
平成 年度26 　　　　　　　　　　　市民局　運営方針

■　キャッチフレーズ

「市民とともに」協働で築く、文化と安らぎにあふれるまち

■　局・区の運営の責任者

市民局長　　 森　多可示

市民局次長　谷　圭介

本年度に区役所機能の強化を図ったが、地域の特性を活かしたまちづくりをより一層推進
するためには、不断の検証が必要である。

・ＮＰＯ法人の設立や運営の支援を行う必要がある。
・寄附文化を醸成し、安定した団体運営につながる財源の確保が必要である。
・地域活動団体や市民活動団体に対し、助言や情報提供等の役割を担うNPO法人等によ
る中間支援組織同士の連携を強化する必要がある。

課　　　題

■　局・区の役割・目標

■　現状と課題

・ＮＰＯ法人等の市民活動団体が増加し、その活動が活発化している。
・一方、後継者の育成や活動資金など、安定した活動環境が求められ
ている。
・まちづくりを担う各主体の連携・協力による、新しい公共サービスのあ
り方が求められている。

区制施行後、各区で独自のまちづくりが進められ、地域との新たな関
わり方が求められる中、本年度より区役所の機能の強化を図った。

・地域活動や市民活動を肯定的に捉える市民は多いものの、活動に参
加したことがない、又はそのような活動が行われていることを知らない
市民が少なくない。
・地域活動や市民活動への参加経験は無いものの、機会があれば参
加したいという潜在ニーズがある。

・自治会は、地域住民の自主的・自立的な組織として、地域コミュニティ
の形成や身近な課題解決に向けた取組みを行っている。
・自治会加入世帯数には大きな変動がないものの、市全体の世帯数が
増えていることから、加入率は低下傾向にある。
・担い手不足や役員の高齢化等により地域コミュニティの活力低下が
懸念されている。

・地域活動の促進を図るため、地域の担い手である自治会等とともに地域づくりや身近な
集会所や広場などの活動拠点の確保に取り組む必要がある。
・自治会活動の理解を深める啓発活動や、多様な団体との連携など、積極的な自治会加
入の促進に取り組む必要がある。
・自治会活動の中心である役員などの担い手を確保する必要がある。

・地域活動や市民活動に関する様々な情報や、活動を広げていくために有用な情報を積
極的に発信することが必要である。
・市民の興味や関心度に応じて必要な情報を提供するとともに、協働の視点での地域活
動や市民活動に参加できるよう、多様な学習機会を設ける必要がある。

現　　　状

２　市民が安らかで快適に暮らせるまちづくりを進めます。　

１　協働の推進により市民が主体のまちづくりを進めます。

○市民との協働によるまちづくりを一層進めるため、継続的に活動する担い手や、活動をけん引するリーダーの育成に取り組みます。
○地域課題や社会的課題の解決のため、地域活動や市民活動に取り組む様々な団体への支援や、多様な担い手による連携の促進により、
市民の創意と工夫があふれる個性豊かなまちづくりを一層進めます。
○各区・各地区の個性を活かしたまちづくりを進め、身近な課題を身近な場所で解決できるよう区役所機能の充実に努めます。

○交通事故や犯罪のない地域社会の実現を目指し、地域の「力（ちから）」のさらなる向上に共に取り組みます。
○消費者被害の防止や空き家対策の実施など、市民が安全で安心して暮らせる生活環境の向上に向けた取組みを進めます。
○市民ニーズの的確な把握に努め、効果的な窓口サービスのあり方を検討し、市民の利便性向上に努めます。

○潤いと安らぎにあふれる心豊かな生活と、活力ある地域コミュニティの実現に向け、文化を身近に感じることができる環境づくりや市民の文
化活動への支援を進めます。
○特色ある文化事業の発信に努めるとともに、市民の文化活動の支援や先進的・実験的なアート活動の促進など、市民の多彩な文化活動を
推進します。
○男女が互いにその人権を尊重し、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けた取組みを進めます。

３　文化の薫る心豊かなまちづくりを進めます。

■　局・区経営の視点・方針

～　市民の皆様への約束　～
１　私たちは、市民の声をよく聴くため、積極的に皆様のところに飛び込んでいきます。
２　私たちは、市民の視点に立ち、新しい発想と創意工夫により、先進的・独創的な取組みに果敢に挑みます。
３　私たちは、市民のニーズに応え、身近なところでサービスを提供します。
４　私たちは、市民の信頼に応えるため、服務規律を守るとともに、適切で効率的に仕事を進めます。
５　私たちは、市民に愛される市役所を目指し、健康で笑顔と活気あふれる職場づくりに努めます。
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課　　　題現　　　状

○　市民との協働によるまちづくりの推進に向けて、地域の担い手の減少による地域コミュニティの希薄化、各都市に共通する課題、また、地域の創意や主体性
を活かせる区役所機能のあり方など政令指定都市共通の課題について、大都市市民局長連絡会議、指定都市区政主管課長会議、指定都市区長会議などの場
を活用して情報交換や課題の共有に努め、制度上の改善点などについて、必要に応じて国への働きかけ等を行っていく。
○　市民大学・交流センターにおいて、大学の高度な専門性や人材を活用し、新たな地域活動、市民活動を創出するとともに、施設の拠点性を生かしたネットワー
クの拡大を図る。
○　「相模女子大学グリーンホール（相模原市文化会館）」や「アートラボはしもと」などの施設を文化の拠点として、文化団体や美術系大学との連携した取組みの
一層の推進などにより、周辺自治体に対して戦略的に相模原の市民文化を発信するなど広域的な視点に基づいて事業活動を推進する。

