
平成 年度

地域コミュニティの中心的な役割を果たす自治会をはじめ地域活動団体の活動支援を行うとともに、地域活性化事業交付金を活用して、地域の課題
解決や活性化に向けた区民の自主的な活動を促進し、区民主体のまちづくりを推進します。

２　自治会等地域活動団体の活動支援や地域の自主的な活動を促進し、区民主体のまちづくりを推進します。

区ビジョンを推進するため、区民会議の効果的な運営やまちづくり会議の積極的な支援とともに、区役所の機能強化を受け、防災、防犯・交通安全、
福祉・健康（＝安全・安心）や商業、文化・スポーツ、青少年健全育成（＝夢・希望）等、各分野横断的な新たなプロジェクトを実施し、地域の課題解決
や活性化に向けた更なる区民との協働によるまちづくりを推進します。

１　区ビジョンの実現に向けて、区民会議の運営やまちづくり会議の支援とともに、新たに「中央区安全・安心と夢・希望の
　　プロジェクト」を実施し、更なる区民との協働によるまちづくりを推進します。

１「常に現場に出向き、現場の声を聞きながら、“区民と共に考え、共に行動する”区役所をめざす」
２「常に区民の立場に立ち、区民に寄り添った“区民に信頼され、親しまれる”区役所をめざす」
３「職員一人ひとりが公務員倫理と服務規律を遵守する自覚を強く持つとともに、常に改善・改革意識や挑戦する意欲を持ち続ける
　区役所をめざす」

一人ひとりの区民の立場に立ったきめ細やかな行政サービスの提供、また、様々な媒体を活用し、区民が求める分かりやすい行政情報や地域情報
のタイムリーな提供により、ＣＳ（顧客満足度）の向上に努めます。
こうした取組みに対する職員の意識アップとともに、区民から必要な改善に向けた意見を伺うため、オープンな形で、新たに「あいさつ運動」を実施す
るとともに、新たな区民の声システムの構築を図ります。

５　区民の立場に立ったきめ細やかな行政サービスを通じて、ＣＳ（顧客満足度）の向上に努めます。

まちづくり会議や商店街団体、文化・スポーツ団体、公民館の他、市民活動団体、大学、企業とも連携を図りながら、商業、文化・スポーツ、青少年健
全育成等の地域活動を推進し、区民の誰もが“夢と希望を持てる”地域づくりを進めます。

４　区民との協働による区民の誰もが“夢と希望を持てる”地域づくりを進めます。

まちづくり会議や地域活動団体の他、市民活動団体、大学、企業とも連携を図りながら、防災、防犯・交通安全、福祉・健康等の地域活動を推進し、
区民の誰もが“安全で安心して暮らせる”地域づくりを進めます。

３　地域との協働による区民の誰もが“安全で安心して暮らせる”地域づくりを進めます。

■　現状と課題

　各地区では、自治会、防犯協会、交通安全協会、民生委員・児童委
員協議会、地区社会福祉協議会、公民館運営協議会、商店街、各種
祭りやイベント実行委員会など、様々な団体・組織が地域の課題解決
や活性化に向けた積極的な活動を行っている。

・「中央区区ビジョン」に基づき、区の個性や特徴を生かしたまちづくり
を進めている。
・区民会議やまちづくり会議等の仕組みを活用し、協働によるまちづく
りを進めている。
・地域における公共的な活動は、自治会をはじめとした地域活動団体
が主体となって進めている。

■　局・区経営の視点・方針

・「中央区区ビジョン」の推進にあたり、区民会議やまちづくり会議と連携を図りながら、課
題や目標を共有化することが必要である。
・「中央区区ビジョン」に掲げられた取組は、協働の視点から積極的にその具体化を図るこ
とが必要である。
・地域団体の活性化や新たな担い手の育成のため、これまで地域活動に関心が薄かった
住民、学生などの若い世代に対する参加の呼びかけなどが必要である。
・地域活動など、まちづくりに関する情報の提供や共有のさらなる推進が必要である。

・自治会を始め、各種団体・組織は、程度の差はあるものの、継続的な活動に向けた新た
な担い手や後継者不足の問題を抱えている。
・新たな担い手や後継者として、シニア世代や大学生を中心とした若者への効果的なアプ
ローチが必要である。
・活動における過度の負担の軽減や人材の相互補完、また、事業の相乗効果を高める観
点から、各団体・組織どうしの連携が必要である。

現　　　状 課　　　題

■　局・区の役割・目標

■　キャッチフレーズ

区の魅力発信！　区民と共に考え、共に行動する区役所！
～区政運営の新たなステージ、イメージアップ戦略から具体的な行動戦略へ～

■　局・区の運営の責任者

中央区長　　佐藤　浩三

　 副区長　　越智　裕

26 　　　　　　　　　　　中央区役所　運営方針
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現　　　状 課　　　題

