
問９，その他、小金井市で生活する上での要望等ありましたら、ご記載ください。

マイノリティへの配慮を持ちつつ、マイノリティに寄りすぎないこと。

公共施設　集会場　等の拡充

道路が狭い。昔からの道路が多く、歩道が狭くてすれ違いが怖いときが有る。

街の雰囲気は良く子育てしやすいので、行政のサポートがもう少しあるとさらに良くなると思う。

ゴミ処理場が欲しい。

税金高額

住民税の高さと、サービスが比例していない。

学童卒所した子供達の居場所がない。他市のように長期休暇時、学校を開放して、就業している親が安心する子供の居場所を作ってほしい。

市の公園が汚く(ゴミが捨てられていてもコロナ流行のため片つけられない)、電灯がきれていてもつくまでに2週間ぐらいかかるので環境整備をなんとかしてほしい

税金が高いのに市民へのサービスが充実していない。

何十年も前に計画された武蔵野公園を横断する道路は必要ない。

市役所には、市内最大の事業所として、効率のよい行政活動をおねがいしたいです。具体的には現業系、事務系問わず、生産性アップのためのトヨタ方式などのカイゼン活動のどうになどです。

都市の整備を早くして下さい｡

武蔵小金井駅前、西側駐輪場の月極定期料金は、3ヶ月、6ヵ月定期でも割引きがない。小金井市だけなので見直しして欲しい。
イトーヨーカドー西側の横断歩道付近は、歩行者や自転車、自動車が一時停止しないケースが多く交通事故が発生し易い状況。　
また、歩行者優先を勘違いした飛び出しが多い。
信号機や停止ラインを設置するなど交通安全の対策をして欲しい。

小金井市の地元経済発展に関して、青年会議所が、行政への提言をもっと活発にして欲しい。

二枚橋の中間処理場のことも、中央線高架下の利用についても、知っている人は少なく、もっと市民に知らせるべき。
ゴミ処理については、何故日野市に共同で作る選択肢しかなかったのか、何故、二枚橋に共同で出来なかったのか、詳しく説明するべき。市民の知らないところで、事が進んでしまっている。
市民の意見をもっと取り入れるべきかと。

大型量販店舗がない。ホテルもない、人を呼ぶ施設もない。
余りにも酷い。大型幹線道路が有れば大きく街が変わり税収が改善する。なんとかすべきだ。いずれにしても情けない小金井を打破すべきである。

これからも住み良い街作りを進めてほしい。

自転車の安全走行

こども関係の設備の改修を希望します。

駅周辺の再開発は喜ばしいが、整いすぎてて人の息吹があまり感じられない。もっと雑多な雰囲気もあっても良いですね。

緑も多く住みやすいエリアだと思います
うまくアピールすれば市民も増え良い形で
発展すると思います

新規住民やリタイア世代が家庭で孤立していて、地域で緩くつながる仕組みが地域にない。
孤立すると行政コストもかかるし、地域に世話焼きのコーディネーターを配置して、窓口になる一緒に問題を解決するなど、既存組織との橋渡しや縦割りの解消などをする人が必要。仕事をしない市議を減らして、
その分雇ったらどうか？苦情を聞いてつなぐ仕事しかしてない市議が沢山いる。

北口側に住んでいますが、道路整備をいち早くすすめていただきたい。お店が少なすぎると思います。

・ドンキホーテのビルにエレベーターがほしい（ベビーカーで上の階へ行けない為）
※そもそも建物が古いので耐震が気になる
・歩道を広げてほしい

子供や高齢者以外でも補助を考えて欲しい。税金だけ払わされて何もメリットがない。対象年齢の癌診断は来るが土日はやっておらずチケット渡すから勝手に行けばの状態になっている。
市議選挙で前日投票で市役所行ったら混んでいて、係員に前に詰めて並べとか、投票場所が6Fであり、このコロナの時期に何も対策が考えられていない。
中央線があるから便利な街かも知れないがゴミ問題や道路整備、市民のために何をするか不足。

東小金井駅北口の町作りで､市のリーダーシップが見えない。

貫井北町3丁目にココバスを通してほしい

市内全域き高速Wi-Fi施設を設置して欲しい。無料がベストだが サブスクも検討、通信大手数社や協力業者を募り デジタル庁とも連携したシステムで優先順位の設置エリアを決め、徐々に広域にし近隣行政とも
協力連携を取りながら進めて欲しい。



商工会 観光協会の存在が不明 もっと市民を楽しませることをお願いしたい。

ゴミ袋を安くしてほしい。

資源ごみのリサイクル状況について公表してほしい。例えば、プラスティックごみのリサイクル／焼却の割合など。

喫煙所を増やして❗美味しいラーメン屋がない❗レストランがない❗駅前にそばやがない❗いつも マック サイゼ❗遊べないつまらない町小金井市‼だから友だちが来ない‼

自然環境は素晴らしい。５０年前の変な都市計画、道路計画は白紙にすべきだ。

マンションが増えてる割にお店が少なく感じる

玉川上水の樹木ほぼほぼ伐採してしまったが、他に何か方法は無かったのか?