  ■　広域連携を視野に入れた取組

・自転車交通事故多発地域及び高齢者交通事故多発地域（中央区に
限る。）に指定されるなど、市内では交通事故が多発している。
・地域における犯罪が多発している。
・地域における落書きが発生している。

・消費生活相談は前年度に比べ増加し、内容は複雑化・多様化してい
る。近年は、７０歳以上の高齢者からの相談が増加している。
・若年層におけるパソコン、携帯電話等を介した契約トラブルが多発し
ている。

ライフスタイルの多様化に対応した行政サービスの拡充や、身近な場
所での利便性の高い窓口サービスの提供が求められている。

・地域団体や関係機関と連携し、市民の交通安全・防犯に関し、更なる普及啓発を進める
とともに、主体的な活動を支援し、活発化を図る必要がある。特に、交通安全については、
庁内の横断的な取組みが必要である。
・まちの美観を損ねる落書きに対する防止対策が求められている。

・多くの人々が、性別に関わりなく、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現に
取り組む必要がある。
・ＤＶを予防するための啓発を行うとともに、被害者の保護や支援を強化・徹底する必要が
ある。

・市民の文化活動への支援や、美術館の整備に向けた取組みを進めるなど、市民が文化
を身近に感じるための仕組みづくりを推進する必要がある。
・「アートラボはしもと」の活動を通して、文化芸術を活用したまちづくりと大学との連携を進
めるとともに、事業を周知し、より多くの市民が参加、鑑賞できる取組みが必要である。
・文化施設における、市民の文化芸術鑑賞から文化活動・発表までの一体的な支援や地
域に根差した文化活動を促進する必要がある。

・利便性が高く、効率的で質の高いサービス提供の仕組みを検討する必要がある。
・将来の増加する火葬需要に対応する取組みが必要である。

市民ニーズに対応した窓口サービスを効果的に提供するため、窓口サービスのあり方の
検討や身近な場所で証明書等を交付する「コンビニ交付」の導入などを含む、利便性の向
上に向けた取組みを行う必要がある。

相談内容や年代に応じた対策が必要であり、特に若年層と高齢者に重点を置いた消費者
教育や啓発を進めていく必要がある。

・高齢者人口の増加等により、市営斎場の利用に対する市民ニーズが
多様化しており、利便性の向上や、質の高いサービス提供が求められ
ている。
・人口動態の変化等により、火葬場の需要が増大する一方、市営斎場
は築２０年以上が経過し、老朽化への備えが必要となっている。

・質の高い文化創造を目指すため、新しい形で芸術を市民の生活や環
境に浸透させていく必要がある。
・文化芸術を鑑賞するだけでなく、自らが参加し、活動するなど、市民
の文化芸術への関わり方が多様化している。

・多様な人材の能力を活用し、活力ある豊かな社会を築くため、女性の
活躍が求められている。
・ＤＶ（配偶者等からの暴力）を受けた経験が、女性では３割を大きく超
えている。
・ＤＶに関する深刻な事件が増加するとともに、巧妙な手口によりＤＶ被
害者の個人情報が自治体から不正に取得される事案が発生してい
る。
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 ■　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

◎

市民協働推進事業

・協働事業提案制度、市民ファンド及び
アダプト制度の検証を行う。

実
績

【協働事業提案制度及び市民ファンド】
・区役所と連携し、制度活用の促進や実
施事業内容の充実を図るとともに、運営
団体と協力し、制度の検証を行った。
・協働事業提案制度の提案件数　13件
（うち採択件数7件）
・市民ファンドの応募件数　22件（うち採
択件数20件）
【街美化アダプト制度】
・制度導入箇所 658箇所
・制度を検証するため、利用団体にアン
ケートを実施した。

◎

地域活動促進事業

①相模原市自治会連合会との協働によ
る自治会活性化

（昨年度は単独の事務事業）

・市自治会連合会との協働による自治
会加入の促進
・コミュニティ活動の場の整備

実
績

市自治会連合会との連携基本協定の締
結
相模原市自治会加入推進協議会の設
立
不動産関係団体及び市自治会連合会と
の自治会への加入促進に関する協定の
締結
自治会加入促進重点キャンペーンの実
施
自治会等集会所建設費補助金の交付
交付件数　23件

・多様な団体との連携により、自治
会加入促進を図る。
・自治会集会所の整備を促進する。
・地域活性化事業交付金の交付な
どにより、地域団体の活動を支援す
る。

評
価

地域コミュニティの中心的な役割を果たして
いる自治会の活動に対する助成や自主的な
地域課題の解決に取り組む団体への支援を
行います。

評
価

市自治会連合会と協働し、自治会加入
促進重点プロジェクトに取り組んだことに
より、自治会加入促進活動の充実が図ら
れた。
また、自治会集会所の建設に関わる支
援を実施したことにより、地域住民の福
祉の向上に寄与した。

