
各 種 相 談 
 

１ 概要 

区政に関することや、日常生活での悩みごと、専門的な問題など、区民から寄せられ

るさまざまな悩みを解決するために、区政相談課で、各種相談窓口を開設しています。

相談の種類は、一般区民相談、法律相談、税務相談、家事相談、くらしの相談、交通事

故相談、外国人相談、防犯相談等の14種類です。 

なお、相談員及び過去の実績については下記のとおりです。（表１･２、図１参照） 

   

表１ 相談の種類 

 

種    類 日    時 場    所 
一般区民相談 月～金曜日 午前９時～午後５時 
法律相談 月～金曜日 午後１時～４時 
税務相談 木曜日 午後１時～４時 

 
区役所西棟２階 
区政相談課 

家事相談 火曜日 午後１時～４時  
くらしの相談 月・火・木・金曜日 

午前９時～正午  午後１時～４時 
 

交通事故相談 月・火・金曜日 
午前９時～正午  午後１時～４時 

 

外国人相談 火・木曜日 
午前 10時～正午 午後１時～４時 

 

防犯相談 月～金曜日 
午前９時～正午  午後１時～４時 

 

人権相談 第３金曜日 午後１時～４時  

行政相談 第２金曜日 午後１時～４時 
司法書士による法律相談 第２水曜日 午前 9時 30分～正午 

 

不動産総合相談 年２回 区役所１階ロビー 
 

手続きなんでも相談 年 3回 区役所１階ロビー 
 

労働社会保険相談 年 3回     
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表２ 相談件数 

 
   

 
  

相 談 名 
一般 

くらし

法  
律 

税  務 家  事 交通事故 外国人 
防 

犯 
その他

１３年度 1,607 3,085 164 161 304 69 --- 120 
１４年度 1,419 2,975 206 167 387 79 --- 171 
１５年度 1,312 2,965 223 157 430 40 113 225 

  

 

 

相談は、相談の種類によって専門の相談員が受けています。 

  

 

法律－－－－－－－弁護士 

税務－－－－－－－税理士 

行政－－－－－－－行政相談委員 

手続きなんでも－－行政書士 

人権－－－－－－－人権擁護委員 

労働社会保険－－－社会保険労務士 

その他－－－－－－専門相談員 

 

 

 

  

  

      

図１　平成１５年度相談別内訳

そ の 他の相談

4%

防犯相談

2%

一般・くらしの相談

24%

法  律相談

54%

税  務相談

4%

家  事相談

3%

外 国 人相談

1%
交通事故相談
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２ 各相談の状況 

(1) 一般区民・くらしの相談 

相談内容は、区政に関することの

ほか、日常生活の中で起きるさまざ

まな問題や心配ごと、悩みについて、

相談員が相談に応じています。また、

相談内容によって、法律相談や家事

相談などの専門相談を案内していま

す。（図2・3・４参照） 

 

内   訳 件  数 
民事関連 ４９１ 
日常生活 ５４３ 
行政関連 ２０２ 
その他 ７６ 

合   計 １,３１２ 
 

民事関連：営業、事故、相続、 

    土地建物、民事事件 

日常生活：家庭、金銭、相隣 

行政関連：区・都・国政、建築、税金 

    福祉、他官庁 

その他：刑事事件、外国人、就職、 

   その他 
 

 

図４　一般区民・くらしの相談
平成１5年度　民事関連の内容

相続
40%

土地建物
40%

事故
4%

民事事件
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営業
12%

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図2　一般区民・くらしの相談
平成１5年度内訳

日常生活
41%

民事関連
38%

その他
6%行政関連

15%

 
 
 
 

図３ 一般区民・くらしの相談 

平成１３～１５年度推移 
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(2) 法律相談 

法律相談は、区民の社会生活上生

じる法律上の問題について、弁護士

が専門的な立場から教示、助言また

は指導をし、問題解決の糸口となる

よう実施しています。 

図５　法　　律　　相　　談
　平成13～ １5年度推移

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

平成15年度

平成14年度

平成13年度

土地建物 相続 金銭 家庭・夫婦 相隣 その他

毎週月曜日から金曜日まで、電話予

約制で受付けています。月曜日には３

名、火曜日から金曜日は２名の弁護士

が担当しています。 

（図５・６参照） 

 

