
ひとをつなぐ まちをつくる

小金井市議会議員 村山ひでき 市政レポート 2021年2月24日

コロナ危機から市民生活を
“守り支える小金井市”を創るために

これまでも国や都のコロナ対策から対象外になってしまった方々にこそ市のフォローが必要だと主張し、市内事
業者や市民生活を守る支援策を実現させてきました。これからも市が打つべき対策は迷わず実施すべきであり、
ワクチン接種のスムーズな準備、医療・介護・保育・物流などに従事するエッセンシャルワーカーへのフォロー、
経済的なダメージが深刻なのに支援が届いていない業種への市独自支援策の実施を求めます。
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新しくできた武蔵小金井シティクロス広場の活用や防災対策、北口まちづくりと無電柱化の推進、武蔵小金井駅
からの始発便の増加要望、新庁舎建設後の市役所本庁舎跡地利用の方針を固めます。

３　  武蔵小金井駅前周辺の整備とまちづくり

４　   市民が望まない都市計画道路は作らせない！

６　  健康長寿！住み続けたいまち小金井

７　  名勝  小金井（サクラ）の復活を

はけと野川の自然を分断し壊してしまう都市計画道路3・4・1号線と3・4・11号線の見直しを求めています。
４　  市民が望まない都市計画道路は作らせない！

子育て環境日本一を掲げてきた西岡市政で保育施設は拡充しましたが、更なる環境整備のため保育施設職員への
期末援助経費の値上げ、保育施設として有償で貸し付けた土地に対する固定資産税・都市計画税の減免の実施を
求めます。

５　  子どもが元気なまちが発展！住みたいまち小金井５　  子どもが元気なまちが発展！住みたいまち小金井

空き家等を利用したグループホームの開設、圏域外施設も含めた特養ホームの増設が
必要です。また、防災無線が聞こえづらい高齢者世帯等に戸別受信機を無償貸与する
よう提案しています。

６　  健康長寿！住み続けたいまち小金井６　  健康長寿！住み続けたいまち小金井

2024年に国の名勝指定となって100周年を迎える小金井桜。小金井市の歴史的文化遺
産であり観光資源となり得る「名勝 小金井（サクラ）」を、かつて小金井千本桜と謳われ
た姿に復活させ次代へ適切に継承させます。

７　  名勝  小金井（サクラ）の復活を

小金井に残った最大の未解決問題が、30年近く議論が続く新庁舎建設問題
です。コロナ禍だからといって年間2億2,000万円もの大金（１日約60万円）
を第2庁舎の賃借料に払っている状況を放置し、実施設計段階まで進んだ
建設計画を止めることは問題の先送りでしかありません。（仮称）新福祉会館は
2023（令和5）年7月、新庁舎は2024（令和 6）年8月の竣工を目指します。

２　  新庁舎・（仮称）新福祉会館の建設を止めるな！

村山ひでき村山ひでき

―ひとをつなぐ まちをつくる小金井プラン2021――ひとをつなぐ まちをつくる小金井プラン2021―

小金井市議会議員

名勝小金井桜

完成イメージ図

小金井を守る支援策の充実と着実な実行！小金井を守る支援策の充実と着実な実行！コロナ対策 コロナ対策 

２　  新庁舎・（仮称）新福祉会館の建設を止めるな！

３　  武蔵小金井駅前周辺の整備とまちづくり

４　  市民が望まない都市計画道路は作らせない！

７　  名勝  小金井（サクラ）の復活を
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❶����年��月�日の市政��周年を迎える前に市民協働提案事業の拡
大を。❷市内の大型商業施設での期日前投票所の設置や高校生、大学
生の選挙関連事務への参加検討を。

小金井は大学など教育施設が多い文教都市。多くの教育機関と包括連
携協定を締結しているが地域イベン等トへの学生参加、防災面での関
係強化、大学図書館や体育施設の市民利用を提案。

❶名勝小金井桜の復活事業について小金井橋～新小金井橋間は����年
度より� 年間で整備すべく都と協議中であると確認。❷学校給食メニュ
ーでの地場野菜の拡充と食育コーディネータの積極的な活用を要望。

復帰早々に常任委員会の一つであり、都市計画道路やリサイクル事業所と
いった市民の関心の高いテーマを取り扱う建設環境委員会の委員長となり
ました。9月には決算特別委員会の委員長にも選出され、決算審査の質疑
をしていた深夜議会の最中に当時所属していた民進党が解党したとの
ニュースが飛び込んできました。突然の知らせに驚きましたが、これまで
も国政政党の争いを小金井市政に持ちこむことに強く違和感を感じていま
したので、市議会議員として小金井を第一に考えるならば政党に必ずしも
所属する必要はないと判断し無所属で活動することを決断しました。

