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■　局・区経営の視点・方針

課　　　題

市民の多様なニーズに応え先進的な施策を着実に展開していく
ためには、職員個々の潜在的な能力や挑戦する意欲を引き出す
とともに、課題分析力や政策形成能力・政策法務能力の向上に
資する研修の充実が求められている。

大船渡市をはじめ被災地の復興に向け、必要とされる人的支援
について積極的な対応を図る必要がある。

相模総合補給廠の一部返還(約17ha)については既に日米合同委員
会により返還が正式合意されているが、共同使用(約35 ha)につい
ては、正式合意がなされていない。

外国人の市民からは、生活関連の情報提供の充実が求められ、ま
た、日本人の市民からは外国語や外国文化を学ぶ機会など、国際
理解をより一層深めていくための取組が求められている。

現　　　状

選ばれる都市づくりを担う人材の育成を目指し、地方分権時代に対
応した高度で専門的な知識を有する職員の育成や市民感覚を持
ち、自主的・自立的に取り組むことのできる職員の育成を図るため、
人材育成基本方針の改訂を行った。

東日本大震災の被災地に対して職員の派遣をはじめ人的・物的支
援を行った。
特に本市と交流のある大船渡市への支援については、職員派遣や
物資の提供、応援金の募集など様々な支援策を実施している。

仕事や家庭に関する問題などからメンタル不調を訴える職員が多い
中、「職員健康管理指針」に基づき、メンタル不調の予防と早期発見
に努めるとともに、休業からの円滑な職場復帰と再休業防止に向け
た取組を進めている。

引き続き、メンタル不調の予防と早期発見に努めるとともに、長
期病気休業職員の円滑な職場復帰と再休業防止に向けた取組
を進め、メンタル不調を訴える職員の減少を図る必要がある。

１．「相模原市人材育成基本方針」に基づき「果敢に挑戦する職員」を育成する。
２．職員服務規律の徹底と不祥事の防止を図る。
３．総合的な職員健康管理体制の推進により職員の能力発揮のための環境づくりを進める。
４．米軍基地の整理・縮小・早期返還、基地に起因する諸問題の解決を推進する。
５．多文化共生のまちづくりや国際交流・協力を推進し、「世界に開かれた地域社会」づくりを目指す。
６．市民参加による平和意識の普及啓発を進める。
７．市民のより利用しやすい広聴体制を目指す。
８．「選ばれる都市づくり」を進めるため、シティセールスを推進し、市の魅力を力強く発信する。

シティセールス推進指針に基づき、より戦略的・効果的にシティセー
ルスを推進するための全庁的、全市的な推進体制が整備された。
また、庁内に若手職員を中心としたプロジェクトチームを設置し、相
模原市シティセールス戦略検討報告書がまとめられた。

　政策形成能力・政策法務能力など職員の資質の向上に努めるとともに、各局等における専門的かつ高度な知識・技能を有する人材
の育成を支援し、市民の多様なニーズに応じた質の高い行政サービスを提供できる職員の育成に努めます。

　様々な行政サービスを担うために必要な職員の確保と簡素で効率的な組織体制の構築に引き続き努めるとともに、それを担う職員の
心と体の健康保持・増進に努めます。

　市民に分かりやすく開かれた市政を実現するために、積極的な情報提供を進めるとともに、すべての職員にコンプライアンスの意識を
徹底し、透明性の高い市政運営を推進します。

　多くの人や企業などから「選ばれる都市づくり」を目指し、迅速な情報収集、戦略的な情報発信に努めます。

　国籍を問わず誰もが平和で暮らしやすい多文化共生のまちづくりを進めるとともに、国内外の都市等との幅広い交流の機会を増や
し、市民一人ひとりが主体となり、夢のある交流・協力を推進します。

