
問２４ その他、議会に対する意見や要望 
 

1 

 

（元）佐藤市長が当選した時の民意を尊重し、市民のために尽くしてほしい。 

［議論」という名の下の「先送り」はやめてほしい。スピーディーな対応を。 

〈アンケートについて〉対象者：市民全員や全世帯の世帯主あてならまだしも、このアンケートはうち

の主人には来なくて私だけ来ました。主人は市民じゃないのかと怒ってました。通常、対象者を抽出す

る場合はその抽出条件を明記するものです。きちんと説明してください。結果：このアンケートの結果

は、市民に公表して下さい。 

〈東小金井駅西口改札について〉JR が西口改札設置とショッピングモールのような構想を持っているこ

とに関し、市議会は「東小金井駅の改札はひとつのとの約束だった」とか「新たな商店ができれば、地

元の商店がダメージをうける」等々の理由で、JR へ文書で抗議したようだが、あきれはてて涙が出そう

になった。会社の同僚等、誰に話しても鼻で笑われる。30 年位、感覚がずれていると思います。西口改

札設置は利用市民の利便性向上、商店モールは地元の商店にとっても有益になるように、考えるべき。

一部の地元商店の意見を尊重し、多くの市民を不便なままにするのはやめて下さい。 

〈前市長への対応について〉前市長のムダ発言に関し、本来の意図を理解してもらえるよう他市へ説明

し補うべきところを、この発言をとり上げ、市民の選んだ市長をつるし上げ、辞職に追い込み、適任な

人材をたてるのかと思いきや、立候補者が複数になって票が割れ、元の市長に戻るという大失態。市民

にわびて下さい。小金井市は日本中の笑いものです。 

「ゴミゼロ運動」という横断幕があるが、市民にゴミを一切出すなと言うのは実現可能性がないのでは

ないか。消費者として出すゴミは生ゴミくらいなら出さないことができても、スーパーなどにはたらき

かけることが必要。「１日５０ｇ減らす」といった方法に変える方が良いのではないか。 

「議会だより」の一般質問の質疑応答が議員作成にしているのはおかしいのでは。議会事務局で要旨を

取りまとめればすむ事。質問者に都合の良い部分のみ作成されていると思う。質問者の写真も不用であ

る。 

「市議会だより」は、年４回ではなく、市報と同時に配布してはどうか？ より、市民の関心を得られ

ると考えられる。「市議会だより」と「市報」を別々に発行しなければ、コストの削減にもつながると考

える。 

●ゴミの施設を早く解決し、他の市に頼らず、小金井で処理できるようにしてほしい。  

●市内にスポーツ（サッカー場、フットサル場等）ができる場を作ってほしい。 

●市内全ての通学路の総点検を実施してほしい（危険な場所がないか子供目線で点検して下さい） 

●夜間照明（街頭）が隣接する武蔵野市と比べると小金井市は少し暗すぎる。五日市街道沿いの玉川上

水道路（一方通行）特に暗い 

●小金井公園正面の歩道橋ありますが、お年寄りに優しくありません.階段を昇るのが大変です。車いす、

自転車も利用出来るスロープにした人道橋の完成を期待します。（私は梶野町 3 丁目に居住しています）

●災害に強い町づくりを検討お願いします。 

●駅前は、その町の顔。電車を降りてマイナスイメージにならない商店街づくり、特に東小金井駅は武

蔵境駅に見劣りが大です。  

●町の美観をそこなう建て売り住宅に関して、規制する条例を検討してほしい。  

●緑と自然の保護。  

●ゴミ問題に対しての柔軟な対応。 
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●市役所職員のレベルが低すぎる。常識がない。コネ採用の禁止等を実現するなど、議会としてなんと

かしてまともな人材を採用するようにしてほしい。  

●ゴミ問題と市庁舎問題を早期に解決してほしい。 

●焼却場問題は「工程表」等を作成し、市民に目に見える形で、課題解決プロセスを提示し、説明責任

を果たすべき。 

●コスト削減の議員数と報酬額を大幅に削減すべき。市会議員の生活を保証するため市民税を支払って

いる訳ではない。市職員数についても窓口業務はコストの安いアウトソーシングをもっと推進すべき。

民間や国の機関は、かなりの血を流して改革している。市の運営そのものが、危機意識が全く感じられ

ない。 

・朝の通勤時の市議会議員の街頭演説を規制していただきたい。 

・市議会だよりを幅広い年齢層に読みやすく作成していただきたい。 

・年に４回の定例会は少なすぎると感じます。 

・財源不足の中、新庁舎建設、東小金井駅周辺の整備等新規事業を凍結して、ごみ焼却場の問題の解決

に全員で取り組まれたし。 

・小金井市内にＪＲの基地があります。特快、せめて通勤快速の停車をＪＲに要望して実現してくださ

い。快適な生活が送れることでしょう。 

・総合病院（公立昭和病院クラス）の市内への誘致をお願いします。現在、他市病院に行かなくてはい

けないので不便です。 

・市民から選ばれたという、まずはしっかりと認識して欲しい。つまり市民の声を反映してもらいたい

ものだ。 

・任期は２期程度とすべし。議員を「職」とする議員は退場し、自ら辞して欲しい。「老化」は防がねば！

常に活発に活動できる議員及び議会でなければならないと思います。 

・焼却場の技術は進歩しているので、街中に建設しても排気ガス等は出さない、又収集車もゴミをバラ

撒く事もないので、場所はどこにでも有るはずです。 

・税を均しく納めているのに、私道がジャリ道で歩きにくくて困っている。雨天時は水たまりで靴、ズ

ボンが汚れてしまう。道幅の中央部（例、２Ｍ幅だけでも）舗装してほしい。又私道の持ち分が無い人

でも快適に通行できるよう条例設定して良いと思う。 

・街を歩いていてやたらに旗がじゃまになる。 

・歩道上に（特に交差点の店の前）自転車を置いたままになっている。大回りしたり、ぶつかりやすく、

あぶない。日々通行する公共の場は注意したい。 

・市民にとって、ごみ焼却炉について、何年も解決できないのは議員の怠慢、何の議会なのかわからな

い。 

・問１４．１７について、議員は実質的に給与か報酬かどの様に受止めているのか？（条令法によって

報酬と決まっているのか私はわからない）高い、低いは何に比較してかもわからない。活動状況で低い

と感じる人も、高いと感じる人もいる。・傍聴して思うこと 議員は市民の陳情・要望の内容に対して勉

強不足と感じる 行政職員の答弁に対して再質問は出来ないのか、疑問を感じる 陳情など採択すれば

終わりでその後、追跡調査、現状の進捗状況を市民に知らせることが少ない（無い） 

１、ゴミ問題。焼却場を作って、小金井市のイメージアップしてほしい。 ２、市役所レンタルして、
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月 100 万円払うなんて、おかしい？ 

