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序　論

　相模原市は平成22年 4月に政令指定都市へ移行し、新たに「緑区」、「中央区」、「南区」の３つの区が
誕生しました。各区には区制を生かした市民協働の新しいまちづくりの仕組みとして「区民会議」を設置し、
各地区には「まちづくり会議」が設置され、区民とともに区の特性や地域資源を生かしたまちづくりを進め
ていくための仕組みが整いました。
　本ビジョンは、こうした協働でまちづくりを進めるための指針として、新・相模原市総合計画を地域の視
点で捉え直し、区の課題、魅力、特徴を踏まえたうえで区のめざす将来像を明らかにし、その実現に向けて
区民と行政がともに進めるまちづくりの基本的な方向性を示すものです。

　本ビジョンは、平成 22年に策定した「新・相模原市総合計画」との整合を図り、区民との協働による
まちづくりの指針として策定するもので、次期以降の実施計画への反映に努めます。

区ビジョン策定の趣旨

区ビジョンの位置づけ

新・相模原市総合計画

【基本計画】
平成22～31年度

【実施計画】

前期実施計画
平成23～25年度

次期以降の実施計画

区ビジョン
【平成24～31年度】

○区の現況と課題
○区のめざす将来像
○まちづくりの目標と
　基本方針
○重点的な取り組み

【基本構想】
おおむね20年後を目標

区民と行政との協働
区民主体の取り組み等を
整理 反　映

整　合
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　本ビジョンの期間は、平成24年度から平成31年度までの8年間とします。

区ビジョンの期間

　本ビジョンは、新たなまちづくりをみんなで考え、みんなで取り組むため、次の視点に立ち策定するもの
です。

⑴協働のまちづくり
　区民と行政がまちづくりの課題や目標を共有し、協働によるまちづくりを進めていくため、区民の取り
組み、行政の取り組み、協働での取り組みを示し、「市民力」や「地域力」を高め生かすことにより、区
民主体のまちづくりを進めます。
また、区民や自治会をはじめとする団体、企業、大学、行政など、まちづくりを担う各主体が役割を分担
しながら、地域課題の解決に取り組む「協働のまちづくり」を推進します。

⑵地域の個性を生かしたまちづくり
　地域に対する誇りや愛着を大切にし、地域の伝統文化や芸術、自然、産業、観光資源など際立つ個性を
生かしたまちづくりを進めることにより、区の魅力を創造します。

⑶「緑区らしさ」の創出
　合併後の新しい地域づくりに向け、それぞれの地域の個性を認め合いながら、多様な地域の魅力を生か
し、区民の交流・連携を促進する取り組みなどにより、「緑区らしさ」を創出します。

区ビジョン策定の視点
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　本ビジョンは、新・相模原市総合計画を「地域の視点」で捉えなおし、まちづくりが区民にとってなじみ
やすく身近なものとなることにより、地域に対する誇りや愛着が深まり、さらに地域の活動が活発になると
いうまちづくりの好循環を促進するものです。

区ビジョンの役割

区民

高齢者の
支援

子育て支援
活動

新たな
課題の
発見

たな

活動内容の
発表・周知

取り組みに
対する意識・
知識の共有

各団体間の
連携・
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拡大

各団体間の
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進化
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交通安全
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《まちづくりにおける区民の取り組みイメージ図》

《地域におけるまちづくりの考え方》
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ことにより、地域への愛着
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区民が主体となり地域の
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協力します

住んでいる地域に興味を
持ち、行動を起こせる環境
を育てます
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重点プロジェ クト体系図

