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”ごみ処理施設”を小金井市内に建設するよう市長含めて議員全員が全力を尽くして、次年度末までに

議決してください。 

○市政におけるプライオリティーの適正化→多くの市民に関わること又は社会的弱者にかかわることを

優先○市職員の人件費削減をはじめとした歳出の見直し→多くの市民に納得してもらえるお金の使い方

へ 

●実現可能な精度の制定や改善 

●市長の姿勢に対しての検証や改善またはブレーキ 

●目先のことだけにとらわれ過ぎている。もっと将来性の有る案件に取り組む・・・ゴミ問題もその一

つ。 

●安心して過ごせる社会の実現を目ざす。 

・行政・首長に見過ごされがちな、住民の関心を市政に反映させること  

・様々なバックグラウンドを持った専門家集団として、市政に高度な政策を実現すること 

・小金井市の財政の安定化と活性化・住みやすい、また住んでみたい街づくりを目指して頂きたい。（公

共施設、特に図書館、福祉の充実 etc) 

・市長のコントロール・役所（役人）のコントロール 

・政党に関わらず小金井市のレベルで行動すること。 

・市の財政を考える・市の補助制度（老人、子供、検診等）を豊かにする・住み良い街作り 

・市民の意見、要望を簡単に汲取る方法 

・予算の使い方（人件費が多額である）＝税収の 2割以内 

・余った予算を福祉、介護に廻す 

１、地域及び各種団体のエゴの排除を目指し、市域全体をどうするかを考えるべき。 

２、議員の知識のなさを議員研修等を行い、幅広い知識をもって議会に当たるべき。簡単に言えば勉強

不足である。 

３、行政に対して協力すべき処は協力する態度が欠けている。議員はもっと住民に接して議会にのぞむ

べき。選挙を目的に住民に接するのは最低。 

①行政のチェック（市長のリーダーシップなど）を期待 

②市の財政、ゴミ問題など重要課題・改革への解決促進に積極的に役割を果たすべきである 

①小金井市の新産業の振興策②市民の暮らしに配慮した政策 

①歳入の範囲で予算を組むこと②公務員給与制度の変更（不必要な手当、多すぎる旧や号などの廃止、

退職金の削減） 

①市長の政策・行動・発言をきちんとチェックすること。②派閥主義や利権にしばられることなく、理

想を追求すること。 

①借金がある中で、行政のムダをはぶくことに力を注いで欲しい。例：市の集会場やホールが市の 2 つ

の行政に分かれて管理されている。②四の商手以外の活性化について、今までのようなインフラ整備で

なく大きな倒産物や行事をうまくつなげる手に税金を使う。例：小金井公園や野川公園や緑が多く人が

集まりやすい事を他地域に広報する。 

ある民生委員さんの意見として・・・・福祉に関する予算は決して減らさないで下さいとのことです。
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この方は、ご主人が亡くなりご主人の年金はなくなった（勿論遺族年金は半分）のに毎日の様にボラン

