きます。楽譜さえあれば弾けます。" 

 

もっと頑張ってください。応援しています。 

日本共産党議員団が具体的な活動方針で展開してくれる点は理解することができる。 

大胡県道西、農耕車優先の看板を。土地売却関連。赤堀の防風林の問題。 

市営住宅の取り壊し予定などで修理や手すりの取り付けなどなかなかしてもらえない。安掘市営

住宅の建て替えはいつになるか。耐震など安全性が心配。水道局の１２億円もの損出、そんなお

金があるなら早めの対応を。駅前の開発も必要でしょうが、末端の人のことも考えていただければ

と思う。 

正しいことは正しい、一般市民の声がもっと市民にわかるように頑張っていただきたい。 

共産党らしくもっと市政に強く訴えてほしい。 

伊勢崎市が合併した後の赤堀、あずま、境支所の施設、人員等の見直しを（大きい部屋にパラパ

ラの職員） 

コミュニティーバスを使用しています。１００円でもよいから本数を少し増やして。利用する人が増え

るのでは。前市長の時にもお願いしたが返事はなかった。 

よく頑張っていると思います。 

 

頑張ってください 

県外で両親が党員活動をしています。選挙等では応援しています。ご活躍期待しております。 

四ツ葉学園廃止、平等な教育へ 
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いろいろな問題や施策等について、党として明確な指針、主張を希望します。 

 

北島さんにはいつもよくしてもらって感謝しています。 

 

今の政府は大企業の味方で格差が益々広がる。世襲議員が多すぎ、選挙民が愚か過ぎる。 

日本共産党議員団の活動は今のところ良くわかりませんが、とにかく要望は実行してほしい。共産

党でも民主党でも党には関係ありません。約束したことを実行することが一番の国民の党と思って

いる。きっと良い政策をしてくれるよう願っています。第二次世界大戦よりずっと日本の国民として

生きてきて人生の終わりに税金の苦労をさせないでほしい。幸せな一生を送らせてほしい。 

議員は優秀な方々がそろっているのですから、市政に反旗をひるがえす折は我々一般を呼び出

し、皆で反対運動などに使ってほしい。伊勢崎市と合併して大損したと耳にするたびに小さくなっ

ています。 

 

弱者の人たちのために頑張ってください。市財政に余裕があるならば国保税や介護保険料の引

き下げに取り組んでください。高すぎます。 

 

日本共産党の政策はとても良いが、共産という名前が敬遠されている節がある。思い切って党名

を変えてみることも必要と思う。 

 

がんばってほしい。 

 

先の参院選で他党の敗北が目立つ中で共産党が若手であるが伸びているのは終始一貫した姿

勢が評価されてきたからではと思う。改革、革新は粘り強く行うことが大事だと思う。頑張ってくださ

い。 

どうも何でも反対共産党のイメージが強い。むしろ８割は賛成、２割は改善提案を出すくらいのゆと

りがほしい。頑張ってください。 

淋しいことですが今は余り他人（ひと）を信じることができなくなってます。ショック 

法人税をやめると会社の利益が増加し給与が増えると言うが何％の人が増えるのか。年金生活者

は保険料増加と消費税増加で、多数の人たちの生計は悪くなる。市民病院が土日休診は何故か。

介護施設は入所希望をしてもなぜ入所できないのか。 

ご活躍を期待しています。 

 

若者や６０歳定年後、パート勤務で働いている多くの人が厳しい条件の中で働いている。仕事が

できるだけでいいというような雰囲気がないようになるといい。 

７０歳の人に１２００円の敬老祝い金支給方法の改善を。理由①平均寿命８０歳の時代にそぐわな

い②毎年度支給でなく８０歳時に支給する方がありがたみが増す。 

 

北島議員は一生懸命でいつも世話になり助かっています。 

老若男女安心して過ごせる伊勢崎市であってほしいというのが理想です。特に低所得者層。 

これからも頑張ってください。 

 

大変よく頑張っている。体に気をつけて、今後の活躍を期待します。 

 

庁舎用地の損失１２億円は水道料で補てんとの事実をニュースで初めて知った。広報での説明に

怒り心頭。共産党頑張れ。 
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税負担が多すぎる。国民の立場で、生活を考えてほしい。軽自動車税も上げないでほしい。 

 

是々非々で方向付けを。 

 

中国共産党に対して国際法を守るように進言してほしい。 

住民のために活動してくださりありがとうございます。一般市民からみて市全体の市役所の無駄を

削減してください。 

庁舎用地の損失１２億円は水道料で補てんすることは酷すぎます。もっと強力に声を大にして追

及してほしいと思います。 

これからも地域の為、住人の為に力を貸して下さい。 

市民の立場での要望はありがたいが、財源の限界も十分視野に入れてほしい。 

 

議員年金の引き下げ、公務員の駐車場の徴収。 

 

無党派の人間ですが、今の自公政権はほんの一部のお金持ち権者の肩を持ちすぎるのでは。そ

うした人々が国を豊かにしてくれていると「力」を貸すのかもしれませんが。庶民が普通に生活でき

る国造りをしていただきたい。 

 

しっかり仕事してください！！ 

 

