
平成 年度

■　キャッチフレーズ

さがみはらの持続的発展に向けた環境共生都市の実現と地域特性を生かした産業の振興

■　局・区の運営の責任者

26 　　　　　　　　　　　環境経済局　運営方針

■　局・区経営の視点・方針

1.現場を第一主義として、市民目線で事業課題に取り組みます。
2.職員一人ひとりが資質の向上を意識し、組織全体の政策能力の向上を目指します。
3.アカウンタビリティ（説明責任）を果たします。
4.コンプライアンス（法令・規律の遵守）の徹底、交通事故の防止に努めます。
5.ワーク・ライフ・バランスに率先して取り組みます。
6.チーム力の向上と明るい職場づくりに努めます。

市民生活や事業活動に伴い排出されるごみを適正に処理し、ごみの不
法投棄や散乱を防止し、清潔なまちづくりを進めるため、市民、事業
者、行政の協働による取り組みが求められている。

■　局・区の役割・目標

■　現状と課題

環境配慮やエネルギー問題に対する市民の関心はより一層高まって
おり、身近な暮らしの中から取り組める地球温暖化対策の推進が求め
られている。

大量生産、大量消費、大量廃棄型の現在の社会経済システムは、ご
みの大量発生とその処理に伴う環境への負荷やコストの増大を招くた
め、資源循環型社会への転換が求められている。

本市の豊かな森林は、水源かん養機能の向上や地球温暖化の防止な
ど、様々な機能が期待されている。

やすらぎと潤いがあふれる自然環境を次代へつなぐため、魅力ある公
園づくりやみどり豊かな都市空間の創造に向けた取り組みの推進が求
められている。

人々の生活や事業活動を通じ環境負荷は増大していることから、安全
で快適な生活環境の創出に向け、大気、水、土壌などの市民生活を取
り巻く環境の保全が求められている。

市民の良好な生活環境の保全を図るため、環境監視や発生源対策等により環境汚染の
未然防止に取り組む必要がある。

水とみどりを保全・再生・活用し、多様な生物の生息・生育環境を守り、人と自然が共生す
る都市づくりが必要である。

森林所有者や森林組合、神奈川県の水源環境保全・再生事業との連携等による適切な森
林管理及び地球温暖化対策に取り組む必要がある。

現　　　状 課　　　題

自然と調和した都市づくりを進めるため、本市に相応しい環境影響評価制度の構築を図る
とともに、地球温暖化対策として、再生可能エネルギーの導入促進や省エネなど、市民、
事業者、行政が一体となって取り組む必要がある。

ごみを取り巻く社会情勢の変化への対応や経済性、効率性を考慮したごみ処理体制の整
備が必要である。

市民、事業者がごみ問題を自らの問題ととらえ、ごみの減量行動を進める仕組みやごみを
資源として循環させるシステムの構築が必要となっている。

環境経済局長　石川　敏美

経済部長　新津　昭博　　　環境共生部長　森　晃　　　資源循環部長　八木　博

1. 環境共生都市の実現を図ります。

　人と自然が共生し、環境負荷の少ない持続可能な社会を築くため、地球温暖化対策への取り組み、環境影響評価制度の構築、里地里山や公園な
ど人と自然とのふれあいの場の醸成など、豊かな自然環境の保全、快適な生活環境の創造に向け、市民、事業者、行政が一体となった取り組みを進
めます。

2. 限りある資源を大切にする循環型社会の形成を推進します。

3. 活力ある産業の振興を図ります。

　「広域交流拠点都市」として相応しい活力ある地域社会を創出するため、地域特性を生かした既存産業の活性化や成長産業などの立地の促進、
地域資源を生かした観光振興を図ります。

　ごみの減量化・資源化や生活排水の適正処理をより一層推進するとともに、循環型社会の形成に向けて、市民・事業者・行政が一体となった取り組
みを進めます。
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現　　　状 課　　　題

　首都圏南西地域産業活性化フォーラムを開催し、相模原市・町田市を中心とした県央地域の産学連携・企業間連携による新ビジネスの創出を支援するととも
に、一般社団法人首都圏産業活性化協会（ＴＡＭＡ協会）と連携し埼玉県南西部、東京都多摩地域及び神奈川県中央部の産業ネットワークを活用した産業支
援を実施する。また、「さがみロボット産業特区」等の広域的な産業集積の枠組みを活用し、地域経済の活性化を実現する。

　九都県市首脳会議の合意に基づく取り組みや関東観光における広域連携の推進に関する協議会等、首都圏の様々な自治体や観光協会、旅行事業者、交
通事業者などと一体となって取り組むことにより、広域的な観光マップの作成や外国人受入体制に関する情報共有など、スケールメリットを生かした観光施策を
展開する。

  ■　広域連携を視野に入れた取組

市内の森林は、市の面積の約６割を占めているが、生活様式などの変
化により、現在では森林の多い津久井地域の市民でも森林に接する
機会が少なくなっている。また、本市の森林は、木材価格の低迷や林
業労働者の減少、林業経営における採算性の悪化などから、手入れ
不足の森林が増えている。

市内製造業における技能の継承など、ものづくりに携わる人材の育
成・確保が課題となっている。また、雇用情勢は改善傾向にあるもの
の、ニート状態にある若者の数が依然として高水準にあることや、フ
リーターの高年齢化、新卒者の就職率の低下、女性の再就職が困難
であるという状況にある。

都市のにぎわいと活力を底上げするため経済・都市基盤の充実を図
り、より強固な産業集積基盤の形成が求められている。

輸出環境の改善や国の経済対策、金融政策の効果などを背景に、輸
出関連の大手企業を中心に、持ち直しの動きが見られるものの中小企
業は、原材料費や電気料金の値上げなどにより、経営状況は依然とし
て予断を許さない状況にある。

市内経済の安定化を図るため、産業支援機関等と連携し実態に即した中小企業への支援
や雇用対策などの経済対策を講じていく必要がある。

広域交通ネットワークの整備に合わせた製造業等の立地促進と産業用地創出に向けた取
り組みが必要となっている。

熟練技術者からの技能継承への支援や、学校と連携したインターンシップなどの取り組み
を図る必要がある。
また、就労困難な若年層、女性に対し就労支援策を図り地域雇用の下支えを行う必要が
ある。

都市の魅力と豊かな自然資源を生かした観光交流の促進や「潤水都
市 さがみはら」を合言葉としたシティセールスへの取り組みが求められ
ている。

都市型の観光交流を通じたにぎわいづくりや水源地域の自然、歴史、文化を生かした体
験・交流型のプログラムの提供、観光を担う人材の育成等に取り組む必要がある。また、
「潤水都市 さがみはら」を広くＰＲするための観光イベント等にも取り組む必要がある。

多くの市民等が森林に関する情報を身近に触れる機会や森林づくり活動に気軽に参加で
きる機会、子どもたちが環境学習を受ける機会を増やすなど、森林・林業に対する理解を
深める必要がある。また、津久井産木材のブランド化や、木材の利用拡大に取り組むな
ど、地産地消の促進を図る必要がある。

都市農業を推進するため、関係機関と連携し、農地の保全と活用に取り組む必要がある。

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提供へ
の取り組みを支援するとともに、中心市街地における商店街等が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。

市外への購買力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。

農業従事者の高齢化や後継者不足による農地の荒廃化などへの対応
が求められている。
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事務事業の概要
指標・目標 実績・評価等

 ■　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

1.環境共生都市の実現を図ります。

省エネルギー対策普及促進事業

①１世帯当たりの年間ＣＯ２排出量：減
少
②条例に基づく計画書制度の効果的な
運用
③中小規模事業者向け支援策の効果
的な実施

実
績

①最新の実績値(H23年度)：3.04ｔ‐ＣＯ２
/世帯
②実績件数：１９件
③アドバイザー派遣：５５回
　補助金交付：１７件・１３，４８５，０００円

①１世帯当たりの年間ＣＯ２排出
量：減少
②条例に基づく計画書制度の効果
的な運用
③中小規模事業者向け支援策の
効果的な実施

市民、事業者等の省エネルギー活動の促進
を図るため、家庭部門における省エネル
ギーの普及啓発とともに、中小事業者に対
する省エネルギー対策支援などを実施す
る。 評

価

①基準年(H１８年度から微増であるが、
実質的なエネルギーに使用量は大幅に
減少している。これは、震災の影響により
多くの原子力発電所が停止したため、電
源構成に占める火力発電の割合が高ま
り化石燃料の使用が増加したことで、電
力ＣＯ２排出係数が大幅に上昇したこと
によるものである。
②③目標件数には達しなかったが、利
用者は高い節電実績を上げており、更
なる制度周知や機器の活用方策を検討
する必要がある。

