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令和３年度予算審査

たま市議会だより

令和3年度
予算を可決
令和３年度

衛生費（7%）
41億9036万円
教育費（14%）
90億1091万円

令和３年度の多摩市の予算（お金の使い方）について、予

算決算特別委員会（議長を除く全員で構成）で審査を行い、
原案のとおり可決すべきものとしました。また、その他の
３特別会計、下水道事業会計の予算案も原案のとおり可決
すべきものとしました。

予算額

消防費（3%）
17億6628万円

一般会計
歳出予算額
630億3000万円

その他（1%）
8億2383万円

令和３年度 一般会計･特別会計
特別会計

公債費（3%）
19億3127万円
土木費（5%）
34億9231万円

各会計別
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一般会計

（6.7%）

介護保険

115億2054万円

（1.9%）

合計

934億5907万円

（4.5%）

国民健康保険

149億2198万円 （▲1.9%）

後期高齢者医療

039億8655万円

令和３年度 下水道事業会計
民生費（45%）
281億6019万円

総務費（22%）
136億5485万円

予算額（前年度比増減）

630億3000万円

（4.1%）

収支額（前年度比増減）

収入

支出

収益的収支

33億8701万円
（▲5.6％）

30億8664万円
（▲5.7％）

資本的収支

6717万円
（3.2％）

3億3051万円
（42.1％）

※各会計で千円単位を四捨五入し、
端数調整しています。

予算審査ではこんな話題がありました…
今後のTAMA女性センターの役割とは
コロナ禍においてＤＶ等の相談状況や女性センターの認知度に
関して質疑がありました。また、男性のＤＶ相談件数が増加をし
ているため、相談しやすい環境づくりを求めました。
女性にとって必需品である生理用品を購入できない「生理の貧困」
と呼ばれる問題がコロナ禍で顕在化しています。防災備蓄品を活
用して生理用品の無償配布と受け取りやすい体制づくりを要望し
ました。特に
「子どもの貧困」という点で学校のトイレに配置を求
めました。
各所管と連携し、ローリングストックを活用した取組みを検討
したいと答弁がありました。
（総務費 TAMA女性センター運営経費）

犯罪の抑制・減少に向けて
多摩市内で発生している振り込め詐欺などの特殊詐欺や、
盗難・
不審者被害などの軽犯罪が頻発していることから、防犯対策につ
いての質疑が多くありました。
定期的な防犯活動が犯罪減少につながることから、防災行政無
線による注意喚起放送や市内を歩いて防犯の啓発を行う防犯パト
ロール、犯罪抑止に効果のあると言われている防犯カメラの設置・
活用についての要望を行いました。
関係機関との連携を強化して取組んでいく旨の答弁がありま
した。

障がい児の敷地外学童クラブへの移動支援を
多摩市では現在、
新設の学童クラブは小学校の敷地内に整備され
ていますが、
既存の敷地外学童クラブも存在します。そして、
2018
年からは高学年の障がい児も学童クラブに通えるようになりました。
しかし、入所判定基準が低学年児優先となっているために、入所で
きたとしても学校の敷地外の学童クラブへ通わなければならず、学
校から学童までの障がい児の移動という問題が生じています。
安心して子どもを預けられる環境づくりのために、更なる入所
判定基準の見直しや、
学校と学童クラブの連携の下での、見守りや
移動支援をすべきとの提案がありました。

緑豊かな公園を守るために
令和２年夏頃から市内でナラ枯れ被害が確認され始め、１２
月には補正予算を組んで対応していますが、いまだに被害が拡
大している現状です。近隣市でも同様な被害があることから連
携した対応が必要ではないかという指摘もありました。公園管
理をしていただいているグリーンボランティアの方々へ防虫・
防除に関する支援をしてほしいとの要望がありました。
また、公園に設置しているトイレについて、破損や老朽化した
場所に対する対応方法やトイレットペーパーの試行設置につい
ての質問もあり、試行を継続しながら有効性を確認していきた
いとの答弁がありました。
（土木費 公園管理経費）

（民生費

学童クラブ運営事業）

（総務費

令和3年度一般会計補正予算の審査も行いました。その様子は14面をご覧ください

防犯対策事務経費）



一般会計予算への各会派の意見

一般会計予算案への

各会派の意見

令和３年多摩市議会第１回定例会では、令和３年度一般

会計予算を賛成多数で可決しました。

一般会計予算を審議する際に行った討論を通して、各会

派の予算に対する意見をご紹介します。

原案可決６人

大禍にも耐えうる市政運営を期待！

新政会
だいすけ

松田

経常収支比率100.8％となり、いよいよくる時が来たと感じ
ます。
10数年の中でコロナ禍以外にも大禍に多く見舞われました。
歳入は市税約15億円の減。もはや大禍は定期的にくるものと
覚悟し、歳入が見込めない限り考えるべきは維持管理経費の削
減で確実に取組まねばなりません。

東日本大震災から10年…改めて過去の教訓を学び、地
域の実情に合わせた訓練や自主防災組織・自治会の支援等、
防災減災を主流においた
「まちづくり」
に取組むことを要
望します。
現在、
世界的問題となっている
「社会的孤立」
や
「女性・
若者の貧困」対策が求められます。誰一人として取り残

党市議団は、コロナ感染防止でＰＣＲ検査の抜本的拡
充を求めました。政府もようやく拡充の方向に舵を切り
始めましたが、
規模があまりにも少なく、
検査費用の財源
を国が半分しか負担しない問題点があります。市内でも
高齢者施設のクラスター発生などを教訓に、検査の重要
性を再認識し、
必要な負担を国と都に求めるべきです。

「ケアに手厚い社会」
をつくる必要性も痛感しています。
2021年度を、
子どもの貧困への対応、
保育・介護・医療・
障がい者・学校などに関わって働く方たちの人権保障、
生活困窮者への支援に重きを置く市政への転換を図るス
タートの年にすべきです。

原案可決３人

コロナ対策には既存の事業も手厚く

ネット・社民の会
岸田 めぐみ

さない！との思いで、
各相談窓口の充実と共に、
市民が抱
えている課題解決に、横断的かつ積極的に取組むよう要
望します。
2021年度は厳しい財政状況が予想されますが、
国や都による諸制度の改正動向等も注視し、コロナ収束
後
〝多摩市は良くなった″
といえる、活力ある行政運営と
なるよう期待します。

原案可決５人

感染拡大防止とケアに手厚い社会を

日本共産党
小林 憲一

コロナ禍で中止になった事業・イベント等での継続性や、市
内各公共施設の総延床面積を削減する事ができたかなど見直
しが必要です。
施設と人件費は密接に関わっており、一方だけ進めていくこ
とはできません。市民、
職員、
議員みな少しずつ我慢の時期であり、
市長が1番に模範として我慢することを期待し可決討論とします。

原案可決５人

課題解決に向け積極的なアプローチを！

公明党
池田 けい子

2021年度の予算は新型コロナウイルス感染に関する事
業が最優先で盛り込まれています。感染症により顕在化
された社会問題の解決も含め、
新しい事業だけでなく、
各
所管が大事にしている事業をもう一度見直し、既存の事
業を手厚くする事もコロナ対策となります。物資の支援
にとどまることなく、
ひとり１人の市民に寄り添い、
共に

歩んでくれる職員が求められています。
環境問題は様々な施策に関係しています。全ての職員
が自分事として捉え、全庁一丸となって進めて下さい。
またコロナ禍の市民の暮らしの実態に目を注いで頂き、
その状況の把握によりいっそう努めていただくことを要
望します。