ティア活動をして下さっています。福祉関係に一層のご理解を・・・・。 

安心して生活出来る毎日にしてほしい（貧しくても心配がない心も豊かな暮らし） 

安心できる住みやすいまちづくり。助け合えるまちづくり。 

いったい誰がなにを期待するのか？市議会が必要？ 

稲葉市政のチェック 

今の幼稚な政治はやめて欲しい 

今まで議会について関心がなく何に期待するかわかりません 

裏切られた事があるので期待していない 

多くの議員の方々に、もっとボランティア精神をもって頂きたい。 

会議等行われているでしょうが、洩れ受け賜われるまで、役割は不明です。 

各地域から選出された市議会議員は、その地域の社会福祉を責任を持って活動してほしいです。 

議員が市民の代弁者として直接政治に参加できる場と思っている。 

党利・党略的な行動・発言は困る。反対のための反対も見苦しい。すべて全会一致ということは数少な

い事なのだから、議論・研究を重ねてより良い市民生活小金井の特色を活かした街づくりに反映できる

ように考えてほしい。 

議員は市民に奉仕する心で議員になったはずなのにどうして退職金があるのかと思う。私たち一人一人

の大切な税金を退職金に使っていいものか、即、退職金はすべて廃止すべき。私はパートで月１２万ほ

どで食べるだけで精一杯ですが議員の給料は私たちの税金から払われているはず。議員報酬を下げるべ

きです。 

議員は名誉職ではない。市民のためにしっかりと仕事をしていただきたい。（ゴミ問題等、市長一人の問

題ではない。） 

議会の見える化 

議会は二元代表制の一方の当事者として市長の行う政策をしっかり監視して姿勢が市民の望む方向へ向

かう様正すという“原理”をしっかり果たしていただきたいと考えます。現議会は瑕疵を抱えたままの

ホールを購入したり、ゴミ問題がいつまでも解決しない等、市長の失政を質すことが出来ていない時点

で私達の望む役割を果たしていません。 

期待していない 

期待して投票しているが考えている程働いていない。毎年年金は小額だが減っているのに皆知ってない

のでは。物価水準が下がってるとの理由で下げるなんてとんでもない。一寸も下がっていない。都市計

画税、我が家近辺は過去 45年ほど変わっていない。却って住み苦くなって来ている。 

給料に見合った仕事をしてほしい。ゴミ処理の方針をハッキリすべき。いいかげんにしてほしい。他市

に依存せず小金井市でしっかりやってほしい。 

給料分の仕事、声を出せ、汗を流せ、歩いて町の中を見て下さい。道路が狭い（道路に塀が出ている、

小金井市は自分勝手の人が多い） 

行政に対するチェックする役割がされていない。 

行政のチェックと課題提案 



問２２ あなたは、市議会の役割として、何を期待しますか？ 
 

3 

 

きれいごとばかりの市議会ではないだろう。だがこの町に生まれ育った喜びを老若男女が分かち合える

小金井市にしていただきたいと思います。これが一日一日を一生懸命に生きて７０歳にばかりの私の感

想だ。議会の役割として「次の世代にはこんな社会にしたい、そのためには今何ができるのか」それを

考えてください。さて、現在の市議会は、可燃ごみ問題をはじめ懸案課題が山積の中、議会にからめる

先延ばしゲームはもううんざりだ。最優先の課題は、自前の可燃ごみ処理施設がない状態が続く市は、

今年度も近隣自治体に可燃ごみ処理を頼る状態が続いている。そうした実情を早急に解決していただき

たい。 

金銭上健全な市運営 

現在の国政に見られることが市議会にも見られるのではないか。政局ではなく政策の議論（市民多数の

ためのベストの選択）をしてほしい。 

現市長の独裁体制への適切な助言、意見 

現状維持でよいと思う。 

建設的な提案を市、市長と協力して、財政を維持し住民サービスを武蔵野市、府中市、三鷹市と同じく

らい向上させていってほしい。ゴミ問題も解決して、市庁舎のムダ使いもやめて、市職員の改革も行っ

てほしい。 

現代のように、政策的に取りうる方法が限られている状況を考えると、はたして市議会が果たす役割が

大きいとは考えられず、高額の報酬を支出してまで維持していく必要性は低いのではないか。重要な事

は直接的な方法で市民が決めればよいと考える。 

憲法を暮らしに生かし市民が大事にされる市政を目指し努力して下さい。 

合理化をスピード化して行う 

高齢者医療の改革。住民相互の協力体制。老人一人住まいの危機。隣人協力体制。プライバシー保護に

とらわれない。 

高齢者への対策 福祉などの充実を計るべき 

小金井市がより住みやすい市にするために働きかけて欲しい 

小金井市政に於いては、市長も市議会も職員も真剣に真に一丸となってゴミ処理問題に取り組んでほし

いと思います。それが市民の願いではないでしょうか。そうした気構えが伝わらず、ほどほどにして時

が過ぎている印象を受けます。市長交代後何か新しい進展があったのか伝わってこないので分かりませ

ん。 

小金井市の現状をしっかりと把握し、今必要なことを見極める。 

小金井市の将来、本当に市民のためになる政策を考えて欲しい（自身の立場とかしがらみとかではなく） 

小金井市の人々が豊かな気持ちで暮らせる様にしてほしい。ゴミ問題は早い解決を希望します。 

小金井市は都政の中にある中型又はそれ以下の自治体である。市政よりも都心のサバーバン地域として

「良り便利な快適空間」を推進する運営はないのか？特にゴミ処理、葬祭場などの確保は急務ではあり

ませんか？ 

小金井市民が住みやすいい環境（安全な街）より良い教育・福祉・医療など充実した生活を送れるよう

期待します。税金の無駄遣いをするような会議ではなく、市民の生活にとって有益のある市議会である

ことを願っています。 

小金井市民の安定。 
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小金井市民の声を反映して、建設的な場となる様にさらなる努力で新しい魅力ある街作りに精進してい

