平成

25 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 高 部

博

■ 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、区の魅力発信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、区の魅力発信と区民交流の促進に努めます。
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、区民や地域団体等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
などを通じて施策への反映に努めます。

■ 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
【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。
1 ・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。
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課

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。

現
状
【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）
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H22.4

H23.4

H24.4

61.35%

59.72%

58.22%

・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。
【防犯】
・北警察署及び津久井警察署管内における犯罪件数は、減少
傾向にあるが、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
3 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。

【交通安全】
・北警察署及び津久井警察管内においては、交通事故の発生
件数は微減傾向にあるが、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。
4

課

題

・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
の移行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。

・地域活動団体や関係機関、警察等が連携を図り、防犯に対する普及
啓発を更に進めていく必要がある。
・地域活動団体が実施する防犯事業に対し、積極的に支援を行う必要
がある。
・青色回転灯装備車両（青パト）を有効に活用するとともに、防犯対策な
どの安全・安心メールの普及促進を行う必要がある。
・地域住民のニーズにあった防犯灯の設置・更新を図るとともに、環境
に配慮したLED防犯灯の促進を行う必要がある。

・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開催による体
験型の取組が求められている。
・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

H22

H23

H24

緑区内

28.6%

28.6%

29.6%

県内

23.8%

24.3%

23.2%

【防災】
・東日本大震災の発生を踏まえ、災害時対応の更なる強化が求
められている。
・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。
・旧４町区域１５９自治会の内、約２９％の４６自治会が避難困
難区域とされている。
5 ・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。また、人家５戸以上が存在する急傾斜地崩壊危
険区域箇所が３３箇所ある。
・緑区内の浸水想定区域が、都市部の境川流域で９区域、相模
川流域で４区域、串川流域で１０区域とされている。

【その他】
・区内のまちづくりセンターにおける取扱い業務等に差異があ
6 る。
・本庁出先機関との緊密な連携が求められている。
・まちづくり会議等と関係部局との調整が求められている。

・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し、帰宅
困難者対応にあたる必要がある。
・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、
通信機器の整備など、災害対応体制を充実する必要がある。
・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
難所運営協議会の活動の支援を図る必要がある。
・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
働きかける必要がある。
・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・減災プランに基づき、集中的に地域防災
力を向上させる必要がある。

・区民の利便性の向上や区民ニーズに迅速に対応するため、今後の区
役所組織のあり方について引き続き検討し、実施に向けた庁内調整に
取り組む必要がある。

■ 広域連携を視野に入れた取り組み
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■ 重点目標（Ｈ２４評価とＨ２５目標）
事務事業名
事務事業の概要

【○：Ｈ24単年度目標、◎：Ｈ24・25継続目標、新：Ｈ25新規目標】
平成２４年度
指標・目標

実績・評価等

平成２５年度
指標・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、区の魅力発信と区民交流に努めます。

区民会議運営事業

・区民会議での議論をまちづくり会議と
共有し各地区での議論を深めるため、
地域課題の解決に向けた取組事例を
紹介するとともに区民との議論を深める
ことを目的に、フォーラムを開催した。
・区ビジョンを推進するため、、防災など
のテーマを設定し、地域での取組を参
考に課題解決に向けた協議を行うととも
実 に、「まちづくり協働診断書」を作成し、
績 区ビジョンの全体像をとらえながら、協
・区の課題やまちづくりの方向性に ・区ビジョンの施策の具体化を図
働の視点から具体的な施策の推進方
るための推進方策の検討
策について検討した。
1‑1 ◎ ついて協議する場として設置された ・区民に対する協議結果の情報
区民会議の円滑な運営と活性化を
・区民会議における議論が、まちづくり
図り、地域特性を生かした区民主体 提供の推進
会議をはじめとした各地区に広がり、、
によるまちづくりを推進します。
地域での取組が促進されるよう、区民会
議の協議結果について、区役所、各ま
ちづくりセンター、公民館等で情報提供
を行った。