（党の）主張は皆が望んでいることなので、何とか理解を一歩前進できる方法はないものか。 

秘密保全法は廃案になるよう共産党のみなさんにお願いします。三浦綾子先生の『銃口』という小

説を読んで、この作品に描かれたことがまた起こるのではないかと危惧している。 

共産党の議員さんは実行力不足です。そう思う事が多々ある。 

母、夫をそれぞれ施設、病院への送迎を週３回している老老介護者です。１日１日を無事に過ご

せて、ほっと一息してペンを取っています。また何か機会があったら書かせていただきます。 

 

時々来訪してください。 

このような市民アンケートは他の議員団にも広がってほしいものだ。 

広報の配布を太田市のように新聞折り込みにしてほしい。毎月２回も住民にさせるのは限界です。 

これからも体に気をつけて活躍してください。応援、期待しています。 

引き続き市民の立場で活動してください。 

投票率も市の中で 低。政治に対する関心がないのか、あきらめか。市政の報告をどんどん市民

に知らせてほしい。投票に行けない程若者は疲れて寝ている。 

一市民の小さな声を一つ一つ取り上げて、やがて一つの大きな活動になると思う。小さな声を見

逃さずに。今後の活動に期待します。 

伊勢崎市議団のニュースがポストに入っていると必ず目を通しています。知らないことがたくさん

書かれているため有意義です。今回初めてアンケートを書いてみました。老後の生活が心配な年

齢になって来ました。消費税も上がるし年金で生活できるか不安です。 

 

45 年前から貴党に投票してきましたが、何かずっと活力がなくなったような気がします。もっと現実

的な方向性を。 

今は自由民主党の実行力でやや落ち着いたようですが、共産党の皆さまのキッチリした意見も大

切。日本のためにがんばってください。 

日本共産党さんや公明党さんには特に興味がありません。 

国民のため一生懸命やっていると思います。 
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批判的すぎる、建設的な主張が無い。 

今まで出会った日本共産党員は真面目で誠実な人たちだった。しかし、中国や北朝鮮等の共産

主義国をみると・・・党員のためでなく全国民のために働くなら党名を変えた方がよい。 

 

共産党に対して昔からのイメージが悪く誤解している人たちが多くいると思う。こんなにも市民、国

民に対して第一に考えてくれている党はありません。党に対して理解してくれる人たちが増えたら

党員や選挙の時の票も増えると思う。 

巡回バスの利用状況を見直して必要なところは残し不要な所は廃止する。 

恥知らずの首相や政治には何も期待できず、情けない。まともな政党で支持しているが、共産党と

いう名前が共感できない人々が多数いることも重要では。 

もっと結果を出してほしい。あまり良く共産党の力が出ていない。 

 

年金の欠落の問題についてご相談いただきありがとうございました。おかげさまでその件判明し全

額入金になりました。お礼申し上げます。 

 

生活保護者を増やしているならやめるべき。「共産とは労働ありき」がわかってない。弱者保護に

重点を置きすぎで、それは正義でも共産でもない。 

これからも各方面で頑張ってください。 

市議選には二名を絶対に当選させ、人材を育てて議席を増やし、健全な市政にしてほしい。 

 

市営住宅や県営住宅に外国人が非常に多く入居して困る。ごみやいろいろな問題を起こしている。

何とかならないか 

ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝからの資源の持ち去りが多くなり、散らかして困る。資源ごみ持ち帰り禁止条例みたい

なものを制定できないか。 

 

いつも応援しています。がんばってください！！ 

これからも地域に支持され、市議会で物を申す政党であり続けることを期待しています。 

市民と暮らしを守る党として引き続き活動してください。 

先日消費税８%増税反対の宣伝カーが家の近くを通り(日本共産党の）その声に同感しました。反

対活動応援しています。がんばっていただきたいです。 

投票について。高齢となり地元の投票所へ歩いて行けないので、ﾀｸｼｰで市役所へ行くが係員の

態度が悪く不愉快。元気に見えるのだろうか８５歳ですよ。 

 

善処してください。特に伊勢崎市職員（市税）のモノラルと高い給与などを考えてください。 

 

市政とは関係のないことですが、安倍政権が企んでいる「秘密保護法案」は絶対阻止してくださ

い。 

これからも今まで以上に私達貧しい国民のために悪人自民党をやっつけてください。期待してい

ます。 

 

市職員にとって恐い存在にならないで。職員も一般庶民です。職員の意識が変えられるような仲

間意識で臨んでほしいです。 

今後ともガンバってください。 

弱者の声を取り上げて頑張っていると思う。ありがとうございます。 

何もしていないので申し上げられませんが、「低空飛行落ちたらどうする？」のような具体的な本人

にすぐ損得が見えるような問題で展開したらどうでしょうか。★上品で清楚すぎます・・共産党 
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活躍しているな～と思ってもらえるように、街中演説をやってほしい。 

これからもどんどん発言よろしく。議席数を増加させましょう。 

市議団ニュースとても参考になります。子どもの不登校等について、もっと市に対策を求めてくだ

さい。 

 

八田さん、長谷田さんと上泉町の竹内さんのご冥福をお祈りします。 

 

議員数半減。国家公務員の給与減給。天下り等、税金の無駄遣いをなくせ。 

三郷公民館の話を聞いたことはないか？公民館があるから民がいると思っているような気がする。 

 


