
 

 

 

 

 

 

小金井市議会に対する 

市民の意識調査（アンケート） 

結果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月 

小金井市議会広報協議会 



2 
 

1. 調査の目的 

小金井市議会は、議会の機能を発揮するため、これまで議会運営のあらゆる分野で議会

改革を行い、市民に開かれた議会、自由かっ達な質疑の保障、少数会派の活動も認め合

う議会をめざし活動してきました。小金井市議会は、更なる市民福祉の増進及び市政の

発展に寄与するため、議会の最高規範として、議会運営の理念、議会や議員の活動原則

や市民参加を推進するルールを明文化する目的で、５年間の議論を経て２０１６年、こ

れまで積み上げてきた議会運営の基本的な考え方やルールを整理し、「小金井市議会基

本条例」を策定しました。 

 
現在、「小金井市議会基本条例検証等協議会」を立ち上げ、実践を経ながら、さらによ

りよいものにしていくため検証・見直しに着手をしているところです。 

 
今回の意識調査（アンケート）は、このような状況のなかで、市議会の活動が市民の

方々にどのように伝わり、市民生活のお役に立てているのかなど、ご意見を伺い、今後

の改善の検討材料として、意見聴取を実施させていただいたものです。 

 

2. 調査方法及び回収結果 

(ア) 調査期間 

令和２年９月上旬～令和２年９月下旬 

 

(イ) 調査方法 

郵送配布・郵送回収による郵送調査法 

 

(ウ) 調査対象 

無作為に抽出された１８歳以上の市民２，０００人 

 

(エ) 回収結果 

５４５人（回収率２７．３％） 
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3. 調査結果 

 

問１ あなたの性別についておたずねします（１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなたの年齢は 、次のうちどれにあてはまりますか？（１つだけ） 

 

 

  

回答項目 割合（％） 人数（人）

男性 42.6% 232

女性 55.4% 302

回答しない 1.3% 7

無回答 0.7% 4

回答項目 割合（％）

19歳以下 1.5%

20歳代 6.6%

30歳代 11.9%

40歳代 18.0%

50歳代 18.3%

60歳代 17.6%

70歳代 17.2%

80歳代 7.5%

90歳代以上 1.1%

無回答 0.2%
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問３ あなたのお住いの地域は 、次のうちどれにあてはまりますか？ （１つだけ） 

 

 

 

問４ あなたは 、市議会に関心がありますか？（１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 問４ で 「 関心がない 」を選択した方へうかがいます。理由は何ですか （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

回答項目 割合（％）

関野町 0.9%

梶野町 9.4%

緑町 12.1%

本町 16.1%

桜町 5.3%

東町 11.7%

中町 10.3%

前原町 12.3%

貫井南町 12.5%

貫井北町 8.8%

無回答 0.6%

回答項目 割合（％）

関心がある 52.1%

関心がない 47.2%

無回答 0.7%

回答項目 割合（％）

何をしているかわからな 39.7%

忙しくて考える余裕がな 19.0%

知っている議員がいない 16.7%

市政に関心がないから 9.6%

生活にあまり関係がない 9.1%

その他(自由記述) 5.9%

い 
い 
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問６ あなたは 、市議会議員選挙に行きますか？（１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 問６で「ときどき行く」を選択した方へうかがいます。  

市議会議員選挙に行くのはどのような時ですか？（１つだけ） 

 

 

 

 

問８ 問６で「行かない」を選択した方へうかがいます。 理由は何ですか？ （１つだけ） 

 

 

  

回答項目 割合（％）

毎回行く 60.4%

だいたい行く 17.1%

ときどき行く 9.2%

行かない 13.4%

回答項目 割合（％）

時間がある 36.1%

投票したい候補者がいる 14.8%

選挙の争点がはっきりしている 11.5%

選挙があることを忘れなかった 19.7%

天候が良好 3.3%

体調が良好 3.3%

その他(自由記述） 11.5%

回答項目 割合（％）

関心がないため 39.3%

ふさわしい候補者がいないため 12.4%

仕事のため 13.5%

出かけるため（レジャー等） 3.4%

病気のため 5.6%

高齢のため 3.4%

毎回忘れてしまうため 4.5%

選挙の争点がはっきりしていないため10.1%

その他(自由記述） 7.9%

選挙の争点がはっきりしている 

選挙があることを忘れなかった 

選挙の争点がはっきりしていないため 

（レジャー等） 
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問９ あなたは、市議会を傍聴に行ったことがありますか？（１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「行ったことがある」とお答えの方に伺います。 

 

 

 

 

 

 

問１０ あなたは 、市議会の本会議 ・委員会のすべてが 、 

インターネット中継（YouTube）されていることを知っていますか？（１つだけ） 

 

 

 

 

 

  

回答項目 割合（％）

行ったことがある 3.1%

行ったことはない 96.9%

回答項目 割合（％）

１回 43.5%

 ２〜５回 43.5%

 ６〜１０ 回 13.0%

１１回以上 0.0%

回答項目 割合（％）

知っており視聴している 1.9%

知っているが視聴していない 16.3%

知らなかった 81.7%
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知っており視聴しているとお答えの方に伺います。 

 

 

 

 

「知らなかった」とお答えの方に伺います。 

 

 

 

 

 

 

 

問１１ 問１０で「知っており視聴している 」を選択した方へうかがいます。 

 音声は聞き取れますか？ （１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

問１２ あなたは、市議会ホームページを知っていますか？（１つだけ） 

 

 

 

 

 

回答項目 割合（％）

よく見ている 8.3%

時々見ている 41.7%

1〜2回、見たことがある 50.0%

回答項目 割合（％）

今後は視聴してみたい 48.5%

今後も視聴しない 51.5%

回答項目 割合（％）

よく聞き取れる 22.2%

だいたい聞き取れる 66.7%

ほとんど聞き取れない 11.1%

聞き取れない 0.0%

回答項目 割合（％）

知っており閲覧している 8.4%

知っているが閲覧していない 32.8%

知らなかった 58.8%

知っているが閲覧していない 
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「知っており閲覧している」を選択した方へうかがいます。 

 

 

 

 

 

問１３ あなたは、市議会だより（年４回発行）を読んでいますか？（１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

「読んでいない」を選択した方へうかがいます。 

 

 

 

 

 

 

  

回答項目 割合（％）

よく閲覧している 3.6%

時々閲覧している 48.2%

1〜2回、閲覧したことががある48.2%

全部を読んでいる 13.2%

関心のある記事だけ読んでいる 59.3%

読んでいない 27.4%

回答項目 割合（％）

市議会だよりを知らない 39.2%

記事がつまらない 34.6%

その他(自由記述) 26.2%

1～2回、閲覧したことががある 

関心のある記事だけ読んでいる 
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問１４ 問１３で「全部を読んでいる」、「関心のある記事だけ読む」を選択した方へうかがいます。 

特に興味をもって読んでいる記事があれば、ご記入ください 。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

問１５ あなたは、市議会だより以外で議会に関する情報を得ていますか？（１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「情報を得ている」を選択した方へうかがいます。 

 

 

  

回答項目 割合（％）

定例会の概要 10.6%

審議した主な議案 29.2%

議案の審議結果(採決態度一覧) 23.5%

一般質問 14.7%

意見書・決議、請願・陳情の審議結果(採決態度一覧)

17.8%

議員作成の特集ページ(8面) 4.3%

回答項目 割合（％）

情報を得ている 39.9%

情報は得ていない 60.1%

回答項目 割合（％）

市議会のホームページ 5.8%

市議会のtwitter 0.3%

議員や政党からの通信 49.5%

議員や政党等のインターネット発信 6.7%

新聞報道等のマスコミ 20.7%

知人などからの口コミ情報 15.5%

その他（自由記述） 1.5%
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「議員や政党からの通信」を選択した方へうかがいます。 

 

 

 

 

 

 

問１６ あなたは、市議会議員がどのような活動をしているか知っていますか？（１つだけ） 

 

 

 

 

 

問１７ あなたは、市議会主催の議会報告会意見交換会が 

年 1 回開催されていることを知っていますか？ （１つだけ） 

 

 

 

 

 

問１８ あなたは、市議会議員の活動に満足していますか？ （１つだけ） 

 

 

 

 

 

回答項目 割合（％）

郵送 18.9%

ポスティング 59.2%

駅頭などで直接もらう 21.8%

回答項目 割合（％）

知っている 2.4%

ある程度知っている　 26.6%

あまり知らない 45.4%

知らない 25.7%

回答項目 割合（％）

知っている 8.0%

聞いたことはある　 17.8%

知らない 74.3%

回答項目 割合（％）

満足 4.1%

不満足 15.1%

どちらとも言えない 80.8%
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問１９ あなたは、市議会議員に自分の意見や要望を伝えていますか？（１つだけ） 