家庭部門、産業部門におけるエネ
ルギー使用量の削減

◎

環境影響評価制度の構築

・（仮称）相模原市環境影響評価条例制
定に向けた検討を進める。

実
績

・環境影響評価制度検討部会を７回開
催し、当該検討結果を踏まえ、環境審議
会から答申を受けた。
・条例（案）の骨子についてパブリックコメ
ントを実施した。

◎

相模原市環境影響評価条例の制
定、技術指針の策定

本市の地域特性等を考慮した独自の環境
影響評価制度を構築し、環境に配慮した事
業の誘導を目指す。

評
価
・本市の地域特性を踏まえた制度案を作
成することができた。

本市の地域特性を踏まえた環境配
慮がなされる

◎

再生可能エネルギー等導入促進事業（太陽
ｴﾈﾙｷﾞｰ）

①補助件数：900件（太陽光発電）
②メガソーラー運転開始

実
績

①補助件数：1,175件（太陽光発電）
②３月１日運転開始
　３月１６日完成式典（約１００名出席)
　３月２３日・２６日・２９日施設見学会（６８
名出席）

①補助件数1,000件（太陽光発電）
②メガソーラーを活用した普及啓
発、情報提供、環境教育などの活
動を実施する。

太陽エネルギー利用設備の更なる導入促
進に向け、太陽光発電システムの設置補助
事業などを推進する。

評
価

①12月に200件分の補正予算を組み市
民ニーズへの対応を図り、目標を上回っ
て達成した。
②予定どおり実施

再生可能エネルギーの普及啓発と
利用促進

◎

脱温暖化まちづくり推進事業

①基金積立額：５,３００万円
②電気自動車購入奨励台数：３０台

実
績
①7,058万円
②31台

環境を守る担い手の育成事業

①パンフレットの作成
②年次報告書の発表
③さがみはら環境まつりの開催

実
績

①パンフレットを作成し、市内小学生へ
配布した。
②年次報告書を作成した。
③さがみはら環境まつりを6月30日に開
催した。

①パンフレットの作成
②年次報告書の発表
③さがみはら環境まつりの開催

①5,420万円
②50台

地球温暖化対策推進基金の有効活用を図
るとともに、次世代クリーンエネルギー自動
車の普及促進に向けた電気自動車の購入
奨励制度などを推進する。

評
価

①平成25年度は、メガソーラー事業関連
収入（16万8千円）や2件の寄附（30万1
千円）があった。
②奨励台数は目標を上回ったが、より効
果的な普及策とするため、平成26年度
に向け、奨励件数及び件数の見直しを
行った。

次世代クリーンエネルギー自動車
の普及

環境について考える機会や情報を提供する
とともに、環境活動に取り組む市民・事業
者・団体などに対する支援などを通じて、環
境と共生する人づくりを推進する。 評

価
①～③予定どおり実施 環境に対する意識の向上

◎

地球温暖化対策地域協議会活動支援事業

協議会の地球温暖化対策の促進に向
けた普及啓発、情報提供などの活動を
支援する。

実
績

・さがみはら地球温暖化対策協議会に
ついて平成25年3月2日に設立総会を開
催した。
・協議会の設立を広く周知するため、各
種イベントの参加し協議会、地球温暖化
対策について広く周知した。
・会員数（Ｈ26.4.1）
個人：22　事業者：29　団体：32　　合計：
83

◎

協議会と連携し普及啓発、情報提
供などの活動を進める。

市民･事業者・行政等の連携・協働の場とし
て地域協議会を設立し、日常生活における
温室効果ガスの排出を削減するための活動
により温暖化対策の推進を図る。

評
価
予定どおり実施

日常生活における地球温暖化防止
に関する意識の向上
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事務事業の概要
指標・目標 実績・評価等

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

◎

環境情報センターの管理運営

①事業参加者目標人数の達成率：75％
②環境情報センターのホームページへ
のアクセス件数（増加）
③エコネットの輪に登録してあるプログ
ラム数（増加）

実
績

①107％
②408,947
③119件

①事業参加者目標人数の達成率：
80％
②環境情報センターのホームペー
ジへのアクセス件数（増加）
③エコネットの輪に登録してあるプ
ログラム数（増加）環境情報センターにおいて開催する環境講

座等により、本市の環境情報を市民へ広く
提供し、多様な主体の環境意識の向上・市
民の環境への関心を醸成する。

評
価

①目標を上回っている
②順調に増加している
③平成24年度に比べ1件減少したが、高
水準を維持している

環境の保全及び創造に関する学習
の推進並びに市民等が自主的に行
う環境の保全及び創造に関する活
動の促進

新

生物多様性保全事業

-

実
績

-

自然環境観察員制度の運用

・登録人員の数を指標・目標とする（増
加）

実
績
・登録人数：128人

・登録人員の数を指標・目標とする
（増加）

生物多様性地域戦略を、中間見直
しを行う水とみどりの基本計画に包
含する形で策定する。

生物多様性基本法に基づく、生物多様性の
保全及び持続可能な利用に関する基本的
な計画（生物多様性地域戦略）を策定し、将
来にわたり生物多様性の保全に努める。

評
価

- -

自然環境観察員制度により自然環境に関す
る環境教育を推進する人材の育成を図る。 評

価
順調に増加している。 環境に対する意識の向上

◎

水源の森林づくり事業

①間伐等整備　165ｈａ
②協力協約締結　83ｈａ

実
績
①間伐等整備　 121.79ｈａ
②協力協約締結　47.33ｈａ

◎

①間伐等整備 　118.40ｈａ
②協力協約締結　71.40ｈａ

水源の森林づくりエリア内における私有林の
所有者と協力協約を締結し、間伐・枝打ち
等の適切な森林管理の支援を行う。

評
価

①2月の大雪の影響により、計画の数量
を下回った。
②隣接地との境界を特定することが困難
であったため、目標値を下回った。

森林の公的管理や支援を推進し、
水源涵養など公益的機能の高い森
林づくりに導く。

◎

私有林（民有林）整備事業

・私有林の間伐等　1.8ｈａ

実
績
・私有林の間伐等　2.61ha ・私有林の間伐等　1.8ｈａ

地域水源林エリア内における私有林の所有
者と協力協約を締結し、間伐・枝打ち等の適
切な森林管理の支援を行う。

評
価
・目標値を上回り実施

森林の公的管理や支援を推進し、
水源涵養など公益的機能の高い森
林づくりに導く。

◎

地域水源林保全・再生事業

・上大島地区森林整備
        １．６ｈa

実
績

・森林整備　１．６ha
(間伐1.6ha、枝落し1.6ha、つるし切1式、
つる切1.6ha、竹除伐0.5ha、除伐1.6ha)

市有林整備事業の推進

・市有林の間伐等　10.24ｈａ

実
績
・市有林の間伐等　9.54ha ・市有林の間伐等　9.83ha

森林整備　１．５ha
(間伐1.5ha、枝落し1.5ha、つるし切
1式、つる切1.5ha、竹除伐0.5ha、
除伐1.5ha)

相模川沿岸樹林地について、上大島地区
から順次下流方面へ計画的に伐採・間伐、
剪定等を実施する。

評
価
・水源涵養機能を高めるため、健全な広
葉樹林として整備した。

水源涵養機能を高めるため、健全
な広葉樹林として整備する。

水源の森林づくりエリア及び地域水源林エリ
ア内における市有林の間伐・枝打ち等の適
切な森林整備を行う。

評
価
・概ね予定通り実施

森林の持つ水源涵養等の公益的
機能の向上を図ることができる。

◎

地場産木材の利活用促進事業（さがみはら
森林ビジョン推進事業）

①相模原市市民の森基本構想の策定
②さがみはら森林ビジョン審議会の設
置
③（仮称）津久井産材利用拡大促進協
議会の設置
④（仮称）バイオマス利活用に関する協
議会の設置

実
績

①検討委員会答申を受領。基本構想案
を作成。
②審議会を設置し、進行管理の方法等
を審議した。
③・④二つの協議会を発足。津久井産
材の利用拡大及び木質バイオマス利活
用について協議した。

◎

①市民の森基本構想策定、基本計
画検討着手
②森林ビジョン実施計画の進行管
理の実施
③津久井産材利用拡大促進協議
会の運営支援
④木質バイオマス利活用に関する
協議会の運営支援

「さがみはら森林ビジョン」に位置づけられた
林業振興等の施策を実施し、市民の共通財
産である森林を次世代に確実に引継ぐた
め、森林の保全・林業の振興・木材生産体
制の確立を図る。 評

価

①基本構想案の作成まで行ったが、年
度内の構想策定には至らなかった。
②～④予定どおり実施。

◎

林道整備事業

①奈良本林道整備　１２０ｍ
②寺入沢林道整備　　８０ｍ

実
績
①　奈良本林道整備　１３０ｍ
②　寺入沢林道整備　１４８ｍ

①寺入沢林道整備　１２０ｍ
②西沢林道整備　　 １２０ｍ

円滑な森林施業管理による木材の品質の向
上や、搬出作業の負担軽減を図るため、林
道整備事業を行う。

評
価
目標を上回り実施

木材の品質の向上や、搬出作業の
負担を軽減することができる。

4



事務事業の概要
指標・目標 実績・評価等

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

0.9haの緑地を取得する。（相模原
近郊緑地特別保全地区等）

◎

市民との協働による緑地の保全・活用事業

意見交換会の開催（2回）

実
績
・意見交換会の開催（1回）

◎

緑地の公有地化推進事業

0.63haの緑地を取得する。（相模原近郊
緑地特別保全地区）

実
績

・相模原近郊緑地特別保全地区等の用
地取得
1.4ha、購入額 500,091千円

意見交換会の開催（1回）

パートナーシップ協定に基づき、散策路整
備や緑地等の保全活動等を支援するととも
に、街美化アダプト制度を活用し、緑地等の
適正な維持管理を行う。

評
価
・意見交換会の開催は１回の開催だった
が、情報共有は十分に図れた

―

近郊緑地特別保全地区等の公有地化を推
進する。 評

価
・予定を上回って実施 ―

◎

里地里山保全等促進事業

活動団体の支援を継続するとともに、新
たな地域認定のための取り組みを進め
る。

実
績

・「小松・城北里山を守る会」の活動支援
の継続
・新たな地域認定のための取り組み
・ヒアリングを３団体（津久井、藤野地区）
に実施。
そのうち、１団体が認定の意向があり、相
談を受けている。

