
平成 年度23 　　　　　　　　　　環境経済局　運営方針　

■　キャッチフレーズ

さがみはらの持続的発展に向け、環境共生都市の実現と地域特性を生かした産業の振興

■ 局・区の運営の責任者

1

人と自然が共生し、環境負荷の少ない持続可能な社会を築くため、局内の横断的な事務事業の連携により、豊かな自然環境の保全、
快適な生活環境の創造 自然等の地域資源を生かした観光や林業の振興を推進するとともに 循環型社会の形成に向けた市民 事業

■　局・区の役割・目標

環境経済局長　淡野　浩

　1.環境共生都市の実現を図ります。

■　局・区の運営の責任者

経済部長　加藤　一嘉　　　環境共生部長　森　多可示　　　資源循環部長　北村　美仁

快適な生活環境の創造、自然等の地域資源を生かした観光や林業の振興を推進するとともに、循環型社会の形成に向けた市民、事業
者、行政の一体となった取組みを進めます。

市民の豊かな暮らしの実現と活力ある地域社会を創出するため、地域特性を生かした既存産業の活性化や成長産業などの起業・立地
の促進、雇用の促進を図ります。

東日本大震災により打撃を受けた市内中小企業等への緊急的な支援や、今後、長期化が懸念される節電への取組み等、震災影響対
策に努めます

　2. 地域特性を生かした産業の振興を図ります。

　3. 東日本大震災の影響対策に努めます。

策に努めます。

1.現場を第一主義として、市民目線で事業課題に取り組みます。
2.職員一人ひとりが資質の向上を意識し、組織全体の政策能力の向上を目指します。
3 アカウンタビリティ（説明責任）を果たします

■　局・区経営の視点・方針

3.アカウンタビリティ（説明責任）を果たします。
4.コンプライアンス（法令・規律の遵守）の徹底、交通事故の防止に努めます。
5.ワーク・ライフ・バランスに率先して取り組みます。
6.チーム力の向上と明るい職場づくりに努めます。

■　現状と課題

1

2

現　　　状

大量生産、大量消費、大量廃棄型の現在の社会経済システムは、
ごみの大量発生とその処理に伴う環境への負荷やコストの増大を
招くため、資源循環型社会への転換が求められている。

市民生活や事業活動に伴い排出されるごみを適正に処理し ごみ

環境配慮に対する市民の関心はより一層高まっており、身近な暮ら
しの中から取り組める地球温暖化対策の推進が求められている。

環境への配慮に対する市民、事業者、市の役割を明確にする仕
組みづくりや、温室効果ガス削減へ向けクリーンエネルギー自動
車の普及、省エネ対策の推進など、環境への負荷が少ない、持
続可能なまちづくりを進める必要がある。

市民、事業者がごみ問題を自らの問題ととらえ、ごみの減量行動
を進める仕組みやごみを資源として循環させるシステムの構築が
必要となっている。

ご

課　　　題

3

4

5

市民生活や事業活動に伴い排出されるごみを適正に処理し、ごみ
の不法投棄や散乱を防止し、清潔なまちづくりを進めるため、市民、
事業者、行政の協働による取り組みが求められている。

やすらぎと潤いがあふれる自然環境を次代へつなぐため、魅力ある
公園づくりやみどり豊かな都市空間の創造に向けた取り組みの推
進が求められている。

県が取り組む水源環境保全・再生事業との連携による森林の整
備や地場産木材の利用拡大など林業の活性化に取り組む必要
がある。

ごみを取り巻く社会情勢の変化への対応や経済性、効率性を考
慮したごみ処理体制の整備が必要である。

水とみどりを保全・再生・活用し、多様な生物の生息・生育環境を
守り、人と自然が共生する都市づくりが必要である。

人々の生活や事業活動を通じ環境負荷は増大し いる とから 安

本市の豊かな森林は、水源かん養機能の向上や地球温暖化の防
止、生物多様性の確保、木材資源としての活用など、様々な機能が
期待されている。

6
市民の良好な生活環境の保全を図るため、環境監視や発生源対
策等により環境汚染の未然防止に取り組む必要がある。

人々の生活や事業活動を通じ環境負荷は増大していることから、安
全で快適な生活環境の創出に向け、大気、水、土壌などの市民生
活を取り巻く環境の保全が求められている。
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7

8

市内製造業における技能の継承など、ものづくりに携わる人材の育
成・確保が課題となっている。また、不安定な雇用情勢に加えて、
ニート状態にある若者の数が依然として高水準にあることや、フ
リーターの高年齢化、新卒者の就職率の低下、女性の再就職が困
難であるという状況にある。

都市のにぎわいと活力を底上げするため経済・都市基盤の充実を
図り、強固な産業集積基盤の形成が求められている。

東日本大震災の影響により原材料の入手経路や流通経路の分

熟練技術者からの技能継承への支援や、学校と連携したイン
ターンシップなどの取り組みを図る必要がある。
また、就労困難な若年層、女性に対し就労支援策を図り地域雇
用の下支えを行う必要がある。

広域交通ネットワークの整備に合わせた製造業等の立地促進と
産業用地創出に向けた取り組みが必要となっている。

市内経済の安定化を図るため 産業支援機関等と連携し実態に

2

9

10

東日本大震災の影響により原材料の入手経路や流通経路の分
断、被災地への建設機械の集中等、長期にわたることが懸念され、
また、電力供給の制約への早急な対策が不可欠である。

大型店の出店や市外への購買力の流出による商店街の衰退、農
業従事者の高齢化や後継者不足等による農地の荒廃化、など、既
存産業を取り巻く課題への対応が求められている。

