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№ 資　　　料　　　名 備　　考

第１回 1 小金井市長期計画審議会条例 資料１

（6月12日） 2 小金井市長期総合計画策定本部設置要綱 資料２

3 小金井市市民参加条例(抜粋)及び同施行規則(抜粋) 資料３

4 小金井市長期総合計画策定方針 資料４

5 長期総合計画に係る討議要綱 資料５

6 長期計画審議会のスケジュールについて 資料６

7
小金井市長期総合計画（第３次小金井市基本構想・後期基本計
画）

参考資料１

8 　　　　　　　同　上　　　　　　　　　　概要版 参考資料２

9
平成２０年度小金井市長期総合計画策定のための市民意向調査
報告書

参考資料３

10 　　　　　　　同　上　　　　　　　　　　概要版 参考資料４

11
こがねいデータブック２００８（旧名：小金井市の現況'０
４）

参考資料５

12 こがねい市民討議会２００８実施報告書 参考資料６

13 長期総合計画策定に係る「子ども懇談会」開催結果 参考資料７

14 市勢要覧２００８ 参考資料８

15 わたしの便利帳 参考資料９

16 小金井市長期計画審議会委員名簿（第４次） 参考資料１０

第２回 17 基本構想の策定要領について（通知） 資料７

（7月15日） 18 多摩２６市の基本構想の構成について 資料８

19 市民の参加・協力による市内イベント一覧 資料９

20 長期計画審議会における検討の流れについて 資料１０

21 市内視察予定表 参考資料１１

22 辞任願（写） 参考資料１２

23 長期計画審議会の「会長辞任」について 参考資料１３

24 会議録の調製について 参考資料１４

25 長期計画審議会　工程表
委員提出資料１

（三橋委員）



第３回 26 多摩２６市の基本構想の構成について 資料１１

（8月3日） 27
市民意向調査における住み心地・定住志向に係る比較結果につ
いて

資料１２

28 踏まえるべき社会潮流について 資料１３

29 市民参加の全体像について 資料１４

30 長期計画審議会における検討の流れについて 資料１５

31 長期計画審議会工程表 資料１６

32 会議結果の作成について 参考資料１５

33 「討議要綱」についての質問
委員提出資料２

（鮎川委員）

34 踏まえるべき社会潮流についての意見
委員提出資料３

（吉良委員）

35 こがねいデータブック２００８についての質問と意見
委員提出資料４

（吉良委員）

36 討議要綱「踏まえるべき社会潮流」等についての意見
委員提出資料５

（鴨下委員）

37 こがねいデータブック２００８に関するコメント
委員提出資料６

（永田委員）

38 「踏まえるべき社会潮流」等への意見について
委員提出資料７

（三橋委員）

39 長期計画・討議要綱への意見
委員提出資料８
（五十嵐委員）

第４回 40 第４次小金井市基本構想（素案）前半 資料１７

（8月31日） 41 小金井市長期計画審議会（第３回）質問及び回答 資料１８

42 小金井ボランティア・市民活動団体パンフレット 参考資料１６

43 踏まえるべき社会潮流
委員提出資料９

（玉山委員）

44 社会潮流（社会経済構造の変化）について
委員提出資料１０

（三橋委員）

第５回 45 第4次小金井市基本構想（素案）前半についての意見
事前配布資料

　鮎川委員

（9月17日） 46 長期計画審議会・基本構想（素案）前半への意見
事前配布資料

五十嵐委員

47 「長期計画審議会・基本構想（素案）前半」について
事前配布資料

鴨下委員

48 こがねい市民討議会２００９　実施報告書 当日配布資料

49 小金井市長期計画起草委員会設置要綱 当日配布資料

50 第４次基本構想（素案）前半の構成について 当日配布資料

51 第４次小金井市基本構想（素案）前半
当日配布資料

淡路委員

52 社会潮流（社会経済構造の変化）について
当日配布資料

三橋委員

53 素案の骨格を考える上での各項目の要約（キーワード）
当日配布資料

三橋委員



第６回 54 「協働」について
事前配布資料

　渡辺委員