体験型農園の開設（施策9－①）

いき いき交流
プロ ジェクト

いきいきと  した「市民力」を
生かし、 地  域のイベントや   

  健康  ウォークなど
区民交流  を促進します。  

地域の祭りやイベントの活性化（施策28－④）

いきいきとした  市民力の育成

自然を生かした遊歩道やハイキングコースの整備
（施策8－④・施策15－③・施策25－⑤）

地域の特色ある文化事業の推進（施策22－③）

環境学習・里山体験活動の充実（施策25－④）

区の魅力づくり事業の推進（施策28－①）
自然を生かした「健康ウォーク」などの開催（施策15－①）

区の魅力を生かしたイベントなどの開催（施策28－②）

地域貢献活動の推進（施策16－②・施策29－⑤）

総合型地域スポーツクラブ推進事業（施策23－①）

自治会加入の促進（施策29－①）

地域の「安全・安心力」診断（施策14－③）

地域活動促進事業（施策29－⑦）
水源地の魅力発信（施策28－③）

「地域環境力」診断（施策27－⑥）

豊かな森林の保全・育成（施策24－①）

未来を拓く道
プロジェクト
リニア中央新幹線、
津久井広域道路などの

整備を生かした公共交通網や
拠点の形成を
図ります。

やすらぎの水源
プロジェクト
水源環境の保全を
図るとともに、

水源地を生かした観光振興など
「水源地の魅力」を

発信します。

さがみ縦貫道路・津久井広域道路等国  県道の整備（施策1－①）

地域特性を生かした産業の創出（施策  5－②）

公共交通網の整備促進（施策1－④・   施策26－①）

市道の整備（施策1－②）

次代における地域の担い手の育成（施  策16－⑤・施策29－②）

地域資源を生かした観光プランの推進（施策8－②）

観光交流を創出する癒しの拠点の形成（施策3－⑦）

橋本駅周辺地区整備事業（施策2－①）

中心市街地の魅力向上（施策6－①）

企業誘致の促進（施策7－①）

相模原インターチェンジ周辺における新拠点まちづくり事業
（施策3－②・施策26－③）

新たな公共交通の導入及びパークアンドバスライドの
駐車場の整備検討（施策1－⑤・施策3－⑤）

リニア中央新幹線の建設促進と市内駅の実現に向けた取り組み（施策1－⑦）

魅力ある地域特産品の開発支援、販路の確保・拡大（施策5－①）

地場産木材・間伐材の利用促進（施策9－⑥・施策24－②）

○次代における地域の担い手の育成（施策16－⑤・施策29－②）
○地域の子育てを担う人材育成の推進（施策19－⑤） 
○安全・安心に関わる団体の担い手の確保（施策14－②） 
○新たなコミュニティの育成による地域の活性化（施策28－⑦）

○ボランティアに関する情報提供の充実（施策29－③）
○自治会加入の促進（施策29－①）

○地域情報  の発信（施策29－⑥）
○地域活動  促進事業（施策29－⑦）

○地域貢献活動の推進（施策16－②・施策29－⑤）
○農林業後継者の確保・育成の支援（施策9－③）

○観光を担う人材の育成・支援（施策8－⑤）
○地域の福祉活動の担い手の確保・育成（施策18－⑤）
○NPO・NGO などの市民活動の促進（施策29－④）
○まちづくりの担い手の連携促進（施策29－⑧）
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区のめざす将来像

重点的な取り組み（重点プロジェクト）

○「あふれる活力」
　さがみ縦貫道路、津久井広域道路の整備やリニア中央新幹線の市内への駅の設置など、首都圏南西部に
おける広域交流拠点としてのまちづくりにより、区内外の交流が活発になるものと考えられることから、
さらなる発展の可能性を生かすことが求められています。
　豊かな自然を生かすとともに、通勤圏の拡大や雇用の場の創出を図り、活力あるまちづくりを進めます。

　緑区は、「水源を育む豊かな自然」「都市のにぎわい」「伝統文化」「芸術」「観光資源」など、多様な特性を持っ
た６つの地区で構成されています。
　合併後の新しい地域づくりに向け、それぞれの地域が育んできた伝統や文化、そして豊かな自然を守り育
て、地域の個性が光り輝く「緑区らしさ」を創造し、次代に引き継げるまちづくりを進めます。

地域の個性が輝き 活力あふれる交流のふるさと緑区

都市と自然が調和し 交流と活力にあふれるふるさと緑区
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○次代における地域の担い手の育成（施策16－⑤・施策29－②）
○地域の子育てを担う人材育成の推進（施策19－⑤） 
○安全・安心に関わる団体の担い手の確保（施策14－②） 
○新たなコミュニティの育成による地域の活性化（施策28－⑦）

○ボランティアに関する情報提供の充実（施策29－③）
○自治会加入の促進（施策29－①）

○地域情報  の発信（施策29－⑥）
○地域活動  促進事業（施策29－⑦）

○地域貢献活動の推進（施策16－②・施策29－⑤）
○農林業後継者の確保・育成の支援（施策9－③）

○観光を担う人材の育成・支援（施策8－⑤）
○地域の福祉活動の担い手の確保・育成（施策18－⑤）
○NPO・NGO などの市民活動の促進（施策29－④）
○まちづくりの担い手の連携促進（施策29－⑧）

－7－

○「いきいきとした市民力」
　区民みんなの自主的な取り組みなどにより「市民力」を高め、男女共同参画の視点に立ち、子どもや若
者、高齢者、障害者など誰もがいきいきと地域で活躍できる環境づくり、まちづくりを担う人づくりを進
めます。

○「高める魅力」
　それぞれの地域が持つ伝統文化や自然、芸術、産業、観光資源など地域の個性を磨き上げ一層際立たせ
ることにより、新たな緑区の魅力を創造し、魅力あふれる地域づくりを進めます。

区民が育てる 地域の個性がきらめくふるさと緑区

○「やすらぐ包容力」
　水源を育む豊かな自然や文化などの特性を生かし、自然体験による地域間交流や都市住民との交流など
四季を通して楽しめる地域として、多くの人を癒し、多くの人から愛され親しまれるまちづくりの実現を
めざします。

