
多摩区 

多摩区

地域の課題解決に向けた主要な取組

地域資源を活用した賑わいと魅力あるまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○観光振興・タウン
プロモーション推
進事業 

●広報物・ホームページ
等による地域資源のＰＲ 

●区民との協働による地
域観光の活性化の支援 

●都市間交流の推進 

●区民自らが区の魅力を
発信する取組の実施 

●区内を周遊し、区の魅
力を発見する取組の実施 

●地域のアイデア・ニー
ズの具現化（H27:3 件） 

●広報物・ホームページ
等による地域資源のＰＲ 

●区民との協働による地
域観光の活性化の支援 

●都市間交流の推進 

●区民自らが区の魅力を
発信する取組の実施 

●区内を周遊し、区の魅
力を発見する取組の実施 

●地域のアイデア・ニー
ズの具現化（1件以上） 

●成果指標に基づく効果
検証の実施 

●藤子・Ｆ・不二雄ミュ
ージアム開館 5 周年と連
携した地域活性化の取組
の実施 

●効果検証に基づく取組
の実施 

事業推進 

○音楽による区の
魅力発信・地域交流
創出事業 

●たま音楽祭の開催 
（H27.12 開催） 

●生田緑地★星空コンサ
ートの開催 
（H27.9 開催） 

●たまアトリウムコンサ
ートの開催 
（H27:4 回） 

●たま音楽祭の開催 
（H28.12 開催予定） 

●生田緑地★星空コンサ
ートの開催 
（H28.9 開催予定） 

●たまアトリウムコンサ
ートの開催 
（4回） 

●日本民家園開園 50 周
年に関連した取組の実施 

事業推進 

○多摩区スポーツ
フェスタ事業 

●「多摩区スポーツフェ
スタ」の開催 
（H28.3 開催） 

●区内地域団体、スポー
ツ団体等で構成する実行
委員会による企画・運営 

●「多摩区スポーツフェ
スタ」の開催 
（H29.3 開催予定） 

●区内地域団体、スポー
ツ団体等で構成する実行
委員会による企画・運営 

●東京 2020 オリンピッ
ク･パラリンピックに向
けた取組の検討・実施 

●東京 2020 オリンピッ
ク･パラリンピックに向
けた取組の実施 

事業推進 

○登戸・向ヶ丘遊園
駅周辺地区賑わい
継承事業 

●「賑わい継承事業基本
方針」の検討、策定 

●区画整理区域内での定
点撮影の実施 

●写真の募集、デジタル
アーカイブの実施 

●基本方針に基づく取組
の実施 

●区画整理区域内での定
点撮影の実施 

●写真の募集、デジタル
アーカイブの実施 

●ホームページによる情
報発信の準備、試行実施 

●賑わいを継承する取組
の検討 

●ホームページによる情
報発信の本格実施 

●賑わいを継承する取組
のモデル実施・検証 

事業推進 

多様な主体と協働して
「ピクニックタウン多摩
区」の取組や地域資
源のＰＲを進め、タウ
ンイメージの向上を図
ります。 

「たま音楽祭」や「生田
緑地★星空コンサー
ト」を開催し、まちの賑
わいや地域交流の活
性化を推進します。 

誰もが気軽にスポーツ
を楽しむことができる
機会を提供し、地域住
民の交流、地域の活
性化を進めます。

区画整理事業推進中
のまちの姿を記録する
とともに、歴史を留め
る写真などの収集、保
存、活用に取り組みま
す。 