・積極的な自治会加入促進活動が
図られる。
・地域活動の場の確保が図られる。
・住民による自主的な課題解決が
図られる。

②地域活性化事業交付金の検証

・平成25年度から制度運用を見直した
地域活性化事業交付金について、実施
結果を検証し、地域政策担当者会議等
で協議し、次年度以降に反映させる。

実
績

制度創設時は継続的な補助の期限を３
年間としていたが、区長が認めるものに
ついては４年目以降の継続を可能とする
運用を開始し、交付決定件数143件中、
29件の事業が４年目以降も継続された。

―

◎

市民活動促進事業

・さがみはら市民活動サポートセンター
のあり方について、引き続き各区へのサ
ポートセンターの設置などによる機能強
化や運営方法の見直しなどを行う。
(昨年度の市民協働推進事業の指標・
目標の一つ）

実
績

・センターのあり方について、今後の検
討の方向性を庁内関係課や運営団体と
協議した。
・センターの相談受付件数　176件

・センターの運営体制の拡充に向
けた取組みを更に進める。
・ＮＰＯ法人の設立やマネジメント力
向上のための支援を行うほか、認
定制度や指定制度の普及を図る。市民活動に関する相談・支援や情報発信、

活動の場を提供するとともに、ＮＰＯ法人の
認証や運営のサポートを実施するなど、市
民による自主的、公共的な活動を支援しま
す。 評

価

・センターの運営体制の拡充に向けた取
組みが進展した。
・スタッフ研修等の取組みにより、情報発
信の強化等が図られた。

・市民団体の活動が活性化される。
・ＮＰＯ法人の活動が活性化され
る。

・大学との包括事業連携協定を締
結する。
・ボランティア認定制度を創設す
る。
・平成27年度の本格実施に向け、
市民協働推進大学事業の検討を
行う。
・市民・大学交流センターの機能の
１つである橋渡し機能の強化を図
る。
・協働により実施する事業への財政
的支援を行う。

皆で担う地域社会を実現するため、自治
会、ＮＰＯ、大学、企業、団体等との連携を
進め、地域活動団体や市民活動団体に対
する財政的な支援を行うとともに、その活動
を支える人材の育成に努めます。

評
価

・協働事業提案制度及び市民ファンドの
制度活用が促進された。
・協働事業提案制度は3年間の事業期
間終了後の扱いが課題だったが、事業
実施期間中に終了後を見据えた取組み
が図られるようになった。
・市民ファンド制度の運用方法を見直し
た（決定時期の前倒し）ことにより、事業
計画の作成が円滑になり、申請団体の
利便性が高まった。

・大学との継続的な連携体制が確
立する。
・地域活動・市民活動を担う人材育
成が図られる。
・市民と大学等との連携が深まり、
新たな地域活動や市民活動が生ま
れる。
・課題解決を図るための市民との協
働による取組みが展開される。

地域の中でも特に必要な事業について
継続的な実施ができるようになり、地域
の課題解決や魅力創出が一層図られ
た。

―

◎

まちづくり会議支援事業

地域課題の解決に向けた議論が活発
に行われるよう、区役所、まちづくりセン
ターと連携して、積極的に支援する。
また、まちづくり会議で検討された地域
の課題の改善に向けて、関係機関に要
望を行う。

実
績

市内22地区において、154回のまちづく
り会議が開催され、延べ418件の課題等
が話し合われるとともに、まちづくり会議
の構成員と市が意見交換や情報共有を
行うまちづくり懇談会を各地区で開催し
た。

まちづくり会議の運営を支援すると
ともに、会議と市との間における課
題の共有を図る。

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
組むために設置されたまちづくり会議の運
営を支援します。

評
価

各地区において、地域の課題解決や魅
力づくりに向けた検討が行われるととも
に、市との協働により地区のまちづくりを
推進するため、庁内関係部局との情報
の共有が図られた。

地域の課題解決に向けた協働によ
る取組みが展開される。

1.協働の推進により市民が主体のまちづくりを進めます。
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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

区政の支援

・区政全般の状況把握
・地域の実状に合わせた事業展開が求
められる事務等の区役所への移管な
ど、区役所機能の強化に向けた具体的
な方策について検討を行う。

実
績

区長会議を中心に区政全般の状況把握
を行い、地域の実状に合わせた事業展
開が求められる事業として、商店街振興
や観光行事支援などの事務を区役所へ
移管した。また、副区長の設置など区役
所組織の再編を実施した。

本年度に強化した区役所機能の検
証と、区民との協働によりまちづくり
を推進する機能の更なる充実につ
いて検討を行う。また、窓口サービ
スのあり方についても検討を進め
る。

・交通安全教室の開催
年間275回
延べ参加者数25,000人

◎

地域防犯活動推進事業

平成24年度に施行した市民協働推進条例
に基づき、協働に関する施策を総合的かつ
計画的に推進するため、市民協働推進基本
計画を策定します。

評
価
目標どおり達成した。

消費者の意識を高め、被害を未然に防ぐた
め、各世代にあった消費者教育をはじめと
する消費者啓発を実施するとともに、消費生
活相談を通して被害の救済を図ります。 評

