
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 か ん ど        ２００９．４/２０ 発行 

漢人あきこの 

市議会れぽーと  ＮＯ.１０４ 
   
● 市民自治こがねい 小金井市本町2-19-36 Tel/Fax 042-387-3787 
● 小金井市議会 みどり・市民ネット  本町6-6-3  Tel.042-383-1111 

小金井市議会議員選挙 

   開票結果 2009.3.29   
氏 名    年齢など    所 属  得票  

1 渡辺大三    42 現⑤ 無所属 3,561.40 
2 村山ひでき    37 現② 民主党 2,081 
3 森戸よう子    52 現⑥ 日本共産党 1,928 
4 田頭ゆう子    55 新① 生活者ネット 1,839 
5 鈴木しげお    49 新① 民主党 1,820 
6 宮崎晴光    63 現② 民主党 1,765 

7 片山かおる  42 新① 無所属    1,755 
8 青木ひかる    45 現⑥ 市民の党 1,646 
9 斉藤やすお    53 現④ 無所属 1,569 
10 つゆぐちてつじ  56 現③ 自由民主党 1,559 

11 武井正明    58 元⑦ 社会民主党 1,539 
12 小林まさき    35 新① 公明党 1,534 
13 渡辺ふき子    52 新① 公明党 1,521.60 
14 遠藤ゆりこ    57 現③ 自由民主党 1,514 
15 篠原ひろし    63 現⑦ 無所属 1,493 
16 板倉真也    50 現⑤ 日本共産党 1,486 

17 紀 ゆき子    55 現② 公明党 1,450 

18 漢人あきこ  48 現④ 無所属    1,404 
19 宮下まこと    50 現② 公明党 1,375 

20 中山かつみ    43 新① 自由民主党 1,358 
21 関根ゆうじ    51 現③ 日本共産党 1,270 
22 中根みえ    70 現⑤ 自由民主党 1,209 
23 水上ひろし    48 現② 日本共産党 1,148 
24 のみやま修吉   54 現⑤ 市民の党  987 
-------------------------------------------- 
25 五十嵐京子     58 現   無所属  950 

26 いとう隆文    68 現   無所属  913 
27 高木まさと    50 現   無所属  896 
28 横山まさひろ    65 元   無所属  664 

 

●●● 議会の予定●●● 
５月の早い時期 
(４/１６開催予定が異例の延期に) 

 ごみ問題の全員協議会 
６/４(木)～   第２回定例議会 

 
 

議員の仕事は選挙で掲げた公約の実現をめざす

こと。でも実現の難しい課題がたくさんあります。

ところが、今回はこれまで難しかった大きな課題

をめぐって、議会構成がガラリと変わりました。 
ひとつは「ごみ問題」。非焼却を基本とする議員

が８人に。市内はもちろん各地の市民や専門家の

協力も得て、このチャンスを活かします。 
もうひとつは「大型開発の見直し」。駅前庁舎と

セットの武蔵小金井駅南口再開発第２地区に反対

や再検討を公約した議員が１４人も当選。新しい市

民参加条例に基づいて、市役所建設場所を選ぶ住

民投票の再度の動きもあるようです。時代遅れの

超高層ビル街計画、ここでストップさせましょう。 
一方、少数派の人権にかかわることなど、ひとり

でも着実に取り組んできました。教育や社会保障

との連携や制度化へと、さらにすすめていきます。 
 
なによりも環境優先 

自治体からの平和アクション 
ささえあいのまちに 

 

 

市民自治こがねい推薦 

漢人・片山 
２人当選です！ 



http://kando.cc ホームページは毎週更新、メールニュースも発行しています。 古紙 100％再生紙使用 
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小金井市議会では会派というグル

ープが議会運営の基本になります。

今回は、前期の「みどりの風」の枠

組みに片山さんが加わり、６人で「み

どり・市民ネット」をつくりました。  
◆会派メンバー◆ 
青木（幹事長） 漢人（副幹事長） 
片山 田頭 野見山 渡辺大 

    
 

