
４　市民一人ひとりの個性と能力が尊重されるまちづくりを進めます。

○男女が互いにその人権を尊重し、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けた取組を進めます。
○お互いの違いを認め合い、市民一人ひとりの人権が尊重される地域社会の実現に向けた取組を進めます。

市民局　運営方針28

「市民とともに」協働で築く、文化と安らぎにあふれるまち

　■　局・区の役割・目標

　■　局・区の運営の責任者

市民局長　　 齋藤　憲司
市民局次長　 樋口　一美

○市民との協働によるまちづくりを一層進めるため、継続的に活動する担い手や、活動をけん引するリーダーの育成に取り組みます。
○地域課題や社会的課題の解決のため、地域活動や市民活動に取り組む様々な団体への支援や、多様な担い手による連携の促進により、市民の創意と工
夫があふれる個性豊かなまちづくりを一層進めます。
○各区・各地区の個性や特性を活かしたまちづくりを進め、身近な課題を身近な場所で解決できるよう区役所機能の充実に努めます。

　■　局・区経営の視点・方針

平成 年度

・地域活動や市民活動を肯定的に捉える市民は多いものの、活動に参加したこと
がない、又はそのような活動が行われていることを知らない市民が少なくない。
・地域活動や市民活動に機会があれば参加したいという潜在ニーズがある。

～　市民の皆様への約束　～
１　私たちは、市民の声をよく聴き、積極的に皆様のところに飛び込んでいきます。
２　私たちは、市民の視点に立ち、新しい発想と創意工夫により、先進的・独創的な取組に果敢に挑みます。
３　私たちは、市民のニーズに応え、身近なところでサービスを提供します。
４　私たちは、市民の信頼に応えるため、服務規律を守るとともに、適切で効率的に仕事を進めます。
５　私たちは、市民に愛される市役所を目指し、健康で笑顔と活気あふれる職場づくりに努めます。

○交通事故や犯罪のない地域社会の実現を目指し、地域団体や関係機関と連携した取組を進めます。
○消費者被害の未然防止及び自立した消費者の育成を図り、安全で安心な消費生活の確保に向けた取組を進めます。
○空家等対策や落書き防止対策の実施など、市民が安全で安心して暮らせる生活環境の向上に向けた取組を進めます。
○市民の利便性の向上を図るため、市民ニーズの的確な把握に努め、効果的な窓口サービスのあり方等について検討を進めます。

○潤いと安らぎにあふれる心豊かな生活と、活力ある地域コミュニティの実現に向け、文化を身近に感じることができる環境づくりや市民の文化活動への支援
を進めます。
○将来にわたり管理施設におけるサービス提供を続けるため、長期的な視点で、効率的な管理運営に努めます。
○市民の多彩な文化活動を推進するため、特色ある文化事業の発信や先進的・実験的なアート活動の更なる拡充に努め、美術館の整備についても取組を
進めます。

１　市民が主体の協働によるまちづくりを進めます。

２　市民が安心して快適に暮らせるまちづくりを進めます。　

３　市民が育む文化の薫る心豊かなまちづくりを進めます。

　■　キャッチフレーズ

・NPO法人等の市民活動団体が増加し、その活動が活発化している。
・一方、後継者の育成や活動資金など、安定した活動環境が求められている。
・まちづくりを担う各主体の連携・協力による、新しい公共サービスのあり方が求
められている。

・NPO法人の設立や運営の支援を行う必要がある。
・寄附文化を醸成し、安定した団体運営につながる財源の確保が必要である。
・地域活動団体や市民活動団体に対し、助言や情報提供等の役割を担うNPO法
人等による中間支援組織同士の連携を強化する必要がある。

　区制施行後の取組について検証を行い、区役所機能のあり方を整理しつつ、順
次区役所機能の強化を図っている。

・区役所機能の強化を進めているが、地域の個性や特性を活かしたまちづくりを
より一層推進するためには、更なる検討が必要である。
・検討に当たっては、庁内横断的な検討が必要である。

　■　現状と課題

課　　　題

・地域活動や市民活動に関する様々な情報や、活動を広げていくために有用な情
報を積極的に発信することが必要である。
・市民の興味や関心度に応じて必要な情報を提供するとともに、協働の視点での
地域活動や市民活動に参加できるよう、多様な学習機会を設ける必要がある。

・地域活動の促進を図るため、地域の担い手である自治会等とともに地域づくり
や身近な集会所や広場などの活動拠点の確保に取り組む必要がある。
・自治会活動の理解を深める啓発活動や、多様な団体との連携など、積極的な自
治会加入の促進に取り組む必要がある。
・自治会活動の中心である役員などの担い手を確保する必要がある。

現　　　状

・自治会は、地域住民の自主的・自立的な組織として、地域コミュニティの形成や
身近な課題解決に向けた取組を行っている。
・自治会加入世帯数には大きな変動がないものの、市全体の世帯数が増えてい
ることから、加入率は低下傾向にある。
・担い手不足や役員の高齢化等により地域コミュニティの活力低下が懸念されて
いる。
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　■　現状と課題

課　　　題現　　　状

・多くの人々が、性別に関わりなく、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の
実現に取り組む必要がある。
・ＤＶを予防するための啓発を行うとともに、ＤＶ被害者に対して、関係機関等と連
携して支援を図っていくことが必要である。
・庁内連携によるＤＶ被害者の個人情報保護について、更に強化・徹底する必要
がある。
・差別や偏見のない地域社会の実現に向け、人権啓発の一層の充実を図るとと
もに、人権に関する市民の意識や新たな課題等を把握し、効果的な施策の推進
を図る必要がある。

