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令和元年度                    企画財政局 運営方針 

 
■ キャッチフレーズ 

時代に合わせてアップデート 市民が主役の都市経営 

 
■ 局・区の運営の責任者 

企画財政局長   石井 光行 

企画部長   石原 朗       財務部長   天野 秀亮       税務部長   鈴木 忠勝 

 
■ 局・区の役割・目標 

１．人や企業に選ばれるまちづくりを推進します。 

市民の豊かで安心できる暮らしを実現するために、多様化する市民ニーズを的確に捉え、きめ細かく対応するとともに、効果的・効率的なサービスの

提供に努め、人や企業に選ばれる都市の実現に向け、圏域をけん引し拠点性の向上につながる取組を積極的に展開します。 

また、ICT とデータを戦略的に活用することで、様々な変革を促し、新たな価値を創造することで、市民の利便性向上に向けた行政サービス改革を推

進すると共に、都市経営力の強化を図り、将来にわたって発展し続けるまちづくりに取り組みます。 

２．将来にわたり本市が発展を遂げるための都市経営を推進します。 

  将来にわたり本市が発展を遂げるために、安定的な財政運営を目指します。 

また、円滑な行財政運営のための取組を強化します。 

３．債権回収対策の推進と景気動向等を踏まえた税収の確保を進めます。 

全庁的な収入未済額の削減及び現年度における収納率の向上を目指し、債権回収対策の更なる推進を図ります。 

また、税制改正の影響のほか、景気動向や本市の今後のまちづくり等を踏まえた市税収入を的確に見込むとともに、適正かつ公平な市税の賦課徴収業

務に努めます。 

 
■ 局・区経営の視点・方針 

 

１．「常に市民と対話をしながら、市民の思いを反映した政策をつくる。」 

２．『国や世の中の動きを的確に捉え、効果的で効率的かつ堅実な行財政運営を推進する。』 

３．「ICT とデータを戦略的に活用することで、新たな価値創造に取り組む。」 

４．『適正な事務執行を徹底するとともに、公務員倫理と服務規律を遵守する。』 

５．「ワークライフバランスを適切に保ち、職員が心身ともに健康に過ごせる職場づくりに努める。」 

 

 
■ 現状と課題 

No. 現    状 課    題 

1  新・相模原市総合計画基本計画及び後期実施計画の最終年度となる。 

 前年度の施策評価を踏まえた施策立案や予算編成などを計画的に行っ

ていく必要がある。 

 また、今後においても、厳しい財政状況にあっても施策を着実に推進で

きるよう、PDCA サイクルに基づき、施策や事務事業の更なる改善を図って

いくとともに、EBPM の手法も活用するなどして、次期総合計画に反映させ

る必要がある。 

2 
 多くの公共施設の老朽化が進み、施設改修や更新への対応が求められて

いる。 

将来も必要な公共施設の機能やサービスを提供していくため、施設の規

模や配置、サービスの適正化を図るとともに、建築物の長寿命化を図り、

計画的な維持・保全を行うことにより、安全で快適な公共建築物の提供を

行うとともに、財政負担の軽減と平準化をしていく必要がある。 

また、改修・更新費用の平準化や優先度の高い施設に予算配分する仕組

みを導入する必要がある。 

3 いわゆる「第 9次一括法」など地方分権改革に関する法律が制定された。 
事務執行体制の構築に全庁的に取り組み、地方分権改革を市民サービス

の向上へ効果的につなげていく必要がある。 

4 
周辺市町村との間で、環境対策や災害対応などの共通課題に関する取組

が求められている。 

共通課題の解決に向けて、県央相模川サミットや町田市、八王子市等と

の連携を強化するとともに、更なる都市間連携を進める必要がある。 
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No. 現    状 課    題 