・区ビジョンに掲げた
施策の具体化を図る
ため「地域の担い手
の育成」などをテー
マに取り組む。
・区民会議での議論
を踏まえ、地域課題
の解決に向けまちづ
くり会議等で取り組
むほか、区として重
点的に進める事項に
ついては実行委員
会などを組織し、取
組を進める。
・区ビジョンに掲げた
施策の推進を図るた
・区ビジョンに掲げた施策の推進方策を め、関係機関に働き
検討するにあたり、フォーラムの開催及 かけを行う。
評
びまちづくり会議等との連携を図りなが
価
ら、協働の視点から議論を深めることが
できた。

まちづくり会議支援事業

・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、緊急情報マップの作成やハイキ
ングコースの整備など、地域課題の解
実 決に向けた取組が展開された。
績 ・まちづくり会議の会議結果等につい
て、ホームページや地域情報紙への掲
載や公民館等の各施設へ会議結果の
配架等を行った。
・６地区まちづくり会議の代表者会議の
・地域課題の解決に向けた自主
開催や合同研修会の実施などにより情
的な活動について各地区1事業
報交換を行った。
・地域の課題を自主的に話し合い、 の展開
1‑2 ◎ その解決に向けた活動に協働で取 ・まちづくり会議間での情報交換
・各地区のまちづくり会議において、地
り組むため、まちづくり会議の運営を 会の実施
域の課題を抽出し、課題解決に向け
・各まちづくり会議の活動状況に
支援します。
て、特色ある取組が推進された。今後も
ついて、広報等による情報発信
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
援を行う必要がある。
・ホームページへの掲載などにより、会
評 議結果等の周知は行っているが、今後
価 は、まちづくり会議の取組状況や様々
な情報を地域へ発信し、地域住民のま
ちづくりへの関心を高めていく必要があ
る。
・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。
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・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

広域
連携の
有効性

事務事業名
事務事業の概要

平成２４年度
指標・目標

実績・評価等

地域政策担当による地域課題の
把握

・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、地域課題の把握や情報交
実 換を行った。
績 ・定期的に区内の地域政策担当者会議
を開催し、情報の共有化を図るととも
・情報交換、情報収集による地域課 ・情報交換、情報収集による地域
に、緑区内の地域活動の活性化に向け
1‑3 ◎ 題の把握
た施策等について検討を行った。
課題の把握
・地域活動の充実強化及び地域活
性化にかかる事業展開などを企画・
・地域団体との関わりを積極的に持ち、
支援します。
地域の情報収集を行った。
評
・研修会の開催や地域政策担当者会議
価
での意見交換などにより、担当地区の
取組の改善に繋げることができた。

地域活動促進事業

・交付金制度の周知
・より多くの市民の参加と協働による ・活用事例の報告会開催
・地域課題の中から、優先的に
1‑4 ◎ 地域の活性化を図るため、「地域活 取り組む事項の検討
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 ・地域活動への参加を働きかけ
る仕組みづくりの検討
共的な活動を支援します。

区の魅力づくり事業

・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
1‑5 ◎ 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。

・区民交流事業、魅力再発見事
業、魅力発信事業、広域連携事
業の実施
・区のイメージキャラクターを活用
した魅力発信
・スポーツ・文化活動等について
の｢区民大会」の実施

平成２５年度
指標・目標
・情報交換、情報収
集による地域課題の
把握
・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。
・特に、平成25年度
については、課題と
なっている災害時要
援護者支援制度の
活用などについて検
討する。

・交付件数：５０件
・各地区の先進事例を参考に、自らの
地区の課題解決につなげるような取組
実 に展開させることを目的に「緑区がんば
績 るフォーラム」の開催や、活動事例集の
作成・配布により、広く地域住民に情報
提供を行い、まちづくりに参画するきっ
かけづくりを行った。

