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Ⅰ．庁舎の市民利用に関する検討の経緯
本報告書は、町田市新庁舎建設基本計画策定委員会に設置された市民部会のうち、市民利用を
テーマとした第２分科会の検討成果をとりまとめたものである。
本分科会においては、以下のように、①検討の前提条件を整理する段階、②市民利用からみた
庁舎の基本的方向性を設定する段階、③取組の具体的な検討を行う段階、の大きく３つの段階を
踏んで検討を行った。
第 1 段階では、｢町田市新庁舎建設基本構想｣における方向性の示唆をはじめ、市民要望、他
自治体の先行事例、町田市の特徴について把握し、これらを検討の前提条件として整理した。
第 2 段階では、これらの前提条件をふまえ、本分科会委員の｢想い｣を込めて、庁舎における
市民との接点のあるべき姿を描き、これに基づいて市民利用からみた庁舎の基本的方向性を設定
した。
第 3 段階では、基本的方向を実現していくための施策を抽出し、具体的な方策を検討した。

≪検討の経緯≫
具体的な検討内容

検討の前提
｢町田市新庁舎建設
基本構想｣
市民の不満や要望

他自治体の先行事例

町田市の特徴

分
科
会
委
員
の
“
想
い
”

｢基本的方向性｣の
ポイント
市民との接点の
あるべき姿

実現のための諸方策
提供
サービス

設備

人･組織

ＩＴ

基本的方向性

検討に際し、本分科会に市民委員として参画した我々は、今回の新庁舎建設に伴う市民利用の
検討の機会を『市民と市庁舎との接点の改革の機会』として位置づけ、市民の視点から市庁舎の
市民サービスはどうあるべきかについて検討することを、一貫した基本姿勢として堅持した。
なお、本来であれば、計画フェイズにおいて実施すべき費用対効果の算出など、いつくかの定
量化作業に関しては、基本計画全体の中で整合性を取りながら実施されるものとして、本分科会
では積み残した形になっていることをお断りしたい。
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Ⅱ．検討の前提
本分科会において市民利用の立場から庁舎のあるべき姿を検討するにあたり、以下のような知
見を分科会の初期の段階で収集あるいは確認し、これらを構成メンバー共通の理解として念頭に
置いた上で、庁舎のあるべき姿の検討を行った。

（１）｢町田市新庁舎建設基本構想｣における方向性からの示唆
基本構想に新庁舎の役割と機能が体系的に掲げられているが、本分科会では、そのうち市民利
用を考える上で関係が深いと理解される下図のような役割と機能を検討のベースとして捉え、こ
れを起点として議論を展開していった。
≪基本構想における市民利用に関する方向性の示唆≫

今後の社会と環
境に求められる
理念を実現

○市民に便利なワンストップサービスを導入
○市民との協働スペースを確保
○柔軟な開庁時間に対応できる庁舎
○情報提供サービス機能を充実
○本庁舎と市民センターとの適切な役割分担
と連携

便利で使いや
すく気軽に立
ち寄れる庁舎

（２）庁舎に関する町田市民の要望
昨年度実施された庁舎に関する市民アンケート結果（資料１参照）、また、今年度の市民
公募委員の募集時に寄せられた意見（資料２参照）など、市民から寄せられた意見・要望に
本分科会メンバーの意見を加えて、庁舎に対して市民がいだく不満や要望について以下のよ
うに集約し、あるべき姿を検討していくための前提とした。
≪庁舎に関する市民要望≫
○できるだけ庁舎に行かずに手続など
の用事を済ませたい。
○市民と行政とが企画の段階から協働
して施策の立案や活動を行えるよう
な場がほしい。
○協働を支える人材育成等の生涯学習
の機会を広げたい。

○本庁舎に行かずに、自宅に近い市民セ
ンターでできるだけ用事を済ませた
い。
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○自分の用件が、どの部署に行ってどん
な手続をすればよいのかについて、親
切に分かりやすく相談に乗ってくれ
るサービスがほしい。

○市民代表（代議員）や議会がより身近
な存在にならなければならない。
○平日の昼間は庁舎に行かれないので、
夜間や週末にも開庁してほしい。
○庁舎は、親しみが持てて、そこに行く
と色々な楽しみや憩いがあるような
場所であってほしい。

（３）他自治体における先行事例
庁舎の市民利用の視点から、他の自治体において取り組まれている以下のような検討事例や実
施事例を参考にして検討を進めた。
① 近隣市・類似都市との統計データ比較
・ 町田市、八王子市、相模原市、藤沢市の比較
② ワンストップ行政サービスに関する実施事例、検討事例
・ 総務省・日本郵政公社、東京都、郡山市、宮古市、（英国）
・ 民間企業の提案例
③ 情報提供サービスに関する比較
・ 町田市（市政情報やまびこ）、立川市（資料室）、八王子市（市政資料室）、藤沢市（文書
館）、横須賀市（市政情報コーナー）
、世田谷区（区政情報センター）
④ 市のホームページ比較
・ 町田市、八王子市、立川市、三鷹市、藤沢市、横須賀市、世田谷区
⑤ 他市の庁舎建設に関する計画資料
・ 立川市（新庁舎建設市民１00 人委員会｢新庁舎建設基本構想市民案｣）
、福島市、小牧市、
犬山市、鈴鹿市
⑥ 開庁時間の延長に関する他市の実施事例
・ 八王子市、福生市、日野市、中野区、台東区、新宿区、鴨川市、足利市、太田市、宇都宮
市、秋田市、島田市、大府市、大東市、久留米市

（４）庁舎の市民利用に影響を与える町田市の特徴
町田市の特徴のうち、庁舎の市民利用を考える上で考慮すべきものとしては、以下のような特
徴が挙げられると理解し、これらの特徴を前提において検討を進めた。

≪庁舎の市民利用に影響を与える町田市の特徴≫
○市域が細長く丘陵部が多い。
○緑が多いまちである。

町田市
の特徴

○町田駅を中心とした商業のまちである。
○昼間、市外へ通勤通学する人が多い。
（勤労者のベットタウンとなっている）。
○情報公開への取組が比較的進んでいる。
（議会のインターネット中継など）
○広報活動が比較的進んでいる（月３回｢広報まちだ｣を発行）。
○多数のＮＰＯ法人が設立されており、市民活動が盛んである。
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Ⅲ．市民利用からみた庁舎の基本的方向性

１ 市民と行政をめぐる時代潮流の変化
市民と行政さらには議会をめぐって、今後、どのような時代潮流が生まれ、新庁舎の建設にあ
たって、それらをどのように受け止めていくべきかについて整理すると以下の３つに集約される。
これらは、市民利用からみた庁舎のあり方を考えるにあたって、すべてに影響をもたらす最も基
本的な視点として、本報告書の基調をなしている。
（１） 市民と協働する行政へ
市民ニーズは、今後、ますます多様化、高度化することが予想され、地域固有の問題・課題に
対して一律の対処では解決できない時代に向かうと考えられる。こうした状況に対処していくた
めには、行政は、市民へのサービスを提供する機関から、企画･計画段階から市民と｢協働｣して
考え、決定し、実施に移す、市民のパートナーへとその役割が変化していこう。新庁舎建設は、
こうした市民協働の場をトータルシステムとして、また、新たな取組の場として多様に確保して
いく大きな契機として捉えるべきである。また、議会としてはそのような時代の変化の中で市民
とのより分かりやすい接点を具体的に探り実現していくことが緊要となる。
市民との｢協働｣とは、市民の自主的な行動のもとに、市民と行政が良きパートナーとして連携
し、それぞれの知恵と責任において取り組むことであり、今後の都市経営において最も重要なキ
ーワードの一つである。市民の｢参画｣は、市民が行政の管理の下で政策の立案、計画の策定、事
業の実施、検証などの課程に加わる行動をいい、責任は行政が負うものである。これに対して「協
働」とは、市民と行政とが対等な立場で責任を共有しながら目標の達成に向けて連携するもので
あり、市民の主体性がより発揮できるものである。
（２） ユビキタス社会（注１）の実現がもたらす行政情報提供サービスの大幅な充実
今後ますます進展するＩＴを活用した社会は、いつでもどこからでも情報が入手できるユビキ
タス社会の実現に向かってその速度を速めている。行政分野もその例外ではなく、電子化行政の
進展によって、市民と行政と議会が相互に情報を共有し、知りたい情報に、誰でも、いつでもど
こからでもアクセスできる社会基盤が実現されようとしており、これを最大限に活かした行政運
営と市民との新たな関係の構築が模索されるべきである。

注 1）｢ユビキタス｣とは｢遍在｣｢どこにでもある｣という意味のラテン語由来の英語で、従って｢ユビキタ
ス社会｣とは、市民がいつでもどこからでも情報を入手することができる社会の意味となる。
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（３） 市民が何でも相談できる行政へ
電子化行政の進展によって、行政の業務効率化が進んだ段階では、効率化の成果を行政職員の
人的なサービスの拡充に振り向けることが可能になってくる。従来、手続のために来庁する印象
の強かった庁舎は、職員が対面で市民のあらゆる相談に乗れる人的サービスの場へと変貌を遂げ
ることが可能になる。庁舎は、市民にとって分かりやすく、何でも相談できる、親切なサービス
機関へと変貌をとげるべきである。職員の人的サービスの充実は、市民と行政とが協働して行う
諸活動や市民交流活動を活発にする基礎的な条件を与えることにもつながってこよう。

≪市民と行政をめぐる時代潮流変化を受け止める方向性≫

市

行

民

政

議

会

市民と協働する行政へ
（企画･計画段階から市民が参画する行政）

市民が何でも相談できる行政へ
（ＩＴによる業務効率化と人的サービスの拡充）

ユビキタス社会の実現がもたらす行政情報提供サービスの大幅な充実
（電子化行政の実現がもたらす市民サービスの革新）
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２ 庁舎における市民との接点のあるべき姿
市民利用の立場から庁舎のあるべき姿を導き出すために、今後、市民は庁舎との間にどのよう
な接点を持つことが望ましいかという視点から検討すると、次ページの図のように体系化するこ
とができる。
市民の立場は、①個人としての一般市民、②ＮＰＯ等の団体としての市民、③事業者としての
市民（法人ないしは個人）の３つの立場に大別することができる。
これらの市民は、その立場と時々の必要に応じて、庁舎との間に多様な接点を持つことになる
が、それらは、①申請や手続、②各種の相談、あるいは③市民から質問や苦情の申し入れ、④市
の情報の収集、⑤市民と行政との協働活動への参画、⑥市民同士の交流、憩い、⑦法人の各種の
調達業務の受託、の７つの接点に分類することができる。
それぞれの接点には、下表のような内容が含まれる。
市民と庁舎の接点
接点の分類
申請・手続
相

談

質問･苦情(市民からの提供)
情報収集(市からの提供)
活動参加・協働
交流・憩い
受託（調達）

内

容

個人の証明書類の申請と交付、法人の登録申請、許認可申請 等
税務、教育・育児、年金、福祉・介護 等
市政に関する質問、要望、苦情

等

市政や議会に関する情報収集、議会や行政の公開委員会の傍聴

等

市民交流活動、生涯学習活動、文化活動、イベントへの参加
市民、法人・団体と行政、市民代表（代議員）が協働する活動への参画
市民交流が生み出す憩い、楽しみ
行政が発注する業務の受託

市民は、色々なチャンネルを介して庁舎（あるいは市民センター）と接触をはかることになる
が、これからは、①庁舎の窓口をはじめ②ＩＴ化された構内端末や、③一元化された電話受付（コ
ールセンター）、あるいは④自宅や事業所からのリモート環境（注２）といった多様なチャンネ
ルを介して、行政と双方向のコミュニケーションを行う将来像を描くことが必要である。
庁舎の基本的方向性は、こうした市民との接点チャンネル全体のあり方、ならびに市民の利用
目的別に見た接点機能の最適なあり方を検討することにより導き出されるべきである。

注２）リモート環境とは、電話回線などを通じて、ネットワークやコンピュータに外部から接続し、利用
できる環境のこと。
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≪市民との接点及び機能の概要≫

一般市民
（個人）

相

談

自宅・事業所など
（リモート環境）

構内端末

民

ＮＰＯ
団体など

窓

情報収集

口

電話
（ｺｰﾙｾﾝﾀｰ）

構内端末

交流･憩い

(法人・個人)

受託（調達）

方向性検討の視点②
市民の利用目的別に最適なあり方を検討する
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窓

口

市民センター

活動参画･協働
事業者

市庁舎

市

質問･苦情

方向性検討の視点①
市民との接点チャンネル全体のあり方を検討する

申請・手続

３ 検討の基本的方向性
市民との接点からみた庁舎のあり方、また、市民の不満や要望などを踏まえると、庁舎の基

舎を含む行政コストの削減｣の下で市民サービスが充実され、｢行政の活性化と運営視点の多角化｣

本的方向性は、下図のように６つの柱で構成することができる。

によって市民ニーズに一層密着した行政が展開され、それらの結果として｢市民にとっての市庁舎へ
の愛着心の昂揚｣を期待することができる。

｢ワンストップ行政サービスの導入｣は、あらゆる申請・手続や相談サービスの総合窓口化を
実現すること、｢市民との協働及び交流活動の場の確保｣は、市民が行政運営にパートナーとし

基本的方向性

て参画する場を持つこと、｢開庁時間の柔軟な対応｣は、市民の庁舎利用の利便性を増すこと、
｢情報提供サービス機能の充実｣は、個々の市民のニーズに即応した情報提供を実現すること、
｢市民センターと本庁舎の適切な役割分担と連携｣は、市民センターにおいても本庁舎と同じ水

■ワンストップ行政サービスの導入

準の行政サービスを実現すること、｢庁舎以外の機能との複合化｣は、市民にとって親しみや楽

・ 市民があらゆる相談･手続ができる一元的な行政サ
ービスの実現（コンシェルジュ(注３)機能の導入）
・ 庁舎に出向かなくても、いつでもどこからでも相談･
手続できるサービスの提供
・ 市民と庁舎とのあらゆる接点について、一元化され
た情報にアクセスできるマルチチャンネル化（注４）
された基盤の整備

しみのある身近な庁舎を実現すること、をそれぞれめざしている。
これらの方向性を実現することによって、｢市民にとって利便性の向上｣が図られ、｢市庁

≪市民との接点からみた庁舎の基本的方向と期待される効果≫
■市民との協働及び交流活動の場の確保
・ 企画･計画段階から市民､行政、市民代表（代議員）
が協働できる場と運営体制の確保
・ 市民交流、市民活動の場の確保

市民との接点及び機能の全体概要

■開庁時間の柔軟な対応
申請・手続
一般市民
（個人）

相

談

民

ＮＰＯ
団体など

情報収集

構内端末
窓

口

電話
（ｺｰﾙｾﾝﾀｰ）

交流･憩い

構内端末

(法人・個人)

受託（調達）

窓

口

市民センター

活動参画･協働

事業者

市庁舎

市

質問･苦情

・ 夜間延長、土日祝日の開庁などによる、いつもどこ
かの庁舎が開庁している状態の実現
・ 市民協働、市民交流活動、庁舎以外の機能との複合
化を視野に入れた開庁時間の延長

自宅・事業所など
（リモート環境）
そ
の
他
の
関
連
諸
機
能
／
施
設

期待される効果

◆市民にとっての利便性の向上
いつでもどこからでも多様な手段で行政サ
ービスが受けられる利便性の高い庁舎が実
現される
◆市庁舎を含む行政運営コストの削減
ＩＴ活用による業務一元化、効率化によっ
て行政運営コストが削減される結果、人的
な相談サービス業務の充実が可能となる

■情報提供サービス機能の充実
・ 市民ひとりひとりのニーズに応じた行政サービス情
報の提供・発信と、市民すべて（万人）に届く多様
化された伝達手段による提供
・ 市民、行政、議会の情報共有基盤の整備
・ 市民が好きな方法を選択できるマルチチャンネル化
されたコミュニケーション手段の提供