価
講座や啓発物配布時に合わせた周知等
により、目標を達成することができた。

◎

地域交通安全活動推進事業

交通安全教室の開催
年間275回
延べ参加者数24,500人

実
績

①（交通事故）　24年 3,495件
  　　　　　 　　   25年 3,241件
　　　　　　　 　前年比 △254件
②交通安全教室の開催
　年間　258回
　延べ参加者数　24,564人
                 前年比1,264人減

評
価

区民との協働によりまちづくりを推進する
機能が高まるとともに、効果的、効率的
に区政を運営する機能の強化が図られ
た。

区役所機能の更なる充実や窓口
サービスのあり方についての検討
結果が整理される。

○

市民協働推進基本計画の策定

・基本計画策定作業部会での検討を行
う。
・市民協働推進審議会からの答申を受
け、パブリックコメント等を実施し、基本
計画を策定する。

実
績

・市民協働推進基本計画を策定した。
・会議開催回数　審議会:２回　部会:７回
・パブリックコメントの実施　Ｈ25.12.15～
Ｈ26.1.21

―

◎

○

市民・大学交流センターの整備・運営

市民と大学が連携して、様々な分野に
関する地域の課題解決や活性化を図る
拠点になるよう、大学等を訪問し、利用
を促進するなど積極的に支援する。

実
績

・大学情報コーナーに新たに6校の大学
が出展した。
・新たな活動を創造するためのきっかけ
作りとして、市民が親しみやすい話題を
カフェ形式で紹介した（46回開催）。
・相談者の意向を踏まえた適切なアドバ
イスを行った（総合相談窓口受付件数：
223団体に対し390件、シェアードオフィ
ス入居者の相談件数：841件）。
・女子美術大学の学生によるデザインの
提供を受け、SC相模原がオリジナルグッ
ズを作成した。

―

警察や防犯関係団体、地域との連携によ
り、防犯意識の高揚を図り、犯罪を防止する
ため、市民による防犯パトロール等の自主防
犯活動を促進するなど、地域の防犯活動を
推進します。

評
価

①年々減少傾向にあるが、昨年は前年
比約5％減を達成できた。
②防犯活動団体に車両を貸し出し、地
域防犯力の向上を図った。

犯罪の未然防止を図り、犯罪発生
件数の減少につながる。

大学、ＮＰＯ、企業など様々な主体が連携
し、多様な活動を展開するため、ボーノ相模
大野サウスモール内に、市民・大学交流セ
ンターを整備し、運営します。

評
価
・センター自主事業を実施し、広く市民
に対して施設のＰＲを行うことが出来た。

―

・自治会の協力のもと、ＬＥＤ防犯灯の設
置促進により、市民の安全確保が図られ
るとともに、維持管理費が軽減された。

二酸化炭素や電気料金の削減に
つながる。

青色回転灯装備車両によるパトロール
の実施回数（300回）

実
績

①（犯罪発生）　24年 　6,829件
 　 　　　 　　 　  25年 　6,530件
　　　　　　　　 前年比　△299件
②253回　前年比93件減

青色回転灯装備車両によるパト
ロールの実施回数（300回）

講師派遣事業の開催
年間29回　延べ参加者数　1,988人

・講師派遣事業の開催
年間30回
延べ参加者数　1,200人
・年代別、ニーズ等に応じた内容の
講座実施や情報提供

◎

防犯灯の設置促進

ＬＥＤ防犯灯の設置を促進し、1,800灯
を設置するとともに、ＬＥＤ防犯灯設置
による電気料金の削減を図る。

実
績

ＬＥＤ防犯灯の設置促進：1,759灯
　　　　　　　　　　　　　　　前年比156灯増
電気料金の削減：約1,111千円

ＬＥＤ防犯灯の設置を促進（1,800
灯）するとともに、ESCO事業の導入
に向けた検討を進める。夜間における犯罪を未然に防止し、通行の

安全を確保するため、防犯灯を設置するとと
もに、環境にやさしいＬＥＤ防犯灯などの省
エネルギータイプへの切り替えを促進しま
す。

評
価

警察や交通安全関係団体、地域との連携に
より、交通安全意識の高揚を図り、交通事故
を防止するため、交通安全教室や交通安全
に関する啓発活動を実施するとともに、自転
車が加害者となる事故に対する啓発を実施
するなど、地域の交通安全活動を推進しま
す。

評
価

①警察や交通安全団体等との連携によ
る啓発活動等の実施により、交通事故件
数の減少が図られた。
②幼稚園や保育園、小中学校、高等学
校、ＰＴＡ、自治会等で実施し、交通安
全に関する啓発活動を行うことができ
た。

交通事故の未然防止を図り、交通
事故件数の減少につながる。

消費者啓発・支援事業

2　市民が安らかで快適に暮らせるまちづくりを進めます。

2

消費者教育、消費生活相談等の充
実を図り、消費者被害の未然防止
及び拡大防止につながる。

◎
講師派遣事業の開催
年間25回
延べ参加者数1,100人

実
績

　

