
平成 年度

■　キャッチフレーズ

「選ばれる都市づくり」に向けた市民力と行財政力の発揮

■　局・区の運営の責任者

23 　　　　　　　　　　　企画市民局　運営方針　

１．『行政施策の成果が見えるようにする』
２．『多様な市民参加機会をつくる』
３．『時代に合った歳入確保策を検討する』
４．『政令指定都市の一員としての自覚を持ち、先進性・独創性の発揮にチャレンジする』
５．『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する』

１．成長戦略を持った都市経営を進めます。

２．地方分権改革の推進と自主・自律的な政策形成の支援を進めます。

■　局・区経営の視点・方針

４．心豊かに安心して快適に暮らせるまちづくりを進めます。

３．市民力を生かし、市民自治に根ざしたまちづくりを進めます。

■　局・区の役割・目標

　本市が持続的な発展を続け、市民に親しまれ安心して暮らしやすいまちであり続けるために、都市としての成長戦略を描
き、中長期的な視野から財政基盤の確立を図り、無駄を省いた効率的な行財政運営を進めます。
　また、「新・総合計画」を効果的かつ効率的に推進するため、成果目標の達成度を明らかにし、継続的な改善活動と総合
計画の円滑な推進に努めます。

　国から移譲された幅広い権限を駆使して、地方の創意工夫や独自性、課題に応じた取り組みを柔軟に進めるため、指定
都市市長会や九都県市首脳会議を通じ、国に対し、真の分権改革にふさわしい権限移譲や税財源の確保などについて、
要望や提言を行うほか、地方分権の受け皿となる本市の行政体制の強化を図るため、庁内の政策形成・調整能力の向上、
周辺自治体や他の政令指定都市との連携の強化などを進めます。
　また、庁内分権に向けた取り組みをより実効性のあるものとし、各局・区が市民満足度の高い施策展開ができるよう、局・区
の自主･自律的な取り組みを支援するとともに、局・区間をまたがる課題の調整に努め、市役所全体の政策形成能力の向上
を図ります。

　市民の創意と工夫があふれる個性豊かな社会の実現を目指すため、自治会やNPO法人、公益社団法人相模原・町田大
学地域コンソーシアムなど、多様な担い手による連携を進め、市民との協働によるまちづくりや地域活動・市民活動の活性
化に取り組みます。
　また、区民会議の運営やまちづくり会議の支援などを通じて、各区、各地区の個性を生かしたまちづくりを進めます。

　暮らしにおける安全・安心の確保に向け、地域の防犯力の向上や安心できる消費生活の確保に努めるほか、市民の利便
性の向上に向けた窓口サービスの提供など、生活環境の向上に努めます。
　また、生きがいを持って心豊かな生活を送るため、特色ある文化事業の発信に努め、市民の多彩な文化活動を推進すると
ともに、相互に人権を尊重する地域社会の実現に向け、男女共同参画の推進を図ります。

企画市民局長　　　大房　薫

企画部長　　服部　裕明　　　　 財務部長　　原　武　　　　　税務部長　　萩原　一良　　　　　市民部長　　佐藤　浩三
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今後の分権型社会にふさわしい区政の実現を目指し、区役所の
あり方や地域のまちづくりの推進に係る課題について協議を行う
必要がある。

■　現状と課題

現　　　状 課　　　題

指定都市市長会、九都県市首脳会議などを通じ、「国の出先機
関の原則廃止」、「権限移譲」、「税財源の移譲」などを積極的に
求めていく必要がある。

大都市における十分な税財源が確保されていないことから、大
都市税制の実現に向けた取り組み等について検討する必要があ
る。

広く情報発信することにより、望ましい大都市制度の創設に向け
た機運や関心を高めることが必要である。

国の制度改正の動向等を的確に把握し、その変化に迅速に対応
した取り組みが必要である。

政令指定都市移行により移譲された事務権限をさらに活用した施
策のあり方や、新たな大都市制度に関する検討を進める。

施策や事業を市民の視点で検証し、成果に基づいた評価を行
い、その結果により明らかになった課題を事業展開に反映する
PDCAサイクルにより、市民の満足度重視の市政運営を行う必要
がある。

必要な例規整備とともに、事務執行体制の構築に全庁的に取り
組み、地方分権改革を市民サービスの向上に効果的につなげて
いく必要がある。

政令指定都市にふさわしい行政サービスを提供するため、税財源
の一層の確保が求められている。

市税については景気の動向を反映し、法人市民税を中心に税収の
回復を見込んだものの、東日本大震災の影響により、税収見通しの
先行きに不透明感が強まっている。

より効率的・効果的な行財政運営に向けて、実行力を持って進め
る仕組みを構築する必要がある。

今後の景気動向や復旧・復興策に伴う国の施策などを注視しな
がら、本市税収への影響を見極めていく必要がある。

健全財政維持のため、市債発行額の抑制や全庁的な収納対策
の強化など歳入の確保を図る必要がある。

扶助費等の義務的経費が増加し、今後、新規事業に充てられる財
源の減少が見込まれる。

財政状況の客観的な評価と情報の開示が求められている。

公共施設の多くが、建設後30年を経過している。

・自治会加入率が低下傾向にある。
・地域団体の担い手不足や役員の高齢化、行政依頼事務の増大等
により、地域コミュニティの活力低下が懸念される。

健全な財政の維持を見据えた行財政運営が求められる。また、
予算関連資料の充実などにより市民によりわかりやすく積極的な
情報開示を進める必要がある。

・自治会活動に対する理解や自治会加入促進策の徹底を図ると
ともに、行政からの依頼事務の現状把握や分析が必要である。
・各地区では、自治会を中心に公民館、地区社会福祉協議会及
び地区民生委員児童委員協議会とのつながりは非常に強く、一
層の連携強化が必要である。
・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。