・地域の声を反映し、環境に配慮した防犯灯の設置を支援する必要がある。
・地域団体や関係機関と連携し、防犯に関し、さらなる普及啓発を進めるとともに、主体的
な活動を支援し、その活性化を図る必要がある。
・自転車盗難防止対策について、中央区自転車事故等対策連絡会構成機関などと連携し
て、さらなる普及啓発を進める必要がある。

・自治会活動の周知を効果的に行い、自治会活動に対する理解と、自治会への加入促進
を図る必要がある。
・地域活動の促進を図り、自治会などとともに地域づくりに取り組む必要がある。

・利用者の安全性と利便性を高めるため、修繕など適切な施設管理を行う必要がある。

・区民ニーズに対応した窓口サービス・相談体制の提供が必要である。
・行政サービスを効果的に提供するため、民間活力を生かすとともに、職員の更なる資質
向上に取り組む必要がある。

・災害発生時に備え、区民と行政が一体となった地域防災対策の充実を図る必要がある。
・共助による取組を促進するため、防災資機材や訓練等の充実を図り、地域の防災・減災
機能を高める必要がある。
・災害発生時を想定して整備したさまざまな情報伝達手段の周知を図る必要がある。
・災害発生に備え、自助・共助の役割の重要性について、さらに区民の意識を高める取組
を進める必要がある。

商店街の活性化を図るため、時代のニーズや買い物客のニーズに合ったサービスの提供
に取り組むとともに、魅力ある商店街づくりに取り組むにぎわいづくりへの支援や空き店舗
対策等に取り組む必要がある。

・関係団体と連携し、区民に対する交通安全に向けた啓発活動に取り組む必要がある。
・年代等に応じて、交通安全や交通マナーの向上に対する意識啓発を行う必要がある。
・自転車運転中における携帯電話、イヤホン、傘さし等の使用禁止について、啓発を進め
る必要がある。
・自転車事故防止対策を進めるため、道路交通法の改正の周知並びに自転車マナーの意
識啓発を図る必要がある。

  ■　広域連携を視野に入れた取組

・自治会加入率が低下傾向にある。
・地域団体の担い手不足や役員の高齢化、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。

・東日本大震災発生後の経過を踏まえ、大規模災害発生時における
対応のさらなる強化が求められている。
・区民へ正確な情報の提供が求められている。

・身近な場所での利便性の高い窓口サービス・相談体制の提供が求め
られている。
・社会環境の変化に対応した行政サービスの提供が求められている。

・所管する施設や設備の老朽化が進んでいる。
・災害発生時の拠点施設としての機能を維持する必要がある。

・防犯灯の新設などの区民ニーズが増えている。
・青色回転灯装備車両等を活用して区民の防犯活動が行われている。
・自転車の盗難の割合が高い。

・交通ルールやマナーが守られないことにより、悲惨な交通事故が日
常的に発生している。
・自転車が関係する交通事故の割合が高い。
・若年層（１８歳以下）の自転車事故の割合が高い。

商店街を利用する顧客の流出や商店会の加入率の低下などによる商
店街の衰退への対応が求められている。

  H23 H24 H25 

相模原署管内交通事故発生件数 1,347 1,369 1,266 

自転車事故総件数 
件数 454 475 394 

割合（％） 33.7 34.7 31.1 

【自転車事故のうち、18歳以下

が関係する事故（死傷者数）の

件数(上記の内数)】 

件数 249 293 113 

割合（％） 54.9 61.7 28.7 

 

  H23 H24 H25 

中央区管内自治会加入率（％） 57.7 56.7 56.3 

全市自治会加入率（％） 59.1 58.3 57.8 

 

  H23 H24 H25 

相模原署管内刑法犯認知件数 3,665 2,862 2,633 

うち自転車の盗難 
件数 1,202 922 764 

割合（％） 32.8 32.2 29.2 
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・年度当初、各種地域活動団体・市
民団体や大学・企業等のヒアリング
を広範に行い、その結果を踏まえて
テーマを設定し、複数のプロジェク
トを、8月頃を目途に立ち上げる。
・テーマごとに異なる分野の団体等
をメンバーとするプロジェクトを実施
し、相互の補完効果や相乗効果に
より、地域の課題解決や活性化に
向けた取組みの実効性を高め加速
化させる。

地域の課題解決や活性化に向け、テーマを
絞り、区全体や複数の地区のエリアにおい
て、各分野の活動団体等が横断的に連携
し、その方策を検討し、自ら実行する主体と
なって取り組みます。