　総務部長　　大貫　　守　　　　渉外部長　　笹野　章央

総務局長　　八木　智明

■　キャッチフレーズ

『時代の変化を感じ、翔べ、「はやぶさ」のごとく！』
～果敢に挑戦する職員の育成と透明性の高い市政運営で、自立分権都市を開く～

■　局・区の運営の責任者

■　現状と課題

６．平和で暮らしやすい多文化共生のまちづくりと国内外の交流・協力の推進

３．透明性の高い市政運営の推進

４．迅速な情報収集と戦略的な情報発信の推進

５．基地返還と負担軽減への取組

　市内米軍基地の「整理・縮小・早期返還」を進めるとともに、米軍機による騒音など基地に起因する諸問題の解決に努め、基地による
市民の負担が早期に軽減されるように取り組みます。

■　局・区の役割・目標

23                               総務局運営方針

１．果敢に挑戦する職員の育成

２．簡素で効率的な組織・職員体制の構築

市民が主体となった国際交流・協力や多文化共生を推進するた
め、国際交流ラウンジの機能強化を図る必要がある。

シティセールス推進にあたり、本市の都市ブランドの構築と広報
紙をはじめ、ホームページ、ラジオ・テレビなどの様々な媒体を活
用した情報発信力の強化を図ることが求められている。

共同使用(約35 ha)については、正式合意後の具体的な使用に
ついて、協議を行う必要がある。
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◎

評
価

平成22年度の目標値は概ね達成するこ
とができたが、引き続き職場研修の実施
に取り組み、各局等における人材育成
の推進に努める。

各局等による人材育成の推進

業務に関連した政策形成能力等の
向上を図るための職場研修の実施数

実
績

目標値750件に対して実施数742件
達成率98.9％

◎

広報紙編集業務の
民間委託を導入す
る。インターネットを
活用した情報発信に
取り組む。

広報紙をはじめ、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
める。

評
価

目標を達成

市民による提案・要望を幅広く聴取
し、寄せられた意見を整理・集約し
て、市政運営の参考とするとともに、
各種施策に反映する。

長期病気休業職員の割合(30日以上
の病気休業職員を対象とする)を平
成22年度から平成24年度の3年間で
2.7％とする。
（平成21年度　3.1％）

評
価

実施件数を800件と
する。

専門的な知識・技能の修得を目指
し、各局等において人材育成方針に
基づき主体的に人材育成を図る。

3-1 ◎

4-1 ◎

2-2

４．迅速な情報収集と戦略的な情報発信の推進

長期病気休業職員
の割合を2.9％とす
る。

公文書管理に関する
条例の制定内容に
ついて検討を行う。

広報編集の委託の検討、編集の在り
方やHPを活用した情報発信の強化
に取り組む。

実
績

新たにブランド戦略
会議を設置し、戦略
的にシティセールス
に取り組む。

平成22年度実績：3.0％
実
績

評
価

長期病気休業職員の割合は減少した
が、特にメンタル疾患による休業職員の
増加を抑制する取組が必要であり、今
年度から開始した職員職場復帰支援シ
ステムにおいて包括的かつ継続的な職
場復帰の取組を進める。

実
績

評
価

事務事業の概要

広報事業

職員評価結果を昇給及び勤勉手当に
反映した職員の割合：100％

２．簡素で効率的な組織・職員体制の構築

職員数の適正管理

平成22年４月１日の職員数を維持す
る。
（定数4,590人　実数4,512人）

実
績

評価を通じて職員の人材育成を行う
とともに、能力・業績を給与上の処遇
に反映させることにより、職員の更な
るやる気の喚起及び組織の活性化を
図る。

評
価

評
価

施策への反映方法については課題をま
とめた。

放棄呼率　7.2％

各組織を立ち上げ、全市的にシティ
セールスを展開した。

実
績

目標を達成

編集業務の民間委託予算を計上、動画
コンテンツを活用した情報発信等

実
績

評
価

評
価

放棄呼率を１０％以
下とする。

放棄呼率（電話をいただいたのに
コールセンターで電話を取ることので
きなかった率）を10％以下とする。

3月に計画停電に関する電話が殺到し、
放棄呼率が高かった（24.4%)が、年間を
通じて低めで推移していたため、目標を
達成できた。

4-4

1-1

ホームページから情報を取得できな
い方や市役所開庁時間にお問い合
わせができない方、或いはどこに問
い合わせたらいいか分からない方に
対応するため、コールセンターを運
営する。

