平成

27 年度

緑区役所 運営方針

■ キャッチフレーズ

魅力・活力・地域力・緑区から発信！
■ 局・区の運営の責任者

緑区長 北村 美仁
副区長 大用 靖

■ 局・区の役割・目標

１．緑区区ビジョンに基づき、地域の個性や特徴を活かしたまちづくりを進めるとともに、区役所機能の充実による更なる
区の魅力づくりと区民交流の促進に努めます。
緑区のめざす将来像である「地域の個性が輝き活力あふれる交流のふるさと緑区」の実現に向けた、区民主体によるまちづくり体制の確立や、区
の個性や特徴を活かしたまちづくりに取り組みます。また、地域活性化の観点から、観光や商店街振興を含めた区の魅力づくりと区民交流の促進
に努めるとともに、区制施行５周年記念事業を通じて、更なる区への愛着や誇りなどの意識の醸成を図ります。

２．協働の実践により、区民の活力を生かしたまちづくりに努めます。
区民の創意と工夫があふれる個性豊かな地域社会の実現をめざし、自治会などの活動の活発化やそのための活動拠点の確保を図るとともに、地
域活性化事業交付金などを効果的に活用し、地域課題の解決に取り組みます。

３．防災、防犯活動等の充実により、安全で安心して暮らせるまちづくりに努めます。
誰もが安全で安心して暮らせる社会の実現をめざし、区民や地域団体などとの連携を図りながら、防災体制の充実、交通安全・防犯対策の充実に
取り組みます。

４．区民ニーズや地域の課題を的確に把握し、区政や市政に反映させ、施策の総合化を図り、区民満足度の向上に努めます。
区民満足度の向上をめざし、まちづくり会議や地区まちづくり懇談会などの機会を捉え、区民ニーズを把握し、区行政連絡調整会議等を通じて施
策への反映に努めます。また、少子高齢化、過疎化が進む地域の課題を的確に把握し、その課題解決に努めます。

■ 局・区経営の視点・方針

○区民と行政との協働によるまちづくりをより一層推進するため、関係機関・団体との連携を強化するとともに、協働の輪を広げる取組
を進めます。
○区民ニーズの的確な把握に努めるとともに、地域の個性や特徴を活かした区民が主役のまちづくりを進めます。
○窓口業務における市民満足度を高めるため、「正確・迅速・親切」なサービスを提供します。
○公務員に対する市民の信頼に応えるため、公務員倫理と服務規律を遵守します。

■ 現状と課題
現

状

課

【協働のまちづくり】
・区民会議やまちづくり会議において、区ビジョンに掲げた施策の具体化に向けた
推進方策を話し合い、区の個性や特徴を活かしたまちづくりについて、区民ととも
に推進することが求められている。
・区内各地域の公共的な活動に取り組んでいる団体等を活性化するための新た
な支援策が求められている。
・まちづくり会議等で議論され、地域において取組が進められている事例について
の情報共有を図ることが求められている。
【自治会・地域団体等の活動】
・自治会加入率が低下傾向にある。
・自治会未結成地区がある。
・特に橋本地区の加入率の低下が著しく、大規模集合住宅を中心に自治会未結
成エリアが点在している。

【緑区の自治会加入率の推移】（４月１日現在）
H24.4

H25.4

H26.4

58.22%

57.16%

56.31%

・地域団体の役員の高齢化、自治会加入率の低下による地域コミュニティの活力
低下が懸念される。
・都市化の進展やライフスタイルの多様化などにより、地域の連帯感が薄れてい
る。
・団塊世代の地域への回帰による、地域活動への参加が求められている。
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題

・地域の住民とまちづくりについて、区民会議及びまちづくり会議と連携し、区ビ
ジョンに掲げた施策の実現に向けた方策の検討が必要である。
・地域課題の解決に取り組むため、地域政策担当、地域活力推進員の一層の資
質の向上が必要である。
・まちづくりに関わる新たな担い手の発掘、育成が必要である。
・地域活動等の情報提供機能の強化が必要である。