（10月7日） 55 小金井市協働推進基本指針 事前配布資料

56 第４次小金井市基本構想（素案）後半（施策の大綱等） 事前配布資料

57 第４次小金井市基本構想（素案）前半についての意見
当日配布資料

玉山委員

58 市民懇談会の概要及び広報について 当日配布資料

59 第３次基本構想・後期基本計画の主な事業及び評価について 当日配布資料

60 第４次基本構想・前期基本計画の施策の体系 当日配布資料

61 基本構想の目的と策定意義・役割
当日配布資料

淡路委員

62 基本構想の枠組み 当日配布資料

第７回 63 小金井市長期計画審議会意見
当日配付資料

三橋委員

（11月11日） 64 第４次小金井市基本構想（素案）後半についての意見
当日配付資料

今井委員

65 第４次小金井市基本構想（素案）後半についての意見
当日配付資料

鴨下委員

66 第４次基本構想（素案）第６章修正案（一部）
当日配付資料

淡路委員

67 第４次小金井市基本構想（素案）修正案 当日配付資料

68 基本構想の構成
当日配付資料

三橋委員

第８回 69
第４次基本構想（素案）修正案に対する長期総合計画策定本部
での意見について

事前配付資料

（12月3日） 70 第４次小金井市基本構想についての意見
事前配付資料

鮎川委員

71 長計審への意見
事前配付資料

町田委員

72 第４次小金井市基本構想（素案）修正案
事前配付資料

三橋委員

73 第４次小金井市基本構想についての意見
事前配付資料

鮎川委員

74 第４次小金井市基本構想（素案）修正案 当日配付資料

75 施策の大綱・福祉と健康について
当日配付資料

玉山委員

76 将来像修正案
当日配付資料

三橋委員

77 行政経営と最適の訂正
当日配付資料

淡路委員

78 市民懇談会の概要について 当日配付資料

第９回 79
第４次基本構想（素案）に関する市民懇談会
質疑応答概要

当日配付資料

（1月14日） 80
第４次基本構想（素案）に関する市民懇談会
の意見集について

当日配付資料
三橋委員

81
第４次基本構想（素案）中間報告に対する長期総合計画策定本
部での意見について

当日配付資料

82 第４次基本構想・前期基本計画（素案） 当日配布資料

83 工程表
当日配布資料

三橋委員



第10回 84 「環境と都市基盤」についての意見
当日配付資料

五十嵐委員

（1月27日） 85 基本計画各論に関する意見
当日配付資料

三橋委員

86 前期基本計画についての質問・意見
当日配付資料

鮎川委員

87 年次別財政計画（財政フレーム）の策定に当たって 当日配付資料

88 市民フォーラムの概要について 当日配付資料

89
市民懇談会における第４次基本構想（素案）中間報告に係る市
民からの質問・意見の取扱について

当日配付資料

第11回 90 前期基本計画第２部２章と３章への意見
事前配付資料

五十嵐委員

（2月10日） 91
第２章「ふれあいと活力のあるまち」【地域と経済】
１　コミュニティネットワークについての意見

事前配付資料
町田委員

92 前期基本計画一章・三章への意見
当日配付資料

玉山委員

93 基本計画各論（２章、３章）に関する意見と質問
当日配付資料

三橋委員

94 前期基本計画についての質問・意見
当日配付資料

鮎川委員

95 基本計画への意見
当日配付資料

玉山委員

96 審議会１１回（２月１０日）についての意見・質問内容
当日配付資料

淡路委員

97 市民フォーラム事前アンケート（案） 当日配付資料



平成２２年２月２日 

 

前期基本計画第２部２章と３章への意見 

 

五十嵐 京子 

 

第２章と３章に関して、審議会で発言した他に下記の意見を申し上げます。 

 

記 

 

① 主な取組の中の一番細かい項目で、同じような内容が重なっている印象がありま

すので、再検討をしたほうが良いと思います。 

 

○Ｐ３９（３）災害救助体制の強化 の中の 

・ １項目「医療機関や東京都など、・・・・」と、３項目「災害時に診療や医

療品の供給が・・・」と、５項目「高齢者や障がいのある人、傷病者・・・」

の内容が重なっているので、整理したほうが良いのでは。 

 