・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
・各地区とも、地域課題解決に向けて積 ・地域活動への参加
を働きかける仕組み
極的な取組が行われた。
評
づくりの検討
・事例発表を行うことにより、地域団体の
価
取組について、情報を共有することがで
きた。
・区内で活発に行われている健康
ウォーキングを題材にした「ウォーキング
マイレージ」事業や、緑区の地域資源を
テーマに調査・研究を行う「緑区みんな
で自由研究（お・た・く（おもしろ・たのし
実 く・区を知ろう）大賞」の作品募集等を通
績 じて、地域の魅力の再発見や新たな魅
力の発掘につなげることができた。
・区のイメージキャラクター「ミウル」を活
用したテーマソングや体操を制作したこ
とにより、幅広い年代層を取り込み区へ
の愛着意識の醸成を図ることができた。

・緑区ならではの地
域資源を活用した事
業の実施による更な
る区民交流の促進
・区民等が気軽に区
の魅力発信に関わ
れるよう、ボランティ
アの募集を行う。

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、
価 緑区の魅力を区内外に発信することが

できた。
・幅広く情報収集に努めたほか、区版
広報紙及び区ホームページを通して魅
力的な地域の活動、話題等の情報発信
を図った。
実 ・イメージキャラクターを活用し、ツイッ
績 ター及びフェイスブックを通して区内、
・ 区版広報紙及び区ホームペー
市内、更には全国に向けて情報発信を
・区版広報紙をはじめ、区ホーム
ジで地域の活動・話題を細かく取
行った。
1‑6 ◎ ページ、テレビ・ラジオなどの多様な 上げ、その魅力の情報発信
(フェイスブック登録者数665人、ツイッ
媒体を活用した情報発信力の強化 ・ツイッター及びフェイスブックへ
ター登録者数835人を達成)
を図り、市民への迅速かつ効果的な の登録録者数1，０００人
広報紙やフェイスブック等、区の様々な
情報提供を進めます。
メディアを通じて区内の魅力な情報を発
評 信することができた。その結果ツイッ
価 ター及びフェイスブックの登録者数の目
標数値を達成、大きな成果・反響を得る
ことができた。

広報事業

4

・各まちづくりセン
ターを通じてより多く
の地域情報を取り上
げる体制の強化。
・ツイッター及びフェ
イスブックへの登録
者数を2,500人に拡
充する。
・広く情報提供者を
募り、情報発信の拡
充を図る。

広域
連携の
有効性

事務事業名
事務事業の概要

平成２４年度
指標・目標

実績・評価等

平成２５年度
指標・目標

広域
連携の
有効性

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。
・各地区の自治会連合会が中心となり、
相模原市自治会連合会との協働
自治会加入促進キャンペーンを行うとと
による自治会活動の活性化

2‑1 ◎ ・自治会活動の活性化及び自治会
加入促進策の推進
・コミュニティ活動の場の確保

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
実 治会の意義を発信する取組や自治会
績 の魅力を向上させる取組などが行われ
た。
・自治会活動の拠点となる自治会集会
所の新築、改修、用地の取得等に対し
・自治会加入促進策の推進やモ
て補助を行った。
デル事業の検討による地区連合
会の活性化
・全体としては自治会加入率の低下傾
・コミュニティ活動の場を確保す
向は続いているが、上記のような取組に
るための助成の実施
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、
すぐに成果は表れないが、更に自治会
評
の魅力を向上させていくことが大切であ
価
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。

・自治会加入促進策
の推進やモデル事
業の検討による地区
連合会の活性化
・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