○市民との協働によるまちづくりの推進に向けて、地域の担い手の減少による地域コミュニティの希薄化、各都市に共通する課題、また、地域の創意や主体性を
活かせる区役所機能のあり方など政令指定都市共通の課題について、大都市市民局長連絡会議、指定都市区政主管課長会議、指定都市区長会議などの場を
活用して情報交換や課題の共有に努め、制度上の改善点などについて、必要に応じて国への働きかけ等を行っていきます。
○市民大学・交流センターにおいて、大学の高度な専門性や人材を活用し、新たな地域活動、市民活動を創出するとともに、施設の拠点性を生かしたネットワー
クの拡大を図ります。
○「相模女子大学グリーンホール（相模原市文化会館）」、「アートラボはしもと」などの施設を文化の拠点とし、文化団体や美術系大学、「東京国立近代美術館
フィルムセンター相模原分館」等と連携した事業活動を一層推進することにより、周辺自治体に対して、戦略的に相模原の市民文化を発信します。
○本市のパスポートセンターが、近隣市の住民の方も利用ができるよう、座間市や大和市などと情報交換等を行いながら、引き続き県へ要望します。

・第4次男女共同参画基本計画（平成27年12月25日閣議決定）及び女性活躍推
進法（平成28年4月1日全面施行）の理念を踏まえ、多様な人材の能力を活用し、
活力ある豊かな社会を築くため、あらゆる分野における女性の活躍が求められて
いる。
・本市におけるDV相談件数は増加傾向にあり、DV被害者の支援体制について、
一層の充実を図っていく必要がある。
・ＤＶに関する深刻な事件が増加するとともに、巧妙な手口によりＤＶ被害者の個
人情報が自治体から不正に取得される事案が発生している。
・子どもや高齢者の虐待などの人権侵害事案の発生のほか、全国的には、ヘイト
スピーチや性的マイノリティに対する偏見など、新たな人権課題も顕在化してきて
いる。

・相談内容や年代に応じた対策が必要であり、特に若年層と高齢者に重点を置い
た消費者教育を進めていく必要がある。
・複雑・多様化する相談に対応するため、相談員の研修を拡充し人材育成を図る
とともに、相談時間の延長など体制の強化を図る必要がある。
・高齢者等の見守りを推進するため、自治会、民生委員・児童委員、高齢者支援
センターなどとの連携が必要である。
・インターネットの普及などによる新たな消費者被害に迅速に対応するため、消費
生活に関する情報提供の方法を新たに検討していく必要がある。

　ライフスタイルの多様化に対応した行政サービスの拡充や、身近な場所での利
便性の高い窓口サービスの提供が求められている。

　市民ニーズに対応した窓口サービスを効果的に提供するため、窓口サービスの
あり方の検討や身近な場所で証明書等を交付する「コンビニ交付」のサービス拡
充などを含む、利便性の向上に向けた取組を進めていく必要がある。

　市内の住居表示街区表示板は、老朽化の進行による視認性の低下や、破損に
よる危険性が高まっているが、交換が進んでいない。また、政令指定都市に移行
したことに伴い、区が設置されたが、街区表示板には区の名称が記載されていな
い状況である。

・将来にわたり管理施設におけるサービス提供を続けるために、長期的な視点
で、効率的な管理運営が求められている。
・南市民ホールや杜のホールはしもと、北市民健康文化センターなど、建設から
相当年数が経過してきており、設備等の老朽化が進行している。

・建物を長期にわたり安全で快適な状態に維持し、将来コストの平準化を図るた
めの適正な予防保全を実施する必要がある。
・全庁的・総合的な視点から庁内横断的に管理運営や大規模改修や更新の在り
方を検討する必要がある。
・各施設の長期的・効率的な管理運営のため、長期修繕計画の策定についても
検討する必要がある。

　■　広域連携を視野に入れた取組

・市内の交通事故件数は減少傾向にあるが、全事故件数に占める自転車及び高
齢者が関係する交通事故の割合が高く、神奈川県交通安全対策協議会から緑
区、中央区、南区が自転車交通事故多発地域に、緑区、中央区が高齢者交通事
故多発地域に指定されている。
・市内の犯罪発生件数は減少傾向にあるが、子どもや女性を狙った迷惑行為や
高齢者を狙った振り込め詐欺等、取り組むべき課題が多く存在している。
・市内に多数の落書きがあり、まちの美観が損なわれている。
・適切な管理がされていない空家等が市民生活に悪影響を及ぼしている。

・地域団体や関係機関と連携し、各種啓発事業や交通安全教室、自主防犯パト
ロールの促進等により、交通事故の防止、防犯に取り組んでいるが、市民の交通
安全・防犯に関し、更なる普及啓発を進めるとともに、主体的な活動を支援し、活
発化を図る必要がある。特に、交通安全については、庁内の横断的な取組が必
要である。
・市民が安心して快適に暮らすことができる環境を確保するため、落書き防止対
策が求められている。
・問題となっている空家等について、適切な管理が行われるよう、引き続き本市独
自の支援策を実施するとともに、管理不全な空家等の解消及び発生の未然防止
に向けた周知・啓発に取り組む必要がある
・「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく必要な措置を講ずるなど、総
合的な対策を進める必要がある。

・質の高い文化創造を目指すため、新しい形で芸術を市民の生活や環境に浸透
させていく必要がある。
・文化芸術を鑑賞するだけでなく、自らが参加し、活動するなど、市民の文化芸術
への関わり方が多様化している。

・将来にわたり公共施設におけるサービス提供を続けるために、長期的な視点
で、市全体として効率的な管理運営が求められている。
・市民の文化活動への支援や、美術館の整備に向けた取組を進めるなど、市民
が文化を身近に感じるための仕組みづくりを推進する必要がある。
・「アートラボはしもと」の活動を通して、文化芸術を活用したまちづくりと大学との
連携を進めるとともに、事業を周知し、より多くの市民が参加、鑑賞できる取組が
必要である。
・文化施設における、市民の文化芸術鑑賞から文化活動・発表までの一体的な支
援や地域に根差した文化活動を促進する必要がある。