・地域の中で自治会未結成地区への組織化を働きかけるとともに、一人でも多く
の市民に、自治会活動に対する理解や自治会への積極的な加入促進を図る必
要がある。
・特に大規模集合住宅に設置されている管理組合について、自治会への結成に
向けた状況把握や情報交換に取り組む必要がある。
・地域活動の促進を図り、自治会等とともに地域づくりに取り組む必要がある。
・地域コミュニティの活動拠点の確保を図る必要がある。
・団塊世代の地域への回帰による、新たな地域づくりの仕組みが必要である。
・ＮＰＯなど地域団体の活動を取り上げ、区内外に発信するとともに、交流を図る
必要がある。

■ 現状と課題
現

状

課

【交通安全】
・相模原北警察署及び津久井警察署管内においては、交通事故の発生件数は減
少傾向にあるが、県全体と比較し、自転車が関係する事故の割合が高い。
・津久井警察署管内においては、横断歩道がない箇所を横断し、事故にあうケー
スが多い。

題

・交通安全関係団体が実施する啓発事業を通じ、多くの区民が参加し、交通安全
意識の向上に繋がるような手法の検討が必要である。
・自転車運転マナーの啓発や自転車安全運転教室などの体験型の取組につい
て、より積極的に推進することが求められている。
・道路の安全に関する要望等について、迅速に関係部署へつなげる必要がある。

【緑区内の自転車事故の割合】（各年中）

交通事故全体に
対する自転車事
故の割合

H24

H25

H26

緑区内

29.6%

30.8%

24.3%

県内

23.2%

23.0%

22.7%

【防犯】
・相模原北警察署及び津久井警察署管内においては、依然として自転車、バイク
盗難が多く発生しており、振り込め詐欺も発生している。
・青色回転灯装備車両（青パト）などを活用し、防犯対策に努めている。
・環境に配慮した防犯灯（LED）の設置や防犯効果をより高める観点から高照度
型防犯灯の設置を促進している。

・大雪対応に係る検証結果を踏まえ、地域特性に応じた対策を講じる必要があ
る。
・地域が主体となって行う災害時要援護者対策を推進する必要がある。
・鉄道事業者、一時滞在施設管理者、市関係機関と連携を密にすると同時に
【防災】
各々の責務を明確にし、帰宅困難者対応にあたる必要がある。
・東日本大震災、大雪による災害の発生を踏まえ、災害時対応の更なる強化が求
・孤立化が想定される山間部の臨時的避難所、救出対策、分散備蓄、通信機器
められている。
の整備、情報収集及び発信体制の確立、自助・共助のあり方など、災害対応体
・大規模災害時には公共交通機関の運行の休止が予想され、ターミナル機能を
制を充実する必要がある。
有する橋本駅では、相当数の帰宅困難者の発生が見込まれる。
・設置が遅れている避難所運営協議会（１か所）の立上げ、及び他の避難所運営
・津久井地域の４４自治会が孤立対策推進地区に指定されている。
協議会の活動の支援を図る必要がある。
・緑区においては、山間部が多く、地震・風水害による土砂災害が想定される。ま
・浸水被害の解消など、防災上の地域情報・課題を収集し、市担当課に働きかけ
た、人家５戸以上が存在する急傾斜地崩壊危険箇所が３３箇所ある。
る必要がある。
・緑区内では境川、相模川、串川流域に浸水想定区域が点在している。
・地域の実情に合った資機材の整備、地域の各種団体等との連携、強化につな
がる事業を推進する必要がある。
・大規模災害に備え、災害に強いまちづくりに向けた具体的施策の推進が求めら
れているため、防災・減災プログラムに基づき、集中的に地域防災力を向上させ
る必要がある。

【区民ニーズの共有化】
さがみ縦貫道路や津久井広域道路の整備、リニア中央新幹線の神奈川県駅・車 まちづくり会議や地区まちづくり懇談会などの機会を捉え、区民ニーズを的確に把
両基地の設置など、新たな交通網や拠点整備が進む中、区民ニーズを的確に把 握するとともに、区行政連絡調整会議等を通じて、区域内の情報・課題について
握することが求められている。
関係部局との共有化を図る必要がある。
また、少子高齢化の進展や人口減少への対策が求められている。
【交通利便性の向上を活かした観光振興及び地域活性化】
さがみ縦貫道路相模原インターチェンジの供用開始やそのアクセス道である津久 各地区に点在する観光資源や地域資源について、更なる活用を図るため、区全
井広域道路の開通、今後予定されるリニア中央新幹線の神奈川県駅・車両基地 体を面として捉えてコーディネートするとともに、その魅力を効果的に発信する必
の設置といった交通利便性の向上を活かした、効果的な観光振興や地域活性化 要がある。
が求められている。

