
問８、ご自身や同居の方が困ったことを具体的に教えてください。

気管支の不調で咳が出た際、地域の診療所での受診ができなかった。

ゴミ分別が細かくて？？？と思う事が有る

教育

市役所のサービス低下

貫井北町は小児科や児童館、公園が少なく困った

父の施設を探そうと思ったら、高額で入居が難しく、特養は順番待ち。

自分達が父の歳を迎えたらしいどうなるのだろうか？

保育園入園、医療費支援

市役所のサービス低下

私道は老人には歩きにくい
南口ﾛｰﾀﾘｰはこれからこんざつすると思う
市役所が遠くなるのは老人には 困る

バスが時間通りに運行されず貫井南一丁目バス停から武蔵小金井駅まで20～40分かかること

「困った」こと？
何についてですか？
今困っていることは何かと問うべきではありませんか。

働く場所が少ない、バス等の利用が不便

介護の充分な保証をして欲しい。

近隣他市のグランドを利用する機会の方が多い

隣近所に空巣が入った。留守宅を探し見廻っているような自転車に乗った不審者を見かけることがあるので、昼間の防犯対策をして欲しい。

身近な行政対応や事務手続きに、細やかさがなく、非常にもどかしい。

配偶者の衰え等為街の整備を期待したい。

駅まで坂道を登らなきゃいけないのにバス便が減っている。

タバコのポイ捨て

前記

バス便が良くない。

述べたところで解決されることはないので書かない

生涯学習課関連のボランティアをしているが、事務方の知識と動き方が昭和過ぎて推進計画がヒドすぎ。パブリックコメントを出したが、理解出来てないようだった。通常の自治体だったら話がすぐ通るのだが、
ボランティアするにも苦労する

問7に書きましたが、何事なく終わりましたが、発熱の際、診ていただく医療機関を探すのに手前がかかった事。コロナの現状を考え、発熱、咳等、疑わしい症状があった際はPCR検査を確実にしていただける
場所を作っていただきたいと思います。

子供が遊べる水遊び場

自宅前のスペースに宅配業者などが駐車していることがある（私有地に勝手に止めて用事を済ませている）

質屋坂道りは対面通行で車どうしがすれ違う時、歩道がふさがれ通れない。歩道に段差をつけて欲しい。
自転車は道路側を走る事が徹底されていない、以前歩道で肩がぶつかり道路側を走るように注意したら自転車で道路側を走るのは危ないからと言い訳を言ってきた。武蔵野市では自転車車線が整備されている場所が多い。

高齢者だけでなく若い人が集える施設が欲しい。武蔵野プレイスのような

学校の設備が整っていない

コロナ禍の対応 独自の対策をもっとアピールして下さい。

シティホテルが無い 駅に隣接するホテルがあれば良い

ゴミの捨て方が複雑過ぎる

スケボーが出来る場所があればいい。



マンションの雨水浸透桝の清掃方法

特に困るほどの事は無い

武蔵小金井での人身事故の多さ

どこもかしこも～禁止で、伸び伸び運動出来る場所がない&そもそも活動できる場所が少ない

鈍く鈍い、新型コロナ対策

毎朝早朝に鳩の鳴き声がうるさい

何についての質問か分かりません。困ったこと具体的に何でもいいのなら、休みが無い。

前原町の坂下エリアの寂しさ。商店が少なく空き家が多い。

小金井市に対する何かで困った事はありません

子供も大人もサッカーその他のスポーツができる場所がない。学校など既存の施設も、活用できていない。小学校も芝生育成で校庭が使えず、子供が使える時間が取れない。

スケボーが出来る場所があればいい。

玉川上水の木が大量伐採されたせいで五日市街道の排気ガスが緑桜通り側に流れてくるようになってしまった。家が緑桜通り沿いなので臭くて迷惑している。

玉川上水沿いの木を伐採して、
排気ガスが増え、五日市街道からの騒音がひどくなった。家の外壁がスモッグでまっくろに。
嘘だと思うなら、実際に歩いて見て！

玉川上水沿いの木を伐採して、
排気ガスが増え、五日市街道からの騒音がひどくなった。家の外壁がスモッグでまっくろに。
嘘だと思うなら、実際に歩いて見て！

目黒から越してきて、幼稚園入園金の補助がないことに驚きました。
また、これは小金井に限ることではないかもしれませんが、子供の声を騒音と認識するお年寄りが増えていること。大人たちには子供の健全な成長を促す環境を確保する責任があると思いますし、
健全な子が育たないと、市の未来もありません。市が積極的に、共生、共存コミュニティーを創生するように動いて頂きたいです。