 

 

 

 

 

「意見や要望を伝えている」を選択した方へうかがいます。 

 

 

 

 

 

「意見や要望を伝えていない」を選択した方へうかがいます。 

 

 

 

 

 

問２０ あなたは、地方自治における二元代表制について知っていますか？（１つだけ） 

 

 

 

 

 

回答項目 割合（％）

意見や要望を伝えている 7.7%

意見や要望を伝えていない 92.3%

回答項目 割合（％）

議員に直接会う 51.7%

議員に電話 13.3%

議員にＦＡＸ 3.3%

議員にメールやSNS 11.7%

その他（自由記述） 20.0%

回答項目 割合（％）

伝える意見や要望が特段ない 25.6%

議員に遠慮をしてしまう 3.2%

議員に意見・要望しても実現しない 11.9%

知っている市議会議員がいない 20.1%

伝える手段がわからない 32.1%

直接、市役所に伝えている 2.7%

その他（自由記述） 4.4%

回答項目 割合（％）

知っている　 14.3%

聞いたことはある 16.3%

知らない 69.4%

議員に意見・要望しても実現しない 
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問２１ あなたは、市議会議員の定数が２４人であることを 知っていますか？ １つだけ） 

 

 

 

 

 

 

問２２ あなたは、市議会議員の定数について、どのように感じますか？（１つだけ） 

 

 

 

 

 

問２３ あなたは、市議会議員の報酬が、月額４９万円であることを知っていますか？（１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２４ あなたは、市議会議員の報酬の額についてどのように感じますか？ 

 

 

 

 

 

回答項目 割合（％）

知っていた 30.4%

知らなかった 69.6%

回答項目 割合（％）

多い 37.6%

適当 23.8%

少ない 1.8%

わからない 36.8%

回答項目 割合（％）

知っていた 10.9%

知らなかった 89.1%

回答項目 割合（％）

高い 39.1%

適当 28.2%

低い 4.1%

わからない 28.6%
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問２５ あなたは、今の市議会をどのように評価しますか？（１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

問２６ あなたは、市議会の役割として、何を期待しますか？ (３つ回答可能） 

 

 

 

 

 

問２７ あなたは、市議会の改革が必要だと思いますか？ （１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

回答項目 割合（％）

高く評価する 0.8%

ある程度評価する 24.7%

あまり評価しない 20.5%

まったく評価しない 5.9%

わからない 46.8%

その他（自由記述） 1.3%

回答項目 割合（％）

住民意見の把握 18.7%

 地域の課題解決 24.3%

行政のチェック 12.1%

定数・報酬の見直し 6.1%

政策立案　 5.9%

清廉潔白 5.6%

資質向上／自己啓発　 1.8%

潜在需要の掘り起こし 2.3%

住民意見の調整 5.1%

広報の充実・情報発信 3.4%

議論の活発化　 1.5%

説得力・発言力 1.3%

リーダーシップ 2.6%

市民への説明 9.1%

回答項目 割合（％）

必要である 24.7%

ある程度必要である 40.6%

必要でない 2.2%

わからない 32.5%
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「必要である」、「ある程度必要である」と回答した方へうかがいます 

どのような改革が必要であると思いますか？（複数回答可） 

 

 

 

 

※※※※「「「「その他その他その他その他（（（（自由記述自由記述自由記述自由記述）」）」）」）」につきましては、別紙をご覧ください。につきましては、別紙をご覧ください。につきましては、別紙をご覧ください。につきましては、別紙をご覧ください。    

回答項目 割合（％）

議会審査機能の向上

（行政運営のチェック機能）

16.1%

政策提言機能の強化

（議会から行政への提案能力）

18.2%

議会基本条例の検証 2.1%

休日や夜間に本会議がある

傍聴しやすい議会

4.9%

市民の声が反映できるような議

会報告会

の開催や意向調査の実施

22.9%

インターネット中継のさらなる改善 4.7%

市議会ホームページの充実 2.9%

「市議会だより」の充実 6.8%

議員定数・議員報酬の検討 17.6%

その他（自由記述） 3.8%

インターネット中継のさらなる改善 



【市⺠アンケート調査結果 (自由記述編）】
問５ 問４で「(2) 関心がない」を選択した方へうかがいます 理由は何ですか︖（複数回答可）

□(6) その他（自由記述）24件

2 東京へ⼤阪から引っ越してまだ３年目です

12 過去の政策に期待が持てなかったから
13 情報不⾜

27 選挙の時期の駅前でのアピールが好感が持てない。夜１０時過ぎの改札付近でのアピール、声かけが過度に感じる。居
酒屋風の前かけもわざとらしく感じる

43 数年後に関⻄に戻るので

59 都や他市町村の後おい⾏政しかやってない、これだけは他に負けてないことをやってもらいたい

66 引越したばかりで、情報を得ていないから
76 ⾒たくないから P連の活動をしていたとき⼀⽣懸命がんばっておられるお⽗さんがおられると思ったら市議会議員に⽴候

補するのが目的だったり、⺠主党から⾃⺠にのりかえたり 自分のことしか考えていない
144 只今、⼩⾦井病院に⼊院中の患者です

216 誰がなっても影響がない
224 市議会だよりがわからない充実させてほしい。
233 議会で討議された問題。その後どうなった︖が多い感じ

265 議員はうそしかつかないから
268 関⼼をもって選挙に⾏っても、いざ議員になると公約を反故にする議員ばかりだと思うので、関⼼が持てなくなりました。

288 議会を信用していない。
292 引っ越してきたばかりだからよくわからない。
308 市報・議会だよりは読んでいますが、⽼⼈の出番がなく、議会の⽅も傍聴に出かけるほどの関⼼がなくなる。

321 私たちにプラスになる事が少ない
323 姿勢を任せるために選挙で議員を選んでいるのだから、選ばれた⼈達できっちりやって欲しい。市⺠が常に関⼼を持って

チェックし続けないといけないなら何のために選び任せたかわからないから。
423 身近な問題の改善やそれに向けての動きを感じられないから市議会に何を期待していいのかわかりづらい為
444 知⼈が懸命に議会に働きかけを⾏っているが何も変わらないため

471 ⼩⾦井市⺠⽣活の実態について適切に把握すべき。近隣に30年以上に渡り、⼟地の⼿⼊れが成されていない無⼈住
宅が有り、樹⽊、草⽊が⽣え放題である、①治安上の懸念。②蚊、害⾍等の懸念。③落葉、枝葉の繁り。

478 ⼀度⾒学に⾏ったが興味を持てなかった

515 現在の重要な課題が何なのか判らない
1



問７ 問６で「(3) ときどき⾏く」を選択した方へうかがいます 市議会議員選挙に⾏くのはどのような時ですか︖（１つだけ）
□(7) その他（自由記述） 7件

2 引越して未だ３年目で東京のことが良くわからない

61 近くに期日前投票所を設けるべきだ
76 何とか⼩⾦井を変えたいと思うとき

130 投票できるようになってから欠かさず投票しているから。
144 ⼊院中だし、選挙権も⼩⾦井市にはない

160 ⾃⼒ではいけないので⾞に便乗できるとき

224 他の選挙と重なっているとき

問８ 問６で「(４) ⾏かない」を選択した⽅へうかがいます 理由は何ですか︖ （１つだけ）
□(9)  その他（自由記述） 7件

2 未だ⼤阪から引越して３年目だから

66 最近、１８になったばかりです。
144 前記
288 信用していないから。
313 安⼼の⽇々を送りたい⼩⾦井でよかったと思いたい90才⼥（以下不明）
358 ⾏きづらいため

398 最近住⺠票を⼩⾦井市に移したため

問１３ あなたは、市議会だより（年４回発⾏）を読んでいますか︖ （１つだけ）
□(3)  読んでいない （下記の質問にも、お答えください） □ウ その他（自由記述）29件

21 関心がない
40 ⾒てもわからない

58 配布されていない
67 ⽂章が⻑くて⼤変

76 あれをすみずみ読める方は少ないのでは、何を伝えたいかわからない、古くさい
78 紙面の作り方が下手、読む意欲がわかない

2



90 読みたいが時間がない
100 読む時間がない
107 市報しか目を通していない
119 興味がない
133 読みたくなるようなレイアウトでないのも⼀ツの理由

144 市議会だよりはこない
145 妻が捨てる
158 障害のせいで紙が扱いずらいため
167 毎⽉届くのとは別の物︖

210 何となく読んでいない。必要性を感じない。
216 自分㋑関係ある情報が無い
229 関心がない
282 興味がない。何をしているか知らない。
435 関心がない
479 時間がない
480 関心がないから
489 もうすこし工夫が欲しい、記事ののせ方とか
492 字が小さくて読みにくい。だらだら書いてある。伝わりやすい紙面に工夫して欲しい。市議会のことを知って生活が豊かになる

