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30～50代を中心に、幅広い世代が集い
オープン・コミュニケーションを通じて政策づくりをしています。

討議資料

小金井を、アップデー
ト！

①2013年市議会議員選挙で代
表・白井とおる初挑戦・初当選（完
全無所属）
②2019年市議補選で水谷たかこ
当選

［こがおものこれまでの活動］

子育て×繋がり×賑わいの好循環の仕組みをつくろう

市議会議員誕生

保育、財政、主権者教育、議会改
革などについてオープンな勉強会
やワークショップを開催

勉強会の開催

あらゆるツール・メディアを駆使
して、情報発信を強化。わかりに
くい市政・議会をもっと身近に

市政をわかりやすく

主催者教育の一環として、
高校生や大学生の
インターンを受け入れ

人材育成

※市議会の会派活動も含む初挑戦時
37歳

市議会って
おもしろい

白井とおるの
政策

MAIL：kogaomo@gmail.com
TEL：080-4004-5927 （白井）
WEB：kogaomo.com

こがおも白井 検 索

お問い合わせなどはコチラ寄付のご協力をお願いします
ゆうちょ銀行

口座記号番号
００１１０-９-２９２５１５
口座名称（漢字）
小金井をおもしろくする会 口座名称（漢字）：小金井をおもしろくする会
口座名称（カナ）
コガネイヲオモシロクスルカイ

他銀行
店名（店番）：〇一九（ゼロイチキュウ）店 （019）
預金種目：当座　口座番号：２９２５１５

口座名称（カナ）：コガネイヲオモシロクスルカイ

※現在2期目（トップ当選）

小金井市議会議員
（現在2期目）

白井とおる

公式LINE登録
お願いします！

1975
大阪府枚方市生まれ・育ち。
中学校時代に生徒会役員経験、
高校時代は野球部で副キャプテン

1997
バックパックを背負ってインドへの
一人旅へ。人生観が大きく変わる

1999.3

2007年
から

小金井へ

関西大学社会学部卒業

1999～2012
企画・制作・プロモーション
支援会社にてディレクター兼
営業、管理職を経験。
新卒採用プロジェクトリーダー
なども務める

2010～
第一子誕生とともに地域デビュー。市民協働の
あり方等検討委員会等の公募市民委員を経験し、
これからの自治体経営について考えるキッカケに。

2013.3
小金井市議選に初挑戦し地盤・看板・鞄なしの
完全無所属で初当選。総務企画委員、厚生文教
委員、議会運営委員、農業委員などを経験

2015.12
急遽小金井市長選に出馬を決め、
10,045票をいただくも2,804票差で落選

2016.1～12
民間企業で認知症予防プログラムの開発・VI・店舗開発など担当

2017.4～現在
市議会議員選挙でトップ当選、現在2期目の活動中

好きなコト 子どもたちと過ごす時間、読書、料理（得意料理はコロッケ）、山登り、朝ドラ
好きなミュージシャン Mr.Children、Official髭男dism

白井とおる 略歴 妻、息子（10歳）、娘（8歳）と東町に暮らすPROFILE

3月21日は
市議会議員
選挙

削減

削減
大幅

コロナ以降は
オンラインで
開催

8回
市へ要望書
提出

報 告 仕事人・白井とおるの活動成果！
保育の質

ひとり親支援

その他にも（抜粋）

政策
づくり

市民の
声を聴く

地域課題
の解決

行政
チェック

公立・私立を問わず、どの保育
施設でも質の高い保育を受け
られるよう、「保育の質ガイドラ
イン」の策定を提案し実現。心
理士派遣「巡回相談」も実現。

議会カフェ
年4回の定例会の「前」と「後」に市政報告と意見交換の場を
誰でも参加できるようオープンに開催。意見をいただき反映
するサイクルに。

養育費確保事業の実施を提案し、実現。
ひとり親へのキャリアプランニング支援
のため外部団体との連携を提案。

学校トイレの洋式化率の向上提案→実現（R３年度予算化）／学童保育入所児童の大規模化
への対応→一部実現／多胎児家庭支援→オンラインで委員会有志と懇談会を経て、陳情書
が全会一致で採択へ／シティプロモーション基本方針の策定提案→実現／職員のキャリア
プラン研修と女性管理職増へ提案→実現（R３年度予算化）

教育環境
1人1台のPC端末を使っての教育にあた
り、教員負担軽減の人員配置や保護者
への説明会開催を提案し実現。

約3,000万円
地価変動経過や近隣他市の動向を調
査し、道路占用料（道路での電柱やガ
ス管の使用料）を改定提案。結果的に
約3,000万円の財政効果。

約3,000万円
長年、事業凍結で利息払い約3,000万円を垂れ
流し状態だった東小金井北口まちづくり事業用
地の問題を指摘し、暫定で駐車場活用へ。
利息払いは大幅減！