・保全コストの確保とともに、資産としての施設のあり方を検討す
る必要がある。
・利用者の安全性と利便性を高めるため、施設の適正かつ計画
的な管理と維持、補修を行う必要がある。

社会経済情勢の変化や国の制度改正に対応した財政運営が求め
られている。

地方分権改革に関し、国の動きが消極的である。

いわゆる「第１次一括法」、改正地方自治法などが公布されたほ
か、現在、「第２次一括法案」が国会提出されている。

新・相模原市総合計画前期実施計画がスタートした。

区制施行後、各区で独自のまちづくりが進められている中、よりよい
サービスの提供が課題となっている。

健全財政の維持が求められている。
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・市民の文化活動への支援や市民が文化を身近に感じるための
仕組みづくりなどを推進する必要がある。
・市民に身近なところで優れた文化芸術作品の鑑賞や交流・学び
の場を提供するため、情報を発信するとともに、その中核的な施
設を整備・検討する必要がある。
・企業や大学等と連携して文化芸術を振興する必要がある。

男女共同参画のまちづくりを推進するため、時代の要請を踏まえ
た方策等を体系的・計画的に検討する必要がある。

・市民意向を反映した政策形成を行うなど、市民参加の拡充が必
要である。
・自主的・自立的なコミュニティ形成の促進が必要である。

ＮＰＯ法人の設立支援、協働の仕組み、財政的な支援など、推進
施策の拡充が必要である。

性別による固定的な役割分担意識が依然として残っており、男女共
同参画社会の実現に向けた取り組みの強化が求められている。

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、自転車事故防止に向けた啓発が必
要である。

市民ニーズに対応した行政サービスを効果的に提供するため、
土曜日開庁、旅券窓口の開設などを含む窓口サービスのあり方
や証明書自動交付機の運用など、利便性の向上に向けた検討
を行う必要がある。

消費生活相談は減少傾向にあるが、内容は複雑化・多様化してお
り、２０歳未満と７０歳以上の高齢者からの相談が増加してきてい
る。

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。

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。 市民
ニーズに対応した行政サービスを効果的に提供するため、土曜日
開庁、旅券窓口の開設などを含む窓口サービスのあり方や証明書
自動交付機の運用など、利便性の向上に向けた検討を行う必要が
ある。

・悲惨な交通事故や凶悪な犯罪の抑止に向けた取り組みが求めら
れている。
・県・市一体となった暴力団排除の取り組みが求められている。
・本市は、自転車が関係する交通事故の割合が高い。

・市内の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。
・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。
・特定非営利活動促進法の改正（H23.6.15）が行なわれた。

市民が文化芸術等に親しむ環境づくりが求められている。

政令指定都市にふさわしい、新たな市民協働のまちづくりとして、自
主的、自立的な地域活動を支援する取り組みが求められている。
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・総合計画審議会開
催
・進行管理、公表

施策や事業を市民の視点で検証し、
成果に基づいた評価を行い、その結
果により明らかになった課題を事業
展開に反映するPDCAサイクルによ
り、市政運営を行います。