内   訳 件  数 
土地・建物 ７９１ 
相続 ５９０ 
金銭 ３５９ 
家庭・夫婦 ３８３ 
相隣 １６３ 
その他 ６７９ 

合   計 ２,９６５ 
 

 

 

(3) 税務相談 

税務相談は、市民生活上のさまざ

まな税に関する疑問などについて、

税理士が助言・指導を行なっていま

す。毎週木曜日に電話予約制で受付

けています。（図７参照） 

 

内   訳 件  数 
相続税 ８８ 
不動産関係 ６７ 
贈与税 ４０ 
その他 ２８ 

合   計 ２２３ 
 

 
 

 

 

図６　　法　律　相　談
平成１5年度内訳

相隣
5%
家庭・夫婦

13% 金銭
12%

相続
20%

土地建物
27%

その他
23%

 

 

図７　　税　務　相　談
平成１5年度内訳

相続税
39%

その他
13%

贈与税
18%

不動産
関係
30%
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(4) 交通事故相談 

交通事故による補償または弁済・示

談の進め方などについて、専門の相談

員が適切な指導・助言を行い、速やか

にかつ円滑に解決するよう相談に応じ

ています。    （図８参照） 

 

内   訳 件  数 
交通事故被害者 ３５２ 
交通事故加害者 ７３ 
その他 ５ 

合   計 ４３０ 
 

図８　交　通　事　故　相　談
平成１5年度内訳

その他
1%交通事故

加害者
17%

交通事故
被害者

82%

 

 

(5) 家事相談 

夫婦・親子関係の問題など、家庭内

におけるもめごとや悩みごとなどにつ

いて、経験豊かな専門の相談員が相談

に応じ、適切な助言・指導を行ってい

ます。        （図９参照） 

 

内   訳 件  数 
夫婦関係 １１３ 
親子関係 ２０ 
その他 ２４ 

合   計 １５７ 
 

 

(6) 防犯相談 

ピッキングによる侵入盗やひったく

り、放火などの犯罪を未然に防ぐため

の対策について、専門の相談員が相談

に応じ、適切な助言・指導を行ってい

ます。         

 

 平成１５年度から実施 

 

  １５年度実績 １１３件 

 

 

 

 

図９　家事相談　平成15年度内訳

夫婦関
係
72%

親子関
係
13%

その他
15%

 

 

 

 

内   訳 件  数 
防犯対策 ３１ 
刑事事件 ３０ 
迷惑行為 １６ 
近隣トラブル ７ 
サラ金 ３ 
不正請求 １３ 
その他 １３ 

合   計 １１３ 
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(7) 外国人相談 

この相談は、外国人居住者等に対す

る区政や日常生活の心配ごと・悩みご

との相談窓口として、日本語のほか英

語、中国語の会話のできる相談員が応

じています。 

（図10参照） 

国籍別相談件数 

国  籍 件数 国  籍 件数 
中国 ９ カナダ １ 
フィリピン ２ 関連（日本） ９ 
米 国 ４ その他 ８ 
イギリス ２ 不明 ５ 

合  計 ４０件 
 

相談内容別件数 

内   訳 件  数 
日常生活 ３１ 
行政関連 ４ 
就学・就労関連 １ 
その他 ４ 
合   計    ４０ 

 

 

図１０　外　国　人　相　談
平成１5年度内訳

その他
10%

就学・就労関
連
3%

行政関連
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(8) その他の相談 

不動産取引相談は、土地建物の売買

や賃借などに対する助言等を専門相

談員が行っています。また、人権擁

護委員による人権相談、行政相談委

員による行政相談、行政書士による

手続きなんでも相談及び社会保険労

務士による労働社会保険相談も行っ

ています。 

（図11参照） 

内   訳 件  数 
不動産取引 ７２ 
手続きなんでも･行政 ２５ 
労働社会保険 １４ 
人権 ３ 
司法書士相談 １０５ 

合   計   ２１９ 
 

 

 

 

 

 

