
2 　新・相模原市総合計画中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、中長期的な視点に立って、平成29年度以降の具体的な実施事業を明ら
かにし、毎年度の予算編成及び事務執行の指針となる、後期実施計画を策定
していく必要がある。

6
　いわゆる「第6次一括法」など地方分権改革に関する法案が、第190回通常
国会に提出されている。

　必要な例規整備とともに、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に効果的につなげていく必要がある。

7
　指定都市市長会を通して、新たな大都市制度の創設について、国に提案が
行われている。

　「相模原市 新たな大都市制度検討報告書」を踏まえ、大都市制度について
市民周知を図るとともに、本市の実情を踏まえ、引き続き検討を行う必要があ
る。

8
　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。
　また、連携中枢都市圏や、三大都市圏における水平的な連携など、国が進
める新たな広域連携の制度等についても注視しながら、取組を検討する必要
がある。

２．地方分権改革の推進と自主・自立的な政策形成の支援を進めます。

３．安心していきいきと快適に暮らせるまちづくりを進めます。

　■　局・区の役割・目標

5
　平成26年6月に「地方分権改革の総括と展望」が取りまとめられ、20年にわた
る取組の振り返りと今後の地方分権改革の方向性が示された。
また、地方の発意に根差した取組として、「提案募集方式」が導入された。

　国の動向を踏まえ、指定都市市長会、九都県市首脳会議などを通じ、「権限
移譲・税財源の移譲」などを引き続き求めていく必要がある。
　また、本市の実情を踏まえた地方分権改革の推進について積極的に提案し
ていく必要がある。

1

　まち・ひと・しごと創生法第10条に基づき策定した「相模原市まち・ひと・しごと
創生人口ビジョン」と「相模原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」について、施
策の推進に当たっての評価検証に係る実施方法を検討し、PDCAサイクルを
実施していく。

 　「新・総合計画」と一体となって、効果的に評価検証をしていく必要があり、
実施方法や体制などを検討し、外部評価を実施する必要がある。

　■　局・区経営の視点・方針

　■　現状と課題

　本市が発展を続け、市民の豊かで安心できる暮らしを実現するために、都市としての成長戦略に基づき、市債の適正発行や収納対策の強化などにより強
固な財政基盤の確立を図るとともに、民間等の専門知識や経営資源を活用するなど市民との協働による持続可能な都市経営を目指します。
　また、「新・総合計画」、「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、施策評価等を踏まえた継
続的な改善活動に取り組みます。さらに広域交流拠点の形成に向け庁内調整を図るとともに、総合計画中期実施計画の着実な推進に努めます。

　国や県から移譲された幅広い権限を駆使し、地方の独創性や創意工夫により課題に応じた取組を進めるとともに、真の分権型社会の実現に向け、指定都
市市長会や九都県市首脳会議などを通じ、国等に対し権限移譲や税財源の確保などについて要望や提言を行います。
　地方分権の受け皿となる本市の行政体制の強化を図り、都市行政の先導的な役割を果たすため、庁内の政策形成・調整能力の向上、周辺自治体や他の
指定都市との連携を進めます。
　また、庁内分権の実効性を高め、各局・区が市民満足度の高い施策を展開できるよう局・区の自主･自立的な取組を支援するとともに、局・区間をまたがる
課題の調整に努め、市役所全体の政策形成能力の向上を図ります。

　人にやさしい快適な生活環境をつくるとともに、市民のいきいきとした暮らしや活力ある都市の実現に向け、各種の施策や事業について庁内における総合
的な調整を行います。
　また、大規模な災害が発生した際にも優先して行う事務に不可欠な情報システムについて、情報システム業務継続計画（ICT-BCP）の運用により、安全安
心の向上に取り組みます。

１．成長戦略を持った都市経営を進めます。

　多くの公共施設の老朽化が進み、今後の施設改修や更新への対応が求め
られている。

選ばれる都市づくりに向け果敢に挑戦！

　■　キャッチフレーズ

　■　局・区の運営の責任者

企画財政局長　　　和光　亨
企画部長　　小林　輝明　　　　 財務部長　　矢部　祐介　　　　税務部長　　古井　隆一

平成 年度 企画財政局　運営方針　28

１．「将来、相模原市が日本一の都市となるために、今、市職員の全ての力を結集する。」
２．『幅広い視野と高いモチベーションを備えた職員による先進性・独創性のある都市経営を行う。』
３．『行政施策の成果が見えるようにする。』
４．『ＰＰＰの活用を図るなど、効果的で効率的かつ堅実な行財政運営を推進する。』
５．『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。』
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3