多摩区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

多摩区エコロジー
ライフ事業 

●緑のカーテン大作戦の
実施 

●夏休み！多摩区エコフ
ェスタ、パネル展の開催 

（H27.8 開催） 

●リユース食器貸出によ
る３Ｒの普及啓発の実施 

●市民活動団体と協働
で、使用済みてんぷら油
の回収を実施 

●緑のカーテン大作戦の
実施 

●夏休み！多摩区エコフ
ェスタ、パネル展の開催 

（H28.8 開催予定） 

●リユース食器貸出によ
る３Ｒの普及啓発の実施 

●市民活動団体と協働
で、使用済みてんぷら油
の回収を実施 

事業推進 

水辺の愛護活動事
業 

●二ヶ領用水の清掃・愛
護活動の実施 

●二ヶ領用水の清掃・愛
護活動の実施 

事業推進 

自然体験のつどい
実施事業 

●自然体験のつどいの企
画・運営 

●自然体験のつどいの企
画・運営 

事業推進 

多摩川環境啓発展
示事業 

●季節に応じた展示パネ
ルの作成・掲出 

●水槽の維持管理 

●季節に応じた展示パネ
ルの掲出 

●水槽の維持管理 

事業推進 

多摩まちかど祭開
催事業 

●区民祭会場における多
摩まちかど祭の企画・運
営 

●区民祭会場における多
摩まちかど祭の企画・運
営 

事業推進 

区民祭開催経費 ●多摩区民祭の企画・運
営 

●多摩区民祭の企画・運
営 

事業推進 

区民との協働により、
家庭で取り組めるエコ
ロジー活動などの地
球温暖化緩和策を推
進します。 

町内会・自治会や学
校等と協働して二ヶ領
用水の清掃・愛護活
動を行い、緑豊かな水
辺空間づくりと、区民
の環境愛護活動を推
進します。 

生田緑地を中心とした
身近にある森で自然
体験プログラムを実施
し、自然の豊かさや大
切さを学び、感じられ
る機会を提供します。 

多摩川に生息する淡
水魚等を多摩区総合
庁舎アトリウムで飼育
展示し、多摩川への愛
着を深め、環境意識
の啓発を図ります。 

区民祭の会場で、文
化芸術の発信、交流、
鑑賞の場となるステー
ジショーを開催し、区
民相互のふれあいと
地域の活性化を目指
します。

区民一人ひとりが担い
手となれる区民祭を開
催し、心温かい地域コ
ミュニティをつくり、暮
らしやすい快適なまち
づくりを推進します。 



多摩区 

局と連携した取組 取組内容 

○地域のスポーツ資

源を活用したまちづ

くりの推進 

地域のスポーツ資源を活用し、スポーツに親しみ、楽しむ機会を提供するとともに、スポーツ活
動を通じた仲間づくりや区民同士の交流を図るなど、スポーツを通じた魅力あるまちづくりを推
進します。 

多摩川プラン推進事業 

（建設緑政局） 

重点プロジェクトの 1つである「多摩川の風景とともに歩むプロ
ジェクト」として、サイクリングコースの連続性を確保するため、
多摩区布田地区から稲城市までの延伸整備を行うとともに、自転
車と歩行者が安全に利用できるよう、通行方法について利用者に
周知します。 

浄水場用地の有効利用

事業 

（上下水道局） 

生田浄水場用地の一部について、将来の更新用地として活用する
までの間、有効利用を図るため、「環境への配慮」と「地域のま
ちづくりに貢献」の 2つの基本的な考え方に基づき、平成 31 年
度以降の供用開始に向けて、緑豊かな親水広場や多目的広場、ス
ポーツ広場などの整備に取り組みます。 

