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第２次町田市福祉のまちづくり推進計画 推進事業自己評価結果 

 

2017 年度～2021 年度に推進事業担当課が毎年度実施した自己評価の結果です。以下、資料の見方です。 
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事業名称 

担当課 

①【意見収集】高齢者、障がい者、子育て世代等、多様な市民意見（または事業対象者の意見）を

得る機会を設けましたか 

②【意見反映】高齢者、障がい者、子育て世代等、多様な市民意見（または事業対象者の意見）が

施策に反映されていますか 

③【関係機関連携】関係機関（庁内・庁外・福祉のまちづくり関係者）と連携を図っていますか 

④【広報・PR】本施策の取組を市民（または事業対象者）に広報・PRしていますか 

⑤【工夫・改善】過去の成果や既存の取組等を踏まえ、推進内容の工夫・改善をしていますか 

⑥【知見・課題】これまでの推進プロセスにおいて得られた知見（共有すべき内容）・課題 

⑦【進捗状況】実施目標に従って取組が進んでいますか 

⑧【市民の満足】取組の成果は市民（または事業対象者）に

満足されていますか 

⑨【市民の認知】取組の成果は市民に認知されていますか 

⑩自己評価結果を踏まえて、今後の取組の進め方（改善・推進方策） 

第 11 期第３回推進協議会 

2022 年 5 月 27 日 
参考２ 
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 １ バリアフリー基本構想の進行管理事業【重点事業】 

担当課：交通事業推進課

1-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

バリアフリー基本構想の進行管理、特定事業計画の進

行管理 

1-2 取組内容 

2017 年度 

南町田駅周辺地区バリアフリー基本構想を改定しました。 

特定事業計画の 2016 年度の進捗状況を確認するために、各特定事業者に対し、8 月に調査票を配布しました。また、確認結果

を 12月のバリアフリー部会で報告しました。 

2018 年度 「つくし野駅周辺地区バリアフリー基本構想」、及び「玉川学園前駅周辺地区バリアフリー基本構想」を改定しました。 

2019 年度 「鶴川駅周辺地区バリアフリー基本構想」を改定しました。 

2020 年度 各地区に位置付けられている特定事業の進捗状況の確認を行いました。 

2021 年度 今後改定対象となってくる地区の見通しや、バリアフリー法の改正に合わせた基本構想のあり方の検討を行いました。 

 

1-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

十分設けた 

福祉のまちづくり推進協議会及びバリ

アフリー部会において、南町田駅周辺地

区バリアフリー基本構想の改定（案）や、

特定事業計画の進捗状況について事務

局から報告し、意見を伺いました。また、

基本構想（素案）に対し、2 月に市民意

見を募集しました。 

十分設けた 

福祉のまちづくり推進協議会バリ

アフリー部会において、2 地区のバ

リアフリー基本構想改定版（案）に

ついて事務局から報告し、委員の意

見を伺いました。また、基本構想改

定版（素案）に対し、12月に市民意

見を募集しました。 

十分設けた 

福祉のまちづくり推進協議会バリアフリー部

会において、当該地区のバリアフリー基本構

想改定版（案）について事務局から報告し、

委員の意見を伺いました。また、基本構想改

定版（素案）に対し、広報やホームページ上

で市民意見を募集しました。 

設けていない 

今年度は既存の特定事業の進捗確認を

行っており、基本構想の大きな改定を行

わなかったため、多様な意見を取り入れ

る機会がありませんでした。 

十分ではないが設けた 

意見があった際に対応できるような体

制は取っていたものの、バリアフリー部

会の開催がなかったため、多様な意見を

一度に取り入れる機会はありませんで

した。 

② 
意見 
反映 

十分ではないが反映されている 

バリアフリー部会等で市民からいただ

いた意見を、改定したバリアフリー基本

構想等に反映しています。 

十分ではないが反映されている 

バリアフリー部会等や市民意見募

集において頂いた意見について各

特定事業者と協議を行い、バリアフ

リー基本構想に特定事業として反

映しています。 

同左 

十分ではないが反映されている 

過去のバリアフリー部会等や市民意見

募集において頂いた意見について各特

定事業者と協議を行っており、バリアフ

リー基本構想に特定事業として反映し

ています。 

同左 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分連携している 

バリアフリー部会等において、特定事業

計画に定めている施策の取り組み状況

を定期的に報告しています。また、バリ

アフリー基本構想の改定の際に、関係機

関から意見を伺いました。 

十分連携している 

基本構想改定の検討を行う際に、庁

内関係各課や学識経験者等と連携

を図りました。 

十分ではないが連携している 

バリアフリー部会等において、特定事業計画

に定めている施策の取り組み状況を定期的に

報告しています。また、バリアフリー基本構

想の改定の際に、鉄道事業者、道路管理者、交

通管理者など関係機関から意見を伺いました。 

十分ではないが連携している 

特定事業計画に定めている施策の取り

組み状況につき各関係機関から報告を

受け、必要に応じて協議を行っていま

す。 

同左 

④ 
広報 
・ 
PR 

十分ではないが広報・PRしている 

町田市バリアフリー基本構想の改定に

ついて、町田市ホームページや広報まち

だで公表しています。 

同左 同左 

十分ではないが広報・PRしている 

町田市バリアフリー基本構想の概要に

ついては、町田市ホームページや広報ま

ちだで公表しています。 

十分ではないが広報・PRしている 

町田市バリアフリー基本構想の概要に

ついては、町田市ホームページや窓口等

で公表しています。 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分工夫・改善している 

特定事業計画の内容を把握するため、現

地調査を行っています。 

十分ではないが工夫・改善している 

障がい当事者や地元住民の意見を

基本構想に反映するため、委員と共

に現地調査を行っています。 

十分ではないが工夫・改善している 

障がい当事者や地元住民の意見を基本構想に

反映するため、委員と共に現地調査を行って

います。 

 

十分ではないが工夫・改善している 

障がい当事者や地元住民の意見を基本

構想に反映するため、バリアフリー部会

を開催する年度において委員と共に現

地調査を行う機会を設けています。 

同左 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

バリアフリー基本構想と同様に、特定事

業計画についてもホームページ等で公

表する必要があるため、公表の方法につ

いて検討を行います。また、完了した特

定事業の評価方法についても、今後検討

していきます。 

－ － － － 

 

1-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

－ 

同左 

目標通り進んでいる 

2019年度は鶴川駅周辺のバリアフリー基本構

想を改定しました。また、基本構想どおり進

んでいるかを確認するため、現地調査を行い、

進捗管理を図っています。 

【事業者の件数】 

進捗確認を行った事業者数：3 

現地確認・ヒアリングを実施した事業者数：4 

目標通り進んでいる 

基本構想どおりにバリアフリー整備が

進んでいるかを確認するため、各地区の

特定事業の進捗確認を行っています。 

 

【対象地区】10地区 

【対象特定事業】道路特定事業 

目標より遅れている 

基本構想どおりにバリアフリー整備が

進んでいるかを確認するため、各地区の

特定事業の進捗確認を行っています。各

事業者においては予算の確保や対象箇

所の構造的な問題から、全ての事業を予

定通り進めることが困難となっており

ます。 

 

1-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

十分ではないが満足されていると思う 

バリアフリー基本構想に関する、市民か

らの意見はありません。 

十分ではないが満足されていると

思う 

市民意見募集で得られたご意見の

一部をバリアフリー基本構想に反

映しています。 

十分ではないが満足されていると思う 

2019年度はバリアフリー基本構想に関する市

民からの意見はありませんでした。 

十分ではないが満足されていると思う 

2020 年度はバリアフリー基本構想に関

する市民からの意見はありませんでし

た。 

十分ではないが満足されていると思う 

バリアフリー基本構想に関して市民か

らの要望や意見がなかったことから、一

定の満足は得られているものと考えて

おります。 

⑨ 
市民 
の 
認知 

十分でないが認知されている 

バリアフリー基本構想の改定について

は、町田市ホームページや広報まちだで

公表しています。 
同左 

十分でないが認知されている 

バリアフリー基本構想の改定については、町

田市ホームページや広報まちだで公表し、事

業者や個人からの問い合わせがあるというこ

とから、十分でないが認知されていると感じ

ています。 

同左 

十分でないが認知されている 

バリアフリー基本構想の改定について

は、町田市ホームページや広報まちだで

公表し、誰でも閲覧できる状況になって

いることから、十分ではないが認知され

ていると考えています。 

 

1-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

バリアフリー基本構想の策定から、3 年

～5 年程度が経過しているため、新たな

まちづくりの変化に応じた見直しを順

次実施しています。2018 年度について

は、玉川学園前周辺地区と鶴川駅周辺地

区の基本構想を改定する予定です。 

市内 10 地区のバリアフリー基本構

想の改定を順次行っており、2019年

度は鶴川駅周辺地区バリアフリー

基本構想を改定する予定です。 

バリアフリー基本構想の策定から、5 年程度

が経過しているため、新たなまちづくりの変

化に応じた見直しを順次実施しています。

2020 年度は、市内 10 箇所の重点地区におけ

る特定事業の進捗確認などを行い、取り組み

状況の確認を行うと共に、基本構想改定のあ

り方を検討していく予定です。 

バリアフリー基本構想の策定から時間

が経過しているため、新たなまちづくり

の変化に応じた見直しを順次実施して

います。特定事業の進捗確認などを行っ

たうえで、各事業者と今後の整備につき

十分に調整を行っていくと共に、バリア

フリー法の改正などに合わせた基本構

想のあり方を検討していく予定です。 

同左 
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 ２ 福祉のまちづくり総合推進条例・適合証制度普及啓発事業 

担当課：福祉総務課、土地利用調整課

2-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

条例及び適合証制度の周知 

2017 年度 
～2018 年度 

普及・啓発方法の検討 

2019 年度 
～2021 年度 

検討結果に基づく普及・啓発の実施 

2-2 取組内容 
2017 年度 適合証取得の状況調査を土地利用調整課に行い、取得数を把握しました。 

2018 年度 
条例及び適合証制度の周知、検討結果に基づく普及・啓発の実施 

市 HPで適合証について周知をしました。適合証取得をするように案内をしました。 

2019 年度 
町田市ホームページで周知しました。事業者に適合証取得について案内しました。 

市 HPで適合証について周知をしました。適合証取得をするように案内をしました。 

2020 年度 

国のバリアフリー法関連の法令改正及び東京都福祉のまちづくり条例施行規則の改正に伴い、市においてもさらなる整備促進を図るため、

福祉のまちづくり総合推進条例施行規則の一部を改正しました。 

「整備基準等マニュアル」を全面改訂しました。 

市 HPで適合証について周知をしました。適合証取得をするように案内をしました。 

2021 年度 

公立小学校等のバリアフリー化に係るバリアフリー法施行令の一部改正及び『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』

の改正への対応のため、町田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則の一部を改正（2021年 10月 15日施行及び 2022年４月１日施行）

しました。市 HPで適合証について周知をしました。適合証取得をするように案内をしました。 

 

2-3 プロセス評価    凡例【福】：福祉総務課 【土】：土地利用調整課 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

【福】必要があると感じるが全く設けていない 

【福】市民意見や事業者からの意見等を得る

機会を設けていません。 

同左 

【福】十分ではないが設けた 

【福】事業者等から条例の問合せの際に

ご意見をいただくことはあるが、機会と

しては設けていません。 

【福】十分ではないが設けた 

【福】多様な世代や立場を代表する委員

による町田市福祉のまちづくり推進協

議会において、福祉のまちづくり総合推

進条例施行規則の改正内容を審議いた

だきました。 

【福】十分ではないが設けた 

【福】福祉のまちづくりにおける建築を専門領

域とする学識経験者や障がい者・高齢者の当事

者等を構成員とする町田市福祉のまちづくり

推進協議会の議題として、町田市福祉のまちづ

くり推進条例施行規則の一部改正を諮りまし

た。 

② 
意見 
反映 

【福】必要があると感じるが全く反映されて

いない 

【福】市民意見等を得る機会を設けていない

ため、意見の反映に至りませんでした。 
同左 

【福】反映する意見がない 

【福】特に意見がありませんでした。 

【福】十分反映されている 

【福】①の審議における委員意見を、規

則改正に反映しました。 

【福】十分ではないが反映されている 

【福】多様な意見や議論の上で改正された『建

築設計標準』の内容を、市規則改正に盛り込ん

でいるため、間接的に多様な意見を本事業に反

映しています。 

①の具体的内容に記載した協議会においては、

規則改正に対し特段の意見はなかったため、直

接的な意見反省はありませんでした。 

③ 
関係 
機関 
連携 

【福】十分ではないが連携している 

【福】福祉のまちづくり総合推進条例に基づ

く事前協議窓口である土地利用調整課と、営

繕課との合同会議を行う必要があるが、今年

度は開催できませんでした。 

事業主管課への内規の周知、施設整備の配慮

について（福まち協議会施設整備部会でまと

めたもの）を活用したことに加え、主管課の

経験値もあり、子どもセンターまあちにおい

て、適合証の取得ができました。 

同左 

【福】十分ではないが連携している 

【福】事業主管課への内規の周知、「施設

整備の配慮について（福まち協議会施設

整備部会でまとめたもの）」を活用して

います。 

【福】十分連携している 

【福】都市施設の種類に応じた審査担当

課（土地利用調整課、道路政策課、公園

緑地課、交通事業推進課）に対して、現

行規則や整備基準等マニュアルの内容

整理等のためのヒアリング等のため、こ

れまで以上に連携を図りました。 

【福】十分ではないが連携している 

【福】規則の改正に当っては、全ての福祉のま

ちづくり条例事務担当課に合議の上で改正す

る等、関係機関（庁内）と連携を図っています。 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

④ 
広報 
・ 
PR 

【福】十分ではないが広報・PRしている 

【福】市ホームページや、「みんなのおでかけ

マップ」に掲載し、十分ではないが周知して

います。 

【福】十分ではないが広報・

PRしている 

－ 

【福】十分ではないが広報・PRしている 

【福】町田市ホームページに掲載してい

ます。 

事業者からの問合せ時に、整備基準の遵

守について呼び掛けています。 

【福】十分ではないが広報・PRしている 

【福】福祉のまちづくり総合推進条例施

行規則の改正（2020 年 10 月公布及び

2021年 3月公布）において、速やかに市

ホームページを更新する等、即時性のあ

る周知を実施しました。また、規則を解

説・図示した整備基準等マニュアルにつ

いても、追補版や改訂版を規則改正に合

わせて刊行し公開するなど、事業者の取

組促進を進めました。 

【福】十分ではないが広報・PRしている 

【福】規則改正の際には、市ホームページで規

則を掲載しているページを速やかに更新し、即

時性を持って周知しています。また、『整備基

準等マニュアル』を刊行物としての販売や、市

ホームページにマニュアル項目ごとのＰＤＦ

をアップデートして公開する等により、事業者

の整備基準に則した施設整備が促進されるよ

う取り組んでいます。 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

【福】必要があると感じるが全く工夫・改善

はしていない 

－ 

同左 

【福】十分ではないが工夫・改善してい

る 

【福】現状、厳しい基準を満たして適合

証を取得しても、具体的なメリットが少

ないため、取得施設一覧を市ホームペー

ジに掲載するなど、事業主へのメリット

となるものを検討していきます。 

【福】十分工夫・改善している 

【福】規則や整備基準等マニュアルと、

審査担当課における審査実態において

齟齬が生じている内容等があり、規則改

正やマニュアル改訂の中で整理をする

ことで、より実情に即した効果的な規則

（マニュアル）となりました。 

【福】十分ではないが工夫・改善している 

【福】独自条例（東京都福祉のまちづくり条例

は適用除外）を制定する市として、都条例に上

乗せ・追加等した基準の規定や、独自の『整備

基準等マニュアル』を作成・刊行するなど、町

田市オンリーワンの取組を進めています。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

【福】過去に、土地利用調整課と連携し、適

合証制度についてのアンケート調査を行った

が、回収率が低く事業者への周知には至って

いません。事前協議の届け出は、事業主でな

く、設計事務所が多いため、事業主への啓発、

理解を求めることについては工夫が必要で

す。 同左 同左 

【福】審査担当と規則担当の所管が異な

るため、専門知識が問われる部分で規則

改正やマニュアル改訂に非常に苦慮し

ています。規則改正により、一部要件を

緩和したした部分もあるため、さらなる

適合証を取得に向けた啓発等を図る必

要があります。 

【福】全国に先駆けて「建築物等に関する福祉

環境整備要綱」を制定し先導的に進めてきた本

事業において、今度も全ての人が施設を安全か

つ快適に利用できるよう施設整備の取組を継

続していく必要があります。 

【土】整備基準による整備を行うためには相当

のコストを要しますが、それに対し発行される

適合証で得られるメリットが無いことから、民

間施設に対する普及は進まないと考えます。ま

た、市が整備する施設において、整備基準及び

望ましい整備による施設整備が原則とするル

ールがあるにもかかわらず、適合証発行がされ

ていません。 
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2-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

【福】目標より遅れている 

【福】人員不足、関連部署との連携調整

不足も重なり、事業の推進が遅れていま

す。 

同左 

【福】目標より遅れている 

【福】福祉のまちづくり総合推進条例関

係会議を開催し、市の施設の整備や内規

の確認と、適合証の周知・啓発について

も検討する必要があります。 

【土】目標より遅れている 

【土】適合証取得案件が年間 0 件～1 件

のみに留まっています。 

【福】目標より遅れている 

【福】規則改正等によりこれまで以上の

整備促進に向けた取組は進めることが

できましたが、適合証の普及啓発につい

ては、さらに研究・検討する必要があり

ます。 

【福】目標より遅れている 

【福】都市施設で整備基準を全てクリア

したものついて、整備基準適合証の交付

を実施していますが、適合証交付の要件

が厳しいため普及が進んでいない現状

があります。適合証交付の要件等を再検

討する必要があります。 

【土】目標より遅れている 

【土】適合証取得案件が 2017 年度から

2021 年度間で合計 2 件のみに留まって

います。 

（内市整備施設１件、民間施設１件） 

 

2-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

【福】まだ満足できる成果が発生していな

い 

－ 同左 

【福】まだ満足できる成果が発生していな

い 

【福】市内の適合証取得施設が少ないこ

とから、まだ満足できる結果が出ていま

せん。 

【福】まだ満足できる成果が発生していな

い 

－ 

【福】不明（状況を把握できていない） 

－ 

⑨ 
市民 
の 
認知 

【福】まだ認知できる成果が発生していな

い 

－ 同左 

【福】不明（状況を把握できていない） 

【福】アンケート等を取っていないた

め、認知度の把握ができていません。 

次期計画策定のアンケートにおいて、認

知度を図りたいと考えています。 

【福】まだ認知できる成果が発生していな

い 

－ 

【福】不明（状況を把握できていない） 

－ 

 

2-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

【福】福祉のまちづくり総合推進条例関

係課会議を開催し、市の施設の整備、内

規の確認と、適合証の周知・啓発につい

ても検討します。 

同左 

【福】関係各課と連携し、市の施設の整

備や内規の確認と、適合証の周知・啓発

について検討します。 

【福】継続した関係課と連携、適合証の

周知・啓発に向けた取組を進めます。 

【福】都市施設で整備基準を全てクリア

したものついて整備基準適合証の交付

を実施していますが、適合証交付の要件

が厳格なため普及が進んでいない現状

があります。より適合証の普及を促進す

るため、交付の要件等を再検討する必要

があります。 

【土】民間事業者に対しては適合証の存

在を含め、制度の案内を引き続き行いま

す。 
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 ３ 市の新築建築物のユニバーサルデザインによる整備事業 

担当課：福祉総務課、土地利用調整課

3-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

各新築施設の整備（継続）、多様な方々が建設検討に

参加できる仕組みづくりの検討及び実施 

3-2 取組内容 

2017 年度 

市の施設整備に関し、営繕課、土地利用調整課と連携して作成した内規と、施設整備主管課へ情報提供として活用している資

料（施設整備の配慮）、福祉のまちづくり推進協議会施設整備部会で作成した市民参加マニュアル（案）などの情報を福祉総務

課担当者間で共有しました。 

2018 年度 同上 

2019 年度 同上 

2020 年度 － 

2021 年度 
2021 年度に供用開始した「玉川学園前駅デッキ」及び「玉川学園コミュニティセンター」において、町田市福祉のまちづくり

推進協議会委員による施設のバリアフリー点検を実施しました。 

 

3-3 プロセス評価    凡例【福】：福祉総務課 【土】：土地利用調整課 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

【福】必要があると感じるが全く設けて

いない 

【福】検討の段階のため、市民意見を得

る機会は設けていません。 

【福】設けていない 

【福】同左 

【土】十分ではないが設けた 

【土】市民意見等に基づき、施設計画されている

と考えます。 

【福】同左 

【福】同左 

【土】同左 

【土】同左 

【土】同左 

【土】同左 

【福】十分設けた 

【福】福祉のまちづくりにおける建築を専門領

域とする学識経験者や障がい者・高齢者の当事

者等で構成する町田市福祉のまちづくり推進

協議会委員により、上記施設のバリアフリー点

検を行い、様々な意見を伺いました。 

【土】同左 

【土】同左 

② 
意見 
反映 

【福】必要があると感じるが全く反映さ

れていない 

【福】市民意見を得る機会を設けていな

いため、意見の反映がありません。 

【福】同左 

【福】同左 

【土】十分ではないが反映されている 

【土】市民の意見をもとに進められた事業のため、

十分ではありませんが、反映されていると考えま

す。 

【福】反映する意見がない 

【福】特に意見がありませんでした。 

【土】同左 

【土】同左 

【土】同左 

【土】同左 

【福】反映する意見がない 

【福】上記施設のバリアフリー点検で意見のあ

った箇所に対して、その一部を改善（点字シー

ルの貼付等）しました。 

【土】反映する意見がない 

【土】土地利用調整課に対しての意見はありま

せん。 

③ 
関係 
機関 
連携 

【福】十分ではないが連携している 

【福】市の施設整備については、必要に

応じ、営繕課、土地利用調整課と連携を

図っています。 

【福】同左 

【福】同左 

【土】十分連携している 

【土】協議申請を行う前に細かな打ち合わせを行

っています。 

【福】十分ではないが連携している 

【福】事業主管課への内規を周知し、「施

設整備の配慮について（福まち協議会施

設整備部会でまとめたもの）」を活用し

ています。必要に応じ、営繕課、土地利

用調整課と連携を図っています。 

【土】広報・PRしていない 

【土】同左 

【土】同左 

【土】同左 

【福】十分ではないが連携している 

【福】施設のバリアフリー点検の実施や点検後

の改善において、施設所管部署と積極的な連携

を図りました。 

【土】同左 

【土】同左 

④ 
広報 
・ 
PR 

【福】十分ではないが広報・PRしている 

【福】推進事業として、市ホームページ

や「第２次町田市福祉のまちづくり推進

計画」計画書にて公にしていますが、広

報・PRはまだ十分ではありません。 

【福】同左 

【福】同左 

【土】必要があると感じるが全く広報・PRしてい

ない 

【土】土地利用調整課としては特にしていません。 

【福】同左 

【福】同左 

【土】広報・PRしていない 

【土】同左 

【土】同左 

【土】同左 

【福】十分ではないが広報・PRしている 

【福】施設のバリアフリー点検の結果は、福祉

のまちづくり推進協議会資料として、市ホーム

ページに公開しています。 

【土】同左 

【土】同左 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

【福】必要があると感じるが全く工夫・

改善はしていない 

【福】関係各部署との連携が十分には取

れていないため、工夫・改善ができてい

ません。 

【福】十分ではないが工夫・改善している 

【福】福まち協議会施設整備部会で作成した「施

設整備の配慮について」を全庁ファイルサーバに

格納し、誰でも見られるようにしました。 

【土】工夫・改善をする必要を感じない 

【土】現取組みで問題無いと考えます。 

【福】同左 

【福】同左 

【土】工夫・改善はしていない 

【土】同左 

【土】同左 

【土】同左 

【福】十分ではないが工夫・改善している 

【福】これまで福祉のまちづくり推進協議会の

部会における施設のバリアフリー点検の実施

はあるが、協議会（福祉総務課事務局の親会）

委員による点検を初めて実施しました。 

【土】十分ではないが工夫・改善している 

【土】整備内容についての協議をより詳細に正

確に行いました。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

－ 

【福】定期的に「福祉のまちづくり条例関係課会

議」を開催し、内規等の見直しを行います。 

【福】同左 

－ 

【福】協議会（部会含む）において施設のバリ

アフリー点検を行った結果は全部署がアクセ

スできるサーバーに格納しおり、新たな施設を

建築する際に過去の点検結果を確認できる環

境を整備していますが、データーベース化して

いないため、検索できない点や、バリアフリー

点検以外の知見（施設整備に関係する課等が把

握するもの）の共有化が図れてない点等の課題

があります。 

【土】施設整備課、また施設設計者及び施行者

の整備基準適合意識の欠如が見られます。施設

整備課については、整備基準及び望ましい整備

にかかる費用の予算が不足していることを理

由に整備を逃れようとすることが多く見受け

られます。（特に既存不適合箇所に関する改修） 

営繕課に関しては事前相談や事前協議の際に

整備基準、望ましい整備の内容について打ち合

わせをしているため、以前に比べてよくご理解

いただけていると考えています。 

 

3-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

【福】目標より遅れている 

【福】人員不足のため、連携のための会

議を開催できていません。 

【福】同左 

【福】同左 

【土】目標通り進んでいる 

【土】－ 

【福】目標より遅れている 

【福】福祉のまちづくり総合推進条例関

係会議を開催し、市の施設の整備や内規

の確認と、適合証の周知・啓発について

も検討する必要があります。 

【土】同左 

【土】同左 

【土】同左 

【土】同左 

【福】【土】目標より遅れている 

【福】市の新築建築物において、市民や高齢者、

障がい者等の当事者意見を反映する仕組みづく

りの検討が遅れています。 

【土】施設整備にかかる説明会などは施設整備

課で行われていますが、施設のユニバーサルデ

ザインの推進に関して、市民意見が反映されて

いるか不明、またそれに関して意見を得る機会、

反映されていることを確認できる機会が設けら

れているか不明です。 
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3-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

【福】不明（状況を把握できていない） 

－ 

【福】十分ではないが満足されていると

思う 

【福】福まち条例を遵守した施設なの

で、誰もが使いやすい整備がされてお

り、高齢者から子どもまで使いやすいと

いう声がありました。 

【土】不明（状況を把握できていない） 

【土】－ 

【福】同左 

【福】同左 

【土】同左 

【土】同左 

【土】同左 

【土】同左 

【福】【土】不明（状況を把握できていな

い） 

－ 

⑨ 
市民 
の 
認知 

【福】不明（状況を把握できていない） 

－ 

【福】同左 

【福】同左 

【土】不明（状況を把握できていない） 

【土】－ 

【福】不明（状況を把握できていない） 

【福】アンケート等を取っていないた

め、認知度の把握ができていません。 

次期計画策定のアンケートにおいて、認

知度を図ります。 

【土】同左 

【土】同左 

【土】同左 

【土】同左 

【福】【土】不明（状況を把握できていな

い） 

－ 

 

3-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

【福】現在、把握している課題を整理し、

今後の施設整備の情報をまとめ、どのよ

うに普及、啓発していけばよいのか、関

連部署と連携を図りながら検討します。 

【福】同左 

【土】今後も整備基準及び望ましい整備

での施設整備を進めていきます。 

【福】同左 

【土】同左 

【土】同左 【福】公共的施設、補助、公園等の施設

整備における都補助事業の要件が 2022

年度から変更となり、施設の新設や改修

の際の当事者点検が必須となるため、市

施設の建築における市民や当事者参加

の仕組みを確立する必要があります。 

【土】施設のユニバーサルデザインの推

進に関して、施設整備課及び受注設計者

における意識向上を図る必要があると

考えます。また、過去の施設点検で得ら

れた成果が反映されるべきであります

が、それを確認する機会が設けられてい

ません。 
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 ３ 市の新築建築物のユニバーサルデザインによる整備事業（関係各課） 

担当課：スポーツ振興課、市民総務課、施設課、児童青少年課、循環型施設整備課、文化振興課 

3-1 実施目標、3-2 取組内容 

2017 年度～2021 年度 【温浴施設整備事業】基本構想策定、基本・実施設計、地質調査、工事 

2017 年度～2020 年度 【玉川学園コミュニティセンター】基本・実施設計、既存建物解体、建築工事 

2018 年度～2021 年度 【町田第一中学校改築事業】仮設校舎建設工事、旧校舎の解体、新校舎建設工事 

2017 年度～2021 年度 【子どもクラブの整備事業】子どもクラブの整備 

2019 年度～2021 年度 【循環型施設整備事業】新管理棟建設工事 

2020 年度～2021 年度 【芹ヶ谷公園芸術の杜・（仮称）国際工芸美術館整備事業】基本・実施設計 

 

3-3 プロセス評価      凡例【温】：温浴施設整備事業（スポーツ振興課） 【玉】：玉川学園コミュニティセンター（市民総務課） 【中】：町田第一中学校改築事業（施設課） 

【子】：子どもクラブ（児童青少年課）  【循】：循環型施設整備事業（循環型施設整備課）  【公】：芹ヶ谷公園“芸術の杜”・（仮称）国際工芸美術館整備事業（文化振興課） 

 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

【温】十分設けた 

【温】「熱回収施設等の周辺施設整備基本構想」を策定する中で、ワークショップを実施し、

市民、特に子育て世代の意見を聴取しました。 

また、基本設計以降も定期的に当該地区の検討委員会に進捗状況を報告し、意見を伺っていま

す。 

【玉】十分ではないが設けた 

【玉】玉川学園コミュニティセンター建替事業計画説明会を開催し、高齢者や障がい者、子育

て世代を含む幅広い層の参加を得ました。 

【中】十分ではないが設けた 

【中】町田市立町田第一中学校改築計画基本設計の策定にあたり、2016 年度に町田市立町田

第一中学校改築計画基本設計検討委員会を開催し、校舎の老朽化、生徒及び教員の生活動線、

安全管理、バリアフリーの課題等について検討を行いました。また、学校開放について、検討

委員会の中で意見をいただきました。 

【子】設けていない 

【子】事業対象者へは、館内設備（遊具等）の希望等についての意見募集を行っていますが、

整備の仕様については、福祉のまちづくり総合推進条例に基づき進めているため、ユニバーサ

ルデザインの観点からの事業対象者への意見収集は行っていません。 

【循】十分ではないが設けた 

【循】町田リサイクル文化センター周辺地域にお住いの住民代表をメンバーとした「町田リサ

イクル文化センター周辺地区連絡会」（以下「地区連絡会」と言う。）を設置し、ユニバーサル

デザインについてご意見をいただきました。 

【温】同左 

【温】同左 

【玉】十分設けた 

【玉】同左 

【中】同左 

【中】同左 

【子】同左 

【子】同左 

【循】同左 

【循】同左 

【公】十分設けた 

【公】芹ヶ谷公園“芸術の杜”プロジェ

クト全体として、市民意見の募集や、芹

ヶ谷公園でイベントを実施（8月・11月）

した際に、芹ヶ谷公園再整備に関するア

ンケートを行いました。 

【温】同左 

【温】同左 

【中】同左 

【中】同左 

【子】同左 

【子】同左 

【循】設けていない 

【循】福祉のまちづくり条例に合致するように整備を進めることが前提で

あったため、特に市民意見を得る機会は設けませんでした。 

【公】十分設けた 

【公】（仮称）国際工芸美術館整備を含む芹ヶ谷公園”芸術の杜”プロジ

ェクトについて、2021 年４月から複数回、芹ヶ谷公園近隣の町内会自治

会の方々や国際版画美術館の工房利用者の方々、今回のプロジェクトにつ

いて関心のある市民の団体に直接ご説明するとともに、ご意見を伺いまし

た。 
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 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

