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編集･発行 市民自治こがねい 

184-0012 小金井市中町 4-17-11-1F 

Tel 042-316-1511 Fax 042-380-8271 

可知めぐみ 

漢人明子さんが初当選したと

き、「政治好きの年上のおじさん

たち」だけに漢人さんの活動を任

せてはいけないと思った。だか

ら、半分は義務感で私は運営委員

になったというわけだ。運営委員

会では、「議案検討会」や当時ス

タートした介護保険の勉強会な

どもあり、慣れない用語の連続に

つらい時間もあった。でも、これ

も意地で８年続ければ、だいたい

はわかるようになる。その後、私

は自分がやりたい活動に軸足を

移させてもらったが、あの経験は

私の中で生き続けている気がす

る。市民自治こがねいは、「大人

の学校」だった。 

山内美穂 

子育て仲間の片山さんが市議

選に立候補したことがきっかけ

で『市民自治こがねい』と出会

った。「政治」のことには疎いな

がらも、わたしは身の回りで起

こっていることを「知りたい」

し「なんとかしたい」欲が旺盛

で自分の物足りなさにモヤモヤ

していた。だからこそ『市民自

治こがねい』で出会う人々の多

様性や、ゆるくつながれる関係

性に地域社会とのつながりを感

じ、うれしかった。あれから 8

年。どれだけの選挙を体験して

きたことだろう。ほんとうにた

くさんのことを学ばせてもらっ

たと思う。 

市民自治こがねい２０周年イベント 第１弾 

12/17（土） 開場 17:15 

会場：前原暫定集会施設（042−387−9810） 

◆第１部 17:30～19:00 

  まちを育てる、いのちを守る 

   ～市民自治・予防接種・放射能～ 

お話し：山田 真さん（小児科医） 

    参加費：500円 

◆第２部 19:30～21:00 

  小金井市議選は 3/26 

  さあ、がんばろう！スタートの会 

参加費：1000円（軽食付き） 
 

2017市議選キックオフ集会 

1/14（土）16:30開会 場所：小金井市商工会館 2F 

※３月の市議選にむけてスタートを切ります。ぜひご参加ください。 

 

沢口絹枝 

何がきっかけかといえば

「3.11」で、気がつけば運営

委員。ここはマイノリティで

魅力ある運営委員が多く、こ

れぞ小金井市民の力！だとい

つも感動する。以前の居住地

には市民による政治団体など

存在しなかったから。そして

何かにつけ黙っちゃいない市

民と市議がいる。このおもし

ろい人達にきっと私は引き寄

せられる運命？だったのか

も。沈黙はイエスと同じと気

がつかせてくれる仲間に感

謝。 

市民自治こがねいホームページ 

http://www.sijiko.com/ 

  

★会員になってください★ 

会費 １口=3000 円／年（できれば２口以上） 

・賛助会費 １口=１万円／年 

・ニュースカンパ １口=1000 円／年 

・郵便振替 00130-6-352041 

初めての 100％西岡予算に期待します 

〜2017年度の予算提言を提出〜 

１１月１０日、市民自治こがねい運営委

員会より西岡市長に 2017 年度予算提言を

提出しました。毎年、市民自治こがねい運

営委員会からは、市長に予算提言を提出し、

各課へのヒアリングを行なっています。 

昨年度は、西岡市長当選後の１月に 2016

年度予算提言を提出。この一年間の市長や

部局の答弁を検証すると、障がい者差別解

消条例の策定に着手、フードドライブの試

行、男女共同参画室担当を課長に格上げす

るなど提言に合致する答弁や事業実施がい

くつかありました。提言した効果がちょっ

ぴりでもあったのでは？ 

今年度の予算は、元々稲葉前市長が作っ

た予算でしたが、来年度は西岡市長が初め

から 100％作ることができる予算です。今

回は７５項目の予算提言を提出しました。 

  

市民参加を重視した西岡市政にするため

にも、小金井らしい自治基本条例や市民協

働条例といった、住民自治の基本となる条

例づくりに取りかかること。福祉会館や公

民館、市民協働支援センターといった市民

活動の基盤となる施設を含めた庁舎建設計

画を市民参加で早急に進めること。野川と

はけの自然を守る条例をつくり、自然や暮

らしを分断する道路計画には明確に反対す

ること、などを提言しています。 

市 民 自 治 こ が ね い ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.sijiko.com/）に 2017

