
子育て支援に本気！
子ども＆若者の声を市政に！

ま    じ

水谷たかこ

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

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］

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。
大学の授業に参加。

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

MAIL：kogaomo@gmail.com
TEL：090-4799-0680 （水谷）
WEB：kogaomo.com

こがおも水谷 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
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政治団体

噂のこがおも
マガジン！

小金井市議会議員
水谷たかこ

特定行政書士／防災士／兵

庫県神戸市出身／家族は夫

と子４人＆柴犬／2010年中央

大学法科大学院修了／小金

井市東町に住んで22年目

Vol.6
たかこ 時間の

4人の
子育てママ

行政書士
&防災士

3月21日は小金井市
議選

小金井は近隣市と比較して幼稚園の補助金が少ないことを知
り、自治体によって保護者の負担額に差があることに不公平感
を抱いたことで、政治に関心を持つように。その後、審議会の市
民公募委員になるなど、当事者として市政に関わってきました。

政治に関心を持ったきっかけ 市政に挑戦した理由

1989年甲南大学法学部卒／（株）リクルート人材センター（現リ
クルートエージェント）にて、企業内研修の営業・企画・トレー
ナー教育を担当。出産のため退職／名古屋へ転居「孤育て」が
始まる／地域活動歴：東小学校・東中学校PTA会長、協和子供
会世話人代表、たまむし学童父母会役員、子育て・子育ち支援
サイト「のびのびーの！」編集長など／母親を遠距離介護中

PROFILE

子育てや介護の現場で自分が経験してきた
大変なことを子どもたちの世代に
引き継がせたくない…！

子どもには選挙権がないから
政治はなかなか振り向いてくれない。
子どもや子育てのことを知っている
当事者が声をあげていくことが必要！

かゆいところに
手が届く！ 提案して

実現！

成果を挙げる
ための

これを実現
したい！ココが
ヘンだよ！

2019年12月の市議補欠選挙で当選してから

課題設定のために、現状把握！

審議会等の
傍聴回数

●コロナ禍でも社会教育を止めないため、公共施設のWi-Fi設置へ向け前進！

●市が管理するAEDが課ごとにバラバラ発注➡発注管理をまとめることを提案

●ようやくスタートした産後ケア事業の低い利用率を調査➡改善提案

小さな成果の積み上げ

研修＆勉強会＆視察

議会で取り上げたこと（抜粋）ママの声を
拾い、届ける

52回

コロナの影響で対面での研修や行政視察が難しい中でも、オンラインも活用し
ながら勉強会や視察等にのべ100回以上参加し、積極的に学び続けています。

コロナの影響で講師が東京に来られず、市議会主催の研
修会が中止になるところ、水谷がオンラインでの開催を提
案し実現。議会報告会でも、動画配信を提案し実現。

市民の声を聴き、現状・課題を把握し、そこで気づいた課題の解決へ
取り組んできました。

オンラインツールやアンケートを
使ってママたちの声を聴き、市に
届けてきました。

※一例です

No.1傍聴回数

※2019年12月～2020年12月迄（こがおも調べ）

　　小金井市議会
　　のオンライン研修会初

こども・若者の声を市政に活かしたい！
市民に伝わる広報を！

町のみんなで育て・育ち合うまちづくり
成年後見制度の普及・利用促進

1年間を通して、学びや
提案を続けてきました

。

新たに見えてきた課題
、未知の課題に向かって

これからも「一歩前へ！
」

小平市のリユース施設へ
武蔵野市の学校給食の体制について

例
え
ば

子育て・教育×つながり×にぎわいの好循環の仕組みをつくろう

中面 表１

表４



討議資料

水谷たかこが市議になって「こがおも」が進化した
政治団体 代表：白井亨の考え

2019年12月の市議会議員補欠選挙で水谷たかこが当選し、市議会会派・小金井をおもしろくする会は
「2人会派」になりました。これまで白井だけの「ひとり会派」と違い、建設環境委員会にも委員を出すことが
でき、市政のチェック機能が2倍になりました。また、産後ケアや放課後の子どもの居場所をはじめ、彼女自
身が4人の子育てをしてきた経験から「子育て環境のココがおかしい！」を指摘し、改善の働きかけを進めて
います。きめ細かな配慮はさすがですね。まだ1年3ヶ月ですが、「こがおも」だけではなく、小金井市議会、
ひいては小金井市役所を変える原動力であることは間違いありません。

東京学芸大学大学院生
日本シティズンシップ
教育フォーラム副代表

古野 香織

2018年のスウェーデン視察でご一緒し、真摯に
学び続ける姿に大変刺激を受けました。子ども・
若者たちの声に耳を傾け、全力で社会に届けよ
うとする水谷さんの姿勢に、学生の一人として
いつも励まされています。

