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杉並区役所 ☎03-3312-2111（代表）　※施設の問い合わせは44～57ページをご参照ください

　杉並区に住み、働き、学ぶ全ての人が、地域のことを考え、行動し、豊かで活力ある住みよいまち杉並を、共に力を合わせてつくって
いくための大切な仕組みとして「杉並区自治基本条例」を制定し、平成15年5月1日から施行しています（平成21年12月および23年
12月一部改正）。
　条例では、杉並区の自治の理念、区民や事業者の権利と義務、区の責務、区議会や議員の責務、区長・執行機関の責務、区政運営、区
民の区政への参画と協働に関する基本的な事項のほか、国および他の地方公共団体との協力などについて定めています。
　なお、条例の全文や詳しい内容は、区ホームページの「区政情報」にある、「自治基本条例」でご覧になれます。

杉並区自治基本条例

自治の仕組み 企画課

議会・選挙
●  区議会だより
　本会議の審議内容を中心に、定例会ごとに発行しています。
新聞折り込みのほか、区民事務所、図書館、地域区民センター
などの区立施設や公衆浴場、駅の広報スタンド、郵便局などに
も置いています。
　なお、目の不自由な方のために「点字版区議会だより」と「声
の区議会だより」（カセットテープ、オーディオ版、デイジー版）を
作成しています。また、区議会ホームページで「声の区議会だよ
り」（音声データ）を提供しています。
●   インターネット中継
　本会議の模様を区議会ホームページで生中継しています。
　また、本会議、予算・決算特別委員会の録画映像を、区議会
ホームページでご覧になれます。
●   情報公開
　区議会の保有する情報を「杉並区議会情報公開条例」に基づ
いて公開しています。情報公開の請求は、どなたでもできます。

請願・陳情
　区議会では、皆さんの意見や要望を請願書・陳情書として受
け付けています。請願・陳情は、本会議で委員会に付託され、審
査されます。請願には議員の紹介が必要です。

区議会の仕組み
●  区議会議員
　議員定数は48名で4年ごとに直接区民の選挙によって選ば
れます。
●  本会議
　年4回の定例会のほかに、必要に応じて臨時会が開催されます。
●  委員会
　区の事務に関する調査や議案、請願、陳情などを審査するため、

「常任委員会」と「特別委員会」を設けています。

会議の公開
●  傍聴
　本会議や委員会は定員の範囲内で傍聴できます。当日、区
議会事務局へお越しください。手話通訳による傍聴は、傍聴希
望日の7日前までにお申し込みください。また、傍聴時の一時
保育は傍聴希望日の7日前までにお申し込みください。
●  会議録、年報
　本会議、委員会の内容を記録した会議録、1年間の議会の活
動状況をまとめた年報を作成しています。図書館や区政資料室
でご覧になれるほか、区議会ホームページにも掲載しています。

議　会 区議会事務局

区政への参画と協働
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世界の恒久平和は、
人類共通の願いである。
いま、私たちの手にある
平和ゆえの幸せを永遠に希求し、
次の世代に伝えよう。
ここに杉並区は、
核兵器のなくなることを願い、
平和都市を宣言する。

杉並区
平和都市宣言

（昭和63年３月30日制定）

近時、車両運行の急激な増加にともな
い、区内における交通事情は悪化の一
途をたどり、事故は日とともに激増の傾
向にあることは、まことに憂慮に堪えな
いところである。
杉並区は人命を尊重し、区民の生命財
産をまもり、区内における交通事故の
絶滅を期するため、これが施策を推進
することを決意し、ここに交通安全都市
を宣言する。

交通安全
杉並区宣言

（昭和40年3月31日制定）

人は歴史を創り　人は未来を創る
思いやりの心をもとに
男女が　性別を超え　世代を超え
互いに個性や能力を尊重し
さまざまな分野に参画し
心豊かな　明日の世代へ夢をつなげ
平等と平和の輪を広げるため
杉並区は
ここに「男女共同参画都市」を宣言します

杉並区男女共同
参画都市宣言

（平成９年12月１日制定）
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選挙権
　満18歳以上の日本国民には、特別の理由がある方を除き、
誰にでも選挙権があります。
　ただし、都や区などの地方公共団体の議員、長の選挙権は、
その地方公共団体の区域に引き続き3カ月以上住んでいるこ
とが必要です。