年度予算提言全文を掲載していますので、

ぜひご覧になってください。 

片山かおる 

（市議会議員／市民自治こがねい共同代表） 

編集後記  漢人あきこさんの市議初当選とともにスタ

ートした「市民自治こがねい」は２０周年。「散歩だより」

も前身の「市民自治こがねいニュース」から９５号目とな

る。通常の発行部数は当初 2,000 部、現在は 3,000 部近く

まで拡大した。市政、議会やまちづくりのその時々のホッ

トなテーマをわかりやすく取り上げてきた。バックナンバ

ーをめくってみると、頻度が高いのは「庁舎問題」。タイ

トルには「迷走する・・・・」が頻繁に使われている。そ

して２０年越しで今も迷走している。「散歩だより」は、

これからも迷走せずに行きたいものである。（Ｊ） 

☆カエルハウスでの催し 
 

12/7（木）〜9（金）10:00〜16:00 

「スペース楽 2」作業所作品展示販売会 
 
※ステキな作品がたくさんです。ぜひ買いに
いらしてください。 

 

1/14（土）13:00〜17:00 1/15（日）10:00

〜17:00 

写真展「遺跡のイラン、内戦のソマリア、

観光の北朝鮮」（仮） 

市民自治こがねいと私 
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●小金井市議会、今昔 

坂井 ５年越しで制定された「議会基本条例」が

施行され、市議会主催初の「議会報告会」を１０

月２３日に開催しました。私は議員になってまだ

１年ですが、とてもいいタイミングで市議になっ

たと思っています。漢人さんが議員になった２０

年前、市議会はどんな感じでしたか。 

漢人 「傍聴人取締規則」があって未成年や外国

籍だと議長の許可が必要だったし、撮影・録音も

ダメ。委員会、協議会、会派代表者会議など非公

開の密室会議が頻繁に長々とあるなど市民が軽視

されている印象で、税金を使った議員野球大会な

ど議員特権的な慣習にも驚きました。 

坂井 今では会議はほとんど公開、録音・録画も

自由、インターネット中継もあり、陳情者が陳述

できたり、議会と市民との距離が縮まった感じが

しますね。 

片山 自由闊達な質疑が 

特徴の小金井市議会です 

けど、質疑の“質”が高 

いかというと疑問です。 

改選後の議会の研修課題 

にしたいです。基本条例 

で新設された政策検討会や議会報告会のあり方を

検討するなどして、これからも市民参加を具体的

に広げていく必要があると思います。 

●議会も市民参加で変わった 

坂井 議会基本条例もそうですが、基本条例の制

定過程に「市民参加」が取り入れられたのは、い

つ頃ですか？ 

漢人 それも２０年くらい前かな。当時は、４０

以上あった審議会や検討委員会などで市民公募枠

があったのは３つくらい。今は市民参加条例で市

民枠有りが基本になったからたくさんあるけど、

市民にとっても結構大変。 

片山 基本条例などの場合、「市民が参加した審議

会―市民のアクション―議員」がうまく連携して、

より良いものをつくってきた感じですね。 

漢人 情報公開条例の策定の審議会には開発事業

の非公開性に怒った市民 

が委員になったり、市民 

参加条例では広範な市民 

活動をしてきた市民が推 

進団体をつくってバック 

アップ。男女平等基本条 

例も長年の女性たちの取り組みを背景にバックラ

ッシュをかわしての制定。市民参加パワーがあっ

てこその議会での攻防、条例可決だったんです。

片山さんが積極的に関わっていた「子どもの権利

条例」もそうよね。 

片山 「子どもの権利条例」策定の経過は、市民

会議や陳情、部局との折衝など、多様な立場のお

となと子どもが、子どもの権利のために繋がった

貴重な機会でした。現在でも公民館子どもの人権

講座や『みんなの学校』企画に、「いかそう！子ど

もの権利条例」の会のメンバーが何人も関わって

います。 

 

