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平成２９年度                    中央区役所 運営方針 

 
■ キャッチフレーズ 

区民とともにつくる「暮らしやすいまち・中央区！」 

 
■ 局・区の運営の責任者 

中央区長 小山秋彦 

 副区長  鈴木泰明 

 
■ 局・区の役割・目標 

１ 区民がつながり地域で支えあう、暮らしやすいまちづくりを進めます。 

区ビジョンに示す将来像の実現に向けて、区民参加型のプロジェクトを区民との協働により進めます。また、地域コミュニティの活性化や交通安全、

防犯などの地域課題を解決し、地域の活力を一層高め、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めるため、自治会などの関係団体と連携して、地域活動の支

援や活動の担い手の育成に取り組みます。 

２ 区民が愛着を持ち、住んで良かったと実感できる魅力あるまちづくりを進めます。 

身近な自然や、地域の文化、歴史に親しめる機会を充実するとともに、商店街や大学、企業など、地域で活動する様々な主体との連携を深めることで、

地域のにぎわいづくりや活性化の取組を推進し、区民一人ひとりの区への愛着を育み、住んで良かったと実感できる魅力あるまちづくりを進めます。ま

た、区独自の魅力や新たな区の魅力を内外に発信します。 

３ 区民の満足度を高めるとともに、区民の利便性を優先した区役所機能の強化に取り組みます。 

区民一人ひとりや地域の立場に立った質の高い行政サービスを提供することで区民の満足度を高め、信頼される区役所づくりを進めます。また、区民

のニーズを的確にとらえ、区民の利便性の向上を最優先とした区役所機能の強化をより一層進め、区民の期待に応えられる組織づくりに取り組みます。 

 
■ 局・区経営の視点・方針 

１ 職員は地域と「顔の見える関係」を築き、地域の実情や思いを共有して、スピード感をもって地域課題の解決に取り組みます。 

２ 職員一人ひとりが市政や区政の知識を深め、広報マンという意識をもち、区の魅力を内外に発信します。 

３ 区民に身近な行政機関として、おもてなしの心をもって、親切、丁寧、正確な窓口サービスを提供します。 

４ 職員一人ひとりが、公務員倫理と服務規律を遵守する自覚を強くもち、区民の信頼に応えます。 

 
■ 現状と課題 

No. 現    状 課    題 

1 

各地区では、自治会、防犯協会、交通安全協会、民生委員・児童委員協

議会、地区社会福祉協議会、公民館運営協議会、商店街、各種祭りやイベ

ント実行委員会など、様々な団体・組織が地域の課題解決や活性化に向け

た積極的な活動を行っている。 

・自治会を始め、各種団体・組織の多くは、継続的な活動に向けた新たな

担い手や後継者不足の課題を抱えている。 

・新たな担い手や後継者として、シニア世代や子育て世代、大学生を中心

とした若者への効果的なアプローチが必要である。 

・活動における負担の軽減や人材の相互補完、また、事業の相乗効果を高

めるため、各団体・組織間の連携が必要である。 

2 

・「中央区区ビジョン」に基づき、区の個性や特徴を生かしたまちづくり

を進めている。 

・区民会議やまちづくり会議等での議論を踏まえて、協働によるまちづく

りを進めている。 

・「中央区区ビジョン」の実現に向け、より一層協働による取組を進める

必要がある。 

・取組にあたっては、区民会議やまちづくり会議での議論を活発化させな

がら、課題や目標を共有する必要がある。 

・まちづくりに関する様々な情報を幅広く区民に提供していく必要があ

る。特にこれまで地域に関心が薄かった若い世代へ積極的にアプローチす

る必要がある。 

3 

・都市化の進展やライフスタイルの多様化などにより、地域のつながりや

連帯感が薄れている。 

・こうした地域の状況や少子･高齢化の進行などにより、自治会の加入率

の低下や子ども会の会員数が減少傾向にある。 

・自治会活動の周知を広く行い、区民の自治会活動に対する理解を深め、

自治会への参加意識を高める必要がある。 

・他団体との連携やマンション等の集合住宅への集中的なアプローチな

ど、効果的な加入促進策を進める必要がある。 

・自治会の役員や子ども会に関わる保護者の負担感の軽減を図るととも

に、多くの地域住民が活動に関わる環境づくりが必要である。 

 

  H26 H27 H28 

中央区管内自治会加入率（％） 55.0 53.9 54.1 

全市自治会加入率（％） 56.7 55.8 56.3 

 
  H26 H27 H28 

中央区管内子ども会会員数（人） 6,740 6,465 6,407 

全市子ども会会員数（人） 13,172 12,993 12,773 
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No. 現    状 課    題 