評
価

―

・異なる分野の団体等が参加するこ
とにより、これまでにない新たな発
想による取組みや場の創出が期待
でき、相互の人材、担い手の補完
や事業の相乗効果が期待できる。
・小さいものでも成功事例を作り上
げることにより、関係者の意識の高
揚や新たな参加者を生み出す契機
となる。

新

中央区安全・安心と夢・希望のプロジェクト

―

実
績

―

◎

まちづくり会議の支援

・まちづくり会議の活動の周知を図る。
・地域政策担当によるまちづくり会議に
対する支援を進める。

実
績

・区ホームページを活用してまちづくり会
議の活動の周知を図った。
・地域政策担当によるまちづくり会議に
対する支援を進めた（全体会開催回数
62回，延出席者数1,129人，延出席率
78.5%，部会等開催回数22回）。

・まちづくり会議の活動の周知を図
る。
・地域政策担当によるまちづくり会
議に対する支援を進める。
・話し合いのテーマや内容、進行状
況等に応じて適宜、支援を追加又
は強化する。

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、話し合いの場であるまちづくり会
議の運営を支援します。

評
価

地域政策担当によるまちづくり会議に対
する支援により、「自分たちのまちづくり
は自分たちで考える」という住民主体を
ベースとした話し合いに移行してきてお
り、地域住民のまちづくり会議に対する
意識が高まってきている。

自主的・自立的に地域課題解決を
行うための実践的な話し合いが進
み、より効果的な課題解決に向けた
活動につながる。

◎

区民会議の運営

・「中央区の魅力創出」をテーマに、提
言に向けた審議を行う。
・区民会議だよりや区ホームページ等を
通じた審議状況等の情報発信を充実さ
せる。
・地域活性化に向けた取組みについて
検討する。

実
績

・延べ6回の審議を行った。
・区ホームページに区民会議の審議状
況を掲載した。
・区民会議だよりを発行した。（11月）
・第2期（平成24年7月～）の審議テーマ
「中央区の魅力創出」として、４つのテー
マを定め、グループワークで地域活性化
に向けた取組みについて検討・審議を
進めた。

◎

中央区区ビジョンの推進や区の課題、まち
づくりの方向性について協議する場として設
置した区民会議の円滑な運営と活性化を図
り、地域特性を生かした区民主体によるまち
づくりを推進します。

評
価

審議テーマについてグループワークによ
り、協働の視点から事業推進方策を集
中的に検討・審議することができた。

平成24年8月に策定した「中央区区ビジョン」
を推進させるための事業を実施します。

評
価

・「中央区区民アンケート」により、区やま
ちづくりなどについて区民の意識を把握
することができた。
・学生と連携、協働する取組みにより、学
生の思いやアイデアを生かすことができ
た。

・市民と行政との協働により「中央区
区ビジョン」が推進される。
・区民の意識や意向を把握すること
により、さらなる事業展開に生かす
ことができる。

・第2期の審議テーマ「中央区の魅
力創出」について検討・審議した取
組みをまとめ、報告する。
・第3期区民会議（平成26年7月～）
において、区ビジョンの進捗状況を
確認するとともに、各地区の状況を
踏まえ、区のまちづくりや地域活動
の活性化について審議する。
・区ホームページや区民会議だより
等を通じて審議状況等の情報発信
を充実させる。

区ビジョンの推進事業

・「中央区区ビジョン」の推進のため、区
民アンケートや意見交換会、学生との協
働イベントを開催する。

実
績

・「中央区区民アンケート」を実施した。
（3,000名無作為抽出、回答率48.8％）
・「中央区”応援してね！”プロジェクト」と
して、中央区内の学生との協働により
「中央区のはっぴ」を作成した。
・”学生など若い世代の力を生かすまち
づくり”をテーマとした「中央区区民意見
交換会」を企画したが、悪天候により開
催中止となった。

・「中央区区ビジョン」を推進するた
め、学生など市民と協働した取組
み、事業を実施する。
・イベントの開催時など様々な場
で、区民の意識や意向をアンケート
などの多様な手法により把握する。

まちづくりの課題の解決や区民主
体による地域活動の活性化が進む

 ■　重点目標（Ｈ２５評価とＨ２６目標） 【○：Ｈ25単年度目標、◎：Ｈ25・26継続目標、新：Ｈ26新規目標】

事務事業名
平成２５年度

平成２６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

１　区ビジョンの実現に向けて、区民会議の運営やまちづくり会議の支援とともに、新たに「中央区安全・安心と夢・希望の
　　プロジェクト」を実施し、更なる区民との協働によるまちづくりを推進します。
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事務事業名
平成２５年度