選挙人名簿の登録
　選挙権があっても「選挙人名簿」に登録されていないと、投票
できません。杉並区に転入届を出してから3カ月以上住民基本
台帳に記録されている有権者が、杉並区の選挙人名簿に登録
されます。

期日前投票制度・不在者投票制度・郵便等投票制度
　投票日に、投票所において投票できない方で、一定の事由に
該当すると見込まれる方が、選挙期日の公示（または告示）の日
の翌日から投票日の前日までの間に、投票できる制度です。

選　挙 選挙管理委員会事務局

区政への直接参加

　区職員の財務に関する事務の執行に違法、不当な行為があ
ると判断したときには、区の監査委員に対して監査を求めるこ
とができます。なお、監査を請求する際は書面により請求し、必
ず、事実を証明するものを添えなくてはなりません。

住民監査請求 監査委員事務局

　区が重要な政策や計画などを決定する際に、事前に案を公
表し、区民の皆さんの意見を伺い、それらを政策などに生かし
ていきます。また、いただいたご意見に対する区の考え方を公
表します。
● 対象となる政策など

重要な政策などの策定および重要な改定など
※法令改正によるものや緊急性を要するものなどは除きます。

● 手続きの流れ
①実施の周知・案の公表→②区民などからの意見提出→
③提出された意見、反映状況の公表

● 意見の提出方法・提出先など
「広報すぎなみ」と区ホームページで、案の公表の際にお知ら
せします。

区民などの意見提出手続き 企画課

● 住民投票制度
　区政の重要事項について、広く区民の意見を直接聴く必要
があるときに、区議会の議決を経て実施することができます。
住民投票は18歳以上の区民（永住外国人を含む）の1/50以上
の署名で請求できます。
● 請求の手続き
　請求するために署名の収集を始めるには、申請が必要となり
ますので、お問い合わせください。

住民投票制度 総務課

　間接民主主義を補完する仕組みとして、直接請求の制度が
あります。直接請求は、住民の意思を直接実現するための手段
で、次のとおり行うことができます。ただし、一定数以上の同意
する署名が必要です。
①�条例の制定・改廃の請求…有権者の1/50以上の署名を集

め、区長に請求
②�事務の監査請求…有権者の1/50以上の署名を集め、監査

委員に請求
③�議会の解散請求…有権者の40万を超える数に1/6を乗じ

た数と40万に1/3を乗じて得た数とを合算して得た数以上
の署名を集め、選挙管理委員会に請求

④�議員、区長などの解職請求…有権者の40万を超える数に1/6
を乗じた数と40万に1/3を乗じて得た数とを合算して得た数
以上の署名を集め、議員や区長の解職請求は選挙管理委員会
に、その他の職員（副区長、行政委員など）は区長に請求

　※ このほか「市町村の合併の特例に関する法律」に基づく、合併協議
会に係る直接請求の制度があります。

直接請求
①は総務課、②は監査委員事務局、③④は選挙管理委員会事務局
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杉並区役所 ☎03-3312-2111（代表）　※施設の問い合わせは44～57ページをご参照ください

　区では、区民の皆さんのご意見をもとに、よりよい杉並区を創っていきたいと考えています。以下の方法でご意見・ご要望をお寄せ
ください。
●  「区政へのご意見・ご要望」は、区ホームページからも入力することができます。
●  ふれあい通信（区長へのはがき）は、区役所、区民事務所、地域区民センターなどに備えてあります。
●   電話またはFAXの場合は、区政相談課へお願いします。
●   区役所あてのお手紙のほか、区政相談課の窓口でも受け付けています。

区政へのご意見・ご要望 区政相談課

　「情報公開制度」とは、情報の公開を求める権利を皆さんに
保障し、区に情報の公開を義務づける制度です。
　区が管理する情報については、どなたでも閲覧・視聴（無料）、
写しの交付（有料）を請求でき、原則公開します。ただし、法令に
定めがある場合、個人情報が含まれる場合などは、その情報の
全部または一部を公開しないこともあります。
　情報の公開を請求される方は、ご相談ください。