② 
意見 
反映 

【温】十分反映されている 

【温】ワークショップを実施し、聴取した意見を構想に反映しました。 

また、基本設計以降も定期的に当該地区の検討委員会で伺った意見を参考に、設計を実施しま

した。 

【玉】十分ではないが反映されている 

【玉】市民ワークショップ等で出された高齢者や障がい者、子育て世代を含む幅広い層の意見

を可能な限り取り入れた基本計画に基づき基本・実施設計を行いました。 

【中】十分ではないが反映されている 

【中】町田市立町田第一中学校改築計画基本設計検討委員会で検討した内容及び生徒へのア

ンケート調査結果を踏まえて、町田第一中学校改築工事の実施計画を策定し、実施計画に基づ

き改築事業を実施しています。 

【子】反映する意見がない 

【子】上述のとおり、ユニバーサルデザインの観点からの意見反映は行っていません。 

【循】十分ではないが反映されている 

【循】地区連絡会のご意見を踏まえ「市民や見学者が利用する場所や施設については、安全か

つユニバーサルデザインに配慮されたものとする。」「ユニバーサルデザインは、町田市福祉の

まちづくり総合推進条例及び同条例整備基準等マニュアルを満たす計画とする。」と要求水準

書に記載しました。 

【温】同左 

【温】同左 

【玉】十分反映されている 

【玉】同左 

【中】同左 

【中】同左 

【子】同左 

【子】同左 

【循】同左 

【循】同左 

【公】十分反映されている 

【公】（仮称）国際工芸美術館についてだ

けではなく、芹ヶ谷公園、既存施設など

の関係課と連携し、芹ヶ谷公園”芸術の

杜”プロジェクト パークミュージアム

デザインブックを作成しました。 

【温】同左 

【温】同左 

【中】十分ではないが反映されている 

【中】町田市立町田第一中学校改築計画基本設計検討委員会で検討した内

容及び生徒へのアンケート調査結果を踏まえて、町田第一中学校改築工事

の実施計画を策定し、実施計画に基づき改築事業を実施しました。 

【子】同左 

【子】同左 

【循】十分反映されている 

【循】市民の代表（議員）からの意見を施設整備に反映させ、調乳器の設

置や、授乳室・みんなのトイレ（現車椅子利用者用便房）の扉を上下ダブ

ルロックにすることなどを実施しました。 

【公】十分反映されている 

【公】「芹ヶ谷公園・文化ゾーンネットワーク」との懇談会を通して、地

域の方々から、公園内の高低差を解消するエレベーターについては、分か

りやすく、自転車を含む来場来園者や近隣住民が利用しやすいエレベータ

ーにして欲しいとのご意見がありました。 

そのため、公園内の高低差を解消するエレベーターについて、来園者や近

隣住民の方々にとってわかりやすく、自転車も利用可能なエレベーター

を、（仮称）国際工芸美術館と国際版画美術館を一体化するエレベーター

とは別に計画しています。 

③ 
関係 
機関 
連携 

【温】十分連携している 

【温】「町田市福祉のまちづくり総合推進条例」の遵守基準及び整備基準について、庁内関係

者と協議を行いました。 

【玉】十分連携している 

【玉】庁内において基本計画における意見・要望調査を実施すると共に、学校法人玉川学園や

小田急電鉄株式会社にバリアフリー関連の充実を図る事業協力を依頼しています。 

【中】十分連携している 

【中】学校教育部各課や営繕課等と連携を図って事業展開しています。 

【子】連携していない 

【子】福祉のまちづくり総合推進条例に基づき整備を行い、所用の検査に合格しました。 

【循】十分連携している 

【循】入札前には地域福祉部福祉総務課と施設利用者に応じた用途の確認を行い、契約締結後

は財務部営繕課と設計図書の確認を行いました。 

【温】同左 

【温】同左 

【玉】同左 

【玉】同左 

【中】同左 

【中】同左 

【子】同左 

【子】同左 

【循】同左 

【循】同左 

【公】十分連携している 

【公】芹ヶ谷公園内の施設であるため、

芹ヶ谷公園や既存施設、営繕課等の関係

課と連携し、事業を進めました。 

【温】十分連携している 

【温】設計段階で「町田市福祉のまちづくり総合推進条例」の遵守基準及

び整備基準について、庁内関係者と協議を行い、施設を整備しました。 

【中】同左 

【中】同左 

【子】十分連携している 

【子】営繕課と十分に連携し、福祉のまちづくり総合推進条例に基づき整

備を行い、所用の検査に合格しました。 

【循】十分連携している 

【循】福祉のまちづくり条例にできるだけ合致するよう、土地利用調整課

と調整を図りながら整備を行いました。 

【公】十分連携している 

【公】庁内関係課と福祉のまちづくり推進計画の内容を踏まえ設計を進め

ました。 
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 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

④ 
広報 
・ 
PR 

【温】十分広報・PRしている 

【温】町田市ホームページでの周知や、当該地区の検討委員会で周知を行っています。 

【玉】十分広報・PRしている 

【玉】町田市 HP に「玉川学園コミュニティセンター建て替えだより」を掲載することで、事

業の進捗をお知らせしています。また、地元自治会を対象に「玉川学園コミュニティセンター

建て替えだより」を回覧・配布しています。 

【中】十分ではないが広報・PRしている 

【中】町田第一中学校近隣関係住民を対象に改築事業計画説明会を実施するとともに、ホーム

ページでも検討委員会の議事録や説明会資料を掲載し、事業内容を周知しています。 

【子】広報・PRしていない 

【子】ユニバーサルデザインの観点からの広報・PRは行っていません。 

【循】広報・PRしていない 

【循】施設建設中のため広報・PR は実施していないが、町田市福祉のまちづくり総合推進条

例の整備基準にすべて適合するように整備を進めています。施設完成後は「福祉のまちづくり

総合推進条例整備基準適合証」を取得している施設として PRすることを予定しています。 

【温】同左 

【温】同左 

【玉】同左 

【玉】同左 

【中】同左 

【中】同左 

【子】同左 

【子】同左 

【循】同左 

【循】同左 

【公】十分広報・PRしている 

【公】近隣の町内会・自治会への回覧及

び市民説明会及び近隣住民へのポステ

ィング、町田市ホームページ、YouTubeへ

の掲載 

市内文化団体への情報提供、芹ヶ谷公園

内団体への情報提供を行いました。 

【温】同左 

【温】同左 

【中】同左 

【中】同左 

【子】同左 

【子】同左 

【循】広報・PRしていない 

【循】可能な限りユニバーサルデザインを反映させて施設整備することは

当然のことであり、特に広報する必要性を感じていません。 

【公】十分広報・PRしている 

【公】近隣住民へのポスティング、市ホームページにて広報しています。 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

【温】十分ではないが工夫・改善している 

【温】2018～2019 年度にかけて室内プールの改修工事を行ったため、その改修工事で対応で

きなかった部分を本設計の中で対応する等の工夫をしました。 

【玉】十分工夫・改善している 

【玉】これまでに取り組んだ「忠生市民センター建替事業」や「成瀬コミュニティセンター建

替事業」における経験等を参考にしています。 

【中】十分ではないが工夫・改善している 

【中】LGBT 対応やプライバシーの確保など、今までの学校ではあまり検討されていなかった

部分の検討も行い、可能な範囲で対応しました。 

【子】十分工夫・改善している 

【子】福祉のまちづくり総合推進条例に基づき整備を進めています。 

【循】十分工夫・改善している 

【循】申請時に望ましい整備基準のチェックリストがなかったため、整備基準等マニュアルを

参照してリストを作成し、申請に利用しました。 

入札前に施設利用者に応じた用途の確認や施設の使用方法を想定して、基本計画を作成する

必要があります。 

【温】同左 

【温】同左 

【玉】同左 

【玉】同左 

【中】同左 

【中】同左 

【子】同左 

【子】同左 

【循】同左 

【循】同左 

【公】十分工夫・改善している 

【公】2018年 6月以降、施設規模の見直

し、必要な機能・諸室の整理を行い、2019

年度に基本設計の着手を行いました。 

【温】同左 

【温】同左 

【中】同左 

【中】同左 

【子】十分ではないが工夫・改善している 

【子】同左 

【循】十分工夫・改善している 

【循】音声誘導装置が休館日に動作しないように、入り切りできる仕組み

を設けました。 

【公】十分工夫・改善している 

【公】上記（１）記載のとおり、「芹ヶ谷公園・文化ゾーンネットワーク」

と共同して協議、検討しながら、推進をしています。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

【玉】本事業は玉川学園前駅の玉川学園前駅デッキ整備事業と深く関わっているため、市の他

施策と調整・統合が必要な場合は、想定以上の時間が必要になると感じました。 

【中】地域開放する場合のターゲット層や管理形態の想定が困難です。 

【玉】同左 

【中】同左 

【循】同左 

【中】同左 

【循】⑤の設問で回答した音声誘導装置の不動作化は施設設計時に盲点と

なりやすいので注意が必要です。 
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3-4 実績評価 

 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

【温】【玉】【子】【循】目標通り進んでいる 

－ 

【中】目標通り進んでいる 

【中】事業計画に基づき、新校舎建設を行っています。 

【温】同左 

【温】同左 

【玉】同左 

【玉】同左 

【中】同左 

【中】同左 

【子】目標通り進んでいる 

【子】小山田子どもクラブの整備を進めており、予定通

り 2021 年度に整備完了予定です。 

【循】同左 

【循】同左 

【公】目標通り進んでいる 

【公】（仮称）国際工芸美術館基本設計を完了し、（仮称）

国際工芸美術館実施設計を実施しました。 

【温】同左 

【温】同左 

【玉】同左 

【玉】同左 

【中】目標通り進んでいる 

【中】事業計画に基づき新校舎建設を行い、2021年度に新校舎棟が完成しました。 

【子】目標より遅れている 

【子】－ 

【循】同左 

【循】同左 

【公】目標より遅れている 

【公】（仮称）国際工芸美術館実施設計業務については、地域の方々との対話を重ねる中で、市

民の方々からいただいた意見をより反映させるため、2021年 8月より、一時中断しました。実

施設計の中断に伴い、2021年度末の履行期限を延長し、2022年度実施設計完了に向け調整を進

めています。 

 

3-5 効果評価 

 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

【温】まだ満足できる成果が発生していない 

【温】－ 

【玉】まだ満足できる成果が発生していない 

【玉】市民に活用され評価されるのは、事業完了後とな

ります。 

【中】まだ満足できる成果が発生していない 

【中】新校舎建設中のため成果は発生していません。 

【子】不明（状況を把握できていない） 

【子】ユニバーサルデザインの観点に基づく満足度調査

は行っていません。 

【循】まだ満足できる成果が発生していない 

【循】施設建設中のため、取組の成果が現れていません。 

【温】同左 

【温】同左 

【玉】同左 

【玉】同左 

【中】同左 

【中】同左 

【子】同左 

【子】同左 

【循】同左 

【循】同左 

【公】十分ではないが満足されていると思う 

【公】既存の国際版画美術館との連携や共有を（前回基

本設計に比べて）強化することにより、総合的に効率的・

効果的な整備となるよう、芹ヶ谷公園の地形、自然環境、

景観に配慮しながら設計を進めました。 

エレベーターの位置や運用についても適切に配置し、公

園と連続した回遊性を確保し多様な文化芸術の活動の

拠点となるパークミュージアムのコンセプト実現のた

め、設計を進めます。 

【温】不明（状況を把握できていない） 

【温】2022年 4月 1日に供用開始をしており、施設運営が安定してきたところで利用者アンケ

ートを実施し、利用者の満足度等を確認していきたいと考えています。 

【中】十分ではないが満足されていると思う 

【中】2021年の２学期から新校舎棟の使用を開始しました。 

【子】同左 

【子】同左 

【循】不明（状況を把握できていない） 

【循】－ 

【公】十分ではないが満足されていると思う 

【公】2021年 5月に実施した現地での説明会では、「アートステージの整備」や、「樹木を伐採」

の見直しを求める声や、「自転車の乗り入れをできるエレベーターの整備」などの声をいただい

ております。 

一方で、「アートステージを活用して自身の活動を発表してみたい」という声や、「公園を活用

する取組みについて今後もぜひ進めてほしい」という声、「木の伐採についても多少は必要であ

り、環境に配慮して必要最小限に留めながら進めていってほしい。公園が変わっていくことを

楽しみにしている」といった声をいただいています。 
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 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑨ 
市民 
の 
認知 

【温】まだ認知できる成果が発生していない 

【温】－ 

【玉】十分認知されている 

【玉】取組の成果は今後あがることになるが、取り組み自体に対し

ては、施設利用者や近隣の町内会・自治会等の地域団体をはじめ広

く市民に認知されているといえます。 

【中】十分でないが認知されている 

【中】町田第一中学校近隣関係住民を対象に改築事業計画説明会を

実施するとともに、ホームページでも随時事業の進捗状況を周知し

ています。 

【子】不明（状況を把握できていない） 

【子】ユニバーサルデザインの観点に基づく満足度調査は行ってい

ません。 

【循】まだ満足できる成果が発生していない 

【循】施設建設中のため、取組の成果が現れていません。 

【温】同左 

【温】同左 

【玉】同左 

【玉】同左 

【中】同左 

【中】同左 

【子】同左 

【子】同左 

【循】同左 

【循】同左 

【公】十分でないが認知されている 

【公】上記④のとおり、周知を行っているため。 

【温】不明（状況を把握できていない） 

【温】－ 

【中】十分でないが認知されている 

【中】町田第一中学校近隣関係住民を対象に改築事業計画説明会を実施するととも

に、ホームページでも随時事業の進捗状況を周知しました。 

【子】同左 

【子】同左 

【循】不明（状況を把握できていない） 

【循】－ 

【公】十分でないが認知されている 

【公】本整備計画について説明の場を設けています。その他、本整備計画の機運醸

成として、各種イベントや、芹ヶ谷公園の魅力・楽しみ方を SNS等で投稿するフォ

トコンの開催を実施するなど、本整備計画を認知していただく場を広く設けており

ます。 

 

3-6 スパイラルアップ 

 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

【温】工事実施前には、近隣住民へ工事時期や内容、スケジュール

等の周知ができるよう対応していきます。 

【玉】近隣住民の方に工事進捗等の周知を図るとともに、玉川学園

前駅デッキ整備工事の担当課である道路整備課と適時調整を行い

ながら、2021年 5月オープンを目指します。 

【中】今後も建築事業計画に基づき工事を実施します。 

【子】引き続き、福祉のまちづくり総合推進条例および新・町田市

子どもマスタープランに基づき整備を進めます。 

【循】引続き庁内関係部署と連携して、町田市福祉のまちづくり総

合推進条例の整備基準にすべて適合するように整備を進めていき

ます。施設の完成時には「福祉のまちづくり総合推進条例整備基準

適合証」を受けた施設であることを PR するよう施設管理者に取り

組み内容を説明していきます。 

【温】2022年度の供用開始に向けて多くの方にご利用し

ていただけるよう周知を図っていきます。 

【玉】近隣住民の方に施設開所の周知を図るとともに、

取り組みの成果（満足度）については、市民満足度アン

ケート等を実施します。 

玉川学園前駅デッキ整備工事については、9 月の供用開

始に向け、引き続き担当課である道路整備課と適時調整

を行っていきます。 

【中】同左 

【子】同左 

【循】同左 

【公】引続き、子育て世代、高齢者及び障がい者をはじ

めとする多様な方に配慮した施設整備を目指します。 

【温】2022年 4月 1日からの供用開始後は、多くの方にご利用していただけるよう

に周知を図っていきます。 

【中】学校は公共施設であり、児童・生徒だけでなく、市民開放や災害時の避難所

として、今後はよりユニバーサルデザイン化を進めていきます。 

【子】同左 

【循】残りの施設整備に関しても、福祉のまちづくり条例にできるだけ合致するよ

う、土地利用調整課と調整を図りながら進めていきます。 

【公】今後も引き続き、芹ヶ谷公園・文化ゾーンネットワークをはじめ、幅広い方々

にご説明する機会を設け、ご意見を聞きながら進めます。 
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 ４ 市の既存建築物のバリアフリー、ユニバーサルデザインの推進 

担当課：福祉総務課、土地利用調整課、児童青少年課、スポーツ振興課

4-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

各改修施設の整備（継続）、多様な方々が建設検討に

参加できる仕組みづくりの検討および実施 

2017 年度 
～2021 年度 

【学童保育クラブ改修事業】改修、整備 

2017 年度 
～2019 年度 

【室内プール】設計、改修工事 

4-2 取組内容 

2017 年度 

市の施設整備に関し、営繕課、土地利用調整課と連携して作成した内規と、施設整備主管課へ情報提供として活用している資

料（施設整備の配慮）、福祉のまちづくり推進協議会施設整備部会で作成した市民参加マニュアル（案）などの情報を福祉総務

課担当者間で共有しました。 

2018 年度 同上 

2019 年度 同上 

2020 年度 － 

2021 年度 
福祉総務課は、都の補助事業「ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業」における庁内の取りまとめ課として、トイレ

の洋式化等の都補助金事務を行っており、間接的に既存施設のユニバーサルデザインに取り組みました。 

 

4-3 プロセス評価    凡例【福】：福祉総務課 【土】：土地利用調整課 【学】：児童青少年課 【プ】：スポーツ振興課 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

【福】必要があると感じるが全く設

けていない 

【福】検討段階のため、市民意見を

得る機会は設けていません。 

【福】必要があると感じるが全く設けて

いない 

【福】－ 

【土】十分ではないが設けた 

【土】市民意見等に基づき、施設改修計

画されていると考えています。 

【福】設けていない 

【福】検討の段階のため、市民意見を得る機会は

設けていません。 

【土】同左 

【土】同左 

【プ】十分ではないが設けた 

【プ】室内プール開館中には、毎年度 2 回利用者

アンケートを実施し、施設についての意見をいた

だきました。 

【土】同左 

【土】同左 

【学】設けていない 

【学】福祉のまちづくり総合推進条

例に基づき進めているため、事業対

象者への意見収集は行っていませ

ん。 

【福】設けていない 

【福】市民意見を反映すべき福祉総務課

の取組はありませんでした。 

【土】設けていない 

【土】土地利用調整課として設けてはい

ません。 

【学】同左 

【学】同左 

② 
意見 
反映 

【福】必要があると感じるが全く反

映されていない 

【福】市民意見を得る機会を設けて

いないため、意見の反映もありませ

ん。 

【福】反映する必要を感じない（反映す

べき意見がない） 

【福】同左 

【土】十分ではないが反映されている 

【土】審査担当であるため詳しくは不明

です。 

【福】反映する意見がない 

【福】特に意見がありませんでした。 

【土】同左 

【土】同左 

【プ】十分ではないが反映されている 

【プ】利用者アンケートでいただいた意見を参考

に設計・改修工事を行いました。しかし、今回の改

修工事は、主に建物の改修及び設備の更新、現在

既存不適格となっている天井部分の改修のため、

機能向上についての意見については設計に反映で

きませんでした。 

【土】同左 

【土】同左 

【学】反映する意見がない 

【学】上述のとおり進めているた

め、意見反映は行っていません。 

 

【福】反映されていない 

【福】①に伴い、市民意見を聴取してい

ないため、施策への反映はありませんで

した。 

【土】反映する意見がない 

【土】土地利用調整課として意見を得る

機会を設けてはいません。 

【学】同左 

【学】同左 

  



16 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

③ 
関係 
機関 
連携 

【福】必要があると感じるが全く連

携していない 

【福】市の施設整備については、必

要に応じ、営繕課、土地利用調整課

と連携をはかっていますが、定期的

な情報共有などの会議などは行っ

ていません。 

【福】十分ではないが連携している 

【福】市の施設整備については、必要に

応じ、営繕課、土地利用調整課と連携を

図っています。 

事業主管課への内規の周知、施設整備の

配慮について（福まち協議会施設整備部

会でまとめたもの）を活用しました。 

2017 年度からトイレの洋式化に係る工

事費用が東京都の補助金対象となった

ため、全庁的に周知を行い、今年度は 20

施設（市民ホール、中央図書館、市内公

園 18 カ所）がトイレ改修を実施しまし

た。 

【土】十分連携している 

【土】協議申請前に関係課、設計者等と

打ち合わせを行っています。 

【福】十分ではないが連携している 

【福】市の施設整備については、必要に応じ、営繕

課、土地利用調整課と連携を図っています。事業

主管課への内規の周知、施設整備の配慮について

（福まち協議会施設整備部会でまとめたもの）を

活用しました。 

2017年度からトイレの洋式化に係る工事費用が東

京都の補助金対象となったため、全庁的に周知を

行い、今年度は 21施設（ふるさと農具館、市内公

園 20 カ所）がトイレ改修を実施しました。（コロ

ナの影響で、改修できていない施設あり） 

協議申請前に関係課や設計者等と打ち合わせを行

っています。 

【土】同左 

【土】同左 

【プ】十分ではないが連携している 

【プ】「町田市福祉のまちづくり総合推進条例」の

遵守基準及び整備基準について、庁内関係者と協

議を行いました。 

【土】同左 

【土】同左 

【学】十分連携している 

【学】営繕課と十分に連携し、福祉

のまちづくり総合推進条例に基づ

き整備を行い、所用の検査に合格し

ました。 

【福】十分ではないが連携している 

【福】関係機関（庁内）と連携して、都

の補助金事務を実施しました。 

【土】同左 

【土】同左 

【学】同左 

【学】同左 

④ 
広報 
・ 
PR 

【福】十分ではないが広報・PRして

いる 

【福】推進事業として、市ホームペ

ージや「第２次町田市福祉のまちづ

くり推進計画」計画書にて公にして

いますが、広報・PRはまだ十分では

ありません。 

【福】同左 

【福】同左 

【土】必要があると感じるが全く広報・

PRしていない 

土地利用調整課では特にしていません。 

【福】十分ではないが広報・PRしている 

【福】推進事業として、市ホームページや「第 2次

町田市福祉のまちづくり推進計画」計画書にて公

にしていますが、広報・PRはまだ十分ではありま

せん。 

【土】広報・PRしていない 

【土】同左 

【プ】十分広報・PRしている 

【プ】施設の利用者や、広報まちだや市・指定管理

者のホームページ、市施設（体育館や中学校温水

プール、市民センター等）で周知を図りました。 

【土】同左 

【土】同左 

【学】広報・PRしていない 

【学】ユニバーサルデザインの観点

からの広報・PRは行っていません。 

【福】広報・PRしていない 

【福】福祉総務課において、市民に広報・

ＰＲする案件がありませんでした。 

【土】広報・PRしていない 

【土】土地利用調整課としてはしていま

せん。 

【学】同左 

【学】同左 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

【福】十分ではないが工夫・改善し

ている 

【福】関係各部署との連携が十分に

は取れていないため、工夫・改善は

遅れています。 

【福】同左 

【福】同左 

【土】工夫・改善をする必要を感じない 

【土】現取組みで問題ないと考えていま

す。 

【福】同左 

【福】同左 

【土】工夫・改善はしていない 

【土】同左 

【プ】十分ではないが工夫・改善している 

【プ】室内プールを運営・管理している指定管理

者にも設計や工事の打ち合わせに出席してもらう

ことで工事完了後施設を開館する際に大きなトラ

ブルなく開館できました。 

【土】同左 

【土】同左 

【学】工夫・改善はしていない 

【学】福祉のまちづくり総合推進条

例に基づき整備を進めています。 

【福】工夫・改善はしていない 

【福】ユニバーサルデザインの施設整備

において、都の補助金が活用できる旨

を、財政課を通じて庁内に周知していま

す。 

【土】工夫・改善はしていない 

【土】現在の取り組み内容で問題がない

と考えています。 

【学】同左 

【学】同左 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

【福】定期的に関連部署との情報共

有、改善のための会議を行う必要が

あります。 

【福】同左 

【福】同左 

【福】定期的に「福祉のまちづくり条例関係課会

議」を開催し、内規等の見直しを行います。 

【土】同左 

【土】同左 

【土】施設整備課は改修部分についての

予算確保は行われていますが、事前協議

の際に改修予定の無い既存部分の改修

整備が必要になることがよくあり、予算

不足を理由に逃れようとする傾向が見

受けられます。 

 

4-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

【福】目標より遅れている 

【福】人員不足のため、連携のため

の会議を開催できていません。 

【福】同左 

【福】同左 

【土】目標通り進んでいる 

【土】－ 

【福】目標より遅れている 

【福】福祉のまちづくり総合推進条例関係会議を

開催し、市の施設の整備や内規の確認と、適合証

の周知・啓発についても検討を行いたいと考えて

います。 

【土】同左 

【土】同左 

【プ】目標通り進んでいる 

【プ】－ 

【土】同左 

【土】同左 

【学】目標通り進んでいる 

【学】－ 

【福】目標より遅れている 

【福】市の新築建築物と同様に、既存建

築物においても、市民や高齢者、障がい

者等の当事者意見を反映する仕組みづ

くりの検討が遅れています。 

【土】同左 

【土】同左 

【学】同左 

【学】同左 

 

4-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

【福】不明（状況を把握できていな

い） 

－ 

【福】同左 

【福】同左 

【土】不明（状況を把握できていない） 

【土】－ 

【福】十分ではないが満足されていると思う 

【福】福まち条例を遵守した施設なので、誰もが

使いやすい整備がされており、高齢者から子ども

まで使いやすいという声がありました。 

【土】同左 

【土】同左 

【プ】十分ではないが満足されていると思う 

【プ】新型コロナウイルス感染拡大防止による休

館のため利用者アンケートを実施できませんでし

たが、利用者から更衣室やトイレ等について肯定

的な意見をいただいています。 

【土】同左 

【土】同左 

【学】不明（状況を把握できていな

い） 

【学】ユニバーサルデザインの観点

に基づく満足度調査は行っていま

せん。 

【福】不明（状況を把握できていない） 

【福】－ 

【土】同左 

【土】同左 

【学】同左 

【学】同左 

⑨ 
市民 
の 
認知 

【福】不明（状況を把握できていな

い） 

－ 

【福】同左 

【福】同左 

【土】不明（状況を把握できていない） 

【土】－ 

【福】不明（状況を把握できていない） 

【福】アンケート等を取っていないため、認知度

の把握ができません。 

次期計画策定のアンケートにおいて、認知度を図

ります。 

【土】同左 

【土】同左 

【プ】十分認知されている 

【土】同左 

【土】同左 

【学】不明（状況を把握できていな

い） 

【学】ユニバーサルデザインの観点

に基づく満足度調査は行っていま

せん。 

【福】不明（状況を把握できていない） 

【福】－ 

【土】同左 

【土】同左 

【学】同左 

【学】同左 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

【プ】－ 

 

4-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

【福】現在、把握している課題を整理し、

今後の施設整備の情報をまとめ、どのよ

うに普及、啓発していけばよいのか、関

連部署と連携を図りながら検討します。 

【福】同左 

【土】今後も相談があった際は基準に沿

うよう案内していきます。 

【福】同左 

【土】同左 

【プ】室内プール第一駐車場に整備する

温浴施設の整備工事の際は、今回の改修

工事と同様に室内プール利用者や近隣

住民に対し、より丁寧に周知を図ってい

きたいと考えています。 

【土】同左 

【学】引き続き、福祉のまちづくり総合

推進条例および新・町田市子どもマスタ

ープランに基づき整備を進めます。 

【福】公共的施設、補助、公園等の施設

整備における都補助事業の要件が２０

２２年度から変更となり、施設の新設や

改修の際の当事者点検が必須となるた

め、市施設の建築における市民や当事者

参加の仕組みを確立する必要がありま

す。 

【土】施設整備課が条例の内容（整備基

準及び望ましい整備）をしっかりと理解

する必要があると考えます。 

【学】引き続き、新・町田市子どもマス

タープランに基づき整備を進めます。 
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 ５ バリアフリー化整備資金に係る利子助成事業 

担当課：産業観光課

5-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

バリアフリー化整備資金助成事業の周知及び事業活用の

促進 

5-2 取組内容 

2017 年度 
ホームページ、広報、「町田市中小企業融資制度のしおり」に当該事業を掲載し、相談があった事業者に事業内容の紹介

を行いました。 

2018 年度 「融資のしおり」の作成・町田市ホームページへの掲載等により事業者及び金融機関等に周知しました。 

2019 年度 － 

2020 年度 
「町田市中小企業融資制度のしおり」の作成・町田市ホームページへの掲載等により事業者及び金融機関等に周知しまし

た。 

2021 年度 同上 

 