4 

・自転車の盗難の割合が高い。 

・振り込め詐欺の件数は減少傾向にあるが、被害金額は依然、高い状況に

ある。 

・関係団体や警察と連携し、防犯に関する更なる普及啓発を進めると

ともに、地域活動団体の主体的な活動を支援し、その活性化を図る必

要がある。 

・交通事故防止の啓発活動等の際に、振り込め詐欺の被害防止の注意

喚起を行うなど、事業の相乗効果を図り、効率的・効果的に事業を進

める必要がある。 

5 

・全体及び自転車の交通事故件数は減少傾向にあるものの、子どもが関係

する自転車事故や高齢者の交通事故の割合が高い。 

・関係団体や警察と連携し、区民に対する交通安全の啓発活動に更に

取り組む必要がある。 

・年齢、世代に応じたきめ細やかな啓発活動を進める必要がある。 

・特に自転車事故が多い子どもや高齢者に重点を置いた取組が必要で

ある。 

・「交通事故発生箇所マップ」を活用した危険箇所での注意喚起など、

より実効性の高い取組が必要である。 

6 

・熊本地震や東日本大震災発生後の経過を踏まえ、大規模災害を想定した

更なる対策が求められている。 

・地区防災計画の策定や地域の防災意識の高まりにより、自主的な防災活

動が進んでいる。 

・大規模災害時に備え、区民と区役所が一体となった防災対策を進める必

要がある。 

・災害発生時における、自助・共助の重要性について、更に区民の理解を

深める必要がある。 

・地域の防災力の向上に向け、地区防災計画の活用、防災資機材の充実や

自主的な防災訓練を促進する必要がある。 

7 

・適正に管理されていない空家等が区民生活に影響を及ぼしている。 

・駅周辺での路上喫煙や建物などへの落書きにより、まちの美観が損

なわれている。 

良好な住環境やまちの美観を保持し、安全で安心して暮らせるまち

づくりを進める必要がある。 

8 

・商店街を利用する顧客の減少や、空き店舗が増加している。また、商店

会の加入率が低下している。 

・一方で、商店街が中心となった地域イベントなど、地域活性化に向けた

活動が進められている。 

商店街の活性化を図るため、魅力ある商店街づくりに向けた取組や商店

街の地域貢献活動を支援していく必要がある。 

9 

・身近な場所での利便性の高い窓口サービス・相談体制の提供が求められ

ている。 

・社会環境の変化に対応した行政サービスの提供が求められている。 

・区民ニーズに対応した窓口サービス・相談体制の提供が必要である。 

・行政サービスを効果的に提供するため、民間活力を活かすとともに、

職員の更なる資質の向上に取り組む必要がある。 

 
  

  H26 H27 H28 

中央区内刑法犯認知件数 2,396 2,194 2,141 

うち自転車の盗難 
件数 748 741 661 

割合（％） 31.2 33.8 30.9 

うち振り込め詐欺 
件数 36 32 23 

割合（％） 1.5 1.5 1.1 

 
 

  H26 H27 H28 

中央区内交通事故発生件数 1,235 1,172 1,185 

うち自転車の交通事故 
件数 418 368 361 

割合（％） 33.8 31.4 30.5 

【自転車交通事故のうち、18歳

以下が関係する事故（死傷者

数）の件数(上記の内数)】 

件数 125 110 119 

割合（％） 29.9 29.9 33.0 

うち高齢者の交通事故 
件数 319 368 359 

割合（％） 25.8 31.4 30.3 

 

  H26 H27 H28 

振り込め詐欺被害金額（万円） 約6,500 約22,900 約10,000 
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■ 前年度重点目標の評価 

No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

１．区民の満足度を向上させるとともに、区民の利便性を優先した区役所機能の強化に取り組みます。 

1 

区役所機能の強化 

本庁の役割や組織のあり方に関わること

から、全庁的な検討委員会による課題の整

理や検証作業を行う。 

実 

績 

区役所機能の強化に向け、市民局の業務を先行し

て移管することとし、平成29年度から交通・地域安

全課の業務（交通安全対策、防犯対策、空家等対策、

落書き防止対策等）の一部を移管することとした。 

区の権限見直しに対する市民等の要望、

地域課題の解決に向けた地域特性に応じた

分野横断的な取組の必要性等の課題に対応

するため、更なる区役所機能の強化に向け、

課題の整理や検証を進めます。 
評 

価 

区民に身近な区役所で業務を行うことにより、地

域の個性や特徴を生かした区民主体のまちづくりを

進めることができた。 

2 

窓口業務の見直し 
総務省が実施する「窓口業務における民

間委託モデル自治体」に選定されており、

今後、国と連携しながら、窓口事務の検証

作業を行い、平成29年度中の民間委託を進

める。 

実 

績 

窓口業務の民間委託の拡大を平成29年度に実施す

ることを決定した。 区民サービス業務の最前線である区役所

区民課の窓口業務について、業務の効率化

につながるよう、民間委託等を活用し、見

直しを行います。 

評 

価 
窓口での待ち時間を短縮することができる。 

3 

個人番号制度（マイナンバー）の運用 

個人番号カード臨時交付窓口での対応の

ほか、区民課窓口での臨機応変な対応によ

り、個人番号カード交付取扱件数の増大を

図る。 

実 

績 

・個人番号カード交付実績 

 J-LIS作成の個人番号カード枚数 

          約32,500枚 

 交付できた枚数  約27,600枚 

 未交付枚数     約4,900枚 

・8月より、受取の勧奨通知を行うことで交付率の向

上を図った。 

7月末交付率 約58％ 

9月末交付率 約75％ 

 3月末交付率 約85％ 

地方公共団体情報システム機構（J-LIS）

で作成した個人番号カードを迅速・的確に

交付します。 

評 

価 

臨時窓口の開設と事前予約制度により、迅速・的

確な交付を行うことができた。 

4 

窓口の土曜日開庁 

継続して、毎月第2・第4土曜日に区役所

区民課の窓口を開庁する。 

 窓口アンケートを実施し、その結果を解

析し、市民ニーズの把握を行う。 

実 

績 

・毎月第2・第4土曜日に区役所区民課の窓口を開庁

し、市民のニーズに応えた。 

・本年は、4月の繁忙期対策として、第1週の土曜（4

月2日）も開庁した。 

行政サービスの向上を図るため、毎月第

2・第4土曜日に区役所区民課の窓口を開庁

します。 
評 

価 

・平日以外のニーズへの対応ができた。 

 ・住民異動 1,043件 

 ・印鑑登録 780件 

・平日窓口の混雑緩和等区民の利便性向上に寄与し

た。 

5 

市民相談体制の充実 

市民相談員を1名増員及び行政書士相談、

不動産相談の実施回数を月 1回から 2回に

増やすことで相談体制の充実を図る。 

実 

績 

・市民相談員を 1名増員したことで、相談者の待ち

時間の解消につながった。 

・行政書士相談及び不動産相談は、既設と新設の相

談日の相談件数がほぼ半々で新設日の需要があった

と考えられ、相談者の利便性が向上した。 

区民の多様な相談に対応するため、市民

相談や法律相談その他の行政相談などを実

施します。 

評 

価 

相談希望者のニーズに対応できる相談体制の充実

が図られた。 

6 

職員あいさつ運動の実施 

「中央区区役所職員“笑顔であいさつ”

