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2021年 秋
衆議院議員選挙

衆議院議員選挙
この秋、衆議院議員選挙があるの
で、久しぶりに特集してみました。
来年は参議院議員選挙も
簡単なアンケートでも、みんなに聞
いてみるっておもしろいな〜と
でも、正直、日々の生活に精一杯。
選挙にまで気が回りません…
わかる〜！ 参加しなくちゃと思って
も、政治っておもしろくないし、どう
せ意見なんて反映されないし…って
政治家のおじさん達、全員同じに見え
ちゃう。政治家はすぐ悪いことして、
いつも後始末ばかり、という印象。私
達のこと本当に考えてると思えない
うん、信頼できない…。平気でウソつい
たり、都合が悪くなると入院したり。そ
れで協力しろと言われても…
えらくなるとみんな変な顔になるよね
コロナ対策だって、本気で国民の命を
守る気があるの？ってみんな思ってる
そうそう。誰のための政治なのか、どん
な国を目指しているのか、見えてこない
よね。…軸みたいなの、ないのか !?
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11投票区（萩山町5丁目、栄町1丁目）
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軒下に巣箱を設置したらシジュウカラが
やってきて子育てしていました。私達家
族がいても出入りするくらい慣れて、姿
が見えるだけで、毎日ほっこり。
4 匹のヒナと親鳥が無事に巣立っていき
ました。来年戻っておいで〜！

自粛中、毎日３食料理していたら
レパートリーがドーンと増えた！

17投票区（富士見町2・3・4丁目）
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掃除が嫌いな私。息子や娘のお友
だちが突然遊びに来ることにな
り、掃除せざるを得ない状況に。
結果、キレイになってナイス☆

植物の世話が超苦手でいつも枯ら
していたのに、今年は子宝弁慶草
が元気に育ち、赤ちゃんがたくさ
ん生まれました〜。嬉しい♪
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買 い 物 が 終 わ っ て、
家に着いたとたんに
夕立ちが！
濡れずに帰ってこら
れてラッキー♪

長〜いコロナ禍、身もココロも
お疲れ気味ではありませんか？ 愚痴を言うのも
もう飽きた。「そういえば、ちょっとイイコトありました
〜」を見つけて、笑顔と元気を取り戻しましょう。HUG
メンバーの「ささやかだけどホッコリする話」をご紹介☆
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『選挙の記録』
（東村山市選挙管理委員会）より

投票率は減ってるんだね。若い年
代ほど投票率は低い…
だから、政治家も若い人向けの施策に力
が入らないのかな。雇用とか子育てとか
SNS 上で批判や話題が盛り上がってるけ
ど、古い政治家には伝わってないのかも
今回、アンケートを介して選挙や政治につ
いて話す機会ができた。話すことで興味が
出てくるし、政治が、自分の生活に結びつ
いている意識が出てきた。子どもたちの分
も含めて意思表示しなくちゃって

目先のことや自分の利益、パワーゲーム
にしか関心がないように見える

疑問や批判、思ったことを口にできること
が大切。時代の流れが早くて、選挙だけで
は間に合わない感じ…。１つ１つの施策に
対して意見が出せるしくみも必要では？

資本主義の行き詰まりを感じる…。国や
地球の未来を見ているように思えない。
環境問題は危機的状況。自分達が住む所
なくなるよ、という、これも命の話

無関心だと私たちの意思はどこにも反映さ
れないよね。でも、何をすればいいのかわ
からない…。まず、こうやって話すこと、
考えることと…そして、選挙に行こう！

単身赴任の夫。週末もコロ
ナで帰って来られなくなり
３人の育児がワンオペに。
自然と子どもに任せること
が多くなったら、何でもや
れるようになるし、自分で
決められるようになるんだ
〜と実感中。

毎年庭でスイカを育てていましたが、連作は
ＮＧとか。試しに今年は野菜用のプランター
でトライしてみたところ、３つもなりました！

手洗い・マスク生活で家族全
員風邪をひかなくなりまし
た。薬を飲むことが減った！
わが家に子猫がやってきた。家族の会話
が増え、息子の成長が見られ、何より全
員メロメロ。このごろ親離れを感じてい
た小 5 の息子が、子猫が来たらまた甘
えるようになったのも面白い。
毎日噛まれまくって腕の傷は増え続け寝
不足も続きますが、やっぱりわが家の
ビッグナイス！