5-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

設ける必要を感じない 

対象を中小企業者に限定した事業のた

め、設けませんでした。 

設ける必要を感じない 

－ 

－ 

十分ではないが設けた 

町田市中小企業融資制度に対する事業者からの意

見は、当制度を取り扱っている金融機関が日々聴

取しているため、金融機関の担当者からのヒアリ

ング等を通じて、利用者の意見を得る機会を設け

ています。 

十分ではないが設けた 

窓口で融資制度の相談や問い合わせを受け

る際、事業者や金融機関からの意見を伺って

います。 

② 
意見 
反映 

反映する必要を感じない（反映すべき意

見がない） 

対象を中小企業者に限定した事業のた

め、必要性を感じません。 

反映する必要を感じない（反映すべき意

見がない） 

－ 
－ 

反映する意見がない 

申請件数が０件であり、意見収集の場を設けては

いるが反映すべき意見が出ませんでした。 

反映する意見がない 

－ 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分連携している 

町田市中小企業融資制度を取り扱って

いる各金融機関、町田商工会議所、町田

新産業創造センターと連携し、対象者に

事業内容の紹介を行いました。 

連携する必要を感じない 

事業者からの融資の申し込みがなかっ

たため連携を行っていません。 

（これまでの実績がほぼなく、申込みが

あった際に連携すればよいと考えます） 

－ 

十分ではないが連携している 

町田市中小企業融資制度を取り扱っている各金融

機関、町田商工会議所、町田新産業創造センター

と連携し、対象者に事業内容の周知を行いました。 

十分ではないが連携している 

土地利用調整課が発行する特定都市施設整

備協議済証をもとに、産業政策課で融資対象

者確認書を発行するなど、庁内の関係課と連

携を図っています。 

④ 
広報 
・ 
PR 

十分広報・PRしている 

ホームページ、広報、「町田市中小企業融

資制度のしおり」に事業内容を掲載しま

した。 

広報・PRする必要を感じない 

－ 

－ 

十分ではないが広報・PRしている 

ホームページや「町田市中小企業融資制度のしお

り」に事業内容を掲載していますが、しおりを他

のセミナーや庁内の関係部署の窓口で周知しても

らうなどの改善の余地があると考えます。 

十分ではないが広報・PRしている 

産業政策課をはじめ、町田商工会議所や金融

機関等の窓口において、融資制度のしおりを

配布するとともに、市ホームページにおいて

融資制度を広報・PRしています。 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分工夫・改善している 

昨今の金融情勢を勘案し、貸付利率の引

き下げを行いました。 

工夫・改善をする必要を感じない 

－ 

－ 

工夫・改善はしていない 

本制度は事業者が店舗や事務所等のバリアフリー

化をするための資金の融資を受けた場合に、市が

全額利子の補助を行う制度であり、他の融資メニ

ューと比較して事業者にとってメリットが大きい

制度となっています。そのため、現時点では、今以

上に制度を改善することは予定していません。 

工夫・改善はしていない 

－ 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

－ － － － － 
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5-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標より遅れている 

ホームページや融資制度のしおりの配

布による広報のほか、町田市中小企業融

資制度を取り扱っている金融機関を通

して周知を行っていますが、バリアフリ

ー化整備資金の融資の申込には至って

いません。 

同左 － 同左 

目標より遅れている 

直近５年間は、バリアフリー化整備資金

の利用実績がありません。 

 

5-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

まだ満足できる成果が発生していない 

－ 同左 － 同左 

まだ満足できる成果が発生していない 

－ 

⑨ 
市民 
の 
認知 

まだ認知できる成果が発生していない 

－ 同左 － 同左 

まだ認知される成果が発生していない 

－ 

 

5-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

引き続き対象者への広報活動を積極的

に行います。また、金融情勢の変化に合

わせた利率の見直し、社会的なニーズに

合わせた利用要件の改正を適宜行いま

す。 

事業者が店舗や事務所等のバリアフリ

ー化をするための資金の融資を受けた

場合にその利子の一部を補助するとい

うものなので、事業者及び金融機関への

周知を引き続き行っていきます。また、

庁内の関係部署と連携しながら、周知方

法等についても検討を進めていきます。 

－ 

本事業は事業者が店舗や事務所等のバ

リアフリー化をするための資金の融資

を受けた場合に利子を補助するものな

ので、事業者及び金融機関への周知を引

き続き行っていきます。また、庁内の関

係部署と連携した周知方法（他の窓口で

のしおりの配布等）についても、検討を

進めていきます。 
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 ６ 住宅バリアフリー化改修工事助成事業 

担当課：住宅課

6-1 実施目標 
2017 年度 
～2021 年度 

事業の継続 

6-2 取組内容 
2017 年度 住宅バリアフリー化改修助成事業を継続して取り組んでいます。（実績 23件） 

2018 年度 住宅バリアフリー化改修助成事業を継続して取り組んでいます。（実績 25件） 

2019 年度 住宅バリアフリー化改修助成事業を継続して取り組んでいます。（実績 37件） 

2020 年度 住宅バリアフリー化改修助成事業を継続して取り組んでいます。（実績 37件） 

2021 年度 住宅バリアフリー化改修助成事業を継続して取り組んでいます。（実績 20件） 

 

6-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

十分ではないが設けた 

助成利用者を対象にアンケートを実施

しました。また、窓口での接客、電話応

対等から市民意見を得ています。 

十分設けた 

－ 
同左 同左 

設けていない 

2020 年度から特に制度変更をしていま

せん。 

② 
意見 
反映 

十分ではないが反映されている 

アンケートによる市民意見を参考に申

請手続きを簡略化するための見直しを

行いました。 

十分反映されている 

助成申請者からの意見を参考に、申請手

続きの簡略化など制度に反映していま

す。 

同左 同左 

反映する意見がない 

2020 年度から特に制度変更をしていま

せん。 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分連携している 

介護保険課で行っている介護保険住宅

改修制度、障がい福祉課で行っている住

宅設備改善制度と対象者の住み分けを

行う等、連携を図っています。 

十分連携している 

介護保険住宅改修制度（介護保険課）、住

宅設備改善制度（障がい福祉課）と対象

者の住み分けを行っており、助成申請時

に、どの制度の対象となるか確認してい

ます。 

十分ではないが連携している 

 

同左 

十分ではないが連携している 

介護保険課で行っている介護保険住宅

改修制度、障がい福祉課で行っている住

宅設備改善制度で対象とならない人が

利用できる制度設計とすることで、幅広

い市民がバリアフリー化工事をし易い

環境を整えています。 

④ 
広報 
・ 
PR 

十分広報・PRしている 

市の広報やホームページ、町田商工会議

所ニュースに、住宅バリアフリー化改修

助成の案内記事を掲載しました。 

十分広報・PRしている 

市の広報やホームページ、町田商工会議

所ニュースに、住宅バリアフリー化改修

助成の案内記事を掲載しています。 

同左 

十分広報・PRしている 

市の広報やホームページに、住宅バリア

フリー化改修助成の案内記事を掲載し

ています。 

同左 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分ではないが工夫・改善している 

アンケート結果や過去の実績等を踏ま

え、助成制度の見直しを行っています。 

十分工夫・改善している 

申請期間を一定期間に絞ることで、現地

調査等の交付決定のための事務を効率

的に行い、交付決定までに要する期間を

短縮しています。 

同左 同左 

十分ではないが工夫・改善している 

コロナ禍の影響で予算が削減される中、

事業を継続しました。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

アンケート結果や他自治体の制度を参

考にして、利用者のニーズにあった制度

にしていきたいと考えています。 

同左 同左 同左 

より一層分かりやすい制度となるよう、

ホームページ、申請書等を改善していき

ます。 
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6-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

実施目標に従って事業の取組が行われ

ています。 

同左 同左 同左 

目標通り進んでいる 

実施目標に従って事業の取組が行われ

ています。（実施件数：20件） 

 

6-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

十分満足されていると思う 

改修工事を行ったことで、「居住環境が

快適になった」、「安心して生活できるよ

うになった」等の意見が多く得られてい

ます。 

同左 

十分満足されていると思う 

アンケートでは、助成制度を利用した約

90％の方から「助成制度に満足してい

る」との回答を得ています。 

十分満足されていると思う 

アンケートでは、助成制度を利用した概

ね全ての方から「助成制度に満足してい

る」との回答を得ています。 

十分満足されていると思う 

2021 年 5 月に助成受付を開始したが、5

月中に受付上限まで申し込みがある状

況で、人気を博しています。 

⑨ 
市民 
の 
認知 

十分認知されている 

市の広報やホームページ、町田商工会議

所ニュースに、住宅バリアフリー化改修

助成の案内記事を掲載することで市民

への認知を図っています。 

同左 

十分でないが認知されている 

同左 

十分でないが認知されている 

市の広報やホームページに、住宅バリア

フリー化改修助成の案内記事を掲載す

ることで市民への認知を図っています。 

同左 

 

6-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

申請者から助成金の申請手続きが煩雑

との意見があるため、引き続き、申請手

続きを簡略化するための見直しを行っ

ていきます。 同左 

申請時の提出書類について、必要書類が

分かりにくいとの声もあるため、リーフ

レットの見直しを行います。 

申請時の提出書類について、必要書類が

分かりにくいとの声があったため、2020

年度の「伝わる日本語推進運動」を通し

て、リーフレットの見直しを行いまし

た。新しいリーフレットについては 2021

年度から配布し、今後も利用者から意見

を反映した見直しを行っていきます。 

ホームページの構成にまだ改善の余地

があるので、事務の改善もしながら、よ

り分かりやすい制度にしていきたいと

考えています。 
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 ７ 住宅改修アドバイザー派遣制度 

担当課：介護保険課、障がい福祉課

7-1 実施目標 
2017 年度 
～2021 年度 

事業の継続 

7-2 取組内容    凡例【介】：介護保険課 【障】：障がい福祉課 

2017 年度 

【介】介護保険の住宅改修や設備改修を行う方からの依頼に基づき、住宅改修の施工に関する助言及び指導を行うアドバイザ

ーを無料で派遣をしました。（2017年度：236件） 

【障】2017年度は 13件の住宅改修アドバイザーの派遣を実施しました。 

2018 年度 【介】同上（2018年度：212件） 【障】2018年度は 19件の住宅改修アドバイザーの派遣を実施しました。 

2019 年度 【介】同上（2019年度：229件）       【障】2019年度は 19件の住宅改修アドバイザーの派遣を実施しました。 

2020 年度 【介】同上（2020年度：181件）   【障】2020年度は 13件の住宅改修アドバイザーの派遣を実施しました。 

2021 年度 【介】同上（2021年度：178件）      【障】2021年度は 6件の住宅改修アドバイザーの派遣を実施しました。 

 

7-3 プロセス評価    凡例【介】：介護保険課 【障】：障がい福祉課 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

【介】設ける必要を感じない 

【介】本事業は介護保険制度発足当初からある事

業であり、軌道に乗った事業です。 

また、住宅改修の施工に関する助言及び指導を無

料で受けられるため、利用者には満足いただいて

います。 

【障】設ける必要を感じない 

【障】広く、市民から意見を聴取するよりも、現

在、本件支援を必要としている人からの意見が重

要と考えます。日頃より、障がい者支援センター

や支援直接実施している事業者から、支援を受け

ている人の意見を得ております。 

【介】必要があると感じるが全く設けて

いない 

【介】次年度では、住宅改修アドバイザ

ーが提案した住宅に現地調査に伺い、市

民の方に意見を伺いたいと考えていま

す。 

【障】同左 

【障】同左 

【介】十分ではないが設けた 

【介】住宅改修が適正に行われているか

を確認するため、市職員、アドバイザー、

担当ケアマネジャー等と施工後の利用

者宅を訪問し、その場で意見収集をして

います。また、利用者との関係が密接で

あるケアマネジャーからの意見集約を

行うため、研修会でアンケート調査を行

い、集約した意見をアドバイザー会議で

情報共有しました。 

【障】十分ではないが設けた 

【障】同左 

【介】十分ではないが設けた 

【介】住宅改修アドバイザー会議に

て、新型コロナウイルス感染拡大を

踏まえた訪問方法等を、住宅改修ア

ドバイザー同士で情報共有しまし

た。 

次年度については、住宅改修を行う

際に、市民・施工業者、住宅改修ア

ドバイザーと関わりを持つ、ケアマ

ネジャーもしくは高齢者支援セン

ター職員（以下「ケアマネジャー

等」）に、アンケート等で意見収集す

ることを検討しています。 

【障】同左 

【障】同左 

【介】十分ではないが設けた 

【介】住宅改修が適正に行われてい

るかを確認するため、市職員、アド

バイザー、担当ケアマネジャー等と

施工後の利用者宅を訪問し、その場

で意見収集をしています。また、利

用者との関係が密接であるケアマ

ネジャーからの意見集約を行うた

め、研修会でアンケート調査を行

い、集約した意見をアドバイザー会

議で情報共有しました。 

【障】同左 

【障】同左 

② 
意見 
反映 

【介】反映する必要を感じない（反映すべき意見

がない） 

【介】－ 

【障】十分反映されている 

【障】障がいに伴う住宅改修は、その利用はごく

一部の障がい者に限定されるため、一般市民から

の意見はほとんどないのが現状です。また、自宅

での困難のない状況の市民（障がい者）は関心が

低い状況です。 

【介】反映する必要を感じない（反映す

べき意見がない） 

【介】今年度は、意見を得る機会を設け

なかったため、反映すべき意見はありま

せん。 

【障】同左 

【障】同左 

【介】十分ではないが反映されている 

【介】意見収集の機会を設けてはいます

が、今年度は反映すべき意見がありませ

んでした。 

【障】十分ではないが反映されている 

【障】住宅改修アドバイザーや利用者か

らの意見等があった際は、適宜検討・対

応しています。 

【介】同左 

【介】同左 

【障】同左 

【障】同左 

【介】反映する意見がない 

【介】同左 

【障】同左 

【障】同左 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

③ 
関係 
機関 
連携 

【介】十分連携している 

【介】障がい福祉課でも本事業を行っているため、

年に２回行っている住宅改修アドバイザー会議に

出席を依頼しています。障がい福祉課と介護保険

課の両方の住宅改修制度を利用する方の申請を受

け付けた際は、介護保険課にて審査を行い、障が

い福祉課へ情報提供を行っています。 

【障】十分連携している 

【障】住宅改修を実際にする場合には、障がい者

支援センター、アドバイザー、建設業者との連携

は不可欠です。 

【介】十分ではないが連携している 

【介】障がい福祉課でも本事業を行って

いるため、年に２回行っている住宅改修

アドバイザー会議に出席を依頼してい

ます。次年度は、制度内容等も障がい福

祉課と一緒に検討しようと考えており

ます。 

【障】同左 

【障】同左 

【介】十分ではないが連携している 

【介】障がい福祉課においても障がいを

持つ方を対象に本事業を行っているた

め、住宅改修アドバイザー会議や住宅改

修研修会を両課で連携し、実施していま

す。 

【障】十分連携している 

【障】住宅改修を実際にする場合には、

介護保険課、ケアマネージャー、障がい

者支援センター、アドバイザー、建設業

者との連携は不可欠のため、密な連携を

心がけています。 

【介】同左 

【介】同左 

【障】同左 

【障】同左 

【介】同左 

【介】同左 

【障】同左 

【障】同左 

④ 
広報 
・
PR 

【介】十分ではないが広報・PRしている 

【介】ケアマネジャーもしくは高齢者支援センタ

ー職員に研修会、手引き等で周知をしています。

また、ホームページでも制度について掲載をして

います。さらに今年度は町田市ケアマネジャー連

絡会でアドバイザー制度についての説明と利用促

進について周知しました。 

【障】十分広報・PRしている 

【障】対象を障がい者に限定しているため、広く

一般的に周知するのではなく、当事者に直接当該

制度の説明を実施しています。また、身体障害者

手帳を交付の際に、ガイドブック等を利用して、

直接周知しています。 

【介】十分ではないが広報・PRしている 

【介】住宅改修制度を利用する際は、ケ

アマネジャーもしくは高齢者支援セン

ター職員（以下「ケアマネジャー等」）を

通じて申請をしていただく必要があり

ます。このケアマネジャー等に研修会、

手引き等で周知をしています。また、ホ

ームページでも制度について掲載をし

ています。 

【障】同左 

【障】同左 

【介】十分ではないが広報・PRしている 

【介】住宅改修アドバイザー派遣制度を

利用し、適正な住宅改修を行うには、ケ

アマネジャーもしくは高齢者支援セン

ター職員（以下「ケアマネジャー等」）を

通じて依頼していただく必要がありま

す。このケアマネジャー等に研修会、手

引き等で本制度の周知を行うとともに、

ホームページや刊行物で市民に対して

も周知を行っています。 

【障】同左 

【障】同左 

【介】同左 

【介】同左 

【障】同左 

【障】同左 

【介】同左 

【介】同左 

【障】同左 

【障】同左 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

【介】十分工夫・改善している 

【介】2017年度は、１名の新規アドバイザーが加

わりました。また、2018年度にも新規アドバイザ

ー１名の加入を予定しています。新規アドバイザ

ーに対する研修を行い、町田市ケアマネジャー連

絡会でアドバイザー制度についてと、利用促進に

ついて説明しました。また、2018年度からは担当

地域の見直しをするなど、当事業の質を落すこと

なく、長期継続できるよう努めます。 

【障】工夫・改善をする必要を感じない 

【障】事業が良い状態で実施されているため、現

時点では改善の必要がないと考えます。 

ただし、今後利用者からの意見等で工夫改善の必

要があれば、検討していきます。 

【介】十分ではないが工夫・改善してい

る 

【介】アドバイザーをより利用していた

だくために、ケアマネジャー向け研修会

で周知を行うことや、住宅改修の種類に

よってはアドバイザー利用を必須とす

ることも検討しています。 

また、アドバイザーを知っていただくこ

とと、質の向上のためにケアマネジャー

向け研修会の講師を依頼することも検

討しています。 

【障】同左 

【障】同左 

【介】十分ではないが工夫・改善してい

る 

【介】ケアマネジャー向け研修会で改め

て制度の周知を行い、アンケートにて意

見の集約をしました。 

アドバイザーのスキルアップを図るた

めに、今後は多くの住宅改修アドバイザ

ーが講師を行うよう検討します。 

2019年度から、介護認定をお持ちでない

方の住宅改修の際には、アドバイザー利

用を必須としたことで、利用者の自立支

援に則した改修工事を促すことができ

ました。 

【障】同左 

【障】同左 

【介】十分ではないが工夫・改善し

ている 

【介】2019年度から、介護認定をお

持ちでない方の住宅改修の際には、

住宅改修アドバイザー利用を必須

とし、利用者の自立支援に則した改

修工事を促すことができました。 

今後は、介護保険による住宅改修の

経験が少ない受領委任払い未登録

施工業者にも、住宅改修アドバイザ

ー利用を必須とするよう検討して

います。 

【障】同左 

【障】同左 

【介】十分ではないが工夫・改善し

ている 

【介】適正な住宅改修に繋げるとと

もに、アドバイザーの利用促進のた

め、ケアマネジャー向け研修会で改

めて制度の周知を行い、アンケート

にて意見の集約をしました。 

介護認定をお持ちでない方の住宅

改修の際に、アドバイザー利用を必

須とすることで、利用者の自立支援

に則した改修工事を促すことがで

きました。 

【障】同左 

【障】同左 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

【介】改修内容をアドバイスするだけで

なく検証評価も行い、情報の集約を行い

たいと考えています。 

住宅改修アドバイザー会議にて議論を

し、アドバイザー間の情報の共有・標準

化を図ります。 

【介】同左 

【介】同左 

【介】ケアマネジャーとアドバイザーの

関係性を深めることにより制度の利用

率を高めます。 

利用者の在宅継続に向けた環境改善支

援を図るため、住宅改修研修会を受講し

ていない施工業者による改修工事にお

いて、改修内容や費用が適正となるよ

う、住宅改修アドバイザー派遣必須化の

検討をします。 

【介】新任アドバイザーの実習では、多

職種との連携（同行訪問）を行い、専門

知識以外の提案・助言方法を学ぶこと

で、住宅改修アドバイザーの質の向上を

図ります。 

【介】ケアマネジャーを対象に実施した

アンケートの結果、本制度の認知度は

98.8％とほとんどのケアマネジャーが

認知している一方で、本制度を「知って

いるが利用したことがない」の回答は

24.4％でした。 

住宅改修アドバイザーの利用をさらに

促進し、適正な住宅改修につなげるた

め、ケアマネジャーと住宅改修アドバイ

ザーとの関係づくりをさらに進めてい

く必要があります。 

 

7-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

【介】目標通り進んでいる 

【介】住宅改修の施工に関する助言及び

指導を無料で受けられるため、利用者に

は満足いただいています。 

【障】目標通り進んでいる 

【障】良い住宅改善へのサポートができ

ています。 

【介】同左 

【介】同左 

【障】同左 

【障】同左 

【介】目標通り進んでいる 

【介】介護保険の住宅改修等を行う方か

らの依頼に基づき、住宅改修の施工に関

する助言及び指導を行うアドバイザー

を無料で派遣しています。 

【障】同左 

【障】同左 

【介】目標通り進んでいる 

【介】介護保険の住宅改修等を行う方か

らの依頼に基づき、住宅改修の施工に関

する助言及び指導を行う住宅改修アド

バイザーを無料で派遣しています。 

【障】同左 

【障】同左 

【介】目標通り進んでいる 

【介】介護保険の住宅改修等を行う方か

らの依頼に基づき、住宅改修の施工に関

する助言及び指導を行うアドバイザー

を無料で派遣しています。 

【障】同左 

【障】同左 

 

7-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

【介】十分満足されていると思う 

【介】－ 

【障】十分満足されていると思う 

【障】住宅改修の希望者の中で、アドバ

イス等を必要としている方には、本施策

を案内し活用されていると感じます。 

【介】同左 

【介】同左 

【障】同左 

【障】同左 

【介】十分ではないが満足されていると

思う 

【介】希望があった方という限られた方

が対象ではありますが、住宅改修の施工

に関する助言及び指導を無料で受けら

れるため、利用者からは満足の声をいた

だいています。 

【障】十分満足されていると思う 

【障】「住宅のことに関して広くアドバ

イスしてもらえる」など、満足している

という声を多くいただいています。 

【介】同左 

【介】同左 

【障】同左 

【障】同左 

【介】十分ではないが満足されていると

思う 

【介】ケアマネジャーを対象に実施した

アンケートにて、「アドバイスしていた

だく内容に説得力があり、利用者、家族、

ケアマネが納得できる工事の計画が立

てられてありがたい」とのお声をいただ

きました。 

【障】同左 

【障】同左 

⑨ 
市民 
の 
認知 

【介】十分でないが認知されている 

【介】研修会、ホームページ等で周知を

行っており、今後も継続して行っていく

予定です。 

【障】十分認知されている 

【介】同左 

【介】同左 

【障】同左 

【障】同左 

【介】同左 

【介】同左 

【障】十分でないが認知されている 

【障】支援の対象者には認知されていま

すが、一般市民の関心はほとんどないと

【介】十分でないが認知されている 

【介】ホームページ等で周知を行ってお

り、今後も継続して行っていく予定で

す。 

【障】同左 

【介】十分でないが認知されている 

【介】市民の認知度については把握して

いませんが、ケアマネジャーの本制度の

認知度は 98.8％とほとんどのケアマネ

ジャーが認知している結果となりまし
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

【障】支援の対象者には認知されていま

すが、一般市民の関心はほとんどないと

いう状況です。 

いう状況です。また、住宅改修を行う業

者に対しては認知されています。 

【障】同左 た。 

【障】同左 

【障】同左 

7-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

【介】今までと同様に窓口や HP 等で当

制度の周知を図り、アドバイザーにおい

ては、年２回のアドバイザー会議の中で

情報の共有及びスキルアップを図り、よ

り良いサービスにつなげて行きたいと

思います。 

今後もアドバイザーの質の向上を目的

に、介護と医療、両方の観点から住宅改

修指導事業を進められる体制作りを図

っていきたいと考えています。 

【障】今後は、予算が削減されるなかで

事業を継続していくことが、本施策の取

り組みとなります。 

【介】今後、ケアマネジャー向け研修会

講師を依頼することで、アドバイザーの

スキルアップを図るとともに、研修会を

通じてケアマネジャーとの関係性を築

くことで、利用率の増加にも繋げていき

たいと考えております。 

【障】同左 

【介】今後も、ケアマネジャー向け研修

会の講師を新たに選任することにより、

アドバイザーのスキルアップを図ると

ともに、研修会を通じてケアマネジャー

との良好な関係を築くことで、利用の促

進を図りたいと考えています。 

【障】同左 

【介】ケアマネジャー向け研修会の講師

を新たに選任することにより、住宅改修

アドバイザーのスキルアップを図ると

ともに、研修会を通じてケアマネジャー

等との良好な関係を築くことで、利用の

促進を図りたいと考えています。 

今後も住宅改修アドバイザーの質の向

上と利用者の適切なサービス利用に繋

がるよう、住宅改修指導事業に関する体

制作りに取り組みます。 

【障】同左 

【介】今後、高齢者人口の増加に伴い、

住宅改修を必要とする高齢者も増加す

る見込みです。 

高齢者が適正な住宅改修ができるよう、

引き続き、住宅改修アドバイザーの派遣

を行います。 

また、ケアマネジャーと住宅改修アドバ

イザーとの関係づくりをさらに進めて

いくとともに、一定の条件に該当する住

宅改修等については本制度の利用を必

須化する等、アドバイザーの利用促進を

図ります。 

【障】同左 
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 ８ 共同配車センターの運営補助事業 

担当課：福祉総務課

8-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

福祉輸送サービスの周知 

及び支援 

8-2 取組内容 

2017 年度 
共同配車センター担当者会議に出席し情報を共有しました。 

市ホームページや、便利帳、「高齢者のための暮らしのてびき」へ共同配車センターに関する情報を掲載、また、しおりの配布を行いました。 

2018 年度 
共同配車センター担当者会議に出席し情報を共有しました。 

市ホームページや、便利帳に共同配車センターに関する情報を掲載、また、しおりの配布を行いました。 

2019 年度 市ホームページや、「わたしの便利帳」に共同配車センターに関する情報を掲載、また、しおりの配布を行いました。 

2020 年度 
市ホームページに継続して掲載しました。担当者会議を実施しました。（年 2回） 

「福祉のまちづくりに関する市民アンケート」において、共同配車センターの認知度等を調査しました。利用者アンケートを実施しました。（社協実施） 

2021 年度 
災害時における避難行動要支援者の避難輸送を本事業の協定に盛り込みました。上記の防災訓練（図上訓練）を実施しました。 

福祉輸送サービスの取組を市ホームページに掲載しています。担当者会議を開催（3回）しました。 

 

8-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

十分ではないが設けた 

利用者へは登録更新アンケートを社会福祉協

議会から実施しているほか、予約受付時や移送

の際に意見等を直接いただき改善に役立てら

れています。 

十分設けた 

同左 

十分ではないが設けた 

同左 

十分設けた 

利用者アンケートを実施し、共同配車センターへ

のご意見をいただきました。 

設けていない 

 

② 
意見 
反映 

十分ではないが反映されている 

いただいた意見等については、定期的に行われ

る共同配車センター担当者会議において、整理

しています。 
同左 同左 

十分ではないが反映されている 

いただいたご意見を基に、対応可能なものから検

討を進め、改善を図りました。 

十分反映されている 

災害時の避難行動に支援を要する方の避難方法につ

いて、当事者の方や避難支援者の方からの様々な意

見を受け、同事業の福祉車両を災害時の避難に活用

できるよう協定に項目を追加し、市民意見を反映し

ました。 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分連携している 

事業実施主体である社会福祉協議会、配車事業

を行う NPO法人・タクシー事業者による定期的

な連絡会（主催は社会福祉協議会）に参加し、

運営上の課題や必要な情報を共有しています。 

同左 同左 

十分連携している 

事業実施主体である社会福祉協議会、配車事業を

行う NPO 法人・タクシー事業者による定期的な連

絡会（主催は社会福祉協議会）に参加し、運営上の

課題や必要な情報を共有しています。 

十分連携している 

本事業は、町田市社会福祉協議会、NPO法人及びタク

シー事業者と連携した事業であり、常に連絡を密に

して取組を進めています。 

④ 
広報 
・ 
PR 

十分ではないが広報・PRしている 

市ホームページや便利帳、「高齢者のための暮ら

しのてびき」に掲載、また、希望者に窓口など

でご案内を配布しています。社会福祉協議会に

おいても、事業案内を事務所窓口においている

ほか、ホームページでの掲載を行っています。 

十分広報・PRしている 

同左 

十分ではないが広報・PR し

ている 

同左 
同左 

十分ではないが広報・PRしている 

市及び市社会福祉協議会のホームページで継続して

PRしています。 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分ではないが工夫・改善している 

定期的な連絡会で課題を整理し、運用上すぐに

できる改善（案内を分かりやすい表現にするな

ど）は随時行っています。 

同左 同左 

十分ではないが工夫・改善している 

市民アンケートにおいて、共同配車センターの認

知度等を調査しました。認知度が低く、「利用方法

が分からない」というご意見が多数あったことか

ら、より一層周知を深めていく必要があります。 

十分ではないが工夫・改善している 

（2）の改善をしました。 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

福祉サービスとして、受益者負担の観点から、

制度上の見直しの検討が必要です。 

補助事業として継続していますが、共同配車

センターのあり方についても、考え直す時期

にきています。 

定期的に関連部署との情報共有、改

善のための会議を行う必要があり

ます。 同左 

当制度が必要な人に事業内容の情報が届いて

いないケースも想定されるため、共同配車セ

ンターの認知度向上の取組を進める必要があ

り、引き続き周知を図ります。また、周知方

法についても再検討する必要があります。 

本事業により、通院できる方や、自立し

た日常生活を営むことができる方がい

るなど、当事者の声を聞く機会があり、

これまでと同様に取り組む必要性を感

じることがありました。 

 

8-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

事業への周知、補助事業としての支援は目標

どおり進んでいますが、今後の共同配車セン

ターのあり方については、これからの課題と

なっており、検討が必要です。 

同左 同左 

目標通り進んでいる 

補助事業としての支援は継続して進めていま

すが、様々な移動支援サービス（取組）があ

る中で、今後の共同配車センターのあり方等

を研究していく必要があります。 

目標通り進んでいる 

補助事業として継続した取組を進めて

います。 

 

8-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

十分ではないが満足されていると思う 

利用状況（運行回数・新規登録など）から、一

定の満足を得られていると考えますが、一方

で事業の充実を望む声も寄せられています。 

同左 同左 

十分ではないが満足されていると思う 

利用者アンケートにより、安価で移動できる

手段として満足している方がいる一方で、予

約の取りづらさや土日の利用等に対するご意

見もいただいています。 

不明（状況を把握できていない） 

今年度はアンケート調査を実施してい

ないため、把握できていません。 

⑨ 
市民 
の 
認知 

まだ認知できる成果が発生していない 

福祉のまちづくり市民アンケート調査では、

若干であるが認知度が上昇しますが（2011

年 11％→2016年 18％）、まだ低い結果とな

っています。 

同左 

まだ認知できる成果が発生してい

ない 

アンケート等を取っていないため、

認知度の把握ができていません。 

次期計画策定のアンケートにおい

て、認知度を図ります。 

認知されていない 

市民アンケートによると、認知度は約 15％で

あり、より効果的な周知が必要です。 

不明（状況を把握できていない） 

－ 

 