健全な財政基盤の堅持を

誰一人取り残さない取組みを！

原案可決１人

飛翔
せいや

斎藤

新型コロナウイルスの影響で財政状況は非
常に厳しいものとなっています。アフターコ
ロナを見据えて取組み、
持続可能な行財政運営
の確立に向けた取組みを推進し、
継続して安定
した市民サービスの提供を期待します。

原案可決１人

元気な多摩をつくる会
しのづか 元

優先すべきは格差・社会的孤立対応

フェアな市政
岩永 ひさか
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コロナ禍で市税収入が大幅に落ち込む中、これまで以
上に厳しく市の事業の取捨選択をしていかねばならない
はずです。かつて阿部市長が
「将来に負担を先送りしない」
と取組むはずだった
「公共施設統廃合」はいつのまにか、
市が管理する施設数と運営維持管理費用それぞれが増加
する方向へ向かっています。

コロナ禍という引き続き大変な状況での舵取
りになりますが、
明るい未来への展望を示しつつ、
まちづくりを一歩一歩前に進めていただきたい。
困難にあえぐ市民の声に誠実に耳を傾け、
誰一
人取り残さない取組みを切望します。

原案否決４人
現下の状況でさらに浮き彫りになった社会格差や社会
的孤立の予防・解消に向けた取組みが急務であり、今は
新たな公共施設の建設・設置に対し慎重になるべきです。
行財政改革は市の事業として優先的に貧困、
格差、
孤立等
への支援を継続して行うためにこそ推進して頂くことを
要望します。
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代表質問
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市長施政方針への

代

質

表

問

令和３年第１回多摩市議会定例会では、市長の施政方針に対し、５
つの会派が代表質問を行いました。
なお、市長施政方針は多摩市公式ウェブサイトで、代表質問は
Youtube でご覧いただけま
す。また、会議録は6月上旬以
降、市内の各図書館や多摩市
議会のウェブサイトでご覧い
ただけます。
令和3年度
施政方針

YouTube
多摩市議会チャンネル

乞田川の桜（撮影者：匿名希望さん）

市民の命を守る！コロナに打ち克ち希望ある多摩市へ
◇市民の命、安全、暮らしを守る
問

コロナ禍における防災対策はどうか。

答 「避難所に行く事だけが避難ではない」との考え方

づくりを進めるべきではないか。

答

聖蹟桜ヶ丘地区では、国土交通省の「かわまちづく

り」に登録した。国の支援を得ながら、一ノ宮公園の

いいじま 文彦

新政会

に立ち、避難所以外への分散避難、在宅避難やホテル、

整備拡張を狙っている。新たな公共空間を創出し、ま

親戚や知人宅への避難の考え方を取り入れた。避難

ちの賑わい、
回遊性向上につなげたい。

所の混雑状況周知システムの導入等、避難所の受入体

尾根幹線沿道は、賑わい、雇用、イノベーションを創

制も充実させた。

問

コロナ禍で離職率が上昇し、有効求人倍率は大幅に

低下しているが、どうか。

答

就労支援と生活支援を車の両輪として支援する

出する土地利用で、多摩ニュータウンの魅力や活力を
高めるまちづくりの実現に向け、
検討を進める。

問
答

市役所本庁舎の建替えも進めるべきではないか。

コロナ禍で本庁舎を取り巻く状況は大きく変わり

仕組みが必要だ。コロナ禍で市民が安心して暮ら

つつある。今後の行政のデジタル化に合わせ、将来を

対応する。

構想の策定を進めたい。

せる経済・生活基盤を持続可能なものとするよう

見据え、本庁舎に求められる役割、機能を検討し、基本

◇市制50周年～未来を切り拓く
問

厳しい現状だが、未来を見据えたワクワクするまち

新型コロナ感染症の克服・市民の方々に安心と希望を！

三階 道雄

公明党

◇新型コロナ対策を万全に！
問 新型コロナの克服と経済・生活再建に全力で取組
み、安心と希望を届けなければならない。まずは緊急
的な生活支援が必要であり「誰一人取り残さない」そ
の気概で市は対応すべき。またワクチン接種は十分
な人員体制と分かりやすい情報発信、さらに障がい者
や移動困難者への対応を望むが、
いかがか。
答 全庁を上げた体制やコールセンターの充実、移動困
難な方への対応も検討する。
問 支援金等があるが必要とする方に支援や情報が的
確に届くことや相談窓口の充実が必要。さらに雇用
対策を望むが、いかがか。
答 対象者に確実に届く情報発信に努め、雇用は市独自
の対策を検討する。
◇安心・安全、希望の持てる多摩市へ！
問 防災について、避難所運営や要支援者の避難支援個

別計画の対策を望む。
避難所の充実に努め、避難支援は福祉専門事業者の
協力を求めることを検討する。
問 地球温暖化対策について市民全体に関わる事業を。
また企業への支援要請を望む。
答 環境ムーブメントを起こし覚悟をもって取組む。
問 駅周辺の活性化と若い世代に魅力ある街を望む。
答 多摩センターについては多摩中央公園内に中央図
書館整備・パルテノン多摩のリニューアルがあり家
族が賑わう事業を展開。聖蹟桜ヶ丘駅は川辺の充実
に取組む。
問 教育については、不登校が課題である。また新型コ
ロナによる子どもたちの精神的な影響は大きく対応
が必要ではないか。
答 学校・家庭・地域で育むコミュニティスクールの
充実を図る。
答

特集



代表質問
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新自由主義の社会をのり越え、
市民に寄りそう多摩を
◇国や都に「もの言う」多摩市へ
問

