


資　

料　

編

資　

料　

編

118



資　

料　

編

資　

料　

編

119

資料編

１ 東村山市第４次総合計画策定の経緯

（１）東村山市総合計画審議会

�　市長の諮問に応じ、総合計画に関する事項を調査審議する目的で設置された機関で、公募市民、
議員、各機関代表者等で構成されています。

開催回数 年月日 内　容

第１回 平成 20 年
４月 22 日

東村山市第４次総合計画策定スケジュールと進め方

第２回 ８月５日 東村山市第４次総合計画策定方針の検討
子どもたちの絵画・作文募集の概要説明

第３回 平成 21 年
４月 28 日

市民ワークショップ「東村山の未来を考える市民会議」進捗状況報告
「東村山市第４次総合計画基礎調査報告書」概要説明

第４回 ６月 16 日 東村山市第４次総合計画基本構想諮問
市民ワークショップ「東村山の未来を考える市民会議」進捗状況報告
東村山市を取り巻く課題と今後の取り組みについて（意見交換）

第５回 10 月 28 日 東村山市第４次総合計画「未来の東村山に向けた市への提言」の報告
基本構想の期間の検討
社会の動向及び今後のまちづくりに向けた課題（意見交換）
将来人口の検討

第６回 11 月 30 日 今後のまちづくりに向けた重点課題の検討
基本目標の検討
まちづくりの基本姿勢の検討
将来人口の検討

第７回 12 月 18 日 将来都市像の検討

第８回 平成 22 年
１月 25 日

将来都市像の検討
施策の体系・施策大綱の検討

第９回 ３月 24 日 市民フォーラムの意見報告・基本構想への反映検討
重点施策・土地利用構想の検討
東村山市第４次総合計画基本構想答申案の決定

答申 ４月 26 日 東村山市第４次総合計画基本構想答申

第 10 回 ５月 26 日 公募意見の報告
東村山市第４次総合計画前期基本計画について

第 11 回 10 月 27 日 東村山市第４次総合計画基本構想について
東村山市第４次総合計画前期基本計画（平成 22 年 10 月 27 日版）について

第 12 回 平成 23 年
２月７日

東村山市第４次総合計画実施計画（平成 23 年度〜 25 年度）（速報版）につ
いて
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（２）東村山市総合計画策定委員会

�　総合計画の策定に関し、調査・審議を行い、必要な調整を図る機関で、委員長（市長）、副委
員長（副市長）、委員（教育長、部長職）で構成されています。

開催回数 年月日 内　容

第１回 平成 20 年
６月 24 日

東村山市第４次総合計画策定方針（案）の検討
策定方針公開までのスケジュールについて

第２回 ８月 12 日 東村山市第４次総合計画策定方針（案）の検討

第３回 ８月 26 日 東村山市第４次総合計画策定方針（案）の検討
東村山市総合計画策定委員会専門分科会委員について

第４回 ９月 30 日 市民意識調査（案）の検討
子どもたちの絵画・作文について

第５回 10 月６日 市民意識調査（案）の検討

第６回 10 月 28 日 市民ワークショップ「東村山の未来を考える市民会議」について
団体・企業意向調査について
東村山市第３次総合計画・後期基本計画・施策別実施状況調査について

第７回 11 月５日 市民ワークショップ「東村山の未来を考える市民会議」について
団体・企業意向調査について
東村山市第３次総合計画・後期基本計画・施策別実施状況調査について

第８回 平成 21 年
１月 13 日

東村山市総合計画策定委員会専門分科会委員の追加依頼について
市民ワークショップ「東村山の未来を考える市民会議」について
東村山市第４次総合計画基礎調査報告書について
市民意識調査回収率について

第９回 ４月 28 日 市民ワークショップ「東村山の未来を考える市民会議」について
東村山市第４次総合計画基礎調査報告書について

第 10 回 ６月 12 日 市民ワークショップ「東村山の未来を考える市民会議」について
東村山市第４次総合計画基礎調査報告書について
東村山市第４次総合計画基本構想の諮問について

第 11 回 10 月 22 日 東村山市第４次総合計画「未来の東村山に向けた市への提言」について
東村山市第４次総合計画基本構想骨子（１次案）の検討
「市への提言」所管意向調査について