5 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、全国各地

で、大会運営準備や外国選手団の事前キャンプ誘致、大会に向けた機運醸

成の取組が進められている。 

自転車ロードレース競技の実施に向け、組織委員会や関係自治体等との

各種調整が進んでいる。 

さがプロ 2020 関連事業の効果的な推進を通じて大会機運の醸成を図る

ため、関係部局との的確な情報共有や事業調整に取り組むほか、市民・関

係団体や民間企業等との連携を深めるための体制づくりに取り組む必要

がある。 

事前キャンプの受入れを契機としたブラジル連邦共和国とカナダのホ

ストタウンとして、大会後も見据えた交流事業を実施していく必要があ

る。 

また、本市での自転車ロードレース競技の実施に向け、組織委員会やコ

ース通過自治体等と連携しながら各種調整を着実に進めるほか、大会後も

見据えたスポーツや観光の振興等につなげられるよう、PR方策やレガシー

創出に向けた関連事業の検討に取り組む必要がある。 

6 津久井地域における土地利用を推進するための取組が求められている。 

特定地域土地利用計画については、新たな利用検討ゾーン設定手続きの

検討を行うととともに、見直しに向けた庁内及び関係機関との調整を図る

必要がある。 

7 

近年、RPA や AI 等の新しい技術の進展や国の施策等により、ICT やデー

タを活用した業務改善や市民サービスの向上に関する取組が加速してお

り、本市においても、積極的な取組が求められている。 

ICT やデータを各施策の手段として捉え、有効に活用していくために、

新しい技術の調査や研究に取り組むとともに、「トライアルアンドエラー」

による柔軟な考え方を踏まえた、実証実験による導入効果の測定等の取組

を積極的に推進する必要がある。 

8 

 市税等の歳入は大幅な増が見込めない一方、扶助費をはじめとした義務

的経費は今後も増加を続けると予測され、さらに収支の均衡を保つことが

難しくなると見込まれる。 

経常収支比率についても、平成 29 年度決算において改善が図られたも

のの、依然として高い状況にあることから、引き続き改善に向けた取組を

行う必要がある。 

持続可能な都市経営を行っていくためには、将来の税源涵養など一層の

歳入の確保を図るとともに、将来の都市力向上や圏域全体の発展をリード

するまちづくりに向けた取組に加え、公共施設等の長寿命化計画や大規模

事業等を見据えた長期財政収支の設定や、事業の精査・見直しの徹底など、

効果的・効率的な行財政運営を行う必要がある。 

9 財政情報の開示と市民へのわかりやすい説明が求められている。 
財政状況の資料の充実などにより、市民によりわかりやすく積極的な情

報開示を進める必要がある。 

10 

平成 30 年度は、職員に過失のある交通事故が 28件となり、交通事故防

止目標である 30 件を下回ったが、引き続き交通事故防止に向けた取組が

求められている。 

公用車による交通事故は、市民の交通安全を推進している市にとって市

民の信頼低下を招く一因となることから、引き続き交通事故防止対策の取

組が必要である。 

11 
入札契約制度においては、公共工事の適正な施工及び品質の確保とその

担い手の確保等が求められている。 

公共工事等における適正な金額での契約締結と、入札契約過程における

透明性・公正性の確保及び担い手の確保への取組が必要である。 

12 

「第 2次相模原市債権回収対策基本方針」に基づき、収入未済額の削減

及び現年度における収納率の向上に向け、各債権の回収に取り組んでい

る。 

「第 2次相模原市債権回収対策基本方針」に掲げた主要 8 債権の令和元

年度決算時における目標値（収入未済額：平成 27 年度比 10％減、現年度

収納率：債権ごとの個別目標）の達成を目指し、引き続き収入未済額の削

減及び現年度収納率の向上に取り組む必要がある。 

また、市税においては、収納率や特別徴収実施率の更なる向上に向け、

賦課徴収部門が一体となって取り組む必要がある。 

13 

平成 31 年度の市税については、個人市民税が県費負担教職員の給与負

担等の権限移譲（平成 29 年 4 月）に伴い、県民税所得割臨時交付金とし

て措置されていたものが市税に移行したことや納税義務者数の増加など

により約 30 億円の増収、固定資産税・都市計画税が新増築家屋や大規模

倉庫の完成、設備投資の増加などにより約 8億円の増収となるなど、全体

では前年度比で約 36 億円の増収を見込んでいる。 

令和 2年度以降については、税制改正の影響のほか、景気動向や本市の

今後のまちづくり等を踏まえたうえで、税収を的確に見込むとともに、適

正かつ公平な市税の賦課徴収業務に努めることにより、更なる税収確保を

図っていく必要がある。 

14 
指定都市にふさわしい行政サービスを提供するため、税財源の一層の確

保が求められている。 

大都市における十分な税財源が確保されていないことから、指定都市市

長会、九都県市首脳会議などを通じ、国・地方間の税源配分の是正や大都

市特有の財政需要に対応した税財源の拡充強化などについて、引き続き国

へ要望活動を行う必要がある。 

15 
税務事務については、税制改正等への対応や市税に係る証明、閲覧件数

の増加などに伴い業務量が増加している。 

税務事務の委託化や RPA などの先進的な手法の推進などにより、市民の

利便性の向上、職員の業務量の軽減及び人件費の削減を図る必要がある。 
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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． 人や企業に選ばれるまちづくりを推進します。 

