平成 28 年度決算審査における「議会の評価」
への平成 30 年度予算対応等について

平成３０年２月

施策名

都市農業の振興による農からのまちづくりの推進

選定テーマ

都市農業振興を通して、活気と魅力を感じるまちづくり

評価対象事業

テーマ達成の
ための優先度

体験農業

上位

農業ウォッチングラリー

上位

援農ボランティア講習会

上位

都市農業推進補助事業

上位

市内農産物及び特産品販
売促進事業

上位

家庭菜園推進事業

中位

ふるさと多摩夏まつり補
助事業

上位

評価

Ｂ

コメント
事業名がわかりにくい。たとえば「子ども体験農業」としてはどう
か。PR を幅広く一般に行うべき。
援農ボランティアにつなげるための工夫や周知に努めるべきであ
り、開催時期等の工夫・検討を。
募集期間、広報の見直し及び、農家とのマッチング等も含め、行政
から民間・第三者に移行できるか研究を。
計画的な資機材購入を促すと共に、補助の検討、執行状況・成果等
の内容がわかりやすくなるよう改善を求む。
地場農産物及び、アグリアグリ自体の PR をもっとすべき。アクセ
ス数など、成果指標に工夫を求める。
土地の確保に課題がある。管理料適正化が必要。この事業の在り方
自体の検討等も必要。
金額的には妥当と考えるが、多摩市産の朝顔であることの PR と、
市民参加型のイベントを考えてはどうか。

①選定テーマの実現に即した施策の分析
「都市農業振興基本計画」が閣議決定され、
都市農地は都市にあるべきものと位置付け
られた。その為、多摩市内の農地保全も、
災害時の避難対策・食の確保・里山風景を
守る等の理由から公益性があり重要である。
一方、農地面積の減少や、後継者・担い手

の不足が深刻化し、相続時の問題など農家
戸別の課題克服も共に問われている。また、
施策名に「農からのまちづくり」とあるが、
現状は「農あるまちづくり」の域を出てい
ない。

②選定テーマからとらえた、施策のさらなる推進に向けての提案（総括）
●各事業について

◆「体験農業」は、実態に合わせて例えば
「子ども体験農業」とし、幅広い親子に PR
を広げるべきである。◆「農業ウォッチン
グラリー」は、現在秋に行っているが、夏
の開催要望等もあり、開催時期等の工夫・
検討を要望する。援農ボランティアにつな
げる工夫や周知にも努めるべきである。
◆「援農ボランティア講習会」は、平成 27
年 10 月より始めた事業であり、当面行政の
直接的関与は必要と考える。しかし、将来
的には農家とのマッチング等も含め、民
間・第三者に移行できるよう研究を進める
こと、また募集期間、広報の見直しの検討
を望む。◆「都市農業推進補助事業」は、
行政・農協・農家の連携を密にし、営農計
画の把握に努めることが必要だ。実情に応
じた補助となるよう、さらなる取り組みを
期待し、決算事業報告書の資料については、
執行状況・成果等の内容がわかりやすくな

るよう改善を求める。◆「市内農産物及び
特産品販売促進事業」は、ホームページ「ア
グリアグリ」の投稿数の増加は評価するが、
「アグリアグリ」自体まだまだ知られてお
らず、地場農産物と共に PR に努めるべき
である。また、サイト内ブログのアクセス
数等で効果の把握に努めることも要望する。
◆「家庭菜園推進事業」は、土地の確保に
課題がある。借上料に対して、管理料の見
込みは現状５０％を切っているが、激変緩
和措置を考慮しつつ、適正化が必要だ。ま
た、この事業のあり方自体も今後の検討課
題ではないかと考える。◆「ふるさと多摩
夏まつり補助事業」は、市内産朝顔のみで
行っていることは貴重であり、朝顔生産農
家のご苦労を考えると、さらなるアピール
が必要だ。また、事前のつる巻き体験や市
民朝顔コンテスト、朝顔写真展など、市民
参加型のイベントを考えてはどうか。