１．議会基本条例に向けてのアンケート調査について 

（１）「試技会情報の公開」・「市民参加の拡大」・「議会審議の活性化」・「（市長に対する議会献納の強化」・

「議会ルールの明確化」などそれぞれ中身の重い課題について、市議会改革の具体的な内容の提示など

の説明がないまま、一般的に市議会などの関する知識の乏しいアンケート対象者から意見を聴取し、ア

ンケートの集約・結果を市民の声・意見とする事は慎重に扱う必要がある。 

（２）アンケート調査対象者の選定 

●アンケート地商社は、どのような方をどのように、何人選定したか説明がなくてわからない。●無作

為に何人中秋したのか。●アンケート結果（回答率など）のとりまとめに器具を抱く。 

① 市職員の退職金増額の見直し（この時勢に、この市の財政状況で、何故その発想なのか。良識を疑わ

ざるを得ない。「組織票の見返り」以外の根拠があるなら示す必要がある） 

② 小金井駅西口改札の設置（利便性の向上、商業エリアの拡大は駅の存在価値のみならず、この地域、

ひいては小金井市の魅力の向上につながるものである。地元の商店街を形の上で守ったところで、更

なるサービス向上や利用者増加にはつながらない。市の発展にも直結する駅前一新のこのチャンス

に、長期的発展に立った決断をすべき） 

③図書館の「飛躍的」充実（この調査が形だけのものではなく、結果＝市民の声がきちんと議会に届い

ていることを示すべき） 

① ゴミ問題の解決について；小金井市にて自力で解決出来ないのであれば、他市（国分寺市・武蔵野

市・・・）との合併も検討して欲しい。（市の統合により議員の削減） 

② 「税金の有効活用」の明確化について 

(a)市報などの市民一人当たりの一般会計予算の内訳（ｙ３２万円）は不十分である 

(b)つまり市民一人ごとに税金の負担金額と市民サービスの金額を明確にしてほしい（個人ごとのサービ

スが不明。不要なサービスあり！） 

★理由は市民サービスの要望は常にあるが、個人（グループ）ごとの税金負担を明確にすることで、過

大なサービスを削減する必要がある） 

二枚橋のゴミ焼却場問題の現市長の失敗をなぜ放置しているのか。止められなかったのか。交渉術があ

まりにも素人。現市長が再選されたのにも失望。市議会議員の実力不足。庶民の立場からとか母親の目

でとかの意識だけで政治をするな！！まともな政治をしてください。 

50 年以上前に小金井に移り、途中大井川上流、掛川、山梨の富士山を眺めて戻ってきました。死ぬ時は

小金井ですのでヨロシク！！小金井市と議員さん達の関係はよくわかりませんが、小金井市従業員組合

は左がかっていたと来た時期もありますので、市民の為には良いのでないかな？と感じた時もありまし

た。中央官庁に勤めて、外国にもアメリカ、中国、etc に派遣された甥の言葉・・。「介護ロボットでは

役にたたんね」と一人のワーカーさんの認知症高齢者に対する接し方を見て、兄弟姉妹に宣伝し、50 人

で見学に来て退職したらこの様な自治体もあるんだ。小金井市民に戻りたいと申しておりました（昨年

のこと）。小金井の緑と共に、益々福祉に力を入れる安らぎの場を提供する理解のある自治体にお願い致

します。 

U スト配信とかやっているのは知りませんでした。20 数人しかいない議員さんも殆どしらないなぁと思

ったので、一覧みたいに簡潔にまとめたものがあったら見てみたいです。顔写真＋名前＋5 行くらいの紹
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介文みたいな・・・。すでにあったらすみません。 

アンケートをしてみて、あまりにも知らなかった事に驚き、まず市議会だよりをもっとよく読んでみよ

うと思った。 

うちのような転勤をして、たまたま小金井市に来た者など、関心がなかった、そういう人も多いと思う

が、みんなの税金が使われているのだから、人ごとと思ってはいけないと反省・・・。 

いかに自分が市議会に対し無関心であるのかがよ～くわかった。ゴミ問題などたくさんの問題が山積み

である。そもそも調布市との関係がこじれたのも小金井市の市議会(市民？)に問題があるように思えるが

…、それには、私のような無関心な市民がもっと市政に関心を持つようになるべく改革していってもら

いたい。 

池の上通りの交通が多く、家もゆれて困っています。車がスピードを出しすぎているためなので、スピ

ードや大型車種の規制をしてもらえるよう要望を出したいのですが、どのようにすれば良いのかわかり

ません。教えて頂きたいと思います。 

稲葉がこれまで市長をして市役所建設の件、ゴミ施設の建設、どれか一つでも解決したのですか。小金

井の市政は他市からの笑いものになっています。無能な人間が、どうしてこれほど長く市長をするのか。

市長も二期までと定めるべきです。 

稲葉市長は市長に返り咲きした御礼の為か・・・！稲葉市長が指導力のなさでのんびり構えていた事で

ゴミ問題またが大変な事になっているのに「小金井市職員の退職金アップ条例案」を提出し、そして市

民生活に大きな打撃となる国民健康保険税の 20％超の大幅アップの一方、職員の地域手当は国基準を超

えていたりと今の現状では考えられないやり方だ。市議会本会議で市職員の退職金アップ条例可決した

とはありえない。稲葉市長は小金井市の市長を即座に辞めるべきだ。民にふさわしくない市長である。

退職給付では、官が民を 400 万上回る現状にあることを考慮すべきである。退職金を下げても良いくら

いだ。賛成１３反対６退席４で可決されたなんて、市議会議員も議員だ！国分寺市と小金井市では生活

保護を受給している人がどれほど多いのか知っているだろう。これからも生活保護が増える一方だ。し

っかり市民の事を考えて政治をしてくれる人が政治をすべきだ。 

稲葉市長を中心に発展される小金井市を願うばかりです。教育現場にいた者にとっては先生たちがかわ

いそう。こんな状態では未来ある子どもの教育の展望があるのか。次回より教育委員会の傍聴を望みま

す。 

今の議会に対して魅力を感じません。私達が見える形で成果がでないとしに対しての興味が無くなりま

す。住民一人一人も大切ですが、市民全員の幸せを考えて活動していただきたいです。お願いします。 

今の期会はゴミ処理場の建設に、市長をトップに全員一丸となって汚名を返上して欲しい。やはり長の

責任ですが､何年も回り道してしまったでしょう。レールを敷くまでも半歩進みます。読売新聞 24.4.10

付記事を添付します。 

今まで熱心に市議会だよりを読むことが少なかったが、これを機に私も関心をもって行動しようと思う。 

改革というものは、マンネリにならぬ為には、常に必要なものと思っているが、今が万全で必要がない

と思うことがあるのであろうか？どのようなと聞くべき。 

今や小金井市のゴミ問題は市民の一大関心事ですが、各市議の皆さん本当に真面目に感えているのでし

ょうか？何とか早く解決してもらいたいと思います。もしこのまま解決の方向が出せないということは、
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各市議の皆さんの「責任の無さ」が問われると思います。 