と思えない。
530 忙しくて読んでいない
544 必要性を感じない
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問１５ あなたは、市議会だより以外で議会に関する情報を得ていますか︖（１つだけ）
□(1) 情報を得ている （下記の質問にも、お答えください。複数回答可）

□キ その他（自由記述）５件

117 駅前での配布物
271 会派Aのチラシ

349 twitter
410 定期的にポストに入っている
480 市報

問１９ あなたは、市議会議員に⾃分の意⾒や要望を伝えていますか︖（１つだけ）
□(1) 意⾒や要望を伝えている（下記の質問にも、お答えください） □オ その他（自由記述）12件

115 議員が多過
168 時々会って伝える
185 短い会話の中で簡単に

189 家族が議員と知り合いなので、伝えてもらう。
198 手紙
216 選挙に⾏く

421 議員の友達を通じて話している
468 たまたまお会出来た時に直接話した事があり、後日返事がありました。
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問１９ あなたは、市議会議員に⾃分の意⾒や要望を伝えていますか︖（１つだけ）
□(2) 意⾒や要望を伝えていない（下記の質問にも、お答えください

意⾒や要望を伝えない理由は︖（複数回答可 □キ その他（自由記述) 28件

34市⺠になってまだ⽇が浅いので実情認識が低いと思います。

38議員に要望等伝えると選挙の時その議員や政党からの勧誘が激しく来るようになる気がしてためらわれるから。
56伝えても実こうしないと思うので
59要望しても返事がない
76伝えたい人がいない
91どういう意⾒を伝えるべきかがわからない

97まともな議員がいない
130転居したばかりで市政のことをよく知らない。また、１年半以内に転居の予定があり市内に住むかもわからないから。

140わざわざ伝える程の要望は今の所ない
154直接は言いにくい
172今のところ伝えるほどの情熱を持っていない
200現在は特に希望はない。過去は団体等→議員
206知人を通じて要望したことはある。市役所を通すと埋もれる印象がある。
225議会に関⼼がないのに⾃分の意⾒を主張できない

232選挙の時、その前の活動で家に来てくれた時、自分の考えを伝えている。
233特定の議員と接触したくない
266特段の要望がないため
342議員そのものにあまり良いイメージが無い

344個⼈的意⾒を申し出るには憚るので

356普段の⽣活、仕事で疲れてしまい気⼒がない

408障害をもっているので伝えられません
430各議員事務所がわからない
432もっとしっかりして不満をもっているのだから⾏動すべきだった
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448日々の生活に追はれ考へた事がない。私自身高齢で認知症の夫の世話に追われて気持ちの余裕がない
496選挙の時に投票している
499信頼する議員がいない
533議員個人に伝えても実現すると思えない、政党色が好きでない

問２５ あなたは、今の市議会をどのように評価しますか︖（１つだけ）
□(6)  その他（自由記述）７件

39 ⼀部市⺠の要求を実現させるのはよくない

52 判断基準がわからない

69 評価するに必要な情報を持たない
144 知らない
253 令和元年１２⽉に転⼊したばかりで市政について知識不⾜。

423 活動のすべてを知らない為評価できない
516 具体的活動が⾒える⽅とそうでない（わからない）⽅がいる為総評しにくい。活動が分かる⽅は評価したい。

□(2)  ある程度評価する を選んだ上での自由記述 ２件

□(3) あまり評価しない を選んだ上での自由記述 ２件

146 札幌市に７０年住んでいたので、議員の評価は同じ。何時も⾏政から情報を得ること。

538 問題になっている事案についてうわっ⾯だけをかじった知識しかない⽅が多く、広い視野を持って、ある角度から勉強してい
ただきたい。

410 選挙の時だけでなく「現在こういう問題を審議しています聞きにいらしてください」短時間で教えて頂きたい
481 改善すべき点多々あり
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問２7 あなたは、市議会の改⾰が必要だと思いますか︖（１つだけ）
□(1)  必要である □(2) ある程度必要である
（1）必要である、（2）ある程度必要である、と回答した⽅へうかがいます
どのような改⾰が必要であると思いますか︖ （複数回答可） □コ その他（自由記述) 27件

1 市⺠のための議員で名誉ではないのでその変を⾃覚したほうがいいのでは、１円たりとも市⺠の税⾦をむだにしないで下さ
い

10 地域産業の活性化
12 もっとわかりやすい報告が必要。
35 地域の課題を理解し解決に向けて動く

59 都の公園・古くなぅあ公団などに社祉施設を作る。新市役所ゴミ焼却場を作る
90 市議会だよりに、決議したこと、検討中の事、今後の議題を簡潔に載せてもらえると、動きが⾒えて関⼼を持ちやすくなる

119 皆さんが無駄なストレスを感じないで働ければよいかと思います
140 市議会がいつ開催されているのか知らないのでもう少し傍聴しやすいよう開催日を広く知らせて欲しい（議題も含めて）
146 市議個⼈は、⾏政の職員から信頼されるように努めること。

172 政策提言が弱いと思う
183 定数の削減と報酬の増額、市道の整備（つぎはぎだらけ）
218 もっと実効性のあるものにしなければならない
266 深夜まで開会→時間を決めて２０時には閉会
296 それぞれの質疑を⾒てます。時々短くなりすぎてよくわからないことがあります。

313 あき家のしまつをしてほしい
317 スマホアプリ等での情報配信
337 議員数が多い．半数ぐらいでいいと思う。
356 新聞やTVを⾒られない環境下の⼈にも情報が伝わるように
348 子どものうちから興味を持てる環境づくり
392 地域の課題をどのように進⾔するのか、⼀⼈でもいいのか、多数の希望が必要なのか市議と市⺠がどのようなつながりがあ

りどこで関われるのか不明。明確化してほしい。
424 何らかの課題に市⺠を巻き込みやすい環境をつくって欲しい。もう少し関⼼を持つことが出来るようになると思う。

479 もう少し市⺠に⾝近な存在であってほしい
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481 議員ひとりひとりの能⼒向上

499 地域課題に対する迅速適切な対応。（コロナ、市庁舎、道路問題）

506 課題解決に向けた取り組み。具体的なアクションプランと⾒直し。
524 動きがにぶい

問２８ その他、議会に対する意⾒や要望がございましたら、ご記⼊ください（↓）
142件

1 毎⽇、お疲れ様です。市政がより良くなる様、市が発展 する様引き継ぎ宜しくお願い致します。

12
そもそも議会にかんして、⾃ら情報を得にいかなくてはならないことが問題。マスコミをうまく使って、住⺠が望まずとも議会の
情報が得られてしまうくらいの積極性が⼤事。このご時世、情報があふれている中住⺠の意識を変えるなら、先に市や議会
の意識を変えてみてはいあかがでしょうか︖

22 市⺠が関⼼を持てるような発信を期待する。

27
選挙時の過度なアピールはやめていただきたいです。・バスから降りてきた⼈にあいさつ・夜１０時過ぎの改札付近での声か
け・居酒屋風の前かけ・選挙時のみの駅前だけのごみ拾い 朝・夜の忙しい時間、その時だけの不要なアピールに誠意を
感じません。

29 市議会などぜんぜん関心がありませんでしたが、毎週の様に駅頭で議会に関する情報をスピーチする姿勢に興味がわき情
報誌を読んでいます（Ａ議員）わかりやすい情報だと思います。

37 公⽴学校（⼩、中学校）の施設の改修、特に安全⾯に重視した学校環境の整備。コンクリート、タイル、階段、植樹の
あり方、雨天対応など。

47
⼩⾦井市がコロナウイルスに対して、どのように対応するのかよく分からない。私たちは８０近い 夫婦で二人ともに基礎疾
患を持っている状態ですが発熱した時に、先ずどこに連絡したら良いのか全く分かりません。⼩⾦井（多摩に発熱センター
はあるのですか、心配しています。

49
これからは私自身、議会活動に興味をもち注意を向ける必要性を感じました。玉川上水の樹木が伐採され替りに画一的
な桜が植えられたのを⾒たときに、もっと積極的に議論に加わるべきであったと思いました。市⺠が積極的に”⺠主主義”に
参加しないと、このような多様性がないがしろにされ画一的なものや事柄が重んじられる風潮になると言ううのがこの玉川上
水樹木植え替えに如実に表れていると思いました。