答 「流動化」には一長一短あり総合的な判断は難しい

コロナ禍のもとで、なんでも「自己責任」にしてきた

が、適正な賃金が支払われる必要がある。
「就職氷河期

大くま 真一

日本共産党

新自由主義の政治が社会を弱体化させていることが

世代」
および
「コロナ失業」
を対象とした採用を行った。

浮き彫りになった。市民の命や財産を守るために、国

市独自の就労支援も検討を進める。

や都に対して声を上げる必要がある。医療分野にお
いては、国策のもと、東京都が進めてきた公立・公的

◇市民に
「寄りそう」
多摩市を

病院の独立行政法人化について、地域の医療提供体制

問

を守るためにも方針の撤回を求めるべきではないか。

コロナ禍の対応やその先の社会を見据えれば、市の

答

職員の力が重要。市民に寄りそう力を持つ職員の育

公立・公的病院は医療のセーフティネット。行政
的医療がひき続き提供されるか注視し、必要に応じて

成・配置が必要。認識を伺う。
答

高いモチベーションを持ち、市民サービスの向上に

意見をあげる。
問

ついて、市民感覚を持ち、自ら考え、行動し、実行でき

非正規雇用で働く方々は深刻な打撃を受けている。

る職員を育成する。今後も市民に寄りそい、質の高い

「雇用の流動化」についての認識を伺う。また、就労支

行政サービスを提供できる体制づくりに努める。

援を検討すべきではないか。

コロナ禍等の教訓で優先すべき市施策を見直すべき!
◇健幸まちづくりと関連して

◇日医大病院移転課題について

問

問

コロナ禍の貧困等への対応について、健幸まちづく

答

大野 まさき

フェアな市政

りとの関連や政策の打ち出しも行うべきでないか。

市財政問題の観点から同病院移転・建替え事業へ

引き続き、地域の相談機関、庁内の相談機能を持っ

市が協力する場合の課題を現在どう分析しているのか。
答

市はこれまで永山駅周辺に新病院開設用地の確保等、

た部署が横断的に連携し、困難を抱えた人の相談を適

新病院建設に向け協力し、
現在も存続を望んでいる。

切な支援につなげる体制の構築に取組んでいく。

新病院建設の財政支援の必要性、合理性等については

今後は地域委員会構想とも連動し、支え手・受け手

今後、
検討していく。

を超えた地域共生社会の実現に向けても取組む。
問

多摩市民でもある隣接市副市長が土地区画整理の
詐欺容疑で逮捕されたことをどの様に捉えているか。

答

本市が発言する立場にないが、行政への信頼という
点では常に自分達も律していきたい。

コロナ禍で、市民の暮らし、子どもの権利、環境を守る
◇子ども・若者を守る条例とは
問

◇
「気候非常事態宣言」
を行動に
問

このコロナ禍、プラスチックゴミは増えているのか。

答

12月時点で前年度より10％以上増加している。

問

コロナ禍であっても、地球温暖化対策は立ち止まる

合支援条例の市の骨子案はまちづくり参加の記載が

岩崎 みなこ

ネット・社民の会

このコロナ禍、ひとり親、学生、非正規、DVなど困
窮する若者が急増しているが、
（仮称）子ども・若者総
多い。これで、かれらを支援する条例になるのか。

答

どころか、CO2排出実質ゼロに向けアクセルを踏む

現在、検討中である。検証を進め、条例の理念、目的

ところである。市民への協力は不可欠だが、そのため

をわかりやすくまとめたい。

問

にも環境部を通じて全庁で連携する体制の構築が必

子どもが「嫌なことがあったら相談する」おとなは

「共感して聴く」という流れで、子どもが自分を大切だ
と思える、子どもの権利を守る条例とすべきではない
か。

答

子どもの権利条約採択から31年。いまだに子ども
の権利が十分に守られていない。このような時代、子
ども・若者を応援する必要性は強まったと思われる。

要なのではないか。
答

環境部で全てをチェックすることは現実的でない。
環境政策推進本部を今まで以上に
活用し、環境問題と関係がないと
思える事業も含め、危機感をもっ
て対処していく。

6

一般質問

たま市議会だより

No.229 令和３年（2021年）５月５日号

藤條たかゆき（新政会）
1.withコロナ時代の地域交通について
2.飼育困難となったペットの相談体制
3.子どもの事故を繰り返さないために

第１回定例会では、
18名の議員が質問を行い
ました。質問は、インターネット上で録画を

ご覧いただけます。
YouTube 多摩市議会

で検索してください。

問
YouTube
多摩市議会チャンネル

カルガモの親子 豊ヶ丘南公園にて
kyoumama216さんの投稿 市HP「市民のわがまち自慢」より

きりき

優（新政会）

1.コロナへの多摩市の対応について
2.介護・障害者福祉制度の運用について

問

新型コロナウイルスワクチン接種についての市民への
情報提供に当たっては、誤った情報や根拠のない不安に
より本来助かるはずの命が失われるようなことのないよ
う、
機能的固着や利用可能性ヒューリスティックス等、
人
の認知における思考過程や、専門職とそうでない人との
情報発信の非対称性等への考慮も必要ではないか。
答 蓄積されてきた数字や知見を正しく伝えていきたい。
問 自宅療養中の新型コロナウイルス感染者に対応する在
宅介護従事者にもワクチン接種を優先すべきではないか。
答 全体的なバランスの中で検討していきたい。
問 保健所設置市でないため感染症対応に一部制約がかか
るとのことだが、
今後多摩市は保健所設置を進めるのか。
答 多摩市での保健所設置は難しいと考えている。
問 子どもたちの健全育成や市民の健康増進のために、学
校開放の再開によるスポーツ
環境整備を検討できないか。
答 緊急事態宣言が解除されれ
ば学校と協議して校庭とクラ
ブハウス、
次に体育館とステッ
プを踏んで再開したい。

移動手段の確保は暮らし易さのバロメーターであり、
移動は人間が人間らしく生きていくための一つの権利で
す。ステイホームで不要不急の外出を控える中、今まで
あたり前だと感じていた
「移動する」ということが、まさ
に
「生きること」
に直結しているという事実を身を持って
痛感した１年でもあった。移動貧困社会に陥ることなく、
一人一人が自由で自立した移動手段を確保できることが
豊かな社会、コロナ禍後の地域交通には欠かせないと思
うがどうか。
答 地域公共交通再編実施計画に基づき、市民の円滑な移
動を支援し、誰もが歩きたくなる健幸まちづくりに寄与
したい。
問 移動する事に特に困難を抱えている障がい者の方々が、
一人でも気軽に外出できる環境をハードと意識
（ハート）
の面から整えることは、誰にとっても安全で快適な移動
を確保することに繋がるが、
多機能車椅子等の補装具費補
助の拡充や外出支援について
市の対応はどうなっているか。
答 障害特性に応じて、様々な
移動支援を行っている。

岩永ひさか（フェアな市政）
1.子ども・若者総合支援条例の制定に
むけて
2.子どもの健康とGIGAスクール構想
問 （仮称）
子ども・若者総合支援条例の骨子案が示されて
いるが、子どもたちに
「あるべき姿」を強要しかねない表
現を用いることは条例の趣旨に合致しない。また、自治
基本条例との整合性のとれた内容にしていくべきではな
いか。
答 まだ検討の段階であり、
議会からの意見も踏まえ、
今後、
庁内検討会や外部の検討委員会でも十分に協議を重ねな
がら、
条例として練り上げていきたい。
問 １人１台のタブレット端末が導入された学習環境によ
る健康への影響が懸念されている。とりわけ
「目の健康」
に対する意識を今まで以上に高め、学校眼科医などの専
門家の協力も得ながら、視力低下を予防する取組みに力
を入れるべきではないか。
答 昨年12月
「学校情報環境整備方針」
を改訂し、
児童生徒
への健康配慮の項目を新設し
ている。 今後、
「 目の健康」に
ついても文部科学省の方針や
マニュアルも踏まえつつ、市
教育委員会としての取組みも
進めていきたい。



一般質問

斎藤せいや (飛翔)

池田けい子（公明党）

市長施政方針について

急増する
「コロナうつ」
いのちと心を
守るための対策強化を！

問

女性や若年層の自殺者数が増えている。利用しやすい、
SNS等を活用した相談窓口の設置を要望する。
答 電話や対面に抵抗、躊躇する人や状況的に厳しいケー
スがあることは認識している。具体的に検討する。
問 高齢者の社会的孤立・孤独を防ぐための対策を伺う。
答 コロナ禍の中、
閉じこもりによるうつ状態や認知症、
体
力の低下が懸念される。通いの場の提供や、関係者と協
働し元気を支える仕組みを展開していく。
問 市民の悩みやストレスなど、心の状況についての調査
の実施と、訪問型支援を重視することを、次期
「多摩市自
殺対策推進計画」
に反映することを要望する。
答 改訂時にはアンケートの実施等を考えていく。
問 ゲートキーパーの質の向上
や人材育成のため、知識や初期
対応を学ぶ市民向けプログラ
ム、
「 メンタルヘルス・ ファー
ストエイド」
の活用を提案する。
答 具体的な行動手順として有
効だと認識している。 どのよ
うに取り入れられるか、今後検
討していく。
ちゅう ちょ

問

令和３年度から試行的に３つの小学校で公営・民営の
屋内プールを利用した水泳の授業を行うことが計画され
ている。施設までの移動を考えると授業時間の確保が心
配されるが教育委員会の見解を伺う。
答 移動時間を含めて１回で２コマの連続した授業を行う
場合でも90分の授業時間が確保できるようにする。
問 市内の全小学校で屋内プールでの授業を実施すること
になると学校から施設までの距離によっては授業時間に
差が生じることも考えられるが、この点に関してどのよ
うに考えているか伺う。
答 学校から距離がある場合にはバスを手配することを考
えていく。また、学校によって授業時間の差が出ないよ
うに配慮していく。
問 全校実施となったとき、現在あるプール自体について
はどのように考えてい
るかを伺う。
答 現状では白紙ではあ
るが、他の自治体の例
なども参考にして効果
的な利活用ができるよ
うに検討していく。