出来る事ならもう住みたくない

何についての要望？生活する上での要望の意味がわかりません。
また、市民アンケートとあるが市民の定義は？
居住している方？他市から働きに来ている方？買い物に来ている方？学生？
そもそも新聞にいれていますが、新聞をとっている年代が偏っているのではないでしょうか。。

バス路線の拡充

もうちょっと、居心地のいいカフェが増えてくれたらうれしい。
どこも満員で入れない事が多々あるため。

北口周辺に整備された広い自転車置き場が欲しい。
ドンキに自転車がガチャガチャと置かれているのが、とても感じ悪くしているような…。
北口が全体的になんだか暗い雰囲気なのも気になる。
ソコラの自転車置き場は屋内で上がり下がりがないのでとても使いやすい。

あと、小金井の公共施設を使う場合、登録していてもグループじゃないと使えないというのをどうにかして欲しい。
ずっと空いているのに、1人だと練習のために使えないのはどうなのか？
小金井市在住者なら1人でもOKにして欲しい。
特に今は、コロナで密がだめだというのに。
別に無料じゃなくても、有料でもいいので、使わせて欲しい。

子供や若者の応援をもっとしてあげて欲しい。

喫煙所を増やして❗美味しいラーメン屋がない❗レストランがない❗駅前にそばやがない❗いつも マック サイゼ❗遊べないつまらない町小金井市‼だから友だちが来ない‼

小金井市として考える中長期計画を、定期的に分かりやすく市民に届けて欲しい

玉川上水に桜以外の木も生やしてほしい。昔の玉川上水を取り戻したいという気持ちもわかるが、今の玉川上水はさまざまな気が寄り添って生きているからこそいいものであると思う。切った人は、
小金井市と小平市の境目で、小平市側が森のようになっているのに対し、小金井市側は空襲後の焼け野原のように広々としてしまっている事に違和感を感じないのですか？何年も生きてきた木を切るなんて
あり得ません。だから小金井市は嫌いです。

小金井の良いところは治安の良さだと思うので、この治安を維持したまま各課題の解決が進むことを願います

バス便増やして欲しい。

バス便増やして欲しい。

自然が豊かな環境にひかれて越してきたので、環境保全に頑張ってほしいです。

小金井市の都市化反対。駅前開発を抑えて、良い環境を残して欲しい。

小学生高学年、中学生の医療費助成を早く開始していただきたい。子供はどんどん成長しており、今のペースではいつまでも受けられない。

行政のデジタル化（クレジットカード払いが一部OKになったのは評価する）、市民施設を借りやすく、行政サービスを分かりやすく、屋内での子どもの遊び場の充実を。

新小金井駅前の商店街を昭和の頃のように繁華に出来ないのか検討して頂きたいです。コンビニやチェーン店のスーパーやパン屋、回転寿司、100円均一など誘致出来ないでしょうか。

通学路で必要な箇所にカーブミラーがない箇所があります。学校保護者や周辺住民に聞くなどして、適切に設置してほしい。

中央線が高架になり、とても住みやすくなりましたが、南北をつなぐ道路は限られており狭いので
緊急車両などは困ってしまうと思います。
また、武蔵小金井駅北口は、高齢者などを送って車で行っても、降ろす場所がありません。早く南口のように、人に優しいロータリーができないかなと思います。

駅周辺の再開発は喜ばしいが、整いすぎてて人の息吹があまり感じられない。もっと雑多な雰囲気もあっても良いですね。

東大通り線路北側の道路整備の迅速化



飲食店応援

市内に放置されたり、捨てられたゴミの片づけを市民が率先してやるキャンペーンとか。要はごみの放置を考えないと。

駅前の西友跡地が何年も有効活用されずに放置されたまま。原因は三井住友銀行でしょうか。住友不動産のショールームなど作ってお茶を濁していますが、駅前好立地の場所が活用されないのは、
市の玄関口として恥ずかしいです

北口開発

野川を分断する都市計画道路は必要性があるとは思えず、見直しをしてほしい。

マイナンバーカード交付の際、受付の署員の対応が非常に悪かった。
50代男性。

小金井市役所をもの凄い高い金額で貸している地主様も困ったもんだと思っています。

透明な情報発信

コロナ感染経路の公示

買い物が不便だったり、武蔵小金井の駅前の西友跡がまるで廃墟の様でイメージが悪い。また市内のバスの利用が不便。道路が狭い。ラジオの電波が入らない。

前原貫井循環のココバス。
前原小学校とハナダイコン緑地バス停の間があり不便。野川の橋辺りにバス停を設置して欲しい。西の台団地に住んでいる人にも便利

特養施設の市内設置増

自然を残しながら適度な開発を

武蔵小金井駅北口の旧店舗を放置しているのはもったいない。利権があるのかもしれないが市の発展のために活用してほしい。

小金井駅のホームに早くホームドアをつけて欲しい

駅周辺、観光場所での無料駐輪場整備(府中市並)
武蔵小金井駅北口  マツヤ靴店の側のオープンスペースでの喫煙が迷惑です。夜には飲酒する者もおり治安の面からも問題があります。青年会議所さんのお力で撤収をお願いします。