活動団体の支援を継続するととも
に、新たな地域認定のための取り
組みを進める。

里地里山を市民共有の財産として将来にわ
たり継承するため、地域住民等が行う活動
の支援を行い、里地里山の保全等を促進す
る。

評
価

・予定どおり実施
・関係団体と意見交換会を実施、認定に
向けて検討中。

―

◎

鳥屋猟区運営事業

・鳥屋猟区の開猟。開猟期間平成25年
11月15日から2月28日の32日間。
・認可期間の更新に向けての方針確定
とそれに基づく更新事務の推進。

実
績

・県へ認可期間更新の申請を行い、平
成25年11月1日から新たに10年間の認
可を受けた。
・11月15日から2月末日までの間の計32
日間を開猟。
・入猟者数159人。入猟承認料1,001,700
円。
・捕獲数17頭（シカ14頭、イノシシ3頭）。

親水空間の保全・創出事業

①ホタル条例に基づく保全等活動区域
を新規に1区域指定する。
②田名望地地区への親水空間整備に
係る測量を実施する。

実
績

①指定に向け関係団体と調整を進め
た。
　Ｈ２６年２月に１地区（三ケ木地区水辺
環境保全等活動区域）を新たに指定し
た。
②田名望地地区の相模川散策路沿い
に休憩施設を設置した。

①ホタル条例に基づく保全等活動
区域を新規に1区域指定する。
※②はH25で終了

・鳥屋猟区の開猟。開猟期間は平
成26年11月15日から平成27年2月
末日までの間の計32日間。
・狩猟禁止区域の見直し。

鳥獣の保護と狩猟との調整を図り、鳥獣によ
る生活環境・農林業・生態系に係る被害防
止に努める。

評
価

・認可期間更新の申請にあたっては、
100人を超える土地地権者との同意交渉
を経て、新たに10年間の認可を受けるこ
とができた。
・記録的な大雪の影響により、2月中旬
以降入猟が困難となり、入猟者数が前年
度を下回った。

・管理された秩序ある安全な狩猟の
実現を図ることができる。
・狩猟禁止区域の見直しによって、
猟区運営の活性化を図ることができ
る。

ホタル舞う水辺環境の保全等の促進に関す
る条例による区域指定及び活動認定（支援）
を行い、身近にある水辺環境の保全及び再
生を促進するとともに、相模川散策路におけ
る利便向上のため、施設整備を実施する。 評

価

①関係団体と調整を行い、指定すること
ができた。
②予定通り設置できた。

―

○

相模川ふれあい科学館再整備事業

平成２４年９月以降に工事着手する。
（平成２６年３月リニューアルオープン予
定）。

実
績

・指定管理者として(株)江ノ島マリンコー
ポレーションを指定
・平成２６年３月２６日(水)にリニューアル
オープン。

◎

―

アスベスト除去対策や施設の老朽化への対
応を図るとともに、相模川流域の広域的な情
報発信施設としての機能向上を図るため、
再整備事業を実施する。 評

価
・予定どおり実施

―

◎

環境監視測定事業

①大気規制基準適合率　　　 95.0％
②水質規制基準適合率　　　 95.0％
③調査測定地点環境基準適合率
87.1％
④アスベストなどに起因する健康被害
未然防止策の推進
⑤土砂等の埋立て等の規制に関する条
例の適正な運用

実
績

①大気規制基準適合率　　　 100.0％
②水質規制基準適合率　　　 98.7％
③調査測定地点環境基準適合率
89.1％
④大気中アスベスト定期測定（定点５箇
所、年４回測定　結果：0.056本/L以下）
⑤土砂等の埋立て等の規制に関する条
例の許可件数：3件

①大気規制基準適合率
95.0％
②水質規制基準適合率
95.0％
③調査測定地点環境基準適合率
87.1％
④アスベストなどに起因する健康被
害未然防止策の推進
⑤土砂等の埋立て等の規制に関す
る条例の適正な運用

市民の良好な生活環境の保全を図るため、
環境監視等により環境汚染の未然防止に努
める。

評
価

①大気規制基準適合率については、高
い適合率を維持できている。
②水質規制基準適合率については、高
い適合率を維持できている。
③調査測定地点環境基準適合率につ
いては、高い適合率を維持できている。
④大気中のアスベストについては、基準
はないが、参考として「特定粉じん発生
施設の敷地境界基準10本/L」と比較し
て低い数値である。
⑤土砂等の埋立て等の規制に関する条
例の適正な運用ができた。

市民の良好な生活環境の保全につ
ながる。
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事務事業の概要
指標・目標 実績・評価等

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

◎

都市緑化推進事業（民有地の緑化）

緑地面積の現状維持（39箇所8.6ha）

実
績
緑地面積　41箇所　8.8ha
(保存樹林32か所、市民緑地9か所)

都市緑化推進事業（公共施設緑化）

出展業者の今後の意向を確認し、見本
園の充実を図る。

実
績

・出展業者の意向確認、継続的な維持
管理
・市のブースは定期的な手入れにより維
持管理

・出展ブースの整理を行い、今後の
在り方を研究し、充実を図る。

・緑地面積の現状維持（41箇所
8.8ha）

市街化した地域における保存樹林・樹木の
指定などによる民有地の緑化や公共施設の
緑化を推進する。

評
価
現状維持することができた ―

同上
評
価

・手入れを行わない業者に対しては、手
入れ依頼あるいは撤退依頼をし、出展
ブースの整理を行う必要がある。

―

◎

都市緑化推進事業((公財）みどりの協会補
助金)

・市民緑化事業の花苗などの配布団体
数　251団体（現状維持）

実
績
市民緑化事業の花苗などの配布団体数
269団体

◎

・市民緑化事業の花苗などの配布
団体数　265団体

同上
評
価
予定を上回って実施 ―

◎

街区公園整備事業

・（仮称）上溝本久公園の測量・実施設
計
・（仮称）上鶴間本町１丁目公園整備工
事

実
績

・（仮称）上溝本久公園の測量・実施設
計
・（仮称）上鶴間本町１丁目公園整備工
事

(仮称)上溝さくら公園の整備工事
、(仮称)城山トンネル上部利用公園
整備工事を行う。

生活に身近なオープンスペースや、災害時
における避難場所の確保のため、街区公園
の整備を行う。 評

価
予定どおり実施 ―

◎

相模原麻溝公園整備事業

（仮称)第2競技場整備工事

実
績
（仮称)第2競技場整備工事

相模総合補給廠共同使用区域整備事業

市の条件工事にかかる基本・実施設計
及びスポーツ・レクリエーションゾーンの
基本計画を策定する。

実
績

市の条件工事にかかる基本・実施設計
及びスポーツ・レクリエーションゾーンの
基本計画を策定する。

市条件工事(フェンス等工事）、ス
ポーツレクリエーションゾーンの基
本設計等を行う。

外周ジョギングコース(クロスカント
リー競技対応)等の整備工事、ス
ポーツ広場等実施設計等を行う。

「参加と感動のスポーツの森」を基本コンセ
プトに、健康づくり･体力づくりの拠点やアス
リートの拠点として、本格的な競技場の整備
を行う。 評

価
予定どおり実施 ―

相模総合補給廠の共同使用区域における
スポーツ・レクリエーションゾーンの整備を行
う。 評

価
関係機関との調整に期間を要し、遅延し
ている。

―

◎

峰山霊園整備事業

・普通墓所及び芝生墓所（480区画）の
整備を行う。
・市営墓地の在り方検討委員会の結果
を踏まえ、整備計画の改訂に向けた、
市営霊園に対するニーズ調査等を実施
する。

実
績

・普通墓所及び芝生墓所（480区画）の
整備を行う。
・市営墓地の在り方検討委員会の結果
を踏まえ、整備計画の改訂に向けた、市
営霊園に対するニーズ調査等を実施す
る。