都市型の観光交流を通じたにぎわいづくりや水源地域の自然、

市内経済の安定化を図るため、産業支援機関等と連携し実態に
即した中小企業への支援や雇用対策などの経済対策を講じてい
く必要がある。

中心市街地における商店街等が取り組むにぎわいづくりへの支
援や空き店舗対策に取り組む必要がある。
また、都市農業を推進するため関係機関と連携し農地の保全と
活用に取り組む必要がある。

11
都市の魅力と豊かな自然資源を生かした観光交流の促進や「潤水
都市 さがみはら」を合言葉としたシティセールスへの取り組みが求
められている。

都市型の観光交流を通じたにぎわいづくりや水源地域の自然、
歴史、文化を生かした体験・交流型のプログラムの提供、観光を
担う人材の育成等に取り組む必要がある。また、「潤水都市 さが
みはら」を広くＰＲするための観光イベント等にも取り組む必要が
ある。
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平成２３年度
指標・目標

平成２２年度
事務事業名

■　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.環境共生都市の実現を図ります。

地球環境温暖化対策の推進

指標・目標 実績・評価等

・（仮称）地球温暖化対策実行計画の策定を
するために 地球温暖化対策実行計画協議

事務事業の概要

3

◎1-1

・（仮称）地球温暖化対
策実行計画の策定
・（仮称）地球温暖化対
策推進条例の制定準
備
・（仮称）地球温暖化対
策地域協議会の設立
準備
・環境影響評価制度の
構築へ向け基礎調査
の実施

・環境基本計画の進行管理・評価を行う
（仮称）環境市民会議の設置及び推進体
制の構築
・（仮称）地球温暖化対策実行計画の策
定
・（仮称）地球温暖化対策推進条例の制
定準備
・（仮称）地球温暖化対策地域協議会の
設立準備

実
績

するために、地球温暖化対策実行計画協議
会を設置し、協議を進めた。
・（仮称）地球温暖化対策推進条例の制定準
備を進めた。
・（仮称）地球温暖化対策地域協議会の設立
準備を進めた。
・低公害自動車普及の促進のために、電気
自動車を５台導入した。また、急速充電器及
び普通充電器を本庁舎に整備した。
・相模原市水とみどりの基本計画推進協議会
（第３者機関）及び同推進会議（所属長）と作
業チームを設置した。

地球規模の環境問題や地域の環境
課題への市民一人ひとりの取組みが
求められて ることから 誰もが身近

◎1 1

・（仮称）地球温暖化対策実行計画について
は遅れている。
・新エネルギー導入促進方針の決定につい
ては遅れている。
・低公害車普及促進及び水とみどりの基本計
画の推進体制については予定どおり実施
商店街街路灯 省 ネ ギ 商店会

の実施
・次世代クリーンエネル
ギー自動車等普及の
促進
・再生可能エネルギー
の活用として小水力発
電への取り組み
・BDF化運営システム
の構築を検討するととも
に実証実験を継続して
実施

設立準備
・新エネルギー導入促進方針の決定
・(新)低公害自動車普及の促進
・水とみどりの基本計画の進行管理・評
価を行う第３者委員会の設置及び推進
体制の構築
・商店街街路灯の省エネルギー化の促
進
 　４商店会　１７４基

業チームを設置した。
・商店街街路灯の省エネルギー化の推進
　６商店会　２０４基

求められていることから、誰もが身近
な暮らしの中から取り組める地球温
暖化対策を推進します。

評
価

・商店街街路灯の省エネルギー化は商店会
数、設置数とも目標を上回った。

―

環境を守る担い手の育成

―

実
績

次代を担う子どもたちが環境問題へ
の理解を深められるよう、学習機会
の充実を図ります。

1-2 ◎
・環境情報センターで
の環境学習講座などの
開催を進める。

評
価

―
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資源循環型社会の形成

・４Ｒの普及啓発
　・市民1人１日当りの家庭ごみ排出量
　　　　　　　　　 →540ｇ（H21:552ｇ）
　・リサイクル率→20.8％（H21：19.8％）
　・ごみ総排出量→235,981ｔ（H21:247,817ｔ）

　・ごみDE71大作戦実施（127回実施）
　（主な内容）
　　・駅頭キャンペーン等のキャンペーン活動

　・地域講座、新規転入者講座等の各種講

4

・４Ｒの普及啓発
　(新)ごみDE71大作戦展開
　(新)ごみ・資源分別啓発用冊子の作
　 成・配布

実
績

　 地域講座、新規転入者講座等の各種講
　　　座
　　・各種イベント等における啓発活動
　※ごみの減量化・資源化を進めるため市民
　　に直接的に働きかける啓発活動を積極的
　　に展開してきた。効果的な手法について
　　は今後も検討を進めていく。
　・家庭ごみ分別事典を作成し（45万部）、ポ
　　スティングによる全戸配布を実施した。こ
　　れにより、分別に対する意識の浸透を図
　　った。

事業系ごみ減量化 資源化の促進

・４Ｒの普及啓発
　①市民1人１日当りの
　　家庭ごみ排出量
　　（530ｇ以下）
　②リサイクル率
　　（21％以上）
　③ごみ総排出量
　　（234,500ｔ以下）