平成２６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

新

中央区安全・安心と夢・希望のプロジェクト
【再掲】

―

実
績

―

・年度当初、各種地域活動団体・市
民団体や大学・企業等のヒアリング
を広範に行い、その結果を踏まえて
テーマを設定し、複数のプロジェク
トを、8月頃を目途に立ち上げる。
・テーマごとに異なる分野の団体等
をメンバーとするプロジェクトを実施
し、相互の補完効果や相乗効果に
より、地域の課題解決や活性化に
向けた取組みの実効性を高め加速
化させる。地域の課題解決や活性化に向け、テーマを

絞り、区全体や複数の地区のエリアにおい
て、各分野の活動団体等が横断的に連携
し、その方策を検討し、自ら実行する主体と
なって取り組みます。

評
価

―

・異なる分野の団体等が参加するこ
とにより、これまでにない新たな発
想による取組みや場の創出が期待
でき、相互の人材、担い手の補完
や事業の相乗効果が期待できる。
・小さいものでも成功事例を作り上
げることにより、関係者の意識の高
揚や新たな参加者を生み出す契機
となる。

・地域振興課及び各地域政策担当
職員による定期的な合同会議を開
催する。
・地域振興課職員と各地域政策担
当職員との連携による取組みを推
進する。
・各所属長等による定期的な情報
交換を実施する。区役所・地域振興課が中心となって、区内9

地区の地域政策担当職員の相互の情報交
換・課題共有や連携を図った事業を展開す
るとともに、個々の地区への応援などの連携
体制の構築を図ります。

評
価

―

・他の地区の取組みを参考にした
個々の地域政策担当職員の新たな
課題解決方策を発見できる。
・地区横断的な効率的、効果的な
取組みを促進できる。

新

まちづくりセンターのまちづくり機能の強化

―

実
績

―

◎
区民どうしの一体感をはぐくみながら、区へ
の愛着や誇りなどの意識の醸成を図るた
め、区独自の魅力を再発見し、新たな魅力
として区内外に情報発信するなど、「区の魅
力づくり」に向けた事業を実施します。

評
価
各種事業の実施などにより、区としての
一体感や区民意識の醸成に寄与した。

・区の一体感や区民意識の醸成が
図られ、区への愛着や誇りが持てる
ようになる。

区の魅力発信事業

・区民との協働のもと、区の一体感や区
民意識の醸成のための取組や、区の魅
力の情報発信にかかる取組を進める。
・中央区ガイドマップの改訂に向けた取
組を進める。

実
績

・区の一体感や区民意識の醸成を目的
に、「中央区のイメージソング（中央区の
歌）」の制定に向けて、区民から選考委
員を募り、歌詞を選考を行った。また、歌
詞に合わせた楽曲を募集した（H26.2月
～）。
・区内のイベントや魅力を発信するた
め、地域のコミュニティＦＭ局エフエムさ
がみにて「大好き！中央区」を毎月１回
放送した。
・市民桜まつりや大野北銀河まつりな
ど、区内の各種イベントへ出展し、区の
見どころのＰＲ等を行った。
・さまざまな媒体による区の魅力発信を
実施するため、中央区の魅力発信ホー
ムページ「大好き！中央区」の制作・運
営、魅力発信情報誌「だいすき！中央
区」の発行を行った。
・中央区のガイドマップの改訂を行い、
発行した（発行部数：10,000部）。

・区の一体感や区民意識の醸成の
ため、イメージソングの制定及び周
知や、各種事業を実施する。
・ホームページや情報誌などそれぞ
れの特徴に合わせた区の魅力発信
を行う。

２　自治会等地域活動団体の活動支援や地域の自主的な活動を促進し、区民主体のまちづくりを推進します。
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事務事業名
平成２５年度

平成２６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

・地域政策担当及び地域活力推進
員の資質向上のための研修を年１
回以上実施する。
【地域政策担当】
・地域政策担当間の情報共有を図
るため、地域政策担当連絡会を毎
月1回開催する。
【地域活力推進員】
・安全運転研修等、他機関が主催
する研修にも積極的に参加する。

区内９地区に「地域政策担当」及び「地域活
力推進員」を配置し、地域の支援や区内の
政策形成を行う体制や自治会等地域団体
の事務局業務を支援します。

評
価

研修を実施したことにより、地域ごとの
様々な現状を理解するとともに地域に関
わる職員として必要なことを認識すること
ができ、それぞれの職員の資質の向上
につながった。
【地域政策担当】
　連絡会を開催したことにより、各地区の
情報共有を行うことができ、業務に反映
することができた。
【地域活力推進員】
　市民協働推進課が実施した研修にも
参加をし、見識を広げた。