医療費にとってもお金がかかっているので、なんとかして欲しいと思う。 

大きな期待はしていません。最低限の費用で最低限の事だけ確実にして下さい。市役所の職員はもっと

減らせますよね。（議会の話ではありません。失礼） 

多くの（少なくとも私の知っている）議員さんは、皆さん真面目にお仕事をされていると思います。市

民と官のパイプ役となって頂きたいと思います。 

お金や欲で動くのでは、市民にとってマイナス。まっさらで、新しい改革をする市長が選べるよう、あ

とおしできるような市議会議員の質や、システムに変えなければ、結局、市民のお金や生活は守れない。

大きな改革が必要である。 

会議室だけでなく外に出てください。市民目線でもっと小金井市を緑豊かにし 

○一株苗を植える運動をするとか 

○ボランティアの方と一緒にパトロール参加する。 

○ごみ問題、幼稚園、保育園の待機児も早く解決してください。 

○もっと街を歩いて顔を見せてください。 

介護支援１をもらって、ヘルパーさんに月３回きてもらって助かっています。現在一人住まいなので、

介護が必要になったときどうするか考えています。こうした支援を手厚くしてもらいたいと思います。

４月から介護時間が３０分なくなって時間単位となりました。あまり変えないで下さい。 

議員の保身を目的としたパフォーマンス的行動が目立つ。本当に市民のことを考えているとは思えない。

生活費のために、議員になるような人もいる。質が低い。本当に立候補してほしいような人がでていな

い。 

議員報酬・公務員報酬の低減に努めて欲しい 

議員報酬４９万円＋政務調査費３万円×１２カ月×２４人＝約１５０００万円。あなたたちはそれに見

合う仕事をしているのですか？このアンケートにかかる費用はいくらなのか？ 

議会開催日をもっとＰＲしてほしい。 

見に行ってもよいことをＰＲしてほしい。 

議会と市民との橋渡しがあまりうまくできていない。議会の功績・問題点・現状・ビジョン等の情報が、

普通に暮らしているとほとんど入ってきません。市議会だよりは、作りが古く、面白みもなく、あれを

読んでいるのは、一部の熱心な人だけという印象があります。偏った層ではなく、一般市民とコミュニ

ケーションをとろうとする姿勢がもう少し見えてもいいのでは。市民のレベルを超える市政など、あり

えません。そういう意味で、有権者の意識の向上を図る取り組みは、市のレベルアップに将来的につな

がると思います。潜在的に市政に興味ある市民は普通にいると思います。問題は、情報入手・コミュニ

ケーションのし易さ、もっと普通に自然に、身近に感じられる存在であってほしい。 

議会に対する要望ではありませんが、現在ココバスの小金井公園入口に横断歩道橋がありますが、玉川

上水に橋をかけてほしい。都で行うものなのか市で行うものなのかはわかりませんが、小金井公園のメ

インの入り口に橋がないので不便を感じています。 

議会のチェックを出来て、意見を公表できるシステム、仕組みが欲しい。 
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議会は議長・市議会議員によって運営されている。市民は選挙でのみ市政にもの申すことができない。

選挙公務で市議会議員に成った代議人である自覚と公益を鑑み、直近の市のあり方、そして将来できる

こと不可能なことがあるとは考えますが、まずは⇒市役所の問題（いつまでも先送りしない）⇒ゴミ処

理場の問題、年間 12,000 以上のゴミの一部でも自前処理できる施設⇒葬祭場（火葬場の設置又は他市と

の共用？運営？’etc 都内小金井市として体裁よりも「実体」の充実に努めて欲しい。 

議会や街頭演説はお互いの批判ばかりで聞いていて気分が悪く発展性が感じられません。未来に向かっ

て市民が協力できるような意見や協議をしてほしいと強く願います。 

議会より何より、私はゴミ問題に心を痛めています。どうか自前の焼却場を作ってください。一日も早

く解決できますようにお願いします。 

今日のアンケートはとてもいい機会だと思いました。「何かを行う為に意見を市民から募る」という事な

ので、今後は集まった意見・要望が「1 つ」でも叶えてもらえる事を祈ります。 

くだらない事で問責とか、時間の無駄はやめてください。現市長を支え行政を前に進めて欲しい。 

月額報酬をやめ日額に変更すべし。報酬を減らし経費を減らすべし。議会開催を夕方からとし、日中は

自分の仕事をして議員の報酬を当てにしない議員にすべし。 

現実的良識ある判断を望む 

こういうアンケートをするのは良いと思う。議会だよりなどで、OPEN にして、改善を進めて欲しい。 

公会堂の買収は無意味であると思う。市として教育に力を注ぐという意味で、図書館を整備・充実させ

るべきである。 

高齢者のうち元気な人の働き場所の提供や、ゴミ問題について､ドシドシ情報を発信してほしい。 

小金井市には、例・日赤病院とか大学総合病院など大型病院があれば申し分ないと思います。計画あれ

ば幸いです。（市の格上げになります。歳入プラス） 

小金井市の行政改革が特に遅れているとは思いたくないが、ゴミ処理問題・第２市庁舎問題ひとつとっ

ても先延ばしにして、次世代にツケを回す姿勢は是非とも改善してほしいところである。 

全国的に見ても市議会議員の報酬の高い方に属するとの見解もあり、法人税等が他の市よりも税収に占

める割合が多いとは言えない構造なだけに、より市の財政を健全化し盤石なものにしてほしい。市政に

おける財政のより健全化が市民生活を安定化される大前提であり、次世代への若い人へのツケ廻○回避

させることにつながることに、市議会議員一同、目を向けていただきたい。 

小金井市の財政は、非常な緊縮状態は聞きますが、無駄遣いが多いのではないですか？市民は税金が毎

年増加しているので困窮しています。議員の方は町間を視察して見てはいかがですか？百聞は一見にし

かずです。 

小金井市の市政は、いろいろな問題を抱えてなかなかうまく市政運営ができない。私は、イデオロギー

を中心にした市政運営は行うべきではないという考えです。何といっても行政にとって一番不幸なのは、

直接イデオロギーを中心にした保守・革新の図式を行政に持ち込むことです。保守革新の思想はあって

も当然と思います。人間というのは「どうでもいい」というものではないから主義主張は持つべきだ。

但し保守が賛成だから革新は反対、あるいはまた革新が賛成だから保守は反対という行政をやったらだ

めです。議会に対しては、議決をする議員の皆様に「社会常識」に照らして判断してください。つまり、

議案の採決で賛成または反対する場合は判断は正しいか、常識にかなったかと常に考えてもらいたいと

思います。また責任感を持ってもらい、このように保守革新が認識を共有し同じ方向を向いて協力して
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いくことが重要であると考えている。それから市議会の人材とは思想背景の違う人と共存していける人。