●施策全体について

軒先販売の持ち去りや、田畑への不法投
棄がある現状、市民に都市農地の意義や市
内農地の存在をもっとアピールすることが
必要だ。それを通じて地産地消の大切さを
知ってもらい食育につなげるべきである。
「多摩市農業振興計画」の改定が予定され
ている。この機会に今後市として農地保全、

農家の収入アップにつながる特産品開発・
研究、農福連携等が必要だと考える。また、
他部署との連携や担当部署の課題解決の為、
人員体制の検討等も必要である。農地保全
を求める立場から生産緑地利用の促進につ
いて、国の情勢も見据えながら、市による
国へのさらなる働きかけを求める。

施策名

都市農業の振興による農からのまちづくりの推進

選定テーマ

都市農業振興を通して、活気と魅力を感じるまちづくり

議会からの提案

提案に対する取り組みの考え方

新年度予算対応

①体験農業は幅広い親子にＰ ①児童館との連携事業であり、児童館を子育て支援 ①既存予算で対
Ｒを広げるべき
拠点施設として知ってもらい、利用してもらうきっ 応
かけ作りともなることから、周知を強化していく。
尚、現状としての農地や児童館の受け入れ可能人数
も考慮のうえ、具体的な展開を進める。

②「援農ボランティア講習会」 ②試行的な取組みを始めてから、平成 29 年度で ②既存予算で対
について、将来的に民間に移 3 年目となり、多摩市版の援農のしくみとして、一 応
行するとともに、募集・広報 定の形ができてきたところである。援農をしたい
の見直しを望む
人、受け入れる側、双方の体制充実を着実に図ると
ともに、将来的に民間が担う運営の仕組みの検討を
進める。
広報に関しては、本年 11 月に実施した「農業ウ
ォッチングラリー」の参加者にＰＲを行った。また、
募集時期に関しては、2 ヶ月程度早め、2 月下旬か
ら募集を開始し、講習会で夏野菜の定植作業に間に
合うようにする。
③「都市農業推進補助事業」
について、農協・農家との連
携を密にし、実情に応じた補
助とすべき。

③市内の農家の平均年齢の上昇や近隣自治体の実
施状況もあり、多摩市農業委員会から、農器具等を
「都市農業推進補助事業」の対象に含めるよう要望
が出されている。平成 30 年度から、これらを補助
対象に含める方向で要綱・要領の改正並びに予算措
置を進める。なお、農器具等の計画的な整備と市補
助金の有効な活用が図られるようＪＡ等の関係機
関を交えた協議を進める。

③【都市農業推進
事業】

100 万 円 ( 増 額
分）

④「市内農産物及び特産品販 ④ＨＰ「アグリアグリ」は、農に関する旬の話題を ④既存予算で対
売促進事業」はＨＰ「アグリ 定期的に発信し、コンテンツは充実しており、一定 応
アグリ」が知られておらず、 のアクセス数を稼いでいる。
農産物と共にＰＲすべき。
市内農業や地場野菜をアピールするためには、ア
グリアグリの周知に取組むことと合わせて、たま広
報での情報発信、ＪＡや委託事業者等と連携での農
のイベントにより、市民が市内の農に触れる機会を
設定できるよう、取組んで行く。
⑤「家庭菜園推進事業」につ
いて、管理料の適正化が必要。
また、事業のあり方自体も検
討が必要。

⑤管理料については、
「公共施設の使用料設定にあ ⑤既存予算で対
たっての基本方針」を踏まえ、次の利用者の入れ替 応
えである平成 31 年度の改定を目途に、平成 30 年
度に適正額について検討する。
事業のあり方については、現在進められている、
生産緑地の貸借に関する法改正の動向を踏まえ、検

討して行く。
⑥「ふるさと多摩夏まつり補
助事業」については更なるア
ピールが必要。また、市民参
加型のイベントを検討しては
いかがか。

⑥実施主体は、実行委員会であるので、市としても ⑥既存予算で対
実行委員会に協力・支援をし、どのような取組みを 応
すれば、これまで以上に市民と一体となったイベン
トとなるか、④の議会からの提案である「農産物の
ＰＲ」とあわせ検討していく。