1

―

円滑な区政運営のため、区の総合調整や支
援を行います。

4



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

高齢化の進行などによる今後の火葬需要に
対応するため、新たな火葬場の基本計画の
検討など、整備に向けた取組みを進めるとと
もに、既存の市営斎場への指定管理者制度
の導入を進めます。

評
価

・新たな斎場整備の基本的な考え方が
整理できた。
・指定管理者の募集を行う準備が整っ
た。

（新たな火葬場の整備）
・新たな火葬場の整備に向けた取
組みが進む。
（市営斎場）
・指定管理者による管理開始の準
備が整う。

（新たな火葬場の整備）
・大規模事業評価を行うとともに、基
本計画策定に着手する。

（市営斎場）
平成27年4月の指定管理者制度導
入に向け、準備を進める。

市内の落書きについて、対応策の
検討など、条例の制定を進める。

○

路上喫煙防止の推進

路上喫煙禁止地区等における路上喫
煙防止指導員による巡回を実施すると
ともに、路上喫煙防止に関する市民へ
の周知・啓発を図る。

実
績

路上喫煙禁止地区の地区指定を一部拡
大するとともに、路上喫煙防止キャン
ペーンやチラシ配布など周知・啓発活動
を実施した。

―

暴力団排除条例に基づき、暴力団排除を推
進します。

評
価
これらの取組みを通じて、暴力団排除を
市民に周知・啓発することができた。

空き家対策推進事業

空き家の所有者に適正管理を働きかけ
るとともに、より実効性ある対策を進める
ため条例の制定に向けた取組みを進め
る。

実
績

管理不全な空き家に対する指導、命令
等は、制定が予定されている新たな法律
に基づき実施することとし、法案に含ま
れない支援策は、要綱を制定し平成26
年4月から取り組むこととした。

空き家の所有者に適正管理を働き
かけるとともに、流通支援や業務代
行、解体費助成等の支援策を実施
する。

居住者不在のまま、建物が長期間放置さ
れ、老朽化やゴミの投棄などで問題となって
いる空き家について、適正な管理が行われ
るよう対策を実施します。 評

価

空き家については、所有者の探索や対
応の働きかけを行った。また、支援策に
ついては、課題事項等の検討や整理を
行い、要綱を制定した。

良好な居住環境を維持し、市民が
安全で安心して暮らすことができる
まちづくりにつながる。

新

落書き防止対策の検討

―

実
績

―

◎

まちの美観を損ねる落書きに対する防止対
策を検討します。 評

価
―

良好な生活環境を保ち、安全で安
心なまちづくりにつながる。

新

窓口サービスの向上

―

実
績

―

・平成28年1月のコンビニ交付開始
に向けたシステムの構築
・窓口サービスの向上に向けた庁
内検討

窓口サービスの向上を図るため、市民に身
近なコンビニエンスストアにおいて、住民票
の写し等各種証明書を交付する「コンビニ交
付」を導入するとともに、自動交付機等の見
直しを検討します。 評

価
―

窓口サービスの向上に向けた準備
が進行する。

◎

新たな火葬場整備事業

・新たな火葬場のあり方等に係る基本構
想の策定を進める。
・市営斎場への指定管理者制度の導入
を進める。

実
績

・新たな火葬場整備基本構想の策定に
向け庁内調整を進めた。
・指定管理者制度を導入するため、市営
斎場条例等の改正を行った。

○

民間交番設置促進事業

犯罪のない安全で安心なまちづくりの
実現のため、引き続き、地域住民の防
犯活動拠点としての設置について検討
を行う。

実
績
民間交番のあり方について、検討を行っ
た。

―

犯罪のない安全で安心なまちづくりを実現
するため、地域住民主体による防犯活動を
支援するとともに地域住民等の防犯活動拠
点となる民間交番の設置促進を図ります。

評
価
設置に向けた当面の課題の抽出などが
できた。

―

路上喫煙の防止に関する条例に基づき、路
上喫煙防止対策を実施します。 評

価
目標どおり達成 ―

○

暴力団排除の推進

条例に基づく県警への照会により、暴
力団排除をさらに徹底するとともに、市
民への周知・啓発を図る。

実
績

市民への啓発を図るため、暴力団排除
に関するポスターを作成し、関係団体等
に配布した。また、暴力団排除条例推進
部会において、市民や警察と意見交換
を行うとともに、県警本部から講師を招
き、講演を行った。

―

―

○

第９次交通安全計画の推進

自転車交通安全対策を中心とした対策
を推進する。

実
績

スケアードストレイト事業や自転車交通
安全教室の開催、自転車交通事故防止
一斉キャンペーンを実施した。

―

市域における交通安全に関する総合的かつ
長期的な施策の大綱として策定された、第９
次相模原市交通安全計画を推進します。 評

価

市民、警察、関係団体との連携のもと、
交通事故件数が減少したことから、各種
施策の実施効果があった。

―
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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

評
価
・各施策を推進し、課題や進捗状況など
について整理することができた。

―

―

・スタンプラリー付きのイベントガイドを発
行し、文化芸術事業を広く周知したこと
や、身近な場所でコンサートや写真展
示、映画上映を行ったことにより、市民が
文化芸術に触れる機会を多く提供するこ
とができた。