つまり気に入らないいやなことも我慢できるそういう感情をコントロールできる人が議員になってほし

いです。 

小金井市の武蔵境よりの方に住んでいるものですが、東小金井駅の方に市役所の出張所などをつくって

ください。 

小金井市民の為に働いているのですか？中学校に生徒数が増えクーラーの付いていない教室で子供たち

が勉強している事を市議会の方々は知っていますか？そのように要望を出しても、夏がすぎてからクー

ラーが付きますと教育委員会からの答え！！そのように市民の生活に影響のある事が、すぐに実行され

ずに市民の声を聞き、今すぐすべき事もせずにいる市議会・市議の方々がどうなのでしょうか？ 

そのように学校などでも子供たちは教育を受ける上で、不平等があるのはおかしい事です。そのような

状況にある事は市議の方々はご存知ですか？ 

※このようなアンケートを出すこと自体、経費のムダなのでは 

小金井で生まれ育って、就職も職住接近もねらったが出来なかった。雇用の確保をして欲しい。 

小金井は水と緑と文化の街と言われて移ってきました。しかしピンとくるものはありません。最近がっ

かりしましたのは文化センター、吉祥寺と立川にはさまれすっかり姿が見えない小金井。このセンター

設立にはとても期待しました・・・。最近の PR 活動もなく、駅前に行ってはじめてここにある建物だけ

を確認、他地区の住民も呼び集める催し等、計画してほしいです。アンケート依頼の裏には質問事項を

入れないほうが良いのでは。説明と思いはがしてしまいました。 

このようなアンケートを依頼されて、今まであまりというかほとんど興味を持っていなかった市議会に

少し目を向けてみたいと思いました。市民としてもっと小金井を良くしなければ…と思ってはいてもど

こからどう手を出して良いのか…？市議会の傍聴も行ってみたいと思いながらなかなか一歩を踏み出す

事ができませんでしたが、これを機会に自分も前進してみたいと思いました。 

このような調査は、市になって始めての事のような気がする。 

ごみ焼却場の問題はとにかく送球に解決して欲しい。 

ゴミ処分場問題について、二枚橋地区の建設は不可能になったと新聞で報道されているが今後の解決方

向が全く決まっていない。早急に解決への道程をつけてもらいたい。 

ゴミ処分場問題の処理に失敗した原因をきちんと検討し、そこから議会会各区を考えていくべきである。

何でも反対ではいけないし、効果のない再開発もいけない。本来、市長と議会の相互チェックにより、

こんなみっともない事は起こらないはずである。 

ゴミ処理、市庁舎、市民会館等の問題に市議会が果たした役割が見えてこないことに不満を感じる。 

ゴミ処理場、市庁舎の問題、あまりにも時間がかかりすぎる 

ごみ処理場、市庁舎早く完成させる事。焼却費は自前の処理場があれば安上がり。市庁舎は家賃の無駄

を解消できる。民間の財力、知力、技術を有効に使い１時も早く実現させるべきである（機構は駄目） 

役人や議員は江戸時代から変わらず役人根性で「ひも付き」が多いから全国から公募とし、審査も市政

運営委員会で決める。市民の中にマスコミで名の売れている者より本当の専門家（建築士・建築家等）

が多数おられると思う。稲葉市長は不信任である。 

ゴミ処理場の問題解決。子供の安全、教育に力を入れて取り組んでほしい。 

ゴミ処理の問題を早く解決してください。 
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ゴミ袋有料化してもゴミ問題は全く解決せず、欲ボケの無能集団に何を言ってもムダと思うが、市役所