連雀通りの道幅が狭い

不登校の子供のケアを充実させてほしい。

市営住宅、幼稚園など、市民への、還元施設がほしい。税金下げて

ゼロウエィスト、脱プラ、SDG sの実現

環境に　優しい街づくり

歩道を歩くと、反対から歩く方と狭すぎてすれ違えない。
下がガタガタで、ベビーカーが押しづらい。
歩道の整備ができていない、と思う。

市内での生活は満足度が高い。

ゴミ袋無料化、分別簡略化。

武蔵小金井駅北口エリアがドンキホーテ、パチンコ、三井住友銀行の裏側にあるため利用しにくい。バス停がCoCo壱付近にもあると北口商店街の利用率が上がると思います。

淡々と生活向上に注力してください

地産地消を進めミニマムでサスティナブルな街作り。安心安全な環境作り。

木々の多い街並みは貴重なので、残してほしい。いま、旧来の面積の広い家屋がなくなり、そのあとに狭小な住宅が隙間なく建てられることが増えていて、他の都市と同じような街になるつつある。
駅前に2時間くらい無料で使える自転車置き場を十分な数、整備してほしい。また、有料自転車置き場は、24時間100円に抑えて、生活しやすいようにしてほしい。

北口の再開発

武蔵小金井駅北口の西友跡をなんとか綺麗にしてほしい。
南口との利便性格差が酷い。

特にないが、何のためのアンケートなのか趣旨が不明。課題を知りたいということかもしれないが漠然としすぎ。ダメなアンケートの典型かもしれない。

子乗せ電動自転車での移動・駐輪・商業施設や医療機関等の利用が、よりしやすい街になって欲しい。（電動自転車のチャイルドシートから子どもを下ろさずに買い物が出来る、カウンターが歩道に面している
型のお店、助かります）小さい子を遊ばせられる公園が増えて欲しい。
もし、新型コロナ疑いや陽性で、自宅療養することになったら、子どもの毎日毎食の食事の用意をどうしよう……というのが大きな不安の一つです。普段から、幼児食の宅配など利用できるサービスの選択肢が
増えて欲しいです。子供の食事の支援は、経済的に困窮されている方・共働きやシングルの方向けの福祉という形からが一般的かと思いますが。片働きでも、ステイホームの家事負担は大きいので。
（福祉価格でなくて構いませんので）他のデリバリー食と同程度の負担で、選択肢が増えたらいいなと思います。
市の事業の説明や広報に、市内在住のアーティスト・デザイナー・イラストレーターさんの力を借りて、印刷物やwebサイトをわかりやすく見やすくして欲しい。アーティスト支援！



ゴミ処理場はどうするのか？
子ども家庭支援センターは他の福祉施設と情報共有し、やるべき仕事をして下さい。

失業時のは家賃補助などがあるといい。他市ではあるようなので

図書館が言葉は悪いけれど、しょぼい。綺麗で広くて蔵書も充実した図書館を望む。
指定ゴミ袋の値段が高い。ゴミ出しのルールが細かすぎる、わかりづらい。
飲食店の数が少なく、地元でゆったりと食事したりお茶を飲んだりできるお店がもっと増えてほしい。
青木屋の前など、街路樹の根が成長した影響で歩道のアスファルトが盛り上がって危ない箇所があるが、ずっと放置されたまま。ひとりで車椅子を操作しているかたが通ったら危ないのでは。
コロナ禍の今は関係ないかとは思いますし、小金井市の施設ではなく都立ですが、小金井公園でもっとフードイベントをやってほしいです（駒沢公園などのように）。

公園、公民館、市民掲示板など、メンテナンス計画がうまくできていないと思う。現在の新庁舎計画では、多面積のガラス外壁のクリーニングの計画や経費等考えられているのか心配になる。

中央線始発駅の利点を生かすために駅前にビジネスホテル誘致

自然環境を維持してほしい

全国トップクラスだった小中学校のレベル低下が著しい　以前は孟母三遷ののごとく、子供のために引っ越してきた家庭があったが今は昔、前述の医療費との関連もあるだろうが、教育に力を入れてほしい。

行政は、市民と協働するべきだと思う

市民にとって住み心地の良い街であり続けることを願っています

居酒屋談義ではなく、このアンケートのように意見をしっかり収集して欲しい。一度で終わらせず継続して欲しい。

全く期待していません。ふるさと納税で少しでも自己防衛します。

ありすぎて書ききれないが、良いところもあるのでそう言ったところに目を向けていきい。市民の諦め感がこんなに色濃く出ている自治体もあまりないと思う。市民全体が「小金井は〇〇だから...」をやめて欲しい。
精神病むか、洗脳されそう。市民自身が何十年もそんなこと言い続けている異様さに気付いたほうがいい