評
価

評
価

概ね予定どおり評価及び開示を行っ
た。

・格付けの維持、向
上
・予算関連資料の充
実
・ＩＲ活動の充実

－

潤水都市さがみはら債
平成22年12月28日発行
発行額　100億円

実
績

土地開発公社の経営改善のため、
目標値を定めた経営健全化計画に
基づき、公社保有土地の処分等を積
極的に進め、保有資産の減少を図り
ます。

予定額を発行した。

実
績

財政状況の評価と開示

　財政状況について、客観性を担保
しつつ、市民や投資家に対する積極
的な情報の開示を進めます。

格付け取得　ＡＡ-（Ｓ＆Ｐ）
市場公募地方債発行団体ＩＲ説明会に
参加
補正予算の概要の公表方法を改善
財政白書は平成２３年４月に発行

1-7

・財政白書の作成、公表
・「格付け」の取得
・ＩＲ活動の実施

実
績

「（仮称）公益的法人等に係る改
革プラン」の策定

 相模原市公益的法人等経営評価委
員会からの提言を踏まえ、市が出資
等をしている公益的法人等の「（仮
称）公益的法人等に係る改革プラン」
を策定する。

実
績

土地開発公社の経営健全化計
画の達成

財政健全化法の早期健全化基準
実質赤字比率：11.25
連結実質赤字比率：16.25
実質公債費比率：25％
将来負担比率：400％

早期健全化基準未満の維持

評
価

全体の目標値0.155以下
         実績値0.121
長期の目標値0.099以下
         実績値0.084

1-6 ○

実績・評価等

予定どおり策定

・７月３１日、８月１日の２日間で40事業を
対象として実施。
・平成２３年度予算へ反映された効果額
▲70,687千円

評
価

予定どおり実施

実
績

素案について作成

平成２３年度
指標・目標

－

平成２２年度

前期実施計画策定（3月）

経済情勢や地方税財政制度の方向
性を踏まえながら策定する。

実
績

１．成長戦略を持った都市経営を進めます。

事務事業名

指標・目標

○

■　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】

1-1

1-2

「新・相模原市総合計画」の進行
管理

前期実施計画の策定

事務事業の概要

基本計画を計画的に推進するための
具体的な事業計画とし、平成２３年度
から平成２５年度までの３か年を計画
期間として策定します。

○

－

平成２２年度中の策定を目標としていた
が、策定には至らなかった。

新

1-3
全事務事業のうち、40事業を対象に
実施する。

－

実
績

－

1-4 ◎

目標どおり達成

条例の骨格について検討を行った。

目標どおり達成

－

事業仕分けの実施

行政の活動範囲の明確化及び適正
化を目的として、事業仕分けを実施
します。 評

価

公益的法人等を取り巻く経過、背景
及び社会経済情勢を踏まえるととも
に、相模原市公益的法人等経営評
価委員会からの提言を真摯に受け止
め、本市における公益的法人等の抜
本的改革の方向性について明らか
にします。

評
価

早期健全化基準未
満の維持

効果的な予算の編成や効率的な予
算執行を行うとともに、市債の発行抑
制や歳入の確保に努め健全財政を
維持します。 評

価
早期健全化基準を全て下回っている。

　実質赤字比率　　　　  －
　連結実質赤字比率　　－
　実質公債費比率　　 4.7％
　将来負担比率　　　36.6％
（平成21年度決算ベース）

市が出資等をしてい
る外郭団体の「外郭
団体に係る改革プラ
ン」を策定し、進行管
理を行う。

－

条例の骨格につい
て、関連部局と協議・
調整を行う

条例の制定に向けたこれまでの検討
を基に、条例の骨格について検討を
進める。

実
績

評
価

全国型市場公募地方債の発行

土地利用の調整に係る条例の制
定

健全財政の維持

地域の特色を生かした計画的な土地
利用を図ることを目的とした条例を制
定します。

第１回全国型市場公募地方債の発
行
（発行額：100億円）

実
績

評
価

経営健全化計画の 終年度にあた
り、保有土地の簿価総額の減少に努
める。
全体の目標値（0.155（債務保証によ
る土地簿価総額／標準財政規模）及
び長期（5年以上の保有地）の目標値
（0.099（債務保証による土地簿価総
額／標準財政規模）の達成を図る。

　資金調達先の多様化を図るため、
新たに全国型市場公募地方債を発
行することにより債券市場より資金を
調達します。

1-5 ◎

1-8 ○

1-9

◎

◎
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地域主権改革関連法案に基づく市と
しての政策的な対応について、各局
に対する支援・調整を行う。

（仮称）緑区合同庁舎・立体駐車
場整備事業

本体工事の実施設計を完了させ、年
度内に建設工事に着手する。

実
績

実
績

○

地域主権改革関連法案に対応し
た各局への支援

◎

2-3

1-10

経済情勢の影響により、税収が減少
傾向にあるが、滞納市税の解消は負
担の公平性の観点からも重要な課題
であるため、徴収体制を整備拡充
し、滞納者に対する収納対策を強化
することで、税収の確保を図ります。

税収の確保

現年度収納率９８．５％

公共施設マネジメントの検討

－

－

新たな大都市制度の創設等に関
する検討・情報発信

２．地方分権改革の推進と自主・自律的な政策形成の支援を進めます。

評
価

実
績

評
価

2-1 新

行政サービスや保健福祉サービスの
向上を図るため、区役所、市税事務
所、保健福祉センター、メディカルセ
ンター等の機能を持つ（仮称）緑区
合同庁舎及び立体駐車場を整備し、
運営します。

雇用情勢が引き続き厳しい状況にある
など、個人市民税の収納率が伸びず、
目標を達成できなかった。

現年度収納率９８．２４%
実
績

現年度収納率
９８．５％

評
価

地域主権改革関連法案に基づく市と
しての政策的な対応について、各局
に対する支援・調整を行います。

評
価

公共施設マネジメン
トの議論や検討につ
なげるための基礎的
な資料として公共施
設白書を作成する。

－

2-2

実
績

－

-

－

指定都市市長会シン
ポジウムの開催

－

実
績公共施設の老朽化の進行に伴う今

後の財政負担が課題となる中、策定
された「公共施設マネジメント取組方
針」に基づき、少子高齢化などに伴う
住民ニーズの変化への対応、施設の
長寿命化、改修コストの平準化、施
設の適正配置を目指した取り組みを
進めます。

◎

1-11 新

政令指定都市移行により移譲された
事務権限をさらに活用した施策のあ
り方や、新たな大都市制度に関する
検討を進め、広く情報発信することに
より、望ましい大都市制度の創設に
向けた機運や関心を高めます。

（仮称）都市間連携連絡調整会議
の設置

九都県市首脳会議等の都市間連携
協議の場に提案する事項等につい
ての庁内調整をするための体制整備
を行います。

本体工事の実施設計は7月に完了し、
建設工事は3月に着工した。

平成２２年９月１日に「相模原市都市間
連携調整会議」を設置した。

九都県市首脳会議等の都市間連携
協議の場に提案する事項等につい
ての庁内調整体制の整備を早期に
行う。

評
価

予定どおり実施

①本体工事の概ね
45％を完成
②立駐の設計完了
及び建設手続着手

都市間連携調整会議において、第58回
九都県市首脳会議の首脳提案の素案
をまとめることができた。また、各都県市
からの提案に対する対応についても協
議し、庁内合意を得ることができた。