地域政策担当及び地域活力推進
員の資質の向上及び情報の共有
化を図ることができる。

◎

地域政策担当及び地域活力推進員の配置
による地域活性化支援並びに団体事務局
業務支援

【地域政策担当】
・地域政策担当の資質向上のための研
修を年１回以上実施する。
・地域政策担当間の情報共有を図るた
め、地域政策担当連絡会を毎月1回開
催する。
【地域活力推進員】
・地域活力推進員の資質向上のための
研修を年１回実施する。
・安全運転研修等、他機関が主催する
研修にも積極的に参加する。

実
績

地域政策担当及び地域活力推進員を
対象に、「中央区役所職員の役割を考
える」をテーマとして、講義及びグループ
ワークの手法を用いた研修を実施した。
【地域政策担当】
・地域政策担当連絡会を毎月開催した。

◎

陽光台5丁目自治会、石橋自治
会、矢部第一第二自治会、嶽の内
自治会に対して補助を行う。

・９地区の地区自治会連合会と区役
所が連携を図りながら、キャンペー
ンの実施、掲示板の活用など単位
自治会を巻き込んだ協働の取組み
を実施する。
・中央区の特性を踏まえ、不動産関
係団体との連携に基づくマンション
等の集合住宅へのアプローチなど
を強める。

・地域コミュニティの中心的な役割を担って
いる自治会が活性化するためには、多くの
市民が参加することが不可欠であり、市自治
会連合会との連携基本協定に基づき、各ま
ちづくりセンターと一体となって自治会との
協働による自治会加入促進の取組みをより
一層推進します。

評
価

―

・自治会加入促進がより一層推進さ
れる。
・地域の課題解決や活性化が進
み、区や地区の特色を生かしたま
ちづくりが推進される。

自治会集会所建設等に対し補助を行いま
す。 評

価

コミュニティづくりのための活動拠点の整
備により、積極的な自治会活動が展開さ
れる環境が整った。

コミュニティづくりのための活動拠点
の整備により、積極的な自治会活
動が展開される環境が整う。

実
績

―

自治会活動拠点の整備支援

すみれ自治会、下九沢中の原自治会、
松葉町自治会、虹ヶ丘自治会、淵野辺
自治会に対して補助を行う。

実
績

すみれ自治会、下九沢中の原自治会、
松葉町自治会、虹ヶ丘自治会、淵野辺
自治会に対して補助を行った。

・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自治会へ
の加入促進の取組や老人会、子ども会等
様々な地域活動団体の市民による自主的・
公共的な活動を支援します。

評
価

地区の特性に応じた多様な事業展開に
より、地区の活性化や課題解決に寄与し
た。

・交付金制度の周知を図り、活動事
例集の作成により情報の共有化を
図ることで、地域課題の解決につな
がり、地域の活性化が図られる。

新

自治会加入促進

―

◎

地域の自主的活動の促進

・地域における自治会加入促進の取組
を推進する。
・交付金制度の周知や、活動事例の共
有化を図る。
・活動事例集を作成する。
・平成26年度当初に事業報告会を開催
する。

実
績

・活動事例集の作成や区版広報紙、区
ホームページによる情報発信により交付
金制度の趣旨の周知を図った。
・事業実施件数47件（予算執行率
88.1％）
・事業実施報告会は平成26年4月26日
に開催する。

・地域における自治会加入促進の
取組を推進する。
・交付金制度の周知や、活動事例
の共有化を図る。
・活動事例集を作成する。
・平成27年度当初に事業報告会を
開催する。
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事務事業名
平成２５年度

平成２６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

交通事故の撲滅に向けた取組を進めます。

評
価

交通事故撲滅に向けた啓発活動や、関
係団体等と連携及び調整を行うことによ
り、積極的な啓発活動を展開できる環境
を整えることができた。

交通安全に関する意識向上が図ら
れる。

◎

交通事故防止活動の推進

・関係団体と連携し、さらなる交通安全
の普及啓発活動に取り組む。
・「中央区自転車事故等対策連絡会」に
おいて、事故状況の分析を行い、自転
車事故防止に向けた効果的な啓発活
動の手法について検討を進める。
・高齢者向けの交通安全啓発活動に取
り組む。
・中学生を対象とした「暴走族加入防止
教室」を引き続き実施する。

実
績

・各季交通安全運動期間中及び平常時
において、交通安全やマナー向上に向
けた啓発活動を実施した。
・暴走族を許さない環境づくりをめざし、
区内中学校全校（11校）及び県立高等
学校（5校）で「暴走族加入防止教室」を
実施した。
・「中央区自転車事故等対策連絡会」に
おいて、各地区の自転車関係事故発生
状況について情報を共有し、関係機関
等で実施する啓発活動の進め方や取り
組み方について検討した。（5回）
・区版広報紙、地域情報紙及び区ホー
ムページを通じ、関係団体等の活動紹
介並びに交通安全の啓発を行った。

