
　職員定数管理計画に基づいた職員数の適正な管理に努めている。

　人材育成基本方針に基づき、地方分権時代を担う高度で専門的な知識を有
する職員や市民感覚を持ち自主的・自立的に取り組むことのできる職員の育
成に努めている。

現　　　状 課　　　題

　経験豊富な職員の退職や若手職員の増加による年齢構成の変化に対応し、
安定した市政運営を行っていくために、若手職員の重点的育成や高度な専門
的知識・能力を有する職員の育成、また性別に関わらず誰もが活躍できる環
境を整え、長期的・計画的な人材育成を推進していく必要がある。

　県費負担教職員に係る移譲事務や各種計画等に基づく重要施策など必要性
の高い事務事業に職員定数を重点的に配分するとともに、新たな行政需要に
迅速に対応するために、引き続き、事務事業の執行体制の見直しや職員定数
の適正な管理を行う必要がある。

3

6

7

　■　広域連携を視野に入れた取組

　「シティセールス推進指針」に基づき、“暮らしやすく発展を続ける都市”のイ
メージにつながる情報発信にマスメディア、インターネット、SNSなどのツールを
活用して取り組んでおり、民間調査機関による調査において、各種イメージの
向上が確認され、一定の成果が現れている。

　国際交流ラウンジを拠点に、外国人市民への生活関連情報の提供、市民の
外国語や外国文化を学ぶ機会の充実など、国際理解を深めていくための取組
を進めている。

　仕事や家庭に関する問題などからメンタル不調を訴える職員が増加傾向に
ある中、「職員健康管理指針」に基づき、メンタル不調の予防と早期発見に努
めるとともに、休業からの円滑な職場復帰と再休業防止に向けた取組を進め
ている。

　引き続き、メンタル不調の予防と早期発見に努めるとともに、長期病気休業
職員の円滑な職場復帰と再休業防止に向けた取組を進め、メンタル不調を訴
える職員の減少を図る必要がある。また、長期的な視点で職員の健康管理体
制を総合的に見直す必要がある。

　市民が主体となった国際交流・協力や多文化共生の一層の推進に向け、国
際交流ラウンジの機能の強化、運営の充実を図る必要がある。

　医療・福祉、子育て、教育、防災・減災など生活環境の整備や、首都圏南西
部の広域交流拠点都市としてのポテンシャルを最大限に生かしたまちづくりな
ど、本市の魅力を市の内外に向けて戦略的かつ効果的に情報発信することに
より、一層の認知度向上を図るとともに、“人や企業に選ばれる都市”を目指し
ていく必要がある。

5
　相模総合補給廠の北側外周部分の返還は、日米合同委員会において合意
されており、現地実施協定の締結に向けて国・米軍と協議を行っている。返還4
事案については、国に整備方針等を示し、返還に向けた協議を進めている。

　北側外周部分については返還のための条件工事開始に向け、市と米軍で現
地実施協定を締結する必要がある。
　また、返還4事案の実現に向け、粘り強い取組を図る必要がある。

4
　不祥事の防止及び発生時の対応並びに再発防止を図るため、コンプライアン
ス体制の強化を行っている。

　事務処理ミスの防止対策を進めるとともに、これまでの取組への評価・検証
を行い、効率的で効果的な取組とする必要がある。

平成 年度 総務局　運営方針28

１．「相模原市人材育成基本方針」に基づき「果敢に挑戦する職員」を育成する。
２．職員服務規律の徹底と不祥事の防止を図る。
３．総合的な職員健康管理体制の推進により職員の能力発揮のための環境づくりを進める。
４．市民の方々が気持ちよく行政サービスを受けることができるよう、職員の接遇の向上に取り組む。
５．米軍基地の整理・縮小・早期返還、基地に起因する諸問題の解決を推進する。
６．多文化共生のまちづくりや国際交流・協力を推進し、「世界に開かれた地域社会」づくりを目指す。
７．市民参加による平和意識の普及啓発を進める。
８．より効果的な広聴広報に取り組む。
９．本市の持つ魅力の向上と発信を通して、都市ブランド力の強化を図る。