【公共施設サービスの適正化】
「公共施設の保全・利活用基本指針」を踏まえ、施設やサービス提供の適正化、
緑区役所が所管する公共施設には老朽化したものも多く、すべての施設を維持し 適切な予防保全の実施を行うとともに、受益者負担の原則の視点から、所管する
公共施設における受益と負担の在り方について検討する必要がある。
ていくためには、多額の費用を要するため、対応策の検討が必要である。

■ 広域連携を視野に入れた取組

○八王子市と緑区が有する地域資源を活用し地域の魅力をさらに向上させることを目的に、八王子市役所と緑区役所・まちづくりセンターの職員による「八王子
市・相模原市緑区連携ワーキング」において観光振興による地域活性化の方策について継続的に検討を進めていく。
○今後、さがみ縦貫道路やリニア中央新幹線などの整備により都市間交流の活発化が見込まれることから、広域的な視点を持って、緑区と地理的・時間的に隣
接する市町村と相互の地域資源を活用した連携についても検討を行う。
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■ 重点目標（Ｈ２６評価とＨ２７目標）
事務事業名
Ｎｏ．

事務事業の概要

【○：Ｈ26単年度目標、◎：Ｈ26・27継続目標、新：Ｈ27新規目標】
平成２７年度
平成２６年度
広域
指標・目標
指標・目標

実績・評価等

目標達成により
得られる成果

１．緑区区ビジョンに基づき、地域の個性や特徴を活かしたまちづくりを進めるとともに、区役所機能の充実による更なる
区の魅力づくりと区民交流の促進に努めます。
区民会議運営事業

1

・区民会議における審議をより具体的か
つ効果的に進めるため、区民会議委員
・区ビジョンに掲げた施策の具体化を 実 により構成する小委員会を設置し、審議
・区の課題やまちづくりの方向性につ 図るため、区民会議の議論を踏ま
績 テーマに応じた調査及び検討を行った。
・区民会議委員及び大学生による実行
いて協議する場として設置された区 え、実行委員会などを組織し取り組
委員会を組織し、効果的な情報提供の
民会議の円滑な運営と活性化を図 む。
◎
方法について検討した。
り、地域特性を生かした区民主体に ・区民会議での議論や具体的な区ビ
よるまちづくりを推進します。
ジョン推進方策等について、区民へ
・区ビジョンに掲げた将来像の実現に の情報提供の充実と区民参加の促
むけた取り組みについて、協働の視 進を図る。
大学生等を含めた柔軟の視点での情報
点から充実策などを検討します。
評 発信の手法について検討することによ
価 り、今後、若い世代を中心とした関心の
高まりが期待できる。
地域政策担当による地域課題の
把握
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・区内に１１名の地域政策担当を配置
し、まちづくり会議や地域団体の活動と
関わる中で、地域課題の把握などを行っ
た。
・定期的に区内の地域政策担当者会議
実
績 を開催し、情報の共有化を図るとともに、
緑区内の地域活動の活性化に向けた施
・情報交換、情報収集による地域課
策等について検討を行った。
題の把握と改善策の検討
・まちづくり会議や地区自治会連合会な
・地域課題を的確に把握し、区民会
どにおいて、災害時における地域の体
議やまちづくり会議等と連携を図りな
制づくりについて検討を行った。
・情報交換、情報収集による地域課 がら課題解決に向けた取組を推進す
る。
◎ 題の把握
・地域活動の充実強化及び地域活性 ・平成26年度については、平成25年
化にかかる事業展開などを企画・支 度の取り組みの内容を踏まえ、地域
の課題である災害時の体制づくりに
・地域団体との関わりを積極的に持ち、
援します。
ついて検討する。
地域の情報収集を行うことが出来た。
・地域政策担当者会議での意見交換な
どにより、担当地区の取組の改善に繋げ
評 ることが出来た。
価 ・それぞれの地域で防災に関する新たな
取組が始まったほか、まちづくり会議等
において地区防災計画の取組がスター
トするなど地域活動の活性化に繋がっ
た。
区の魅力づくり事業