1 

次期総合計画の策定に向けた検討 

・次期基本構想案の検討 

  策定体制における検討 

  総合計画審議会への諮問 

  市民参加の取組推進 

実 

績 

・策定会議をはじめとした庁内検討体制において基

本構想案を策定した。 

・総合計画審議会を 7 回開催し、基本構想案の答申

を得た。 

・まちづくり会議、シンポジウム、区民討議会など、

様々な市民参加の取組を実施し、多数の意見をい

ただいた。 
 平成 32 年度からを計画期間とする次期

総合計画の策定に向けた取組を行う。 

評 

価 

・当初の予定どおり次期総合計画の策定作業を進め

ることができた。 

・区民討議会やオープンハウスなど、普段市政に参

加する機会が少なかった市民の方々も含め、様々

な世代や職業の方から意見をいただくための市

民参加事業を実施し、より幅広い層から意見をい

ただくことができた。 

2 

「第 2 次さがみはら都市経営指針・実

行計画」の見直し 

次期総合計画の策定とあわせた見直し 

実 

績 

策定方針を作成し、経営評価委員会に諮問したう

えで、次期総合計画策定の検討とあわせて、指針の

見直しに向けた検討を行った。  更なる行財政改革と持続可能な都市経営

の推進を図るため、次期総合計画策定の検討

とあわせて、指針及び実行計画の見直しに向

けた検討を行う。 

評 

価 

次期都市経営指針の策定に向けて、予定どおり検

討を進めることができた。 

3 

公共施設マネジメント及び公民連携の

推進 

・モデル事業の推進（城山総合事務所周辺の

公共施設の再編） 

・公共建築物（市営住宅及び学校施設を除

く。）の長寿命化計画の検討 

・PFI ガイドラインの策定 

・PPP/PFI 地域プラットフォームの設置・運  

 営 

実 

績 

・地域との合意形成に向けた取組を行い、城山総合

事務所周辺公共施設再編方針を策定した。（平成

30 年 11 月） 

・公共施設マネジメント検討調整会議において、公

共建築物（市営住宅及び学校施設を除く。）の長

寿命化計画の検討を行った。 

・PFI ガイドラインの策定に向けて検討を進めた。 

・地域プラットフォームを設置し、開催した。 

持続可能な公共サービスの提供に向け、

「公共施設の保全・利活用基本指針」や「PPP

（公民連携）活用指針」等に基づく取組を推

進する。 

評 

価 

公共施設マネジメントの推進に向けた取組や環

境整備を着実に進めることができた。また、地域プ

ラットフォームなどにより、民間のノウハウや専門

知識を活用した公民連携の推進に資することがで

きた。 

4 

地方分権改革関連法案に対応した各局

への支援 

・第 8次一括法に係る対応について、支援・

調整を行うとともに、各局総務室とともに

進行管理を行う。 

・提案募集方式の活用に向け、庁内調整を進

める。 

実 

績 

・各局の対応状況を的確に把握し、権限移譲に関す

る県との連絡調整や情報提供など、円滑な移譲に

向けた支援等を行った。 

・提案募集方式については、本市独自提案１件、指

定都市市長会共同提案７件、神奈川県との共同提

案１件の提案を行った。 
地方分権改革関連法案に基づく市として

の政策的な対応について、各局に対する支

援・調整を行う。 
評 

価 

・「第 8 次一括法」の施行に伴う条例整備や事務処

理体制の整理等について、円滑に実施することが

できた。 

・提案募集方式を積極的に活用し、取組を進めた。 

5 

さがプロ 2020 の推進 

・さがプロ 2020 関連事業の総合調整及び進

行管理 

・市民、関係団体等との連携体制の構築 

・イベントボランティアの確保策の検討 

・関連事業の実施に係る国、県、組織委員会

等との連絡調整 

実 

績 

・「さがプロ 2020 連絡調整会議」を設置し、関係部

署間の連絡調整を密にしながら全庁を挙げた取

組を更に推進した。 

・市民応援団の設立など、市民、関係団体等との連

携体制を構築することができた。 

・関係自治体等と情報交換し、イベントボランティ

アの確保策の検討を行った。 

・関連事業の実施について、国、県、組織委員会等

との連絡調整を行った。 

大会の成功に向け、関係自治体等との連携

や協力を更に進めるとともに、本市のスポー

ツ・文化の振興、魅力の発信等を通じて本市

の発展を図るため、大会期間中の取組だけで

はなく、大会終了後も持続可能な取組につい

ても積極的に展開する。 

評 

価 

全庁を挙げた取組を推進することができたほか、

市民、関係団体、国、県、組織委員会等と連携し、

大会に向けた機運の醸成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 

6 

2020年東京オリンピック競技大会 自

転車ロードレース競技の開催に向けた

調整 

・主要関係者、団体等へのコース案の説明及

び協力依頼(コース決定前) 

・コースの一般周知及びテストイベントの開

催告知(コース決定後) 