敷地内の通行者・市政の進行が見えない

東大通の欅の枝を伐採しすぎていることについて困っている。
春はおかしな枝ぶりに緑が芽吹き美しくない。
夏は成長してきた枝が醜く涼しい木陰ができない。
落ち葉を気にして大規模に伐採していると思われるが、落葉樹である欅が植わっている以上、欅を活かした対応をするべき。
武蔵野市駅南側に東西に走る欅並木のようにしていただきたい。

問7で回答した「困ったこと」が起きたら、他市へ行って済ませるので、本当に困ったことがない。その結果、他市にお金が流れるのが勿体ないかな、と思う。

新小金井駅前にコンビニがないので不便です。

小学校の授業がつまらない。子供の好奇心を刺激する魅力的な授業がない。禁止が多いのでせっかく持っている子供の才能が潰れてしまう。

坂が多くて子供の送迎が怖い。

子供が2人以上の親には電動自転車購入補助があると嬉しい。

3人以上育ててくださってる家庭には、本当は家一軒ぐらいプレゼントして欲しいけど、タクシーチケット50枚/年ぐらいあげて欲しい。

北口の駅近くに住んでいるが、夜10時を過ぎても酔っ払いの声が外でかなり聞こえる。営業時間短縮を守られていないと思う。警察に言うことでもないし、どうすれば良いのだろうと思う。

バス便が良くない。

学生の歩行により普通に歩けない

西野久保通りが幼稚園や学童がある為自転車通りが多いのに道幅がとても狭い。事故が多いので道幅を改善してほしい

①梶野町２丁目の自宅前のアスファルト道路の整備②市職員のCS自分のセクションの事しかわからない専門バカばかり。他の階に行ったことがない職員ばかり。

北口開発

小学校が少ない。トイレが和式。

北口開発が進まない

医療体制



コロナ感染予防問題
何時予防接種受けられるか。

市役所にて市民課の対応が悪く、喧嘩腰の様な対応をされた。

不特定多数のバス待ち、喫煙

家の前の道路が私道（公衆用道路）で街頭の設置を拒否さた。夜暗くて危なく安全面からも不安だ

庭木の手入れに対する市の支援

待機児童が多い

上水桜通の落ち葉がひどい上に、たばこのポイ捨てや不始末があり、自宅の火事の危険を感じた。過去に何度かあるのでなんとかしてほしい。

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、車道にはみ出てしまいそうで危ない。車椅子では怖くて通れない。

賃貸住宅料が高い

いじめや不登校問題が普通にある。文教地区が聞いてあきれる子供の民度の低さ。上辺は上品な大人が多いが、差別意識がすごい。

子が正職員になれない

分別が厳しく、ゴミ袋が高い

ここ数年　道路の整備状態落ちてませんか？　ひび割れ（振動、水溜り等）

社会保険料が高すぎて、たくさん働けず、主人の扶養に入ることを優先に考えざるを得ない状況があった。

近くに商店がなく、体調がすぐれない時に遠くまで買い出しに行かざるを得ない状況があった。
駅前以外の商店がなさすぎで、そこまでのココバスの本数が少なすぎる。
また、待っている場所にベンチ、屋根がない。

中央線が事故で不通となり、市外への外出が困難になる。

繰り返しお願いだけのコロナ対策。

武蔵小金井駅の自転車置き場が分かりにくくキャパシティもいまひとつ。駅東側の線路下に自転車置き場があると助かります。

コロナ禍での通勤、通学。ストレス。

子供を認可外保育園に預けながら1年間待機児童を経験したが結局保育園に入れず、市役所に相談したところ、小平の幼稚園を進められた。

経済的困窮、不登校など

市のがん検診や成人歯科検診、気づいたら申込締切が過ぎていた！ということが何度も。
某主要道路上を、自転車で移動していたら、逆走自転車とすれ違いざま接触しそうになった。電柱の地下化や歩道拡張or自転車専用レーンの整備で防げる事故があると実感しました。

特にない。病院は充実していて助かっている。

広報をみて検診を受けたいと思ったが、申込方法がわかりづらい。

東町一丁目あたりにスーパーがない
ゴミ袋が高い

駅から離れると買い物が不便　老後が心配

子どもや、親子の居場所が無い

隣の騒音が大きい

西友が入っていたビルが廃墟のままであること

保健センターが遠い

図書館の状態が酷いこと

道路の整備がされていない、道路に突起物があっても平気で放置している。そのくせ警察の取り締まりが厳しい。やっと出来たコメダコーヒーも閉店予定で、もっと閑散としそうで残念。というか、
絶対潰さないでほしい。なくなったら困る。宙に浮いたままの東小金井開発。