3

・緑区ならではの地域資源である「村芝
居」をテーマにした「緑区村芝居フェス
タ」事業や、水源地が育んだ「三太物
語」のうち映画「三太と千代ノ山」の上映
会を通じ、区民交流の促進や地域の魅
実
・区民どうしの一体感をはぐくみなが
績 力の再発見につなげることができた。
ら、区への愛着や誇りなどの意識の ・地域活性化の観点から、観光面や
・区内で撮影された魅力的な写真を募
醸成を図るため、区独自の魅力を再 商店街振興などを含め継続的な魅力
集し、ホームページを活用して一般投票
◎ 発見し、新たな魅力として区内外に の発信
により表彰を行う「緑区いいね！グランプ
情報発信するなど、「区の魅力づくり」 ・ホームページ等を活用した緑区の
リ」を実施し、区の魅力の発掘、再発見
多彩な魅力の発信
に向けた事業を実施します。
する機会となった。
・地域活性化の観点から、観光や商
店街振興などを含めた魅力の発信を
行います。
区民交流の促進、地域に対する誇りや
評 愛着の醸成を図ることができた。また、緑
価 区の魅力を区内外に発信することができ
た。

・区民会議での議論
や具体的な区ビジョ
ン推進方策等につい
て、区民への情報提
供の充実と区民参加
の促進を図る。
・少子高齢化の進展
や人口減少への対
策を含めた協議を行
う。

区民主体のまちづく
りが進む。

・情報交換、情報収
集による地域課題の
把握と改善策の検討
・地域課題を的確に
把握し、区民会議や
まちづくり会議等と連
携を図りながら課題
解決に向けた取組を
推進する。
・少子高齢化の進展
や人口減少への対
策について、検討を
行う。

地域活動の充実強
化や地域活性化に
かかる事業が展開さ
れる。

・地域活性化の観点
から、観光面や商店
街振興などを含め継
続的な魅力の発信
・ホームページ等を
活用した緑区の多彩
な魅力の発信
・区制施行５周年記
念事業を通じた更な
る区への愛着や誇り
などの意識の醸成

緑区ならではの魅力
の発信と地域活性化
が図られる。

広報事業

4

・区役所各課・まちづくりセンターとの広
報体制を強化するため、緑区広報連絡
会議を活用した。
・イメージキャラクターを活用し、ツイッ
実
績 ター及びフェイスブックを通して区内外
に向けて情報発信を行った。
・緑区広報連絡会議を活用し、きめ
(フェイスブック登録者数1,300人、ツイッ
細やかな地域情報を発信する。
ター登録者数2,000人、ライン登録者
・区版広報紙をはじめ、区ホームペー ・ツイッター及びフェイスブック、ライン
1,600人を達成)
◎ ジ、テレビ・ラジオなどの多様な媒体 への登録者数を3,700人に拡充す
を活用した情報発信力の強化を図 る。
り、市民への迅速かつ効果的な情報 ・広く情報提供者を募り、情報発信の
広報紙やフェイスブック等、区の様々な
提供を進めます。
拡充を図る。
メディアを通じて区内の魅力的な情報を
発信することができた。
評
価 また、広報紙においてきめ細やかな地域
の話題を取り上げたことにより、好意的な
感想が寄せられるなど、効果的な情報
発信に繋がった。