とか駅前とかクソの役にもたたないものに金を使うな。破産寸前の国から金をもらうな。 

ゴミ問題 市交流センターの無駄 

ゴミ問題、リース庁舎問題を早期に解決してほしい。 

ゴミ問題解決して下さい。 

ゴミ問題解決への道筋をつけていただくこと 

ごみ問題で、いろいろ気になる情報を見たり聞いたりするが、議員自体が人ごと（第三者的な）みたい

に誰が悪い彼が悪いとばかりに避難しているばかりで、解決しようとしているのか伝わってこない。小

金井市民をやめて他の市にうつりたい気分。 

ごみ問題で全国に悪名を広めた「小金井市」、かつて美しいひびきの名を求めて住んだ市民として、我慢

のできない想いが、市に市議会に対して抱いてしまったのは私だけではないと思う。調布市の○反？そ

の原因は？市議会にある、特定の野党にある？とも聞くが、今や「市長」「市議会」ともに住民の選挙に

よって存在する二権力が協力して一日も早くその汚名を払い、思いある他市を見返す？意地現せなけれ

ば。しっかりせい！！ 

ゴミ問題など先にやるべきことがあるのに、ムダにお金を使い建物を買っている場合なのかが疑問です。 

ごみ問題に対して、具体的な案がなかなか出ず、解決に至らないのは問題と思う 

ゴミ問題の早期解決。稲葉さん宅の家の前の敷地があいてるからごみ処理場を作れると思います。ゴミ

処理問題について新聞に書いているが、早期解決案に全く共感できない。他の市に頼るばかりで小金井

で解決できるようにするべき。せっかくゴミ袋にお金を払っているのにゴミを回収できないのはどこに

お金が行ってるのか不明。処理場を早く作るべき。これからはいつまでに何をすると宣言してほしい。 

ゴミ問題の早期解決。保育園の充実（子どもが預けられないと仕事復帰もむずかしいため） 

ゴミ問題の早急な解決をよろしくお願いします。 

ゴミ問題の未来を見通した早期解決のために総力をあげてとりくんでほしい。 

ゴミ問題の迷走や他の議会に比べ、審議に時間をかけすぎている点など高い報酬に見合うだけの職務を

果たしていないのが、現在の議会に対する率直な評価である。議員に対して口だけではない実行力と審

議の効率性を強く求めます。議員に対し、強く猛省を促します。市議会だけがわかりづらいのでぜひ改

善してほしい。 

ゴミ問題は一体いつになったら決着がつくのでしょうか。 

他市は早々に対策を講じたのに、小金井市はいつまでよその市に甘えるのでしょう。 

市民にとっては最も優先すべき課題であり、どうなっているのか市民に分かりやすく報告する義務があ

ります 

市長以下、市議会の怠慢以外の何ものでもありません。 

早急にゴミ処理場の建設をすべきです、 

ゴミ問題は市長も市役所も全力をつくすと言っているものの、将来に対する不安はつきません。議会も

一緒になって具体案をつくっていただきたいと思います。 

ゴミ問題はどうなっているのですか？ 

ゴミ問題を早急に解決してください 
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ゴミ問題を早く解決してください 

文化施設の充実 

北口再開発 

ゴミ問題を早く解決してほしい 

ゴミ問題を早くしてほしい。国分寺組合に失礼な事をなぜしたんですか？市議員しっかしてほしい。 

ごみ処理問題をすみやかに解決の方向を示して欲しい。 

ゴミ問題、議員の人数、報酬、市役所職員の高給問題等、色々ある。早く結果を出して下さい。結論が

出せないような議員は不要です。 市民が「ニコニコできるような小金井市」を早く造って下さい。 

ゴミ問題をどうにかして下さい。 駅前再開発をすすめた稲葉氏は評価しますが、ゴミ問題をおざなり

にした責任は重い。 が、稲葉氏だけでなく、声をあげなかった市議会も同罪です。 周辺の自治体に

これ以上迷惑をかけないように、一刻も早い対応をお願いします。 

採決に退席する様な議員は止めていただきたい。賛否をハッキリと表明すべきであるし、退席を許すよ

うな議会はどんなものだろうか。 

財政難を理由に陳情などが行政に反映されないので、議員数や報酬などを見直し、議員自ら身を削って、

その「志」を表してほしい。夜中まで議会延長しなければならないほど重要な議題とは思えない内容の

話し合いで、とても残念。 

最大の問題はゴミ焼却場。市長の責任だけではなく、議会がしっかりしないから他市から相手にされな

くなった経緯もあると聞いた事がある.本当に困っている市民のためどうするのか真剣に考えるべきであ

る。 

市外からも人が集まって来れる街が必要である。市民交流センターホール座席が 1000 席以上必要ではな

かったかと思う。議会でこの点はどのような考えであったか。 

議員は自分の会派のために仕事をしているのではと思われる。 

市議会が”市職員退職金ＵＰを可決”するような時流に逆行する事を二度としては駄目です。許すこと

ができません。 

市長・議員・市役所の職員報酬の減額を要望します。 

市議会だよりは、読むようにしているが､市議会議員が実際にどのような活動をしているのか全くイメー

ジがわかない。選挙のときだけ活動しているのがわかる。このアンケートも返信するかどうしようか考

えた。 

市議会だよりはなんだかおもしろくないです。特に表紙⇒大切な記事なはずなのに・・・ 

もう少し何とかならないでしょうか。 

定期的に流れで出しつづけている気がします。 

市議会の様子は市議会だよりを見てのみしかわかりませんが、中があまりまとまっていない話ばかりで

聞き流しておりましたが、改めてこのようなアンケートを求められることに依って、一度傍聴（市議会）

に出向いてみて意見を述べたいと思います、今の私の知る限りであまり無責任なことは申し上げられな

いと思っております。 

市職員・市議会議員の退職金を減額すること。 

アンケートの結果を市報に載せること。 
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市庁舎のリースの件、ゴミ焼却場の件、駅前ホール購入の件、騒ぐ割りにはすべて悪いほうに決まって

いる。それに対して反省もなく、何事もなかったような顔で議会をすすめていることがおかしいと市議

の皆様は思ってください。何年、騒いでいたのか。ただの税金ドロポウです。と思います。 

市長と議会のなれあいの議論ばかりで、新しい意見や行動が生まれていない。ゴミ問題の停滞は、市長

の行動力の不足、意識の低さにあるが、議会も市民のために働く組織として同罪だと思う。市長も議会

も議員もあまりにレベルが低くて情けない。小金井市民であることが恥ずかしい。前佐藤市長の追い落

としなど、市長・議会・議員が市民の意思を踏みにじり、市の運営を滞らせたに外ならない。 

市長と協力して、ゴミ問題を早く解決して下さい。 

質問妨害の禁止 

市民に対して何が大事なことかで運営してほしい。市のレベルでは、党利党略は関係がない。 

市民のため一致協力して頑張ってください 

市民の為とは、公共施設を整える事ではない時代である。例えば公園に金をかけて、いったい何人が有

益に使っているか数字にしてみれば、ムダの方へ傾いているのがわかるはずである。ムダをはぶく努力

を議員の定数削減含め議論すべし。予算の項目の見直しをして、活性化した町ができるために今どのよ

うな新しい政策が必要か議論をすべき時期に来ている。市の中にいくつもある市民ホールの管理を一元

化し広く人の募集をして人材活用をしたり、市役所職員の天下り（国から見れば低次元だが）を一切な

くしそれを全国にアピールしたり、常に小金井市全体で何が必要課の議論をすべきである。小金井公園

野川公園この 2 つの南北にある大きな緑を徹底的に利用し、商業の活性化をはかって欲しい。必ず方法

はあると思う。 

市民のために動く議会としてほしい。 

説明責任をしっかり果たしてほしい。 

市民の投票によって選ばれた市長の改革市政を応援しようともせず、近隣自治体への遠慮ばかりが先行

し、深夜に亘り実りのない品格を疑われる議会進行を繰り返した無能な議員達の様子はインターネット

上にも流れ、あきれ果てました。返り咲き市長を取り巻く議員さん達は、小金井のゴミをいったいどう

するつもりなのですか？市民一人一人は本当に減量を頑張っているのですよ！大型焼却炉を稼働させ続

けるために、小金井のゴミをむしろ歓迎している自治体もあると聞きます。リサーチしてみて下さい。 

市民はいま生活していくのに精一杯です。小金井の焼却炉の問題があるのに今回も以前の市長を選ぶよ

うに、あまり市政には無トンチャクです。だから市議会なんかほとんど関心がないと思います。しかし

日本の政治もそうですけど、市議会がちゃんとしていないと小金井市が大変な事になると思います。し

かし、市民の声もアンケートにも記入しましたが皆無関心で・・・・。市議の皆様もっと市民の声を聞

いて（なかなか言ってこないと思いますが）市政に反映してください。本当に小金井は終わってしまい

ます。これだけ書いても変わらないでしょう。残念です。 

市民への広報活動が不十分ではないか（ゴミ問題を含めて）。小会派が多すぎるためか、議員の普段の活

動が見えてこない。 

周辺自治体や全国的市政などから笑われない市政の展開（市民が笑い者にならない）この為の一体的市

政の推進。 

上記に書きました。読んでいただけたら幸いです。 
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上記の市議会・議員の改革のため、少なくとも市民に対して、各議員の顔の見える意見や行動（議決で