2-4 ◎

平成２４年４月の法施
行に向け、各局の取
り組みに当たっての
基本的な考え方やス
ケジュールを示すた
めの方針案を策定す
る。

評
価

「第１次一括法」は平成２２年度内に成
立することがなく、具体的な支援を行う
機会はなかった。

各局に対し、法案に関する影響調査を
行うとともに、該当項目の多い局の総務
室等と対応方針の意見交換を行った。
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評
価

実
績

評
価

実態把握による検証、研究を進め、
活用の促進を図る。

（仮称）市民・大学交流センター
の整備・運営

整備工事の実施設計

実
績

評
価

区政の支援

・区政の支援
・区民会議設置に向けた調整
・区政全般の状況把握と見直しの検
討

実
績

実
績

実
績

評
価

（仮称）市民協働推進条例に係る市
民意見の聴取（タウンミーティング、シ
ンポジウム等）
（平成２３年度に施行）

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、相模大野駅西側地区市街地再
開発ビル内に、（仮称）市民・大学交
流センターを整備し、運営します。

評
価

ＮＰＯ法人の設立認証等に向け
た支援

パートナーシップ推進事業

3-2

3-4 ◎

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
に共同で取り組むため、話し合いの
場であるまちづくり会議の運営を支
援します。

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
展開される市民による自主的・公共
的な活動を支援します。

まちづくり会議支援事業

地域活動促進事業

地域課題や社会的課題の解決を図
る「協働事業提案制度」を推進すると
ともに、市民活動に関する様々な支
援を行う「さがみはら市民活動サポー
トセンター」を運営します。また、更な
る地域活動や市民活動の活性化を
図るため、協働の理念や原則などを
定める「（仮称）市民協働推進条例」
を制定します。

幅広い市民の参加及び協働による
活動を支援する。
交付決定数　１００

実
績

評
価

地域活性化事業交付金交付決定件数
１５０件

整備工事の実施設計業務委託を行っ
た。

・協働事業提案制度
の更なる周知
・検討委員会からの
提案を受け、（仮称）
市民協働推進条例
を制定する。
・さがみはら市民活
動サポートセンター
あり方検討委員会か
らの提案を受け、あり
方について検討

・設置条例の制定
・運営体制の決定

目標どおり達成

タウンミーティング
平成22年9月 ３区で各１回開催 25名参
加
シンポジウム
平成23年1月 ソレイユさがみで開催 59
名参加

各地区において、地域の課題整理をは
じめ、様々な項目において、検討され
た。

市内２２地区において、まちづくり会議が
設置され、１１１回の会議の開催、８回の
研修会を開催
また、８地区に専門部会が設置された。

・区ビジョンに関する検討を通じて、まち
づくりの課題の共通認識が進んでいる。
　また、ワークショップ手法も取り入れる
など、幅広い意見を踏まえた検討を行う
ことで、議論の活性化が進んでいる。