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
・平成２４年度中に２地区の地区連合自
主防災組隊が設置され、区内の全６地
区での設置となった。
・平成２４年度中に、３箇所の避難所で
協議会が設立され、区内３８避難所中３
実 ７箇所で設置済みとなった。
績 ・津久井地区名手地域を中心に、避難
困難対策推進地区対応訓練を実施し
た。
・区内の地区連合自主防災隊と緑区本
・区内自主防災組織、地区連合
部が連携した実践的な防災訓練を実施
地域における防災力の向上を図り大 自主防災隊、避難所運営協議会
した。
3‑1 ◎ 規模災害へ備えるとともに、自主防 の活動支援
災組織が災害時に主体的に活動で
・避難所運営協議会未設置の自治会役
きるよう支援を行います。
員、担当職員に再度説明を実施し、協
議会設置に向けた取組が進み、一定の
成果は上がっている。
・危機管理室、消防局等と連携した避
評
難困難対策推進地区対応訓練の実施
価
により、災害対応体制の充実が図られ
た。
・地区連合自主防災隊が全地区に設置
され、各地区ごとのさらなる地域防災力
の向上が期待できる。

・避難所運営協議会
の設置に向けた支
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
・地区連合自主防災
隊と区本部が連携し
た実践的な防災訓
練を継続して実施
・帰宅困難者マニュ
アルに基づく対応訓
練の実施
・危機管理局と連携
し、実践的な孤立対
策推進地区の更なる
災害対応体制を充
実する。

・交通安全キャンペーン、防犯パトロー
ルの実施
・交通事故（対前年：△9.8％）
・子どもや高齢者などに対する交通
・犯罪認知件数（対前年：△9.7％）
安全教育などの啓発活動の充実を
実 ・環境に配慮したLED防犯灯の設置促
図るとともに、地域における交通安
績進
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
①ＬＥＤ防犯灯の新設：144灯
・警察、関係団体、地域団体との連 連携強化
②ＬＥＤ防犯灯への転換：625灯
③高照度型防犯灯の新設：14灯
3‑2 ◎ 携を図り、犯罪に関する情報の共有 ・市民への啓発活動の充実
や自主防犯組織によるパトロール活 ・環境に配慮したＬＥＤ防犯灯な
④高照度型防犯灯への転換：14灯
動・暴力追放運動の推進により、市 どの設置促進
・交通安全及び犯罪被害の防止につい
民の防犯意識や暴力追放意識を高
て、関係団体と連携した活動により、前
めます。
評 年度比から減少しており、一定の成果
また、防犯灯の整備など、地域にお
価 があった。
ける防犯活動に対する支援を進めま
・LED防犯灯などの設置促進を図る取
す。
組をより一層推進する必要がある。

・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ＬＥ
Ｄ防犯灯の設置促
進

交通事故及び犯罪被害の防止

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
・毎月第２・第４土曜日の区民課窓口を
開庁した。（２６日/３，９７７件）

実
・繁忙期に応援職員２名を配置した。
績

4‑1 ◎ ・行政サービスの向上を図るため、 土曜日開庁とサービスの向上
毎月第２・第４土曜日に区民課の窓
口を開庁します。

5

・担当職員による継続的な自主研修会
を実施した。
土曜日開庁とサービ
スの提供
・平日に来庁できない区民に対しサー
評 ビスを提供した。
価 ・繁忙期における応援職員の配置など
により、待ち時間の短縮につながった。

事務事業名
事務事業の概要

平成２４年度
指標・目標

実績・評価等

証明書自動交付機の利用促進

平成２５年度
指標・目標

・自動交付機による発行は全体の約

実
41％となった。（全体69,107件自動交付
績

機28,271件）

さがみはらカードの
普及び啓発による自
自動交付機による休日や夜間のサービ 動交付機の利用促
評 ス提供により、区民の利便性を高めた。 進
価 自動交付機による発行件数が前年度比
約3％増加した。

4‑2 ◎ 休日や夜間に、自動交付機により住 さがみはらカードの普及
民票や印鑑証明書等を交付します。

町田市との広域証明発行サービス
・平成２４年度（４月〜３月分）の緑区役

実
所区民課における窓口交付請求は345
績

件であった。

・広域証明発行サービスの利用
4‑3 ◎ 町田市内の行政窓口で、本市の住 拡大を図るための周知
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。