重点プロジェ クト体系図

体験型農園の開設（施策9－①）

いき いき交流
プロ ジェクト

いきいきと  した「市民力」を
生かし、 地  域のイベントや   

  健康  ウォークなど
区民交流  を促進します。  

地域の祭りやイベントの活性化（施策28－④）

いきいきとした  市民力の育成

自然を生かした遊歩道やハイキングコースの整備
（施策8－④・施策15－③・施策25－⑤）

地域の特色ある文化事業の推進（施策22－③）

環境学習・里山体験活動の充実（施策25－④）

区の魅力づくり事業の推進（施策28－①）
自然を生かした「健康ウォーク」などの開催（施策15－①）

区の魅力を生かしたイベントなどの開催（施策28－②）

地域貢献活動の推進（施策16－②・施策29－⑤）

総合型地域スポーツクラブ推進事業（施策23－①）

自治会加入の促進（施策29－①）

地域の「安全・安心力」診断（施策14－③）

地域活動促進事業（施策29－⑦）
水源地の魅力発信（施策28－③）

「地域環境力」診断（施策27－⑥）

豊かな森林の保全・育成（施策24－①）

未来を拓く道
プロジェクト
リニア中央新幹線、
津久井広域道路などの

整備を生かした公共交通網や
拠点の形成を
図ります。

やすらぎの水源
プロジェクト
水源環境の保全を
図るとともに、

水源地を生かした観光振興など
「水源地の魅力」を

発信します。

さがみ縦貫道路・津久井広域道路等国  県道の整備（施策1－①）

地域特性を生かした産業の創出（施策  5－②）

公共交通網の整備促進（施策1－④・   施策26－①）

市道の整備（施策1－②）

次代における地域の担い手の育成（施  策16－⑤・施策29－②）

地域資源を生かした観光プランの推進（施策8－②）

観光交流を創出する癒しの拠点の形成（施策3－⑦）

橋本駅周辺地区整備事業（施策2－①）

中心市街地の魅力向上（施策6－①）

企業誘致の促進（施策7－①）

相模原インターチェンジ周辺における新拠点まちづくり事業
（施策3－②・施策26－③）

新たな公共交通の導入及びパークアンドバスライドの
駐車場の整備検討（施策1－⑤・施策3－⑤）

リニア中央新幹線の建設促進と市内駅の実現に向けた取り組み（施策1－⑦）

魅力ある地域特産品の開発支援、販路の確保・拡大（施策5－①）

地場産木材・間伐材の利用促進（施策9－⑥・施策24－②）

○次代における地域の担い手の育成（施策16－⑤・施策29－②）
○地域の子育てを担う人材育成の推進（施策19－⑤） 
○安全・安心に関わる団体の担い手の確保（施策14－②） 
○新たなコミュニティの育成による地域の活性化（施策28－⑦）

○ボランティアに関する情報提供の充実（施策29－③）
○自治会加入の促進（施策29－①）

○地域情報  の発信（施策29－⑥）
○地域活動  促進事業（施策29－⑦）

○地域貢献活動の推進（施策16－②・施策29－⑤）
○農林業後継者の確保・育成の支援（施策9－③）

○観光を担う人材の育成・支援（施策8－⑤）
○地域の福祉活動の担い手の確保・育成（施策18－⑤）
○NPO・NGO などの市民活動の促進（施策29－④）
○まちづくりの担い手の連携促進（施策29－⑧）

－6－

区のめざす将来像

重点的な取り組み（重点プロジェクト）

○「あふれる活力」
　さがみ縦貫道路、津久井広域道路の整備やリニア中央新幹線の市内への駅の設置など、首都圏南西部に
おける広域交流拠点としてのまちづくりにより、区内外の交流が活発になるものと考えられることから、
さらなる発展の可能性を生かすことが求められています。
　豊かな自然を生かすとともに、通勤圏の拡大や雇用の場の創出を図り、活力あるまちづくりを進めます。

　緑区は、「水源を育む豊かな自然」「都市のにぎわい」「伝統文化」「芸術」「観光資源」など、多様な特性を持っ
た６つの地区で構成されています。
　合併後の新しい地域づくりに向け、それぞれの地域が育んできた伝統や文化、そして豊かな自然を守り育
て、地域の個性が光り輝く「緑区らしさ」を創造し、次代に引き継げるまちづくりを進めます。

地域の個性が輝き 活力あふれる交流のふるさと緑区

都市と自然が調和し 交流と活力にあふれるふるさと緑区



施　策 名　　称 内　　　容 重点プロジェクト
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①「未来を拓く道」プロジェクト　②「やすらぎの水源」プロジェクト　③「いきいき交流」プロジェクト

【構成する取り組み】

重点プロジェクト

さがみ縦貫道路の早期整備や中央自動車道の６車線化の延
長、国道20号の狭あい部分の拡幅などの整備を促進すると
ともに、国道413号（青根～青野原）などの整備を進めま
す。また、津久井広域道路（新小倉橋～国道412号、南岸
バイパス、二本松小学校入口交差点～（都）相原大沢線）
の整備や周辺都市との交流を支える主要幹線道路の整備を
進めることにより、道路ネットワークの充実を図ります。