・多くの市民が、文化芸術に触れる
機会を持つことができる。
・地域における市民の文化活動が
促進される。

2

○

窓口の土曜日開庁

繁忙期における土曜日開庁及び窓口
サービスのあり方の検討
①土曜日開庁。H26.3月末
②臨時窓口スペースの開設
　（緑区役所区民課、南区役所区民課
⇒H25.4.1～H25.4.2）

実
績

○

消費生活基本計画の推進

消費生活基本計画に基づき、消費生活
情報の充実などの施策を推進する。

実
績

・消費生活基本計画に基づき各施策を
実施した。
・消費生活審議会を2回、消費生活推進
会議を2回開催し、課題の検討、進捗状
況の確認等を行うとともに、年次報告書
を作成した。

消費生活基本計画に基づき、消費者被害の
未然防止及び拡大防止に向けて施策を推
進します。

①３区役所において、第２・第４土曜日
開庁を実施するとともに、混雑する3月末
には第5土曜日を開庁した。
②南区役所区民課において、臨時の窓
口スペースを開設した。（H25.4.1～
H25.4.2）
横浜市、川崎市と同日に臨時土曜日開
庁し、広報連携を行った。
③H26.1.6から、混雑情報配信サービス
（ネコの目システム）を南区役所区民課
に導入した。

―

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

評
価

①予定どおり実施することにより、利用者
の利便性向上が図られた。
②通常の窓口と臨時の窓口で受付業務
を分散させることにより、職員が迅速に
処理することができ、利用者の満足度向
上が図られた。
横浜市、川崎市と同日の臨時土曜日開
庁の実施について広報連携することによ
り、土曜日における同日の手続きが可能
となり、利用者の利便性向上が図られ
た。
③混雑情報（利用者の待ち時間、待ち
人数）を配信することで、利用者の利便
性向上が図られた。

―

○

住民票等広域発行サービス事業

年間1,500件の利用件数

実
績
年間2,076件の利用件数 ―

窓口サービスの向上を図るため、町田市内
の行政窓口で、本市の住民票の写しなどの
交付が受けられるサービスを実施します。

評
価
当初予定を上回る利用となり、市民の利
便性向上が図られた。

―

市民文化の創造や文化を身近に感じる環境
づくりを進めるため、「さがみはら文化振興プ
ラン」に掲げた施策を推進します。

評
価

○

一般旅券の申請受理・交付事業

橋本パスポートセンターを開設し、市内
２センター体制とする。

実
績

市民に身近な場所で利便性の高い窓口
サービスを提供するため、神奈川県が行っ
ている一般旅券の申請受理や交付等に関
わる事務の移譲を受け、旅券窓口を開設し
ます。

評
価

◎

市民文化創造事業

・イベントガイドの発行によりに文化事業
の情報発信を行う。
・街かどコンサートを11回開催する(平成
24年度開催10回)。
・映画上映を東京国立近代美術館フィ
ルムセンター相模原分館などで新規に
実施する。
・商業施設などを利用した作品展示の
拡充を図る。

実
績

・8月にイベントガイドを8,000部発行。市
内の公共施設等に配布して、市民に文
化芸術事業を広く周知した。
・街かどコンサートを前年の10回開催か
ら11回に開催回数を増やした。また、新
規事業として、フィルムセンター所蔵作
品のうち、12作品をフィルムセンター相
模原分館など、市内3会場で6日間上映
を行った。
・年間を通して写真展を開催した。

・イベントガイドの発行により文化事
業の情報発信を行う。
・街かどコンサートを12回開催する
(平成25年度開催11回)。
・映画上映を東京国立近代美術館
フィルムセンター相模原分館などで
実施する。
・商業施設などを利用した作品展示
を開催する。
・文化財団や指定管理者と連携し
て、文化施設で行う事業の充実を
図る。

2

3.文化の薫る心豊かなまちづくりを進めます。

橋本パスポートセンターを開設した。
年間取扱件数（申請・交付）　39,985件

―

・市内に２か所目のパスポートセンターを
開設し、緑区周辺の市民に利便性の高
い場所において、申請から受け取りまで
できる窓口サービスを開始することがで
きた。
・パスポートセンターにパスポート申請に
必要な戸籍謄抄本等の交付ができる連
絡所を併設することで、パスポート申請
のワン・ストップサービスを実施すること
ができた。

―
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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

災害発生時の利用者の安全確保のため、
国の耐震基準に基づいた、天井落下防止
対策として、吊り天井を有する文化施設の天
井耐震化工事を進めます。

評
価

―

改正後の建築基準法施行令を踏ま
えた文化施設の現況調査及び実施
設計を行う。

天井耐震化工事に向けた準備が進
行する。

フォトギャラリー(写真美術館）の整備に向け
て、写真の収集を行うとともに、収蔵作品の
展示会を開催します。

評
価
市民が優れた写真作品に親しむ機会を
提供することができた。

◎

男女共同参画推進事業

・第2次さがみはら男女共同参画プラン
21の推進
・プランに基づく新規事業の検討・策定

実
績

①美術館基本構想

検討委員会を2回開催し、基本構想を
策定する。

実
績
検討委員会を１回開催し、基本構想（答
申）をまとめた。

・市としての基本構想を２ヵ年程度
で策定する。
・「アートラボはしもと」の再整備に向
けた取組みを進める。
・「アートラボはしもと」における大学
や企業、団体との連携の強化を図
る。