住人の居ない老朽化した建物が散見されることから治安と安全上然るべき対応の推進が必要。行政の対応が遅い。

良い環境だと思います。

京王バスの運転手に歩行者に対しやや乱暴な人が多いので是正させて欲しい。

問8の解消のために信号機の設置を要望します。

小金井市は個性ある市だと思います。が、非常に面積の小さい市です。周辺の個性的な武蔵野市や三鷹市、小平市、府中市との合併も考えてはどうでしょうか？来るべき少子高齢化による財政基盤の強化のため
にも検討をお願いいたします。先ずは頓挫した車のご当地ナンバー、武蔵野ナンバーの導入から取り組みをお願いいたします。

ふるさと納税を逆に追い風にする方法を考えてください。

残念ながら日本はトップダウンでクイックに社会をモダナイズしていける構造になく、また高齢化で政治の構造改革やDXの意義を理解できる世代がマジョリティではない。したがって小金井市のような若くて
活気のある自治体がどんどん先進的な施策を打ち、ボトムアップで国を動かすようになってほしいと感じる。

・義務教育就学児医療費助成の保護者この所得制限が6年生まで撤廃されて良かったが、中学生も撤廃してほしい。

民間団体や地域の意見の活用

経済政策が中途半端
2番3番煎じでしか出来ない
基本ベッドタウンではあるがその分その地域に見合った経済政策を考えてほしい。
※行政、議員ともその辺を真剣に考えている人がほぼ皆無

・障がいのある方に関する仕事に従事していますが、更なるコラボ企画などができればよいかとおもいます。

市としての方向性が全く見えない。武蔵小金井駅周辺の地主との調整はどうなっているのか。

武蔵小金井駅北口再開発と整備。新庁舎はどうなっているのか進捗状態が見えない。

・GIGA構想について小学校で他の自治体よりも積極的にインターネット授業を取り入れようとしていますが反対です。中学校以降いくらでもやる機会はあると思います。
・武蔵野市の小中学校の給食の質と比べると小金井は食材の選定基準が低いです。具体的には外国産小麦を使用していることや三温糖を使用していること、武蔵野市は低温殺菌牛乳なのに対して小金井市は
超高温殺菌牛乳であることなどなど。自校式か民営化の問題ばかりが目立っていますがそもそもの食材の中身の質をあげてくれたら、、、。

子供の居場所確保、災害時の資材搬出管理者の認知

早く、ワクチン接種をできるように望みます。早く当たり前の日常を取り戻したい！

程よく田舎の部分を大事にしてほしい。子どもや高齢者、障碍者など大きな箱モノより小回りのきく機能的な居場所を数多く作るべき。飲み水の地下水の割合が減っている。美味しい水が小金井のアピールポイント。

自然豊かな小金井市が魅力で移住しました。
再開発で便利になるのも助かるが、はけの自然や、野川、武蔵野公園などを崩してまで道路を作ったりは必要ない。
坂下の中町に大きめなスーパーがあれば良い。
北町方面にココバスが通るとよい。



交流センターが中途半端な大きさ　成人式も一度に出来ないなんて…
夫婦の問題ではないが、子どもを育てる環境が、近隣他市に比較して劣る。
子供の医療費補助、学校環境等、恵まれた隣の市に引っ越した例もよく聞く

ココバスなどの交通インフラを見直す。学区などの見直し。

南口再開発の第一地区と第二地区の間を通る道路を横断する歩行者が多く危険。元々フェスティバルコートと第二地区の往来をコンセプトとしたことが間違い。道路を閉鎖取りやめるか、連続したガードレール等
にて歩行者が横断できないようにするべき。それとここに白タクならぬ白バスがマンション住人を送迎しているが、違法駐車の上、降りた人がバスの前から道路を横切り飛び出すような感じで危険。

ゴミ袋の値段が高いような気がします

市議は、市役所・福祉会館が高額であるというが、しっかりした施設を作成することで必要な金額が必要であり、行かない施設は必要ない等や、収入に見合っていないという意見gあ多いが、しっかりした施設を
つくれないから、収入が良くないと思います。
現状では、会議室も少ないようなもので何ができるのか不思議でたまらない。
市の施設は、収入に見合った、安価なものでよいという考えには賛同できない。
青年会議所も結構同様な意見が多いと思います。
市は、企業ではないので、何１０年先を見据えたことを考えてほしいものです。

新しく目を引くような開発ばかりが良いとは思えません。小金井らしさとは何かをもっと追求して欲しいです。国分寺と三鷹の間で立ち停まる理由のあるような市を目指して欲しいです。人気のチェーン店や
大型店舗はやその市に任せて実力主義の小金井市を作って欲しい。

震災があったときのために体育館などで避難した際、世帯ごとにプライベート空間が保てる工夫をしてほしい

小金井市は素晴らしい街だと感じています。

小金井市の良さは、日常生活のうえで過剰なものが無く、周辺市には無い自然や景観、きれいな空気と水が豊富にあったことだと思う。これらを手放してまで新たな整備が必要なのかどうか、行政にはもっと
市民の声を真剣に聞いて欲しい。