○ Ｐ４８ （２）経営安定・高度技術化の支援 の中の 

・ ３項目「情報通信技術に関する・・・・」と、６項目「多様な情報発信手段

を利用して、・・」 

・ ５項目「近隣市と連携し、・・・・産・官・学の相互交流・・」と、７項目

「農工大・多摩小金井・・・」は、「産・官・学連携」の構想のもとにある

事業なのでまとめるか、あるいは項目を変えるとしたら、違いがわかる表現

にしたほうが良いのでは。 

 

○ Ｐ５０ （３）農業経営の安定 

・ １項目「認定認証農業者・・」と、２項目「農業経営診断・・・」と、４項

目「有機・減農薬・・・」もまとめられるような気がします。 

 

○ Ｐ５１ （１）ふれあい農業の育成 の中の 

・ ３項目「農業祭や園芸教室・・・」と、４項目「農業や特産物、・・・」も

まとめられるような気がします。 

 

○ Ｐ５９ （３）歴史的文化の保全と継承 の中の 

・ ４項目「市内に残る・・・」と、５項目「市内を活動拠点とする・・・・」

もまとめられる気がします。 

 

資料９０ 



○ Ｐ６８ （２）スポーツ・レクリエーションの振興 の中の 

・ ４項目「スポーツ・レクリエーションの施設の・・・」と、５項目「スポー

ツ・レクリエーションに関連する・・・」もまとめられると思います。 

 

以上については、説明文を見ての感想ですので、内容が違うのであれば、違いがわ

かるような表現をしていただければ、と思います。 

 

② Ｐ４２の一番下（２）産業振興の仕組みづくりに関し、ここに農業も入れたらど

うかと審議会でもうしあげましたところ、次ページの（３）に含まれているとの

説明でしたが、その内容を読むと、やはり、（２）のほうに入れたほうが適切で

はないかと思いますので、再度申し上げます。 

 

③ Ｐ５９主な事業 （仮称）市民交流センターの活用 の表が、２３年度「実 

施」、２６年度「検証」、２７年度「実施」となっています。 

２７年度の「実施」の意味がよくわからないので、表現の工夫を。 

 

④ Ｐ６５主な事業「図書館中央館の整備」と真ん中辺の（１）新図書館中央館の検

討の図書館の表現を統一したほうが良いかと思います。 

 

⑤ Ｐ７４一番下の行「・幼稚園児の保護者負担の軽減を図るため、・・・・」です

が、引き続きの支援の継続と国や都への現行制度の働きかけというより、「国や

都の動向を見ながら、継続的な保護者負担の軽減を図ります。」という表現はい

かがですか？ 



第２章「ふれあいと活力のあるまち」【地域と経済】 

１ コミュニティネットワークについての意見 

2010.2.2 

町田裕紀 

 

１ 協働についての考え方 

  市と市民（団体）との「協働」の具体的内容をどう考えるのか、つまり、共同事業の

推進、職員派遣、補助金、施設提供、情報提供、後援等名義使用等、様々な協働の在り

方が考えられる。 

  主な取り組み１「協働のまちづくりの推進」においては、様々な取り組みが記載され

ているが、いずれも協働の具体的内容に十分踏み込んでいるとは言えず、可能な限り、

協働の具体的内容、あるいは、具体的内容を策定するプロセスについてまで記載できな

いか。 

  また、市の担当部署において、具体的内容を検討中のものがあれば、その内容をご説

明いただきたい。たとえば、(3)協働の意識啓発と(4)協働の仕組みづくりについて、具体

的な取り組みの内容をご説明いただきたい。 

 

２ 補助金制度の創出について 

(1) 補助金制度について 

   市民及び市民団体等が公益性の高い事業を行う場合、事業費の一定割合を市が負担す

る制度を導入してはどうか。 

 (2) 目的 

市民が公益性の高い事業を行う場合、ハードルとなるのが事業費の確保である。そこ

で、市民の公益活動を支援するため、その経済面での市のバックアップが望ましい。市

民の主体的活動を尊重しながら、行政がその資金面でバックアップするのが望ましい。 

以 上 

資料９１ 



平成 22 年 2月 4 日 

 

前期基本計画一章・三章への意見 

 

玉山京子 

 

１．ユニバーサルデザインと、バリアフリーの語句の整理について 

 