4

　さがみはら都市経営指針・実行計画の最終年度となる。

現　　　状 課　　　題

　更なる行政改革と持続可能な都市経営の推進を図るため、内外の環境変化
に応じた指針と実行計画の改定が必要である。

　保全コストの確保とともに、資産としての施設のあり方を検討する必要があ
る。
　利用者の安全性と利便性を高めるため、施設の適正かつ計画的な管理と維
持、補修を行う必要がある。

1



Ｎｏ． 現　　　状 課　　　題

　平成26年度の市税の収入未済額は約49億円、市税外を含む全体の収入未
済額は約165億円となり、市税は3年連続、全体は2年連続で減少した。

12
　標的型攻撃メールをはじめとするサイバー攻撃などにより、市が保有する電
子情報資産に対するセキュリティリスクが高まっている。

　これまでの情報セキュリティ対策をさらに充実させるとともに、新たな対策の
実施に取り組むなど、情報セキュリティ対策を一層強化する必要がある。

18

　国の制度改正、補正予算の動向等を的確に把握し、その変化に迅速に対応
した機動的な財政運営が必要である。

16 　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。

17
　平成27年度は職員に過失のある交通事故件数が平成26年度に比べ大幅に
増加しており、事故の減少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、さらなる交通事故防止対策の取組が必
要である。

21
　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。

　税務事務のうち、業者委託が可能な業務に関する委託化を推進することに
より、市民の利便性の向上、職員の業務量の軽減、人件費の削減を図る必要
がある。

19
　平成28年度の市税については、個人市民税における賃金のベースアップな
どに伴う給与所得の増、固定資産税における家屋の新増築や設備投資の増
などにより、前年度比で約26億円の増収を見込んでいる。

　平成29年度以降については、景気動向、税制改正の影響、本市の将来像等
を踏まえたうえで、税収を的確に見込んでいく必要がある。

20
　政令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国へ要望活動を行
う必要がある。

9
　2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、会場整備や
追加競技種目の調整、自治体による事前キャンプ誘致等の取組が進められて
いる。

　大会の成功に向け、関係都市等との連携を図るとともに、本市のスポーツ・
文化の振興、魅力の発信等を通じた本市の発展を図り、大会終了後も持続可
能な取組を展開する必要がある。

　　大都市制度や地方分権改革の推進等については、指定都市市長会や九都県市首脳会議等と連携して、国等に対して要望・提案を行う。
　　また、圏域全体の発展に資するよう、近隣自治体との広域的な連携事業、研究等を行う。

10

14

15

　■　広域連携を視野に入れた取組

　将来にわたって健全財政の維持が求められている。

　扶助費等の義務的経費が増加し、今後、新規事業に充てられる財源の減少
が見込まれる。

　津久井地域における秩序ある土地利用を推進するための調整が求められて
いる。

　特定地域土地利用計画に定める利用検討ゾーンの精査及び提案制度の創
設に向けた検討や県条例本則移行に向けた条件整理について具体的な検討
を進める必要がある。

　一層の歳入の確保を図るとともに、より効率的・効果的な行財政運営に向け
て、実行力を持って進める仕組みを構築する必要がある。

　健全財政維持のため、引き続き市債の適正な発行に努めつつ、積極的に歳
入の確保を図るなど、財政指標に留意した財政運営が必要である。

 　「相模原市債権回収対策基本方針」に掲げた目標値（H28年度収入未済額：
162億6,000万円）については、平成27年度決算において達成見込みであるこ
とから、さらなる収入未済額の削減に取り組む。

11
　情報通信技術（ICT）が市民の日常生活や社会・経済活動に広く浸透してい
る。

　まちづくりや市民サービスの向上、業務改革に、ICTを効果的に活用するとと
もに、TCO（総所有コスト）を削減する必要がある。

13
　社会経済情勢の変化や国の制度改正、予算、施策に対応した財政運営が
求められている。
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　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：H27単年度目標、◎：H27・28継続目標、新：H28新規目標】