8-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

高齢者、障がい者など利用主体に応じた、庁内

各利用者の窓口となる部署との連携を図りま

す。 

社会福祉協議会と連携して、共同配車センタ

ーの利用者の意見や、利用状況などから課題

の整理を行い、事業の改善方針を検討します。 

今後の共同配車センターのあり方について検

討する場合、他市の動向を調査する必要があ

ります。 

同左 同左 

今後も事業運営に関わる各団体等との連絡

を密にし、連携が図れる環境を整えます。 

高齢者、障がい者など利用主体に応じた、庁

内各利用者の窓口となる部署との連携を図

ります。 

利用者アンケートや市民アンケートの結果

から課題の整理を行い、事業の改善方針を検

討します。 

駅など公共交通機関のバリアフリー化

や、ＵＤタクシーの普及等、移動制約者の

移動手段も少しずつ多様化しています。

また、自家用有償運送、「許可・登録を要

しない輸送」及び「訪問型サービスＤ」な

ど、他の移動支援サービスも存在します。

様々な施策と移動ニーズから、本事業を

今後どのように位置付けていくか、考察

する必要があります。 
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 ９ 地域コミュニティバスの運行補助事業 

担当課：交通事業推進課

9-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

4路線の運行継続、新規路線の検討 

9-2 取組内容 

2017 年度 

・地域組織、バス事業者、市の三者協働により、玉川学園コミュニティバス「玉ちゃんバス」及び、金森地区コミュニティバス

「かわせみ号」を運行しています。 

・相原地区で小型乗合交通の実証実験運行を行いました。 

・新規路線の導入に向けた検討を進めました。 

2018 年度 

・地域組織、バス事業者、市の三者協働により、玉川学園コミュニティバス「玉ちゃんバス」及び、金森地区コミュニティバス

「かわせみ号」を運行しています。 

・相原地区で小型乗合交通の第 2回実証実験運行を行いました。 

・つくし野地区、本町田地区、成瀬地区において、新規路線の導入に向けた検討を進めました。 

2019 年度 同上 

2020 年度 
・地域協議会、バス事業者、市の三者協働により、玉川学園コミュニティバス「玉ちゃんバス」及び、金森地区コミュニティバ

ス「かわせみ号」を運行しています。 

2021 年度 同上 

 

9-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

十分設けた 

玉川学園コミュニティバス推進委員会及

び、金森地区コミュニティバス運行協議

会に定期的に出席し、三者（地域組織・

バス事業者・市）で意見交換を行ってい

ます。 

新規路線についても、地域組織と検討し

ているほか、新規路線の実施に至るまで

に、市民、高齢者、障がい者団体の代表

が出席する会議で議論したうえで内容を

決定しています。 

同左 同左 

十分設けた 

玉川学園コミュニティバス推進委員会

及び、金森地区コミュニティバス運行協

議会に定期的に出席し、三者（地域組織・

バス事業者・市）で意見交換を行ってい

ます。 

地域交通会議を開催し、地域交通に関す

る問題の解決や提案の合議を図る機会

を設けています。 

十分設けた 

玉川学園コミュニティバス推進委員会

及び、金森地区コミュニティバス運行協

議会に定期的に出席し、三者（地域協議

会・バス事業者・市）で意見交換を行っ

ています。 

新規路線についても、地域協議会と検討

しているほか、新規路線の実施に至るま

でには、市民、高齢者、障がい者団体の

代表が出席する会議で議論したうえで

内容を決定しています。 

② 
意見 
反映 

十分ではないが反映されている 

コミュニティバス運行にあたっては運行

時間・ルートの設定など、三者で協議を

行い、その意見を反映しています。また、

運行ダイヤや一部の経路変更など、ニー

ズに合わせた運行内容の更新も実施して

います。 

同左 同左 同左 同左 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分連携している 

コミュニティバス運行にあたっては、三

者で覚書を締結し、適宜協議を行うなど

して、密接な連携を図っています。 

同左 同左 

十分連携している 

地域交通会議を開催し、地域交通に関す

る問題の解決や提案の合議を図る機会

を設けています。 

十分連携している 

コミュニティバス運行にあたっては、三

者で覚書を締結し、適宜協議を行うなど

して、密接な連携を図っています。 

④ 
広報 
・

十分広報・PRしている 

運行案内を、各市民センター、図書館等

の公共施設に設置し、PRしています。 

同左 

十分ではないが広報・PRしている 

同左 同左 同左 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

PR 各路線の運行概要、運行実績等をホーム

ページに掲載し PRしています。 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分ではないが工夫・改善している 

事業を継続的に実施していくために、コ

ミュニティバス事業の制度変更を実施し

ました。 

十分ではないが工夫・改善している 

運行ダイヤや一部の経路変更など、利用

状況やニーズに合わせた運行内容の更

新を適宜実施しています。 

同左 同左 同左 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

バス事業を取り巻く環境が変化している

中で、継続的に実施していくことが課題

です。 

コミュニティバスの運行は、地元組織、

バス事業者、市の三者で実施されている

ことから、三者の密接な連携と、利用促

進活動が必要です。 

同左 － 

コミュニティバスの運行は、地域協議

会、バス事業者、市の三者で実施されて

いることから、三者の密接な連携と、利

用促進活動が必要です。 

 

9-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

－ 

同左 

目標通り進んでいる 

地域組織、バス事業者、市の三者協働に

より、コミュニティバス運行の他、相原

地区で小型乗合交通の第 2回実証実験運

行を行いました。 

つくし野地区、本町田地区、成瀬地区で

小型乗合交通の実証実験運行を行いま

した。 

目標通り進んでいる 

地域組織、バス事業者、市の三者協働に

より、玉川学園コミュニティバス「玉ち

ゃんバス」及び、金森地区コミュニティ

バス「かわせみ号」を運行しています。 

目標通り進んでいる 

地域協議会、バス事業者、市の三者協働

により、玉川学園コミュニティバス「玉

ちゃんバス」及び金森地区コミュニティ

バス「かわせみ号」を運行しています。 

 

9-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

十分ではないが満足されていると思う 

現在運行しているコミュニティバスは、

地域の足として、多くの方にご利用して

いただいています。 

同左 

十分ではないが満足されていると思う 

玉川学園コミュニティバス「玉ちゃんバ

ス」は、年度で延べ約 67万人の方にご利

用いただいております。 

同左 

十分ではないが満足されていると思う 

現在運行しているコミュニティバスは、

地域の足として、多くの方にご利用して

いただいています。 

⑨ 
市民 
の 
認知 

十分認知されている 

各路線の運行概要・運行実績等をホーム

ページに掲載し、市民に広く周知をして

います。 

同左 

十分でないが認知されている 

各路線の運行概要・運行実績等をホーム

ページに掲載し、市民に広く周知をして

います。 

同左 

十分でないが認知されている 

運行案内のチラシを配布したり公共施

設に設置したりすることで、周知を行っ

ています。 

 

9-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

今後も状況の変化に応じて、持続可能な

仕組みを検討し続けていく必要があり

ます。 

同左 同左 同左 同左 
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 10 歩道のバリアフリー改善整備（歩道整備） 

担当課：道路整備課

10-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

歩道整備新設延長（0.36ｋｍ） 

10-2 取組内容 
2017 年度 歩道設置路線忠生 33号線については、設計・測量を行いました。 

2018 年度 歩道設置路線忠生 33号線については、設計・地質調査を行いました。 

2019 年度 歩道設置路線忠生 33号線については、用地取得・改良工事を実施しました。 

2020 年度 歩道設置路線忠生 33号線については、改良工事を実施しました。 

2021 年度 同上 

 

10-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

十分設けた 

事業説明会や工事説明会など各段階で地元住民

に対して実施しています。 
同左 

十分設けた 

歩道の整備は、当計画期間中は、忠生 33号線山

崎を予定していますが、この路線の整備に関す

る意見収集は 2016 年度以前に工事説明会や地

元住民説明会を実施し、意見集約しているため、

これ以上設ける必要がないと考えています。 

同左 同左 

② 
意見 
反映 

十分反映されている 

地元から歩道設置要望があり、それに基づいて

事業を実施しています。構造については、既に

バリアフリー対応の標準的な構造が確立してい

るため、市民意見が反映する余地はあまりあり

ません。また、個別要望については、対応可能な

ものについては実施しています。 

同左 

十分ではないが反映されている 

2016年度以前に行った住民説明会でもらった意

見を設計に反映しています。 

ただし、全ての意見を反映できるわけではない

ので、十分ではないと感じています。 

同左 同左 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分連携している 

関係地権者については個別に対応し、用地買収

時期等の調整を行い、連携を図っています。ま

た、個別要望についても対応可能なものについ

ては実施しています。 

同左 

十分連携している 

2016年度以前の設計段階で関係機関との必要な

連携調整は実施しており、現時点で連携する工

程は特にないと考えています。 

同左 同左 

④ 
広報 
・ 
PR 

十分広報・PRしている 

事業着手前に説明会を実施しました。また、町

内会を通じて説明会資料を回覧し事業について

PRを行いました。 

同左 

十分広報・PRしている 

広報・PRは 2016年度以前に住民説明会で PRし

ているため、広報・PRは必要ないものと考えて

います。 

同左 同左 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分工夫・改善している 

事業推進に当り各段階の事務的な手続きについ

ては確立しているため、基本的には工夫の余地

はないと考えます。個別の要望については随時

対応しています。 

同左 

十分ではないが工夫・改善している 

今後も、完成済みの他路線におけるバリアフリ

－に関する利用者からの要望等や庁内関連部署

からの意見を参考に事業を進めていきます。 

同左 同左 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

歩道整備後の高齢者や障がい者の意見について

は、今まで聞くことはありませんでした。この

種の事業において、事後評価を行う必要性の有

無については今後検討していきます。 

同左 同左 同左 同左 
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10-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

計画的に実施しています。 
同左 

目標通り進んでいる 

今年度から擁壁工事に着手し、仮ではあ

るが歩道を整備したことにより、歩行空

間が確保されました。 

目標通り進んでいる 

同左 
同左 

 

10-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

十分満足されていると思う 

歩道整備の完了後は、歩行者の安全かつ

円滑な移動が確保されます。 
同左 

十分ではないが満足されていると思う 

今年度から擁壁工事に着手し、仮ではあ

るが歩道を整備したことにより、歩行空

間が確保されました。 

十分ではないが満足されていると思う 

同左 
同左 

⑨ 
市民 
の 
認知 

十分でないが認知されている 

整備した歩道を利用する市民には認知

されていると思いますが、利用しない市

民にはあまり認知されていません。 

同左 

十分認知されている 

今年度から擁壁工事に着手し、仮ではあ

るが歩道を整備したことにより、目に見

える成果があるため、十分認知されてい

ると考えます。 

同左 同左 

 

10-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

整備後の高齢者や障がい者の利用状況

を観察や意見聴取するなどの事後評価

を行うか今後検討していきます。 

同左 同左 同左 同左 
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 11 無電柱化推進事業 

担当課：道路整備課

11-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

無電柱化整備延長 総延長 5.0km（町田市 施工分）、無電柱化整備路線の検討及び設計の

着手 

11-2 取組内容 
2017 年度 電線共同溝参画企業者との調整、電線共同溝工事を実施しました。 

2018 年度 電線共同溝参画企業者との調整、調査検討 

2019 年度 同上 

2020 年度 電線共同溝参画企業者との調整、設計 

2021 年度 同上 

 

11-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

設ける必要を感じない 

道路整備に伴い整備することが多いため無電

柱化推進事業に対する意見を得る機会として

は設けていません。 

十分ではないが設けた 

2018年度の無電柱化推進事業は、原町田中央

通り、町田 623 号線の地元説明会を開催し、

住民意見の収集を図りました。（原町田中央通

りは 2019年 3月、町田 623号線は秋と冬で合

計２回。） 

意見収集については、まだ他の方法で設ける

ことも考えられるため、十分ではないと感じ

ます。 

十分設けた 

町田 835号線（原町田中央通り）に

ついては、ワークショップを開催し

住民意見の収集を図りました。（計 5

回） 

また、地上機器の配置について、地

権者説明会も実施し理解を深めま

した。 

十分設けた 

町田 835号線（原町田中央通り）に

ついては、地元商店会と意見交換会

を実施し、道路のデザインについて

意見を集約しました。（計 3回） 

十分設けた 

町田 835号線（原町田中央通り）につい

ては、地元商店会と意見交換会を実施

し、道路のデザインについて意見を集約

しました。（計 3回） 

町田 623 号線 2022 年 2 月に地元へ事業

説明会を行い、意見交換を実施しまし

た。 

② 
意見 
反映 

反映する必要を感じない（反映すべき意見が

ない） 

道路整備に伴い整備することが多いため無電

柱化推進事業に対する反映すべき意見はあり

ません。 

十分ではないが反映されている 

今年度集約した意見を 2019 年度以降の設計

に反映していきます。 

十分ではないが反映されている 

今年度集約した意見を 2020 年度以

降の設計に反映していきます。 

十分ではないが反映されている 

今年度集約した意見を 2021 年度以

降の設計に反映していきます。 同左 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分連携している 

占用企業者（道路占用位置の調整）、電線企業

者（電線共同溝参画企業者として調整）、警視

庁（交通管理者との協議）との調整を事前に

実施、事業を行っています。 

十分連携している 

いつもの連携先に加え、街づくりの専門家で

ある「道路デザイナー」から歩行空間に関す

る意見をもらい、連携を図りました。 

同左 同左 同左 

④ 
広報 
・ 
PR 

十分広報・PRしている 

事業着手前に説明会を実施しました。また、

工事の際に人目の付きやすい箇所に広報板を

設置したり、町内会を通じて「工事のお知ら

せ」を回覧したり等工事について PRを行いま

した。 

ホームページに工事のお知らせを掲載しまし

た。 

十分ではないが広報・PRしている 

無電柱化事業（歩行空間の確保）について事

業説明会やワ－クショップを通じて、PRして

います。 
同左 

十分ではないが広報・PRしている 

無電柱化事業（歩行空間の確保）に

ついて意見交換会を通じて、PRして

います。 
同左 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分工夫・改善している 

地上機及び特殊部の位置に関して、隣接

地権者に説明を行っています。 

十分工夫・改善している 

ワ－クショップ等を通じて、地元住民や

通りを利用する一般利用者などから意

見収集を行っていることや、まちづくり

に関する学識関係者の先生と道路空間

について意見交換し、より良い歩行空間

の検討を推進しています。 

同左 同左 同左 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

無電柱化事業は、電線類を地中に埋設し

ますが、地上機や点検孔が地上に出るた

め、隣接地権者及び地上機設置企業等と

の事前の調整が必要です。 

同左 同左 同左 同左 

 

11-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

予定通り進めています。 

目標通り進んでいる 

2018年度は、設計及び地元・企業者と調

整を進めました。 

目標通り進んでいる 

2019年度は、設計及び地元・企業者と調

整を進めました。 

目標通り進んでいる 

2020年度は、設計及び地元・企業者と調

整を進めました。 

目標通り進んでいる 

2021年度は、設計及び地元・企業者と調

整を進めました。 

 

11-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

まだ満足できる成果が発生していない 

まだ完成していません。 同左 同左 同左 

まだ満足できる成果が発生していない 

計画中のため、効果は不明です。 

⑨ 
市民 
の 
認知 

十分認知されている 

工事用の広報板や工事完了路線を見て、

当該路線が無電柱化になるという認識

を市民が持っています。 

十分認知されている 

ワ－クショップ等を通じて、十分認知さ

れていると感じます。 
同左 同左 同左 

 

11-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

高齢者や障がい者等からの改善要望が

あれば、対応を検討していきたいと考え

ています。また、地上機等については地

上に出るため、隣接地権者に十分な説明

をしていくことが必要であると思われ

ます。 

高齢者や障がい者等からの改善要望が

あれば、対応を検討していきたいと考え

ています。 

また、地上機等については地上に設置さ

れ、歩行者の障害となるため、歩行空間

を十分に確保できるように道路外（民地

内）におくことも検討し進めていきま

す。 

、地上機等については地上に設置され、

歩行者の障害となるため、歩行空間を十

分に確保できるように道路外（民地内）

におくことを検討したことや、現道幅員

を狭めてセットバックしそのセットバ

ック部分を民地歩道と一体整備し、歩道

を広げることで歩行空間を広げるなど

の検討も行っています。 

同左 同左 
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 12 歩道舗装補修事業 

担当課：道路維持課

12-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

歩道舗装補修工事 

12-2 取組内容 

2017 年度 
～2020 年度 

根上がりした歩道舗装補修工事の実施 

 

12-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

①意見収集 十分ではないが設けた 

街路樹の根上がりによって歩道の舗装が破損したり隆起したりしている箇所があるとの通報を受け、現地を調査した

うえで、通報者に対して補修工事の方法や時期についての説明を行っています。 

同左 同左 同左 同左 

②意見反映 十分ではないが反映されている 

要望の意図背景や要望者の特徴（特に高齢者、障がい者、ベビーカー利用者）を的確に把握し、迅速に補修するための

方策を検討しています。 

同左 同左 同左 同左 

③関係機関連携 十分連携している 

通報や要望等を受付現地調査を行う道路管理課と連携を図っています。 
同左 同左 同左 同左 

④広報・PR 十分広報・PRしている 

工事前に近隣住民にお知らせを配布し、工事の目的や工事の期間、交通規制の有無等について周知を図っています。 
同左 同左 同左 同左 

⑤工夫・改善 十分工夫・改善している 

お知らせや工事看板等に工事の目的を明確に記載することや、専門用語を使わないことで事業目的を理解してもらえ

るようにしています。 

同左 同左 同左 同左 

⑥知見・課題 交通規制や工事中の騒音等により、住民にとっては迷惑なことと捉えられることが多く、事業への理解が得られないこ

とがあります。しかし、歩道の根上がりを改善し歩行者の安全で円滑な通行を図るという目的を明確に示すことによ

り、ご理解を得られ協力して頂けることが多く、事業が円滑に進んでいます。 

同左 同左 同左 同左 

  

12-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦進捗状況 目標通り進んでいる 

歩行者の安全な通行を確保するため、迅速な対応を行うように努めています。 
同左 同左 同左 同左 

  

12-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧市民の満足 十分満足されていると思う 

工事完了後に、電話やメール等により要望者からお礼の言葉を頂くことがあります。 
同左 同左 同左 同左 

⑨市民の認知 十分認知されている 

工事が完了した歩道を通行することにより、安全で円滑な通行を実感することができます。 
同左 同左 同左 同左 

2-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩内容 今後も、歩行者の安全な通行を確保するため、迅速な対応を行うように努めています。 同左 同左 同左 同左 
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 13 公園等における市民活動団体等の育成事業 

担当課：公園緑地課

13-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

清掃管理団体の募集・支援の実施、花壇コンクールの

開催、緑地保全活動に対する支援 

13-2 取組内容 
2017 年度 公園、緑地、花壇等における活動団体等の育成及び支援を行いました。 

2018 年度 公園・緑地における公益的活動団体への育成及び支援、花壇コンクールに登録団体に対しての育成及び支援を行いました。 

2019 年度 公園・緑地における公益的活動団体の育成及び活動支援、花壇コンクール登録団体の育成及び活動の支援をしました。 

2020 年度 同上 

2021 年度 
都補助金メニューである地域環境力活性化事業に申請し、認定事業となった。 

公益的活動については、条例違反行為への対応や、適切な謝礼金の支払のため、要領の改訂を行いました。 

 

13-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

十分ではないが設けた 

公益的市民活動団体から活動報告書を

受ける際や、団体に連絡する際に意見を

得る機会を設けています。 同左 

十分ではないが設けた 

活動報告書には各団体の活動の中で気がつい

た施設の不具合など報告や修繕要望、公園利

用者の様子などを記載していただいていま

す。その記載内容をもとに団体へ詳しい様子

を聞き取りし、安心安全に公園を利用していた

だけるよう対応しました。 

十分ではないが設けた 

活動報告書を用いて、各団体の活動の中で気

がついた施設の不具合など報告や修繕要望、

公園利用者の様子などを記載していただいて

います。その記載内容をもとに団体へ詳しい

様子を聞き取りし、安心安全に公園を利用し

ていただけるよう対応しました。 

十分ではないが設けた 

活動報告書には各団体の活動の中で気がつい

た施設の不具合など報告や修繕要望、公園利

用者の様子などを記載していただいていま

す。その記載内容をもとに団体へ詳しい様子

を聞き取りし、安心安全に公園を利用していた

だけるよう対応しました。 

② 
意見 
反映 

十分ではないが反映されている 

活動報告書及びその他の要望を受け、改

善のために必要な対策を行っており、あ

る程度の意見が反映されていると考え

ています。 

同左 

十分ではないが反映されている 

公益的活動団体を通してつくし野殿山特別緑

地保全地区に休憩用のベンチを設置してほし

いと要望がありました。要望を受け、多様な市

民の方が来園し、楽しんでいただけるように

新たにベンチ１基を設置しました。 

十分ではないが反映されている 

弥生が丘自治会の住民より、本町田真之山ふ

るさとの森を市民が憩える空間にしたいと相

談を受けました。2020 年 7 月には住民有志が

維持管理を開始しました。今年度は園路整備を

中心に市と団体が役割分担をして進めました。 

十分ではないが反映されている 

活動報告書記載の遊具施設等の修繕要望はも

れなく要望受付を行い、公園管理業務に反映

しています。 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分ではないが連携している 

花壇コンクールについて、道路管理課と

アダプト・ア・ロード事業で連携を図っ

ています。（道路用地などの公共財産を

市民ボランティアの手でより良い空間

にする制度） 
同左 

十分連携している 

公益的活動では、2019 年度の新規登録団体と

して小山ヶ丘小学校（わかぎ学級）が活動を開

始しました。その他、市内に事業所のある事業

者が活動を開始しました。 

花壇コンクールでは、下小山田苗圃と連携し

団体配布用の苗を育成しています。また、「ま

ちだ○ごと大作戦」の取り組みの中で、まちだ

の泉に花壇を作りました。 

十分ではないが連携している 

公益的活動では、2020 年度の新規登録団体と

して特定非営利活動法人町田フレンズサポー

トが活動を開始しました。その他、市内に事業

所のある事業者、保育園が活動を開始しまし

た。 

花壇コンクールでは、下小山田苗圃と連携し

団体配布用の苗を育成しています。 

十分ではないが連携している 

公益的活動では、2021年度、6つの新規登録団

体が活動を開始しました。市内に事業所のあ

る事業者の活動報告を市 HPで紹介しました。

また、公益的活動団体主催のふるさとの森の

一般公開について、開催支援等を行いました。 

花壇コンクールでは、下小山田苗圃との連携

の他町田市観光コンベンション協会や造園専

門家である大学講師と連携し、表彰式、講演会

の開催を行いました。 

④ 
広報 
・ 
PR 

十分ではないが広報・PRしている 

市民・地域団体に対して、公益的市民活

動への参加のご案内を市ホームページ

で PRしています。 

市民・地域団体に対して、花壇コンクー

ルへの参加のご案内を市ホームページ

で PRしています。 

同左 

十分広報・PRしている 

市民・地域団体に対して、花壇コンクールへの

参加のご案内を市ホームページで PR しまし

た。また、2020 年３月発行の「まちびと」で

は、2019 年春の審査で最優秀賞を受賞した団

体が掲載されました。 

十分ではないが広報・PRしている 

市民・地域団体、学校・事業所に対して、公益

的活動への参加のご案内を市ホームページと

まちびとで PRしました。2020年度は町内会自

治会に掲示用のチラシを配布しました。 

十分広報・PRしている 

市民・地域団体、学校・事業所に対して、公益

的活動への参加のご案内を市ホームページで

PRしました。2021年度は町内会自治会に回覧

用のチラシを配布しました。 

市民・地域団体に対して、花壇コンクールへの

参加のご案内を市ホームページで PR しまし

た。 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分ではないが工夫・改善している 

地域貢献の一環として公園清掃を行っていただ

けるよう、一般企業に呼びかけを行い参加してい

ただきました。 同左 

十分ではないが工夫・改善している 

花壇コンクールでは、2019年に開催された

ラグビーワールドカップに向けた機運醸成

の取り組みとして、ラグビー賞を設けまし

た。多くの団体が取り組み、ラグビーワー

ルドカップと共に 2019 年の花壇コンクー

ルを盛り上げていただきました。 

十分ではないが工夫・改善している 

これまで「清掃活動」という案内をしてい

たが、公園を中心に住みよい街づくりをつ

くることを目指した「地域コミュニティ活

性化活動」という表現に変えました。 

その結果、公園の運営について少しではあ

るが相談を受けました。 

十分ではないが工夫・改善している 

新たな取組を行うための予算確保のため、

都の補助メニューである地域環境力活性化

事業に申請し、交付決定を得ました。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

活動団体の高齢化・子供の減少・参加人数の減少

がみられます。 

活動団体（町内会）の役員が変わると、引継ぎが

うまくされていない事例がみられます。 

同左 

制度に参加していないが、既に活動してい

る人、団体がいるので、その方々に制度を

知ってもらう必要があります。 
同左 同左 

 

13-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

－ 

目標通り進んでいる 

－ 

目標通り進んでいる 

①公益的市民活動団体の募集・支援の実施

（209団体参加） 

②花壇コンクールの開催（年２回の審査、

講演会、表彰式の実施） 

③緑地保全活動に対する支援 

目標通り進んでいる 

①公益的活動団体の募集・支援の実施（213

団体参加） 

②花壇コンクールの開催（年２回の審査の

実施、講演会・表彰式は中止） 

③緑地保全活動に対する支援 

目標通り進んでいる 

①公益的市民活動団体の募集・支援の実施

（212団体参加） 

②花壇コンクールの開催（年 2 回の審査、

講演会、表彰式の実施） 

③緑地保全活動に対する支援 

 

13-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

十分ではないが満足されていると思う 

公益的市民活動報告書の内容や花壇コンクール

表彰式・講演会の際の声を受けた結果、取り組み

は十分でないが、利用しやすく愛着のある公園づ

くりや地域での活発なコミュニケーションを行

う機会を作ることが出来ていると考えられるた

め、今後より成果を上げていきたいと考えます。 

同左 

十分ではないが満足されていると思う 

様々な PRをしたことで、それ以前と比べ市

民の方からのお問い合わせが増えていま

す。また、報告書や電話にて、地域から認め

られた活動を行えているという団体の感想

を頂戴しました。 

十分ではないが満足されていると思う 

様々な PRをしたことで、市民の方からのお

問い合わせが増えています。 

地域住民から「こういう場所にしたい」と

いう具体的な提案が少しずつ出てきてお

り、市民協働で公園運営に当たる事例が出

始めました。 

十分ではないが満足されていると思う 

様々な PRをしたことで、それ以前と比べ市

民の方からのお問い合わせが増えていま

す。 

⑨ 
市民 
の 
認知 

十分でないが認知されている 

町内会・自治会などの団体が多く参加しており、

地域ごとに市民に認知されていると考えられま

す。 

同左 同左 同左 

十分でないが認知されている 

町内会・自治会などの団体が多く参加して

おり、地域や団体に差はあるが市民に認知

されていると考えられます。 
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13-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

活動団体の育成や支援を活性化します。 活動団体の育成や新規登録者向けの PR 活動

を積極的に行います。 

参加団体の幅を広げます。（幼稚園や保育園、

大学など） 

ホームページにて活動事例を紹介します。 

同左 

市民のニーズを市民とともに解決します。 花壇コンクール登録団体、公益的活動登録

団体に相互の活動を紹介し、活動参加を働

きかけます。 
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 14 自転車等駐車場の整備事業 

担当課：道路管理課

14-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

自転車等駐車場の整備促進 

14-2 取組内容 

2017 年度 
2017年 10月に鶴川駅南側自転車駐車場を整備し供用開始しました。（収容台数：859台） 

2017年 11月に町田ターミナル自転車駐車場の自転車ラックの更新を行い収容台数を増加しました。（収容台数 600台⇒688台） 

2018 年度 

玉川学園コミニュティセンターの建替えに伴い、玉川学園二丁目自転車駐車場も取壊すこととなったため、代替として、2019 年２月に玉川学

園五丁目自転車駐車場を整備しました。（収容台数 116台） 

老朽化する市営自転車駐車場 10施設を市の財政負担なく修繕するために、2019年度から公益財団法人 自転車駐車場整備センターのリニュー

アル事業を利用し修繕することとしました。これにより、2019 年４月１日からは、公益財団法人 自転車駐車場整備センターに自転車駐車場

の管理・運営が移管されますが、利用者等に大きな影響はありません。 

2019 年度 

公益財団法人 自転車駐車場整備センターのリニューアル事業を利用した駐輪場の修繕を実施しました。 

駅周辺で駐車場用地を確保することは困難なため、アイキューソフィア株式会社と協定を結び、「みんちゅう SHAREーLIN（しぇあ-りん）」とい

う、インターネット、スマートフォンアプリを使用して、誰でも空いている土地・スペースをわずかな時間でも、駐輪場として貸し出すことが

でき、また借りることのできる駐輪場のシェアサービスを導入しました。これにより、小規模分散型の駐輪場整備を推進する。 

2020 年度 

公益財団法人 自転車駐車場整備センターのリニューアル事業を利用した駐輪場の修繕を実施しました。 

駅周辺で駐車場用地を確保することは困難なため、「みんちゅう SHAREーLIN（しぇあ-りん）」という、駐輪場のシェアサービスで、小規模分散

型の駐輪場整備を推進しました。「みんちゅう SHAREーLIN（しぇあ-りん）」とは、インターネット、スマートフォンアプリを使用して、誰でも

空いている土地・スペースをわずかな時間でも、駐輪場として貸し出すことができ、また借りることのできる駐輪場シェアサービスです。 

2021 年度 新たに玉川学園二丁目自転車駐車場・南町田グランベリーパーク駅バイク駐車場を整備・オープンしました。 

 