① ユニバーサルデザインの語句の説明に、バリアフリーとの関連性を入れたほうがよ

い。 

② バリアフリーという言葉が、第一章環境と都市基盤、４・市街地整備 P.24 

   ５・住宅・住環境 P25.26.31 にでてくる。ユニバーサルデザインとの関連性。統

一するか否か。 

 ③ それに従って、ユニバーサルデザインの語句の説明をどこに入れるか。 

 

2．第三章の文化と教育の 2．人権・平和・男女共同参画について 

 ① 人権・平和・男女共同参画について、学校教育としても取り入れる視点が必要だと

思う。大人への啓発活動だけで十分だろうか。 

 ② ワーク・ライフ・バランスについては、少子化問題との関連を、男女共同参画を損

なわない形で、うまく取り込めないか。 

 

3．第三章の文化と教育 P.73 の、聖霊幼稚園は、今年度 3 月末で閉園が決まっている。 

  ここに入れるのはどうか、もしくは、閉園について記載してはどうか。 

 

以上 

資料９２ 



資料９３（三橋委員） 

 

基本計画各論基本計画各論基本計画各論基本計画各論（（（（2222 章章章章、、、、3333 章章章章））））にににに関関関関するするするする意見意見意見意見とととと質問質問質問質問    

    

第第第第 2222 章章章章    地域地域地域地域とととと経済経済経済経済    

２２２２．．．．コミュニティネットワークコミュニティネットワークコミュニティネットワークコミュニティネットワーク    

→「協働によるまちづくり」を実現するうえで重要なセクションという観点での計画の策定が必要 

 

P34 現況と課題 

 →地域ネットワークの必要性をより明確に記述して欲しい。 

例）市民ニーズが多様化するなか、地域社会の役割が増大し、地域社会による支え合い

が暮らしやすさを支え、市民生活を豊かにしている一方、NPO や各市民団体間の相互の連

携や情報の発信には課題もあり、地域社会への市民の参加も一部にとどまっています。 

 

 また、地域情報ネットワークに注釈を入れてほしい。 

 

P35 成果指標① 

 「地域活動への参加率」の「地域活動」の定義が良く分からない 

   →意向調査では「町内会・自治会」「PTA・子ども会」など 10 程度に分類して市民

の参加率を調査しているが、どれを指しているのかが良く分からないので、必要に

応じて注釈を入れてほしい。 

 

P35 成果指標②  

  成果指標として「公民館や児童館、市民協働支援センターの利用者数等」を追加して 

  はどうか 

 

P35 主な事業 

  ・貫井北町地域センターを追記すべき。 

 

 ・「市民協働支援センター」や「コミュニティ活動情報発信機能」について、より具体的 

なイメージがわく説明が欲しい。 

 

P35、36 主な取り組み 

 ・町内会や子ども会、カンガルーポケット等と市の連携はどこに記載されているのか？ 

 ・環境市民会議やごみゼロ化推進委員、PTA など他のセクションで書かれている内容に

ついては、コミュニティに入ってこないのか？ 

 ・協働の仕組み作りに関する「評価システム」とは何か？ 

 

２２２２．．．．地域安全地域安全地域安全地域安全    

P37現況と課題 

 ・国の話は市の話の後段でも良いのではないか。（第 3次の「防災」では最後の扱いであ

った） 

 ・耐震化対策についての記述はなぜないのか？→既に対策済み？であればその点を記述

してはどうか？ 

 ・あいさつ運動に触れても良いのではないか。 

 

P 38 成果指標 

 ・空き巣の被害件数などが、指標に入っていないのはなぜか？ 

 ・住宅や建物の耐震化率の促進等はどうか？ 



 

P 38主な事業 

 消防団詰所の耐震化だけでなく、耐震化というのであれば、もう少し市民全般に係る内

容にして欲しい。 

 

P38主な取り組み 

 ・危機管理体制の確立が最初に来るのはなぜか？ 

 ・地域防災計画に基づく防災対策の再構築とは具体的に何を目指すのか？ 

 

 