2 新

後期実施計画の策定

　準備作業の着手

実
績
　後期実施計画の策定に向けて準備を
開始した。

　平成29年度から31年度の3ヶ年を計
画期間として後期実施計画を策定す
る。

評
価

　後期実施計画掲載希望事業及び財源
確保策等の検討を早期に開始することが
できた。

・策定方針の決定
・計画の策定

―

評
価

・「(仮称)公共施設マネジメント推進プラ
ン」の策定（平成28年度）に向けて着実に
検討作業を進めた。
・事前協議制度に基づき、運用を開始し
た。

―

9 ◎

公共施設マネジメントの検討

・施設分類ごと地区ごとの施設配置の
あり方（方向性）などを示す「(仮称)公
共施設マネジメント推進プラン」の策
定作業を進める。（平成28年度策定
予定）
・施設整備のルール・事前協議制度
の導入。

実
績

・「(仮称)公共施設マネジメント推進プラ
ン」の策定作業を進めた。（平成28年度
策定予定）
・施設整備に係る事前協議制度を導入し
た。

　「(仮称)公共施設マ
ネジメント推進プラン」
の策定

　今後の公共施設サービスの適正化
に向けた取組の方向性などを示す
「公共施設の保全・利活用基本指針」
に基づき、施設の長寿命化、改修コス
トの平準化及び施設の適正配置等に
向けた取組を進める。

8 ◎

PPP（公民連携）活用指針に基づく取
組

　事業実施手法の見直しと、提案型
公共サービス民間活用モデル事業を
実施する。

・外郭団体経営検討
委員会開催
・改革プランの進行管
理　公表　平成23年10月に策定した本市にお

ける外郭団体の抜本的改革の方向性
を示した「改革プラン」の進行管理を
行う。

評
価

　改革プランの重点取組の結果を評価す
るとともに、外郭団体の事業成果や経営
の健全性、効率性の評価を行った。

―

◎

「外郭団体に係る改革プラン」の進行
管理

・外郭団体経営検討委員会開催
・改革プランの進行管理　公表

実
績

・検討委員会(4回）を開催し、外郭団体の
うち5法人についてヒアリングを実施した。
・検討結果を建議書として公表した。

　PPP／PFI手法の優
先的検討規程及び
PFIガイドラインを策
定する。

　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、平
成26年12月に策定した「PPP（公民連
携）活用指針」に基づく取組を行う。

評
価
　民間のノウハウや専門知識を活用した
公民連携の取組を進めることができた。

―

・事業手法の見直しの実施と連携した事
務事業評価を行った。
・提案型公共サービス民間活用モデル事
業の募集から選考までを行い、1事業を
決定した。

― ―

　引き続き、受益者負
担の適正化に取り組
む。　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、平
成24年12月に策定した「受益者負担
の在り方の基本方針」に基づき、コスト
を把握し、受益者負担の適正化を推
進する。

評
価
　市が提供する行政サービスに係る受益
と負担をより適正にすることができた。

―

１．成長戦略を持った都市経営を進めます。

6 新

次期都市経営指針・実行計画の策定

―

7 ◎

受益者負担の適正化の推進

　コストを公表するとともに、受益者負
担の適正化に向け、条例改正を行う。

実
績

　7月にコストを公表し、9月に条例改正を
行い、平成28年4月から施設使用料等と
手数料等の料金を改定した。

5 ◎

「都市経営指針・実行計画」の進行管
理

・経営評価委員会開催
・進行管理　公表

実
績

・経営評価委員会（8回）を開催し、進捗
状況に課題がある取組について検討を
行った。
・検討結果を建議書として公表した。

実
績 ―

1 ◎

「新・相模原市総合計画」の進行管理

・総合計画審議会開催
・進行管理、公表
・評価手法の検討

実
績
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事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

・審議会（全体会8回、部会6回）を開催
し、50施策のうち17施策について２次評
価を実施した。また、昨年度作成した13
施策の改善工程表について、実施状況
についてのモニタリングを実施した。
・庁内及び審議会において評価を実施
し、結果を公表した。