・競技実施に向けた組織委員会、関係自治体

等との各種調整 

・競技ボランティア(コース監視員)の確保策

の検討 

・PR 方策及び関連事業の実施に向けた検討 

実 

績 

・組織委員会とともに、主要関係者、団体等へのコ

ース案の説明及び協力依頼を行った。 

・広報さがみはらへの記事掲載や市内イベントでの

PR 活動により、コースの一般周知及びテストイ

ベントの開催告知を行った。 

・競技実施に向けた組織委員会、関係自治体等との

各種調整を行った。 

・コース決定を受け、大会後のレガシー創出に向け

た取組の方向性を検討し、確立した。 

・テストイベントにおけるコースサポーターの募集

を行った。 

・競技の魅力や市内コースを紹介する動画を作成し

た。 

自転車ロードレース競技のコースの本市

域内への設定に向け、競技実施に向けた各種

調整を進めるとともに、本市の発展につなが

る取組について検討する。 

評 

価 

・組織委員会や関係自治体等と連携し、競技の実施

に向けた準備を着実に進めることができた。 

・広く市民に対し、競技の魅力や市内コースを紹介

することができた。 

7 

特定地域土地利用計画の策定 

新たな「特定地域土地利用計画」及び利用

検討ゾーン設定手続きの策定を行い、庁内及

び関係機関との調整を図る。 

実 

績 

 地域振興に資する企業等を計画的且つ迅速に誘

導するため、課題整理を行った。 
 神奈川県土地利用基本計画に基づき新

たな「特定地域土地利用計画」を策定すると

ともに、新規利用検討ゾーン設定手続きを明

確にする。 

評 

価 

 津久井地域等における土地利用の考え方に基づ

き、特定地域土地利用計画の見直し作業を行うこと

ができた。 

8 

基幹システム最適化事業の推進 

・3 次稼動システムについて、平成 30 年 5

月から稼動を開始させる。 

・新基幹システムの全面稼動に伴い、新シス

テムに最適な運用形態を確立させる。 

実 

績 

・平成 30 年 5 月から 3 次稼働システムの本番稼働

を開始した。 

・基幹システム運用保守に関する事務取扱要綱等の

見直しを実施した。 

情報システム関連経費の削減、業務改革の

推進、市民ニーズや社会環境の変化などへの

柔軟な対応を図るため、業務プロセスを見直

すとともに、基幹システムを最適化する取組

を進める。 
評 

価 

・基幹システムの全面稼働を完了させた。 

・システムの全面稼働を踏まえ、基幹システムの運

用体制の見直しを実施した。 

２．将来にわたり本市が発展を遂げるための財政運営を推進します。 

1 

経常収支比率の改善 

経常収支比率の改善 

実 

績 
平成 29 年度経常収支比率 98.4％ 

 平成 28 年度決算における経常収支比率が

102.5％となったことから、他の指定都市と

の比較分析を行い、財政の硬直化の改善を図

る。 

評 

価 

扶助費の増加などにより、経常経費に充当した一

般財源が、平成 28年度と比べ約 15％の増に対して、

経常一般財源等は、算定方式の変更により普通交付

税等が増加したほか、株式等譲渡所得割交付金や地

方消費税交付金などが増加したことなどから 20％

の増となった。こうしたことにより、経常収支比率

が平成 28年度に比べ、4.1 ポイント改善した。 

2 

長期財政収支の作成 

長期財政収支の作成 

実 

績 

平成 31 年度予算編成及び次期総合計画の策定に

当たり、持続可能な財政運営の実現に向け、収支均

衡を基本とした、31年度から 39 年度までの財政収

支を作成し、平成 30 年 10 月 15 日開催の総合計画

審議会に示した。 

 将来を見据えた長期財政収支を作成する。 

評 

価 

 歳入から義務的経費等を差し引いた額が減少傾

向となる見込みを示すとともに、将来を見据え、今

後増加が見込まれる公共施設の老朽化対策に係る

経費についても配慮が必要であることを示した。 
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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 

3 

必要財源の確保による円滑な予算編成 

・権限・税財源移譲の要望や提言 

・暮らし潤いさがみはら寄附金制度の充実 

実 

績 

・権限・税財源移譲について、指定都市市長会等を

通じて要望及び提言を実施した。 

・国・県補助金及び交付金など、事業実施に必要な

特定財源の積極的な確保に努めた。 

・返礼品有りの寄附金における返礼品の充実及び受

付窓口の拡充を行った。 

・元利償還金に対する地方交付税措置を考慮した市

債を発行した。 

必要な財源を確保しつつ、効果的で効率的

な予算の編成を行う。 

評 

価 

 必要な財源を確保しつつ、経常的な経費や継続的

な事業に係る経費、社会経済情勢の急激な変化や市

民生活に直接関わる喫緊の課題に対応するために

必要となる経費などを中心に計上する骨格予算と

して編成を行った。 

4 

財政状況の評価と開示 

・予算関連資料の発行 

・バランスシートなど決算関連資料の充実 

・財政出前講座の実施 

・効果的な IR※活動の実施 

 ※IR(Investor Relations) とは、資金調

達などのために投資家に向けて行う広報

活動。財務広報。 

 

実 

績 

・予算関連資料（当初予算案の概要、各局・各区の

予算見積額と予算案の額の状況等）の発行、公表 

・決算関連資料（財政の状況、他都市比較で見る財

政の状況等）の発行、公表 

・統一的な基準に基づく財務書類の作成、公表 

・財政出前講座による予算概要の説明 

・市場公募地方債発行団体 IR説明会に参加 

・個別投資家への IR を実施 

・市補助金概要調書等の公表 

財政状況について、市民や投資家に対する

積極的な情報の開示を進める。 

評 

価 

財政状況について市民や投資家に対して積極的

な情報の開示を進めることができた。 

また、決算関連資料の他都市比較で見る財政の状

況等について内容の充実を図った。 

5 

公用車による交通事故防止 

・職員に過失のある交通事故を年間 30 件以

下とする。 

・職員に対して、安全運転に関する更なる啓

発事業を実施する。 

実 

績 

職員に過失のある交通事故は 28 件発生 

・交通事故防止強化月間運動の実施 

 実施回数 年 5 回 

・職員安全運転研修会の実施 

 管理職対象 2 日間 323 人 

 全職員対象 2 日間 149 人 

・職員安全運転実技研修の実施 

 延べ 13 日間 参加者 102 人 

・警察官による実践的研修 2回 64 人 

・バック誘導研修 3 回 77 人 

・フォローアップ研修 17 回実施 対象 19 人 

・チェーン装着研修 2日 36 人 

・声かけ運動の実施 通年 

公用車による職員に過失のある交通事故

は、平成 30 年度は 28 件となり、交通事故防

止目標の 30 件を下回るとともに、平成 29年

度の職員に過失のある交通事故件数 37 件を

下回ったが、引き続き、更なる交通事故防止

に向けた取組を進める。 

評 

価 

運転時安全運転カードの公用車内での音読の新規

実施や、公用車駐車場での財務部職員等による安全

運転声かけ、事故を起こした職員を対象としたフォ

ローアップ研修等の実践的な研修を引き続き実施

したことで、昨年度の職員に過失のある交通事故件

数は 28 件と、平成 29 年度の 37 件を下回った。 
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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 