ココバス貫井前原循環の路線変更は賛成できない

公共施設が辺鄙なところばかりで使いづらい

子供や子育て世代にお金をもっと使って欲しい。市役所での事務手続きをオンラインでできるようにして欲しい。私たちの税金を謎に金のかかった庁舎など無駄に使われたくない。

一時期、中学校で講師をやりましたが、生徒達が受け身な態度で自ら行動しようとする意思が全く伺えなかったので、勉強の点数を取ることが正義な風潮のある教育から積極的に行動する子供を育成していく
ようにしていかないといけないと思います。

子供や子育て世代にお金をもっと使って欲しい。市役所での事務手続きをオンラインでできるようにして欲しい。私たちの税金を謎に金のかかった庁舎など無駄に使われたくない。

ぜひ図書館の書籍を充実させてください

水と緑は小金井市の宝　

図書館を新しく建て直して欲しい

特にありません。しかしもう数年すると足腰が弱くなった時の交通の便が少し心配ですがその年齢になったときに対応するしかないでしょうね。高齢者は高齢施設を希望するでしょうが若い・
子供たちへの問題の方は大きいですね。

新庁舎と新福祉会館の確実な完成。

市のホームペイジから必要な情報が取り出しにくい。個別に連絡指導を受けなければ、活用できない。

粗大ごみ回収を電話だけでなくネットで依頼できるようになるといいなと思います。

多胎育児家庭への支援を充実させてほしいです。

夜暗い道がまだまだ多いので街灯が欲しい。市内全体でポイントやサービスが受けられるアプリが欲しい。

学童の活動が盛んすぎる

1) ゴミ袋、もう少し安くなりませんか。2) 電線の地下埋設を進めてほしい。

税金の納付をクレジットカードで行いたい

思いやりのある市。

東小金井駅北口の線路を覆う壁にいる大量のハトを何とかして欲しい。下に糞が落ちて来ます。それから、市内全域にカラスが多く、これからの季節は気が立ったカラスに襲われることもあります。
ハトとカラス対策を市に要望して欲しい。　　　　　　　　　　　　　　　歩行喫煙や公共施設（ベランダなどを含む）での喫煙者が多いので、条例で市内全域を禁煙にして欲しい。

歩道の整備は必要だが、将来交通量は減るので、無駄な道路はいらない。ソフト対策で交通問題を解決するべき。
剪定した植栽を焚き木などにして販売できないか。アウトドアブログブームだし、欲しい人は多いと思う。

小金井に多い単身生活者。地域との交流も希薄なため、災害時の生存確認等に問題が生じそう。うまく地域と交流できる仕組みがあればいいと思う。

ごみ袋が、開いたとたん敗れたり、結びてが短くとても扱いにくい



検診の無料化をお願いいたします。
府中市は全部無料でした。

朝のバスがめちゃくちゃ並んでるので朝の本数がもう少し増えたら嬉しいなと思います。

朝のバスがめちゃくちゃ並んでるので朝の本数がもう少し増えたら嬉しいなと思います。

良い所です

不登校が増えているが、学校には来れるが学級に入れない子への受け皿がない。そのまま不登校を助長してしまう。現実は学校の先生がなんとか工夫しているが、先生だけでは対応しきれない。

①IT、とりわけ通信環境を向上させてほしい(高速大容量回線の無償化など)。
②自然環境を維持してほしい

武蔵小金井駅南口の再開発は、多くの方々の努力の賜物と思います。北口にはパチンコ店が地上階にあり、風紀を乱しています。早くこの地域を再開発して、より安心に暮らせる小金井市になることを望みます。

北口のバスロータリーの再開発

新しい市役所を早く実現して欲しい

充実した図書館を作ってほしい。

コロナ予防接種がスムーズに進めばと思います。

・コロナ対応の情報を分かりやすくまとめてほしい。特設ページなどウェブ上はもちろんのこと、選挙ポスター掲示場のように大きな掲示板に市内各所に貼り出して欲しい。
・市民が市政に参画できる仕組みを増やしてほしい。各種パブコメも時期を早めて、集まった意見を反映できるスケジュールで進めてほしい。
・無料だった福祉会館の施設機能が使えなくなって数年、宮地楽器ホールの使用料減額など、市民活動での施設利用をしやすくしてほしい。
・公民館図書館の役割を重視し、主催事業や市民との協働にしっかり予算を配分してほしい。

駅より南側の市民の為に武蔵野公園、くじら山付近にドッグランを設置して欲しい。

役所で働いている方達の労働環境を日本一にして下さい。そうする事で市民に対する好循環が生まれ、将来的に子供達にとって過ごしやすい市になるかと思います。

富裕層だけが住みやすい街にして欲しくない

自然と生活が調和した、若い世代も「ずっと住み続けたい」と思うような、活力ある街であってほしい。

自然と生活が調和した、若い世代も「ずっと住み続けたい」と思うような、活力ある街であってほしい。

のんびりしたところが良いところなのに必要以上に開発をしないでほしい。いつかくると言われている首都直下型地震のため防災面の強化が必要

SoCoLaみたいなMallを増えたいです

市内に住む両親の家に詐欺の電話が何回か架かってきていて、危うく騙されそうになりました。少し前は全国で小平市と小金井市が詐欺電話で騙され１位２位だったと噂で聞きました。少し経つと忘れてしまう
高齢者へ時折注意喚起をしてほしいです。