■市民センターと本庁舎の適切な役割分担と連携
・ 市民センターにおける地域レベルの集いの場、本庁
舎における全市的な市民協働・交流の場の確保
・ ＩＴ活用による本庁舎と同水準の手続・相談サービ
スの提供

◆行政の活性化と運営視点の多角化
市民、行政、市民代表(代議員)が協働し、
交流することを通じて、市政運営に多角的
な視点が導入され、市民ニーズに即応した
活力のある行政運営が可能となる
◆市民にとっての市庁舎への愛着心の昂揚
市民の楽しみや憩いの場、市民交流、市民
協働の場として利用されることを通じて、
庁舎に対する市民の親しみや愛着心が高ま
る

■庁舎以外の機能との複合化
注３）「コンシェルジュ」とは、仏語で｢管理人｣のことで、ホテルなどにいる「お客様のど
んな要望にもお答えする満足提供サービス係」の意味である。
コンシェルジュ及びコンシェルジュ・デスクの町田市における呼称は、今後、検討す
るものとする。

・ 市民センターにおける本庁舎と同レベルの手続・相
談サービスの提供
・ 市民の利便性や楽しみが増す場の複合的な整備
・ 行政機能との複合化（文化・福祉・教育機能など）
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注４）｢マルチチャンネル化｣とは、①市民が庁舎を訪問して対
面で行政サービスを受ける方法、②電話・ＦＡＸによる
方法、③パソコンや電子メールなどによりリモート・ア
クセスする方法、④郵送など、多様な伝達手段を提供す
ることにより、市民が好きな手段を選択できるような状
態を創り出すことを指す。

４ 市民利用から見た庁舎の方向性を実現するための方策
前項で示した市民利用からみた庁舎のあり方に関する６つの方向性を実現していくための諸方策について、後段で具体的に検討しているが、その全体像を体系化して予め示すと以下の通りである。

■市民が何でも相談・手続ができる一元化された窓口としてのコ
ンシェルジュ・デスク(仮称)の導入
ワンストップ行政
サービスの導入

■市民・行政・議会が情報共有できる基盤の整備
■いつでもどこからでも情報を入手できる状態の実現
（ユビキタス社会実現への寄与）

■身の回りのあらゆる問題の相談に対応できる広聴機能の充実
情報提供サービ
ス機能の充実

■ユビキタス社会の仕組みの導入
・庁舎に出向かなくても諸手続ができる情報提供サービスの実現
・市民センターにおける本庁と同水準の行政サービスの提供

■市民すべて（万人）に情報が届く伝達手段の提供
■市民が好きな方法を選択できるマルチチャンネル化されたコ
ミュニケーション手段の提供
■充実した防災情報の提供

■市民と庁舎とのあらゆる接点について、一元化された情報にア
クセスできるマルチチャンネル化された基盤の整備

■情報発信活動の充実
■電子調達の導入

市民との協働及び
交流活動の場の
確保

■市民との協働スペースの確保
・企画･計画段階から市民､行政、市民代表（代議員）が協働して
検討できるスペースの確保
・市民参画による協働スペースの運営体制の整備

■市民センターにおける地域レベルの集いの場の確保、本庁舎に
おける全市的な市民との協働・交流活動の場の確保
市民センターと
本庁舎の適切な
役割分担と連携

■市民との協働を支える人材の育成と活動を支援する体制の確立
・社会教育、生涯教育等の仕組みの充実

■ＩＴ活用による本庁舎と同レベルの手続・相談サービスの提供

■防災面から見た市民センターの位置づけの向上
■市民交流、市民活動の場の確保

■市民の利便性や楽しみが増す場の複合的な整備
■平日の時間延長、土日祝日の開庁などによる、いつもどこかの
庁舎が開庁している状態の実現
開庁時間への
柔軟な対応

庁舎以外の機能
との複合化

■窓口業務、相談業務、市民との協働及び交流活動、庁舎以外の
機能との複合化を視野に入れた開庁時間の延長

■市中心部に不足する行政機能との複合化（文化・福祉・教育機
能など）
■新庁舎周辺のまちづくり、現庁舎移転跡地の活用方策を踏まえ
た市民利用施設の整備

■開庁時間に関する市民意向、費用対効果を総合的に判断した合
理的な実施方法の選択
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Ⅳ．具体的な取組み
１ ワンストップ行政サービスの導入
１．背景とねらい
現状の行政サービスは、市民利用の立場からみると、次のような状況に置かれていることが多
く、これらは町田市庁舎の現状にも当てはまる。
○行政サービスの種類や管轄によって、サービス提供窓口が異なっている。
○目的の申請窓口が分かりにくい。
○複数の行政サービスを受けたい市民は、複数の庁舎を移動したり、同じ庁舎の中で複数の窓
口を回らなければならず、不便である。
市民からみたこうした不満に応える方策として、
ワンストップ行政サービスの導入が多くの自
治体で検討され、一部では導入され始めている。ワンストップ行政サービスとは、以下のような
サービスを実現することである。
○ 様々な行政手続きを同時に行えるサービス
○ 複数の部門や機関にまたがる行政サービスを一つの窓口で受け付けて提供すること
ワンストップ行政サービスを導入するねらいは、
一般的には次の５つに整理することができる。
○ 行政改革の一環として、行政手続きの電子化や広域連携（都、国を始めとする関係者、公
的機関等）によって、
⇒手続き回数を減少させ（できれば１ヶ所で１回の手続で済ませられること）
⇒コストを削減し（市民にとっても、行政にとってもコストが軽減すること）
⇒利用者の利便性の向上を図る
○ 電子自治体化を進め、利用者が行政窓口に出向かなくても、パソコンや情報端末を通じて
行政サービスを受けられることをめざす。
⇒２４時間いつでも行政サービスが受けられるノンストップサービスの実現
○ 必要な情報を１回入力するだけで他の関連諸機関への手続きも同時に完了するような１
カ所でしかも１回の手続きで得た情報を関連するすべての処理に反映できる仕組みをめ
ざす
○ 市民が自分の好きな手段を選択して、行政情報にアクセスできるようにする
○ 市民を余分に歩かせない、待たせない窓口をめざす
自治体が新庁舎を新たに建設することは数十年に一度のことであり、行政サービス提供のあり
方を時代の潮流に合わせて大きく変革する一大契機として捉えるべきである。
市民と行政との接点の多くを占める窓口サービスや相談業務を対象にワンストップ行政サー
ビスを導入することは、市民の行政に対する評価に大きな影響を与えると予想されるため、市民
満足度の向上をめざして、できるだけ高水準のワンストップ行政サービスを、以下に述べるよう
な方向性の下で導入することが望まれる。
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２．ワンストップ行政サービスの実現方策
町田市におけるワンストップ行政サービスにおいては、次のような目標を実現するものとする。
○ 行政手続の電子化を進めて市民ができるだけ庁舎に行かずに手続等を済ませられるよう
にする。これは行政サービス面からみたユビキタス社会の実現に相当する。
○ 本庁舎では、コンシェルジュ･デスク（仮称）のような一元化された窓口で、あらゆる相
談・手続に対応でき、市民が用件ごとに別の窓口に出向く必要ができるだけないようにす
る。コンシェルジュ･デスクによる行政サービスは、情報弱者への支援という観点からも
なくてはならない存在である。
○ 本庁舎に行かなくても市民センターでできるだけ多くの手続・相談に対応できるようにす
る。
○ 市民と行政の双方向のコミュニケーション手段を多様に提供し、マルチチャンネル化する
ことによって、市民が好きな方法で行政にアクセスできるようにする。マルチチャンネル
化は、ますます進展するＩＴ社会において市民のＩＴ対応力の向上に向けた支援サービス
の一環としても位置づける。
こうした状態を実現することによって、
○ できるだけ市民を歩かせない、わかりやすい、待たせない庁舎とすること
○ 従来の 手続 中心の窓口から 相談

中心の窓口にサービス方式を転換すること

が原則となる。
｢行政手続の電子化を進めて市庁舎に出向かなくても手続が済むような仕組み｣が、比較的年齢
の若い市民層への対応だと位置づけるとすると、
庁舎を訪問すると、｢わかりやすく親切な対応｣、
｢そこに行けば、すべての手続や相談に応えてくれるようなサービス｣が受けられるという対応は、
高齢社会への対応として位置づけることができる。こちらは人的（ヒューマンな）対応に力点を
おいており、高齢者のみならず、障がい者、外国人など、市役所での手続に比較的不案内な市民
に対するユニバーサルな対応としても位置づけることができる。
以上の考え方をふまえて、町田市におけるワンストップ行政サービスの実現方策を次ページの
図のように設定する。
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≪ワンストップ行政サービス導入の実現方策≫
■市民が何でも相談・手続ができる一元化された窓口として
のコンシェルジュ・デスク(仮称)の導入

ワンストップ行政
サービスの導入

■身の回りのあらゆる問題の相談に対応できる広聴機能の
充実
■ユビキタス社会の仕組みの導入
・庁舎に出向かなくても諸手続ができる情報提供サービスの
実現
・市民センターにおける本庁と同水準の行政サービスの提供
■市民と庁舎とのあらゆる接点について、一元化された情報
にアクセスできるマルチチャンネル化された基盤の整備

３．ワンストップ行政サービス導入の具体的方策
（１）市民が何でも相談・手続ができる一元化された窓口としてのコンシェルジュ・デ
スク(仮称)の導入
ユビキタス社会化によって生じる行政の簡素化は多くの利便性をもたらすであろうが、その反
面、デジタル化による人間的側面が失われてくる、その隙間を補完する立場にまさにコンシェル
ジュ人材は位置している。従って、その人材は、経験豊富な人材を中心に、従来の構成人員によ
って、より高いサ−ビスの提供をめざす発想から生まれてくるものであり、必ずしも要員の純増
をもたらすものではない。
また、コンシェルジュによるサービスが後述の通り情報弱者を決して生まない一つの支えにな
るものと考えられる。
ア．コンシェルジュによるサービスの具体像（後掲の図を参照）
○ 用件のある市民が、本庁舎の玄関ロビーに面したコンシェルジュ・デスク（仮称）に行くと、
何でも相談に乗れる職員（コンシェルジュ）が手続や相談の中味を聞いた上で、可能な手続
はその場で事務処理してもらえる。複数の用件がある場合でも、市民が用件ごとに別々の窓
口に行く必要はない。
○ 手続や相談の内容によっては、コンシェルジュ・デスクのすぐ背後に配置された関係部署の
担当者が、コンシェルジュから引き継いで用件ごとに応対する。
○ 高齢者、障がい者、外国人など手続の理解や書類への記入が困難な場合でも、コンシェルジ
ュが支援・代行してくれる（例えば耳が不自由な人には手話による対応、外国人には外国語
の対応が必要になる）。
○ 庁舎玄関ホールに置く｢総合案内表示｣もわかりやすくすべきである。従来からあるような階
数毎の部署の案内表示だけでなく、利用ニーズの多い用件については、市民の生活シーンご
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とに案内表示するなどわかりやすさに対する工夫が求められる（｢わたしの便利帳｣の項目立
てなどが参考になる）。
○ ｢総合案内表示｣の一環として、議会関係の表示については判り易く玄関ホ−ルにも表示すべ
きである。例えば、議会日程（関係委員会等日程も含む）、開会又は閉会、議題、議員名、
出欠・在籍状況等について表示すべきである。

≪ワンストップ行政サービスの具体的イメージ≫
■本庁舎
ホールに面して配置

直背後に配置

コンシェルジ
ュ・デスク

市

民

玄関ホール
訪

問

市民部等関係部署

相 談
手 続
支 援

○○部○課

のマルチチャンネル化
市民と行政との接点

申
請
交
付
処
理

高齢者
障がい者
外国人

○○部○課

町
田

○○部○課
○○部○課

市
行
政
イ

総合案
内シス
テム

ワンストップ情
報提供端末
（自動交付機）

ン
情報提供サーバー

ト
ラ
ネ

市

民

固定電話
携帯電話
ＦＡＸ

リモート

市

民

アクセス

インターネ
ット

ッ

問合せ対応
電話相談対応

コールセン
ター

ホームページ

ト

証明書等の
申請・交付

■市民センター
関係部署

コンシェルジュ
訪

問

相談･手続支援
総合案内システム

情報提供端末

A 市行政イントラネット
B 市行政イントラネット
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○ また、コンシェルジュ・デスク以外に、ＩＴを活用した自動交付機のような装置を多機能化
させた｢ワンストップ情報提供端末（仮称）｣を置き、市民自身がセルフ・サービスで手続を
済ませられるような仕組みも導入すべきである（空間のイメージとしては、金融機関の ATM
コーナーが参考になる）。
○ 分散管理される情報提供サーバーに蓄積されたさまざまな情報が町田市行政イントラネッ
ト（庁内情報通信交換網）を通じて市民に提供される。
○ パスポート、運転免許証等取得、郵便・小包み配達、送金・銀行サービス等より多くの関連
分野の諸サービスの供給についても検討する。
イ．コンシェルジュ人材について
○ コンシェルジュ・デスクの設置数については、現状の窓口業務、相談業務の対応件数などに
基づいた将来見通しをふまえ、実務レベルでの検討で設定することになる。コンシェルジ
ュ・サービスの実現には人材育成が課題となる。
○ コンシェルジュ人材については、極めて高度な知識とサービスを要求される職能であるため、
現役行政職員の重要な研修の場として位置づけることが必要である。コンシェルジュ経験を
管理職登用の条件とするような人事上の仕組みも考えられる。
○ 合わせて、市の職員ＯＢを起用することも考えられる。複数の部署で業務経験を積み、でき
るだけ広い分野に精通した人が望ましい。また、外部の民間人材を教育してコンシェルジュ
に登用する考え方もあり得る。
○ 財源については、コンシェルジュ・デスクの背後で行われる業務をはじめ行政実務全体がＩ
Ｔ活用によって一層効率化されることを前提にして、ここから捻出されるコストを充てるこ
とを基本的な考え方とする。
ウ．コンシェルジュ・デスクのイメージ
○ コンシェルジュ・デスクについては、市民の声を直に聞くことになるコンシェルジュという
業務が庁内における極めて重要な役割であると認識されることが重要である。このことが市
民にも一目でわかるような空間や席配置、設備にすべきである。
○ 市民からあらゆる相談が寄せられることを想定すると、カウンター方式よりもプライバシー
を確保できるようなゆったりした間仕切りのあるブース方式が望ましい。
○ コンシェルジュの予約制や相談の経緯によっては、担当者指名制なども取り入れることが望
ましい。
○ コンシェルジュ・デスクが配置されることによって従来よりも多くの空間を要するが、この
デスクと直結した市民課等の関係課の職員は、情報インフラの活用によって離れていても支
障のない業務もあることから、課の全員がここに配置される必要はない。
エ．ワンストップ行政サービス機能の空間配置
○ 庁舎玄関ホールに｢総合案内表示｣があり、ホールに面してコンシェルジュ・デスク、その背
後に関係部署窓口を配置する。｢ワンストップ情報提供端末｣もホールに面して配置する。
○ 玄関ホール階と同じフロアには、市民利用の多い部署をまとめて配置することが望ましい。
○ ワンストップの主旨からみて、できるだけ階を分けないことが基本方針になるが、１フロア
の床面積の制約などからみて、止むを得ないもののみ階を分ける、という考え方を基本に置
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いて判断すべきである。
○ その意味で、市民の個人利用への対応と企業等の業務への対応とは階数が分かれることはあ
り得る（企業向けの対応は上層階でも構わない）
。
○ ワンストップサービスで交付される書類の 受領窓口 をどのように配置するかも考えてお
くべきだ。
○ 以上を勘案すると、本庁舎の低層階にまとめて配置すべき部署は、市民部、納税部、健康福
祉部、子ども生活部などが考えられる（資料３を参照）。
○ なお、庁舎１階には、今後、アトリウムやレストラン、売店など行政サービス部門以外の機
能を配置する傾向が出てくるとすれば、ワンストップ行政サービスを提供する階を、玄関ホ
ール階の上の階にまとめて配置するという考え方もあり得る。今後何階建ての庁舎になるか
は判らないが、低層複数階における市民利用の多い部署を近づけて広いスペースを占有する
のが望ましい。この場合、新庁舎の形態は所謂 台座型 が想定される。
○ 子ども生活部は、幼児同伴の来庁や育児室の設置を勘案すると、低層階の近くに置く案も考
えられる。ここに、子どもの問題専用のコンシェルジュを置いて対応するという発想もある。
あるいは、育児室、ベビーベッドなどは２階に配置し、子ども連れの人は２階に行くが、２
階のコンシェルジュを通じて受けられるサービスは、１階と同じようにすべての分野を提供
するという発想もあり得る。
オ．子育てと就業を支援するワンストップ行政サービスの提供
○ 育児相談、託児サービスに加え、子供の進学情報提供、子供の能力開発支援、親向けの能力
開発講座、在宅勤務の職業紹介、育児休暇後の就職相談といった就労支援をする施設や、一
元化された相談窓口機能を整備することにより、未婚者や DINKS（子供なし共稼ぎ世帯）
の増加などによる少子化現象と人口減少傾向に向かう社会において、町田市は子育てや就業
支援行政の充実した都市、未来に展望と希望の持てる都市としての姿勢を打ち出すべきであ
る。この機能は、子育て支援課を中心に一元化することが考えられる。
カ．案内サービスの充実
○ ワンストップ行政サービスを円滑に進めるには、案内のサイン計画について、高齢者、障が
い者、外国人などにもわかりやすいよう、絵や図形による標識や、色やサインや音を駆使し
てユニバーサルデザイン対応とすることが重要である。
○ 行政情報に加えて議会に関する情報（議会、議員、委員会等の情報）についても、ロビー階
でわかるようにすべきである。
○ なお、案内情報の提供については、どのレベルを目標とするのかが問題になる。つまり、極
めてすぐれた案内情報サービスを実現して、これが町田市庁舎の特長だといえるレベルまで
高度に対応するのか、通常指摘されるレベルで対応するのかは、今後の判断による。

