
■　キャッチフレーズ

■　局・区の運営の責任者

■　局・区の役割・目標

緑区長　高　部　　博

魅力・活力・地域力・緑区から発信！

平成 年度24                            緑区役所　運営方針　

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。

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。

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。

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。

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。

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。

■　局・区経営の視点・方針

■　現状と課題
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【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。

○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。

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
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【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。

・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。
・橋本、大沢地区においては、大規模な集合住宅の増加が顕著
であり、自治会未加入世帯が増加している。
・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】
・コミュニティ意識の希薄化等による、犯罪に対する抑止力が低
下している。
・刑法犯罪のうち自転車盗、オートバイ盗の割合が多い。
・青色回転灯装備車両などを活用して区民の防犯活動が行われ
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。
・防犯灯の新設などの市民ニーズが増えている。

・地域活動団体や関係機関と連携し、区民の交通安全・防犯に関
し、更なる普及啓発を進めるとともに、活動を支援し活性化を図る
必要がある。
・犯罪を抑止する取組について、警察等と連携し、推進していく必
要がある。
・青色回転灯装備車両の自治会等への活用促進を図るとともに、
防犯対策などの安全・安心メールの普及促進が必要である。
・防犯灯の設置・更新等に対する地域ニーズへの対応を図るととも
に、環境に配慮したLED防犯灯などの設置を促進する必要があ
る。

・子どもから高齢者までの各世代に応じた、交通安全に対する意
識啓発を行う必要がある。
・自転車運転マナーの啓発が必要である。
・歩道設置や道路改良などの地域からのニーズを道路管理者に的
確に伝えることが必要である。

・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。
・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。

【交通】
・緑区においては、自転車に関係する交通事故の割合が高い。

【緑区の自治会加入率の推移】 （4月1日現在）

【緑区内の自転車事故の割合】 （各年中）

H21.4 H22.4 H23.4

62.25% 61.35% 59.72%

H21 H22 H23

28.6% 28.6%

24.0% 23.8% 24.3%

交通事故全体
に対する自転
車事故の割合

緑区内

県内

28.4%
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【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。

・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、早急に検討する必要がある。

【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発生
が見込まれる。
・地区自治会連合会単位の自主防災組織の組織化が遅れてい
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。
・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。

・地域が主体となって行う、災害時要援護者対策への協力・充実を
図る必要がある。
・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。
・設置が遅れている地区自治会連合会単位の自主防災組織の立
上げと避難所運営協議会の活動の支援を図る。
・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。

・緑区における交通事故は微減傾向にあるが、高齢者の交通事
故のうち、横断歩道がない箇所を横断することによる事故の割合
が高い。

2



■　重点目標（Ｈ２３評価とＨ２４目標）　　　 　　  　　　　　　　【○：Ｈ23単年度目標、◎：Ｈ23・24継続目標、新：Ｈ24新規目標】

評
価

実
績

・地域課題の抽出及び解決に向けた取
組を行った。
・津久井地区では、地域住民を対象にバ
ス問題に係るアンケートを実施した。
・相模湖地区では、石老山ハイキング
コースの整備を行うとともに周辺の見どこ
ろについてホームページにより情報提供
を行った。

事務事業の概要

・区ビジョンをまとめる過程において、ワーク
ショップやまちづくり会議、本庁各課との連携
により、委員が区ビジョンについて活発な議
論を行い、区の課題や目標を共有することが
できた。

実績・評価等

実
績

地域課題の把握を行うとともに課題解決に向
けた取組は、全ての地区で行うことができな
かった。
まちづくり会議間での情報交換を代表者会
議等を通じて行っていく必要がある。

まちづくり会議支援事業

・地域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、まちづくり会議の運営を支
援します。

・情報交換、情報収集による地域課
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 支

地域政策担当による地域課題の
把握

◎
・地域課題の解決に向けた自主
的な活動各地区1事業の展開

・情報交換、情報収集による地域
課題の把握

・会議12回開催（小委員会４回含む）
・「区ビジョンフォーラム」の開催やまちづ
くり会議からの意見聴取などを行い、区
ビジョンをまとめ市に答申した。
・会議録を区内まちづくりセンター・出張
所・公民館で閲覧できるよう、情報提供
体制を整備した。

・区ビジョンの施策の具
体化を図るための推進
方策の検討
・区民に対する協議結
果の情報提供の推進

平成２４年度
指標・目標

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。

平成２３年度

指標・目標

評
価

・緑区区ビジョンの答申
・区民に対する協議結果の情報
提供の推進

・区の課題やまちづくりの方向性につ
いて協議する場として設置された区
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。