モラルと自治、自由に満ち溢れる都市になって欲しい。

多胎児支援に関心をもち、実行していただきたい

自然をなるべく保護して、いつまでも子育てに良い街であってほしい。

コミュニティバスを減らされると困る

市内で「おちこぼれフルーツタルト」というアニメを使った街おこしが行われているが、女性、子どもに対する人権意識が低い作品であると思う。こういった作品が存在することは否定しないが、
街おこしには不適当と感じる。キャンペーンが特定の大人向けの場のみに展開するのであれば良いと思うが、そうではない場にも広がりがあるので、問題を感じる。小さな子どもには良い影響がないし、
女性にとっては不快な作品。（人によるとは思いますが）私も表現者の端くれですので、「表現の自由」はもちろん大事な事はわかっています。しかし自由だからといって誰かを傷つけて良いということはありません。
こういった男女共同参画意識についても、青年会議所のみなさんには認識を深めていただき今後の活動に活かしていただきたい。

安心して暮らせる街に住みたい。治安、経済活動だけではなく、人と街との繋がりに於いて。

・市内で焚火ができる場所を増やしたい。お庭先でも、近隣の理解があれば小さな焚火は禁止の除外規定がある。子ども会などの行事でも、同様に周辺への理解を求めながら、焚火や焼きイモなどの行事ができると
コミュニケーションも進むんだけどなぁ～！

武蔵小金井駅北口駅ときわスポーツ店前の歩道が極端に狭く、自転車とのすれ違いも多く、先日もぶつかりそうになり怖い思いをしてます。駅前の人通りが多い歩道で電動自転車等スピードを出して通行しますのでぜひ
歩道の拡張実現をお願いします。

市役所リース問題、コロナ中の先の見えない

市内小学校に勤める教員の友人から，小金井氏が雇っている講師や事務員の質が悪すぎると聞いた。お金のない小金井市が雇うからいい人材が他市へいってしまう。隣の武蔵野市ではそんな不満はなかった。どうにかしてほしい。

これ以上景観を壊すタワーマンション建設は止めてほしい。

ご近所の方などもあたたかく、大変過ごしやすい環境です。駅前など開発は進むようですが、のんびりとしたあたたかい小金井が好きです。

経済的には周辺都市と比べると特色を持つのは苦しいでしょうが、それ以外の部分(住みやすさとか、福祉・教育とか)でても、小金井市ってどういう街だと言える様になるといいなぁと思います。



早く新庁舎を建てて欲しい。
保健センターは、体育施設が遠い貫井北町側の住民が軽い運動が出来るような施設にして欲しい。

スポーツ指導教室など、子供向きのものばかりで高齢者には老人体操程度なのが、高齢者としては不満。水泳教室とかサッカー教室などもあるといいのに。ビリヤードやダーツの技術指導や地域大会などを主催して
いただけたら楽しいかな。もちろん参加費は取って頂いて。

今残っている自然環境は小金井市の資源であるという意識を持って、小金井市民をそれを守るべき。それを市民の代表の市長はより強く意識し、行動発言してほしい。

大規模道路計画より、町内の道路整備を優先してください。

香害が健康に悪影響を与えることを市民に伝えてほしい。

武蔵小金井駅北口周辺での買い物や飲食がより楽しく快適にできるようにしてほしい。

手軽に集って活動する施設が少ない。運動やミーティング、グループでの味噌造りなど多様に活動できる場が限られているため、人気のある施設は中々希望の日時が取れない。

役人の給料が高くて福祉がショボい。

街路灯を増やし欲しい。公園の遊具を綺麗に塗り直して欲しい。

集会所にも鍵盤楽器を備えて欲しい

誰もが住みたいと思えるような街になる事へ向けた新鮮且つ希望ある提言

福利厚生の近隣市との協業

坂下から坂上に上がるエレベーターかエスカレーターが駅付近だけでも良いからあるといい。

人口もどんどん減少していく中で道路計画ガ東京都で進められていますが道路整備は市民の意見を聞いてほしいです。

行政は市民の声を救い上げる努力が必要。　特に若い方は仕事にも育児にも忙しく要望があっても出せないと思う。　

公園、遊歩道の樹木・雑草の管理と鳩・カラス・はちの巣の除去

農家の立派な屋敷林も市で残すようにしてもらいたい。

図書館の充実

基本的に歩きタバコは全面禁止にしてほしい。子供の通学時間帯でも歩きタバコをしている人がいて危ない。
地蔵通りなど狭い通りは、交通量を抑えるために、一方通行にしてほしい。