３．債権回収対策の推進と景気動向等を踏まえた税収の確保を進めます。 

1 

税収確保のための取組 

平成 30 年度第 1 回債権回収推進会議にお

いて設定する、市税の収入未済額及び現年度

収納率 

＜目標値＞ 

・収入未済額 ：31 億円未満 

・現年度収納率：99.06％ 

実 

績 

【収入未済額】 

目標を達成する見込み 

【現年度収納率】 

目標を達成する見込み 
納付お知らせセンター事業による初期未

納者対策の実施、財産調査、差押、公売等滞

納処分の強化により、収入未済額の削減及び

現年度収納率の向上を図る。 評 

価 

市税収納対策を推進し、滞納整理に努めた結果、

収入未済額を削減し、現年度収納率の向上が図れる

見込み。 

2 

債権回収対策の推進 
平成 30 年度第 1 回債権回収推進会議にお

いて設定する、主要 8債権（※）の収入未済

額及び現年度収納率 

（※）主要 8債権：市税、後期高齢者医療保険料、生活保

護費返還金、介護保険料、国民健康保険税、母子父子寡婦

福祉資金貸付金、保育所保育料、住宅使用料 

＜目標値＞ 

・収入未済額 ：121 億円未満 

・現年度収納率：債権毎に設定 

実 

績 

【収入未済額】 

目標を達成する見込み 

【現年度収納率】 

すべての債権で目標を達成する見込み 

「第 2次相模原市債権回収対策基本方針」

に基づき、全庁的な収入未済額の削減及び現

年度収納率の向上に向けた取組を推進する。

この方針を推進するため設置している「債権

回収推進会議」において、毎年度の取組目標

の設定や進行管理、債権所管課への支援、指

導を行う。 

評 

価 

債権回収対策を推進し、滞納整理に努めた結果、

収入未済額を削減し、現年度収納率の向上が図れる

見込み。 

3 

地方分権改革における税制の取組 

・指定都市市長会、九都県市首脳会議等にお

いて国・地方間の税源配分の是正などの要

望活動を積極的に行う。 

・税制改正の影響のほか、景気動向や本市の

今後のまちづくり等を踏まえ、今後の税収

を的確に見込む。 

実 

績 

・指定都市市長会、九都県市首脳会議等において

国・地方間の税源配分の是正などの要望活動を積

極的に行った。 

・税制改正の影響のほか、景気動向や本市の今後の

まちづくり等を踏まえ、今後の税収の見通しを行

った。 

税制改正等の要望活動を積極的に行うと

ともに、税制改正の影響等を踏まえ、今後の

税収を的確に見込む。 

評 

価 

・要望活動を積極的に行うことができた。 

・今後の税収を的確に見込むことができた。 

 