タワーマンションが林立してからビル風が著しく傘が壊れる。計画時の風環境評価や防風対策がいい加減だったのではないかと考えます。

東小金井駅北口ロータリー入口十字路の混雑。学生などの往来で交差点がデッドロック状態になることがしばしばある。

幼稚園が西北の本町エリアに無い。無いのでお隣の小平市の幼稚園に行っているが、小学校に一緒にいける友達が全然いなくて息子が不憫。是非、西北の本町エリアにも整備して欲しい。

ゴミ製作　分別してますが、本当に効果あるか?再利用はされているのか？



退職後国保が高くて驚いた

解決済みだが保育園に入る際はルールや手続きがわかりにくく、また再就職活動と保活を並行で進めようとしても保育園は再就職の目処が立たないと入れないし、再就職は保育園が決まっていないとできない
という矛盾で非常に苦労した。

・他市から引っ越してきて、市立図書館に行ってみたが、子供用蔵書があまり充実しておらず、借りたい本がなかった。
前に住んでいた地域の方が充実していたので、残念です。

自転車の逆走

行政からの情報提供が少ない気がします。方針決定が遅い気がします。

行政、議会にあまり期待していないので脳内スルーしている。
なので具体的にと言われても…
というのが本音

一人一人の症状が違うという高次脳機能障害の特性がなかなか理解されにくい。

何をするにも中途半端な感じ。医療、買い物、文教など。

買い物する店、が乏しい。

道が悪い‼

・小学校１年生になった子供がいますが、学童に入れる基準に満たない日数でパートをしていますが、子供の帰宅が早いのに困っています。小学校には放課後クラブがありますが毎日ではなく、
また４時間授業の間（６月の上旬まで）は受け入れていません。幼稚園では預かり保育でやりくりできていたので今とても困っています。ファミリーサポートも１時間８００円ほどでとても高価だと感じます。

町会役員の高齢化による負荷

息子がコロナ禍で学校がリモートになり、興味関心が薄れ退学しアルバイト生活をしている。
保育や教育にかかわっているので、自身の健康管理のため出かけることが少なくなった。その結果ネットでの買い物が増えた。行政に相談するとたらいまわしにあう。

自転車の逆走

駅近くの公園で子どもが遊んでいたらうるさいと言われた事が何度もある。

気の利いた飲食店が無い　ソコラに入らず残念

学童が学校によって集中している。学区の見直しも必要では。

家屋の裏道からゴミを放り投げる人がいる

市からくる書類が基本的に全て紙

コロナ禍　ワクチン接種を早期にすすめて安心させてもらいたい。

都道3・4・1、3・4・11ができると、現在の場所に居住できなくなる。団体も活動場所がなくなる可能性がある。

市民の娯楽や文化、教養面が疎かにされていくようで、どうかと思う。たてもの園のお月見行事や市民祭など長く続き市民に親しまれていた事業を復活してほしい。

保育園のある場所に偏りがあり、選択肢がかなり少ない。そのため待機児童になり困っている

・子供が2歳半の時に練馬区から引っ越してきて、近所の児童館で遊ばせようとしたら、ママ達が自身で企画、実行するような幼児グループしか無く、引越していきなり、定期的に通えるかもわからないのに
ハードルが高すぎて入れなかった。その幼児グループがやっている時間は広い部屋が使えず、狭くてハイハイしている赤ちゃんしか遊ばせられないような部屋に通され唖然とした。練馬区やその近隣の杉並区
では幼児グループがやっていても自由に遊びたい子は遊ぶことが出来ていたので、びっくりしたし、疎外感が凄かった。
また、児童館側が企画して登録者が行ける時に参加できるような幼児グループや催しが無いのも凄くびっくりした。
・子供が運動神経の発達が遅く、癇癪を起こして困っていたのできらりの作業療法に通うことになったが、きらりのみではなく、普段から運動させたくても、近場にきらり以外で通える発達に問題のある子が
通えるような体操教室が無い。あってもきらりで作業療法をする人は併用できない仕組みになっている。公園やプレーパークでも体全体を動かして遊べるような遊具が揃っている所がもっとあれば良いのにと思う。
他にも、時間指定の料金制でも良いから市の体育館等に運動器具の充実したプレイルームがあれば良いのに。
・貫井北町に住んでおり、友達の沢山遊びに来ているひょうたん公園や本町公園をよく使うが、この二つは市営でないのか、水道やトイレが無い。市の公園でなくても、市内の多くの住人が頻繁に使っている
のだから、水回りだけでも作って管理するか、市で管理するようにできないものか？砂場があったり、怪我をした時にすぐに洗うことができなかったり、幼児が沢山遊びに来るのにトイレが無いのは本当に困る。
コロナ禍なので尚更手を洗えるところが欲しい。
・コロナ禍で遊び場が少ない中、小金井公園に行くと市街からも来ていて遊具エリアがもの凄い密になっている。コロナ禍の少し前から新しいマンションの影響か、遊具エリアは土日は必ず祭りでもやっている
のかと思うくらい混んでいた。市内の公園が充実していれば、もっと人が分散するのではないか。
・国分寺市がやっているような、幼児用の外遊びの会が無いのが可哀想に思う。練馬区に住んでいた時も石神井公園などで毎週金曜日に幼児の外遊びの会をやっていた。プレーパークがあるからやらなくて良い
と思っているのかもしれないが、小金井市のプレーパークは数も少なすぎるし、幼児メインでは無いし施設も充実していない。
・発達に問題がある子の親が小中学校を選ぶのに有用な情報公開が十分で無いと感じる。例えば、発達支援のための巡回教室がある学校でも、その学校のホームページには一切その事がかいていなかったりする。
学校によってホームページの作りが古かったり、情報が少なかったりばらつきがあり、何というか、不安になる。