事務事業名

◎

区民会議運営事業

・情報交換、情報収集
による地域課題の把握

・地域課題の解決に向
けた自主的な活動につ
いて各地区1事業の展
開
・まちづくり会議間での
情報交換会の実施
・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

・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
換を行った。

・地域団体との関わりを積極的に持ち、地域
の情報収集を行った

実
績

◎

評

1-1

1-2

1-3

・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
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。

化にかかる事業展開などを企画・支
援します。

評
価

・各地区とも、地域課題解決に向けて積極的
な取組が行われた。
・事例発表を行うことにより、地域団体の取組
について、情報を共有することができた。

・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

・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
で展開される市民よる自主的・公共的
な活動を支援します。

地域活動促進事業
・交付件数：４６件
・平成２４年３月に実施した「緑区がんば
るフォーラム」において、各地区の地域
団体による事例発表を行った。

実
績

・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

◎

・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

◎

評
価

区民交流の促進、地域に対する誇りや愛着
の醸成を図ることができた。また、緑区の魅
力を区内外に発信することができた。

・水の探検クイズラリーの実施
・ショートフィルムフェスティバルの実施
・中学生ボランティア（ＣＭつくり隊）によ
る緑区ＣＭの制作
・緑区イメージキャラクターの企画制作
・緑区がんばるフォーラムの開催
・全国緑区フォーラムへの参加
・潤水都市さがみはらフェスタ及び八王
子いちょう祭りへの出展
・相秋道湯の里連絡協議会への支援な
ど

実
績

の情報収集を行った。
・地域政策担当のさらなる資質の向上をめざ
し、研修会の開催や事例研究などを行う必
要がある。

評
価

1-4

1-5
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◎

・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

広報事業

・区版広報・区のホームページの
充実
・地域側から情報の提供・発信が
できる仕組みづくりの検討

・ 区版広報紙及び区
ホームページで地域の
活動・話題を細かく取
上げ、その魅力の情報
発信
・ツイッター及びフェイ
スブックへの登録録者
数1，０００人

・区版広報紙をはじめ、区ホームペー
ジ、テレビ・ラジオなどの多様な媒体
を活用した情報発信力の強化を図
り、市民への迅速かつ効果的な情報
提供を進めます。 評

価

ツイッター及びフェイスブックを活用すること
により、これまで以上に地域情報の受け取
り、発信ができるようになった.

実
績

・区版広報・区のホームページの充実
・ホームページや地域情報紙を活用した
イベント情報などの発信
・イメージキャラクターを活用したツイッ
ター及びフェイスブックによる地域情報
の受発信

◎

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

地域における防災力の向上を図り大
規模災害へ備えるとともに、自主防災
組織が災害時に主体的に活動できる
よう支援を行います。 ・避難所運営協議会未設置の自治会役員、

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

・地区連合自主防災
隊、避難所運営協議会
の設置に向けた支援
及び区内避難所運営
協議会の活動支援
・地区連合自主防災隊
と連携した防災訓練の
実施
・帰宅困難者マニュア
ルに基づく対応訓練の
実施
危機管理室と連携し

◎

地域防災力支援事業

1-6

2-1

3-1

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。

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。

・津久井・藤野地区での地区連合
自主防災組織立ち上げに向けた
支援及び区内避難所運営協議
会の活動支援

実
績

平成２３年度中に、津久井地域を中心に
２０箇所の避難所で協議会が設立され
た。
・38避難所中34箇所で設置済み

評
価

・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

評
価

・自治会加入促進策の推進
・コミュニティ活動の場を確保をす
るための助成の実施

実
績

・自治会加入促進キャンペーンの実施、
橋本地区連で、自治会紹介パンフレット
の作成
・自治会未設置地域（橋本地区内西橋
本）に自治会を設立（平成24年3月）

橋本地区において、地域活性化事業交付金
を活用し、自治会未設置の地域（西橋本３丁
目地域）で、自治会設立賛同者によるグルー
プで自治会設立をすることができた。また、
災害時の一時避難場所など実用性のある情
報を掲載した自治会紹介パンフレットを橋本
地区全域に配布し、自治会の存在意義を再
認識する機会とすることができた。

・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。

評
価

-施設の整備・開所

実
績

・交通安全及び犯罪被害の防止について、
関係団体と連携した活動により、前年度比か
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必要が
ある。

・平成２４年３月９日引渡、３月２６日開所
・津久井産木材を中心とした木造建築により
建築（建築木材の約８２％が津久井産木材）

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。

評
価

・４月の繁忙期の前に開所し、行政サービス
の向上が図られた。
・地場産木材の利用促進のため、津久井産
木材を中心に県産木材を使用した木造建築
とすることで、補助金の活用ができた。