・事業系ごみ減量化・資源化の促進
　(新)エコ商店街促進奨励金制度の実施
　(新)コンベア式搬入物検査装置の導入

・高品質バイオディーゼル燃料による実
証実験の継続
・今後の推進方策の検討

・事業系ごみ減量化・資源化の促進
　・エコ商店街の認定件数　新規１件
　　　エコ商店街の認定は商店街団体加盟
　　事業者の４割以上がエコショップ、エコオ
　　フィスの認定を受けている条件であり、
　　新規の１件を加え合計２件となった。
　・H22、７月に検査装置を導入し、南北清掃
　工場で搬入車両延べ1443台の展開検査を
　実施した

・高品質バイオディーゼル燃料による実証実
験を継続して実施した。

1-3 ◎ 循環型社会の形成に向け、４Ｒ（発
生抑制・排出抑制・再使用・再生利
用）を推進します。

・相模原ごみDE71大作
戦展開

・リサイクル啓発紙の発
行

・エコ商店街促進奨励
金制度

・事業系一般廃棄物
（49,300ｔ以下）

・ごみの減量化・資源化が進んでいる

・事業系ごみの搬入量が対前年比15％減と
なった。平成２７年度の事業系ごみ量が対平
成１２年度比20％減を目指した「CUT20」の目
標を平成22年度で達成した。

・高品質バイオディーゼル燃料による実証実

験を継続して実施した。
・今後の推進方策を検討

（49,300ｔ以下）

評
価

廃棄物の適正処理の推進
・旧南清掃工場解体及び跡地利用の事業方
針を決めた。
・市とパートナーシップ締結している津久井地
域の市民団体７団体と意見交換会を実施（年
間2回実施）
・監視カメラ周辺の除草作業（各団体が年間
２～３回実施）
各 体 視 や 域 美

・高品質バイオディーゼル燃料による実証実
験を継続して行ってきたが、今後の推進方策
を引続き検討していく必要がある。

・旧南清掃工場解体に
向けた解体事前調査、
解体発注仕様書作成
等を行う

1-4 ◎

・(新)旧南清掃工場解体等の事業計画
策定
・不法投棄防止パートナーシップ事業の
実施
・監視カメラによる監視の実施、昼夜間の
パトロールの実施、不法投棄物の撤去
・不法投棄撲滅キャンペーンの実施（藤
野地区での実施を予定）

適正なごみ処理体制を確保するとと
もに、自然環境や生活環境を保全す
るため、廃棄物の不法投棄防止対
策を推進します。

・各団体による監視パトロールや地域の美化
活動を実施
・監視カメラの設置状況：60台
・夜間パトロールの実施回数：延べ204回/年
・不法投棄回収量　317ｔ/年
・不法投棄撲滅キャンペーン
　・実施日：11月28日（日）
　・実施場所：日連・吉野地区、JR藤野駅前
　・参加者：75人
　・ごみの回収量：240㎏

実
績

予定どおり実施

等を行う。
・一般廃棄物 終処分
場汚水処理施設の整
備計画策定等を行う。
・不法投棄防止パート
ナーシップ事業の実施
・監視カメラによる監視
の実施、パトロールの
実施、不法投棄物の撤
去回収
・不法投棄撲滅キャン
ペーンの実施

般ご 収集業務

・さがみはら森林ビジョン策定
・水源の森林づくり事業

間伐等整備　149ｈa

評
価

予定どおり実施

不法投棄回収量は年々減少傾向にあり、一
定の成果をあげている。また、不法投棄防止
パートナーシップ事業は不法投棄防止活動
にとどまらず、地域の美化活動にも取り組ん
でいる。

実

水源環境の保全・再生

・（仮称）相模原市森林ビジョンの策定

・一般ごみ収集業務の
民間委託の推進

・施業集約化推進事業
の検討
・森林情報サイトの検討
市町村森林整備計画

1-5 ◎

予定どおり実施

間伐等整備　149ｈa
　協力協約締結　93ha
・市有林の間伐等　18.01ha
・私有林の間伐等　2.94ha
・上大島地区樹林整備　1.63ha

評
価

実
績

人々に安らぎを与える恵み豊かな水
源地の保全・再生を進めます。

（仮称）相模原市森林ビジョンの策定
・水源の森林づくり事業
　間伐等整備 　82ha
　協力協約締結 82 ha
・地域水源林保全・再生事業
　市有林の間伐等16.6ha
　私有林の間伐等　1.8ha
・上大島地区樹林整備
　　1.63ha

・市町村森林整備計画
の見直し
・水源の森林づくり事業
間伐等整備　135ｈa
協力協約締結　76ha
・市有林の間伐等
               18.31ha
・私有林の間伐等
               　1.8ha
・上大島地区樹林整備
　　1.64ha
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1-6 ◎ 緑地の保全・活用や水辺環境の保
全・創出、また、有害鳥獣による被害
対策を進めます。

・ホタル舞う水辺環境の保全等の促進に
関する条例に基づく区域指定　5区域
・金丸緑地の整備
　　整備予定　1.76ha
・(新)（仮称）里地里山条例の制定
・相模川ふれあい科学館再整備の基本
設計

実
績

評
価

・ホタル区域指定　１区域
・金丸緑地の整備　整備面積　1.95ha
・相模原市里地里山の保全等の促進に関す
る条例を制定（平成２３年３月）
・相模川ふれあい科学館再整備の基本設計

・ホタル区域は1区域を
指定
・里地里山地域は１地
域を指定
・相模川ふれあい科学
館再整備の実施設計・ホタル区域指定は目標を下回った。

他３事業は予定どおり実施

人と自然が共生する環境の形成

5

・良好な大気・水・土壌環境の確保の取り
組み

トなど 起因す 健康被害未

生活環境の保全

価

・調査地点環境基準適合率88.4％(平成２１
年度86.8％）
・大気中のアスベスト定期測定(定点５箇所、
年４回測定、結果：0.057本／ℓ未満）
・盛土等の規制に関する条例を予定通り全部
改正し、名称を相模原市土砂等の埋立て等
の規制に関する条例に改めた(平成２３年４月
１日施行）。

