
４．秩序ある総合的・計画的な土地利用、まちづくりの推進に取り組みます。

　■　局・区経営の視点・方針

　■　現状と課題

　首都圏南西部における広域交流拠点都市として、圏域全体の持続的な成長を牽引するため、人・もの・情報の集積、産業、経済、文化等の交流機会の拡大
を図るべく、リニア中央新幹線や小田急多摩線の延伸をはじめとした広域的な交通ネットワークの充実や、「未来を拓くさがみはら新都心」にふさわしい橋本・
相模原駅周辺地区の整備、圏央道IC周辺の新たな産業拠点の創出を進めます。

　水源地域をはじめとする多くの豊かな自然環境を保全しつつ、快適で利便性の高いまちづくりを進めるため、地域を結ぶ公共交通や道路網、上・下水道、河
川、駐車場・駐輪場などの都市基盤整備を推進します。

　快適な市民生活の実現や都市の健全な発展のため、秩序ある都市の整備や魅力ある景観形成、開発又は保全を図るための土地利用方針に基づき、将来
を見据えた総合的、計画的な土地利用を進めます。

１．首都圏南西部をリードする広域交流拠点都市の形成をめざします。

２．安全で安心して暮らせる災害に強いまちづくりに取り組みます。

３．豊かな自然と都市機能が共生する質の高い都市基盤整備を推進します。

　■　局・区の役割・目標

都市建設局長　森 晃　　　　　　　　　　　都市建設局理事（兼）広域交流拠点推進部長　小川 博之

まちづくり計画部長　荻野 隆　　　　　　 まちづくり事業部長　永瀬　正　　　　　　　道路部長　匂末 敏男　　　　　　　下水道部長　河西 龍二

　災害や事故などから市民の生命と財産を守り、誰もが安全で安心して生活できるよう、旧耐震基準の住宅・建築物の耐震化促進、宅地の耐震化の推進、土
木施設(道路・橋梁）などの計画的な維持管理、公共下水道雨水幹線の整備や河川改修など、災害に強いまちづくりに努めます。

未来を創造するまちづくり～にぎわいと活力に満ちた都市をめざして～

　■　キャッチフレーズ

　■　局・区の運営の責任者
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１　持続可能な都市経営を推進するため、都市としての明確な成長戦略を描き、まちづくりに取り組みます。
２　経済・環境・防災・福祉・医療・教育の各施策が総合的に合致したまちづくりを実現するため、庁内の連携体制をより強化し、
　　着実な事業の実施に努めます。
３　コスト意識の浸透や組織内の連携強化、民間活力の導入等により効率的・効果的な事務事業の推進に取り組みます。
４　積極的な情報発信と市民ニーズの把握に努め、更なる市民サービスの向上に取り組みます。
５　社会経済情勢の変化に的確に対応できる職員、前例にとらわれず果敢に挑戦する職員を育成し、活力ある組織運営に取り組みます。
６　市民からの負託に応えるべく、職員・組織の信頼構築に努め、法令を遵守し事務事業を適正・的確に遂行します。
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1

2

　広域交通ネットワークの整備や広域交流拠点都市の実現に向け、首都圏広域地方計画に沿った首都圏南西部の圏域全体の持続的発展を視野に、国や関係
各都県市、交通事業者と連携して広域交流拠点整備計画を策定し、事業の具体化に向けて取り組んでいく。

9

　■　広域連携を視野に入れた取組

　国と地方の役割分担の見直しを行い、地域の創意工夫や独自性を生かした
まちづくりが求められている。

　地震や大雨などの災害から市民の生命と財産を守り、安全で安心に暮らせ
るためのまちづくりが求められている。

　地域経済の活性化と雇用の促進を図るため、新たな産業用地の創出が求め
られている。

　圏央道IC周辺の計画的な土地利用の促進を図るため、本市の新たな拠点整
備を進める必要がある。

　建物の倒壊や火災による延焼被害を最小限に抑えるための対策、大雨によ
る浸水被害の解消、緊急時の避難路・輸送路の確保など災害に強いまちづく
りへの取組を強化する必要がある。

　国に対し地方分権改革の一層の推進を求めるとともに、権限と財源の移譲
に向けた取組を強化する必要がある。

5

　広域的な交流や多様な地域活動を支える交通環境の充実が求められてい
る。
また、少子高齢・人口減少社会の到来など、社会情勢の変化に対応し、市民
の暮らしを支える安全で快適な道路環境の充実が求められている。

　地域間を結ぶ公共交通の充実や幹線道路網を整備するとともに、安全・安
心な道路環境の充実を図るため、限られた道路整備予算を踏まえ、優先的に
取り組むべき施策や事業を明確にし、交差点改良や狭あい道路の拡幅、自転
車通行環境の整備、歩道のバリアフリー化に取り組む必要がある。

6
　高度経済成長期に整備した土木施設の老朽化が進むことで、更新や維持管
理に係る費用の増加や老朽化に起因する事故の発生等が懸念されている。

　既存の土木施設の機能を維持するため、計画的、効率的な維持管理手法へ
の転換により、長寿命化、維持管理コストの縮減や平準化を図る必要がある。

8
　無秩序な土地利用の拡散の防止並びに広告物の乱立や派手な色彩の建築
物などによる景観阻害の改善が求められている。

現　　　状 課　　　題

　リニア中央新幹線駅設置等のインパクトを生かし、首都圏南西部全体の持
続的な成長の源泉となる、人・もの・情報が行き交う広域交流拠点の形成を図
る必要がある。

　リニア中央新幹線や小田急多摩線、圏央道をはじめとする全国や周辺都市
との交流・連携強化のための広域交通網の整備促進に取り組む必要がある。

3

　うるおいと風格があり、個性を生かしたまちづくりを推進するため、都市計画
による秩序ある都市の整備及び景観計画等に基づく良好な景観形成に取り組
む必要がある。

　都市機能の集積や活発な交流を促進するため、人やものが効率的に行き交
う広域的な交通体系の確立が求められている。

　少子高齢化や将来的な人口減少社会の到来、アジア新興国の経済成長に
伴う世界的な都市間競争の激化等、本市を取り巻く社会経済情勢が厳しさを
増している。

4

7
　水源地域である津久井地域の生活排水処理対策の早期実施が求められて
いる。

　津久井地域における水源環境への負荷軽減を図るため、公共下水道や高
度処理型浄化槽の普及率を向上する必要がある。

1



　■　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】

　広域交流拠点推進事
業との関連を踏まえた
橋本駅周辺整備（都市
基盤、土地利用、整備
手法等）の検討 2　橋本駅周辺にリニア中央新幹線の駅

が設置されることに伴うまちづくりや都市
基盤整備を進める。 評

価
　概ね予定どおり実施した。

4 ◎

橋本駅周辺整備推進事業

　広域交流拠点推進事業との関連を踏
まえた橋本駅周辺整備（都市基盤、土地
利用、整備手法等）の検討

実
績

　広域交流拠点推進事業を踏まえ、橋本駅周辺整
備推進事業における都市基盤、土地利用等の検
討や関係機関等の協議を行った。

　概ね予定どおり実施した。

①建設促進に向けた
県など関係者との連
携・調整
②関東車両基地（鳥
屋）や変電施設（小倉）
等の地域対策
③JR東海との協定に基
づく用地取得に関する
受託事務の実施