第 12 回 11 月 24 日 東村山市第４次総合計画基本構想骨子（２次案）の検討

第 13 回 12 月 11 日 東村山市第４次総合計画基本構想骨子（３次案）の検討

第 14 回 12 月 15 日 将来都市像の検討

第 15 回 12 月 21 日 将来都市像の検討
施策の体系（案）の検討

第 16 回 平成 22 年
１月 12 日

将来都市像の検討
施策の体系（案）の検討
市民フォーラムについて
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開催回数 年月日 内　容

第 17 回 ３月 16 日 市民フォーラムから提出された意見について
重点施策の検討
土地利用構想の検討
東村山市第４次総合計画前期基本計画策定に係る取り組みについて

第 18 回 ４月 27 日 東村山市第４次総合計画基本構想（素案）の検討

第 19 回 ５月 20 日 東村山市第４次総合計画前期基本計画（骨子案）の検討
成果指標（案）の検討
重点プロジェクト（案）の検討
東村山市第４次総合計画基本構想（素案）パブリックコメント途中経過につ
いて
今後のスケジュールについて

第 20 回 ６月８日 重点プロジェクト　スマイルシート（第１案）の検討
前期基本計画　施策シート（第１案）の検討
成果指標の検討

第 21 回 ６月 16 日 重点プロジェクト　スマイルシート（第２案）の検討
前期基本計画　施策シート（第２案）の検討

第 22 回 ６月 23 日 重点プロジェクト　スマイルシート（第３案）の検討
今日から明日へ　笑顔あふれる東村山の実現に向けて（案）の検討
前期基本計画　施策シート（第３案）の検討
土地利用構想の検討

第 23 回 ６月 29 日 東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）の検討

第 24 回 ７月６日 東村山市第４次総合計画基本構想（素案）に係るパブリックコメント回答案
について

第 25 回 ７月 30 日 東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係るパブリックコメント回
答案について

第 26 回 ８月 16 日 東村山市第４次総合計画基本構想（案）の検討
東村山市第４次総合計画前期基本計画（案）の検討
東村山市第４次総合計画実施計画（平成 23 年度〜 25 年度）策定方針につ
いて

第 27 回 平成 23 年
２月１日

東村山市第４次総合計画実施計画（平成 23 年度〜 25 年度）（案）の検討

第 28 回 ２月 21 日 東村山市第４次総合計画前期基本計画（最終案）の検討
東村山市第４次総合計画実施計画（平成 23 年度〜 25 年度）（最終案）の検
討
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（３）市民ワークショップ「東村山の未来を考える市民会議」

�　基本構想及び基本計画の策定に向けて、市民の目線から市全体及び分野別の問題点・課題、今
後のまちづくりの方向性や目標などを検討し、その結果を「未来の東村山に向けた市への提言」
として、市長に提出することを目的とした会議です。

開催回数 年月日 内　容

第１回 平成 21 年
１月 31 日

市民会議の目的・成果の確認
今後の市民会議の進め方・基本的なルールの確認
現行の第３次総合計画「LET’S2010 東村山（基本構想・後期基本計画）」の
確認

第２回 ２月 21 日 市民会議の基本的な進め方の確認
市全体の良いところ・悪いところの洗い出し
市がこれまで取り組んでいる施策（分野別の取り組み）に対する満足度や今
後、力をいれるべき取り組みに関する市民意識調査の結果確認

第３回 ３月 14 日 市全体の良いところ・悪いところの洗い出し（第２回の続き）
東村山市の財政の現状と課題の確認

第４回 ４月４日 他グループの意見を参考に、自グループのテーマに沿った「良いところ」「悪
いところ」の整理
「良いところをどのように伸ばすのか」「悪いところをどのように改善するの
か」について、具体的な取り組みのアイデア出し

第５回 ４月 25 日 「良いところをどのように伸ばすのか」「悪いところをどのように改善するの
か」について、具体的な取り組みのアイデア出し（第４回の続き）

第６回 ５月 16 日 【中間発表】
「良いところを伸ばす」「悪いところを改善する」ための具体的取り組みのア
イデアについて、各グループごとにこれまでの話し合いの成果発表

第７回 ５月 31 日 「良いところをどのように伸ばすのか」「悪いところをどのように改善するの
か」について、具体的な取り組みのアイデアのとりまとめ
アイデアを実現するための望ましい役割のあり方についての話し合い

第８回 ６月 14 日 アイデアを実現するための望ましい役割のあり方のとりまとめ
グループのテーマに沿ったあるべき姿（理想的な将来（おおむね 10 年後）
のまちの姿）の話し合い・とりまとめ