・総合計画審議会開
催
・進行管理、公表

　施策や事業を市民の視点で検証
し、成果に基づいた評価を行い、その
結果により明らかになった課題を事業
展開に反映するPDCAサイクルによ
り、市政運営を行う。

評
価

・2次評価については審議会の議論を踏
まえ17施策について実施した。
・改善工程表の実施状況について、モニ
タリングを実施することで、継続的な改善
状況の確認を行うことができた。

―

4

・次期都市経営指針
及び実行計画の策定
・経営評価委員会開
催

・経営評価委員会開
催
・進行管理　公表

　持続可能な都市経営を行うため、都
市経営指針・実行計画の各取組項目
の着実な実施を推進する。 評

価

　計画を着実に実施するため、委員会か
らの意見を踏まえて、今後の対応方針を
決定した。

―

　更なる行政改革と持続可能な都市
経営を行うため、都市経営指針・実行
計画を策定する。 評

価

実
績

3 ◎

都市政策の調査研究

・相模原市まち・ひと・しごと創生人口
ビジョン策定に係る基礎調査の実施
及び素案の作成

実
績

・相模原市民の暮らしに関するアンケート
調査
・人口移動に係る実態アンケート調査
・相模原市の将来世帯推計

　人口ビジョンにおけ
る課題も踏まえ、（仮
称）超高齢社会にお
ける高齢者の就労に
関する調査研究を実
施する。

　中長期的な視点から都市政策の調
査研究を行うとともに、基礎的情報の
調査、収集整理、分析による課題発
掘と先進事例を参考にした課題解決
への提言となる研究を行う。 評

価

　上記3つの調査結果を基に、「相模原
市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」の
素案を作成することができた。

―

3



　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：H27単年度目標、◎：H27・28継続目標、新：H28新規目標】

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

16 ◎

債権回収対策の強化

　平成27年度収入未済額合計
　167億1,400万円以下

実
績
　平成27年度収入未済額合計
　実績：155億6,500万円（見込み）

　平成28年度収入未
済額合計：
146億3,900万円以下　「相模原市債権回収対策基本方針」

に基づき策定した「債権回収対策等
実行計画」に従い、未収金の発生予
防、早期回収、滞納処分、訴訟等によ
る債権回収対策の強化を図る。

評
価
　債権回収対策を推進し、滞納整理に努
めた結果、概ね目標を達成する見込み。

―

15 ◎

税収の確保

　現年度収納率　98.58％
　滞納繰越分収納率　26.72％

実
績
・現年度収納率：98.81％（見込み）
・滞納繰越分収納率：30.78％（見込み）

　現年度収納率：
　98.82％
　滞納繰越分収納
率：
　28.80％

　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
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、概ね目標を達成する見込み。

―

14 ◎

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

実
績

・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
・予算（案）の概要の充実
・財政白書は平成27年4月に発行
・固定資産台帳の更新
・市補助金概要調書等の公表
・出前講座の開催　1件

・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

　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

・予定どおり評価及び開示を行った。
・財政白書の公表や予算（案）の概要の
内容を充実させたことにより、より分かりや
すい情報提供ができた。

―

13 ◎

必要財源の確保による円滑な予算
編成

・新たな歳入の確保
・適正な予算配分
・資金運用方法の効率化の検討

実
績

・ネーミングライツ等による歳入確保の強
化
・資金管理の一元化による運用益の更な
る確保
・運用可能債券の拡大（機構債）

・効果的な資金運用
体制の強化
・適正な予算配分

　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

　積極的な歳入確保や徹底した事業費
の精査により、効果的で効率的な予算編
成を行った。

―

12 ◎

健全財政の維持
　財政健全化法の早期健全化基準
　実質赤字比率：11.25
　連結実質赤字比率：16.25
　実質公債費比率25％（独自目標
8％）
　将来負担比率：400％