1
　都市機能の集積や産業の活性化を図
り、人やものの活発な交流を促進するた
め、リニア中央新幹線の建設と駅設置を
促進し、全国や周辺都市との広域的な
交通体系の形成を図る。

評
価
　概ね予定どおり実施した。

3 ◎

リニア中央新幹線建設・駅設置促進
事業

①建設促進に向けた県など関係者との
連携・調整
②関東車両基地（鳥屋）や変電施設（小
倉）等の地域対策
③全国新幹線鉄道整備法に基づく相模
原市内の用地取得に関する委託事務の
実施

実
績

①
・リニア中央新幹線建設促進同盟会を通じたJR東
海や国への要望活動
・リニア中央新幹線駅設置自治体連携協議会の設
立に向けた取組
・都市トンネル部及び変電施設縁辺部における中
心線測量の実施（JR東海）にかかる調整
②
・関東車両基地など、生活環境に影響を受ける地
域との懇談
・土地利用・地域振興に係る基礎調査の実施
③
・都市トンネル立坑部において用地交渉の開始
・駅部の権利者を対象とした用地説明会の開催
（11月）及び用地測量準備
・都市トンネル部における支障物件の調査

2 ◎

小田急多摩線延伸促進事業

①事業化に向け関係者と調整を進め必
要に応じ調査（町田市との共同調査）を
実施
②「小田急多摩線の延伸促進に関する
連絡会」での調査の実施
③市民活動（促進協議会）への支援

実
績

①関係者と調整を進めた他、町田市と検討調査を
実施した。
②過年度調査の補完調査を行い、5ヶ年のとりまと
めを実施した。
③小田急多摩線延伸に関する要望活動を実施し
た。
※平成28年4月、国の交通政策審議会答申にお
いて、小田急多摩線延伸が、地域の成長に応じた
鉄道ネットワークの充実に資するプロジェクトとして
位置付けられた。

①事業化に向け関係
者との調整及び調査
（町田市との共同調査）
を実施
②「小田急多摩線の延
伸促進に関する連絡
会」での取組の推進
③市民活動（促進協議
会）への支援

2　首都圏南西部の交通ネットワークの充
実や利便性の高い公共交通網の形成を
めざし、小田急多摩線の延伸に向けた
取組を進める。

評
価
　予定どおり実施した。

　事業化に向けた課題
の整理を進める。

　橋本駅付近へのリニア中央新幹線駅
の設置や圏央道の開通、相模総合補給
廠の一部返還等のポテンシャルを生かし
た、橋本・相模原駅周辺を一体的なエリ
アとしたまちづくりや都市基盤整備を進
める。

評
価
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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

１．首都圏南西部をリードする広域交流拠点都市の形成をめざします。

1 ◎

広域交流拠点推進事業

広域交流拠点整備計画の策定に向けた
検討

実
績

　広域交流拠点整備計画の策定に向けた検討を
行い、広域交流拠点整備計画検討委員会から答
申を受けた。

　広域交流拠点整備計
画の策定

2

5 ◎

相模原駅周辺整備推進事業

　広域交流拠点推進事業との関連を踏
まえた相模原駅周辺整備（都市基盤、土
地利用等）の検討

実
績

　広域交流拠点推進事業を踏まえ、相模原駅周辺
整備推進事業における、都市基盤、土地利用等の
検討や関係機関等の協議を行った。

　広域交流拠点推進事
業との関連を踏まえた
相模原駅周辺整備（都
市基盤、土地利用、整
備手法等）の検討

2
　相模総合補給廠の一部返還に伴い、
駅南側まで含めた一体的なまちづくりを
検討し、必要となる都市基盤整備を進め
る。 評

価
　概ね予定どおり実施した。

6 ◎

ＪＲ横浜線連続立体交差推進事業

　ＪR横浜線の連続立体交差化に関する
調査・検討

実
績

　JR東日本と協定を締結し、JR横浜線の連続立体
交差事業対象区間において、現場状況把握のた
め土質調査を行った。

　ＪR横浜線の連続立体
交差化に関する施工
方式の比較等の調査・
検討　相模原駅周辺の南北一体的なまちづ

くりを進めるため、ＪＲ横浜線の連続立体
交差化に関する調査・検討を行う。 評

価
　概ね予定どおり実施した。

7 ◎

当麻地区整備促進事業

①当麻宿地区土地区画整理組合による
円滑な事業の実施
②当麻宿地区地区計画エリアにおける
道路・下水道等の整備促進
③後続地区（当麻ブロックの谷原地区、
市場ブロック、塩田原ブロック等）におけ
る住民との十分な合意形成に基づくまち
づくりの実現

実
績

①区画整理事業にかかる技術的支援、国庫補助
金等の活用による財政的支援等を行った。
②道路及び下水道等の整備について、住民への
情報提供等を実施し、合意形成を促進した。
③埋蔵文化財試掘調査を実施するとともに、まち
づくり組織とともに、課題整理や課題解決に向けた
検討を行った。

①当麻宿地区土地区
画整理組合による円滑
な事業の実施
②当麻宿地区地区計
画エリアにおける道路・
下水道等の整備推進
③後続地区（当麻ブ
ロックの谷原地区、市
場ブロック、塩田原ブ
ロック等）における住民
との十分な合意形成に
基づくまちづくりの実現

　圏央道相模原愛川インターチェンジ周
辺地区という立地特性を生かした複合的
な機能を有する新たな産業拠点を形成
する。

評
価

　土地区画整理事業については、公共施設整備
が進捗するとともに、さらなる進出企業の立地が進
む等、円滑な事業進捗が図られた。
　地区計画エリアについては、道路整備に向けた
合意形成や、下水道整備の進捗が図られた。
　後続地区のまちづくりについても、当初設定した
目標どおり事業進捗が図られた。

8 ◎

川尻大島界地区整備促進事業

　年度内の事業完了に向け、円滑に事
業を実施できるように支援を行う。

実
績

　土地区画整理組合に対し、事務費・調査設計費
の助成を行うとともに、事業の円滑な進捗が図れる
よう技術的援助を実施した。

-

　圏央道相模原インターチェンジや津久
井広域道路の交通利便性を生かした新
たな産業拠点づくりを促進する。

評
価

　平成28年3月に土地区画整理組合の解散を認可
し、当初の計画通りに事業を完了することができ
た。

2



　■　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

　市民の居住環境の向上と地域経済の
活性化を図るため、個人住宅の改修経
費の一部を助成することにより、民間住
宅施策を推進する。

評
価

4 ◎

民間住宅施策の推進

　住まいのエコ・バリアフリー改修費補助
事業の実施

年間助成件数：  150件
（※定率補助のため、想定件数）

実
績

　住まいのエコ・バリア
フリー改修費補助事業
の実施

年間助成件数：150件
（※定率補助のため、
想定件数）

　助成件数は目標どおりとなり、市民の居住環境の
向上と地域経済の活性化に寄与した。

・申請件数　184件
・年間助成件数　177件

①木造住宅
耐震診断：52件、改修計画：27件、改修工事：20件
②分譲マンション
耐震診断：0件、改修計画：0件
③要安全確認計画記載建築物
耐震診断：11件、改修計画：0件、改修工事：0件