7 

■ 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．人や企業に選ばれるまちづくりを推進します 

1  

次期総合計画の策定に向けた検討 ・基本計画及び実施計画の検討、策定 

  策定体制における検討 

  総合計画審議会での基本計画の円滑な審議 

  EBPM の手法を活用した事業立案 

  十分に精査した実施計画の策定 

 平成 32 年度からを計画期間とする次期総合計画の策定に向けた

取組を行う。 

既に発生している又は今後発生が見込まれる諸課題に対し、適切に

対応することができる。 

2 新 

持続可能な開発目標（SDGs）の推進に向けた取組 ・SDGs と総合計画をはじめとした各種計画との関係性の整理 

・多様なステークホルダーと連携した市民等に対する普及啓発 

 国連が定める SDGs の 17 の目標を踏まえた各種計画の策定や施策

の推進を図るとともに、市民や企業等、様々な主体と連携した取組を

進めることで、持続可能な社会の実現をめざす。 

SDGs を踏まえた各種計画の策定や、市民、企業等と連携した取組を

加速させることで、「経済・社会・環境の三側面の調和」、「持続可能で

強靱なまちづくり」、「誰一人取り残さない社会の実現」に寄与する。 

3  

次期都市経営指針・実行計画の策定 
次期総合計画の策定とあわせた策定 

 更なる行財政改革と持続可能な都市経営の推進を図るため、次期総

合計画策定の検討とあわせて、令和 2 年度からを計画期間とする次期

都市経営指針及び実行計画を策定する。 

本市を取り巻く環境の変化等に対応した見直しに取り組むことによ

り、更なる行財政改革と持続可能な都市経営の推進を図ることができ

る。 

4  

公共施設マネジメント及び公民連携の推進 ・モデル事業の推進（城山総合事務所周辺の公共施設の再編） 

・公共建築物（市営住宅及び学校施設を除く。）の長寿命化計画の策定 

・公共施設のあり方を考える市民ワークショップ（市区単位）の開催 
・PPP/PFI 地域プラットフォームの運営 

・サウンディング型市場調査の運用 持続可能な公共サービスの提供に向け、「公共施設の保全・利活用基

本指針」や「PPP（公民連携）活用指針」等に基づく取組を推進する。 
施設の整備等に係る財政負担の軽減や平準化、民間ノウハウや専門

知識を活用した効率的・効果的な事務の実施や市民サービスの向上を

図ることができる。 

5  

さがプロ 2020 の推進 ・さがプロ 2020 関連事業の総合調整及び進行管理 

・市民、関係団体等との連携体制の強化 

・イベントボランティアの確保策の検討 

・関連事業の実施に係る国、県、組織委員会等との連絡調整 

 大会の成功に向け、関係自治体等との連携や協力を更に進めるとと

もに、本市のスポーツ・文化の振興、魅力の発信等を通じて本市の発

展を図るため、大会期間中の取組だけではなく、大会終了後も持続可

能な取組についても積極的に展開する。 大会機運の醸成、市内関係団体との連携強化等 

6  

2020 年東京オリンピック競技大会 自転車ロードレース競技

の開催に向けた調整 

・コースの一般周知及びテストイベントの開催告知 

・競技実施に向けた組織委員会、関係自治体等との各種調整 

・本番に向けた競技ボランティア(コースサポーター)の確保 

・PR 方策及びレガシー創出に向けた関連事業の検討・実施 競技実施に向けた各種調整を着実に進めるとともに、大会を契機と

したレガシー創出につながる取組について検討する。 
競技の成功、本市のスポーツ振興・観光振興・PR促進等 

7  

外国選手団の事前キャンプ受入れ、ホストタウン交流事業 ・事前キャンプの実施に向けた準備 

・ブラジル選手団及びカナダボートチームのテストキャンプの受入れ 

・相手国関係者や日本人オリンピアン・パラリンピアンとの交流など、

ホストタウン交流事業の実施 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたテスト

キャンプの受入れや、ブラジル及びカナダのホストタウンとして市民

との交流事業を行う。 

※平成 30 年度は教育局で実施 大会機運の醸成、本市のスポーツ振興、国際理解の促進等 

8  

情報政策の推進 情報政策の推進に資する次期情報化計画の策定 

 ・計画に位置づける個別事業の選定及び成果指標の設定 

 ・計画推進体制の構築 

 ・官民データ活用推進計画の策定 

情報政策のさらなる推進を目的として、平成 32年度から 4 年間を計

画期間とする、官民データ活用推進計画を包含した次期情報化計画を

策定する。 

次期情報化計画を策定することにより、統一的な理念に基づく、ICT

の戦略的な活用が推進される。 

・利用者中心の行政サービス改革 

・経営資源を最大限に活用した行財政改革 

・将来にわたり発展し続けるまちづくり 
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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 

２．将来にわたり本市が発展を遂げるための財政運営を推進します 

1  

長期財政収支の設定 公共施設等の長寿命化計画や大規模事業等を見据えた長期財政収支

の設定 
公共施設等の長寿命化計画や大規模事業等を見据えた長期財政収支

の設定 将来にわたる健全財政の確保 

2  

長期財政収支を踏まえた持続可能な予算編成 
長期財政収支を踏まえた持続可能な財政運営 

 必要な財源を確保しつつ、効果的で効率的な予算の編成を行う。 
持続可能な財政運営 

3  

財政状況の評価と開示 ・予算・決算関連資料の作成、公表 

・財政出前講座の実施 

・効果的な IR活動の実施  財政状況について、市民や投資家に対して積極的でわかりやすい情

報の開示を進める。 
財政状況の透明性及び市民等の理解度の向上 

4  

公用車による交通事故防止 
・職員に過失のある交通事故件数の目標を引き続き 30件以下とする。 

・交通事故防止に向けた取組を引き続き実施する。 
平成 30 年度において、公用車による職員に過失のある交通事故は 28

件と前年度 37件を下回ったが、引き続き交通事故防止に向けた取組を

進める。 
・市民の信頼低下の防止 

・事故対応に伴う事務処理及び財政負担の削減 

３．債権回収対策の推進と景気動向等を踏まえた税収の確保を進めます。 

1  

税収確保のための取組 令和元年度第 1 回債権回収推進会議において設定する、市税の収入

未済額及び現年度収納率 納付お知らせセンター事業による初期未納者対策の実施、財産調査、

差押、公売等滞納処分の強化により、収入未済額の削減及び現年度収

納率の向上を図る。 
市民の負担の公平性と税収の確保 

2  

債権回収対策の推進 令和元年度第 1 回債権回収推進会議において設定する、主要 8 債権

（※）の収入未済額及び現年度収納率 

（※）主要 8 債権：市税、後期高齢者医療保険料、生活保護費返還金、介護保険料、国民健

康保険税、母子父子寡婦福祉資金貸付金、保育所保育料、住宅使用料 

「第 2 次相模原市債権回収対策基本方針」に基づき、全庁的な収入

未済額の削減及び現年度収納率の向上に向けた取組を推進する。この

方針を推進するため設置している「債権回収推進会議」において、毎

年度の取組目標の設定や進行管理、債権所管課への支援、指導を行う。 市民の負担の公平性と自主財源の確保 

3  

地方分権改革における税制の取組 ・指定都市市長会、九都県市首脳会議等において国・地方間の税源配

分の是正などの要望活動を積極的に行う。 

・税制改正の影響のほか、景気動向や本市の今後のまちづくり等を踏

まえ、今後の税収を的確に見込む。 
税制改正等の要望活動を積極的に行うとともに、税制改正の影響等

を踏まえ、今後の税収を的確に見込む。 

地方分権改革の推進と税収の確保 
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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） 
総合略設

定事業 

１．人や企業に選ばれるまちづくりを推進します 

1   次期総合計画の策定 
企画部  

企画政策課 

・策定会議、幹事会等を開催する。 

・基本計画案の審議のため総合計画審議会を 7 回程度開

催する。 

・市民参加の取組としてシンポジウムを実施する。 

・実施計画掲載事業の精査を行う。 

28,889  

2  新・相模原市総合計画の進行管理 
企画部  

企画政策課 

 「新・相模原市総合計画」及び「相模原市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を効果的かつ効率的に推進するた