３３３３．．．．創造的産業創造的産業創造的産業創造的産業    

 P41 現況と課題 

   ・創造的産業を育成することが市民生活を豊かにすることにつながる 

    ことを明確に表現してほしい。 

   ・図で専門的技術的職業は将来的に増加していないが、 

    説明内容と矛盾していないか？ 

   ・コミュニティビジネスの具体例をあげてほしい。 

 

 (P42 成果指標または主な事業に成功したベンチャー企業をつくり、広報まで含めた施策 

    により、企業と市の双方のイメージアップにつながるような施策を含めてほしい。) 

 

P42  主な取り組み 

  新産業振興プラン等に基づく産業振興の計画的推進とは何か？ 

 

 

４４４４．．．．商業商業商業商業    

 

P44 成果指標 

  観光に関する指標を入れてはどうか（→例えば小金井市に観光に来た人の数やイベン

ト参加数、HPのアクセス数や観光協会への問い合わせ数など） 

 

P45  主な取り組み 

  ・新産業振興プラン等に基づく産業振興の計画的推進とは何か？ 

  （P42 と同じ表現で良いのか？？？） 

  ・商業振興モデル地区に関する具体的な記述がない。 

 

５．工業 

 住環境との調和及び市民（および市外）の人への認知度のアップをベースにした成果指 

 標や主な事業の策定をして欲しい。 

 

８．雇用 

 創造的産業の育成・誘致が着実に雇用に結びつくのでしょうか？ 

 （３のセクションでは雇用の観点での記述はないが整合性は？） 

 

 

 

 

 

 

 



第第第第３３３３章章章章    文化文化文化文化とととと教育教育教育教育    

１１１１．．．．文化文化文化文化・・・・芸術芸術芸術芸術    

    →→→→市民協働市民協働市民協働市民協働をををを成果指標成果指標成果指標成果指標やややや主主主主なななな事業事業事業事業にににに入入入入れることはできないかれることはできないかれることはできないかれることはできないか。。。。    

    

２２２２．．．．人権人権人権人権・・・・平和平和平和平和・・・・男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画    

P64 男女平等推進センターの設置の検討→検討をつけるか？（防災センターはついていな

い） 

    

３３３３．．．．生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習    

  

P64 図書館本館と新中央図書館の表現の違いの理由は？ 

P64 図書貸し出し数と、公民館利用率の目標値の根拠 

P65 公共施設の充実→公共施設の充実と活用としてはどうか 

 

４４４４．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・レクレーションレクレーションレクレーションレクレーション    

P67 現況と課題 

 ・メタボが課題の冒頭か？ 

 ・東京国体による環境整備の期待とは具体的に何か？ 

 

P68 主な事業  

  ・総合体育館の整備とは何か？（主な取り組みは総合体育館の大規模改修になってい 

   るがどんな機能の追加はあるのか。） 

 

P68 主な取り組み 

・ １（１）市民が主体となる～支援します。とは、何をどのように支援するのか？ 

・総合型地域スポーツクラブとは何か？ 

    

５５５５．．．．学校教育学校教育学校教育学校教育    

 ・学校、家庭地域の連携に関する成果指標及び主な事業を入れてほしい。 

 ・来年度から行われる可能性があると聞く、土曜日の一部授業化についての記述は？ 

 ・平成 22年度策定の「教育振興基本計画」とは？ 

 ・音楽室、図書館の開放が生涯学習のところに出ているので整合性を取ってほしい。 

    

６６６６．．．．幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育    

 ・保育の観点を含む保護者や子どものニーズに合わせた幼児教育の充実を 

 ・幼小連携だけではなく、幼保の連携（一体化）の検討を。 

 

以上 



長期計画審議会 

 

 

7  前期基本計画についての質問・意見    

 

H22.2.8 鮎川志津子 

福祉と健康 
 

１．高齢者福祉 
 

「高齢者の生きがいづくり」や「高齢者の生活支援」に子どもたちの力を活用することも加えて

はいかがでしょうか？ 

 

小金井市の学校でも、地域貢献や中学生ボランティアに積極的に取り組んでいます。 

地域の子ども会でも、社会福祉協議会や町会と連携し、「敬老の日」訪問や年賀状をお送りする

ことに取り組んでいます。 

 

子どもたちが高齢者の方々から教えて頂くこと、子どもたちが高齢者の方々のお役に立てること、

など、双方向の交流の推進も大切かと思います。 

 