の投票など含む）の報告をいろいろな媒体を使って知らしめ、又、市民の意見を汲み取り、反映しやす

い仕組みを構築すべき！ 

所属やグループにとらわれない意見交換をお願いします。ゴミ問題を最優先させて下さい。 

処理場問題については、直接は市長や市当局の責任であるが、市議会も現在のような状況になるまで、

より積極的な行動をとるべきであった。 

数回議会を傍聴しましたが議員の私語野次が多く不快でした。いねむりをしている議員や市職員（部

長？）もいて議案以前の問題として改善してほしいです 

すぐに子どもを預けることができるよう、保育園を増設してほしい。また、幼稚園でも夏休み、春休み

等、預けることができるよう要望します（子ども園含めて）。要するに、母親も働きやすい環境を整えて

ほしい。 

清掃工場の対応が決められない議会はどうなの？ 

前回の小金井市長選挙から 1 年経過した。その際大争点であった自前のゴミ償却施設建設が一向に進ん

でいないと聞く。この問題の経験者であり、問題解決能力があると自賛していた現市長は、1 年間の不作

為をいかに説明するか。市議会議員諸氏は何をしているのか。これは大多数の市民の関心事だと思う。

制度改革も良いが、具体的成果を挙げよ。 

選挙公的は是非守ってほしい。民主党の二の舞をふまない様期待する。 

全国的にゴミ処理問題でイメージダウンした小金井市を、健全な市、明るい市、安全な市に変化させて

ほしい。 

前市長の不手際で天下に恥をさらした。可燃ゴミ施設問題は、稲葉市長の再選で何とか最悪の事態を回

避したが、小金井市の信用を大きく傷つけている。小金井市にとって本問題は喫緊かつ最重要問題であ

る。緊急性の少ない新庁舎建設は凍結し、可燃ゴミ処理施設の建設を最優先すべきである（憲法 25 条、

生存権保障の問題）施設は一義的には小金井市単独で域内の空地（運動場、公園、蛇の目跡地も含む）

に建設すべきと思う。最新鋭の技術を導入すれば公害もすくないはずである。議会でも、本問題を党派

を超えて大局的見地に立って真剣に討議し行政を全面的にバックアップし、早期解決を目指してほしい。

（本問題は大衆討議になじまないと思う） 

全体的に小金井に関係している方（市議会・政治家・市長）は面白そうなことをやってくれない。何を

やってくれるのかさえ不明。学生も多い町なので、市議会だよりとかではなく、横断幕で大きく簡潔に

表示したりしてほしい。そうでなければ、その存在の周知もされない。高齢の方の意見も大切だが、こ

れからは若い人の発想も取り入れた方がいいのではと思う。もう少し、若い人をターゲットに興味を引

かせ、巻き込んでいった方がいいのではないか。 

専門用語や見る気のしないグラフを使うのでなく、わかりやすく市民・生活者の視点から、今問題にな

っていることを伝えて欲しい。知られては困ることもでもあるのかと感じるほどわかりづらい。市長の

暴走を止めてください。 

第一・第二調水池の様な所に太陽の様な発電施設を設けたりして（空地利用）暗がりを減らしてほしい。

野川の水の流れが少ないため、鯉やカルガモの姿が見られなくなった。川底に草一面に生い茂って川の

風情がなくなり、川面に写る月影が見られない。もっと武蔵野らしい風光明媚な憩いの場所であって欲

しい。良いところが年々失われて行く様に思える。昭和の末頃はもっと良かった様に記憶している。小
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金井市にはホテル等の宿泊施設が一つもない。人寄せ行事のある時に困ります。 

他市から見た小金井市の評価が非常に悪い。ゴミ問題で有名な小金井ということで肩身が狭い 

多数派をとるために議長を押し付けあうようなレベルの方々には、たいして期待できないだろうと思っ

てもいます。某政令市のようにブームに乗っただけの連中に振りまわされるようなことにだけはなって

ほしくないので、自身の当選だけが大事な人々には投票しないよう、きをつけていきます。 

多摩地域において小金井が取り残されていく事への危機感が全くない。都立公園等の利用を軸に観光で

街の活性化が図れないか？住み続けたいと思う「まちづくり」は出来ないか？ 

単に議会の問題でなく、構成する議員は市民の代表として市政について市民に解りやすくアナウンスす

る機会をもっと広く持つことを期待しています。現在のブログ、ツイッター等や支持者向けの集会等限

られた人たちだけに発信するのではなく、市政の問題点、自らの主張等を、街頭演説等不特定多数の市

民に伝わる様アナウンスして戴きたい。議員は“情報発信しています”と言われますが、市民に伝わら

なければ“発信”した事にはならないと思います。自らの活動について広く市民に伝え、市民の希望を

聞き、議会に伝えると言う本来の役割を果たし結果として広く支持を集めた方が当選し、議会を構成す

る様な仕組みの導入を強く望みます。 

近頃、梶野町では生活保護の人達が目立ちます。お気の毒とは思いますが、小金井の今の状態で、古い

アパートに入居されると、家主さんはいいとしても、市民税を長く払い良い環境にと努力してきたのに、

道路一杯に集まったりされ、今までと異なって女性は困っています。福祉会館の老朽化、どこもお金が

なくて困っている事の山積みです。どんどん困った人だと市民に入れないで下さい。市民の為にお金を

使って下さい。ゴミの問題も市民に分かる様に度々知らせて下さい。 

通常の市民にとって、議会・議員を意識するのは選挙時のみ。議員と話し合う機会が増えれば、この状

況も変わるのかなと思う。近年、選挙ではマニュフェストを提示し住民の信を問う形が多いが、選挙民

の気になる争点はマニュフェストに記載されていない点であったりする。そのようなことにならないた

めにも、議員とのディベートの場がほしい。 

問２０にありました反映されているか否か、のことですが、ある一部の方達（議員に近い方、後援会の

方等）は情報をよく得られていると思います。その外側の私たちの様な一般家庭の者は、情報を開示さ

れていても特に関心がなく、ゴミ問題や、駅前開発等は上層部だけの取り決めにしか映らない気がしま

す。地主さんたちも数多くいらっしゃるのであれば、他市におんぶに抱っこせずに土地を考え、市内で

解決できるよう働きかけるのが市議会議員さん方の仕事ではないでしょうか。何故か人ごとの様に問題

を先送りしている市政にあきれています。 

問 22 の通りです。 

問２３に重複しますが、庁舎は手特の地に一日も早く建設すべきと思う。ごみ問題も市長に大きな責任

があるとは思うが議会の力でどうにかして戴く他はないと思います。 

市民を背負っているんだということを忘れないで下さい。 

図書館の充実を望みます。 

予算を出して実行して頂きたい。 
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とにかく ごみ処理場についての問題を改善させて下さい。 