基本方針」を引き続き実践するとともに、

更なるCS（顧客満足度）を高めていく。 

実 

績 

昨年度実施した来庁者アンケートにより、職員の

応対について高い満足度の結果が得られたが、引き

続きポスター掲示によるアピールや職員同士又は自

己チェックを行った。 
中央区の魅力は職員が率先垂範して創る

ことが肝要であることから、区役所職員自

らが明るく、親しまれる接客を行うための

取組として、あいさつ運動を推進します。 評 

価 

“笑顔であいさつ”を基本方針としたあいさつ運

動の成果が現れてきており、CS（顧客満足度）を高

めることができた。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

7 

まちづくりセンターのまちづくり機能

の強化 

・地域振興課及び各地域政策担当職員によ

る定期的な合同会議を開催する。 

・本庁6地区のうち、3地区ごとに総括責任

者を設け、重点的な取組を行う。 

・各センター長等による定期的な情報交換

を実施する。 

実 

績 

・地域振興課及び各地域政策担当職員による地域政

策担当連絡会を定期的に開催し、情報交換等を行っ

た。 

・本庁6地区のうち、3地区ごとに総括責任者を置き、

地域政策担当職員相互の情報交換及び資質向上を図

った。 

・センター長等による会議を定期的に開催し、区役

所と各まちづくりセンターとの情報共有を図った。 

区役所・地域振興課が中心となって、区

内 9地区の地域政策担当職員の相互の情報

交換・課題共有や連携を図った事業を展開

するとともに、個々の地区への応援などの

連携体制の構築を図ります。 

 評 

価 

各地域政策担当職員や各まちづくりセンター長に

よる定期的な情報交換等を実施したことで、区内９地

区の相互の情報交換・課題の共有を図ることができ

た。 

２ 区民との協働による地域に根ざしたまちづくりを進めます。 

1 

区ビジョンの推進事業 
平成25年から実施しているアンケート調

査の結果を、専門研究員の制度を活用して

詳細に調査・分析することで、区民や地域

活動の担い手の意識やニーズ等を把握す

る。 

実 

績 

新たな区の計画策定に向けた基礎調査や区民に対

する意識調査のあり方に関する調査研究を行った。 

平成24年8月に策定した「中央区区ビジ

ョン」を推進させるための事業を実施しま

す。 
評 

価 

専門的見地からの調査結果を今後の新たな区の計

画の策定や区民アンケート調査に生かすことができ

た。 

2 

区民会議の運営 

・区ビジョンの進捗状況を確認するととも

に、各地区の状況を踏まえ、区のまちづく

りや地域活動の活性化について審議する。 

・区ホームページや区民会議だより等を通

じて審議状況等の情報発信を充実させる。 

実 

績 

・第3期区民会議では、「区民や地域の連携、若い世

代のまちづくりへの参加」をテーマに議論し、活動

報告書を取りまとめた。 

・「区民会議だより」を発行して、区内9地区の自治

会回覧により区民会議の取組を区民に周知した。 

中央区区ビジョンの推進や区の課題、ま

ちづくりの方向性について協議する場とし

て設置した区民会議の円滑な運営と活性化

を図り、地域特性を生かした区民主体によ

るまちづくりを推進します。 
評 

価 

区ビジョンの実現に向けて、区の課題やまちづくり

の方向性について協議し、協働の視点から事業を推

進することができた。 

3 

まちづくり会議の支援 

・まちづくり会議の活動の周知を図る。 

・地域政策担当による情報提供や会議運営

補助などまちづくり会議に対する支援を進

める。 

実 

績 

・区ホームページを活用してまちづくり会議の活動の

周知を図った。 

・地域政策担当による情報提供や会議運営補助な

ど、まちづくり会議に対する支援を行った（全体会開

催回数 58回，延出席者数 1,161人，延出席率

81.8%，部会等開催回数29回）。 

各地区のまちづくりの課題や、その解決

に向けた活動に協働で取り組むための話し

合いの場である「まちづくり会議」の運営

を支援します。 

評 

価 

地域政策担当によるまちづくり会議に対する支援

により、「自分たちのまちづくりは自分たちで考える」と

いう住民主体の話し合いに移行してきており、地域住

民のまちづくりに対する意識が高まってきている。 

4 

地域政策担当及び地域活力推進員の配

置による地域活性化支援並びに団体事

務局業務支援 

・地域政策担当及び地域活力推進員の資質

向上のための研修を年1回以上実施する。 

【地域政策担当】 

・地域政策担当間の情報共有を図るため、

地域政策担当連絡会を毎月1回開催する。 

【地域活力推進員】 

・安全運転研修等、他機関が主催する研修

にも積極的に参加する。 

実 

績 

・地域振興課及び各地域政策担当職員による地域政

策担当連絡会を定期的に開催し、情報交換等を行っ

た。 

・本庁6地区のうち、3地区ごとに総括責任者を置き、

地域政策担当職員相互の情報交換や資質の向上を

図った。 

・センター長等による会議を定期的（1回/月）に開催

し、区役所と各まちづくりセンターとの情報共有を行っ

た。 

・地域政策担当職員、地域活力推進員を対象として

ファシリテーションに関する研修を行った。 

区内 9地区に「地域政策担当」及び「地

域活力推進員」を配置し、地域の公共的な

活動の支援や区内の政策形成を行う体制を

構築するとともに、自治会等地域団体の事

務局業務を支援します。 

評 

価 

・各地域政策担当職員や各まちづくりセンター長によ

る定期的な情報交換等を実施したことで、区内9地区

相互の情報交換・課題の共有を図ることができた。 

・ファシリテーション手法が地域での会議等における

有効な合意形成手法として認識が高まった。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

5 

中央区安全・安心と夢・希望のプロジ

ェクト 

前年度に検討・準備を進めてきた取組を