①木造住宅
耐震診断：44件
改修計画：25件
改修工事：20件
②分譲マンション
耐震診断：1件（18戸）
③要安全確認計画記
載建築物
耐震診断：32件

①無料相談窓口
　利用件数：18件
②アドバイザー派遣
　利用件数：1件

①無料相談窓口
　利用件数：15件
②アドバイザー派遣
　利用件数：7件

　様々な問題を抱える分譲マンションの
管理組合等に対し、無料相談窓口を開
設するとともに、管理組合に対して、マン
ション管理士等のアドバイザーを派遣
し、分譲マンションの円滑な再生や維持
管理等を支援することにより、住環境の
確保と市街地環境の向上を図る。

評
価

　概ね予定どおり達成できた。実施可能日の制限
があるため日程が合わなかった相談については、
市が後援している市内マンション管理士会等が行
う相談会を紹介し、要望に応えた。

　住環境の確保と市街
地環境の向上が図れ
る。

　旧耐震基準の住宅・建築物の所有者
に対して防災対策の普及啓発を行うとと
もに、耐震診断・改修工事等の費用の補
助を行うことにより、地震災害から市民の
生命と財産を守り、災害に強い安全なま
ちづくりを推進する。

評
価

　補助制度の拡充により平成26年度の実績を上回
ることができたが、掲げた目標は達成できなかっ
た。今後は、平成28年度から実施するNPOとの協
働事業により普及啓発活動を強化し、制度の利用
促進を図る。

　地震災害から市民の
生命と財産を守り、災
害に強い安全なまちづ
くりを推進できる。

3 ◎

マンション管理対策推進事業

①無料相談窓口
　利用件数：15件
②アドバイザー派遣
　利用件数：7件

実
績

評
価

2 ◎

既存住宅・建築物耐震化促進事業

①木造住宅
耐震診断：90件
改修計画：60件
改修工事：35件
②分譲マンション
耐震診断：3件（200戸）
改修計画：1件（65戸）
③要安全確認計画記載建築物
耐震診断：15件
改修計画：5件
改修工事：1件

実
績

２．安全で安心して暮らせる災害に強いまちづくりに取り組みます。

1 ◎

宅地耐震化推進事業

　平成26年度の調査により抽出した箇所
の大規模盛土造成地への該当性を確定
させる。

実
績　災害に強い都市づくりの実現を目指

し、大規模盛土造成地の変動調査を実
施し、滑動崩落の危険が予想される箇所
を把握するとともに、大規模盛土造成地
マップの作成を行うことにより、大規模盛
土造成地の安全性の確認及び耐震化を
促進し、防災意識の向上を図る。

　平成26年度の調査により抽出した箇所を対象
に、大規模盛土造成地への該当性を確定し、大規
模盛土造成地マップを作成した。

　大規模盛土造成地
マップの公表及び平成
29年度以降に行う第二
次調査に向けた計画を
検討する。

　予定どおり実施した。

評
価

・国道16号横断地下道の4か所目出入口の設置に
ついては、平成29年度完成に向け、概ね予定どお
り実施した。
・自転車道については、概ね予定どおり実施した。

12 ◎
　国道16号横断地下道の4か所目出入
口の設置、自転車道整備の促進等

実
績

・国道16号横断地下道の4か所目出入口の設置に
係る委託工事の契約締結
・国道16号相模原市富士見地区（延長約0.4ｋｍ
区間）の自転車道開通

圏央道等の整備促進（国直轄事業
負担金等）

　国が直接整備・管理する、圏央道、国
道16号・20号に係わる新設、改築を促進
する。

　国道16号横断地下道
の4か所目出入口の設
置、自転車道整備の促
進等

9 ◎

麻溝台・新磯野地区整備推進事業

①先行地区（第一整備地区）の仮換地
指定に向けた取組を進める。
②先行地区（第一整備地区）の換地設
計、実施設計、下水道工事等の実施
③後続地区（北部・南部地区）の事業化
に向けた権利者組織の運営支援

実
績

①先行地区（第一整備地区）の一部について、仮
換地指定（第１回）を行った。
②先行地区（第一整備地区）の早期工事着手に向
け、換地設計等を進めるとともに、民間事業者と工
事等に関する包括委託契約を締結した。
③後続地区（北部・南部地区）の権利者組織の支
援として、視察や役員会を開催した。

①先行地区（第一整備
地区）の事業推進を図
るため、関係機関との
協議や移転補償等を
進める。
②先行地区（第一整備
地区）の早期の土地活
用に向け、民間事業者
包括委託により工事等
を進める。
③後続地区（北部・南
部地区）の事業化に向
けた権利者組織の運
営を支援する。

　産業・みどり・文化及び生活等が複合
的に融合した新たな拠点の形成をめざ
し、土地区画整理事業等による都市基
盤整備の推進を図る。

評
価
　概ね予定どおり実施した。

　相模大野駅西側地区における土地の
合理的かつ健全な高度利用並びに公共
施設の整備、建築物の共同化及び不燃
化の促進など都市機能の更新を図るた
め、市街地再開発事業を実施する。

評
価

①概ね予定どおりに事業を進めた。
②目標としている施策については概ね実施でき
た。

　回遊性の向上や来街
者の増加

10 ◎

相模原インターチェンジ周辺新拠点
まちづくり事業

　金原地区のまちづくり基本計画の策定

実
績

　庁内ワーキンググループによる検討のほか、地権
者組織の設立や国との勉強会、地権者等への説
明会による周知等を行いながら、まちづくり基本計
画を策定した。

　基本計画の具体化に
向けた実施計画（案）
の作成　圏央道相模原インターチェンジ周辺と

津久井広域道路の沿道において、周辺
の環境に配慮しつつ、都市の活力を生
み出すための土地利用のあり方につい
て検討する。

評
価
　平成28年3月に、予定通り、金原地区のまちづく
り基本計画を策定した。

11 ◎

相模大野駅西側地区市街地再開発
事業

①立体横断施設の詳細設計及び交差
点改良工事を実施する。
②賑わいづくり活動への支援の継続

実
績

①立体横断施設の予備設計とロビーシティ前の交
差点改良の詳細設計を実施した。
②賑わいづくり活動に係る市の支援策等につい
て、南区役所と意見交換の場を設けた。

①立体横断施設の詳
細設計及び交差点改
良工事を実施する。
②賑わいづくり活動へ
の支援の継続

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

　道路の渋滞を緩和するために、パーク
アンドバスライドや共同通勤バスの導入
などについて重点的に取り組む地区を
定め施策を展開するとともに、自家用車
から公共交通への自発的な転換を促進
するため、交通に関する学習の機会を設
けるなど、意識啓発の取組を進める。

評
価

　計画どおり実施し、駅周辺交通量の減少やバス
利用者の増加等により、施策の効果が確認され
た。また公共交通の利用意向等を把握した。

　交通環境の改善及び
公共交通の利用促進
に寄与する。

評
価

　関係機関との協議において課題が多く、特にバ
ス専用レーンに係る交通管理者との協議は継続し
て実施が必要となった。

　市南部地域の交通問
題の改善につながる。

2 ◎

交通需要マネジメント推進事業

①橋本地区TEM施策の効果検証
②モビリティマネジメントの実施及び結果
検証
③新たに取り組むべき地区の検討

実
績

①橋本駅周辺にて交通実態調査や利用者アン
ケートを行い、過年度の調査結果との比較によりこ
れまで行った施策の効果検証を行った。
②利用者アンケートにあわせて公共交通への利用
転換を促すMMを実施した。
③新たに取り組むべき地区を検討した。

