
問７，小金井市の課題と思うことを具体的に教えてください。

市議会

ゴミ問題

経済の活性化　インフラの整備　公共施設の整備

医療に帯する補助が少ない。特に、高齢者への補助が、少ない様に思われる。

ねじれ市議会

子育て世代へのサポート。特に医療費、小中学生は所得に関わらず補助してほしい。

市議会議員が多い。

老人の介護施設、特別養護老人ホームや特養、有料老人ホームをもっと増やしてほしい

子育て支援、スポーツ振興、行政運営

緑化政策の強化

ねじれ市議会

本道をはずれると私道ばかりで凸凹で行き止まりが大い
土地転がしがよくくる

図書館が充実していない、放課後子供教室の実施が少ない、学童卒所後の長期休暇時の子供の居場所かない

1.避難所の災害備蓄品や量が市民にしらされていないこと
2.新市庁舎建設の問題点が市報で知らされないこと
3.町内会の会計に赤十字募金の返戻金がのせられていないなど明瞭でないこと
4.青年会議所メンバーに女性が少ないこと
5.不要な道路整備(3.6.11など)には疑問が残る。渋滞の多い五日市街道と東八道路をつなげてどうするのか？カーナビが普及して車を若い人が買えない時代にどうして道路を増やすのか？

子供に自由と責任の教育をすることが未来を作る土台となると思う。

街づくりに計画性がなく、しかも遅い。また、教育内容やレベルが近隣市に比べて低い。特にコロナで休校中の対応が酷かった。市内の学校にも学校間の差が酷かった。
特に緑中は全く何もせず、先生方は長い春休み状態で、目に余る酷さだった。

武蔵野公園の自然環境保護、市庁舎のコンパクトな建設計画、不必要な道路建設

ゴミ問題、道路整備

議員のかずを減らすことです。

スポーツグランドや気軽にボール遊びできる場所が少ない

新市庁舎の建設問題。早く着手して賃貸庁舎の割高な赤字財政を健全化して欲しい。いつまでも続く与野党の争いに市民は辟易している。

経済、教育、福祉等の全ての課題に対する行政対応のスピード及び質が隣接市と比較して見劣りする。

小金井市民文化祭について︰参加していない人は殆どの人が知らない。美術工芸展の出品は、依頼された方だけが出品している形で、市民文化祭であれば、広く市民に呼びかけるべき。
図書館について︰狭くて、本来同じ箇所に置くべき本が纏めて置けていない。
体育館について︰改修が終わったが、プールのロッカーは錆びたままで、故障のまま放置。栗山公園プールのタイル剥離等、最低限のリスク管理が出来ていない。

出鱈目道路。側溝もない農道のような道路、変形住宅地、幹線道路がないから企業も来ない。資産家も来ない税収もない、大型量販店舗もない中央線沿線最低の自治体、東小金井駅前の30以上も整備されない最悪の
駅前、田舎の人にここは東京都かと笑われた。革新系の人や当選のため手段を選ばない市長等に期待しても無理だが。
１００平米以下や旗竿型の住宅地敷地は規制すべきだ。散歩すると行き止まり変形道路。小金井市市道３－４－１１号線を早急に工事すべきだ。小金井の発展や野川の環境、安全が向上する。全く聞いた事もない
寒村役場の自治体をなんとかならないか。以上改革しない限り発展はない

商業施設の充実

市議会議員数が多すぎる。議員を減らし市役所職員を増やすべき

ゴミ処理

環境保全

こどもの遊びはの充実。児童館が少なく汚い。こどもが行きたがらないです。

アクティブでない。ダイナミックさが欠けている。



国分寺崖線下に在住する市民の消費経済行動が生かされていないこと。 崖線下には
市全体の26%の市民が居りもっと活用すべきだと思います

市長や教育長がいくらいい政策を提唱してもそれについて行ける職員が少なすぎます。部長などの管理職も前年度踏襲が基本で、新しい時代を先取りして市を変えて行こうという気持ちが萎えているのが最大の問題
です。
委託関係・ICT関係・市民協業関係・社会教育関係が悲劇的に遅れています。プロボノや副業などの人材紹介業者もありますし、市民会議等で信頼関係を結べば、市民に協力を仰ぐことも可能なはずです（台湾の官民
協力などのイメージです）

「コロナ対策」について
市報に、発熱外来の医療機関を明記してほしい。対応についても、保健所の連絡先など高齢者でもわかる様に、おおきな字で見やすく表示してほしい。市報は、今いたばん大切な事をクローズアップすればばよいと
思います。

「道路整備」について
武蔵小金井が優先で、東小金井はと思います。駅前からの道路整備が、全く進んでいません。いつになるのでしょうか？道路整備が進めば、お店も増えると思います。
小金井公園と直結して小金井公園もあります。綺麗な町並みにしていただきたいと節に思います。

ゴミ

小中学校の学区割

・自転車マナーが悪い（歩道もベルを鳴らされる、スピード速い）
・市内放送が聞きづらい（非常事態の時困りそう）
・歩道が狭い（特に小金井街道、前原坂下るところ）

駅周辺だけ再開発で整備して他が不足。例えばガスや水道工事後の道路側凸凹のままだったり、道路側の家から草木が道路にはみ出し歩道が狭い。

市民の声が行政に反映される仕組みが出来ていない。

コロナ対応が遅い

少子化に対して子育て支援を手厚くしてほしい。中学生までの児童手当を高校までしてもらいたい。今の時代、高校まで行く人がほとんどだと思うので

約束を守ること

誠実さ

武蔵小金井駅北口の再開発

市の課題が市長、市議、職員の中で共有されておらず、課題解決の優先度、マイルストーンも不明確。

宮地楽器ホールが狭すぎる。成人式くらいの人数を入れる会場が欲しい。

武蔵小金井駅北口の再開発、市庁舎の建設

特になし

税金が高い事、その割に公共施設が乏しいこと

コロナ対策何をしているのか分からない
ゴミ問題

東小金井駅周辺の整備
いつになったら終わるのか?

左寄りの政策判断

東小金井駅前の再開発工事に時間がかかりすぎている

問6に関して、全て書ききれません。
問7の質問を重視するのなら、問6は要らないのでは？

高架化されて、国分寺、武蔵境、武蔵小金井と似たような駅周辺の作りとなり、個性が薄くなったと思う

道路整備。歩行者には危険な場所が多い。

野川や公園、湧き水など、今あるものをどう維持し、さらによくしていくか。
しだれ桜の元気がないのが気になりますし、最近はけの小路は整備されたのでよかったと思います。武蔵野公園やはけの小路を通る予定の道路は、せっかくの環境を壊さずにどううまく必要な道路を通すか考え、
計画し直す必要があると思います。
もうちょっと、個人のおもしろいお店が出店できるような場所が駅前周辺にあればいいなと思います。
本来ならばジブリの施設を作っていれば小金井も発展できたであろうと思うのですが、そういうチャンスを今後は逃さないように、アンテナを張っていただきたいと思います。

武蔵小金井駅北口の再開発、市庁舎の建設



スポーツ施設が少ない。災害対策体制が弱い。市が発信する情報が極端に少ない。

ゴミ処理場

宮地楽器ホールが狭すぎる。成人式くらいの人数を入れる会場が欲しい。

①道路の整備
（小金井街道、連雀通り、北大通の一部歩道が狭い）
（自転車専用道路を全ての道に）
（並木通りをもっと多く）自然との共存
②都市整備
（駅前開発は「小金井市」の顔なので象徴的な景観を作って欲しい）
（景観の統一性）看板や店舗デザインに一定のルールづけを
（高架下スペースの開放）
（都市デザインを劇場型に）歩きたくなる町づくり
（ユニバーサルデザインの必要性を浸透させる）
③経済
（若手経営者が小金井市に出店できるようにスペースを用意する）→複合ビル
（ビジネスホテルの誘致）
④文化
（音楽・アート・演劇などの文化が根付くように）
⑤交通
（武蔵小金井駅に通勤快速が止まるように）
（南北を繋ぐ地下鉄や路面電車を）