52 コロナ対策として⼩⾦井市独⾃の施策を⽰して欲しい、防災も同様

58 選挙をネット投票にすると良いと思う。若者の投票率が上がると思う。

59 都と交渉し講演に保育園と⽼⼈施設を作る。近隣の市⺠も利⽤できる様にする。雇⽤増になる

61

１）梶野町に住んでいる。当地は市⾏政では過疎地だとかねてから確信している。２）市⾏政で重要な課題は道路とゴ
ミ回収だと思う。とくに市道の整備は⼤切だ。道路⾏政は根本的に検討する必要がある。（イ）道路課市職員に道路台
帳の所p材を聞いたらそんなものはないという。法令違反ではないのか。（ロ）武蔵野市から⼩⾦井市へ⾃転⾞で移⾏す
るとき、が道路の整備状況を⾒て、ここから⼩⾦井市だとはん断される。なぜか、あまりにも⼩⾦井の市道、とくに歩道はあ
まりにもおそまつだからだ。（ハ）⻑期的な計画をたて、まず専門委員会で検討するとともに、専門委員を採⽤することだろ
う。

62 アンケート調査に協⼒したいが、⼩⾦井市議会には期待していない。念の為。
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63

○透明性の議会運営 ○議員のなかには ◯議員の中には学⽣運動の延⻑みたいなグループがあるのでは 、◯６０年
⼩⾦井に、住んでますが、本庁舎はやっと動きだしましたが何⼗年掛かって、やっているのか、ただ、反対ばかりやっているか
らこのありさま、歴代の市⻑も無責任（ゴミ問題然り） ◯東⼩⾦井駅北⼝の再開発で、ロータリーに、交番がありますが、
議員⽅︖がつく⽅はいないのですか︖交番の向きが東⽅向（ダイソー側）へ、⼊り⼝が向いていて、あれでは、ダイソーの
⾒張り番です、あの位置なら駅⽅向（南向）ではないでしょうか︖建設時に議員さんは確認していないのですか、管轄が
違うと云うかも知りませんが、⾃分たちの町です。駅ホーム（上り）から、⾒下ろすと、当初、何の建物か、判らず暫くして、
⼤きな⽂字で、交番のと、表⽰駅から、出てくると、交番が横を向いています︕︕⼩さなことかも知りませんが、この様な、
ちょっとした、事、⼩⾦井の、センスに、繋がります、

65
１⼩⾦井と⼈⼝が同程度の多摩地域の市議会と同様の定数に削減すべきと思う（削減▲２⼈）（理由）新型コロナ
ウイルスにより経済状況は今後厳しくなり、税収減等が必須と思われるため ２議員各人が 一層の資質向上を図り、小
⾦井市が住み易い、他市に誇れるようなまちになれるよう、市当局と前向きな建設的な議論を重ねて欲しい。

66
最近越して来たばかりなので、地域の特色、課題についてよく知らなのが現状ですが、逆に、よく知らない＝情報を得る機
会が少ないということにも関係するとおもいます。是非、そのところについて考えてほしいです。１８歳になりたてですが、政策
⽴案に注⼒する議会であってほしいと思っています。

73

パソコンを使っていないので、インターネット中継など⾒ることはなく紙⾯広報の必要なものを読んでいる。市議会議員の報
酬については、基本給のみのべてあるのか、その他に別に加算されるのか（交通費、資料費etc)あるのか不明と思った。議
員の活動においては、この⼩⾦井を少しでも住みよい市にしていただくよう期待し選挙に出かけている。現在のこのコロナ禍
にあたり、皆さまには⼗分ご留意され、また市⺠が迷えることなく秋冬をむかえられるよう、先に先にと⼿を打っていただくことを
切に希望いたします。

76

梶野町はとなりの武蔵野市の恩恵を受けて生活しています。ムーバスで武蔵境や、日赤病院に通いやすく本当にありがた
いし、武蔵野市の⾏政（駅前の市の出張所を開設など）みるたび、うらやましくもあります。東⼩⾦井の⾼かしたに出張
所ができると聞いていたのにフタをあけてみたらなし…梶野町⺠はあきらめています。ただコロナの時代になり、この静けさを
保って下さったことは本当にありがたい。武蔵⼩⾦井駅前のツインタワーのようなマンション中途半ぱな開発、コンサートが開
けないホール…武蔵⼩⾦井に集中して下さったおかげで、ヒガコの時代が来る気がしています。議会には何も期待していま
せん。周辺他市にとり残されていくでも市⺠税を払い続ける市⺠の気持ち…こういう市⺠に誇りを取り戻してくださる議員さ
んの登場か必ずあると、きりんは来ると信じています。

78
もっと気楽に意⾒や要望を議員さんに伝えられるようにして欲しい。市に対して、改善して欲しい点などは沢⼭有るが、それ
を伝える⼿段が分からない。市議会だよりも、もっと分かりやすい、読みやすい形式に変えて欲しい。市⺠とのコミュニケーショ
ン不⾜。

89

・議員定数の件︓近隣の同程度の⼈⼝の市と⽐べ、議員の⼈数が多いことに関し、減らすべき、減らすべきではないという
議員の意⾒があるようだが、なぜ現在の⼈数が必要なのか、必要でないならば減らすことにするのか、明らかにすべきだと思
います。
・ゴミ焼却場の件︓現在⽇野市に新設された焼却場を共同使⽤することにより、ゴミ問題は⼀件落着したかのような感じ
を受けますが、やがては⼩⾦井市内に焼却場を建設し、⽇野市をはじめとした、他市のゴミも引き受けなければならなくな
るはずです。近くにゴミ焼却場ができるのは誰でもいやだと思いますが、例えば、焼却場に発電設備を併設し、そこで発電し
た電⼒を近隣住⺠に無料で供給するようにしたらどうでしょうか。今から⼟地の確保はしておくべきだと思います。
・緑地保護の件︓私の住居近くに数年前に、⽊々を伐採した所がありますが、緑地保護という⾯では、林などを畑にする
ことはマイナスです。畑は緑地ではありません。ほとんどの期間土がむきだしになっており、ようやく緑が増えてきたと思ったら収
穫によりすぐに⼟がむきだしになります。条例を改正するなどして、畑地の保護ではなく、林や公園などの緑地を保護するこ
とを検討してください。

91

前の選挙の時もそうだったのだが、普段やりとりのない相⼿から突然このようなアンケートが送られてくると、議員（候補者︖
議会︖）の倫理観はどうなっているのだろうと思う。↑の選挙の話は後で確認したところ、候補者が属している趣味の集ま
りの名簿を勝手に（少なくとも私はその候補者に住所をオープンにしたいと希望していない）使ったのではないかということ
だった。一括して送ったからだろう、選挙権のない子供にまでポスターの入った封筒が来たそうだ。もちろんこの問題の半分は
我々グループの名簿の管理体制に問題があるという事実はある。しかし、たとえ⼤事な選挙に勝ためとはいえ、楽しい利害
のない仲間の個⼈情報を利⼰的な目的のために利⽤したことは、正しいこととは思えないし、我々の活動が政治利⽤され
ているようで不快だ。例の候補者はＳＮＳなどを利⽤した広報活動も熱⼼にやっているのだが以前ふと⾒たら他⼈の撮っ
た写真をキャプションも⼊れずに使ったりしていた。公の仕事に従事する⽅々の倫理感（特に情報の取り扱い）をぜひとも
啓蒙そて頂きたいと思います。

92「はりぼて」という映画がおもしろいですよ。富山市議会のドキュメンタリーです。
93なし
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94 私達高齢者にとってCoCoバスは本当に助かっています。より便利に発展していく様にお願い致します。
102 市庁建設はどうなっているのか、議会でチェックしてもらいたい（何故進まないのか、反対する理由は何か。）
104 ⽇々ご苦労様です。議員に選ばれたからには市⺠の為にご⼈⼒よろしくお願い申し上げます。８３才 ⽼⼥より

115 議員報酬の削減、定数の少数化

119
議員定数とか、報酬の額適当かなどわからないけれど、市会議員の皆さんの働き振りはどこぞの国会議員なぞよりよほど信
頼に値すると思っています。ただそれを市⺠に問うのはちがうと思います。ユーザーとか顧客とか主権者とかの意⾒に⽿を傾
けるのと迎合するのはちがうし、仕事に対するプライドも評価ももう少しプロの⽴場で持って欲しいあるいはして欲しいと思い
ます。それが結果的にユーザーとか顧客とか主権者のためになると思います。

120 定数は減らすべき

130 転居をくり返していますが、このようなアンケートを実施している⾃治体は初めてです。⼤変丁寧な対応で市⺠としては有難いです。集計の参考になるようなことを書けず申し分けありませんが、皆様の労には頭が下がる思いです。