①新たな地区における
ＴTDM施策の実施検
討
②モビリティマネジメン
トの実施

３．豊かな自然と都市機能が共生する質の高い都市基盤整備を推進します。

1 ◎

新しい交通システム推進事業

①地域や関係者等との合意形成を図り
ながら、基本計画の策定や事業化の検
討を行う。
②交通課題の改善に向けて短期施策の
推進

実
績

①②「新しい交通システム導入検討委員会」からの
答申を踏まえ、「新しい交通システム導入基本計
画」に定める内容について、関係機関との協議・調
整を行った。

①地域や関係者等との
合意形成を図りなが
ら、基本計画の策定や
事業化の検討を行う。
②交通課題の改善に
向けて短期施策の推
進

　市内拠点間の連携を強化するととも
に、交通利便性の向上や道路混雑緩和
による環境負荷の軽減を図るため、新し
い交通システムの導入に向けた検討を
進める。

　浸水被害解消に向け
た河川の整備延長：20
ｍ

評
価
　予定どおり実施した。

11 ◎

実
績
　浸水被害の軽減、解消に向けた河川の整備延
長：40ｍ

河川改修事業

　浸水被害解消に向けた河川の整備延
長：40m

　河川の氾濫による浸水被害の発生の
軽減と解消のため、市街化の著しい区域
に位置する鳩川、八瀬川、姥川の整備を
進める。

5 ◎

市営住宅の整備

①南台団地建設工事
②大島団地Ｂ棟屋上防水工事
③富士見団地１１号棟屋上防水工事
④富士見団地給排水等交換工事

実
績

　住宅に困窮する世帯の安定した居住を
確保するため、市営住宅の整備や長寿
命化のための計画的な修繕を進める。

評
価

①南台団地建設工事
②大島団地B棟屋上防水工事
③富士見団地11号棟屋上防水工事
④富士見団地6号棟配管等交換工事

①大島団地D棟屋上防
水工事
②富士見団地１0号棟
屋上防水工事
③富士見団地5号棟配
管等交換工事

　住宅に困窮する世帯の安定した居住の確保に寄
与した。

点検箇所：202箇所（危
険度ランクA：195箇
所、危険度ランクB：7箇
所）

　山間部や河岸段丘部の道路における
台風・豪雨・地震等の異常自然現象に
伴う落石、斜面崩壊等の土砂災害を未
然に防止するとともに、今後災害に至る
可能性のある要因の進行を把握し、早期
に適切な対策を施すため、該当箇所に
ついて「カルテ」を作成し、定期的に点
検を実施する。

評
価

　計画的な点検を実施するとともに、速やかな対応
が必要と判断された2箇所について、適切な対応
を図った。

6 ◎

道路の無電柱化

2路線、259mの整備

実
績 2路線　252ｍの整備

　本体完了路線の連携
引込管整備

1
　安全で快適な通行空間の確保、都市
災害の防止、情報ネットワークの信頼性
の向上、都市環境の向上を図り、質の高
い都市基盤整備を進めるために、計画
的に電線類地中化事業を進める。

評
価
　目標の2路線中1路線は完了した。残りの１路線
については、引き続き事業を行っていく。

7 ◎

道路防災カルテ点検業務

①点検箇所：321箇所
②点検に基づく適切な対策の実施

実
績

①点検箇所：331箇所
※危険箇所が発見され点検箇所を追加した。
②対策箇所：2箇所
その他、より効率的・効果的な道路防災に努めるた
め、道路災害防除ガイドラインの見直しを図った。

8 ◎

交通安全施設の整備

　ガードレール、カーブミラー、道路標
識、道路照明灯等の整備

実
績
　ガードレール：0.465km、カーブミラー：106基、道
路標識：27基、道路照明灯：26基

　ガードレール、カーブ
ミラー、道路標識、道路
照明灯等の整備　交通事故のないまちづくりに向け、防

護柵、カーブミラー、道路照明灯、カラー
舗装等の新設や維持補修を行い、交通
安全施設の整備の充実を図る。

評
価
　交通安全施設の着実な整備を進め市民の交通
安全の向上を図ることができた。

9 ◎

公共下水道（雨水）の整備

　浸水解消箇所数：4箇所

実
績
　浸水解消箇所数：4箇所

　浸水解消箇所数：4箇
所

　浸水被害を解消するため、雨水幹線等
の整備や雨水流出抑制の機能を高め、
浸水被害を減少させる。

評
価
　予定どおり実施した。

10 ◎

公共下水道施設の耐震化及び長寿
命化

・ポンプ場耐震化工事：建築3箇所、土
木4箇所
・ポンプ場長寿命化実施設計：5箇所

実
績

・ポンプ場耐震化工事（建築部分）：0箇所
・ポンプ場耐震化工事（土木部分）：0箇所
・ポンプ場長寿命化実施設計：5箇所
・管内点検調査：112km

・ポンプ場耐震化工
事：建築部分、土木部
分　各3箇所
・ポンプ場長寿命化更
新工事：機械部分1箇
所、電気部分2箇所
・管内点検調査：
180km

　ポンプ場及び管路施設について大規
模地震発生時の減災対策を進めるととも
に、計画的な維持管理を行い、ライフサ
イクルコストの最少化を考慮した長寿命
化を図る。

評
価

　ポンプ場耐震化工事については3箇所を契約し
たが、入札不調により契約時期が遅れたことから、
工期を確保するため、次年度に繰り越して工期延
伸（平成29年3月31日まで）をした。なお、実施設
計については予定どおり実施した。

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

①バス交通基本計画
の施策の推進によるバ
スの利便性向上
②乗合タクシーの本格
運行へ向けた取組
③コミュニティバスの本
格運行へ向けた取組
④コミュニテイバス、乗
合タクシーの新規地区
等への導入に向けた取
組

2

　効率的で利便性の高いバス路線網を
構築し、市民の日常生活を支えるバス交
通の充実と利用の促進を図るとともに、
地域との協働により、バス路線網を補完
するコミュニティバスや乗合タクシーの導
入など、地域にふさわしい交通を実現す
る。

評
価

①バス交通基本計画に掲げる各施策を推進し、バ
ス交通の利便性が向上した。
②根小屋地区及び吉野・与瀬地区は、予定どおり
本格運行を実施した。牧野地区については、引き
続き、本格運行に向けた取組を進める。
③引き続き、本格運行に向けた取組を進める。
④予定どおり実施した。

①生活交通維持確保
路線の確保策の見直し
によるバス交通の充実
②乗合タクシーの運行
継続による地域公共交
通の充実
③コミュニティバスの運
行継続による地域公共
交通の充実
④コミュニティバス、乗
合タクシーの新規地区
導入取組による地域公
共交通の充実

4 ◎

公共交通網の整備促進

①バス交通基本計画の施策の推進によ
るバスの利便性向上
②乗合タクシーの本格運行へ向けた取
組
③コミュニティバスの本格運行へ向けた
取組
④三ヶ木～三井・上中沢～橋本駅バス
路線の本格運行へ向けた取組