情報の公開
　区は、皆さんの個人情報を守るため、「個人情報保護制度」を
設けています。この制度は、区に個人情報を適正に管理するこ
とを義務づけるとともに、自己に関する管理個人情報（自己情報）
について、開示、訂正等を求める権利を皆さんに保障するもの
です。
　区が収集し管理する個人情報は、収集目的、範囲、内容など
を業務ごとに登録し、原則として収集目的を超えて使用しない
ことで個人情報を保護しています。
　自己情報については、本人であれば閲覧・視聴（無料）、写しの
交付（有料）を請求できます。ただし、法令に定めがある場合な
どは、その情報の全部または一部を開示しないこともあります。
　開示の結果、誤った情報が記録されていたり、不当に利用さ
れているときには、訂正、消去、利用中止の請求をすることがで
きます。
　自己情報の開示等を請求される方は、ご相談ください。

個人情報の保護

　区政資料室では、区政を知る上で必要な資料をそろえて、閲
覧、貸し出し、コピーサービス（有料）を行っています。区の刊行
物のうち、各種計画書、統計書、都市計画図、文化財シリーズ、
郷土博物館発行の展示図録などの有料頒布も行っています。

区政資料の閲覧など

区政情報 情報政策課情報公開係
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区民の自主的活動
種　類 内　容 問い合わせ

すぎなみ協働プラザ
https://member.sugi-chiiki.
com/nposupport/

すぎなみ協働プラザは、区内で活動する地域活動団体（NPO
法人・地域団体・企業など）の交流拠点です。さまざまな段階
で団体の相談に乗り、人と情報をつないで、地域で活動する
人や団体を支援します。

すぎなみ協働プラザ
☎3314-7260　FAX3314-7265
info@nposupport.jp

杉並ボランティアセンター
http://borasen.jp

杉並ボランティアセンターは、主にボランティア活動や地域
活動に興味のある方と、ボランティアを必要としている方（団体）
とのコーディネートを行います。
また、杉並区内のボランティア情報を収集し、区民に向けて発
信しています。
どんな活動が自分にできるのか、自分にあった活動があるの
かなどの相談も受け付けています。

杉並区社会福祉協議会
杉並ボランティアセンター
☎5347-3939　FAX5347-2063
info@borasen.jｐ

区民専用掲示板
「でんごんくん」

地域に住む人たち同士の情報交換、PR活動のお手伝いをす
る掲示板です。「でんごんくん」を使用する人は、掲示物に掲
示開始日、連絡先を書いて自分で貼り、期限がきたら自分で
はがしてください。掲示期間は最長2週間です。
営利を目的とするもの、政治・宗教活動に関するもの、個人、
団体を誹謗・中傷するもの、公序良俗に反するものなどは掲
示できません。

地域課地域係、各地域活動係

区
民
の
自
主
的
活
動

２１１１杉並区4(SG330)行政最終前半.indd   137 2021/10/12   8:59:43



138

区
政
へ
の
参
画
と
協
働

杉並区役所 ☎03-3312-2111（代表）　※施設の問い合わせは44～57ページをご参照ください

名　簿
区長・副区長・行政委員会委員・監査委員

杉並区議会議員・東京都議会（杉並区選出）議員

氏　名 所属会派 電話番号 住　所
浅井　くにお （自民） 6762-0920 上井草4-24-13
安斉　あきら （自民） 6876-7808 上井草4-16-8
井口　かづ子 （自民） 3390-7775 清水3-16-2
井原　太一 （自民） 5301-2755 下高井戸2-10-21-611

今井　ひろし （自民） 5932-3976 宮前1-11-9
NM宮前301

岩田　いくま （無維） 3247-8660 久我山5-24-30
フルールツヅキⅡ103

大泉　やすまさ （自民） 3328-0007 永福2-51-14
大熊　昌巳 （自民） 3333-5738 久我山3-17-24
太田　哲二 （立民） 090-9248-0845 西荻南4-12-5
大槻　城一 （公明） 6304-9194 成田西3-9-12
大和田　伸 （自民） 6768-9011 高円寺南2-16-2
小川　宗次郎 （自民） 5306-1900 松ノ木3-3-12
奥田　雅子 （平和） 5377-5080 上井草1-11-12

奥山　たえこ （連携） 3315-2155 高円寺南3-62-10
小鈴荘

金子　けんたろう（共産） 3314-5551 浜田山3-26-27

川野　たかあき （立民） 6315-8051 本天沼1-1-3
コーポ奥田201

川原口　宏之 （公明） 3380-5514 和田1-11-5
北　明範 （公明） 3334-7609 西荻南4-25-13
木梨　もりよし （連携） 3304-9321 浜田山3-1-15
くすやま　美紀 （共産） 6320-8933 荻窪5-15-19-704