131

国政にはものすごく感⼼があります。⼀⽇中ラジオを聞いていますのでラジオで⾊々と毎⽇流れて来ますので、怒り⼼頭して
います。友達と会っても国政の話ばかりです。ごめんなさい 市政には全然感心がなくて
〇２３区はどうしてゴミ出しの袋はなんでも良いのでしょうか。ゴミ袋の⽀出⼤変です。２３区も有料になる様発⾔御願い
します。
〇市役所のトイレ１Ｆには置いてないのに２Ｆ、３Ｆには便座敷があります。今は便座敷のあるトイレはほとんど有りませ
ん 無駄な⽀出だと思います。何年も前からずうっと思っていました。

140 議員個⼈がチラシや郵送で知らせてくる情報はわかり易いが、市議会だよりはどうも興味を持って読む気がおこらない。もう少し内容を検討して欲しい（議員個人のチラシだけではちょっと内容に片寄りがあるような気もするので）
141 ⽣活を改善するために尽⼒して頂いているのかもしれませんが、市⺠の⽣活に反映されている実感があまりありません。⼦育て世帯としては、特に保育園の充実（待機児童の解消）を望みます。是非、成果の「みえる化」をして頂きたいです。
144 ⼩⾦井病院に⼊院中の患者でまったく知らないし分からない
153 こんなことをさせるくらいなら 是非変わってくれることを切に願う
155 活⼒ある市政の実現のため、活性化が急務と考える。

160武蔵野市へ⾏く⽅が便利なので市の恩恵はあまり感じていない。市役所へ⾏く交通の便を考えて欲しい。
162 コロナの保証はお⾦だけでなく、⼦供、持病を抱えた⼀⼈として、対策を進めてほしい。ごみ袋が⾼い。ごみ処理場を作って欲しい。花火大会をしてほしい。
164 他の市区に⽐べて、⼦育て⽀援が薄いと感じる。⼦育てしやすい⼩⾦井市にしてほしい。

172
1、平和・暮らし・教育・福祉の問題について、国や東京都にきっちり具申できる市議会に。2、地元を代表する議員が息
子の同級生のＢ議員しかわからない。地域の相談相手は誰々と誰々というように周知できないか。3、市⻑も変わり議員
も変わったが、最近の市の目指す⽅向はどうなのか、都⼼への勤労者が多い⼩⾦井で、どう市政への関⼼を⾼められるの
か、多いに議論してほしい。

173 通勤時の駅前での選挙活動がうざい。人の通り道で前に来て握手を強要するのはものすごくストレス。やめて欲しい。そう
いう人には投票しない。

174
議員一人一人の活動が伝わるよう工夫し、関心のない人にも分かるように報告する。駅前で時々配っているチラシ等が情
報源なので、平日夜や、土日に議会を開き、関心のない人にも届くようにする。インターネット配信は知らなかったので、の
ぞいてみる。報酬の高さには驚いた。

177

前略 私の主人（83歳）が、ここ1年半ぐらいになりますが、要介護１の認定を受けました。初期の段階の時は⼤変良く
してくださり、手すりは一割の負担で済み、ありがたく思いました。しかし。症状が少しずつ悪くなりましたが、7分位の場所の
病院通いでも、タクシーの利⽤をしなければなりません。でも、私（79歳）が近くの公⺠館等々に⾞いすでも無料で2時
間ぐらい貸していただければ連れて⾏くこともできます。私の親戚（23区）等では、このことは以前より⾏っているところがあ
る様です。⼩⾦井市は末端の市⺠に対してはとても厳しい⽣活状態です。
福祉にもう少しやさしく手厚い色々な面でのことを考えて下さる事をお願い致します。我が家では今一番費用がかかってい
る内訳は、施設⼊所・おむつ代です。主⼈の年⾦⽉18万円では本当に大変です。
新コロナの事で⼤変な事と思いますが、皆様お体ご⾃愛くださり、市⺠のために、よろしくお願い致します。
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183 ゴミ処理場の確保を願う
188 駅前開発事業 ありがとうございます︕とても居⼼地よく、便利に暮らしています。こういったアンケートがもっとたくさんあると

意⾒をお伝えする機会も⼿段も増え、とても助かります。⼩⾦井市がよりよいものとなりますように。
189 いつもありがとうございます

191
国政・都政・市政と３つもあり、都政と市政の重複（ムダ）の削減。必要とされる市政となるための活動を⾏ってほしい。
特に、多摩地区においてすら⼤きな特徴を持たない⼩⾦井市の付加価値を向上させ、住みやすい、住んでみたい⾃治体
としてほしい。中央線沿線という圧倒的なアドバンテージ、複数の巨⼤都⽴公園を有することに⽢え、10年以上もゴミ問
題、市役所問題を何ら進展させられない状況に危機感を持つべき。

192 選挙には必ず⾏って、⾃分が推した⼈が当選すると嬉しいが、その後は全然わからない。解りやすい広報等してくれると助かるのだが…。
197 議会側が待っていても、やりたいこと、伝えたいことは住⺠に伝わらない。それこそ⽉に⼀回、会派の代表全員で、地域の集会所を回るなどして、伝えることが⼤事なのでは︖
201 いろいろお疲れ様です。興味はあるが日常が忙しく、手軽に情報を得ることができない。広報誌をパッとわかりやすくしていた

だきたい。

202
市議会を知ろうとしない姿勢は恥ずかしいと思うが、全てが皆がわかっているかの様に進んでいく。知らない人、知ろうとしな
い人が悪いとして、参加していない人間が悪いとして全てが決まっていく。もっと市議会はこういう存在だということをわかりや
すく、又、PRしていただきたい。

206
SNSは余裕がなくて⾒られない。市議会だよりのようにポスティングされているとざっとは目に⼊り、情報を得られる。イン
ターネットで必要な情報を得る⽅法は効率がよさそうだが、「ちょっと気になる」程度の市⺠には、強制的に目に⼊る紙
媒体が興味を引き効果的だと思う。

209 市⺠の参加できる市議会

215 「都内最低の⾏政サービス」と⾔われている。他市とベンチマークして、何が不⾜しているか、何が原因なのかを分析し
て改善する努⼒が必要。

216過去に回答した人に送らないでほしい。アンケート回答者に得が無い。商品券など付いていると答える気持ちになる。
218議会から決議が出ても反映されなければ意味がない。（要旨）
219 必要でない道路の拡張⼯事ばかり予算をつけている。第三⼩学校は電灯は割れているし門は錆びている。⼟地や

⼯事は地元企業に利益誘導しているのかうたがいたくなる。まともな予算編成を。
223 ⾼齢者にやさしく暮らしやすい市になるようご尽⼒願います。

231 以前本会議を傍聴した際に、質問に⽴っていた議員が満⾜に⾃分の意⾒を述べていなかったことに失望した。⾃分
の⽿で聞くことが⼤切だと思った。膨張しやすい議会やネットでダイジェストを流すなど開かれた議会すすべき。

233 条例の前⽂を拝⾒した。⽴派な条例だと感じた。会期以外の時は如何な⾏動をしているか気になる。議員は⾏動
が⼤事。健康に留意し市⺠のためにご活躍ください。

237
ポスティングされていたＣ議員のチラシで、部課⻑⼿当が⼤幅アップされていたことを知りました。少なくとも今年は⾒送
るべきだったと思います。コロナ以降、閉店してしまったお店を多く⾒かけます。難しいとは思いますが、⽀援の施策に取
り組んでほしいです。

252 駅前再開発等における⾏政の停滞を解消し、早く進めてほしい。

255特にありません。

258
住みたくなる⼩⾦井市を実現するためにはお⾦が必要＝税収ＵＰが基本かと。企業誘致と住⺠の利害が⼀致する
ような提案提⾔を⼀層進めて頂きたい。結果として公共施設の利便性を向上頂くことで、⼩⾦井市のイメージアップ
が図られるのではないか︖個⼈的には東京都にあって緑豊かな⼩⾦井市には故郷に似た情景を重ねることもあり、
気に⼊っている。公園も多く、整備もされているため住⺠税を払う価値はあるかなと思っている。今後の市政に期待し
たい。

259 このアンケートを回答して
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260 少しは関心を持たないと、と感じました。自分の無関心さに気付かされました。
264 市役所職員の削減。議員定数の削減。

271
市の将来構想の⽴案と市⺠合意後の実⾏計画の作成、⾒える化を望む。東京都政との連携（いいなりではなく）と市
の独⾃性。将来構想とも関連するが、⼩⾦井市はどのような市を目指すか、そのためにいつまで何を実施しなければならな
いか。特に目指す市の姿の市⺠との共有。