14-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

十分ではないが設けた 

市営の自転車駐車場にて利用者アンケートを

実施しています。 同左 

設けていない 

駐輪場の管理・運営を公益財団法人 自転車

駐車場整備センターに移管したため、アンケ

ートを実施しています。 

同左 

設けていない 

駐輪場の管理・運営は協定に基づき公益財団

法人 自転車駐車場整備センターが行って

いるため、当課はアンケートを実施していま

せん。 

② 
意見 
反映 

十分ではないが反映されている 

アンケートの意見を参考に、駐輪ラックの更

新等の検討をしています。 
同左 

十分ではないが反映されている 

メールフォーム等のご意見を記録しており、

駐輪場整備に反映しています。 
同左 

十分ではないが反映されている 

市民からの意見を公益財産法人 自転車駐

車場整備センターと共有し、施策に反映させ

ています。 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分ではないが連携している 

駐輪需要に多大な影響を及ぼす街づくりの所

管課等と連絡調整を行っています。 
同左 同左 同左 

十分ではないが連携している 

区画整理等がある場合には、駐輪需要への影

響を分析するため、関係部署等との連絡調整

を行っています。 

④ 
広報 
・ 
PR 

十分広報・PRしている 

自転車駐車場の整備については広報まちだや

町田市ホームページにて周知をしています。

また、民営自転車等駐車場設置等補助金につ

いても町田市ホームページで PRをし、整備補

助をした駐輪場は駐輪場マップに掲載してい

ます。 

同左 

十分広報・PRしている 

みんちゅう（シェアリングエコノミー駐輪

場）で駐輪場整備を促進しました。（町田駅

周辺で２箇所 31 台）アプリを利用している

ので、広報・PRにもなっています。 
同左 

十分広報・PRしている 

駐輪場の整備について、広報やホームページ

で周知しています。 

町田駅周辺駐輪場マップを作成し、配布して

います。 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分ではないが工夫・改善している 

民営自転車等駐車場設置等補助金について町

田市ホームページで PRすることで、新規の民

間事業者が参入し始めています。 
同左 

十分工夫・改善している 

民営自転車場設置等補助金の申請が近年少な

いことから、駅周辺に大規模駐輪場の整備は難

しいと判断し、みんちゅう（シェアリングエコ

ノミー駐輪場）で小規模分散型の駐輪場整備を

行えるよう、アイキューソフィア株式会社と協

定を結び駐輪場シェアサービス「みんちゅう

SHAREーLIN（しぇあ-りん）」を導入しました。 

十分工夫・改善している 

駐輪場シェアサービス「みんちゅう SHAREーLIN

（しぇあ-りん）」を導入したことにより、民営

自転車場設置等補助の制度を廃止しました。 

公益財団法人 東京都都市づくり公社による

「自動二輪車専用駐車場助成」が受けられるよ

うに自動二輪車整備推進地域を指定しました。 

十分ではないが工夫・改善している 

市民からの意見や駐輪場利用実績を公益財

産法人 自転車駐車場整備センターと共有

し、改善を進めています。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

道路管理者として自転車駐車場を整備してお

り、新たな課題に速やかに対応していくため

には、街づくりの所管課等との連携をより一

層進めていく必要があります。 

民間を含めても自転車駐車場に適した用地が

減少しているため、補助重点地域内にて土地

利用を図っている事業者の目に留まるよう補

助金制度の周知を継続する必要があります。 

同左 － － － 

 

14-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

 同左 同左 同左 同左 

 

14-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

十分ではないが満足されていると思う 

自転車駐車場の整備により、道路上に放置さ

れる自転車等の台数は減少傾向にあります。 

同左 

十分ではないが満足されていると思う 

 同左 同左 

⑨ 
市民 
の 
認知 

不明（状況を把握できていない） 

具体的にどれほど周知されているかは把握で

きていません。 同左 

十分でないが認知されている 

「みんちゅう SHAREーLIN（しぇあ-りん）」につ

いては、共同記者会見を行い、新聞記事になる

等、実際に２箇所３１台分整備されているた

め、一程度認知されていると感じます。 

十分でないが認知されている 

「みんちゅう SHAREーLIN（しぇあ-りん）」を活

用した駐輪場が増えてきているため、十分では

ありませんが認知されていると感じます。 

十分でないが認知されている 

－ 

 

14-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

増加傾向にある駐輪需要に対応するため、既

存施設の機能更新により収容台数を増加させ

るなど、既存施設を一層効果的に活用する必

同左 

増加傾向にあり、且つ多様化する駐

輪需要に対応するため、既存施設の

機能更新により収容台数を増加さ

コロナ禍において駐輪需要は減少傾向に

ありますが、それでも多様化する駐輪需要

に対応するため、既存施設の機能更新によ

チャイルドシートや電動アシスト付きのサイズが大きい自

転車用の駐輪スペースの確保等、利用者ニーズの多様化に応

じた駐輪スペースの設置に取り組んでいきます。ロック式ラ
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

要があります。 せるなど、既存施設を一層効果的に

活用する必要があります。 

り子どもを乗せて走る大型車への対応や、

非接触型決済の導入など既存施設を一層

効果的に活用する必要があります。 

ックと連動した精算機やベルトコンベア付きスロープ、定期

券自動更新機の導入による自動化や多様な決済方法の導入

等、利便性向上のための取り組みを継続していきます。 
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 15 公共トイレ計画推進事業 

担当課：環境保全課

15-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

公共トイレ協力店の周知 

15-2 取組内容 
2017 年度 公共トイレマップ改訂版を作成しました。 

2018 年度 公共トイレ情報を市のホームページ等に掲載、情報の更新をしました。 

2019 年度 同上 

2020 年度 同上 

2021 年度 
環境資源部環境保全課で作成していた公共トイレマップと道路部道路管理課で作成していた駐輪場・サイクリングマップを統

合し、町田市シティマップナビタの配布を始めました。 

 

15-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

設ける必要を感じない 

今年度は特に設けていません。 

設ける必要を感じない 

同左 

設けていない 

同左 

設けていない 

－ 同左 

② 
意見 
反映 

十分ではないが反映されている 

これまでに市民から寄せられた意見を

参考に、公共トイレマップの編集を行っ

ています。 

反映する必要を感じない（反映すべき意

見がない） 

特に意見がありませんでした。 

反映する意見がない 

同左 

十分ではないが反映されている 

請願にて設置要望のあった地域付近の

公共トイレ協力店を募集・登録し、トイ

レに困らないよう対応しました。 

十分ではないが反映されている 

毎年、電話などによる配布の要望があり、数

年ぶりに発行と配布を行いました。 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分ではないが連携している 

福祉総務課のお出かけマップに公共ト

イレ協力店の掲載を依頼しています。 

また、他の自治体に施策の情報を提供し

ています。 

十分ではないが連携している 

福祉総務課のお出かけマップに公共ト

イレ協力店の掲載依頼をしています。 

同左 

十分ではないが連携している 

福祉総務課のお出かけマップには公共

トイレ協力店の掲載依頼をしています。 

公共トイレ設置要望のあった場所（公

園）への設置について、土地管理主管課

と協議しました。 

十分ではないが連携している 

環境保全課で作成していた公共トイレマップ

と道路管理課で作成していた駐輪場・サイク

リングマップを統合しました。 

庁内各部署で管理している公共施設トイレの

情報について、新たに追加された箇所や廃止

となった箇所等がないか、連携を図りながら

情報の更新を実施しています。 

④ 
広報 
・ 
PR 

十分広報・PRしている 

町田市の公共トイレに関する情報を、広

報・ホームページに掲載し周知を図りま

した。 

また、今年度は環境広報紙「ECOまちだ」

や「町田市環境白書 2017（活動報告）」

に公共トイレマップの情報を掲載しま

した。 

十分ではないが広報・PRしている 

町田市の公共トイレに関する情報を、ホ

ームページに掲載しています。また、公

共トイレ協力店の情報を地図情報まち

だ、オープンデータに掲載しています。 
同左 同左 

十分ではないが広報・PRしている 

完成時期が３月下旬だったため、PR期間が短

くなりました。 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分ではないが工夫・改善している 

公共トイレマップのデザインやレイア

ウト等を検討し、より使いやすいマップ

になるよう工夫しました。 

工夫・改善をする必要を感じない 

－ 

工夫・改善はしていない 

現状維持を考えています。 

工夫・改善はしていない 

－ 

十分工夫・改善している 

広告事業者と連携を図ることでコスト「0円」

で新しいシティマップを作成しました。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

他部署との連携をより密にし、情報を共

有しながら事業を進めます。 

他部署と連携し、情報を共有しながら事

業を進めます。 
同左 同左 

他部署との連携を図ることで、情報密度の濃

い周知物を作成することができ、さらに経費

削減と紙資源削減を実現させることが可能で

あると分かりました。 
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15-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

 

目標通り進んでいる 

市のホームページの公共トイレ情報を、

年度末に更新しています。 

目標通り進んでいる 

公共トイレ情報について、年度末現況調

査を行い、それをもとに年度初めに市の

ホームページを更新しています。 

同左 

目標より前倒しして実施している 

ホームページ等電子媒体のみでの情報

提供の想定が、紙媒体の復活まで進んだ

ため、目標より前倒しとなりました。 

 

15-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

十分満足されていると思う 

実績として、2018年 2月末時点で、今年

度作成した 4,000部のうち 3,978部を配

布しました。 

不明（状況を把握できていない） 

 
同左 同左 同左 

⑨ 
市民 
の 
認知 

十分でないが認知されている 

公共トイレ協力店制度や公共トイレマ

ップについて問い合わせを受けること

があります。 

各公共施設から、公共トイレマップの追

加配布依頼が多々あります。 

不明（状況を把握できていない） 

 

同左 同左 同左 

 

15-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

公共トイレ協力店制度等の情報をより

広く発信し、安心してトイレを利用でき

る環境づくりを進めていきます。 

公共トイレ協力店制度について、見直し

を進めていきます。 同左 

現状を維持しつつ、公共トイレ協力店制

度について見直しが必要であれば改善

を進めていきます。 

公共トイレ協力店の募集について見直

しを行い、必要に応じて改善を進めてい

きます。 
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 16 市からの情報発信のバリアフリー化推進事業【重点事業】 

担当課：福祉総務課、広報課

16-1 実施目標 

2017 年度 情報発信のルールの検討 

2018 年度 
～2021 年度 

ルールに基づく情報発信の周知徹底、情報ユニバーサ

ルデザイン対応状況の改善 

16-2 取組内容 

2017 年度 

情報発信のルールづくりについて、「印刷物等のユニバーサルデザインルールブック」を庁内に向けて発信をしました。併せて、

ユニバーサルデザインの観点から「業務上のルールについて」（障がい者、高齢者等への対応、接遇をまとめたもの）を同ファ

イルサーバーに格納しました。心と情報のバリアフリーについて、資料を参考にできるよう、周知を行いました。 

2018 年度 
「印刷物等のユニバーサルデザインルールブック」を新規採用職員研修で説明し、庁内での周知に努めました。 

広報活動（広報紙、HP等）の質を向上しました。 

2019 年度 同上 

2020 年度 

「印刷物等のユニバーサルデザインルールブック」を新規採用職員研修で説明し、周知に努めました。 

視覚障がい者の方への送付物（一部）には、封筒に点字シールを付け、市からの郵送物であることが分かるようにしました。 

広報活動（広報紙、HP等）の質を向上しました。 

2021 年度 

新規採用職員研修において、「業務上のルール（障がい者や高齢者等に配慮した印刷物の作成）」を説明し、ユニバーサルデザイ

ンの観点から業務を行う意識醸成を図りました。 

障害者週間（12月 3日から 12月 9日）における障がい福祉課とタイアップした取り組みとして、全庁掲示板で「印刷物等のユ

ニバーサルデザインルールブック」の活用を周知しました。広報活動（広報紙、HP等）の質を向上しました。 

 

16-3 プロセス評価    凡例【福】：福祉総務課 【広】：広報課 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

【福】必要があると感じる

が全く設けていない 

【福】庁内でのルールづく

りを行なっている段階の

ため、まだ、意見収集の機

会は設けていません。 

【福】同左 

【福】同左 

【広】十分ではないが設けた 

【広】無作為抽出の市民 3000人

にアンケート調査を行いまし

た。 

（高齢者・障がい者等を対象に

したアンケートではありませ

ん） 

【福】十分ではないが設けた 

【福】機会としては設けていないが、全庁

ファイルサーバーに資料を格納し、問合せ

先を明記しています。 

【広】十分ではないが設けた 

【広】ホームページのリニューアルに際

し、点字版広報等を購読している方に直接

電話でヒアリングを行い、よりユニバーサ

ルなデザインになるように心がけました。 

【福】十分設けた 

【福】福祉のまちづくりに関する市民アンケートの中で、市

からの情報発信方法について伺いました。 

【広】十分ではないが設けた 

【広】アクセシビリティに関するアンケートフォームを作成

し、広く意見を募集しました。 

【福】十分ではないが設けた 

【福】視覚障がいのある福祉のまちづく

り推進協議会の委員から、市ホームペー

ジの改善に係る助言をいただける旨の

話を受け、市ホームページの担当である

広報課に繋ぎ、当事者の御意見を傾聴す

る機会を設けました。 

【広】同左 

【広】同左 

② 
意見 
反映 

【福】必要があると感じる

が全く反映されていない 

【福】庁内に向けた研修会

等で情報の発信について、

障がい者等理解について

講義をし、アンケート調査

を行っていますが、多様な

方からの意見収集はまだ

行っていないため、意見反

映もまだありません。 

【福】同左 

【福】同左 

【広】十分ではないが反映され

ている 

【広】広報紙・まちテレ・東京町

田インフォメーション・SNSの広

報手段の在り方や内容の見直し

をしました。 

【福】反映する意見がない 

【福】庁内に向けた研修会等で、ユニバー

サルデザインの情報発信について講義を

し、アンケートをしていますが、特に意見

はありませんでした。 

【広】十分ではないが反映されている 

【広】ホームページでは、アクセシビリテ

ィへの配慮が全庁的に推進されています。 

広報紙では、囲み記事の位置を極力まと

め、目線をあまり上下に動かさずに読める

ようレイアウトを工夫しました。 

【福】十分反映されている 

【福】前回（2015年）の市民アンケートを反映し、文字のサ

イズやフォント、色使い等のルールについて職員研修で毎年

周知を図りました。今回のアンケートでは、「ユニバーサルデ

ザインの観点から考えて、市が発信する情報に満足していま

すか？」という問について、前回と比べ、「満足している」と

「ほぼ満足している」の割合が増加しています。 

【広】十分ではないが反映されている 

【広】ホームページでは、アクセシビリティへの配慮が全庁

的に推進されています。 

広報紙では、囲み記事の位置を極力まとめ、目線をあまり上

下に動かさずに読めるようレイアウトを工夫しました。ま

た、聴覚障害のある方からご意見をいただき、東京都医療機

関案内サービス「ひまわり」と町田市医師会休日・準夜急患

子どもクリニックの連絡先に FAX番号を追加しました。 

【福】反映する意見がない 

【福】福祉総務課の本事業に対する施策

に反映する意見はありませんでした。 

【広】十分ではないが反映されている 

【広】ホームページでは、アクセシビリ

ティへの配慮が全庁的に推進されてい

ます。 

広報紙では、聴覚障がい者を対象に、広

報まちだの記事への問い合わせを FAXで

受け付けています。 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

③ 
関係 
機関 
連携 

【福】必要があると感じるが全

く連携していない 

【福】ルール作成にあたり、福祉

のまちづくり推進協議会「心と

情報部会」および、障がい福祉

課、広報課等と連携をしました。

現在は、連携ができていません。 

【福】同左 

【福】同左 

【広】十分ではないが連携している 

【広】広報紙では、情報バリアフリーの視

点で①視覚障がい者や高齢で視力等にハ

ンディのある方向けの問い合わせ先を最

終面に掲載、②障がい福祉に係る情報に

ついては担当課の電話番号と FAX 番号を

併記するようにしました。 

【福】十分ではないが連携している 

【福】パンフレットや掲示物を作る際に、

色のルール等相談があります。 

全庁ファイルサーバーに情報発信時のル

ールを記載した冊子を格納し、周知を図

っています。 

【広】十分ではないが連携している 

【広】広報紙では、情報バリアフリーの視

点で、2018 年度での取組のほか、同取り

組みについて、福祉総務課主催の情報バ

リアフリー研修で庁内に周知をしていた

だきました。 

【福】十分ではないが連携している 

【福】各課でパンフレットや掲示物

を作成する際の色使いや文字のサ

イズ等について、適宜アドバイスを

しています。 

全庁ファイルサーバーに情報発信

時のルールを記載した冊子を格納

し、周知を図っています。 

【広】同左 

【広】同左 

【福】十分ではないが連携している 

【福】上記の「2021年度の取組内容」や１のとおり、

庁内の関係課と情報発信に係る取組の連携を図り

ました。 

【広】十分ではないが連携している 

【広】広報紙では、情報バリアフリーの視点で以下

を実施しました。 

2021年 5月 15日号で、65歳以上の高齢者が 1回目

コロナワクチン接種の予約を迅速に行えるように、

パソコンやスマートフォンでの予約方法の特集を

組み、関係課からの情報を収集し、記事を掲載しま

した。 

④ 
広報 
・
PR 

【福】必要があると感じるが全

く広報・PRしていない 

【福】庁内への周知は開始して

いますが、市民への周知までは

できていません。 

【福】同左 

【福】同左 

【広】十分広報・PRしている 

【広】点字版、声（デイジー版）、ＳＰコ

ード版の広報紙を作成し、ホームページ

等で周知しました。 

【福】十分ではないが広報・PRしている 

【福】庁内職員に向けては、2012 年度か

ら新規採用職員研修の 1 つに組み込まれ

ており、多くの職員に周知を図っていま

す。 

【広】十分ではないが広報・PRしている 

【広】HP ではウェブアクセシビリティに

ついての試験結果を毎年公表しています。 

【福】十分ではないが広報・PRして

いる 

【福】職員研修にて、毎年新規採用

職員に周知を図っています。 

【広】同左 

【広】同左 

【福】十分ではないが広報・PRしている 

【福】過年度から継続して「情報バリアフリーハン

ドブック」を市ホームページで周知・PR していま

す。 

【広】同左 

【広】同左 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

【福】十分ではないが工夫・改善

している 

【福】ルールブックなどの内容

については、必要に応じて修正

を入れ、改善しています。 

【福】同左 

【福】同左 

【広】十分ではないが工夫・改善している 

【広】点字版、声（デイジー版）、ＳＰコ

ード版の広報紙を利用されている方に、

利用状況調査を実施し、SP コード版のニ

ーズが低いことがわかりました。この結

果より 2019年度から点字版とデージー版

のみの提供に改定することになりまし

た。 

【福】同左 

【福】同左 

【広】十分ではないが工夫・改善している 

【広】ウェブアクセシビリティの研修に

参加したり、まちテレの配信に手話を加

えたりしています。 

【福】十分ではないが工夫・改善し

ている 

【福】ルールブックのブラッシュア

ップに向け、他市の取組状況につい

て情報収集しています。 

【広】同左 

【広】同左 

【福】十分ではないが工夫・改善している 

【福】「印刷物等のユニバーサルデザインルールブ

ック」を最新の情報（近年普及しているユニボイス

や新しいピクトグラムの追加等）に更新しました。 

【広】十分ではないが工夫・改善している 

【広】ウェブアクセシビリティの研修に参加してい

ます。健常者や元気な方に向けた記事だけではな

く、高齢者や障がい者など、情報の入手が難しい方

に向けた特集を企画しました。 

色遣いに気を付けるようにしています。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

【福】現在、福祉総務課で作成し

ている「情報バリアフリーハン

ドブック」「印刷物等のユニバー

サルデザインルールブック」「心

のバリアフリーハンドブック」

「ユニバーサルデザインの観点

から業務上のルールについて」

を活用した情報発信ルールを検

討し、定期的に庁内へ周知して

いきます。 

【福】同左 

【広】広報紙は、高齢者層の読者がメイン

ではあるが、発信内容によっては広い年

齢層に伝えなくてはならない内容も多

く、必ずしもバリアフリーの視点を盛り

込めない場合がある点は課題と捉えてい

ます。 

【福】同左 

【広】広報紙は、高齢者層の読者がメイン

ではあるが、発信内容によっては広い年

齢層に伝えなくてはならない内容も多

く、必ずしもバリアフリーの視点を盛り

込めない場合がある点は課題と捉えてい

ます。また、紙媒体の利用者が年々減少す

るなか、手に取ってもらえる広報紙を作

成するために１面・２面では、ひきつける

内容やデザインを優先しているため、文

字サイズや色などの点で、バリアフリー

をクリアできていない場合もあります。 

【福】アンケート結果では、市の情

報発信について「特に問題や不便を

感じるところはない」という回答が

過半数を占めましたが、「ユニバー

サルデザインの視点」から考えた市

の情報発信については「満足してい

る」と「ほぼ満足している」を合わ

せて４割となりました。誰もが分か

りやすい情報発信について、引き続

き検討する必要があります。 

【広】同左 

【福】ICT技術の進展により、情報発信のバリアフ

リー化もブラッシュアップしていく必要がありま

す。例えば、新たなユニバーサルフォントの登場に

より、見やすい字体なども増え、市のＯＡ環境への

導入を検討する等、取組の更新が求められていま

す。 

【広】広報紙は、高齢者層の読者がメインではある

が、発信内容によっては広い年齢層に伝えなくては

ならない内容も多く、必ずしもバリアフリーの視点

を盛り込めない点は課題と捉えています。また掲載

量の関係で紙面の確保ができず、問い合わせ先に

FAX番号を併記することができていません。 
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16-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

【福】目標より遅れ

ている 

【福】人員不足によ

り、検討がされてい

ません。 

【福】同左 

【福】同左 

【広】目標通り進ん

でいる 

－ 

【福】目標通り進んでいる 

【福】市民向けのパンフレット等の作成時に、色の配置についての相談が増えており、職員の理解が広がって

きています。 

「情報バリアフリーハンドブック」「印刷物等のユニバーサルデザインルールブック」「心のバリアフリーハン

ドブック」「ユニバーサルデザインの観点から業務上のルールについて」を活用した情報発信ルールを検討し、

定期的に庁内へ周知していきます。 

【広】目標通り進んでいる 

【広】広報紙などの紙媒体でできる微改定を行っています。色やレイアウトを工夫してより、読みやすくなる

よう、委託事業者からの情報収集や他の広報を参考にするなどを行っています。 

また、ウェブサイトでは翻訳言語を見直し、さらなるアクセシビリティの改良に向け日々取り組んでいます。 

【福】目標通り進んでいる 

【福】市民向けのパンフレ

ット等の作成時に、カラー

バリアフリーに関する相

談が増えており、職員の情

報バリアフリーへの理解

が広がってきていると考

えられます。 

【広】同左 

【広】同左 

【福】目標通り進んでい

る 

【福】情報発信のルール

の周知に継続して取り

組んでいます。 

【広】同左 

【広】同左 

  

16-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

【福】不明（状況を把

握できていない） 

【福】－ 

【福】同左 

【福】同左 

【広】十分ではないが満足されている

と思う 

【広】町田市「広報活動」に関する意

識調査において現在の市政情報提供方

法、手段等について満足している市民

の割合は 63.5%でした。 

【福】不明（状況を把握できていない） 

【福】アンケートを取っていないため、認知度の把

握ができていません。 

次期計画策定のアンケートにおいて、満足度を図り

ます。 

【広】十分ではないが満足されていると思う 

【広】昨年度実施した町田市「広報活動」に関する

意識調査において現在の市政情報提供方法、手段等

について満足している市民の割合は 63.5%でした。 

【福】十分ではないが満足されていると思う 

【福】アンケート結果から、ある程度満足が得

られていることが確認できましたが、引き続き

情報発信方法について検討を進めます。 

【広】同左 

【広】同左 

【福】不明（状況を把握できていない） 

【福】－ 

【広】十分満足されていると思う 

【広】町田市「広報活動」に関する意識調査

をは 3～4年に一度（2022年度実施予定）実

施しています。2018 年度に実施した調査で

は、デジタルが苦手な方に向けた広報に関す

る満足度は、6割程度の満足を得ています。 

⑨ 
市民 
の 
認知 

【福】不明（状況を把

握できていない） 

【福】－ 

【福】同左 

【福】同左 

【広】十分でないが認知されている 

【広】町田市「広報活動」に関する意

識調査において、広報紙やホームペー

ジは市政情報の入手手段として定着し

ています。 

【福】不明（状況を把握できていない） 

【福】アンケート等を取っていないため、認知度の

把握ができていません。次期計画策定のアンケート

において、認知度を図ります。 

【広】同左 

【広】同左 

【福】不明（状況を把握できていない） 

【福】広報まちだや市ホームページのリニューア

ル等を通して、情報のバリアフリーを推進して

いることは認知されていると思われます。 

【広】同左 

【広】同左 

【福】不明（状況を把握できていない） 

【福】－ 

【広】同左 

【広】同左 

  

16-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

【福】情報の発信に

ついて、引き続き全

庁への周知を行う。

必要に応じて、ルー

ルブックなどの修正

を行う。 

【福】同左 

【広】今後も市民意見や

庁内調査を踏まえて、広

報手段の在り方や内容の

見直しを実施します。 

【福】同左 

【広】今後も市民意見や市政モニター調査の

結果などを踏まえて、広報手段の在り方や内

容の見直しを実施していきます。情報環境の

変化などをとらえ、常に改善点を見つけて対

応していくものと考えています。 

情報のバリアフリーは、様々な障がいや情報

格差を感じる方々がおり、一つの改善策が、

【福】アンケート結果では、市の情報発

信について「特に問題や不便を感じると

ころはない」という回答が過半数を占め

ましたが、「ユニバーサルデザインの視

点」から考えた市の情報発信については

「満足している」と「ほぼ満足している」

を合わせて４割となりました。施策に反

映できるよう検討していきます。 

【福】「情報バリアフリーハンドブック改訂版」（2006年２月初版）は、

発行から 10年以上が経過し、内容の更新が必要です。また、「印刷物等

のユニバーサルデザインルールブック」と内容の重複もあり、両冊子の

合本や内容更新を行う時期に来ています。 

【広】今後も市民意見や意識調査の結果などを踏まえて、広報手段の在

り方や内容の見直しを実施していきます。日々変化するニーズの変化な

どをとらえ、常に改善点を見つけて対応していくものと考えています。 

情報のバリアフリーは、様々な障がいや情報格差を感じる方々がおり、
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

別の障がいには対応できないなど最善の解

決策を見出すのが難しいと感じています。 

【広】同左 一つの改善策が、別の障がいには対応できないなど最善の解決策を見出

すのが難しいと感じています。 
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 17 手話通訳者・要約筆記者の派遣事業 

担当課：障がい福祉課

17-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

手話通訳者、要約筆記者の派遣の継続 

17-2 取組内容 

2017 年度 
～2021 年度 

手話通訳者、要約筆記者の派遣を継続しています。 

 

17-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

十分ではないが設けた 

手話通訳者・要約筆記者の派遣を利用し

ている聴覚障がい者との懇談会を行い

ました。 

同左 同左 

設けていない 

手話通訳者の派遣を利用している聴覚

障がい者との懇談会を計画しました。非

常事態宣言の発令に伴い中止しました。 

設けていない 

手話通訳者の派遣を利用している聴覚障がい者と

の懇談会を計画しました。緊急事態宣言の発令に

伴い中止しました。 

② 
意見 
反映 

十分ではないが反映されている 

手話通訳者、要約筆記者の技術研修を充

実させました。 
同左 

十分ではないが反映されている 

手話通訳者、要約筆記者の技術研修

の内容に聴覚障がい者の意見を取

り入れています。 

十分ではないが反映されている 

手話通訳者、要約筆記者の派遣後、利用

者から様々な意見をいただき、派遣事業

に反映しています。 

十分ではないが反映されている 

手話通訳者、要約筆記者の派遣後、利用者から様々

な意見をいただき、対応可能なものについて派遣

事業に反映しています。 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分ではないが連携している 

町田市聴覚障害者協会など関係六団体

の懇談会に出席し、行政に対する意見を

聴きました。 

同左 

十分ではないが連携している 

市主催の行事や講演会に手話通訳

者、要約筆記者を派遣しています。 
同左 同左 

④ 
広報 
・ 
PR 

十分ではないが広報・PRしている 

市のホームページに事業案内を掲載し

ています。 

身体障害者手帳の交付・更新時に窓口で

事業の案内をしています。 

十分ではないが広報・PRしている 

市のホームページに事業案内を掲

載しています。 

障がい福祉課窓口の手話通訳設置

時間の延長を聴覚障がい者団体に

案内しました。 

十分ではないが広報・PRしている 

聴覚障がい者を対象とした講演会

を開催し、手話通訳者派遣制度の案

内を行っています。 

広報・PRしていない 

聴覚障がい者を対象とした講演会を計

画したが、非常事態宣言の発令に伴い中

止しました。 

十分ではないが広報・PRしている 

手話通訳者・要約筆記者の派遣制度については町

田市ホームページにて周知を行っていますが、聴

覚障がい者を対象とした講演会については、緊急

事態宣言の発令に伴い中止したため広報は実施し

ていません。 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分ではないが工夫・改善している 

医療や司法に関する依頼には、専門的な

知識や技術を持った通訳者を派遣して

います。 

同左 

十分ではないが工夫・改善している 

2018年 10月の東京都障害者差別解

消条例の施行に伴い、行政と事業者

の役割を明確にして、事業者側に手

話通訳者の設置などを求めていま

す。 同左 

十分工夫・改善している 

各事業者や依頼者には差別解消条例の主旨や内容

を伝え、各事業者に情報保障の義務があることを

理解していただけるよう努めています。情報保障

は必ずしも手話通訳者の派遣だけではなく、内容

や状況によって筆談やＵＤトークと言ったツール

を用いて情報を伝えていくことでも可能であり、

耳の聞こえない方との連絡方法として電話リレー

サービスという手段があることも伝えています。

また、手話通訳者を派遣する場合には東京手話通

訳等派遣センターがあることを伝えています。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

夜間や休日など閉庁時の緊急派遣依頼

への対応が課題です。 同左 同左 － － 
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17-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

手話通訳者の派遣依頼件数が年々増加

しています。 

目標より遅れている 

手話通訳者の派遣依頼件数が減少しま

した。 

目標通り進んでいる 

2019 年度は、手話通訳者 1307 件、要約

筆記者 34件を派遣しました。 

目標通り進んでいる 

コロナ禍においても、通院などに伴う手

話通訳者派遣の依頼に通常通りに応え

ています。 

同左 

 

17-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

十分ではないが満足されていると思う 

講演会において、難聴者の方から要約筆

記がわかりやすかったとの声がありま

した。 

満足されていないと思う 

手話通訳者派遣事業利用者懇談会で多

くの要望をいただいています。 

十分ではないが満足されていると思う 

利用者懇談会で派遣要件の範囲や手話

通訳者の技術について、多くの要望をい

ただいています。 

十分ではないが満足されていると思う 

手話通訳者の派遣の依頼には、ほぼ断る

ことなく応えていますが、派遣要件の範

囲の緩和について、要望が多くありま

す。 

同左 

⑨ 
市民 
の 
認知 

十分でないが認知されている 

手話通訳者の派遣依頼件数が年々増加

しています。 

十分でないが認知されている 

手話通訳者派遣事業利用者懇談会に多

数ご参加いただきました。 

十分でないが認知されている 

2019 年度は、手話通訳者 1307 件、要約

筆記者 34 件を派遣し、聴覚障がい者の

意思疎通を支援しました。 

不明（状況を把握できていない） 

手話通訳者の派遣を利用している聴覚

障がい者との懇談会を計画しましたが、

非常事態宣言の発令に伴い中止したた

め、利用者の意見を聴くことができてい

ません。 

同左 

 

17-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

引き続き、障がい者のニーズを把握し、

事業の充実を図っていきます。 
同左 同左 同左 同左 
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 18 「高齢者のための暮らしのてびき」作成 