遠藤ちひろ（新政会）

板橋

1.女性活躍並びに、本市女性職員の
キャリアについて
2.聖蹟桜ヶ丘のタワーマンションの衝撃
問

多摩市議会における女性割合は４割前後だが、民間企
業や市役所の女性管理職は１−２割程度と少ない。女性
活躍を阻む原因をどう分析しているか。

答

女性が活躍するためには、ロールモデルになる先輩女
性職員に光を当てたり、男性の育休を推進するなどの取
組みが必要と考える。

問

学生時代はリーダーになる女性が多いのに、社会に出
ると補助的役割になる女性が多い。残業の多さや自分に
自信を持つ機会が少ないことが問題とされている。私は
女性にとって働きやすい社会は、男性にとっても居心地
の良い社会だと思うが、令和３
年度の取組みを伺う。

答

ご指摘の通り男女ともに残
業の減少に向けた取組みや、女
性職員へのキャリア形成支援
など進めていきたい。

7

茂（日本共産党）

1.介護保険制度21年目を迎え介護の
危機。多摩市の介護は守れるか
2.子育て・若者世代に魅力ある街を
問
答

コロナ禍で多摩市の介護現場の状況を伺う。
具体的な感染対策に基づき各介護サービス事業者が必
要な備えを行い継続的にサービスが提供されている。
問 今回の改定でも保険料の値上げが提案されているが、
値上げを止めるには何が必要か。
答 国の負担割合を引き上げることなどを求めていく。
問 介護保険制度で国・都への働きかけの内容を伺う。
答 全国市長会として国へは財政運営や低所得者対策につ
いて積極的な措置を講じること求めている。都にも国へ
の働きかけとともに都独自の施策展開を求めている。
問 親子や中高生が気軽に集える施設として、全児童館を
日曜に開館することを求めるがいかがか。
答 現在は一ノ宮・永山・唐木田児童館の３館で日曜開館
を行っているが、全ては考えて
いない。
問 オリンピック種目になったス
ケートボードなどができるス
ポーツ公園が必要ではないか。
答 安全や騒音等を配慮した上で
検討すべきと考える。
稲城市北緑地公園内のスケートパーク

8

一般質問

たま市議会だより

折戸小夜子 (フェアな市政)

あらたに隆見（公明党）

食育の推進と学校給食の現状

1.めざすべきデジタル社会について
2.ワクチン接種を円滑にするために

問

２月16日から６回学校給食を試食した。週４回を目
標に米飯給食の献立が作成され取組まれている。児童・
生徒が喜んで食べているのか食残量の状況について伺う。
答 平 成 30 年 度 は 小 学 校 で 約 32,000kg、中 学 校 で は 約
14,000kg、令和元年度は小学校で約28,000kg、中学校で
は13,000kgの食残量が発生している。
問 学校給食で欠かさず出されている牛乳は、骨を作る上
で大切な食材とされていると思うが、牛乳の残数の状況
を伺う。
答 平成30年度は小学校で35,881本、
中学校では40,283本、
令和元年度は小学校で35,684本、
中学校では40,477本、
令
和２年度６月から１月まで、
小学校では43,845本、
中学校
では71,586本となっている。
問 多摩市教育委員会が、平成27年度に
「食品ロスの削減
に向けて」の冊子を発行している。しかし学校給食での
食残量を減らすために具体的に食育の推進を図る必要が
あるのではないか。
答 児童・生徒が食事に興味と関心
を持って、喜んで食べる楽しい給
食であるよう献立会議でも工夫を
重ねる。

問
答

No.229 令和３年（2021年）５月５日号

問

デジタル社会に取組むわかりやすい市のビジョンを明
確にすべきではないか。
答 新たな情報化の方針としてビジョンをまとめていく。
問 専門的な知識を有する人材の登用が必要ではないか。
答 外部人材の登用や庁内の推進体制を検討していく。
問 市民が使い慣れたLINEを利用した行政サービスの充
実を図るべきではないか。
答 ４月より情報選別機能や手続き等のお答え機能や、便
利アプリへのリンクを実装する。今後は疑問解決や電子
申請の支援及びアンケート等の市民参画の促進を検討し
ていく。
問 高齢者のインターネット利用も増えてはいるが不慣れ
な方のためデジタル支援員を配置するべきではないか。
答 国が掲げる誰ひとり取り残さないデジタル化に向け、
どのような取組みが可能か検討してい
く。
問 ワクチン接種の効果をどのように受
け止めているか。
答 感染症による死亡者や重症者の発生
をできる限り減らし、結果として感染
症のまん延予防が期待されている。

安斉きみ子（日本共産党）

いぢち恭子（ネット・社民の会）

1.諏訪・永山まちづくり計画について
2.乞田川に魚の遡上を実現するには

コロナ禍を経て考える
「公助」と「共助」

諏訪・永山まちづくり計画の進捗状況を伺う。
駅拠点の再構築については、多摩ニュータウン再生推
進会議と情報共有を行う。分譲マンション再生について
は建替え事業や既存ストック再生型事業にも支援策を開
始した。公的賃貸事業についても都営建替え、
UR諏訪
団地で建替えの検討・準備が進められている。
問 乞田川に魚の遡上を実現したいという声がある。治水
工事と合わせ、自然環境に配慮した川づくりが必要では
ないか。
答 生物多様性の保全も推進していきたい。
問 諏訪下橋から下流に向かう河川の工事はこれからだと
聞く。そこにある落差工や護床ブロックは魚の遡上を妨
げている。魚道を作る工法を検討するよう都に声を上げ
て欲しい。
答 魚道が必ず設置さ
れるという確約はで
きないが、都に対し
ては、魚道の設置も
含め、環境に配慮し
た改修工事を要望し
たい。
乞田川の魚道（永山橋付近）

問
答

コロナ禍で非正規公務員の働き方に変化はあったか。
感染抑制策のため出勤時間が減った場合は、翌月で取
り戻せるように配慮した。
問 非正規公務員の仕事は介護、
育児、
相談業務など市民と
接する職種が多く、しかも女性の比率が高い。逆に意思
決定機関では女性が少ないが、
対策はあるか。
答 「第４次多摩市女と男がともに生きる行動計画」
でも女
性の活躍推進を打ち出していく。
問 非常時にも
「公助」
を担う公務員の働き方と処遇をよく
考えてもらいたい。また、
「共助」を強固にするという観
点から、
地域委員会構想の進捗状況を伺う。
答 ２つのモデルエリアを選び、
市民を
「つなぐ」
「掘り起こ
す」
「支える」
取組みを始めている。
問 住民同士の助け合いやまちづくりに意欲のある市民は
たくさんいると思う。どの
ように
「つなぐ」
予定なのか。
答 数名のリーダーを探すよ
りも、
皆が参加できるフラッ
トで継続可能なプラット
フォーム作りをめざす。