◎

市営霊園アンケート調査結果を踏
まえ、市営霊園の将来計画の検討
を行う。

市民の墓地需要を満たすため、霊園の整備
を進める。

評
価
予定どおり実施 ―

◎

公園等の放射線対策の実施

公園等の放射線対策を図るため、空間
放射線量の測定・落ち葉処分等を行う。

実
績
公園等の放射線対策を図るため、空間
放射線量の測定・落ち葉処分等を行う。

◎

都市公園「長寿命化計画」策定事業

平成２７年度の長寿命化計画策定に向
けて、１０公園程度の街区公園を対象に
現況調査を行う。

実
績

平成２７年度の長寿命化計画策定に向
けて、１０公園程度の街区公園を対象に
現況調査を行う。

公園等の放射線対策を図るため、
空間放射線量の測定等を行う。

公園等の放射線対策を図るため、空間放射
線量の測定・落ち葉処分･砂場改善対策等
を行う。

評
価
予定どおり実施 ―

都市公園における遊具、園内建築物、園内
橋、その他公園施設の保守点検調査、耐震
調査等を行い、施設の保全のための修繕、
改修や撤去等の適切な管理計画を策定す
る。

評
価
予定どおり実施 ―

平成２７年度の長寿命化計画策定
にむけて、全公園を対象に現況調
査を行う。（H25実施の現況調査分
は除く）
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事務事業の概要
指標・目標 実績・評価等

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

2. 限りある資源を大切にする循環型社会の形成を推進します。

①実証実験の実施
②BDF化運営システムの構築検討

実
績
①高品質BDFを本格使用した。
②関係課による打合せ会議を実施した。

家庭から排出される使用済み食用
油をバイオディーゼル燃料（BDF）
にリサイクルして利用するシステム
の構築を進める。

家庭から排出される使用済み食用油をバイ
オディーゼル燃料(BDF)にリサイクルして使
用する。 評

価
①予定どおり実施
②今後の推進方策を検討した。

―

◎

家庭ごみの減量化、資源化推進事業

①市民１人１日当りの家庭ごみ排出量
（530ｇ以下）
②リサイクル率（20％以上）

実
績

①市民１人１日当りの家庭ごみ排出量
（530ｇ）
②リサイクル率（21.1％）
※暫定値

①市民１人１日当りの家庭ごみ排出
量（515ｇ以下）
②リサイクル率（22.3％以上）

◎

再生可能エネルギー等導入促進事業
(BDF）

4Rを推進し、家庭から排出される一般ごみ
の排出量を減らし、資源分別回収を推進す
る。また、コミュニティによるごみの減量化・
資源化を図るため、地域団体等の活動を支
援する。

評
価

・目標を達成できなかったが、前年度の
市民１人１日当りの家庭ごみ排出量（538
ｇ）及びリサイクル率（20.7％）と比べ、ご
み量は減少し、リサイクル率は上回って
いることから、ごみの減量化・資源化が
推進された。

―

◎

事業系ごみの減量化資源化促進事業

・事業系一般廃棄物（49,000ｔ以下）

実
績

・搬入量50,800t（暫定値）
・中小事業者に対し、個別・地区別・業
種別に適正排出指導を行った。（2,664
者）

事業系一般廃棄物

平成30年度目標(44,600ｔ以下）に
向け取り組む

事業系ごみの減量化・資源化を促進するた
め、指導、周知及び啓発を図る。 評

価
取り組みを一層促進させるため、更なる
指導及び周知・啓発を図る必要がある。

―

◎

エコショップ等認定制度

・エコ商店街促進奨励金制度の普及を
図る

実
績

・エコ商店街1件に奨励金を交付した。
・認定事業者数194
　（エコショップ96　エコオフィス97　エコ
商店街1）

・エコ商店街促進奨励金制度の普
及を図る

事業者等の環境保全に対する意識の高揚
を図るため、ごみの減量化・資源化の推進
に取り組む市内小売業店舗をエコショップ
等として認定し、その拡大に取り組む商店会
団体の活動を支援する。

評
価
・今後、更に普及促進を図る必要があ
る。

―

◎

循環型社会普及啓発事業

①市民１人１日当りの家庭ごみ排出量
（530ｇ以下）
②リサイクル率（20％以上）

実
績

①市民１人１日当りの家庭ごみ排出量
（530ｇ）
②リサイクル率（21.1％）
※暫定値
・相模原ごみＤＥ７１大作戦の実施（307
回）
・ごみと資源の日程・出し方カレンダー版
の発行（33万部、市内全戸配布）
・「相模原市ごみ分別アプリ」の開発（平
成26年3月供用開始）

きれいなまちづくりの日の推進

・きれいなまちづくりの日の周知啓発を
図る
・市民地域清掃の実施状況
　自治会実施率（100％）

実
績

・きれいなまちづくりの日啓発キャンペー
ンを相模大野駅、橋本駅、相模原駅周
辺で実施。参加者426名（協賛団体116
団体）
・市民地域清掃の自治会実施率
（65.4％）

・きれいなまちづくりの日の周知啓
発を図る
・市民地域清掃の実施状況
　自治会実施率（100％）

①市民１人１日当りの家庭ごみ排出
量（515ｇ以下）
②リサイクル率（22.3％以上）

資源循環型社会の形成に向けて、４R推進
に対する市民意識の醸成を図るため、情報
提供や啓発活動を行うとともに、ごみの減量
化・資源化を行う市民等を支援する。

評
価
・ごみの減量化・資源化を図るため、積
極的な事業展開を行った。

―

市民との協働によるきれいなまちづくりに関
する施策の充実のため、5月30日をきれいな
まちづくりの日と制定し、市民等や事業者の
間に「きれいなまちづくり」を推進することに
ついての意欲の醸成を図り、地域の団体等
の活動支援を行う。 評

価

・第2回目となるきれいなまちづくりの日
啓発キャンペーンは、自治会、商店会以
外にスポーツ団体、ボランティア団体、
企業等多種多様な団体、年齢層の参加
を得た。

―

◎

廃棄物処理施設の整備

①旧南清掃工場の解体工事に着手
②北清掃工場の長寿命化計画を策定
③一般廃棄物最終処分場浸出水処理
施設の建替工事に着手

実
績

①旧南清掃工場の解体工事を進めた。
②北清掃工場の長寿命化計画の策定を
進めた。
③一般廃棄物最終処分場浸出水処理
施設建替工事を進めた。
④次期最終処分場の整備に向けた検討
を進めた。

◎

①旧南清掃工場解体工事（H26年
度まで継続）
②旧南清掃工場の解体跡地に整
備するスラグストックヤード、リサイク
ルスクエア及び粗大ごみ受入施設
の設計を行う。
③北清掃工場の長寿命化計画を
策定
④一般廃棄物最終処分場浸出水
処理施設建替工事（H26年度まで
継続）
⑤次期最終処分場の整備に向けた
検討

旧南清掃工場の解体・跡地利用、北清掃工
場の長寿命化計画策定、北清掃工場の将
来のあり方の検討、一般廃棄物最終処分場
浸出水処理施設建替え、次期最終処分場
の整備に向けた検討を行う。

評
価
・①・②・③・④とも予定どおり実施 ―
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事務事業の概要
指標・目標 実績・評価等

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

◎

一般ごみ収集業務の民間委託化の推進

・第2次（10月）の民間委託の実施
・計画的・段階的な民間委託の検討・調
整

実
績
・予定通り、第2次（H25年10月）の民間
委託を行った。

・第1次更新（10月）の委託契約の
実施
・計画的・段階的な民間委託の検
討・調整

一般ごみ収集業務の一層の効率化を図るた
め、平成23年度から段階的に民間委託を進
める。

評
価

・収集業務の効率化と費用の削減を図る
ことができた。
・きめ細かな市民周知を行ったことによ
り、大きな混乱もなく委託による収集を行
うことができた。

―

◎

美化推進・不法投棄防止対策事業

・市管理地及びごみ集積所の不法投棄
回収量の減少

実
績

・監視カメラ68台による監視を実施
・地域清掃用ごみ袋作成及び配送業務
委託
・まち美化キャンペーン（市内駅前6ヶ
所）参加者合計244名、啓発品配布合計
6,615セット
・空き缶等散乱防止重点地区美化アダ
プト制度実施団体　７団体
・再任用職員による不法投棄防止パト
ロールを実施した。
・市民団体１３団体と不法投棄防止パー
トナーシップ協定を締結し、市民と協働
による不法投棄防止対策を実施した。

・津久井クリーンセンターし尿処理施設
建替工事を進めた。

・津久井クリーンセンターし尿処理
施設建替工事（H27年度まで継続）

・不法投棄量及び件数の削減

不法投棄を防止し、良好な生活環境を確保
するため、不法投棄多発箇所の重点的なパ
トロールや監視カメラによる監視を行う。ま
た、不法投棄防止パートナーシップ協定を
締結した市民団体を支援するなど不法投棄
防止対策を推進する。

評
価

・計画通り実施
・まち美化キャンペーンと路上喫煙防止
キャンペーンを合同実施し、回数や参加
者の増加を図るなど、市民との協働、美
化意識の啓発が図られた。
・不法投棄回収量が、平成19年度の403
ｔから平成24年度においては、343ｔに減
少した。