①
②
③

さがみ縦貫道路・津久井
広域道路等国県道の
整備

施策１－①

（都）相原大沢線など都市計画道路の整備を進めるととも
に、二本松交差点、上中ノ原交差点などの交差点改良や
（都）相原宮下線（相原～橋本）の立体交差の整備、狭あい
道路の拡幅整備など、安全で快適な道路環境をつくります。

①
②
③

市道の整備施策１－②

区民の日常生活を支えるバス交通の充実と利用の促進を図
るとともに、地域との協働により、バス路線網を補完する
「コミュニティバス」や「乗合タクシー」の導入など、地
域にふさわしい交通を実現します。

①
②
③

公共交通網の整備促進
施策１－④
施策26－①

公共交通機関の利用促進を図るため、交通需要の高まりに
応じて、津久井地域への新たなバスのターミナル機能の配
置や津久井広域道路を活用した津久井地域から橋本駅まで
の急行バスの導入を検討します。また、農業振興や観光振
興などの機能を備えたパークアンドバスライドの駐車場の
整備や生活支援施設の充実などについて検討します。

①

新たな公共交通の導入
及びパークアンドバス
ライドの駐車場の整備
検討

施策１－⑤
施策3－⑤

都市機能の集積や産業の活性化を図り、人やものの活発な
交流を促進するため、リニア中央新幹線の建設を促進する
とともに、市内駅の実現に向けた取り組みを進めます。

①
③

リニア中央新幹線の建
設促進と市内駅の実現
に向けた取り組み

施策１－⑦

交通の要衝としての利便性を生かすとともに、さらなる公共
交通の輸送力の増強を促進し、人・もの・情報が行き交う広
域的な交流によるにぎわいのある都市づくりを進めます。

①
橋本駅周辺地区
整備事業

施策２－①

さがみ縦貫道路相模原インターチェンジ周辺と津久井広域道
路の沿道において、周辺の環境に配慮しつつ、都市の活力を
生み出すための土地利用のあり方について検討します。

①
相模原インターチェンジ
周辺における新拠点まち
づくり事業

施策３－②
施策26－③



施　策 名　　称 内　　　容 重点プロジェクト

－9－

相模湖周辺地区、宮ヶ瀬湖、相模川、道志川、陣馬・高尾
山エリア、丹沢山塊エリアなど、区内の豊かな自然環境や
歴史・文化など多様な地域資源を魅力ある観光資源として
磨き上げながら相互の連携を図るほか、必要な観光基盤の
整備を通じて回遊性を高めるなど、都市の魅力と豊かな自
然資源を生かした拠点づくりを進めます。

①
②
③

観光交流を創出する
癒しの拠点の形成

施策３－⑦

「郷土料理講習会」の開催、産学官連携による市場調査並
びに「藤野のゆず」や「津久井産大豆」の商品化、休耕地
の活用やコンテストの開催による特産品づくりなど、地域
資源を生かした特産品の開発を支援するとともに、販路の
確保・拡大を図ります。

②
魅力ある地域特産品の
開発支援、販路の確保・
拡大

施策５－①

リニア中央新幹線の市内への駅の設置を見据えた首都圏南
西部における広域交流拠点としてのまちづくりや、さがみ
縦貫道路、津久井広域道路の整備と併せ、豊かな自然など
地域の特性を生かした産業誘致を図ります。

①
②

地域特性を生かした
産業の創出

施策５－②

橋本駅周辺地区のにぎわいづくりを促進するため、商業者
が実施するイベントなど地域活性化事業を支援します。

①中心市街地の魅力向上施策６－①

さがみ縦貫道路相模原インターチェンジや津久井広域道路
などの整備を生かし、新たな産業拠点として整備を図る金
原地区などへの企業誘致を進めます。

①企業誘致の促進施策７－①

「森林体験」「ものづくり体験」「農園と温泉を利用した
企画」など、地域資源を生かした体験・交流型観光を推進
します。

①
②
③

地域資源を生かした
観光プランの推進

施策８－②

湖畔や川辺を散策できる遊歩道の整備や、登山道の整備、
景観保全のための伐採を行うなど、自然を生かした遊歩道
やハイキングコースの整備を進めます。

②
③

自然を生かした遊歩道や
ハイキングコースの整備

施策８－④
施策15－③
施策25－⑤

「野菜収穫体験」「しいたけの栽培」など、区民と「農」
とのふれあう場や機会の創出を図るため、体験型農園の開
設を推進します。

①
②

体験型農園の開設施策９－①

公共建築物への地場産木材の利用や間伐材の利用を進め
ます。

②
地場産木材・間伐材の
利用促進

施策９－⑥
施策24－②

自主防災組織の活動状況や安全・安心マップの活用状況な
ど、地域の「安全・安心力」を診断する取り組みを実施し
ます。

③
地域の「安全・安心力」
診断

施策14－③

施　策 名　　称 内　　　容 重点プロジェクト
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①「未来を拓く道」プロジェクト　②「やすらぎの水源」プロジェクト　③「いきいき交流」プロジェクト