・子供が2歳半の時に練馬区から引っ越してきて、近所の児童館で遊ばせようとしたら、ママ達が自身で企画、実行するような幼児グループしか無く、引越していきなり、定期的に通えるかもわからないのにハードルが
高すぎて入れなかった。その幼児グループがやっている時間は広い部屋が使えず、狭くてハイハイしている赤ちゃんしか遊ばせられないような部屋に通され唖然とした。練馬区やその近隣の杉並区では幼児グループが
やっていても自由に遊びたい子は遊ぶことが出来ていたので、びっくりしたし、疎外感が凄かった。
また、児童館側が企画して登録者が行ける時に参加できるような幼児グループや催しが無いのも凄くびっくりした。
・子供が運動神経の発達が遅く、癇癪を起こして困っていたのできらりの作業療法に通うことになったが、きらりのみではなく、普段から運動させたくても、近場にきらり以外で通える発達に問題のある子が通える
ような体操教室が無い。あってもきらりで作業療法をする人は併用できない仕組みになっている。公園やプレーパークでも体全体を動かして遊べるような遊具が揃っている所がもっとあれば良いのにと思う。
他にも、時間指定の料金制でも良いから市の体育館等に運動器具の充実したプレイルームがあれば良いのに。
・貫井北町に住んでおり、友達の沢山遊びに来ているひょうたん公園や本町公園をよく使うが、この二つは市営でないのか、水道やトイレが無い。市の公園でなくても、市内の多くの住人が頻繁に使っているのだから、
水回りだけでも作って管理するか、市で管理するようにできないものか？砂場があったり、怪我をした時にすぐに洗うことができなかったり、幼児が沢山遊びに来るのにトイレが無いのは本当に困る。
コロナ禍なので尚更手を洗えるところが欲しい。
・コロナ禍で遊び場が少ない中、小金井公園に行くと市街からも来ていて遊具エリアがもの凄い密になっている。コロナ禍の少し前から新しいマンションの影響か、遊具エリアは土日は必ず祭りでもやっているのか
と思うくらい混んでいた。市内の公園が充実していれば、もっと人が分散するのではないか。
・国分寺市がやっているような、幼児用の外遊びの会が無いのが可哀想に思う。練馬区に住んでいた時も石神井公園などで毎週金曜日に幼児の外遊びの会をやっていた。プレーパークがあるからやらなくて良いと思って
いるのかもしれないが、小金井市のプレーパークは数も少なすぎるし、幼児メインでは無いし施設も充実していない。
・発達に問題がある子の親が小中学校を選ぶのに有用な情報公開が十分で無いと感じる。例えば、発達支援のための巡回教室がある学校でも、その学校のホームページには一切その事がかいていなかったりする。
学校によってホームページの作りが古かったり、情報が少なかったりばらつきがあり、何というか、不安になる。

図書館の本が少ない
街全体常に工事していて落ち着かない

自宅が坂に面しているため車の出し入れの際に自転車が猛スピードで来ることがあり困ります。自転車のルールに関しては昨今テレビでも取り上げられていますが、小金井市でも独自のルールを策定してはいかがでしょうか。