玉川上水の緑を元に戻すこと

徐々に整備は進んでいるがまだまだ買い物をするには物足りないのと、子供がいる立場としては市民一人あたりの教育費がワーストである点を改善していただきたい

何年もなんだかどうしたいのかわからない東小金井駅北口。　　　木々を切りまくって、殺風景な保育園にして、、、道を作るのですか？
今さらながら、
ヒガコは昔のレトロなヒガコでよかった。
武蔵境みたいなオシャレでもないし、
ムサコみたいに栄えてないなら、
いっそジブリとコラボして、特色ある街作りをしたほうがよい。街全体を千と千尋か、トトロ風に。

まだ今からでも間に合うのでは？

しかも、せっかく作るのに電柱、これでは震災の時に、緊急車両は通れない、、。

玉川上水沿いの桜以外の木、無惨な伐採。
もはや世界遺産、の　はけ　を破壊するいらない道路計画。　　　
反対意見を聞こうとしない市長。

市長への意見のメールを送っても、部署　からの、返答のみ。ほんとに市長さんが読んでくれているのか？

使えない小さいホール、



何年もなんだかどうしたいのかわからない東小金井駅北口。　　　木々を切りまくって、殺風景な保育園にして、、、道を作るのですか？
今さらながら、
ヒガコは昔のレトロなヒガコでよかった。
武蔵境みたいなオシャレでもないし、
ムサコみたいに栄えてないなら、
いっそジブリとコラボして、特色ある街作りをしたほうがよい。街全体を千と千尋か、トトロ風に。

まだ今からでも間に合うのでは？

しかも、せっかく作るのに電柱、これでは震災の時に、緊急車両は通れない、、。

玉川上水沿いの桜以外の木、無惨な伐採。
もはや世界遺産、の　はけ　を破壊するいらない道路計画。　　　
反対意見を聞こうとしない市長。

市長への意見のメールを送っても、部署　からの、返答のみ。ほんとに市長さんが読んでくれているのか？

使えない小さいホール、

子育て支援に積極的でない。

駅前整備、福祉充実

保育の質・学校教育・社会人教育・食に関すること・ゴミ問題・都市計画道路問題・庁舎建設問題etc.
武蔵小金井駅北口の開発が遅れている。南口ばかり整備され、北口は一向に進んでいない。

小学校の英語教育にもっと力を入れるべき。今時当たり前の電子教材すら購入していない学校があるとのこと。また、多額の講師料のかかるALTの時間数を減らし、日本人のサポーターJTEを入れることを検討して
いただきたい。

緑豊かで環境が良い、とうい唯一の特色を活かしていない。
ハケを壊す東西横行に予定されている道路計画はもってのほか。連尺通りを拡張すれば良い。

（自然以外の）街として魅力がない。特徴というか、ワクワクする街でない。子どもを遊ばせる屋内施設が少ない。

市役所の建て替えにかかる莫大な経費の見直し、ごみ処理場を市内で建設できないのか、要らない道路拡張工事等再考をお願いします。

公立小中校の改革が必要。校長始め教員のITリテラシーが低すぎる。正直保護者は呆れています。知識がないので何でもセキュリティ上危険だからと禁止。効率悪すぎます！子供の方がITを使いこなしています。
授業も正直無駄が多い。なぜもっと子供が生き生きする授業ができないのか不思議で仕方ない。もっと先生が他を見て勉強してほしい。このままでは自主的に不登校を選ぶ家庭が増える一方だと思います。
原因は子供ではなく学校にあるのは現場も気づいているはず。

武蔵小金井駅北口の再開発。市役所や公民館など公共施設や設備を住民のニーズにあったものに。道路の拡張、整備。学校のトイレの洋式化を急ぐ

アクティブでない。ダイナミックさが欠けている。

武蔵小金井の慢性的な渋滞
自転車走行の危険性
東小金井の道路整備の遅さ

府中のように子の医療費助成の年齢対象をあげてほしい

①小金井市民に頼らない税収UP策②市庁舎問題、何十年も課題になる事態問題。市長、市議会議員は何とかしろ！③不動産の売買後、建ぺい率違反の新築が多くないか？

企業誘致、目玉になる産業がない

ゴミの回収場を作りゴミ袋を配布してほしい

北口開発

行政について、問題点を先送りにしてしまったり、合理的に進まないところ。

五日市街道が混む

北口開発　北口駅周辺の土地を持っていらっしゃる地主の方が土地を売却して下さらないので、一向に北口開発が進まないのは困った事だと思っています。



まちづくり　個人商店の活性化

市庁舎の早期解決実行する

市役所の立地が悪い。駅から遠い為不便。

ふれあい通りの交通環境の悪さ。事故が起こりかねない。小平市のマンションのバス停になっていることもおかしいと感じている

北口の再開発と無意味な道路整備計画による環境破壊

コストを抑えた新市役所の早期建設

保育園が足りない、財政

武蔵小金井駅の北の整備。上水桜通りの雑木の放置と桜の枯死。

ゴミの回収場を作りゴミ袋を配布してほしい

北口　駅前　トキワスポーツの前の歩道が狭くて、人や自転車とすれ違う時、車道に出てしまいそうで危ない。どうしてあそこだけ狭いのだろう？

しぎか議員削減、アナログ(電話/FAX)からコンピュータ対応行政への早期転換、英語化教育／ディジタル教育の早期実施

赤字のようだが原因究明と早期解決に動いていない感じがする。

子供のために支給されたお金を親が遊びに使う人を多々見てきた。最初から、給食費など、学校関連に最初から、あてたほうが良い。

ゴミとの向き合い方　自然との共存方法

北口再開発目処、新庁舎、校舎老朽化、ごみ焼却場がない

緑豊かな小金井市を　存続させるためには…　何が出来るのか

野川を横切る道路建設計画（断固反対です）。ゴミ処理のすすめ方（無駄なことばかりしている）

社会保険料が高い。

市役所だけでなく、出張所がないのが不便。

市民の生活、健康、教育などの相談窓口を出張所を増やして開設し、もっと市民の声が行政に届く仕組みを作ってほしい。

全市民に健康診断を受けさせてほしい。

市民の足となる、ココバスは、100円を維持、本数を増やしてほしい。

庁舎にお金をかけるのではなく、市民の生活を守ることにお金を使ってほしい。

中央線が不通になると陸の孤島になる。西武鉄道に、国分寺～三鷹の用地を市が中心となって提供し、単線でもいいので路線開設してほしい。

長く、人件費を増やしてしまう議会。
企業が少ない。
都、国との連携不足。
他の街との連携が少ない。

武蔵小金井駅北口エリアの再開発

議会は足の引っ張り合い

都市計画道路の問題、農地の減少、コロナ対策。

武蔵野公園を貫く都市計画道路を中止できていないこと、東小金井駅前や梶野町周辺が再開発され、落ち着いた木々の多い街並みが失われつつあること、市役所以外の不在者投票場所の開設期間が短すぎること