3

・緑区広報連絡会議
を活用し、きめ細や
かな地域情報を発信
する。
・広く情報提供者を
募り、情報発信の拡
充を図る。

情報発信力の強化
が図られる。

連携の
有効性

■ 重点目標（Ｈ２６評価とＨ２７目標）
事務事業名
Ｎｏ．

事務事業の概要

【○：Ｈ26単年度目標、◎：Ｈ26・27継続目標、新：Ｈ27新規目標】
平成２７年度
平成２６年度
広域
指標・目標
指標・目標

実績・評価等

目標達成により
得られる成果

２．協働の実践により、区民の活力が生かせるまちづくりに努めます。
相模原市自治会連合会との協働に
よる自治会活動の活性化

1

1

・各地区の自治会連合会が中心となり、
自治会加入促進キャンペーンを行うとと
もに、黄色い小旗による安否確認事業な
ど、身近な地域活動の中心となる自治会
の意義を発信する取組や自治会の魅力
実
績 を向上させる取組などが行われた。
・マンションへの呼びかけやマンション連
絡会への参加など、マンション住民の自
治会加入に向けて状況把握を行った。
・自治会加入促進策の推進やモデル
・自治会活動の拠点となる自治会集会
事業の検討による地区連合会の活性
所の改修等に対して補助を行った。
化
・自治会活動の活性化及び自治会加 ・コミュニティ活動の場を確保をする
入促進策の推進を図ります。
ための助成の実施
・コミュニティ活動の場を確保します。 ・自治会の組織化に向けた状況把握
・全体としては自治会加入率の低下傾
向は続いているが、上記のような取組に
や情報交換の実施
おいては一定の成果がみられた。
また、自治会の活性化や加入促進は、
すぐに成果は現れないが、更に自治会
評
価 の魅力を向上させていくことが大切であ
り、今後も自治会と連携を図りながら取り
組みを継続していく必要がある。
・コミュニティ活動の拠点となる自治会集
会所が整備されたことにより、住民自治
の推進が図られた。
まちづくり会議支援事業

2

自治会活動の活性
化が図られる。

・まちづくり会議のさ
らなる活性化を図る
ため、積極的かつ主
体的な活動の促進を
図る。
・まちづくり会議代表
者会議を通じた、より
一層の情報交換の
推進
・各まちづくり会議の
活動状況について、
広報等による情報発
信
・まちづくり会議委員
を対象とした研修会
を開催するなど委員
の資質の向上を図
る。

・各地区のまちづくり会議において、地
域課題の抽出や地域の活性化に向けた
検討が行われた。
また、まちづくり会議自らが実施主体と
なり、学校との意見交換会や高齢者の
見守り活動、ハイキングコースの整備な
実 ど、地域課題の解決に向けた様々な取
績 組が展開された。
・ホームページへの掲載や地域情報紙
・まちづくり会議のさらなる活性化を
の活用などにより、会議結果や地域活動
図るため、積極的かつ主体的な活動
の情報を地域へ発信するなどの取り組
の促進を図る。
みを行った。
・まちづくり会議代表者会議を通じ
・各地区において、まちづくり会議委員
・地域の課題を自主的に話し合い、 た、より一層の情報交換の推進
◎
を対象とした研修会を開催した。
その解決に向けた活動に協働で取り ・各まちづくり会議の活動状況につい
組むため、まちづくり会議の運営を支 て、広報等による情報発信
援します。
・まちづくり会議委員を対象とした研
修会を開催するなど委員の資質の向
上を図る。
・各地区のまちづくり会議において、地
域の課題を抽出し、課題解決に向けて、
特色ある取組が推進された。今後も地域
の核となる「まちづくり」の主体として、積
極的な活動が展開されるよう、支援を行
評
地域課題の解決が
価 う必要がある。
図られる。
・先進地の視察などを行い、他地区の状
況を知ることにより、優れた取組を参考と
して、自らの地区の取組内容を見直すな
ど活動の改善に繋がるきっかけとなっ
た。
地域活動促進事業

3

・地域コミュニティの
核となる地区連合会
の活性化を図るととも
に、自治会加入を促
進する。
・コミュニティ活動の
場を確保をするため
の助成の実施
・自治会の組織化に
向けた状況把握や情
報交換の実施

・より多くの市民の参加と協働による
◎ 地域の活性化を図るため、「地域活
性化事業交付金」を交付し、各地区
で展開される市民による自主的・公
共的な活動を支援します。

・交付件数：６２件
・ＨＰや地域情報紙の活用、各団体への
ＰＲ活動等により、交付金制度の周知を
実 行った。
・交付金制度の周知
績 ・交付金の申請団体に対し、まちづくり
・活用事例の報告会開催
会議での意見等を踏まえ、より制度の趣
・地域課題の中から、優先的に取り組
旨に合致した取組となるようアドバイス等
む事項の検討
を行った。
・地域活動への参加を働きかける仕
組みづくりの検討
評
価