着実に実施するとともに、取組の振り返り

を行いながら、より効果的な手法・体制を

検討する。 

実 

績 

実行委員会に設置した、プロジェクト事業を実施す

るプロジェクト部と広報宣伝を行う広報宣伝部におい

て、①中央区セーフティーリーダーによる交通安全・

防犯の啓発、②高齢者の見守りと健康維持増進の啓

発ツールを区内公共施設に配置③区内の小学生を

対象として第2回体験する文化祭を開催④イベント大

賞の開催、“さくら咲くボーイズ39”による区のPRなど

各事業の実施及び今後の取組の検討を行った。 

中央区の将来像を示す「中央区区ビジョ

ン」の実現をめざして、区民会議やまちづ

くり会議で議論されてきた検討課題を実行

する組織として、様々な分野の活動団体等

が横断的に連携し、4つの個別プロジェクト

（防犯・交通安全、福祉・健康、文化・教

育・スポーツ、商業・イベント）の実施と

広報宣伝を行います。 

評 

価 

次代の担い手である子どもや地域の活動団体と連

携した取組を実施し、実行委員会が主体的に魅力発

信や地域の諸課題の解決につながる各種事業を実

施した。 

取組を通じ、様々な主体同士のつながりを得ること

ができた。 

上記より、設置の目的を達成したと判断し、当該プ

ロジェクトとしての活動は今年度で終了とする。 

３．区民がつながり支えあう安全・安心な地域づくりを進めます。 

1 

地区防災計画策定支援 

本計画の周知及び計画に基づき実施され

る防災活動の支援を行う。 

実 

績 

・地域の防災研修等で本計画の周知を行った。 

・各地区が本計画に基づいた訓練を実施しているか

アドバイスを行った。 

区内 9地区の地区防災計画策定におい

て、危機管理局と連携を図りながら、地区の

実情を反映した計画づくりを支援します。 
評 

価 

・各自治会長会議や地区の防災研修において、地区

防災計画の周知を行った。 

・小山、光が丘、田名の3地区において、合同情報伝

達訓練の実施により、連携の重要性が認識された。 

2 

自主防災組織への育成指導 

関係団体と連携し区民の防災意識の向上

を図る。 

実 

績 

・地区連主催の防災訓練などを通じて、共助の取組

の必要性など防災意識の向上を図った。 

・自主防災組織活動事業費補助金により、訓練及び

資機材整備の促進を図った。 防災に対する共助の取組の強化を図るた

め組織の育成指導を行います。 

評 

価 

地区連合及び単位自主防災隊の育成と防災体制

の充実が図られた。 

3 

防犯活動の推進 
・防犯灯一斉 LED化（ESCO事業）事業を、

関係各課と連携しながら進める。また、自

治会管理として残る防犯灯の補助について

も適正に行う。 

・地域団体や関係機関との連携及び区版広

報紙、地域情報紙、区ホームページ等を通

じて、防犯に関し、更なる普及啓発を進め

る。 

・各種団体と連携し、地域の特色に応じた

防犯パトロールを実施する。 

実 

績 

・防犯灯一斉LED化（ESCO事業）を予定通り実施する

ことができた。 

・地域団体や関係機関との連携及び区版広報紙、地

域情報紙、区ホームページ等を通じて防犯の普及啓

発を進めた。 

・各団体と連携し、地域の特色に応じた防犯パトロー

ルを実施した。 

犯罪発生の撲滅に向けた取組を進めま

す。 

評 

価 

・防犯灯一斉LED化（ESCO事業）を予定通り実施する

ことにより、電気料金を削減した。 

・啓発活動等を通じて地域防犯力の向上を図った。 

4 

交通事故防止活動の推進 
・関係団体と連携し、更なる交通安全の普

及啓発活動に取り組む。 

・「中央区自転車事故等対策連絡会」におい

て、事故状況等の情報交換を行い、自転車

事故防止に向けた効果的な啓発活動につい

て検討を進める。 

・自転車や高齢者の交通安全啓発活動に重

点的に取り組む。 

・中央区役所職員による自転車事故撲滅ア

クションプランのもと、更なる事故防止意

識を高めるための周知・啓発活動を行う。 

実 

績 

警察署、交通安全協会等の関係団体と連携し、交

通安全の普及啓発活動に取り組んだ（キャンペーン

34回、交通安全教室6回、パトロール17回）。 

交通事故の撲滅に向けた取組を進めま

す。 

評 

価 

関係機関と連携及び調整を行い、各種啓発活動を

通して交通安全意識の向上を図ることができた。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

5 

災害時における区本部等の運営 

区本部における情報伝達経路の確保のた

め複数の通信機器を活用する他、地区連合

自主防災隊との訓練など、災害時に的確に

対応できるよう訓練を行う。 

実 

績 

・各通信機器を活用し、区本部、現地対策班、地区連

合自主防災隊、避難所運営協議会等が参加した情

報伝達連携訓練を3地区で行った。 

・災害時における帰宅困難者対策のため、一時滞在

施設の運営体制や駅滞留者の誘導等について、関

係機関と連携して訓練を実施した。 

大規模災害時における電話不通時に備

え、さまざまな通信機器を活用した訓練な

ど、区本部、現地対策班、避難所運営協議

会の連携による運営訓練を実施します。 

評 

価 

区本部、現地対策班、地区連合自主防災隊と連携

した訓練により、より実践的な訓練が実施できた。 

6 

避難所運営協議会の活動支援 

・避難所運営協議会組織率100%の維持継続。 

・災害時における情報伝達や収集手段の周

知を図る。 

実 

績 

・2か所の避難所運営協議会に会議運営等の活動支援

を行った。 

・避難所運営訓練に対する補助金を交付した。 避難所運営訓練に対する支援を行いま

す。 評 

価 

避難所運営協議会の自主的な訓練が徐々に浸透

した。 

４．区民が愛着を持ち、住んで良かったと実感できるまちづくりを進めます。 

1 

区の魅力発信事業 

･中央区の歌の活用をはじめ地域のにぎわ

いづくりを行い、区民意識の更なる醸成を

図る。 

・区内の高校・大学との連携を深め、若者