（２）身の回りのあらゆる問題の相談に対応できる広聴機能の充実
○ 現在、広報広聴課には年間約２万件の相談が寄せられている。今後、相談の需要は増えてい
くと見込まれるため、対応機能の充実が求められる。現在市民相談と専門相談の大きな 2 分
野にわたって対応されている。日常生活に絡む疑問、トラブル、悩み、苦情、要望、相談か
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ら市政や住民活動あるいはまちづくりに絡む諸紛争まで極めて多岐にわたっている。現状で
は、市の職員他、専門家（弁護士、書士他）が市民のサポーター役として対応している。
○ 今後は、国民年金、健康増進、健康スポーツ支援、サークル活動、ボランティア活動などへ
の相談をはじめ、二世帯住宅相談、家族問題相談、障がい相談、高齢者相談、生活援護等、
教育相談、外国人相談など、市民の身の回りで生じるあらゆる問題に関する相談に対応でき
る窓口が必要となる。
○ コンシェルジュ・デスクで一次相談した後、法律、税務など専門的な相談については、コン
シェルジュが適切な専門家の相談日時を手配するなどの行き届いたサービスを実施する。
○ あらゆる相談に対応する市民本意の行政サービスが充実していることを、町田市の大きな特
徴として打ち出していくべきである。

（３）ユビキタス社会の仕組みの導入―庁舎に出向かなくても諸手続ができる情報提供
サービスの実現
ア．コールセンター機能の整備
○ 従来の市役所の代表番号で行っている電話の取次ぎや案内サービスではなく、市民の相談に
対する一次的な対応が可能なコールセンターを整備することが求められる。
○ コールセンターの実現には、オペレーターの育成とオペレーターの応答を支援するための仕
組みや情報の整備が必要になる。一般的には、応答の仕方を述べた｢応答スクリプト｣や、よ
くある質問や相談に答えるための｢想定問答集｣などが考えられる。
○ オペレーターの対応能力が高まれば高まるほど、所管課への問合せや相談件数は減るはずで
あり、全体として業務効率は向上するはずである。
○ 導入する方式やオペレーター人材については、民間企業の顧客対応コールセンターなどが参
考になる。
イ．リモート・アクセス環境の整備
○ 自宅や事業者など庁舎以外から行政情報にアクセスできるリモート環境を充実させること
が市民の利便性に寄与する。
○ できるだけ庁舎に行かずに手続等を済ませられるようにするために、インターネット上の町
田市のホームページから、上記の｢ワンストップ情報提供端末｣に情報を提供するサーバーに
アクセスして、証明書等の申請と交付ができるような仕組みの導入を検討すべきである。
○ 現在は、ホームページから申請類の書式をダウンロード（パソコンへの情報の取り込み）し、
捺印した申請書を来庁して提出するか、郵送によって手続することができるが、リモート・
アクセスによる証明類の交付は行うことができない。これらは、電子的な本人認証やセキュ
リティ上の課題が解決されれば、実現が可能になるため、将来の対応課題として検討してお
くべきである。

（４）ユビキタス社会の仕組みの導入―市民センターにおける本庁と同水準の行政サー
ビスの提供
○ 本庁舎に上記のような仕組みとサービスが導入されることを前提にして、本庁で受けられる
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総合的なサービスの何割かが、市民センターでも同様に受けられるような状態を実現するこ
とが望ましい。
○ 本庁の｢ワンストップ情報提供端末｣と同様のサービスが受けられるとともに、TV 会話シス
テムを活用して、本庁の職員と対話しながら相談・手続ができる方式の導入が望まれる。
○ 本来は、市民センターにおいてもコンシェルジュによる人的な支援サービスが受けられるこ
とが望ましいが、これを TV 会議システムで代替し、その操作を市民センターの職員が支援
するような人的サービス形態も考えられる。

（５）市民と庁舎とのあらゆる接点について、一元化された情報にアクセスできるマル
チチャンネル化された基盤の整備
○情報基盤の整備
・ 申請・手続や市民からの多様な相談内容などをカバーできる一元化された共通の情報基
盤を構築する。これらが、市民から問合せがあった場合、あるいは職員が判断する場合
の最初の情報源となる。
・ これらの情報基盤は、庁内から構内端末によってアクセスできることは無論のこと、市
のホームページを介して入手できる情報、電話相談窓口で対応する場合の情報としても
活用する。どのようなアクセス手段であっても一元化された共通の情報に接することが
できることが主眼となる。
・ 基盤としては、統合市民情報データベース、リモートアクセス、モバイル対応、構内端
末、セキュリティ技術など、一般的なマルチチャンネル化対応の技術を導入する。イン
ターネット技術の活用と、大容量高速ネットワークの整備が必須である。
・ マルチチャンネル化は、市民がその都度、自分の都合に合わせて接点チャンネルを選択
できる利便性が向上するだけでなく、低コストのチャンネルを有効活用することによっ
て、行政の業務効率を向上させ、家庭内・モバイル・構内を問わず端末から手続できる
ことから、市民側の負担も大幅に減らすことができるというメリットもある。
○サービス基盤の整備
・ ＩＴを活用した情報アクセス手段に加えて、市民が何でも相談できる対面型の人的なサ
ービスを基本とした総合窓口を設置する。
・ これらによって、市民に分かりやすく親切な庁舎、待たせない庁舎を実現する。
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２ 市民との協働及び交流活動の場の確保
１．背景とねらい
従来から、市民と行政とが相談しながらある目的に沿った活動を進める努力は地域の状況に応
じて行われてきた。防犯やゴミ対策などをめぐって、自治会や町内会と行政とが相談し、行動に
移してきた経緯があり、これらは市民と行政の協働の原点である。
しかしながら、これまである目的に沿った活動の企画・計画立案業務は、主に行政主導で行わ
れてきたのも事実である。近年、住民ニーズの多様化と高度化が進み、企画・計画策定の段階か
ら市民が参画する必要が高まりつつある。市民と行政が対等な立場で相談しながら活動の企画・
計画を立案し、決定し、実施に移すまでの一連の過程を 協働 することが求められており、そ
のための常設スペースの確保が必要となってきた。
市民との｢協働｣とは、市民の自主的な行動のもとに、市民と行政が良きパートナーとして連携
し、それぞれの知恵と責任において取り組むことである。
地方自治体の議員は、もとより市民代表として代議員として行政面の活動や運営の一部を担い、
またオンブズパーソン的立場から行政活動を監視しながら、 Law maker として行政の方向
付けに多くの役割を果たしてきているが､行政と市民との図式の中で市民と議会・市民代表（議
員）がよい意味で近づきになっているかといえば疑問である。討議デモクラシーが叫ばれている
折から、現時点で市民と議会活動の接点は庁舎においては大半が傍聴の機会を通じてであろう。
このような事態は変えなければならないと考える。
町田市においても、市民同士の交流や活動の場、具体的には市民が利用できる会議室・ホール
などは各地域に整備されているが（資料４を参照）、市民と行政との協働を前提とした常設スペ
ースは現状では整備されていないため、新庁舎建設を契機にその確保が是非とも求められる。
こうした場から生まれる市民との協働活動が定着することによって、自治会や町内会をはじめ
ＮＰＯや市民ボランティアが行政事務の一翼を担う方向をめざすべきである。

２．市民との協働及び交流活動の場を確保するための実現方策
市民と行政とが直面する課題には、市内各地域の実態に即した個別課題と、市民全体に共通し
た課題のニ通りあるが、特に後者について、市民と行政が対等の立場に立って議論して対応策を
見出す場が限られている現状がある。
本庁舎に設ける市民協働スペースにおいては、こうした市民全体の問題意識に立ったテーマを
優先して取り上げるような活動の場が求められる。一方、市民センターには地域レベルの問題、
課題に対応する市民協働スペースが求められる。
市民協働スペースは、地域センターなど市民が関心に応じて利用することができる市民交流施
設や市民活動のために利用する場とは基本的に異なる性格を備えている。すなわち、市民と行政
とが取り上げることを合意した特定のテーマを対象にして、検討の期限を設けて、市民と行政職
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員とが同じ場で検討する常設の執務スペースである。一種のプロジェクト・ベースの運営を基本
とする。その意味で、市民協働スペースがどのように利用されるべきかについて市民参画の下で
運営を行える体制を確立することが重要となる。
市民協働スペースは、職員の執務スペースとは異なり、打合せコーナーやプレゼンテーション
ルームや会議室、あるいは参画メンバーが一人一人使えるワークスペース、メンバー間の交流ス
ペースなど多様な機能、空間から構成されるべきである。これらの機能、空間を組み合わせるこ
とによって、全体としてはオープン型のワークスペースをめざすべきである。
市民交流の場を整備するだけでなく、将来の市民協働を支える人材やＮＰＯ等の組織を育成す
る施策も合わせて重要になる。
また、市民と行政との協働スペースとは別に、市民同士が気軽に使える交流スペースや情報提
供・発信機能も合わせて整備することが望まれる。市民協働と市民交流とは密接に関連しており、
双方の空間を関連づけて配置することによって、将来の市民協働を担う市民を育成し、市民の活
動を支援することにつながるからである。
今後、電子化行政への取組が従来にも増してその進展を早めるとみられるが、行政業務の効率
化と一体となった市民への情報提供・情報発信サービスが提供されることによって、市民との協
働や交流活動の可能性を大きく広げる原動力になると考えられる。

≪市民との協働と交流活動を支える情報提供・発信機能≫

市民との協働機能

交流活動機能

情報提供・情報発信機能
（電子化行政の推進）

特に、市民活動の展開、NPO 活動の活性化を支える人材育成の機会や施設面での拡充は注目
されなければならない大きなポイントである。諸社会教育、生涯教育他の充実した機会を市民一
人一人が享受できる場が、今後の協働活動を支える人材確保の面から見ても、より多く設定され
なければならない。これ迄人材育成或いは情報伝達の場として貢献してきた市民大学、公民館、
市民フォーラム等の連携・有機的な仕組みを考える必要がある。
このような考え方に基づいて、市民協働及び交流活動の場の実現方策を次の図のように設定す
る。
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≪市民との協働及び交流活動の場を確保するための実現方策≫
■市民との協働スペースの確保
・ 企画･計画段階から市民､行政、市民代表（代議員）が協働し
市民との協働
及び交流活動
の場の確保

て検討できるスペースの確保
・ 市民参画による協働スペースの運営体制の整備
■市民との協働を支える人材を育成と活動を支援する体制の確立
・社会教育、生涯教育等の仕組みの充実
■市民交流、市民活動の場の確保

３．市民との協働の場を確保するための具体的方策
（１）市民との協働スペースの確保
ア．市民との協働スペースの具体像
○ 新庁舎に設けるべき市民協働スペースは、企画・計画段階から市民､行政、市民代表（代議
員）が協働して検討できる様々な規模のスペースから構成され、プロジェクターや電子会議
用のＩＴ機器が装備されている姿がイメージされる。個人ブース、打合せ・会議スペースの
他、個室もあってよい。空間イメージの基本となる考え方は、常設のオープン型ワークスペ
ースである（後掲の図を参照）
。
○ 特定の検討テーマを対象に一定の期間にわたって、プロジェクト・ベースで市民と行政職員
が同じ部屋を利用することを想定する。あるいは必要に応じて市民と職員とが集まって議論
するような使い方も想定される。参画するメンバー個人がワークスペースや機器（パソコン
等）を一定期間専用できるようなホテリング・サービス（注５）も想定する。
○ 市民活動従事者への支援・相談コーナー、将来の市民協働を支える市民を育てるための交流
スペースを合わせて設置することが望ましい。
○ 多様な利用の実態に合わせて、フレキシブルに空間を変えられるように設計段階から配慮し
ておくことが重要である。
○ 市民協働スペースは、関係の深い各所管課の近くに配置することが合理的である。また、市
民利用の利便性の視点や市民交流活動との連携のし易さからは、玄関ホール階などの低層階
にあることが望ましいとも考えられ、施設設計の段階で、両面から検討することが望ましい。

注５） ホテリング・サービスとは、以下のような要素を備えたオフィスのサービス形態を指す。
① 使用目的に応じて使えるデスク、会議室、プレゼンテーションルーム、応接、ラウンジのワーク
スペースが提供できる。
② インターネットへの容易なアクセス環境（モバイル環境）
③ 担当者への電話アクセスが容易（携帯電話、PHS でのホットライン）
④ フロントサービス（秘書機能、コピー、ビジネスサポート等）
20
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≪市民協働スペースのイメージ≫
会議室
（プレゼンテーション・ルーム）

入り口

・プロジェクター
・テレビ会議システム
・電話会議システム
・ホワイトボード
・パソコンなど

ロビー（交流スペース）

市民・行政協働
ホテリング・
サービス

打合せ・相談コーナー

プロジェクト･コーナー A

情報検索
コーナー
市民・行政協働
プロジェクト･コーナー

B

市民・行政協働
プロジェクト･コーナー

C

常設パソコン

市民・行政協働

個人用ワーク
スペース
(充実したＩＴ機器)

プロジェクト･コーナー

D

イ．市民協働スペースの運営体制
○ 市民協働スペースの設置に当っては、その運営・管理方法と利用のルールについて、市民と
行政職員から構成された｢運営委員会｣のような協働の組織を設立することが必要になる。こ
の委員会には運営の独立性を確保することが求められる。
○ 運営委員会は、市民協働の活動テーマをどのような選定基準で選ぶのか、検討結果をどのよ
うに評価するのか、どのような方式で行政のパートナーとなる市民団体を選ぶのかなどの問
題について検討する。選定基準の縛りは比較的緩く、一方、成果の評価基準は明確にするこ
とによって、垣根は低いが流動性の高い協働活動を展開することができる。
○ この｢運営委員会｣は、新庁舎の竣工後に市民協働スペースが供用された後も、継続して利用
のあり方に関する改善策を提案し、市民と協働で運営していくことが必要である。
○ プロジェクトを経て、継続的に成果の期待できるものは、市から特定の活動業務を発注し、
その延長線上にアウトソーシング会社を立ち上げることをめざす。
○ 協働活動のテーマによっては、議員の参画も得られるようにすることによって、この場が、
将来にわたって｢市民参画型行政の拠点｣、｢官民コラボレーションの拠点｣になっていくこと
をめざす。
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（２）市民との協働を支える人材の育成と活動を支援する体制の確立
○ 市民協働スペースの利用を定着させ、将来にわたって利用の促進を図るためには、行政のパ
ートナーとなる活動団体やこれに参画する市民、ボランティア等を育成していくことが重要
である。
○ 市民協働スペースの利用を所管する部署に、既存のＮＰＯ等の活動支援体制を拡充する形で