第2回定例会で新庁舎及び（仮称）新福祉会館建設の基本設計関連予算が
上程されましたが、多くの議員・会派が発注方式の見直しを要望。議会が
求めた発注方式の見直しと建設スケジュールの延伸を西岡市長が受け入れ、
さらに7項目の付帯決議をつけて可決となりました。その後、第3回定例
会中に6会派12人の議員が市長に4点を考慮した新たな施設配置の検討案
を作成することを求める申し入れを行い、村山ひできは膠着状態を打破
するために比較検証する補正予算の議決が必要と主張。11月5日の全員協
議会で比較検討の結果が示された結果、2021年現在の建設案が進行して
います。

年表 テーマ 村山ひできの主張した主な内容

年表 テーマ 村山ひできの主張した主な内容

３月

❶ 武蔵小金井北口再開発の今後
❷ ごみ収集の改善

❶ 都市計画道路について
❷ 「名勝 小金井桜」復活…その後

❶ 魅力ある公園整備のために
❷ 「キンヒバリの里」について

❶ 西岡市政の成果と課題
❷ 水道法の改正の影響は

６月

９月

��月

2017~2020年の直近４年間の議会活動を振り返って…

ごみ減量キャンペーンで水切りネットと啓発ティッシュ
を配布。����年�月から可燃ごみ処理施設である浅川
清流保護組合が本格稼働となっています。

西岡市長が提案した副市長人事が否決されるなど市長
選挙を意識した議会の動きが活発になった����年。
庁舎建設問題は紆余曲折がありながらも着本設計に着
手することになりました。

建設環境委員会の委員長に就任！民進党が解党し無所属へ2017年

2018年

❶ 「名勝 小金井桜」を復活へ
❷ 「食育」の積極的な展開を

❶ 市制��周年の取組状況の確認
❷ 投票率アップ施策の拡充

教育関係機関との連携強化で
小金井の発展を目指そう

６月

９月

��月

❶北口再開発準備組合が解散したが、市は商店街通りの路面補修や無
電柱化を推進せよ。❷燃やすごみ・生ごみ収集の終了時間が午後の遅
い時間になってしまっているので改善を。

❶公園内の健康器具を使った健康促進策、焚火などの禁止事項の解除
の検討を提案。❷ナショナル・トラスト運動で土地購入が求められて
いるキンヒバリの里への対応を。

❶西岡市政の成果の確認と今後の課題の整理。❷水道事業の民営化は
海外で失敗例が多く、むしろ「再公営化」が世界の潮流。法改正があ
ろうとも公営化で行くという考え方を明確にすべき。

❶都市計画道路�・�・��号線に関する市民説明会は、意見交換会を
成立させてから開催すべき。❷小金井橋～新小金井橋間で����年�月
に��本、����年度中に��本を植樹予定であると確認。

村山ひできは����年に初当選してから通算� 期�� 年間、市議会議員を務めてきました。
���� 年に落選し地元のジェイコムで勤務した後、再び市政に復帰した ���� 年からの議会活動です。

新庁舎建設の基本設計予算が可決されるも議会からの要求で混乱

建設環境委員会の委員長に就任！民進党が解党し無所属へ

新庁舎建設の基本設計予算が可決されるも議会からの要求で混乱
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村山ひできの一般質問

村山ひできの一般質問

2017~2020年の直近４年間の議会活動を振り返って…



5月15日に、総務企画委員会の委員長に選出された後、総務企画委員会と
して所管しなくてはならない事件が多発。第2回定例会では移動支援事業
で市の過払いが判明し債権放棄する議案が紛糾。また、第3回定例会では
市職員による不適切な会計処理問題のため決算審査が採決に至らず第4回
定例会まで継続審査となる異常事態に。12月に執行される市長選挙のため
前倒し開会となった第4回定例会では現職議員の市長選出馬による新しい
議会人事が混乱することがないよう他会派議員と調整し、決算審査の日程
を捻出。少しでも審査時間を生み出すよう自分自身の一般質問は見送りま
した。

コロナ禍により審議日程を大幅に変更した第1回定例会。緊急事態宣言の発
出後も市内の声を集め、小金井市独自の支援策を模索し、コロナ危機に対す
る要望書を2回にわたり市へ提出。後に実現した主な要望は以下の通りです。