4-3 ◎

◎

市の自然や歴史、文化など特色ある
資源を活用し、市の魅力を全国に発
信するなど、都市ブランドの構築とシ
ティセールスに取り組む。

1-2

4-2 ◎

◎

シティセールス推進本部、プロジェク
トチーム、推進協議会を組織し、全市
的な展開に向けて取り組む。

さがみはらの魅力発信事業

コールセンター運営事業

平成23年4月1日の職員数
定数4,590人　実数4,519人

①公文書管理の条例化に向けた課
題整理
②歴史的公文書の選別及び保存

市民サービスの向上を図っていくた
めに不可欠である、職員の心と体の
健康保持・増進に向けた取組を進め
る。特に長期病気休業職員の増加を
抑制し、円滑な職場復帰と再休業防
止に向けた支援を行う。

市が所有する公文書を市民共有の
知的資源として保存・利用を図るた
め、公文書の管理体制と、そのため
の条例の整備など公文書館機能の
構築に向けた検討を進める。

目標を達成

①検討ワーキング7回開催②歴史的公
文書1800冊の細目録作成・データ化

政令指定都市移行後の業務量の増加
等は、現行の職員数の中で対応し、定
数は維持したが、実数は前年を若干上
回った。

広聴事業

市民による提案・要望を幅広く聴取
し、迅速な回答を行うとともに、施策
への反映方法について検討する。

実
績

提案数は前年比１２２％
施策への反映方法
の検討を行う。

職員の健康管理の充実

公文書館機能の構築

３．透明性の高い市政運営の推進

１．果敢に挑戦する職員の育成

職員評価制度の推進

◎

給与上の処遇への反映は、全職員に対
して実施することができた。

職員評価結果を参
考とした人事上の処
遇への反映につい
て、具体的な反映方
法等を検討する。

勤務成績(職員評価の結果)を給与
(勤勉手当及び昇給)に反映する職員
の割合
（平成22年度までに100％）

2-1

実
績

平成24年度の職員
数について、平成22
年度の職員定数を維
持し、実数について
も極力抑制する。

市民ニーズへの的確な対応と質の高
い行政サービスの提供に必要な職員
を確保し、併せて事務事業の見直し
や組織の再編等を行い、職員数の適
正な管理を進める。

平成２３年度
指標・目標

平成２２年度

■　重点目標（Ｈ２２評価とＨ２３目標）　　　　　　　　　　　　　　　　　【○：Ｈ22単年度目標、◎：Ｈ22・23継続目標、新：Ｈ23新規目標】

事務事業名

指標・目標 実績・評価等
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1-1

1-2

1-3

2-1

2-2

2-3

◎

４事業を実施

6-1 ◎

6-2

実
績

世界平和の実現に向けた取組に参加し
ている市民の割合　25.7% 世界平和の実現に

向けた取組に参加し
ている市民の割合を
25.4％とする。

「平和市民のつどい」の開催などを通
じ、平和思想の普及啓発を図る。 評

価
目標が達成された。

平和思想普及啓発事業

世界平和の実現に向けた取組に参
加している市民の割合を24.5%とす
る。

実
績

日常生活の中で市
民と外国人市民が交
流している割合を
12.4％とする。

国際プランに掲げる事業の実施によ
る、国際化を推進する。

6-3 ◎

「宇宙」をテーマとし
た事業を実施する。
10事業以上

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の
施設が縁で４市２町で構成した連邦
国家を組織し、相互の理解と親善を
深めるための取組を行う。
また、「宇宙」をキーワードとした事業
を推進する。