評
価
美術館の基本理念などが整理された基
本構想が、市に答申された。

・市民に相模原市美術館の基本理
念や機能、活動等についての方向
性を示すことができる。
・「アートラボはしもと」の再整備に向
けた取組みが進む。
・市民が美術活動に参加する機会
を提供することができる。

②アートラボはしもとの運営
（昨年度は単独の事務事業）

・近隣の美術系４大学との連携強化
・地元企業、市民との連携強化
・企業、商店街、市民団体などとの連携
によるワークショップやイベントの実施

実
績
４大学をはじめ、市民・学校・研究機関な
どと連携した活動を実施できた。

―

◎

美術館整備事業

評
価

４大学との事業推進協議会を毎月開催
し、それに基づく企画（展示・ワークショッ
プ・イベント等）を多数実施し、目標が達
成できた。

―

◎

フォトギャラリー(写真美術館）整備及び作品
展示事業

写真作品の収集を行うとともに、写真展
を開催して、市民が優れた作品に親し
む機会を提供する。

実
績
フォトシティさがみはらの受賞作品展を
実施した。

写真作品の収集を行うとともに、写
真展を開催する。

市民が絵画や写真、映像など、様々な文化
芸術に親しみ、参加するための機能や活動
等、施設整備に向けた検討を進めるととも
に、美術館整備の一環として先行的に取り
組んでいる「アートラボはしもと」において、
文化・芸術を活かしたまちづくりと大学との連
携を進めます。

市民が優れた写真作品に親しむ機
会を提供することができる。

◎

相模原市総合写真祭フォトシティさがみはら
事業

全国から写真作品を公募・顕彰し、発表
の機会を提供する。

実
績
写真作品を公募し、4,234点の応募があ
り、表彰を行い、作品展を実施した。

・全国から写真作品を公募・顕彰
し、発表の機会を提供する。
・15周年に向けたプレイベントを企
画・開催する。

写真展を中心に様々なイベントを開催するこ
とにより、市民が写真や文化について触れる
機会を提供し、「さがみはら文化」として内外
に発信します。 評

価

相模原から写真文化を広く発信すること
で、文化都市のイメージ形成に寄与し
た。

フォトシティさがみはらを通して、相
模原から写真文化を広く発信するこ
とで、文化都市のイメージ形成に寄
与する。

新

文化施設天井耐震化事業

―

実
績

―

・男女共同参画推進センターの運営やさ
がみはら男女共同参画推進員による啓
発事業等、プランに基づく事業を推進し
た。
・男女共同参画施策を取りまとめた年次
報告を作成・公表した。

・第2次さがみはら男女共同参画プ
ラン21の推進
・プランに基づく新規事業（庁内推
進体制）の検討・策定

男女が互いにその人権を尊重するとともに
責任を分かち合い、性別にかかわりなく、そ
の個性と能力を十分に発揮することができる
男女共同参画社会の形成を推進します。

評
価

・事業運営については、プランに基づき
推進することができた。
・新規事業として、公契約における男女
共同参画の推進（入札評価項目に「男
女共同参画」を追加）を行った。

男女共同参画の推進につながる。

◎

ＤＶ対策推進事業

・ＤＶ相談支援センターの事業運営を中
心に、被害者支援やＤＶ予防啓発等を
推進する。

実
績

・ＤＶ相談支援センターの運営によるＤＶ
被害者の保護・支援
・ＤＶ予防啓発のための講座等、事業の
実施
・庁内システム改修によるＤＶ被害者保
護の強化

・相談体制を拡充したＤＶ相談支援
センターの事業運営を中心に、被
害者支援やＤＶ予防啓発等を推進
する。

ＤＶ被害者に対する切れ目のない支援と、
暴力防止に向けた予防啓発を推進し、ＤＶ
の根絶を目指します。

評
価

・ＤＶ相談支援センターの運営による被
害者の保護、支援を図るとともに、システ
ム改修により被害者保護を強化すること
ができた。また、平成２６年度以降の相
談体制を強化することとした。

ＤＶの予防啓発と、ＤＶ被害者の保
護・支援を行うことができる。

○

市民利用施設の修繕

平成26年度の開館に向けて、改修工事
を行う。

実
績
改修工事等の契約を締結し、改修工事
を実施した。

―
市民会館は、昭和40年に開館し、平成3年
及び4年のホール改修以来、約20年が経過
しています。ホール設備等が老朽化している
ことから、施設の適正な維持管理を行うため
改修工事を実施します。

評
価
目標を達成することができた。 ―

2
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■　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

新 市民協働推進大学事業 市民協働推進課

協働を推進するための人材育成をはじめ、調査・
研究、情報発信等を行う市民協働推進大学事業
の平成27年度本格実施に向けた検討を行いま
す。

1,500

１．協働の推進により市民が主体のまちづくりを進めます。

新
地域活動・市民活動ボランティア認
定制度の実施

市民協働推進課

これから社会に出る若い世代のボランティア意識
の醸成が望まれることから、大学との連携によるボ
ランティア活動の認定を先行的に実施するととも
に、対象の拡大について検討します。