一般質問

岸田めぐみ（ネット・社民の会）

橋本由美子（日本共産党）

子どもが自分らしく成長し、学ぶこと
ができるまちに

1.デジタル化のなかでの地方自治体の
ありかた
2.コロナ禍での保育園・学童クラブ
問

デジタル化で、
国は業務の
「標準化」
を掲げているが、
自
治体の独自施策が一律化されるのではないか。
答 一部は標準化・共通化されるが、それによって生まれ
た資源でさらなる住民福祉の向上を図りたい。
問 情報漏えいの頻発など個人情報が大切にされない現状
に多くの市民が不安を感じている。市の考えはどうか。
答 多摩市の個人情報保護条例の立場で、これからも慎重
な運用を進める。デジタル化は職員が全体の奉仕者とし
ての役割を果たす手段と考えている。
問 待機児解消だけでなく、今後は保育士配置基準・園児
一人当たりの面積基準などの改善を図るべきではないか。
答 国の基準は70数年前から大きく変わっていない。市
は単独での面積基準や職員配置の充実を図っている。
問 保育士の賃金は他職種に比べ月 10 万円程度少ない。
有資格者として地位向上を
図るべきではないか。
答 長く働くことができる職
場を構築する必要があると
考え国にも働きかけを行っ
ているところである。

問

学校に通っていない子どもが、学校以外の学び場を知
り、
自分に合う所を見つけられるように、
選択肢として情
報がどのように伝えられているか伺う。
答 フリースクール、
大学の相談機関、
ゆうかり教室等が学
校以外の学びの場の一つと捉えており、不登校総合対策
にも掲載している。教育委員会が把握している学びの場
の情報について、
相談に備えて学校に共有していく。
問 就労等で昼間の時間に保護者がいない、学童保育対象
の不登校の子どもの生活の場について伺う。
答 学童クラブに在籍の子は保護者や学校と調整のうえ、
学校のある時間帯に受け入れを行った。在籍していない
子は９時から児童館を提供するなどの対応を行っている。
問 子どもたちにとってより魅力ある学校づくりとはなに
か。
答 まずは授業の改善である。また学校を核として地域全
体が子どもたちにとって
魅力ある育ちの場になる
ように、地域・ 保護者・
学校が連携し子どもを支
える地域や学校づくりが
必要である。

山崎ゆうじ（新政会）

渡辺しんじ（公明党）

1.コロナ禍における高齢者への影響
2.GIGAスクール構想、
ICT教育に
望むこと
問

コロナ禍において高齢者の身体活動量が減少する問題
について、新たな仕組みづくりが必要だと考えるがいか
がか。
答 市民や関係団体と試行錯誤していく。
問 コロナ禍におけるコミュニケーション不足の問題につ
いて、
インターネットを使った取組みを検討してはどうか。
答 他自治体の取組みを見ながら研究する。
問 自治会、自主防災組織を活用するため入会推奨など組
織強化が必要ではないか。
答 自治会の活性化に取組んでいく。
問 ICT教育導入に当たり、インターネットリテラシーの
教育が必要ではないか。
答 家庭と連携しインターネッ
トリテラシー、
情報モラルの
教育に取組む。
問 タブレット導入により教
職員の業務効率化を期待す
るがいかがか。
答 個人情報の取扱いに注意
しながら効率化に取組む。
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1.消防団の現状と課題について
2.医療従事者へ感謝の思いを形に

問

自然災害が頻発・激甚化する中、消防団の活動も多様
化・複雑化し、役割が一層、高まっている。また、新入団
員確保の難しさや訓練による負担が様々な形で顕在化し
ているなど、
課題が多い。市の認識と見解を伺う。
答 訓練期間、
方法などを検討し、
負担軽減を図っていく。
問 医療従事者と市内飲食店を支援するため、弁当代を市
が負担し無償提供することを提案するが市の見解を伺う。
答 市内菓子店や福祉作業所などを支援するため、市内基
幹病院の医療従事者に感謝と慰労の気持ちとしてお菓子
類をお渡しする。
問 市内小中学校の児童・生徒からの
「感謝の手紙」
を医療
従事者に届ける取組みを提案するがいかがか。
答 来年度に向けて検討をしてい
きたい。
問 最前線で闘っている方々へ真
心を届け
「善の連帯」
を拡げたい。
「心こそ大切」と思うが、市長の
意見を聞く。
答 目に見えないところで闘って
いる皆さんに様々なかたちで精
いっぱい応援していきたい。
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しらた

本間としえ（公明党）

気象防災アドバイザーの活用を提案するがいかがか。
専門家のアドバイスを受ける体制は重要で研究する。
避難行動要支援者を含む地区防災計画を、地区に専門
のアドバイザーを入れて市民と一緒に進めるよう求める。
答 地区防災計画ガイドラインを活用し、アドバイスを求
められる機会を提供し、
要支援者個別計画等も検討する。
問 在宅避難する人に、情報や避難物資を届ける仕組みを
多摩市地域防災計画に入れることを要望するがいかがか。
答 課題を認識して地域防災計画の中に練り上げて行く。
問 女性が防災を学ぶことや、防災計画や避難所開設等の
意思決定の場面に女性が積極的に参加する重要性を問う。
答 多様な視点を反映するには女性の果たす役割は大きい
ので、
セミナーの紹介など女性防災の人材育成に努める。
問 東京都の動物に関する里親を応援する事業を、飼い主
不明猫対策として多摩市で取
り入れ活用すべきではないか。
答 里親に出すことは飼い主不
明猫の発生を抑制する効果が
あると考えており、総合的に勘
案した上で判断する。

小林

問

税収・交付金の予測と経常収支比率100.8％だが財政
状況と中長期的な視点はどう考えているのか。
答 市税約15.3億円減、法人税数年減収、固定資産税約4.3
億円減、地方消費税交付金約2.3億円減見込み、社会保障
関係費の増加、財政の硬直が進む中、歳入増の取組み、経
常経費削減取組み、不断の見直しが必要で回復に数年か
かる見込み。
問 パルテノン多摩、
中央図書館の管理運営費は増えるのか。
答 始まってみないと分からない部分もあるが、経費の縮
減を念頭に、
過大な予算が掛からないようにする。
問 第８期介護保険事業計画では基準額の増加率は8.1％
だが、
第９期はどうか。
答 今の制度では基準額が6,000円となった場合、
15％以上、
上がる。
問 厚生労働省から政策監、都から副市長を迎えている太
いパイプを生かして制度改正を提案してほしいがいかがか。
答 国と地方の給付と負担の在り方を要望している。
問 先生方の感染予防は、
成人式用のPCRキットを利用で
きないか伺う。
答 800セット確保しているが、濃厚接触者以外で市が必
要と判断した方に活用する。
問 修学旅行等の代替行事をどう考えているのか。
答 感染対策をし、
借上げバスで移動して教育活動を行う。

憲一（日本共産党）

1.超高齢社会に合わせ石畳道路改善を
2.実際に即した水害避難訓練を
3.五輪中止でコロナ収束全力を求めよ
問

満（フェアな市政）

1.令和3年度財政見通と今後について
2.第8期介護保険事業計画について
3.新型コロナと学校等の対応について

1.防災の助っ人活用について
2.ペットを飼えなくなった時の相談と
里親捜しについて
問
答
問
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超高齢社会の中、安全性を重視し石畳やタイル張りの
道路はアスファルト等に改善すべきではないか。
答 高齢者、障がい者をはじめ、すべての人が、円滑・安全
に利用できるよう、タイル貼り等をアスファルト舗装に
転換するなど総合的に検討していく。
問 令和３年度実施予定の水害避難訓練は、
「早めの避難」
「緊
急避難」
の双方を想定し、
避難先を周知するとともに実践
的な訓練にすべきではないか。
答 「早めの避難」
については避難人数の平準化のためニュー
タウン区域の避難所が有効と考える。聖蹟桜ヶ丘駅前の
指定緊急避難場所の周知はしっかりとおこなう。
問 ①ワクチンが間に合わない、
②国ごとに格差があり
「フェ
アな大会」にならない、③医療従事者を回す余裕はない、
などの理由で東京五輪開催
は現実的でない。少なくと
も再検討するよう、国に意
見を上げるべきではないか。
答 中止・延期を望む声を理
解する必要もあり、国民の
理解を得ることが重要と考
える。