ただきたい。 

小金井市民の生活の向上の為市民の利益の為に努力して頂きたい 

小金井市民のために最も必要なことを迅速にやること 

分かりやすく情報公開すること 

小金井市をもっとよくして欲しいです。小金井市に４０年近く住んでいますが、バスの運行が全然変わ

らず少なすぎます。 

小金井市をよくしようと考える人が必要だと考える活動を議員全員が協力して実行し進めることを期待

します 

小金井の医療費（小学生、中学生まで）無料にしてほしい。 

小金井をリードしてほしい。市民と共に活動することを期待します。 

子育て関係、保育園の充実に関する議論 

子育てしやすい町づくりを実践する為に、地域の人が望んでいる行政サービスを聞き取り、税金をうま

く活用してほしい。こちらから聞かないと知らないままの事が多く感じる。もっと知らせる事にも目を

向けてほしい。 

ゴミ焼却場の早期解決。リース庁舎の一刻も早い撤退。 

ゴミ処理、庁舎建設への意見 

ごみ処理所の建設（自前の） 

ゴミ処理問題の解決 

ゴミ処理問題の解決、議員数の見直し 

ゴミ処理問題の早期解決！！ 

ゴミ処理問題の本格解決 

ごみ処理問題を早く解決してほしい 

ゴミの問題。ゴミ袋が高すぎる。 

ゴミ問題 

ゴミ問題 

ごみ問題、子供のこと、老後のことなど期待は多いが、現状が良くわからないので。分りやすい説明を

求めます。 

ゴミ問題、本当に恥ずかしいです。 

ゴミ問題。いつまでも他市に依存することなく安心してゴミが出せる様にして頂きたい。切なる希望で

す。 

ゴミ問題の解決 

ゴミ問題の解決 

ゴミ問題の解決 

ゴミ袋の値下げ 

他に財源確保はできないのかの追求 

ゴミ問題の解決。市民への「税金の有効活用」について、明確化してください。 
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ゴミ問題の早期解決 

ゴミ問題の早期解決 

自前の処理場を市内に作って欲しい 

ごみ問題の早急な解決をしてください 

ゴミ問題の早い解決をお願いします。 

ゴミ処理場の確保。できないなら、都に働きかける。 

ゴミ処理場問題、市役所ビル問題の解決。何十年も前から問題が指摘されているにもかかわらず、全く

解決されていない。 

ごみ処理問題の解決。小金井市にとって最大の重要課題です。 

ごみ処理問題の早期解決 

ゴミ問題、市庁舎問題を早期になんとかしてほしい。 

ゴミ問題。市民税を下げる。 

ゴミ問題の解決 

ごみ問題や財政力など、せっぱつまった問題があり、他市と比べても大変な状況にあると思うので、是

非色々な方策を示すなどして市民をリードしてほしいです。代弁だけじゃなく、一緒に考えるというか。 

ゴミ問題含め、住民がよりくらしやすい街づくりを早急に解決してほしい。 

ごめんなさい。何も思い浮かばない。小金井市を住みよい街にと思います。 

これからも、市民にわかりやすい、開かれた議会づくりを期待します。 

市、執行部と対極的立場を維持して、市民の声を種々の方法で的確に把握して市民の側に立って執行機

関を統括しなければと思う。 

執行部に追随する様ではその役割を放棄していることになる。（印象） 

市議会議員は派閥や国の機関よりもむしろ市民の方に目を向けて行動するべきだと思う。ゴミ問題にし

ても市長も議員も同じ方向へむいて早く結論を出してほしい。 

市議会として何をしているの！！ 

広報の活用が不足しているのかな！！ 

市議会の情報公開 

市議の委員が多すぎる。こんな小さな市で減らす方向も考えて欲しい 

市議の人も市民だから小金井の財政を考え市役所の改革（給料をぐっと下げる） 

市行政のチェック 

自己責任（いいっぱなしはダメ） 

市財政の健全化、政治的に極端に片寄らない、市民の安全・平和を守る 

市職員給与カット、図書館の充実、今までの市政の失敗の反省と改革 

市政がスピード感を持って進むように、働きかけてほしい。今はブレーキをかけるためにあるように感

じる。 

市政の決定機関としての役割を。 

市政のチェック 

市政への提言と専門的な提言 
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市長及び行政を見守り、市民の要求が満たされるよう助言する。 