―

津久井クリーンセンターし尿処理施設の老
朽化に伴い建替え整備を行う。 評

価
・予定どおり実施 ―

3. 活力ある産業の振興を図ります。

◎

し尿処理施設の整備

・津久井クリーンセンターし尿処理施設
建替工事（H27年度まで継続）

実
績

◎

ニート・フリーター就労支援事業

①ニート、フリーターを対象とした若年
者キャリア開発プログラム事業の実施
②パーソナル・サポート・サービス事業
の実施

実
績

・ニート、フリーターを対象とした若年者
キャリア開発プログラム事業の実施
・パーソナル・サポート・サービス事業の
実施

①ニート、フリーターを対象とした若
年者キャリア開発プログラム事業の
実施
②パーソナル・サポート・サービス事
業の実施

ニート・フリーターと呼ばれる若者の自立を
支援するため、「さがみはら若者サポートス
テーション」の運営や家族セミナー、若者
キャリア開発プログラム事業の開催を委託す
る。 評

価
・予定どおり実施

・就労を通じ若者の経済的自立に
つながる。

◎

職業紹介事業

①求職者支援講座の開催（年８回）
②キャリアカウンセリングの実施
③ものづくり企業見学キャラバンの実施
④新卒未就職者等人材育成事業や無
料職業紹介事業の実施

実
績

①求職者支援講座の開催（年８回）
②キャリアカウンセリングの実施
③ものづくり企業見学キャラバンの実施
④新卒未就職者等人材育成事業や無
料職業紹介事業の実施

仕事と家庭の両立支援事業

・仕事と家庭の両立支援推進企業表彰
の実施

実
績
仕事と家庭の両立支援推進企業表彰の
実施

①仕事と家庭の両立支援推進企業
表彰の実施及びその取り組み事例
の紹介
②セミナーなど女性の活躍応援事
業の実施

①キャリアカウンセリングの実施
②求職者支援講座の開催（８回）
③無料職業紹介事業の実施
④若年者就労支援事業の実施

厳しい雇用情勢の改善を図るため、相模原
市就職支援センターにおいて、就職に困難
を抱えている方々を対象に、求人開拓、キャ
リアカウンセリング、求職者支援講座、就職
情報の提供、職業紹介を実施する。

評
価
①～④予定どおり実施

就職困難者の就労定着につなが
る。

働きながら子育てや介護をしやすい職場環
境づくりの促進を図るため、家庭にやさしい
取り組みをしている企業を表彰するとともに、
市内の企業に取り組み事例を紹介する講演
会などを通じて啓発活動を行う。 評

価
予定どおり実施

ワーク・ライフ・バランスに配慮した
勤労者の職場環境整備につなが
る。

◎

緊急雇用創出事業

・緊急雇用創出事業の実施（11事業、
134人を予定）

実
績
緊急雇用創出事業の実施（11事業、110
人採用）

◎

緊急雇用創出事業の実施（9事業、
116人雇用予定）

離職を余儀なくされた非正規労働者、中高
年齢者等の失業者に対して、緊急雇用創出
事業臨時特例基金を活用し、雇用・就業機
会を実施するもの。

評
価
概ね予定どおり実施 ―
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事務事業の概要
指標・目標 実績・評価等

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

◎

工業用地の保全・活用事業

①金原工業団地工業系地区計画、建
築協定導入に向けた支援（会議 ３回開
催）
②宮下地区まちづくりを考える会活動支
援(会議 7回開催)
③大野台地区準工業地域において地
区計画導入についての企業ヒアリング５
社。

実
績

①金原工業団地は会議開催等なし
②宮下地区まちづくりを考える会６回開
催。
③大野台地区準工業地域の現況では、
地区計画導入まで期間を要するため、
前段として建築協定を活用した保全策を
講じることが必要と判断した。

①地区計画の導入に向けた会議を
開催し取り組みを加速化させる。
②宮下地区まちづくりを考える会活
動支援(会議 ６回開催)及び建築協
定の締結
③大野台地区準工業地域において
建築協定導入についての企業ヒア
リング５社。市内工業集積地（工業専用地域及び特別

工業地区を除く）に対する工業系地区計
画、建築協定導入に向けた支援を実施し、
良好な操業環境の確保を図る。

評
価

①金原工業団地は新会長人事が未決
定で調整が付かず会議が開催できない
状況であった。
②予定どおり実施
③現況を鑑み、地区計画導入に向けた
手法の見直しを行った

―

◎

企業の立地促進事業

①市外からの新規立地５件・市内企業
の再投資７件の事業計画認定
②金原工業団地西側地区における農
地転用許可及び開発許可取得に向け
た支援。

実
績

①市外企業１件、市内企業7件の事業計
画認定
②民間開発事業者の農地転用の手法、
開発区域の設定等効率的な進め方につ
いて庁内調整等支援を実施

ものづくり人材の確保・育成事業

①セミナー１回、助成金の支給
②市内中小企業を対象としたものづくり
人材育成研修の事業企画及び人材育
成に関する調査の実施

実
績

①助成：２１社（111人）、セミナー１回（１０
社：２１人）
②市内大手企業と連携したものづくり人
材育成研修の企画、市内企業への人材
育成に関する調査を実施。

①セミナーの実施、助成金の支給
②市内企業のものづくりに関するノ
ウハウを中小企業に提供する。

①市外からの新規立地、市内再投
資を含む合計９件以上（昨年度以
上）の立地計画認定
②金原工業団地西側地区における
農地転用許可及び開発許可取得
に向けた支援を継続

製造業等の企業立地の促進と産業用地の
創出に取り組むことにより、より強固な産業
集積基盤を形成し、都市の力を底上げする
経済・都市基盤の充実を図る。

評
価

①認定件数は目標を下回ったが、投資
額31億円を超える企業の投資が行われ
るなど全体で約85億7,000万円の成果が
あった。
②農地転用の許可に向けた資料の準備
や地権者との調整等課題整理が行わ
れ、表示登記に向けた取り組みが進ん
だ。

―

市内中小企業の人材採用・育成などの詳細
なニーズや経営課題の把握に努め、解決に
向けた取り組みへの支援を行う。
また、技術・技能向上を目的としたセミナー
の開催や研修費用への助成を行う。 評

価

①予定どおり実施
②研修の企画以外にも、参加者から参
加費をいただき、ものづくり人材育成研
修を４回実施した。（参考 ２２社：３５人）

―

◎

新技術実用化コンソーシアム形成支援事業

・提案事業の募集を行い、採択する２事
業への支援を行う。

実
績
採択した２事業に対し支援を実施

◎

・提案事業の募集を行い、採択する
２事業への支援を行う。

新技術、新事業創出のための共同研究体
制（コンソーシアム）形成に向けた取り組み
への支援策を創設し、実施する。

評
価
予定どおり実施 ―

◎

産業支援機関と連携した中小企業の支援

フォーラムの開催　３回
延べ参加者数　300人

実
績

・フォーラムの開催３回
・分科会（宇宙科学研究会・ロボットビジ
ネス研究会・業務系アプリ研究会）の開
催回　延べ参加者数　709人

フォーラム開催回数3回
および２つの分科会を開催する。

株式会社さがみはら産業創造センター等産
業支援機関と連携し、「首都圏南西地域産
業活性化フォーラム」を開催して、市内中小
企業のネットワークの構築や情報提供支援
を行う。

評
価
２つの分科会を新設するなど、活発な
フォーラム活動を実施した。

―

◎

トライアル発注認定事業

・認定製品　10製品

実
績
・認定製品　１４製品

中小企業融資制度

・利用者負担率の引下げを継続。

実
績
・利用者負担利率の引下げを継続し、利
用の促進を図った。

・利用者負担利率の引下げを継続

・認定製品　１0製品

新事業分野の開拓を取り組む市内中小企
業者等の新製品を市が認定し、ＰＲするとと
もに、市がその一部を試験的に購入し、評
価することにより、中小企業者等の販路拡大
を支援する。

評
価
・１６製品の申込みがあり、目標を上回る
認定製品数となった。

―

市内中小企業者の事業活動に必要な資金
の融資を金融機関と協調して行うことにより、
中小企業の経営安定化や健全な発展を図
る。

評
価
・予定通り実施 ―

◎
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事務事業の概要
指標・目標 実績・評価等

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

新

（仮称）新・産業振興ビジョン策定事業

―

実
績

―
①策定委員会の開催
②策定調査の実施

本市の経済競争力を高めるため、更なる工
業集や立地の促進、新しい時代を見据えた
商業政策などを定める（仮称）新・産業振興
ビジョンを策定する。

評
価

― ―

新

（仮称）新・商業振興ビジョン策定事業

―

実
績

―
①策定委員会の開催
②策定調査の実施

少子高齢化・消費行動の多様化によって生
じる課題に対応して、将来にわたる地域商
業の振興を実現するために（仮称）新・商業
振興ビジョンを策定する。

評
価

― ―

◎

中心市街地の魅力向上事業

・商店会長を対象とした街の景況感のア
ンケート結果目標値
　「繁盛」「変わらない」の回答５０％以上

実
績
「繁盛」「変わらない」の回答５０％

商店街振興支援事業

①空き店舗対策、地域連携事業の推進
②街路灯の省エネルギー化推進(目標3
商店会、120基）

実
績

①チャレンジショップ支援事業、国の補
助制度の活用により、商店街の空き店舗
において３店が開業した。地域連携事業
については申請がなかった。
②街路灯の省エネルギー化　５商店会
２２４基