評
価

　区民会議の設置準備をはじめ、区間
の情報共有や共通的課題の検討など、
円滑な区政運営のための総合調整や適
正な支援を行うことができた。

加入促進に一定の効果はあるものの、
加入率は、減少傾向である。

ＮＰＯ法人の設立認証、認定、仮認
定の権限移譲に伴う市条例の制定を
行います。

特定非営利活動促進法改正に伴
う市条例の制定

－

円滑な区政運営のため、区の総合調
整や支援等を行います。

－

参加者は少なかったが、活発な意見交
換がなされた。

地域課題の解決に
向けた議論が活発に
行われるよう、会議運
営を積極的に支援す
る。

－

新たな加入促進策の
検討、実施

区政全般の状況把
握と区役所のあり方
に係る検討を実施す
る。

－

条例の制定

転入時に自治会加入促進チラシを配布
や加入促進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　１３件

移譲による効果が認められる。

・区長会議（７回）
・区民会議検討ワーキング開催（８回）
・区民課長会議その他、総合調整

交付決定件数
　１００件

相模原市自治会連合会との協働
による自治会活性化

・市自治会連合会との協働による自
治会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整備

実
績

評
価

コミュニティの形成や地域活動を推
進する上で大きな役割を担う基礎的
な団体である自治会との協働により、
自治会加入促進、自治会活動の活
性化に向け支援します。

特定非営利活動法人の設立認証等事
務及び相談事務
　認証法人数　  ２３法人
【参考】平成２２年度認証法人数　１８法
人

実
績

多様な主体から様々な活動の申請があ
り、地域の主体的な活動を支援した。

新規法人の設立認証件数
新規法人設立認証１０件

ＮＰＯ法人の設立にあたり、申請書類
作成に当たっての事前相談を行うと
ともに、説明会で事務手続の流れや
申請に必要な書類、申請書類の記
載方法等を案内します。

◎

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。

３．市民力を生かし、市民自治に根ざしたまちづくりを進めます。

・H22.7.30、各区への区民会議の設置
・区ビジョンの諮問に対する検討
　（緑区６回、中央区６回、南区７回）

区ビジョンの答申を
受ける。

実
績

評
価

区民会議運営事業

実態把握による検証、研究を進め、
活用の促進を図る。

3-7 ○

3-3

3-1 ◎

◎

3-5 ◎

3-6 ◎

3-8 新

3-9 ◎
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実
績

マンションギャラリーの譲渡契約を締結
するとともに、大学との協議を進めた。

検討委員会を4回程
度実施し、基本構想
策定のための協議を
進める震災の影響で遅れたが、平成23年5月

に検討委員会を立ち上げる予定。

実
績

44.9%

(仮称)アートラボはしもとの整備・
運営事業

施設整備に向け、民間マンション販
売会社とマンションギャラリー譲渡契
約の締結、関係大学との協議を行う。

・施設運営組織の立
ち上げ
・施設整備の実施

評
価

目標どおり達成

開催回数及び参加者数ともに目標を達
成できなかった。

消費者啓発事業

講師派遣事業の開催　年間25回
延べ参加者数　1,000人

実
績

講師派遣事業の開
催
年間25回
延べ参加者数1,000
人

実
績

３月に立ち上げ予定だったが、震災の
影響で翌年度立ち上げとした。

演劇やコンサート、
絵画展などを鑑賞に
出かけた人の割合
50%評

価

イベントガイドを発行して、文化芸術事
業を広く周知したが目標達成はできな
かった。

①前年と比較し、犯罪発生件数の減
少
②新規防犯活動物品補助団体率
70%
　新規補助団体数／全補助団体数
×100

①前年と比較し、交通事故発生件数
の減少
②交通安全教室の開催
　年間255回　延べ参加者数　24,720
人

実
績

評
価

評
価

実
績

ＬＥＤ防犯灯の設置
促進：800灯

評
価

①（犯罪発生）21年 9,914件
 　 　　　　　　 22年 9,879件
　　　　　　　　前年比　△35件
②71％

民間交番の設置時期について調整し、
平成２６年度以降とする。

城山文化ホール整備事業

駐車場及び道路の整備、文化施設
本体工事(２年間)の実施

実
績

多様な文化活動や交流の場を提供
する多目的ホール等を整備します。

評
価

・城山文化ホールの
竣工
・指定管理者の決定

駐車場及び道路を整備し、施設本体工
事に着工した。

美術館整備事業

基本構想の策定を検討するため、検
討委員会を設置

美術館の基本構想（基本理念、機
能、活動、立地、施設等）について検
討します。

演劇やｺﾝｻｰﾄ、絵画展などを鑑賞に
出かけた人の割合50%

消費者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します。

地域と一体となって交通安全意識の
高揚を図り、交通事故に遭わないよう
にするため、交通安全関係団体等と
連携した交通安全教室や交通安全
啓発活動を実施します。

市民文化創造事業

①年々減少傾向にあるが、昨年は前年
比３％減を達成できた。
②防犯活動を実施する新規団体に対し
て補助が実施できた。

ＬＥＤ防犯灯の設置促進：570灯

防犯灯の設置促進

ＬＥＤ防犯灯の設置促進：500灯

ＬＥＤ導入初年度であったが、自治会の
協力のもと、設置促進が図れた。

①年々減少傾向にあるが、昨年は事故
件数が増加したので、件数の減少に努
める。
②実施回数は、増加したが、参加者数
については、高校が少なく、目標未達
成。

講師派遣事業の開催
年間23回　延べ参加者数910人

①（交通事故）21年 3,914件
  　　　　　　　 22年 4,106件
　　　　　　　　前年比 +192件
②交通安全教室の開催
　年間264回　延べ参加者数23,595人 交通安全教室の開

催
年間265回　延べ参
加者数　23,600人

評
価

評
価

予定どおり整備が行われた。

地域防犯活動推進事業
実
績

民間交番設置促進事業

民間交番について検討する。

実
績

評
価

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。

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。

交通安全教育推進事業

市民向けのワークショップや絵画教
室の開催、美大生を含む若手作家
の展示、アート関連イベントの企画・
実施など将来の美術館活動につな
がる施設を整備します。

4-7

4-1 ◎

4-2 ◎

４．心豊かに安心して快適に暮らせるまちづくりを進めます。

4-5 ◎

地域のサポート体制や民間交番のあり
方等を検討するため、変更した。

新規防犯活動物品
補助団体率75％

民間交番のあり方に
ついて検討する。

犯罪が起こりにくい、安全で安心なま
ちづくりを行うため、防犯意識の高揚
を図り、市民による防犯パトロール等
の自主防犯活動を促進します。

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、維持管理費の削
減につながる省エネルギータイプの
防犯灯への切り替えを促進します。

4-6 ◎

4-3 ◎

4-4 ◎

◎

4-9 ◎

4-8 ◎

7



・写真収蔵作品数
2,600点
・写真展の開催

写真展入場者数1,735人

写真展入場者数
1,750人

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、「新た
なさがみはら文化」として内外に発信
します。

評
価

フォトシティさがみはらが10周年を迎え
関心が高まったことにより達成

相模原市総合写真祭フォトシティ
さがみはら事業

写真展入場者数1,700人

フォトシティさがみはらの入賞者からの
作品寄贈が順調に進み達成

評
価

フォトギャラリー(写真美術館）整
備及び作品展示事業

写真収蔵作品数2,500点

実
績

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。

窓口の土曜日開庁

①３区役所での土曜日開庁
②土曜日開庁を含む窓口サービス
のあり方や証明書自動交付機の運
用など、利便性の向上に向けた検討

・市民からの意見聴
取等を目的としたシ
ンポジウム、パブリッ
クコメントの開催

・プランの策定

平成２３年度から平成２７年度までの
５ヵ年計画を策定

①緑区役所、中央区役所及び南区役所
での第２、第４土曜日開庁を実施
②証明書自動交付機の増設（アリオ橋
本、市民ロビー相模大野に各１台）

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

　同プランは平成22～23年度の2ヵ年に
かけて策定するものであるが、平成22年
度中において、骨子案となる内容を、ほ
ぼ策定できた。

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に係る策定検討部会を開催し、
プランの目標や基本理念等について
検討