め、成果目標の達成度を明らかにし、進行管理を行う。 

2,081  

3 新 SDGs の推進に向けた取組 
企画部 

 企画政策課 

・総合計画をはじめとした各種計画の策定において、SDGs

との関連性を整理し表記する。 

・市民、企業など様々な主体と連携したイベントの開催

等、普及啓発活動の推進 

―  

4  都市政策の調査研究 

企画部 

企画政策課さ

がみはら都市

みらい研究所 

 産業分析による本市産業実態の把握や、立地特性の類

似した他自治体等における産業支援策との比較による調

査研究を行う。 

1,614  

5  
次期さがみはら都市経営指針・実行計

画の策定 

企画部  

経営監理課 

更なる行財政改革と持続可能な都市経営の推進を図る

ため、次期総合計画策定の検討とあわせて、次期都市経

営指針・実行計画を策定する。 

926  

6  公共施設マネジメントの推進 
企画部  

経営監理課 

「公共施設の保全・利活用基本指針」及び「相模原市

公共施設マネジメント推進プラン」に基づき、施設の規

模、配置及びサービスの適正化に向けた取組を推進する。 

1,677  

7  
PPP（公民連携）活用指針に基づく取

組 

企画部  

経営監理課 

民間事業者が有する高度な専門知識や経営資源を積極

的に活用した公共サービスの提供を推進するため、「PPP

（公民連携）活用指針」に基づき、PPP/PFI 地域プラッ

トフォームの運営、サウンディング型市場調査の運用な

どの取組を行う。 

151  

8  指定管理者制度運用の見直し 
企画部  

経営監理課 

公の施設としての信頼性を確保しつつ、民間のノウハ

ウを活用した質の高いサービスの提供の実現に向けて、

指定管理者制度の課題等を検証し、運用方法の見直しを

行う。 

189  

9  受益者負担の適正化の推進 
企画部  

経営監理課 

市が提供する行政サービスに係る受益と負担の適正化

を図るため、「受益者負担の在り方の基本方針」に基づき、

受益者負担の適正化を推進する。 

―  

10  
次期外郭団体に係る改革プランの策

定 

企画部  

経営監理課 

外郭団体の更なる経営健全化を実現するため、本市に

おける外郭団体の抜本的改革の方向性を示した次期改革

プランを策定する。 

189  

11  事務事業の精査・見直し 
企画部  

経営監理課 

行政として担うべき役割を検証し、「費用対効果」と「選

択と集中」の視点に立ち事務事業の精査・見直しを行う。 
―  

12  都市間連携の取組 
企画部 

 広域行政課 

指定都市市長会や九都県市首脳会議など広域的な連携

組織に参画する。 
5,632  

13  
地方分権改革関連法案に対応した各

局への支援 

企画部 

 広域行政課 

・第 9 次一括法に係る対応について、支援・調整を行う

とともに、各局総務室とともに進行管理を行う。 

・提案募集方式の活用に向け、庁内調整を進める。 

―  
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No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合略設

定事業 

14  
周辺市町村との連携、協力による広域

行政の取組の推進 

企画部 

 広域行政課 

共通課題の解決に向けて、県央相模川サミットや町田

市、八王子市等との連携を強化する。 
270  

15 新 指定都市移行 10 周年記念事業 
企画部 

 広域行政課 

令和 2年 4月の指定都市移行 10 年という節目に、市民

とともに本市のこれまでの歩みを振り返るとともに、今

後の更なる発展、飛躍につながる機会とするため、記念

式典等を実施する。 

債務負担行為 

0（H31） 

1,800（R2） 

 

16  
2020 年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会に向けた取組の推進 

企画部 

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリン

ピック推進課 

2020 東京五輪・さがみはらプロジェクト（さがプロ

2020）関連事業の効果的な推進を図るため、ブラジル選

手団及びカナダボートチームのテストキャンプの受入れ

やホストタウン交流事業をはじめとする、さがプロ 2020

に係る様々な施策の全庁横断的な総合調整に取り組む。 

130,195 千円 

※各局において事

業を実施するた  

 め、予算につい 

ては各局へ配分 

 

17  

2020 年東京オリンピック競技大会 

自転車ロードレース競技の開催に向

けた調整 

企画部 

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリン

ピック推進課 

自転車ロードレース競技の実施に向け、組織委員会や

コース通過自治体等と連携しながら各種調整を着実に進

めるほか、大会後も見据えたスポーツや観光の振興等に

つなげられるよう、PR 方策やレガシー創出に向けた関連

事業に取り組む。 

（さがプロ２０２０関連事業 

130,195 千円の

うち） 

58,638 千円 

 

18  
外国選手団の事前キャンプ受入れ、ホ

ストタウン交流事業 

企画部 

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリン

ピック推進課 

2020 年東京オリンピック競技大会における事前キャ

ンプの予行としてブラジル選手団及びカナダボートチー

ムのテストキャンプを受け入れるほか、両国のホストタ

ウンとして、選手団・関係者と市民との交流事業の実施

に取り組む。 

※平成 30 年度は教育局で実施 

（さがプロ２０２０関連事業 

130,195 千円の

うち） 

39,219 千円 

 