年表 テーマ 村山ひできの主張した主な内容

６月
❶国の登録有形文化財になった旧中村研一邸の主屋や茶室（花侵庵）な
ど貴重な歴史・文化遺産を保存し活用する施策を提案。❷キンヒバリ
の里について所有者の意思を確認し寄付を受け取る方法を模索。

９月
第�地区再開発から��年。�個の植栽ブロックのあり方、ネーミング
ライツのインセンティブ付与を提案。第�地区のテナントの入居予定、
広場利用などを確認。北口まちづくりに対し市の適切な支援を要請。

年表 テーマ 村山ひできの主張した主な内容

２月

６月
休止できる事業やイベントの財源をコロナ対策に振り分け、土日祝日
も含めた臨機応変な勤務体制を提案。市として国や都の支援策の対象
外となった従業員、個人事業主、学生への支援もすべきだと主張。

９月
❶避難所施設の確保や人員体制について確認。❷東町の市民から苦情
が出ている無責任な餌やりによるハト被害対策と、多頭飼い等の劣悪
な環境で営業しているペットショップへの指導を要望。

��月
❶SOCOLA広場の管理、北口まちづくりの現状、武蔵小金井駅からの
始発便の増加要望など確認。❷�・�・�号線、�・�・��号線について、
東京都へ環境調査中止を表明することを要望。

❶業務ミスが頻発した����年の小金井市。危機管理とリスク管理の
観点から再発防止策を検証し改善策を提案。❷食品ロス削減（特にフ
ードドライブ事業）とリサイクル事業所の継続を要望。

２月 ❶����年度から����年度の � か年計画「食育推進計画」で目指した
取り組み指標の達成状況を確認。❷無電柱化推進計画の進捗状況と変
圧器などを収納する地上機器のラッピング装飾などを提案。

村山ひできの一般質問

常に政治活動をともにしてきた西岡市長を支え激戦の
市長選に勝利！予想以上の票差で再選となりました。
更なる課題の解決・前進が期待されます。

� 月�日の本会議で、市の事業継続支援給付金（�� 万円）
について賃料を払っていない自己所有物件等で営業す
る事業者でも受給可能とするよう議会で最初に主張し、
� 月 ��日の臨時会で実現させました。

2019年

2020年

後半期では総務企画委員会の委員長に…西岡市長が再選２期目後半期では総務企画委員会の委員長に…西岡市長が再選２期目

❶ 食育「Koganei-Style」の地域展開
❷ 無電柱化推進計画について

❶  歴史と文化を活用したまちづくり
❷ キンヒバリの里について

武蔵小金井駅南口と北口の再開発
事業を問う

❶ 庁内リスクマネジメントについて
❷ ごみ減量施策について

❶ コロナ禍における災害対策
❷迷惑なエサやり禁止条例の制定を

❶ 武蔵小金井駅周辺の整備
❷ 都市計画道路への対応

新型コロナ危機が発生！ 市独自の支援策の迅速な実施を求める新型コロナ危機が発生！ 市独自の支援策の迅速な実施を求める
��万円の
受給条件

    緩和を議会で
    最初に主張！

★新型コロナウイルス感染症に関する問合せに対応できるコールセンターの開設
★行政書士会の皆様の協力による持続化給付金等の WEB 申請サポート相談会の実施
★福祉事業者へ �� 万円の補助と職員ひとり���� 円のギフトカード贈呈
★ICT 技術を活用し教育を継続させるため児童・生徒ひとり１台のパソコン配備
★医師会の皆様の協力で市民が利用できる発熱外来・PCR センターを設置
★各学校の給食調理室へ移動式スポットエアコンを設置…等々
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村山ひできの一般質問

コロナ危機と戦い市民生活を守る
小金井市を



@Murayama_Hideki 村山 ひでき
twitter facebook

市政レポート発行カンパのお願い

※後日、領収書を郵送させていただきますので、お振込み後、上記連絡先にお名前、ご住所をお知らせください。
※外国籍の方、未成年の方からのご寄附はお受けしておりません。

■ 銀  行  口  座  ｜三菱UFJ銀行 小金井支店（店番���） 普通 ������� 村山ひでき後援会
■ 郵  便  口  座  ｜�����-�-������ 村山ひでき後援会

※武蔵小金井駅南口より徒歩�分

●

●

●

● ●

●

連雀通り連雀通り

農工大通り農工大通り

南口

交番

イトーヨーカドー

ココカラファイン
●ファミリーマート

シャトー
小金井

セブンイレブン

前原坂上交差点

小金井
フラワーホール

JR 武蔵小金井駅村山ひでき事務所
小
金
井
街
道

●村山ひでき事務所
公式SNS 日々の活動を報告してます！

〒���-���� 東京都小金井市本町�-��-��
 TEL   ���-���-����　FAX   ���-���-����
 Eメール   hideki@murayama.tv
 WEBサイト  http://www.murayama.tv