市長と一体となったゴミ問題の解決 

市長に対する意見や主張をしっかりとすること。今はそれが出来ていないと見ているので。政党や会派

の思惑でなく、議員個人の考えで議会に参加して、議会を動かしてほしい。 

市長に対するチェック機能として期待しています。個人の意見としては、地方議会はあまり党派色をだ

してほしくないのですが、やはり数がそろわないと様々に不自由なのでしょうね。 

市長の行政（例えばゴミ問題に）対して市議会の公正な対応を 

市長の行政執行に関する監視。先験的な政策提言。 

市長の施政に対して、支持もしくは不支持をすること 

市長のチェック（ゴミ処分場問題等をきちんと処理させる）。議員自身のチェック（ゴミ処分場問題等を

現実的に解決できるようにする） 

実行 

市の最関心事に早く対応する 

市の再生 

市の施策の決定と施行に対する責任 

市の難題に対しお互い解決する姿勢（お互いを批判するばかりでなく） 

市の発展と住みやすく生活しやすい街づくりを 

市の発展のためつくす 

自分たちの政党とは関係なく、市民のために働けることを最上の喜びを感じてほしい。公平な立場での

審議をお願いしたい。 

市民が安心して暮らせる町づくり、開かれた市議会 

市民が安心して生活を送るための市政の運営 

市民が安全に安心して暮らせる様にする事 

市民が快適な生活を続けられるようにサポートすること 

市民が市政に関心を持つように市民に働きかける 

市民がしに対して関心を持ち、市民全員がよりよい街づくりをしていくためにサポートし、先導してく

れること。 

市民が日々安心して暮らせることが良いことだと思う。 

市民がより良き生活が出来るように、民間ではできないことを政治的に創りあげる工夫と努力とその実

現 

市民から近い立場（市民の代表）としての議員さんによる市民の利益（為）になる話し合いをする場と

して期待しています。 

市民生活向上の為の政策提案・実行 

市民生活で困っていることを解決する→忙しい市民にわかりやすく説明→参画させるような言い方。駅

で聞く話は通勤のため通過する 30秒程度では何も代わらない→また、同じことを言っているといつも思

っている。 

市民生活に密な存在であるので、党や派などを超えて本当に市民目線になって機能してほしい。 
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市民生活の安定と向上 

市民生活の向上 安心・安全対策の充実 

市民生活の質の向上、財政上のムダの削減。 

市民生活を便利にしてほしい 

今はゴミ問題が小金井市は第一の問題だが、具体的な事が全然市民に伝えられず、はっきりといつまで

（もう 1.2年には必ず）に焼却場を作るのか？まったく考えられていない。 

市民税のムダ使いをやめて、市民の生活を少しでもよくすること。 

市民全体の幸せのため能力を発揮し働くこと 

市民としてあまり感心がなかったので、このアンケートをキッカケに、市議会に目を向けて、市が良く

なればなと思いました。 

市民にとって何が必要か大切か速やかに議決して実行する 

市民に利益のある議題について考えていく 

市民にわかりやすい市議会 

市民の安心安全生活に係る維持及び改善 

市民の安定した生活 

市民の意見の実現。稲葉市長に対する公正な意見の主張。 

市民の意見の代弁、代表者の集まりなのだから、対立する意見をいかに取りまとめるか努めてほしい。 

市民の意見のよき代弁者であり、市政について長期展望ビジョンを持ちながら、現実的な対応をしっか

りして欲しい。 

市民の意見反映と市長の政策是正 

市民の意見や要望が反映される 

市民の意見を正しく汲み取り市政に反映すること！ 

市民の意見を反映してほしい。市民の大多数はＡという意見でも、「私（議員）の周りはＢと言う意見が

多い」という理由でＢ案となることが見受けられる。 

市民の意思を反映させるのはあたりまえ！その上で将来のビジョンを市民に問いかける必要があると思

う。 

市民の命と生活が安全のうちに遅れる様に、全ての子供の教育がしっかりと正しく受けられるように。 

市民の希望を市政に反映させる。ごみ問題という大きな課題があるので、市長が目立っているが、市議

会も解決に向けて取り組みを積極的に行ってほしい。 

市民の暮らしを安全安心なものにしていく。 

市民の声、要望が反映されるべきだと思う。議員定数削減は、するべきではないと思います。 

市民の声が議会に反映される橋渡しとなってほしい。 

市民の声が伝わってきているのか分かるようにしてほしい。 

市民の声が反映された議会基本条例の制定 

市民の声が反映されていないと思う。せっかく市民の選んだ前市長を市議会がサポートすることなく、

12年間ゴミ問題の解決なく過ごした元市長の復帰を許すのはどうかと思う。又、市職員報酬問題にして

も、以上であるのを議会が正すのが筋ではないか。市議会は多くの市民の代弁者であってほしい。 
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市民の声が反映される市議会 