施策名

障がい者が暮らしやすいまちづくり

選定テーマ

障がいがある人もない人も共に生きる地域づくりを阻害す
る情報のバリア（障害）について

評価対象事業

テーマ達成の
ための優先度

点字図書等購入費助成事業

下位

身体障がい者電話使用料
助成事業

下位

聴覚障がい者用電話ファク
シミリ使用料等助成事業

下位

意思疎通支援事業

上位

手話・要約筆記講習会等
事業
重度心身障がい者(児)
日常生活用具等給付事業
障がい者サービス事業【施策
C2－1 市民の文化・スポー
ツ、学習活動の振興】

上位
上位
上位

評価

Ｂ

コメント
２年間利用実績がない。その理由を確認したうえで、より事業効果
が得られる事業への切り替えが必要。
固定電話のみは時代の変化に乗り遅れている。現利用者の意向も確
認しつつ早急に事業の見直しを検討すべき。
新たな需要の拡大は見込めない。現利用者に配慮は必要だが見直し
の時期が来ている。新たなツールを検討すべき。
重要な事業なのでさらに多様な意思疎通支援を保障する視点での
拡充と技術革新に合わせたサービスの研究を求む。
手話通訳者等の拡充が必要。講習会参加者を増やすとともに、要支
援者への理解促進の観点からの充実を求める。
種目による利用実績に差がある。定期的な種目の見直しと障がい者
の生活の質の向上に資するよう事業充実を求む。
情報保障として重要。施設の改善、サービスの担い手の持続的確保
で誰もがいつでも読書できる環境充実を求める。

①選定テーマの実現に即した施策の分析
本施策の目標は「障がい者が暮らしやす
いまちづくり」であり、最低限の「暮らせ
る」を保障することにとどまらず、
「暮らし
やすさ」を実現するという視点で、施策の
展開ができているかを評価した。
平成２８年４月から障害者差別解消法が
施行され、障がい者の情報アクセスの容易
さや意思疎通手段の充実がどのように実現
しているかを分析した結果、施策の方向性
は正しいが、昭和５０年代から変わってい
ない事業もあり、現状とのズレが散見され
た。早急な検討改善が必要である。

たとえば、現在では利用者が減っている
ＦＡＸをいまだに通信手段の中心にしてい
ると、かえって情報のバリアにもなりかね
ない。様々な情報が飛び交い、通信技術が
発達した現代社会において情報へのアクセ
ス方法は多様になっている。
障がいがある人にも時代の変化に合った
多様な情報アクセスを保障していくことが
暮らしやすさの実現には不可欠である。そ
の点からまだ施策の実現に至っていないと
いえる。

②選定テーマからとらえた、施策のさらなる推進に向けての提案（総括）
●各事業について

まず時代の変化に追いついていない事業
の改善を早急に実施すべきである。現代社
会における通信手段の多様化、高度化を踏
まえ、当事者の声も参考にしながら事業の
見直しを行う必要がある。少なくとも公共
施設では、利便性の高い新たな意思疎通ツ
ールを導入すべきである。また新たな補助
を創設しなくても、例えば民間通信事業者
が行っている各種割引サービス情報の提供
等はすぐにでも取り組めるので、検討して
いただきたい。
意思疎通支援用具を含む日常生活用具の
給付・貸与は、当事者のニーズ把握と技術
革新に合わせた種目の見直しや改善を定期
的に行うこと。また、暮らしの利便性につ
ながるような情報提供や個別相談体制も検
討してほしい。
こうした取り組みの上で、災害時は情報
の格差が命にも関わるので、災害ボランテ
ィアの育成という視点も含めて市民との協
働で支援体制構築に向けて検討を進めるべ
きである。非常時でも身近に支援者がいる
ことが必要なので、意思疎通支援者の地区
ごとの偏在などがあれば改善を図り、すべ
ての人が被災者となる現実を踏まえ、サポ