273別紙記入 添付あり
277 市⺠にとって有益な市庁舎は予定地に計画通り建設、運⽤開始ください。

279
議会報をほとんど読んだことがなくすみません。時間がない中で、どうしても読みたいと思うような中⾝ではないのがその理由
です。ただ、⾃分たちの⽣活に関わる議会のことなので、今後は関⼼を持てたらと思います。若者から５０代６０代まで
楽しくわかりやすく読めるような紙面に期待します。

281公共機関として最も大元のところですので、常に一歩前を歩いていて頂きたいと思います。

283
いまいちどんなことをされているのか今まで知らなかったので今後少し関心を持ちたいと思っていますが、今までどんなことを手
掛けていて、どんなところでどんな風に役⽴っているかなど、、わかりやすく目につきやすい発信ができると、今後の個⼈の⽣
活との関りとの接点が⾒出しやすくなるような気がします。

285評決が常に党派レベルで賛否が⾏われているが地⽅⾏政は基本的には議員の個⼈レベルの考えで⾏われるのが良い（と思う。）市議会議員も定年制を考えるべきと思う。「昔の名前で出ています」だけの議員も多いと思う。

290
以前はＡさんやＢさんのように⼾別訪問をし、⼈々の意⾒を聞きご本⼈の政策等を説明してくれる議員の⽅がいました。
今は皆無です。選挙の際は、我々市⺠の声を少しでも汲んでくれるような⽅をなんとなく選んでいますが、さて実際はどうか
と追及する意欲すらありません。結果が全く⾒えません。

303

リサイクル事業所の解約合意について市⺠の陳情や議会をも軽視する市のやり⽅に抗議し、⼆度とこのようなことのないよ
う市⻑の⾏政執⾏、執⾏機関をしっかり監視してほしい。公⺠館の有料化、庁舎建設の財源も不透明すぎで市⺠のた
めにならない計画は都市計画道路についても⾒直すべきである。どこを⾒て市議会・議員は働いているのか、⾃覚をもって
働いてほしい。都に強く申し入れてほしい。新型コロナ対策はＰＣＲ検査を無料でできるように世⽥⾕でできて⼩⾦井で
やらないのはおかしいと思う。保健所機能がこんなにも弱くなり、市⺠の命すら守れなくなっていることに危機感を感じる。こ
んな⽇本、こんな⼩⾦井市ではダメなのではないか。誰の目にも素敵な街として⼩⾦井が映るように議会がリーダーシップを
発揮してほしいです。

306 これからもより住みよい市づくりにご尽⼒頂きたくお願いします。

309
このコロナ禍の中、市役所職員の給与アップが決議された聞きました。ほとんどの⺠間企業の経営が厳しくなっている中、税
⾦で⽀給される市役所職員の給与を上げるとはどういうことでしょうか︖きっと他に使い道があるはずです。市⺠の考え、意
⾒が反映されない議会に疑問を感じます。

312

議会と関係ないのかもしれませんが、再開発で不満があります。東⼩⾦井の⾼架沿いの道、緑地予定と聞いていたのです
が、結局コンクリで固めて⽉極パーキングに。⾒た目も悪いし、危険だと思います。あの⼟地（旧線路跡）は個⼈の⼟地
ですか︖細⻑い⼟地を無理やり駐⾞場にするのがわからない。⽊や花を植えて通⾏⼈を楽しませてほしい。グリーンの歩道
を楽しみにしていたのでガッカリしています。住宅地になるのは仕⽅ないけれど、住宅を建てられない狭い⼟地くらい緑化して
ほしかった。（事実それほど埋まっていない。）

314
生活に密着している市議会にもっと関わるべきと思ってはいるもののなかなかきっかけや機会がない。オンライン化をすすめて
ほしい。もっと市⺠が⾝近に感じられるようになってほしい。会派Ｂのチラシは読んでいます。人にも動物にも優しい市であっ
てほしい。ご尽⼒に感謝します。

315
☆Youtubeの中継をはじめて⾒ました。気になったことを書いておきます。1もう少しダイジェスト版のようなものがほしい。2
誰が話しているかわかるようにしてほしい。3カメラの画質をもう少し工夫してほしい。4概要欄に議題を並べてその時間にリ
ンクをつけてほしい。☆24時間勉強に使える自習室のような場所がほしい。もしくは図書館本館の横の自習室を夜中まで
空けてほしい。☆カフェのような少し作業ができるお店を誘致してほしい。
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321

●歩道の凸凹（段差や傾斜）が歩きにくい、そのため⾞道を歩く⼈もいる。⼀⽇も早く歩道を平坦な歩きやすい状態にし
てほしい。●（お願いです）コロナで働けず収入ゼロが3ヶ月以上続く中仕事がなく、生活に苦しい人がいるのに一部では
給⾷（料︖）が上がっているとも聞くと、苦しんでいる⼈への補助⾦を1万でも（コロナのため⾃宅で⽣活し、電気、ガス、
⽔道代などかさんでいる）困っている⼈に市として補助⾦を出してほしい。（税⾦を納めている市⺠にも平等にお⾦を分け
与えてほしい︕）●道路、歩道にはみ出した樹⽊がじゃまとなり歩きにくい．傘をさしている時、⾞や⼈とすれ違いの際、
樹⽊がなければと思う。はみ出している家はしっかり管理し切ってほしい。

322 いつもお世話になっております。コロナウイルス感染症拡⼤に伴い、東京都内の幾つかの区が独⾃の給付⾦制度を設けております。⼩⾦井市でも是非全市⺠への給付⾦の実施をお願い致します。
324仕事や仕事や⼦育て多忙のため、わざわざユーチューブを⾒たり、ホームページを覗きに⾏く時間がないので、時々送られてくる市議会だよりを⾒るくらいしかしていませんでした。市議会だよりの充実をお願いします。
326 選挙の時に名前ばかり連呼しているので興味がそがれてしまう。議員になりたいだけの印象。なった所で今回最⼤の不肖である給付⾦の遅さ。全く信⽤していない。

327

私は⼩⾦井市在住40年強になります。⻄の京都・東の⼩⾦井と良くにも悪くにも⾔われた記憶が有ります。都⼼へのアク
セス、⾃然（公園、⽟川上⽔他）の良さから住み続けていますが、⼩⾦井市（市⻑）や市議会には不満や要望・改善
を期待します。幸いに武蔵⼩⾦井駅南側の再開発の効果からか、新住⺠増加により市財政改善や新たな視点・理念を
持った方々が増加している様に思います。市議会議員に挑戦してくれる人材を期待します。最後に議員定数の適正化
（単なる削減ではなく）を真剣に考えて下さい。当落線上の票数しかとれない議員は削減に反対や与野党勢⼒バランス
も有りますが、実質武蔵⼩⾦井市の将来を⾒すえて活動出来る議員が増えることを切望いたします。

329
武蔵⼩⾦井駅北⼝駅前の整備。⼩⾦井街道の吉野屋〜クラウンまでの間の歩道が狭すぎる。歩⾏者と⾃転⾞が通って
もすれ違うことができない。それぞれの店をセットアップさせるくらいの政治⼒がないと困る。あの道を通る度に（特に書店とス
ポーツ店）違反しているのではないかと腹が⽴つ。⼩⾦井市全体として道路が狭く、つぎはぎで汚い。何⼗年来これを解
決できないで市政と言えるか疑う。

331
議員や政党からのポスティングは1部に⽌まり、他の議員や政党の⽅針、活動の全体像が把握できない。市⻑の公約不
履⾏や職員の給与アップに対する批判がなされることがあるが、結果として市⻑は再選された。議会運営も何とかこなして
いるが、市⻑が絶対与党代表ではないにもかかわらず、何故、⾏政執⾏に殆ど⽀障が出ていないのか理解できない。この
辺の説明を一部だけでも公表して欲しいもの。

335国会に興味を持てないのに議会に興味が持てるとは思えません。若い⽅が参加しやすいようにオンラインでの分野で利便性が向上しないと⾊々難しいのでは︖
343保育園の拡充。⾼齢者の⽀援。市⺠税⾦の⾒直し。市役所職員の給与⾒直し（退職⾦も）。
344 地⽅議会は政党思想の議論の場ではないので、住⺠の⾝近な事柄を中⼼に議論・検討されたい。（例えば、駅前再開発事業等については、市⺠の利⽤上の利益性などを中⼼に議題として議論して頂きたい）
345 議会そのものにはあまり興味はない。議員がやっていることをもっと伝わるように工夫した方がよい。駅前での演説やビラ配り