・関係団体と連携し、さらなる交通
安全の普及啓発活動に取り組む。
・「中央区自転車事故等対策連絡
会」において、事故状況の分析を行
い、自転車事故防止に向けた効果
的な啓発活動の手法について検討
を進める。
・高齢者向けの交通安全啓発活動
に取り組む。

◎

防犯活動の推進

・省エネ型防犯灯（LED)への切替の推
進：平成25年度の設置割合を平成24年
度末6.1%(982灯）→8.9%（1,451灯）に増
やす。
・地域団体や関係機関と連携及び区版
広報紙、地域情報紙及び区ホームペー
ジ等を通じて、防犯に関し、さらなる普
及啓発を進める。

実
績

・省エネ型防犯灯（ＬＥＤ）への設置を促
進することができた。平成25年度末
10.3%（1,688灯）
・関係機関と連携し、防犯に関する啓発
活動を実施した。
・地域団体や関係機関と連携して青パト
によるパトロールを実施した。
・区版広報紙、地域情報紙及び区ホー
ムページを通じ、関係団体等の活動紹
介並びに防犯の啓発を行った。

・省エネ型防犯灯（LED)への切替
の推進：平成26年度の設置割合を
平成25年度末10.3%(1,688灯）から
13.5%（2,224灯）に増やす。
・地域団体や関係機関と連携及び
区版広報紙、地域情報紙及び区
ホームページ等を通じて、防犯に関
し、さらなる普及啓発を進める。
・各種団体と連携し、地域の特色に
応じた防犯パトロールを実施する。
・各種団体と連携した防犯活動を展
開する組織について検討する。犯罪発生の撲滅に向けた取組を進めます。

評
価

・地域のニーズにあった防犯灯の設置補
助を行うにあたり、環境への配慮によるＣ
Ｏ２の削減と維持管理費の軽減を図ると
ともに、啓発活動等を通じて地域防犯力
の向上を進めた。

地域の防犯力が向上する。

新

中央区安全・安心と夢・希望のプロジェクト
【再掲】

防災に対する共助の取組の強化を図るため
組織の育成指導を行います。

評
価
予定どおり実施できた。

・自主防災隊が災害時に有効に活
動できるよう組織の充実強化を図る
ことができる。

◎

自主防災組織への育成指導

・関係団体と連携を取りながら防災意識
の強化を図る。

実
績

自主防災組織リーダー研修会を企画
し、自治会を中心とした自主防災組織の
育成を図った。また、避難所運営ゲーム
やクロスゲームなどの機材を貸し出し、
防災に対する共助の取組の強化を図っ
た。

・関係団体と連携を取りながら防災
意識の強化を図る。

―

実
績

―

・年度当初、各種地域活動団体・市
民団体や大学・企業等のヒアリング
を広範に行い、その結果を踏まえて
テーマを設定し、複数のプロジェク
トを、8月頃を目途に立ち上げる。
・テーマごとに異なる分野の団体等
をメンバーとするプロジェクトを実施
し、相互の補完効果や相乗効果に
より、地域の課題解決や活性化に
向けた取組みの実効性を高め加速
化させる。地域の課題解決や活性化に向け、テーマを

絞り、区全体や複数の地区のエリアにおい
て、各分野の活動団体等が横断的に連携
し、その方策を検討し、自ら実行する主体と
なって取り組みます。

評
価

―

・異なる分野の団体等が参加するこ
とにより、これまでにない新たな発
想による取組みや場の創出が期待
でき、相互の人材、担い手の補完
や事業の相乗効果が期待できる。
・小さいものでも成功事例を作り上
げることにより、関係者の意識の高
揚や新たな参加者を生み出す契機
となる。

３　地域との協働による区民の誰もが“安全で安心して暮らせる”地域づくりを進めます。
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事務事業名
平成２５年度

平成２６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

地域のコミュニティが醸成される。

新

地域イベントの支援

―

実
績

―

・地域活性化イベント（相模ねぶた
カーニバル、大野北銀河まつり）を
支援する。
・地域市民まつりを支援する。

・様々な地域団体との連携により、
活気ある商店街づくりに取り組む。
・街路灯の整備や空き店舗対策な
どにぎわいづくりや環境整備に努め
ます。

活気ある商店街づくりに向けた取り組みを支
援します。

評
価

―
活気ある商店街づくりが推進され
る。

更なるコミュニティの醸成に向けた地域イベ
ントを支援します。

評
価

―

地域の課題解決や活性化に向け、テーマを
絞り、区全体や複数の地区のエリアにおい
て、各分野の活動団体等が横断的に連携
し、その方策を検討し、自ら実行する主体と
なって取り組みます。