実
績

①バス交通基本計画に掲げた施策を推進するとと
もに、生活交通維持確保路線の2路線（東野・月夜
野線、原宿5丁目・小沢線）について、新たに地域
検討組織を設置した。
②平成27年4月1日から根小屋地区にて、平成27
年10月1日から吉野・与瀬地区において本格運行
を実施した。
③大野北地区コミュニティバスについて、平成27年
度中の本格運行には至らなかったため、平成28年
2月１日からダイヤやルート変更など、運行内容の
改善を実施した。
④平成27年10月1日から本格運行を実施した。

2
　道路混雑の解消や環境負荷の低減を
図るとともに、公共交通の利便性を向上
させ、公共交通への利用転換を促進す
る。

評
価

①予定どおり実施した。
②予定どおり実施した。特にノンステップバスは、8
台分の補助を実施するとともに、補助対象外車両
も含め、12台の新規導入を実施した。
③予定どおり実施した。
④予定どおり実施した。

②バス待ち環境の向上
及びバス乗降時の負
担軽減
③東林間駅西口・下溝
駅のバリアフリー化が
図られる

3 ◎

公共交通利用促進事業

①鉄道・バス等の公共交通にかかる輸送
力増強・利便性向上等の促進活動
②バス停留所上屋、ベンチ各1箇所設
置、ノンステップバス6台導入、バス運行
情報案内表示機1箇所設置
③東林間駅西口エレベーターの整備
④相模線複線化の促進のための啓発活
動、要望活動、調査研究活動の実施

実
績

①要望活動・啓発活動の実施
②バス停留所上屋、ベンチ各1箇所設置、ノンス
テップバス8台導入、バス運行情報案内表示機1箇
所設置
③東林間駅西口エレベーター整備・下溝駅スロー
プ整備
④スタンプラリー（7/18～9/1）、相模線“相模原市
ホームタウンチームトレイン”運行（7/20～11/19）、
要望活動（8/6）、ハイキング（10/10)、相模線イベ
ント列車運行（12/12）、講演会（3/8）

①鉄道・バス等の公共
交通にかかる輸送力増
強・利便性向上等の促
進活動
②バス停留所上屋、ベ
ンチ各1箇所設置、ノン
ステップバス6台導入
③東林間駅西口エレ
ベーター整備・下溝駅
スロープ整備
④相模線複線化の促
進のための啓発活動、
要望活動、利用促進事
業の実施

5 ◎

市営自動車駐車場の利用促進

　相模大野立体駐車場の精算機等の管
制システムを車番認証付き管制システム
への更新

実
績
　相模大野立体駐車場の精算機等の管制システ
ムを車番認証付き管制システムへ更新した。

　橋本駅北口第1自動
車駐車場及び橋本駅
北口第２自動車駐車場
の精算機等の管制シス
テムを車番認証付き管
制システムへ更新。

　市営自動車駐車場は近年の社会経済
状況の悪化に伴い、利用台数及び事業
収入が減少しているため、利用しやすい
案内への改善や地元商店街との連携強
化など、事業収入の増加に向けた利用
促進の対策を実施する。

評
価
　車番認証を取り入れたことで、出庫がスムーズに
行うことができ、利用者の利便性が高まった。

　事前精算した車両を
ナンバーで認識して
ゲートが自動で開閉す
ることで、出口における
渋滞緩和が図られる。

6 ◎

自転車利用環境の整備

①（公財）まち・みどり公社による市営自
転車駐車場でのレンタサイクル事業の継
続
②橋本駅南口第１自転車駐車場の上部
を引き出すタイプの2段式ラックを垂直2
段式ラックへ機器更新（698台分）

実
績

①市からの依頼に基づき社会実験として、(公財)ま
ち・みどり公社による市営自転車駐車場でのレンタ
サイクル事業の継続
②垂直2段式ラックへの機器更新

①指定管理者の自主
事業としてのレンタサイ
クル事業の継続
②橋本駅南口第2自転
車駐車場の垂直2段式
ラックをより安全な垂直
2段式ラックへ機器更
新　自転車駐車場の整備や施設改修、社

会実験としてのレンタサイクル事業の実
施など、自転車利用者の利便性の向上
と自転車の利用促進を図るための環境
づくりを進める。

評
価

①レンタサイクル事業について見直しを行い、指
定管理者の自主事業として事業を継続することの
検討や保険加入、自転車の購入についてまち・み
どり公社と協議。
②自転車の上げ下ろしを楽にし、女性や高齢者に
も利用しやすい施設に改善された。

①利便性の向上や限
られたスペースの有効
活用が図れる。
②安全性や利便性の
向上を図るため、老朽
化した駐輪機器の入替
えを行い、利用しやす
い施設に改善する。

7 ◎

国県道等整備事業

①都市計画道路分：7路線
②国県道分：8路線

実
績
①都市計画道路分：7路線
②国県道分：7路線

①都市計画道路分：3
路線
②国県道分：5路線

　周辺都市や地域間相互の交通利便性
の向上のため、津久井広域道路などの
道路ネットワークの充実を図る。

評
価
　概ね予定どおり整備等を実施した。

8 ◎

市道整備事業

①都市計画道路分：9路線
②市道分：10路線

実
績
①都市計画道路分：8路線
②市道分：8路線

①都市計画道路分：6
路線
②市道分：7路線

交差点改良や立体交差化などを進める
とともに、道路等の拡幅整備により、安全
で快適な道路環境を創出する。

評
価
概ね予定どおり整備等を実施した。
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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

9 ◎

市道整備事業（狭あい・寄附道路関
連）

　寄附行為を踏まえた整備を推進する。

整備：59箇所

実
績
　狭あい道路整備：43箇所
　寄附道路による舗装新設：15箇所

　狭あい道路等の整備
を実施する。
狭あい：41箇所
舗装新設：16箇所

　狭あい道路などの整備を進めることに
より、身近な生活道路環境の改善と防災
機能や安全性の向上を目指す。

評
価
　狭あい道路などを整備し、道路環境の向上を
図った。

10 ◎

相模大野駅北口駅前広場エレベー
ター設置事業

　設置に向けた詳細設計業務委託の実
施

実
績
　詳細設計を予定どおり実施した。

　エレベーター設置工
事
（1基）

　高齢者、障害者等の移動円滑化の向
上を図るため、エレベーターを設置し、
駅前広場の交通環境の改善を図る。

評
価
　平成28年度エレベーター設置工事（1基）の発注
に向けた準備ができた。

11 ◎

道路施設維持管理計画事業

①道路施設の維持管理計画の策定
②道路施設の点検
　のり面、道路附属物

実
績

①道路施設長寿命化修繕計画を策定した。
②道路施設の点検
　舗装（路面性状109.1km、路面下空洞21.8km）
　のり面・土工構造物：80箇所
　道路照明灯・標識等：1,765箇所

　道路施設長寿命化修
繕計画に基づく点検実
施
舗装（路面性状
123km、路面下空洞
43km）、トンネル：6本、
横断施設：1箇所、ペデ
ストリアンデッキ：1箇
所、道路附属物：350基