を交えた区の魅力発信の取組を進める。 

・区内で開催するイベント等を通して区の

情報発信を行う。 

実 

績 

・中央区の歌をはじめ、区の目指す都市像や見どころ

などを紹介する装飾を、相模原駅ペデストリアンデッ

キや区役所内に設置した。 

・区内の高校・大学との情報交換の機会を設け、イベ

ントへのボランティア参加等、連携した取組を実施し

た。 

・市民まつりにブースを出展し、区の取組等の紹介を

行った。 

・ホームタウンチーム（SC相模原）との協働事業である

「区民デー」において、区のPRを行った。 

・新たな情報発信手法として Instagram、区ニュースレ

ターを発行した。 

・区民（市民）の趣味・趣向、ライフスタイルの切り口か

ら区の魅力を発信する初の取組として、「愛犬と行く 

ワンだふる中央区」を実施した。 

区民間の一体感をはぐくみながら、区へ

の愛着や誇りなどの意識の醸成を図るた

め、区独自の魅力を再発見するとともに、

新たな魅力を区内外に情報発信するなど、

「区の魅力づくり」に向けた事業を実施し

ます。 

評 

価 

・多くの区民（市民）の目に触れるイベント、場所で、

区の魅力、取組をPRすることができた。 

・新たな切り口から区の魅力を発信することで、区民

の主体的、積極的な参加の機会を提供することがで

きた。 

2 

地域の自主的活動の促進 

・地域における自治会加入促進の取組を推

進する。 

・交付金制度の周知や、活動事例の共有化

を図る。 

・活動事例集を作成する。 

・平成28年度当初に事業報告会を開催する。 

実 

績 

・平成27年度事業の報告会を平成28年度当初に開

催した。 

・活動事例集の作成や区版広報紙、区ホームページ

による情報発信により、交付金制度の周知を図った。 

・事業実施件数53件 

・予算執行率70.8％ 

より多くの市民の参加と協働による地域

の活性化を図るため、「地域活性化事業交付

金」を交付し、各地区で展開される様々な

地域活動団体の自主的・公共的な活動を支

援します。 評 

価 

地区の特性に応じた多様な事業展開により、地区

の活性化や課題解決に寄与した。 

3 

自治会加入の促進 

・9地区の地区自治会連合会と区役所が連携

を図りながら、キャンペーンの実施、自治

会掲示板の活用など単位自治会を巻き込ん

だ協働の取組を実施する。 

・地域活性化事業交付金を活用した自治会

の加入促進の取組を支援する。 

・中央区の特性を踏まえ、不動産関係団体

との連携に基づき自治会加入促進の取組に

ついて、マンション等の集合住宅へのアプ

ローチなどを強める。 

実 

績 

・区民課の窓口で転入者へ配布する各種ガイドとあわ

せて、自治会加入をお願いする通知文を同封すると

ともに、地域振興課窓口においても積極的に自治会

加入の必要性について説明するなど、積極的な自治

会の加入促進を行った。 

・新規マンションの管理組合総会等に地区連会長な

どが訪問し、説明を行った。 

地域コミュニティの中心的な役割を担っ

ている自治会がより一層活性化するために

は、多くの市民が参加することが不可欠で

あり、市自治会連合会との基本協定に基づ

き、各まちづくりセンターと一体となって

自治会との協働による自治会加入促進の取

組をより一層推進します。 
評 

価 

・地区自治会連合会との協働による、区民に身近な場

所でのキャンペーンなどを実施することで、加入促進

効果が高まった。 

・連携協定により、集合住宅に関する情報がいち早く

分かり、入居時の加入促進が図られた。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

4 

自治会活動拠点の整備支援 ・ニュー相模自治会、並木四丁目自治会、

朝日が丘自治会に対して補助を行う。 

・自治会集会所の取得を計画している自治

会に対し、法人化の支援を行う。 

・まちづくりセンターが地域の窓口となり、

自治会活動拠点整備の支援を行う。適切な

支援業務実施のため、地域政策担当職員を

対象とした研修会を実施する。 

実 

績 

・並木四丁目自治会、朝日が丘自治会について、補

助金を交付し、集会所修繕の支援を行った。 

・ニュー相模自治会について、補助金を交付し、集会

所新築の支援を行った。 
自治会集会所建設等に対し補助を行いま

す。 
評 

価 

自治会活動拠点の整備により、積極的な自治会活

動が展開される環境が整った。 

5 

商店街の振興 

・様々な地域団体との連携により、活気あ

る商店街づくりに取り組む。 

・街路灯の整備や空き店舗対策など、にぎ

わいづくりや商店街の環境整備に努める。 

実 

績 

・商店街が開催する各種イベントに、地元自治会や学

生等の団体と一緒に取り組むことで、地域の一体感が

出てきた。 

・老朽化した街路灯の修繕や新規設置により、地域の

防犯・安全対策に寄与することができた。 活気ある商店街づくりに向けた取組を支

援します。 

評 

価 

商店街と地域を繋げることにより、仲間意識の醸

成、地域の活性化及び安全安心なまちづくりに寄与

した。 

6 

地域イベントの支援 

・地域活性化イベントの更なる事業内容の

充実を図り、地域連帯感の向上と集客増を

目指す。 

・新規の「ペインティグパフォーマンスグ

ランプリ」の定着と認知度の拡大を図る。 

実 

績 

地元の自治会連合会と商店街が主催となって開催

した「大野北銀河まつり」の支援を行い、市内外から

の来場者に対して区の魅力を発信するとともに、地域

コミュニティの醸成に努めた。 更なる地域コミュニティの醸成に向けて

地域イベントを支援します。 
評 

価 

地域活性化イベントにより、区内外への魅力のアピ

ールと地域コミュニティの醸成に寄与した。 
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■ 本年度重点目標                                                  【新：本年度新規目標】 