市民活動と活動組織を支援・育成する体制を設けることが望ましい。
○ 市民との協働を支える人材の育成にあたっては、｢協働人材育成プログラム委員会（仮称）｣

を設置し、ここで人材育成計画を立案することが望ましい。

（３）市民交流、市民活動の場の確保
｢市民と行政職員とが協働で活動する機能｣とは別に、｢市民同士が交流し、活動するための機
能｣、また、｢町田市の特徴を生かした情報提供や情報発信の機能｣を整備することが重要である。
これら３つの機能は、活動の相乗効果を発揮できるよう、機能的にも空間面においても密接に連
携させて、以下のような多様な交流空間を、庁舎の玄関ロビー階にまとめて配置すべきである。
町田の物産、各種情報などにより、市からの情報発信にも力を入れるべきである。実物の展示
に加えて、市内にある資料館、博物館などの展示品をデジタル・アーカイブ化（デジタル情報の
形で保存、蓄積、発信）して、市民以外の来庁者にも町田市をよく知ってもらう方策を講じるこ
とが重要である。
ア．市民交流･市民活動スペースの具体像
≪空間利用イメージ≫
○ 市民活動スペース

−行政との密接な関わりのもと自治会連合会等の活動（会議、親睦会、

情報発信）ができる場、行政と連携したＮＰＯ、ボランティア活動が行える場（市民活動等
で必要となる資料や備品の保管機能を含む）
○ 相談スペース

−行政相談のみならず市民が市民に相談できる場（外国人専用の相談コーナ

ー、定年退職者等が個々の様々な経験を生かした市民相談コーナー等）
○ 市民会議室 −市民の自由な会議、打ち合わせ、発表の場として利用できるような小・中会
議室の設置
○ イベントスペース −市民活動発表イベントや文化・芸術イベント、外国人との多文化交流
ができる場、フリーマーケットなどの人の集まる各種イベント開催の場
○ レストラン −市民が来庁時に利用し、懇談、食事会などができる魅力のあるレストランや
喫茶室（市民が直接利用できるように外部からのアクセスを確保）
○ 市民交流サロン

−市民交流の場として、お茶を飲んで語り合え、すぐそばに行政資料もあ

るといったようなスペースの設置
○ 談話・休憩スペース −新庁舎内の各階に生まれる廊下や柱周りなどの共用スペース、空き
空間を、簡単な談話・休息スペースとして利用
○ 駐車場

−屋外駐車場は、閉庁時に駐車場として利用されない時に、市民活動の発表、フリ

ーマーケットなどのイベント開催にも利用できるような空間として活用
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≪市民交流スペースのイメージ≫
市 民
会議室
屋外広場
（展示・イベ
ント利用）

交流活動スペース
市民による市民相談室

庁舎玄関

屋外駐車場
（イベント利用）

市政情報発信
コーナー
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱｰｶｲﾌﾞ

■交流ロビー（展示・イベント利用）
総
合
案
内
情
報

観光・物産

（商・工・農）等 PR

コーナー

談 話
休 憩

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
・
デ
ス
ク

レストラン・喫茶

≪プライバシー、セキュリティを確保した機能配置≫
○ 閉庁時に職員以外の市民が利用する際に、行政の執務空間などへのアクセスができないよう
な動線の工夫
○ 市民が出入りすることで日常の行政職員の就業環境や議会運営に影響を与えない機能配置
の工夫
≪運営の一元化≫
○ 各種市民活動スペースの空き状況、利用の申請手続などが一元化されたシステムを構築
○ 運営方法の検討に当たっては、以下の諸点に配慮
・ 行政の日常業務での利用と市民利用との調整
・ 議会の会期中の利用と市民利用との調整
・ 行政との関わりの深い自治会や福祉・教育分野などのＮＰＯ・ボランティア活動グルー
プの優先的利用
・ 市民利用からかけ離れた活動団体の利用がなされない工夫
・ 閉庁時の利用における管理方法
・ 高齢社会の進展をふまえた、庁舎管理業務や市民相談対応などへの高齢者のエネルギー
や蓄積されたノウハウの活用
・ レストランの運営などに障がい者が携われる環境づくり
・ 庁舎敷地内の植栽などの市民や地域住民による自主管理
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イ．情報提供・情報発信スペース
○ 市民同士あるいは市民と行政が交流を育み、市民、行政それぞれの視点で情報の受発信が可
能となるスペースを確保する
○ 町田市らしさ、町田の市民性を生かした情報の受発信の場とする
・ 時代の変化、市民ニーズの多様化に柔軟に対応できる情報の受発信
・ 市民が知りたいこと、参画したいことの情報受発信の場
・ 市民の活動成果を発信できる場
・ 町田市の歴史・文化に対する理解を深め、町田を再発見する情報発信
・ 市民が関心を持って庁舎に集まるイベントの開催
○ 町田の有形・無形の歴史・文化資産をデジタル情報の形で保存、蓄積し、その情報を次世代
に継承を図るとともに、閲覧、鑑賞、研究のためにインターネットなど情報ネットワークを
通して情報発信する（デジタル・アーカイブ化）。
ウ．市民交流･市民活動スペース、情報提供・情報発信スペースの空間配置
○ 庁舎の玄関ホール階に市民交流・市民活動スペースならびに情報提供・情報発信スペースを
配置する。
○ 市民協働スペース、市民協働に関連の深い行政部門の執務室とも比較的近い位置に配置する。
○ 市民と行政共用の会議室、情報資料室などの市民活動を支える機能についても近接した配置
とする。閉庁後の利用を考慮して入りやすい低層階が望ましい。
○ 個人のプライバシーに関わる相談への対応については、個室など専用のスペースを設ける。
○ レストランや喫茶スペースは、これらの諸機能との連携が図れる低層階、あるいは眺望が楽
しめ、安らぎのスペースとなるよう上層階に配置することが望ましい。
○ 屋上については、緑化を通じて安らぎと潤いが感じられる空間とし、市民や職員が休息など
の憩いの場として利用できるようにすることが望ましい。
エ．電子会議室などによる情報通信技術を活用した交流の場の提供
○ リアルな交流の場の補完的な機能として、電子会議室や電子掲示板などを活用したバーチャ
ルな市民交流の場を提供し、来庁できない市民も含めて意見や提案を述べ合う場、情報交換
の場を提供すべきである。
○ これらは、市民交流の場であるとともに、市民意向の集約（インターネットによる市民アン
ケートなど）や行政施策の立案を支援する手段としても活用されるべきである。
○ 市民アンケート結果や普段から寄せられる市民の声を分類整理しておくことによって、｢市
民の声のデータベース｣を構築することが可能になる。これらによって、広聴機能のチャネ
ルが拡大されることになる。

（１） より身近に議会を理解できる議会スペースレイアウト
○ 利用原則の確立

−閉会中の議場や庁舎空間を市民が利用したいという要望が見られるが、

これを実現するには、市民と行政、議会との間で、例えば、公共空間は市民利用が基本原則
であり、その空間を議会が議場として使用しているといった従来とは異なる共通理解に至る
ことが必要
○ 会議スペース

−行政の執務空間としての会議室が空いている場合は、市民活動等の会議ス
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ペースとしても利用（社会教育、生涯教育等）
○ 多目的スペース −議場や議会委員会室等のスペースについても、議会の会期中以外の期間
は、他の用途で活用に活用（議場については、大きな空間を利用したコンサートなどのイベ
ント利用、委員会室は、市民活動等の会議スペースとしての利用等）
○ 上記の活用機会を実現するには、議会議場の諸レイアウト、議場形式（ラウンド、対面、演
壇方式等）、設置施設仕様他のあり方、諸設備、器具等の移動可能なシステムが適切に設計
されなければならない（ユニバーサルデザイン化、手話サービスの導入を含む）。議場と傍
聴者の席レベルのみならず市民参画の傍聴形式があらゆるケースについて再考がされなけ
ればならない。
○ 特に本会議場は別仕様としても、他の会議等の際に市民が傍聴等で参画する場合において、
行政、市民、市民代表（代議員）他がその際使用する諸便宜、例えば、机、イス、諸機器等
の事務仕様他について基本的に差をつけるべきではない。
○ 市民代表である議員が十分に力を発揮できるにふさわしい場（例えば、会派室等）や設備機
器等を充実させることが望まれる。
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３ 開庁時間の柔軟な対応
１．背景とねらい
現在、本庁舎及び市民センターの開庁時間は以下のようになっており、行政サービス業務は平
日の日中に限って実施されている。
○本庁舎

：平日の午前８：３０〜午後５：００

○市民センター：開館時間は第３月曜日と年末年始を除く日の午前９：００〜午後１０：００
市役所支所機能は平日の午前８：３０〜午後５：００
但し、町田駅前にある市民課駅前連絡所においては、以下のような時間延長サービスが実施さ
れている。
○市民課駅前連絡所
・開館日：水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日
・開館時間：午前 10 時〜午後 7 時（土曜日・日曜日は午後 5 時まで）
・業務の範囲：住民票の写し、印鑑登録証明書など証明書類の交付
他の自治体では、曜日を限定した平日の開庁時間の延長や、土日のいずれかの開庁が実施され
ている事例があり（資料５を参照）、導入を検討している自治体も多いと見られる。
これまでの開庁時間延長は、平日の昼間に来庁できない共稼ぎ世帯などへの手続窓口の対応が、
導入の主な理由になっているが、今後は、手続業務に加えて相談業務や市民協働や市民交流活動
への対応という視点からも開庁時間の延長が求められる。

２．開庁時間への柔軟な対応の実現方策
平日の昼間に庁舎に来られない市民の立場に立つと、平日の夜間や土日も開庁してほしい、
開いている時間が長ければ長いほど利便性が高く、将来は２４時間対応してほしい、というの
が市民意向の基本にある。
時間延長してほしい業務の範囲についても、他の自治体の実施事例にあるような証明書類の
発行窓口だけに限らず、市行政に関心を持ちながら、平日の昼間に来庁できない市民に対して、
その機会を開くという視点から、以下のような業務に対象を拡大することが望まれる。
○ 証明書類の発行業務の開庁時間延長
○ 市民相談の窓口業務の開庁時間延長
○ 市民との協働及び交流活動スペースの利用可能時間延長
○ 庁舎以外の機能との複合化に配慮した利用可能時間延長
また、時間延長の対象となる施設を本庁、市民センター、市民課駅前連絡所の中からどのよ
うに選択するのか、時間延長する曜日と時間帯をどのように設定するのか、庁舎や市民センタ
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ー施設のどの部署と空間を対象に時間延長するのかなどについても検討課題となる。
これらの課題に対応するためには、時間延長に伴う市側の費用負担と効果のバランス問題、
職員の労働条件問題、施設のセキュリティ問題等の解決が前提になることは言うまでもない。
こうした諸問題・課題に対処しつつ、市民にとっては、 いつもどこかの庁舎が開庁している
状態 に近づけることがめざすべき目標になろう。
なお、実施に向けた検討の過程で、利用者である市民が庁舎の時間延長に対してどのような
意向を持っているのかについて（例えば曜日の選択など）
、改めて把握することが必要である。

≪開庁時間への柔軟な対応の実現方策≫
■平日の時間延長、土日祝日の開庁などによる、いつもどこかの
庁舎が開庁している状態の実現
開庁時間への
柔軟な対応

■窓口業務、相談業務、市民との協働及び交流活動、庁舎以外の
機能との複合化を視野に入れた開庁時間の延長
■開庁時間に関する市民意向、費用対効果を総合的に判断した合
理的な実施方法の選択

３．開庁時間への柔軟な対応の具体的方策
（１）平日の時間延長、土日祝日の開庁などによる、いつもどこかの庁舎が開庁してい
る状態の実現
○輪番制による開庁時間の延長
・ 本庁、市民センター、市民課駅前連絡所を含めて、必ずどこかの庁舎が開いているとい
う状況に近づけるため、各施設が

輪番制 で開庁する方法が考えられる。

○時間延長する曜日と対象業務の選択
・ すべての平日を対象として時間延長するのは、コスト面などからみて行き過ぎである。
土日を含めて市民の希望の多い曜日を選択する。
・ 庁内のどの部署、どの空間を対象とするのかについて選択する。セキュリティ面からは
開庁する部署と空間は低層階に集めることが望ましい。
○市民課駅前連絡所の開所時間の延長
・ 町田駅前にある市民課駅前連絡所は現在午前１０時から午後７時まで開いているが、連
絡所がある百貨店の営業時間に合わせて午後８時まで延長することが望ましい。
・ 駅前連絡所は、現在、月曜と火曜が定休日であるが、百貨店の営業日と連動させて開所
日を増やすことが望ましい。
・ 業務範囲ついては、市民の要望を把握した上で、必要があれば拡充することが望まれる。
・ 現在は町田駅前に１ヶ所開設されているが、将来はなるせ駅前市民センターの開庁時間
を町田駅前の市民課駅前連絡所と同様に延長することが望まれる。
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（２）窓口業務、相談業務、市民との協働及び交流活動、庁舎以外の機能との複合化を
視野に入れた開庁時間の延長
・ 市民との協働及び交流活動スペースは、市民センターや市民フォーラムの開館時間に合
わせて夜１０時まで利用可能としたい。
・ 窓口サービスも同じ時間帯まで延長するという考え方もある。

（３）開庁時間に関する市民意向、費用対効果を総合的に判断した合理的な実施方法の
選択
・ 開庁時間の延長は、職員のシフト勤務などを採用することにより、人件費や職員の労働
条件ができるだけ変わらぬように配慮した合理的な方法を想定する。
・ 行政全体の業務効率化によって得られるコストの低減効果を生かし、シフト勤務等の工
夫を講じることによって、開庁時間延長に伴う行政の人件費や施設管理コスト（光熱水
費等）は吸収できるものと考えられる。

開庁時間への柔軟な対応の具体的方策
≪柔軟な対応を求める理由≫
手続や市に相談したいことがあるが、平日

市民協働・市民交流活動に関心がある

の昼間に来庁できない（共稼ぎ世帯など）

が、平日の昼間に来庁できない

いつもどこかが開庁していて

費用対効果の判断

ほしい

職員の労働条件上の制約
≪実現方策≫

○ 対象施設は：本庁、市民センター、市民課駅前連絡所から選定（輪番制もあり得る）
○ 時間延長する曜日は：平日（曜日の選択）、土日・祝日から選択
○ 延長後の開庁時間は：平日の夜間延長、土日・祝日の昼間開庁等から選択
○ サービス業務の範囲は：証明書類の交付、相談窓口、市民協働･市民交流の場を検討
○ 開庁する空間の範囲は：ロビー階を中心に低層階に限定するなどを選択
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４ 情報提供サービス機能の充実
１．背景とねらい
町田市では議会の中継を行っており、自治体の中でも進んだ取組をしている。情報公開の範囲
は他市に比べて広いとみられる。
ホームページからは申請類の様式をパソコンに取り込むことが
できる。また、広報は月に２回発行する自治体が多いが、町田市では３回発行して、広報活動に
力を入れているなど、市民への情報提供サービスは充実しつつある。
今後は、いつでもどこからでも情報が入手できること、万人に伝わるような多様な情報伝達手
段を講じること、一方通行ではなく双方向のコミュニケーション手段を講じること、情報提供サ
ービスから相談サービスへとサービスの質を深めることなどが求められる。