　人口動態の変化等により、年々死亡者数が増えており、市営斎場での火葬件
数が増加傾向にある。

　将来の増加する火葬需要に対応する取組が必要である。

・消費生活相談件数は近年ほぼ横ばいとなっているが、トラブルの内容は複雑
化・多様化している。また近年は、70歳以上の高齢者からの相談が増加してい
る。
・若年層におけるパソコン、携帯電話等を介したインターネットに関する契約トラブ
ルが多発している。
・今年度より、消費者教育及び消費者安全確保機能の強化のため、消費生活セ
ンター条例を施行し、消費生活に係る組織を改編した。

　市内に約22,000枚ある住居表示街区表示板を、市民や外来者にとってより効果
的なものにするため、早期に交換する必要がある。
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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】

　皆で担う地域社会を実現するた
め、自治会、NPO、大学、企業、団体
等との連携を進め、地域活動団体や
市民活動団体に対する財政的な支
援を行うとともに、その活動を支える
人材の育成に努めます。

評
価

・地域活動・市民活動を担う人材育成が図
れた。
・課題解決を図るための市民との協働によ
る取組が展開された。
・市民と大学との連携が深まり、新たな地域
活動や市民活動が生まれた。

・地域活動・市民活動を
担う人材育成が図れる。
・市民・行政協働運営型
市民ファンド運営団体
の活動が活性化され
る。
・学生への社会貢献活
動の動機付けが図れ、
若い世代のボランティア
意識の醸成が期待でき
る。

　市民活動に関する相談・支援や情
報発信、活動の場を提供するととも
に、NPO法人の認証や運営のサポー
トを実施するなど、市民による自主
的、公共的な活動を支援します。

評
価
・市民団体の活動が活性化された。
・NPO法人の活動が活性化された。
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◎

市民協働推進事業

・市民協働推進大学事業（さがみは
ら地域づくり大学）の実施
・市民・行政協働運営型市民ファンド
運営団体の拡充
・市民・大学交流センターの運営支
援
・大学との包括連携に基づく事業の
推進
・ボランティア認定制度の実施

実
績

・市民協働推進大学事業（さがみはら地域
づくり大学）の実施
　基礎コース、応用コース及び専門講座の
実施
　基礎：「さがみはら地域学」他5講座
　応用：「政策と協働」他5講座
　専門講座：「図書修繕講座」
・市民・行政協働運営型市民ファンド運営
団体の拡充については、随時運営団体を
公募するも申請法人なし
・協働事業提案制度　提案件数17件
・市民・大学交流センターの運営支援
　指定管理料37,661千円
・大学との包括連携に基づく事業の推進
　連携事業数62件（大学からの提案数3
件、行政からの提案数59件）※新規のみ
・ボランティア認定制度の実施
　相模女子大学の学生9名及び2団体、和
泉短期大学の学生11名に対して認定証を
贈呈した。
　認定証交付数：個人20名、2団体

◎

市民活動促進事業

・「さがみはら市民活動サポートセン
ター事業」の緑区内での実施（平成
28年4月から）に向けた準備
・指定NPO法人等への支援の充実

実
績

◎

地域活動促進事業

実
績

・若葉まつりなど各種イベントでの自治会
加入促進活動の実施
・自治会加入促進重点キャンペーンの実
施
・多様な視点で自治会加入促進策を検討
する市自治会加入推進協議会を１回開催
・市自治会加入推進協議会に参画する不
動産団体加盟店舗での自治会チラシの配
布等
・市自治会連合会のＨＰを若者向け及びス
マートフォン対応にリニューアルして加入
促進を図った。
・自治会等集会所建設費補助金の交付
　交付件数　12件
・地域活性化事業交付金
　3,000千円×22地区＝66,000千円
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・緑区若しくは南区内を
活動拠点とする市民団
体の活動がより一層活
性化される。
・指定NPO法人等の活
動が活性化される。

Ｎｏ．

事務事業名

・さがみはら市民活動サポートセンター相
談受付件数
　188件（H28.3末時点）　【H26　180件】
・同利用登録団体数
　360団体（同上）　【H26　359団体】
・若葉まつり時に、認定・指定制度周知チラ
シを配布
・センター事業の拡充に向けた方向性（各
区における事業実施、人員体制の拡充）に
ついて、運営団体との協議及び庁内会議
を実施し、承認を受けた（緑区内における
平成28年4月からの実施については見送
り）

・「さがみはら市民活動
サポートセンター事業」
の緑区若しくは南区内
での実施に向けた準備
・指定NPO法人等への
支援の充実

　地域コミュニティの中心的な役割を
果たしている自治会の活動に対する
助成や自主的な地域課題の解決に
取り組む活動に対する「地域活性化
事業交付金」の交付などにより、地域
団体の活動を支援します。

評
価

・積極的な自治会加入促進活動が図られ
た。
・地域活動の場の確保が図られた。
・住民による自主的な課題解決が図られ
た。

・多様な団体との連携に
より、積極的な自治会加
入促進活動が図られ
る。
・現状と乖離した補助金
制度とならないよう、現
況を把握し、必要な措
置を講じることができる。
・住民による自主的な課
題解決が図られる。

・市自治会加入推進協議会による促
進策の検討及び実施
・不動産関係団体との自治会加入促
進の取組
・自治会集会所建設補助金の見直し
・地域活性化事業交付金の交付など
により、地域団体の活動を支援する。