ート体制の構築は先進技術の研究も含めて
多面的に行うこと。
さらに、高齢化が進む中で、見えにくい・
聴こえにくい方々が増加することが予想さ
れる。こうした社会の変化を受けとめ、改
めてすべての人の情報バリアの解消を図る
視点を求めたい。手話通訳者や失語症者支
援者等の専門家のさらなる育成とレベルア
ップとあわせて、要約筆記等の活用を広げ
る必要もある。また、現行の図書館の障が
い者サービスは市民協働に支えられている
が、その持続性を確保することが急務であ
る。そのために、より専門性をもった担い
手の確保や幅広くボランティアを募る工夫
等を進めること。加えて、利用者に応じた
臨機応変で柔軟な対応ができる体制づくり
も検討すること。
今回の選定テーマからは範囲外となるが、
誘導ブロックの整備や放置自転車の除去、
音響式信号機の整備など、障害者差別解消
法が求める合理的配慮の促進の観点から、
障がい者が暮らしやすいまちづくりの課題
として押さえておく必要があることを付け
加える。

施策名
選定テーマ
議会からの提案

障がい者が暮らしやすいまちづくり
障がいがある人もない人も共に生きる地域づくりを阻害する情報のバ
リア（障害）について
提案に対する取り組みの考え方

新年度予算対応

① 少なくとも公共施設で ・ 新たな意思疎通支援ツールの導入については、 ①既存予算で対
は、利便性の高い新たな
聴覚障がい者への対応として、
「遠隔手話通訳 応
意思疎通ツールを導入す
システム」や「電話リレーサービス」が挙げら
べき。
れる。これらのツールについては、多摩市聴覚
障害者協会の協力によりデモ機を拝見し、費用
的な話しも伺ったが、一般財源のみでの導入で
は高額と考えるため、国都補助金が受けられな
いのかなども確認が必要。
他に、これらのツールを使用せずに、現在の意
思疎通支援事業の登録手話通訳者を市役所本
庁に定期的に派遣し対応することなども検討
している。
・ 聴覚障がいのある当事者からはＦＡＸ助成の
必要性についても声が上がっているため、新た
なツールの導入も現行制度の一部継続とあわ
せて検討を進める。
・ 民間業者が独自に行っていて利便性の高い意
思疎通支援ツールなどについても、福祉のしお
りや公式ホームページなどを活用し周知を行
う予定。
②日常生活用具の給付・貸与 ・ 日常生活用具については、南多摩５市の日常生 ②既存予算で対
は当事者のニーズ把握を行う
活用具担当者との意見交換のほか、視覚障害・ 応
とともに、種目の見直しや改
聴覚障害などの当事者団体との意見交換など
善を定期的に行うこと。また、
でニーズを把握し、見直し・改善を行いたい。
利便性向上につながる情報提 ・ 個別相談については現在も随時行っているが、
供や個別相談について検討す
対象者の利便性向上のために今後も密に相談
ること。
を行う。
③災害時の情報は命にかかわ ・ 災害時における情報伝達は非常に重要であり、 ③既存予算で対
るものであり、市民協働によ
だれでも正確に受け取れるよう、
「災害時にお 応
り支援体制の構築に向けて検
ける多摩市と多摩市社会福祉協議会の相互支
討すべき
援に関する協定書」に基づき、社会福祉法人多
摩市社会福祉協議会（災害ボランティアセンタ
ー）と協力し、支援体制の構築を検討する。
・ 災害時の情報格差を解消するために、地域住民
の協力が不可欠であるため、手話講習会・要約
筆記者講習会開催前には、自治会に募集案内を
する予定。