２．情報提供サービス機能を充実するための実現方策
本来、行政が行っていることを市民は知っているべきであり、それを支え、伝達することが情
報提供サービスの最も基本的な役割である。また、これからは、市民協働や市民交流活動を支え
るための基礎的なサービスとして情報提供サービスが位置づけるべきである。
情報提供サービスの充実は、次の６つの状態を目標として実現すべきである。
○ 市民・行政・議会の情報を相互に共有できること
○ 市民及び行政、議会の構成員が、いつでもどこからでも情報を入手できる状態を実現するこ
と（ユビキタス社会実現への寄与）
○ 市民には、性別や年齢層、子供から高齢者まで、健常者と障がい者、外国人、個人や企業法
人、NPO 法人、諸団体など、極めて多様な立場性があり、これらの市民すべて（万人）に
情報が届く多様な伝達手段を講じ、情報入手手段には選択の余地があること
この点は、ＩＴをめぐる時代変化の激しさに置いていかれないよう、また、市民の情報アク
セス手段の活用能力が強化され、情報弱者を生み出さないように行政が支援体制を提供する
ことにもつながる、という視点から実現することが求められる
○ 市民個人と行政とが双方向のコミュニケーションができる手段を多様に提供し、市民が好き
な方法でアクセスできるマルチチャンネル化を実現すること
○ 防災情報、災害時の緊急情報の伝達手段を充実させること
○ 情報弱者を作らぬ工夫を講じること
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≪情報提供サービスを充実するための実現方策≫
■市民・行政・議会が情報共有できる基盤の整備
■いつでもどこからでも情報を入手できる状態の実現
（ユビキタス社会実現への寄与）
情報提供サービ
スの充実

■市民すべて（万人）に情報が届く伝達手段の提供
■市民が好きな方法を選択できるマルチチャンネル化されたコ
ミュニケーション手段の提供
■充実した防災情報の提供
■情報発信活動の充実
■電子調達の導入

３．情報提供サービス機能の充実の具体的方策
（１）市民・行政・議会が情報共有できる基盤の整備
○市民情報提供センター（仮称）
・ インターネットを通じて、できる限りの行政情報、議会情報を提供していくという姿勢
が必要である。
・ 市の作成する資料、地域活動やＮＰＯ・サークル活動情報（市民活動振興課所管）など
を一括して入手できる情報センターを利用しやすい低層階に設置する。
○議会活動の市民への情報公開の方法の工夫
・ 検討が終わった結果の情報だけでなく、検討途上の情報も提供してほしい。
・ 市民が議会の傍聴席に入りやすく、議論を身近に聞き取れるような議場とする。
・ 市民が気軽に議会情報の提供・案内サービスが受けられるようにする。
・ 土日にも議会を開いて、平日に来場できない市民も傍聴できるようにする。
・ 閉会中の議場を市民の会議利用など他の用途にも開放する。多目的に利用するために議
場は平床とし、机・イスは固定しないことが求められる。
・ 議会各会派の主張の違いが市民にはよくわからぬところがあるため、定期的な公開討論
会・説明が各会派ごとに行われるような仕組みをプログラム化することが期待される。
・ 議会の広報誌については、定期的な広報のみならず、当今の話題となっている課題をテ
−マとして、纏まった形の魅力的な広報読本の刊行が望まれる。
○情報公開の迅速化
・ 情報公開の基準を分かりやすくし、公開までの所要時間の迅速化することが求められる。
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（２）いつでもどこからでも情報を入手できる状態の実現
（ユビキタス社会実現への寄与）
○市民個人のライフイベントに応じた適切な情報支援機能の導入
・ 市民ひとりひとりにとって、 私のための 、 私に合った 情報が、市からタイムリーに
届くようなサービスを、市民は求めるようになってきている。
・ 出生時に情報を登録することにより、市民の一生におけるライフイベント毎に、行政か
ら必要な情報、知りたい情報が届く仕組みを導入することが望まれる。
○情報提供サービスの充実
・ 市の作成する資料を一元的に蓄積し、市民がいつでも見られるようなサービスシステム、
市民各層の利用ニーズに応えられる情報検索等のサポートシステムを整備する。
・ ＩＴを活用した情報提供・検索システム、閲覧・貸し出し、通信機能、コピーサービス
等を充実させる。
・ 時勢に即した情報だけでなく過去の情報についても提供できること、行政情報に加えて、
東京、日本、世界の関連情報についてもアクセスできるようにする。
・ 情報提供システムには２４時間アクセス可能とし、行政面からのユビキタス社会の実現
に寄与する。
○市民情報提供コーナーと議会図書室の統合
・ 現庁舎では議会図書室が狭く上層階にあるため、新庁舎では市民情報提供コーナーと一
体化して利用しやすい低層階に配置する。
・ 条規集の検索がもっと容易にできるようにする。

（３）市民すべて（万人）に情報が届く伝達手段の提供
○広報、市のホームページの充実

・ 広報やホームページなど、市民に対する情報提供を一層充実してほしい（資料６を参照）。
・ トップページにおいて、｢市民向け｣、｢訪問者向け｣、｢事業者向け｣といったように、ア
クセスする人の立場や目的に応じて、必要とする情報に迅速に到達できるような編集を
行う。

・ 市のホームページは、市の 顔 であり、市外からあるいは海外からもアクセスがある
はずである。彼等は、将来、町田市の訪問者、転入者になる可能のある人々であるとい
う視点から、編集すべきである。

・ 市のホームページや施設の案内パンフレットに外国語(英語、韓国語、中国語等)の表記
も加えてほしい。

・ 携帯電話からもアクセスできるホームページを提供すべきである。
○多様な伝達手段の提供
・ いつでもどこからでも情報を入手するための代表的な手段であるパソコンや携帯電話な
ど情報端末を持たない人を含めて、万人が利用できるような多様な情報伝達手段を講じ
る。
・ ｢広報まちだ｣のように新聞の折込配布を行っても日本語新聞の購読をしない人には情報
が伝わらない問題、賃貸マンションの増加で、町内会自治会に加入していない人が増え
ている問題等にも対処していくことが必要である（掲示板、駅のコーナーに置くなど）。
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・ 外国人にもわかりやすいよう申請書類には外国語表記も加え、年号表記には西暦を併記
してほしい。

（４）市民が好きな方法を選択できるマルチチャンネル化されたコミュニケーション手
段の提供
○リモート環境の整備
・ 自宅や事業所など庁舎の外部からインターネット、携帯電話などによってアクセスした
場合に提供できる情報について大幅に拡充する。
・ 市民が市の情報を入手する必要性が生じる状態に即してこれらの情報が検索できるよ
うな編集を行うことが極めて重要となる。
○市庁舎における市民との接点機能の整備
・ 市民が何でも相談できる一元化された総合窓口を設置する。対面型の人的なサービスを
基本とし、市民の複数の用事に対してひとりの相談係が対応し、申請・手続の支援を行
う。相談窓口と直結した関係部署が実務的に対応することにより、ワンストップ行政サ
ービス（後述）を実現する。
・ 市民がセルフ・サービスによって申請・手続や情報入手ができるようなＩＴを活用した
構内端末を設置する。
・ 電話によって、庁舎の外部から寄せられるあらゆる相談に対応できる総合窓口（コール
センター）を設置する。

（５）充実した防災情報の提供
○防災からみた市民と庁舎の関係
・ 新庁舎建設自体が、現庁舎の耐震性の不安に抜本的に対処するという動機から検討が開
始された経緯があるが、防災の視点から市民と本庁のあるべき姿を改めて検討しておく
必要がある。
○被災時の緊急情報伝達
・ 情報提供という視点から見ると、被災時の情報提供が最も重要である。情報伝達の手段
としては、ミニＦＭ局、電話による応答機能、街頭スピーカー等を組み合わせることが
必要である。
・ 被災時には、町田市だけではなく周辺自治体との広域連携や行政以外の機能との連携と
いう視点からも方針を設けることが必要である。
○防災・防犯活動への参加
・ 自主防災隊が市内各地区に編成されているが、すべての町内会、自治会が参加している
状態ではない。賃貸住宅の住民など参加が乏しい傾向がみられるため、防災情報の提供
を強化することによってできるだけ多くの市民に働きかけることが望まれる。
・ 平常時に、防災・防犯情報を提供する際に、被災時の情報提供機能についても市民に周
知徹底しておくことが重要である。

（６）情報発信活動の充実
○地元情報発信
・ 町田市らしさを備えた特徴のある歴史文化資源や最近の市民協働・市民交流実績などを
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展示や映像でわかりやすく伝える。
○市民一人一人に向けた情報発信
・ 市民が情報を取ろうとすれば入手できることに加えて、ＩＴ活用により市民のライフス
テージに応じて、役に立つ情報が市から個人宛てに送られてくるようなサービスが技術
的にも実現可能になりつつあるため、行政から個人レベルの市民に向けた情報発信を行
い、双方向のコミュニケーション手段としても位置づける。

（７）電子調達の導入
・ 庁舎の機器備品や消耗品の調達、あるいは行政業務の一部を民間から調達する場合に、
今後は電子調達方式を採用すべきである。
・ 電子調達によって、調達情報を広範な事業者に伝達し、民間事業者の参入機会を広げる
こと、調達プロセスと調達結果を透明化すること、手続や調達時間を迅速化すること、
これらの結果として調達コストを低減させることが求められる。
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５ 市民センターと本庁舎の適切な役割分担と連携
１．背景とねらい
現在、町田市には１３箇所の市民センター・地域センターが整備されている（資料７を参照）
。
市民センターは、各地域の集いの場としての性格が強く、合わせて市役所の支所としての機能を
備えている。町田市は地理的に市域が長い形状をしていることから、身近な市役所支所として証
明書類の交付などの手続は市民センターで済ませる市民が多い。
市民が市に相談したい案件、また、地域ごとの問題・課題を解決する必要性は徐々に増大して
おり、市民センターに期待される役割は一層増している。
従って、従来果たしてきた市民交流機能、支所機能に加えて、地域ごとの課題解決機能や、で
きるだけ本庁と同水準の行政サービス機能を備えた場として、市民センターの位置づけを高度化
していくことが望ましい。

２．市民センターと本庁舎の適切な役割分担と連携の実現方策
町田市は地理的な条件や過去の合併の経緯から、地域ごとに性格が異なるため、市民センター
は地域独自の集いの場、課題解決の協働の場として位置づけるべきである。一方、本庁の市民協
働・市民交流機能は、地域を越えた全市的なレベルの場として位置づけるべきである。
ＩＴの進展によって、市民センターにおいても本庁と同レベルの行政サービスを提供すること
が可能になりつつある。ＩＴ活用による業務効率化と対面型の人的なサービスの充実の双方を成
り立たせることができると考えられる。
また、本庁において充実される防災・災害復興拠点機能に呼応して、災害時の避難先など非常
時の対応施設として市民センターが果たす役割を高めるべきである。

≪市民センターと本庁舎の適切な役割分担と連携の実現方策≫
■市民センターにおける地域レベルの集いの場の確保、本庁舎に
おける全市的な市民との協働・交流活動の場の確保
市民センターと
本庁 舎の 適 切
な役割分担と連
携

■ＩＴ活用による本庁舎と同レベルの手続・相談サービスの提供

■防災面から見た市民センターの位置づけの向上
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３．市民センターと本庁舎の適切な役割分担と連携の具体的方策
（１）市民センターにおける地域レベルの集いの場の確保、本庁舎における全市的な市
民協働・市民交流の場の確保
○地域レベルの市民交流の場の充実
・ 各地域の特性に応じた課題の検討や市民交流のためのスペースを一層充実させることが
求められる。
・ 地域ごとに生じる市民と行政との協働作業は、会議室の利用であれば市民センターでも
対応できる。
・ 地理的な条件から本庁舎に遠い市民センターほど、これらの機能を充実させるべきだと
いう考え方もある。

（２）ＩＴ活用による本庁舎と同レベルの手続・相談サービスの提供
○本庁と同レベルの手続・相談業務の提供
・ 手続業務はＩＴを活用することによって本庁とほぼ同じサービスが提供されることが望
まれる。相談業務については、専門的な相談は本庁での対応が必要だが、一般的な相談
は対話型のＩＴを活用することにより対応が可能になるはずである。
・ ＩＴ活用による業務効率化の成果を大いに生かしながら、相談業務などにおける対面型
の人的サービスの充実を進めるべきである。
○相談機能のマルチチャンネル化
・ 市民センターにおいて市民相談機能についても分担できるように、IT 化によるマルチチ
ャネル化の活用等による方策を採用していかなければならない。
○開庁時間の延長
・ 先に述べたように、本庁の開庁時間延長と連動して市民センターの支所機能の開庁時間
についても延長が図られるべきである（輪番制もあり得る）
。

（３）防災面から見た市民センターの位置づけの向上
○地域固有の利用の便宜に応じられる市民センターの実現
・ 市民センターは、支所が夜間は閉庁するため、現状では災害時の避難先として利用でき
ないが、町内会館には災害時の対応も含めて施設利用マニュアルの元で利用されている
ことをふまえて、今後は市民センターを地区レベルの防災・災害復興拠点として位置づ
けるべきである。
・ 防災面に限らず、各地域で固有に発生する利用の便宜に対する要請に対し、柔軟に対応
できる市民センターとすべきである。
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６ 庁舎以外の機能との複合化
１．背景とねらい
現庁舎は、市人口の増加とこれに伴う業務の拡大に伴い、庁舎の狭あい化と分散化が進み、行
政庁舎以外の機能との複合化は事実上行われていない。
新庁舎においては、市民が気軽に利用できる庁舎以外の機能を複合的に整備し、行政庁舎に用
事がない市民も含めて市民の利便性を高め、引いては、市民交流や市民協働への参画意識を醸成
されるような場を多様に提供していくことによって、庁舎空間が市民に活発に利用されるよう、
従来の庁舎のイメージを改変をしていくことが望ましい。

２．庁舎以外の機能との複合化の実現方策
行政庁舎と庁舎以外の機能を複合的に整備することにより、市民が気軽に庁舎敷地を訪れる機
会を増やすことは、引いては、市民交流活動や市民協働など行政への参画意識を醸成することに
もつながると考えられる。
庁舎以外の機能との複合化には次の３つの方向性が考えられる。
○ 市行政の関連機能との複合化（文化機能、福祉機能、教育機能等）
○ 公・民複合化（民間企業の出先機能、サービス機能の民間委託等）
○ 他の行政機関との複合化（国税、都税事務所あるいは法務局等の出先機関等）
これらのうち、複合化を重点的にめざすべきは前二者であろう。
また、今後は庁舎敷地や庁舎空間をすべて市が利用するのではなく、市民利用からみて一層利
便性や楽しみが増す場として、集客的な要素も含めて提供していく考え方を取り入れることによ
って、市民にとって庁舎空間のイメージを身近なものに変えていくべきである。
さらに、庁舎敷地内での機能複合化のほかに、周辺地区のまちづくりの過程で地区一帯に庁舎
と相乗効果のある市民利用機能を長期にわたって集積させていく考え方もあり得る。
なお、庁舎と複合化させる機能の選択にあたっては、新庁舎敷地の規模の制約、現庁舎移転跡
地の活用方策、市内他地区での公共施設整備計画などとの十分な調整を行う必要がある。

≪庁舎以外の機能との複合化の実現方策≫
■市民の利便性や楽しみが増す場の複合的な整備
庁舎以外の機
能との複合化

■市中心部に不足する行政機能との複合化（文化・福祉・教育機
能など）
■新庁舎周辺のまちづくり、現庁舎移転跡地の活用方策をふまえ
た市民利用施設の整備
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３．庁舎以外の機能との複合化の具体的方策
以下に掲げる諸方策は、色々な側面から現在考えられる幅広いアイデアや提案を含んでいる。
庁舎と複合的に整備すべき機能は何かという、市民に身近なテ−マに沿って検討される機会はこ
れまでほとんど無かったと考えられる。今後の具体的な検討の足がかりとして大変役立つものと
考え、この機会に、思い当たるケースをできるだけ自由に提案したものである。