商店街の空き店舗での開業
５件以上

「繁盛」「変わらない」の回答
５０％

中心市街地のにぎわいづくりを促進するた
め、中心市街地において商業者が実施する
地域活性化事業を支援する。

評
価

美大生と連携したにぎわいづくりなどの
先進的な取り組みを進める橋本地区を
はじめ、各商店会において景況感が回
復傾向にあり、目標値を達成した。

―

地域のニーズや時勢にあった商店街の環境
整備事業やソフト事業の支援により、商店街
の振興を図る。

評
価

空き店舗対策について一定の成果を上
げた反面、地域連携事業は目標を達成
することができなかった。街路灯の省エ
ネルギー化については、目標を大きく上
回って達成することができた。

―

◎

耕作放棄地の解消事業

・耕作放棄地を利用した新規就農者の
経営規模拡大0.8ha（市内農産物の生
産量拡大：米穀換算4.0トン、農村景観
の改善4箇所）

実
績

・耕作放棄地0.5haを再生し、農業参入
した企業等に利用集積、農村景観の改
善2箇所

◎

・耕作放棄地を利用した新規就農
者の経営規模拡大0.8ha（市内農産
物の生産量拡大：米穀換算4.0ト
ン、農村景観の改善4箇所）

農用地区域内の耕作放棄地の解消を図る
ため、相模原市耕作放棄地対策協議会を
通じて、農地の再生・活用に取り組む。

評
価
・概ね予定どおり実施 ―

◎

農業生産基盤整備事業

①農道整備Ｌ=150m
②水路整備L=220m

実
績
①農道整備Ｌ=132.2m
②水路整備L=0m

①農道整備Ｌ=100m
②水路整備L=110m

効率的・安定的な農業経営の確立のため、
農用地区域内等の農道や、用排水路の整
備を進めることにより、農業生産性の向上を
図る。

評
価

①予定どおり実施
②入札不調により実施することが出来な
かった

農業生産性の向上が図られるととも
に農道等の維持管理が容易になる

◎

大型農産物直売所の開設促進

・ＪＡ津久井郡を含め、中規模な農産物
直売所の開設を促進する。

実
績
・H25.10月JA津久井郡、H25.12月JA相
模原市の農産物直売所が開設された。

（仮称）新・都市農業振興指針策定事業

―

実
績

―
①検討委員会の開催

―

新鮮で安全・安心な地場産農産物、加工品
を市民に提供するとともに、自給的農家や
生産農家への移行促進することにより、「地
産地消」の農業を推進するため、中規模な
農産物直売所を先行的に整備し、拠点とな
る大型農産物直売所の開設を促進する。

評
価
・予定どおり実施 ―

社会経済情勢の変化への対応や地産地消
の推進を図るため、本市農業の持続的発展
に向け、（仮称）新・都市農業振興指針を策
定する。

評
価

― ―

◎

観光エリアの形成促進

①地域別計画の策定（１地域）
②地域別計画の推進（６地域）

実
績

①２地域の観光振興計画の策定を支援
した。
②７地域で観光振興計画の推進を支援
した。

新

地域別計画の推進（１地域）

観光交流人口の増加により地域経済を活性
化するため、地域の個性と地域資源のまとま
りを生かした観光エリアの形成とエリア間の
回遊性の向上を図る。 評

価
予定どおり実施 地域資源の積極的な活用
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事務事業の概要
指標・目標 実績・評価等

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

◎

観光協会の組織・機能の強化支援

①相模原市観光協会の運営を支援す
るとともに、その機能強化について検討
する。
②各観光協会の運営を支援する。

実
績

①相模原市観光協会の運営支援を行っ
た。
②各観光協会の運営支援を行った。

◎

観光人材育成事業

・観光人材育成事業の実施

実
績
観光人材育成研修を１回実施した。

①予定以上に実施
②予定どおり実施

継続的・専門的な観光振興の推進
や企業連携と人的ネットワークの構
築の推進

観光交流人口の拡大による地域の活性化を
促進するため、観光振興の基盤を担う「おも
てなしの心あふれる」人材を育成する。

評
価
予定どおり実施

観光関連産業従事者のスキルアッ
プ

観光人材育成事業を実施する。

◎

観光情報発信事業

・アンテナショップ及び観光案内所の運
営を支援する。

実
績
観光案内所及びアンテナショップ
「sagamix」の運営を支援した。

アンテナショップ及び観光案内所の
運営を支援する。

タイムリーな観光情報の収集と発信により、
旅行者・訪問者の利便性の向上を図るととも
に、外国人旅行者の受入体制を整備する。

評
価
予定どおり実施

シティセールスにつながる情報発信
や魅力ある地域特産品の開発

①相模原市観光協会の運営を支
援するとともに、その機能強化につ
いて検討する。
②各観光協会の運営を支援する。合併や政令指定都市への移行に伴う環境

の変化と、観光事業に対する経済効果への
大きな期待に応えるため、相模原市観光協
会の組織、機能の強化に向けた支援のあり
方を検討する。 評

価
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環境共生部
環境政策課

家庭部門における省エネルギー対策を促進する
ため、省エネナビの貸与による市民モニター事業
を行う。

■　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

500

環境共生部
環境政策課

各家庭におけるエアコンの使用抑制や熱中症対
策などのために、公共施設等を活用したクール
シェアを実施する。

500

省エネルギー対策普及促進事業

環境共生部
環境政策課

講演会等の開催やパンフレット等の作成配布、広
報紙や市ホームページの活用などを通じて、節
電・省エネをはじめとする地球温暖化対策の普及
啓発を行う。

287

30,000

新 環境影響評価制度の構築
環境共生部
環境政策課

（仮称）相模原市環境影響評価条例を一部施行し
（仮称）環境影響評価審査会を設置する。
（仮称）相模原市環境影響評価条例の運用に必
要な「技術指針（手引書）」を策定する。

8,413

新

再生可能エネルギー等導入促進事
業

環境共生部
環境政策課

住宅用スマートエネルギー設備の設置を奨励す
る。
太陽光発電設備、太陽熱利用設備、エネファー
ム、蓄電池、平成26年度よりＨＥＭＳを対象とし
た。

42,900

環境共生部
環境政策課

協働事業提案制度として、「長竹・稲生地区小水
力活用推進事業」への支援を行う。

501

脱温暖化まちづくり推進事業
環境共生部
環境政策課

・地球温暖化対策推進基金の積立てを行う。
　　Ｈ26地球温暖化対策推進基金は５４，２００千
円
・次世代クリーンエネルギー自動車購入奨励を推
進する。
　　５０件×５０，０００円＝２，５００千円

56,700

環境を守る担い手の育成事業
環境共生部
環境政策課

環境情報センターの事業の一つの柱に位置づ
け、環境講座等の充実を図る。

25,478

地球温暖化対策地域協議会活動支
援事業

環境共生部
環境政策課

相模原市地球温暖化対策推進条例第２８条の規
定に基づき、さがみはら地球温暖化対策協議会
が日常生活における地球温暖化対策の促進を図
るための普及啓発、情報提供などの活動を積極
的に行えるよう必要な支援する。

4,500

新 生物多様性保全事業
環境共生部
水みどり環境課

生物多様性地域戦略を、中間見直しを行う水とみ
どりの基本計画に包含する形で策定する。

9,660

水源の森林づくり事業
経済部
津久井地域経済課

水源の森林づくりエリア内における私有林の所有
者と協力協約を締結し、間伐・枝打ち等の適切な
森林管理の支援を行う。

80,900

私有林（民有林）整備事業
経済部
津久井地域経済課

地域水源林エリア内における私有林の所有者と
協力協約を締結し、間伐・枝打ち等の適切な森林
管理の支援を行う。

2,118

地域水源林保全・再生事業
環境共生部
水みどり環境課

大島地区内の私有林について、健全な樹林地と
して保全再生するため、計画的に除間伐等の整
備を実施する。

2,310

1.環境共生都市の実現を図ります。

環境共生部
環境政策課

中小規模事業者が「地球温暖化対策計画」に基
づき実施する省エネ設備等の導入に対し、その経
費の一部を補助する。
※予算
　　２，０００万円（Ｈ25）⇒３，０００万円（Ｈ26）に拡
充
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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

市有林整備事業の推進
経済部
津久井地域経済課

水源の森林づくりエリア及び地域水源林エリア内
における市有林の間伐・枝打ち等の適切な森林
整備を行う。

6,073

さがみはら森林ビジョン推進事業
経済部
津久井地域経済課

「さがみはら森林ビジョン」に位置づけられた林業
振興等の施策を実施し、市民の共通財産である
森林を次世代に確実に引継ぐため、森林の保全・
林業の振興・木材生産体制の確立を図る。