他の市に迷惑をかけていること、何年もごみ処理場がないまま過ごすのは、市民としても恥です。 

私自身は、自分の家のそばにごみ処理場ができてもよいと思っています。みんなが、そういう人ではな

いかもしれませんが、さまざまな土地や問題など、私には分からないこともあり、大変なことはわかっ

ています。でも、気持ちよく小金井市が生活できるようにしていきましょう！ 

とにかく｢対話」を持つ事。 

とにかくゴミ処理場を早く決めて下さい。 

とにかく何をやっているのか分らないので、何も言えない。市議会だよりを読むところから始めたいと

思います。 

なぜリース庁舎やごみ問題がこれ程までに長引くのでしょう。市長と議会の責任！新庁舎の件も焼却炉

の件も先見の明と実行力を持っていたならとっくに解決しているはず。借金もこれ程には・・・残念で

す。 

何度か傍聴させていただきましたが、4 階まで上がるのに骨の折れる年齢になりました。傍聴しやすい会

議場を希望します。また、傍聴の折、議案書が欲しいことと、持ち帰りもできたらいいのにといつも思

います。ご検討ください。 

ニュースで取り上げられて、住民がはずかしい思いをしない程度でよいですから、何とか「普通の自治

体」になれるよう、頑張っていただきたいです。政策に対するリスク分析をし、堅実に姿勢を進めてい

って頂きたいです。 

貫井南センターのエレベーター工事について 2 階建ての建物になぜエレベーターを設置したのか理由が

分からない。足の不自由の方の為であれば他の方法、他のやり方があるのでは。外見だけ立派で、内が

整備されていない。また市民が使いづらいアンバランスは市政を表しているようで、気分が悪い。 

ふだんから余り感心がなくてよくわからなかったのでこのアンケートを送付してもらい改めて興味がわ

いてきました。これからはよく、市議会の記事を読む様にしたいと思います。これからも小金井市のさ

らなる発展を期待しますので市議会議員の皆様がんばってください。 

不本意ながら有名になってしまっている小金井市ですが、ゴミ問題をはじめ、多くの問題の解決に頑張

ってもらいたいです。一部の熱心な支持者の利権を追い求めるのではなく小金井市全体の多くを幸福に

する議会にしてもらいたいです。小金井市に住む多くの人は平日昼間は他へ働きに行っている人なので、

身近に良さを実感しずらい。どうしても近隣他市のほうがサービスが良く見えてしまう。ので、がんば

ってください。 

他の市又は区の友人達と話すのだが小金井市はサービスが悪い。特に高齢者になってから動けないので

このまま死んでいても誰も知らないだろう。豊島区は象印ポットをスポンサーにして三日使わなかった

ら訪問するとか各区のサービスをもっと研究してみる事を薦める。返信用封筒等入っていなかった。こ

の杜撰さ！ 

自ら身を切る改革を率先して行える市議会となるよう希望しています。 

緑豊かな小金井に何とかゴミ処理場が出来ないのか？ 
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申し訳ないくらい何も知識がないと感じました。インターネットで調べてみましたが、議員報酬や定数