（１）市民の利便性や楽しみが増す場の複合的な整備
市民の利便性や楽しみが一層増すような以下のような機能を複合化させることが考えられ
る。機能の選定に当たっては、費用、効果、利用見通しなどを勘案して有効に使われる機能を
選び出すことが望まれる。
また、民間事業者に場の整備や運営を委託する場合には、床の賃貸料を徴収することを想定
する。
○展示・イベント機能
・ 庁舎ロビー階には地元産品の展示空間や観光情報提供コーナー、テーマ展示コーナー（安
全、福祉、介護、子育て、生活保護等）、イベントスペースを整備したい。固定的な空間
利用ではなく市民の関心と意欲に応じて多様な使い方ができるような場を提供する。
○飲食・物販・サービス機能
・ レストラン・喫茶コーナーをはじめ郵便局や銀行、書籍・新聞・文房具等の販売店、コ
ンビニエンスストアなどを導入することが望ましい。
・ 民間事業者の選定にあたっては競争原理を導入して、市民へのサービス水準の維持・向
上を図る。
○集客機能
・ 市民が気軽に庁舎を訪れるよう、市役所にも 楽しみ の要素を取り入れるべきである。
今後は、民間事業者の力を借りた集客施設との複合化なども考えられる。

（２）市中心部に不足する行政機能との複合化
○文化・福祉・教育機能
・ 町田市の文化発信機能を高める施設、福祉施設、生涯教育施設などを庁舎敷地内に整備
して庁舎と連動した市民利用を促すべきだ。
・ 市民としての子供という視点から子供向けの施設を整備することが考えられる（子供セ
ンター等）。
・ NPO 法人（福祉、生涯教育、まちづくりなど）、団体の事務所、展示コーナーを置くこ
とが考えられる。
○市行政以外の行政機能
・ 市行政の所管外の行政機能が本庁舎内にあると市民にとって便利である（交番、都税事
務所、パスポートセンター、法務局の出先事務所等）。

（３）新庁舎周辺のまちづくり、現庁舎移転跡地の活用方策をふまえた市民利用施設の
整備
○市民ホールとの連携
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・ 新庁舎の建設予定地に隣接して立地している市民ホールを庁舎の複合利用の対象として
取り上げることができる。
・ 現在の市民ホールは最大ホールの収容規模が 853 席と小さい。町田市の人口規模から
みて 1８00〜2000 席程度の大ホールを整備すること、また、不足している中規模ホ
ール（３００〜４００席）ならびに小規模のホールを整備することが望まれるが、この
点については、新庁舎と隣接する市民ホールとの機能連携の可能性や現庁舎移転跡地の
活用方策を視野に入れた総合的な検討が必要である。
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Ⅴ．計画の実現に向けて
これまで、市民利用という立場から新たに建設される本庁舎のあり方について、さまざまな視
点から提案を行ってきた。報告を終わるにあたり、以下の点について改めて強調しておきたい。
○ 提案にあたっては、検討テーマ毎に、その問題は市民の立場からみて、本来はどのような姿
であるべきかについて基本に遡って議論することと、具体的なアイディアや実現方策を自由
に出し合うという両面からアプローチした。その過程で出された理念や提案の中には、十分
に対応可能な提案もあれば、本来は望ましいが実現までの道のりが長く、長期間をかけて実
現していくべき提案もあった。また、多数意見の他に少数からの意見もあった。本報告では、
これらをできるだけすべて取り上げるよう努力した。庁舎の実現までには、まだ時間を要し、
その間に提案を一層掘下げることが可能だからである。また、新庁舎の建設をもって対応は
終わるのではなく、その後も取組は永続的に続くからである。その意味では、本報告は庁舎
に関する市民利用の具体的な検討が緒についた段階だといえよう。市民、行政職員、議会な
どさまざまな立場から、これらの諸提案を吟味し、是非、本来の提案主旨を汲み取って実現
にこぎつけていただきたい。
○ 市民という言葉は、性別や年齢層、子供から高齢者まで、健常者と障がい者、外国人、個人
や企業法人、NPO 法人、諸団体など、極めて多様な立場性を持って市内に住み、あるいは
活動する人々の総称として使われている。議論の過程で、こうした多様な立場性にできるだ
け意を配ったが、 市民としての子供 という視点や

法人（特に企業）としての市民 と

いう視点からの検討を十分掘下げるまでには至っていない。また、市民から見た防災や被災
時の対応という視点からの検討についても検討の余地があると思われる。こうした点につい
ては、新庁舎建設基本計画の策定段階、さらには庁舎の設計段階で改めて考慮されることを
切に願うものである。
○ 本報告は、公募市民、市内の諸団体に所属する市民としての立場から、議論を重ねて導き出
したものである。諸提案は、行政の業務改革によるコスト削減を実現し、その成果を生かし
ながら実現できると考えている。市民意向、議会意向、行政意向の３つが合わさって初めて、
提案は実現に移されるべきものであることは言うまでもない。その意味で、本報告は、この
分科会に参画の機会を得た委員一同の忌憚の無い提案であり、実現化のさらなる検討に供す
るための素材として活用いただきたい。
○ この分科会における審議はまさに今後の息の長い具体的実行の道程のその第一歩であろう
といえよう。将来の市民参画の大きな転換点を目指す新庁舎の実現の過程は、まちづくりや
市民協働の新しいコンセプトの嚆矢となるものであり、たとえ本分科会が解散されても引き
継ぐ関係者とともにその帰すうについて本分科会参画者一同、基本設計、投資額の見積もり
および財務評価、建設等々の各段階に渡り、今後とも深く見守っていきたいと念じておりま
す。そのような一市民が発信する持続的な姿勢や活動こそがまさに協働の場であり、新庁舎
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をより身近なものにしていくのではないでしょうか。
○ 上記の通り、市民利用の観点から新庁舎について議論を進め、報告を取り纏めてきたが、諸
方策の中には、現庁舎や現在の市民協働等の仕組みの中にすぐにでも活用できる施策への示
唆が含まれている。我々は、この報告が、新庁舎においてだけではなく、現庁舎や現状の行
政サービスの改善にも役立てられるべきだと考えています。
本報告の提案の主旨が長期にわたって活かされ、新庁舎の建設を一大契機として、町田市の市
民と行政と議会とが、時代潮流を反映した新たな相互関係を築くことに寄与できることを期待す
るものである。
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1１時 30 分〜1２時１５分

本庁舎地下１階 特別会議室
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2004 年８月 28 日

1０時０0 分〜1２時１５分

森野分庁舎４階 第３会議室
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1０時０0 分〜1２時１５分
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森野分庁舎４階 第３会議室

第８回

2004 年 11 月 27 日 ９時００分〜１２時００分

森野分庁舎４階 第３会議室

第９回

2004 年 12 月 11 日 1０時００分〜１２時００分

健康福祉会館 4 階
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会議室

資料１．市民アンケート調査結果（自由回答）における市民の意見・提案
出典）2003 年 8 月に実施した｢庁舎に関する市民アンケート調査｣より抜粋

（１）ワンストップサービス、情報化対応を望む
№

記

述 内

容

１

１ヶ所で全て対応できるワンストップ型の本庁舎にして頂きたい。

２

ＩＴ化の推進によりワンストップショッピングで対応できる庁舎としていただきたい。

３

一個所で全ての用件が足りるような建物にして欲しい

４
５
６
７
８
９
10

相模原みたいにひとまとめで手続きが出来る様になって欲しい。ひとまとめの庁舎が便利
でいいと思います。
市民にとっては、用件を出来るだけ早く一つの窓口ですべて処理されるのが理想であり、
近くの支所の充実が最も必要だと思います。
関連する部署は、まとまった場所に設けられ、高齢者や障がいをもつ方が多く利用される
部署は１階にあることが望ましいと思います。
手続きに時間がかからない対応をお願いします。
市民は用件があるとき訪問するのが一番多いので窓口が一ヶ所で用件が終了すれば、一番
よいと思います。
書類もインターネットで出力することもできないので時間もかかります。もっと身近に利
用できたらと思います。
情報公開のためにいつでもパソコンが使えるといい。そして自宅からでもアクセスできる
と尚可。

（２）わかりやすく、親しみのある庁舎を望む
№
１
２
３

記

述 内

容

初めて行く人でもわかりやすく安心して利用できるような雰囲気のある所になってほし
い。
市民が足を運び入れやすい市庁舎になってほしい。まず建物がきれいであること。窓口に
行けばわかりやすく用事が済ませられること。
明るくて、誰もが入りやすいような雰囲気があれば良いと思う。
市民が期待することは利用しやすく、わかりやすい事だと思います。障がい者の方などが

４

安心して利用できる、又、窓口で適切に対応して頂き、たらい回しにならない様、わかり
やすく用事がすませられれば、と思います。

５

どこに聞いたらいいのか分からないこと、ちょっとしたことについてまずアクセスでき、
情報を得られるような場所になってもらいたいです。
（＝幅広い情報網）

６

誰もが使いやすくわかりやすい職員の態度、対応もそれに伴っていること。

７

窓口の係にはベテラン職員を置いてほしい。

８
９

「おらの町役場」といったような市庁舎を望みたい。例◎市民のいこいの場所の提供◎食
堂→市民も十分利用出来るスペース、◎建物の天井の空間がほしい。
庁舎の周りや屋上には緑を増やし、市民へ提供する場所としてベンチや照明などを設置し、
開放的なものになればと思います。
資-2

10

屋上に日本庭園を作り市民の憩いの場にする。駐車場はできるだけ広くとり、所どころに
常緑樹や花壇を作ると来庁者の心が和む。

（３）高齢者、障害者、子供（連れ）、若者にとっても利用しやすい庁舎とすべき
№

記

述 内

容

１

福祉の面では、高齢者のための「憩いの場」もあったほうが良いと思う。

２

子どもが利用しやすいといいと思います。

３
４
５

子供と一諸に、楽しめる場も含まれていれば尚、嬉しいです。市民の活動の拠点として、
活躍される場であれば、移転に伴う、支出は、止むを得ないと思います。
身障者、老人に対する配慮のある姿勢。
高齢者障がい者子供たちにも利用しやすい施設であること。若者にとってもわかり易い事
が何んの面でも必要ある事。

６

幅広い世代の人達が気軽に立ち寄ることができる場所であって欲しいと思います。

７

子供連れも多いと思うので、子供にとって、その場に居やすい環境も大事だと思います。

８
９

高齢者、障がい者、子供とかだれでも利用しやすく出来るようにして欲しい事と、わざわ
ざ行かなくても郵送などで出来るようにしたりしてもらいたいのもあります。
高れい化になるので支所をもっと利用しやすくしてほしい。

（４）市民との協働スペースを望む
№
１

記

述 内

容

市民が自由に使用できる会議室やホールなどの充実を考え、明るい建物に、ホッとするよ
うな好感のもてる室内など、又、食堂など利用しやすくしてほしい。

（５）開庁時間の延長、土・日曜日の開庁を望む
№

記

述 内

容

１

土日も窓口があいていてほしい。施設よりも市民サービスに直結するものを考えてほしい。

２

受け付け時間を長くしてほしい

３

できれば窓口を開けている時間の延長や、日祝日の受付もお願いできると大変助かります。

４

土、日、祝日も窓口を開けて各種手続きが出来る様にしてくれると嬉しいです。

５

せめて、土曜日の午前中業務をしてほしい

６

日曜に開いてるとうれしい。

（６）情報提供サービスの充実を望む
№
１
２

記

述 内

容

書類もインターネットで出力することもできないので時間もかかります。もっと身近に利
用できたらと思います。
情報公開のためにいつでもパソコンが使えるといい。そして自宅からでもアクセスできる
と尚可。
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（７）市民センターと本庁舎の役割分担をよく検討してほしい
№
１

記

述 内

容

一般市民は本庁舎より市民センターで日常の生活は十分用を達している。本庁舎と市民セ
ンターの役割を検討して欲しい。

２

本庁舎へ行くより、支所へ出向く方が多く、そちらの機能の充実をお願いしたい。

３

支所などでも、色々な手続きができると便利だと思います。

４

むしろ市民センターでもっといろいろな手続きが出来るとありがたいなと思います。

（８）市民利用施設や利便施設、文化施設、いこいの場を合わせて整備してほしい
№

記

述 内

容

本庁舎としては複合施設を充実させ、文化活動など活発にできるような設備を整えて欲し
１

いです。今までの市庁の働きに重点を置くよりも、市庁が市民と一体化するような、身近
に感じられるような建物が理想的であると思います。

２
３

市民が自由に使用できる会議室やホールなどの充実を考え、明るい建物に、ホッとするよ
うな好感のもてる室内など、又、食堂など利用しやすくしてほしい。
市庁舎はもう少しゆったりしたスペースを感じさせる所で市民のいこいの場所であって欲
しい。現在は余りにも廻りが混雑しすぎている。

４

銀行、郵便局のＡＴＭを設置してほしい。

５

税務署、警察署、ハローワーク等の施設も一諸になると尚良い。

６

市民が利用できる大きなホール（多目的ホール）や、ゆとりのコーナ、いやしのコーナな
どもつくってほしい。

７

市庁舎にクラシック専用、コンサート・ホールを作ってほしい。

８

図書館やプールが伴設されていると良いかも。

９

総合市民センター的な施設（合同庁舎＆レクリエーション）を望む。
食堂は一般市民でも、気楽に入れる環境にして下さい。メニューの数も今より種類多く、

10 値段ももう少し安く美味しいものにして下さい。食堂のオバチャンの態度がよくないので、
もう少し愛想よくしてもらえると利用しやすいのですが。
11

個人としては、複合施設の必要性はないと思います。もう少し、各部署が広ければ良いと
思いました。

12 市民利用施設などは、あればあったで良いが、あくまで余裕のある場合として考えるべき。
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資料２．新庁舎建設基本計画策定委員会市民部会における市民公募委員の募
集時に寄せられた提案
〜第２分科会（市民利用）への参加希望者の提案〜
ＮＯ
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13
14

記述内容

総合案内の充実と、窓口近くの介助、支援の人員（ボランティアでも）確保
○コンピュータシステムの利便性とセキュリティのバランスのとり方。
○システムの存続想定期間を考え、どこまでコンピュータ先進技術を取り入れるか。
市民に親しまれる庁舎になる為の市民の考え方の提案
一例 ・空間を保つ窓口
・屋上緑化（市民の憩いの場所）
◎ 支所、出張所と連携の強化（南北に長い町田市を考えて!!）
◎ 窓口サービス
（以前と比較し、職員の対応の向上は素晴しいと思います。IT化も大事ですが、人対人
のコミュニケーションを大切に!!）
◎
まちっこ バスのシャトル化
◎ 路線バスの正面玄関への乗り入れ
◎ 他府県との戸籍謄本、抄本の取り扱い
◎ 他動エスカレーターの設置（必要な時のみ運転）
市民相互の趣味を中心にしたコミュニティを生かし、生がいとする（介護にできるだ
けたよらず、自分たちで目的を持って生きる必要あり）
市民のために開かれた行政が行われるテーマや会議の目的やその流れに沿ったご提案
を心がけています。
ホームページに公開されている内容を多くの市民により一層理解して頂くための広報
及び資料閲覧室の設置を希望します。
① 総合インフォメーションはコンシェルジュ並に。
② 受付・相談カウンターは来客本位に
③ 待ち合い室は、ロビーラウンジ風に
④ 境川の水辺から緑の遊歩道で玄関アプローチ、車、自転車等の駐車導線から歩いて
来る人への優しさを表現するアプローチ。
⑤ホスピタリティにあふれる施設導線とサイン。
全員が同じ勤務ではなく、時差勤務やフレックスタイムなど柔軟な勤務体制を提案し
たい。
大略以下に沿った仕組みとレイアウトの構築を提案します。
・ 市民の 参加デモクラシー から更に進んで 討議デモクラシー への取り組みが促
進されること。
・ 協働 の精神に沿って市民、行政及び議会のチームワーク作業・活動が活性化する
・ 新たな情報の発信基地、生涯学習等の拠点として知的・生活文化的環境も具備した複
合機能を志向すること。
・安全面に配慮の上、一部施設でも出来る限り２４時間誰にでも自由に活用出来る機会
を提供すること。
・基本的に ユビキタス 社会を志向していること。
市民の生活にいちばん関係のある住民自治について、行きやすい一度行けばなんでも
解決する便利な市役所を、市民サービスの多様化、高度情報化社会等の現実をふまえて
提案していきたいと思います。
固いイメージがあるのでもっと気楽に利用しやすい庁舎にして頂きたいと思いまし
た。
新庁舎建替えの目的は現状の分散と狭隘による市民サービスレベルの低下を解消する
ことにあります。
例えば
１Ｆの市民課と２Fの国民年金課他等とのフロアー別の関連部門のレイアウ等を考慮
して決定していただきたい。この紙面では上手に書けませんが、参画出来れば私の人生
経験と利用者の立場で意見を述べます。
機会を与えられれば幸いです。
○口頭だけではなく、色別で判断できる総合案内を入り口に設置する。
○必要部所には、床タイルの色を追って行けばいいように配置し、一案件が一ケ所で処
理できるよう、本庁内に支所機能を備えたブースを複数設置し、２４時間対応も。
財政を圧迫する人件費問題に端を発する職員削減と、削減後の更なる職員顧客マイン
ド（市民に対し如何に尽くすか）醸成を踏まえたサービス体制のあり方＆その浸透。
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15