評
価

―

・異なる分野の団体等が参加するこ
とにより、これまでにない新たな発
想による取組みや場の創出が期待
でき、相互の人材、担い手の補完
や事業の相乗効果が期待できる。
・小さいものでも成功事例を作り上
げることにより、関係者の意識の高
揚や新たな参加者を生み出す契機
となる。

新

商店街振興

―

実
績

―

新

中央区安全・安心と夢・希望のプロジェクト
【再掲】

―

実
績

―

・年度当初、各種地域活動団体・市
民団体や大学・企業等のヒアリング
を広範に行い、その結果を踏まえて
テーマを設定し、複数のプロジェク
トを、8月頃を目途に立ち上げる。
・テーマごとに異なる分野の団体等
をメンバーとするプロジェクトを実施
し、相互の補完効果や相乗効果に
より、地域の課題解決や活性化に
向けた取組みの実効性を高め加速
化させる。

自助・共助の意識付け及び防災行
動力の向上を図ることができる。

４　区民との協働による区民の誰もが“夢と希望を持てる”地域づくりを進めます。

◎

避難所運営協議会の活動支援

・組織率100%の維持継続
・災害時における情報伝達や収集手段
の周知を図るとともに情報機器の運用
支援を行う。

実
績

・組織率100%を維持継続した。
・避難所運営に必要な物品の充実を
図った。

・組織率100%の維持継続
・災害時における情報伝達や収集
手段の周知を図るとともに情報機器
の運用支援を行う。

・複数の通信機器を活用し、情報伝
達経路の確保を図り、災害時に的
確に対応できるよう訓練を行う。
・訓練回数：9回

大災害時における電話不通時に備え、さま
ざまな通信機器を活用した訓練など区本
部、現地対策班、避難所運営協議会の連携
による運営訓練を実施します。

評
価

新しい訓練を追加するとともに内容を充
実し、目標の8回を上回る回数を実施で
きた。

防災意識の啓発及び災害発生時
の冷静な判断力を養うことができ
る。

避難所運営訓練に対する支援を行います。

評
価
予定どおり実施できた。

◎

災害時における区本部等の運営

・複数の通信機器を活用し、情報伝達
経路の確保を図り、災害時に的確に対
応できるよう訓練を行う。
・訓練回数：8回

実
績
・訓練回数：9回
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事務事業名
平成２５年度

平成２６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

・職員プロジェクトを組織し、実現可
能な方策について検討する。
・ポスター等により周知を図る。

既存の「市民の声システム」の情報
に加えて、汎用ソフトウェアを活用し
たシステムにより「区民の声」を共有
化する。市民相談や各窓口で把握した区民の声・意

見のうち、区行政に係るものを抽出し、区役
所全体で共有化することにより、各事業に反
映させる仕組みを構築します。 評

価
―

区民の声を反映した区政運営が推
進される。

心が通った区役所づくりが推進され
る。

新

区民の声システムの構築

―

実
績

―

新

職員あいさつ運動の実施

―

実
績

―
中央区の魅力は職員が率先垂範して創るこ
とが肝要であることから、区役所職員自らが
明るく、親しまれる接客を行うための取組み
として、あいさつ運動の推進を検討し、実践
します。 評