災害に強く安全で安心できるまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○市民防災活動支
援事業 

●自主防災組織、避難所
運営会議が主催する各種
訓練への支援の実施 

●訓練未実施組織への支
援の実施（H27:5 回） 

●防災リーダー育成研修
の実施（H28.1 開催） 

●防災セミナー、防災フ
ェアの開催 
（H27.12 開催） 

●自主防災組織、避難所
運営会議が主催する各種
訓練への支援の実施 

●訓練未実施組織への支
援の実施（5回以上） 

●防災リーダー育成研修
の実施（H28.11 開催予
定）

●防災セミナー、防災フ
ェアの開催 
（H28.12 開催予定） 

●安全で安心なまちづく
りに関する新たなイベン
トの開催 

事業推進 

○多摩区危機管理
事業 

●区本部訓練、職員参集
訓練、情報伝達訓練の実
施 

●土砂災害警戒区域等へ
の土砂災害対策、雪害対
策の実施 

●多摩区防災連絡会議の
開催（H27.7 開催） 

●「（仮称）多摩区防災基
本方針」の検討、策定 

●区本部訓練、職員参集
訓練、情報伝達訓練の実
施 

●土砂災害警戒区域等へ
の土砂災害対策、雪害対
策の実施 

●多摩区防災連絡会議の
開催（H28.5 開催予定） 

●「（仮称）多摩区防災基
本方針」に基づく取組の
推進 

事業推進 

○多摩区安全・安心
まちづくり事業 

●防犯セミナーの開催 
（H28.1 開催） 

●パトロール支援の実施 

●メール配信システム利
用促進の実施 

●防犯セミナーの開催 
（H28.12 開催予定） 

●パトロール支援の実施 

●メール配信システム利
用促進の実施 

●安全で安心なまちづく
りに関する新たなイベン
トの開催 

事業推進 

○自転車利用マナ
ーアップ促進事業 

●スケアードストレート
方式の交通安全教室の開
催（H27:3 回） 

●小学生から募集した交
通安全標語を活用した啓
発の実施 

●高齢者向け交通安全教
室の開催 
（H27:2 回） 

●スケアードストレート
方式の交通安全教室の開
催（3回以上） 

●小学生から募集した交
通安全標語を活用した啓
発の実施 

●高齢者向け交通安全教
室の開催 
（3回以上） 

事業推進 

地域防災活動の中心
的な役割を担う自主防
災組織への支援を行
い、地域の防災力の
向上を図ります。 

多摩区防災連絡会議
を通じて関係機関との
連携を強化するなど、
区全体の総合的な危
機管理機能の向上を
図ります。 

地域、警察、消防と連
携し、防犯や交通事故
抑止に取り組み、安全
で安心して生活できる
まちづくりを推進しま
す。 

スケアードストレート方
式の交通安全教室の
開催など、幅広い年代
に対して交通安全意
識の定着を図る取組
を推進します。 



多摩区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

多摩区動物愛護推
進事業 

●「いのちの授業」の実
施（H26:2 校、H27:3 校） 

●「動物愛護フェア in
たま区」の実施 
（H26.9、H27.9 実施） 

●「ペットの適正飼養セ
ミナー」の実施 
（H26:ペットの防災、
H27：老齢ペットとの暮ら
し方と終生飼養） 

●「いのちの授業」を区
内小学校授業内で実施 
（3校以上） 

●「動物愛護フェア in
たま区」の実施 
（H28.9 実施予定） 

●「ペットの適正飼養セ
ミナー」の実施 

（H29.2 実施予定） 

事業推進 

たまっ子を区民みんなで育てるまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○多摩区子ども総
合支援連携事業 