・良好な大気・水・土壌
環境の確保の取り組み
・アスベストなどに起因
す 健康被害未然防

・他３事業は予定どおり実施

実
績

1-7 ◎

・アスベストなどに起因する健康被害未
然防止策の推進
・(新)盛土等の規制に関する条例の改正
・津久井クリーンセンターの再整備
　・旧焼却施設解体工事（平成21年度～
　　22年度継続事業）
　・し尿処理施設建替整備に向けた基本
　　計画の策定

１日施行）。
・津久井クリーンセンターの再整備
　・旧焼却施設解体工事が完了した。
　・し尿処理施設建替整備基本計画を策定し
　 た。

する健康被害未然防
止策の推進
・土砂等の埋立て等の
規制に関する条例の適
正な運用
・し尿処理施設建替整
備工事に係る生活環境
影響調査及び発注仕
様書等の作成を行う。

市民の良好な生活環境の保全を図
るため、環境監視等により環境汚染
の未然防止に努めます。

・環境基準の適合率については、高い適合
率を維持できている。
・大気中のアスベストについては、基準はな
いが、参考として「特定粉じん発生施設の敷
地境界基準10本／ℓ」と比較しても低い数値
である。

評
価

快適な都市空間の創造

・相模原麻溝公園競技場（バックスタンド
等整備）
（平成21年度～22年度継続事業）
・街区公園整備
（仮称）西大沼１丁目公園（仮称）西橋本

実
績

・相模原麻溝公園競技場バックスタンド完成
（１月）
・街区公園（西大沼どんぐり公園１２月完成、
平和公園３月完成）
・峰山霊園　一般墓所６３５区画、合葬式墓所
１基（５，０００体用）を整備
　公募結果　普通墓所　　 ２５８区画
　　　　　　　　芝生墓所　　 ３７７区画

合葬式墓所 区画

である。
・盛土条例、津久井クリーンセンターの再整
備については予定どおり実施

・相模原麻溝公園競技
場((仮称）第２競技場実
施設計、メインエントラ
ンス園路広場整備等）
・街区公園、（仮称）下

1-8 ◎

2. 地域特性を生かした産業の振興を図ります。

（仮称）西大沼１丁目公園（仮称）西橋本
２丁目公園
・峰山霊園整備
平成22年度公募予定
　普通墓所　258基
　芝生墓所　377基
　(新)合葬式墓所500体

　　　　　　　　合葬式墓所　２０８区画
　　　　　　　　　　　　　　　　（３２５体）

潤いと憩いの場として魅力ある公園
などの都市空間の創造を進めます。

評
価

計画どおりに公園等の整備や霊園の公募が
実施でき、市民に身近な公園の提供や墓所
を供給することができた。

街区公園、（仮称）下
九沢杉の子公園整備
・墓所に関するニーズ
調査の実施、市営墓地
の今後のあり方の検討
及び次期整備予定地
測量業務

2-1 ◎

・求職者支援講座の開催（８回開催）
・キャリアカウンセリングの実施
・ニート、フリーターを対象とした若年者キャリ
ア開発プログラム事業の実施
・技術・技能セミナーの実施（３回開催）
・ものづくり人材育成プランの作成
　  「暮らし先進都市」PTにて検討し提案を
　　報告
・緊急雇用創出事業
　　45事業、302人採用
ふるさと雇用再生特別基金事業

・求職者支援講座の開
催（年８回）
・キャリアカウンセリング
の実施
・ニート、フリーターを対
象とした若年者キャリア
開発プログラム事業の
実施
・技術・技能セミナーの
実施（年３回）
・ものづくり企業見学

・求職者支援講座の開催
　（年８回）
・キャリアカウンセリングの実施
・ニート、フリーターを対象とした若年者
キャリア開発プログラム事業の実施
・技術・技能セミナーの実施（年2回）
・(新)ものづくり人材育成プランの作成

実
績

就職困難な若年者や再就職を希望
する女性を対象とした就労支援に取

雇用対策と働きやすい環境の整備

2-1 ◎ ・ふるさと雇用再生特別基金事業
　　7事業、140人
・就職面接会（２回開催）
・無料職業紹介事業
　　キャリアカウンセリング4,727件実施

・ものづくり企業見学
キャラバンの実施
・緊急雇用創出事業の
実施（48事業、371人を
予定）
・ふるさと雇用再生特別
基金事業の実施（9事
業、226人を予定）
・新卒未就職者等人材
育成事業や無料職業
紹介事業の実施

・(新)ものづくり人材育成プランの作成
・緊急雇用創出事業の実施35事業、226
人を予定
・ふるさと雇用再生特別基金事業の実施
7事業、146人を予定
・中途採用者等の就職面接会や無料職
業紹介事業の実施

評
価

する女性を対象とした就労支援に取
り組むとともに、市内中小企業を担う
技術者等の人材の育成を促進しま
す。

予定どおり実施

5



・事業計画　9件認定
　（総投資予定額130.7億円）
・工業系産業用地創出対策本部会議の開催
・宮下地区まちづくりを考える会活動支援
　（会議 7回開催）
・金原工業団地まちづくり協議会活動支援
　（会議 3回開催）
・産業用地創出に向けた取組支援
　（地権者及びアドバイザーによる勉強会