④手話通訳者や失語症者支援 ・ 多摩市の登録手話通訳者は、手話講習会の初級 ④
【地域生活支援
者等のさらなる育成とレベル
から実践の５つのコースを１年ずつ受講する 事業】
アップを図るとともに、要約
ことを要し、全国統一試験にも合格しなければ 90 万円（失語症
筆記等の活用を広げる必要が
登録できないものとしており、通訳者のレベル 会話パートナー
ある。
の確保に努めている。また、手話講習会は、例 派遣）
年定員を満たす応募を頂いているため、手話講 （支援者育成に
習会、手話通訳者派遣については現状のまま、 ついては都道府
継続し実施する。
県事業とされて
・ 失語症者に対する意思疎通支援者の養成につ いるため未計上）
いては、国は都道府県事業と位置づけている
が、今後市で実施する派遣事業の状況を見なが
ら、市独自で養成する必要性があるのか否かに
ついても検討する。
・ 市の主催する講演会等では、各担当部署から手
話・要約筆記の派遣依頼に基づき、派遣し、情
報保障につとめている。しかし、要約筆記につ
いては、機材等を必要とするため、会場によっ
て派遣できないこともある。その際は、随時対
応できなかった理由などを、講演会等開催当日
に説明し、理解を得るよう努める。
・ 登録要約筆記者は１年間の講習受講後、登録審
査により登録されるが、
「要約筆記」の制度そ
のものが、あまり認知されていないこともあ
り、要約筆記講習会受講者及び登録要約筆記者
が少ない。市事業などで要約筆記を市民に見て
もらう機会を増やすことで、必要性についても
周知し、広報・ホームページ等で引き続き要約
筆記講習会の参加者を募る。
⑤図書館の障がい者サービス ・ 図書館の障がい者サービスの中心となる音訳 ⑤
【障がい者サー
は市民協働により支えられて
図書や点字図書の作製、対面朗読や図書の宅配 ビス事業】
おり、その持続性を確保する
サービス等を将来的に継続し充実させるため、 30 万円（録音図
とともに、柔軟な対応ができ
行政協力員の養成を図るとともにサービスの 書作製等の行政
る体制づくりを検討するこ
拡充を検討する。
協力員の新規養
と。
成講座の実施）
⑥テーマ外ではあるが、障が
い者が暮らしやすいまちづく
りとして誘導ブロックの整
備、放置自転車の除去、音響
式信号機の整備は課題。

多摩市道路整備計画では、駅から概ね半径 500ｍま
での範囲でユニバーサルデザインの考え方を取り
入れた道路形態に整備を行うとしており、多摩セン
ター駅周辺の道路歩道において、視覚障がい者誘導
用プレートの設置を順次進めている。
放置自転車の除去については、継続的な取組みの成
果で年々撤去台数は減少してきている。来年度から
は、これまで平日しか実施していなかった自転車撤
去作業を土曜日にも実施できるよう検討をすすめ
ている。
音響式信号機については、管轄が警視庁でもあるこ
とから、今後も警視庁と連携を図り整備の促進を図
っていく。

⑥【道路整備事
業】600 万円

【放置自転車対
策事業】
既存予算で対応

施策名

ごみの少ないまちづくり

選定テーマ

ごみ減量と資源化

評価対象事業

テーマ達成の
ための優先度

ごみ減量化推進事業

上位

資源化センター管理運
営事業

上位

評価

Ｂ

コメント
さらなる資源化、ごみの発生抑制など啓発の徹底が改めて必要。事
業系ごみは要分析。オフィス町内会は見直しを。
長期修繕は 10 億円を見込むが、資源循環の重要課題であるみどりの
リサイクル推進に政策的投資を。

①選定テーマの実現に即した施策の分析
【減量・資源化】市と市民との地道な取組
により、多摩市一般廃棄物処理基本計画で
の減量目標に着実に近づいたが、プラスチ
ックごみは増加傾向。ごみを捨てに行けな
い、分別がわからない等の高齢者問題が増
加しているが、現状は相談を受けての個別
の対応に留まる。事業系ごみは 26 市中ワー
スト。
【集団回収】経済性は優れるが、団体数の
増加に対し回収量は減少。また高齢で運べ
ない等の理由から各戸回収している実態も。
大型マンション等の管理組合では、常設集
積所を設置しての管理人管理による集団回
収が増えつつある。
【オフィス町内会】古紙価格暴落当時に市
が呼びかけた制度。古紙が有価で取引され
る現状に対応していない。
【草枝ごみ】清掃工場への持ち込み有料化