に向けた取組が進み、 定 成果は上が
ている。

○
行政サービスの向上を図るため、施
設の老朽化が進む青野原出張所を
青野原小・中学校地内に移設しま
す。

・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：△4.8％）
・犯罪認知件数（対前年：△19.3％）
・環境に配慮したLED防犯灯の設置促
進
①ＬＥＤ防犯灯の新設：92灯
②ＬＥＤ防犯灯への転換：317灯
③高照度型防犯灯の新設：40灯
④高照度型防犯灯への転換：36灯

◎

交通事故及び犯罪被害の防止

・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防犯灯な
どの設置促進

・危機管理室と連携し、
避難困難地区の災害
対応体制を充実する。

・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ＬＥＤ
防犯灯の設置促進

青野原出張所の再整備

実
績

価

3-2

4-1
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広域証明書発行サービスの実施により、行
政サービスの向上が図られた。

実
績

・平成２３年度（４月～３月分）
　相模原市窓口交付請求：959件
　町田市窓口交付請求：1,391件
　総計2,350件
　（うち相模原市民利用1,199人（67.7％） ・広域証明発行サービ

スの利用拡大を図るた
めの周知

町田市との広域証明発行サービス

・広域証明発行サービスの利用
拡大を図るための周知

・広域証明発行サービスの利用拡大
を図るための周知
・行政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。

・上記のほか、繁忙期に応援職員を２名配置
し、臨時窓口を開設することで１時間以上の
待ち時間の短縮を図った。

土曜日開庁とサービスの向上

実
績

評
価

新

土曜日開庁とサービス
の向上

◎

―

証明書自動交付機の利用促進

区役所組織の充実

評
価

さがみはらカードの普及

実
績

さがみはらカードの普及促進に努め前年度
比3.3％増加し、自動交付機による発生件数
が増加した。

区民ニーズに迅速に対応するため、
区役所組織のあり方を検討する。

◎

―

さがみはらカードの普
及

・検討組織を設置し、
関係機関との調整

評
価

―

・自動交付機による発行は全体の約
38％、うち時間外夜間の発行約３６％。

実
績

◎

休日や夜間に、自動交付機により住
民票や印鑑証明書等を交付します。

・行政サービスの向上を図るため、毎
月第２・第４土曜日に区民課の窓口を
開庁します。
・窓口サービス専門員の資質向上 評

価

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
・窓口サービス専門員の資質向上のた
め研修等を実施

4-4

4-5

4-2

4-3

■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新：Ｈ24新規目標】

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

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。

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

主な取り組み

1,134

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

-

まちづくり会議の運営

6,785

18,000

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

内　容部名／課名

地域政策課
各まちづくりセンター

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

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）

4,048

事業費（千円）

地域政策課区民会議の運営

区の魅力づくり事業

地域活性化事業交付金

地域政策課

5



1-6

1-7

1-8

1-9

2-1

2-2

3-1

3-2

3,200

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。

防犯灯設置費補助金

34,100

2,500

インターネットをとおし、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

地域政策課

-

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。

地域政策課
総務課

地域政策課
各まちづくりセンター

-

61,987

常盤自治会集会所、城山自治会集会所の建設に係
る補助

地域政策課
城山まちづくりセンター

23,967

総務課
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

区版広報の発行、区のホーム
ページの作成

「遙かな友に」道志川合唱祭

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

藤野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

自治会活動の推進

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

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

ツイッター・フェイスブックの運営

防犯灯維持管理費補助金

藤野ふるさと芸術村メッセージ事
業

自治会集会所建設費等補助

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

-

3-3

3-4

3-5

4-1

4-2

4-3

4-4

区民課

安全・安心パトロールの実施 -

-区役所組織の検討

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

地域政策課
総務課
区民課
各まちづくりセンター

町田市との広域証明発行サービ
ス

広域証明発行サービスの実施

47

-

第２・第４土曜日の午前中に窓口開庁を実施 -

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

避難所運営訓練への支援
避難所運営用資機材の整備

総務課
各まちづくりセンター

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。

・津久井、藤野地区の地区連合自主防災組織の立
ち上げに向けた支援
・地区連合自主防災隊との合同訓練の実施

総務課
各まちづくりセンター

新

窓口業務の土曜日開庁 区民課

避難所運営協議会議の活動支援

区民ニーズに迅速に対応するため、区役所組織の
あり方を検討する。

地区連合自主防災組織の立ち上
げ

391

-
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