８０歳になろうとしている老夫婦。若い方々の考え方についていきます。年金も頂き安定した生活送っています。

特になし。現状に満足している。

高齢夫婦の為、パソコン、スマホ、などの
機械についていけない事がある

駅近に住んでいて、選挙の時、駅前での演説がうるさくて昼間に在庫している時が辛い

コロナでタクシー(仕事)の売り上げが上がらないこと

歩道に自転車が多すぎる！歩行中、何度もぶつかりそうになって危ない。歩道に電柱があるためすれ違いに難あり。自転車が安全に車道を走れるような整備、及び電線の地下埋設を進める必要がある。

ごみ収集袋が高い

道路交通状態、特に自転車の通行に危険を感じた。

歩道はほしい
自転車通行帯を走行していると、路駐が邪魔

困っているわけではないが、周囲の高齢化が気になる。災害時などの対応が心配。

肺がん健診などが有料でびっくりした。
道路にゴミを捨てる人がおおく、民意がひくさを感じる。ざんねん。

法律的な問題が起きましたが、弁護士さんは敷居が高いし、自分たちで調べたり大変でした。

子どもが学級で過ごす時に、支援してくれる人材が欲しかった。

特にありません

ココバスをもっと頻繁に走らせてほしい

今後、直下型や南海トラフの大地震が予想されます。その際には消防車に期待できないと思いますが、町内会長さんの話では消火栓のホースは消火栓とは別の場所に保管してあるそうです。これは、
消防団が出動できることを前提とした対応で、全てが麻痺した大災害時にはワークしません。一般の市民が自助努力で災害に対応できる街づくりが大切です。

保育園応募が狭き門だった。第一希望はすべて叶わなかった。

児童館などが少ない

定食屋（和食・洋食）が少ないこと、レンタルビデオ店が駅近くにないこと。

福祉会館および公民館(旧)本館がないことで、市民活動での利用、無料での利用ができる施設が埋まってしまう。学習活動や地域福祉活動を支援する役割を市に果たしてほしい。

ゴミ削減運動一環として、スーパーの買い物袋自体をゴミ袋として使用出来る設定にして欲しい。有料でもその方が結果的に環境対策となる。

財政に不安があるため、先行きが不安。特に越してきてから知った事なので、より不安。

道が微妙にななめでベビーカーで歩きづらい、踏切付近の道が歩行者も車も多く危ない



私有道路への関係のない車両の通行

コロナ禍による自宅水道代、電気代、ガス代食費の増加

新型コロナの保健所の対応。

マスクを着けているのでほうれい線が以前より気になる。

このような回答でよいのでしょうか？

困ったことに対する具体的に聞きたい部分が記載されていないため、回答に迷います。
経済、教育、家庭などある程度教えて頂きたいです。
そうしないと上記の回答のように御会議所が聞きたい内容と異なる回答しか出来ません。

精神疾患は身近な病気になっていますが、精神障害者について、特別な病気や障害として偏見もあり、辛い思いをされた方も多いです。さらに、高齢になった時に介護認定がつかないことが多く、
デイサービスには通えず、居場所を探すことがとても大変です。