4

・交付金制度の周知
・活用事例の報告会
開催
・地域課題の中から、
優先的に取り組む事
項の検討
・地域活動への参加
を働きかける仕組み
づくりの検討

・各地域において、交付金を活用し、地
区民主体の地域活
域の課題解決や活性化に向けた様々な
性化が図られる。
取組が積極的に展開された。

連携の
有効性

■ 重点目標（Ｈ２６評価とＨ２７目標）
事務事業名
Ｎｏ．

事務事業の概要

【○：Ｈ26単年度目標、◎：Ｈ26・27継続目標、新：Ｈ27新規目標】
平成２７年度
平成２６年度
広域
指標・目標
指標・目標

実績・評価等

目標達成により
得られる成果

３．防災、防犯活動等の充実により、安全で安心して暮らせるまちづくりに努めます。
地域防災力支援事業

1

・区本部、現地対策
班の配備体制の検
証、自助・共助の仕
組みづくり、より実践
的な防災訓練を実施
する。
・地区連合自主防災
隊と緑区本部が連携
した実践的な防災訓
・緑区内の単位自主防災組織、地区連
練を継続して実施す
合自主防災組織、避難所運営協議会に
る。
対する防災啓発、訓練指導を実施した。
・相模湖駅、藤野駅
・平成２６年２月の大雪災害等を踏ま 実
・地区連合自主防災隊と連携した情報
績
の帰宅困難者対応
え、区本部、現地対策班の配備体制
伝達訓練を実施した。
に係る関係機関との
の検証、自助・共助の仕組みづくり、
・相模湖地区内において、孤立対策推
役割分担の明確化、
より実践的な防災訓練を実施する。
進地区対応訓練を実施した。
訓練の実施。
・地区連合自主防災隊と緑区本部が
・緑区本部運営に係
連携した実践的な防災訓練を継続し
る訓練の実施、検
て実施。
地域における防災力の向上を図り大
証。
◎
・相模湖駅、藤野駅の帰宅困難者対
規模災害へ備えるとともに、自主防災
・避難所運営協議会
応に係る関係機関との役割分担の明
組織が災害時に主体的に活動できる
設置に向けた支援及
確化、訓練の実施。
よう支援を行います。
び区内自主防災組
・緑区本部運営に係る訓練の実施、
織、避難所運営協議
検証。
会等の活動支援。
・避難所運営協議会設置に向けた支
援及び区内自主防災組織、避難所
運営協議会等の活動支援。
・単位自主防災組織等に対する防災啓
発、訓練指導を実施することにより、災
害時にとるべき行動、資機材の取り扱い
など、市民の防災意識の向上が図られ
た。
緑区本部及び区内
評 ・地区連合自主防災隊との連携訓練に の現地対策班の強
価 より、災害時の情報伝達系統の再確認 化が図られるととも
が図られた。
に、地域防災力が向
・実践的な孤立対策推進地区対応訓練 上する。
を行うことにより、孤立地区住民の発災
時の対応、区本部の対応等を確認する
ことができた。
交通事故及び犯罪被害の防止

2

・子どもや高齢者などに対する交通
安全教育などの啓発活動の充実を
図るとともに、地域における交通安全
活動団体への支援を進めます。
・警察、関係団体、地域団体との連
◎ 携を図り、犯罪に関する情報の共有
や自主防犯組織によるパトロール活
動・暴力追放運動の推進により、市
民の防犯意識や暴力追放意識を高
めます。
また、防犯灯の整備など、地域にお
ける防犯活動に対する支援を進めま
す。

・警察、関係団体、地域団体との連
携強化
・市民への啓発活動の充実
・環境に配慮したＬＥＤ防犯灯の設置
促進

5

・交通安全キャンペーン、防犯パトロー
ルの実施
・環境に配慮したLED防犯灯の設置促
実 進
績 ①ＬＥＤ防犯灯の新設：143灯
②ＬＥＤ防犯灯への転換：589灯
③高照度型防犯灯の新設：5灯
④高照度型防犯灯への転換：1灯

・警察、関係団体、地
域団体との連携強化
・市民への啓発活動
の充実
・環境に配慮した防
犯灯のＬＥＤ化に向
け、ＥＳＣＯ事業を推
進する。

・交通事故発生件数が前年対比で
13.0％減少した。
・犯罪認知件数が前年対比で16.3％減
少した。
評 ・交通安全及び犯罪被害の防止につい 安全・安心なまちづく
価 て、関係団体と連携した活動により、前 りが進む。
年度比から減少しており、一定の成果が
あった。
・LED防犯灯などの設置促進を図る取組
をより一層推進する必要がある。