８．健康・医療 
 

「現況と課題」に小金井市民の長寿について、データ、又は、記述を加えると、小金井市のアピ

ールポイントになると思います。 

 

以前、新聞などで小金井市民の長寿についての記事を読んだことがあります。 

ただ、最近の状況がわからず、情報・データなどがありましたら、ご教示下さい。 

 

以上 

資料９４ 



資料９５ 

平成 22年 2月 9日 

基本計画への意見 

玉山京子 

 

第 4章２．子ども家庭福祉 

 

●施策の体系・主な取り組み 

「子どもの健全育成支援」とは、主に子どもが育つ環境整備に関して深く関わっている

ので、地域の子育ち・子育て支援と混同してしまいます。ここは「子育ち支援」に変更

すべきたと思います。 

 

「総合的な子育て支援」は全てをカバーする大事な部分なので、この部分を中分類にあ

げて、4つの中分類にしたらどうでしょう。 

 

総合的な子育て支援 

 （１）のびゆく子どもプラン小金井 

 （２）ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

子育ち支援 

 （１）子どもの権利が尊重される社会づくり・・推進計画、行動計画の作成 

 （２）子どもの相談窓口子どもオンブズパーソンの実施 

（３）子どもの体験の仲間づくりの・場づくり支援 

  

子育て支援 

 

地域の子育ち・子育て支援の充実 

 

 

●主な事業の中に、冒険遊び場の整備、をいれるといいと思います。 
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審議会 11回（2月 10日）についての意見・質問内容／淡路提出
※誤字などはご容赦下さい

１．素案検討の前提として

◆重点プロジェクトはどにようになりましたか。？

市民生活の観点から「総合行政」は、自治体の主要役割の一つです（地方自治体

第１条の２第１項）。①地域社会に影響を与える新規の事業、②横断的、総合的に取

り組むべき事業、③事業の波及が広範囲になる大型事業などは重点プロジェクトと

しての実施が、多面的な生活を営む市民からすると望ましいと思われます。

また小金井市としての政策の特徴も明示できると思われますが、どのようになり

ましたか。今後の取組方向をお聞かせください。

２．計画の推進について
１．市民参加・市民協働

■主な取組

① 1.市民ニーズの把握→この部分を「市民ニーズの把握と共有化」とし、記述
内容にも実施して内外と共有することを明記する。

② 3.市民参加の推進→４つの項目を内容から二つに区分する（例／市民参加条
例と制度展開）。

－以下は細かいので起草委員会で質問します－

③文章の訂正提案

市長への手紙、市長への E メール・ファクス、市民の声、各種相談などの
（市民が意見を言いやすい：市民の状況に対応した）公聴活動を充実（志向）

し、（幅広い）市民からの意見・要望を把握します。

④文章の訂正提案

市政情報を迅速かつ的確に提供するため、市報をはじめとする各種広報媒体

のよリー層の充実を図るとともに、インターネットやケーブルテレビなどの

（市民の受け入れ環境の変化に合わせた）電子媒体の活用を推進します。

Administrator
テキストボックス
 資料９６
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２．行政経営

■施策の方向性

①行政サービスと市民サービスの違いは。？

■施策の体系

②体系図の人材と行政経営の順序が逆では、何か意図があるのか。？

③人材は重要であるが、育成に時間がかかることから「中長期の人材育成ビジ

ョン」で展開することが多い。今回の体系にはビジョンに触れている項目は

ないが、その意図は何か。？

■主な取組

④ 1.人材の育成・活用と組織の活性化
ここは、３項目が記載されているが、ほぼ能力開発と教育内容に絞ってい

る。人材の育成には一般的に人事評価（考課）制度や各種処遇制度（配置、

昇進、賃金）も関連するが、能力開発に限定した意図は何か、？

⑤「職員の能力開発と意識改革を図るためも、派遣研修の他、職場研修やより

高度な専門知識の修得など、市独自の研修を充実します」の部分について。

→意識改革は管理職が率先して行うことが必要なことから、管理職向けの

マネジメント研修の実施が必要では。？

⑥ 2.活力ある機能的な組織
・機能的な組織のイメージがわきにくい、説明を

・「新たな行財政改革を推進し、社会潮流に即応できる財政システムを検討

します」に関する内容説明と行財政システムとはどのようなものか。？

・活力の実現には庁内分権化や権限委譲が必要と思われるが。？

⑦自律した行政運営の確立

－ここは質問が細かくなることから起草委員会で質問します－

３．計画的行政

－ここは質問が細かくなることから起草委員会で質問します－
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４．財政・財務