　早期健全化基準未満の維持

実
績

実質赤字比率　　　－（赤字発生せず）
連結実質赤字比率－（赤字発生せず）
実質公債費比率　3.4％
将来負担比率　　40.2％
（平成26年度決算ベース）

　早期健全化基準未
満の維持

　市債の適正な発行により健全財政を
維持する。

評
価

・早期健全化基準を全て下回っている。
・実質公債費比率については、都市経営
指針の目標(8％）をクリアしている。

―

10 ◎

相模原市土地開発公社の健全経営
推進

　保有資産の縮減を図る。

実
績
・年度当初の保有資産　10,286百万円
・年度末の保有資産 　　  8,654百万円

　引き続き、保有地の
縮減を図るとともに、
次期さがみはら都市
経営指針実行計画に
おける数値目標を設
定する。

　公社保有資産の縮減を図るため、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。 評

価
　保有資産を1,632百万円縮減することが
できた。

―

11 ◎

基幹システム最適化推進事業

・業務システムの調達を実施する。
・各システムの構築作業を計画的に進
める。

実
績

・6つの業務システムのうち、5システムに
ついて総合評価一般競争入札により事
業者を選定した。
・システム構築については、各システムの
プロジェクト計画書に基づき計画的に進
めた。

・保健福祉システムの
再調達を実施する。
・1次稼働するシステ
ムについて、平成29
年1月から稼働を開
始させる。

評
価

　保健福祉システムが次年度に再調達す
ることとなったが、他システムの調達は完
了した。また、システム構築についても概
ね計画どおりに実施することができた。

―

 　情報関連事業費の削減、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。

17 新

税務事務の委託化の推進

―

実
績 ―

　税務事務のうち、業
者委託が可能な業務
に関する委託化を検
討し、推進する。　市民の利便性向上、職員の業務量

の軽減、人件費の削減を図るために、
税務事務の委託化を推進する。

評
価 ― ―

4



　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：H27単年度目標、◎：H27・28継続目標、新：H28新規目標】

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

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を
年間30件以下とする。
・研修及び啓発事業を見直し、更なる
交通事故防止に向け、取組を強化す
る。

実
績

　職員に過失のある交通事故件数は年
間49件であった。
・運転時安全運転カードの作成・配布
・交通事故防止強化月間運動の実施
　　実施回数　4回
・職員安全運転研修会の実施
　　管理職対象　2日間　403人
　　全職員対象　2日間　159人
・職員安全運転実技研修の実施
　　延べ　14日　参加者　104人
・警察官による実践的研修　2回　103人
・バック誘導研修　2回　58人
・庁内放送の実施

・職員に過失のある
交通事故件数を年間
30件以下とする。
・研修及び啓発事業
を見直し、交通事故
防止の取組を強化す
る。

　公用車による交通事故が平成２７年
度は26年度と比べ大幅に増加してお
り、事故防止対策を充実し、事故の減
少に向けた取組を進める。

評
価

　職員に過失のある交通事故件数が減
少した26年度に引き続き、バック誘導研
修など実践的研修を実施したが、27年度
は49件で前年度から約60％増加した。更
なる対策が必要である。

―

非線引き白地地区等における土地利
用の考え方の検討

　地域の特色を活かした計画的な土
地利用が図られる手法について、関
係部局と協議・調整を行う。

実
績

　土地利用の調整に係る検討会を設置
し、当該地区における土地利用に係る課
題の整理・抽出を行うとともに、その対応
や将来に向けた土地利用の調整の考え
方及びそれに基づく調整手法等につい
て検討を行った。

　平成27年度の検討
結果を基に、当該地
域における土地利用
の調整の考え方を取
りまとめる。

　津久井地域（非線引き用途無指定
地域及び都市計画区域外）におい
て、自然環境の保全を図りつつ、人口
の減少抑制や地域活性化等の地域
振興など、適正な土地利用が図られ
る新たな土地利用の調整に係る手法
について検討する。

評
価

　調整手法の精査や検証など一部継続
協議となったが、検討会として土地利用
調整の考え方や調整手法について取り
まとめることができた。

―

2 ◎

・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。
・景気動向、税制改
正の影響、本市の将
来像等を踏まえたうえ
で、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、経済部等との情報交換
等を通じた財源確保策の検討を行う。