改善！

Before After

改善！

Before After

例えば

例えば

例えば

例えば

栗山公園
多目的広場の石ゴロゴロ問題、さらに
雨が降ると公園内通路に湖ができて
しまう件、議会で整備の不備の根本
原因を指摘し、早急に整備・解決へ。

例えば

新型コロナ対策
昨年春の緊急事態宣言下で4回のオンライン意見交換を開
催。生活、子ども、学校教育などテーマを決め、多様な意見を
いただき要望書を8回提出。また、アンケートも実施して政策
提案に活用。

例えば

例えば

例えば

市政報告＆
意見交換会

利子払い

その1

抜粋！

その2
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別冊

トールズ
Vol.02TORU‘s

政治団体

噂のこがおも
マガジン！

※小金井市議会議員（現職）の中で2017年4月の任期からのblog更新回数（こがおも調べ）

情報発信力
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行政のデジタル化 広報改革

議会改革市民の声市役所職員人材育成

先進的な磐梯町の自治体DXの取組を
オンライン視察（昨年8月）

ピックアップ

討議資料

応援メッセージ
なぜ、私が白井さんを

応援するのか？

白井とおるの
政策2021 小金井をアップデート！

子育て＆
教育

私たちは、白井とおるさんと全国に約800名いる超党
派の議員連盟とともに、新しい地方政治と議会のあり
方を勉強してきました。白井とおるさんは、小金井市で
政策型の議会改革を実践する仲間の一人ですが、地方
の優れた政策を競い合う『マニフェスト大賞』の実行委
員長や議員連盟の共同代表も務めていただくなど正
に政策型政治の実現を目指す同志です。
IT技術の進展を新型コロナウイルスが一層加速させ、
社会環境は一変しました。従来の政策や予算配分を本
質から見直せるかどうか、その覚悟が問われています。
予算や政策、条例など市長が提案する内容が小金井市

にとって本当に適切かどうかを判断するのは議会で
す。また、その事案が市民ニーズや小金井市の課題解
決に的確に実施されているかどうかをチェックしていく
のも議会です。地方創生時代の今、多様かつ複雑な市
民ニーズを吸い上げ市政に反映させる組織として議会
の役割が特に重要視されています。みんなで力を合わ
せて地方創生を実のあるものにし、小金井市から地方
を変え、地方から日本を変えていきましょう。私も、マニ
フェスト運動を市民目線でバージョンアップさせた「マ
ニフェストスイッチプロジェクト」を広めてまいります。ぜ
ひ、皆さん、一緒に白井とおるさんを応援してください。

ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟顧問
早稲田大学マニフェスト研究所顧問 北川 正恭

市政課題への考え方

白井さんが初めて小金井市の市議になって８年
が経ちました。議会報告から自身の提言などを
分かりやすくオシャレな広報紙をつくって発信
し、小金井に新しい風が吹いている清新さを感
じてきました。前回の補欠選挙では水谷たかこ
さんを「こがおも」らしい有能な仲間として市議
に送り出し、今回は３人目の仲間として大いなる
才人・ながとり太郎さんも挑戦します。勇気と元
気にあふれる「こがおも」の役割がますます期
待されますね、白井さん！

梶野町在住

原 美千子

365日、毎日ブログを更新して市政の動きを伝
えてくれている白井さん。わからないことがあっ
たら白井さんのブログを読めば小金井市の動き
はだいたいわかります。簡単なつぶやきではな
くしっかりと伝える、これって実はすごいことで
す。議員さんの大切な役割は私たちの声を市政
に活きるように伝えること、そして私たちに様々
なことを正確に伝えてくれること。そのどちらも
しっかりやってくれている白井さんに今後も市
議会で活躍してほしいと願っています。 

白井さんは、後輩議員の私から見て尊敬する
先輩であり、常に市民と政治の距離を近づけ
ようとする姿勢やデザインにジェラシーを感
じるライバルです。コロナ禍でも週1回オンラ
インで、公民連携&地方議員のキャリア形成
について全国の議員向け勉強会を企画運営
し、ご一緒させて頂きました。
白井さんには、議員になって8年経っても消え
ない、政治への「怒り」と熱があります。

白井さんは2020年マニフェスト大賞実行委員
長として、地方自治の底上げのために、全国の
地方議員仲間をとりまとめ大成功に導いたリー
ダーです。綿密な調査と政策立案、行動力のあ
るリーダーシップ、コーディネート力、何をとっ
ても抜きんでた仕事人の白井さん、時折見せる
父親の顔と、世の理不尽に怒る感性も合わせ
持つ白井さんは、これからの小金井になくては
ならない人。応援しています！