●市民自治こがねいってなんだろう？ 

漢人 「市民自治こがねい」は議員を送り出すだ

けでなく、メンバーはそれぞれ多様な市民活動や

市民運動をしたり、審議会委員になったり、連携

し合いながら活動しているけど、坂井さんにとっ 

漢人あきこ（前市議会議員 1997～2013） 

片山かおる（市議会議員 2009～ ） 

坂井えつ子（市議会議員 2015～ ） て「市民自治こがねい」って、どんな感じですか。

坂井 拘束することなく 

ゆるやかにつながり、互 

いの存在を認めあえる人 

たちの集まり。活動は粘 

り強く、こだわりをもっ 

てしたたかに続けている 

と思います。イメージとしては、土くさい感じ

（笑）。 議員として活動する上でのバックボーン

だと思っています。でも、特にこの１年、「市民自

治こがねい」って直接の市議選以外にも積極的で

すよね。 

片山 この間の市長選・参院選・都知事選では市

民派の市議・区議、無所属や他政党の議員と連携

するつなぎ役になっていると思う。今後の都議選

や衆院選の中でも市民と野党との共闘の中で役割

は大きくなっていく気がする。 

漢人 地域のあり方や小金井市政も、都や国のか

たちや制度に大きく左右されるからね。 

それでは、最後に２０年目の新しいスタートに

向けひとことどうぞ。 

 

●新しいスタートに向けて 

坂井 市政を変えていくにあたって一番大きな力

があるのは市民だと思います。まだ市議１年生と

しての私は、市議会だけでなく市議としても「見

える化」に尽力していきたいです。 

片山 もっと多様な市民とつながりたいですね。

市民交流スペース「カエルハウス」を使った様々

な企画がその役割を果たしてくれると思います。 

漢人 小金井の市民参加パワーの歩みが未来を拓

く、という希望をもって前に！ 

来年３月は小金井市議選。「市民自治こがねい」

もパワーアップしていきましょう。 

「市民自治こがねい」とは 

この小金井が、ひとりひとりの人権が尊重され、誰もが生きいき暮らし続けられ

る町であってほしい、この小金井を自治が息づく町にしたい。そのために市民自

らが発言し、行動し、市政のあり方を変え、町づくりをすすめていこう ―そんな

共通の思いを持つ市民たちのあつまり。それが＜市民自治こがねい＞です。 

 

市政のうごき
市

長
社会のうごき

1994 賃貸庁舎使用開始。迷走の始まり

1996 12 市議選に向けて市民派候補擁立のよびかけ

1997 1 漢人あきこ立候補決意

「市民自治こがねいニュース」発刊

3 市議選　漢人あきこ初当選

 (1012票、定数25名中16位）

5 「市民自治こがねい」正式スタート

1998 情報公開条例 制定

1999 稲葉市政はじまる 石原都政はじまる

2000 介護保険制度はじまる

NPO法成立

2001 3 市議選　漢人あきこ２期目当選（最下位でのヒヤヒヤ） アフガン空爆

7 「市民自治こがねいニュース」⇒「散歩だより」（現在95号）

2003 市長選　土肥英生応援(落選） イラク戦争

6 男女平等基本条例・市民参加条例 制定

"一日だけのCafeぼちぼち" はじまる。

その後１０年にわたり開催

2004 稲葉市長辞職⇒選挙再当選

2005 市議選　漢人あきこ３期目当選（グーンと票伸ばす） 郵政選挙

2006 武蔵小金井駅南口再開発着工 ⇒自民党圧勝

2007 二枚橋焼却場閉鎖

2008 東小金井駅北口区画整理着工

2009 子どもの権利条例 制定 民主党政権

常設型住民投票制度 導入

3 市議選　片山かおる初当選

　漢人あきこ４期目当選

（二人で3159票獲得）

市民交流スペース カエルハウス スタート

2011 武蔵小金井駅南口再開発第１地区完了 東日本大震災

4 市長選　応援した佐藤和雄当選⇒７か月で辞職

佐

藤

12 ⇒稲葉市長復活

2012 都知事選

総選挙・自民党大勝

2013 3 市議選　片山かおる２期目当選　坂井えつ子初挑戦惜敗 ⇒第２次安倍政権

新庁舎はジャノメ跡地に、を答申

2014 都知事選

2015 浅川清流環境組合 発足 安保法制可決

12 市長選　白井とおる応援(落選）　西岡市長誕生

市議補選　坂井えつ子初当選

        （7684票）

2016 議会基本条例 制定 小池都政はじまる

はけをこわす道路計画に反対する住民運動が高まる

稲

葉

稲

葉

大

久

保

西

岡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