市民の声に耳を傾けて議会に反映されているならばそれで良い。 

市民の声をいち早く聞き、市政に反映してほしい。市民にとって身近な存在であって欲しい。 

市民の声を聞いて、住みよい町づくりを行ってほしい 

市民の声を聞き、十分検討し、行政に生かしていける場であってほしいと思います 

市民の声を聞くこと。 

市民の声をきちんと受けとめ、会派を超えた真摯な討議をすること。旧態依然とした地元の富裕層の利

益だけを考えず、弱い立場（子ども、高齢者、障がい者）を守る政策を作り実行すること。 

市民の声を収集して議会に反映してほしい。 

市民の声を吸い上げ、市民の利益のために働く事 

市民の声をたくさんまずは聞いて欲しい。市民の窓口になってほしい。 

市民の声を反映しつつ、プロフェッショナルな知識・体験・洞察力等を駆使して、時代の一歩先を見据

えたリーダーシップ 

市民の声をひろいあげ市民に活動内容のアピール 

市民の声をより反映したまちづくり 

市民の事を考えない市議会には期待できない 

市民の生活向上のために必要に働くこと 

市民の生活と命を守る活動。その一つとしてごみ処理問題がある。中長期的視点に立って、迅速かつ的

確な行動を求む。介護施設の充実を望む。質とともに。 

市民の生活をきちんと守っていくこと 

市民の代表として市民のための仕事をこなしているか常に考えていただきたい。もっとシンプルに分か

りやすくオープンにして下さい。 

市民の立場に立った仕事をして欲しい。 

市民の立場に立って（見て）市議会を行う事が民主主義の鉄則だと思う 

市民のために、国の悪政の防波堤となってほしい。追随するのではなく。 

市民の人々の側に立って課題を考え、解決できるような案を出してほしい。 

市民の要望を受け反映させること。 

市民の要望をくみとり、見極める、職員をしっかり動かす。 

市民へのアピールを少なく、やるべきことをこなしてほしい。 

市民や行政のチェック機能と市民の声を最大限に市政に生かす機能 

市役所行政のチェック 

住民の声の吸い上げ 

市役所と市民を結ぶ（つなぐ）役割 

市役所にあがってきた問題に対して、なるべくスピーディに取り決めや改正を行ってほしいです。 

市役所の行政サービスや市の財政運営に対する監視機能 

市役所をもっとコントロールする事。 

住民意見を吸い上げ、立法化していくこと 
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住民サービス 

住民税や公共料金（市が決められたもの）を下げること 

住民の安全、高齢者対策 

従来小金井市は他の市と比べ人件費が高く、歳入についても策がなく従って有力企業の誘致等遅れてい

る。今後これらの問題を注視検討すべし 

障害者福祉に力を入れて欲しい。 

常識ある小金井市民の代表として、より常識人であってほしいと期待している。 

すべての市民が安全で安心して暮らせるまち造りの推進。 

スポーツ施設の充実、地元小金井の活性化、ゴミ問題の解決、市役所問題 

住みやすい安全な街づくり 

住み易い市にしてほしい 

住みやすいまちづくりの為に、身を犠牲にして 49万円に見合う仕事をすること 

税金を安くしてほしい 

政争に明けくれるのでなく、大局的に議論したり、判断することに望む。同一会派で採決が違うのは理

解に苦しむ。 

政務調査費３万円それいいの？フェアな議会にならないのでは？こどものための施設を充実、拡大させ

てほしい。小金井市の児童館は狭すぎる。ぼろすぎる。 

全員でごみ問題に是非力を入れて解決をお願いします。 

選挙時の活動、PRはうっとおしい程です。その他日常において姿は見せず市議会報でのみで情報を得る

のには？高齢者には読むつらさもあります。 

選挙の時以外、全く彼らの顔が見えてこない。普段から住民との対話や集会を呼びかけ（街頭も可）、住