中野区議会議員 間 ひとみ
小金井で4人のお子さんを育ててきた中で地
域のために活動されてこられた水谷さんだか
らこそ、多角的な視座を持ち、市民感覚で市政
の襟を正すことができるのだと思います。ま
た、これまで議員として政治をわかりやすく伝
える活動もされてきました。議会・役所ではなく
市民を見て活動する水谷さんには議会で今後
も頑張っていただきたいです！

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 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

例えば

梶野町在住

原 美千子
当選されてから１年、予想どおりの堅実な活動を積
み重ねてこられました。底力の本領発揮はこれか
らが本番、２期目の活躍が楽しみです。４人の子育
ても坂道の途上とはいえ、長い脚で楽々と登って
いるようにみえます。この地にしっかりと根を張っ
て、夏は木陰をつくり冬は太陽の熱をよび込背高
の欅のような水谷さん。議会のけん引力となって、
市民をはげましてほしい。

議会の牽引力に！

子ども・若者の声を！

2019年12月の

子育てしながら地域活動中
緑町在住 北脇 理恵

子育てサークルを立ち上げたときから、分かり
やすい言葉でアドバイスをくれる頼れる姉さん
（人）です。現場で子ども・子育て支援に全力で
関わってきた人だから、私たち子育て世代の声
を必ず市政に活かしてくれます！頼れる姉さん！

小金井八百屋やおつる店主
貫井南町在住 松江 鶴人

困ったことがあれば自分のことのように親身に
話を聴いてくれ、どうすれば良いか一緒に考え
アドバイスをしてくれます。積極的に問題に目を
向けて広く認知するように活動しくれます。市政
に絶対必要な方です。親身に話を聞く人！

EFCロケッツ監督
ひがこダイニング彩り店主
緑町在住

田辺  明

水谷さんとはジュニアサッカーチームのロケッ
ツで約20年のお付き合いをさせていただいて
ます。四人の子育ての経験とサッカーに限らず
スポーツや子供たちの環境面での改善・発展
のご活躍を期待・応援してます！スポーツ環境の充実

を！

法政大学キャリア
デザイン学部教授

坂爪 洋美
水谷さんは、「柔軟だけど芯がある。その芯には
熱さがある。」、そんな人です。小金井市の「こう
なったらいいな」の実現に向けて、自分の意見だ
けにこだわることなく、周囲の声に耳を傾けた上
で、実現に向けた様々なハードルに対してぶれず
に、たゆみない努力で乗り越えていける熱さのあ
る方です。

妊娠中から地域の支援
リソースとつながり、地域で
支えるまちづくり。

公園のルールは必要性の検討も含め、
子どもや若者、当事者で話し合う場を。

柔軟だけど芯がある！

多角的な視座！

東村山市議会議員 佐藤 まさたか
水谷さんは、子どもたちを大切にし、子育て中
のお母さんやお父さんを大切にする小金井を
つくれる貴重な議員です。子どもは有権者では
ありませんが、大人と同じく今を生きる大切な
市民であり、主権者です。そのことを誰よりも
わかっていて、みんなの声を徹底的に聴き、
困っていることを一緒に考え、変えてくれる水
谷さんを応援してください。みんなの声を聴く！

子ども商店会
プロジェクト代表
緑町在住

市川  明
様々な分野への気づき、特に子育て環境、そこ
への取り組みには熱い想いがある。子育て世
代へ各サポートの拡充、そしてこども目線で問
題点に気づくあたりは水谷さんならでは。市政
への道はまだ始まったばかり、これからも市民
の声を聴き、独自の調査力とその行動力、発信
力で様々な問題点、課題の解決に取り組んでい
くべき方だと思います。

熱い思いと子ども目線
！

ともに育つまち地域みんなで
子育て

地域力をみんなで底上げ ともに学び・生きるまち

職員のパフォーマンスを最大化 市役所改革
議会改革の第2ステージへ 議会改革

新しいにぎわいづくり にぎわい

子どもや若者＆
女性も！ ともに作るまち

前例にとらわれない挑戦と、職員の能力
＆モチベーションアップで市民と協働。

学校施設の更新を見据え、
地域の人が学校で集い、学び、
運営に関わるしくみを。

重点的に取り組むこと

ピックアップ 市政課題への考え方

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／ピンチをチャンス
に！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（都へ意見書を何度も提出し
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。

情報を
わかりやすく！

多機能化を！

デジタル&
人にやさしく！

見直しを！
引用：小金井市HP※写真はイメージです

子育て応援
チケットの導入

例えば
まちのルールは
みんなで作りたい！

ワークショップやイベントを通じて、参
画しやすいしくみときっかけづくり。

防災にも女性や
障がい者の視点を ともに守るまち

例えば
子どもや女性・障がい者
の視点を防災に！

例えば
市民のために
成果をあげる組織に！

例えば
学校を新しい地域
コミュニティの中心に

中面