評
価

「はやぶさ」カプセル公開等のＪＡＸＡと
の連携事業の展開を図ることができた。

銀河連邦サガミハラ共和国事業

「宇宙」をテーマとした事業の実施

―

研修所研修の実施 総務部　職員課

公務員として、職務を遂行する上で必要となる一般
的、体系的な知識、技能の習得や接遇のレベルアッ
プ、組織管理能力の向上、政策形成能力・政策法務
能力の向上、キャリア形成手法の習得を目指した研
修を職員研修所において実施する。

12,001

各局等における人材育成への支
援

総務部　職員課

各局等において策定した人材育成方針を実効性の
あるものとするため、研修関連情報の提供など職場
研修実施の支援を行うとともに、人材育成をテーマと
した研修の実施など人材育成担当の資質向上を図
る。

平成22年度から平成26年度の5年間を計画期間とし
て平成21年度に策定した特定事業主行動計画(職員
ささえあい子育てプラン)の後期計画の取組状況につ
いて検証を行い、その結果について公表する。

―

職員数の適正管理 ―

108,929
相模原市職員健康管理指針の
推進

次世代育成支援対策の推進

相模総合補給廠の一部（35ha）の共
同使用の日米合同委員会による正
式合意

共同使用の日米合
同委員会による正式
合意及び米軍・国と
の整備に係る具体的
な協議の実施

５．基地返還と負担軽減への取組

国へ共同使用の申請書を提出し、国有
財産関東地方審議会において都市公
園としての使用が認められ、日米合同委
員会による協議が開始された。

実
績

評価者全員に対する訓練(研修)を実施するとともに、
広く職員から意見を求め、より信頼性、公平性の高い
制度への改善を図る。

２．簡素で効率的な組織・職員体制の構築

平成23年度の職員体制の検証をするとともに、地方
への事務・権限の移譲の動向等を見きわめながら、
適正な組織と職員数により平成24年度の職員体制を
構築する。

総務部　職員厚生課

「職員健康管理指針」に基づき、職員健康管理体制
の推進を図る。特にメンタルヘルス対策を中心に、予
防、早期発見・対応の取組と円滑な職場復帰と再休
業防止に取り組む。

総務部　職員課

総務部　職員課

基地の返還に向けた国や米軍へ
の要請活動

市米軍基地返還促進等市民協議会
や、県、関係各市と連携し、国や米
軍に対して基地問題の解決とともに、
基地の返還に向けた要請活動等を
行う。

■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新：Ｈ23新規事業】

評
価

共同使用の日米合同委員会による合意
までには至らなかったものの、覚書の締
結、申請など、市が関わる手続は全て実
施した。

評
価

目標値に達しなかったため、国際交流
事業の充実と周知を行う必要がある。

5-1

６．平和で暮らしやすい多文化共生のまちづくりと国内外の交流・協力の推進

さがみはら国際交流プランの推進
（国際交流推進事業）

◎

日常生活の中で市民と外国人市民
が交流している割合を12.0％とする。

実
績

市民アンケートの結果において、日常生
活の中で市民と外国人市民が交流して
いる割合が11.1％であった。

総務部　職員課職員評価制度の推進 1,176

主な取り組み 内　容部名／課名 事業費（千円）

１．果敢に挑戦する職員の育成
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3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

5-1

6-1

6-2

6-3

6-4

６．平和で暮らしやすい多文化共生のまちづくりと国内外の交流・協力の推進

東日本大震災の被災地への人
的支援

総務部　職員課

問い合わせを受けて答えるインバウンド業務だけで
なく、イベント情報など積極的に情報発信していくア
ウトバウンドコールセンターの運営を目指す。
また、履歴の活用がしやすい履歴の残し方の検討を
行い、履歴の分析結果を庁内にフィードバックする仕
組みを検討する。

新

新

8,500銀河連邦サガミハラ共和国事業 渉外部　渉外課

銀河連邦各共和国との経済、教育、スポーツ、福祉
など多様な交流を行うとともに、宇宙航空研究開発機
構（ＪＡＸＡ）と連携した「宇宙」関連の事業を実施す
る。

94,200

4,196

さがみはら国際プランの推進 渉外部　渉外課

本市の国際交流の拠点である国際交流ラウンジの機
能強化に向けた課題の整理、カナダ（トロント、トレイ
ル）との友好都市連携２０周年を記念した事業の実施
及びくらしのガイド多言語版（6言語）の更新を行う。