民とのコミュニケーションを取り我々の意識・要望を吸い上げる努力をしてほしい。（特に持ち家を持た

ない高齢者の住宅支援が大変遅れている） 

選挙のときの心意気を忘れずに。 

選挙の時の熱意をもって仕事してほしい。まったく顔も見たことのない人もいて日頃より地域で見て歩

いて現状を見てほしい。 

専門性、透明性、早い決断力をもって退所する事を期待 

早期にゴミ消却場建設にすること 

大至急での焼却場建設およびゴミ問題の解決 

大所高所から市の行財政を監視すること。市議会自身の改革を常に行うこと。 

対都・対他都市との交渉力アップ、交流強化を期待したい。例えば、ゴミ問題。市長部局と協力してや

ってほしい。 

他市に住んでいる人に、小金井市には住みたくないと言われた。）（ゴミ問題などのためイメージが悪い

ためか）巣みたいと言われる市にして欲しい。 

例えばゴミ問題（もう何年も前からの事柄でしょうに、いつ解決するのでしょうか？にしても解決をみ

ない様に期待はしていません。 

地域の声を聞き議会を進めていくこと 
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地方公務員の給与削減 

民間と比べて高すぎる 

地方財政も厳しい折、率先して歳費の削減に努力してほしい。議員報酬については外国などの例も参考

にして議員専業である必要はないと思うので。むしろ市議会議員が他に仕事を持ちながら、議員活動を

する方が、都市（都区 23区）以外○下している商店街の活性化への取り組みにも真剣さが出て良いよう

に思う。今のように政党の問題解決に向けた市長の提言勧告も期待できないのではないか？ 

地方自治活性化に向けた積極的な取り組み姿勢に期待したい。 

常に市民の目線に立って物事を考えてほしい（特に子供・お年寄りの立場で） 

党利・会派の利益を超えて真に小金井の利益を実現すること。市長の監視、時には市長との共闘（市の

未来のために） 

時には歩み寄りをして、政党の為でなく市民の為に努力してほしい。ゴミの問題にしても何年も前から

分かっていたことではないでしょうか。責任を感じてほしいです。 

特徴ある町づくりを期待します。（差別化）自然に恵まれている環境を他の地域と同じような開発・町づ

くりをしないでほしいです。その為に、永いスパンの町づくり、環境を考え提案、実行してほしい。 

特定の政治的立場（イデオロギー）などを持ち込まず、市民の暮らしの向上等に努めて欲しい。 

特にありません 

特にありません。（評価期待するだけの関心がありません 

特になし 

特になし 

特になし 

なし 

何を期待していいのかわかりません 

何をしているのかわからないので…期待といわれましても… 

福祉の充実 

まず、ゴミの問題です 

まずゴミ問題を解決してほしい 

まずはゴミ問題の解決。燃やすばかりではなく、リサイクルに重点をおいてほしい。 

学校の先生の教育。 

身近な問題の解決も重要な事ですが、小金井全体のこと、東京都の内の小金井との問題解決も市議レベ

ルからしっかりやってもらいたいと思います。 

民意の反映 

民意の本質を見極め行政に反映させること。民意は往々にして衆愚であることもあるので要注意。議会

基本条例については反対。行政の停滞を招く恐れあり。 

もうすこし市民の為にやる事をやってほしい（ゴミ、市役所の問題を早く解決し市民が明るく生活でき

る小金井市つくるべきである。 

もっと市民生活に直結するじみちな施策を建設的に議論してもらいたい 

もっとスリムな改革を期待。 
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もっとわかりやすく市民の意見をどのように議論しているのか伝え、決議された内容も、もっと伝わる