Ｎｏ．

1

2

首都圏中央連絡自動車道やリニア中央新幹線など広域的なインフラ整備に伴う新たな都市間交流・シティセールスについて研究する。

情熱こそが市政を動かす！
～行動なくして成果なし～

　■　キャッチフレーズ

　■　局・区の運営の責任者

６．平和で暮らしやすい多文化共生のまちづくりと国内外の交流・協力の推進

　■　局・区経営の視点・方針

　■　現状と課題

総務局長　　隠田　展一
総務部長　　岡　正彦　　　渉外部長　　髙野　好造

　政策形成能力・政策法務能力など職員の資質の向上に努めるとともに、各局等における専門的かつ高度な知識・技能を有する人材の育成を支援し、市民の
多様なニーズに応じた質の高い行政サービスを提供できる職員の育成に努めます。

　様々な行政サービスを担うために必要な職員の確保と簡素で効率的な組織体制の構築に引き続き努めるとともに、それを担う職員の心と体の健康保持・増
進に努めます。

　市民に分かりやすく開かれた市政を実現するために、積極的な情報提供を進めるとともに、全ての職員にコンプライアンスの意識を徹底し、透明性の高い市
政運営を推進します。

　国籍を問わず誰もが平和で暮らしやすい多文化共生のまちづくりを進めるとともに、国内外の都市等との幅広い交流の機会を増やし、市民一人ひとりが主体
となり、夢のある交流・協力を推進します。

１．果敢に挑戦する職員の育成

２．簡素で効率的な組織・職員体制の構築

３．透明性の高い市政運営の推進

　■　局・区の役割・目標

４．迅速な情報収集と戦略的な情報発信の推進

　多くの人や企業などから「選ばれる都市づくり」を目指し、迅速な情報収集、戦略的な情報発信に努めます。

５．基地返還と負担軽減への取組

　市内米軍基地の「整理・縮小・早期返還」を進めるとともに、米軍機による騒音など基地に起因する諸問題の解決に努め、基地による市民の負担が早期に軽
減されるように取り組みます。
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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

女性職員の活躍推進

―

実
績 ―

　推進体制を整備
し、外部研修専門機
関への派遣、メンター
制度の導入等の取組
を推進する。

　平成27年度に策定した「女性活躍
推進法に基づく特定事業主行動計
画」に基づき、全ての女性職員が、そ
の個性と能力を十分に発揮できるよ
う、より一層の女性職員の活躍を推進
する。

評
価 ―

　組織内の多様性を
高め、組織対応力を
強化するとともに、女
性職員全体の意欲を
喚起する。

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

　目標を達成
　職員の能力や資質
の向上につながる。

目標達成により
得られる成果

１．果敢に挑戦する職員の育成

1 ◎

各局等による人材育成の推進

　業務に関連した政策形成能力等の
向上を図るための職場研修の実施件
数を850件とする。

実
績
　目標値850件に対して実施件数878件
　達成率103.3％

　業務に関連した政
策形成能力等の向
上を図るための職場
研修の実施件数を
900件とする。

　専門的な知識・技能の修得を目指
し、各局等において人材育成方針に
基づき主体的に人材育成を図る。 評

価

２．簡素で効率的な組織・職員体制の構築

1 ◎

職員数の適正管理

　新たな職員定数管理計画に基づ
き、平成26年度の4,640人から平成27
年度には4,650人とし、適正な管理に
努める。

実
績

　平成28年度まで4か年の職員定数管理
計画に基づき、新たな行政課題へ的確
に対応するため、平成27年度の職員定
数を4,640人から4,650人とした。

　職員定数を平成27
年度の4,650人から
平成28年度には
4,660人とし、適正な
管理に努めるととも
に、次期職員定数管
理計画を策定する。

　市民ニーズへの的確な対応と質の
高い行政サービスの提供に必要な職
員を確保し、併せて事務事業の見直
しや組織の再編等を行い、職員数
（定数・実員数）の適正な管理を進め
る。

3 ◎

職員の健康管理の充実

　長期病気休業職員の割合を2.7％
以下とする。
(平成26年度　2.8％)

実
績

評
価

　業務量の増加（生活保護・地方分権一
括法による移譲事務・広域交流拠点整
備ほか）に適切に対応した。

　多様な行政需要へ
の適切な対応及び市
民サービスの向上に
つながる。

2 ◎

時間外勤務時間の縮減

　時間外勤務時間等の合計時間を約
67万時間以下に抑制する。
　（基準時間である約74万8,000時間
から7万8,000時間の縮減）

実
績

　平成27年度の時間外勤務時間等の合
計時間は、約73万2000時間（速報値）と
なり、26年度から約3万2000時間の減少
だったが、基準時間からは約1万6000時
間の減少にとどまった。