ゴミの回収がわかりにくい。もっとシンプルにしてほしい。

保育園ばかりでき、幼稚園の預かりなどの整備が送れている。

余りにも市民活動家が多く、一般市民の声が消えてしまう。
陳情などしたもの勝ちの雰囲気が強い。

特に課題として取り上げることはないが、あえて言えば今の良好な環境を維持していってほしい



子育て支援が他市に比べて手薄。一時保育のレスパイト枠増加と、一時保育の登録作業と予約作業の簡略化をして欲しい。
主要道路でも自転車で通るには狭い部分があり危ない。
学校施設・公共施設のマネジメントに、「地域活性化に寄与するための大きなビジョン」が見えてこない、「お金がない」ばかり。
子育て中の当事者が、選挙で立候補するのはけっこう難しいのかな、と思うような印象。
学校のトイレ洋式化や新市庁舎建設の話には、早くケリをつけて、貴重な市議会の時間を、もっと他のことに使ってほしい。
学校関係の連絡のデジタル化などが、いまいち進んでいない、コロナ禍なのに。
もし、小さい子供を抱えて新型コロナに感染したらどうなるか・どんな支援を受けられるのか、その想像が全くできず、不安しかない。
市のがん検診・成人歯科検診等、成人向け保健事業の利便性を高めて欲しい。申込期間や予約期間がわかりづらい！

子どもについての政策が中途半端、医療補助、学習補助、運動することへの支援全てが他の区市町村からおくれてる。
自転車道路の整備、ただ自転車が走れる場所に印しているだけで、安全性がとれていない
運動施設が足りない。
小学校の芝生化は子ども達が外で遊ぶことを禁止するためのものなのか、雨が降るたび使えない。
働く保護者の子どもが支援が必要な場合、施設の送り迎えが出来ない場合必要なのに使えない。

ゴミ袋がプラスチックゴミと燃えないゴミが同じ袋なのをいいかげん変えて欲しい。プラスチックゴミは資源になると言うが、指定日以外に出す人は一定数いるし、回収の時ごっちゃになるのは目に見えてる。

公共施設が充実していない。交流センターも規模が中途半端で残念。

市役所、福祉会館、小学校、ごみ処理施設など公の建物が不安定なこと

駅前の開発（西友跡地）

高齢者へのケアが不十分

転入して5年になりますが よくわかりません

財政、ゴミ処理

高架下活用のスタートアップ支援、大学との連携などで、ユニークで、元気の出る街にできたら良いと思います

北口駅前の再開発

23区や近隣の武蔵野、府中が実現しているのに、子供の医療費無料化が進まない、小金井街道より東側の南北交通路が無いので不便　都市計画を推進してほしい。環境も大切だが道路は地域だけでなく国民全体の物。
道が少なく渋滞が起きること自体環境に悪い。

道路整備の進みが非常に遅い。

市職員が、自分達の市しか知らない事が、課題である。

武蔵小金井駅北口の再開発。
特に三井住友銀行のビルとパチンコ店ドンキホーテの建物を建て替えて、南口のように整備することで、駅の南北一体となった街全体の活性化に繋げてほしい。

将来のビジョンが明確になっていないこと

エビデンスに基づかずに物事を語る人が多い。（政治、行政）

駅前開発されて若い人が来そうなってきたのに、それ用の賃貸物件が少なかったり、子育て支援がまだまだ少ない等、まだまだ周りの自治体より住んでる人の若返りの支援が少ないと思う。

教育関連の予算が少ないこと

市民全体が「小金井は財政が....市政が.....貧乏だから....」という言葉を枕詞にしているのが異様。言い訳を作って行動しない、卑屈さやネガティブさを感じる。成長する気も無いし、どこか他人ごとで恥ずかしい。
自前の市庁舎の建設。

早急な武蔵小金井駅北口の整備。都市の顔とも言える駅前が長年幽霊ビル。町の印象を落とし続け経済的損失も大。開発計画も市民には全く不明。老朽化したビルも隣接し災害時の責任は誰が取るのか。
行政のビジョン▪対応が全く見えない。

ゴミ処理場がない、第二市庁舎が借り上げ、本庁舎は暗い

ゴミ問題

今後独居老人が増加していく中で、地域コミュニティが機能していくための具体的な取組が見えにくいと感じます。

はけの路の自然環境は壊さずにそのまま保ち、防災・減災力を高める必要がある。

東小金井駅周辺と武蔵小金井駅周辺の格差

武蔵小金井駅北口の再開発。ドンキーの入っているビル、住友不動産の入っているビル共に老朽化が進み、強い地震起これば利用者が危ない。一刻も早く再開発を進めるべきだと思います、市民の安全のためにも。

財政面　税金の流出を食い止めること

議員数、職員数を減らして、市庁舎はローコストで建設

武蔵小金井駅北口の再開発のビジョンがなく目処も立たない、行政のICT化・DXが進む気配もない、市長・市議会議員、市職員のレベルが低い、子育て世帯が多い市なのに教育へのプロアクティブなアプローチが全くない



障害福祉行政が手薄

あまり思い当たりませんが…道路が狭い…？のかも知れません

課題解決に向けて行政からの発信や提案は時間がかかるので民間団体や地域の提案を行政は受け入れる常設会議を開催すべきである。

若者が使う娯楽施設が極めて少ないように感じます。ゲームセンターや映画館など。

駅周辺以外整備
駅周辺の未着手地域の現状を生かした整備
経済活動の支援
市議会議員の質の向上
市職員の意識改革

・地場産業や商店街の活性化

高次脳機能障害者への就労・生活支援、指導。

市としての駅周辺開発の方向性の無さ。基幹駅としての整備方針。自然の豊かさがメインか、暮らしやすさがメインか。何をセールスポイントとするのか。

企業が少なく、行政の予算が乏しい。

駅前整備、福祉充実

社会教育、生涯教育と方針を立てながら実態が伴っていない。

道がカタカタだねー

・玉川上水の桜の木を植えるために既存の樹木を大幅に伐採したことはとても残念です。小
平方面の玉川上水沿いを自転車で走ると緑の多様性がありとても羨ましく感じます。
・野川とはけを分断する道路計画を白紙に戻してほしいです。
・図書館に自習するスペースがほとんどありません。作ってほしいです。
・武蔵小金井駅の周辺は自転車を止めづらくちょこっと買い物する時に不便を感じます。
特にドンキホーテの自転車スペースはひどいです。

共稼ぎによる学童保育への負荷増大と町会未加入世帯の増加

行政のトップの判断力・決断力。行動が遅い！！！市庁舎・福祉会館の建設問題、コロナ対策。市民のことを考えているのか？市長は自分で思考力がないから部課長に頼るしかないから、彼らの報酬を何回もアップし、
またもや同レベルの市の給料の最高額を払っている！
ワクチン接種問題でもしかり、行動が遅いから近隣市で1番遅い順番になっている！市民はもっと関心をもって怒りをぶつけてほしい！選挙をしても有権者のやく40％しか投票に行かない。無関心者が多い小金井市民にも
腹立たしく思う。せひ、青年会議所の心ある有志の方々で小金井を住みよい町にしてほしいです。

都道の問題(小金井市として反対の立場を表明してほしい）。環境(SDGSに対応しているか）、協働(市民協働を進める）、教育(人権教育、主権者教育の

あまり思い当たりませんが…道路が狭い…？のかも知れません

子育て世代への手当てなど。

企業の誘致　ムサコ北口再開発

・若者に魅力ある街づくり
　小金井市周辺には多くの大学があるが、この学生は卒業後、ほとんど小金井市に定着しな　
　い。また、公民館での男女共同参画事業での若者の参加率も低い。また、各種ボランチア　　
　活動も主力は、高齢者が多い。
　もっと、若者が損じ阿寒を発揮できる街づくりが必要。
・子育て、教育環境について
　一番の問題は、例えばひとり親家庭の年間収入は、320万円前後、したがって、子どもの　
　教育への出費は抑えられる。このような貧困に近い家庭環境を良くしないとだめ。もっと　
　社会の底辺に向けた対策を考えるべき。
・福祉、思いやりのある社会の実現
　小金井フードドライブ支援等、困っている人を助けあう社会環境の整備、ボランティア精　
　神の醸成のための地道な活動、