　老朽化する市内の道路施設（舗装、ト
ンネル、ペデストリアンデッキ等）を対象
に策定した長寿命化修繕計画に基づき
計画的に維持管理を進める。

評
価

　予定どおり計画を策定した。今後、この計画に基
づき維持管理を行うことで、道路施設の長寿命化
を進め維持管理費の縮減・平準化を図ることがで
きる。

12 ◎

橋りょう長寿命化事業

　予防的・計画的な修繕等を実施する。
①橋りょう点検：123橋
②橋りょう修繕：25橋

実
績
①橋りょう点検：90橋
②橋りょう修繕：18橋

①橋りょう長寿命化修
繕計画を見直す。
②予防的・計画的な修
繕等を実施する。橋りょ
う点検：169橋、橋りょう
修繕等：28橋（修繕設
計8橋、修繕工事4橋、
耐震設計12橋、耐震工
事4橋）

　老朽化する市内の橋梁に関して策定し
た長寿命化修繕計画に基づき、予防
的、計画的な修繕を実施する。

評
価

　見込んでいた歳入のうち、交付金が想定より下
回ったため、目標数量を下回った。未実施分は平
成28年度以降で計画的に実施する。

13 ◎

下水道使用料・受益者負担金の徴
収の適正化

①下水道使用料の適正賦課・徴収対策
の推進
②排水量申告者実態調査等の実施
③受益者負担金徴収猶予地の適正管
理

実
績

①下水道使用料の適正賦課・徴収対策の推進
　公表した下水道使用料徴収漏れ等について、是
正処置等を実施した。（継続中）
②排水量申告者実態調査等の実施　　0件
③受益者負担金徴収猶予地の適正管理
　受益者負担金徴収猶予地8,689筆について、徴
収が可能か否かについて調査を実施した。　（継続
中）

①下水道使用料の適
正
　　賦課・徴収対策の
推進
　・水道開栓情報に基
づく下水道使用料賦課
　　対象家屋の把握方
式の実施
　・未賦課家屋の早期
発見を図るため県企業
庁との連携強化
②排水量申告者実態
調査等の実施
　・排水量申告制度の
検討
③受益者負担金徴収
猶予地の適正管理
④行政監察結果に基
づく再発防止対策の実
施

　下水道使用料の適正な賦課、排水量
申告の検証及び受益者負担金徴収猶
予地の適正管理に努める。

評
価

　下水道使用料の徴収漏れ等及び受益者負担金
の徴収漏れが発覚したことによる是正処置及び再
発防止対策を重点的に実施したため、排水量申告
者実態調査等については実施できなかった。

14 ◎

水洗化のさらなる促進

　水洗化促進を図る新たな制度の確立
準備

実
績

　先進市の取組みを参考とし、本市状況に見合う
新たな制度概要を取りまとめると伴に、確立に向け
た準備を行った。

　水洗化促進を図る新
たな制度の確立

　下水道施設整備の費用対効果等を踏
まえ、下水道未接続者に対する水洗化
促進を強化する。

評
価
　概ね予定どおり実施した。

15 ◎

公共下水道合流区域の分流化事業

・分流化面積：24.2ha
・分流化済全体面積：209.2ha
・進捗率：53.2%

実
績

・分流化面積：24.2ha
・平成27年度末分流化済全体面積：209.2ha
・進捗率：53.2%

・分流化面積：14.6ha
・分流化済全体面積：
223.8ha
・進捗率：56.9%　河川の水質保全、生活環境の向上を

図るため、大雨時に未処理下水が河川
に放流されないよう、合流式下水道の分
流化を進める。

評
価
　予定どおり実施した。

16 ◎

公共下水道（汚水）・浄化槽の整備

①公共下水道（汚水）整備面積：26.5ｈａ
②浄化槽設置基数：120基

実
績
①公共下水道（汚水）整備面積：20.7ha
②浄化槽設置基数：96基

①公共下水道（汚水）
整備面積：11.7ｈａ
②浄化槽設置基数：
160基

　適切な生活排水処理を行うことにより、
水源環境の保全、生活環境の向上を図
るため、汚水管及び浄化槽の整備を行
う。 評

価

①国交付金の配分が要望額に比べ少なかったた
め、目標整備面積を下回った。
②申請件数が少なかったことにより目標設置数を
下回ったが、新たな制度を創設したことにより、次
年度については設置数の増加を見込んでいる。
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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】

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

① 景観重要公共施設
の指定：1か所
② 開発に伴う接道緑
化の延長距離：1,000ｍ

　相模原らしい景観の形成を進めるた
め、市民、事業者及び市が共に、様々な
景観資源について「まもる」、「いかす・そ
だてる」、「つくる」ことにより、魅力ある景
観の形成を進める。

評
価
　予定どおり実施した。

3 ◎

都市デザイン推進事業

① 景観形成重点地区等の指定等：1か
所
② 開発に伴う接道緑化の延長距離：800
ｍ

実
績
①景観協定の認可：1か所
②開発に伴う接道緑化の延長距離：1,586ｍ

2 ◎

街づくり活動推進事業

　住環境の保全や創出を図るため、地区
計画等の指定：1地区

実
績
　1地区追加して58地区となった。
（横山南部3・5丁目地区地区計画）

　住環境の保全や創出
を図るため、地区計画
等の指定：1地区　良好な住環境の保全や創造、魅力ある

商業地等の創造を実現するため、地区
計画や建築協定等を促進するとともに、
市民主体による地域の特性を生かした
魅力ある街づくり活動を推進する。

評
価

　既存市街地の良好な住環境の維持・保全や魅力
ある市街地環境の形成を図るため地区計画の都
市計画決定をした。

４．秩序ある総合的・計画的な土地利用、まちづくりの推進に取り組みます。

1 ◎

都市計画推進事業
（地域地区等の指定）

　第7回線引き全市見直しに向けた市長
方針の策定や線引き見直し素案の検討

実
績

①第7回線引き全市見
直しを行う（平成29年3
月告示）。
②今後の人口減少等
を見据え、本市の都市
構造の在り方について
検討に着手する。

　都市づくりの進捗状況などに応じ、区
域区分や用途地域、道路、公園などの
都市施設、市街地再開発事業などの都
市計画決定や変更などを行う。

評
価

①都市計画審議会の提言を踏まえた線引き見直し
にかかる市の基本方針を策定した。
②基本方針に基づき、整備、開発及び保全の方針
の素案を作成し、市民説明会を開催した。
③平成25年に策定した都市計画道路見直しの方
針に基づき、対象となる2路線を廃止した。

　予定どおり実施した。

　多自然川づくりによる
河川の整備延長：62ｍ

　多自然川づくりによる健全な水環境機
能の保全・再生をめざし、環境に配慮し
た河川づくりを進める。

評
価
　予定どおり実施した。

18 ◎

河川改修事業

　多自然川づくりによる河川の整備延
長：70ｍ

実
績
　多自然川づくりによる河川の整備延長：70ｍ

17 ◎

簡易水道再編の推進

　藤野簡易水道の整備（継続）
  奥牧野地区ほか6地区

実
績
　4地区の統合整備工事を実施した。

　藤野簡易水道の整備
（継続）
  奥牧野ほか8地区　安全で良質な飲料水を将来にわたり安

定して供給できる水道を構築するため、
市営簡易水道と運営形態の脆弱な小規
模水道の統合整備を進める。

評
価
　国庫補助金の減額により計画どおり実施できな
かった。未実施分は平成28年度以降に実施する。
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■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【新：Ｈ28新規目標】