実
績

　策定検討部会を立ち上げ、同部会を4
回開催した。さらに審議会3回、推進会
議3回の開催とあわせ、プラン策定に向
けた取り組みを実施した。

行政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。

実
績

庁内関係各課に第９次の計画策定につ
いて、周知を図った。

評
価

市営斎場に、指定管理者制度を導入す
る方針を決定。導入にあたって、関係団
体と調整を進めた。

①３区役所での土曜
日開庁
②繁忙期における臨
時窓口の開設を予
定。（緑区役所区民
課、南区役所区民課
⇒Ｈ23.4.1～
H23.4.14）
③H24.3月末におけ
る土曜日開庁及び窓
口サービスのあり方
の検討。

①予定どおり３箇所での実施ができ、利
用者の利便性向上が図られた。
②アリオ橋本については、前倒しでの設
置（当初はH23年度実施予定）を行い繁
忙時期前の稼動ができた。

神奈川県と事務移譲に伴う課題につ
いて協議を行う。

実
績

事務移譲に伴う課題について、神奈川
県と協議を重ね課題整理に努めた。 事務移譲に伴う課題

を整理する。旅券窓
口の開設準備を進め
る。

評
価

４回の検討委員会を経てキャンプ淵野
辺留保地整備計画素案を策定

実
績

写真収蔵作品数2,501点

庁内検討組織を設置し、市営斎場の新
しい運用形態のあり方等についての検
討を２回行った。

パブコメを実施し、関
係団体等からの意見
を踏まえ、平成２３年
度に策定する。

実
績

評
価

国・県の計画を受け策定する計画であ
り、県の計画が平成２３年度に入ってか
ら市町村に周知されるため、平成２２年
度中の策定は行わなかった。

キャンプ淵野辺留保地整備計画素
案の策定

実
績

第９次交通安全計画の策定

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、
平成２３年度から平成２７年度までの
第９次相模原市交通安全計画を策
定します。

新たな火葬場のあり方の方向性につ
いての検討

市域の拡大や高齢化の進展などによ
り、市営斎場に対するニーズが高
まっているため、火葬場のあり方を検
討します。

キャンプ淵野辺留保
地整備計画策定

目標どおり達成

実
績

年間５００件の利用件
数

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。

市営斎場の指定管
理者制度の導入準
備を進める。
新たな火葬場のあり
方等に係る基本構想
の策定に向けた検討
を行う。

課題整理については、協議の結果、課
題解決に向けて一定の成果があった。

年間５００件の利用件数

実
績

年間９７１件の利用件数

評
価

火葬場のあり方の検討

淵野辺公園整備事業

一般旅券の申請受理・交付等
サービス事業

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。

住民票等広域発行サービス事業

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。

市街地においてみどりあふれる自然
環境に触れ合い、やすらぎと憩いの
場として快適な都市環境を提供する
ため、キャンプ淵野辺留保地の一部
を取得し、公園の整備を進めます。

評
価

◎

4-10 ◎

4-11 ◎

4-15 ◎

4-16 ◎

4-17 ◎

4-18 ◎

4-12 ◎

4-13 ◎

4-14
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－

(仮称)暴力団排除条例の制定

－

実
績

－ 安全で安心な社会の
実現を目指し、暴力
団排除に関する施策
の総合的な推進を図
るため、平成２３年度
中に条例を制定す
る。

評
価

平成２３年４月、「神奈川県暴力団排
除条例」が制定されたことに伴い、本
市においても、公共事業等の契約か
ら暴力団や共生者の排除等を内容と
した暴力団排除条例を定め、、県・市
町村一体となって暴力団排除を推進
します。

評
価

平成２３年度改修工事を延期したため、
平成２４年度以降の改修工事に向けて
準備を進める。

平成２４年度以降の
改修工事に向けて準
備を進める。

実
績

－

新4-22

・市民健康文化センターの大規模改
修の実施
・改修後の利用方法の検討

実
績

昭和５８年の開所以来、築２５年以上
が経過し、平成１９年度の劣化調査
において、早急な改修を要すること
が指摘されているほか、利用者の安
全確保、利用者ニーズに対応した諸
室の機能拡充など利便性の向上を
図るため大規模改修を実施します。

評
価

市民利用施設の修繕

評
価

神奈川県では「公共的施設における
受動喫煙防止条例」が施行され、市
民の喫煙に対する意識や考え方に
変化があり、これまでの吸い殻の散
乱防止対策に加えた取り組みが求め
られているため、安心安全の生活環
境を確保する目的から、路上喫煙の
防止に関する条例を制定します。

（仮称）路上喫煙防止条例の制定

－

4-21 ◎

市民会館は、昭和４０年に開館し、
ホールは平成３年及び４年の改修以
来、約２０年になり、ホール設備等は
老朽化している。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。

公募委員を含めた消費生活基本計画検
討委員会を７回、庁内ワーキングを３
回、消費生活審議会を３回開催。あわせ
て１０月に消費生活に関する市民意識
調査を実施し、素案の作成を進めた。