実
績

地域経済を支える産業基盤の確
立

・企業立地の促進
・工業系地区計画、建築協定導入に向
けた支援
・宮下地区まちづくりを考える会活動支
援
・金原地区の産業用地創出に向けた取
組み支援（アドバイザ による勉強会開

2-2 ◎

・企業立地の促進（事
業計画 10件認定）
・金原工業団地工業系
地区計画、建築協定導
入に向けた支援（会議
3回開催）
・宮下地区まちづくりを
考える会活動支援(会
議 7回開催)及び大野
台地区準工業地域で

都市の力を底上げする経済・都市基
盤の充実を図り本市産業の持続的
発展のため 製造業等の企業立地

6

新産業の創出と中小企業の育成・
支援

（地権者及びアド イザ による勉強会
　 10回開催）

・融資制度は、震災に
起因する不況に対し

組み支援（アドバイザーによる勉強会開
催）
・さがみ縦貫道路インターチェンジ周辺
での産業用地の創出の検討

台地区準工業地域で
の新規活動支援(会議
2回開催)
・金原工業団地西側地
区産業用地創出に向
けた取組支援（アドバイ
ザー派遣 3回）

発展のため、製造業等の企業立地
の促進と産業用地の創出に取り組み
ます。

評
価

予定どおり実施

2-3 ◎

支援

市内経済の安定化を図るため、緊急
経済対策本部を設置し、国の経済対
策との整合を図りながら、新産業の
創出と中小企業への支援の充実に
取り組みます。

・融資実行件数 2,102件
　融資実行金額 20,579,677千円
・トライアル認定件数　13社 21製品

実
績

予定どおり実施
評
価

・融資制度の利用促進
・(新)トライアル発注認定制度の推進

起因する不況に対し
て、利用者負担利率の
引き下げを継続実施
・トライアル発注認定件
数 10製品
・新技術実用化コン
ソーシアム形成支援事
業（新制度の創設及び
募集、２プロジェクトの
採択）
・産業支援機関と連携
した中小企業の支援と
して フォーラムを開催

2 4 ◎

商業・サービス業の振興

利便性の高い魅力ある商店街づくり ・中心市街地の活性化推進

実
績

・中心市街地における
商業者と文化施設の連
携事業の拡大、パブ
リックインフォメーション
等を活用したまちの賑
わい創出

・橋本駅周辺グレードアップ事業（橋本、プロ
ポーザル方式を採用して地域の意見を取り
入れて実施）、西門買物公園道路再整備事
業の実施（相模原）
・パブリックインフォメーションの運用（相模大
野、行政情報や観光情報を放映して地域住
民の利便性を高めることができた。また市内
事業者、商店会等の広告を放映することで、
運用費用の大半を捻出するとともに地域商業

価 して、フォーラムを開催
（３回）

2-4 ◎ 利便性の高い魅力ある商店街づくり
を支援し商店街の活性化を推進しま
す。

都市農業の振興

予定どおり実施
評
価

・中心市街地の活性化推進
わい創出
・商店街・地域連携型
事業、空き店舗活用事
業等による商店会支援
・商店街街路灯の省エ
ネルギー化の推進
　8商店会340基

運用費用の大半を捻出するとともに地域商業
の活性化にも貢献した。広告主 １０団体 広
告料収入8,028,720円）

・農産物直売所の開設については、市農協を
事業主体として設置場所等を検討実

耕作放棄地対策協議

2-5 ◎ 企業の農業参入や農業従事者の育
成を図る等、農地の保全と活用に向
けた取り組みを進めます。

魅力ある観光の振興

・大型農産物直売所開設の促進
・(新)耕作放棄地対策協議会の設置によ
る耕作放棄地の再生利用の促進

・潤水都市さがみはらフェスタや各観光行事・
イベントなどで、政令指定都市移行記念事業
を実施した

事業主体として設置場所等を検討
・平成２２年４月「相模原市耕作放棄地対策
協議会」を設立

実
績

評
価

・耕作放棄地の再生活用を実施

・耕作放棄地対策協議
会を通じての農地の再
生・活用
・農道・用排水路の整
備
・直売所の開設支援

◎2-6 都市と水源地という本市の特性を生
かした観光資源の活用を進めます。

・(新)政令指定都市移行の記念事業の実
施
・(新)観光振興計画地域別計画の策定
・小原宿活性化計画の推進
・観光人材育成事業の実施
・(新)自然体験活動指導者育成事業の
実施

・観光エリアの形成促
進（地域別計画の策
定・推進）
・観光人材育成事業の
実施
・観光協会の組織・機
能の強化支援
・観光情報発信事業

を実施した。
・新たに3地域で地域別観光振興計画を策定
した。
・小原宿活性化計画で、計画に基づき6つの
プロジェクトで事業を実施した。
・観光人材育成事業として、観光おもてなし
研修、観光まちづくり研修を開催（計2回）す
るとともに、相模原市観光マイスターによる本
市の観光の魅力を披露した。
・藤野地域において、各種自然体験を指導・
ガイドする自然体験活動指導員の育成講習
会を実施した。