保育園問題、企業誘致

連雀通りや、農工大通りの整備。道が狭いのに交通量が多く、子供達が危険。朝、夕の通学の時間帯に警察に見回りをお願いしたい。

書店が小金井市の中で少ないというか、東小金井駅周辺にはない。

要望ではないですが、駅の北口周辺が空き店舗が増えてきて、汚いです。

緑を大切にして欲しい。図書館などの文化施設の充実。

市役所前に、不正な駐輪防止で、簡易型のロープを張っているがポールが倒れていたりで、大変見苦しい。
（屋根付き駐輪部分で昼間停める台数は充分では？ キリがないから足りるとしたい。ポールはきっと苦肉の策であり、責められるものではないが、センス悪い。最初は夜に警備員が立っていたので経費かかると
驚いたがすぐ居なくなったのでよかった）
市の顔である「市役所玄関」がこの有り様では恥ずかしい。それが平気な市役所職員の資質が疑われる。

市民が交流する、活気ある街であってほしい。

個人商店が減り、何処にでもある街になった

飲食店が少ない

良好な住環境のためにミニ開発や高さ制限をかけておいた方がよいのでは。

武蔵小金井駅北口の西友跡地の再開発を早く実施してもらいたい

東町1丁目の住宅街について、道が狭すぎるため車は一方通行にしてほしい。

駅前に原付バイクの駐車場を設置して欲しい

暮らしやすい街づくりをして欲しい。

お金がないを理由に、福祉や教育の費用を削らないでほしい。無駄遣いをいっぱいしているのではないですか。

いつも心地よく過ごさせていただいております。ありがとうございます。

通行に支障をきたしている中央線北側の小金井街道東側の歩道狭隘部の早期拡幅。
人通りの多い小金井街道西側歩道に面した屋外喫煙所の撤去。



喫煙禁止区域を小金井市全域にして、取締りを強化してください。

自転車運転者への交通ルールの徹底と、歩道を走る危険な自転車の取り締まり強化

東小金井周辺の期日前投票所が短期間であり、使い勝手が悪い。投票率を上げたいなら市内全体で期日前投票所をもっと充実させてほしい。
小金井公園の体育館など施設の老朽化が激しいからきれいにしてほしい。
ジブリ美術館分館など、小金井にもジブリを活かした施設が欲しい。

中央線の南北を越えた交通の利便性、特にはけの南にはなかなか行きづらい。
本町住宅囲いの用水の復活、仙川への水流の復活

公園・大学・試験場など敷地の広い施設が多く、通り抜けがしにくい。人や一般車両への開放。
住宅も新たな宅地整備時に袋小路にならないような開発

いつも心地よく過ごさせていただいております。ありがとうございます。

B型継続支援事業の施設をもっと充実して欲しい。障害者のことをもっと大切にして欲しいです。

ハケから武蔵野公園に至る環境は、市外の人も羨ましいと言ってくれる貴重な財産です。無くさないで欲しいので、市にも頑張って欲しい。また、市民からも東京都に要望できる機会があればいいなと思います。

何も決められない行政から早く脱してこの市の特色である自然美、都心からのアクセスの良さを守り続けてほしい。

東京行きの始発を7時台に3本は欲しいです。

吉祥寺の取り組みのように、店舗を間借りして、飲みエリア、カフェエリア、雑貨エリアなど、魅力的なお店の誘致を応援してほしいです。

災害時に、夏に電気が止まると熱中症で命にかかわります。
イトーヨーカドーの太陽光発電を利用した施設への避難、水対策など、本気で有事に命が助かるよう対策を講じて欲しいです。
もしくは市のテコ入れで大きな倉庫をつくり、有料の災害会員を募集して、大容量ポータブル電源の貸し出し、長期保存水など被災用のグッズの備蓄して、有事に利用できるような備えはいかがでしょうか。

市役所は一か所でなく、北出張所、東出張所等検討すべし

町会や老人会等、多くの組織がありますが、特に暮していく不便はありません。組織維持の為に運営しているように思います。

地下送電の推進により電柱を無くす

駅付近に地下に行かなくてもいい駐輪場が欲しいです。

南北道路の渋滞

東小金井駅の開発をもっとやってもらいたい、商業施設など

学芸大学東側の小金井（新）街道の植込みに捨てられるゴミ。ドライバーによるものと思われますが、歩道寄りに支柱を設け駐停車できないようにしたら！

高齢者は運動が何より大切と思われる。誰でも参加出来る様に、補助等考えて欲しい。駅前に観光案内等欲しい。

①高齢者の楽しみ（地域の集いや文化的公演、講演）を増やしてほしい②ちょっとした（電球の交換とか雨戸が動かない、鍵が開かない）トラブルに即対応できるサービス

道路整備が最大の課題です。

道が暗い所がある。（夜道）

市政の動きがまったく見えない。コロナ対策はどうなっているのか。予算は計上したとのことであるが、具体策が示されていない。市庁舎建設に対しても取組がまったくわからない。

公共の入浴施設が無い。家の建て替えなど入浴できないとき利用したい。来客とゆっくりくつろげるところとしても。

緑は多いので住みやすいが、活気はないです。

大学を活用すべき。図書館、体育館等を市民が使えるようにする。学生さんにITを習う。不用品を学生さんにあげる。米国では月一回教会からケータリングの昼食会があった。それを通じて、交流し、
ホームステイや食事の提供等し、お互いWINWINになると良い。学生と市民のコミュニティサイトを作り、出会いサイト／不用品あげます／教えて等に活用してはいかが？