担当課：高齢者福祉課

18-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

「高齢者のための暮らしのてびき」の発行の継続 

18-2 取組内容 

2017 年度 
「高齢者のための暮らしのてびき」市民へ配布しました。 

2018年４月改訂版発行に向けた、作成編集作業をしました。 

2018 年度 
「高齢者のための暮らしのてびき」市民への配布、次回改訂への記載内容を見直しました。 

4月「2018年度発行版」12,500冊増刷しました。 

2019 年度 
「高齢者のための暮らしのてびき」市民へ配布しました。 

2018年 4月の発行以降、制度や事業が変更されたものについて、新旧対照表を作成しました。 

2020 年度 
「高齢者のための暮らしのてびき」市民へ配布しました。 

2021年４月の改訂版作成に向け、連携する担当課や関係機関と調整を行い、原稿を作成しました。 

2021 年度 
2021年 4月に改訂版を 16,000部発行しました。 

発行した改訂版は、高齢者福祉課、市民センター、高齢者支援センター等関係機関の窓口で配布をしました。 

 

18-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

十分ではないが設けた 

ホームページに問合わせ先の電話番号や専用

フォームへのリンクを掲載しています。 
同左 

十分ではないが設けた 

ホームページに問合わせ先の電話番号や専

用フォームへのリンクを掲載していますが、

その旨の周知を図る積極的な働きかけを行

っていないため、意見収集は十分ではないと

感じています。 

同左 同左 

② 
意見 
反映 

十分ではないが反映されている 

電話、窓口、民生委員児童委員からの意見を

参考に改訂作業を行っています。 

同左 

反映する意見がない 

電話、窓口、民生委員児童委員からの意見を

参考にして、次回改訂の準備を行っていま

す。2017 年度同様意見の収集は行っていま

すが、冊子の改訂は３年に一度行っているた

め、今年度収集した意見については、2020年

度に反映をする予定です。 

反映する意見がない 

窓口や電話において高齢者等からいただいた相談

や意見は、改訂時の原稿作成の参考としました。 

反映する意見がない 

－ 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分連携している 

連携している担当課と社会福祉協議会等か

ら、記事についての情報提供を受けています。

また、掲載施設、市民センター、高齢者支援

センター等に窓口での配付を依頼していま

す。 

同左 

十分連携している 

連携している担当課と社会福祉協議会等か

ら、記事についての情報提供を受けていま

す。また、掲載施設、市民センター、高齢者

支援センター、わくわくプラザに窓口での配

布を依頼しています。 

十分連携している 

庁内各課や社会福祉協議会等の外部機関から、記事

についての情報提供を受けています。また、掲載施

設、市民センター、連絡所、高齢者支援センター、

あんしん相談室等での配布を依頼しています。あわ

せて、民生委員児童委員へ渡しています。 

同左 

④ 
広報 
・
PR 

十分ではないが広報・PRしている 

冊子配布だけでなく、市広報、市ホームペー

ジのほか、民生委員児童委員による高齢者見

守り訪問の際に配付するお知らせにてびきの

発行について掲載しています。 

同左 同左 同左 同左 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分ではないが工夫・改善している 

2018 年４月発行の改訂版では、最近の社会

状況等を反映できるよう防災、防犯、交通安

全、熱中症対策等の啓発記事についても掲載

しています。 

十分ではないが工夫・

改善している 

－ 

十分ではないが工夫・改善して

いる 

より多くの方に、当冊子を目に

していただけるよう、2019 年度

は、成年後見人や商工会議所で

の研修時に、説明用資料として

本書を活用しました。 

十分ではないが工夫・改善している 

2021 年４月改訂版の原稿を作成にあたっては、いただい

た意見等を踏まえたうえで、高齢者向けにお知らせした

い行政情報を追加するため、連携する関係機関（庁内外）

を増やしました。特に、高齢者の悩みや困りごとにへの相

談窓口については、掲載内容を拡充しました。 

十分ではないが工夫・改善している 

2021年度改訂版については、社会状況を考慮

し、感染症対策や介護予防、特殊詐欺への注

意啓発について、市民に伝わりやすいよう内

容を工夫し掲載しました。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

－ － － － － 

 

18-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

－ 

目標通り進んでいる 

－ 

目標通り進んでいる 

2018 年度は冊子の改定年度ではなく、現在得ている要望

については 2020年度の改定に反映する予定です。また、

上述のとおり関係機関との連携を図りながら、予定通り

配布及び PRをすることができました。 

目標通り進んでいる 

2020 年度は冊子の改定年度ではなく、現在得ている要望

については 2021年度の改定に反映する予定です。また、

上述のとおり関係機関との連携を図りながら、予定通り

配布及び PRをすることができました。 

目標通り進んでいる 

2021年 4月に改訂版を 16,000部発行し、高

齢者福祉課、市民センター、高齢者支援セン

ター等関係機関の窓口で配布しました。 

 

18-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

十分ではないが満足

されていると思う 

－ 

十分ではないが満足

されていると思う 

－ 

十分ではないが満足されていると思う 

制度や事業に関して市民から相談があった際、説明用資料として活用することで、理解の促進に役立てられました。 

しかし、市民に対する満足度調査は特に行っていないが、内容に関する意見や苦情等はなく、一定数の配布実績があ

るため、ある程度満足いただいていると感じています。 

同左 同左 

 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑨ 
市民 
の 
認知 

十分でないが認知さ

れている 

－ 

十分でないが認知されている 

郵送希望の連絡はいただいていますが、

広く認知されているかについてのアン

ケート等は行っていません。 

十分でないが認知されている 

ホームページに問い合わせ先の電話番号を掲載し、問い合わせフォー

ムのリンクを掲載するなど、市民からの意見を収集する環境づくりを

しており、郵送希望の連絡をいただいています。しかし、市民に対す

る認知度調査は特に行っていないが、配布数は、20,500冊印刷し、大

部分が捌けている状況であるため、認知されていると感じています。 

同左 

十分でないが認知されている 

市民に対する認知度調査は特に行っていないた

め、十分な周知を図れているかは不明ですが、老

人クラブ内や友人同士で、市の制度を学ぶための

テキストとして使用したいとして提供を希望され

るなど、認知されていると感じています。 

18-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

今回の改訂版（2018年４月発行版）に対する意見等

を収集・検証し、高齢者の方が必要とする情報を得

るための手引書として内容を充実させます。 

次回の改訂に向け、市民及び関係機関からの意見収集、

反映方法を検討するとともに、高齢者の方が必要とする

情報を得るための手引書として、内容を充実させます。 

同左 同左 

次回 2024年度の改訂に向け、高齢者が必要と

する情報を掲載した手引書として内容を充実

させます。 
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 19 「障がい者サービスガイドブック」の作成 

担当課：障がい福祉課 

19-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

「障がい者サービスガイドブック」

発行の継続 

 

 

19-2 取組内容 

2017 年度 
「障がい者サービスガイドブック」の作成（年 2回）、市役所・障がい者支援センター・市民センター・駅前連絡所での配布、市 HPでの公開 

冊子版の他、音訳版、点字版、SPコード版を別途作成しました。 

2018 年度 
「障がい者サービスガイドブック」の作成（年 1回）、市役所・障がい者支援センター・市民センター・ 駅前連絡所での配布、市 HPでの公開 

冊子版の他、音訳版、点訳版、SPコード版を別途作成しました。 

2019 年度 
「障がい者サービスガイドブック」の作成（年 1回）、市役所・障がい者支援センター・市民センター・ 駅前連絡所での配布、市 HPでの公開 

冊子版の他、音訳版、点訳版を別途作成しました。 

2020 年度 同上 

2021 年度 
「障がい者サービスガイドブック」の作成（年 1回）、市役所・障がい者支援センター・市民センター・ 駅前連絡所での配布、市 HPでの公開 

冊子版の他、音訳版、点訳版、SPコード版を別途作成しました。 

 

19-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見収集 

十分設けた 

障がい者本人及びその家族等から、電話でガイドブックに関する意見をいただく機会があり、随時意見を反映

しています。 

また、音訳版等の作成にあたっては、視覚障がい者と接する機会の多い団体を通じて作成に関する意見を伺っ

ています。 

同左 同左 同左 同左 

② 
意見反映 

十分反映されている 

障がい者ご本人及びそのご家族等から、電話等でガイドブックに関する意見をいただく機会があり、随時意見

を反映しています。 

同左 同左 同左 同左 

③ 
関係機関 
連携 

十分連携している 

障がいのある方やサービスの情報を必要とされる方に、障がい福祉に関する最新かつ正しい情報を提供するた

め、各問合せ先の機関等と適宜連絡を取り合い、情報の更新を行っています。 

同左 同左 同左 同左 

④ 
広報・PR 

十分広報・PRしている 

音訳版等を発行する際、広報まちだで紹介するほか、町田市 HPでも常時サービスの内容が閲覧できるようにし

ています。 

手帳交付時や、窓口、電話等で障がい福祉に関する情報の問合せがあった際、必要に応じて当ガイドブックを

配布をしています。 

同左 同左 同左 同左 

⑤ 
工夫・改善 

十分工夫・改善している 

障がい福祉サービスが多岐に渡るため、障がい者自身利用可能なサービスが分からない場合が想定されます。 

そのため、各項目の最初に障がい種別で利用可能なサービスを一覧表にして掲載したり、サービスをカテゴリ

－ごとに分類、レイアウト変更、図表利用などで、分かりやすい記載の工夫を行っています。 

同左 同左 同左 同左 

⑥ 
知見・課題 

当冊子の普及のため、関連する機関に冊子を置いてもらい、市民の目に触れる機会を増やしたいと考えていま

す。 

また、冊子の音訳版・点訳版・SPコード版については、利用が毎年数件しかないため、PRをしていきます。 

同左 同左 同左 同左 
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19-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗状況 

目標より前倒しして実施している 

－ 

目標通り進んでいる 

－ 同左 同左 同左 

 

19-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民の満足 

十分満足されていると思う 

－ 同左 同左 同左 同左 

⑨ 
市民の認知 

十分認知されている 

年間 4,000 部程発行しています。当ガイドブックを見て自分が受けられる障がい福祉サー

ビスを知り、障がい福祉課に問合せをいただく場合が多くあります。 

同左 同左 同左 同左 

 

19-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

内容を発行ごとに変更しているため、閲覧する方にとって分かりやすい表記になっている

か検討し、適宜改善していきます。 

また年 2 回の発行で、最新の情報を網羅できない場合があるため、新たな情報が入った場

合は、必要に応じて別途資料を冊子に挟み込む等、迅速に情報提供できるよう対応を取り

たいと考えています。 

当冊子の普及のため、関連する機関に冊子を置いてもらい、市民の目に触れる機会を増や

したいと考えています。 

内容を発行ごとに変更しているため、閲覧

する方にとって分かりやすい表記になっ

ているか検討し、適宜改善していきます。 

当冊子の普及のため、関連する機関に冊子

を置いてもらい、市民の目に触れる機会を

増やしたいと考えています。 

同左 同左 同左 
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 20 「まちだ子育てサイト」による子育て情報の発信 

担当課：子ども総務課

20-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

情報の更新及び配信を継続 

20-2 取組内容 
2017 年度 「見やすく 分かりやすく 検索しやすく」を実現するため、関係各課と連携しながら情報配信を行いました。 

2018 年度 
「見直そう！“伝わる日本語”推進運動」にあわせて、「見やすく 分かりやすく 検索しやすく」をさらに推進するよう掲載

している各課に周知をしました。 

2019 年度 
保育料等シミュレーションを、保育の無償化に合わせて仕様を変更した際に、育成料もシミュレーションの対象とし、さらな

る利便性の向上を目指しました。 

2020 年度 新型コロナウイルス感染症の情報等の周知や、サイトの PRのためチラシの作製配布を行いました。 

2021 年度 
新型コロナウイルス感染症に関する情報等の周知や、サイト PRのためのクリアファイルやチラシなどの配布を行いました。ま

た、カテゴリの名称や分類の改修を行いました。 

 

20-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

必要があると感じるが全く設けていない 

まちだ子育てサイト内で意見を得るア

ンケート機能を設けていないため実施

していません。実施方法を含め検討して

いきます。 

同左 

設けていない 

まちだ子育てサイト内で意見を得るア

ンケート機能を設けていないため実施

していません。窓口や電話からサイト改

善についての声は上がっていないが、意

見収集の実施方法を含め今後も検討し

ていきます。 

同左 同左 

② 
意見 
反映 

十分反映されている 

子育てに関する各種手続きやイベント

情報、保育料概算シミュレーションなど

子育て世代に必要と思われる情報を配

信しています。ニーズに合わせた対応を

今後もしていきたいと考えています。 

同左 

反映する意見がない 

サイトに対する意見・要望の声はなく、

反映すべき意見がありませんでした。 

十分ではないが反映されている 

ページに対して「ご意見送信フォーム」

から届いたご意見や、記事を掲載してい

る各課からの情報提供は、各課との運営

管理定例会等で検討しています。 

同左 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分連携している 

記事を掲載している子ども生活部各課、

保健予防課、生涯学習センターとは定期

的に話し合いの場を持ち、連携を図って

います。2018年度からは、学校教育部各

課も加わるので、さらなる連携を図って

いきます。 

十分ではないが連携している 

記事を掲載している各課との話し合い

の場を持っていますが、今年度定期的に

は行えませんでした。関連する課が増え

ているので、さらなる連携を図っていき

ます。 

十分ではないが連携している 

記事を掲載している各課とは、年１回の

定期的な話し合いの場を持ち、連携を図

っています。また、2019年度は、図書館・

公園緑地課・国際版画美術館にも編集す

る権限を付与したため、その調整を図り

ました。 

十分ではないが連携している 

記事を掲載している各課とは、年１回程

度の定期的な話し合いの場（運営管理定

例会）を持ち、連携を図っています。 

十分ではないが連携している 

記事を掲載している各課とは、年３回程

度の定期的な話し合いの場（運営管理定

例会）を持ち、連携を図っています。 

④ 
広報 
・ 
PR 

十分広報・PRしている 

2017年４月１日号広報１面、２面や各保

育園・幼稚園等子どもに関する施設での

ポスター掲示、市ホームページのブラン

ディングエリアでの PRを行いました。 

十分広報・PRしている 

各保育園・幼稚園等子どもに関する施設

でのポスター掲示や窓口でのチラシ（名

刺サイズ）を配布しました。 

十分広報・PRしている 

窓口でのチラシ（名刺サイズ）を配布し

ました。新しくサイトに参加した課にも

依頼しています。 

十分広報・PRしている 

窓口でのチラシ配布や、新規で始めた

「子ども・子育て情報」の Twitterにて

サイトへのリンクをはっています。 

十分広報・PRしている 

窓口でのクリアファイルやチラシ配布

を行っています。「子ども・子育て情報」

の Twitterにてサイトへのリンクをはっ

ています。 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分工夫・改善している 

関係各課との打合せで情報共有や課題

の洗い出しを行い、改善に努めていま

す。 

同左 

十分工夫・改善している 

関係各課との打合せで情報共有や課題

の洗い出しを行い、改善に努めていま

す。また、サイト内の記事は常に確認を

しており、改善点があればその都度各課

に修正依頼を出しています。また、台風

などでイベントの中止や、施設の閉館が

ある場合には各課で編集できるリンク

集を作成し、情報の提供に努めていま

す。 

同左 同左 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

－ － － － － 

 

20-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

 
同左 

目標通り進んでいる 

情報配信をする課も増え、各課工夫をし

ながら情報配信を行ったため、目標通り

進んでいると考えます。 

同左 同左 

 

20-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

十分満足されていると思う 

アクセス数は、市ホームページの時より

も格段にあがり、改善や要望等は現在意

見としていただいていません。 同左 

十分満足されていると思う 

アクセス数は、前年度よりも格段にあが

り、改善や要望等は現在意見としていた

だいていません。しかし、アンケートフ

ォームを設けられていない点から、満足

度を図り切れていないため、十分ではな

いと考えています。 

十分ではないが満足されていると思う 

同左 

十分ではないが満足されていると思う 

同左 

⑨ 
市民 
の 
認知 

十分認知されている 

 

十分認知されている 

子育てサイトのアクセス数は月 22 万と

なっています。 

十分認知されている 

アクセス数が月 23 万程度あり、十分市

民に認知されていると判断します。 

十分認知されている 

アクセス数が月 27 万程度あり、十分市

民に認知されていると判断します。 

十分認知されている 

アクセス数が月に 25 万程度あり、十分

市民に認知されていると判断します。 

 

20-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

2018年度には学校情報も配信するので、

より分かりやすく情報配信が出来るよ

う努めていきます。 

今後は図書館情報も配信する予定なの

で、より分かりやすく情報配信が出来る

よう努めていきます。 

「見直そう！“伝わる日本語”推進運動」や、サイトのコンセ

プトである「見やすく 分かりやすく 検索しやすく」を今後

も推進し、より多くの人に向け情報の配信を行っていきます。 

同左 同左 
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 21 ｢みんなのおでかけマップ｣の整備事業 

担当課：福祉総務課

21-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

情報の更新・拡充、市民への配布（10,000部）、 

掲載内容・形態の随時見直し 

21-2 取組内容 
2017 年度 冊子版から地図版へのモデルチェンジを行い、10,000部作成しました。 

2018 年度 同上 

2019 年度 2020年度版作成に向けて、掲載内容の更新を行いました。 

2020 年度 

昨年度に引き続き、「おでかけマップ」を市民に配布する取組を実施しました。加えて、新規の取組として、「おでかけマップ」

の作成・提供方法について、「町田市バリアフリーマップ」の運営団体（NPO法人 町田ハンディキャブ友の会）とともに検討を

進めました。紙媒体による提供は、情報にタイムラグが発生するため、定期的に更新可能なホームページ向けの新たなマップ

作成を進めています。 

2021 年度 
2021年度は、「町田市バリアフリーマップ」運営団体（NPO法人）の協力を得て、国土交通省が提供する「バリアフリーマップ

作成ツール」を活用し、マップを作成する手法やレイアウトを改め、新たなマップを公開しました。 

 

21-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

必要があると感じるが全く設けていない 

市内への配布を４月以降としています。利用する

側への意見等を得る機会については、まだ設けて

いません。 
同左 

十分ではないが設けた 

利用者の方から、お電話や窓口等で

ご意見をいただきました。 

十分ではないが設けた 

問合せ先として福祉総務課の番号を掲

載しており、利用者の方からご意見をい

ただきました。 

十分ではないが設けた 

障がいのある方等の当事者が参加

するバリアフリーマップ会議（「町

田市バリアフリーマップ」運営団体

主催の会議）に参加し新マップを作

成しました。 

② 
意見 
反映 

必要があると感じるが全く反映されていない 

利用者への意見収集を行っていないため、意見の

反映もありません。 

同左 

十分ではないが反映されている 

掲載施設の見直しなど、いただいた

ご意見を反映しながら更新してい

ます。 

十分反映されている 

「おでかけマップに記載の介護タクシ

ー事業者に電話したところ、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により休業中で

あり、最新の情報を提供してほしい」と

いうご意見をいただき、情報提供の方法

について検討を進めました。 

十分ではないが反映されている 

上記会議に参加し、意見を伺いなが

ら作成しました。 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分ではないが連携している 

子ども総務課より「赤ちゃん・ふらっと」の施設情

報、環境保全課より「公共トイレ協力店、寺社」の

情報をもらい、掲載しました。 

そのほか、避難所、避難施設の情報を引き続き掲

載しています。 

掲載施設の情報は、NPO 法人町田ハンディキャブ

友の会より情報提供を受けています。市から町田

ハンディキャブ友の会へは、定期的にみんなのト

イレ整備予定の情報を提供しており、情報提供に

は、土地利用調整課との連携があります。 

十分ではないが連携している 

避難所、避難施設の情報を引き続き掲載

しています。 

掲載施設の情報は、NPO 法人町田ハンデ

ィキャブ友の会より情報提供を受けて

います。市から町田ハンディキャブ友の

会へは、定期的にみんなのトイレ整備予

定の情報を提供しており、この情報提供

には、土地利用調整課との連携がありま

す。 

同左 

十分連携している 

新たな「みんなのおでかけマップ」の作

成作業について、町田ハンディキャブ友

の会と調整を進めています。 

十分ではないが連携している 

１のとおり、NPO 法人と連携しなが

ら、マップ作成を進めました。 

④ 
広報 
・
PR 

必要があると感じるが全く広報・PRしていない 

市ホームページ、広報等でお知らせするとともに、

市の主な施設にて配布しています。 

十分ではないが広報・PRしている 

ホームページにて公開しているほか、人

権パネル展等のイベント時に配布して

います。 

十分ではないが広報・PRしている 

市ホームページでお知らせすると

ともに、市の主な施設にて配布して

います。 

十分ではないが広報・PRしている 

現行の「みんなのおでかけマップ」は、

市ホームページでお知らせするととも

に、市の主な施設にて配布しています。 

十分ではないが広報・PRしている 

新たなマップの公開に併せて、市ホ

ームページも更新し、PRに努めてい

ます。 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分ではないが工夫・改善している 

不特定多数の方が利用する施設に情報を絞り、そ

の他の情報は、バリアフリーマップ（ホームペー

ジ）で見られるよう、掲載の条件を整理しました。

2016年度までの冊子版には約 850の施設情報があ

り、年々ページ数も増え、持ち運びに不便であっ

たため、地図版にすることで、見易さ、使いやすさ

が改善されたと思われます。 

十分ではないが工夫・改善している 

不特定多数の方が利用する施設に情報

を絞り、その他の情報は、バリアフリー

マップ（ホームページ）で見られるよう、

掲載の条件を整理しました。 
同左 

十分工夫・改善している 

より使いやすいマップとなるよう、提供

方法を検討し、ホームページでの公開に

向けて作業を進めています。 

十分工夫・改善している 

国土交通省がバリアフリーマップ

作成ツールを提供していることを

知り、このツールを用いてマップ作

成に取り組むこととしました。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

利用者側からの意見等集約と反映について、アン

ケートを挿入することができないため、市民意見

の収集方法の検討が必要です。 

同左 同左 

現行の「おでかけマップ」は全体の地図

しか掲載がないため、目的地までのルー

トが分かりづらい部分があります。 

ホームページに掲載している「おでかけ

マップ」の PDFは容量が大きいため、端

末によっては開くことができず、紙への

印刷ができないことから、活用しづらい

状況にあります。 

－ 

 

21-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

－ 

目標通り進んでいる 

－ 

目標通り進んでいる 

4 月から配布を開始していま

す。 

目標通り進んでいる 

現行の「みんなのおでかけマップ」は、目標どおり市民へ

の配布を進めました。なお、新たなマップ作成について

は、次年度も継続して取り組みます。 

目標通り進んでいる 

新マップ作成により、「情報の更新・拡充」及び「掲載内

容・形態の随時見直し」を実施することができました。 

 

21-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

不明（状況を把握できていな

い） 

－ 

不明（状況を把握できていな

い） 

－ 

十分ではないが満足されていると思う 

冊子版から紙面版へ変更し、携帯性が向上した

ため、配布数が伸びています。 

まだ満足できる成果が発生していない 

現在ホームページでの公開に向けて作業中であ

り、成果は発生していません。 

不明（状況を把握できていない） 

新マップは、2022 年度末に公開したため、市民

からの反響等はまだ受けていません。 

⑨ 
市民 
の 
認知 

不明（状況を把握できていな

い） 

－ 

不明（状況を把握できていな

い） 

－ 

十分ではないが満足されていると思う 

冊子版から紙面版へ変更し、携帯性が向上した

ため、配布数が伸びています。 

まだ認知できる成果が発生していない 

現在ホームページでの公開に向けて作業中であ

り、成果は発生していません。 

不明（状況を把握できていない） 

－ 

 

21-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

全体的な見易さ、使い勝手な

どを検証し、改訂していきま

す。 

同左 同左 

利用者からいただいたご意見を基に改善を図っていますが、作業に難航

しており、予定より遅れています。なるべく早く公開できるよう、引き続

き町田ハンディキャブ友の会と連携を密にし、作業を進めていきます。 

今年度、新たなツールで新たなマップを作成（NPO団体の協

力）したため、次年度以降、さらなるブラッシュアップや施

設情報の更新を継続して実施する必要があります。 
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 22 町田駅周辺駐輪場マップの作成 

担当課：道路管理課

22-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

町田駅周辺駐輪場マップの作成・配布の継続 

22-2 取組内容 
2017 年度 2018年 2月に 2017年度版町田駅周辺の駐輪場マップを配布しました。 

2018 年度 2019年 3月に 2018年度版町田駅周辺の駐輪場マップを配布しました。 

2019 年度 2020年 3月に 2019年度版町田駅周辺の駐輪場マップを配布しました。 

2020 年度 2021年 3月に 2020年度版町田駅周辺の駐輪場マップを配布しました。 

2021 年度 2022年 3月に最新版を作成し、4月に配布しました。 

 

22-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

設ける必要を感じない 

自転車の利用者のためのマップのため、

必要性を感じません。 同左 

設けていない 

駐輪場の管理・運営を公益財団法人 自

転車駐車場整備センターに移管したた

め、アンケートを実施しなくなりまし

た。 

同左 同左 

② 
意見 
反映 

反映する必要を感じない（反映すべき意

見がない） 

自転車の利用者のためのマップのため、

必要性を感じません。 

同左 

反映する意見がない 

－ 
同左 同左 

③ 
関係 
機関 
連携 

連携する必要を感じない 

自転車の利用者のためのマップのため、

必要性を感じません。 
同左 

十分ではないが連携している 

駐輪場マップの作成にあたっては、町田

警察と連携し、共同で作成しています。

また、マップの色使いに関しては広報課

と調整し、弱視、色弱者への配慮も行っ

ています。 

同左 

連携していない 

－ 

④ 
広報 
・ 
PR 

十分広報・PRしている 

広報まちだや町田市ホームページにて

周知をしています。 同左 

十分ではないが広報・PRしている 

広報・ホームページのほか、各市民セン

ターや図書館、民間交番、町田警察等に

パンフレットを置き、広報 PR していま

す。 

同左 

十分ではないが広報・PRしている 

広報やホームページのほか、図書館や観

光コンベンション協会・公営自転車駐車

場等に配布しました。 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分ではないが工夫・改善している 

弱視・色弱のために配色に配慮しまし

た。 

同左 同左 同左 

十分ではないが工夫・改善している 

冊子のサイズを大きくし、見やすくなる

よう改善しました。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

－ － － － － 

 



59 

22-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

－ 同左 同左 同左 同左 

22-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

十分ではないが満足されていると思う 

予定している部数は配布できているた

め、一程度満足されていると思います。 

同左 同左 同左 同左 

⑨ 
市民 
の 
認知 

不明（状況を把握できていない） 

具体的にどれほど周知されているかは

把握できていません。 

同左 

十分でないが認知されている 

予定している部数は配布できているた

め、一程度満足されていると思います。 

同左 同左 

 

22-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 － － 

今後も定期的に情報を更新し、配布して

いきます。 同左 

今後も更新時に改善内容を検討してい

きます。 
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 23 心のバリアフリー、ユニバーサルデザインの普及啓発事業【重点事業】 

担当課：福祉総務課

23-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

啓発内容の検討及び事業実施 

23-2 取組内容 

2017 年度 

・小学校生徒へのバリアフリー啓発出前授業を実施しました。（１件） 

・中央図書館の特集コーナーにおいて、心のバリアフリー啓発を行いました。（スポーツ振興課のパラスポーツとコラボ） 

・人権週間に合わせた、冊子を配布しました。   ・まちカフェでの冊子を配布しました。 

・新人職員、一般職員を対象とした、心のバリアフリー研修を実施しました。 

2018 年度 

・小学校生徒へのバリアフリー啓発出前授業を実施しました。（１件） 

・人権週間に合わせた、冊子を配布しました。 

・新人職員、一般職員を対象とした、心のバリアフリー研修を実施しました。 

2019 年度 
・人権週間に合わせた、冊子を配布しました。 

・新人職員を対象とした、心のバリアフリー研修を実施しました。 

2020 年度 

・中央図書館にて「心のバリアフリー」特集コーナー設置しました。 

・人権週間に合わせ、市庁舎イベントスペースで開催した「人権パネル展」にて、啓発冊子を配布しました。 

・新規採用職員を対象とした、心のバリアフリー研修を実施しました。 

・福祉のまちづくりに関する市民アンケートの中で、「心のバリアフリー」に関する認知度やご意見を伺いました。 

2021 年度 

・新規採用職員を対象として、心のバリアフリーを含むユニバーサルデザインのまちづくり研修を実施しました。 

・中央図書館で「心のバリアフリー」の関連書籍の特集コーナーを設置しました。 

・個別に依頼のあった、市内高校生や小学生にユニバーサルデザインに係るインタビューを受け、心のバリアフリー等の福祉

のまちづくりの取組を紹介しました。 

 

23-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

必要があると感じるが全く設けていない 

今年度は、庁内職員や小学生を対象に啓発を行いま

した。職員へはアンケート調査を実施していますが、

多様な方からの意見収集の機会は設けていません。 
同左 

十分ではないが設けた 

新規採用職員向けに研

修を行い、アンケートを

実施しました。 

十分設けた 

新規採用職員向けに研修を行い、アンケ

ートを実施しました。 

福祉のまちづくりに関する市民アンケー

トの中で、「心のバリアフリー」に関する

認知度やご意見を伺いました。 

十分ではないが設けた 

新規採用職員研修において、アンケートを実

施しました。 

② 
意見 
反映 

必要があると感じるが全く反映されていない 

職員からの意見、感想などは、取り入れながら、資

料、講義内容を改善しています。今年度は、合理的配

慮の内容を充実させるため、障がい福祉課の資料の

活用と、職員同士のペアワークを少し取入れました。 

必要があると感じるが全く反映されてい

ない 

職員からの意見、感想などは、取り入れな

がら、資料、講義内容を改善しています。 

多様な方からの意見収集については、行

っていないため、意見反映はありません。 

反映する意見がない 

職員からの意見や感想

を取り入れながら、講義

内容を改善しています

が、今年度は特に意見が

ありませんでした。 

十分ではないが反映されている 

職員研修に関しては、職員からの意見や

感想を取り入れながら、内容を改善して

います。 

市民アンケートの結果を踏まえ、今後の

施策に反映できるよう、検討を進めます。 

十分ではないが反映されている 

新規採用職員研修においては、アンケートの

意見や感想等を研修に反映しています。 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分ではないが連携している 