第９回 ７月 18 日 「市への提言」の作成
市長に提出する「市への提言」の発表内容の確認

第 10 回 ８月８日 【「市への提言」の発表・市長への提出】
各グループごとに「市への提言」の発表・市長への提出



資　

料　

編

資　

料　

編

123

資料編

（４）市民フォーラム

�　東村山市第４次総合計画について、さらに広く市民にお知らせし、より多くの市民の意見を同
計画に反映することを目的としたフォーラムです。

年月日 場　所

地域
フォーラム

平成 22 年
２月８日

多摩湖ふれあいセンター＊

久米川ふれあいセンター

２月９日 社会福祉センター

２月 10 日 市民センター
特別養護老人ホーム「青葉の杜」
秋津公民館

２月 12 日 廻田公民館＊

市民センター
萩山公民館

２月 13 日 特別養護老人ホーム「青葉の杜」
美住リサイクルショップ

２月 14 日 恩多ふれあいセンター

２月 15 日 市民ステーション「サンパルネ」内コンベンションホール＊

２月 16 日 美住リサイクルショップ
社会福祉センター
萩山公民館
秋津公民館

２月 17 日 栄町ふれあいセンター＊

富士見公民館＊

２月 18 日 久米川ふれあいセンター
恩多ふれあいセンター

全市
フォーラム

２月 19 日 中央公民館

注）「＊」は、同日に２回開催した場所を表します。
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２ 諮問・答申
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３ 名簿

（敬称略）

（１）東村山市総合計画審議会

氏　名 区　分

会　　長 髙　山　博　之 学識経験者

会長代理 小田島　養　造 学識経験者

委　　員 佐　藤　真　和
( 平成 22 年７月 20 日から ) 市議会の推せんする市議会議員

委　　員 鈴　木　忠　文
（平成 22 年７月 19 日まで） 市議会の推せんする市議会議員

委　　員 島　田　久　仁 市議会の推せんする市議会議員

委　　員 肥　沼　茂　男 市議会の推せんする市議会議員

委　　員 保　延　　　務 市議会の推せんする市議会議員

委　　員 當　摩　彰　子 教育委員会の推せんする教育委員

委　　員 肥　沼　和　夫 農業委員会の推せんする農業委員

委　　員 山　下　三　郎 公共的団体の役員

委　　員 小　髙　昌　夫 公共的団体の役員

委　　員 今　井　　　均
（平成 22 年５月 26 日から） 公共的団体の役員

委　　員 大　野　敦　也
（平成 22 年３月 31 日まで） 公共的団体の役員

委　　員 岸　田　正　一 公共的団体の役員

委　　員 明　　　孝　夫 一般市民

委　　員 上　嶋　玲　子 一般市民

委　　員 大　野　由利子 一般市民

委　　員 熊　谷　尚　子 一般市民

委　　員 龍　野　乗　子 一般市民

委　　員 飯　塚　政　憲 学識経験者

委　　員 浅　野　良　明
( 平成 22 年７月 20 日から ) 都市計画審議会会長

委　　員 小　町　幸　生
（平成 22 年４月 30 日まで） 都市計画審議会会長

委　　員 福　嶋　　　司
( 平成 21 年 11 月 30 日から ) 緑化審議会会長

委　　員 高　橋　　　眞
( 平成 21 年８月 31 日まで ) 緑化審議会会長
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（２）東村山市総合計画策定委員会

（平成 22 年度委員）

氏　名 役　職

委�員�長 渡　部　　　尚 市長

副委員長 金　子　　　優 副市長

委　　員 森　　　　　純 教育長

委　　員 諸　田　壽一郎 経営政策部長

委　　員 野　島　恭　一 総務部長

委　　員 大　野　　　隆 市民部長

委　　員 石　橋　　　茂 健康福祉部長

委　　員 今　井　和　之 子ども家庭部長

委　　員 西　川　文　政 資源循環部長

委　　員 三　上　辰　己 都市環境部長

委　　員 須　崎　一　朗 まちづくり担当部長

委　　員 曽　我　伸　清 教育部長

委　　員 榎　本　雅　朝 議会事務局長心得
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（３）市民ワークショップ「東村山の未来を考える市民会議」