東小金井駅周辺の再開発の遅れ

COCOバス終了が早い

理由が不明な案内、指示に振り回される。

頼る親族がいないため、子供の預かり先がない、移動できない

こじんまりしたことで恐縮ですが、飼い犬にヒモを付けずに散歩して、我が家の敷地内に便をしても片付けしない人がいる。

税金が高い割に市民に福祉が還元されていない。

飲食店ではないが、コロナ禍になってから圧倒的に従来の仕事（企業からの発注の仕事など）は減っている。業態や顧客についてかなり大きく変える必要性を感じている。

横並び意識を強制され、それが間違ってることを指摘したら、子供がイジメに遭った。

保育園に、入れない、歩きタバコ、

栗山運動公園のプールが壊れたが，しっかりした工事がいまだに行われていない。仮の工事だけでおしまいなのか？

強風時ソコラ横のビル風で自転車で転倒し負傷した。　マイナンバーカード申し込みから受け取りに時間がかかり面倒。

困ったことも特にありませんが、最近はお友だちとおしゃべりする機会が減ってしまい、物足りない日々です。

コロナ対策で在宅ワーク、在宅就活だったので、隣家の工事の騒音、選挙カーの騒音で困りました。

現状では特にありません。自分が福祉のお世話になる年齢、子どもたちが小金井市で育児をする年齢になったとき、住みやすくなっていてくれると嬉しいです。

何不自由なく生活させてもらってます

公立保育園、いっとき、正規職員の採用をやめていたため、正規職員が減り、お散歩、プール保育の回数が減ったり、遠足を園庭で行ったり保育内容が後退したほか、中堅保育士の疲労などで、退職者が更に増えて、
それを非常勤で埋めることで、残った正規職員の負担が更に増すという悪循環があった。それが子どもに影響がないと言えない。民営化問題が20年以上解決されないが、民営化することが目的であってはならない。
より良い保育をどこの保育園でも実践できる保育の質を市として守る強い姿勢がなくては、民営化は今まで同質の優れた保育を実践してきた公立五園の保育が、引き受けた団体によって質が揃わくなれば保育の質の
後退になる。子育て日本一を本気で取り組んでほしい。
教育問題。コロナ休校以降公立小中学校では不登校になった生徒児童が増えていると聞くし、我が子も休校の大きな生活変化で不登校になった。学習面では学校は不登校の子への対応は放置であった。保護者が塾や
フリースクールに行かせる、理解ある私学に転校させるなど学納金とは別の教育出費をしなければ学習権を守れない。お金が出せない家庭ではそれもできない。公的教育が機能していない皺寄せは子どもにいく。
国や都の私学助成補助は学校形態による格差が激しい。フリースクール、通信制中学を含めた私学助成を充実させてほしい。GIGAスクール構想で昨年から一人一台配られたChrome Bookは不登校の子は一度も
ログインすることはなかったChrome Bookは学校に行かない時も学校と家庭を繋ぐものであって欲しい。これは不登校児ではない児童生徒にとっても、やむを得ないお休みの時に安心して連絡が取れたり、
授業を知ることができる事になる。ここも子育て日本一を本気で取り組んでいただきたい。

北口の再開発。歩行者と自転車、自動車の事故が起きる環境を、何とかしてほしい。

妻が化学物質過敏症で様々な化学物質の匂いに反応すると気持ち悪くなってしまい日常生活に支障をきたしている。

交通インフラが最低

休日、車の渋滞が多い

公立学校に子供が通っていた時にトイレが臭くて嫌だった
児童館に行っていた時代、利用市民ながらも、あまりの予算不足を感じての利用であった
公園の清掃や管理がよくなく、ごみや整備不足が見られるように思う
街路樹が武蔵野市からくると明らかに貧弱な感じをうけるのが悲しい

交通ルールを無視した自転車走行には目をつぶり、深夜急いで帰宅しようとする娘を路上で足止めして盗難自転車を疑う非常識な警察官のせいで夜中30分も帰宅が遅れたことがある

細かすぎるゴミ分別のやらされ感と分別間違いの際の未引き取りしていく態度の尋常の無さ。



ゴミ収集車の運転が荒く(致し方ないが)危うく事故になりそう。

坂が急で年をとったら坂上に行くのが大変そう

地球温暖化によってますます夏の暑さは殺人的になっているところで多くの木々ガなくなり日陰の涼しさを求めて上水沿いを散歩していたところがなくなり悲しいです。

玉川上水の遊歩道が夏の酷暑での木陰が無くなり散歩もジョギングも危険でできなくなった。　埃っぽくなり湿った土から得られていた涼しさもない。四季を通して楽しめた自然が無くなり、新しく植えた桜も
複数本枯死していて哀れだ。　

土日休日医療機関の充実　金曜日の夜排尿のトラブルで困った

四季の彩りがあった玉川上水が無残な姿で悲しい。

玉川上水の伐採により、夏場に気温が上がりすぎること。また、多くの木が伐採されたことで、地面が直射日光により乾燥しほこりっぽい。

ホームページが分かりにくい。

共働きなのに子供を保育園に入れられなかった。宮地楽器ホールの連絡方法が電話かFAXの為資料を送る為にコンビニへ。早くインターネットを導入してほしい。

街頭が暗い

住民税の高さ。

特になし。現状、小金井市は良い環境と思います。

玉川上水の木が伐採されて住環境が悪化した。

●地域バスが自宅目の前の道路（前原町３丁目）を通るが、道幅が狭いので無理がある。事故が起きないか不安。道路際の柵が２度壊れた（原因は不明だが、車が引っかけている。１度は警察に届け済み）。
乗っている人がいない時間帯もあり、安全、財政ともに無駄。
●防犯カメラを続々設置しているようだが、プライバシーの侵害というか（法的には問題ないとしているが）、不気味で、逆に不信感が湧く。もっと事前の協議や議論が必要。突然、設置の工事日程のお知らせ
チラシがポストに入っているだけというのは、おかしいと思う。
●駅前南口（市役所前）の高層マンションによるビル風が強く、歩きづらい。危険を感じる事も多々。
この先、歳をとり体力がなくなった際に住み続けられるか不安。今でもお年寄りには酷ではないか？