連携の
有効性

■ 重点目標（Ｈ２６評価とＨ２７目標）
事務事業名
Ｎｏ．

事務事業の概要

【○：Ｈ26単年度目標、◎：Ｈ26・27継続目標、新：Ｈ27新規目標】
平成２７年度
平成２６年度
広域
指標・目標
指標・目標

実績・評価等

目標達成により
得られる成果

４．区民ニーズや地域の課題を的確に把握し、区政や市政に反映させ、施策の総合化を図り、区民満足度の向上に努めます。
窓口業務のサービス向上

1

・行政サービスの向上を図るため、毎
・区民課窓口の土曜日開庁
◎ 月第２・第４土曜日に区民課の窓口
･待ち人数等表示システムの導入
を開庁します。
・待ち時間を有効に活用できるよう混
雑情報を提供します。

実
績

・毎月第２・第４土曜日に区民課窓口を
開庁した。
（２４日間/４，１４６件）
・窓口混雑状況配信サービスを２月から
開始した。

評
価

・平日に来庁できない区民に対しサービ
スを提供した。
窓口業務のサービス
・窓口混雑状況の配信サービスを開始し
向上が図られる。
たことにより、利用者の利便性の向上が
図られた。

実
績

引き続き、区役所機
能の強化やそれに対
公民館との連携、地域福祉業務につい
応した組織の見直し
て、検討を行った。
に向けた庁内調整等
を行う。

評
価

区役所及びまちづくりセンターの更なる 身近な場所で地域
機能強化に向けて、課題の整理が図ら ニーズへ的確に対応
れた。
することができる。

区役所組織の充実

2

◎

引き続き、区役所機能の強化やそれ
に対応した組織の見直しに向けた庁
区民ニーズに迅速に対応するため、
内調整等を行う。
区役所組織のあり方を検討します。

・区民課窓口の土曜
日開庁
･窓口混雑状況の配
信サービスの周知

・区域内の情報、課
題の共有化を図る。
・区役所が把握する
区民ニーズを各局施
緑区内で実施される主要な事業やパブ 策に反映するよう働
実
きかける。
績 リックコメント案件について意見交換を
行った。
・少子高齢化の進展
・区域内の情報・課題の共有化を図
や人口減少への対
る。
◎ 区域の課題や情報の共有化を図るた
策について、課題や
・区役所が把握する区民ニーズを各
め、緑区行政連絡調整会議を効果的
情報の共有化を図
局施策に反映するよう働きかける。
に運営します。
る。
緑区行政連絡調整会議の運営