評
価
　財源確保策に関する実現性、効果等の
検証を行うことができた。

―

３．安心していきいきと快適に暮らせるまちづくりを進めます。

地方分権改革における税制の取組

　税務部内にプロジェクトチームを設
置したうえで、法人の規模や業種等と
税収との相関を分析する。

実
績

　税務部内に税収向上プロジェクトチー
ムを設置したうえで、新たな財源確保に
向けたアイデアを抽出し、その実現性、
効果等についての検証を行った。

1 ◎

周辺市町村との連携、協力による広
域行政の取組の推進

・引き続き既存の連携を強化するとと
もに、新たな都市間連携について検
討する。
・行政・住民を含めた交流の活発化や
連携・協力による住民サービスの向上
を図る。

実
績

・県央相模川サミットや町田市・相模原市
首長懇談会等を開催し、連携を深めた。
・圏央道厚木PAでの観光振興や、町田
市・学生と連携したパラリンピックに係る
取組を報告・提案した。

　引き続き既存の連
携を強化するととも
に、新たな都市間連
携について検討す
る。 2　県央相模川サミットや町田市、八王

子市との連携を強化するとともに新た
な都市間連携を行う。 評

価

　周辺市町村との連携した取組により、本
市と周辺圏域の発展に寄与することがで
きた。

―

1 ◎

地方分権改革関連法案に対応した各
局への支援

・第5次一括法案に係る対応につい
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、本市単独で
１件、指定都市市長会共同で6件の提案
を行った。

・第6次一括法案に係
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。

　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5次一括法」の施行に伴う条例整備
や事務処理体制の整備等について、円
滑に実施することができた。
・提案募集制度を積極的に活用し、取組
を進めた。

―

2 ◎

さがプロ2020の推進

　大会の成功に向け関係都市等との
連携や協力を更に進めるとともに、市
民等との連携・協働などを含めた新た
な取組について検討する。

実
績

・市内のスポーツ施設や本市の魅力をPR
するマップ(英語・日本語)を作成するとと
もに、これを基にPR動画を作成した。
・さがまちコンソーシアムとの連携等によ
り、パラリンピックの周知啓発について、
企画検討を行った。

　大会の成功に向け
関係都市等との連携
や協力を更に進める
ともに、市民等との連
携・協働などを含めた
新たな取組について
検討する。 2

　大会の成功に向け、関係都市等と
の連携や協力を更に進めるともに、本
市のスポーツ・文化の新興、魅力の発
信等を通じて本市の発展を図るため、
また、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

・マップ・動画とも、市のホームページに
おいて公開することにより、効果的な情報
発信に寄与することができた。
・町田市や学生等との連携を通じて取組
を推進することができた。

―

3 ◎

２．地方分権改革の推進と自主・自立的な政策形成の支援を進めます。

5



■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【新：Ｈ28新規目標】

―
・平成26年度から平成28年度までの3年間の市債発行
額を950億円以内に抑制する。
・実質公債費比率については8％以下を維持する。

新
新・相模原市総合計画　後期実施計
画の策定

企画部　企画政策課

　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
改善を図るとともに、中長期的な視点に立って、平成29
年度以降の具体的な実施事業を明らかにし、毎年度の
予算編成及び事務執行の指針となる後期実施計画を
策定する。

―

　「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。

3,340

市民経済計算の公表へ向けた取組
企画部　企画政策課さがみは
ら都市みらい研究所

　本市経済の循環と構造を「生産」、「分配」、「支出」の
各面から計量的に把握し、市民経済の実態を包括的に
明らかにする市民経済計算の公表に向け取組を進め
る。

―新

企画部　情報政策課
　情報マネジメント推進計画に位置付けた個別事業の
着実な実施を図るとともに、平成29年度開始に向けた
新たな情報部門計画を策定する。

―

27,136

市債の適正な発行 財務部　財務課

　市民の利便性向上、職員の業務量の軽減、人件費の
削減を図るために、税務事務のうち、業者委託が可能
な業務に関する委託化を検討し、推進する。

―17 新 税務事務の委託化の推進

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

13

16

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

債権回収対策の強化 税務部　債権対策課

―

　「税収確保対策基本方針」に基づく市税収納の強力
な推進、「相模原市納付お知らせセンター」での納付督
励、口座振替利用の促進、個人住民税の特別徴収の
推進、固定資産税の家屋特定調査の実施など、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。

　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うえで、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。

10 基幹システム最適化推進事業 企画部　情報政策課

・平成29年1月の1次稼働（住民記録、保険年金等）に向
けてシステム構築や移行作業、操作研修を計画的に実
施する。
・保健福祉システムを再調達するとともに、課税システム
を含めた2次稼働システムの設計・構築作業を進める。