①教育分野については、既に質の高い教育が実施されておりますが、その結果としてファミリー世帯の移住が増加して、それに伴う学校施設、保育施設が飽和状態になっているという次のステージの課題があるかと思います。
また、直接教育分野に関わる問題ではありませんが、ファミリー世帯が越してきても、子供が大きくなるとまた引っ越してしまうという課題もあるので、小金井市を単に子育てする場としてではなく、その後も住み続けたいと
思うようなまちにしていく必要があると思います。
たとえば、働く親世代が、地域活動に参加したり、地域のつながりをつくったりしやすい仕組みづくりをすることで、単なるベッドタウンではなく、地元として捉えてもらえるようなまちになってほしいと思います。
②福祉分野については、高齢者の単身世帯が増加し、それを支援するための福祉サービス等のニーズが非常に高まっておりますが、それを補助するための十分なマンパワー、財源を行政に期待することが難しい状況です。
まち全体が、子供も、高齢者も見守るという雰囲気、共通理解をつくっていくことが、今後の超高齢社会に不可欠だと思います。

駅前再開発（むさこ北口、東小金井北口）

行政の体たらく（市長の無能力、市議の怠慢、市職員のやる気のなさ）

学校のオンライン授業の環境

市役所・福祉会館を含めた施設が良くない。

市民の質の高い文化活動に対する助力，目的のわからない道路整備

開発に重きを置きすぎて、せっかくの武蔵野の魅力を削る傾向が強いような気がしています。

ごみの有料

市庁舎　早急に進展させるべき　ｔ、思います。

①早期に市役所を建設する
②現状、個人情報保護を理由に保育園は参加できていないが、保育園、家庭支援センター、キラリ、小学校で、課題のあるお子さんのケース会議を持つ。
③小学校教育は、集団教育ではなく、一人一人が、自分の課題を持って、取り組んで行くような、アメリカの私立小学校で行われているような非認知能力を育む教育をする。

介護福祉サービスが近隣市と比較して劣る

まちづくりの将来像が見えない。小金井の良さをまちづくりに生かせていない

市庁舎や福祉会館が中心街から遠くなり不便

財政問題。市役所にお金をかけすぎている

公園や児童館、小中学校の校舎を見て、あまり子供達にお金をかけていないように思う。庁舎より外観だけ見ても地震がきたら心配になる小中学校の建て替えや狭くてボロボロでスタッフの少ない児童館を先に
どうにかして欲しかった。公園も遊具が少なく、小金井公園に頼りすぎているし、プレイパークもボランティアに頼りすぎている。

コロナ禍の影響でUberEatsなどを利用する人が増えたことでゴミが多くなっているが、小金井市にはゴミを処理する場所が少なすぎる。
他の市に持っていってお金を払うのなら長期的に見て場所を作って市内で処理できる環境を作った方が良いと思います。

公園や児童館、小中学校の校舎を見て、あまり子供達にお金をかけていないように思う。庁舎より外観だけ見ても地震がきたら心配になる小中学校の建て替えや狭くてボロボロでスタッフの少ない児童館を
先にどうにかして欲しかった。公園も遊具が少なく、小金井公園に頼りすぎているし、プレイパークもボランティアに頼りすぎている。

まちづくりが商業主義で特色の無いものに感じられる。現在の緑豊かな環境、特色ある地形を最大に活かし、駅前にも公園を増やしたり、車の入れないエリアを設けるなど、独自のまちづくりを探して欲しい。
そのほうが結果的に、ここじゃなくては、ここに住み続けたい、と思う人が増えると思う。今の方向性では、どの街に住んでもさほど変わりないし、むしろもっと市民サービスの充実した(例えば図書館の充実など)
市に引っ越したいという気持ちが生まれてしまうと思う。

学校のトイレ洋式化

アグレッシブな行政（問題意識と解決意欲）（現状は非常にプア）

小学校の和式トイレ

東大通りを連雀通りより南に延長し武蔵野公園の自然を破壊することには反対です。どうしても必要との判断なら地下に作るなど考えていただきたいと思います。

小金井市内に相当数の空き家が存在して居ります百件　或いは数百件。に及ぶと思います。現在は地環境に良く有りません、不用心に及不潔の住宅環境。近隣の人は　大変に迷惑を置けて居ります。
方法が幾つかあ有りますが。その住宅を短期間賃貸の貸家　所有者と話してに市役所が認めて　短期間滞在す人に　一時使用出来るような　空家有効利用　制度は出来ないででしょうか？例えば　留学生とか
　短期大学生　　高校生　など　もちろん入居者には　親の保証人になって頂く制度　等地域活性化の為に三者取って良い結果　　三方良しを
を提案します。

１０年ほど前の比べたら雲泥の差です。JR武蔵小金井駅の改良（近代化）が進み住みやすくなってますがそれと関係して道路幅等々昔の農道のままです。予算・都・国との問題ありますがインフラ整備が必要と思います。

議会を混乱・停滞させる一部の議員と、その支持者。
市のホームページが見づらい、デザイン性に欠ける。

文化広報活動が伝わってこない。

スポーツをやる環境がまだまだ少なく感じる



市立図書館の設備、蔵書が不十分

IT化
環境はとてもよいのにいかしきれてない
武蔵小金井駅前の毎朝の演説がちょっとうるさい
大型店より地元の商店がもう少し活きる街だといいなと思います

駅前開発は大規模に出来ているが人口減少が進み10年20年後は駅前に老人ホームができても不思議ではないかと思う、

教育にかける予算が少ない。学校設備（洋式トイレなど）が整っていない。

武蔵小金井駅北口の再開発

武蔵野公園を通って環境を壊す計画道路

都心に近く、緑も多い場所なので、緑を残しつつ都市整備が重要である。南北の道路整備は必ずして欲しい。

飲食店の減少、いつまでも出来ない新庁舎、進行が遅すぎる再開発。

武蔵小金井駅の北口再開発を進めてほしい

cocoバス等の運営時間の延長及び運行台数の増加。

市庁舎に金かけ過ぎ。
はけの道や武蔵の後などせっかくの自然を壊してまで無駄な道路を作ろうとしている
栗山公園周辺の路駐

いつまでも進まない市役所問題。大地主。

市の財政

小金井市はということではありませんが、様々な立場の弱い方、少数派の方々、周りと繋がりが少ない方々サポートが足りないと感じます。
残念ながら当事者の声が届きづらのでは?
まずは市民の声を聞くツールを沢山用意してほしいです。
行政の方が独自に取り組むのではなく、市民の意見を聞いてくだされば良いです。

小金井の強みを活かしたと都市作り

新型コロナウイルスへの過剰な対策。夕方の市内放送がストレス。基本的なことだが、ウイルスは変異するのが当たり前。感染はしやすくなるが、威力は弱まる。不安を煽ってるとしか思えない。
また、マスクをすることで免疫力が弱まるので特に公園などの屋外で着用を促す貼り紙は良くないと思う。
ちゃんと調べて真実を見極めてください。