　時間外勤務時間等
の合計時間を基準時
間である約74万
8,000時間（平成22年
度実績値）から10万
時間を縮減する。

　長期病気休業職員の割合3.0％
　長期病気休業職員
の割合を2.8％以下と
する。

　市民サービスの向上を図っていくた
めに不可欠である、職員の心と体の
健康保持・増進に向けた取組を進め
る。特に長期病気休業職員の減少、
円滑な職場復帰と再休業防止に向け
た支援を行う。

評
価

　心の健康診断の実施を通じたセルフケ
アや円滑な職場復帰と再休業防止等に
よるメンタルヘルス対策を推進してきた
が、長期病気休業職員の割合は前年度
比で0.2ポイント増加の3.0％となり、目標
を達成することができなかった。

　職員の健康の保
持・増進が図られ、市
民サービスを担う組
織と個人の元気力
アップにつながる。

　職員の健康保持と効率的な事務執
行の観点から職員の時間外勤務時
間縮減を図る。

評
価

　7月に運用が開始された庶務事務シス
テムにより各課・機関において毎月処理
をしていた服務事務については、所要時
間が大幅に削減されたが、国勢調査、マ
イナンバー制度導入への対応等により
時間外勤務が増加したため、時間外勤
務時間等縮減の目標を達成することが
できなかった。
平成27年度はこれまで取り組んできた
ノー残業デーの実施、時間外勤務の事
前命令の徹底などに加え、5月にはワー
ク・ライフ・バランス推進会議を設置し、庁
内連携・調整機能を強化するとともに、7
月及び８月には朝型勤務・早期退庁の
実施、部長巡視の実施等の具体的な取
組を行った。その結果、職員1人当たりの
月平均時間外勤務時間数は13.6時間、
年間の時間外勤務時間数が360時間を
超える職員数は472人となり、基準年度
である平成22年度以降、最少となった。

　職員の健康保持と
人件費の抑制につな
がる。
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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】

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

評
価

　目録整備件数については、歴史的公
文書としての該当性を精査した結果、対
象数が減少したため目標件数に満たな
かったが、明治期の資料が含まれている
鳥屋出張所、串川出張所にて保存して
いた文書についての目録の整備を行うこ
とができた。

　目録を整備すること
により歴史的公文書
を利用する市民の利
便性の向上につなが
る。

３．透明性の高い市政運営の推進

1 ◎

公文書館の運営

　歴史的公文書の目録整備件数を平
成26年度末の約11,500件から、平成
27年度末には約17,000件とする。

実
績
　平成27年度末の歴史的公文書の目録
整備件数が約16,000件となった。

　歴史的公文書の目
録整備件数を平成27
年度末の約16,000件
（目録化率約65％）
から、平成28年度末
には約21,000件（目
録化率約85％）とす
る。　市が保有する公文書が市民共有の

知的資源であることを踏まえ、歴史的
公文書等の適切な保存・利用を図る
ため、公文書館を運営する。

４．迅速な情報収集と戦略的な情報発信の推進

1 ◎

広聴事業

　市と包括連携協定を結ぶ大学の学
生が、市に寄せられた意見等を履歴
分析し、学生の視点による分析結果
及び市の施策に対する改善点等を市
の担当部局に報告・提案する機会を
設ける。

実
績

　青山学院大学及び麻布大学と連携し、
コールセンターや市に寄せられた意見
等について、傾向や課題などの分析を
行った。青山学院大学からは、「路上喫
煙」や「市ホームページ」などについて、
担当部局へ改善提案がなされ、麻布大
学からは、「教育」や「環境」などの分野
別の傾向分析と課題の抽出が行われ
た。この結果を踏まえ、市ホームページ
ではリンク情報の追加等の改善を図っ
た。