平成２３年度改修工事を延期したため設
計変更は行わなかった。

利用方法について、新たな世代の利用
や運用を検討

改修工事の完成

リニューアルオープ
ン

条例の改正

平成２２年10月１日より改修工事を実施
（現在工事中）
諸室の利用料金や運用についての検討
を実施

消費生活審議会に中間報告をするな
ど、概ね素案が策定された。

－

実
績

評
価

市民利用施設の修繕

市民会館実施設計の設計変更(単価
変更)

実
績

路上など屋外の公共
の場所における喫煙
規制の条例制定に
向け、庁内、庁外の
部検討を行い、平成
２３年度中に条例を
制定する。

消費生活に関する施策を総合的か
つ計画的に推進するため、消費生活
基本計画を策定します。

消費生活基本計画の策定

１０月に住民説明
会、パブリック・コメン
トを実施し、１月に答
申を受ける。

・検討委員会、庁内ワーキングで検
討
・市民アンケートの実施

4-20 ◎

4-23 新

4-19 ◎
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1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

新

－
定額運用基金の設置条例の改
正等

財務部　財務課
土地開発基金などの定額運用基金の一部について
整理統合を行うとともに基金の弾力的な運用を図る
など見直しを行う。

市財政の評価と情報開示

市債発行額の抑制 財務部　財務課

全庁的な収納対策の強化 財務部　財務課

新

寄附金の円滑な受入体制を整備する。また、寄附金
に関するホームページを開設し、積極的に市民等に
ＰＲすることにより適切な財源確保につなげる。

2,610

－

自治基本条例の検討 企画部　企画政策課

新

平成22年度に改定した「都市経営ビジョン・アクション
プラン」の各取り組み項目の着実な実施

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

自治体の仕組みの基本的なルールを定めるいわゆ
る自治基本条例について、調査･研究を進める。

－

－

平成２３年度から平成２５年度までの３年間の市債発
行額を1,000億円以内に抑制する。
実質公債費比率については８％以下を維持する。

－

事務改善制度の活性化

財務部　財務課

事務改善制度の見直しを行い、職員の資質の向上
及び改善活動の活性化を図る。

収納対策の一層の強化を図るため、全庁的な収納
強化に関する方針の策定、私債権に係る未収金の
回収業務の弁護士への委託や債権管理の適正化を
目的とした債権管理条例の制定に向けた取り組みを
進める。

部名／課名 事業費（千円）

「新・総合計画」を効果的かつ効率的に推進するた
め、成果目標の達成度を明らかにし、進行管理を行
う。

新・相模原市総合計画の進行管
理

１．成長戦略を持った都市経営を進めます。

企画部　企画政策課

都市経営ビジョン・アクションプラ
ンの推進

企画部　経営監理課

「外郭団体に係る改革プラン」の
策定及び進行管理

企画部　経営監理課

958

主な取り組み 内　容

市が出資等をしている外郭団体の「外郭団体に係る
改革プラン」を策定し、進行管理を行う。

－

企画部　土地利用調整課

「相模原市外郭団体に係る改革プラン」の策定を踏ま
え、新たな数値目標を持つ土地開発公社の経営計
画を策定し、保有資産の圧縮に努めるとともに、団体
の将来のあり方の検討を行う。

－財務部　財務課

－

財政状況の客観的指標である「格付け」の維持、向
上に努める。
　また、市民により分かりやすい内容で市財政の情報
開示を推進するため、当初予算（案）の概要など予算
関連資料の充実を図るほか、積極的な投資家向けＩ
Ｒ活動を行う。

公用車の交通事故防止対策

企画部　経営監理課

－

財務部　管財課
交通事故防止強化月間等安全運転行動への取り組
みを強化するとともに、安全運転研修の実施により、
職員の安全運転意識の高揚を図る。

財務部　財務課
市民への積極的なＰＲにより顧客の掘り起こしを行う
など市内での売上げ 額の向上に努める。

収益金 1,180,000

629

宝くじの販売促進

土地開発公社の経営計画の策
定

寄附金受入体制の整備
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1-14

1-15

1-16

1-17

東日本大震災における税務上の被災者支援につい
て、適切な対応を図る。

税務部　税制課　納税課
市民税課　資産税課
緑市税事務所
南市税事務所

－

新たな市税電算システムの構築
税務部　税制課　納税課
市民税課　資産税課

現行の税総合情報システムは稼動後１０年以上を経
過しており、度重なる税制改正や合併等に対応して
きた結果、システムのマスタの空き領域が不足するな
ど、喫緊の対応が必要な「個人市民税オンラインシス
テム」及び「収納管理システム」を中心に、再構築の
検討を進める。

－

東日本大震災に対する市税の取
扱い

公共施設白書の作成
企画部　企画政策課
財務部　公共建築課

新 8,150

－
不祥事防止に向けた取り組みの
強化

企画市民局
職員に対し、不祥事防止の研修を実施し意識啓発と
予防策の徹底を図る。

各公共施設の現状や利用実態などを把握、分析し、
維持改修に係る将来負担の全体像のほか、コスト分
析による施設運営上の課題などを明らかにするととも
に、公共施設マネジメントの議論や検討につなげる
ための基礎的な資料として作成する。
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2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