所属グループ 氏名（五十音順）

①�やるぞ！地球を守るまちづくり【みどり・
環境・ごみ分野】

大野由利子　　関根　　浩　　鳥越　浩二
中谷　浩之　　萩澤みな子　　福岡　美與
益田　滋子

②�豊かな道路（みち）【道路・交通・基盤整
備分野】

青木　　宏　　井関　　稔　　井上　紀一
長田　　稔　　酒井原　勲　　杉田　昌質
棚田さとし　　服部　昭弘　　三上　　豊
三戸　完五

③�たぬき発見�〜○○○億円の税収の創生＆
ムダ・ムリ○○億円の追放〜【農業・商
工業・観光・消費生活分野】

加藤　安信　　小泉　博信　　小山　誠司
鈴木　　隆　　髙木　範夫　　中森　春司
野田　基一　　森田　順治

④�災害・犯罪防ごう会【防災・防犯分野】
伊藤儀一郎　　小川　泰幸　　上妻　淳司
杉崎　　豊　　蓮見　悦子　　浜野　　進
原田　隆信

⑤�笑顔の学び�〜楽しく、ともに、生涯学ぶ
〜【教育分野】

有馬　愼二　　川島　明美　　小山　奈々
佐賀　健二　　神野　晃子　　清藤　優美
トーマス・ジェラード　　　　平田　正三
和田安希代

⑥�まっすぐのびる未来のえがお【子育て分
野】

今村　泰子　　井村　孝志　　片山　啓吾
熊谷　達男　　陣川　達郎　　野口　優子
馬場　貴子　　松下　修三

⑦�文化でひろがる！人をつなぐ！【文化・
芸術・生涯学習・スポーツ・歴史・伝統分野】

遠藤　正司　　大沢　由利　　大竹　文恵
小野寺礼江　　金子　茂生　　櫻井　久惠
嶋田　節男　　堂園　史朗　　堀川　朝子
山岸明希子　　山岸　一繁

⑧�出あい�支えあい�助けあい�笑顔で康・福
【健康・福祉分野】

秋場　弘康　　浅見　一志　　加藤　篤史
鎌田　　豊　　齊藤　洋子　　佐伯　　昭
頭川　久見　　中西　眞海　　中村　賢一
細淵　富子

⑨�火の鳥　市民が主役【行財政・協働・情
報化等その他分野】

秋場　弘康　　有馬　愼二　　井関　　稔
加藤　安信　　佐伯　　昭　　嶋田　節男
頭川　久見　　杉田　昌質　　鈴木　　隆
中村　賢一　　福岡　美與
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４ 用語解説

（五十音順）
用　語 解　説

【あ行】

ICT（情報通信技術） Information�and�Communication�Technology の略。ネットワーク
通信により情報の入手や発信、活用などを促進する技術の総称。

いのちとこころの教育 子どもたちが健やかで人間性豊かに成長できるよう、東村山市の特性を
活かして取り組んでいる教育プログラム。

いのちとこころの人権の森宣言 東村山市が、市内に所在する国立療養所多磨全生園の開所 100 周年にあ
たる平成 21 年９月 28 日、国立療養所多磨全生園内の納骨堂、望郷の丘、
ハンセン病資料館等の史跡・建造物、及び、入所者が拓いた土地に植樹
し育てた豊かな緑のすべてを「人権の森」として守り、国民共有の財産
として未来に受け継ぐために行った宣言。

雨水浸透施設 大雨による浸水・洪水被害を低減するために、屋根等に降った雨を地下
に浸透させやすくするために設置する施設。

【か行】

介護予防事業 介護が必要な状態になる可能性のある 65 歳以上の高齢者が、できる限
り介護状態にならずに地域で生活できるように創設された事業。

教員サポーター 特別な教育的支援を必要とする児童・生徒が在籍する通常の学級に人材
を派遣し、教育活動を補助する人。

協働 市民や地域のための公共的な事業・サービスを市民活動団体や企業等と
行政が自主的な意思と責任を担ったうえで協力して行うこと。

グリーン購入 商品やサービスを購入する際に必要性をよく考え、価格や品質だけでな
く、環境への負荷ができるだけ小さいものを優先的に購入すること。

グローバル化 人やサービス、お金、情報などが国境を越えて流通することが活発化し、
地球規模で結びつきが強まること。

後発医薬品（ジェネリック医薬
品）

厚生労働省が新薬と同等の有効成分で、同等の効能・効果があると認め
た医薬品。新薬より安価で経済的であり、患者の自己負担の軽減、医療
保険財政の改善につながることから、その使用促進が進められている。