【構成する取り組み】

重点プロジェクト

さがみ縦貫道路の早期整備や中央自動車道の６車線化の延
長、国道20号の狭あい部分の拡幅などの整備を促進すると
ともに、国道413号（青根～青野原）などの整備を進めま
す。また、津久井広域道路（新小倉橋～国道412号、南岸
バイパス、二本松小学校入口交差点～（都）相原大沢線）
の整備や周辺都市との交流を支える主要幹線道路の整備を
進めることにより、道路ネットワークの充実を図ります。

①
②
③

さがみ縦貫道路・津久井
広域道路等国県道の
整備

施策１－①

（都）相原大沢線など都市計画道路の整備を進めるととも
に、二本松交差点、上中ノ原交差点などの交差点改良や
（都）相原宮下線（相原～橋本）の立体交差の整備、狭あい
道路の拡幅整備など、安全で快適な道路環境をつくります。

①
②
③

市道の整備施策１－②

区民の日常生活を支えるバス交通の充実と利用の促進を図
るとともに、地域との協働により、バス路線網を補完する
「コミュニティバス」や「乗合タクシー」の導入など、地
域にふさわしい交通を実現します。

①
②
③

公共交通網の整備促進
施策１－④
施策26－①

公共交通機関の利用促進を図るため、交通需要の高まりに
応じて、津久井地域への新たなバスのターミナル機能の配
置や津久井広域道路を活用した津久井地域から橋本駅まで
の急行バスの導入を検討します。また、農業振興や観光振
興などの機能を備えたパークアンドバスライドの駐車場の
整備や生活支援施設の充実などについて検討します。

①

新たな公共交通の導入
及びパークアンドバス
ライドの駐車場の整備
検討

施策１－⑤
施策3－⑤

都市機能の集積や産業の活性化を図り、人やものの活発な
交流を促進するため、リニア中央新幹線の建設を促進する
とともに、市内駅の実現に向けた取り組みを進めます。

①
③

リニア中央新幹線の建
設促進と市内駅の実現
に向けた取り組み

施策１－⑦

交通の要衝としての利便性を生かすとともに、さらなる公共
交通の輸送力の増強を促進し、人・もの・情報が行き交う広
域的な交流によるにぎわいのある都市づくりを進めます。

①
橋本駅周辺地区
整備事業

施策２－①

さがみ縦貫道路相模原インターチェンジ周辺と津久井広域道
路の沿道において、周辺の環境に配慮しつつ、都市の活力を
生み出すための土地利用のあり方について検討します。

①
相模原インターチェンジ
周辺における新拠点まち
づくり事業

施策３－②
施策26－③



施　策 名　　称 内　　　容 重点プロジェクト
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豊かな自然を満喫できる緑区ならではの健康ウォーク、駅
伝大会などの開催や、気軽に歩けるコースの情報提供な
ど、区民の健康づくりを推進します。

②
③

自然を生かした
「健康ウォーク」などの
開催

施策15－①

定年退職世代の知識や経験を、ボランティアや地域活動
など社会貢献活動に生かすことができる環境づくりを進
めます。

②
③

地域貢献活動の推進
施策16－②
施策29－⑤

「ジュニアリーダー・シニアリーダー」や20代・30代を
中心とした若い世代の参画を促進し、次代における地域の
担い手を育成する体制づくりを進めます。

①
②
③

次代における地域の
担い手の育成

施策16－⑤
施策29－②

「道志川合唱祭」「尾崎行雄（咢堂）杯演説大会」「藤野
ふるさと芸術村メッセージ事業」など地域の特色ある文化
事業を推進します。

②
③

地域の特色ある
文化事業の推進

施策22－③

地域主導型のスポーツ振興事業を促進するため、地域に根
ざした総合型地域スポーツクラブの創設の支援やその後の
育成、PRイベントなどを通じた啓発活動などを行います。

③
総合型地域スポーツ
クラブ推進事業

施策23－①

「さがみはら森林ビジョン」に基づき、森林所有者や森林
組合などの事業者、神奈川県と協力して、人工林及び里山
林（天然林）の適切な森林管理の推進に取り組みます。ま
た、森林を守るNPOなどとの連携や企業の社会貢献を進め
ます。

②
③

豊かな森林の保全・育成施策24－①

自然観察会や各種セミナーなど、区民が環境に関して学習
できる機会を充実するとともに、「水源地を歩くツアー」
や「きのこ狩り」の開催など、観光資源としての里山の利
活用を推進します。

②
③

環境学習・里山体験活動
の充実

施策25－④

川や湖の水質、川辺や森林の景観、家庭ごみの減量化、再
生可能エネルギーの利用促進など「地域環境力」を診断す
る取り組みを実施するとともに、診断を担う人材を育成し
ます。