など、みどりを「ごみ」として焼却させな
い誘導は一定の成果を挙げた。一方、資源
化センターの草枝処理設備は小さく、市の
道路や公園の草枝ごみの 1 割弱しか資源化
できないため、道路・公園管理の委託料は
民間施設でのリサイクル経費を含む。土壌
改良材の配布は市民に大変好評だが、施設
規模により増産は困難。
【資源化センター】建設から 18 年間、事故
なく資源化推進拠点の役目を果たしてきた。
大規模改修までの延命として 10 億円規模
（都市計画税含む）の長期修繕を計画して
いるが、草枝ごみ処理は現状規模に留まる。
市の委託（多摩市障害者福祉協会）
・リサイ
クル協同組合の雇用と、二本立てで障がい
者の働く場を確保してきたが、建設当時に
はなかったジョブコーチ制度に対応するス
ペースがなく労働環境改善が必要。

②選定テーマからとらえた、施策のさらなる推進に向けての提案（総括）
● 減量目標達成には、これまで減量や資源
化の必要性に気付いていない市民の理解と
協力が不可欠。家庭系可燃ごみに含まれる
紙類の更なる資源化策を急がれたい。プラ
スチックごみについては「発生抑制」を最
重要とする政策誘導を明確に。事業系ごみ
は緻密な検証と問題点の明確化を。市民間
の不用品交換会支援やコンビニとの協働な
ど、市民や事業者が問題と向き合う機会を
創出すべき。
● 集団回収は、新聞に限れば行政回収の 6
倍の回収量がある。大型マンション等への
補助金支出にはコミュニティ醸成につなが
る使い方をお願いするなど、効率的・効果
的な資源化を工夫されたい。

● 「オフィス町内会」は古紙が逆有償で取
引される状態を前提にしており、有価で取
引されている現状に対応していない。事業
の将来性を検討されたい。
● 「みどりのリサイクル」は、市民にわか
りやすい多摩市らしい取り組みである。更
新時には破砕機の多機能化を図り、多様な
活用方法を見出すとともに、循環の「見え
る化」を心がけていただきたい。
● 清掃工場・資源化センターともに、人口
減少対応の規模への転換は不可欠。今こそ、
多摩市としての「資源化」政策が必要であ
る。市の公共施設のあり方の議論とともに、
多摩市のイニシアティブにおいて広域連携
や施設の統合など研究を進められたい。

施策名
選定テーマ
議会からの提案

ごみの少ないまちづくり
ごみ減量と資源化
提案に対する取り組みの考え方

新年度予算対応

①家庭系可燃ごみに含まれる ① 適正分別について啓発し、リサイクル・資源化 ① 既 存 予 算で
紙類の資源化策とプラスチッ
へ誘導する。
対応
クごみの発生抑制策を
紙類の資源化：行政回収の分別収集、集団回収、
エコショップへ誘導する方法として、啓発用の
雑紙回収袋の作成、封筒への雑紙としてリサイ
クル旨を記載する。また、集団回収の支援策を
行う。
（後述）
プラスチックごみの発生抑制：２R の啓発を行
う。現行のリユース食器の貸し出しの利用率を
高めていく努力をするとともに、東京都全体で
進めている共同検討会での２R の取り組みに
参加していく。
②事業系ごみの検証と問題点 ② 多摩市に多い産業を中心に事業所の排出指導 ② 既 存 予 算で
の明確化を
を強めていく。また、優良事業所の例を他の事
対応
業所にも示すなど、意識を高めていく方策を行
う。
③市民や事業者が問題と向き ③ 不用品交換会支援については現状把握し、どの ③ 既 存 予 算で
合う機会を創出すべき
ような支援が可能か研究する。コンビニエンス
対応
ストアとはエコショップでの連携を通して市
民への啓発に積極的に協力していただくよう
調整していく。
④集団回収については、効率 ④ 資源化とともにコミュニティの醸成が重要な ④ 既 存 予 算で
的・効果的な資源化の工夫を
目的の一つであることから、補助金の利用につ
対応
いては地域のお祭りなどに積極的に活用して
いただくよう啓発し、行っていない団体に利用
促進の方策を行う。
⑤「オフィス町内会」につい ⑤ 「オフィス町内会」は多摩商工会議所の事業で ⑤ 既 存 予 算で
ては事業の将来性についての
あり、市がその事業趣旨を支援するため補助金
対応
検討を
を支出している。ただし、現在の制度は古紙が
逆有償の時代の制度のため、有償取引時にも対
応でき、なおかつ、中小の事業所も取り込める
ような制度にする必要があると市は考えてい
る。現在、多摩商工会議所が現状に対応できる
よう制度改革を進めている。市のこの制度に対
する対応については、その結果をみて検討す
る。