国立療養所多磨全生園 明治 42 年に創立された国立ハンセン病療養所。

コミュニティバス 行政が路線の計画や運営の主体となり、交通不便地域の解消や地域の移
動の利便性向上に寄与するバス輸送システムのこと。

【さ行】

再生可能エネルギー 太陽光、風力、バイオマス、地中熱などの永続的に利用することができ
るエネルギーの総称。

市街化区域 既に市街地を形成している区域、及び概ね 10 年以内に優先的かつ計画
的に市街化を図る区域。

自主防災組織 地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に
基づき、災害から地域を守るために自主的に結成、活動する組織。

自然共生社会 生物多様性が適切に保たれ、社会経済活動を自然に調和したものとする
ことにより、自然の恵みを将来にわたって享受できる社会。
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用　語 解　説

【さ行】

児童遊園 児童福祉法、児童遊園条例に基づき、児童の健康増進、情操を豊かにす
る目的で児童厚生施設として設ける公園。

市民意識調査 東村山市第４次総合計画の策定にあたり、平成 20 年度に市内に在住す
る満 18 歳以上の男女個人 5,000 人（無作為抽出）を対象に実施した意
識調査。

下宅部遺跡はっけんのもり 縄文時代後・晩期、古墳時代、奈良・平安時代、中世にかけての貴重な
低湿地遺跡である下宅部遺跡を未来に残すために、地下に遺跡が眠った
ままの状態で「埋没保存」し、整備した広場。

集団資源回収 家庭から出される古新聞・古雑誌・ダンボールなどの資源物を市内の自
治会や子ども会などの団体が自主的に集め、資源回収業者に回収しても
らう方法。

就労支援室 障害者の一般就労の機会の拡大を図るとともに、障害者が安心して働き
続けられるよう、就労面と生活面の支援を一体的に提供するサービス。

循環型社会 社会経済活動の全段階を通じて、廃棄物等の発生抑制や循環資源の利用
などの取り組みにより、環境への負荷をできる限り少なくする社会。

小規模多機能型居宅介護事業所 「通い」を中心に利用者の状態や希望、家庭の状況に応じて随時「訪問」、
「泊まり」を組み合わせた多機能なサービスを提供する事業所。

消防団 生業等に従事しながら、「わがまちを災害から守る」という使命感のもと、
有事の際は消防署と連携し、地域防災の要として活動している団体。

食育 さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、
健全な食生活を実践することができる人間を育てること。

人権の森構想 ハンセン病基本法に基づき、療養所の地域開放を実現することを目的に、
国立療養所多磨全生園入所者が、園内に植樹し育てた３万本の樹木とと
もに、史跡・建造物を保存し、ハンセン病の歴史を後世に伝えるとともに、
ハンセン病資料館や納骨堂等を含めた国立療養所多磨全生園全体をハン
セン病記念公園「人権の森」として残すことを掲げた将来構想。

新みちづくり・まちづくりパー
トナー事業

交通の円滑化、歩行者の安全性、利便性の向上など、地域のまちづくり
に寄与することを目的に、地元市の要望の強い都道を東京都と市が連携・
協力して整備を実施する事業。

セクシャルハラスメント 職場等において、性的な言動により相手を不快にさせること。

【た行】

体力つくり推進委員会 地域住民の交流と健康・体力つくりを目的とし、“いつでも、どこでも、
だれでも、いつまでも”気軽に参加できる体力つくり活動を推進するた
めに組織化された委員会。

多文化共生 国籍や民族など文化的な背景が異なる人々が、互いの違いを認め合い、
対等な関係の構築に向けて、地域社会の構成員として共に生きていくこ
と。

男女共同参画 男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思によって
社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されること。

地域コミュニティ 自治会や町会など、地域独自の問題解決や地域の人のつながりなどを持っ
た地域社会や集団のこと。

地域包括支援センター 高齢者が住みなれた地域で自立した生活を継続できるように、高齢者の
生活を総合的に支えていくために作られた総合相談機能を有した拠点。
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【た行】

地域まるごと子育て支援 「東村山市次世代育成支援後期行動計画」において、地域全体で子育てを
していくために掲げたスローガン。

地域密着型サービス 要介護認定で「要介護」と認定された高齢者でも、可能な限り住み慣れ
た地域で生活が継続できるように支援するサービス。

地区計画 良好な住環境の形成・維持保全することを目的に、地区の市民が主体と
なって、地区の目指すべき将来像や方針、整備計画などを定める計画。

地産地消 地元でとれた生産物を地元で消費すること。

中心核 東村山市都市計画マスタープラン（平成 12 年７月策定）に掲げられて
いる中心核（東村山駅・久米川駅・秋津駅及び新秋津駅周辺）。

低炭素社会 化石エネルギー消費等に伴う温室効果ガスの排出を削減し、気候に悪影
響を及ぼさない水準で大気中温室効果ガス濃度を安定化させると同時に、
生活の豊かさを実感できる社会。