●関係機関・団体と連携
した取組の実施 

●多摩区こども総合支援
連携会議の開催 
（H27:3 回） 

●地域会議「たまっ子育
成会議」の開催 
（H27:3 地域各1回） 

●多摩区子育て支援事業
の調査・分析の実施 

●関係機関・団体と連携
した取組の実施 

●子ども・子育て関連ネ
ットワーク会議の開催に
よる情報共有と連携の推
進 

事業推進 

○多摩区幼・保・小
連携事業 

●職員の相互理解、連
携・交流を図るため連絡
会の開催 
（H27:4 回） 

●幼児・児童の交流活動
の推進 

●授業・行事参観、情報
交換会の実施 

●保育実習研修の実施 

●職員の相互理解、連
携・交流を図るため連絡
会の開催 
（3回以上） 

●幼児・児童の交流活動
の推進 

●授業・行事参観、情報
交換会の実施 

●保育実習研修の実施 

事業推進 

○公立保育所の地
域支援推進事業  

●保育体験等の地域への
子育て支援事業の実施 

●民間保育所等との連
携・支援・交流の実施（専
門職の会議開催、調理業
務研修・あおぞら保育の
実施(H27:6 か所)） 

●公民保育所等の人材育
成（職員及び子育て支援
者向け研修等の実施）  

●保育体験等の地域への
子育て支援事業の実施 

●民間保育所等との連
携・支援・交流の実施（専
門職の会議開催、調理業
務研修・あおぞら保育の
実施(6か所)） 

●公民保育所等の人材育
成（職員及び子育て支援
者向け研修等の実施） 

●民間保育所等との連
携・支援・交流の実施（専
門職の会議開催、調理業
務研修・あおぞら保育の
実施(6 か所)、取組の検
証） 

事業推進 

○多摩区こどもの
外遊び事業 

●地域理解促進事業の実
施 

●人材育成・交流事業の
実施 

●地域外遊び活動の支援
の実施 

●「こどもの外遊び」の
開催（H27:3 回） 

●地域理解促進事業（広
報パンフレットの作成・
配布等）の実施 

●人材育成・交流事業の
実施 

●地域資源を活かした地
域外遊び活動の支援の実
施（広報支援、物品貸出、
スタッフ派遣等） 

事業推進 

子ども・子育て支援団
体や関係機関と協力・
協働し、地域全体で子
ども・子育て支援の取
組を推進します。 

幼稚園・保育所･小学
校が連携を図り、一人
ひとりの子どもの育ち
や成長を一体的に
支援し、小学校へのス
ムーズな入学を促しま
す。 

地域の子育て支援や
公民保育所の交流・
連携・人材育成などに
取り組み、保育の質の
向上を図ります。 

公園や広場など、身近
な環境の中で、子ども
の創造力と社会性を
培う「こどもの外遊び」
を推進します。 

小学校低学年向けの
「いのちの授業」や、
「どうぶつ愛護フェア」
を開催し、人と動物が
共生する潤いのあるま
ちづくりを推進します。 



多摩区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○地域子育て交流
支援事業 

●地域サロンの開催（区
内 4か所） 

●保育士・ボランティア
の配置による各種健診・
相談サポート体制の充実 

●地域サロンの開催（区
内 4か所） 

●保育士・ボランティア
の配置による各種健診・
相談サポート体制の充実 

事業推進 

○幼児の発達支援
事業 

●健診後フォロー教室の
開催 

●心理相談員による個別
相談の実施 

●健診後フォロー教室の
開催 

●心理相談員による個別
相談の実施 

●乳幼児健診の再構築に
よる事業の効果検証と見
直し 

事業推進 

たまたま子育てま
つり開催事業 

●たまたま子育てまつり
の開催（H27.9 開催） 

●地域の子育て支援団
体・関係機関との協働・
連携による企画実施と総
合的な子育て情報の発信 

●地域で支えあう子育て
環境の形成促進 

●子育て支援を通じた地
域間・世代間交流 

●たまたま子育てまつり
の開催（H28.9 開催予定） 

●地域の子育て支援団
体・関係機関との協働・
連携による企画実施と総
合的な子育て情報の発信 

●地域で支えあう子育て
環境の形成促進 

●子育て支援を通じた地
域間・世代間交流 

●効果検証に基づく改
善・新たな取組の実施