価
―

◎

市民相談体制の充実

区民の多様化した相談内容に対応した
各種相談を実施する。

実
績

相談内容や時間帯ごとの相談件数など
の統計を充実させることにより、相談員
の勤務シフトを工夫するなど、市民対応
をスムーズにできるようにした。

区役所において市民相談、法律相談、その
他行政相談などを実施します。

評
価
区民の多様化した相談ニーズに対応す
ることができた。

区民の多様化した相談内容に対応
した各種相談を実施する。また、区
民の相談ニーズ、社会情勢の変化
に応じた相談業務体制を適宜検討
し、充実を図る。

◎

窓口の土曜日開庁

毎月第2・第4土曜日に区役所区民課の
窓口を開庁する。

実
績

・住民異動受付件数は平日比（午前中）
約87％であった。
・印鑑登録届出件数は、平日比（午前
中）約187％と利用率が高かった。

毎月第2・第4土曜日に区役所区民
課の窓口を開庁する。また、市民満
足度の向上に向けて、市民ニーズ
に対応した窓口の在り方について
研究を進める。

行政サービスの向上を図るため、毎月第２・
第４土曜日に区役所区民課の窓口を開庁し
ます。

評
価

・平日以外のニーズへの対応ができた。
・平日窓口の混雑緩和等区民の利便性
向上に寄与した。

５　区民の立場に立ったきめ細やかな行政サービスを通じて、ＣＳ（顧客満足度）の向上に努めます。

8



地域活性化イベント事業補助金
地域振興課
大野北まちづくりセンター

相模ねぶたカーニバル、大野北銀河まつりの支援 2,723

新 商店街イベント事業等補助金 地域振興課
商店街の活性化を図るため、商店街が実施するソ
フト事業に対する補助

2,268

新 商店街街路灯等維持管理補助金 地域振興課
商店街の環境整備を図るため、商店街団体が行う
共同駐車場・街路灯の維持管理事業に対する補
助

14,744

４　区民との協働による区民の誰もが“夢と希望を持てる”地域づくりを進めます。

防犯灯設置費補助金 地域振興課
・自治会による防犯灯の設置及び撤去・移設に対
する補助
・省エネ型防犯灯の設置促進

26,908

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
する補助

80,200

防災及び減災にかかる資機材の整
備

地域振興課
区本部、現地対策班及び避難所運営に必要な物
品の計画的な整備

15,876

自主防災組織活動の支援 地域振興課
自主防災組織の資機材の整備や防災活動・訓練
活動等に対する助成、研修への支援

5,698

３　地域との協働による区民の誰もが“安全で安心して暮らせる”地域づくりを進めます。

地域要望への対応
地域振興課
各まちづくりセンター

地域住民、地域団体等から寄せられる要望に対し
ての地域内での調整、庁内関係課との調整

―

自治会集会所建設費等補助金 地域振興課
陽光台5丁目自治会、石橋自治会、矢部第一第
二自治会、嶽の内自治会に対する補助

27,769

地域活性化事業交付金 各まちづくりセンター

・自治会への加入促進など、地域の活性化や課
題解決のため区民が自主的に取り組む事業に対
する交付金（各地区3,000千円）
・事業報告会の実施

27,000

地域政策担当の配置 各まちづくりセンター
地域の公益的活動の支援や区内の政策形成を行
う体制の構築

―

２　自治会等地域活動団体の活動支援や地域の自主的な活動を促進し、区民主体のまちづくりを推進します。

区の魅力発信事業 地域振興課

・区の一体感や区民意識の醸成のための事業の
実施（区のイメージソングの制定、周知活用等）
・各種媒体を活用した情報発信
・区民交流を促進するイベントの開催

5,942

まちづくり会議の運営支援 各まちづくりセンター
各地域の地域力を高めるための「まちづくり会議」
の運営を支援

700

区民会議の運営 区政策課
区のまちづくりについて話し合う「中央区区民会
議」の運営

2,535

区ビジョンの推進事業 区政策課
・区民意識・意向の把握
・無作為抽出の手法を用いた意見交換会の開催
・学生との協働イベント（ワークショップ等）の開催

3,000

１　区ビジョンの実現に向けて、区民会議の運営やまちづくり会議の支援とともに、新たに「中央区安全・安心と夢・希望のプロジェク
　ト」を実施し、更なる区民との協働によるまちづくりを推進します。

■　本年度の主な事業（取組）                                             　　　　　　　　　　　　                                             【新：Ｈ26新規】

主な取組 部名／課名 内　容 事業費（千円）
広域連携
の有効性
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主な取組 部名／課名 内　容 事業費（千円）
広域連携
の有効性

災害時における職員としての行動
の再確認

全課
各まちづくりセンター

災害発生時における職員各自の役割を再確認す
るとともに、発災時には状況に応じた迅速かつ的
確な対処をする。

―

新 あいさつ運動の推進
全課
各まちづくりセンター

中央区役所職員自らが明るく、親しまれる接客を
行うための取組みとして、あいさつ運動の推進を
検討し、実践する。

―

綱紀粛正への取組
全課
各まちづくりセンター

職員一人ひとりの行動が相模原市の評価であるこ
とを自覚し、常にコンプライアンス（法令遵守）意識
を持って行動する。

―

まちづくりセンター等の維持補修 区政策課
地域の拠点施設であるまちづくりセンター等の適
切な維持補修

4,660

市民相談事業 区政策課
区役所における市民相談、法律相談、その他行
政相談等の実施

53

窓口の土曜日開庁 区民課 毎月第２・第４土曜日の区役所区民課窓口の開庁 ―

区版広報紙の発行、区ホームペー
ジの作成

区政策課
・身近な行政情報、お知らせ等の情報提供
・区内の伝統や地域資源等の魅力発信

―

５　区民の立場に立ったきめ細やかな行政サービスを通じて、ＣＳ（顧客満足度）の向上に努めます。
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