ようにしてほしい。市議会便りが年に四回というのは少なすぎるのではないでしょうか。 

もともと地主が意識のつよい市だと思う。市全体のことなどあまり考えていない市政と思う。残念なが

ら期待することはない。早く他市に移りたい。 

役割が何かわからないので期待しようがない 

役割の活動の明確化、何をやっているのかさっぱりわからない 

よりよい小金井市の発展を期待します 

より良い市民生活が出来るよう努力すべき!議員はステータスでないと心がけるべき！ 

よりよい生活ができるように期待しています。 

よりよく住みやすい町に、また、発展していくように。小金井のよさをのばしてもらいたい。 

来年に向けての取り組みも必要。目先の利益のみを追わないで。 

例として、ゴミ問題の改善対策を議会として積極的に東京都に働きかけ、都から協力の回答を得ている

か、また、協力していただいている市の議会に感謝の意を表しているか、など。 

老若男女にやさしいまち 

わからない 

一体どのような仕事をしているのか、判り易く PR して欲しい。 

駅周辺の開発。ごみ焼却所問題。 

何も 

何も期待していない 

近隣の市に比べると財政が厳しいという我が市。現在の子供のため、また未来の子供のためにも、格差

無き生活が送れる様な住みやすい（住みたくなるような）市を目指して議論して頂きたい。 

決定ができる機能。例えばゴミ処理場の位置。 

行政への積極的な関与と指導 

国政・都政レベルの意見は不要。市政レベルでやるべき事をきっちりとやる！ 

市の課題への積極的、具体的な取り組み（ごみ問題の解決） 

市の活性化 

市の現状に即し、財政を鑑みて適切な市政を行うこと。そのために市民の声、要求を吸い上げること 

市議会議員は私腹を増やしているので期待をしていない。 

市財政の立て直し！！ ゴミの処理、文化、福祉の充実も！ 

市政の広報。市民の政治への参加に向けた啓発。 

市長、市政の牽制だけでなく、前向きの活動。例えばゴミ問題の提言と関係市及び住民の説得など。 

市長提案、政策のチェック。地元要望の吸い上げ。 

市民がもっと関心をもてるような 

市民が一番こまっている課題について（焼却場問題）全く解決の糸口が見えない。課題解決ができない

市議会は全く不要。近隣の市と広域統合等、抜本的改革が必要。 

市民が住みやすい環境を構築できる様に努力する事を期待します。 

市民が住みやすく、便利な町づくり。 
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市民が納得できる「結論を出す」ことが全てである。書生の議論は不用。 

市民の（利）益につながる施策の立案。 

市民の意見の代表者の集会として、民意をまとめ、今後の市政のあり方を答申し実現して欲しい。 

市民の意見をきちんと吸い上げてくれること。 

市民の減税。 福祉の向上。 

市民の生活を考えてくれる。 

市民の生活を第一に考えてほしい。 

市民の声をもっと聞いた方がよいと思う。 

市民の代表として、私たちの要求実現をして欲しい。 

市民の代弁者。身近な問題を解決してくれる。 

市民の要望に耳を傾けて欲しい。 

市民は生活の中で、ほとんどの市民が、 市民⇔市役所 ・・・とのつながりしかないと思われます。

小金井市と市民のつながりを強くしていただきたい。 

実態（市民生活向上につながる）に合った議会運営を期待します。 

住みやすい町作り。 ゴミ問題の解決。 

住みよい町。高齢者に対しても、一般市民に対しても、もっと役立つ情報のパイプ役を荷なってほしい。 

住民の側にたった話し合い 

小さな単位の議会として、スピードのある決定と実行。 

小金井市が独自のゴミ焼却炉をもつことを早急に決めて欲しい。 

小金井市の都市的発展の推進 

小金井市はとてもすみやすく、いい所だと思うが、ゴミ問題がずっと長びいたのは、市議にも責任があ

る。もっと若い人の力も必要。新しい風に期待。 

小金井市は財政難で、余り経済的なことは言えませんが、私は 20年位頚で困っています。手がしびれて

全部娘にやって貰ってます。2万円～3万円位あげたいができません。 

小金井市を住みやすく、住んでみたいと思われるような町づくりに力をそそいでほしい。 

身近な問題を迅速に解決する実行力 

政党の言い分より市民の言い分を充分くみ取って欲しい。その為より市民の為になると思えば、個人の

考えを優先して議決に臨んで欲しい。 

税金の無駄をなくし、市民の為に使うこと。 

積極的に市民の声をひろってほしい。議員の家にポストをおいて、気軽にお願いできるようにしてほし

い。 

責務を果たして欲しい。税金を無駄な事に使わないで欲しい。市民に還元してこそ市政が成り立つと思

う。市議も役所もある意味サービス業。市民はお客様。 

動きが遅すぎます 

特になし 

別なし 

無駄使いを防ぎ、市役所の人件費等の見直しをして欲しい。又、ゴミ問題を早く進めて欲しい。 
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目に見える成果を出す。ゴミ問題の解決とか！ 

 