事業推進 

子ども･子育て講演
会等事業 

●概ね 2～3 歳の児童を
家庭で保育している親を
対象とした「親と子の育
児園」事業の実施 
（6回×2コース、3会場） 

●保護者の育児不安の軽
減や、地域の子育てへの
理解促進、子育て支援者
のスキルアップ等を目的
とした子ども・子育てに
関する講演会の開催 
（H27:3 回） 

●概ね 2～3 歳の児童を
家庭で保育している親を
対象とした「親と子の育
児園」事業の実施 
（12 回×1 コース、2 会
場予定） 

●保護者の育児不安の軽
減や、地域の子育てへの
理解促進、子育て支援者
のスキルアップ等を目的
とした子ども・子育てに
関する講演会の実施 
（3回） 

事業推進 

親と子の集いの場
づくり事業 

●家庭で保育している親
子を対象とした「ママと
あそぼうパパもね」事業
の実施 
（H27:4 地区×10回） 

●乳幼児の子育てサーク
ル、子育て支援団体・機
関、認可外保育施設等を
対象とした遊具の貸出し 

●家庭で保育している親
子を対象とした「ママと
あそぼうパパもね」事業
の実施 
（H28:3 地区×10回） 

●乳幼児の子育てサーク
ル、子育て支援団体・機
関、認可外保育施設等を
対象とした遊具の貸出し 

事業推進 

子育て支援者養成
事業 

●地域ぐるみで子ども・
子育てを見守り、支援す
る支援者の養成 

●子育て支援者養成講座
の実施 
（1コース） 

●地域での活動実習（見
学参加体験・活動実習）
の実施 

●地域ぐるみで子ども・
子育てを見守り、支援す
る支援者の養成 

●子育て支援者養成講座
の実施 
（1コース） 

●地域での活動実習（見
学参加体験・活動実習）
の実施 

事業推進 

子育て中の親子が気
軽に集まれる場を提
供するなど、子育ての
不安感や負担を相談
できる環境の充実を図
ります。 

心理相談員による個
別相談を実施するな
ど、発達に不安がある
幼児の支援と保護者
の不安感・負担感の
軽減を図ります。 

子育て支援に関心の
ある人を対象とした講
座を開催し、地域の子
育て支援者を養成しま
す。 

子育て支援団体等と
の協働により、親子で
学び・遊べる場の提供
や子育て相談、情報
提供などを行う子育て
祭りを開催します。 

子ども・子育てに関す
る学習・交流の機会を
提供し、保護者の育児
不安軽減や子育てへ
の地域理解の促進、
子育て支援者のスキ
ルアップを図ります。

家庭で保育している就
学前の親子を主な対
象に、子どもが安全に
遊べる場づくりに取り
組み、地域の子育て
支援環境の充実を図
ります。 



多摩区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

多摩区子育て支援
パスポート事業 

●妊娠中から 18 歳まで
の子育て家庭の経済的負
担の軽減を目的としたパ
スポートカードの発行 
（年間約 2000 件） 

●声かけ見守りによる地
域コミュニケーションの
向上 

●たまたま子育てまつり
における普及啓発抽選会
の実施 

●妊娠中から 18 歳まで
の子育て家庭の経済的負
担の軽減を目的としたパ
スポートカードの発行 
（年間約 2000 件） 

●声かけ見守りによる地
域コミュニケーションの
向上 

●たまたま子育てまつり
における普及啓発抽選会
の実施 

事業推進 

多摩区こども･子育
て情報収集･発信事
業 

●多様な情報提供による
親の育児不安の軽減及び
地域子育て支援体制へつ
なげる機会の提供 

●子育て情報ブックやリ
ーフレット等の発行・配
布 

●ホームページ「多摩区
子育て WEB」、フェイスブ
ック等での情報発信 

●多様な情報提供による
親の育児不安の軽減及び
地域子育て支援体制へつ
なげる機会の提供 

●子育て情報ブックや、
リーフレット等の発行・
配布 

●ホームページ「多摩区
子育て WEB」、フェイスブ
ック、子育てアプリ等で
の情報発信 

事業推進 

すこやかに安心して暮らせる地域福祉・健康のまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○多摩区地域包括
ケアシステム推進
事業 