電子自治体 ICT（情報通信技術）を行政のあらゆる分野に活用して、市民の利便性
の向上や行政運営の簡素化・効率化を図る自治体。

特定健康診査・特定保健指導 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の早期発見・予防を目的
として実施する健康診査。該当者及び予備群になった人に対し、生活習
慣を改善するための保健指導を行う。

特別支援学級 障害の状態や発達段階、特性等に応じて適切な教育環境を整え、その可
能性を最大限に伸ばし、社会自立への基礎・基本を身につけるための教
育を行う学級。

特別支援教育 従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、学習障害、注意欠陥多動性障害、
高機能自閉症などを含めて障害のある児童・生徒の自立や社会参加に向
けて、生活や学習上の困難を改善または、克服するために、適切な教育
や指導を通じて必要な支援を行う教育。

都市公園 都市計画施設として設置される公園、緑地、または市が開設する公園、
緑地。

ドメスティックバイオレンス 配偶者や親しいパートナーからふるわれる身体的、精神的な暴力のこと。

土曜スクール 児童・生徒の確かな学力の向上を図るため、外部指導者を活用した基礎
的な学習の指導。

【な行】

生ごみの集団回収 地域の５世帯以上が集まったグループが、それぞれの家庭から出る生ご
みを分別して、決まった日時・場所に出したものを、市が無料で回収し
て生ごみの資源化を行う方法。

認可外保育室 保育士や設備等の一定の基準を満たした小規模の施設で、３歳未満児を
中心に概ね午後７時まで保育サービスを提供する保育施設。

認可保育所 保育士や設備等の一定の基準を満たした施設で、保護者が仕事や病気な
どの理由で、０歳〜小学校就学前の子どもを保育できない場合に、子ど
もを預かる保育施設。

認証保育所 大都市特有のニーズに対応した東京都独自の基準による保育所で、13 時
間以上の保育や、０歳児からの受け入れ等を行うなどの特性を有する。

認知症対応型共同生活介護事業
所

認知症高齢者が共同で生活し、スタッフの介護を受けながら、食事・入
浴などの介護や支援、機能訓練を受けられる事業所。
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【な行】

認定こども園 幼稚園や保育所等が教育と保育の両方の機能を提供するとともに、子育
て支援事業を行う施設。

認定農業者 農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的で安定した魅力ある農業経営
へ向けた農業経営改善計画を作成し、東村山市長の認定を受けた農業者。

【は行】

発達障害 自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障害などの障害の総称で、脳機能の
発達に起因する障害。

バリアフリー 高齢者や障害者等の日常生活の妨げとなる障壁（バリア）を取り除くこと。

東村山ブランド「里に八国」 東村山ならではの個性溢れる美味しさ、こだわりの味、独自の製法や伝
統の味などを有する商品・製品を東村山ブランドとして東村山市商工会
が認定したもの。

東村山防犯協会 犯罪のない明るい地域社会の実現を目指し、パトロールの実施やチラシ
配布などを通じ、市民の安全と福祉を保持するための防犯思想の普及活
動をしている団体。

ひろば事業 保育所や児童館等を利用して、集いの場を提供しながら、子育て相談や
子育てに関する講座の実施、子育てサークルの支援など、０〜３歳を中
心とした孤立しがちな子育て家庭の支援を行う事業。

放課後子ども教室 地域の大人の参画を得ながら、小学校の施設を活用して子どもたちに安
全で安心な活動場所を提供する放課後対策事業。

ホスピタリティ 「もてなし」、「もてなしの心」を意味し、お互いに思いやり、手厚いもて
なしをすること。

【や行】

ユニバーサルデザイン 年齢、性別、国籍、身体的な差異にかかわらず、できるだけ多くの人が
利用しやすいように配慮したデザイン。

【ら行】

リサイクルセンター 循環型社会の実現へ向けて、秋水園内に建設を予定している資源化施設。

緑地保護区域 緑の保護を図るために、市条例に基づき定められる区域。

緑被率 樹林地、草地、農地で覆われた土地の面積の市域面積 17.17km2 に対す
る割合。

レセプト 医療機関が保険者に医療費を請求する際の明細書。診療報酬明細書。