②
③

「地域環境力」診断施策27－⑥

自治会、商工会、観光協会及び商店街などを中心に区民同
士の一体感を育み、区への愛着や誇りなどの意識の醸成を
図るため、魅力づくり事業を実施します。

③
区の魅力づくり事業の
推進

施策28－①

区の特色を生かしたスポーツ大会などイベントの開催や、
イベント情報の提供による交流促進により、区の一体感の
醸成を図ります。

③
区の魅力を生かした
イベントなどの開催

施策28－②



施　策 名　　称 内　　　容 重点プロジェクト

－11－

定年退職世代の経験を生かした「案内ガイド」など観光振興を担う人
材の育成・支援を進めるとともに、各地域で活動しているNPO、ボ
ランティアとの連携を図ります。

観光を担う人材の
育成・支援

施策8－⑤

農林業従事者の高齢化等による労働力不足を補うため、定年退職世代
などの農林業参入を促進し、後継者や担い手の確保を図ります。

農林業後継者の確保・
育成の支援

施策９－③

施　策 名　　称 内　　　容
いきいきとした市民力の育成

若い世代などへの安全安心に対する理解を高め、関係団体の担い手の
確保を図ります。

安全安心に関わる団体
の担い手の確保

施策14－②

定年退職世代の知識や経験を、ボランティアや地域活動など社会貢献
活動に生かすことができる環境づくりを進めます。

地域貢献活動の推進
施策16－②
施策29－⑤

「ジュニアリーダー・シニアリーダー」や20代・30代を中心とした
若い世代の参画を促進し、次代における地域の担い手を育成する体制
づくりを進めます。

次代における地域の担
い手の育成

施策16－⑤
施策29－②

川の上流部と下流部の住民の交流や、区内にある５つの湖
（相模湖、津久井湖、城山湖、宮ヶ瀬湖、奥相模湖）を活
用した水源地の魅力を発信します。

②
③

水源地の魅力発信施策28－③

「橋本七夕まつり」「さがみ湖湖上祭」など、地域の特色
ある祭りやイベントの活性化を図ります。

③
地域の祭りやイベントの
活性化

施策28－④

「地区自治会連合会」の活動を支援するとともに、自治会
加入促進キャンペーンなどの実施により、自治会加入を促
進します。

③自治会加入の促進施策29－①

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
れる区民による自主的・公共的な活動を支援します。

③地域活動促進事業施策29－⑦

重点プロジェクトを推進するために

施　策 名　　称 内　　　容 重点プロジェクト

－10－

豊かな自然を満喫できる緑区ならではの健康ウォーク、駅
伝大会などの開催や、気軽に歩けるコースの情報提供な
ど、区民の健康づくりを推進します。

②
③

自然を生かした
「健康ウォーク」などの
開催

施策15－①

定年退職世代の知識や経験を、ボランティアや地域活動
など社会貢献活動に生かすことができる環境づくりを進
めます。

②
③

地域貢献活動の推進
施策16－②
施策29－⑤

「ジュニアリーダー・シニアリーダー」や20代・30代を
中心とした若い世代の参画を促進し、次代における地域の
担い手を育成する体制づくりを進めます。

①
②
③

次代における地域の
担い手の育成

施策16－⑤
施策29－②

「道志川合唱祭」「尾崎行雄（咢堂）杯演説大会」「藤野
ふるさと芸術村メッセージ事業」など地域の特色ある文化
事業を推進します。

②
③

地域の特色ある
文化事業の推進

施策22－③

地域主導型のスポーツ振興事業を促進するため、地域に根
ざした総合型地域スポーツクラブの創設の支援やその後の
育成、PRイベントなどを通じた啓発活動などを行います。

③
総合型地域スポーツ
クラブ推進事業

施策23－①

「さがみはら森林ビジョン」に基づき、森林所有者や森林
組合などの事業者、神奈川県と協力して、人工林及び里山
林（天然林）の適切な森林管理の推進に取り組みます。ま
た、森林を守るNPOなどとの連携や企業の社会貢献を進め
ます。

②
③

豊かな森林の保全・育成施策24－①

自然観察会や各種セミナーなど、区民が環境に関して学習
できる機会を充実するとともに、「水源地を歩くツアー」
や「きのこ狩り」の開催など、観光資源としての里山の利
活用を推進します。

②
③

環境学習・里山体験活動
の充実

施策25－④

川や湖の水質、川辺や森林の景観、家庭ごみの減量化、再
生可能エネルギーの利用促進など「地域環境力」を診断す
る取り組みを実施するとともに、診断を担う人材を育成し
ます。

②
③

「地域環境力」診断施策27－⑥

自治会、商工会、観光協会及び商店街などを中心に区民同
士の一体感を育み、区への愛着や誇りなどの意識の醸成を
図るため、魅力づくり事業を実施します。

③
区の魅力づくり事業の
推進

施策28－①

区の特色を生かしたスポーツ大会などイベントの開催や、
イベント情報の提供による交流促進により、区の一体感の
醸成を図ります。

③
区の魅力を生かした
イベントなどの開催

施策28－②



－12－

知識や経験を生かした定年退職世代や若い世代の福祉活動への参加を
促進するとともに、人材育成の支援に取り組みます。

地域の福祉活動の
担い手の確保・育成

施策18－⑤

「子育てサポーター」など子育てに関わるボランティアを育成すると
ともに、ボランティア等が地域においてより活動しやすい環境を整え
るなど、人材づくりと活動を推進します。