図１1　そ　の　他　の　相　談
平成１5年度内訳

司法書士
相談
48%

人権
1%

労働社会
保険
 6%

手続き・
行政
12%

不動産
取引
33%
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３ 各相談の主な内容 

〇 土地・建物（不動産に関する相談） 

  売買・譲渡・立退・明渡・更新・管理・家賃未納など 

〇 相隣関係（隣家とのトラブルに関する相談） 

 地境・目かくし・騒音・臭気・日影・樹木・粉塵など 

〇 相続・贈与（財産の相続・贈与に関する相談） 

 遺産相続・贈与・遺言など 

〇 家庭（家族関係に関する相談） 

 親子・夫婦・兄弟姉妹・養子縁組など 

〇 人権（人権侵害に関する相談） 

 いじめ・無視・阻害・差別など 

〇 営業（営業上のトラブルなどに関する相談） 

 執務違反・商品売買・解約など 

〇 労働・社会保険（就労に関する相談） 

 労働条件・賃金・社会保障・解雇など 

〇 金銭（金銭・証券・名義に関する相談） 

 サラ金・自己破産・金銭貸借・名義変更・投資・証券売買など 

〇 民事（契約・民事事件・損害賠償などの相談） 

 契約書・口約束・民間同士のトラブルなど 

〇 区政（区の事務事業に関する相談） 

 区政全般 

〇 税（税金に関する相談） 

 相続税・贈与税・不動産関係税など 

〇 建築（建築に関する相談） 

 建築法規・違反建築など 

〇 福祉（福祉に関する相談） 

  母子・高齢者・児童・障害者など 

〇 事故（交通・医療などの事故に関する相談） 

  賠償金・慰謝料・示談・事故処理の方法など 

〇 外国人（外国人の日常生活などに関する相談） 

  住居・就労・入国・医療など 

〇 他官庁・会社（国・都や会社の倒産などに関する相談） 

  国や都の業務 

〇 日常生活（日頃の生活に関する相談） 

  冠婚葬祭・心の悩みなど 
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区政を話し合う会 
１ 概要 

区長が、広く区民の意見や要望などを聴き、区政について、区民と共に考え、話し

合う場として、「区政を話し合う会」を毎年開催しています。 

平成１５年度は、一般向け及び団体向けを各７回と「中学生区議会」を開催しまし

た。 

   

参 加 者 発 言 者  区   分 日  時 場所又は団体名 
男 女 計 男 女 計 

1 一  般   7月 24日 荻窪地域区民センター 31 20 51 7 5 12 

2 〃   7月 26日 永福和泉地域区民ｾﾝﾀｰ 34 13 47 11 4 15 

3 〃   7月 29日 西荻地域区民センター 10 22 32 5 5 10 

4 〃   8月  3日 井草地域区民センター 19 21 40 5 5 10 

5 〃   8月  5日 高井戸地域区民センター 20 26 46 6 7 13 

6 〃   8月  6日 阿佐谷地域区民センター 15 16 31 5 4 9 

7 〃   8月  7日 セシオン杉並 15 10 25 7 1 8 

８ 団  体   6月 9日 井草地域集会施設運営協議会 15 13 28    

９ 〃   8月 26日 高円寺地域集会施設 
運営協議会 13  14 27    

10 〃 10月 17日 西荻地域集会施設運営協議会 10 12 22    

 
11 〃 10月 28日 荻窪地域集会施設運営協議会 12 12 24    

 
12 〃 11月 4日 阿佐谷地域集会施設 

運営協議会 10 12 22    

 
13 〃 12月 11日 高井戸地域集会施設 

運営協議会 12 18 30    

 
14 〃  1月 20日 方南・和泉地域集会施設 

運営協議会  7 12 19    

 
15 中学生区議会  12月 18日 区議会議場 27 21 48 27 21 48 
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２ 対話集会における意見の概要 

 

 （１）一 般 

 

ア 荻窪地域区民センター 

      集中豪雨に伴う下水逆流について 
      集中豪雨に伴う消毒作業について 
      雨水マスについて 
      杉並中継所について 
      区内施設の対応について 
      ごみの個別収集について 
      子どもの犯罪と防犯対策について 
      私有地の雑草について   

