※スタッフに手渡し、

または振込でお願いします（４月末まで）

そこで、「子どものために選挙へ行こう！」という呼びかけを続けています。

わたしくが
あれもこれも
これもあれも
あれもそれも …
ヤリます！

パパ
あれなあに？

ヤルヤルサギ
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みんなで選挙に行きましょう!
私たちが意思表示できる 唯一の機会 なんですから。

http://wind.ap.teacup.com/npohug/
HUGぶろぐ
※この活動は、特定の政党や候補者を支持するものではありません。

■今号は﹁子どものために選
挙へ行こ う！﹂特 集です︒発
行日には都 知 事 選の結 果 も出ていること
でしょう︒
これまでの政 治 家が︑日 本が目
指してきた社会のあり方を見直す時期が
来ているように思えてならず︑投票に苦慮
しました︒■大災害の後︑原発の不安も続
く中︑選挙と言われても⁝という気持ちも
あるかもしれません︒
でも︑改めて︑人との
つながりの大 切 さや 地 域の支 え合いが必
要だと感じた方も多いのではないでしょう
か︒
いま一度︑自 分の住む地 域を見 直 すこ
とも︑私達がまずするべきことなのかもし
れません︒その一歩として投票に足を運ん
でみてはいかがでしょう︒■ 被 災 地のこと
を思うと︑何かしたいという気持ちは誰も
が抱いていると思います︒たまたま︑
いつも
ひろばを利用してくれるママのお友達から︑
被災地で洗濯ができないので着るものがな
く困っている︒送ってほしいという 話 があ
りました︒すぐに皆に声をかけ︑4月１日︑
仙台に救援物資を送りました︒たった二日
間の呼びかけでしたが︑衣料などたくさん
集まり︑離乳食を買い足して仕分けし︑色
紙にみんなの気持ちも添えて︑ 箱を送る
ことができました︒﹁何か﹂させてもらえた
ことに感 謝です︒■ 実は︑３ 月 日と 日
にぷくぷく主 催の﹁パパとママのための防
災 講 座﹂を行 うはずでした︒延 期となって
いましたが︑７月9日︑ 日︵土︶
に開催で
きそうです︒講師は防災アドバイザーあん
どうりす 氏︒被 災 経 験と豊 富なアウトド
アの知 識 を 生 かした 目 からウロコの必 見
講 座です︒興 味のある方は︑ぜひ！■ 会 員
になりたい︑ちょこっとお 手 伝いをしてみ
たい⁝ 今 年 度 もいろいろな方の参 加を待
っています︒どうぞ声をかけてください︒

私たち「親」の一票は、
一票です！
な
事
大
た
め
含
も
分
の
も
ど
子
選挙権を持たない

31

12

投票するときの参考にしていただければ幸いです。

ぼくたち
子どもの分も
入れてね！

69.00

23

候補予定者へのアンケート
市議会ってどんなところ？
■市長選
■市議選

特集内容

って言うんだ …

持たなくちゃ!!

東村山市の投票率
とを真剣に考えてくれる政党、政治家を選ぶ目を

59.43

※投票所入場整理券が届いている場合は持参のこと
100（％）
80
60
40
20

子ども達のこと、私たちの今、そして未来のこ

0

（市民センターとなり）
70.80
70代以上

なってしまいます。

47.28

会場：市役所北庁舎１階会議室
66.55

も反映されず、ますます生きにく〜い世の中に

35.94

ＡＭ８：30〜PM８：00
69.54
60代

でも、無関心でいれば、私たちの希望はどこに

58.71

４月 18 日
（月）
〜23 日
（土）
53.78

「政治家なんてみんな同じでしょ……」「政治に

あれとか
これとか
それもあれも
わたしくが
ヤリました〜

産み育てる世代の意見が政治に反映されにくく

40代

なっています。「政治なんて興味ないし……」

第12投票区（萩山町1丁目）

H19．4．22 東村山市長・市議選挙

30.27
30代

そのため、子育て中の家庭やこれから子どもを

第9投票区（恩多町4・5丁目）

21.09
20代

★子どもたちに選挙権がない

50代

期待していない」……どれも納得です。

投票日に仕事、旅行、出産などの理由で投票
に行けない人は期日前投票を！
思っているよりずっと簡単なので、ぜひ利用し
てみましょう。
H17．7．3 東京都議会議員選挙
31.07