　市民の声システム
において一元管理し
ている意見や要望等
を分析するとともに、
その結果を市の業務
改善につなげていく
体制を整える。

　市民による提案・要望を幅広く聴取
し、寄せられた意見を整理・集約し
て、市政運営の参考とするとともに、
各種施策に反映する。

評
価 　目標を達成

　市民の声がより反
映された政策形成に
つながる。

2 ◎

広報事業

　民間活力の導入拡大による魅力的
な広報紙編集に取り組む。
ホームページの多言語対応及び特
設サイトのスマートフォン版を開設す
る。

実
績

　ホームページによる情報発信力の強化
を推進するため、英語、中国語、韓国語
の翻訳機能を新設するとともに、市民カ
メラマン特設サイトのスマートフォン版を
開設した。

　ホームページのウェ
ブアクセシビリティ改
善や、ニーズの高い
情報等について特設
サイトを開設し、利便
性の向上を図る。

　広報紙をはじめ、ホームページ、テ
レビ、ラジオなどの多様な媒体を活用
した情報発信力の強化を図り、市民
への迅速かつ効果的な情報提供を
進める。 評

価 　目標を達成
　市民に分かりやす
い情報提供につなが
る。

3 ◎

シティセールス推進事業

　市のシティセールスに関するSNS(ツ
イッター、フェイスブック、ライン）の登
録者数を1万4,000人まで拡大する。

実
績
　平成27年度末：14,539人
　（平成26年度末から2,336人増加）

　市のシティセールス
に関するSNS（ツイッ
ター、フェイスブック、
ライン）について、発
信内容の充実に努
め、魅力を高めるとと
もに登録者数を1万
6,000人まで拡大す
る。

4 ◎

コールセンター運営事業

　これまで各担当課で行っていた人
間ドックの申込みや国勢調査に係る
調査員募集等の受付業務について、
新たにコールセンターが担当課に代
わり5,000件以上の対応を行う。

実
績

　人間ドックの申込みや国勢調査に係る
調査員募集等の受付業務について、約
5,300件の受付対応を行った。
 これにより、約353時間の職員の負担軽
減につながった。
（1件平均4分×5,300＝21,200分≒353
時間）

2

　「全国と本市のコミュニケーション」と
いう視点から、「認知→好感→行動」
に結びつく情報発信を通じて、居住･
観光･ビジネス等において、多くの方
から“選ばれる都市”となるべきブラン
ドの構築を図る。

評
価

　目標を達成
　情報発信の担い手であるSNS登録者数
の増加が情報発信力の強化及びシティ
セールスにつながっている。

　メディアを通じた情
報発信による市の認
知度・魅力度の向上
により、本市への居
住や観光、ビジネス
参入等の行動喚起に
つながる。

　高いサービス水準
を維持するため、利
用者満足度調査を継
続実施し、評価点5
点満点中、平均4.8
点以上を目指す。　行政サービスの向上を図るため、平

日や休日･夜間の閉庁時間帯に、市
政等に関する問合せや事業の申込
みなどを一元的に受け付ける「相模
原市コールセンター」を運営する。

評
価 　目標を達成

　休日や夜間を含
め、適切な案内・受
付ができることで、市
民サービスの向上と
職員の負担軽減につ
ながる。

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

実
績

　「お茶会」や「世界の料理教室」といっ
た国際交流や国際理解に資する事業を
緑区（5回）及び南区（5回）で実施すると
ともに、日本語教室についても緑区で3
教室、南区で1教室の会場を確保するな
ど機能の充実を図った。
　また、無錫市との友好都市締結30周年
事業として、無錫市紹介展や青少年ス
ポーツ交流事業などを実施し、市民間交
流の推進を図った。

　多文化共生や国際
理解の推進に向け、
さがみはら国際交流
ラウンジの取組につ
いて広報さがみはら
でより効果的に周知
するとともに、SNSを
活用するなど、認知
度向上を図る。
　トロント市との友好
都市提携25周年事
業などの実施により
市民間交流の更なる
推進を図る。

　多文化共生のまちづくりを進めるた
め、外国人市民と連携しながら地域
社会の形成を図るとともに、市民が主
体となった友好都市をはじめとする諸
外国との交流を通じ国際交流･国際
協力を推進する。