■施策の体系

①税金の入（歳入）り出（歳出）が中心になっているが、保有している［資産

の活用と整理］の項目が必要では。？

■主な取組

② 1.安定した財政運営の確立
（１）中長期的展望に立った財政運営の推進

→ここには、財政目標の設定（経常収支比率、公債費比率～）、一般財源

（市税・交付金）による財政運営、積立金など財政規律に関する方針

明示といった内容は含まれるのか。？

③ 3.歳出の訂正化
・予算制度の対する取組がないが。？

・外部団体に関する取組がないが。？

以上



資料９７ 

 

 

 

 

今後今後今後今後のののの参考参考参考参考とさせていただくためとさせていただくためとさせていただくためとさせていただくため、、、、アンケートアンケートアンケートアンケートへのごへのごへのごへのご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

当当当当てはまるものをてはまるものをてはまるものをてはまるものを、、、、○○○○でででで囲囲囲囲んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。        

 

 

ＱＱＱＱ１１１１    あなたのあなたのあなたのあなたの住所住所住所住所    

 Ａ：東町 Ｂ：梶野町 Ｃ：関野町 Ｄ：緑町 Ｅ：中町 Ｆ：前原町 Ｇ：本町 Ｈ：桜町  

Ｉ：貫井北町 Ｊ：貫井南町 Ｋ：その他 

 

ＱＱＱＱ２２２２    あなたのあなたのあなたのあなたの性別性別性別性別    

Ａ：男性  Ｂ：女性 

ＱＱＱＱ３３３３    あなたのあなたのあなたのあなたの年齢年齢年齢年齢    

  Ａ：２０歳未満  Ｂ：２０～２９歳 Ｃ：３０～３９歳 Ｄ：４０～４９歳 Ｅ：５０～５９歳 

  Ｆ：６０～６９歳 Ｇ：７０歳以上 

 

 

 

ＱＱＱＱ４４４４    第第第第３３３３次基本構想次基本構想次基本構想次基本構想・・・・後期基本計画後期基本計画後期基本計画後期基本計画をごをごをごをご存知存知存知存知でしたかでしたかでしたかでしたか？？？？    

 Ａ：存在も内容も知っていた。 Ｂ：存在することは知っていたが、内容は知らなかった。 

Ｃ：存在も内容も知らなかった。 

ＱＱＱＱ５５５５    第第第第３３３３次基本構想次基本構想次基本構想次基本構想のののの将来像将来像将来像将来像「「「「元気元気元気元気ですですですです    萌萌萌萌えるみどりのえるみどりのえるみどりのえるみどりの    小金井市小金井市小金井市小金井市」」」」をごをごをごをご存存存存じでしたかじでしたかじでしたかじでしたか？？？？    

 Ａ：存在も内容も知っていた。 Ｂ：存在することは知っていたが、内容は知らなかった。 

Ｃ：存在も内容も知らなかった。 

 

 

ＱＱＱＱ６６６６    参加参加参加参加されされされされないないないない方方方方におにおにおにお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。今回今回今回今回、、、、参加参加参加参加されないされないされないされない理由理由理由理由はなんですかはなんですかはなんですかはなんですか？？？？        

Ａ：日程が合わなかったため Ｂ：会場が遠かったため Ｃ：内容に興味がなかったため 

 Ｄ：その他（                              ） 

 

 

QQQQ７７７７    長期計画審議会長期計画審議会長期計画審議会長期計画審議会のののの活動活動活動活動についてごについてごについてごについてご存知存知存知存知でしたかでしたかでしたかでしたか？？？？    

Ａ：傍聴したり、会議録や資料を読んだことがある。 

Ｂ：ホームページ又は市報で記事を読んだことがある。 

C：活動していることは知っている     D：知らなかった。 

QQQQ８８８８    長期計画審議会長期計画審議会長期計画審議会長期計画審議会のののの活動活動活動活動についてごについてごについてごについてご意見意見意見意見があればごがあればごがあればごがあればご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