公式 HPは
こちら▼

村山ひできのプロフィールと主な地域活動

もう��年以上、
阿波おどり大会
の事務局として実
行委員会を運営。
当日の開会式・
交通規制・警備
も担当。

薬物乱用はダメ。
ゼッタイ。
科学の祭典では
ブース出展して
子ども達に薬物
乱 用 の 怖 さ を
啓発。

はけと野川の自
然を守り湧水が
流れるキンヒバ
リの里を保存し
よう！市民による
ナショナルトラ
スト運動を応援。

消防署と折衝し申
請書を提出したら
臨時バスと警備員
の手配。雨天時は
小金井公園から会
場変更となるので
毎年ギリギリまで天
気予報をチェック。

おお明治♪その
名ぞ我らが母校
♬小金井地域支
部では紫紺の旗
に集うメンバー
を募集中！入会
希望は下記まで
ご連絡を！！

毎 週 土 曜 日 の
早朝�：��に商工
会 館 で 開 催 さ
れる倫理法人会
モーニングセミ
ナーで久しぶり
の会員スピーチ。

コロナ禍の影響で
献 血 者 が 減 少 し
深刻な状況です。
約��分でできる命
を救う愛のボラン
ティアに是非ご協
力ください！

かつて小金井千
本桜と謳われた
江戸の名所の復
活を目指し、スタ
ンプラリーや落
葉回収作戦を企
画し小金井桜の
価値をアピール。

����年に入会し
たばかりですが
伝統ある奉仕団
体の一員になり
ました。年末恒
例のカレンダー
配布の会場で。

�月に学芸大学
で開催するトラ
イアスロンから
バイク（自転車）
競技を除いた泳
いで走るアクアス
ロン大会には���
人以上が参加。

��歳で入会して
修練・奉仕・友情
の日 ！々専務理事
を�回も務めてか
ら��歳で卒業し
シニアクラブへ。
JC人生はまだまだ
続くよどこまでも。

野川や玉川上水
の清掃美化活動、
交通安全自転車
講習会、市民活
動まつり出展を
通じて明るい社
会を目指してい
ます。

小金井薪能
理事・警備委員長

小金井市献血推進協議会
事務局長

小金井市トライアスロン連合
事務局長

小金井阿波おどり振興協議会
専務理事

小金井薪能
理事・警備委員長

小金井市献血推進協議会
事務局長

小金井市トライアスロン連合
事務局長

子ども達を薬害から守る
実行委員会 事務局 

明治大学校友会
小金井地域支部 幹事

名勝 小金井桜の会 
会員

小金井青年会議所
シニアクラブ 会員

はけの自然を大切にする会
会員

小金井市倫理法人会
幹事

東京小金井ロータリークラブ
会員

小金井明るい社会づくりの会
常任幹事

子ども達を薬害から守る
実行委員会 事務局 

明治大学校友会
小金井地域支部 幹事

名勝 小金井桜の会
会員

小金井青年会議所
シニアクラブ 会員

はけの自然を大切にする会
会員

小金井市倫理法人会
幹事

東京小金井ロータリークラブ
会員

小金井明るい社会づくりの会
常任幹事

小金井阿波おどり振興協議会
専務理事

コロナ感染防止のため
３月以降でオープン予定

村山ひできのプロフィールと主な地域活動
■ １９７１年　川端康成「雪国」の舞台である新潟県湯沢町に生まれる
■ １９９０年　長岡高校を卒業し代々木ゼミナール世田谷寮で１年間の浪人生活
■ １９９５年　ディベートと国際ボランティアに熱中した明治大学を卒業
■ １９９５年　衆議院議員（岩國哲人・城島正光）の私設・公設秘書として活動
■ ２００５年　小金井市議会議員選挙に初当選（２００９年　再選）
■ ２０１３年　市議会議員選挙に落選し㈱ジェイコム東京（小金井市梶野町）に入社
■ ２０１６年　市議会への復帰を決意しジェイコムを退社
■ ２０１７年　小金井市議会議員選挙に当選し再び小金井市議会へ
　　　　　　   民進党の解党とともに無所属の市議会議員に。
                             現在、総務企画委員会の委員長を務める

※現在、コロナ禍のため活動縮小・自粛中の団体もあります。予めご了承ください。
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