子供騙しじゃ無い文化事業

教育の予算が少なすぎる。

プレゼンスの向上

蛇の目通りをオシャレにしてほしい。ムサコ南口の飲食が焼き鳥に偏ってる。

新型コロナウイルスの影響もあり、小金井市を含む郊外の住宅へのニーズが拡大しています。そのためか、ハケ周辺を中心にこれまで大切に守られてきた環境が破壊され続けています。
我が家(貫井南町)周辺は空き家だらけの状況で、環境を破壊して新しい住宅が建設されるのは見ていて悲しいものです。加えて、ハケ周辺に道路を通す計画も進んでいます。
どこまで環境を破壊すれば気が済むのでしょうか。今後生産緑地開発が急速に進むことが予想されますから、小金井市の魅力となっているハケが全滅する日も近いのではないでしょうか。

公立保育園の民営化

東小金井駅前の土地活用ができてない。空き地が多い。
また、待機児童も依然として高いこと。

ごみ集積場と火葬場が無い

新小金井街道の渋滞解消

子育ての環境をもっと充実させること。

ゴミ問題の解決（日野で一旦解決したが、いずれ考える必要がある）

都市計画道路の見直し・中止を全市的な課題として、多くの市民が関心を持って考えなくてはいけないこと。

緑化計画の後退。小金井市の良さを議会で再確認して欲しい。緑地エリアの伐採、住宅地化が過度に見受けられる。

企業誘致等の財政が潤う対策をしていない。また、それにとって変わる改革やチャレンジをしておらず、守りに入っている。

車通りが多いのに狭い道が多い



魅力の発信不足

武蔵小金井駅北口の開発が遅れている(横断歩道の使いにくさ、元SEIYU跡地など)

自然環境の保護

コロナ禍での生活保障　教育現場の民営化（民営化反対）　市庁舎問題

行政が計画的に実施されないこと。
市長のリーダーシップが感じられないこと。

小学校のトイレ。子供にかけるお金が少ない。　市魏会議員定数は多くないか（因みに200万都市ヒューストンの市議会議員定数は16名、議員報酬は600万円と聞く）。

賃貸市庁舎にこれ以上コストをかけずに、一刻も早く新庁舎を。
はけの環境を破壊しそうな道路は不要。
教育と介護への予算が少ない。

北口の早期再開発を求める。古きよきなどという意見はあるが、それば地元民や地元事業者のみの発想であり、大多数を占める小金井を住む場所として考えている市民にとっては、もっと
ファミリー世帯が近寄れる再開発をしてほしい。
北口の事業者にとっては死活問題となり、商店会、商工会、ロータリー、さくらロータリー、市議会議員、青年会議所、地元事業者等の反対意見もあると思うが小金井に住む住民の意見を聞いてほしい。
もちろん、北口のあの雰囲気を残す意見が市民の過半数であればそのまま残すべきだが、再開発を望む意見が過半数ならば、早期に再開発を進めるべき。
南口は再開発が終わり、ファミリー世帯や地元の多くの人が利用するものになったが、北口はそうではない。近寄りがたい雰囲気がある。知っていないと近寄りがたい。
よって北口の再開発を進めるべきである。

住民協議会のようなものがほとんどなく、三鷹市のような住民が協力し合い活動できるような支援を公が力を入れてこなかったことで、前原町などの一部地域を除きコミュニティが出来ていないと感じています。
団体の目的が精神障害者の支援となりますが、障害者を雇用できる規模の企業が少なく、障害者が地元で一般就労することが難しいと感じています。

ごみ問題

行政が計画的に実施されないこと。
市長のリーダーシップが感じられないこと。

財政の健全化(持続可能な財政政策)、市庁舎問題一辺倒の市議会選挙の脱却

ゴミ問題、税金が高い、東小金井北口はいつになったら整備が終わるのか

人口が増えて、所狭しと建物や住宅をつくるので、災害時に不安。災害などに備えて整備するのは仕方ないが、必要以上に駅前の開発などで古い街並みや自然が壊されるのは残念

◯武蔵小金井駅南口は再開発されたが今いち盛り上がりに欠ける
◯武蔵小金井北口は空きビルが目立って怖い
◯駅前は歯医者や眼科等病院ばかりでつまらない
◯レストラン等食べる場所が少ない
◯バスの乗入れが多いし、学生もたくさんいる街なのに、小金井でお金を落としていかない。

市民向け公共施設等が未熟
教育 教師の人間としての質低下
とにかく融通が利かない公務員

行政の多胎児育児に関する関心の希薄さ、支援のなさ（移動支援）、陳情書が採択されても変わらない市政

市議会の時間短縮。無駄に長引かせるのは人件費もかさむし、疲弊するだけ。市民にとっても何もいいことはありません。

自民党系地主の為の市政の打倒。所有の第二庁舎を売却して市税で処分させるなどは言語道断。東小金井駅前の相続税問題は記憶に新しい。不良移民の受け入れなどは断固反対。
戦前からの道路計画など意味がわからない。
反対しかしない共産主義も要らない。

市政全般において、改革がなかなか進まない感覚がある。職員が自主的に考えて改革しようという気力がある方が少ない。市民も市役所に対して不当に不信感を持ちすぎと感じる。お互いの対話が足りない。　

例えば、市の広報が圧倒的に弱い。市報こがねいの誌面、市のホームページなども、以前よりは見やすくなってきたが、他市に比べなかなかデザイン性が向上しない。
例えばSNSなどをもっと活用しFBアカウントを市としてつくるなど、市民への発信、交流を強化すると良いと思うが、そういった提案を市民として行っても規定路線を崩さないのでまったく改革が進まない。
（うまくいかないかもしれないけどやってみよう）というのがないと思う。市民も新しい事に対し、色々意見はあると思うしうまくいかない場合も、ある程度は許容して新しい取り組みを応援すると良いと思う。
たとえば、市政と市民の対話の場づくり、議員、市長との市民の対話の場づくりを青年会議所にやっていただくと良いと思う。オンラインでも良いと思う。市側は常に受け身で市民に対して懐疑的なので、
自発的にこういった場づくりをする意欲がない。青年会議所のみなさんからの声かけであれば市も受け入れやすいのではないでしょうか。

小金井市に限らない問題だが、社会問題を他人事と考えすぎだったり、大局的に経済活動を考えられなかったりするので、一般常識を疑う力を育てる意識改革が必要。



・3.4.1，3.4.11などの大きな都市計画道路推進により、小金井の貴重な自然景観、生物多様性、市民の憩い、子どものあそび場、などの環境が奪われてしまう可能性があること。
・玉川上水の桜並木整備により、貴重な緑陰や鳥たちの住処がなくなってしまうことが知られていない。地球温暖化、異常気象の時代では、桜だけの整備ではなく他の樹木との共生を図る整備・管理に見直さないと、
小金井市は他市からも非難対象となる恐れがある。これらはTBSのBS放送番組「噂の！東京マガジン」で放映されたが、まだ市内でも周知されていない。
・庁舎・福祉会館建設は、更に市民の声を聞いて、見直すべきところは見直して欲しい。窓の開かない庁舎ではなく、最低限換気ができる環境配慮型の庁舎とすべき。
・地域の中で、子どもが安全に外遊びできる環境が少ない。プレーパークを市内の公園でも実施できるように行政は進めて欲しい。

ゴミ処理問題

武蔵小金井北口の再開発の加速化

もっと、働きやすい環境と空家の問題

まず市長が市長案の新市役所を強行しようとしているところ。いい加減にしてほしい。

経済力と認知されていないところ。
素晴らしいところがたくさんあるのに、小金井に住んでいない人は知らないことが多い。
例として、デザインの良し悪しは別として、こきんちゃんは宮崎駿さんが作ったことなど、もう少し話題になってもよかったのでは？と思う。
PR力が足りない。