評
価 　目標を達成

　市民の国際交流、
国際理解の促進につ
ながる。

　長年にわたる市民総ぐるみの活動が実
り、相模総合補給廠の西側部分（約
35ha）の共同使用が開始された。

　北側外周部分につ
いては、道路整備に
向けた測量や設計な
どの着手につなが
る。
　また、返還4事案の
実現に向けた課題整
理等につながる。

　世界の恒久平和の実現を目指し、
より多くの市民の参加を得て平和意
識の普及啓発を展開し、一人ひとりが
国際社会の一員として世界平和の実
現を目指す社会づくりを進める。

評
価 　目標を達成

　より多くの市民の参
加を得ることで、幅広
い世代に平和思想の
普及啓発を図ること
ができる。

５．基地返還と負担軽減への取組

1 ◎

基地の返還に向けた国や米軍への
要請活動

　相模総合補給廠の共同使用区域の
公園整備の計画に関する現地実施
協定を年度内に締結する。
　返還4事案等については、国と市で
協議会を立ち上げ、具体的な課題の
整理を行い、返還に向けた国と米軍
との協議を進める。

実
績

　国、米軍との相模総合補給廠の共同
使用区域における公園整備計画に係る
協議が調い、現地実施協定を締結し、共
同使用が開始された。
　返還4事案については、国に整備方針
等を示し、協議を進めた。

　相模総合補給廠の
北側外周道路の早
期整備に向け、国・
米軍と協議・調整し、
現地実施協定を締結
する。
　返還4事案につい
ては、国と市で協議
の場を設置し、具体
的な課題の整理を行
い、返還に向けた国
との協議を進める。

2
　市米軍基地返還促進等市民協議
会や県、関係各市と連携し、国や米
軍に対して基地問題の解決及び基
地の返還に向けた要請活動等を行
う。

評
価

６．平和で暮らしやすい多文化共生のまちづくりと国内外の交流・協力の推進

1 ◎

国際交流推進事業

　さがみはら国際交流ラウンジの事業
を緑区、南区で引き続き実施し、機能
充実を図る。
　無錫市との友好都市締結30周年事
業などの実施により市民間交流の更
なる推進を図る。

　宇宙航空研究開発機構（JAXA）の
研究施設を縁とする5市2町により連
邦国家を組織し、相互の理解と親善
を深めるための取組を行う。

2 ◎

銀河連邦サガミハラ共和国事業

　「はやぶさ2」応援事業などJAXAと
の連携を通じ、市民への銀河連邦の
周知を図るとともに、多くの市民参加
につながる事業を実施する。

実
績

　JAXAと連携し「はやぶさ2」応援事業な
ど、各種事業を実施し、本市及び銀河連
邦のPRを行った。

　主な「はやぶさ2」応援事業
○はやぶさウィーク（はやぶさの日）関連
事業
　・はやぶさ給食（全市立小中学校）
　・「はやぶさ」映画上映会
○「さがみはらフェスタ」での「はやぶさ2」
応援缶バッチ作成
○「はやぶさ帰還５周年記念講演会」を
実施他

　「はやぶさ2」応援事
業などJAXAとの連携
を通じ、市民への銀
河連邦の周知を図る
とともに、多くの市民
参加につながる事業
を実施する。

平和思想普及啓発事業

　終戦・原爆投下70周年を迎え、より
多くの市民に平和意識の普及を図る
ことができるよう、啓発事業数の増加
や若年層向け事業の実施などによ
り、市民参加の機会を増やす。

実
績

　終戦・原爆投下70周年記念事業とし
て、「映画『アオギリにたくして』上映会・
平和の木植樹式」や「江成常夫写真展・
講演会」など、例年より多くの事業を開催
した。また、若年層向け事業として、映像
と音楽などを使用した講演「地球のス
テージ」を開催し、幅広い世代の参加を
図った。

　「市民平和のつど
い」に、より多くの市
民の参加が得られる
よう事業内容の充実
とともに、若年層を含
む幅広い世代への周
知を図る。

評
価 　目標を達成

　宇宙をテーマとした
まちづくりなど、銀河
連邦事業の普及、啓
発、理解推進につな
がる。

3 ◎

4



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

１．果敢に挑戦する職員の育成

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 各局等における人材育成への支援 総務部　職員課

　改訂した人材育成基本方針に基づき、各局等におい
ても、より現状の課題に対応できるよう人材育成方針の
見直しを行うほか、実効性を高めるための研修関連情
報の提供や職場研修の実施・専門職育成のための支
援等を行う。