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

１　市民が主体の協働によるまちづくりを進めます。

実績・評価等
目標達成により
得られる成果

・市自治会加入推進協
議会による促進策の検
討及び実施
・不動産関係団体との
自治会加入促進の取組
・自治会集会所建設補
助金の見直し
・地域活性化事業交付
金の交付などにより、地
域団体の活動を支援す
る。

・市民協働推進大学事
業（さがみはら地域づく
り大学）の実施
・市民・行政協働運営型
市民ファンド運営団体
の拡充
・市民・大学交流セン
ターの運営支援
・大学との包括連携に
基づく事業の推進
・ボランティア認定制度
の実施

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

　交通事故の未然防止
を図り、交通事故件数
の減少につながる。

・交通安全教室の開催
年間275回
・延べ参加者数25,000
人

実
績

・講師派遣事業の開催
　年間30回
　延べ参加者数 1,780
人
・年代別、ニーズ等に応
じた内容の講座実施や
情報提供　消費者被害を未然に防ぐため、各

世代にあった消費者教育をはじめと
する消費者啓発を実施するとともに、
消費生活相談を通して被害の救済を
図ります。

評
価

・老人クラブや高齢者支援センターの会議
に出向き、事業を周知することにより、開催
の目標数に達した。
・消費者教育等をとおして消費者意識を醸
成し、消費者被害の拡大防止等につな
がった。

・市民の身近な消費生
活に関する問題への意
識啓発が図られ、自立
した消費者育成につな
がる。
・消費者被害の拡大防
止等につながる。

実
績

・講師派遣事業の開催　年間34回
 延べ1,639人
・年代別、ニーズ等に応じた内容の講座実
施や情報提供

1

地域の個性や特性をい
かした区民との協働によ
るまちづくりが一層進め
られる。

２　市民が安心して快適に暮らせるまちづくりを進めます。　

1

5

2

◎

①（交通事故）　  26年 2,966件
  　　　　　 　    　 27年 2,787件
　　　　　　　 　 前年比△ 179件
②交通安全教室の開催
　26年　年間　272回
　　　　　延べ参加者数　26,518人
　27年　年間　278回
　　　　　延べ参加者数　25,910人
  　　　　前年比△ 608人

　青色回転灯装備車両
によるパトロールの実施
回数（300回）　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り、犯
罪を防止するため、市民による防犯
パトロール等の自主防犯活動を促進
するなど、地域の防犯活動を推進し
ます。

評
価
　パトロールしながら啓発を行い、地域住
民の防犯意識の高揚に貢献した。

　犯罪の未然防止を図
り、犯罪発生件数の減
少につながる。

　防犯灯の一斉LED化
を実施する。

　夜間における犯罪を未然に防止
し、通行の安全を確保するため、防
犯灯を設置するとともに、環境にやさ
しいLED防犯灯などの省エネルギー
タイプへの切替えを促進します。

評
価

　公募型プロポーザル方式により事業者を
選定し、平成28年度の一斉LED化に向け、
現地調査及び電力契約内容の確認を実施
した。

　一斉LED化により、環
境負荷の低減や自治会
の管理負担の軽減、電
気料金の削減効果を早
期に享受することができ
る。

　青色回転灯装備車両によるパトロールの
実施回数（335回）

・防犯灯LED化ESCO事業者の選定
・平成28年度の一斉LED化に向けた現地
調査の実施

　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、交
通安全教室や交通安全に関する啓
発活動を実施するとともに、自転車
が加害者となる事故に対する啓発を
実施するなど、地域の交通安全活動
を推進します。

まちづくり会議支援事業

まちづくり会議の運営を支援するとと
もに、会議と市との間における課題の
共有を図る。

実
績

　市内22地区において、148回のまちづくり
会議が開催され、延べ421件の課題等が話
し合われるとともに、まちづくり会議の構成
員と市が意見交換や情報共有を行うまち
づくり懇談会を各地区で開催した。

◎

◎

消費者啓発・支援事業

・講師派遣事業の開催
　年間30回
　延べ参加者数 1,780人
・年代別、ニーズ等に応じた内容の
講座実施や情報提供

区政の支援

引き続き、区役所機能の強化につい
て検討し、地域に応じたまちづくりが
進められるよう調整を行う。

　円滑な区政運営のため、区の総合
調整や支援を行います。

実
績

　区長会議や関係課長等による検討会を
開催するとともに、全庁横断的な検討組織
を設置し、区役所機能の更なる充実につ
いて検討した。
　地方自治法改正に伴い、区役所の事務
分掌を条例に規定した。

評
価
　区役所機能の更なる充実についての検
討が進んでいる。

◎

◎

防犯灯の設置促進

地域交通安全活動推進事業

・交通安全教室の開催　年間275回
・延べ参加者数25,000人

実
績

評
価

①警察や交通安全団体等との連携による
啓発活動等の実施により、交通事故件数
の減少が図られた。
②幼稚園や保育園、小中学校、高等学
校、PTA、自治会等で実施し、交通安全に
関する啓発活動を行うことができた。

引き続き、区役所機能
の強化について検討
し、地域に応じたまちづ
くりが進められるよう調
整を行う。

地域防犯活動推進事業

　青色回転灯装備車両によるパト
ロールの実施回数（300回）

　各地区のまちづくりの課題を自主
的に話し合い、その解決に向けた活
動に協働で取り組むために設置され
たまちづくり会議の運営を支援しま
す。 評

価

　各地区において、地域の課題解決や魅
力づくりに向けた検討が行われるとともに、
市との協働により地区のまちづくりを推進
するため、庁内関係部局との情報の共有
が図られた。