以外の⽅法を考えた⽅が良い。

346
まず⾝近な事として、⼩⾦井市の美しい街作りのため電線を地下に埋めて欲しい．東⼤通りの北側の道路整備がなかな
か進まずいつまでかかるのか︖野川の遊⽔地の上の広場が砂利だらけで⼦ども達が安全に遊べるように出来ないもの
か・・・。細かい事項が沢山ありますが1つの事項を実⾏されるまでに時間がかかりすぎると思います。審議実効をすみやかに
⾏っていただける事を望みます。

350武蔵⼩⾦井駅前、吉野家がある道路の信号が⻘の時間が短すぎる．信号が短いのを知っている⽅は⾚に変わっても通過しようとしている。歩⾏者といつか⼤きな事故になります。こう⾔った⼩さい事も改善するのが議会だと思います。

351
⼩さな市なのですから地盤にこだわらず市全域のことを考えていただきたいです。定員は近隣⾃治体と⽐べ多ければへらし
少なければふやせば良いと思います。普段から発信している⼈もいらっしゃいますが、総じて選挙の時だけ声の⼤きい⽅が
多い印象です．全員確り働いて下さい。

369 ・有料ごみ袋の廃⽌・住⺠税の引き下げ（減税）
372優秀な市町市職員がいれば、地⽅⾃治のうち市議会レベル（市・２３区・町村）は不要と考えます
373野川を横切る都道は反対する。
376 都市計画道路をなんとか阻⽌してほしい。市⺠が何をしたら良いか広くアナウンスしてほしい
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383

・役所に⾏かなくてもすむようにネットの整備をすすめてほしい、意⾒も⾔えたり・前原坂上交差点の渋滞緩和、⾞歩分離
や右左折レーンの増設もしくは計画中の迂回ルートの早期実現等・他の市よりも議員定数が多くても何かが進んでいれば
それでよいと思いますので期待しています

387

私のように全く分からない、関わる機会のない人たちにも興味関心が持てる議会にしていただきたいです。会報が配布され
ているだけではなかなかじっくり⾒ることもないので情報量を少なくして最も伝えたいことだけを張り出し（スーパーや駅など公
園や人の目につきやすいところ）情報を提供してほしいです。多くの人が忙しいと「市議会だより」を読めていないのではない
でしょうか。住みよい地域を市議会議員と住⺠とで造っていくのが理想の形ではないでしょうか。

390

昨年⾼齢者となり年⾦⽣活をしているが、国保税の⾼負担に驚いている。国保税改悪について、議会は賛成多数となっ
ているが、多くの時間を市内で⽣活する⾼齢者に対する視点が乏しい。不要不急のメタボ健診やがん検診など削減し、必
要十分な国保税改革は市政の最重要課題の一つではないか。値上げ賛成派議員の一人ひとり資質について議会事務
局は詳らにしてもらいたい。⼩⾦井に移り住んで２６年になるが、固定資産税・都市計画税の負担も重く感じる。建ぺい
率、容積率それぞれ２０％、４０％は狭⼩住宅（⾃宅は３０坪の⼟地の上に２４坪の⼾建て住宅）には、極めて
厳しい条件下にあったが、必ず⾒直しがある物と期待も空しく、本⼈世帯は⼦どもの成⻑とともに同居困難となり、２⼈の
⼦どもは転失せざるを得なかった。駅から徒歩圏（１７分）にありながら地主優遇の⼟地無策は全く⾒直しの素振りすら
なく、さらに市職員の中でも幹部職員は縁故採⽤の世代であったため、この⽤途地域⾒直し無策が続いた物と考える。２
０２２年の⼟地制度改⾰に併せ、ぜひとも⽤途地域⾒直しに取り組む議員の声を聞きたい。もしやる気が⾒られないな
ら固定資産税、都市計画税の削減、負担免除を求め、集団〇説も辞さない覚悟で挑みたいと考える。※アンケートにつ
いては、⼿書き書⾯の意⾒打開は校正が難しく悪筆の問題もあり、ぜひWEBからの投稿へ⾒直しいただきたい（⼀部の
高齢者を除く）

392

三楽の砂質が悪く、洗たく物が⼤変。⽔はけも悪く、風が強いと砂けむりもひどい。近隣は迷惑している。南中（校庭）と
同じ砂、または近い質の良い砂に⼊れ替えて欲しい。市役所へ相談したところ、予算が発⽣するので、とにごされた。6年
前からさわらび学童に言っていて、問題意識もあるとしながらも変更なし。（⼦供達は目や⽿が痛い、くつがよごれるな
ど。）蚊の発生も多く、子供たちの足は何十ヶ所もさされ感染病などこわい。どこに依頼するのか分からないし、解決しても
らえる希望も少なくなってあきらめるしかないのか教えて欲しい。

394

・本アンケートで知ったこと、市議会HPやtwitter、YouTubeで発信しているならもっとPRを市⺠にして欲しい。・⺠意とあ
るが、⺠意をどのように収集して何をして欲しいのかをしっかり分析し議案に上げて欲しい。・⾏政チェックをお願いします。あ
る議員さんのtwitterを⾒て予算執⾏チェックが必要だと感じています。また、役所職員報しゅうなども。いずれにしても、市
⺠に開かれた市議会を市⺠にもっと⾒てもらうことで、市⺠チェックになるし、市⺠がより⾏政に興味を持ち市がより良くなる
ことを期待します。

395

市報こがねいが毎回2部ずつ届きます。我が家のみならずご近所も。これは経費の無駄遣い。市議会で取り上げて善処し
て下さい。

408障害者に対する対応も取り入れて欲しいです。乱筆失礼します。

410

普段話をした事がない⽅に⾃分の要望、意⾒を伝える事のむずかしさ…。先方から話しかけられれば答えやすいですね。
現在はコロナの関係で若い⽅は仕事、男の⽅はテレワーク、中⾼年の⽅も今は働いていますし、我々のように年寄は⾜腰
が弱くなり夜など会合に出られません。何かいい案がありましたらそれに便乗したいと思います。「市議会だより」カラー版にな
り、⾒安く、とても良かったと思っています。

416

紙ベースの市議会だよりやYouTube配信を⾏うより、アプリ制にして市⺠が携帯からアクセスし興味のある情報を取りに⾏
ける様にして欲しい。・選挙のような重要事項については自動配信（アラート的に）をして喚起して欲しい。・ゴミ削減策と
して有料袋を購⼊させるならば、市内のスーパーでレジ購⼊させる袋もゴミ袋として使⽤出来るものにして欲しい。実家のあ
る千葉県市原市は⾏っています。マイバック前提としても、プラゴミにしかならないゴミ袋に⾦を払う意味が理解出来ない。・
第⼆庁舎前の⻩⾊い看板さびています。市役所なので、⾒た目的にも安全⾯でも、修理したらいいと思います。問１２
(3)市のHPへ知っている問１３(3)ア各家に配布されていますか︖問２４(4)何をしているか不明の為
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419 議会には条例の実施状況のチェックや市役所職員等の職務の取組み状況のチェックの強化を強くお願いしたい。
421 議員数が他市に比べて多いと思います。
423教育関連費を他の都下の市並に上げて欲しい
424⾼齢化が⼩⾦井市でも進んでいる様⼦であり、出掛けやすい交通⼿段の整備をより⼀層推めて欲しい。具体的にはCoCoバスの運⾏をさらに拡⼤し地域の⾜の機能として強化充実させて欲しいと考えます。
455透明性が高く開かれた議会となりますように。

457
・雇⽤不安や収⼊源で市⺠が苦しんでいる中、議員や市職員、⾝内に⽢くならない様。
・図書館本館、かなり⽼朽化していると思います。
・プレミアム付き商品券、12月1⽇〜とは遅くないですか。

459 市⺠の範囲を明確にしないまま、「⼩⾦井市議会基本条例」を議会の最⾼法規とすることはできません。即刻停⽌してください。
462 特になし

466
議員は様々なジャンルのプロフェッショナルではない事を⾃認し、必要な場合は専門機関などに協⼒を依頼しするなどを検
討して欲しい。
議員⼀⼈⼀⼈は能⼒が⾼いわけではなく、意⾒の集約⼒や調整⼒が⾼いため議員になっていることを忘れないで、職務
を全うして欲しい。

468
市議会だより 写真付きでその⼈の意⾒と合わせて読む事が出来良いと思います。紙⾯の都合もあると思われますが、細
かくびっしりの紙面を読みやすくしてほしいです。
関⼼がある、顔を知ている⼈の意⾒を読むくらいです。

473
そもそも市議にも市政にも興味がありませんでした。コロナを機に発信⼒のある市⻑さんのいる市や市議会が活発なところ、
市や区によっての対応に関するニュースをよくみたことで、ようやく自分の住む市にも関心を持つようになりました。積極的に
⾒聞きすることは少ないですが、今後も少し関⼼持ちながら⽣活してみたいと思います。