19  
相模原市土地開発公社の健全経営推

進 

企画部 

土地利用調整課 

 公社保有資産の縮減を図るため、「第２次さがみはら都

市経営指針・実行計画」に掲げる目標達成に向けて保有

土地の買戻しを進める。 

―  

20  特定地域土地利用計画の改定 
企画部 

土地利用調整課 

現計画を改訂した新たな「特定地域土地利用計画」の

策定及び利用検討ゾーン設定手続きの構築に向け、庁内

及び関係機関との調整を図る。 

―  

21  地籍調査事業の着実な推進 
企画部 

土地利用調整課 

地籍調査事業の取組みに係る推進体制の構築に向け、

庁内及び関係機関との調整を図る。 
2,329  

22  基幹システム運用体制等の確立 
企画部 

 情報政策課 

・基幹システム全面稼働後の稼働実績を踏まえ、最適な

システム運用の手順や体制について検討を進め、安定

的かつ効率的なシステム運用を持続させるための運用

体制等を確立する。 

・「基幹システム最適化実施計画」で定めた、基幹システ

ム最適化事業の効果について、今年度の稼働実績を踏

まえた効果測定を実施する。 

―  

23  情報政策の推進 
企画部 

 情報政策課 

・ICT 活用推進計画（平成 29 年度～31 年度）に位置づけ

ている個別事業の進捗管理を行うとともに、計画の最

終年度として、計画の総括に関する取組を実施する。 

・業務効率や市民サービスの向上等に繋がる RPA や AI

等の新しい技術の導入に向けた取組を推進する。 

―  

24  オープンデータの推進 
企画部 

 情報政策課 

市のホームページに公開しているオープンデータの拡

大を図るとともに、企業や市民のデータ利活用促進に繋

がる取組を推進する。 

―  

25 新 
2020 年国勢調査の円滑な実施に向け

た取組 

企画部 

 情報政策課 

調査区設定などの準備を進めるとともに、調査員の確

保や全庁的な実施体制の構築に取り組む。 
4,541  
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No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合略設

定事業 

２．将来にわたり本市が発展を遂げるための財政運営を推進します。 

1  市債の適正な発行 
財務部 

財務課 

平成 29 年度から平成 31年度までの 3年間の一般会計

の市債（臨時財政対策債を除く）発行額を 300 億円以内

に抑制する。 

―  

2  
長期財政収支を踏まえた持続可能な

予算編成 

財務部 

財務課 

必要な財源を確保しつつ、効果的で効率的な予算の編

成を行う。 
―  

3  
市財政の積極的でわかりやすい情報

開示 

財務部 

財務課 

 市民によりわかりやすい内容で市財政の情報開示を推

進するため、決算関連資料の充実を図るほか、市民向け

の財政出前講座や投資家向け IR 活動に積極的に取り組

む。 

 また、各局・各区の予算見積額と予算案の額の状況

及び調整の考え方について情報開示を行う。 

―  

4  補助金の見直し 
財務部 

財務課 

①包括外部監査の結果報告（平成 28・29 年 3月）におけ

る指摘事項の改善の検証 

②第 2 次さがみはら都市経営指針・実行計画等に基づく

見直し時期、内容の検証 

―  

5  
暮らし潤いさがみはら寄附金制度の

充実及び寄附金活用事業の検討 

財務部 

財務課 

 寄附金制度の充実を図るため、返礼品目の拡充及び受

領した寄附金の活用方法の検討等を行う。 
―  

6 新 入札契約制度の更なる適正化 
財務部 

契約課 

 入札契約制度の調査研究など、現行制度の見直しに向

けた取組を実施し、制度の更なる適正化を図る。 
―  

7  公用車の交通事故防止対策 
財務部 

 管財課 

 安全運転意識の向上を図るため、引き続き職員安全運

転研修をはじめ、庁内放送による注意喚起、駐車場での

声かけ運動等を実施する。 

500 

 

8  
公共建築物（市営住宅及び学校施設を

除く。）の長寿命化計画の策定 

財務部 

公共建築課 

「公共施設の保全・利活用基本指針」及び「相模原市

公共施設マネジメント推進プラン」に基づき、長寿命化

計画策定に向けた取組を推進する。 

―  

３．債権回収対策の推進と景気動向等を踏まえた税収の確保を進めます。 

1  税収確保のための取組 

税務部 

税制課 

債権対策課 

納税課 

市民税課 

資産税課 

緑市税事務所 

南市税事務所 

・「税収確保対策基本方針」に基づく市税収納の強力な推

進、口座振替利用の促進、個人住民税の特別徴収の徹

底、固定資産税の未評価等家屋の調査・課税など、賦

課徴収部門が一体となって、税収確保に向けた取組を

行う。 

・市税への理解を深めてもらうため、市民周知の取組を

行う。 

―  

2  債権回収対策の推進 
税務部 

債権対策課 

 債権対策課において、債権所管課から回収困難となっ

た債権の移管を受けた上で、強制徴収債権の滞納処分、

執行停止等の措置や非強制徴収債権の弁護士への回収業

務委託等を実施する。 

12,367  

3  地方分権改革における税制の取組 

税務部 

 税制課 

 市民税課 

 資産税課 

・指定都市市長会、九都県市首脳会議等において国・地

方間の税源配分の是正や大都市特有の財政需要に対応

した税財源の拡充強化などの要望活動を積極的に行

う。 

・税制改正の影響のほか、景気動向や本市の今後のまち

づくり等を踏まえたうえで、今後の税収を的確に見込

む。 

―  

4  税務事務の委託化の推進 
税務部 

市民税課 

市民税課において、税証明書発行件数の増加や課税事

務の複雑化などに効率的に対応するため、民間活力や

RPA などの先進的な手法を検証・検討し、導入に向けた

準備を進める。 

8,579  

 