★20代、30代の選挙の投票率が低い

ホントにやってくれる人を選ばなくちゃ〜！

市議・市長選挙

期日前投票
議員の お仕事って…！？
ＨＵＧこどもパートナーズでは、街づくりの視点を大事にしたいと考えています。

このたびの大震災で被災された東北・関
東地域の皆様に︑心よりお見舞い申し上げ
ます︒
被災地の方々を思い︑何か私たちにでき
ることはないか相談した結果︑子育てひろ
ば全国連絡協議会で集める﹁被災地の子育
て支援拠点を中心とした子ども・子育て家
庭支援団体へ限定した義援金﹂に協力する
形で応援したいと思います︒
被災地の小さいお子さんを抱えた家庭の
不安を考えると︑子育てひろば・支援団体
の役割は︑現地でこれからますます必要な
ものとなってくると考え︑日頃︑子どもの
ことで活動している私たちらしい支援にな
ると思います︒皆様の温かいご支援・ご協
力を心よりお願い申し上げます︒

もパートナーズ（東村山市秋津町）／FAX:042-397-1024／E-Mail hug-partners@jcom.home.ne.jp／URL http://

ne.jp/hug-partners/
発行元:NPO法人ＨＵＧこど

2011年4月

【振込先】
りそな銀行東村山市店 普通 3924160
特定非営利活動法人ＨＵＧこどもパートナ
ーズ 理事 磯部妙

４月24日（日）東村山市 市議・市長選挙

義援金にご協力ください。
♥ ♥ ♥
第16号

members3.jcom.home.

NPO法人

今回の市長選には３人の方が立候補する予定です。

■市長選挙■

私たちは、
３人の候補予定者に質問をして回答をいただきました。
みなさんが投票するときの参考にしてください。

子どもたちのふるさと、
東村山市が
どんな街であってほしいのか、
この機会に考えてみよう！

就業支援
住宅のこと…

市議会とは、市の自治に関する事項について決
定する議決機関。人口約 15 万人の東村山市の総
予算は 440 億円以上。この税金を何に使って、何
を削るのか……。そんな使い道を審査し、ゴーサイ
ンを出すかどうか決めるのが最も大きな仕事です。

以下の質問にそれぞれ60字以内でお答えください。

医療のこと
介護のこと

（あいうえお順／原文のとおり）

おりかさ広樹
１、小さい頃、
どんな子
どもでしたか

２、中高生がいきいき
過ごすために、市とし
てどんな支援が必要
だと思いますか。
３、使用されていない既存
施設の有効活用につい
て、どうお考えですか（中
央公民館の喫茶スペー
ス、スポーツセンターの
喫茶スペースなど）。

