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企 画 政 策 課            
企画政策担当 

１ 市の組織 

市の概要の８行政機構図のとおり（平成21年３月31日現在） 

 

２  組織数（平成21年３月31日現在） 

８部１事務局１室 45課・事務局 106係 

 

３ 多摩北部都市広域行政圏協議会関係（2.1.7） 

(1) 協議会 
平成20年５月23日 平成19年度多摩北部都市広域行政圏協議会歳入歳出決算について ほか１件 

11月12日 第二次多摩北部都市広域行政圏後期基本計画の策定について ほか４件 

   平成21年２月16日 平成21年度多摩北部都市広域行政圏協議会予算について ほか１件 

 (2) 幹事会 

平成20年５月16日 平成19年度多摩北部都市広域行政圏協議会歳入歳出決算について ほか３件 

10月22日 平成21年度の多摩・島しょ広域連携活動助成事業について ほか４件 

11月７日 平成21年度事業計画（案）について ほか３件 

平成21年１月22日 多摩北部都市広域行政圏について 

    ２月４日 平成20年度専門委員会活動報告について ほか４件 

 

４ 多摩六都科学館組合関係（2.1.7） 

  理事会 

平成20年10月10日 平成20年第２回多摩六都科学館組合議会定例会付議案件について 

平成21年１月29日 平成21年第１回多摩六都科学館組合議会定例会付議案件について 

２月12日 管理者等の互選について  

 

５ 四市行政連絡協議会関係（2.1.7） 

(1) 協議会 
   平成20年７月３日 四市行政連絡協議会の活動について ほか４件 

(2) 幹事会 
   平成20年６月26日 四市行政連絡協議会の活動について ほか３件 

(3) 合同研修会 
平成20年10月８日 テーマ  連携と協働のまちづくり 

           講演   武蔵野市長 邑上 守正 
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６ 総合計画策定事務関係（2.1.7） 

 (1) 西東京市総合計画策定審議会 

◎会長 ○副会長 

構成 氏   名 任    期 

 刈屋 輝彦 平成20年９月29日～審議終了まで 

 熊田 博喜 

 栗村 千代丸 

◎ 斎藤 隆雄 

 髙崎 三成 

平成19年７月６日～審議終了まで 

 福田 和昭 平成19年７月６日～平成20年９月28日 

 松行 美帆子 

○ 水谷 俊博 

学識経験者 

 本橋 定昭 

○ 奥野 英子 

 小林 康男 

 浜 昱子 
公募市民 

 渡辺 進 

平成19年７月６日～審議終了まで 

※西東京市総合計画策定審議会条例 

(2) 西東京市総合計画策定審議会会議 

   会議５回開催 

   月  日 議  題  等 

第１回 平成20年４月25日 後期基本計画案の中間答申について 

市民参加手法について 

第２回     ７月25日 市民参加に係る結果及び経過報告について 

施策指標（事務局たたき台）について 

新市建設計画事業、前期の基本計画事業の総括（中間報告）に

ついて 

第３回     ９月29日 市民参加に係る結果報告について 

施策指標案について 

後期基本計画素案について 

第４回     10月24日 市民参加に係る結果報告について 

後期基本計画案について 

第５回     12月19日 後期基本計画案市民説明会・パブリックコメント実施結果報告

について 

後期基本計画答申案について 

付帯意見案について 

答申 平成21年１月27日 後期基本計画案の答申 
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７ 総合計画推進事務関係（2.1.7） 

(1) 重点プロジェクト推進委員会（第４期） 

◎委員長 ○副委員長 

構成 氏   名 任    期 

 板垣 毅 

 桑原 和正 

 澤田 史子 

 外山 正登 

 中川 わかこ 

平成18年11月６日～平成20年６月20日 

◎ 奥田 明子 

 吉川 秀則 

市民・団体

等 

 吉田 朋子 

 海老澤 功 

 加藤 陽子 

 西川 ゆかり 
市職員 

○ 増子 喜昭 

平成19年10月30日～平成20年６月20日 

※西東京市重点プロジェクト推進委員会設置要綱 

(2) 会議 

会議１回開催 

 月  日 議  題  等 

第６回 平成20年４月22日 重点プロジェクト推進委員会検討結果報告書（案）について 

 