は都内では真ん中当たり（平均的？）ではあるものの、全国全地域で見ると上位 15～20％タイルの高さ

のようですので、数字だけで見た場合、もう少し低くても良いのかも知れません。自分から取りに行け

ばいくらでも情報は得ることは出来ると思いますが、「いやがおうでも」・｢何とはなしに」情報が入って

くる仕組みがあると良いなと思います。広報の工夫に期待します。また、もう少し議員自身の紹介や、

議員からの情報発信があると“顔の見える市政”という風に感じられる気がします。結局は人のやって

いることなので、パーソナルタッチがあると良いなと思ったりしています。とはいえ、父が前市長の在

任中の市議会を傍聴したところ、議員も（職員も）一緒になってただ前市長を責めていると言った議論

だったようですので、建設的な話し合いの出来る議会にすることが先決かと思います。 

目下、市民にとって最大の関心事は「ゴミ処理施設問題は一体どうなるのか」だと思われますが、市民

は唯手をこまねいている状態だと思います。国なり、都なりへの多くの市民の請願の署名や募金活動な

ど、何か出来る事があるのではないでしょうか。それらは全く無意味でしょうか。児童の福祉に携わる

方へ。児童虐待のニュース程痛ましく悲しく辛いものはありません。もしあるなら虐待を受けている子

供とその母への敏感な完成と視線を失わず、どうか理解と暖かい手をさしのべて頂きたい。小金井市か

らは一人も虐待を受けて死んで行くような子供が出ませんように。いつも祈っています。マンネリズム

を廃し、一層のご奮闘を願うばかりです。 

もっと市長に対し、厳しい意見を。 

もっと身近に開放するべき。いつどこで開かれているのかわからない。（何かの方法で知らされていると

思いますが、目に入らない）・市議との接触は駅頭メッセージぐらいである。それも限られた人である。 

諸々な事が出来ない市でしたら、小金井市自信がいらないと思います。府中市、調布市、三鷹市、小平

市、武蔵野市に吸収合併して頂いた方が、恥ずかしい思いをしないでスッキリします。経費の面からも

有りではないでしょうか。誇らしい街にするためには、努力と頭を使うこと。それが出来ないような協

力しない議員は（反対ばかり）為にならないので辞めるべきです。 

問題点を整理し、適確しゃべれないのなら、次回の選挙に立候補辞退したら 自分のしゃべり方、録音

して聞き、日々反省し、自己研鑽を望む。 

問題にかかわっている人たちだけが議論するのではなく、市民全体がかかわれたらよいと思う。 

リース庁舎の解消については「蛇の目ミシン工場跡地に総合庁舎」を出来るだけ早く建設して戴きたい

と思います 

駅前を変に開発せずに。金かけた市庁舎をこれらも建てない。 

議員が多すぎてまとまらない。例えば、いつまで市役所を借りたままで、高い賃料を払っているのか。

ゴミ処理を今年度中に解決すると言った新（再）市長の言いなりで良いのか。少しも解決できないでは

ないか。駅前の再開発と言っても、駅中デパートみたいなものがある訳ではなし、市民交流センターも

採算があわず、より市民の税金が余分に使われるのではないか。 

又、一番の問題であるゴミ処理にしても、現市長の過去から現在迄の不手際さと無責任さがもたらした

結果と思うが、議会も同罪だと思う。結果として、議会の活動も見えてこない。市職員に対しても、も

っとリーダーシップをもって仕事をさせて欲しい。ゴミ問題では現市長に反対する票の方が合計で多か

った（3 人分）事を肝に銘じて仕事をして欲しい。 

議員の活動が見えない（選挙運動の時だけで・・・） 
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議会基本条例の履行云々を問う事、大変恐縮（市議会に参加した事がない私ゆえ）ですが、“今更”とい

う思いがします。当然の条例ですもの。 

国政も同じですが、今の政治は ●高齢者 ●低所得者 の事ばかりのバラまき政治です。 日本の活

力のために ●現役世代 ●中所得者 を重視した議会運営をお願いします。老人の給付を下げるべき

です。 

仕事で朝早く、夜遅いのですが、駅前などでの街頭報告は、自分からすると市議の動きがわかり、あり

がたい。評価出来る。今後も継続してほしい。 

市議会だよりは、討議の報告でなく、主な決議及び実施の要約を箇条書きで示してほしい。 

市議会議員選挙があるたびに、必ず誰かがマニフェストにかかげる庁舎リース問題。ごみ焼却炉の問題

（他の市をたよる市長は甘い！）が何年も前から言われているが、信頼して投票しても、今もって結果

が出ていない事が腹立たしいです。口だけはもうけっこうです。「実行」してください。時間がかかりす

ぎです。 議員 24 人もいて、何も動きがないのは税金泥棒です。民間では、遅い動きでは相手にされま

せん。もっと厳しく。 

市議選挙の際、公約として掲げた事項について、当選後、どのように実現すべく努力しているか、さっ

ぱり分からない。例えば、焼却以外の方法によるゴミ処理の可能性を主張しながら、その後どうなって

いるのか分からない。 

市民の声や意見を反映させたいのなら、議員が現場に出向くべきではないでしょうか？ 一般に生活し

ている私たちには、議員と接する機会もなく、議会に参加する余裕がない。しかし、自分たちの生活を

守るために必死で働き税金を納めている。義務を果たしているのに、権利を主張できない。 特にゴミ

問題は、マスコミでも取りざたされ、小金井市への転居を避ける人もいる。市政への不安は市民以外に

も広がっている。 

市民税を支払っている市民に、それは当然と思わずに、ありがたく思ってほしい。それなりの仕事をし

てほしい。自分側（グループ）の利益になりそうな事だけではなく、小金井市が発展するように心を込

めて仕事をしてほしいと思います。 

私は、緑町団地に昭和 35 年から住んでいます。３DK で、月 14 万円払っています。2 万円位安いと助か

ります。こういうことは無理でしょうか。1 分もかからないので、意見として出してください。頚椎で手

足が悪いので、字が読みづらいでしょうがお許しを。 

若い世代に向けて、もっとネットを利用、活用すべき。 ツールの使い方が下手だと思う。 

小金井は市長の給料が高い。ゴミの問題→壊す前に何年間のことを考えてほしいでものです。いたくし

ているお金はもどってきません。すてているようなものです。市役所→前の土地に建てかえてもいいの

では？年間の家賃は無駄だ。コミュニティーセンターなどの維持費はどうするのか。小金井市に住んで

いることがはずかしいものです。もっとリーダーシップの取れる人が市長になってもらいたいものです

ね。 

小金井市としての例えばゴミ処理のことなど、とても興味がありますが、市議会にどのように意見を伝

えたらよいのか、わかりません。 

又、伝えたところで、取り上げてもらえないのではという先入観があります。小金井市内でゴミ処理施

設の建設がどうして出来ないのか、いろいろな意見を多くの市民にもっと伝えてほしいです。意見がま

とまらない原因についても、多くの開示をお願い致します。 
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上記重要課題（ごみ問題）がどのように議論され、解決に向けて努力されているかが一般市民には殆ん

ど伝わってこない。選挙の時だけ争点としてクローズアップされるのではなく、この問題にスポットを

当てた説明会とか広報活動を重点的に進めて頂きたい。 

情報の提供に熱心な議員さんも多数いらっしゃるので、比較的様子がわかるようにおもいます。議会に

対してというのは特にないです。むしろ市民がもっと関心をもつべきだと（自分も含めて）思います。 

政党毎に特徴を発揮し、市民のために真剣に取り組んでいると考えます。 

＜お願い＞ 私は、2012 年 4 月中旬、介護福祉課窓口に相談に行きました。対応者は中高年の女子職員

でした。私と対話中に、他の住民が来所しました。すると女子職員は来所した住民と話し、私は放置さ

れました。窓口対応の改善を求めます。 

先送りしない。決める。 

前回あれほどの注目を集めた選挙でありながら、低投票率であったことからも、市民の細かな意見にい

ちいち左右される必要はそれほどないのでは。市民の教育と同時に、スピード感のある決定と実行が必

要と考えます。 

前市長の辞任については、近隣市町村の反応が過敏すぎではないかと思う。市議会の中にも前市長を面

白く思わない人たちが、足を引っ張ったのではないかと、考えてしまう。 

ゴミ問題、市民の多数はゴミ減量など頑張っている。 利権争いなどでそれを無駄にすることのないよ

う、くれぐれもお願いしたい。 人も緑豊かな自然も素晴らしい小金井をより良き町にしてください。 

当面の大きな課題は、全国にも名を馳せたゴミ問題の解決を図ること。行政の責任追求ではなく、議員

一人ひとりの具体的な解決への姿勢、行動を期待する。小金井市の将来展望を描き、市民に提示してほ

しい。 

問題が山積み。一つ一つ確実に解決すること。 特に市長は責任を持って解決するべし！ 

話では、市役所の職員の給料が高額と聞く。つまり組合意識が強く、市民の意向が反映されないという

ことのようだ。また、時間内の働きよりも能率が悪いとも言われているようだ。このような状況がすべ

てなくなったのだろうか？ 

 