実
績

評
価

都市のにぎわいと津久井地域の豊かな自然
という観光資源の活用とＰＲがなされた。

会を実施した。
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1-1
環境共生部
　環境政策課

省エネルギー対策普及促進事業 －

主な取り組み 内　容部名／課名 事業費（千円）

広報紙や市ホームページを活用し、家庭部門におけ
る省エネルギー対策の普及啓発を行う。

1.環境共生都市の実現を図ります。

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

7

1-2

1-3

56,900

環境共生部
　環境政策課

環境影響評価制度に関する基礎調査を実施し、本
市としての制度の検討を進める。

家庭から排出される使用済み食用油をバイオディー
ゼル燃料（BDF）にリサイクルして利用するための運
営システムの検討等を行う

6,470

環境共生部
　環境政策課

太陽光発電システム、太陽熱利用システムの補助事
業を推進する。

再生可能エネルギー等導入促進
事業

2,100

資源循環部
　清掃施設課

環境影響評価制度の構築

1-4

1-5

65,303

環境を守る担い手の育成事業

脱温暖化街づくり推進事業
・地球温暖化対策推進基金の積み立てを行う。
・次世代クリーンエネルギー自動車購入奨励制度を
拡充する。

環境共生部
　環境政策課

23,000
環境共生部
　環境政策課

環境情報センターの事業の一つの柱に位置づけ、環
境講座等の充実を図る。

営システムの検討等を行う。
清掃施設課

1-6

1-7
資源循環部
　資源循環推進課

家庭ごみの減量化・資源化推進
事業

４Rを推進し、家庭から排出される一般ごみの排出量
を減らし、資源分別回収を推進する。また、地域コミュ
ニティによるごみの減量化・資源化を図るため、地域
団体等の活動を支援する。

環境共生部
　環境政策課

（仮称）地球温暖化対策推進体制検討会を設置し、
地域協議会や地球温暖化防止活動推進員のあり方
の検討や設立準備を行う。

1,610,417

320
地球温暖化対策地域協議会活
動支援事業

1-8

1-9

資源循環部
　廃棄物指導課

事業系ごみの適正な分別排出を徹底することにより、
ごみの減量化・資源化を促進する。また、大学等研究
機関や　企業と連携し、技術的、経済的な側面から
事業系ごみの処理方法や処理ルートの確立に向け
た施策を調査・研究する。

事業者等の環境保全に対する意識の高揚を図るた
め、ごみの減量化・資源化の推進に取り組む市内小
売業店舗をエコショップ、市内事業所をエコオフィス、
市内商店街等をエコ商店街として認定するとともに、
その拡大に取り組む 商店街団体に奨励金を交付す

事業系ごみの減量化・資源化促
進事業

エコショップ等認定事業
資源循環部
　廃棄物政策課

2,753

400

1-10

1-11

その拡大に取り組む。商店街団体に奨励金を交付す
る。

廃棄物処理施設の整備
資源循環部
　清掃施設課

資源循環型社会の普及啓発事
業

資源循環部
　資源循環推進課

資源循環型社会の形成に向けて、４R推進に対する
市民意識の醸成を図るため、情報提供や啓発活動を
行うとともに、ごみの減量化・資源化を行う市民等を
支援する。

旧南清掃工場解体工事実施に向けた事前調査、発
注仕様書作成、及び跡地利用配置・動線計画の作
成を行う

16,960

13,023

1-12

資源循環部
　廃棄物政策課
　橋本台環境事業所
　麻溝台環境事業所

清掃 設課

一般ごみ収集業務の民間委託の
推進

資源循環部

廃棄物の不法投棄を防止し、良好な生活環境を確保
するため、不法投棄多発箇所の重点的なパトロール
や監視カメラによる監視を行う。また、不法投棄防止
パ トナ プ協定を締結した市民団体を支援す

49,400
一般ごみ収集業務の一層の効率化を図るため、平成
２３年１０月から段階的に民間委託を進める。

成を行う。

1-13
美化推進・不法投棄防止対策事
業

資源循環部
　資源循環推進課
　廃棄物指導課
　津久井クリーンセンター

パートナーシップ協定を締結した市民団体を支援す
るなど、不法投棄防止対策を推進する。
また、「ごみの散乱防止によるまちの美化の推進に関
する条例」に基づく重点地区でのポイ捨て・喫煙指導
の実施及びまち美化アドプト制度による清掃活動を
実施する。

44,189
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1-14

1-15

新
電力需要ピークに合わせた効率
的なごみエネルギー利用の推進

資源循環部
　南清掃工場
　北清掃工場

78,381

ごみ焼却設備の運転の効率化を図り、電力需要ピー
クの時間帯に電力会社への送電量の増加を推進す
る。

0

水源の森林づくり事業

経済部
　津久井経済観光課
　相模湖経済観光課
　藤野経済観光課

水源の森林づくりエリア内における私有林の所有者と
協力協約を締結し、間伐・枝打ち等の適切な森林管
理の支援を行う。

8

1-16

1-17

2,109

2,500

経済部 水源の森林づくりエリア及び地域水源林エリア内に

私有林（民有林）整備事業
経済部
　津久井経済観光課

地域水源林エリア内における私有林の所有者と協力
協約を締結し、間伐・枝打ち等の適切な森林管理の
支援を行う。

地域水源林保全・再生事業
環境共生部
　水みどり環境課

上大島地区内の私有林について施業代行制度によ
り間伐、枝打ち、つる切り、除伐等の整備を行う。

1-18

1-19

46,336

4,600

市有林整備事業の推進
経済部
　津久井経済観光課
　相模湖経済観光課

水源の森林づくりエリア及び地域水源林エリア内に
おける市有林の間伐・枝打ち等の適切な森林整備を
行う。

地場産木材の利活用促進事業
（さがみはら森林ビジョン推進事
業）

経済部
　津久井経済観光課

「さがみはら森林ビジョン」に位置づけられた林業振
興等の施策を実施し、市民の共通財産である森林を
次世代に確実に引継ぐため、森林の保全・林業の振
興・木材生産体制の確立を図る。