―

２．簡素で効率的な組織・職員体制の構築

1 職員数の適正管理 総務部　職員課

　職員定数の適正な管理に向けて、事務執行体制や
事務事業の見直し、民間活力の活用を図り、選択と集
中の視点のもと、必要性・重要性の高い事務事業に重
点的に定数の配分を行う。また、平成29年度から平成
31年度までを計画期間とした、次期職員定数管理計画
を策定する。

―

2 研修所研修の実施 総務部　職員課

　職員一人ひとりの成長を支援し、能力開発・向上を図
るとともに、若手職員の重点的育成や早期のキャリア形
成意識の醸成、女性職員のキャリア形成を支援する管
理職等への研修など、改訂した人材育成基本方針に
掲げた重点的事項に取り組む。

14,237

3 新 女性職員の活躍推進 総務部　職員課
　平成27年度に策定した「女性活躍推進法に基づく特
定事業主行動計画」に基づき、管理職候補の育成、職
員の意識啓発等の取組を推進する。

―

　平成27年度から平成31年度までの5年間を計画期間
として平成26年度に策定した特定事業主行動計画第2
期前期計画（職員ささえあい子育てプラン）の取組状況
について検証を行い、その結果について公表する。

2 次世代育成支援対策の推進 総務部　職員課 ―

4
相模原市職員健康管理指針の推進
と改訂

総務部　職員厚生課

　「職員健康管理指針」に基づき職員健康管理体制の
推進を図る。特に改正労働安全衛生法に基づくストレ
スチェックと職場環境改善を実施するなど、メンタルヘ
ルス対策を中心に、予防、早期発見・対応の取組と円
滑な職場復帰と再休業防止に取り組む。また、策定後
６年が経過した職員健康管理指針について、現状の課
題に即した内容に改訂するとともに、職場復帰支援シ
ステムについても、実施状況の検証と見直しを行う。

100,902

3 新
県費負担教職員に係る権限移譲の
対応

総務部　職員課
　平成29年4月に予定されている県費負担教職員に係
る権限の移譲に向け、勤務条件、給与制度に係る例規
整備等を行う。

―

新たな行政不服審査制度に基づく公
正な審理の実施

総務部　総務法制課

３．透明性の高い市政運営の推進

1

　審査請求に対し、弁護士を非常勤特別職として委嘱
した上で審理員として指名し、審理させるとともに、裁決
案を相模原市行政不服審査会に諮問することで公正
かつ適正な制度の運用を図る。

2,010

コンプライアンス推進体制の強化
総務部
　  コンプライアンス推進課

総務部
  　コンプライアンス推進課

　平成23年2月に策定した「相模原市条例等整備方針」
及び「既存条例等の見直しについて」に基づき、既存
条例等について適時性等を確保するための見直しに
引き続き取り組む。特に、これまでの見直し作業におい
て課題となっている負担金の額等を定めている規則の
規定形式の検討など統一的な対応が必要なものにつ
いて、適切な対応を進める。

―

―

情報公開の推進及び個人情報保護 総務部　情報公開課4

5

相模原市条例等整備方針等に基づく
例規の整備

総務部　総務法制課

総務部　情報公開課

2

　歴史的公文書等の保存・市民利用の拠点施設である
相模原市立公文書館を運営する。

5,9423 公文書館の運営

新

　不祥事や不適切な事務執行に対し全庁横断的に迅
速かつ効率的な対応を図ることを徹底するため、コンプ
ライアンス推進会議及びコンプライアンス推進会議幹
事会を設置するとともに、局区等を主体としたコンプライ
アンス体制の強化により内部統制の主体的な取組を推
進する。また、第三者機関であるコンプライアンス推進
委員会によるモニタリング等を通じて、コンプライアンス
に関する取組の評価・検証を行う。

219

　事務処理ミスによる市政の信用失墜を防ぐため、事務
処理ミス事案の検証と周知や一斉事務点検の実施等
を通じて、事務処理ミスの防止対策に取り組む。

6 事務処理ミス防止対策の強化

　公開の基準が定まっている情報について、情報公開
の手続によらず積極的な情報提供に努めるとともに、特
定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報）を
含め、個人情報の適正な取扱いに努める。