地域の子育てを担う
人材育成の推進

施策19－⑤

定年退職世代や学生などの新しいコミュニティを育成し、子どもたち
に地域の特性や伝統の伝承を行う体験の場などを通じた地域活動を推
進します。

新たなコミュニティの
育成による地域の
活性化

施策28－⑦

「地区自治会連合会」の活動を支援するとともに、自治会加入促進
キャンペーンなどの実施により、自治会加入を促進します。

自治会加入の促進施策29－①

「市民活動サポートセンター」を充実するなど、ボランティアに関す
る情報提供体制を充実します。

ボランティアに関する
情報提供の充実

施策29－③

各分野で専門性の高い活動に取り組むNPO・NGOなどの活動を支援
します。

NPO・NGOなどの
市民活動の促進

施策29－④

ホームページや地域情報紙などを通した地域密着型の情報発信を行い
ます。

地域情報の発信施策29－⑥

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区民による自主
的・公共的な活動を支援します。

地域活動促進事業施策29－⑦

大学や企業を含め、地域のあらゆる団体や個人が、その特性を生かし
てまちづくりの輪に参加し、様々な活動に取り組むことができるよ
う、担い手同士の連携を支援します。

まちづくりの担い手の
連携促進

施策29－⑧

施　策 名　　称 内　　　容



基本目標1 都市の魅力を創造し 交流と活力にあふれるまち

基本目標2 多様な地域資源を生かし にぎわいとやすらぎのまち

基本目標3 地域のつながりでつくる 安全・安心なまち

区のまちづくりの目標と基本方針

－13－

　　  地域の個性が輝き 活力あふれる交流のふるさと緑区

（施策1）道路・交通網の整備 
①さがみ縦貫道路・津久井広域道路等国県道の整備
②市道の整備
③安全安心な「人」にやさしい道づくり
④公共交通網の整備促進
⑤新たな公共交通の導入及びパークアンドバス
ライドの駐車場の整備検討
⑥交通需要マネジメント（TDM）の推進
⑦リニア中央新幹線の建設促進と市内駅の実現に
向けた取り組み
⑧ JR 横浜線・中央本線の
　相互乗り入れの促進

（施策2）駅周辺地区の整備
①橋本駅周辺地区整備事業

②相模湖駅・藤野駅周辺の地域の拠点としての機能充実
（施策3）新たな拠点の整備
①川尻大島界地区整備促進事業
②相模原インターチェンジ周辺における新拠点
まちづくり事業
③金原（根小屋）地区のまちづくり
④串川（関・長竹）地区のまちづくり
⑤新たな公共交通の導入及びパークアンドバス
ライドの駐車場の整備検討（再掲）
⑥水とみどりのふれあい交流拠点の形成
⑦観光交流を創出する癒しの拠点の形成

（施策4）上下水道・浄化槽の整備 
①公共下水道・高度処理型浄化槽の整備
②上水道の整備

（施策5）地域特性を生かした産業振興
①魅力ある地域特産品の開発支援、販路の確保・
拡大
②地域特性を生かした産業の創出
③創業・起業の支援

（施策6）商業・サービス業の振興 
①中心市街地の魅力向上
②地域に根ざした商店街や地元商店の活性化
③大規模小売店舗と商店街の共存共栄

（施策7）工業の振興 
①企業誘致の促進
②ものづくり人材の確保・育成事業
③産業支援機関と連携した中小企業の支援

（施策8）観光の振興
①地域の魅力を生かす観光基盤づくり

②地域資源を生かした観光プランの推進
③観光資源のネットワーク化
④自然を生かした遊歩道やハイキングコースの整備
⑤観光を担う人材の育成・支援
⑥関係団体等の連携
⑦観光情報提供の充実
⑧水辺環境の保全・活用

（施策9）農林業の振興
①体験型農園の開設
②地産地消の推進
③農林業後継者の確保・育成の支援
④鳥獣被害等への対策
⑤森林・里山の保全
⑥地場産木材・間伐材の利用促進
⑦休耕地の有効活用

（施策10）災害対策の推進
①道路災害防除事業
②「安全・安心マップ」の整備
③山間部の災害時孤立対策

④自主防災組織等の活動支援
⑤災害時要援護者の支援体制の充実
⑥女性の視点に立った災害対応の充実
⑦ヘリコプターの離発着所等の確保

将来像

－12－

知識や経験を生かした定年退職世代や若い世代の福祉活動への参加を
促進するとともに、人材育成の支援に取り組みます。

地域の福祉活動の
担い手の確保・育成

施策18－⑤

「子育てサポーター」など子育てに関わるボランティアを育成すると
ともに、ボランティア等が地域においてより活動しやすい環境を整え
るなど、人材づくりと活動を推進します。