市としての収入を得ること
計画道路反対意見が多いがどうするか
教育費が他の市より少ないときくがそれでよいか
ソコラビル横の強ビル風で怪我人発生
一部市職員のビジネスライクな熱意の無い対応
コロナワクチンのスムーズな接種オペレーション
医療従事者への寄付が集まったがどう配分されたのかよくわからない
商店街の活気の維持
空き家問題
見えてこない児童虐待、高齢者虐待の把握
DVを無くす一歩踏み込んだ運動
芸術文化事業をコロナ禍でも無くさない努力

特に身近に何か不自由を感じたりはしていませんが、よく財政難と耳に入るので。

公立学校のトイレ洋式化など学習環境の整備

市庁舎がレンタル。市長のリーダーシップ能力がない。

　富裕な高齢者層から、貧困層のお年寄りや子供に福祉や教育資金が還流するシステムがあるといいですね。
　教育について具体的に言うと、貧困家庭の子弟を対象に無料の塾や居場所の提供を進める、また導入されてから日の浅い英語教科について、区立小学校すべてにラボ教室を設置、活用するとか、
高齢者や外語大等近隣の大学からボランティアを募って補習をするなど英語能力の強化に努め、中学、高校の進学の助けになるよう指導するなどの対策が、他市町村より遅れているのではないかと懸念しています。

自然があって子育てしやすい町というイメージがある一方で、教育面は特筆するところが無い。教育面で尖った魅力を作り上げる取り組みが対外的にも伝われば、経済力のある世帯が都心から移り住む動機付けになると思います。

横断する都市道路問題。環境面でも多いに憂うが、すでに居住している民家を移転は道路拡張の場合と移転とは比にならず非現実的であり、同じ市民として立ち退きを求められる居住者の辛さは如何ばかりかと思う。

時代錯誤の道路計画

各種相談会を市役所で行っているが、もっと積極的に市民にアピールして困っている方の助けとなる場にしてほしい。

武蔵小金井駅北口、東小金井駅周辺の再開発

自然豊かな環境と人との共生。玉川上水、小金井公園、国分寺崖線、武蔵野公園、野川の環境を破壊することなく必要な最小限の整備をする。特に玉川上水の伐採は理解に苦しむ。小金井桜を植えるために
ケヤキやコナラやシロタモなどの常緑を根こそぎ切ってしまう考えに全く賛同できない。伐採から10年たったようなのでしっかり検証して欲しい。小平市にも武蔵野市にも他の木を切って小金井桜だけを
植えていくことが本当に価値のあることなのか。桜が咲いても環境が全く違うので昔の風景にはもどらないし、戻って欲しいとも思わない。今の環境をどういかして次代につないでいけるのかを考えて欲しい。
長い歴史のあるグローバルな考えを持っていらっしゃる青年会議所の方々に期待したいのは、これからのさらなる地球温暖化を少しでも遅らせること。生物多様性を重視視し、例えば６kmの小金井桜より、
36kmの全体の緑の回廊としての玉川上水のありかた、フェンスの統一、遊歩道としての整備を他市と連携して考えて欲しい。
また68年前の都道の計画は見直して欲しい。必要性を感じない。

市政が地主のパシリ

渋滞が多い

学校施設の老朽化や公園管理整備や公民館や児童館に対する予算があまりとられていないのか老朽化や、整備難が他の行政区より劣っているとおもう
学校に対しては不登校対応の環境づくりあたりは特に今後の課題かと
ITCを使うなど今後の対策を期待したい

便利なことが必ずしも良いことではない場合もあるのに見せかけの便利さ、例えば駅前大型店舗の誘致や自然を無視した広い道の整備等より、市民に寄り添う町作りをして欲しい



排泄ゴミの自力処理実現へ向けたロードマップの設定とアクション。
古臭いリベラル思想が蔓延している現在の議会の空気。

①はけの道開発と野川自然保護
②ゴミ収集の近隣市との協業強化
③高齢者のセカンドライフ支援

直近の課題ではコロナワクチンについて

既に厚労省HPで公表されている通りワクチンによる死者が発表されています。

高齢者を思いやる気持ちがあるのなら出来うる限りの情報を開示して本人の選択肢を広げるべきですが、そんな様子は微塵も感じられません。

開示した上で選択するなら本人の自由だと思います。

それは国の問題だからしょうがない。
私達にはなにもできません。
とりあえず上には報告しておきます。

と丸投げしてるのか、本当の事言うと〇〇党に怒られるでしょうけど、その為に市民の命がかかってるという自覚が感じられない。

その前に正しい情報を仕入れて現状を勉強している議員がどれだけいるのでしょうか

市報を見て、死者が出ない事をお祈りしました。死者が出てそれを隠す自治体に小金井市がならない事を切に願います。

野川の自然がとても良いのに…大きな道路の建設予定があるのが残念です。

特に課題だと思うのは環境。上水の木々がどんどん切られ、殺風景になっただけでなく、夏の日差しも遮るものがなくなった。散歩コースとして楽しんでいただけに残念。小金井桜を守るためという理由でも
やりすぎに感じる。特定の木を守ることは、他の木々を皆伐していい理由にはならないし、時代の変化にも合っていない。どうか市に動いてほしい。

小金井桜という文化財の為に様々な木々が玉川上水から伐採されてしまったことで玉川上水という東京の生物多様性を作り出す宝を命を選別しているところ。市民の多様な意見を無視しています。

名勝桜並木復活のために上水の樹木がほとんど全て伐採されている。環境のため、
生物多様性のため、子供たちのためにも多くの樹木との共存を考えて進めるべき。
文化財だけを守るのでは、環境に配慮しない市になっている。　特に市の木であるケヤキを全て伐りつくすのではなく、共存すべき。　コロナも環境破壊が一因にあるはずだ。

人口が減っている現在、何十年も前に計画された道路は本当に必要なのか再考すべき。

声を上げていない市民の声も掬い上げるべき。

🔷緑が多くて下町風な人情（都会風田舎、昭和の雰囲気）に魅力を感じ、玉川上水に縁があ　
　って越してきた。近年その緑、自然環境が都市計画などのため悪化していると感じる。玉
　川上水に関して言えば、桜以外皆伐となり、四季折々の風情が味気なくなった。桜の時期
　はあっという間に過ぎ、雑草（特に外来種）は繁茂するようになり、木陰は激減し、北風　　
　は強く感じる。
　「小金井桜」また武蔵野の面影を残す小金井公園、野川公園、蛍、邯鄲、カタクリなど日
　本古来の動植物豊富な小金井市を都市計画の名のもとに壊してほしくない。
🔷黄金に値するくらい豊富な水がでる井戸から小金井と名付けられたとか。六地蔵の水、野
　川を市民の憩いの場であり続けるため清流を守ってほしい。

玉川上水の樹木が伐りつくされ、サクラだけを植えていくと聞き驚いている。サクラ保護は支持するが、環境問題も考えてサクラ以外の樹木をもっと残すべき。

環境、玉川上水のさくら以外の伐採
教育、市立小学校、中学校の老朽化
行政、新市庁舎建設のコスト、市の歳入に対する市役所職員の給与の高さ

交通事故防止のためカーブミラーの公道にカーブミラーの設置を依頼したが、何かと理由をつけて断られるなど、市民の立場に立った行政が行われていない。
行政のお金の使い方が下手くそだと思う。中長期的な計画で、税金が使われている気がしない。