928

林道整備事業
経済部
津久井地域経済課

円滑な森林施業管理による木材の品質の向上
や、搬出作業の負担軽減を図るため、林道整備
事業を行う。

7,020

緑地の公有地化推進事業
環境共生部
水みどり環境課

近郊緑地特別保全地区内において、都市緑地法
の規定に基づく買入れ申出を受けた土地を取得
する。

447,100

市民との協働による緑地の保全・活
用事業

環境共生部
水みどり環境課

・パートナーシップ協定に基づき、散策路整備や
緑地等の保全活動等を支援するとともに、街美化
アダプト制度を活用し、緑地等の適正な維持管理
を行う。
・県有地への無償譲渡を契機に「木もれびの森保
全・活用計画」の見直しを行う。

76,260

里地里山保全等促進事業
環境共生部
水みどり環境課
津久井地域環境課

市里地里山の保全等の促進に関する条例に基づ
き、保全等活動の支援を継続し、新たな地域認定
のための取り組みを実施する。

1,579

鳥屋猟区運営事業
環境共生部
津久井地域環境課

・狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ、安全な狩猟の
実施を図るため、相模原市鳥屋猟区の管理運営
を行う。
・狩猟禁止区域の見直しを行う。

1,650

親水空間の保全・創出事業
環境共生部
水みどり環境課
津久井地域環境課

・市ホタル舞う水辺環境の保全等の促進に関する
条例に基づく新規区域指定及び活動認定（支援）
を行い、身近にある水辺環境の保全及び再生を
促進する。
・田名望地地区への親水空間整備を実施する。

906

環境監視測定事業
環境共生部
環境保全課
津久井地域環境課

工場・事業場の排煙･排水等の規制、指導及び大
気･水質等の測定調査を行う。

111,338

都市緑化推進事業
環境共生部
水みどり環境課

・（公財）相模原市まち・みどり公社の自主事業に
対して助成する。
・保存樹林協定者に対して、奨励金（固都税相当
額）を交付するとともに、高木剪定費用の一部助
成を行う。
・保存樹木協定者に対して、樹木診断を実施する
とともに、樹木の治療費や剪定費の一部助成を行
う。
・公共施設緑化の維持管理を行う。

76,665

街区公園整備事業
環境共生部
公園課

(仮称)上溝さくら公園の整備工事、(仮称)城山トン
ネル上部利用公園整備工事を行う。

80,909

相模原麻溝公園整備事業
環境共生部
公園課

外周ジョギングコース(クロスカントリー競技対応)整
備工事、スポーツ広場等の実施設計等を行う。

243,106

峰山霊園整備事業
環境共生部
公園課

市営霊園アンケート調査結果を踏まえ、市営霊園
の将来計画の検討を行う。

3,420

都市公園長寿命化計画策定事業
環境共生部
公園課

平成２７年度の長寿命化計画策定に向けた、全公
園対象の現況調査を行う。（H25実施の現況調査
分は除く）

33,000

相模総合補給廠共同使用区域整備
事業

環境共生部
公園課

相模総合補給廠の共同使用区域における市条件
工事(フェンス等工事）、スポーツレクリエーション
ゾーンの基本設計等を行う。

190,698
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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

(仮称)横山公園多目的フィールド整
備事業

環境共生部
公園課

(仮称)横山公園多目的フィールド夜間照明設備
設置工事、既存施設の解体撤去工事等を行う。

145,000

電力需給状況に対応した節電など
の周知・啓発事業

環境共生部
環境政策課

夏季における電力需給状況の懸念に対応するた
め、市民、事業者等へ広く節電や省エネの呼びか
けを行う。
また、市における節電や省エネ対策として、クール
ビズや照明の停止などを行う。

―

市内放射線量の常時監視等
環境共生部
環境保全課

東京電力福島第一原発の事故に伴う放射線量等
について、市役所測定局に設置したモニタリング
ポストにより常時監視及び市内における測定を実
施することにより、市民への情報提供を行う。

3,686

2. 限りある資源を大切にする循環型社会の形成を推進します。

公園等の放射線対策の実施
環境共生部
公園課

公園等の放射線対策を図るため、空間放射線量
の測定・落ち葉処分等を行う。

7,550

再生可能エネルギー等導入促進事
業

資源循環部
清掃施設課

家庭から排出される使用済み食用油をバイオ
ディーゼル燃料（BDF）にリサイクルして利用する
システムの構築を進める。

3,950

家庭ごみの収集に関する見直し
資源循環部
廃棄物政策課

家庭ごみの収集回数、収集方式、費用対効果等
の見直しの検討を行う。

―

新 ごみ処理手数料等の見直し
資源循環部
廃棄物政策課

受益と負担の適正化を図るため、必要に応じて、
ごみ処理手数料やし尿・浄化槽汚泥等処理手数
料などの見直しを行う。

―

家庭ごみの減量化・資源化推進事
業

資源循環部
資源循環推進課

家庭から排出される一般ごみの排出量を減らし、
資源分別回収を推進するとともに、資源ごみの持
ち去り行為対策の充実を図る。また、地域団体等
の活動を支援し、地域コミュニティにおけるごみの
減量化・資源化を図る。

1,810,772

使用済小型電子機器等のリサイク
ル事業

資源循環部
資源循環推進課

使用済小型電子機器等（携帯電話、デジカメ等の
16品目）について、市内20か所に回収ボックスを
設置し、H28年3月31日までの約3年間、本市モデ
ル事業として回収を実施する。その後の本格実施
に向けては、事業評価を踏まえ回収品目の拡大
や粗大系小型電子機器の扱い、回収方法等の検
討を行う。

―

事業系ごみの減量化・資源化促進
事業

資源循環部
廃棄物指導課

木くず、食品廃棄物の資源化の検討や事業者指
導、清掃工場への搬入制限の強化を図る。

675

エコショップ等認定事業
資源循環部
廃棄物政策課

事業者等の環境保全に対する意識の高揚を図る
ため、ごみの減量化・資源化の推進に取り組む市
内小売業店舗をエコショップ、市内事業所をエコ
オフィス、市内商店街等をエコ商店街として認定
するとともに、その拡大に取り組む。商店街団体に
奨励金を交付する。

230

資源循環型社会の普及啓発事業
資源循環部
資源循環推進課

自治会未加入者・学生等への重点的な啓発など
を通じて排出ルールの徹底を図るとともに、自治
会・廃棄物減量等推進員と連携した事業の実施、
市民への積極的な情報提供（リサイクルプレスな
どの各種啓発冊子等の発行）を行う。

37,306

廃棄物処理施設の整備
資源循環部
清掃施設課

・平成２１年９月に廃止した旧南清掃工場の解体
工事及び老朽化した一般廃棄物最終処分場浸出
水処理施設の建替整備を進める。
・旧南清掃工場の解体跡地利用を図るため、スラ
グストックヤード、リサイクルスクエア及び粗大ごみ
受入施設の設計を行う。
・北清掃工場の長寿命化計画を策定する。
・次期最終処分場の整備に向けた検討を行う。

1,132,409
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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

一般ごみ収集業務の民間委託の推
進

資源循環部
廃棄物政策課

一般ごみ収集業務の一層の効率化を図るため、
段階的に民間委託を進める。

145,704

美化推進・不法投棄防止対策事業

資源循環部
資源循環推進課
廃棄物指導課
津久井クリーンセンター

廃棄物の不法投棄を防止し、良好な生活環境を
確保するため、不法投棄多発箇所の重点的なパト
ロールや監視カメラによる監視を行う。また、不法
投棄防止パートナーシップ協定を締結した市民団
体を支援するなど、不法投棄防止対策を推進す
る。なお、監視カメラについては、監視カメラ設置
箇所の見直しを行い、不法投棄の抑止効果を高
める。
また、「ごみの散乱防止によるきれいなまちづくり
の推進に関する条例」に基づく重点地区でのポイ
捨て指導の実施及びまち美化アダプト制度による
清掃活動を実施する。

30,327

既存事業所を生かした組織の検討

資源循環部
廃棄物政策課
資源循環推進課
麻溝台環境事業所
橋本台環境事業所
津久井クリーンセンター

ごみの分別に関するマナーや排出指導、廃棄物
減量等推進員制度の活用など、既存の事業所を
生かした地域密着型の組織体制の確立を検討す
る。

―

安定的な電力エネルギーの供給の
推進

資源循環部
南清掃工場
北清掃工場

効率的かつ安定したごみ焼却設備の運転による
発電量の増加に努め、電力会社への送電量の増
加を推進する。

―

溶融スラグ有効利用の推進
資源循環部
南清掃工場

ごみの焼却により生産される溶融スラグの有効活
用を進めるため、アスファルト骨材や最終処分場
覆土材などへの利用を図る。

―

し尿・浄化槽汚泥の収集運搬・処分
体制の整備

資源循環部
東清掃事業所
相模台収集事務所
津久井クリーンセンター

し尿・浄化槽汚泥の効率的な収集運搬体制の構
築を図るとともに、安定的な処理施設の管理運営
を行う。

―

ディスポーザー汚泥の収集運搬・処
分体制の確保

資源循環部
東清掃事業所
相模台収集事務所
津久井クリーンセンター

ディスポーザー汚泥の収集運搬・処分について、
実証事業の結果を踏まえて体制を確保する。

―

し尿処理施設の整備
資源循環部
清掃施設課

津久井クリーンセンター及び東清掃事業所で対
応しているし尿処理の一元化を図るため、老朽化
した津久井クリーンセンターし尿処理施設の建替
整備を進める。

1,495,468

廃棄物処理施設の放射能検査の実
施

資源循環部
清掃施設課

北・南清掃工場等の廃棄物処理施設における、
放射線量及び放射性物質の検査を行う。

1,600

新 災害廃棄物等処理計画の見直し
資源循環部
廃棄物政策課

東日本大震災を教訓に、「市災害廃棄物等処理
計画」の見直しを行う。

3,500

3. 活力ある産業の振興を図ります。

新 相模台収集事務所の耐震改修
資源循環部
相模台収集事務所

大規模災害時に下水道が機能しなくなった場合を
想定し、衛生上の観点から災害に強いし尿収集
体制の構築を図るため、相模台収集事務所の耐
震改修工事等を実施する。

12,000

ニート・フリーター就労支援事業
経済部
雇用政策課

ニート・フリーターと呼ばれる若者の自立を支援す
るため、「さがみはら若者サポートステーション」の
運営や家族セミナー、若者キャリア開発プログラム
事業の開催を委託する。
学び直し塾、職業体験等を行うパーソナル・サ
ポートサービス事業を実施する。