　地域の課題解決に向
けた協働による取組が
展開される。

　まちづくり会議の運営
を支援するとともに、会
議と市との間における課
題の共有を図る。

4

4

3

　平成28年度の防犯灯の一斉LED
化に向け、ESCO事業導入の取組を
進める。

実
績

◎

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

5 新

消費生活相談の充実

―

実
績 ―

・相談員の研修参加
・メール相談の開始

　複雑・多様な消費者問題に対し、
消費生活相談窓口の集約化とともに
相談員の研修の充実等により、一
層、迅速かつ的確な相談体制を確立
し、関係機関との情報交換や情報提
供により被害の未然防止と救済体制
の強化を図ります。

評
価 ―

　相談員の資質向上、
相談員同士の情報共有
が図られ、より適切な相
談事案対応につなが
る。

　現地調査が終了し、平成28年度から取付
作業が実施できる体制が整った。

　老朽化した街区表示
板が更新され、読みや
すくなることに加え、
ローマ字・ひらがなも記
載されることで、外国人
住民などにもわかりやす
い町並みとなる。

平成27年7月　コンペ実施
平成27年10月　基本協定締結
平成27年10月～平成28年3月　現地調査
を実施し、設置場所の調査
平成28年3月31日契約締結

　まちの美観を損ねる落書きに対す
る防止対策を推進します。

評
価
　良好な生活環境を保ち、安全で安心なま
ちづくりにつながった。

・まちの美観が保持され
る。
・治安の悪化を防ぐこと
につながる。
・市民が安心して快適に
暮らすことができる環境
が確保される。

　コンビニ交付の拡充を
図るため、平成29年4月
から戸籍証明書、戸籍
の附票の交付を開始す
る。
　また、コンビニ交付で
の使用のほか、公的な
身分証明書や電子申請
等で利用することができ
る「個人番号カード」の
普及促進に向けた取組
を行う。併せて、平成29
年度からの証明書自動
交付機の段階的な廃止
に向けた調整を行う。

　窓口サービスの向上を図るため、
市民に身近なコンビニエンスストアに
おいて、住民票の写し等各種証明書
を交付する「コンビニ交付」を導入す
るとともに、「個人番号カード」の交付
を推進します。併せて、自動交付機
等の見直しを検討します。

　コンビニ交付の開始により、「いつでも」
「どこでも」住民票等の証明書交付が可能
となり、市民サービスの向上につながった。

　コンビニ交付の拡充及
び「個人番号カード」の
普及により、さらなる窓
口サービスの向上につ
ながる。

評
価

　落書き行為の防止に
ついて、条例の趣旨や
意義などを周知・啓発
するとともに、落書きを
減少させる施策を実施
する。

　平成27年12月22日　字名の変更実施 ―

　川尻大島界土地区画整理事業の
完了により、地番が振り直されること
にあわせ、字名を変更します。

評
価

実
績

実
績

本市独自の支援策の実施状況
　・流通支援　2件（業者紹介2件、うち成約
1件）
　・業務代行　2件（樹木の伐採2件）
空家等対策協議会（附属機関）
　・協議会の設置（平成28年1月）、開催（2
回）
空家等対策計画
　・パブリックコメント実施3/1～3/30

　法に基づく特定空家
等への是正措置及び既
存支援策を実施するとと
もに、管理不全な空家
等の解消及び発生の未
然防止に向けた周知・
啓発を実施する。

◎

落書き防止対策推進事業

　落書き行為の防止について、条例
の趣旨や意義などを周知・啓発する
とともに、落書きを減少させる施策を
実施する。

実
績

　「相模原市落書き行為の防止に関する条
例」を平成27年10月1日から施行し、パンフ
レットやチラシ等により、周知・啓発を図っ
た。

◎

窓口サービスの向上

・市民に身近な全国の主要なコンビ
ニエンスストアにおける証明書交付
の第一弾として、平成28年1月から住
民票の写し、印鑑登録証明書の交付
を開始する。
・必要な条例改正を行う。
・窓口サービスの向上に向けた庁内
検討

実
績

　平成28年1月26日から個人番号カードを
活用したコンビニ交付を導入し、住民票の
写し、印鑑登録証明書の交付を開始した。

　換地処分に併せて字名の変更を行った
ことで、住所がわかりやすくなった。

―

　市内の街区表示板の
一斉交換を完了する。

　住居表示街区表示板を、防犯灯の
LED化事業と連携して、一斉交換し
ます。
　また、交換に際しては、各区のシン
ボルカラーに変更し、区名とローマ字
表記を追加します。

評
価

　居住者不在のまま、建物が長期間
放置され、老朽化やゴミの投棄など
で問題となっている空き家について、
適正な管理が行われるよう対策を実
施します。

評
価

　良好な居住環境を維持し、市民が安全で
安心して暮らすことができるまちづくりにつ
ながった。
　空家等対策計画の策定に向けた検討が
進んだ。

　良好な居住環境を維
持し、市民が安全で安
心して暮らすことができ
るまちづくりに向けた取
組が進む。

空き家対策推進事業

　法に基づく特定空家等への是正措
置及び既存の支援策を実施するとと
もに、「空家等対策計画」の策定を検
討する。

9

6

7

10 ○

川尻大島界土地区画整理事業に伴
う字名変更

◎

街区表示板一斉更新事業

　平成28年度の街区表示板一斉更
新に向け、防犯灯のLED化事業と連
携して取組を進める。

・字名変更
　川尻大島界の一部→
向原四丁目
・変更時期
　平成27年12月施行予定

実
績

8

◎

5



　■　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

2

　フォトギャラリー（写真美術館）の整
備に向けて、写真作品の収集を行う
とともに、収蔵作品展を開催します。

評
価
　市民が優れた写真作品に親しむ機会を
提供することができた。

　市民が優れた写真作
品に親しむ機会を提供
することができる。

　フォトギャラリー（写真
美術館）整備について
は、美術館整備事業に
統合し、作品展示事業
は継続して実施する。◎

フォトギャラリー(写真美術館）整備及
び作品展示事業

　写真作品の収集を行うとともに、 終
戦・原爆投下70周年記念事業「江成
常夫写真展」を開催する。

実
績

・写真作品の収集については、プロの作品
58点とアマの作品64点の収集を行った。
・フォトシティさがみはらの受賞作品展を開
催した。

2
　市民が絵画や写真、映像など、
様々な文化芸術に親しみ、参加する
ための機能や活動等、施設整備に
向けた検討を進めます。

評
価

・本市の美術館整備を進める上での基礎
調査を行い、美術館整備の基本構想（案）
としてまとめることができた。
・今後の美術館運営に必要な活動の経験
が蓄積できた。

・市民に本市美術館の
基本理念や機能、活動
等についての方向性を
示すことができる。
・「アートラボはしもと」で
展開している事業によ
り、美術館運営に必要
な経験の蓄積ができる。