※新人

小松きょう子氏

※新人

渡部

尚氏

※現職

小学校時代は隣の小平市
でした。特に目立つことの
ない普通の子供でしたが、
当時の仲間とは今でも付き
合っています。

いじめっ子や掃除をサボる
子が許せず、暴力を振るう
教師には徹底抗戦する可
愛くナイ？子。
「我が家が貧
乏なのはなぜ？」
と悩む。

萩山には、まだ雑木林が残
っていて、その中で虫を取っ
たり、駆け回ったり
「秘密基
地」を作ったりして遊ぶよう
なやんちゃな子どもだった。

サッカーや野球などのス
ポーツ施設、音楽、演劇、
創作などの文化施設を充
実させる。

中高生が自由に活動でき
る居場所づくりと公民館の
無料化。中高生の自主サー
クルに補助金を支出。
リー
ダーを支援し、養成する。

「楽しい授業」や「わかる授
業」を通して、生徒一人一人に
自信を育む事が何より大切。
「人が人を育てる」をモットー
に教育活動を充実させる。

中高生や子育てママ、高齢
者の「たまり場」にし、自主
運営の喫茶店にする。いず
れも、当事者や市民の参画
で活用法を具体化する。

中央公民館はようやく業者
がみつかり今年４月オープ
ン予定。スポーツセンターは
各種自動販売機を設置した。
憩いの場として充実を図る。

４、東村山のいいところ
は、どんなところだと
思いますか。

①みどりが多い ②人情
味がある ③地元の野菜
や果物がおいしい ④川
がきれい

まだまだ多く残っている緑
と自然溢れる町。その中に
ちりばめられた歴史と薫り
高い文化。
どれも市民が築
き、守り育ててきたもの。

緑が豊か。国宝「正福寺千体
地蔵堂」など文化遺産が豊
富。都内各所へ短時間でア
クセス可。緑、歴史、文化、都
市機能が調和したところ。

５、東村山の悪いところ
は、どんなところだと
思いますか。

①道路が悪い（狭い、変則
の交差点が多い、ガードレ
ールがない） ②要支援
者（高齢者や障害者）が生
活しにくい

緑や農地の減少を放置。大
型道路やハコモノへの膨大
な 予 算。多 すぎる保 育 園・
特養ホーム待機児（者）。商
店街衰退。震災対策の遅れ。

幹線道路整備がされておら
ず、歩道のない道への車の
流入など危険が多い。鉄道
により市内が分断され渋滞
がおきる。待機児が多い。

市民の目線で政策を展開
する。要支援者を市民みん
なで支える意識。
税収を上げるために産業
振興。

物納農地や緑地の公有地
化。西口ビル施設売却。ゴミ
中間施設や防災対策の抜本
見直し。都市計画道の凍結。
保育園・特養ホーム増設。

総合計画を着実に推進し
ていくことで、少しずつ改
善してまいりたい。

６、５の改善策につい
ての考えを教えてくだ
さい。

障害者の社会参加を促す
意味で、市内の団体に有
償で貸し出す。

子育てのこと
学校のこと
遊び場のこと…

■Q１■市議会議員って何人いるの?
議員定数

25人（23年より）

今回の候補予定者……35人ぐらい！

大勢立候補するんだ！
票が割れると
ますます1票の重みが大きいぞ〜

■Q２■現在の会派ごとの人数は？
公明党…………………… ６人
日本共産党……………… ５人
自由民主党……………… ４人

誰がどんなことを

変えよう！議会・東村山… ３人
草の根市民クラブ……… ２人

考えているのか、
よーくチェック！
市議会のテーマって、
私たちの

民主党…………………… ２人

生活に密着したことばかり！

自民・自治の会…………… ２人

自民党新政会…………… １人
どんなこと
話し合ってるんだろう…。

■Q３■市議会ってどれくらい開かれるの？
東村山市議会の本会議は、
年４回
（６・９・１２・３月）
。
その他に、
「政策総務委員会」
「厚生委員会」
など、
６つの委員会があり、
それぞれの分野ごとの審議が行われています。
本会議も各委員会も傍聴できます。

■Q４■市議会議員の報酬ってどれくらい？？
市議会議員の月額報酬は、485，000円。
その他に、政務調査費12，500円が支給されます。

赤ちゃん連れでも
傍聴できるんだって！

どの議員さんが
どの議案に
賛成したか
反対したか
議会の新聞に
書いてあるんだって。

最近は地方議

会 が 注目をあ
びていま
すが、東村山
市議会もイン
ターネット中
継が配信され
るようになっ
た
り、各議員
の議案賛否が
議会報に掲載
されるよう
になったりと、
変わりつつあ
ります。
平成 23 年２
月には、会派
の垣根を越
えて市議会の
主催で「議会
改
革」のフォ
ーラムが開催
されました。

インターネット中継なら
手軽ね〜

候補予定者の皆様
アンケートにお答えいただき、
ありがとうございました m( ̲ ̲ )m

■市議会議員選挙■