・広域証明発行サー
ビスの利用増に向け
た周知啓発

評 広域証明書発行サービスの実施によ
価 り、行政サービスの向上を図った。

区役所組織の充実
実 ワーキンググループにおいて、関係機
績 関との協議を行い報告書をまとめた。

・検討組織を設置し、関係機関と
4‑4 ◎ 区民ニーズに迅速に対応するため、 の調整
区役所組織のあり方を検討する。

6

・引き続き、区役所
機能の強化やそれ
に対応した組織の見
直しに向けた庁内調
報告書を踏まえ、防災担当職員の増員 整等を行う。
評
や事務の移管が行われ、区役所機能の
価
強化が図られた。

広域
連携の
有効性

■ 本年度の主な事業（取組）
主な取り組み

【新：Ｈ25新規目標】
部名／課名

内 容

事業費（千円）

１．区制を生かし、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、区の魅力発信と区民交流に努めます。
1‑1

区民会議の運営

地域政策課

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」運営のための経費

2,622

1‑2

まちづくり会議の運営

地域政策課
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
運営を支援する経費

1,128

1‑3

地域政策担当の配置

地域政策課
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
う体制を構築

1‑4

地域活性化事業交付金

地域政策課
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
に交付する交付金（区内６地区分）

18,000

1‑5

区の魅力づくり事業

地域政策課

区民交流、魅力再発見、情報発信、広域連携プロ
ジェクトの実施、まちづくりや地域活性化に関する
フォーラムの開催など

6,678

1‑6

「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
けた実行委員会への補助

3,500

1‑7

藤野ふるさと芸術村メッセージ事
藤野まちづくりセンター 域住民との交流により文化芸術空間を創造するこ
業
とを目的とするイベント等への支援

1‑8

区版広報の発行、区のホーム
ページの作成

1‑9

ツイッター・フェイスブックの運営 総務課

‑

森と湖の環境の中で、芸術家の活動、育成及び地

1‑10

総務課

地域政策課

新 区ビジョンの推進

地域政策課

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

3,200

‑

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

120

区民会議での議論を踏まえ、区ビジョンに掲げた
取り組み等の推進方策について、協働の視点から
検討・実施

3,000

7

広域連携
の有効性

主な取り組み

部名／課名

内 容

事業費（千円）

‑

広域連携
の有効性

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。
2‑1

自治会活動の推進

地域政策課
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
の実施

2‑2

自治会集会所建設費等補助

地域政策課
城山まちづくりセンター
津久井まちづくりセン
ター

二本松町内会自治会集会所、谷戸自治会、平井
自治会、野尻自治会集会所の建設に係る補助
若葉台自治会、中沢自治会集会所修繕に係る補
助

35,733

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。
3‑1

防犯灯維持管理費補助金

地域政策課

自治会管理の防犯灯の電気料及び管理費の補助

69,307

3‑2

防犯灯設置費補助金

地域政策課

自治会設置の防犯灯の設置及び撤去・移設費の
補助、ＬＥＤ防犯灯の設置促進

19,757

3‑3

安全・安心パトロールの実施

地域政策課
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

3‑4 新 自主防災組織の活動支援

総務課
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
動支援

5,062

3‑5 新 現地対策班の強化

総務課
各まちづくりセンター

緑区内の現地対策班の災害対応の強化を図るた
め、災害時に使用する備品等を整備

3,240

総務課
地域政策課
各まちづくりセンター

避難所運営訓練への支援
避難所運営用資機材の整備

3‑6

避難所運営協議会の活動支援

‑

750

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。

4‑1

窓口業務の土曜日開庁

4‑2

4‑3

4‑4

第２・第４土曜日の午前中に窓口開庁を実施

‑

町田市との広域証明発行サービ
区民課
ス

広域証明発行サービスの実施

‑

市民相談事業

総務課

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

区役所組織の検討

地域政策課
総務課
区民課
各まちづくりセンター

区民の利便性の向上や区民ニーズに迅速に対応
するため、区役所組織のあり方について引き続き
検討し、実施に向けた庁内調整に取り組む。

区民課

8

47

‑