17,468

職業紹介事業
経済部
雇用政策課

厳しい雇用情勢の改善を図るため、相模原市就
職支援センターにおいて、就職に困難を抱えてい
る方を対象に、求人開拓、キャリアカウンセリング、
求職者支援講座、就職情報の提供、職業紹介を
実施する。
４つの就労支援関係機関を集約した相模原市総
合就職支援センターを運営し、きめ細やかな就労
支援を実施する。

43,112
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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

新 仕事と家庭の両立支援事業
経済部
雇用政策課

働きながら子育てや介護をしやすい職場環境づく
りの促進するため、家庭に優しい取り組みをしてい
る企業を表彰するとともに、市内の企業に取り組
み事例を紹介するなど啓発活動を行う。女性の活
躍を推進するためのセミナーや個別相談会等を
実施する。

1,145

学生・新卒未就職者等就労支援事
業

経済部
雇用政策課

大学４年生を対象に、市内企業での就労体験等
を通じて、正規雇用を目指すプログラムを実施す
る。

3,300

工業用地の保全・活用事業
経済部
産業政策課

市内工業集積地（工業専用地域及び特別工業地
区を除く）に対する工業系地区計画、建築協定導
入に向けた支援を実施するとともに、工業用地継
承奨励金及び工業保全地区奨励金を活用し、既
存工業地の保全活用を図る。

21,831

企業の立地促進事業
経済部
産業政策課

広域交流拠点としての強みをいかして、市外に向
けＳＴＥＰ50を積極的にＰＲするなど企業誘致活動
により市内への企業立地を促進するとともに、金原
準工西側地区の産業用地創出に向けた取り組み
を支援する。
また、新たな産業集積促進方策の検討を進める。

1,526,860

ものづくり人材の確保・育成事業
経済部
産業政策課

市内中小企業の人材確保・育成などの詳細な
ニーズや経営課題の把握に努め、解決に向けた
取り組みへの支援を行う。
また、技術・技能向上を目的としたセミナーの開催
や研修費用への助成を行う。
高校生、大学生向けの市内中小企業を紹介する
冊子の作成を行う。
表彰制度等の検討組織の設置を行う。

2,300

新
東南アジアにおける市内企業の販
路拡大

経済部
産業政策課

国内市場の本格的な回復が見られない中、成長
著しい東南アジアにおいて市内企業の販路拡大
を図る。

7,000

新技術実用化コンソーシアム形成
支援事業

経済部
産業政策課

新技術、新事業創出のための共同研究体制（コン
ソーシアム）形成に向けた取り組みへの支援を実
施する。

6,000

新 ロボット産業活性化事業
経済部
産業政策課

成長分野であるロボット産業の振興のため、産学
連携体による協議会を構成し、市内企業の「介護
から宇宙まで」裾野の広いロボット技術力及び営
業力の向上を図る。

10,000

産業支援機関と連携した中小企業
の支援

経済部
産業政策課

株式会社さがみはら産業創造センター等産業支
援機関と連携し、「首都圏南西地域産業活性化
フォーラム」を開催し、市内外の中小企業ネット
ワーク構築や情報発信、企業間交流の支援をす
る。また、一般社団法人首都圏産業活性化協会
（ＴＡＭＡ協会）と連携し、市内中小企業の技術の
高度化や新製品の開発を支援する。

13,500

トライアル発注認定事業
経済部
産業政策課

新製品の生産により、新たな事業分野の開拓を図
る市内中小企業者の販路開拓を支援するため、
当該新製品を認定し、その一部を市で試験的に
購入する。

8,200

中小企業融資制度
経済部
産業政策課

・事業の拡充や景気の低迷に伴う中小企業の資
金需要に対処するため、融資を実施するとともに、
金融機関への預託のほか、利子補給と信用保証
料補助を行う。
・（新）創業支援融資制度

12,197,283

中心市街地の魅力向上事業
経済部
商業観光課

・パブリックインフォメーションの改修及び運営
・中心市街地の商店街連合会への支援
・商業者と文化施設の連携事業推進
・業務系企業誘致策の検討

20,699

新
(仮称)新・産業振興ビジョン策定事
業

経済部
産業政策課

本市の経済競争力を高めるため、更なる工業集
積や立地の促進、新しい時代を見据えた商業政
策などを定める「（仮称）新・産業振興ビジョン」策
定に向けた調査・検討を行う。

6,000
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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

新
（仮称）新・商業振興ビジョン策定事
業

経済部
商業観光課

少子高齢化・消費行動の多様化によって生じる課
題に対応して、将来にわたる地域商業の振興を実
現するために（仮称）新・商業振興ビジョンを策定
する。

―

商店街振興支援事業
経済部
商業観光課

・空き店舗を活用した創業者支援事業の実施
・次世代人材育成講座の実施
・（新）女性起業家支援の実施

12,998

耕作放棄地の解消事業
経済部
農政課

耕作放棄地の再生利用事業を通じ、認定農業者
や新規就農者への農地の利用集積を促進するこ
とにより、地域農業の活性化を図る。

1,800

農業後継者・担い手確保対策事業
経済部
農政課

青年就農給付金の給付等を行い、青年新規就農
者の就農後の定着や、地域の中心となる経営体
への農地集積を促進する。

19,550

農業生産基盤整備事業
経済部
農政課
津久井地域経済課

効率的・安定的な農業経営の確立のため、農用
地区域内等の農道や、用排水路の整備を進める
ことにより、農業生産性の向上を図る。

22,200

新
農産物直売所の運営支援等による
「地産地消」の推進

経済部
農政課

農産物直売所の運営を支援することにより、新鮮
で安全・安心な地場産農畜産物・加工品を市民に
提供し、「地産地消」の推進、地域農業の活性化、
地場農産物の生産性の向上や市内流通の促進を
図る。

10,312

新
被災農業者向け経営体育成支援事
業

経済部
農政課

平成２６年２月の大雪により農業被害を受けた農
業者に対して、農業経営を維持していくために必
要な農業用ハウス、畜舎などの復旧等の経費に
ついて支援する。

268,000

新
（仮称）新・都市農業振興指針策定
事業

経済部
農政課

社会経済状況の変化に対応した「攻めの都市農
業」の展開を図るとともに、７２万市民を背景とした
地産地消のさらなる推進を図るため、「（仮称）新・
都市農業振興指針」の策定に向けた調査・検討を
行う。

1,000

観光人材育成事業
経済部
商業観光課

・観光交流人口の拡大による地域の活性化を促
進するため、地域の観光振興を担う人材育成のた
めの研修を実施する。
・おもてなしの心をもって、熟練した技、豊富な知
識・経験を観光客に伝える相模原市観光マイス
ターを活用して、相模原市の観光の魅力をＰＲす
る。
・市民との協働のもと、地域の観光資源を生かし、
自然体験活動を提供する人材を養成する。

371

観光協会の運営及び機能強化の支
援

経済部
商業観光課

市とともに全市的な観光振興施策の推進を担う相
模原市観光協会の機能強化を引き続き支援する
とともに、各観光協会の運営を支援する。

39,080

観光情報発信事業
経済部
商業観光課
津久井地域経済課

アンテナショップ「sagamix」及び市内２か所の観光
案内所の運営を支援することにより、本市の名産
品や観光情報を効果的な手法で受発信し、本市
への集客の向上、観光誘客、消費の拡大を促進
する。

33,663

中小企業ＢＣＰ策定支援事業
経済部
産業政策課

災害に強い産業構造の構築を図るため、市内中
小企業を対象にＢＣＰ（事業継続計画）策定を支
援する。

1,300

市内産農林畜産物の放射性物質の
検査

経済部
農政課
津久井地域経済課

市内に安全な地場農産物を提供するため、市内
農林畜産業の実情等を踏まえながら、市内産農
林畜産物の放射性物質の検査を行う。

―
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