  捨て看板の撤去について 
      外環道建設に伴う環境影響について 
      道路の陥没について 
      外国人労働者の対応について 
  

イ  永福和泉地域区民センター 

富士見丘中学プール開放の業者委託について 

カラス対策について 

障害児の教育について 
永福高校の跡地について 

さざんかねっとについて 

幼児の安全について 

マンション管理について 

すぎ丸について 

道路の拡張について 

少子化対策と人口数値の公表について 

興銀跡地、少年教育、東海地震について 

教育特区の内容について 

青少年委員と学校コーディネーターについて 

方南図書館の用地等について 

 店舗の夜間営業について 

 

ウ  西荻地域区民センター 

      日産跡地に建設予定のマンションについて 

          外環道について 

さざんかねっとについて 

公園などの安全について 
 
エ 井草地域区民センター 

     さざんかねっとについて 

杉並会館の利用方法と障害者雇用支援事業団について 
土地の買収予定について 
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     エイトライナーについて 

     公会堂ＰＦＩプロジェクトについて 

ラグビーによるまちづくりについて 

区議会について 

井戸水について 
 

オ 高井戸地域区民センター 

区道の廃止と緑の伐採について 
カラス対策について 
障害者福祉会館周辺道路の危険性について 
高井戸保育園の委託について 
住宅建設に伴う環境問題について 
菅平学園について 

       公会堂の建設について 
       通過車両の危険性について 
       富士見ヶ丘駅前葬斎場の建設について 

公会堂の産業廃棄物処理について 
区の施設利用について 
高井戸地域区民センターのエレベーターの利用について 
区が作成する書類の見やすさについて 

   
カ 阿佐谷地域区民センター 

   南伊豆健康学園の見直しについて 

住民基本台帳ネットワークについて 
五つ星区役所運動と意識改革について 

       側溝のふた等について 

       杉並中継所の廃止の時期について 

       公園のごみ箱設置について 

       パート・アルバイトの雇用年限について 

       ゴミ出しについて 

       パソコンの普及について 

防災会と防犯パトロール団体の助成について 

生活道路の舗装について 

 

キ 西荻地域区民センター 
       安全美化条例について 

公園の落書きについて 
四面道と青梅街道付近の環境について 

       地域と学校の連携のとり方について 

       警察との関係について 

       社会的弱者について 

       子どもの教育について 

       公園のベンチ・図書館の利用について 

       さざんかねっとについて 
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（２）団 体 
 

ア 井草地域集会施設運営協議会 

      運営協議会委員の団体推薦の考え方について 
      役員の任期制について 
      運営協議会のホームページについて 
      運営協議会広報紙の配布方法について 
      掲示板について 
      地域区民センター受付業務の民間委託について 
      妙正寺川の改良と散歩道の整備について 

地域区民センターの利用時間拡大について 
防犯対策等について 
緊急医療について 
外環青梅街道インターチェンジについて 
電波障害について 
住基ネットについて 
早稲田大学との協定について 

 
   イ 高円寺地域集会施設運営協議会 
      運営協議会への１６年度予算方針について 
      小中学校の統廃合について 
      補助金の翌年度繰越について 
      インターネット用パソコンの設置について 
      高円寺駅前の風紀について 
      区民事務所の開庁日について 
      地域活動への行政の支援について 
      今後の生涯学習などへの考え方について 
      区役所業務の民間やＮＰＯへの委託について 
      小中学校空き教室を活用した地域活動支援について 
      カード化で使いにくくなった国民健康保険証について 
      レジ袋削減率、エコシール普及状況について 
 

ウ 西荻地域集会施設運営協議会 
      運協委員の活動について 
      地域区民センター管理運営の民間委託について 
      地域区民センターの将来ビジョンについて 
      センター報の配布について 
      センターのホームページについて 
      センターまつりにおける物品販売について 
      センターまつりのボランティアについて 
 

エ 荻窪地域集会施設運営協議会 
      区民センター内に相談窓口を設置することについて 
      音楽サロンの設置について 
      中高一貫教育について 
      区民センターの屋上利用について 
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       区民センター報の配布方法について 
       管理委託変更に伴う利用者への説明について 
       委員の選任について 
       学校の門の開放について 
       学校の基金設立について 
       教諭の給与現金支給について 
       ごみ袋の有料化について 
       図書館の休館日を一斉にしないことについて 
       敬老会館の活用について 
       若者のセンター利用促進について 
       団塊の世代の地域への参加について 
       ブックスタート事業への支援について 
 