市としての財源



文化、歴史が軽視されているように思います。特に浴恩館で田澤義鋪や下村湖人が
全身全霊を傾け実践した自由創造の青年教育の歴史は小金井の宝ともいえるものだ
と思いますが、それを語れる人は市内には誰一人いません。学校教育の中で子ども
たちに伝えることもできていないように思います。ほとんどの人が知らないのです。
　昨年、湖人の著書「次郎物語」が岩波新書から、「青年の思索のために」がごま
書房新社から、「論語物語」が河出文庫から相次いで復刊されました。湖人の思想
は今の時代にも色褪せることなく人の心を打つ価値あるものなのだということを改
めて思うと同時に、そのことがないがしろにされ忘れ去られようとしている現状に
、無念さと腹立たしさを感じました。（自分の無力さに対して）
小金井の誇るべきものと言えばなんでしょうか。発掘された土器ですか？人工的な
桜並木ですか？ハケの自然ですか？それぞれ大切に思う人がおられ熱心に活動され
ています。豊かな自然が小金井の魅力の一つであることは確かです。でもそれだけ
では物足りない気持ちになりませんか。先人たちの教えに生き方を学べる浴恩館の
歴史やその歴史が刻まれた建物こそが小金井の誇るべき宝と言えるのではないでし
ょうか。
　けれども、その建物も老朽化が激しく、今後どうするのか、文化財展示保管の
移設も含めて話し合い計画を立てていく必要があると思います。
　浴恩館の土地と建物を日本青年館から格安で小金井市が購入した時の約束は「青少
年の育成のために使う」ということでした。直火で煮炊きのできる野外炊飯場は
何としても守り続けなければと思います。課題はいろいろありますが、その価値を
わかってもらえれば、予算も出るのではないでしょうか。
皆で力を合わせて、次の世代に伝え残していかなければと思います。

●プログラミング教育の弊害について、もっと真剣に考えなければと思います。
低学年の子供たちには、必要な人間教育（５感を研く体験、効率優先ではない
学びなど）を十分行う必要があるのではないでしょうか。タブレットを使うのは
もっと後でも、使い慣れるのは早いと思います。

通信環境が未だにFAX、手紙。インターネットの導入をしてほしい

歩道が狭い

転入数が増えているという統計データがあるが、施策としてどのようなことが実施されているのか。

環境整備はより、小金井らしさに特化した形で実施してほしい。(周りの駅との差別化を図るため)
高齢化、人口減が一層進み税収の大幅減が必至。住民負担がさらに増えるのを予防するため、持て余してる高齢層の勤労の場を提供する、更なる再開発で現役層の取り込みを図る等々すでに対応してると思うが、
今後は税収をバロメーターとして求められる施策ごとに具体的に指標を示し、その定点観測が必要かと(見える化)。また、人口減少が急激に進む中で、他自治体に負けないようスピード感のある対応が求められる
と思う(特に市役所。議会制なのでしょうがないと思うが、決まるまで、結構な時間がかかってるかと)。

環境問題

●市議会議員や市役所職員の数が多い。（コストかかっているわりに物事が進捗しない。ユルい。良く言えば、優しいし、穏やか）

●文化が優れた地域なのに生かしきれていない。

特に福祉施設の数・内容が不十分かと思う

特色のある街作り

ゴミ処理場がないこと

都道建設反対
自然、環境の保持を。

ゴミ問題

ミニ開発によって、街が汚くなってきている

武蔵小金井駅北口の西友跡地を中心とした再開発計画

ゴミ問題と市役所新設についてしっかり決めてほしい



ゴミ袋の料金が高すぎる。東小金井の都市開発にビジョンを感じない。

市庁舎の建て替えと、民主主義の成熟（日本会議の排除）

武蔵小金井駅北口の再開発

人口増加に対応する行政サービス、特に子育て世代

商工会でアニメで町おこしをしていますが、子どもに見せたくないような内容のアニメでした。子どもに見せたくないものを町おこしに使ってほしくない。好きな人が一人で楽しむのは自由ですが
・・・すすめている方はあのようなアニメが好きなのですか。

●タワーマンションなどの過剰な都市開発。
　商業施設が入り便利になる反面、栗林の減少や他市と同じような店舗ばかりの小金井らし　　さの感じられない街並みになったしまった印象。
●細い路地など、悪路が残っている点。
　自転車や車いすなどが通りづらい路面がまだ残っているので、通行しにくいと感じる人もいるのではないかと懸念。

一人親世代への給付金

武蔵小金井駅北側の環境改善。子供やお年寄りにも優しい環境への改善。

街の美化。

子供にもお年寄りにも優しい安心安全な街づくり

東部に市役所の出張所が無い。

小金井市だけではなく地球規模の問題について。
コロナウィールスの襲撃、原発事故などによる放射能汚染も人類にとっては深刻な問題ですが、最も深刻な問題は地球温暖化です。昨年科学雑誌ネイチャーに、現在２万５千頭ほどいるホッキョクグマが
２１００年には絶滅するとの研究結果が報告されました。人類の絶滅が人々の話題に上るようになるのは１０年後でしょうか。今後の１０年が人類の運命を左右すると科学者たちが警鐘を鳴らしているのですが、
どれだけの人が真剣に受け止め行動に移しているのでしょう。グレタさんや一部の若者たちだけかもしれません。簡単便利効率優先の生き方が温暖化を加速させているということもありますが、
人々は相変わらずです。自販機から平気でペットボトルを買っているのです。そんな些細なことと言われるかもしれませんが、愚かで象徴的な購買行動ではないかと思っています。私達は生き方を徹底的に見直し、
二酸化炭素排出を減らす努力をしなければならないと思います。それから、環境です。最近ショックを受けたのは玉川上水の樹木伐採です。樹木は二酸化炭素を吸収し、大気の温度を下げてくれます。
玉川上水の緑にはどれほど救われていたか…近隣の方々の殆どが伐採に反対し要望を出したり抗議をしたり、ある時はつぼみをたくさんつけた立派なコブシの木に「切らないで」と思いをつづった
プラカードをつけたり、緑を守るための行動をされていました。しかしすべて切られました。年間で１,２週間の山桜の花のために。ある人は「桜が大きく育ったら木陰もできますよ」と言われます。
でもそれは１０年後でしょう。この１０年が大事だったんです。温暖化を加速させる本当に愚かで罪な行為ではないでしょうか。今後二度とこのようなことのないように、何か行動をするときには
「地球温暖化を加速させないか」という観点で判断するようにしてほしいものです。
あれこれ書きましたが、小金井の課題は「温暖化問題に対する意識の低さ」ではないでしょうか。行政も市民も。

行政が市民目線になっていない。

北ロの魅力向上、緑が減っていること。
保健所が少ない。連雀通りが狭い。
市としての一体感がない。

一人親世代への給付金

ごみ問題と新市庁舎の件

小金井市役所で
「小金井市が気に入らないのなら他の市へ行けばいい」と、言った職員がいたが、
少しでも良くしよう向上させようという意識を持つ人を職員に採用して欲しい。切に願っています。

自然や住環境を壊すような形で、都市計画道路が計画されていること

市長の行政能力向上及び市議の半数削減

武蔵小金井の商店街がさびれているのが気になります。

小金井市役所の建設（自前を早期に）

世界の人、日本中の人が一度は小金井市に行ってみたいと思う街創り

ゴミ処理、市庁舎の立替

税収、議員定数？

コロナの人数は合計ではなく、今コロナになっている人の数で知らせてほしいです。

コロナワクチンの積極的確保と接種の推進及び接種法の開示（早期）、小金井駅北口のリニューアル

小金井市総合体育館の建て替え、市営テニスコートの有料化、ゴミ処理について、市議が多すぎ（２～３名減らしてもいいのでは？）

連雀通り拡幅・東大通東八への完成



市議の人数が多すぎる

ゴミ

ごみ

コロナワクチンの接種をできるだけ早くやってほしい

図書館本館のリニューアル

市役所の建設計画は最低で何故現状でいかないのか建設費の上限設定をしっかり検討しているのか、現在の市長の行政は全く不満。何十億円かロスしている。現在はテレワークの時代です。