林道整備事業
経済部

円滑な森林施業管理による木材の品質の向上や、搬
出作業 負担軽減を図 ため 林道整備事業を行1-20

1-21

1-22

林道整備事業
経済部
　津久井経済観光課

出作業の負担軽減を図るため、林道整備事業を行
う。

市民との協働による緑地の保
全 活用事業

環境共生部
水みどり環境課

パートナーシップ協定に基づき、散策路整備や緑地
等の保全活動等を支援するとともに、街美化アダプト 88,294

緑地の公有地化推進事業
環境共生部
　水みどり環境課

近郊緑地特別保全地区内において、都市緑地法の
規定に基づく買入れ申出を受けた土地を取得する。

6,500

100,100

1 22

1-23

1-24

全・活用事業 　水みどり環境課
等の保全活動等を支援するとともに、街美化アダプト
制度を活用し、緑地等の適正な維持管理を行う。

88,294

1,500

鳥屋猟区運営事業
環境共生部
　津久井環境課

鳥獣の保護と狩猟の調整を図り、鳥獣による生活環
境、農林業、生態系に関わる被害防止に努める。

1,880

里地里山保全等促進事業
環境共生部
　水みどり環境課

市里地里山の保全等の促進に関する条例に基づく
団体と計画を認定し、包括協定を締結する。

1-25

津久井環境課 境、農林業、生態系に関わる被害防 に努める。

相模川ふれあい科学館再整備事 環境共生部

親水空間の保全・創出事業
環境共生部
　水みどり環境課

・市ホタル舞う水辺環境の保全等の促進に関する条
例に基づく新規区域指定及び活動認定（支援）を行
い、身近にある水辺環境の保全及び再生を促進す
る。
・水辺トイレの案内サインを設置する。

1,370

1-26

1-27

1-28

相模川ふれあい科学館再整備事
業

環境共生部
　水みどり環境課

再整備の実施設計を行う。 32,000

し尿処理施設の整備
資源循環部

清掃施設課

津久井クリーンセンターし尿処理施設の建物・設備の
老朽化が進んでいるため、建替工事実施に向けた生 25 000

環境監視測定事業
環境共生部
　環境保全課
　津久井環境課

工場・事業場の排煙･排水等の規制、指導及び大気･
水質等の測定調査を行う。

89,933

1-28 し尿処理施設の整備
　清掃施設課

老朽化が進んでいるため、建替工事実施に向けた生
活環境影響調査及び発注仕様書作成等を行う。

25,000
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1-29 61,362都市緑化推進事業
環境共生部
　水みどり環境課

・（財）相模原市みどりの協会の自主事業に対して助
成する（みどりのまちづくり基金の運用益を全額充当
する）。
・保存樹林協定者に対して、奨励金（固都税相当額）
を交付する。高木剪定費用の一部を助成する。
・保存樹木協定者に対して、樹木診断を実施するとと
もに、樹木の治療費や剪定費の一部助成を行う。
・公共施設緑化を推進（現行の維持管理及び新規設
置）する。

9

1-30

1-31

　・測量業務委託
　・雨水貯留槽実施設計及び整備工事
　・メインｴﾝﾄﾗﾝｽ･第6駐車場実施設計及びメイン
 　エントランス園路広場整備工事

夜間照明設備工事実施設計

街区公園整備事業
環境共生部
　公園課

街区公園整備
　・（仮称）下九沢杉の子公園

6,000

204,000相模原麻溝公園整備事業
環境共生部
　公園課

1-32

1-33
計画策定に向け、必要とする調査、対象施設、計画
内容 台帳システム再構築等の検討を行う

新
環境共生部

公園課
都市公園長寿命化計画策定事業 －

・夜間照明設備工事実施設計
　・(仮称)第2競技場実施設計

峰山霊園整備事業
環境共生部
　公園課

市営墓地の今後のあり方検討会を設置し、今後の墓
地供給のあり方等について研究する。
　・ 墓所に関するニーズ調査の実施
　・次期整備予定地測量業務委託

4,024

1 33

2-1

内容、台帳システム再構築等の検討を行う。
新

2. 地域特性を生かした産業の振興を図ります。

職業紹介事業
経済部

厳しい雇用情勢の改善を図るため、相模原市就職支
援センターにおいて 就職に困難を抱えている方を

14,436

　公園課
都市公園長寿命化計画策定事業

ニート・フリーター就労支援事業
経済部
　産業・雇用政策課

ニート・フリーターと呼ばれる若者の自立を支援する
ため、「さがみはら若者サポートステーション」の運営
や家族セミナー、若者キャリア開発プログラム事業の
開催を委託。

2-2

2-3

2 4

40,056職業紹介事業
経済部
　産業・雇用政策課

援センターにおいて、就職に困難を抱えている方を
対象に、求人開拓、キャリアカウンセリング、求職者支
援講座、就職情報の提供、職業紹介を実施。

工業用地の保全・活用事業
経済部

市内工業集積地（工業専用地域及び特別工業地区
を除く）に対する工業系地区計画、建築協定導入に
向けた支援を実施するとともに 工業用地継承奨励 31 595

仕事と家庭の両立支援事業
経済部
　産業・雇用政策課

働きながら子育てや介護をしやすい職場環境づくり
の促進を図るため、家庭に優しい取り組みをしている
企業を表彰するとともに、市内の企業に取り組み事例
を紹介する講演会などを通じて啓発活動を行う。