オ 阿佐谷地域集会施設運営協議会 
       講座受講者による自発的な活動への支援について 
       杉一小体育館や多目的ホールの利用について 
       行政の区民センター優先利用について 
       ホームページを利用した事業ＰＲやメルマガの活用について 
       講座について 
       クリスマスコンサート等でのチャリティ基金について 
 

カ 高井戸地域集会施設運営協議会 
       受付業務の業者委託について 
       事務局職員の増員について 
       補助金執行残額の翌年度繰越について 
       高井戸図書館の移転中止の経緯について 
       図書館と区民センター図書室の連携について 
       酔っ払いや不審者への対応について 
       図書館の規模に応じた人員の配置について 
       事業内容について 
       人材リストについて 
       広報について 
       インターネットに接続できるパソコンの設置について 
       バリアフリーの方針について 
 

キ 方南和泉地域集会施設運営協議会 
       受付業務の民間委託について 

事務局職員の増員について 
図書館人件費、事務局人件費とも補助金に統一することについて 
区民センター報の配布方法について 
方南図書館の今後の予定について 
事業への参加費徴収について 
センターまつりでの販売について 
さざんかねっとの見直しについて 
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３ 中学生区議会 

２１世紀を担う子ども達の意見を聴き、区政運営に反映させるとともに、議会の仕組み

や区の仕事を理解してもらうことを目的に「区政を話し合う会」の一環として、「中学

生区議会」を開催しました。「中学生区議会」は、中学生議員全員に発言してもらい、

区議会の本会議と同じ形式で以下のように行いました。 

テーマ みんなでつくる私たちのまち杉並 

開催 １２月１８日 出席議員数（中学生）４８名  

説明員（区側答弁者）２４名 

議事日程 

１ 開会宣言（区議会議長） 

２ 区長あいさつ 

３ 出席議員・説明員の確認 

４ 会議録署名議員の指名 

５ 会期の決定 

６ 質疑の項目 

 ○道路・交通問題について 

・ 交通安全対策 ・狭あい道路対策 ・放置自転車対策 

・ 要望提出方法  

  

○ ごみ・カラス問題について 

 ・古紙回収 ・カラス対策  

 

○ 安全・安心に関する問題について 

  ・大地震対策 ・住民基本台帳ネットワークの安全性 

・街灯の増設計画 ・公衆トイレ 

 

○ 環境に関する問題について 

・緑化計画 ・下井草駅改修工事 ・落書き対策 

・粗大ゴミ不法投棄 

 

○学校教育について  

 ・学校のＩＴ化 ・ゆとり教育 ・土曜日の利用法          

・給食のメニュー 

 

○教育施設について 

・児童青少年センターの増設 ・教室や体育館へのクーラー設置 

 

   ７ 建議案「夢をはぐくむ、共存・共生のまち 杉並宣言」の提案（中学生議員）  

８ 建議案意見発表（中学生議員） 

９ 建議案採択（可決） 
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10 区長のお礼 

11 閉会宣言（区議会議長） 

 

 

 

 

建議案「夢をはぐくむ、共存・共生のまち 杉並宣言」 
  
 最近、テレビや新聞で「学力問題」など教育に関する問題や、中学生による犯罪などの事件が多く

取り上げられています。現在学校で教育を受けている同じ世代の者として、私たちは、これらの問題

や事件に無関心ではいられません。 
 自分自身が「学びたい」という気持ちを大切にし、学びたいことが十分に学べたり、一人ひとりの

存在を認めあい、助けあえたりできれば、これらの問題は解決していけるはずです。 
 そのために、「学びたいことが学べ、認めあい、助けあえる学校やまちづくり」が重要であると考え