・市としての基本構想を２ヵ年程度で
策定する。
・「アートラボはしもと」の美術館として
の再整備に向けた取組を進める。
・「アートラボはしもと」における大学
や企業、団体との連携の強化を図
る。

11

◎

美術館整備事業

実
績

・美術館整備に当たっての基礎調査と美術
館基本構想検討委員会からの答申を尊重
した美術館基本構想の策定を進めた。
・アートラボはしもとにおいては、近隣の美
術系４大学との連携や、相模原ロータリー
クラブとの連携による事業実施に努めた。

・市としての基本構想を
策定する。
・「アートラボはしもと」を
美術館(橋本)として再整
備するための、具体的
な取組を進める。
・美術館（相模原）の整
備に向けた取組を進め
る。
・「アートラボはしもと」に
おける大学や企業、団
体との連携の強化を図
る。

３　市民が育む文化の薫る心豊かなまちづくりを進めます。

◎

新たな火葬場整備事業

地域との協働により候補地を選定す
る。

実
績

1 ◎

市民文化創造事業

・イベントガイドの発行により文化事
業の情報発信を行う。
・街かどコンサートを12回開催する。
・映画上映を東京国立近代美術館
フィルムセンター相模原分館などで
実施する。
・商業施設などを利用した作品展示
を開催する。
・文化財団や指定管理者と連携し
て、文化施設で行う事業の充実を図
る。

実
績

・9月にイベントガイドを9,000部発行。2020
年東京オリ・パラの文化振興の一助となる
よう表紙のデザインを多摩美術大学の学生
に依頼。市内の公共施設等に配布して、
市民に文化芸術事業を広く周知した。
・街かどコンサートを市役所ロビー、民間施
設を活用し、年12回実施した。
・フィルムセンター所蔵作品の上映につい
ては、3会場で計5日間実施し、昨年度を上
回る824名の入場者数があった。
・年間を通してアマチュア部の写真展を開
催した。
・それぞれの施設において、施設の特色や
施設間の連携などを考慮した事業を実施
した。

・イベントガイドの発行に
より文化事業の情報発
信を行う。
・街かどコンサートを12
回開催する。
・映画上映を東京国立
近代美術館フィルムセ
ンター相模原分館など
で実施する。
・商業施設などを利用し
た写真作品展示を開催
する。
・文化財団や指定管理
者と連携して、文化施設
で行う事業の充実を図
る。

2
　市民文化の創造や文化を身近に
感じる環境づくりを進めるため、さが
みはら文化振興プランに掲げた施策
を推進します。

評
価

・多くの市民が、文化芸術に触れる機会を
持つことができた。
・地域における市民の文化活動が促進され
た。

・多くの市民が、文化芸
術に触れる機会を持つ
ことができる。
・地域における市民の
文化活動が促進され
る。

　高齢化の進行などによる今後の火
葬需要に対応するため、新たな火葬
場の整備に向けた取組を進めます。

評
価
　候補地検討エリアの絞込みを行い、候補
地の選定へ向けた取組を進めた。

　候補地の選定に伴
い、整備に向けた取組
が進む。

　地域からの意見の場として、協議会(「相
模原市新たな火葬場を考える会」)を設置
し、候補地についての検討を重ね、基本構
想において津久井地域とされていた候補
地検討エリアから、国道412号、413号及び
県道鳥屋川尻線で囲まれるエリア周辺へと
絞込みを行った。

　候補地エリア周辺で行
われる事業の動向や
「新たな火葬場を考える
会」からの意見等を踏ま
え、候補地を１箇所に絞
り込み、新たな火葬場
整備の推進に向け取組
を進めます。

3

6



　■　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

　南合同庁舎の在り方
検討に合わせて、取組
を進める。

男女共同参画推進事業

・第2次さがみはら男女共同参画プラ
ン21の推進を図る（男女共同参画推
進センターの管理運営支援、市民意
識・事業所調査の実施　等）。

実
績

・男女共同参画推進センターの運営やさが
みはら男女共同参画推進員による啓発事
業等、プランに基づく事業を推進した。
・男女共同参画施策を取りまとめた年次報
告を作成・公表した。
・男女共同参画に関する市民意識・事業所
調査を実施した。　男女が、互いにその人権を尊重す

るとともに責任を分かち合い、性別に
かかわりなく、その個性と能力を十分
に発揮することができる男女共同参
画社会の形成を推進します。

評
価

･事業運営については、プランに基づき推
進することができた。
・市民意識・事業所調査の結果、市民の男
女共同参画に関する意識、考え方等を把
握することができ、今後の事業推進の基礎
的資料とすることができた。

　差別のない社会の実現に向け、人
権尊重の理念が定着し、市民の意識
及び日常生活の行動面等におい
て、人権尊重意識が定着するよう啓
発を図るとともに、新たな課題に対応
した人権施策の推進を図ります。