438

2-4

2-5

2 6

企業の立地促進事業
経済部
　産業・雇用政策課

市外に向けＳＴＥＰ50を積極的にＰＲするなど企業誘
致活動により市内への企業立地を促進するとともに、
金原準工西側地区の産業用地創出に向けた取り組
みを支援する。

2,496,882

工業用地の保全・活用事業
経済部
　産業・雇用政策課

向けた支援を実施するとともに、工業用地継承奨励
金及び工業保全地区奨励金を活用し、既存工業地
の保全活用を図る。

31,595

ものづくり人材の確保・育成事業
経済部

市内中小企業の人材採用・育成などの詳細なニーズ
や経営課題の把握に努め、解決に向けた取り組みへ
の支援を行う 55 0962-6

2-7

2-8

経済部
　産業・雇用政策課

新たに研究会コンソーシアム形成に向けた補助金を
創設し、新技術、新事業創出に向けた取り組みを支
援する。

ものづくり人材の確保・育成事業
経済部
　産業・雇用政策課

の支援を行う。
また、技術・技能向上を目的としたセミナーの開催や
研修費用への助成を行う。

55,096

新 6,000
新技術実用化コンソーシアム形
成支援事業

10,000
産業支援機関と連携した中小企
業の支援

経済部
産業 雇用政策課

株式会社さがみはら産業創造センター等産業支援機
関と連携し、「首都圏南西地域産業活性化フォーラ
ム」を開催して 市内中小企業のネットワークの構築2 8

2-9

2-10

新

新
中小企業電力不足対策支援事
業

10,000
業の支援 　産業・雇用政策課 ム」を開催して、市内中小企業のネットワークの構築

や情報提供の支援を行う。

潤水都市ブランド水開発事業

経済部
　産業・雇用政策課

市内中小企業を対象に、東日本大震災に伴う電力
不足対策支援事業として、事業所が蓄電器又は発電
機等を購入する際の一部助成を行う

22,000

経済部
　産業・雇用政策課

シティセールス推進のため「潤水都市さがみはら」の
清らかな水を活用したオリジナル販売用ボトル飲料の
開発を行う。

4,000

業 業 雇用政策課
機等を購入する際の一部助成を行う。
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2-11

2-12

事業の拡充や景気の低迷に伴う中小企業の資金需
要に対処するため、融資を実施するとともに、金融機
関への預託のほか、利子補給と信用保証料補助を行
う。

トライアル発注認定事業
経済部
　産業・雇用政策課

新製品の生産により、新たな事業分野の開拓を図る
市内中小企業者の販路開拓を支援するため、当該
新製品を認定し、その一部を市で試験的に購入す
る。

9,280

15,025,334中小企業融資制度
経済部
　産業・雇用政策課

10

2-13

2-14 商店街振興支援事業
経済部
　商業観光課

・商店街街路灯省エネルギー化への支援
・商店街・地域連携型事業、空き店舗対策事業等に
よる商店会支援
・空き店舗を活用した創業者支援事業の実施
・商店街後継者育成事業（商人思草塾）の実施

中心市街地の魅力向上事業
経済部
　商業観光課

・パブリックインフォメーションの運営
・中心市街地の商店街連合会への支援
・商業者と文化施設の連携事業推進

23,299

74,406

2-15

2-16 農業生産基盤整備事業
経済部
　農政課
　津久井経済観光課

効率的・安定的な農業経営の確立のため、農用地区
域内等の農道や、用排水路の整備を進めることによ
り、農業生産性の向上を図る。

耕作放棄地の解消事業
経済部
　農政課

農用地区域内の耕作放棄地の解消を図るため、相
模原市耕作放棄地対策協議会を通じて、農地の再
生・活用に取り組む。

1,300

32,000

2-17

2-18

新鮮で安全・安心な地場産農産物、加工品を市民に
提供するとともに、自給的農家や生産農家への移行
を促進することにより、「地産地消」の農業を推進する
ため、中規模な農産物直売所を先行的に整備し、拠
点となる大型農産物直売所の開設を促進する。

500

69,522観光エリアの形成促進

経済部
　商業観光課
　城山経済観光課
　津久井経済観光課

相模湖経済観光課

地域の個性と地域資源を生かした観光エリアの形成
とエリア間の回遊性の向上を図るため、地域別の観
光振興計画の策定と推進を支援する。

大型農産物直売所の開設促進
経済部
　農政課

2-19
経済部
　商業観光課

・観光交流人口の拡大による地域の活性化を促進す
るため、地域の観光振興を担う人材育成のための研
修を実施する。
・おもてなしの心をもって、熟練した技、豊富な知識・
経験を観光客に伝える相模原市観光マイスターを活
用して、相模原市の観光の魅力をＰＲする。

330

経済部
商業観光課

地域の観光事業を推進するため、地域の観光協会に

観光人材育成事業

　相模湖経済観光課
　藤野経済観光課

光振興計画の策定と推進を支援する。

2-20

2-21 観光情報発信事業

経済部
　商業観光課
　城山経済観光課
　津久井経済観光課
　相模湖経済観光課
　藤野経済観光課

6,187
生きた観光情報を収集・発信し、観光客・来訪者に観
光案内するため、相模原市観光協会等のホームペー
ジの運営支援（助成）や観光案内所の運営を行う。

観光協会の組織・機能の強化支
援

　商業観光課
　城山経済観光課
　津久井経済観光課
　相模湖経済観光課

地域の観光事業を推進するため、地域の観光協会に
運営支援（助成）するとともに、相模原市観光協会の
組織、機能の強化に向けた支援のあり方を検討す
る。

12,965
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