出前講座では、障がい福祉課と連携し、庁舎内のバ

リアフリー見学を行いました。中央図書館での特集

コーナーでは、スポーツ振興課と連携し、パラスポ

ーツと、心のバリアフリーについて啓発を行いまし

た。人権週間では、福祉総務課人権担当と、まちカフ

ェでは、市民協働推進課及び NPO 町田ハンディキャ

ブ友の会と連携をしました。 

十分ではないが連携している 

出前講座では、交通事業推進課、道路維持

課と連携し、町田第五小学校でバリアフ

リー研修を行いました。 

十分ではないが連携し

ている 

関係各課と適宜連携を

図っています。 

十分ではないが連携している 

今年度はオリパラ等国際大会推進課と連

携し、共生社会ホストタウンに係る研修

への出席やパンフレットの作成への助言

等を行いました。 

十分ではないが連携している 

民間企業のプロボノ活動（地域の課題解決に

取り組む活動）において、ある民間企業との

福祉のまちづくりにおける意見交換や、公益

財団法人主催で先進市のユニバーサルデザ

インに係る取組の紹介があるオンライント

ークセミナー等に参加し、関係機関と積極的

な連携を図りました。 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

④ 
広報 
・
PR 

必要があると感じるが全く広報・PR してい

ない 

ソフト面の啓発についての仕組みづくりが

出来ていないため、広報・PRは、できていま

せん。啓発冊子の周知にとどまっています。 

十分ではないが広報・PRしている 

啓発冊子をホームページに掲載してい

るほか、市内小学校４年生を対象に配

布しています。また、人権週間に開催

する人権パネル展での配布を行いまし

た。 

同左 

十分ではないが広報・PRしている 

啓発冊子をホームページに掲載してい

るほか、市内小学校 4 年生を対象に配

布しました。また、人権週間に開催し

た人権パネル展での配布も行い、周知

を図りました。 

十分ではないが広報・PRしている 

心のバリアフリーに係る啓発冊子を継続して市ホームペー

ジに掲載しているほか、市内小学４年生に本冊子の配布、人

権週間の人権パネル展での配布等、様々な周知活動に取り組

みました。 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分ではないが工夫・改善している 

小学生への出前講座で、これまでは、福まち

担当の職員が中心に話をしていたが、バリア

フリー設備の見学などは、担当者一人が行う

のではなく、職員への啓発、意識の向上にも

つながるため、複数の職員を巻き込むと良と

思いました。 

十分ではないが工夫・改善している 

職員からの意見や感想を取り入れなが

ら、講義内容を改善しています。 

同左 

十分ではないが工夫・改善している 

啓発冊子の内容更新を視野に入れ、他

市の啓発資料等の情報収集を行いまし

た。 

十分ではないが工夫・改善している 

バリアフリー法の改正により、バリアフリー基本構想に記載

する事業メニューの一つとして、心のバリアフリーに関する

「教育啓発特定事業」が規定され、バリアフリー基本構想の

所管課と法改正への対応について調整しました。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

出前講座後の振り返りを行うことができな

かったため、次へつなげるために今後は振り

返りの時間を確保する予定です。 同左 同左 

「心のバリアフリー」の認知度につい

て、2015年実施のアンケートから「知

っている」の割合は増加していますが、

依然として低いままであり、より一層

周知が必要です。 

心のバリアフリーをバリアフリー基本構想に盛り込む等、ハ

ードとソフトの一体的な取組が求められ、また、学習指導要

領に心のバリアフリーが位置付けられ、教育との連携が求め

られるなど、単体の取組ではなく、関係部署との幅広い普及

啓発が求められてきています。 

 

23-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標より遅れている 

人員不足もあり、啓発の方法、内容の検討が

遅れています。 
同左 

目標より遅れている 

啓発方法や内容の検討が遅れていま

す。 

目標通り進んでいる 

他市の取組に関する情報収集等、啓発

内容の検討を進めました。 

目標通り進んでいる 

コロナの影響で、啓発できるイベントの開催が縮小した中、

個別の研修（インタビュー）に積極的に対応し、継続した取

り組みを進めています。 

 

23-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

まだ満足できる成果が発生していない 

庁外に向けた啓発がこれからのため、まだ、

成果が発生していません。 
同左 

不明（状況を把握できていない） 

アンケートを取っていないため、満足

度は不明です。 

まだ満足できる成果が発生していない 

「心のバリアフリー」の認知度は低く、

満足される成果は発生していません。 

十分ではないが満足されていると思う 

一例として、インタービュー対応した小学生から、福祉のま

ちづくりを知ることができたと後日お礼のハガキが届き、取

組の意義はあったと認識しています。 

⑨ 
市民 
の 
認知 

まだ認知できる成果が発生していない 

－ 同左 同左 

十分でないが認知されている 

2015 年と比較すると認知度は向上し

ましたが、引き続き周知を図ります。 

不明（状況を把握できていない） 

今年度、心のバリアフリーに係る認知度の調査は行っていな

いため、把握できていません。 
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23-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

小学生など子ども対象とした啓発では、合理

的配慮の内容とも重なるため、障がい福祉課

とも連携をしていけるとよいと思われます。 

庁外に対しては、人員の問題もあり、

市のイベントに参加するなど、少ない

労力で啓発できる方法を検討します。 
同左 

「心のバリアフリー」の認知度向上に

向けて、啓発内容・方法の検討を進め

ます。 

今後の心のバリアフリーの普及啓発は、関係部署や関係機関

と連携をさらに深めていく必要があり、また、国が示す「心

のバリアフリー」という用語の認知度約 50%に向けて、これ

まで以上の取組促進を検討します。 
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 24 心のバリアフリーハンドブックの活用事業 

担当課：福祉総務課

24-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

市立小学校４年生への配布、市民参加のイ

ベント・講演会などでの配布、活用 

24-2 取組内容 

2017 年度 

・2017年７月に市立小学校４年生の児童全員へ配布しました。 

・市の新規採用職員研修、一般職員に向けた研修で配布し、心のバリアフリー（障がい者、高齢者等理解）について講義しました。 

・中央図書館での特集コーナーや人権週間、まちカフェなどを利用し冊子の配布を行いました。そのほか、市内各施設での配布を行いま

した。 

2018 年度 

・2018年７月に市立小学校４年生の児童全員へ配布しました。 

・市の新規採用職員研修、一般職員に向けた研修で配布し、心のバリアフリー（障がい者、高齢者等理解）について講義しました。 

・人権週間などを利用し冊子の配布を行いました。そのほか、市内各施設での配布を行いました。 

2019 年度 

・７月に市立小学校４年生の児童全員へ配布しました。 

・市の新規採用職員研修、一般職員に向けた研修で配布し、心のバリアフリー（障がい者、高齢者等理解）について講義しました。 

・図書館に心のバリアフリー啓発ブースを設置し、冊子の配布を行いました。 

・人権週間などを利用し冊子の配布を行いました。そのほか、市内各施設での配布を行いました。 

2020 年度 

・７月に市立小学校４年生の児童全員へ配布し、授業で活用していただきました。 

・市の新規採用職員向けた研修で配布し、心のバリアフリー（障がい者、高齢者等理解）について講義を行いました。 

・図書館に心のバリアフリー啓発ブースを設置し、冊子を配布しました。 

・人権パネル展、「映画 めぐみ」上映会にて、幅広い方へ冊子を配布しました。 

2021 年度 

・市立小学校４年生を対象として「心のバリアフリーハンドブック」を配布しました。 

・市の新規採用職員研修において、同ハンドブックを配布し、心のバリアフリー啓発を実施しました。 

・町田市立中央図書館に心のバリアフリーの特集コーナーを設置し、来館者に向けた啓発を行いました。 

 

24-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

必要があると感じるが全く設けていない 

アンケート調査など、現在は市民意見を得る機会を

設けていません。 

市民の方から、視覚障がい者のために、音声対応だ

けでなく、点字版の作成について、ご意見がありま

した。 

必要があると感じるが全く設

けていない 

アンケート調査など、現在は

市民意見を得る機会を設けて

いません。 

設けていない 

同左 

十分ではないが設けた 

福祉のまちづくりに関する市

民アンケートを実施しまし

た。 

設けていない 

市内小学校の元校長先生から電話があり、例年小学

４年生を対象に配布している心のバリアフリーハ

ンドブックに関して、「日常で障がい者に接する際

の非常にいい教材であり、児童への教材としてフル

活用していた。」と感想をいただきました。 

② 
意見 
反映 

必要があると感じるが全く反映されていない 

福祉のまちづくり推進協議会や心と情報のバリア

フリー推進部会で当事者等からの意見を反映し、作

成されています。 

点字版の作成については、今後の課題とします。 

同左 

十分ではないが反映されている 

同左 

反映する意見がない 

アンケートにおいて、「心のバ

リアフリーハンドブック」に

関するご意見はありませんで

した。 

反映する意見がない 

今年度の取組の中で、意見をもらい反映する機会が

ありませんでした。 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分ではないが連携している 

冊子増刷のための連携はありませんが、市内各施設

への配布を依頼し、市民センターや図書館等で配布

をすることができました。 同左 

十分ではないが連携している 

冊子増刷のための連携はありませんが、

市内各施設への配布を依頼し、市民セン

ターや図書館等で配布をすることがで

きました。 

また、市内小学校４年生に配布し、授業

で活用してもらっています。 

同左 

十分ではないが連携している 

教育委員会と連携して、市内小学校４年生を対象に

ハンドブックを配布しています。 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

④ 
広報 
・
PR 

十分ではないが広報・PRしている 

市ホームページ、広報まちだにて周知を行っている

ほか、各市民センター、各図書館等で配布をしてい

ます。 

市のイベントを活用して配布も行いました。 

同左 同左 

十分ではないが広報・PRしている 

市ホームページ、広報まちだにて周知を

行っているほか、各市民センター、各図

書館等にて設置・配布しています。 

十分ではないが広報・PRしている 

市ホームページでの周知や、各市民セン

ター、各図書館等の配架により、ハンド

ブックを PRしています。 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

必要があると感じるが全く工夫・改善はしていない 

他課のイベントを活用し、配布の場を増やしていま

す。今年度は中学校への配布を行いませんでした。 

必要があると感じるが全く工夫・改善は

していない 

他課のイベントを活用し、配布の場を増

やしています。引き続き、広く配布でき

るよう、情報収集を行います。 

十分ではないが工夫・改善し

ている 

同左 

十分ではないが工夫・改善している 

他課のイベントを活用し、配布の場を増

やしています。 

また、内容の更新を視野に入れ、他市の

啓発冊子を確認する等情報収集してい

ます。 

十分ではないが工夫・改善している 

中央図書館の特集コーナーを設けるに

当って、新たなポップを作成したり、ユ

ニバーサルデザイン等に係る新刊本（図

書館に購入を依頼）の配架等、少しずつ

啓発内容をブラシュアップしています。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

重点事業である、心のバリアフリーの啓発事業とも

関連して、冊子の活用方法を検討します。 

「情報バリアフリーハンドブック」や「みんなのお

でかけマップ」「コミュニケーション支援ボード」

等も使いながら障がい者・高齢者等の理解につなげ

られると良いと思います。 

同左 同左 

重点事業である、心のバリアフリーの啓

発事業とも関連して、冊子の活用方法を

検討する必要があります。 

認知度向上に向け、周知方法の検討が必

要です。 

冊子媒体の作成・配布による心のバリア

フリー啓発は、一定の意義や成果があっ

たが、ハンドブックの発刊（2008年７月

初版）から 10年以上が経過し、内容の更

新が求められます。 

 

24-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

－ 同左 同左 

目標通り進んでいる 

他課のイベント等も含め、冊子配布の場

を広げています。 

目標通り進んでいる 

例年に引き続き、上記の取組を継続して

います。 

 

24-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

不明（状況を把握できていない） 

小学校への配布は行っていますが、まだ

市内へ広く配布できていないため、満足

度は不明です。 

同左 

不明（状況を把握できていない） 

アンケートを取っていないため、満足度

の把握ができていません。 

次期計画策定のアンケートにおいて、満

足度を図りたいと考えています。 

まだ満足できる成果が発生していない 

冊子自体の認知度が低く、冊子を活用し

た事業として満足できる成果は発生し

ていません。 

不明（状況を把握できていない） 

－ 

⑨ 
市民 
の 
認知 

認知されていない 

「福祉のまちづくりに関する町田市民

アンケート調査」では高齢者・障がい者

の認知度が 2.9％、子育て世代は 0.0％

と、大変低い結果となっています。 

同左 

不明（状況を把握できていない） 

アンケートを取っていないため、満足度

の把握ができていません。 

次期計画策定のアンケートにおいて、満

足度を図りたいと考えています。 

認知されていない 

市民アンケート結果から、認知度の低さ

を把握できたので、周知方法の検討が必

要です。 

不明（状況を把握できていない） 

－ 
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24-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

より広く配布する方法を検討します。 

同左 同左 

認知度向上に向けて、周知方法や掲載内

容の更新について検討を進めます。 

ハンドブック配布によるアウトカムに

ついて、方策等を検討する必要がありま

す。 
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 25 市立小・中学校での心のバリアフリー教育の推進 

担当課：指導課、教育センター

25-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

継続して推進 

25-2 取組内容    凡例【指】：指導課 【教】：教育センター 

2017 年度 

【指】若手教員、生活指導主任や管理職に向けて、ゲートキーパー研修を実施しました。 

【教】町田市立小学校の「総合的な学習の時間」に、高齢者や障がい者の理解のために、福祉施設への訪問、点字体験、車椅子体験、アイマ

スク体験、手話体験をはじめとした障がい者との交流などの取組。 

【教】町田市立小・中学校と特別支援学級との交流及び共同学習。 

2018 年度 

【教】町田市立小学校の「総合的な学習の時間」で、福祉施設への訪問、点字体験、車椅子体験、アイマスク体験、手話体験をはじめとした、

障がいのある人との交流などの取組を実施。 

【教】町田市立小・中学校と都立特別支援学校との副籍交流、及び各町田市立小・中学校内での特別支援学級と通常の学級との交流及び共同

学習の実施。 

2019 年度 

【教】町田市立小学校の「総合的な学習の時間」において、福祉施設への訪問、点字体験、車椅子体験、アイマスク体験、手話体験などを通

して、障害のある方々との交流活動を実施しました。 

【教】町田市立小・中学校と都立特別支援学校との副籍交流を実施しました。 

【教】町田市立小・中学校内での特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習を実施しました。 

2020 年度 

【教】町田市立小学校の「総合的な学習の時間」において、福祉施設への訪問、点字体験、車椅子体験、アイマスク体験、手話体験などを通

して、障害のある方々との交流活動を計画したが、コロナウイルス感染症の対応のため交流活動を実施できませんでした。 

【教】コロナウイルスの対応のため町田市立小・中学校と都立特別支援学校との副籍交流を 2学期以降可能な範囲で実施しました。 

【教】町田市立小・中学校内での特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習はコロナウイルス対応のため 1年間スライドしました。 

2021 年度 

【指】町田市立小・中学校内での特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習等を実施しました。 

【指】町田市立小・中学校と都立特別支援学校との副籍交流を実施し、交流を深めた。 

【指】総合的な学習の時間において、福祉や障がい者理解などに取り組み、理解を深めた。 

【教】特別支援学校との交流を進め、一緒に遊ぶことや、ものを作ることを通じ障がいに対する理解を深めます。 

 

25-3 プロセス評価    凡例【指】：指導課 【教】：教育センター 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

【指】十分設けた 

【指】自殺予防対策推進協議会に参加し、学校での

取組や児童・生徒への対応状況について関係機関や

市民の方々へ伝えました。 

【教】十分ではないが設けた 

【教】学校関係者評価で行っています。参加者は地

域支援理事です。 

【教】同左 

【教】同左 

【教】十分ではないが設けた 

【教】各学校において、車椅子体験やアイマ

スク体験などの障がい者理解の学習活動を

実施した後、学習の振り返りを行っていま

す。 

また、学校ごとに学校関係者評価を行い、地

域支援理事から意見をいただく場を設けて

います。この評価活動は学校ごとに年に最低

1回は行っています。 

【教】同左 

【教】同左 

【指】十分ではないが設けた 

【指】各学校で実施している、学校評価等で意見を

いただきました。 

【教】設けていない 

【教】学校の教育活動の一環として取り組んでいる

為、特に設けてはいません。 

② 
意見 
反映 

【指】十分反映されている 

【指】悩みをもつ児童・生徒とその保護者に寄り添

えるような対応ができるような教員研修の実施に努

めました。 

【教】十分ではないが反映されている 

【教】学校関係者評価を踏まえて、各学校で改善策

を立て、課題解決を図るとともに、次年度の教育課

程編成に反映しています。 

【教】同左 

【教】同左 

【教】同左 

【教】同左 

【教】同左 

【教】同左 

【指】十分ではないが反映されている 

【指】学校評価等でいただいた意見を、次年度の取

組の参考としました。 

【教】反映する意見がない 

【教】－ 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

③ 
関係 
機関 
連携 

【指】十分連携している 

【指】定期的な打合せだけでなく、共催の研修実施

など活発に交流しています。 

【教】十分連携している 

【教】障がい福祉課主催の協議会や部会に参加した

り、東京都立町田の丘学園と交流教育連絡会地域支

援セミナー、副籍交流などを行っています。 

【教】十分連携している 

【教】教育センターの担当者が、

障がい福祉課や子ども発達支援

課主催の協議会や部会に参加し

たり、東京都立町田の丘学園と

の月例連絡会を行って連携を図

っています。 

【教】十分連携している 

【教】子ども発達支援課と連携した連絡会を

２回実施する予定であったが、新型コロナ対

応により、電話等を活用して、学校と連携し

て情報を共有するようにしました。 

町田の丘学園の特別支援教育コーディネー

ターとは月１回程度連絡会を実施し、研修内

容や副籍交流等の打ち合わせを行いました。 

また、連携すべき課とは、毎年改善を図りな

がら連携を行っています。 

【教】同左 

【教】同左 

【指】十分連携している 

【指】都立特別支援学校や福祉施設などと連携し、

交流活動等を実施しました。 

【教】十分連携している 

【教】コロナ禍に於いても東京都立町田の丘学園と

本取組実施校との間で実施時期や実施内容、取組方

法等について打合せを行い可能な範囲でできる交流

を検討することができました。 

④ 
広報 
・ 
PR 

【指】十分広報・PRしている 

【指】自殺予防対策推進協議会やその啓発活動に参

加したり、自殺予防を啓発するためのポスター作製

を連携して行いました。 

【教】十分ではないが広報・PRしている 

【教】地域や保護者に向けて、学校ＨＰや学校便り、

保護者会等を通じて広報しています。 

【教】十分ではないが広報・PRし

ている 

【教】地域や保護者に向けて、学

校ＨＰや学校便り、保護者会等

を通じて広報している他、副籍

交流については交流教育連絡

会・地域支援セミナーなどの場

を通しても広報を行っていま

す。 

【教】十分ではないが広報・PRしている 

【教】学校便りやホームページ、保護者会等

を通じて地域や保護者に広報・PR していま

す。 

また、副籍交流については、交流教育連絡会

や地域支援セミナーなどの場を活用して広

報・PRを行っています。 

【教】同左 

【教】同左 

【指】十分ではないが広報・PRしている 

【指】学校だより等で、活動について掲載し紹介し

ました。 

【教】十分ではないが広報・PRしている 

【教】学校便りや学年便りなど学校から配布する文

書にて該当学年の保護者に取り組み内容等について

周知しました。 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

【指】十分工夫・改善している 

【指】研修内容がより良くなるために、反省を踏ま

えて実施計画の改善を行いました。 

【教】十分ではないが工夫・改善している 

【教】各学校の教育課程への指導・助言 

特別支援教育コーディネーター研修での指導・助言、

交流教育連絡会（年 3 回）で取組を情報交換、次年

度へ向けて報告をしました。 

副籍交流実践集を町田市全小・中学校に配布しまし

た。 

【教】同左 

【教】同左 

【教】同左 

【教】同左 

【教】同左 

【教】同左 

【指】十分ではないが工夫・改善している 

【指】コロナ禍により、なかなか直接交流すること

もできない状況もあり、オンラインでの実施など方

法を検討しました。 

【教】十分ではないが工夫・改善している 

【教】前年に実施した交流内容を伝え、今年度の取

組内容や取組方法等を検討することができました。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

【教】障がい者との交流や副籍交流は定着してきて

います。副籍交流は、間接交流から直接交流へと内

容も深まりが見られているため、引き続き事業を進

め、副籍交流実践集や連絡会を通して優れた実践を

広めていきます。 

【教】同左 

【教】同左 

【教】障がいのある方々との交流や副籍交流

は定着しています。副籍交流は、直接交流の

内容も深まりが見られているため、引き続き

取り組みを進めていきます。 

教員の異動や、新規採用教員の増加に伴い特

別支援教育に関する研修を継続して行って

いく必要があります。 

【教】同左 

【教】同左 

【指】新型コロナウイルス感染症の影響により、訪

問したり直接交流したりすることが難しい状況もあ

るため、オンラインでの実施など、実施方法を工夫

することも必要です。 
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25-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

【指】【教】目標通り進んでいる 

【指】【教】－ 

【教】同左 

【教】同左 

【教】目標通り進んでいる 

【教】町田市立小学校の「総合的な学習の時

間」の体験活動や通常の学級と特別支援学級

との交流及び共同学習は、学校ごとに児童の

実態に合わせて取組を進めています。 

【教】同左 

【教】同左 

【指】目標通り進んでいる 

【指】コロナ禍であっても、各校が校内での特別支

援学級と通常の学級との交流及び共同学習や、都立

特別支援学校との副籍交流など、取組を工夫して実

施しています。 

【教】目標通り進んでいる 

【教】－ 

 

25-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

【指】十分ではないが満足されていると思う 

【指】－ 

【教】不明（状況を把握できていない） 

【教】学校ごとに評価を行っており、学校ごとによ

るばらつきもあるため一概に評価ができない。 

【教】同左 

【教】同左 

【教】同左 

【教】同左 

【教】同左 

【教】同左 

【指】不明（状況を把握できていない） 

【指】－ 

【教】十分ではないが満足されていると思う 

【教】－ 

⑨ 
市民 
の 
認知 

【指】十分でないが認知されている 

【指】駅前や地域センターにおいて、自殺予防を訴

えるファイルを配布するなど啓発活動を行いまし

た。 

【教】十分認知されている 

【教】各学校のホームページや学校便り等の地域へ

の配布を通して情報を発信しています。 

【教】同左 

【教】同左 

【教】十分でないが認知されて

いる 

【教】ホームページの閲覧調査

は行っていないが、各学校のホ

ームページや学校便り等の地域

への配布を通して、学校の取組

は発信できています。 

【教】同左 

【教】同左 

【指】十分でないが認知されている 

【指】各校で取り組んだことについては、学校だよ

りやホームページ等で保護者に伝えています。 

【教】不明（状況を把握できていない） 

【教】－ 

 

25-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

【指】教職員の研修や啓発活動を活発に行うことは

できたので、今後はその活動がより浸透するように

関連する研修や行事で声掛けを行うなど、子どもた

ちやその保護者にも啓発していきます。 

【教】合理的配慮の記載欄を設ける等、副籍交流実

践集の改善や、交流教育連絡会の対象者や開催方法

の工夫を行い、よりよい取組に活かせるようにしま

す。 

【教】同左 【教】交流教育連絡会の対象者

や開催方法の工夫を行い、より

よい取り組みとなるようにす

る。 

研修内容の充実を図り、特別支

援教育のより一層の理解を図り

ます。 

【教】同左 

 

【指】2020年度からはコロナ禍ということもあり、

なかなか訪問や直接交流することができないことが

ありました。各学校に配備されているタブレット端

末等を活用したオンラインでの実施など、多様な実

施方法について検討していく必要があります。 

【教】2022年度は実施校が変わるので、2021年度の

取組内容等を伝え、学校の実態や目的を踏まえた計

画となるよう支援していきます。 
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 26 交通安全教育の実施 

担当課：市民生活安全課

26-1 実施目標 

2017 年度 
～2021 年度 

交通安全教育の実施 

 

 

 

 

 

26-2 取組内容 

2017 年度 

子どもへの交通安全教育として、市立小学校 36校で自転車教室（交通安全講話、実技、筆記テスト）、市立中学校 6校でスタントマンを活用した自転車

教室を実施しました。また、全国交通安全運動に合わせてペーパードライバー教室や二輪車実技教室、自転車安全運転スタンプラリーを実施した他、高

齢運転者安全運転講習会を年７回実施し、交通マナーの啓発を図りました。 

2018 年度 

子どもへの交通安全教育として、市立小学校 31校で自転車教室（交通安全講話、実技、筆記テスト）、市立中学校 7校でスタントマンを活用した自転車

教室を実施しました。 

全国交通安全運動に合わせて、ペーパードライバー安全運転教室や二輪車実技教室、自転車安全運転スタンプラリーを実施しました。 

町田警察署及び青山学院大学陸上競技部（長距離ブロック）と連携し、反射材普及啓発活動を実施しました。 

2019 年度 

子どもへの交通安全教育として、市立小学校 28校で自転車教室（交通安全講話、実技、筆記テスト）、市立中学校 7校でスタントマンを活用した自転車

教室を実施しました。 

全国交通安全運動に合わせて、ペーパードライバー安全運転教室やペーパーライダー安全運転教室、交通安全スタンプラリーを実施しました。 

高齢運転者自身の状態や運転レベルを的確に把握し、より安全運転の意識を高めてもらうことを目的として、高齢運転者安全運転教室を実施しました。 

2020 年度 

子どもへの交通安全教育として、市立小学校 40校で自転車教室（交通安全講話、実技、筆記テスト）、市立中学校 6校でスタントマンを活用した自転車

教室を実施しました。 

全国交通安全運動に合わせて、市内の高校と連携し自転車の啓発キャンペーンを行ったり、白バイ隊員等による二輪車安全運転教室を実施しました。 

高齢運転者自身の状態や運転レベルを的確に把握し、より安全運転の意識を高めてもらうことを目的として、高齢運転者安全運転教室を実施しました。 

2021 年度 

子どもへの交通安全教育として、市立小学校 42校で自転車教室（交通安全講話、実技、筆記テスト）、市立中学校 6校でスタントマンを活用した自転車

教室を実施しました。 

全国交通安全運動に合わせて、町田マルイでの交通安全クイズの展示や子どもの国での交通安全啓発キャンペーン、白バイ隊員等による二輪車安全運転

教室を実施しました。 

高齢運転者自身の状態や運転レベルを的確に把握し、より安全運転の意識を高めてもらうことを目的として、高齢運転者安全運転教室を実施しました。 

 

26-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

十分ではないが設けた 

交通安全教室終了後、参加者にアンケートを渡し、

意見をいただいています。 
同左 同左 同左 

十分ではないが設けた 

オンライン会議を開催した際、子育て世

代や高齢者から意見をいただいていま

す。 

② 
意見 
反映 

十分反映されている 

アンケートなどの意見をもとに改善ができる部分

については、警察署等関係団体と協議の上、改善す

るように努めています。 

同左 

十分ではないが反映されている 

同左 
同左 同左 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分連携している 

警察や交通安全協会、有識者等で構成される委員会

と、庁内関係部署で構成される庁内検討会を年２回

ずつ開催し、交通安全施策を推進するにあたっての

情報交換等を行っています。 

交通安全教室等の実施にあたっては、主に町田・南

大沢警察署、町田・南大沢交通安全協会と連携して

いる他、事業によっては町田ドライヴィングスクー

ルと協働して実施しています。 

同左 同左 

十分連携している 

警察や交通安全協会、有識者等で構成さ

れる協議会及び委員会と、庁内関係部署

で構成される庁内検討会をそれぞれ年

２回ずつ開催し、交通安全施策を推進す

るにあたっての情報交換等を行ってい

ます。 

啓発活動等の実施にあたっては、主に警

察、交通安全協会と連携しています。 

同左 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

④ 
広報 
・
PR 

十分広報・PRしている 

広報まちだや市 HP での周知の他、事業によっては

近隣自治会へのチラシ配布、市庁舎や路線バスへの

ポスター掲示、タウン誌等を活用した PR などの手

法を用いています。 

警察と連携し、警察の広報誌にて周知を行っていま

す。 

同左 

十分広報・PRしている 

民生委員児童委員協力のもと、高齢者が

住んでいる約 45,000 世帯を対象に、交

通安全に関するチラシを配布していま

す。 

中学校自転車教室では、保護者を対象と

したメール配信サービス等を通じて周

知を図っています。 

同左 同左 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分工夫・改善している 

2017年度からペーパードライバー教室を実施し、参

加者からは好評いただいています。 

また、街頭で啓発キャンペーンを行い、反射材だけ

でなく説明チラシも配ることで高齢者からの理解

を得られるようにしました。 

十分工夫・改善している 

自転車の交通ルールについ

て、都内高校や市内の保育園・

幼稚園、町田駅前のペデスト

リアンデッキに自転車の安全

利用に関するチラシやポスタ

ーを掲示しました。 

十分工夫・改善している 

子どもの交通事故を減少させるため、市

内私立幼稚園で保護者に対して、「町田

市からの交通安全情報」をメール配信や

お便りの配布に掲載しています。 

これまで啓発機会の少なかった地域の

方にも正しい交通ルールやマナーを伝

えるため、新たな地域イベントに参加

し、交通安全啓発キャンペーンを実施し

ています。 

十分工夫・改善している 

子どもの交通事故を減少させるため、市

内私立幼稚園で保護者に対して、「町田

市からの交通安全情報」をメール配信や

お便りの配布に掲載しています。 

新型コロナウィルス感染拡大防止に伴

い、いつでも、どこでも、だれでも交通

安全のルールやマナーを学べるよう、動

画を作成しました。 

十分工夫・改善している 

交通安全に関する知識を深めるため、参

加体験型の取組を積極的に導入し、様々

なワークショップなどを開催していま

す。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

現役世代の人々は、交通安全イベントへの参加意欲

が高くなく、啓発を図ることがなかなか難しいで

す。そのため、地域イベントなど、人々が集まるイ

ベントに赴いて啓発を行うことが有効だと思いま

す。 

同左 

いくら子どもに啓発を行っても、周りの

大人がルールやマナーを守っていなけ

れば説得力がない。そのため、大人への

啓発も合わせて推進していくことが重

要です。 

同左 

参加型の取組を通じて、市民が知りた

い、知らない交通ルールやマナーを把握

することができました。引き続き、市民

のニーズを把握できる対話形式の取組

が必要です。 

 

26-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

－ 同左 同左 同左 同左 
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26-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

まだ満足できる成果が発生していない 

2016 年度に実施した市民意識調査の結

果によると、子どもへの交通安全教育の

取組については一定の評価を得た一方

で、高齢者への交通安全教育等は「進ん

でいない」と回答した市民が多かったで

す。 

同左 

まだ満足できる成果が発生していない 

－ 

同左 

十分ではないが満足されていると思う 

参加体験型の取組を実施した際、「聞き

たかった交通ルールやマナーを知るこ

とができて良かった」と市民からお褒め

の言葉をいただきました。 

交通安全啓発動画を配信したところ、

「大変良いものなのでこれからも継続

してほしい」と市民からお褒めの言葉を

いただきました。 

⑨ 
市民 
の 
認知 

まだ認知できる成果が発生していない 

2016 年度に実施した市民意識調査の結

果によると、取組内容について「認知し

ていない」と回答した市民が多かったで

す。 

同左 

まだ認知できる成果が発生していない 

交通事故の傾向や市民ニーズをしっか

りと把握し、より多くの人々に啓発を図

るため、地域イベント等での啓発機会を

増やすなどの工夫をしていきます。 

まだ認知できる成果が発生していない 

－ 

十分でないが認知されている 

広報まちだにおいて、交通ルールやマナ

ーに関する記事等を通じ、一定の周知が

できているものと認識しています。 

 