No.  
事務事業名 指標・目標 

事務事業の概要 目標達成により得られる成果 

１．区民がつながり地域で支えあう、暮らしやすいまちづくりを進めます。 

1 新 

中央区みらい協働プロジェクトの推進 ・区内の地域資源を複合的に発信し、魅力の再発見・再認識を促す。 

・地域資源を活かし、育て、磨き上げる取組を行う。 

・地域活動への親しみを醸成し、参加に向けてのハードルを下げ、参加を後

押しする。 

区ビジョンの実現に向けて、区が区民との協働により解決したい重要課

題について、区内で活躍する個人・団体に目標を示し、区民とともに事業の

方向性や具体的事業を検討し、実施します。 ・すべての人が区への愛着を持ち、様々な場面で交流し、活動している。 

・区民が地域活動へ積極的に参加し、身の回りの課題解決に取り組む。 

2  

区民会議の運営 ・区ビジョンの進捗状況を確認するとともに、各地区の状況を踏まえ、区のま

ちづくりや地域活動の活性化について審議する。 

・区ホームページや区民会議だより等を通じて、審議状況等の情報発信を

充実させる。 

区の課題やまちづくりの方向性について協議する場として設置した区民

会議の円滑な運営と活性化を図り、地域特性を生かした区民主体によるま

ちづくりを推進します。 
まちづくりの課題の解決や、区民主体による地域活動が活性化する。 

3  

まちづくり会議の支援 ・まちづくり会議の活動の周知を図る。 

・地域政策担当による情報提供や会議運営補助など、まちづくり会議に対

する支援を進める。 各地区のまちづくりの課題や、その解決に向けた活動に協働で取り組む

ための話し合いの場である「まちづくり会議」の運営を支援します。 自主的・自立的に地域課題の解決を行うための実践的な話し合いが進

み、より効果的な課題解決に向けた活動につながる。 

4  

地域政策担当及び地域活力推進員の配置による地域活性化支

援並びに団体事務局業務支援 

・地域振興課及び各地域政策担当職員による定期的な合同会議を開催す

る。 

・本庁6地区のうち、3地区ごとに総括責任者を設け、重点的な取組を行う。 

・各センター長等による定期的な情報交換を行う。 

・地域政策担当及び地域活力推進員の資質向上のための研修を年１回以

上実施する。 

区内 9地区に「地域政策担当」及び「地域活力推進員」を配置し、地域の

公共的な活動の支援や区内の政策形成を行う体制を構築するとともに、自

治会等地域団体の事務局業務を支援します。 ・個々の地域政策担当が他地区の取組を参考に、新たな課題解決方策を

発見できる。 

・地区横断的な効率的、効果的な取組を促進できる。 

5 

 地区防災計画に基づく訓練等の支援 
本計画に基づき実施される防災活動の評価及び見直しの支援を行う。 

区内9地区の地区防災計画に基づいて、地区の実情を反映して行う訓練

等を支援します。 地域の実情に応じた地域防災力が向上する。 

6 

 地域防災活動の充実 ・関係団体と連携し区民の防災意識の普及を図る。 

・補助金の活用により訓練内容の充実を図る。 

・避難所運営協議会組織率100%の維持継続。 

・災害時に備えた、避難所運営訓練の実施を支援する。 

・区本部と防災組織において、複数の通信機器を活用し、的確に対応でき

るよう連携して訓練を行う。 

防災に対する共助の取組を強化するため、防災組織の育成指導を行うと

ともに、避難所運営訓練に対する活動の支援を行います。また、大規模災

害時における電話不通時に備え、さまざまな通信機器を活用した訓練など、

区本部、現地対策班、避難所運営協議会の連携による運営訓練を実施す

るなど、地域防災活動の強化を図ります。 
・区民の防災意識が向上し、自発的な防災対策が促進する。 

・災害時に円滑な避難所運営を行うことができる。 

・区本部と各組織の連携が強化される。 

7 

 防犯活動の推進 ・地域の声を反映し、環境に配慮した防犯灯の設置を支援する。また、自治

会管理の防犯灯の適正な管理を支援する。 

・地域団体や関係機関との連携や区版広報紙、地域情報紙、区ホームペー

ジ等を通じて、防犯に関する更なる普及啓発を図る。 

・各種団体と連携し、地域の特色に応じた防犯パトロールを実施する。 

・夜間における犯罪を未然に防止するための防犯灯の設置・維持管理等を

推進します。 

・警察や防犯関係団体、地域との連携により、防犯意識の高揚を図るととも

に、市民による防犯パトロール等の防犯活動を推進します。 
犯罪を未然に防止し、犯罪発生件数の減少につなげる。 

8 新 

空家等対策事業 管理不全な空家等の解消に向けて、地域住民からの相談受付により、現

地確認や所有者等を調査し、適正な管理を促す。 居住者不在のまま、建物が長期間放置され、老朽化やごみの投棄などで

問題となっている空家について、適正な管理が行われるよう対策を実施しま