現時点では特別に困っていることは無い

自宅前で、ゴミを燃やしている方がいたこと

コロナ感染下なのに小金井公園に人が集まっている

小金井街道に自転車専用レーンの設置を是非

アニメ「落ちこぼれフルーツタルト」のTV放映に合わせたイベントを市が後援したが、性的表現に問題があるアニメのイベントを市が後援するのはいかがなものかと思う。

低所得で、税金や、年金の支払いが困難な状況が度々あり、市から差押え通知が突然きて、何度も、市の窓口に相談に行ったけれど、通り一辺の聞く耳を持ちたくないような対応をされ、辟易していました。
支払い出来ない自分が悪いけど、困っている人間に対する対応ではないと幻滅した。

一人親世帯への給付金

如実なジェンダー問題があるアニメーションを市が後援するなどまことに恥ずかしく、行政を信用できない。苦情を言っても内容を理解していず、無責任な回答ばかり。
市の職員もかつてに比べて横柄で無責任になっている。ゴミのことで苦情を言ったときは、業者に任せているからと言い訳ばかりで、問題改善の態度が無い。
東小金井周辺に市の施設が少なく、いつでも武蔵小金井まで移動しなくてはならない。

一人親世帯への給付金

新型コロナでの対応について

武蔵小金井駅周辺は再開発され、店舗が大変に多く利便性が高いですが、東小金井は店も少なく不便です。嫌なら引っ越せと言われそうですね。

特にはありません。ゴミ対策は頑張っているなと思います

ゴミの仕分けのわずらわしさ。ゴミ袋の価格の高さ。トレイ、個装の業者へのアプローチをしてほしい。個人では限界にきている。

休日に家族で食事を楽しめる、魅力的なお店がほとんどないです。

ホームエレベーターが未設置。手摺りをつけたい。

大きな総合病院があれば、安心した生活が出来る。（ex、大学病院の別院みたいなもの）

通院の折り、タクシーが日によっては来てくれない。

お互いの健康不安、耐震建築でない為関東大地震への不安と交通による振動の恐さ、グランド通りの交通量の過多・削減

体育館について、近隣の市と比較すると物足りない。現在工事は進んでいるようですが、予算がないのか補強工事で完全なものになるか懸念されます。小金井市単体でできないものは、近隣の市と協力して行う
方がお互いにいいのでは？



今現在困ったことはないが、今後年齢が上がっていくと医療費が増す、それに伴う交通費が増す。限られた年金の中でいかにまかなうか。

年配者が住む街ではない。各整備等が無く、商店街も無い。若者来ない異常小金井市だ。

共働きのため、保育園に子どもを預けているが、お迎えがギリギリになってしまうことがある。

車道と歩道との境（段差）が大きすぎる。武蔵野市の取り組みを見習ってはどうか！（家内も私も高齢者で散歩に出かけるのですが、段差の問題、歩道のブロックが凹凸で歩き難い。生活道路内を自家用車の通行が多すぎる。
狭い生活道路に３００台ナンバー車があまりに多すぎる。こんな狭い小金井市内にそんなに大きく急ぐ必要があるのか？）

各分野の良い店が少ない

ご近所付き合いが少なく、隣家が孫世帯になり、我が家の南側にあたる庭が雑草、雑木が茂り、我が家で許可をもらって２階まで高くなった木を２本切らせてもらった。雑草の種が飛んでくるし、７２歳の私が
今後隣家の木の管理は無理。とにかく雨戸すら開けないので、今後益々雑草畑になると思う。

コロナワクチン接種について。予約していた中で当日ドタキャンした人が出ても、無駄にしないように、予備の人を必ず用意すること。忘れることも、体調を崩す人も必ずいる筈。そういった調整がとても雑でしょうが、
他市との情報交換で知見を得て、ベストの方法を探っていただきたい。浅川のゴミ処理施設が完成したのに、ゴミの分別が２３区のようにならないのは驚く。焼却炉の質が違うのか？最新の設備ではないのか？

現在はおかげさまで特に困ったことはありません。

高層ビルの影響でいつも風が吹いていて駅まで行くのに困っています。これ以上高いビルはいりません

希望する保育園には入れませんでした。家で老人をみとる制度がなかなか無かったです。

子育て支援の充実など

検診等が受けにくい。選挙の投票の待ち時間が長すぎる。もっと係員を増やすべき

子どものいない世帯には何の恩恵もないこと

年金生活者として支給される年金額と国民、都民、市民として支払わなければならない租税総額とのバランスが恐ろしく悪い為に、必然的に起きる生活苦。「全ての国民は健康で文化的な生活を営む権利を有する」等の
文言はいったい誰が誰に向かって創った言葉なのか。白々しく空しいセリフだと感じている。