476 ⼩⾦井市に安⼼して暮らしています。市議会の皆さんのお陰だと分かっていながらも何も分かっていなくて申し訳ございません。
480 今まで市議会に関心がない事に気がつきました。これを機に少しずつ勉強していこうと思います。議員の方々がみんなで協

⼒し合い、より良い町づくりに頑張ってほしいです。

481
⼩⾦井市は市議会議員のみならず市職員の数が多すぎ、⼤半の労働⼒が休眠している。⾔葉を選ばずに云えば税⾦の
ムダ使いに等しい。窓⼝にて職員が次から次へと複数⼈で対応、各担当者が出てくる。そんなに各担当者の領域が狭い
のか。効率的サービスを勘違いしているのではないか。ともかく市改⾰の根本としてまず市議会及び市当局共にスリム化を
図り、議員、職員ひとりひとりの能⼒向上並びに職域拡⼤が不可⽋と考える。

486 ⼩⾦井に越してきて25年。その間も昼間は他市で働いていたので、⼩⾦井市のことは、今でもほとんど分かりません。場所
すら知らないところが多く、今後は少し勉強しなければと思った次第です。アンケートにお役に⽴てず申し訳ございません。

489 市議会の傍聴を聞きたいと思うが、もう少し広く広報したらどうか。市報なり、市⺠全員の目にとまるような⼯夫をしてほしい
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492

今回このアンケートに答えるにあたって⾃宅にあった「市議会だより」8/18発⾏号に目を通しました。まず⽂字が⼩さく⽂字
数が多いのとで読む気が失せる。仕事をしているので忙しい中、この量に全て目は通せない。重要な部分はどこなのか︖
パッと⾒て市⺠がわかりやすい紙⾯作りをしてほしい。このたよりは市議のための議事録のようであり、市⺠が興味を持って
読める様な読み物ではなかった。その為には①プロのデザイナーに依頼してわかりやすい紙面作りをする（文字組み等の工
夫）②市⺠にとって⼤切な部分を把握し、そこを前⾯に⼤きく出す。（市⺠にとって⼤切なのは、審議内容と結果なので、
それをもっと⼤きく取り扱う。賛成・反対討論内容は、その後で要点をまとめ短く。この２点が必要だと私は感じました。また、
今号の内容についても腹の⽴つ箇所が多々あり、更に読まなければ良かったと後悔した。読まなければ腹も⽴たない。期
待を裏切られることもなかったと。「議員1⼈年間1千百万円の給与＆ボーナス」私は1ヶ月17〜20万円の給与、ボーナス
なし、法の目をくぐった社⻑により社会保険なし。給与は10年間全く上がらないのに今年国保が3千円も上がった︕︕国
⺠年⾦、国保、住⺠税で⽉5万円から⽀払っている。家賃も兄から援助してもらっている。体⼒がない⽅なので病院代や
薬代もかかる。⽣命保険なども⼊る資⾦など捻出できない。1人1千百万円ももらっている議員が市⺠1人1人の生活を
想像しながら活動しているとは到底思えない。あなたたちのボーナスの半分でどれだけ私の暮らしが楽になるか、真剣に考え
てほしい。変わらなければそれだけの市議会なのだと⾒限るだけです。「新型コロナウィルス対応について」・COCOAのアプリ
を⼊れ通知が来たが不安が募り体調を崩した。通知があったらすぐに誰でもPCRや抗原検査を受けられる体制を市が率
先して作ってほしい。・「誰かに会う」「どこかに⾏く」前に誰でも検査を受け安⼼できるように。・品川区等と同じ様に給付⾦
をプラスして配ってほしい。まじめな市⺠ほどまじめに⽣活し我慢しながら⽣きている。その⼈のおかげで拡まっていないことを
忘れてはならない。頑張って⽣活している⼈を応援してもらえれば、いずれ⼩⾦井市のためにと思える⽇も来るかもしれない。
頑張ってください。

494 ⼩学校、中学校の⽼朽設備の更新を進めてほしい（トイレ等）
499 成果が目に⾒えない。市⺠に⾒える形で説明、成果を市⺠に還元してほしい。
500 市政に関して無関⼼であることが反省しなければいけないのかと思いますが、毎⽇の⽣活ではひびかないので。。市議会議員としての活動はさっぱり⾒えて来ず、選挙の時のみ華々しく論争を繰り広げる⼈達として認識しています。

505

以前のことですが、町内の市議会議員⽴候補者から、選挙時に頻繁に⽀持を要請する電話がかかってきたり、候補者が
家にまで訪問されたり大変迷惑しました。その候補者の属する政党は自分の意に反する政党であり、全く支持するもので
はないので、電話がかかってくる度に「⽀持していないので電話、訪問はやめてほしい。何かリストに載せられているのであれ
ば削除してほしい」と依頼すると「提供された支持者の名簿にあなたが載っているので仕方ない」と言われました。しかしなが
ら、こちらはそんなリストに載せられることは承諾したことも無ければ聞かれたことさえありません。そもそもうちの番号はNTTの
電話帳には載せたことがない番号です。それを把握しているということは唯一掲載した町内会の名簿も彼らが使用している
ことは明らかであり、こういうことに名簿が勝⼿に使われたことは⼤変残念に思いました。（今では町内会名簿は更新され
ていません）この議員は今も活動しているようですが、例え市議会議員といえど、議員たるものはまずモラルを守って⾏動願
いたいものです。以上

508 無し
509 無し
510 無し
511①子供のいない世帯（20代、30代、40代…〜）の地域孤⽴しない市のシステムを考えてほしい。 ②20代後半〜

30代〜40代前半バブル後の氷河期の世代の世帯は、日々働く、生活する事でいっぱいいっぱいなので、この世代が働い
て税をおさめているのに損をしない政策、⾏政をしていってほしい。 ③①につながるが、30代〜40代になり子供がいない
⼈が参加できる祭り、イベントがない。⼦供がいる前提の何か場所しかなく、孤⽴を感じる。（⽝などをかうよゆうもないので、
⽝での交流などもない。）←よゆうのでる生活がしたい。そういう風になってほしい。 ④本町（3丁目）住⺠なので図書
館の場所が悪く不便さを感じる。武蔵境みたいに駅前、特に北⼝駅前（⼩⾦井街道側）にほしい。（また、⽴川のまん
が図書館があったらいい・・・） ⑤南⼝に対し、北⼝に⽂化的なものがない。北⼝側の発展、⼩⾦井街道の道側にもう
少し街の意味、ビジョンがほしい。北⼝側、⼩⾦井街道を通って22時23時0時に働いている住⺠としては、コンビニしかな
い。絶望。（ドンキ⾏けばいいとか⾔うのはわかってなさすぎる。）

512 無し
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513

議会に対する要望ではないのですが、以前から気になっていることがあり、またそれをどこに向けて質問したら良いのかわから
なかったことをここに記入させていただきます。 ⼩⾦井市ではゴミゼロ運動をしていますが、そんな中で、市の指定ゴミ袋の
パッケージがプラスチックの袋を使⽤しているのはなぜですか︖ 廃プラスチックが世界で問題になっている中で、最近パッ
ケージデザインが新しくなりました。疑問でしかありません。 プラスチック袋ではなく、紙にすると言う選択肢はないのでしょう
か︖→（武蔵野市は紙巻きです） 紙なら資源ゴミ、プラスチックなら（資源ゴミかもしれませんが）有料のゴミ袋で捨
てなければならないのも納得できません。 プラゴミを少しでも少なくしたいと思っています。どうにかならないでしょうか。

514 無し
515 無し
516誠実さと、活動の透明性の高さを求めます。 市議会のホームページについて知らなかったので、どのような内容を発信し

ているか等お知らせ、PRしてほしいです。
529 インターネット中継の最初にその回の議案やダイジェスト、要点などまとめて（3分以内）ほしい。 ⻑々とネットを⾒る気

はしない。
536庁舎やゴミの件が⼀段落したら、⼩⾦井らしい住みやすい町を実現してほしい。

538
新型ウイルス等、今後集まっての会議が出来ないかもしれません。WEB会議の整備を希望します。自粛期間中、活動を
⾃粛されているような⽅も⾒受けられました。裏で寝る間も惜しんでが活動されていたのかもしれませんが、発信して頂かな
いと市⺠には伝わりません。現代は様々な発信⽅法がございます。私たちに活動の様⼦を教えていただけますようお願いい
たします。

540 市⻑が⾒えない（答弁が少ない）様⼦です。 施策も具体的でなく、新鮮さが感じられない。 というのも議会運営に
問題があるのではないか。 報酬に⾒合う運営を切望します。
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