す。 

良好な居住環境を維持し、安全で安心して暮らすことができるまちづくり

が進む。 

9 新 

路上喫煙及び落書き防止対策事業 路上喫煙や落書きの防止に向けて、多くの人が利用する駅周辺などで啓

発活動を行い、モラルの向上を図る。 
まちの美観などを損ねる路上喫煙防止対策や、落書きに対する防止対策

を推進します。 
・まちの美観が保たれる。 

・治安の悪化を防ぐことができる。 
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No.  
事務事業名 指標・目標 

事務事業の概要 目標達成により得られる成果 

10 

 交通事故防止活動の推進 
・学校と連携して登下校時の周知・啓発活動を強化する。 

・「交通事故発生箇所マップ」を活用して、より実効性の高い交通安全啓発

活動を実施する。 

・関係団体と連携し、自転車や高齢者の交通安全啓発活動に重点的に取り

組む。 

・「中央区自転車事故等対策連絡会」で、効果的な啓発活動について検討

を進める。 

警察や交通安全関係団体、地域との連携により、交通安全意識の高揚を

図り、交通事故を防止するための啓発活動等を実施するとともに、地域の交

通安全活動を推進します。 

交通安全に関する意識向上が図られ、交通事故件数が減少する。 

２．区民が愛着を持ち、住んで良かったと実感できる魅力あるまちづくりを進めます。 

1  

区の魅力発信事業 
･区内で開催するイベント等を通して、区の情報を発信し、区民意識の更な

る醸成を図る。 

・区役所が主体的に区の魅力を創造・発信することに加え、区民を交えた魅

力発信の取組を進める。 

・多様な情報発信手段の活用、強化を図る。 
区民間の一体感を育みながら、区への愛着や誇りなどの意識の醸成を図

るため、区独自の魅力を再発見するとともに、新たな魅力を区内外に情報発

信するなど、「区の魅力づくり」に向けた事業を実施します。 
・区の取組や魅力を、区民をはじめ区内外の多くの人が認知・共有できる。 

・区民を交えた魅力発信を進めることで、区民の区への愛着心を育むことが

できる。 

2  

地域の自主的な活動の促進 ・新たな担い手による地域課題の解決や、地域の活性化に資する活動を促

進する。 

・交付金制度の周知や、活動事例の共有化を図る。 より多くの区民の参加と協働による地域の活性化を図るため、「地域活性

化事業交付金」を交付し、各地区で展開される様々な地域活動団体の自主

的・公共的な活動を支援します。 
交付金制度の周知を図り、活動事例の情報を共有することで、地域課題

の解決につながる活動の活性化を図る。 

3  

自治会加入の促進 
・9地区の地区自治会連合会と区役所が連携を図り、未加入者が地域のイ

ベント等に参加してもらうための支援を行う。またイベントの会場等において

自治会加入のチラシ等を配布することなどにより、自治会加入促進を地域と

共に推進していく。 

・各地区で行われている自治会加入促進の取組を支援する。 

・中央区の特性を踏まえ、不動産関係団体との連携に基づくマンション等の

集合住宅へのアプローチなどを強める。 

地域コミュニティの中心的な役割を担っている自治会がより一層活性化す

るためには、多くの市民が参加することが不可欠であり、市自治会連合会と

の基本協定に基づき、各まちづくりセンターと一体となって自治会との協働

による自治会加入促進の取組をより一層推進します。 

・自治会加入促進がより一層推進される。 

・自治会加入者の増加により、地域の課題解決や活性化に取り組む担い手

が増え、区や地域の特色を生かしたまちづくりが推進する。 

4  

自治会活動拠点の整備支援 ・榎町自治会、塩田自治会、中渕自治会、田名清水自治会に対して補助を

行う。 

・各まちづくりセンターが窓口となり、自治会活動拠点整備の支援を行う。 

自治会集会所の建設等に対して補助を行います。 
自治会活動拠点の整備により、積極的な自治会活動が展開される環境が

整う。 

5  

商店街の振興 
・地域の様々な団体との連携を強化し、より活気のある商店街づくりに取り組

む。 

・商店街の環境整備や地域のにぎわいづくりのために、街路灯の整備を推

進するとともに、地域特有のイベントを実施する。 活気ある商店街づくりに向けた取組を支援します。 

にぎわいのある商店街づくりが進む。 

6  

地域イベントの支援 
地域活性化イベントのより一層の集客増を目指すため、既存の取組に加

え新たな企画を盛り込むなど、イベントの魅力の拡大を図る。 

更なる地域コミュニティの醸成に向けて地域イベントを支援します。 

地域コミュニティや地域の団結力の強化につながる。 
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No.  
事務事業名 指標・目標 