車道に自転車がマークがあるが狭くて怖い。歩道も狭くて自転車では通りづらい。（連雀通り、小金井街道坂下）

小さい市の予算で、どの様に課題を解決にむけられるか

中央線最低の自治体だ。道路整備が最大の問題だ。昔の朝鮮部落です。情けない。

連雀通りが狭すぎて、人（車椅子）、自転車、車が接近しすぎる。また、工事ばかりでいやになる。（中町２～３丁目間）

蔵入

市民の安全・安心は市政の最優先課題だと考えます。多摩地区に於ける詐欺被害額は、小金井市は１億円余りにもなり、ワースト２位と聞く。市も真剣にこの問題と取り組み、防災スピーカーで注意喚起をする
べきであると考えます。

市議選などで「ひとり会派市議選などで「ひとり会派」というのはおかしい。すべて同じコピーのような人間はいない。その中で大切なことは団結して力を出し合っていかないと何も実現しない。
選ぶ方も少ない可能性に期待して選んでいるのです。

財政の健全化、ゴミの焼却

ゴミ分別が疑問、歯磨きチューブやマヨネーズチューブの中まで洗ってもリサイクルされているのか？アパートの住民がそこまでやっているとは思えない。包装や弁当容器を根本的に考えた方が近道かも

市長の無策さ、人気取りのみ執着し、市職員の賃金を増加したり、行き当たりばったり案で市の将来を危うくしていること。市職員の労働力及び意欲のあまりの低さ、都内随一では？

市役所庁舎はデザインよりも安全性、経費の効率化を重点において建てること

市は都や国に対し、毅然とした態度を示して欲しい。

駅前の南北ともに緑を多くしてください。例えば武蔵境のような

小学校が昭和時代のまま。両親が働いている子が多いのに、平日活動するPTAに強制参加させたり、就学前の説明時に登下校の時間を説明しないのはいかがなものか。トイレも和式。

市議会議員の削減

ごみ問題、子育て支援、市庁舎

駅前の整備

ゴミ対策

ゴミ処理場。市役所、保健センターが古すぎる。建て替え計画どうなっていますか。

ゴミの問題、分別が細かいのに、どう出していいかわからない時が多い

①約５０年前に移住した時から意見が有った。「市の職員数が多過ぎる」事が今だに解消されていない。②市に金がないのか、その気がないのか知らないが、駅（東小金井）周辺の道路拡張工事の進展があまりにも遅く、
ほったらかしの感が有る。いつになったら再スタートするのかアナウンスして欲しい。

ゴミ処理場問題

ゴミ処理場

駅北口の問題

コロナ対策の具体例が明示されず、積極的に活動されているとは思えません。議員の数が多いように思われます。選挙の時だけスピーカー音がすさまじく、税金の無駄遣いなのでは！

税金が高い

デジタル化（マイナンバー）

行政のスピード化（市庁舎の建設、文化施設の整備・PR,武蔵小金井駅北口の開発）

財政赤字、市役所建設にあたり市長派のムダ遣い万策

取り合ってもらえないかもしれないが、みんなスマホをやっているけど、あんなことばっかりやってるとバカになると思う。スマホが世の中をダメにする。

商店街の個店が少なくなって、顔の見える関係が薄くなっている。

もっと早く出来ませんか事務作業（コロナ関係予防接種）

市民が選んだ市長が、市民が選んだ市議によって政策の実行がなかなか進まないこと。矛盾…しちょうのためになる方策はある程度行方が定まっているはず。



住民税が高い

職員の給料が高額なこと。市民税が高い。

特に思いません。住みやすいです。

新庁舎が早く完成すること

計画道路の早期解決

職員の給料が高い。市民税を市民の為に使ってほしい

地域ニュース（貫井南）が少ない

介護、老後の施設が（ホーム等）が無い（誰にでも老後は必ずくるので）

新市役所の建設を早急に

他市より全て遅れている

市庁舎のムダ使い中止。現在の賃料を早くやめて、自前の建物を持つこと。但し必要最小限の費用で、又今後の保守料も含めた考慮をお願いしたい。

小金井市は緑が多いのが全てでしたが…駅近くの方で大木をどんどん切って、その上芋畑にしてしまい、その砂ぼこり近辺住人は大変困っております。これって税金のがれ！！

土地持ちはそんなにえらいのか？税金３０万払っていた。新参者とばかにされた事があり、小金井に住んで５０年になるが小金井はきらい

住宅街の道路整備。武蔵野市に行くとキレイです。道が狭いわりに一方通行が少ないです。水道管が５０～６０年前の古いものが残っています。（なまりを使っている）家もメンテナンスする前に水漏れが生じました。

市道３－４－１号早急整備を。野川の環境と安全が保たれる。

まず財政を改善してほしい。次に課題遂行を早く。市役所を建設するのに何年やってるのでしょう。その上予算オーバーしてるようなので、コストダウンを！その上で早く北口の再開発に着手してほしい。
他の市の人から「廃墟のある側ね」と言われています！買物も国分寺や立川に流れています。

高齢者施設が周辺の市と比べると少ない。高齢化社会の備えができていない。武蔵野市、府中市を参考に！

①税金が高い：市民税、都民税等他市区と比較して高い！！
②市職員が多い：他市区と比較し市職員が超多（人数を減らし、支出を抑えること！！減らす努力が足りない！！

自然環境を保護、育成した、人にやさしい（高齢者、子供、すべての人）町を作ること。市役所はプレハブでよろしい。宗教的環境作り育成。

プラスチックゴミは再生される資源なのに、ゴミ袋（有料）で何故回収？マスクも１０万円も住民に届くのが他の自治体より遅い。

宿泊施設（ホテル等）全くない。銭湯が一軒しかない。

坂下に医療、文化などあらゆる施設が少なく（ココバスも小さいので）どの地域でも生活しやすいように工夫してほしい。

市庁舎を早く建設するべき。用地取得してから２８年も経つそうですね。驚きました。あまりにも遅すぎます。庁舎の敷地に広場なんて不要です。そんなことより、日常の公務を円滑に進めてくれる庁舎があればそれで十分です。

ながく在位した稲葉知事の時代からの本庁舎建設の問題。２個所の様に見えてしばしば迷ってうろうろしている人を見かけます。いつになったら完成したビルに接するでしょうか。あの世からながめます。

議員及び関係者が過剰（ワーストNO１になりません様）

他市のものまね市運営を止める。市政の機能不全。市長、市議の無能力化。市役所のホスピタリティ欠如。市役所、焼却場問題の解決策無。市としての戦略性皆無。ビジョン無し。税金の使い道の精査。
地主を主体とした市政運営。市民のマナーの悪さ。コロナの蔓延。

突出した魅力の欠如。特徴がないならせめて住みやすい、住んでいて楽しい環境の整備。独自力の欠如。ゴミ問題や公園など都や他市の協力がなければ成り立たない。決定力の欠如。市役所さえ決まらないならその先が動かない。

変形、デタラメ道路。劣悪住宅。ホテル無し。大型店無し。田舎の部落の様な街並み等、余りにもヒドイ自治体だ。デタラメ市長、つづく限り無理な注文だがこれらを改良すべきだ。

武蔵小金井駅周辺と、東小金井駅周辺の格差。それぞれに魅力があると良い。

市役所問題を早く解決すること

東小金井駅北口道路

コストを抑えた新市役所の早期建設

図書館の蔵書を充実させて欲しい。

武蔵小金井駅の北の整備。上水桜通りの雑木の放置と桜の枯死。