43,501

平和思想普及啓発事業 渉外部　渉外課
若年層の参加を増やすため、実行委員会とともに小・
中学生を対象とした平和ポスターコンテスト等を実施
する。

東日本大震災で被災した地域の復興支援のため、
被災地への市職員の派遣を行う。

14,148新

５．基地返還と負担軽減への取組

基地問題 渉外部　渉外課

市内基地の返還等を推進するとともに、米軍機による
騒音被害の解消など、基地問題の解決に努める。米
軍再編に伴う相模総合補給廠の一部返還等につい
ては、共同使用の日米合同委員会における早期合
意、一部返還のうち鉄道・道路用地(約2ha)の早期利
用の実現等に向け、引き続き取り組む。

11,630

歴史的公文書の選別及び保存 総務部　情報公開課

平成21年度までに市史編さん室が収集し情報公開
課に移管を受けた歴史的公文書のうち、昭和37年度
以前及び平成10年度以降の公文書について細目録
の作成及びそのデータ化を行う。

22,680

―

シティセールスにおける東京事務
所の活用

渉外部　広聴広報課
　　　　　東京事務所

東京におけるシティセールスの活動拠点として、東京
事務所を有効に活用するとともに、効果的な情報発
信のノウハウの蓄積を図る。

―

シティセールスの推進 渉外部　広聴広報課

市の見どころ等を巡りながら市の魅力を紹介するプレ
スツアーやメディアキャラバンを実施するとともに、メ
ディア向けにニュースレターを発行するなど、マスメ
ディアを活用したシティセールスに取り組む。

コールセンターの安定運用と履
歴活用の推進

渉外部　広聴広報課

―
情報発信力の強化に向けた体制
づくり

渉外部　広聴広報課
情報集約と情報発信力の強化を図り、市内外に迅速
かつ効果的な情報発信を行うための全庁横断的な
報道・広報の体制づくりを進める。

―

3,702

編集業務の民間委託により、行政コストの削減を図る
とともに、民間のノウハウの活用により、魅力的な広報
紙の編集が実現されるよう、平成23年度に一部民間
委託実施に向け取り組む。

４．迅速な情報収集と戦略的な情報発信の推進

局内不祥事ゼロの取組 総務局　各課

「不祥事防止対策会議」において、交通事故・違反、
情報の漏えい、公金取扱い等に係る事故防止策及
びチェック体制に係る検証、各課における取組を引
続き行う。

総務部　総務法制課

民間ノウハウを活用した「広報さ
がみはら」の編集検討

渉外部　広聴広報課

―

庁内コンプライアンス推進体制の
整備

総務部
　コンプライアンス推進課、
　職員課

所属長、担当課長、総括副主幹など各階層において
法令遵守、公務員倫理等に関する研修を実施し、職
員の啓発・教育に努めるとともに、コンプライアンスに
関する基本方針を策定し、庁内の推進体制の整備を
図る。

情報公開の推進及び個人情報保
護

総務部　情報公開課
公開の基準が定まっている情報について、情報公開
の手続によらず積極的な情報提供に努めるとともに、
個人情報の適正な取扱いに努める。

―

相模原市条例等整備方針等に基
づく例規の整備

総務部　総務法制課

昨年度策定した「相模原市条例等整備方針」及び
「既存条例等の見直しについて」に基づき、既存条例
等について適時性を確保するため、見直しに向けた
検証を行う。また、附属機関等については、その在り
方を検証し、必要に応じて条例の整備を行う。

―

―

３．透明性の高い市政運営の推進

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推
進を図るための関係法律の整備に関する法律の制
定に伴う例規整備を的確に行う。

地域の自主性及び自立性を高め
るための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律
への対応
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