誰もが安心して暮らせる市にしてほしい。特に健康面。コロナだけでなく、何の問題であっても近隣市と比べ、後手後手だ。

静かで住みやすい町だと思っているが、せめて駅前商店通りくらいは「シャッター通り」とならないように、地元の人が地元で買物しやすい環境であってほしい。

今のままの自然をこわさず、緑豊かな環境で静かに暮らしたい。

図書館の充実化

ごみ袋を安くしてください。

住民税が高い



とにかく選挙の時だけの公約やポピュリズムでなく、例えば新市庁舎の件等、賛成派も反対派も市民に判るように説明するべき。市長以下全議員は議会ではなく、市民に対して説明する仕事をして欲しい。

問７と問８を要望

コロナ対策では都から３密、マスク、手洗い、大声などなどメディアを通して言われておりますが、いつも行くスーパー（ソコラ）の生鮮売り場ではいつも大声です。時々、市の職員に現場を見回っていただき
たいくらい気になります。スーパーは子連れの方や病気の方も行く所ですので、どうぞご一考を！！

福祉にもう少しお金をかけてほしい

遊べる場所がほしい

市境地域の足の便の確保

歩道を自転車がかなりのスピードで走るのであぶない、自転車専用道路を可能な限り増やしてほしい

図書館等文化的なものが充実していない

今のままで充分です

新小金井街道トンネル抜けたガードの修理、交通不便

老後も小金井市で終わるまで過ごしたい。例えば小平市にある施設に入るのには毎月（１か月）３００００円多く支出しなくてはならない。

種々道路の整備をお願い致します。

当市でというより全国的にみて不公平がすぎる

近所にメタセコイアの大木があり倒れたらおそらく家が倒壊するし、危険である。枝を切ってほしい。又、生垣が道路へ１Mほどはみ出て、車のすれちがいも困難。直接言えば角が立つし、なんとかしてほしいけど…

これ以上緑を失くすことはして欲しくないです

市議の住所が不明。事務所だけあり、家族は住んでいない人がいる。本当に家族と一緒に住んでいるのか。フザケルナ

緑は小金井市の財産ですから、老木の伐採は慎重にお願いしたいです。

今の市長では発展性無い。青年会議所ががんばっても無理と思う。

財政状況を良くしないことには何も期待できません。市民税は他市に比べて高めだと思います。財源を有効に使ってください。高齢者サービスもですが、子どもの学校・保育園や幼稚園への補助も少ないと
思います。小学校で修学旅行がないのは近隣で小金井だけです。学校・図書館はボロボロ、小さい子のための遊び場も少なく、保育園が遠くの小さい公園まで出かけています。武蔵野市の図書館を利用すると格差に愕然とします。

リサイクルセンターの復活を熱望。捨てるしかない状況の改善。使える物は使い切る。

市は収入が多い（税収）と言われているが、支出を減らす策、努力が無い。問７同等の実行を青年会議所で市へ提出し、行動を起こしてほしい

パチンコ店よりも生活に必要な商店が優先されるべき。高価な住まいよりも、住みよい住まいを。

信号を、横断歩道なども、もっと設置すべきところに設置してほしい。

宿泊施設（ホテル）、充実した医療施設（総合病院）がなんとなく足りない

調布や府中のように市で行う文化的な生涯学習のような講座がシルバーぐらいしかなくて、残念に思います。駅前ホールの1階や地下で行ってはいかがでしょうか。

禁煙区域をもう少し広くなればと思います。昔からみれば広くなっています。出来れば東京駅周辺の様に全面NOがのぞましいです。

緑だけは残してほしい。（生存枝）年齢とともに強くなっている。

西友の撤去による北側再開発と商店街の再構築。駅前に桜を植える。昔は緑、桜多き街が税収の為のタワーマンション誘致等で田舎者達（市長以下）か想像する無意味な都市化による、緑化の後退。
＝緑多き街への転換希望。都の養護学校屋上の強風時の騒音。道路上の止まれ等の表記再塗装。（消えていて危険）

運動公園や参加型文化施設の増強。運動が出来る施設、プール等が少なすぎる。市内で楽しめる施設が少なすぎる。ほとんど皆無。図書館では人気本がいつまでも借りられないので、
そういう本は複数入れてほしいし、そもそも図書館の規模も数も少なすぎる。

市道３－４－１１号早急に着工すべきだ。都心から車でアクセスが無く、中心部に入る市内住民が困る。デタラメ市長の意見無視して着工すべきだ。小金井発展の為だ。

坂下を通るココバスの本数を増やしてほしい

東小金井駅に市役所分室を作ってください。梶野町3丁目に住んでいる者です。市役所は遠いです。不便です。

特養施設の市内設置増

武蔵小金井駅北口の旧店舗を放置しているのはもったいない。利権があるのかもしれないが市の発展のために活用してほしい。