ます。 
 そのような学校やまちを創りあげるためには、将来、社会を担う私たち自身が「夢」をもつことが

必要です。ノーベル物理学賞を受賞された小柴さんもおっしゃっていたように、「夢をもち続ける」こ

とが２１世紀を生きる私たちにとってとても大切なことだと思います。 
 「自分の力を伸ばしたい」「こんな未来を創りたい」このような「夢」が、私たちの学習への意欲を

かきたて、これからの、よりよい杉並区、東京、日本、そして、世界を創っていく大きなエネルギー

になるのです。 
 そして、私たちの「夢」を、単なる「夢」で終わらせないために、次の段階として、私たちは自ら

の力で、具体的に行動することがとても重要だと思います。 
 たとえば、私たち中学生が企画し運営する土曜日学校を創りあげることができたら、とても素晴ら

しいことだとは思いませんか。 
 福祉施設やお年寄りとの交流などのボランティアを中心とするもの、だれでも気軽にスポーツがで

きるもの、「趣味の教室」のように自分の得意な力を発揮できるものなど、一人ひとりの「夢」を実現

できる土曜日学校を、私たち自身の手で創りあげていくのです。 
 創りあげる途中には多くの苦労や失敗もあるかもしれませんが、新たな自分を発見できる、良いチ

ャンスにもなると思います。 
 そして、これらの土曜日学校で得た貴重な体験を、積極的に社会に生かしていく人が多くなれば、

私たちの杉並区は、だれもが認めあい、助けあえる、心豊かなまちになると思います。 
 私たち中学生の一人ひとりの力は小さなものです。しかし、多くの「小さな力」が結集すれば、社

会を変え、困難を乗り越える「大きな力」になると信じ、私たちの力でできることは進んで取り組ん

でいきます。 
でも、どうしても私たちの力では実現が難しいことがあるのも事実です。このような時こそ、区や

学校、地域の人たちと力をあわせ、意見やアイディアを出しあって、「夢」の実現に向かって、力強く

立ち向かっていきたいと思います。  
私たちは、一人ひとりが自分の「夢」をもち続け、お互いの人格や能力を高めあいながら、「共存・

共生できるまち 杉並区」を創るために努力していくことを、ここに宣言します。 
 
 平成１５年１２月１８日 
  
                            杉並中学生区議会 
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施設めぐり 
 

 施設めぐりは、区民の方々に区立施設等を見学していただき、区政への理解や郷土愛を

深めることを目的として実施しています。 
        

【実施状況】                                                           単位＝人 

年度 実施

回数 

申込者数 

 

参加者

数 

１9歳

以下

20歳

代 

30歳

代 

40歳

代 

50歳

代 

60歳

代 

70歳

代 

80 歳

以上

13 

 

6   510 168 28 0 12 15 12 60 37 4 

14 

 

4   227 135 14 0 6 14 25 39 31 6 

15 

 

4   288   138 11 5 8 8 20 54 28 4 

 

  【平成１５年度実績】 

実施月日 

（曜日） 
テーマ コ  ー  ス 申込者

（人）

参加者

（人）

7月31日

（木） 

資源清掃 杉並中継所⇒有明スポーツセンター⇒中央防波堤埋立処

分場 

44    40

10月30日

（木） 

玉川上水の源流

を訪ねて 

羽村取水堰→東村山浄水場 148    36

12月10日

（水） 

冬のしらべ・冬

の星座 

大田黒公園⇒内藤礫耕農園⇒杉並会館⇒東京女子大学 

⇒科学館 

   71   39 

 

３月4日

（木） 

資源清掃 杉並中継所⇒有明スポーツセンター⇒中央防波堤埋立処

分場 

   25    23

 

計 
 288  138

 

庁 舎 見 学       
 

小学生の社会科見学の一環として、区役所の庁舎見学を実施しています。学校単位で申し込

みを受け、総合窓口、防災センターなどを見学します。１５年度は環境学習の一環として

「ごみぱっくん」を追加しました。 

見学資料として、区政を分かりやすく紹介したパンフレット「みんなが住んでる杉並区」

を作成し、配布しています。 

過去３年間の庁舎見学実施状況 

年    度 小学校数 見学者数 

平成1３年度 １４校    963人 

平成1４年度 １９校   1,302人 

平成1５年度 ２０校   1,498人 
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公衆用ファクシミリサービス 
 

１ 事業内容 

情報化時代に伴い、庁舎１階ロビーにコインファクスを設置して、来庁者の利用に供し

ています。 

 

２ 事業開始 

昭和６３年１２月１日 

 

３ 利用料金 

都内局番及び市外局番  Ｂ４判 １枚 １００円 

遠距離市外局番   Ｂ４判 １枚 ２００円 

 