息子（大学生）のバイト先の居酒屋
が閉店。そこで先輩に頼まれたバイ
トに行くことに。夜間や早朝の人が
いないビル等でシャッター点検とか。
コロナ禍にぴったりでナイス！

シリコン製の結ばない靴ひも
（紐状でなく左右を一列ずつ上
から留めていくタイプ）に替
えてみたら、スニーカーの脱
ぎ履きがスリッポンのように
楽ちんになった上、フィット
感抜群に。足の裏のタコやウ
オノメができなくなった！

コロナで電車に乗ってのお出か
け機会が激減したので、ダンナ
と散歩が習慣に。中央公園や八
国山、北山公園に足繁く通うう
ち、季節ごとに目にする植物や
野鳥の写真を撮ったり調べたり
して自然観察がすっかり楽しく
なりました。鳥の鳴き声や花や
木の実など、身の回りの自然の
豊かさに癒されてます。
イラスト みっちゃん

アンケート結果
１

④わからない 9％ ④の理由

③投票しない 1.5％

コロナで行きにくい。ネット投票できた
らいいのに／選挙があること知らない
／住んでいる所に住民票がない など

②たぶん投票する 24％
①必ず投票する

②の理由
投 票する気 持ちはある
が忘れてしまう／その時
の気分で／住んでいる
所に住民票がない／結
果を見るたび無力感に
襲われるから など

65.5％

①②あわせて 90％！

２

３ 今回の選挙は「政権選択の選挙」だと言われていますが、政権交代についてどう思いますか？

この秋に予定されている国政選挙。あなたは投票しますか？
③の理由
回答なし

①の理由
権利だから／20歳で親から言われてから毎
回行っている／自分も参加しないと変わらな
いから／国民の義務だから／やっぱり声をあ
げないといけないと思う／投票に行くことで
意識が政治に向くと思うから など

③の理由
コロナは初めてのことなので、
どの首相でも難しいかも／任
せられる政権がない／きょう
みがない／まだ深く考える余
裕がない／今がいいわけでは
ないが、
交代しても変わらない
のかなと思う など
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①政権交代はしない方がいい（現状のまま） ①の理由
10％
コロナ禍で大きな変化は望まない／交代しても意味がない／
個別にいいと思う政治家がいても政党となると悩む など

40％
②政権交代した方がいい
50％

①②③全部に共通しているのが「交
代しても変わらない」という意見…！

４

今回、特に注目する項目はなんですか？（３つまで）

・次世代を意識した政策
・ポンコツIT政策の改革

③わからない

表紙の投票率データよりずっと多い！

①コロナ対応・危機管理
②環境問題、原発、エネルギー
9％
③憲法改正
15.4％
④防災、災害対策、復興
⑤子育て、教育
⑥経済対策
20.5％
⑦少子高齢化対策など福祉政策
16.7％
⑧雇用問題、働き方
19.2％
⑨外交、安全保障 1.3％
⑩人権政策（差別、ヘイト、
11.5％
夫婦別姓、ジェンダー等）
⑪その他 2.6％
⑪

33.3％

・教育、少子化を考えている菅さんがんばって

・時代の変化が激しいので、スピード感が必要
・問題はたくさんあるが、ひとつひとつ解決・改善してほしい

・文化、美術など芸術を支援して
・児童手当は親の所得に関係なく支給してほしい
・web 投票を早く！
・女性議員を増やす。男の体育会系ノリで大将を
支えて「エイエイオー」ではなく、ペチャクチャ

自分が一番注目する項目について
候補者がどう考えているかを、投
票の基準にするといいかもね
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しゃべって遠回りしながら解決策を見い出して
いく女性のマインドが有効な気がする