⑥「みどりのリサイクル」に ⑥ 現行の土壌改良材作成を継続するとともに、チ
ついては設備更新時に破砕機
ップを作成できる設備の整備を進める。チップ
の多様化を図るとともに、循
の活用先の開拓をし、多摩市内で循環させるこ
環の見える化を
とを基本に、処理し切れない分については市外
の活用先を探す。

⑥
【資源化センタ
ー管理運営事業】
100 万円（設計費
の一部）

⑦清掃工場・資源化センター ⑦ 広域連携や施設の統合については、各市が市民 ⑦既存予算で対
ともに人口減少に対応した規
と積み重ねてきた、ごみ減量への考え方や方針 応
模の転換が必要。広域連携や
等、難しい状況ではあるが、多摩ニュータウン
施設の統合などの研究を
環境組合の処理区域内については、再編協議と
併せ検討を進めていく。

施策名

子どもの健やかな成長への支援

選定テーマ

子どもたちの放課後

評価対象事業

テーマ達成の
ための優先度

児童館等管理経費

上位

児童館運営事業

上位

学童クラブ運営事業

上位

放課後子ども教室事業

上位

評価

Ａ

コメント
事業名を「児童館等管理経費」から「児童館・学童クラブ管理経費」
に変更し、わかりやすくすべき。
子ども・子育てにとって児童館は必要だ。更なる充実が期待される。
支える職員集団の育成が求められる。
待機児解消に向けた努力に一定の評価をする。更なる拡充に向け、
邁進してほしい。引き続き、質の向上を求める。
地域交流事業の一つとして展開しているが、現状では全校で週５日
の実施は難しい。

①選定テーマの実現に即した施策の分析
1973 年（昭和４８年）に事業開始された
児童館・学童クラブは子どもたちが放課後
を安心して過ごせる場として、また保護者
の子育てや働くことを支える役割を果たし
てきた。児童館は子どもの遊びを指導する
だけでなく、地域のイベントを支えるとと
もに、中高生や大人の相談活動にも応えて
きた。
一方、文科省と厚労省の連携事業である
放課後子ども教室は、地域の方や学校、児
童館も関わって現在１５校で実施されてい
るが、週１回から 5 回という開催回数や遊
びの中身等の内容にも大きな違いがある。
学校内を利用しながら、実施は児童青少年

課の所管であり、未実施校の今後も含めて
解決しなくてはならない点も多い。
こうした中にあって、子どもや子育てを
取り巻く環境、法体制の変化にも柔軟に対
応し、財源確保にも努力をしてきた点は評
価できる。評価対象施策である「子どもの
健やかな成長への支援」を捉える視点とし、
最も重視されるべきは「子どもの育ちの連
続性をいかに地域で支えるか」である。子
どもの成長を専門家の目を持って支える現
場職員の役割に地域からの期待は大きい。
市としての人材育成、そして限られた財源
を「子どもたちの放課後環境」の維持にど
う配分していくかも課題である。