200

自治会集会所整備の促進 市民協働推進課
地域住民の福祉の向上に寄与するため、自治会
活動の拠点となる自治会集会所の建設を推進し
ます。

91,476
（予算は区役所執行分を含む）

地域活性化事業交付金の交付 市民協働推進課
市民の幅広い参加と協働による地域の活性化を
図るため、自主的な地域課題の解決に取り組む
活動を支援します。

66,000
（予算執行は区役所）

さがみはら市民活動サポートセン
ターの運営

市民協働推進課
市民活動を支援するための相談・支援や情報の
発信、活動の場となる「さがみはら市民活動サ
ポートセンター」を市民団体と協働で運営します。

21,611

協働事業提案制度の実施 市民協働推進課
市民と行政が、協働して地域課題や社会的課題
の解決を図る「協働事業提案制度」を運用します。

36,201
（予算は庁内各課執行分を含

む）

新 大学との包括連携協定の締結 市民協働推進課
市と大学の連携・協力関係を明らかにし、更なる
連携の充実・強化を図るため、連携の基盤となる
包括連携協定を締結します。

80

区役所の支援 区政支援課

区役所の総合調整を行うとともに、本年度に強化
した区役所機能の検証と、区民との協働によりまち
づくりを推進する機能の更なる充実について検討
を行います。また、窓口サービスのあり方について
も検討を進めます。

― 1

防犯灯設置の促進 生活安全課
犯罪のないまちづくりを推進するため、自治会によ
る防犯灯の設置や移設を促進します。

75,240
（予算執行は区役所）

2.市民が安らかで快適に暮らせるまちづくりを進めます。

自転車等交通安全対策の推進 生活安全課

交通事故を防止するため、警察や交通安全団
体、学校等と連携し、自転車マナーアップキャン
ペーン、交通安全教室等の啓発活動を実施しま
す。

15,129

消費生活基本計画の推進 生活安全課
基本計画に基づき、各事業を所管する各課・機関
において取組みを進め、消費者被害の未然防止
及び拡大防止に向けて施策を推進します。

―

空き家対策の実施 生活安全課

居住者不在のまま建物が長期間放置され、老朽
化やゴミの投棄などで問題となっている空き家に
ついて、適切な管理が行われるよう流通支援や業
務代行、解体費助成等の支援策を実施します。

2,187

新 落書き防止対策の検討 生活安全課
落書きは、まちの美観を損ねることなどから、防止
対策を検討するなど、条例の制定を進めます。

―

窓口サービスのあり方の検討 区政支援課
窓口サービスのあり方や証明書自動交付機の運
用、窓口利用者に対するアンケートの実施等、利
便性の向上に向けた検討を進めます。

―
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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

コンビニ交付の導入 区政支援課
平成28年1月サービス開始に向けた取組みを行い
ます。

7,600

パスポートセンターの運営 区政支援課

・市民に身近な場所での利便性の高いサービスを
提供するため、市内２か所のパスポートセンターを
運営します。
・神奈川県内のいずれのパスポートセンターにお
いても、全ての県民の利用を可能とするよう神奈
川県へ要望します。

73,130 2

新たな火葬場の整備 区政支援課
大規模事業評価を行うとともに、基本計画の策定
に着手します。

4,927

市営斎場への指定管理者制度の導
入

区政支援課
平成27年4月からの制度導入に向けた準備を進め
ます。

90

文化施設管理運営事業 文化振興課
文化施設の適切な管理運営を行うとともに、劇場
法の趣旨に沿った文化施設の活性化を図るため
の事業を実施します。

517,420

3.文化の薫る心豊かなまちづくりを進めます。

美術館整備事業 文化振興課

（1）美術館基本構想の策定
検討委員会からの答申を受け、市としての基本構
想を策定します。
（2）アートラボはしもとの運営等
・「アートラボはしもと」の内容の充実に向けた再整
備等を検討します。
・基本協定を結ぶ美術系４大学を中心に、市民
（子ども・ＮＰＯ等）、学校・商店街・企業・研究機関
などと連携し、アート活動を通したまちづくりなどを
実施します。

24,298 2

総合写真祭フォトシティさがみはら
の開催支援

文化振興課

・写真展を中心とした市民参加型の文化事業を開
催します。
・１５周年に向けたプレイベントを開催します。
・フォト受賞作品の収集を進めます。

12,000 2

新 文化施設天井耐震化事業 文化振興課
改正後の建築基準法施行令を踏まえた文化施設
の現況調査を行うとともに、調査結果に基づいた
対象施設の実施設計を行います。

15,117

「第2次さがみはら男女共同参画プ
ラン21」の推進

男女共同参画課
第2次さがみはら男女共同参画プラン21に基づく
事業の検討・推進（「女性の活躍」に資する事業、
庁内推進体制等の検討）を図ります。

47,238

ＤＶに係る被害者支援・予防啓発の
推進

男女共同参画課

ＤＶ相談支援センターについて、関係機関との連
携強化によるＤＶ統計や事務等の精査、また庁内
システムの改修を検討し、さらなるＤＶ被害者保護
の徹底を図ります。

―
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