事務事業の概要 目標達成により得られる成果 

３．区民の満足度を高めるとともに、区民の利便性を優先した区役所機能の強化に取り組みます。 

1  

区役所機能の強化 
引き続き本庁部局からの事務移管を進める。 

区民により身近な場所での行政サービスの提供や区民主体のまちづくり

を進める観点から、更に区役所機能を強化する。 
市民に身近な行政窓口として、日常生活に密着したサービスを区役所で

完結できる。 

2  

区民課窓口業務委託の拡大 
窓口業務の民間委託の拡大を10月に実施する。 

慢性的に混雑している区民課窓口の待ち時間を短縮するため、窓口業

務の民間委託を拡大する。 窓口業務の待ち時間を短縮する。 

3  

個人番号制度（マイナンバー）の運用 
カード交付は事前予約制度を原則とするが、区民課窓口での臨機応変な

対応により、個人番号カード交付取扱件数の増加を図る。 
地方公共団体情報システム機構（J-LIS）で作成した個人番号カードを迅

速・的確に交付します。 
個人番号カード保有数を増やし、カード利用の普及を図る。 

4  

窓口の土曜日開庁 
・継続して、毎月第2・第4土曜日に区役所区民課の窓口を開庁する。 

・窓口アンケートを実施し、その結果を解析し、区民ニーズの把握を行う。 

窓口サービスの向上を図るため、毎月第 2・第 4土曜日に区役所区民課

の窓口を開庁します。 
区民サービスの向上に寄与する。 

5  

市民相談体制の充実 交通事故相談の実施回数を月2回から毎週１回に増やし、相談体制の充

実を図る。 
区民の多様な相談に対応するため、市民相談や法律相談その他の行政

相談などを実施します。 相談者の利便性の向上がより一層図られる。 

6  

職員あいさつ運動の実施 「中央区区役所職員“笑顔であいさつ”基本方針」を引き続き実践するとと

もに、更なるCS（顧客満足度）を高めていく。 
中央区の魅力は職員が率先垂範して創ることが肝要であることから、区役

所職員自らが明るく、親しまれる接客を行うための取組として、あいさつ運動

を推進します。 区民に親しまれ、利用しやすい区役所が実現する。 
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■ 本年度の実施事業（取組）                                             【新：本年度新規事業】 

No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合戦略

設定事業 

１．区民がつながり地域で支えあう、暮らしやすいまちづくりを進めます。 

1   区ビジョンの推進事業 
区政策課 

地域振興課 

・区ビジョンを推進するための広報事業等 

・中央区みらい協働プロジェクトの推進 
4,381  

2   区民会議の運営 区政策課 区のまちづくりについて話し合う「中央区区民会議」の運営 1,416  

3   まちづくり会議の運営支援 
各まちづくりセン

ター 

各地域の地域力を高めるための「まちづくり会議」の運営

を支援 
450  

4   自主防災組織活動の支援 地域振興課 
自主防災組織の資機材の整備や防災活動・訓練活動等

に対する助成、研修への支援 
6,142  

5   防災及び減災にかかる資機材の整備 地域振興課 
区本部、現地対策班及び避難所運営に必要な物品の計

画的な整備 
369  

6   防犯灯維持管理費補助金 地域振興課 自治会管理の防犯灯の電気料及び管理費に対する補助 4,811  

7   防犯灯設置費補助金 地域振興課 
・自治会による防犯灯の設置及び撤去・移設に対する補助 

・防犯灯の設置に関する協議 
546  

8 新 空家等対策の推進 地域振興課 

管理不全な空家等の解消に向けて、地域住民からの相談

受付により、現地確認や所有者等を調査し、適正な管理を促

す。 

0  

9 新 路上喫煙及び落書き防止対策の推進 地域振興課 
まちの美観などを損ねる路上喫煙防止対策と落書きに対

する防止対策の推進 
0  

２．区民が愛着を持ち、住んで良かったと実感できる魅力あるまちづくりを進めます。 

1   区の魅力発信事業 地域振興課 

・区の一体感や区民意識の醸成のための事業の実施（区の

イメージソングの活用、活用方法の周知等） 

・各種媒体を活用した情報発信 

・各地域における活動やイベントなどの紹介 

1,394  

2   自治会集会所建設費等補助金 地域振興課 
塩田自治会、中渕自治会、田名清水自治会、榎町団地管

理組合法人に対する補助 
20,251  

3   商店街環境整備事業補助金 地域振興課 
商店街の環境整備を図るため、商店街団体が行う施設整

備・共同駐車場・街路灯等の維持管理事業に対する補助 
12,205  

4   
商店街にぎわいづくり支援事業補助

金 
地域振興課 

商店街の活性化を図るため、商店街が実施するソフト事業

に対する補助 
2,958  

5   地域活性化事業交付金 
各まちづくりセン

ター 

地域の活性化や課題解決のため区民が自主的に取り組

む事業に対する交付金（各地区2,500千円） 
22,500  

6   地域活性化イベント事業補助金 

地域振興課 

大野北まちづくり

センター 

地域活性化イベントの支援（大野北銀河まつり、ペインティ

ングパフォーマンスグランプリ） 
2,227  

7   地域市民まつり等助成金 
各まちづくりセン

ター 
各地区で実施されるふるさとまつりに対する助成 2,400  
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No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合戦略

設定事業 

３．区民の満足度を高めるとともに、区民の利便性を優先した区役所機能の強化に取り組みます。 

1  区役所機能の強化 区政策課 本庁部局からの事務移管を進める。 0   

2  区民課窓口業務委託の拡大 区民課 窓口業務の民間委託の拡大を10月に実施する。 75,175   

3  個人番号（マイナンバー）制度の運用 区民課 
個人番号カード保有数の増加に向け、カード臨時交付

窓口での対応のほか、区民課窓口で臨機応変に対応する。 
0   

4   
区版広報紙の発行、区ホームページの

作成 
区政策課 

・身近な行政情報、お知らせ等の情報提供 

・区内の伝統や地域資源等の魅力発信 
0   

5   窓口の土曜日開庁 区民課 毎月第2・第4土曜日の区役所区民課窓口の開庁 0   

6   市民相談事業 区政策課 
区役所における市民相談、法律相談、その他行政相談

等の実施 
40   

7   まちづくりセンター等の維持補修 区政策課 
地域の拠点施設であるまちづくりセンター等の適切な

維持補修 
57,790   

 