●地域福祉に関わりのな
い市民の意識を高めるイ
ベントの開催 

●情報共有と活動の活性
化を目的としたワークシ
ョップの開催 
（H27:2 回） 

●小学生に対する認知症
サポーター養成講座等の
開催 
（H27:7 校） 

●地域包括ケアシステム
地域資源調査及びモデル
事業の実施 

●地域包括ケアシステム
周知を目的とした公開講
座の開催及び啓発物の作
成・配布 

●小・中学生に対する認
知症サポーター養成講座
等の開催（小学校 14校、
中学校試行 2校以上） 

事業推進 

○健康づくり推進
事業 

●多摩区健康フェスタの
開催（H27.9 開催） 

●地域資源を活かした食
育イベントの開催 
（H27.10 開催） 

●思春期の食育の実施 

●区民向け食育講演会の
開催（H28.2 開催） 

●多摩区健康フェスタの
開催（H28.9 開催予定） 

●地域資源を活かした食
育イベントの開催 
（H28.8 開催予定） 

●思春期の食育の実施 

●区民向け食育講演会の
開催（H29.2 開催予定） 

事業推進 

○パサージュ・たま
開催事業 

●多摩区総合庁舎アトリ
ウムを利用した「パサー
ジュ・たま」の開催 
（H27:11 回） 

●チラシ等を使った広報
及び普及啓発の実施 

●多摩区総合庁舎アトリ
ウムを利用した「パサー
ジュ・たま」の開催 
（11回） 

●チラシ等を使った広報
及び普及啓発の実施 

事業推進 

地域包括ケアシステ
ムの土台づくりとして、
共生の意識の醸成
や、地域資源・ニーズ
の把握、認知症サポ
ーターの養成などに取
り組みます。

「多摩区健康フェスタ」
や中学生を対象とした
食育講演会を開催す
るなど、健康寿命の延
伸や食育の推進を図
ります。 

多摩区総合庁舎アトリ
ウムで、障害者団体
や作業所等の活動紹
介、作業実演、展示販
売等を行い、障害福祉
への理解と関心を促
進します。 

区商店街連合会との
協働により、子育て家
庭を対象として、協賛
店利用時に特典が受
けられるパスポートカ
ードを発行します。 

子育て情報ブックやホ
ームページ、掲示板な
どにより、子育てに関
するさまざまな情報を
提供します。 



多摩区 

事業名

現状 事業内容・目標

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

精神保健普及啓発
事業 

●メンタルヘルスに関す
る講演会の開催 
（H28.3 開催） 

●精神保健福祉連絡会議
の開催（H27:4 回） 

●メンタルヘルスに関す
る講演会の開催 
（H29.2 開催予定） 

●精神保健福祉連絡会議
の開催（4回以上） 

事業推進 

市民自治を一層進める地域人材によるまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○多摩区地域人材
育成事業 