新しい議会の人事を決めました。 
 

議 長 宮崎晴光 
副議長 野見山のぶよし  
監 査 篠原ひろし 
 

厚生文教委員会 
 ◎宮下 ○水上 中山 渡辺ふ   

片山 森戸 野見山 鈴木  
建設環境委員会 
 ◎遠藤 ○関根 漢人 露口 
  紀 武井 斎藤 田頭 
  
総務企画委員会 
 ◎青木 ○村山 小林 中根 
  板倉 宮崎 篠原 渡辺大  
議会運営委員会 
 ◎板倉 ○中山 漢人 露口 
宮下 武井 篠原 田頭  

ごみ処理施設建設等調査特別委員会 
◎露口 ○森戸 遠藤 渡辺ふ  
 片山 紀 板倉 野見山 村山 
 武井 篠原 斎藤 渡辺大 
 
＊６月議会で「駅周辺整備」「行財政 
改革」「市庁舎」の特別委員会も設 
置の予定です。 

 

 

 
 

１９６０年生れ 

１９９７年より 

市議会議員 

緑町在住 

市民自治こがねい共同代表 

「みどり三多摩」「みどりの未来」 

運営委員 

 

「みどりの風」を 
パワーアップ！ 

第３回臨時議会 4/16 

「みどり・市民ネット」 会派結成の申し合わせ 
    
今回（２００９年３月）の市議会議員選挙の結果は、与党系候補の後

退や新人候補の全員当選など、市政の変化を求める市民の思いが市議会

の構成を大きく変えることとなりました。 

私たちは、議会運営でこれまで築かれてきた民主的運営をさらに発展

させ、行政への監視と市民の立場に立った政策提言という市議会本来の

機能を強化するために、そして、そのような議会のあり方を創っていく

ことに責任を持つために、会派「みどり・市民ネット」を結成します。 

もとより、構成員それぞれは所属政党もあれば、無所属もあり、当然、

それぞれが独自に培ってきた考えや意見の相違はあります。私たちはお

互いに自立性や自主性を尊重し、それぞれの個性の輝きを保ちながら、

調和をはかり、市民のために力を合わせていきます。私たちは従来の発

想の枠にとらわれない新しい発想による会派のあり方を追求します。 

◇ 基本姿勢 ◇ 

 私たちは市民参加と情報公開による市民本位の市政の実現のために市

民にわかりやすく開かれた議会をめざし、地方分権時代にふさわしい意

思決定機関、チェック機関としての議会の活性化を進めます。 

私たちは協力、協働して目的達成のために行動します。 

私たちは自らの行動・発言の責任を自らで負う自立した議員として活

動し、それぞれの政治的立場や見解の違いを尊重します。 

◇ 基本政策 ◇ 
１．駅前市役所庁舎を含む武蔵小金井駅南口再開発事業の現計画に反対

します。 

２．まちづくり計画は徹底した市民参加ですすめます。 

３．行財政改革における情報公開と市民参加をすすめます。 

４．ごみ問題は「非焼却処理」をめざします。 

５．環境、人権、平和にかかわる政策を前進させます。 

◇ 議案や案件への対応について ◇ 

１１．事案に対する認識が共有できるように議論を重ねます。なお最終的

に賛否の態度が分かれる場合は、それを尊重します。 

２２．討論などの意見表明は議員固有の権利として認めあい、その上で調

整に努めます。  
2009.4.8   

漢人あきこと片山かおるは市民グループ「市民

自治こがねい」と一緒に活動しています。市民

による政策提言や問題提起をすすめる誰でも参

加自由の集まりです。市民が身近なところで主

体的に政治やまちづくりに関わる道筋を一緒に

創っていきませんか。季刊「散歩だより」次号

は５月末発行、「２００９市議選」特集の予定です。 