3

評
価

6

各局に対して、区民ニーズを的確に伝 区民ニーズの把握と
えるとともに、具体的な調整を行った事 施策へ反映が図られ
案もあり、施策へ反映することができた。 る。

連携の
有効性

■ 本年度の主な事業（取組）
Ｎｏ．

主な取組

【新：Ｈ2７新規目標】
部名／課名

内 容

事業費（千円）

１．緑区区ビジョンに基づき、地域の個性や特徴を活かしたまちづくりを進めるとともに、区役所機能の充実による更なる
区の魅力づくりと区民交流の促進に努めます。
1

区民会議の運営

区政策課

区ビジョンの推進方策の検討など、区のまちづくりに
ついて話し会う「区民会議」を運営します。

2,305

2

区ビジョンの推進

区政策課

区民会議での議論を踏まえ、区ビジョンに掲げた取
組等の推進方策について、協働の視点から検討・実
施します。

2,200

3

地域政策担当の配置

各まちづくりセンター

地域課題の把握を行うとともに、地域の公益的活動
の支援を行います。また、少子高齢化の進展や人口
減少への対策について、検討を行います。

―

4

区の魅力づくり事業

地域振興課

区民交流、魅力再発見、情報発信、広域連携などに
より区の魅力づくりを進めます。また、区制施行５周年
記念事業を実施します。

11,505

5

「遙かな友に」道志川合唱祭

津久井まちづくりセンター

青根道志川沿いで開催する野外での合唱祭に向け
た実行委員会へ補助金を交付します。

3,133

6

藤野ふるさと芸術村メッセージ事業

藤野まちづくりセンター

森と湖の環境の中で、芸術家の活動、育成及び地域
住民との交流により文化芸術空間を創造することを目
的とするイベント等への支援を行います。

3,200

7

商店街振興支援事業

地域振興課

商店街の振興を支援するため、街路灯などの維持管
理に対する補助、商店会等が実施するソフト事業へ
の補助、アドバイザーの派遣を行います。

8,567

8

地域活性化イベントの支援

地域振興課
各まちづくりセンター

おおさわ桜まつり、津久井湖さくらまつり、小倉橋灯ろ
う流し、甲州街道小原宿本陣祭、相模湖やまなみ
祭、相模湖ダム祭の実施を支援します。

3,380

9

市民まつりの支援

城山まちづくりセンター
津久井まちづくりセンター
相模湖まちづくりセンター
藤野まちづくりセンター

城山もみじまつり、津久井やまびこ祭り、相模湖ふれ
あい広場、藤野ふる里まつりの実施を支援します。

5,240

10

観光の振興

区政策課
地域振興課
各まちづくりセンター

緑区が有する観光資源や地域資源の更なる活用に
より、新たな観光交流の創出を図ります。また、相模
原市観光振興計画地域別計画の策定や推進に資す
る事業の支援を行います。

10,550

11

区版広報の発行、区のホームページ
区政策課
の作成

区の魅力アップにつながる地域の活動や話題、イベ
ント開催等の情報提供を行います。

―

12

ツイッター・フェイスブック等の運営

インターネットを通し、幅広い世代へ区内のきめ細や
かな話題や情報等、区の魅力アップにつながる情報
発信を行います。

120

区政策課
地域振興課

２．協働の実践により、区民の活力が生かせるまちづくりに努めます。
1

自治会活動の推進

各まちづくりセンター

交通安全、防犯、防災、環境などの活動を行う自治
会への支援及び自治会加入促進に向けた取組を実
施します。

―

2

自治会集会所建設費等補助

城山まちづくりセンター
津久井まちづくりセンター
藤野まちづくりセンター

原宿（城山地区）、宮前及び梶野（津久井地区）、大
刀（藤野地区）の各自治会集会所の修繕に対する補
助金を交付します。

5,251

3

まちづくり会議の運営

各まちづくりセンター

各地域の地域力を高めるため、「まちづくり会議」の運
営を支援します。

680

4

地域活性化事業交付金

各まちづくりセンター

地域課題解決のため区民が自主的に取組む事業に
対し、交付金を交付します。（各地区3,000千円）

18,000
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■ 本年度の主な事業（取組）
Ｎｏ．

【新：Ｈ2７新規目標】

主な取組

部名／課名

内 容

事業費（千円）

３．防災、防犯活動等の充実により、安全で安心して暮らせるまちづくりに努めます。
1

防犯灯維持管理費補助金

地域振興課

自治会管理の防犯灯の電気料及び管理費に対し補
助を行います。

70,187

2

安全・安心パトロールの実施

地域振興課
各まちづくりセンター

各種団体・警察・学校合同の交通安全・防犯活動を
実施します。

―

3

自主防災組織の活動支援

地域振興課
各まちづくりセンター

単位自主防災組織、地区連合自主防災組織の活動
を支援します。

5,679

4

防災資機材の整備

地域振興課
各まちづくりセンター

緑区内の避難所及び緑区本部等の運営用資機材等
を計画的に更新・整備します。

9,387

４．区民ニーズや地域の課題を的確に把握し、区政や市政に反映させ、施策の総合化を図り、区民満足度の向上に努めます。

1

窓口業務の土曜日開庁

区民課

第２・第４土曜日の午前中に窓口開庁を実施します。

―

2

窓口混雑状況の配信

区民課

窓口の待ち人数や呼出し番号について、携帯電話、
スマートフォン、パソコン向けに配信します。

―

3

市民相談事業

区政策課

区役所で実施する市民相談、法律相談、その他行政
相談などを実施します。

54

4

緑区行政連絡調整会議の運営

区政策課

区域の課題や情報の共有化を図るため、緑区行政
連絡調整会議を運営します。

―
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