4,529

市民部　区政支援課
区の総合調整や支援のほか、区政全般の状況の把
握と見直しの検討を行う。

－

・情報セキュリティポリシーを改定する。
・情報マネジメント推進計画の着実な推進を図る。

新
ＮＰＯ法人の設立認証、認定、仮認定の権限委譲に
伴う市条例の制定を行う。

－

地域主権改革関連法案に基づく市としての政策的な
対応について、各局に対する支援・調整を行う。

広く市民の意見を聞くためのパブリック・コメントの募
集と今年度中の条例施行

－

（仮称）市民協働推進条例の制
定

市民部　市民協働推進課

市民部　市民協働推進課

２．地方分権改革の推進と自主・自律的な政策形成の支援を進めます。

区長会議の開催
区役所業務の見直しの検討

地域特性に即した政策研究の取
り組み等

地域主権関連法案に対応した各
局への支援

企画部　企画政策課

大学の高度な専門性を活用し、企業、NPOなど様々
な主体が連携・協働する拠点として、「（仮称）市民・
大学交流センター」を整備する（設置条例の制定、運
営体制の決定）。

企画部　広域行政課
（さがみはら都市みらい研
究所）

2,100

企画部　広域行政課

長期的展望にたった本市の地域特性に即した政策
研究や広域的な行政課題に関する研究を行う。

庁内分権を進めるための行財政
運営体制の確立

－

市民部　市民協働推進課 大学地域連携のさらなる推進を支援する。

6,468

6,000
相模原・町田大学地域コンソーシ
アム事業の推進

－

都市間連携への取り組み

・都市間連携協議の場へ参加する。
　　指定都市市長会議、九都県市首脳会議、業務核
都市関連の会議、その他広域的な連携に係る会議
・指定都市市長会議シンポジウムinさがみはらを開催
する。

（仮称）緑区合同庁舎・立体駐車
場整備事業

情報政策の推進 企画部　情報政策課

－

財務部　管財課
行政サービスや保健福祉サービスの拠点として（仮
称）緑区合同庁舎及び立体駐車場を整備する。

694,875

３．市民力を生かし、市民自治に根ざしたまちづくりを進めます。

「（仮称）市民・大学交流セン
ター」の整備

市民部　市民協働推進課

企画市民局
施策立案から予算編成までの一体的なプロセスを各
局・区が自律的に担える仕組みの構築と円滑な実施
に向けた支援・調整を行う。

特定非営利活動促進法の改正に
伴う市条例の制定
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4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

4-8

4-9

4-10

4-11

4-12

4-13

4-14

4-15

4-16

新

新
未定

(仮称)暴力団排除条例の制定 市民部　生活安全課

安全で安心な社会の実現を目指し、暴力団排除に
関する施策の総合的な推進を図るため、市の契約事
務からの暴力団排除等を内容とした条例を、平成２３
年度中に制定する。

市の公共工事などに従事する労働者の賃金の下限
額を定めるなど、労働者の労働意欲と業務の質を向
上させるための公契約条例の制定に向けた取り組み
を進める。

４．心豊かに安心して快適に暮らせるまちづくりを進めます。

－

「第2次さがみはら男女共同参画
プラン21」の策定

市民部　区政支援課

一般旅券の申請受理・交付等
サービス事業

市民部　区政支援課

火葬場のあり方の検討

財務部　契約課新

平成２３年度から平成２７年度までの５カ年計画を策
定

－第９次交通安全計画の策定

403

8,076消費生活基本計画の策定 市民部　生活安全課
消費生活に関する施策を総合的かつ計画的に推進
するため、平成２３年度末までに消費生活基本計画
を策定

－

地上デジタル放送未対応世帯等
に対する支援

企画部　情報政策課

新たな火葬場のあり方の方向性についての検討

事務移譲に伴う課題を整理する。旅券窓口の開設準
備を進める。

未定（仮称）路上喫煙防止条例の制
定

市民部　生活安全課

神奈川県では「公共的施設における受動喫煙防止
条例」が施行され、市民の喫煙に対する意識や考え
方が変化。これまでの吸い殻の散乱防止対策に加え
た取り組みが求められている。そのため安心安全の
生活環境を確保する目的から、路上喫煙の防止に関
する条例制定を予定。

主な市民利用施設の修繕 市民部

利用者の安全性と利便性を高めるための修繕等を実
施
・市民健康文化センターの改修工事
・斎場の修繕

1,153,000
36,512

写真展を中心とした市民参加型の文化事業を開催 12,000

城山文化ホールの整備 市民部　文化振興課
・城山文化ホールの竣工
・指定管理者の決定

636,465

総合写真祭フォトシティさがみは
らの開催支援

市民部　文化振興課

検討委員会を開催し、基本構想を検討する。

（仮称）アートラボはしもとの整備 市民部　文化振興課
民間から無償取得した施設を改修するほか、市民と
産官学連携により、運営組織（運営協議会）を組織す
る。

4,800

窓口サービスのあり方などの検
討

市民部　区政支援課
土曜日開庁を含む窓口サービスのあり方や証明書自
動交付機の運用など、利便性の向上に向けた検討

市民部　男女共同参画課
男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に
推進することを目的とした「第2次さがみはら男女共同
参画プラン21」の策定

2,372

本年７月２４日の地上デジタル放送完全移行を控え、
国や放送事業者等と連携し、未対応世帯等の地デ
ジ化を支援する。また、共聴施設の改修等を行う自
主共聴組合に対し、改修等工事費の一部を補助す
る。

20,000

市民部　生活安全課

市民部　文化振興課 江成常夫写真展の開催

市民部　文化振興課

収蔵写真作品展の開催

美術館の検討

75,454
（自動交付機経費）

528

27,951

公契約条例の制定に向けた取り
組み
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