８ 西東京市行財政改革推進委員会（2.1.7） 

(1) 西東京市行財政改革推進委員会 

◎委員長 ○副委員長 

構成 氏   名 任    期 

 浅尾 裕 

 岡田 豊 

 加藤 うたみ 

◎ 横道 清孝 

学識経験者 

○ 吉田 民雄 

 今井 文男 

 鈴木 一秋 公募市民 

 鈴木 純子 

平成20年７月31日～平成22年７月30日 

※西東京市行財政改革推進委員会条例 
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(2) 西東京市行財政改革推進委員会会議 

会議６回開催 

 月  日 議  題  等 

第１回 平成20年５月19日 地域経営戦略プラン・中間の見直し（補正版）及び第三次行財

政改革の課題について 

第２回     ７月31日 委員長及び副委員長の選出 

委員会の運営方法等について 

委員会のスケジュールについて 

地域経営戦略プランについて 

第３回     10月15日 平成20年度行政評価の取組状況について 

平成20年度行政評価結果に対する市民意見及び行財政改革推進

委員会の提言について 

地域経営戦略プランの平成19年度取組結果及び財政効果につい

て 

第４回     11月18日 平成20年度行政評価結果及び市民意見に関する提言書について 

平成18年度及び平成19年度行政評価のフォローアップ調査につ

いて 

施策評価制度の設計について 

第５回 平成21年１月21日 行財政改革推進の基本方針（第三次行財政改革大綱）について 

平成21年度以降の行政評価の実施方法について 

第６回     ２月20日 平成21年度以降の行政評価の実施方法について 

第三次行財政改革大綱策定に向けた市内公共施設の状況把握に

ついて 

 

９ 西東京市使用料等審議会（2.1.7） 

(1) 西東京市使用料等審議会 

   ◎会長 

構成 氏   名 任    期 

 町田 俊雄 

 山田 治徳 学識経験者 

◎ 米田 正巳 

 川村 卓也 関係団体等 

 舟山 宇委子 

平成20年８月11日～平成21年８月10日 

   ※西東京市使用料等審議会条例 
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(2) 西東京市使用料等審議会会議 

会議３回開催  

 月  日 議  題  等 

第１回 平成20年８月11日 会議の運営について 

平成20年西東京市議会第１回及び第２回定例会議案等について 

現地視察 

第２回     10月１日 西東京市市営駐車場使用料の適正化についての諮問 

平成17年度及び平成18年度並びに平成19年度審議案件等による

使用料改定に伴う影響額について 

第３回     10月30日 西東京市市営駐車場使用料の適正化についての答申 

 

10 西東京市食育推進計画策定検討会議（2.1.7） 

(1) 西東京市食育推進計画策定検討会議 

◎座長 ○副座長 

構成 氏   名 任    期 

 佐々木 治人 

 新出 真理 

◎ 田畑 泉 
学識経験者 

 貫井 正彦 

○ 上木 隆人 
関係機関 

 宍戸 鈴子 

 上田 ゆかり 
公募市民 

 奥田 明子 

平成20年６月２日～平成21年２月16日 

※西東京市食育推進計画策定検討会議設置要綱 

(2) 西東京市食育推進計画策定検討会議 

会議６回開催 

 月  日 議  題  等 

第１回 平成20年６月２日 座長及び副座長の選出 

これまでの取組について 

検討事項及びスケジュール（案）について ほか 

第２回     ８月19日 食育推進計画モデル事業について 

食育関連事業団体ヒアリングについて 

食育推進計画の将来像及び施策の柱（案）等について 

第３回      10月10日 食育関連事業団体ヒアリングについて 

西東京市食育推進計画（案）について ほか 

第４回     11月27日 市民まつり意見聴取の結果について   

西東京市食育推進計画（案）について 

第５回 平成21年１月14日 第３回食とはたけの学校について 

西東京市食育推進計画（案）について ほか 
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第６回     ２月16日 食育推進計画説明会及びパブリックコメントについて 

西東京市食育推進計画（概要版）について 

西東京市食育推進計画について ほか 

 

11 合併関係（2.1.7） 

  視察受入れ  ３団体 21人 

 

12 武蔵野大学協定事業に関する事項 

附属機関等委員委嘱等 20人（19審議会等） 

相互協力事業実施件数  14件 

 