80％

など

私たちの一票は、選挙権を持たない
子どもの分も含めた大事な一票です！

■コロナがこんなに収束しないとは…どう
やら今後もこの生活がしばらく続きそう
ですね。子育てひろばでは人数制限の影響もあり、出会
える親子さんは少なく、ただでさえストレスの多い子育て
家庭が、コロナ禍でますます大変になっているのでは…と
心配な気持ちでいっぱいです。子ども達の心身の育ちも
気 がかり。私 達 の活 動 も縮 小 せざ るを得 ない中 、予 防
対策をしながらなんとか居場所の提供をしていますので、
アクセスしてみてください。不安の多い日々ですが、誰か
と話すとホッとできます。赤ちゃんも参加できる外遊び
やオンラインおしゃべり会などの取り組みも行っています。
■今年「東京都こども基本条例」が制定されたとのこと。
子どもの権 利が守 られるよう 、私 達も地 域 の一員 とし
て何 を す べき か 、考 え ていか な く ては… 。■ 今 回 の
HUGコミの特集は久しぶりに「子どものために選挙に
行こう!」です。私達は制度上、直接国のリーダーを選
ぶことはできないし、唯一国会に声を届ける手段は代弁
してくれる議員を選ぶこと。せっかくある権利を放棄し
てはもったいないですよね。簡単なアンケートをとってみ
ましたので、ぜひご覧ください。改めていろんな意見があ
るんだな～と思いました。文字だらけの紙面になりまし
たが、「これ見た？」なんて、周りの方と話題にしてもら
えたら嬉しいです。■最近は気候変動など地球温暖化
の影 響 を身 近 に感 じるよう になりました。コロナ前 のよ
うな生活に戻りたいと思う反面、同じように経済活動
を続けたら、自然環境も社会も持ちこたえられなくな
るのでは… とも思 います 。国 全 体 として大 きな方 向 転
換が必要なのではないでしょうか。みなさんはどう思わ
れます か？ ■ 次 号 の「H U G コミ」は、春 頃 発 行 予 定 で
す。その頃の私達、どんな生活を送っているでしょう…。

報告

・都合が悪いことを隠すのやめて！ 説明責任を果たして
・オープンでウソをつかない政治をしてほしい
・支持者のための内閣ではなく、国民全体の声を聞いてほしい

・有権者に、適切な政治教育をするべき

夏休み小学生企画

工作あそびの会

政策への批判より、
政治姿勢への不満が
多い
テレビの世論調査と
はちょっと違う割合
現状に不満でも、他
に期待する政党があ
るわけではないみた
い…
それは残念なことだね

・国民に寄り添った政治になってほしい
・当事者の意見を反映させた施策を

・税金の使い道を明確にすべき（全て公開）

⑤の関心が高いね。回答者に子育
て支援関係者が多いからかな〜

②の理由
現政権のコロナ対応に問題があると考えている／信頼できな
いから／コロナ対策ではたいして変わらないだろうから交代し
てほしい／前政権、
現政権はウソをつくから／国民の多くが不
満を持つ政権は交代すべき。野党がヘボくても国民主権を諦め
てはいけないと思う／命を大事にする姿勢がないから／交代
した方がいいのは明白だが、
野党に統治能力があるか疑問／
政権交代の危機感がないから腐敗が進む など

政治姿勢・その他

具体的提案

59％

現状に不満がある人が多いね

その他、政治に望むものがあれば教えてください
現政権応援

72％

40

アンケートへのご協力ありがとうございました！

アンケート実施期間 2021.8/9〜28 ／総数 有権者 78 件

・法律を守って政治をして
・政治は弱者の味方であるべき。強者は政治が味方しなくと
も生きていける
・メディアに圧力をかけるなど、批判や多様な意見を受け入
れない姿勢、古い体質がダメ
・有識者の声を受け止めてほしい

①国民の声を聞いて
②選挙だけでは、時代の
流れにあわない
③ウソのない政治を
が、三大意見かな〜
今回の特集、政治や選挙
について、考えるきっか
けやおしゃべりのネタに
してもらえたら嬉しいで
す。子どもたちの未来の
ための一歩になりますよ
うに…

・社会的な弱者は政治が作っている。国として差別のない社会を目指す意思を示して。 など

「てまひま基地」では、長期休みごとに小学生企画を行っています。
今年の夏休みはコロナ対策のため、ショートバージョンで２日開催。
1〜3 年生の小学生が４人ずつ計８人参加してくれました！
バランスとんぼ

ゆら 〜
ゆら

お面は、
ゲームに使ったよ
A君の名言
「工作に間違いは
無いんだよ」

口の穴あきが
ポイント

最後はみんなで
「トントントントンしむらけん」踊ったよ♪

基地

※「てまひま基地」の運営は、
社会福祉法人土の根会 花さき保育園の「こじか村事業」の
一環です。青葉町の花さき保育園旧園舎で、
ＨＵＧが地域の居場所作りを行っています。
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