②選定テーマからとらえた、施策のさらなる推進に向けての提案（総括）
就労希望の保護者が増加する中、まずは
学童クラブの待機児童解消に向けた取り組
みを優先すべきである。また、地域の要望
の高い「学校内学童クラブ設置」
「モアサー
ビス実施」のためにも、豊ヶ丘学童クラブ
は貝取小学校内への移転を進めてほしい。
児童館事業の重要性はさらに増している。
「子どもの健やかな成長への支援」に果た
す児童館の役割と位置づけを再認識してほ
しい。児童館は「子どもの居場所」機能だ
けではなく、地域全体にも目を向け、地域
づくりにも取り組んできた。
不登校等の子どもたちにも対応し、専門
機関への接続など、地域の子育て拠点機能
を発展させるとともに、時代とともに変容
してきた役割にも目を向け考えていく必要
がある。
子どもと地域に関わる職員の更なるスキ
ルアップが必要であり、人材育成もしてい

かねばならない。そのためには子どもに十
分向き合える人員配置が必要である。子ど
もが安心して放課後を過ごせ、地域との交
流ができる「放課後子ども教室」へのニー
ズも高まっているが、今以上に拡充し、継
続して発展させていくためには担い手、活
動場所の確保、財源措置などいくつかの課
題がある。国は放課後子ども総合プランを
示している。しかし、自治体が現場で取り
組んできた歩みを一足飛びに変更すること
は難しく、今後のあり方について、運営委
員会などを通して、持続可能な仕組みを検
討してほしい。
「子どもの放課後環境」を充
実することは、
「子どもの健やかな成長への
支援」には不可欠であり、次年度以降予定
されている「多摩市子ども・子育て支援事
業計画」の改定において、十分に活かして
ほしい。

施策名
選定テーマ
議会からの提案

子どもの健やかな成長への支援
子どもたちの放課後
提案に対する取り組みの考え方

新年度予算対応

①学童クラブの待機児童対策 ①学童クラブの待機児童対策は喫緊と課題と考え ① 10,460 万 円
に向けた取り組みを最優先す ています。平成３０年度には、連光寺学童クラブを 【児童館・学童ク
べき
連光寺小学校敷地内に移設工事を進めるとともに、 ラブ管理経費】
併せて定員増も図りながら、平成３１年度に開設す
る予定です。
②豊ヶ丘学童クラブの貝取小 ②これまでの経緯と、現在進められている市民との ②既存予算で対
学校内への移転を
話し合いを踏まえ、学童クラブは学校敷地内へとい 応
う原則に沿って、検討していきます。
③「子どもの健やかな成長へ
の支援」に果たす児童館の役
割と位置づけを再認識してほ
しい

③児童館については、基本的に地域子育て支援拠点 ③
【児童館運営事
か、その連携館と位置づけ、子育て支援を推進して 業】60 万円
いく一方、これまで地域と育んできた事業連携をさ
らに推進していきます。来年度は桜ヶ丘児童館につ
いて、地域との協議を踏まえ、連携館として子育て
支援及び地域との事業連携を推進していきます。

④児童館事業は不登校等の子
ども達にも対応し、地域の子
育て拠点機能を発展させる必
要がある。そのためにも、職
員の更なるスキルアップと十
分な人員配置が必要

④市民にとって、身近な子育て相談窓口となるため ④【児童館・学童
に、職員の配置とスキルアップは重要な要素と考え クラブ管理経費】
ています。日常業務を通じた、技術の継承（OJT）
、 590 万円
担当者会議における情報共有・課題検討、また、子
育てマネージャー（子育てコンシェルジュ）の養成
に向けた計画的な研修の受講を引き続き行ない、適
材適所の職員配置に努めていきます。

⑤「放課後子ども教室」への ⑤放課後子ども教室運営委員会及び放課後子ども ⑤既存予算で対
ニーズが高まっているが、拡 教室リーダー会議で、持続可能な放課後子ども教室 応
充・継続発展していくために の運営に向け、引き続き検討を進めていきます。
は課題が多い。今後のあり方
について運営委員会などで検
討を
⑥子どもの放課後環境の充実 ⑥子どもの放課後の居場所については、有識者や市 ⑥既存予算で対
のため、多摩市子ども・子育 民等の意見、国や東京都の動向を踏まえ、次期計画 応
て支援事業計画の改定におい の中で反映させていきたいと考えています。
て、十分に活かしてほしい