４ 利用実績（利用料金の合計による） 

 

年    度 金    額 
平成 13年度 ８９,５００円 
平成 14年度 ８０,９００円 
平成 15年度 ７４,６００円 

 

 

 

 

手 話 通 訳       
 

聴覚に障害を持った方が、来庁の用事や目的を安心して達せられるように手話で各窓口と

の通訳にあたっています。１５年度は、毎週水曜日の午後１時から４時まで行いました。 

 

年   度 案内件数 

平成 13年度 ６９件 

平成 14年度 ５８件 

平成 1５年度 ７７件 
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広聴事業のあゆみ 
 

昭和26年12月 法律相談開始         (民生課) 

    30年４月 家事相談開始         (民生課) 

    31年 対話集会｢区民の声を聞く会｣開始(出張所ごと)     (企画室) 

    38年７月 総務課相談係設置        (総務課) 

        ８月 区民相談室設置         (区民課) 

         庁舎案内開始         (区民課) 

    41年４月 福祉相談開始           (福祉事務所) 

        11月 世論調査開始         (企画室) 

    44年４月 企画部広報課に広報・相談・広聴担当主査設置     (広報課) 

        ５月 交通事故相談開始        (広報課) 

    45年４月 区政モニター開始        (広報課) 

         対話集会(｢区長と話す会｣)開始       (広報課) 

         行政実態調査開始        (広報課) 

        11月 施設見学会開始         (広報課) 

    46年５月 資料室開設         (総務課) 

    48年５月 不動産取引相談開始        (区民課) 

    52年７月 企画部に広聴課新設、資料室が総務課より移管、区庁舎見学事業開始 

             区庁舎案内、区民課より移管 

    53年４月 区政資料室開設 

    56年４月 手話通訳(週１回)開始 

        10月 荻窪サービスコーナーにて法律相談開始 

    59年４月 同上で、住まいの増改築(平成６年３月住宅課へ移管)・パートタイム・ 

              不動産取引・行政・行政手続き・人権身の上相談開始 

         施設見学会を施設めぐりに名称変更＜区民ガイド導入＞ 

    61年４月 広聴はがき(｢ふれあい通信｣)事業開始 

         資料室を区政情報室へ移管 

    63年９月 地域広聴開始＜17出張所＞ 

        12月 公衆用ファクシミリサービス開始 

平成元年４月 外国人・税務相談開始 

    ４年４月 企画部区政情報室広聴課となる 

        12月 対話集会｢区政を話し合う会｣開始 

    ５年４月 井荻サービスコーナーにて法律相談開始 

            フロアマネージャー開始 

        ７月 ｢子ども区議会｣を開始 

    ６年４月 浜田山サービスコーナーにて法律相談開始 

        ７月 区民広聴用ファクシミリ設置 

    ７年４月 西荻サービスコーナーにて法律相談開始 

    ８年４月   労働・社会保険相談開始 
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平成９年４月    桜上水北サービスコーナーにて法律相談開始 

                フロアマネージャー委託開始 

11年10月  杉並区ホームページ開設に伴い、ホームページからの要望等受付開始 

12年４月  企画部区政相談課となる 

        井荻・浜田山・西荻・桜上水北サービスコーナーでの法律相談廃止 

13年２月  荻窪サービスコーナーでの法律相談、行政相談を区政相談課に、書類と

手続なんでも相談、社会・労働保険相談を区役所ロビーに移設 

４月  政策経営部区長室区政相談課となる 

12月  インターネット区政モニター開始 

  14年 1月  インターネット区民意向調査開始 

６月    電子掲示板開始 

    10月  ７０周年記念事業として 

        （高校生の対話集会・地域区政モニター会議開催） 

    11月  法律・家事・税務相談の予約専用直通電話を設置するとともに、予約開

始日を相談日当日から一週間前に変更 

  15年 1月  意見・要望処理の迅速化（３日ルール）開始 

     4月  防犯相談開始   

         区庁舎案内、経理課へ移管 

5月  区民意見の提出手続開始 

6月  団体対象の対話集会を開始 

12月  「子ども区議会」の名称を「小学生区議会」「中学生区議会」に変更 

16年 3月  文書管理システムによる意見・要望処理の開始   
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