中町在住

横須賀 雪枝

板橋区議会議員

南雲 由子
愛知県大府市議会議員

鷹羽 とくこ

白井さんは、子育て支援のみならず市民が困っている声を吸い上げ、
問題提起し対応されるプロセスも見える化し、とてもわかりやすいで
す。私の1人目の妊娠の頃、保育園に入れるか不安に過ごす産休中で
したが、保育園のことなど色 と々教えてもらい、本当に助かりました。
人柄に惹かれまわりにはたくさんの人が集まってきますね。うちの子
どもたちも大好きです。今後も期待しかありません！

東町在住 Sさん（2児の母親）

常日頃小金井市政に真っ向から向き合う姿勢
を尊敬しています。民間では考えられないほど
物事が進まない政治の世界において、必要なこ
とを最大速度で進めていく唯一無二の存在で
す。私は白井とおるさんを全力で応援します！

梶野町在住 菊池 健

新型コロナウイルス対策
新型コロナウイルスワクチン接種を
市民が安心して受けられる体制・環
境を推進／生活に影響のある方へ
の支援推進／市内交流促進による
地域振興を推進

複合庁舎建設
デジタル庁舎へシフト。申請はスマ
ホ等から。行政の効率化と市民の
便利を両立させ、困っている市民へ
の相談対応などに職員のマンパ
ワーを手厚くする。

都市計画道路
国分寺崖線（はけ）の自然と文化と
景観を変えてしまう3.4.11号線、
3.4.1号線は計画の見直しを求めて
います（意見書なども提出してきま
した）。

学校施設の建替え
多機能化や複合化（学童保育所、図書
館等）をあわせて整備するなど、小学
校区を地域コミュティの拠点と位置づ
け、放課後の子どもの居場所の確保と
多世代交流、社会教育の実践の場へ。

の好循環の仕組みをつくろう！子育て・教育 × つながり × にぎわい

の基本政策

便利！行政の
デジタル化

個別・
多様化へ

●保育園＆幼稚園＆学童保育の
　「量」と「質」確保のための施策推進

●あらゆる世代が学び続けることが
　できる徹底的な生涯教育の環境づくり

●学校トイレの洋式化＆３K解消へ

●ひとり親や多胎児家庭支援。
　孤育て解消支援

●子育て施設＆学校の連絡・
　登録手段のICT化

●不登校支援を含めた教育支援
　センター設立の推進

●スマホやアプリであらゆる申請が
　できる「行かなくていい市役所」

●デジタル化を推進する市役所
　体制の整備（民間人材登用も検討）

デジタルが苦手な方、相談対応が
必要な方へ職員リソースを重点配置

●ホームページのリニューアル、
　LINE公式アカウントでの情報発信

●デザインを積極的に取り入れ、
　伝わる広報へ

●議員定数と報酬等をセットで、
　議会＆議員のあり方を再検討

●議会だよりのデザインリニューアル

●子どもや若者の声を反映する
　子ども・若者議会の創設

●テーマに応じてスマホから市民が
　簡単に意見できるツールの導入

●現在10％台の女性管理職比率を
　高める環境づくり

●リモートワーク、戦略的な人材
　配置、民間人材の積極的登用

伝わる！広報改革 変わる！市役所
職員人材育成

反映できる！
市民の声 使える！議会改革

実現するための5つの改革

ココが
もったいない！ 教育にお金をかけていない、小金井市 教育費26位 /26位中

多摩地域比較・市民一人あたり／2019年度決算より

地域の
つながり

人生100年
時代へ

まちの
にぎわい

独自の
魅力創造へ

●農地を残す。多世代コミュニティ
　創造の場としての活用も推進

●知の創造＆交流、夢実現支援の
　ための「未来の図書館」づくり

●若者からリタイア世代まで
　地域デビュー＆交流の推進

●本当に何でも相談し対応できる
　福祉総合相談窓口の充実と、
　在宅医療＆介護体制の整備

●クリエイティブ＆アーティスト人材が
　集積する仕掛け

●梶野町の東小金井駅北口まちづくり
　事業用地の整備の再検討

●公園＆公共施設＆道路を
　にぎわいの場としてフル活用

●スマートシティに向けた実証実験を
　教育＆研究機関と連携して実施

●気軽に挑戦！スモールビジネス
　推進の環境整備

５つの改革

具体的政策

わかりづらい！
探しづらい！
市のHP

マニフェスト
大賞実行
委員長！

ジェラシー
感じる
ライバル！

365日
更新の
ブログ！

仕事人！

新しい！

伝わる！便利！
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