春の議会報告会

〜今回はオンラインで配信中！～
多摩市議会では、市民の多様な意見を把握し意

思決定に反映すべく、春と秋の年2回の議会報告
会を実施しています。

今回は新型コロナウイルスの感染拡大の恐れが

あることから、対面での開催ではなく、動画の配信
により活動を報告させていただきます。

議会としての新型コロナへの対応や、各委員会

の2年間のテーマ、令和3年度予算審議について報
告しています。

動画はこちらから



多摩市議会基本条例の検証について

多摩市議会基本条例の検証について
多摩市議会基本条例とは
多摩市議会では、市民のみなさんにもっとよく見え、

特別委員会の中では、議員や議会内だけの議論にしな

わかりやすく、市民が参画できる議会に、そして合議機

いことを念頭に、市民の意識調査や、意見や提案を収集

関として市民と一緒に考えながらさらにしっかりと議

するための出前議会を開催するなどして議論を重ね、約

論ができる議会に改革していきたいと決意し、平成19年

2年半の検討を経て平成22年3月に多摩市議会基本条例

10月４日に、議会基本条例制定をめざす議会改革特別委

を制定しました。

員会を設置しました。

詳しくはこちらから

⇒

この条例では、
議会運営に関する次の基本的事項を定めています。
１．自治体の意思決定を担う議会の基本原則

４．討議による合意形成で創造的に意思決定する議会

２．市民とともに考え、行動する議会

５．議員の身分、待遇など

３．
二元代表制の一翼を担い責任を果たす議会

６．最高規範性及び見直し手続

施行10年を機に検証を実施
この条例の第25条では、
「議会はこの条例の目的が達成されているか否
かを議会運営委員会において検証する」としています。平成22年３月に議
会基本条例を制定し、施行してから10年が経過していることから、令和2
年９月に議会運営委員会において検証を開始し、令和３年の１月まで議論
を重ねました。

検証の結果
各条文について、
「A取組みは十分である」
、
「B概ねで
きている」、
「Cさらなる取組みが必要」
、
「D取組みが極め

営委員会としての統一評価を示せるよう協議をおこな
いました。

て不十分」の４段階で評価を行いました。その結果、評

また、評価の結果として各会派から指摘された「災害

価の割合はAが36％、Bが34％、Cが30％、Dが0％とな

時対応における条例への記載」及び「議会の決算評価」
「各

り、AとBを合計した全体の７割については概ね取組み

常任委員会における政策提案」に関しては、特に早急に

ができているという評価となりました。残りの３割に

対応すべき課題として次年度以降の議会運営委員会で

ついてはさらなる取組みが必要との評価となっています。

さらなる協議を行うこととしています。他にもさらな
る取組みが必要とされた項目や各会派から指摘された

さらなる取組みが必要と評価された主な項目には、議

項目について次年度以降の議会運営委員会で必要に応

会が積極的に条例の作成等を提案する「政策提案機能」
、

じ検討していくこととし、今回の検証を終了しました。

意見交換会などの開催により市民意見を聴取する「市民

なお、条例第25条第２項には、
「検証の結果、必要と認

への広報・説明責任・市民参

める場合は、この条例の改正を含め適切な措置を速やか

画」、委員会内での自由な討議

に講ずる」としているため、今回の検証の結果を踏まえ、

を指す「委員会における議員

議会運営委員会で必要と認める事項について、今後、さ

間討議」など、11の項目があ

らなる協議を行ってまいります。

りました。
この評価については、各会
派で意見の割れるものもあり
ましたが、検討の結果、議会運

検証評価結果はこちらから⇒
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健康福祉常任委員会
常任委員会の所管事務調査最終報告
大人のひきこもりについて
調査目的

内閣府の調査結果では、40歳以上 64 歳以下の、ひきこもり
状態にある方が約61万人いることが示されました。そのうち
57.4％が40歳以降にひきこもりを始めたことが明らかになっ
ています。
また、
いわゆる
「8050問題」も社会問題として報道されました。
ひきこもりの長期化と高齢化により、80代の親が50代の子の
世話をせざるを得ない家庭が増えているという問題であります。
内閣府の調査によると、中高年のひきこもりのうち自分自身
で生計を立てていると答えたのは30％弱。それ以外は約34％
が親、17％が配偶者、９％が生活保護などによって生計を立て

ているとあります。このまま放置すれば孤立死や衰弱死の問題、
生活困窮にもつながりかねないことが示されています。
ひきこもりは普段、目にしない存在であるため問題意識が薄
れますが、多摩市でも高齢化が進んでおり「8050問題」は喫緊
の課題であります。更なる支援を図るため所管事務調査としま
した。

所管事務調査とは

各常任委員会は、その委員会の担当している市の事務
（所管事務）について調査を行い、提言・提案などを行う
ことができます。

活動報告として

健康福祉常任委員会は、この2年間、一貫としてこのテーマを取り上げ動いてきました。
青少年自立援助センターや秋田県・藤里町への視察。多摩市の相談窓口である「しごと・く
らしサポートステーション」また「家族の会」との意見交換など、さまざま取組んでまいりま
した。2019年の予算決算特別委員会・分科会の選定テーマとしても「大人のひきこもり」を
取り上げました。
現状でも対応や相談機関の充実が図られてきましたが、調査結果から再度の確認の意味や
更なる拡充を期待し幾つか要望や提案をしました。
秋田県藤里町
「こみっと」を視察

今後に向けた行政への要望・提案事項

●ひきこもりに関する、しごと・くらしサポートステーション・永山ワー
クプラザ・家族の会・社会福祉協議会・保健所・都立多摩総合精神保健
福祉センターなどの関連機関との更なる連携強化
●しごと・くらしサポートステーションにおける医療との連携・協力
●しごと・くらしサポートステーションについて、ひきこもりに関する更な
る専門性や人員の強化について要検討。市民サポーター等も要検討
●就労・就労体験・軽作業・ボランティアなど、市内協力事業者等の開拓に
おける他部署の協力。永山ワークプラザとの連携強化
●「しごと・くらしサポートステーション」また「ひきこもり・就労に関する
支援」について住民向けに広く周知
●支援対象者の実態調査やニーズの把握
●対象者の早期発見に対応できるよう、関連機関との連携の強化
●
「8050問題」
については、
親亡き後や介護などのライフプランについて支援
●就労後の継続支援やフォロー
●ひきこもり家族会の周知や援助
●市職員のひきこもりに関する知識・認識を深める（研修・講演会参加など）
また一般市民への理解促進
●不登校の増加は長期のひきこもりへと移行することも多くあることから、
学校での不登校生徒への支援強化

しごと・くらしサポートステーション（ベルブ永山4階）

しごと・くらしサポートステーションとの意見交換

特集



常任委員会
２年間のテーマのまとめ

各委員会テーマのまとめ
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多摩市議会では、４つの委員会がそれぞれ
テーマを選定し、
調査・研究を行ってきました。

２年間の取組みのまとめをお知らせします。

総務常任委員会
「多摩市の魅力発信」
と
「市民の安心・安全」

陳情審査に参考人招致を実施

先進自治体を視察し、多摩市の魅力発信を進める「シティセールス」と、市民の

再審法（刑事訴訟法の再審規定）の改定への

安心・安全な
「防災のまちづくり」
を中心にすえた取組みを進め、提案を行ってき

意見書提出を求める陳情に対し、法務省から

ました。

の資料提出とともに、日弁連の再審法担当の

防災拠点としての市庁舎研究のために、庁舎建替えが行われた都内自治体に、

弁護士さんを参考人として招致し２時間にわ

建設に至る経緯についての資料を要請し、渋谷区、立川市、府中市、町田市から送

たる質疑で有意義な審査を行うことができま

付していただき、
今後計画されている多摩市庁舎建替えに対する貴重な研究資料

した。

となっています。

生活環境常任委員会
「廃プラスチック削減に向けて」
私たちの便利な暮らしを支えるプラスチックですが、
地球環境に及ぼす影響を
無視することはできません。私たち一人ひとりにさらなる環境への意識向上、環
境配慮行動が求められるとの問題意識のもと、調査研究などを重ねてきました。