評
価

　人権の花等の啓発事業を通じて、子ども
たちに命や思いやりの気持ちの大切さを伝
えることができた。
　また、講演会では、市民や民生委員児童
委員、人権擁護委員等を対象に人権につ
いて分かりやすい内容で実施することがで
きた。

　人権尊重のまちづくり
につながる。

◎

5 ◎

市民局所管施設マネジメント

・予防保全の実施
・長期修繕計画策定へ向けた検討

実
績
　他事業とのスケジュールと整合性を図りな
がら検討を行った。

　公共施設の保全・利活用基本指針
に基づき、建物を長期にわたり安全
で快適な状態に維持するため、適正
な予防保全の実施や改修・更新等に
ついて、南市民ホールなど、市民局
所管施設の長期修繕計画の策定を
検討します。

評
価

◎

1

　災害発生時の利用者の安全確保
のため、国の耐震基準に基づいた、
天井落下防止対策として、吊り天井
を有する文化施設の天井耐震化工
事を進めます。

評
価

文化施設天井耐震化事業

　文化施設天井耐震化事業に向け
た準備を行う。

実
績
　施設に適した工法を検討するため他施
設での工事事例を収集した。

　天井耐震化工事に向けた準備を進め
た。

　施設の利用者の安全
が確保される。

◎

DV対策推進事業

・DV相談支援センターの事業運営を
中心に、被害者支援やDV予防啓発
等を推進する。
・DV被害者（住民票閲覧制限申出者
等）の個人情報保護の更なる徹底を
図る。

実
績

・DV相談支援センターの運営によるDV被
害者の保護・支援
・DV予防啓発のための講座等事業の実施
・庁内連携によるDV被害者（住民票閲覧
制限申出者等）の個人情報保護強化への
取組

・DV相談支援センター
を中心に、被害者支援
やDV予防啓発等を推
進する。
・DV被害者（住民票閲
覧制限申出者等）の個
人情報の更なる徹底を
図る。

2

評
価

　DV相談支援センターの運営による被害
者の保護・支援を図るとともに、DVの予防
啓発とDV被害者の保護・支援を行うことが
できた。

　DVの予防啓発とDV被
害者の保護・支援を行う
ことができる。

3 新

人権施策推進事業

　法務局、人権擁護委員など関係機
関等と連携を図りながら、講演会、研
修会及び啓発事業を継続して実施
することにより、更なる人権啓発を推
進する。

実
績

　法務局、人権擁護委員など関係機関等と
連携を図りながら、講演会、研修会及び啓
発事業を実施し、人権啓発を推進した。

　法務局、人権擁護委
員など関係機関等と連
携を図りながら、講演
会、研修会及び啓発事
業を継続して実施すると
ともに、今後の人権施策
の基礎資料とするため、
人権市民意識調査を実
施する。

　DV被害者に対する切れ目のない
支援と、暴力防止に向けた予防啓発
を推進し、DVの根絶をめざします。

　男女共同参画の推進
につながる。

・第2次さがみはら男女
共同参画プラン21の推
進を図る（男女共同参
画推進センターの管理
運営支援　等）。
・女性活躍の推進を図
る（重点取組事項の整
理　等）。

◎

相模原市総合写真祭フォトシティさ
がみはら事業

・全国から写真作品を公募・顕彰し、
発表の機会を提供する。
・15周年記念イベントを企画・開催す
る。

実
績
　写真作品を公募し、4,351点の応募を受
け、表彰を行い、作品展を実施した。

2
　写真展を中心に様々なイベントを
開催することにより、市民が写真や文
化について触れる機会を提供し、「さ
がみはら文化」として内外に発信しま
す。

評
価

　フォトシティさがみはらを通して、相模原
から写真文化を広く発信することで、文化
都市のイメージ形成に寄与することができ
た。

　フォトシティさがみはら
を通して、相模原から写
真文化を広く発信するこ
とで、文化都市のイメー
ジ形成に寄与することが
できる。

　全国から写真作品を
公募・顕彰し、発表の機
会を提供する。

　各課所管施設について、検討を進めるこ
とができた。

・予防保全の実施
・長期修繕計画策定へ
向けた検討

・施設を安全で快適な
状態に維持できる。
・施設の長期的・効率的
な管理運営に向けた取
組が進む。

４　市民一人ひとりの個性と能力が尊重されるまちづくりを進めます。

4

6

7



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

　安全で安心なまちづくりを推進するため、自治会
や地域住民等で組織された防犯活動団体に対
し、防犯カメラの設置に要する経費の一部を補助
します。

12,960

　現在、約49,000灯ある防犯灯について、環境負
荷や電気料金の低減を図るため、ESCO事業を活
用し、防犯灯の一斉LED化を進めます。

－

　落書き行為を防止するため、落書きを消去する
ための用具を貸出すとともに、消去活動や壁面絵
画を作成するなど、市民との協働による取組を推
進します。

1,655

　交通事故を防止するため、警察や交通安全団
体、学校等と連携し、自転車マナーアップキャン
ペーン、交通安全教室等の啓発活動を実施しま
す。

17,652

9
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2

5,126

　平成29年1月に新たに導入する住民記録・印鑑
登録・戸籍システムの導入に向けて、関係課との
調整を進めます。

21,929

　市内2ヶ所のパスポートセンターを運営するととも
に、市外の方の利用を可能とするよう神奈川県に
要望します。

67,466

　住居表示街区表示板の色を各区のシンボルカ
ラーに変更し、区名・ローマ字表記を追加して、市
内の一斉更新を行います。

－

　　候補地エリア周辺で行われる事業の動向や
「新たな火葬場を考える会」からの意見等を踏ま
え、候補地を１箇所に絞り込み、新たな火葬場整
備の推進に向け取組を進めます。