26-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

交通事故の傾向や市民ニーズをしっか

りと把握し、子どもから大人までそれぞ

れの世代に合った効果的な取組を行っ

ていきたいと考えています。 同左 － 

いつでも、どこでも、だれでも交通安全

の意識を高めることができるように、作

成した交通安全動画の周知を進めてい

きます。 

より多くの人々から関心を得られるよ

う、他分野の事業と連携し、啓発機会を

増やしていきます。 

参加体験型の取組を実施することで、市

民の交通ルールやマナーに対する理解

が深まりました。今後は交通安全ミーテ

ィング等の取組を展開していくなどよ

り多くの人々から関心を得られるよう、

他分野の事業と連携し、啓発機会を増や

していきます。 
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 27 「まちだの福祉」講座運営事業 

担当課：生涯学習センター

27-1 実施目標 

2017 年度 
～2018 年度 

事業の継続 

2019 年度 
～2021 年度 

「生涯学習センター」の事業

計画に基づき運営 

27-2 取組内容 

2017 年度 

・前期（5～7月）、後期（10～12月）にかけて「まちだの福祉 くらしを支える～ひと・まち・こころ～」をテーマに、7回ずつの連続講座を実施。 

・プログラム内容は、福祉現場の最前線で活動している講師のお話や体験学習、施設見学を通して、様々な視点から学習し、「つながりあう、支えあう

仲間作り」を考えることをねらいとしました。プログラムの詳細は別添の通り。 

2018 年度 

・前期（5～7月）、後期（9～11月）にかけて「まちだの福祉 くらしを支える～ひと・まち・こころ～」をテーマに、8回ずつの連続講座を実施。 

・プログラム内容は、福祉現場の最前線で活動している講師のお話や体験学習、施設見学を通して、様々な視点から学習し、「つながりあう、支えあう

仲間作り」を考えることをねらいとしました。プログラムの詳細は別添の通り。 

2019 年度 

・前期（5～7月）、後期（9～11月）にかけて「まちだの福祉 権利を知り、制度を活かし、地域に生きる～」をテーマに、8回ずつの連続講座を実施。 

・プログラム内容は、福祉現場の最前線で活動している講師のお話や体験学習、施設見学を通して、様々な視点から学習し、「つながりあう、支えあう

仲間作り」を考えることをねらいとしました。プログラムの詳細は別添の通り。 

2020 年度 

・町田市在住、在勤及び在学の方を主たる対象として、「まちだ市民大学 HATS」の『まちだの福祉』を実施しました。例年は前期と後期に開催していま

すが、2020年度は新型コロナ感染症拡大のため前期は中止とし、後期のみ実施しました。後期は『町田で迎える、安心した老後』をテーマに連続講座

として８回実施、延べ 268人が受講しました。 

2021 年度 
・「まちだ市民大学 HATS」の『まちだの福祉』を実施しました。前期は「安心して町田で暮らせるために」をテーマに連続講座７回実施、後期は「様々

な人たちと育む共生社会づくり」をテーマに連続講座７回実施、延べ 328人が受講しました。 

 

27-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

十分設けた 

毎回受講者にアンケートを取り、講座の終了後に

は、交流会を開催し、全体の意見を伺いました。 

講座の企画にあたり、高齢期の方、障害のある方

など幅広い立場の企画委員から意見を伺いまし

た。 

同左 同左 

十分設けた 

大学教員、福祉系 NPO職員、障がいのあ

る方、講座受講生、社会福祉協議会職員

で構成されるプログラム委員による会

議で、講座受講者のアンケートや委員が

把握している状況などをもとに講座の

内容等について検討しました。 

同左 

② 
意見 
反映 

十分反映されている 

年度末の講座の企画会議にあたり、受講者からの

アンケートの集約結果や講座内での意見を分析

し、次年度のプログラムを検討しました。 

同左 同左 

十分ではないが反映されている 

プログラム会議においてできるだけ市

民ニーズに応えられるように企画しま

した。 

同左 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分連携している 

市の担当者、障がい当事者、地域の助け合い活動

団体、当事者団体等から講義を受けたり、地域の

福祉関連施設に見学を受け入れてもらっていま

す。 

講座の企画会議では、社会福祉協議会からオブザ

ーバーとして出席をしていただいています。 

同左 同左 

十分ではないが連携している 

講座のテーマによって、関係機関の活動

や成果についての講義を依頼しました。 

〔20年度〕介護分野（高齢者支援センタ

ー、玉川学園地区活動団体）、交通分野

（交通事業推進課） 

十分連携している 

講座のテーマによって、関係機関の活動や成果

についての講義を依頼しました。 

講座のプログラムとして障がい者青年学級への

参加を入れる工夫を行いました。 

④ 
広報 
・ 
PR 

十分広報・PRしている 

市のホームページや館内・外掲示、市広報や「生

涯学習 NAVI」の特集記事に掲載し、市民の方が気

軽に申込できるような文言や内容が明示される

キーワードを入れた広報を心がけています。 

同左 同左 

十分ではないが広報・PRしている 

市ホームページや館内及び市内公共施

設で、講座募集を行っています。また福

祉施設を中心に福祉に関連する民間の

施設へ訪問して講座のアピールをしま

した。 

十分ではないが広報・PRしている 

市ホームページや館内及び市内公共施設で、講

座募集を行っています。 
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⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分工夫・改善している 

年度末の講座の企画会議において、今までの参加

者傾向や前年度のアンケート分析をふまえて、企

画検討を行っています。 
同左 同左 

十分ではないが工夫・改善している 

事前に質問や意見をとり講師に提供し

たり、受講者の感想を配布して他の受講

者の考えを共有するなどして、なるべく

お互いの意見を知りあえるような工夫

をしました。 

十分工夫・改善している 

コロナ対応で事前に質問や意見を集めて講師に

提供したり、受講者の感想を配布して共有する

などの工夫を行い、また後期では感染対策を十

分に行った上で、グループワークを再開し、講

座内容の理解を深めることができました。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

受講者それぞれの今後の活動の情報やヒントを

得るために、社会福祉協議会のボランティアセン

ターに協力を依頼します。 

受講者同士情報交換のニーズも高かった。そのた

め、講座内で話し合いなど交流の時間や機会を設

け、また各回の感想をまとめたものを随時配布

し、紙面上での意見共有の機会としました。 

福祉分野を学び始めたいという

方の入門であるので、ニーズの

高い施設見学や実習・演習を取

り入れ、参加しやすいプログラ

ム構成を心掛けるようにしてい

ます。 

受講者同士の情報交換のニーズ

も高く、講座内で話し合いなど

交流の時間や機会を設けたり、

各回の感想をまとめたものを随

時配布し、紙面上での意見共有

の機会を図りました。 

５でも触れていますが、2020年度は「３

密対応」に配慮しての実施となってしま

ったが、改めて「対面してのコミュニケ

ーション」の重要性を認識しました。 

アンケートではグループワークができて良かっ

たなど、対話での意見交換を求める声が多く、

コロナ禍での「コミュニケーション」の重要性

を認識しました。 

 

27-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

－ 同左 同左 同左 同左 

 

27-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

十分満足されていると思う 

最終回アンケート集計で「満足」「やや満足」とい

う意見は、前期・後期ともに 80％であり、講座を

通して福祉への理解につながった傾向がうかが

えます。 

十分満足されていると思う 

最終回アンケート集計で「満足」

「やや満足」という意見は、前

期・後期ともに 90％であり、講

座を通して福祉への理解につな

がった傾向がうかがえます。 

同左 

十分ではないが満足されていると思う 

2020 年度の受講者アンケートでは「満

足」「やや満足」が 71％でした。ただし、

「やや満足」の割合が多く、受講者の交

流時間が十分に設けられなかったこと

がその要因と思われます。 

十分満足されていると思う 

2021年度前期の受講者アンケートでは「満足」

「やや満足」が 92％でした。後期は「満足」「や

や満足」が 89.5％でした。 

⑨ 
市民 
の 
認知 

十分でないが認知されている 

「まちだの福祉」を以前にも受講したことがあり

再度学習したいと受講した方も多く、修了者によ

る団体は、「まちだ市民大学 HATS 修了者団体紹

介」に掲載し紹介をしています。 

同左 同左 

認知されていない 

受講者からは高い評価を得られていま

すが、まだまだ多くの市民に認知されて

いるという状況ではありません。 

十分でないが認知されている 

受講者からは高い評価を得られているため、広

報・PRを工夫する必要があります。 

 

27-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

市民の福祉に関する関心や、市の福祉施策の動向

や福祉施設や地域の活動団体など現場の状況把

握を、今後も丁寧に行っていきます。 

講師として当事者や市民活動団体、専門家を招い

同左 

様々な層の要望にも応えられる

ような実施時間帯の設定（前期

は昼間、後期は夜間等）や予想さ

れる受講者層を念頭においたプ

受講者が本講座から得られた知識・技能

を生かして、福祉の分野の担い手として

活躍するような働きかけをさらに進め

る必要があります。 

コロナ禍においても受講者同士の意見交換など

コミュニケーションを取れる機会を確保しま

す。 

受講者が本講座から得られた知識・技能を生か
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た最前線の講義の継続や、受講者のニーズ把握を

踏まえたプログラム、修了者、有識者の方々に協

力をいただきながら講座を企画していきます。 

ロプラムを企画していきます。 して、福祉の分野の担い手として活躍するよう

な働きかけをさらに進める必要があります。 
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 28 「障がい者青年学級」運営事業 

担当課：生涯学習センター

28-1 実施目標 
2017 年度 
～2018 年度 

事業の継続 

2019 年度 
～2021 年度 

「生涯学習センター」の事業

計画に基づき運営 

28-2 取組内容 

2017 年度 
主に知的障がい者を対象として、音楽、スポーツ、劇などの様々なグループ活動を通じて、社会参加、学習活動の場を提供しました。総勢 171名の学級

生が在籍しており、ボランティアスタッフとともに月２回活動し、年度末に成果発表会を開催する（成果発表会含め、計 47回活動）。 

2018 年度 

主に知的障がい者を対象として、音楽、スポーツ、劇などの様々なグループ活動を通じて、社会参加、学習活動の場を提供しました。総勢 166名の学級

生が在籍しており、ボランティアスタッフとともに月２回活動し、年度末に成果発表会を開催する（成果発表会含め、計 46回活動）。 

また、今年度の新たな取り組みとして、文科省委託事業の一環として、青年学級の活動の一部に、「コンサートに向けた学習活動」を取り入れた。 

2019 年度 

主に知的障がい者を対象として、音楽、スポーツ、劇などの様々なグループ活動を通じて、社会参加、学習活動の場を提供しました。総勢 163名の学級

生が在籍しており、ボランティアスタッフとともに月２回活動し、年度末に成果発表会を開催する（成果発表会含め、計 46回活動）。 

また、昨年度からの新たな取り組みとして、文科省委託事業の一環として、青年学級の活動の一部に、「コンサートに向けた学習活動」を取り入れた。 

2020 年度 
主に知的障がい者を対象として、音楽、スポーツ、劇、話し合いなどの様々なグループ活動を通じて、社会参加、学習活動の場を提供しました。総勢 164

名の学級生が在籍しており、ボランティアスタッフとともに月２回活動し、年度末に成果発表会を開催する（成果発表会含め、計 31回活動）。 

2021 年度 
主に知的障がい者を対象として、音楽、スポーツ、劇、話し合いなどの様々なグループ活動を通じて、社会参加、学習活動の場を提供しました。総勢 158

名の学級生が在籍しており、ボランティアスタッフとともに月２回活動し、年度末に成果発表会を開催する（成果発表会含め、計 40回活動）。 

 

28-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

十分設けた 

活動内容を決定するため、活動日に学級

生（障がい者）との話し合いの機会を設

けました。また、市民ボランティアスタ

ッフとの会議を、週に１回実施してお

り、学級活動の振り返りや見通しについ

て討議しました。また学級生の保護者と

懇談する機会を設けました。 

十分設けた 

今年度は、特に「コンサートに向けた学

習活動」として、当事者間の話し合いを

中心に行ったため、十分な取り組みを行

いました。 

十分設けた 

活動内容を決定するため、活動日に学級

生（障がい者）との話し合いの機会を設

けました。また、市民ボランティアスタ

ッフとの会議を、週に１回実施してお

り、学級活動の振り返りや見通しについ

て討議しました。また学級生の保護者と

懇談する機会を設けました。 

十分ではないが設けた 

同左 

十分設けた 

同左 

② 
意見 
反映 

十分反映されている 

職員やボランティアスタッフは、活動で

の話し合い等で学級生の要求の把握に

努めており、それを会議で共有し、可能

な限り学級活動に反映しています。ま

た、保護者会の会議に出席し、意見交換

を行っています。 

十分反映されている 

今年度は、特に「コンサートに向けた学

習活動」として、当事者の声を受けた活

動を行っています。 同左 

十分ではないが反映されている 

保護者会の会議に出席し、意見交換をお

こなっています。今年度はコロナ禍にお

ける活動の賛否が分かれ判断が難しく

なりました。 

十分ではないが反映されている 

職員やボランティアスタッフは、活動で

の話し合い等で学級生の要求の把握に

努めており、それを会議で共有し、可能

な限り学級活動に反映しています。ま

た、保護者会の会議に出席し、意見交換

を行っています。 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分ではないが連携している 

ひかり療育園には月２回の学級活動の

会場として、子ども生活部大地沢青少年

センターには宿泊合宿の会場として施

設使用について協力していただいてい

ます。また、担当職員が都立町田の丘学

園の学校開放委員に委嘱され、ボランテ

ィア養成講座の実習受け入れも行いま

した。 

十分連携している 

昨年度の活動のほか、今年度は、障がい

者を取り巻く関係機関と話し合う場を

設けました。 

同左 

十分ではないが連携している 

ひかり療育園には月２回の学級活動の

会場として施設使用について協力して

いただいています。 

合宿や日帰り旅行では、障がい福祉課に

応援を依頼していましたが、今年度は実

施できませんでした。 

十分ではないが連携している 

コロナ禍で使用範囲や方法、消毒などの

約束事はあるがひかり療育園には月２

回の学級活動の会場として施設使用に

ついて協力していただいています。 
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④ 
広報 
・
PR 

十分ではないが広報・PRしている 

市ホームページや館内掲示物で、活動紹介を行っ

ています。またボランティアスタッフの募集とい

う観点で、市広報や「生涯学習 NAVI」の特集記事

に掲載したり、大学の授業やボランティアガイダ

ンスに出向くなどして、本事業の紹介をしていま

す。 

同左 同左 

十分ではないが広報・PRしている 

市ホームページや館内掲示物で、活動紹

介を行っています。またボランティアス

タッフの募集という観点で、市広報や

「生涯学習 NAVI」の特集記事に掲載した

り町内会・自治会に本事業の紹介をして

います。 

十分ではないが広報・PRしている 

市ホームページや館内掲示物で、活動紹介を行っ

ています。またボランティアスタッフの募集とい

う観点で、市広報や「生涯学習 NAVI」の特集記事

に掲載したり町内会・自治会に本事業の紹介をし

ています。近隣大学にもＰＲ活動を兼ねて担当者

募集を行いました。 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分ではないが工夫・改善している 

学級生（障がい者）の要求やボランティアスタッ

フの意見を、学級運営の工夫につなげています。

またボランティアスタッフ募集について、周知方

法や周知先を適宜分析し、より多くの方からの応

募があるよう改善を図っています。 

十分工夫・改善している 

当事者活動の重要性を PR する

ため、文科省の委託事業を受託

することで、青年学級活動がよ

り内容・量ともに意味のある事

業となるよう取り組んでいま

す。 

同左 

十分工夫・改善している 

学級生（障がい者）の要求やボランティ

アスタッフの意見を、学級運営の工夫に

つなげています。今年度は特にコロナ禍

でオンラインに挑戦し、一部のクリスマ

ス会や成果発表をオンラインで行うこ

とができました。またボランティアの会

議もオンラインで開催できました。 

十分ではないが工夫・改善している 

学級生（障がい者）の要求やボランティアスタッ

フの意見を、学級運営の工夫につなげています。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

ボランティアスタッフと学級生は「共に学びあう」

という双方向の関係性を持たせることで、ボラン

ティアスタッフの深い学びと、当事者の自主性の

保障へとつながると考えます。 

学級の安心・安全な運営と新入学級生の受け入れ

のためには、ボランティアスタッフの安定的確保

が必須です。 

当事者を取り巻く関係機関と

の連携強化が、今後の事業展開

には必要不可欠です。 

同左 同左 

ボランティアスタッフと学級生は「共に学びあう」

という双方向の関係性を持たせることで、ボラン

ティアスタッフの深い学びと、当事者の自主性の

保障へとつながると考えます。 

学級の安心・安全な運営と新入学級生の受け入れ

のためには、ボランティアスタッフの安定的確保

が必須です。 

学級生（障がい者）の在籍の長期化もあり、見直し

も必要です。 

 

28-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標より遅れている 

今年度は、新入学級生の募集に対し 9名

の応募がある中、ボランティアスタッフ

不足のため、3 名のみの受け入れとなっ

てしまいました。更なる新入学級生受入

のためにはボランティアスタッフの安

定的確保が課題となっています。 

目標より遅れている 

今年度は、新入学級生の募集に対し 13名

の応募がある中、ボランティアスタッフ

不足のため、4 名のみの受け入れとなっ

てしまった。 

障がい者の生涯学習の機会減少や、ボラ

ンティアスタッフ不足による学級活動

にある程度の影響（外出の機会やコース

数の減少など）が出てしまっています。 

目標より遅れている 

今年度は、新入学級生４名の募集に対し

５名の応募があったため、抽選すること

なく全て受け入れました。更なる新入学

級生受入のためにはボランティアスタ

ッフの安定的確保が課題となっていま

す。 

目標より遅れている 

今年度は、新入学級生５名の募集に対し

６名の応募があったため、抽選すること

なく全て受け入れました。 

今後数年コロナ禍でどのように社会参

加、学習活動の場を提供していけるかも

大きな課題です。 

目標通り進んでいる 

コロナ禍で障がい者の生涯学習の機会

減少や、ボランティアスタッフ不足によ

り学級活動に影響が出ていますが、工夫

して実施しています。 
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28-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

十分ではないが満足されていると思う 

学級を楽しみにしているという学級生

の声や、保護者からボランティアに対し

ての感謝や労いの声があり、満足されて

いると思われます。またボランティアか

らも自分の成長や生きがいの獲得につ

なげられたという意見も寄せられ、一定

の満足があると思われます。 

同左 同左 同左 同左 

⑨ 
市民 
の 
認知 

認知されていない 

取組期間が 40 年以上と長く、関わる人

数も多いこともあり、障がい者と関わり

のある方（保護者、特別支援学校教職員、

福祉施設関係者など）には認知されてい

ますが、それ以外の方には広く認知され

ているとはいえないと考えられます。 

十分でないが認知されている 

今年度は、特に「コンサートに向けた学

習活動」として、発表の場をどなたでも

参加できるようにしたため、一定程度の

認知がされたと考えられます。 

十分認知されている 

今年度は、特に一般の方に向けたコンサ

ートを実施したことで、多くの市民に認

知されました。 

認知されていない 

取組期間が 40 年以上と長く、関わる人

数も多いこともあり、障がい者と関わり

のある方（保護者、特別支援学校教職員、

福祉施設関係者など）には認知されてい

ますが、それ以外の方には広く認知され

ているとはいえません。 

十分でないが認知されている 

取組期間が 40 年以上と長く、関わる人

数も多いこともあり、障がい者と関わり

のある方（保護者、特別支援学校教職員、

福祉施設関係者など）には認知されてい

るため、広報・PRを工夫する必要があり

ます。 

 

28-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

ボランティアスタッフ安定的確保のた

め、周知をより一層図るために、募集ポ

スターの掲示先（大学など）の掘り起こ

しや、関連機関が催すイベントなどへ出

向き、青年学級活動の PR をしていきま

す。 

また、活動をより充実させるため、ボラ

ンティアへの研修を定期的に開催しま

す。 

募集ポスターの掲示や関連機関が催す

イベントに出向くほか、活動をより充実

させるため、ボランティアへの研修を定

期的に開催します。 

来年度も、文科省の委託事業を受託し、

「コンサートに向けた学習活動」を実施

しつつ、青年学級の活動が十分に行える

ようボランティアスタッフの確保に取

り組みます。 

ボランティアスタッフの安定的確保に

引き続き取り組みます。ボランティアス

タッフ募集のための周知をより一層図

るために、募集ポスターの掲示先（大学

など）の掘り起こしや、関連機関が催す

イベントなどへ出向き、青年学級活動の

PRをしていきます。 

また、活動をより充実させるため、ボラ

ンティアへの研修を定期的に開催しま

す。 

ボランティアスタッフの安定的確保に

引き続き取り組みます。ボランティアス

タッフ募集のための周知をより一層図

るために、募集ポスターの掲示先（大学

など）の掘り起こしや、関連機関が催す

イベントなどへ出向き、青年学級活動の

PRをしています。 

また、コロナ禍での活動をより充実させ

るため、ボランティアや関係機関との連

携を深めます。 

同左 
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 29 市職員の心のバリアフリー研修事業 

担当課：職員課 

29-1 実施目標 

2017 年度～2021 年度 職員研修の実施、アンケート等の実施・検討 
  

29-2 取組内容 

2017 年度 

『新規採用職員研修～福祉体験学習～（職員課人材育成推進係）』参加人数（対象者）：合計 68人（新規採用職員）／内容：市内福祉施設での 2日間の体験実習 

『新規採用職員研修～福祉体験成果発表会～（職員課人材育成推進係）』参加人数（対象者）：合計 68人（新規採用職員）／内容：2日間の福祉体験実習で学んだ内容の発表 

『新規採用職員研修～ユニバーサルデザインのまちづくり～（講師：福祉総務課）』参加人数（対象者）：合計 71人（新規採用職員+前年度未受講者）／内容：町田市の福祉のまちづくりの取組、ユニバー

サルデザインなど。 

『高齢者・障がい者との接し方研修（職員課人材育成推進係）』参加人数（対象者）：合計 58人（各部より推薦）／内容：【講義】高齢者・障がい者はどこに弊害を感じるのか、バリアフリー対応とは な

ど。【演習】高齢者、視覚障害者の疑似体験など。 

『色覚バリアフリー研修（職員課人材育成推進係）』参加人数（対象者）：合計 76人（各部より推薦）／内容：色覚異常についての基礎知識、色覚バリアフリー、ユニバーサルデザインのまちづくりなど。 

2018 年度 

『新規採用職員研修～福祉体験学習～（職員課人材育成推進係）』参加人数（対象者）：合計 78人（新規採用職員）／内容：市内福祉施設での 2日間の体験実習 

『新規採用職員研修～福祉体験成果発表会～（職員課人材育成推進係）』参加人数（対象者）：合計 78人（新規採用職員）／内容：2日間の福祉体験実習で学んだ内容の発表 

『新規採用職員研修～ユニバーサルデザインのまちづくり～（講師：福祉総務課）』参加人数（対象者）：合計 76人（新規採用職員+前年度未受講者）／内容：町田市の福祉のまちづくりの取組、ユニバー

サルデザインなど。 

『高齢者・障がい者との接し方研修（職員課人材育成推進係）』参加人数（対象者）：合計 55人（各部より推薦）／内容：【講義】高齢者・障がい者はどこに弊害を感じるのか、バリアフリー対応とは な

ど。【演習】高齢者、視覚障害者の疑似体験など。 

2019 年度 

『新規採用職員研修～福祉体験学習～（職員課人材育成推進係）』参加人数（対象者）：合計 61人（新規採用職員）／内容：市内福祉施設での 2日間の体験実習 

『新規採用職員研修～福祉体験成果発表会～（職員課人材育成推進係）』参加人数（対象者）：合計 61人（新規採用職員）／内容：2日間の福祉体験実習で学んだ内容の発表 

『新規採用職員研修～ユニバーサルデザインのまちづくり～（講師：福祉総務課）』参加人数（対象者）：合計 60人（新規採用職員+前年度未受講者）／内容：町田市の福祉のまちづくりの取組、ユニバー

サルデザインなど。 

『高齢者・障がい者との接し方研修（職員課人材育成推進係）』参加人数（対象者）：合計 56人（各部より推薦）／内容：【講義】高齢者・障がい者はどこに弊害を感じるのか、バリアフリー対応とはなど。

【演習】高齢者、視覚障害者の疑似体験など。 

2020 年度 

『新規採用職員研修～ユニバーサルデザインのまちづくり～（講師：福祉総務課）』参加人数（対象者）：合計 64人（新規採用職員+前年度未受講者）／内容：町田市の福祉のまちづくりの取り組み、ユニ

バーサルデザインなど。 

『新規採用職員研修～福祉のこころを学ぶ～（講師：ひかり療育園）』参加人数（対象者）：合計 64人（新規採用職員+前年度未受講者）／内容：ひかり療育園の仕事、障がいの種類、特徴、町田市職員とし

て持っておくべき心構えなど。 

『高齢者・障がい者との接し方研修（講師：外部講師）』参加人数（対象者）：合計 49 人（各部より推薦）／内容：【講義】高齢者・障がい者はどこに弊害を感じるのか、バリアフリー対応とはなど。【演

習】高齢者、視覚障害者の疑似体験など。 

2021 年度 

『新規採用職員研修～ユニバーサルデザインのまちづくり～（講師：福祉総務課）』参加人数（対象者）：合計 47 人（新規採用職員）／内容：町田市の福祉のまちづくりの取り組み、ユニバーサルデザイ

ンとはなど。 

『新規採用職員研修～福祉のこころを学ぶ～（講師：ひかり療育園）』参加人数（対象者）：合計 47人（新規採用職員）／内容：ひかり療育園の仕事、障がいの種類、特徴、町田市職員として持っておくべ

き心構えなど。 

『障がい者雇用に関する理解促進研修（講師：ハローワーク町田）』参加人数（対象者）：合計 36 人（各部より推薦）／内容：障がい者への差別の禁止・合理的配慮の提供義務、障がい種別ごとの対応事

例など。 

 

29-3 プロセス評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

① 
意見 
収集 

必要があると感じるが全く設けていない 

本事業は、庁内研修であるため、このた

めの市民意見の聴取は行っていません。 

同左 

設けていない 

本事業は、庁内研修であるため、市民意

見を得る機会を設けていません。 

同左 同左 

② 
意見 
反映 

必要があると感じるが全く反映されて

いない 

現在、市民意見は反映されていません。 

必要があると感じるが全く反映されて

いない 

同左 

反映されていない 

同左 

反映されていない 

本事業は、庁内研修であるため、市民意見を反映していませ

ん。受講者アンケートを研修講師へ送付し、次回に向けての

参考としてもらっています。 

同左 
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 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

③ 
関係 
機関 
連携 

十分ではないが連携している 

研修実施結果報告（受講者アンケートと研修担当

意見）を福祉総務課へフィードバックをしていま

す。 

同左 同左 

十分ではないが連携している 

研修実施結果報告（受講者アンケー

ト）を福祉総務課、ひかり療育園へ送

付し、次回に向けての参考としてもら

っています。 

十分連携している 

2021年度から、ハローワーク町田と連携しながら「障が

い者雇用に関する理解促進研修」を始め、受講者アンケ

ートを福祉総務課、ひかり療育園、ハローワーク町田へ

送付し、次回に向けての参考としてもらっています。 

④ 
広報 
・ 
PR 

必要があると感じるが全く広報・PRしていない 

庁内の職員研修のため、現在、広報 PRは行ってい

ません。 

同左 

広報・PRしていない 

本事業は、庁内研修であるため、広

報・PRは行っていません。 

同左 同左 

⑤ 
工夫 
・ 
改善 

十分ではないが工夫・改善している 

2016年 4月に施行された「障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律」等の内容も盛り込む

工夫をして、高齢者・障がい者との接し方研修を

実施し、高齢者・障がい者の疑似体験をとおして、

接遇能力の向上を図っています。 

同左 

十分ではないが工夫・改善している 

高齢者・障がい者との接し方研修を

実施し、高齢者・障がい者の疑似体

験をとおして、接遇能力の向上を図

っています。 

同左 

十分工夫・改善している 

「障がい者雇用に関する理解促進研修」の実施にあたっ

ては、受講者にとって効果的な学びの場となるよう、障

がい者雇用の合理的配慮や心構えについて、事前アンケ

ートを行い、研修当日はアンケートの内容を踏まえ講義

を進めています。 

⑥ 
知見 
・ 
課題 

より多くの職員に心のバリアフリーを推進できる

よう、職員への研修を充実させていく必要があり

ます。 

同左 同左 同左 同左 

 

29-4 実績評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑦ 
進捗 
状況 

目標通り進んでいる 

－ 

同左 同左 

目標通り進んでいる 

2020年度は新型コロナウイルス感染防止のため、新規採用職員研修の一

つである「福祉体験学習」を中止しましたが、その代替研修として、市

の福祉施設に勤務する職員による新規採用職員研修「福祉のこころを学

ぶ」（座学形式）を実施しました。 

同左 

 

29-5 効果評価 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑧ 
市民 
の 
満足 

まだ満足できる成果が発生していない 

市民に反映できているか、判断できる材料があり

ません。 
同左 同左 

まだ満足できる成果が発生していない 

－ 

不明（状況を把握で

きていない） 

－ 

⑨ 
市民 
の 
認知 

不明（状況を把握できていない） 

市民に反映できているか、判断できる材料があり

ません。 
同左 同左 

不明（状況を把握できていない） 

－ 同左 

 

29-6 スパイラルアップ 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

⑩ 
内容 

新規採用職員研修は、接遇の基礎知識の修得であり、より効果的

な研修ができるよう、プログラムの編成を考えていきたいです。 

心のバリアフリーの普及については、市職員全体に行う必要があ

るため、今後も継続して研修を実施し、啓発していきます。 

同左 同左 

今後も新型コロナウイルスへの感染対策を勘案しながら研修を実施していくこととな

ります。新規採用職員研修での「福祉体験学習」は、障がい者・高齢者施設入所者への

感染リスクを防ぐため、2021年度も実施は難しいが、他の研修として「福祉のこころを

学ぶ」を実施しながら、市職員の心のバリアフリーの啓発に取り組んでいきます。 

同左 
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