2020年6月「気候非常事態宣言」
に向けた決議を提案
二酸化炭素削減、地球温暖化防止対策への
実効性を高めるためには、廃プラスチックの

「ゼロ・ウエイスト宣言」をしている徳島県上勝町への行政視察では資源45分別

発生抑制や生物多様性に対する取組みも必要

を実施している事例にも学び、
市民の理解と協力が必要不可欠であることを実感

であるとする決議（2020年3月議会）を提案

してきました。委員会ではごみ減量啓発情報誌「ACTA」紙面の工夫、エコショッ

し、市長と市議会議長連署による気候非常事

プ認定制度の見直し、
リユース食器の利用拡大などへの着実な取組み、また、
ペッ

態宣言に結びつけることができました。

トボトルの削減には市内にウォータースタンドを配置する工夫等提案しました。

子ども教育常任委員会
「妊娠期から18歳まで切れ目のない支援」
を
今期の調査を進めるにあたり、まずは妊娠期の段階から、

子育てが楽しいと思える街にするために
保護者の育児意識を高め、育児参加を支援する取組みを推進

市内の妊婦さん達を市の支援と繋げることが重要と考えま

すべきであり、特に、子育て中のパパ（父親）の育児参加の支援を

した。 多摩市では「ゆりかご TAMA」事業を実施していま

訴えました。

すが、母子手帳配付時の工夫等、さらに妊婦面接率を高める
べきです。

多摩市では、令和2年度から子育て世代包括支援センター事業
が開始され、健康センターを中心に、地域子育て支援拠点施設や

保護者の方に、様々な子育て情報を知っていただく事が重

保育園等が連携協力して、切れ目のない支援の実現を目指してい

要であることから、SNSの活用を提案し、子育て情報を気軽に

ます。多摩市の子育て支援の更なる充実には、このような、子ど

受け取れる「にゃんとも子育てLINE」
の運用が開始されました。

もに関わる諸機関の緊密な連携が重要であり、
今後に期待します。
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議案等審議状況

たま市議会だより

議 案 の

No.229 令和３年（2021年）５月５日号

市民活動・交流センターの管理・運営は利用者や地域のつながりづくりを
見据えた提案を行った指定管理者に

A

TAM

可決

第 17 号議案 多摩市立市民活動・交流センター及び
多摩市立多摩ふるさと資料館の指定管理者の指定について

議案の内容

旧北貝取小学校跡地に設置され、
令和４年４月に

IKAI

SHIG

確認したこと・要望したこと

・指 定管理者に対する公募時の要求水準の提案事

した
「お祭り」事業が大変魅力的であった。その

行う指定管理者の指定について、地方自治法第244

ような民間の発想を持った提案に対して、
その実

条の規定に基づき、
議会の議決を求める議案である。

現に向けて市も一緒に考えていく姿勢である。

本指定管理者の公募に応じた２者について、
市民と

専門家を交えた指定管理者選定審査会の審査結果
を踏まえ、
実績と提案内容の優れていた
「多摩コミュ

ニティパートナーズ」
を選定した。指定期間は令和

３年７月１日から令和７年３月31日までの３年９
月としている。

A

TAM

一定金額以上の所得者を対象に介護保険料を引き上げます
第 29 号議案

議案の内容

国の介護保険法施行令及び施行規則の改正と、
第

画に基づき、
令和３年度から５年度分の１号被保険
者
（65歳以上）
の保険料率の区分を改正し、
一定金額

以上の所得者を対象に保険料率の引き上げを行う
など。

・一 定金額以下の所得者の保険料率を変えないた

めに、介護給付準備基金の残高７～８億円
（年度
末見込み額）
のうち、
約５億円を取り崩す。

・今 後の保険料率を引き上げないための取組みと

して、
健幸まちづくりによる高齢者の健康づくり
を進めることにより介護サービスの利用額を減
らし、
保険料の軽減を図っていく。

提出した意見書

意見書は、市の公益に関することについて、多摩市議会として国や東京
都に意見を表明するものです。
全文は、多摩市議会ウェブサイトでご覧ください。
概要

暴力で政権を転覆させたミャンマー軍によるクーデターに対し、国際
社会と協調しながら、適切な対応を日本政府に要望するものである。

令和3年度一般会計
補正予算を審議しました
記念となる日に思い出を

SHIG

確認したこと・要望したこと

８期多摩市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

件名
ミャンマーの軍事クーデター
を憂慮し早期の民政復帰を求
める意見書

可決
IKAI

多摩市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

総務費

提出先

内閣総理大臣
内閣官房長官
外務大臣

新型コロナウイルスワクチン接種費用や、出産応援などの子育て支援策を中心に
12億2887万3000円増額した令和3年度補正予算（第1号）を定例会最終日に審議
しました。これにより令和3年度一般会計予算の総額は642億5887万3000円と
なりました。
戸籍住民基本台帳費

出生・婚姻届を提出された方に受理証明書やフォルダ等の記念
品をお渡しするという事業に対し、
「これまでのコロナ禍で慶事を
十分に祝うことが出来なかった方にも記念品を渡すことはできな
いだろうか」といった要望が出されました。また、
「事業の目的と
してシティセールスの側面を持つものであるが、その効果の見え
づらさが懸念される。過去の類似事業の検証を踏まえ、効果測定
を行うべき」といった指摘もありました。

ギフトで子育て応援

衛生費

母子保健事業

出産を終えた方の3-4か月の妊婦面接時に、多摩市からの応援ギ
フトを支給する事業です。質疑により、経済的な応援のほか、妊婦
面接による孤立化予防も目的としていることがわかりました。
市の子育てを応援していく姿勢を明確にし効果的な発信を行う
べきとの声に対しては、担当部署のみではなく全庁を挙げて表明
していくとの答弁がありました。

月議会で話し合い、
決まったこと。主な内容の経過と結果をお知らせします。

としての事業」の項目に対して、本事業者が提案

及び、
併設する
「多摩ふるさと資料館」
の施設管理を

議
３

項にある
「地域や利用団体同士のつながりづくり

開館予定の
「市民活動・交流センター」の管理運営

深



審議結果

審議結果

－令和３年第１回定例会－

市長提出議案
議員提出議案

全員一致で決定した議案

37件
１件

委員会提出議案
陳情

15

２件
５件

市長提出議案
・多摩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する
【原案可決】
条例の一部改正
・令和２年度多摩市一般会計補正予算（第９号）
・多摩市指定地域密着型サービス基準条例の一部改正
・令和２年度多摩市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）
・多摩市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防
・令和２年度多摩市介護保険特別会計補正予算（第５号）
支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関
・令和２年度多摩市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）
する条例の一部改正
・令和２年度多摩市下水道事業会計補正予算（第５号）
・多摩市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の一部改正
・令和３年度多摩市国民健康保険特別会計予算
・多摩市営住宅条例の一部改正
・令和３年度多摩市介護保険特別会計予算
・令和２年度多摩市一般会計補正予算（第 10 号）
・令和３年度多摩市後期高齢者医療特別会計予算
・令和２年度多摩市下水道事業会計補正予算（第６号）
・令和３年度多摩市下水道事業会計予算
・令和３年度多摩市一般会計補正予算（第１号）
・総合事務管理システム用 14 インチノートパソコン購入契約の締結 【同意】
・テレワーク用パソコン購入契約の締結
・多摩市総合オンブズマンの委嘱同意
・市道路線の廃止
・多摩市農業委員会委員の任命同意
・多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
・人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めること
に関する条例の一部改正
・多摩市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定
委員会提出議案
・多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部 【原案可決】
改正
・携帯電話等基地局設置に関する要請書
・中小企業事業資金貸付けあっせんに関する条例の一部改正
・多摩市議会会議規則の一部改正
・多摩市立老人福祉館条例の一部改正
・社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例の一部
議員提出議案
改正
【原案可決】
・多摩市国民健康保険条例の一部改正
・ミャンマーの軍事クーデターを憂慮し早期の民政復帰を求める意
・多摩市介護保険条例の一部改正
見書