　窓口サービスのあり方やコンビニ交付導入後の
証明書自動交付機の運用について、窓口利用者
に対するアンケートの実施等、利便性の向上に向
けた検討を進めます。

―

　平成28年1月26日に開始した住民票の写し、印
鑑登録証明書のコンビニ交付について、平成29
年4月から戸籍証明書、戸籍の附票の写しのサー
ビスを開始します。

9,451

　「個人番号カード」の円滑な窓口での交付を行う
とともに、個人番号カードの普及促進に向けた取
組を進めます。

防犯灯LED化ESCO事業の実施 交通・地域安全課

社会保障・税番号制度の対応 区政支援課

窓口サービスのあり方の検討 区政支援課

コンビニ交付の拡充 区政支援課

新たな火葬場整備事業 区政支援課

区政支援課

広域連携の
有効性

1

　協働を推進するための人材育成等の機能を持
つ、市民協働推進大学事業（さがみはら地域づく
り大学）を市民・大学交流センターの指定管理業
務として充実を図ります。

5,325

1 区役所機能の強化 区政支援課

内　容 事業費（千円）
総合戦略
設定事業

１　市民が主体の協働によるまちづくりを進めます。

　区役所の総合調整を行うとともに、区民との協働
によりまちづくりを推進する機能の更なる充実と区
民サービスの向上について検討を行います。

―

　市民団体と協働で、市民活動を支援するための
相談・支援や情報の発信、活動の場の提供をして
いる「さがみはら市民活動サポートセンター事業」
の緑区若しくは南区内での実施に向け、同セン
ターの人員体制を拡充し、各区における地域ニー
ズ及び資源の把握を進めます。

6,481

3
市民協働推進大学事業（さがみはら
地域づくり大学）の充実

交通・地域安全課

13 落書き防止対策の推進 交通・地域安全課

Ｎｏ． 主な取組 部名／課名

6

4
地域活動・市民活動ボランティア認
定制度の拡充

市民協働推進課

街区表示板一斉更新事業 区政支援課

4

　これから社会に出る若い世代のボランティア意
識の醸成が望まれることから、大学との連携による
ボランティア活動の認定を先行的に実施するととも
に、対象の拡大について検討します。

200

２　市民が安心して快適に暮らせるまちづくりを進めます。　

市民協働推進課

－

2
さがみはら市民活動サポートセン
ター事業の運営体制の拡充

市民協働推進課

基幹システム最適化 区政支援課

5 パスポートセンターの運営

10
自転車対策を中心とした、交通安全
対策の充実

交通・地域安全課

8 新 防犯カメラの設置促進

空家等対策の推進 交通・地域安全課

　「空家等対策計画」を策定し、関係する部署と連
携し、法に基づく特定空家等への是正措置及び
既存支援策を実施するとともに、管理不全な空家
等の解消及び発生の未然防止に向けた周知・啓
発を実施していきます。

6,013

11 消費者行政の機能強化 消費生活総合センター

　複雑・多様化する消費者問題に対応するため、
相談機会の拡充に合わせ、相談員の研修の充実
により資質の向上を図るほか、メールによる相談受
付体制を整備します。

45,908

8



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

広域連携の
有効性内　容 事業費（千円）

総合戦略
設定事業

Ｎｏ． 主な取組 部名／課名

　人権尊重思想の普及高揚のため、市民、職員
等に対し啓発を行います。（人権啓発講演会及び
研修会の開催、人権の花運動、街頭啓発及び人
権メッセージ展の実施、人権関係団体等が主催
する研修会等への参加等）

6,423

「第2次男女共同参画プラン21」の推
進

人権・男女共同参画課

2
DVに係る被害者支援・予防啓発の
推進

人権・男女共同参画課

・DV相談支援センターについて、関係機関との連
携を強化し、被害者支援やDV予防啓発を推進し
ます。
・DV被害者の情報保護について、庁内システムの
改修（H29.1）にあわせ、さらなる強化を図ります。

※「第2次男女
共同参画プラ
ン21」の推進
に含む

1

・「第2次さがみはら男女共同参画プラン21」に基
づく事業の検討・推進を図ります。
・女性活躍推進に関する重点取組事項等の整理
を図ります。

47,490

４　市民一人ひとりの個性と能力が尊重されるまちづくりを進めます。

5 新 人権施策の推進 人権・男女共同参画課
　人権施策推進のため、市民意識調査を実施しま
す。

2,400

3 新 男性向けＤＶ相談体制の整理 人権・男女共同参画課

　男性専用DV相談窓口のニーズや相談内容の傾
向を把握し、男性DV相談窓口の必要性の検討及
び必要となる対応や連携先の精査を行うため、試
験的に男性専用DV相談窓口を開設し、実施結果
の分析を行います。

※「第2次男女
共同参画プラ
ン21」の推進
に含む（当該
事業経費　491
千円）

4 新 人権啓発の推進 人権・男女共同参画課

2

2

３　市民が育む文化の薫る心豊かなまちづくりを進めます。

（1）美術館基本構想の策定
　市としての基本構想を策定します。
（２）施設整備に向けた取組
　美術館(橋本）の先行整備に向けた取組と美術
館（相模原）の整備に向けた検討を進めます。
（３）「アートラボはしもと」の運営等
　基本協定を結ぶ美術系４大学を中心に、市民
（子ども・NPO等）、学校・商店街・企業・研究機関
などと連携し、アート活動を通したまちづくりなどを
実施します。

33,473

　写真展を中心とした市民参加型の文化事業を開
催します。

13,500

1 美術館整備事業

　将来の美術館整備に向けた機運を高めるため、
収蔵美術品展や相模原芸術家協会展などを実施
します。

3,5953 作品展示事業
文化振興課（市民ギャラ
リー）

文化振興課

2
相模原市総合写真祭フォトシティさが
みはら事業

文化振興課
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