　分譲マンション管理セミナーの開催、分譲マンション
無料相談窓口の設置及び分譲マンションアドバイザー
派遣により、分譲マンションの維持管理や建替えに取り
組む管理組合を支援する。

310

15,000

≪特会≫
・土地区画整理事業による市街地整備を図るため、換
地設計修正等を実施する。また、工事着手に向けて移
転補償を行うともに、電柱の移設や上水道の整備を行
う。
・工事及び工事等に関する調査設計業務を包括して委
託し、実施設計、補償調査、事業運営管理、地下調
査、整地、公共下水道（汚水・雨水）工事等を行う。
≪一般≫
後続地区の事業化に向けた地権者組織の支援、第一
整備地区に接続する地区外の公共下水道（汚水）の詳
細設計及び工事を行う。

≪特会≫
856,191
≪一般≫
138,100

600,000

まちづくり事業部
　都市整備課

　相模原インターチェンジ周辺新拠点まちづくり基本計
画の具体化に向けた実施計画（案）を作成する。

8,000 中山間

5 市営住宅の整備
まちづくり計画部
　住宅課

　住宅に困窮する世帯の安定した居住を確保するた
め、市営住宅の整備や長寿命化のための計画的な修
繕を進める。

63,333

マンション管理対策推進事業
まちづくり計画部
　建築指導課

　市民の居住環境の向上と地域経済の活性化を図るた
め、個人住宅の改修経費の一部を助成することにより、
民間住宅施策を推進する。

6 当麻地区整備促進事業
まちづくり事業部
　当麻地区拠点整備事務
所

●当麻ブロック
　《宿地区土地区画整理エリア》
　・当麻宿地区土地区画整理組合への助成
　《宿地区地区計画エリア》
　・地区施設道路の供用開始に向けた暫定整備

376,485

8

7 麻溝台・新磯野地区整備推進事業

まちづくり事業部
　麻溝台・新磯野地区整備
事
務所

9
相模大野駅西側地区市街地再開発
事業
（県道交差部立体横断施設整備）

まちづくり事業部
　都市整備課
　道路部
　道路整備課

　相模大野地区が目指す「三核構造」による回遊性を創
出し、広い人の流れにより地区の活性化を図るため、
ボーノ相模大野から伊勢丹までの連担させる県道交差
部立体横断施設やデッキを整備する。

76,400

相模原インターチェンジ周辺新拠点
まちづくり事業

2

5 ＪＲ横浜線連続立体交差推進事業
広域交流拠点推進部
　 相模原駅周辺まちづくり
課

4 相模原駅周辺整備推進事業
広域交流拠点推進部
　 相模原駅周辺まちづくり
課

　相模原駅周辺の南北一体的なまちづくりを進めるた
め、ＪR横浜線の連続立体交差化に関する調査・検討を
行う。

46,216

　首都圏南西部の広域交流拠点にふさわしい魅力ある
まちづくりを進めるため、小田急多摩線延伸を見据え、
相模総合補給廠返還地を含めた相模原駅周辺の整備
計画の策定等を行う。

48,954

22 リニアまちづくり関連推進事業
広域交流拠点推進部
　  リニア駅周辺まちづくり
課

　首都圏南西部の広域交流拠点にふさわしい魅力ある
まちづくりを進めるため、リニア中央新幹線駅の設置な
どを見据えた橋本駅周辺の整備計画の策定等を行う。

27,433

3
リニア中央新幹線建設・駅設置促進
事業

広域交流拠点推進部
　　リニア事業対策課

　リニア中央新幹線の建設について、JR東海との協定に
基づく用地取得に関する受託事務の実施と建設促進に
向けた関係機関との調整、及び影響を受ける地域への
対策を行う。

113,545 1

１．首都圏南西部をリードする広域交流拠点都市の形成をめざします。

1 小田急多摩線延伸促進事業
まちづくり計画部
　交通政策課

2

・唐木田駅から相模原駅、上溝駅への延伸について、
事業化に向け関係者と調整を進め、事業化調査（町田
市との共同調査）を実施
・田名地区を経由し、愛川・厚木方面への延伸につい
て、「小田急多摩線の延伸促進に関する連絡会」での
取組
・市民活動（促進協議会）への支援

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

10,367

　旧耐震基準の住宅・建築物の所有者に対して防災対
策の普及啓発を行うとともに、耐震診断・改修工事等の
費用の補助を行う。

4 民間住宅施策の推進
まちづくり計画部
　建築指導課
　住宅課

3

10

2 既存住宅・建築物耐震化促進事業
まちづくり計画部
　建築指導課

　国が直接整備・管理する圏央道、国道16号、国道20
号に係る新設、改築等に要する費用の一部を市が負担
する。

２．安全で安心して暮らせる災害に強いまちづくりに取り組みます。

1

圏央道等の整備促進（国直轄事業
負担金等）

道路部
   道路計画課

　大規模盛土造成マップの公表及び平成29年度以降
実施する第二次調査に向けた計画を検討する。

0宅地耐震化推進事業
まちづくり計画部
　開発調整課

116,639
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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

3,025

51,000
　橋本駅南口第2自転車駐車場の垂直2段式ラックをよ
り安全な垂直2段式ラックへ機器更新

・鉄道、バス等の公共交通に係る輸送力増強、利便性
向上等の促進活動
・バス停留所上屋、ベンチ各1箇所設置、ノンステップバ
ス7台導入に対する補助金の交付
・相模線複線化の促進のための沿線ハイキング等の啓
発活動、要望活動、利用促進事業の実施
・東林間駅西口エレベーターの整備

108,569

・新たな地区におけるTDM施策の実施検討
・モビリティマネジメントの実施

0

　周辺都市や市内の拠点を結ぶ広域幹線道路等の整
備
　国道413号、県道46号（相模原茅ヶ崎）、県道51号（町
田厚木）、県道52号（相模原町田）、県道63号（相模原
大磯）、県道510号（長竹川尻）などの整備

725,560

6

2中山間195,005

・生活交通維持確保路線の見直し等バス交通基本計画
の施策の推進によるバスの利便性向上
・乗合タクシー（牧野地区）の本格運行へ向けた取組
・コミュニティバス（大野北地区）の本格運行へ向けた取
組
・コミュニティバス、乗合タクシーの新規地区導入取組