スーパーストアーが近くにない

不登校児にオンラインで授業が受けられると取り残された感じをもたないですむと思った。その環境がないのが残念だった。

子供を連れていけるイベントがなくて困っている。

道路の水たまり、自然浸透など無意味

無料だった検診が有料になり、受診しにくくなった。

今病後リハビリ中なので自立してひとりで用が出来るようにしたい

回覧物はもっとわかりやすいところに、知らないところまで行くの大変だ

現在は２人だが１人（独居）になると施設が必要になるが、小金井市は他市に比べると無いのに等しいと思う。

1、老人ホーム安く入れるか心配。２，玉川上水の堤の雑木の伐採、落ち葉清掃が大変です

老々介護中ー介護認定つかず。８７と８５。同居人の存在で全て任されて援護がない。介護保険料、家支払うのみ。恩恵なしで死ぬのみ。未来あるヤングケアラーの支援もないと聞くと我々はましなのか？

同居者なし。猫がいるだけ

高齢化社会の今福祉施設の充実が必要です。（介護保険を使って運動が出来るジムとか）我が家にも認知症の者がおりますので。

他の自治体にくらべ最低の、全て最悪だ。介護施設劣悪。

８０代の母がおりますが、介護一歩手前で予防したいのですが、適切なサービスが全くありません。武蔵野や三鷹、府中市には元気なお年寄りが通えるサービスがあります。せめてさくら体操だけでもと思いましたが、
定員が少なくキャンセル待ちをしても、まわってきません。週1回の体操だけでも希望者全員が通えるようにしてほしい。他の市と比べてひどすぎます。また、ゴミ減量といいながら、リサイクルセンターを閉めないで
ください。ぜひ再開を！（父が介護保険を申請した時はほとんど動けないのに、歩いただけで要支援でした。医師やケアマネージャーが小金井は期待できないと言っていました。

コロナに感染し、どうして良いかわからなかった。市民が気軽に相談できる窓口（よろず相談）の設置や心的・金銭的サポートをして欲しいと思った。

小金井市は老人老人ホームや高齢者向け養護施設が他市と比べすごく少ない。また、それらのケアシステム、場所が本町に集中し、貫井南町等離れている場所・地区に無い。作ってほしい。小学校しかり、
貫井北町等では本町まで歩いて３０分かかる。低学年には通学が無理。

食生活にもっと便利さを。住んでいる地区にコンビニが近くにないこと

COVID-19のワクチン接種。対象者だが、何の連絡もない。八王子市や小平市の対応との差がありすぎる。小金井市も頑張ってほしい。

①内容の充実した総合病院が足りない
②私は日赤（武蔵境）、医療センター（西国分寺）などにお世話になった

前原町1丁目のリハビリ病院と畑の間の道が舗装されていなくて、大雨が降る度に大きな水たまりだらけになり、スニーカーでは通れなくなってしまう。なぜ舗装されないのでしょうか。

（ココバスについて）バスの本数を減らしてほしい。コースの沿道に住む住人ですが、毎日うるさくてガマンしています。「バスにご注意ください」という声が車内から聞こえてくることがあります。
「ご注意」するのは住民ではなく、賃金を得て職務に就いているプロのバスの運転手の方ではないでしょうか。



本庁舎の金網に「ゴミゼロタウン小金井」とあります。具体的に何か考えてください。前市長は登庁前にタバコの吸い殻拾いをしていました。人々の行動なくして美しいきれいな町になりません。
（青年会議所のメンバーで週１回でも行動してみては）

加齢は致し方無い事、その中で毎年計画実行している。男性（夫）の家事能力10年の成果あり。人生の断捨離終了。日々音楽、読書、散歩。

市役所員、市長、市議の為の税金徴収。＝市政の為に税金使われず、無能な市役所員、無策な市長、参加しているだけの市議の給料の為に血税が使われている。他市と比べて非常に遅れている。市営グラウンド南側、
その周辺への砂ぼこりによる公害＝起訴に値します。道路整備も！！

桜は各地にもあり、もう小金井独自の魅力としては弱い。桜でアピールするならもっと圧倒的な本数を植えアピールするとか。JRの車両基地を活かした新たな魅力の発掘もあるのでは？

余りにも劣悪な介護施設。東京の自治体最低小金井を改善をたのみます

坂下に住んでいると、年配者は買物難民となる。坂下にもスーパーマーケットがあればよい

庭木の手入れに対する市の支援

上水桜通の落ち葉がひどい上に、たばこのポイ捨てや不始末があり、自宅の火事の危険を感じた。過去に何度かあるのでなんとかしてほしい。