16

17

18

19

○ JR町田と小田急町田に常時、市庁舎との往復バスを無料で運行させてクルマでの来
庁を減らす。
○現庁舎跡に最新システムの駐車場を作る。同じく無料往復バスを走らせる。
○身障者、老人、子供同伴に限定して新市庁舎に用意した駐車スペースを利用してもら
○歩行来庁者を最優先した庁舎作りをする。
○次に自転車、二輪車をトラブルの起きないゆったりスペースを用意する。
○全体に交通弱者を優先する。交通渋滞を防止。
○市庁舎を効率よく回遊できる周辺道路システムを。
一般に公共庁舎は、細分された部屋と狭い廊下、最低減の待合スペース、売店、食堂
等を備えた箱物である。廊下に機材、ロッカー等が並び、通行を妨げ、職員の机には書
類が積まれて見通し悪く利用者のアクセスを妨げている。季節により混雑度が増す時も
対処されないのが実情である。このため、次の事を提案する。
（ア）「自在可変空間」により、混雑度を緩和。
（イ）人（利用者）物（情報を含む）の効率的流れを見直し（徒歩待ち時間を減らす）
（一回の手続きで全てを解決出来る）等の利用者アクセス法のシステムを提案する。
「人物流流へ」の改善
市役所を単なる情報端末（ターミナル）ではなく、節点（ノード）へとし、あらゆる市
民が情報を交感できるメディアセンターを提案します。
そこでは、行政サービスのワンストップ化は当然の事ながら、図書館や各センターで
提供されるべき情報メディアを補完する場所として機能させ、また市民と行政がスムー
スに協働できる新しいタイプの市役所としたい。
欧米の諸都市（仏・ベルギー・米国）での私の拙い見聞を基礎にこれからの市庁と市
民とのあり方について提案を行い、少しでもご参考に供することが出来ればと思いま
す。市役所が真に市民のサーバントになるにはどうすればよいか、そのための市庁舎と
市民とのあり方はどうあるべきか、開かれた市役所、開かれた市庁舎そして全国に先ん
じた個性的町田作りのために一役を荷負えればと念じております。
上記のように、現時点で必ずこれ、と拘泥するものはないが、 市民の負担を軽く
いつでもどこからでも
新たな価値を創造していく といった観点で考えたい。例
えば、
１． 広聴 チャンネルの充実（ワンストップコールーセンター、電子会議室／アン
ケート、公聴会／説明会、市民に対するコンサルティングサービスなど）による双方向
コミュニケーション
２．ワントゥワンでプロアクティブなサービスのコンセプトで、 サービスや情報が市
民に向かう 仕掛ける行政モデルなどと、それらを支える施策を提案していきたい。特
に［効率的な行政運営の場としての庁舎］のために企業人の感覚を入れていきたい。
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資料３．ワンストップ行政サービスからみた庁舎の現状と課題
現在、町田市の行政組織は、本庁舎をはじめ以下のような施設に分散している。各施設に入居して
いる行政部門の名称は、２〜８ページに示したとおりである。
①本庁舎

②中町分庁舎

⑤健康福祉会館

⑥健康福祉会館分館

ター

⑨水道部庁舎

③中町第ニ庁舎

④中町第三庁舎

⑦町田市民フォーラム

⑩木曽庁舎 ⑪境川クリーンセンター

④森野分庁舎

⑧町田リサイクル文化セン
⑫成瀬クリーンセンター

これら以外に、市民課駅前連絡所（1１ページ参照）において、証明書類の交付を行っている。
来庁者が訪れる機会の多い部課は、下表のように異なる庁舎あるいは本庁舎内でも階数が分散して
おり、ワンストップサービスの導入に当たっては、これらの行政サービスをできるだけ１ヶ所に集め
る工夫が求められる。なお、その際に以下の点に対する配慮が求められる。
① 市民の個人利用と企業等の業務上の利用を分けて考えること
② 本庁舎のサービスと市民センターにおけるサービスとの適切な分担と連携を図ること
来庁者が多い主な部署とその部署が入居する施設
部署名

入居施設・階数

市民部

本庁舎（市民課：１階、国保年金課：２階）
、町田市民フォーラム（市民活
動振興課・男女平等推進センター・消費生活センター：３階）、森野分庁舎
（安全対策課：１階）
本庁舎（市民税課･資産税課・納税課：６階）
本庁舎（生活援護課・障がい福祉課・高齢者福祉課・高齢者医療課：２階）
中町第三庁舎（都市計画課：１階・建築指導課：２階・開発指導課：３階）、
木曽庁舎（区画整理課）
水道部庁舎（庶務課､業務課、給水課、施設課）
中町分庁舎（市政情報やまびこ：１階）
町田リサイクル文化センター（清掃総務課、町田市リサイクル公社等）、境
川クリーンセンター（環境保全課）、木曽庁舎（公園緑地課）
境川クリーンセンター（下水道総務課（浄化槽係）
）
中町第二庁舎（道路管理課・道路用地課･建築工事課・住宅課・交通安全課：
１階、建設総務課･道路整備課：２階）
本庁舎（子育て支援課等：２階）
、森野分庁舎（児童青少年課：１階）
森野分庁舎（社会教育課・まちだ市民大学：４階）

税務部
健康福祉部
都市計画部
水道部
総務部
環境・産業部
下水道部
建設部
子ども生活部
生涯学習部
学校教育部

森野分庁舎（学務課：３階）
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■町田市役所の周辺地図です

■本庁舎（中町 1-20-23）
◎フロア案内
地下

総務部

管財課車両管理係

特別会議室（大・小）
入札室
食堂・売店
警備員室・用務員室
1階

企画部

広報広聴課広聴係（市民相

談）
総務部

契約課

4階

会計課
市民部

市民課

収入役室

企画部

広報広聴課広報係

総務部

職員課

総務部

管財課

総務部

職員課安全衛生係（職員健康推進

室）

案内

健康福祉部 福祉総務課

市民フロアー

市民部

指定金融機関

監査事務局
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国保年金課

2階

健康福祉部 生活援護課

職員互助会

子ども生活部子ども総務課

第二会議室

子ども生活部子育て支援課

記者室

健康福祉部 障がい福祉課

3階

5階

議会事務局 庶務課

健康福祉部 高齢者医療課

議会事務局 議事課

健康福祉部 高齢者福祉課

議長室・副議長室

企画部

政策審議室

議員控室

企画部

秘書課

第 1 委員会室

企画部

企画調整課

本会議場

企画部

行政管理課

議場ロビー

企画部

財政課

総務部
総務部

6階

税務部

市民税課

防災課

税務部

資産税課

総務課

税務部

納税課

市長室・助役室

議会傍聴席

市長公室
記者室

■中町分庁舎（中町 1-25-14）
◎フロア案内
1階

総務部市政情報課（やまびこ）

2階

町田市施設管理公社

■中町第二庁舎（中町 1-4-4）
◎フロア案内
建設部道路管理課
建設部住宅課
1階

建設部交通安全課
建設部建築工事課
建設部道路用地課

2階

建設部建設総務課
建設部道路整備課
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■中町第三庁舎（中町 1-4-2）
◎フロア案内
1 階〜4 階

健康福祉部健康課

◎フロア案内
1階

都市計画部都市計画課

2階

都市計画部建築指導課

3階

都市計画部開発指導課

■森野分庁舎（

森野 1-33-10）

◎フロア案内
市民部安全対策課
1階

生涯学習部社会教育課
子ども生活部児童青少年課
環境・産業部農業振興課

2階

選挙管理委員会
農業委員会
学校教育部教育総務課
学校教育部施設課

3階

学校教育部学務課
学校教育部指導課
環境・産業部経済振興課
環境・産業部北部丘陵整備課

4階

生涯学習部社会教育課まちだ市民大学 HATS
町田市学童保育公社

■ 健康福祉会館（原町田 5-8-21）

■ 健康福祉会館分館（原町田 5-8-24 ）
◎フロア案内
1 階〜2 階

健康福祉部高齢者福祉課
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■町田市民フォーラム（原町田 4-9-8）
◎フロア案内
市民部市民活動振興課
3階

男女平等推進センター
消費生活センター

■水道部庁舎（木曽町 373-10）
◎フロア案内
1階

水道部給水課
水道部庶務課

2階

水道部業務課
水道部施設課

交通アクセス ◎ 町田バスセンターから境川団地行き・木曽南団地行き・境川団地経由
山崎団地センター行き等のバスで「木曽都営入口」下車
◎ 町田バスセンターから橋本行き・野津田車庫行き等のバスで「浄水場
前」下車
ともに徒歩 5 分。

■木曽庁舎（木曽町 2185-1）
◎フロア案内
1階

環境・産業部公園緑地課

2階

都市計画部区画整理課

交通アクセス 町田バスセンターから下山崎行きバスで「忠生公園下車」、図師経由野津
田車庫行き、または橋本駅行きなどのバスで「上宿」下車
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■境川クリーンセンター（木曽町 205）
◎フロア案内
1階
2階
交通アクセス

環境･産業部環境保全課生活環境係、規制指導係
下水道部業務課浄化槽係
環境･産業部環境保全課環境計画係
町田バスセンターから境川団地行き、木曽南団地行き、境川
団地経由山崎団地センター行き等のバスで「木曽都営入口」
下車

■町田リサイクル文化センター（下小山田町 3160）
◎フロア案内
管理棟 2 階

清掃事業部清掃総務課

管理棟 2 階

清掃事業部ごみ減量課

管理棟 1〜2 階

清掃事業部清掃事務所

管理棟 1〜3 階

町田市リサイクル公社

工場棟 2 階

清掃事業部清掃工場

交通アクセス

町田バスセンターから市立室内プール行き、または、市立室内プール
経由野津田車庫行きバスで「市立室内プール」下車。平日は町田市民
バス「まちっこ」（相原ルート）がご利用できます。
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■ 成瀬クリーンセンター(町田下水処理場)

（南成瀬 8 丁目 1 番地 1）

◎フロア案内
1階
2階

下水道部水質管理課
下水道部総務課
下水道部工務課

3階
交通アクセス

下水道部業務課
JR 横浜線「成瀬」駅より徒歩 20 分
東急田園都市線または JR 横浜線「長津田」駅より徒歩 15 分
町田バスセンターから成瀬経由、長津田行きなどのバスで「吹上」 下
車徒歩 5 分
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資料４．市民との協働及び交流活動からみた施設の現状と課題
現在、町田市には、以下のような市民が貸し出し利用可能な施設及び中規模集会施設が整備さ
れ、市民の交流活動に利用されているが、市民と行政との協働の場として用意されている会議室
等の空間は現状ではない。

《主な貸し出し施設について》
集会・学習施設（ホール、会議室、和室、多目的室）、スポーツ施設などの利用ができます。

■

集会・学習施設

施設名

施設案内予約システム による申し込み

忠生市民センター

可

南市民センター

可

なるせ駅前市民センター

可

鶴川市民センター

可

堺市民センター

可

小山市民センター

可

玉川学園文化センター

可

木曽山崎センター

可

上小山田センター

不可

成瀬センター

可

つくし野センター

可

木曽森野センター

可

三輪センター

可

町田市民フォーラム

可

まちだ中央公民館

可

健康福祉会館

不可

ひなた村

不可

国際版画美術館

不可

せりがや会館

不可

わくわくプラザ町田

不可

中規模会館

不可

■

スポーツ施設

施設名

施設案内予約システム による申し込み

野球場・ソフトボール場・運動広場

可

テニスコート

可

陸上競技場

不可

総合体育館

可

サン町田旭体育館

可

木曽中学校校庭照明設備

可
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《施設一覧：中規模集会施設（通称：中規模会館）》
■中規模集会施設（30 施設）
中規模集会施設は、地域センターを補完する集会施設で、市が建設費を補助し、地元地域住民に
よって組織された施設委員会が設置・運営するものです。 （一部行政が設置した施設もありま
す。
） 定員 100 名前後の多目的ホールと会議室・和室があり、調理室を持つ施設もあります。
電話番号は施設に設置されたものですが、原則として常駐はしていません。申込み方法もそれぞ
れ異なりますので、詳しくは施設もしくは市民活動振興課（電話 042−723−2891）までお
問い合わせください。
名称

所在地

施設電話番号

1

コミニティセンター忠生

忠生 2−16−1

042−791−4915

2

野津田公民館

野津田町 778−1

042−734−7290

3

森野中央町内会館

森野 2−21−32

042−724−6980

4

高ヶ坂ふれあいセンター

高ヶ坂 585−1

042−724−6677

5

小野路公会堂

小野路町 947−1

042−735−4001

6

小川会館

小川 3−10−11

042−796−6532

7

南大谷さくら会館

南大谷 439

042−726−8967

8

町田木曽会館

本町田 2379−5

042−791−4847

9

鶴川いちょう会館

鶴川 1−14

042−736−3688

10 鶴川さるびあ会館

鶴川 5−5−12

042−736−3792

11 鶴間会館

鶴間 1516

042−799−6412

12 すずかけ会館

南つくし野 3−7−6

042−796−9010

13 金森中央会館

金森 619−1

042−724−3236

14 玉川学園こすもす会館

東玉川学園 4-3471-17

042−729−1029

15 大蔵会館

大蔵町 350−1

042−734−8267

16 新中町会館

中町 3−6−22

042−726−9556

17 能ヶ谷いこい会館

能ヶ谷町 319

042−735−4649

18 金井クラブ

金井 5−20−3

042−735−4234

19 金森 1 丁目総合会館

金森 1−6−17

042−727−2461

20 真光寺会館

真光寺 1-27-1

042−734−6492

21 南町田会館

鶴間 3−16−1

042−796−2666

22 旭町地区会館

旭町 1−11−6

042−727−7251

23 坂下さくら会館

相原町 366−8

042−774−8881

24 さかいがわ会館

木曽町 805−1

042−792−8162

25 忠生木曽会館

木曽町 1552−4

042−794−2331

26 今井会館

本町田 3220

＊電話は設置されていません

27 成瀬台ゆりの木会館

成瀬台 3−9−5

042−726−8608

28 玉川学園さくらんぼホール

玉川学園 3−35−45

＊電話は設置されていません

29 馬場さくら会館

小山町 353−1

＊電話は設置されていません

30 金森センターかわせみ

金森 1243−1

＊電話は設置されていません

（開館順）
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資料５．開庁時間に関する現状と課題
現在、本庁舎及び市民センターの開庁時間は平日の午前８：３０から午後５：１５までであり、
これ以外の時間帯や土日・祝日は開庁されていない。但し、町田駅前にある市民課駅前連絡所に
おいては、以下のような時間延長サービスが実施されている。