●地域人材・市民活動団
体の登録の実施 
（H27 登録数:8件） 

●各種研修の実施 

●市民活動・生涯学習活
動相談ボランティア養成
講座の開催 

●地域人材・市民活動団
体の登録の実施 

●各種研修の実施 

●市民活動・生涯学習活
動相談ボランティア養成
講座の開催 

●「多摩区地域人材育成
基本方針」の見直し及び
次期実施計画の策定 

事業推進 

○多摩区・３大学連
携事業 

●地域課題の解決に向け
た取組を推進する大学・
地域連携事業の実施 

●3 大学知的探訪（公開
講座・キャンパスツアー
等）の実施 

●3 大学コンサートの開
催（H27.11 開催） 

●3 大学との協定締結 10
周年事業の実施 

●生田緑地エントランス
スポットの維持管理 

●地域課題の解決に向け
た取組を推進する大学・
地域連携事業の実施 

●3 大学知的探訪（公開
講座・キャンパスツアー
等）の実施 

●3 大学コンサートの開
催（H28.10 開催予定） 

●生田緑地エントランス
スポットの維持管理 

●区内在学の大学生に区
への愛着を深めてもらう
取組である、第 2 のふる
さと事業の基本方針の検
討、策定 

●「第 2 のふるさと事業
基本方針」に基づく取組
の試行実施 

事業推進 

○区民との協働に
よるまちづくり活
動実践事業 

●まちの課題を解決する
プロジェクト活動の実施 

●市民活動団体の支援に
つながる中間支援的活動
の実施 

●まちの課題を解決する
プロジェクト活動の実施 

●市民活動団体の支援に
つながる中間支援的活動
の実施 

事業推進 

地域人材の募集や、
市民活動に関する研
修・相談の実施など、
市民活動の活性化と
市民の自治力の向上
に取り組みます。 

大学と地域の交流・連
携を図るとともに、地
域のさまざまな課題の
解決に向けて、大学の
研究と連携した取組を
実施します。 

まちづくり協議会との
協働により、まちづくり
に関する地域課題の
解決への取組や、区
内のさまざまなまちづ
くり活動への支援を行
います。 

メンタルヘルスに関す
る講演会を開催し、精
神疾患を抱えた方々と
家族が安心して生活
できる地域づくりに取
り組みます。 



多摩区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○地域コミュニテ
ィの活性化促進事
業 

●転入者・未加入者の加
入に向けた啓発活動の実
施 

●大学生等との協働によ
る地域活動の取材・交流 

●ホームページや地域情
報紙による町内会・自治
会の紹介 

●地域活動に関する講演
会等の開催 
（H27:2 回） 

●転入者・未加入者の加
入に向けた啓発活動の実
施 

●大学生等との協働によ
る地域活動の取材・交流 

●ホームページや地域情
報紙による町内会・自治
会の紹介 

●地域活動に関する講演
会等の開催 
（2回） 

●効果検証及び課題解決
手法の検討 

●効果検証及び課題解決
手法の実施 

事業推進 

○磨けば光る多摩
事業 

●市民提案事業の募集 
（H28.1～2月） 

●公開プレゼンテーショ
ンの実施（H27.4） 

●事業の選定、実施 
（H27:5 事業） 

●事業報告会の開催 
（H28.3 開催） 

●市民提案事業の募集 
（H29.1～2月実施予定） 

●公開プレゼンテーショ
ンの実施 
（H28.4 実施予定） 

●事業の選定、実施 
（3事業以上） 

●事業報告会の開催 
（H29.3 開催予定） 

事業推進 

多摩区区民意識ア
ンケート実施事業 

●生活環境の満足度、市
政への参加・地域活動の
状況、区役所の主な取組
に関するアンケート調査
の実施（H26:1 回） 

●生活環境の満足度、市
政への参加・地域活動の
状況、区役所の主な取組
に関するアンケート調査
の実施 

●アンケート結果を踏ま
えた取組の推進 

事業推進（隔年実施） 

市民活動支援事業 ●利用団体で構成される
運営委員会の開催 

●印刷機等施設利用説明
会の開催 

●利用団体で構成される
運営委員会の開催 

●印刷機等施設利用説明
会の開催 

事業推進 

公園を拠点とした
コミュニティづく
り推進事業 

●地域で顔見知りとなる
きっかけづくりを促進す
る情報掲示板を設置する
公園を選定（3 か年×2
公園） 

●情報掲示板の設置 

（H27:2 公園） 

●情報掲示板の設置 
（2公園） 

事業推進 

町内会・自治会の抱え
る課題の解決を支援
し、町内会・自治会活
動、さらには地域コミュ
ニティの活性化を図り
ます。 

地域課題の解決や、
安全で安心・うるおい
のある暮らしの実現に
向けて、市民活動団
体から事業提案を募
集し、協働による取組
を推進します。 

区民が日頃多摩区に
ついて感じていること
や区役所の主な取組
に関する意識などを調
査・分析し、地域の課
題解決や魅力あるま
ちづくりを推進します。 

「多摩区民活動・交流
センター」を区民との
協働により運営し、市
民活動団体等の活動
支援、交流、相互支援
を促進します。 

公園に情報掲示板を
設置し、顔見知り関係
を広げるきっかけづく
りを進めるなど、身近
な地域のコミュニティ
づくりを推進します。 



多摩区 

区役所サービス向上事業 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

窓口サービス改善
推進事業 

●多摩区「区役所サービ
ス向上取組方針」に基づ
く窓口サービス向上・改
善の取組の推進 

●多摩区「区役所サービ
ス向上取組方針」に基づ
く窓口サービス向上・改
善の取組の推進 

事業推進 

地域課題対応その他事業 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

共通事務経費 ●経費の適切な執行 ●経費の適切な執行 事業推進 

区の新たな課題即応事業 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

区の新たな課題即
応事業 

●新たに生じた課題への
対応及び解決に向けた取
組の推進 

●新たに生じた課題への
対応及び解決に向けた取
組の推進 

事業推進 

多くの区民が訪れる区
役所窓口の環境改善
を図るなど、区民が快
適性を実感できる区役
所サービスの提供・改
善に取り組みます。 

コピー代や事務用品
代など、事業実施に必
要な経費です。 

新たに生じた課題に、
適切かつ迅速に対応
し、解決に向けた取組
を推進します。 