意見の分かれた議案・陳情
議

案

名

新

共

公

フ

ネ・社

元

飛

結果

令和３年度多摩市一般会計予算

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

原案可決

多摩市立中央図書館建設工事の請負契約の締結

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

原案可決

多摩市立中央図書館建設に伴う電気設備工事の請負契約の締結

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

原案可決

多摩市立中央図書館建設に伴う給排水衛生設備工事の請負契約の締結

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

原案可決

多摩市立中央図書館建設に伴う空気調和設備工事の請負契約の締結

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

原案可決

多摩市立市民活動・交流センター及び多摩市立多摩ふるさと資料館の指
定管理者の指定

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

原案可決

ボランティア団体の活動場所の確保を求める陳情

△

〇

△

〇

△

△

趣旨採択

再審法
（刑事訴訟法の再審規定）
の改正を求める意見書を国会・政府に提
出することを求める陳情

〇(いぢち)
△

△

〇

△

〇

〇

△

△

趣旨採択

日本医科大学永山病院の移転・建替えに関する陳情

×

〇

×

〇

〇

×

×

不採択

安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康をまもるための意
見書の提出に関する陳情

×

〇

×

〇

〇

×

×

不採択

△

×

△

△

×

△

△

趣旨採択

災害時災害救護活動を行う
（公社）
東京都柔道整復師会南多摩支部所属柔
道整復師への新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する陳情

新＝新政会
（７人）
、
共＝日本共産党（５人）、公＝公明党（５人）、フ＝フェアな市政（４人）、ネ・社：ネット社民の会（３人）、元：元気な多摩をつくる会（１人）
、
飛＝飛翔
（１人）
※新政会の会派人数は７人ですが、採決は藤原マサノリ議長を除いた６人で行います。○：可決・採択
△：趣旨採択
×：否決・不採択

調査を終了した所管事務調査案件
・大人のひきこもりについて

たま市議会だより

16

コロナ禍における多摩市議会の取組み
多摩市議会災害対策連絡会を設置し、様々な対応を協議
新型コロナウイルス感染症拡大により、令和2年4月には緊急事態宣言が発出され、不要不急の外出が制限されるなど、個人

ない「我慢」
の生活が続き、
困窮する市民が増加し、
国、東京都、多摩市の早急かつ的確な対応が望まれています。

市の設置する「災害対策本部」との情報共有を図り、日ごろからの議員活動を生かして市民の声を集め、市の対策に活かすよう
議論し、
約130項目以上の質疑、
要望、
提案を市に対して行ってきました。

議長
藤原 マサノリ

使命ととらえ、
議会運営を心掛けました。
現在進められているワクチン接種は、

先の見えない戦いの中で見えた一筋の光ではありますが、
現状を考えると決して予断を許さない状況が当面は続くこ
とが予想されます。したがって、
今後も気を緩めることなく、
状況変化に機動的に対応してまいります。

令和３年第２回臨時会は５月11日です
令和３年
月

7

第２回多摩市議会定例会
（予定）
6/1

火

8

14

9

15
総務

20

21
議会運営
委員会

27

28

木

10

22
休会日

金

5

子ども教育
24

土

問題となっています。このコロナ禍で深刻化した問題につ
いて、議員の有志で構成される「多摩市議会

女性の健康応

援隊」では喫緊の課題ととらえ、解決のために以下の5つの
要望を市長に提出しました。
１．防災備蓄品を活用し、生理用品を生活に困窮する
方へ配布
２．学校や公共施設のトイレに生理用品を設置
３．子どもが声を上げやすい教育現場の対応
４．困難を抱える女性が相談しやすい環境づくり
５．必要な支援が受けられる情報発信
要望を受けた市は、翌日に防災倉庫の備蓄品を利用し、小
中学校の個室トイレや保健室で無償配布する取組みを開始

11

17

生活環境
23

4

12

本会議
（議案等審議）

休会日

16
常任委員会

健康福祉

29

3

本会議
（行政報告等・一般質問）

本会議
休会日
（一般質問）
13

水

2

金銭的な事情や、親のネグレクトにより買ってもらえな
いなど、生理用品の入手が困難になる「生理の貧困」が社会

18

しました。

19

代表者会議
25

26

本会議
（議案等審議）
30

市長に要望書を渡す「多摩市議会

女性の健康応援隊」

※目の不自由な方へ、
たま市議会だよりを音訳したＣＤ「声のたま市議会だより
（デイジー版）
」
を発行しています （一部のパソコンでも再生可）。
申し込みは多摩市議会事務局 ☎０４２−３３８−６８９０へ

多摩市議会

行うべき施策を共に考え、
決定することが

〜女性の健康応援隊が要望し、
実現〜

発行

守るための市の業務を止めることなく、
今

小中学校の女子トイレで生理用品を配布

たま市議会だより編集会議

関連する市の事業

・ た ま 広 報 に て 特 集 ・オンライン上で課題の ・介護保険事業所・障害福祉 ・ 融資等に必要な証明書発行手数料
の無料化
（4月）
サービス事業所への事業継
受け渡しや管理をする
を継続的に掲載（令
・ 持続化給付金等の申請サポート会
続応援金の給付
（6月）
ためのウェブサービス
和 2 年 3 月 20 日 号
場を設置
（5月）
・介護保険事業所・障害福祉
の導入
（5月）
以降随時）
サービス事業所等感染拡大 ・ 小規模店舗等における下水道使用
（5月）
・ た ま 広 報 か わ ら 版 ・電子教材の導入
料を実質無料化
（6月）
防止対策給付金の給付
（6月）
の発行開始
（10月）
。 ・ 家庭学習用モバイル
ルータ等貸与の仕組み ・子ども関連施設における感 ・がんばろう事業者応援支援金（6月）
・健康2次被害を防ぐ
染症対策経費の補助
（6月） ・勤労者福祉対策
を導入
（6月）
ための啓発を実施
・店舗における予防策経費支援（7月）
（6月）
。

昨年の緊急事態宣言発出時は、感染拡

6

中小企業・個人事業主向けを含む
市内事業者への支援を

編集

緊急事態宣言下（4月）の
介護、保育、学童保育へ感染症
格差の無い小中学校の
対策経費の補填を
オンライン学習の拡充を

高齢者にもわかり
やすい情報発信を

大の影響が見通せない中、
市民のくらしを

日

５

月５日号

議会から
市への
要望事項

３
（2021）
年


このような中で多摩市議会は、令和2年2月21日に立ち上げた「多摩市議会災害対策連絡会」を、延べ30回以上にわたり開催し、

令和

の生活や企業活動等にも大きな影響を受けることとなりました。いわゆる「コロナ禍」と言われる状況が続く中で、先の見え

No.
229