―

5



■　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

被災地への人的支援 総務部　職員課

　トロント市との友好都市提携25周年事業をはじめとし
た友好都市との交流事業を推進する。また、外国人市
民に対する情報の提供や、外国人と市民、ボランティア
の活動の拠点である国際交流ラウンジの取組について
広報さがみはらでより効果的に周知し、SNSを活用する
など、認知度向上を図る。
　国際化の進展を踏まえ、現状や課題の把握、分析を
図り、さがみはら国際プランの改定に向けた検討を行
う。
　また、2020年のオリンピック・パラリンピックや訪日外国
人の増加を踏まえ、外国人とのコミュニケーション等を
学ぶ講座を実施し、市民の国際理解を深める。

60,170

6,790
　JAXAと連携し、「はやぶさの日」イベントの実施など
「宇宙」をテーマにした銀河連邦事業を実施する。

　東日本大震災や熊本地震で被災した地域の復旧・復
興支援のため、被災地への市職員の派遣を行う。

6,764
（※東日本大震
災に係る事業費
のみ掲載）

　「市民平和のつどい」として、「被爆体験講話・渡部陽
一講演会」、「大林宣彦講演会」などを開催する。

2,800

銀河連邦サガミハラ共和国事業
渉外部
シティセールス・親善交流
課

平和思想普及啓発事業 渉外部　渉外課

さがみはら国際プランに基づく国際
化の推進

4

　相模総合補給廠の共同使用区域（約10ha部分）の公
園整備及び北側外周道路の整備に向けて、引き続き
国・米軍と協議する。また、返還4事案等の具体的な協
議や米軍機の騒音解消に取り組む。

11,534基地問題 渉外部　渉外課

５．基地返還と負担軽減への取組

1 2

7
施策の推進等に向けた各種情報の
収集と発信の充実

3

2

６．平和で暮らしやすい多文化共生のまちづくりと国内外の交流・協力の推進

1

渉外部　広聴広報課

　広報紙編集業務及び有料広告掲載業務への民間活
力の活用により、安定財源の確保及び行政コストの削
減を図るとともに、民間ノウハウを取り入れた編集等に
取り組む。

35,179

渉外部
シティセールス・親善交流
課

渉外部　広聴広報課

　市と包括連携協定を結ぶ大学の学生の協力を得るな
ど、市民の声システムやコールセンターなどを通じて市
に寄せられた意見等の履歴分析を行い、市の業務改
善につなげていく体制を整える。

200

渉外部　広聴広報課

　コールセンターの運営や履歴の分析等を活用し、市
民サービスの改善に資するための相模原版CRM（カス
タマー・リレーションシップ・マネジメント）を推進する。併
せて、検診等の受診勧奨などアウトバウンド業務にも取
り組み、「受ける」だけでなく「発信する」コールセンター
を推進する。

95,055

渉外部　広聴広報課

　市民から様々な媒体を通じて寄せられる意見・提言を
一元的にデータ化し、受付から情報の管理、施策への
反映まで一体的に取り組むための「市民の声システム」
を運用する。併せて、受付から回答までの時間短縮が
図れるよう積極的に取り組む。

1,109

5
市ホームページ等を活用した情報発
信の推進

渉外部　広聴広報課
　ウェブアクセシビリティの更なる改善や市民ニーズの
高い特設サイトを開設することにより、更なる情報発信
力の強化を図る。

2,495

6 シティセールスの推進
渉外部
シティセールス・親善交流
課

　本市について一層の認知度向上を図るとともに、“人
や企業に選ばれる都市”を目指し、「定住促進」のプロ
モーションなど、具体的な事業や行動戦略を示す「（仮
称）シティプロモーション戦略」を策定する。

21,014 2

渉外部　東京事務所

　本市施策の推進と新たな施策の展開に向け、国、社
会等の動向に注視し、必要な情報収集と施策への反
映に努めるとともに、国等関係機関との緊密な連携を
図る。
また、本市の魅力や強み、都市としての可能性等につ
いて、関係部署と緊密に連携し、積極的な情報発信に
努める。

8,221

市民意見等の履歴分析による業務
改善の推進

コールセンターの運営

市民の声システムの運用

4
広報紙編集業務及び広報関連業務
への民間活力の活用

４．迅速な情報収集と戦略的な情報発信の推進

3

2

1

6