 

 

 

第４次基本構想・前期基本計画（素案）に関する    平成２２年２月２４日 

市民フォーラム事前アンケート（案） 

第第第第３３３３次基本構想次基本構想次基本構想次基本構想・・・・前期基本計画前期基本計画前期基本計画前期基本計画についてについてについてについて    

あなたあなたあなたあなた様様様様ごごごご自身自身自身自身についてについてについてについて    

長期計画審議会長期計画審議会長期計画審議会長期計画審議会についてについてについてについて    

市民市民市民市民フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムについてについてについてについて（（（（不参加不参加不参加不参加のののの方方方方のみのみのみのみ））））    



    

ＱＱＱＱ９９９９    今後今後今後今後１０１０１０１０年間年間年間年間でででで重点的重点的重点的重点的にににに進進進進めるべきめるべきめるべきめるべき市政市政市政市政のののの重要政策重要政策重要政策重要政策はははは何何何何ですかですかですかですか？？？？３３３３つまでつまでつまでつまで丸丸丸丸をををを付付付付けてくださいけてくださいけてくださいけてください。。。。    

Ａ：みどりと環境衛生（ごみ問題）     Ｂ：駅周辺を中心としたまちづくり  

Ｃ：バリアフリーのまちづくり       Ｄ：コミュニティの充実（市民の地域参加） 

Ｅ：地域の安全性の向上（防災・防犯等）  Ｆ：地域経済の振興（買物等の利便性向上） 

Ｇ：市民文化と生涯学習の推進       Ｈ：学校教育の充実 

Ｉ：高齢者福祉及び障がい者福祉の充実   Ｊ：子育て・子育ち支援の充実 

K：市民の参加と協働の推進        Ｌ：行財政の健全化・効率化 

Ｍ：その他（                         ） 

ＱＱＱＱ１０１０１０１０    第第第第４４４４次基本構想次基本構想次基本構想次基本構想（（（（素案素案素案素案））））ではではではでは、、、、将来像将来像将来像将来像をををを「「「「みどりがみどりがみどりがみどりが萌萌萌萌えるえるえるえる・・・・子子子子どもがどもがどもがどもが育育育育つつつつ・・・・きずなをきずなをきずなをきずなを結結結結ぶぶぶぶ    小小小小

金井市金井市金井市金井市」」」」としていますがとしていますがとしていますがとしていますが、、、、どのようにどのようにどのようにどのように思思思思われますかわれますかわれますかわれますか？？？？    またまたまたまた、、、、そのそのそのその理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか？？？？    

Ａ：とてもよいと思う Ｂ：まあまあだと思う Ｃ：よくないと思う 

（理由） 

 

ＱＱＱＱ１１１１１１１１    将来像将来像将来像将来像をををを実現実現実現実現するためにするためにするためにするために、、、、次次次次のののの４４４４つのつのつのつの柱柱柱柱にににに沿沿沿沿ってってってって施策施策施策施策をををを進進進進めることとしていますがめることとしていますがめることとしていますがめることとしていますが、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ

のののの項目項目項目項目についてについてについてについて、、、、特特特特にににに進進進進めるべきめるべきめるべきめるべき施策施策施策施策があればおがあればおがあればおがあればお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

環境環境環境環境とととと都市基盤都市基盤都市基盤都市基盤        

 

 

 

地域地域地域地域とととと経済経済経済経済    

 

 

 

文化文化文化文化とととと教育教育教育教育    

    

    

    

福祉福祉福祉福祉とととと健康健康健康健康    

    

    

    

ＱＱＱＱ９９９９    そのそのそのその他他他他、、、、ごごごご意見意見意見意見・・・・ごごごご要望要望要望要望等等等等がございましたらおがございましたらおがございましたらおがございましたらお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

    

    

    

ごごごご協力協力協力協力ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

第第第第４４４４次基本構想次基本構想次基本構想次基本構想・・・・前期基本計画前期基本計画前期基本計画前期基本計画（（（（素案素案素案素案））））についてについてについてについて    