13 振興基金関係 

実 施 事 業 名 事業費（千円） 基金繰入額（千円） 

協働のまちづくり推進事業 2,572 2,510 

多文化共生のまちづくり推進事業   665   660 

田無村御検地帳修復事業 4,190 4,190 

合   計 7,427 7,360 
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協働推進担当 

１ ＮＰＯ等企画提案事業に関する事項（2.1.7） 

(1) ＮＰＯ等企画提案事業新規募集 

  ア 募集期間 平成20年７月１日～９月30日 

  イ 応募件数 11事業（11団体） 

  ウ 採択事業 ３事業 

事業名 団体名 事業概要 

留学生との世代横断的

市民交流 

特定非営利活動法人 

西東京市多文化共生セ

ンター 

留学生ホームビジット、留学生と小学生の交流事

業を通し、外国人と接する機会を提供することに

より、外国人に対する偏見の芽を摘み、未来の多

文化共生社会の担い手としての意識を育てる。 

「女性史編さん」でひ

らく男女平等のまちづ

くり-暮らしから社会

を変える- 

特定非営利活動法人 

生活企画ジェフリー 

女性たちの活動や歴史を学び、男女平等参画社会

の新たな道筋を開く。女性史に関する講座を開催

し、希望する参加者とともに編さんに向けた聞き

取り等を行う。次年度以降、女性史編さん、女性

史研究会の活動につなげる。 

食育サポーター養成、

こども食育検定の実施 

ワーカーズ・コレクテ

ィブちろりん村 

食育において重要な「子どもの料理体験」の取組

を進めるため、地域の担い手としての食育サポー

ターを養成する。食育サポーターを育成し、実践

活動として子ども料理体験教室、こども食育検定

を実施し、食育活動を促進する。 

(2) ＮＰＯ等企画提案事業補助金対象事業 

ア 補助金額 561,559円 

イ 対象事業 ３事業 

事業名 団体名 事業概要 

「西東京市にほたるを 

ふるさとの清流の復

活」～地球温暖化防止

対策環境再生事業～ 

ＭｅＣ西東京 地球規模の環境について知識を得ながらも、何を

行ったらよいのか迷う人々も多いため、かつて見

られた「ほたる」が再生するような清流を復活す

る運動を活性化することによって、リサイクルや

省エネルギーなど環境全般への関心を高めてい

く。 

（仮称）「まちのシニ

アかわら版」発刊にむ

けたシステムの構築と

発刊の開始 

きらっとシニア倶楽部 孤独な状態に置かれた高齢者に対する閉じこもり

状態の解消や見守りの手段の一つとして、地域情

報誌が確立、定着することを目指し、情報や話題

の収集方法から配布方法までのシステム作りを行

い、情報誌の発刊につなげる。 

オープンガーデンによ

る花と緑のまちづくり 

～オープンガーデンガ

イドブック編集発行事

業～ 

特定非営利活動法人 

西東京花の会 

地域緑化の方策としてガーデニングの果たす役割

は大きいことから、各家庭のガーデニングの活性

化をねらい、オープンガーデンの見学者向けの案

内書を編集発行し、一斉公開を実施する。 



- 34 - 

２ 協働推進検討委員会（2.1.7） 

 (1) 西東京市協働推進検討委員会 

◎座長 ○副座長 

構成 氏   名 任    期 

 有馬 将由 

◎ 安藤 雄太 

 小堀 雅光 

 坂口 和隆 

○ 宮﨑 啓子 

 安岡 厚子 

学識経験者 

 吉田 朋子 

 定盛 秀俊 

 畑 皓二 公募市民 

 山本 恵司 

平成20年５月29日～平成20年10月29日 

※西東京市協働推進検討委員会設置要綱 

 (2) 西東京市協働推進検討委員会 

会議７回開催  

 月  日 議  題  等 

第１回 平成20年５月29日 座長・副座長の選出について 

（仮称）市民協働推進センターの設備について ほか 

第２回     ６月18日 近隣市の類似施設の視察（三鷹市、調布市、武蔵野市） 

第３回     ６月26日 （仮称）市民協働推進センターに関する検討事項の整理につい

て 

西東京市及び他市の市民活動の状況について 

（仮称）市民協働推進センターに必要な機能についての検討

（ワークショップ） 

第４回     ８月６日 （仮称）市民協働推進センターの機能について 

（仮称）市民協働推進センターの運営体制について 

第５回     ８月21日 市民との意見交換会（第１回）の報告について 

（仮称）市民協働推進センター設立に向けた提言書（案）につ

いて 

第６回     ９月22日 （仮称）市民協働推進センター設立に向けた提言書（案）につ

いて 

第７回     10月29日 （仮称）市民協働推進センター設立に向けた提言書（案）につ

いて 

 

 