《市民課駅前連絡所》
小田急線町田駅の小田急百貨店 3 階（カリヨン広場側）に、市民課駅前連絡所を開設していま
す。
電話

042-732-0777

開館日

水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日

休館日

月曜日、火曜日、祝日とその振替休日、祝日の中日（5 月 4 日）
、年末・年始は
お休みします。

時間

午前 10 時〜午後 7 時（土曜日・日曜日は午後 5 時まで）

業務

市民課駅前連絡所で取り扱いできるもの
住民票の写しの交付
印鑑登録証明書の交付
住民票記載事項証明書の交付
母子健康手帳の交付
外国人登録記載事項証明書の交付
戸籍の全部・個人事項証明書（戸籍の謄本・抄本）の交付
戸籍の附票の写しの交付
身分証明書の交付
市・都民税の課税・非課税証明書の交付
市・都民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税の納税証明書の交付
※ 6〜7 のうち、一部の改製原について平日の午後 5 時以降及び土曜日・日
曜日には、申請書をお預かりし、後日の交付となります。
※ 10 の取り扱い時間は、平日の 5 時までです。午後 5 時以降と土曜日・日
曜日は取り扱いできません。

交通アクセス 小田急線町田駅の小田急百貨店 3 階（カリヨン広場側）
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他の自治体においては、下表のように開庁時間を延長している事例がみられる。

■開庁時間延長に関する他市区での実施事例
自治体名

開庁時間の延長内容

ポイント

・本庁舎４部１５課の開庁時間を延長（午後７時まで）
・住民票や戸籍等の証明事務に加え、税務、高齢者福祉、
児童保育など多岐にわたる部署の窓口業務を延長する 本庁（４部１５課）及び
ケースは極めて珍しい

5 つの市民部事務所：平

・14 箇所の市民部事務所のうち 5 箇所は同様に時間延長 日の時間延長
八王子市

・職員の勤務体制は時差出勤を含む二編成で対応するた
め、
「超過勤務手当等で人件費がかさむことはない」
（企 八王子駅前事務所：平日
の時間延長、日曜日の開

画政策室）

・八王子駅前事務所の平日の開庁時間を延長（午後 7 時 庁（土曜・祝日は閉庁）
まで）、日曜日も開庁（午前８時３０分から午後５時ま
で）
・土曜日も市役所の全業務を対象に開庁
福生市
(羽村市)
(あきる野市)

・羽村市やあきる野市など、土日開庁を実施している市は
あるが、市民課や課税課など対象業務を限定しての実施 水曜日の時間延長（全庁）
土曜日の開庁（全庁）

がほとんど
・全業務を対象に開庁するのは福生市が都内初
・加えて、水曜日も開庁時間を延長（午後９時まで）

日野市
中野区

・土曜日に窓口業務を開庁（午前８時３０分〜午後５時１
５分）
・区役所１階戸籍住民分野の証明書発行窓口の時間延長
（毎週火曜日は午後７時まで）と休日窓口の開設（毎月
第３日曜日の午前９時〜午後４時）

土曜日の開庁
火曜日のみ時間延長
休日の開庁（月１回）

・週に一日、九課の窓口と東上野出張所を時間延長（午後
台東区

７時まで）
・自動交付機などを利用した時間外サービスを除き、庁舎

週１日のみ時間延長

を開庁して窓口受付を延長するのは二十三区で初めて。
新宿区

・火曜日の区民課の業務を時間延長（午後７時まで）

火曜日の時間延長

・市役所の１階に総合窓口を設置し３６５日開庁（年中無
休、午前８時３０分から午後５時１５分まで）
鴨川市
（千葉県）

但し、休日利用は電話などによる事前予約が必要
・火・木曜日は、市役所窓口の事務の取扱い時間を延長（午
後７時１５分までの２時間延長）

年中無休（定時内）
火・水曜日の時間延長

但し、休日も窓口業務を行っていた市民サービスセンタ
ーは、平日のみの業務に戻した
足利市
（栃木県）
太田市

・木・金曜日の窓口業務の時間延長（午後７時まで）

木・金曜日の時間延長

・土・日曜日に本庁舎 1 階・2 階の 11 課と水道局の窓 土・日曜日の開庁
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（群馬県）

口を開庁（午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分）

（祝日は閉庁）

・これに伴い、実施されてきた平日窓口延長は廃止
宇都宮市
（栃木県）

・本庁（１階･２階の一部）の平日の時間延長（午後７時
まで）

平日の時間延長

・市民課外９課の５７業務が対象業務

秋田市

・平日の窓口の開庁時間を午後７時まで延長

島田市

・市民課窓口の平日（木曜日は午後７時まで）の時間延長 木曜日の時間延長

（静岡県）
大府市
（愛知県）
大東市
（大阪府）

と土曜日の開庁（午前８時３０分から正午まで）

平日の時間延長
土曜日の開庁

・毎週水曜日は市役所の平常業務の時間を２時間延長し、 水曜日のみ時間延長（全
午後７時１５分まで開庁

庁）

・市役所などの開庁時間を午後５時３０分まで１５分延長 平日の時間延長（全庁）
・各市民センターと「戸籍・住民票」
、
「税」、
「福祉」など
の職場がある市庁舎１階、地下１階の開庁時間を延長
（午後６時まで）

久留米市
（福岡県）

・市庁舎６階の職場（女性政策推進室 、ボランティア支
援推進室、市民文化振興室、市民部総務、保健福祉部総
務等）も追加して時間延長（午後６時まで）

平日の時間延長
自動交付機の設置

・市民カードがあれば市庁舎１階の自動交付機で平日は午
後７時まで、休日も午前９時から午後５時まで、住民票
などの証明書が取れる。
注）各自治体のホームページまたは開庁時間に関するサイト情報を元に整理
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資料６．情報提供サービスの現状と課題
町田市市政情報課が｢市政情報やまびこ｣において提供しているサービス、また市のホームペー
ジにおいて提供している情報サービスは以下に示すとおりである。

≪市政情報やまびこ≫
市政情報やまびこでは、次のようなことを行っています。どうぞお気軽にご利用下さい。
情報公開制度・個人情報保護制度のご案内、請求の受付
市政に関する資料の閲覧、複写サービス
市政に関する資料についてのご案内・ご相談
市の発行している刊行物の販売
○利用時間 月〜金曜日

午前 8 時 30 分〜午後 5 時

（土・日曜日、祝日、年末年始はお休みです）
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≪町田市ホームページにおける提供情報一覧≫
大項目
中項目
トップ画面
■ What's NEW ! ○市からのお知らせ
（新着情報）
○イベント情報
■ 暮らしの情報

○暮らしのガイド

○広報まちだ
○まちだの教育
○市の相談業務

小項目１

・イベント新着情報
・施設別イベント情報
・療・健康
・登録・証明・交付
・防災
・福祉
・生活環境
・国民健康保険
・国民年金
・交通・交通安全
・税
・選挙
・下水道
・水道
・道路
・住宅
・資源とごみ
・高齢者
・子ども
・教育
・消費生活
・ペット
・市民活動
・わたしの便利帳
・外国人
・教育
・国
・健康
・高齢者
・子ども
・母子
・事故
・市政
・住宅
・消費者
・女性
・人権
・税金
・土地
・法律
・その他

○申請書書式集
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小項目２

大項目
中項目
■ 町田市について ○町田市の紹介

○レジャーガイド

○施設案内

○イベントガイド

小項目１
小項目２
・市長からのメッセージ
・町田市のプロフィール
・位置と地勢
・市章・市の木・市の花・
市の鳥
・市の宣言
・町田の工業
・ハイキングガイド
・かしの木山コース
・町田駅周辺コース
・三輪、横穴古墳コース
・広袴、能ヶ谷コース
・薬師池公園周辺コース
・野津田、小野路コース
・尾根緑道コース
・相原コース
・大戸、大地沢コース
・七国山周辺ガイド、花の ・七国山の歴史・遊歩
名所
マップ
・町田ぼたん園
・町田ダリア園
・薬師池公園
・町田リス園
・さくらめぐり
・名所・旧跡
・文化財分布図
・町田市のホテル・駐車場 ・ホテル一覧
・町田駅周辺駐車場・駐
輪場一覧
・市役所本庁舎・各庁舎等
・公園・レクリェーション
・市民センター・地域セン
ター
・文化
・スポーツ
・青少年
・高齢者
・健康・福祉
・農業体験施設
・環境・ごみ
・町田市民が利用できる相
模原市の施設
・イベント新着情報
・国際版画美術館
・市立博物館
・自由民権資料館
・子どもセンターばあん
・南大谷子どもクラブ
・ひなた村
・大地沢青少年センター
・図書館
・町田市公民館
・市民大学HATS
・スポーツ施設
・男女平等推進センター
・その他
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大項目
■ 市政情報

中項目
○市役所の紹介

○町田市の計画とその
推進

○町田市の航空機騒音
○国際規格ISO
○町田市行財政改革プ
ラン
○審議会等のうごき
○データで見る町田市

○情報公開・個人情報
保護

小項目１
小項目２
・市役所周辺地図
・市役所本庁舎・各庁舎等
・市役所の組織 −課別業
務案内−
・在策定中の計画
・町田市新庁舎計画
・町田市行財政改革プラ
・町田市子どもマスター
プラン
・策定が終了した計画
・町田市基本構想・基本
計画
・町田市子育て・子育ち
支援計画
・町田市都市計画マス
タープラン
・町田市情報化推進計画
・町田市環境マスタープ
ラン
・町田市環境アクション
プラン
・町田市保健医療計画
（概要）

・町田市の財政
・人口と世帯数
・住宅
・道路
・学校：市立小学校一覧
・学校：市立中学校一覧
・町内会・自治会
・市立図書館
・情報公開制度
・個人情報保護制度
・会議公開制度

■ その他

○市の募集情報
○刊行物ライブラリー
○市長への手紙
○更新履歴
○サイトマップ
○リンク集
○このサイトについて
○サイトへのご意見
○文字色・サイズ、背
景色を変えるには
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・情報公開制度について
・情報公開制度
・町田市情報公開条例
・個人情報保護制度につ
いて
・町田市個人情報保護条
・会議公開制度について
・公開している会議
・町田市審議会等の会議
の公開に関する条例

《インターネットでダウンロード可能な申請書書式集》
現在、町田市ではインターネットによる申請、届け出、証明書の発行業務は行っていないが、
以下に示す申請、届け出、証明書類の｢書式｣を、インターネットを通じていつでもダウンロード
（パソコンへの情報の取り込み）をすることができるサービスを実施している。
これらの様式に申請者がパソコンで事前に入力し捺印した上で所定の窓口に提出することが
できるため、市役所を訪問してから書式に記入する場合に比べて時間を節約することができる。

■登録・証明・交付
書式名
住民票写し等交付請求書
住民票写し等交付申請書（郵便用）
住基ネット関係申請書
戸籍証明書等交付請求書
印鑑登録申請書
印鑑登録証明書交付申請書
印鑑登録廃止申請書
印鑑登録代理人選任届
外国人登録原票の写し交付申請書
外国人登録記載事項証明書交付申請書
転出証明書交付申請書（郵便用）
付記転出届（郵便用）
税関係証明書交付申請書

■

税

書式名
委任状
申立書
閲覧申請書
課税・非課税証明書交付申請書
固定資産税証明等交付申請書（納税証明書は除く）
納税証明書交付申請書
住宅用家屋証明申請書（2 枚 1 組）
特別徴収
関係書類

給与支払報告特別徴収にかかる
給与所得者異動届出書
特別徴収への変更届出書
所在地・名称・電話番号変更

■国民年金
書式名
国民年金調査票（兼加入届）
国民年金保険料申請免除申請書
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学生納付特例制度の申請書

■ペット
書式名
犬の登録（鑑札再交付）申請書
狂犬病予防注射済票交付申請書
犬の登録事項変更届
飼い犬の死亡届
町田市飼い犬・飼い猫等の避妊・去勢手術補助金交付申請書

■

高齢者

◎介護保険
○認定に関するもの
書式名
介護保険認定申請書
介護保険認定申請取り下げ書
○給付に関するもの
書式名
介護保険居宅介護（支援）住宅改修費支給申請書（受領委任用）･･････受領委任様式
介護保険居宅介護（支援）住宅改修費支給申請書･･････償還払い様式
介護保険居宅介護（支援）福祉用具購入費支給申請書（受領委任用）･･････受領委任様式
介護保険居宅介護（支援）福祉用具購入費支給申請書･･････償還払い様式
介護保険高額介護（居宅支援）サービス費支給申請書
届出書（被保険者が死亡した場合の申請方法について）･･････上記の関係書類
訪問介護利用者負担額減額認定申請書･･････国制度
町田市介護保険訪問介護利用料助成申請書･･････市制度
口座振込依頼書･･････上記の添付書類
生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
収入及び預貯金申告書･･････上記の添付書類
介護保険標準負担額減額認定申請書
介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書
介護保険特定標準負担額減額、利用負担額減額・免除認定申請書
（特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置）
介護保険給付費過誤申立書･･････事業者用
居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書
要介護・要支援認定に係る情報提供申出書･･････事業者用
要介護・要支援認定に係る情報提供申出書

別紙･･････事業者用

介護保険認定結果に係る情報提供申出書･･････主治医用
介護保険居宅介護サービス費等の額の特例適用申請書

○資格・保険料に関するもの
書式名
介護保険住所地特例施設入所退所連絡票
介護保険住所地特例適用・変更・終了届
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介護保険被保険者証等再交付申請書
介護保険料の減免に関する申告書
介護保険料減免申請書
介護保険料徴収猶予申請書

◎いこいの家利用申請書兼証明書
書式名
高齢者いこいの家利用申請書兼証明書」

■下水道
◎町田市公共下水道の私道に対する設置に関する書式
書式名
公共下水道設置申請書（第 1 号様式）
・表面
公共下水道設置申請書（第 1 号様式）
・裏面
公共下水道設置承諾書（第 2 号様式）
◎私道内に敷設されている下水道施設の寄附に関する書式
書式名
私道内下水道施設寄附申請書
寄附施設数量表（別紙 1）
下水道施設寄附申請者一覧表（別紙 2）
下水道施設に関する土地使用承諾書一覧表（別紙 3）

■子ども
◎児童手当・乳幼児医療費助成制度に関する書式
書式名
児童手当認定請求書
年金加入証明書
手当口座変更届
乳幼児医療費助成制度 医療証交付申請書
乳幼児医療助成費支給申請書
◎保育園関係
書式名
町田市保育所入所申込書
就労・内職証明書
スケジュール表
収入申告書
保健所入所申込事項変更届
町田市保育所入所申込書取り下げ届書
育児休業復帰証明書
保育所退所届
◎学童保育クラブ関係
書式名
学童保育クラブ入会申請書
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■市民活動
◎町内会・自治会設立時に必要な書類
書式名
設立届
設立総会会議録（作成例）
町内会・自治会等の会則（作成例）
事業計画書（作成例）
予算書（作成例）
◎町内会・自治会を法人化する時に必要な書類
書式名
地緑団体認可申請書

■広報まちだ
書式名
広報紙等の郵送希望申請書
広報まちだ「市民の広場」掲載申込用紙
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資料７．市民センターに関する現状と課題
町田市には１３箇所の市民センターが整備されており、市民にとって行政サービスを受ける身
近なセンターとして機能している。
新庁舎が建設された際には、本庁舎と市民センターとの適切な分担と連携が求められる。

《施設一覧：地域センター》
町田市では、福祉や教育、文化・芸術、スポーツなどあらゆる目的に応じて施設を設置して
います。そのなかで地域センターは、広く地域活動の拠点として設置され、市民センターに併
設されているものや地元要望で廃校舎を利活用したものなど、さまざまな特色があります。
現在 13 箇所ある地域センターを、ここでは 4 つの機能に分類して紹介します。
A 市役所の支所機能を持つ、市民センターに併設された地域センター（6 施設）
堺市民センター
小山市民センター
忠生市民センター
鶴川市民センター
なるせ駅前市民センター
南市民センター
B 住民票の写しの発行や印鑑登録証明書、母子健康手帳交付などの限られた業務をおこなう窓口
を併設した地域センター。（2 施設）
木曽山崎センター
玉川学園文化センター
C 単独施設の地域センター（4 施設）
三輪センター
木曽森野センター
成瀬センター
つくし野センター
D 単独施設で、常駐職員のいない地域センター（1 施設）
上小山田センター

各地域センターの施設や使用については、施設案内の「市民センター・地域センター」をご
覧ください。
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