7 国県道等整備事業
道路部
　道路整備課
　南土木事務所

　橋本駅北口第1自動車駐車場及び橋本駅北口第2自
動車駐車場の精算機等の管制システムを車番認証付き
管制システムへ更新。

まちづくり事業部
　都市整備課

自転車利用環境の整備

３．豊かな自然と都市機能が共生する質の高い都市基盤整備を推進します。

1

79,589

・新しい交通システム導入基本計画の検討及び策定
・新しい交通システムの事業化の検討
・交通課題の改善に向けた短期施策の推進

0

公共交通網の整備促進
まちづくり計画部
　交通政策課

5 市営自動車駐車場利用促進事業
まちづくり事業部
　都市整備課

4

交通需要マネジメント推進事業
まちづくり計画部
　交通政策課

3

道路防災カルテ点検業務

道路部
　路政課
　緑土木事務所
　津久井土木事務所
　中央土木事務所
　南土木事務所

　山間部や河岸段丘部の道路における台風・豪雨・地
震等の異常自然現象に伴う落石、斜面崩壊等の土砂
災害を未然に防止するとともに、今後災害に至る可能
性のある要因の進行を把握するため、「道路防災点検
の手引き」及び「道路災害防除ガイドライン」に基づき、
定期的に点検を実施する。
　なお、点検により危険度の推移を見極め、対策が必要
となった箇所については、「道路災害防除ガイドライン」
の対策優先度の考え方に基づき、今後、順次対策を行
う予定である。
点検箇所：202箇所（危険度ランクＡ：195箇所、危険度
ランクＢ：7箇所）

10,450

　ガードレール、カーブミラー、道路標識、道路照明灯
等を整備する。

170,000

　安全で快適な通行空間の確保、都市災害の防止、情
報ネットワークの信頼性の向上、都市環境の向上を図
り、質の高い都市基盤整備を進めるために、計画的に
電線類地中化事業を進める。
　本体完了路線の連携引込管整備

80,0006 道路の無電柱化 道路部　道路整備課

9 公共下水道（雨水）の整備 下水道部　下水道整備課

浸水被害を軽減するための整備を実施
＜主な整備箇所＞
　・境川第25-イ雨水幹線整備工事
　　　整備延長：185ｍ
　・相模川第5-イ-38雨水管整備工事
　　　整備延長：96ｍ
＜平成28年度に完了予定する事業＞
　・相南地区雨水幹線整備工事（1～4工区）
　　　整備延長：1,012ｍ
　・大野台地区第405雨水管整備工事
　　　整備延長：317ｍ

1,352,726

8 交通安全施設の整備

道路部
　 緑土木事務所
　 津久井土木事務所
　 中央土木事務所
　 南土木事務所

7

10
公共下水道施設の耐震化及び長寿
命化

下水道部　下水道保全課

　市内6ポンプ場のうち、未耐震化である3ポンプ場（中
淵、古淵、当麻）を早急に耐震化し、地震発生時の被害
を最小限にする減災対策を進めるとともに、3ポンプ場
（中和田、中淵、当麻）の機械・電気部分における長寿
命化更新工事を実施し、効率的・効果的な維持管理を
行う。

95,982

新しい交通システム推進事業
まちづくり計画部
　交通政策課

11 河川改修事業 道路部　河川課 　準用河川鳩川改修事業　整備延長：20.0m

公共交通利用促進事業
まちづくり計画部
　交通政策課

2

2
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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

・第7回線引き全市見直し（整備、開発及び保全の方針
策定）
・都市計画の決定、変更
　（都市計画道路の見直し、地区計画の決定等）
・都市計画マスタープラン一部改定（広域交流拠点編の
追加）
・今後の人口減少等を見据え、本市の都市構造の在り
方について検討に着手する。

100,779

・一級河川鳩川・道保川改修事業
　整備延長：29m
・準用河川姥川改修事業
　整備延長：33m

3 2,351

　道路施設長寿命化修繕計画に基づく点検を実施す
る。
舗装（路面性状123km、路面下空洞43km）、トンネル：6
本、横断施設：1箇所、ペデストリアンデッキ：1箇所、道
路附属物：350基

59,05711

都市デザイン推進事業
まちづくり計画部
　街づくり支援課

2 街づくり活動推進事業
まちづくり計画部
　街づくり支援課

４．秩序ある総合的・計画的な土地利用、まちづくりの推進に取り組みます。

1
都市計画推進事業
（地域地区等の指定）

まちづくり計画部
　都市計画課

・街づくり団体の登録の推進。
・地域のまちづくり活動を支援するため、各まちづくり協
議会への積極的な参加や街づくりアドバイザーの派遣
を行う。

12 橋りょう長寿命化事業

道路部
　路政課
　緑土木事務所
　津久井土木事務所
　中央土木事務所
　南土木事務所

674,111

①橋りょう長寿命化修繕計画の見直しを行う。
②橋りょう長寿命化修繕計画に基づく点検及び修繕を
実施する。
　橋りょう点検：169橋、橋りょう修繕等：28橋（修繕設計8
橋、修繕工事4橋、耐震設計12橋、耐震工事4橋）

　各土木事務所に狭あい道路等のパンフレットを配架し
制度の周知を図る。併せて狭あい道路等の整備を実施
する。
　狭あい道路整備：41箇所
　寄附道路による舗装新設：16箇所

169,974

道路施設維持管理計画事業 道路部　路政課

市道整備事業（狭あい・寄付道路関
連）

道路部
　緑土木事務所
　津久井土木事務所
　中央土木事務所
　南土木事務所

8 市道整備事業

道路部
　道路計画課
　道路整備課
　緑土木事務所
　津久井土木事務所

　市内の拠点を結ぶ都市計画道路等の整備
　都市計画道路宮上横山線、市道新戸相武台、市道淵
野辺中和田などの整備

1,116,835

9

10
相模大野駅北口駅前広場エレベー
ター設置事業

道路部　南土木事務所
　旧交通バリアフリー法に基づき、相模大野駅周辺地区
のバリアフリー化の一環として相模大野駅北口駅前広
場エレベーターの設置を進めている。

110,000

13
下水道使用料・受益者負担金の徴
収の適正化

下水道部
下水道料金課

①下水道使用料の適正賦課・徴収対策の推進
　・水道開栓情報に基づく下水道使用料賦課対象家屋
の把握方式の実施
　・未賦課家屋の早期発見を図るため県企業庁との連
携強化
②排水量申告者実態調査等の実施
　・排水量申告制度の検討
③受益者負担金徴収猶予地の適正管理
④行政監察結果に基づく再発防止対策の実施

0

14 水洗化のさらなる促進
下水道部
　下水道保全課
　津久井下水道事務所

　新たな水洗化促進制度の導入と指導管理体制の構築
に向けた調査・検討を行い、早期の事業開始を目指
す。

0

15
公共下水道合流区域の分流化事業
及び公共下水道（汚水）の整備

下水道部　下水道整備課

＜合流区域分流化事業＞
　　・汚水管（φ200㎜）整備延長：2,153m
　　・分流化面積：14.6ha
　
＜公共下水道（汚水）整備事業＞
　当麻宿地区地区計画区域における汚水管整備延長：
486m
　詳細設計委託：2,180m

1,407,300

16 公共下水道（汚水）・浄化槽の整備
下水道部
　 津久井下水道事務所

・津久井地域における下水道の整備
・津久井地域における市設置高度処理型浄化槽の整
備

1,417,039

道路部　河川課河川改修事業18

・景観重要公共施設の指定を行う。
・市内の良好な景観をＰＲするため、まちなみ歩きイベン
トなどを開催する。
・開発事業等に伴う接道部分の緑化施設の整備により、
身近な景観の形成を進める。

31,000

17 簡易水道再編の推進
道路部
　 津久井土木事務所

　藤野簡易水道の統合整備（継続）
　奥牧野地区、伏馬田地区、堂地開戸地区、篠原地
区、田賀岡地区、新和田地区、中尾日向地区、中尾林
地区、中組地区

585,800

4,835
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