國﨑　たかし （自民） 6336-4302 上荻4-19-17
グリーンヴィラ201

けしば　誠一 （平和） 3317-0356 浜田山4-18-7-205
小林　ゆみ （無維） 080-8919-0430 西荻南3-3-11-103
酒井　まさえ （共産） 090-9325-5676 堀ノ内1-9-7

佐々木　千夏 （連携） 070-3538-7645 高円寺南2-35-15
花月第一ビル5F

島田　敏光 （公明） 3390-5850 下井草4-5-8-206
新城　せつこ （平和） 5376-3678 和泉1-48-13

 ●  区長・副区長
区　長 田中　良
副区長 宇賀神　雅彦
副区長 吉田　順之
秘書課

●  教育長・区教育委員会委員
教育長 白石　高士
教育長
職務代理者 對馬　初音

委　員 久保田　福美
委　員 伊井　希志子
委　員 折井　麻美子
教育委員会事務局庶務課

●  区選挙管理委員会委員
委員長 本橋　正敏
委員長
職務代理 梅田　久恵

委　員 小井　みずほ
委　員 與川　幸男
選挙管理委員会事務局

●  区監査委員
代　表 上原　和義
代　表
職務代理 三浦　邦仁

委　員 内山　忠明
委　員 吉田　愛
監査委員事務局

●  区農業委員会委員
会　長 本橋　成一
会　長
職務代理 田原　良規

委　員 小美野　正義
委　員 秦　孝良

委　員 井口　明
委　員 原田　映史
委　員 飯田　幸弘
委　員 鈴木　宗孝
委　員 野田　一郎
委　員 坂井　雄治
委　員 小野　実
委　員 原　修吉
委　員 栗原　正太郎
農業委員会事務局

 ※令和3年8月1日現在

●  杉並区議会議員（五十音順）（　）内は所属会派の略称
氏　名 所属会派 電話番号 住　所

そね　文子 （平和） 5377-5080 成田東2-12-3
田中　ゆうたろう（連携） 5929-7721 和田3-38-6-201

富田　たく （共産） 090-9001-5249 高円寺南3-59-7
マイン・オアーゼ301

中村　康弘 （公明） 3397-0335 上井草2-10-2

野垣　あきこ （共産） 090-9293-8710 天沼1-25-4
トムズハウス103

ひわき　岳 （立民） 090-7261-5260 成田西1-17-5
藤本　なおや （無維） 3314-0511 高円寺南3-48-5
ほらぐち　ともこ （革新） 3329-8813 上高井戸1-32-40
堀部　やすし （連携） 3336-4740 阿佐谷北6-23-5-304
松浦　威明 （自民） 3311-7810 高円寺南1-32-6-2F
松尾　ゆり （連携） 5930-3181 下井草1-25-36
松本　みつひろ （無維） 080-4327-7767 荻窪5-21-10
矢口　やすゆき （自民） 6304-3412 和泉4-28-1-401
山田　耕平 （共産） 090-9973-0941 善福寺2-2-11
山本　あけみ （立民） 6231-5838 久我山2-4-2
山本　ひろ子 （公明） 5378-5175 高円寺南2-45-18
吉田　あい （自民） 080-1083-8341 高円寺北4-20-13
脇坂　たつや （自民） 3391-7717 阿佐谷南3-27-10
わたなべ　友貴 （自民） 080-1054-1956 荻窪5-18-11-202
渡辺　富士雄 （公明） 5397-8799 成田東5-3-15

●  東京都議会（杉並区選出）議員（五十音順）
氏　名 所属会派 電話番号 住　所

あかねがくぼ�かよ子（都民） 6883-3373 荻窪4-20-18-201

小宮　あんり （自民） 5378-0611 阿 佐 谷 南 1-17-23-
202

関口　健太郎 （立民） 6384-0293 高円寺南4-28-3
高円寺ビル308

早坂　義弘 （自民） 3220-0411 荻窪5-18-11-202
原田　あきら （共産） 3316-2231 高円寺南3-30-12

まつば　多美子 （公明） 3317-8508 阿佐谷南1-16-9
平野ビル5階

※令和3年8月1日現在

名
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