451,775

財務部　財務課
　資金の運用や借入の一元化に伴い、さらに効率的、
効果的に運用する手法・体制を強化する。

―効果的な資金運用体制の強化

12

14 市財政の積極的な情報開示 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、バランスシートの精度の向上を図るなど
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。

―

11 情報政策の推進

15 税収確保のための取組

6
「都市経営指針・実行計画」の進行
管理

企画部　経営監理課
　持続可能な都市経営に向けた、都市経営指針・実行
計画の各取組項目を着実に推進するため、進行管理を
行う。

　市が出資等をしている外郭団体に係る「外郭団体に係
る改革プラン」（平成23年度策定）の進行管理を行う。

1537 「外郭団体改革プラン」の進行管理 企画部　経営監理課

9 公共施設マネジメントの取組 企画部　経営監理課

8
PPP（公民連携）活用指針に基づく取
組

企画部　経営監理課

　「公共施設の保全・利活用基本指針」に基づき、公共
施設の適正配置等を進めるための「（仮称）公共施設マ
ネジメント推進プラン」を策定する。

2,390

　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、平成26年12月に策定した「PPP（公民連携）活用指
針」に基づく取組を行う。

―

5 新
「次期都市経営指針・実行計画」の
策定

企画部　経営監理課
　更なる行政改革と持続可能な都市経営を行うため、次
期都市経営指針・実行計画を策定する。

Ｎｏ． 主な取組 部名／課名 内　容
広域連携の
有効性事業費（千円）

総合戦略
設定事業

1,293

2 新・相模原市総合計画の進行管理 企画部　企画政策課

1

4

3 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

　高齢期の自立した暮らしの確保のためには、高齢者
自身の安定した経済基盤の形成が重要であると考え、
基盤形成の方法の一つである就労について、課題の抽
出及び整理を行い、今後の高齢期における就労を検討
するための基礎資料を取りまとめる。

2,300

１．成長戦略を持った都市経営を進めます。
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■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【新：Ｈ28新規目標】

Ｎｏ． 主な取組 部名／課名 内　容
広域連携の
有効性事業費（千円）

総合戦略
設定事業

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

２．地方分権改革の推進と自主・自立的な政策形成の支援を進めます。

　市ＨＰに公開しているオープンデータの拡大を図ると
ともに、企業や市民の利活用を促進する取組を進める。

―

・共通課題の解決に向けて、県央相模川サミットや町田
市、八王子市との連携を強化するとともに、新たな都市
間連携について検討する。
・連携中枢都市圏や、三大都市圏における水平的な連
携など、国が進める新たな広域連携の制度等について
注視しながら取組を検討する。

600

3 新 情報セキュリティ対策の強化 企画部　情報政策課
　国の施策を踏まえ、サイバー攻撃などの脅威に対する
情報セキュリティ対策の強化を図る。

102,409

5 公用車の交通事故防止対策 財務部　管財課
　職員安全運転研修の充実等により、安全運転行動の
取組を強化し、職員の安全運転意識の徹底を図るととも
に、月ごとに目標達成状況のチェックを行う。

　国や他都市等の動向を注視しながら、広域自治体（道
州）との役割分担など、課題とした事項等について検討
を行い、ホームページ等を通じて情報を発信する。

―

569

・第6次一括法案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。

―

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 2

3

1

2 新たな大都市制度の検討 企画部　広域行政課

　指定都市市長会議、九都県市首脳会議、県・横浜・川
崎・相模原四首長懇談会など、広域的な連携に参画す
る。

1 都市間連携の取組 企画部　広域行政課 5,864

３．安心していきいきと快適に暮らせるまちづくりを進めます。

4 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。
・景気動向、税制改正の影響、本市の将来像等を踏ま
えたうえで、今後の税収を的確に見込む。

―

2 さがプロ2020の推進 企画部　広域行政課 2
　大会の成功に向け関係都市等との連携や協力を更に
進めるともに、市民等との連携・協働などを含めた新た
な取組について検討する。

10,000
（うち広域行政
課分501千円）

1

4 オープンデータの推進 企画部　情報政策課
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