地域の子育てを担う
人材育成の推進

施策19－⑤

定年退職世代や学生などの新しいコミュニティを育成し、子どもたち
に地域の特性や伝統の伝承を行う体験の場などを通じた地域活動を推
進します。

新たなコミュニティの
育成による地域の
活性化

施策28－⑦

「地区自治会連合会」の活動を支援するとともに、自治会加入促進
キャンペーンなどの実施により、自治会加入を促進します。

自治会加入の促進施策29－①

「市民活動サポートセンター」を充実するなど、ボランティアに関す
る情報提供体制を充実します。

ボランティアに関する
情報提供の充実

施策29－③

各分野で専門性の高い活動に取り組むNPO・NGOなどの活動を支援
します。

NPO・NGOなどの
市民活動の促進

施策29－④

ホームページや地域情報紙などを通した地域密着型の情報発信を行い
ます。

地域情報の発信施策29－⑥

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区民による自主
的・公共的な活動を支援します。

地域活動促進事業施策29－⑦

大学や企業を含め、地域のあらゆる団体や個人が、その特性を生かし
てまちづくりの輪に参加し、様々な活動に取り組むことができるよ
う、担い手同士の連携を支援します。

まちづくりの担い手の
連携促進

施策29－⑧

施　策 名　　称 内　　　容



基本目標4 共に支えあい 誰もがいきいきと暮らせるまち

基本目標5 心豊かな人を育み 文化・芸術を発信するまち

－14－

（施策15）健康づくりの推進 
①自然を生かした「健康ウォーク」などの開催
②健康づくりに関する意識の高揚
③自然を生かした遊歩道やハイキングコースの整備
（再掲）
④健康増進事業
⑤成人健康診査事業
⑥こころの健康づくり

（施策16）いきがいづくりと社会参加の促進 
①男女共同参画の推進
②地域貢献活動の推進
③世代間交流の推進
④高齢者のいきがいづくりの推進
⑤次代における地域の担い手の育成
⑥ボランティアを促進する新たな制度の導入検討

（施策17）医療体制の充実 
①地域医療体制の充実
②救急医療体制の充実
③救急隊の配置

（施策18）高齢者や障害者への支援の充実 
①高齢者の見守り体制の充実
②民生委員・児童委員活動の支援
③介護予防の推進
④高齢者の福祉サービスの促進
⑤地域の福祉活動の担い手の確保・育成
⑥福祉サービスの情報提供の充実
⑦ボランティアを促進する新たな制度の導入検討
（再掲）
⑧災害時要援護者の支援体制の充実（再掲）
⑨障害福祉サービスの推進

（施策19）子育て環境の充実・青少年の健全育成 
①児童厚生施設の整備
②病児・病後児保育施設の設置
③子育て中の親子の交流の場づくり
④地域での支えあいによる子育ての推進
⑤地域の子育てを担う人材育成の推進
⑥公立幼保一体化の検討
⑦待機児童の解消
⑧青少年活動の活性化
⑨青少年の健全育成に向けた環境づくり（再掲）

⑧土砂災害・水害対策
⑨帰宅困難者対策
⑩消防団組織の充実
⑪緊急時の情報伝達手段の充実

（施策11）防犯対策の推進 
①地域における防犯活動の推進
②防犯灯の設置促進
③防犯に関する普及啓発活動の推進
④緊急時の情報伝達手段の充実（再掲）
⑤青少年の健全育成に向けた環境づくり
⑥監視カメラの設置

（施策12）交通安全対策の推進 
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②消防団詰所・車庫の整備
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（施策14）地域のつながりの強化
①地域住民のつながりや連携の強化
②安全安心に関わる団体の担い手の確保
③地域の「安全・安心力」診断
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②津久井地域の図書館機能の
　あり方の検討
③多様な活動・交流ができる場の充実



基本目標6 豊かな自然を未来へつなぐ 快適で暮らしやすいまち

基本目標7 市民力を高めあい 地域の絆で築く協働のまち
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（施策22）文化の振興 
①伝統文化の継承・情報発信と担い手の育成
②文化財の保存・活用
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①豊かな森林の保全・育成
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③森林環境及び水環境教育の推進
④森林に関する情報提供の充実
⑤不法投棄の防止対策の充実
⑥土砂等の埋立て等の適正化に関する施策の推進
⑦鳥獣被害等への対策（再掲）
⑧自治体間の連携による水源環境の保全
⑨公共下水道・高度処理型浄化槽の整備（再掲）

（施策２５）水と緑の交流空間の創出
①都市緑化推進事業
②緑地の保全・活用
③里地里山保全等促進事業
④環境学習・里山体験活動の充実
⑤自然を生かした遊歩道やハイキングコースの整備
（再掲）
⑥「水とみどりのふれあい交流拠点」を生かした
公園等の整備

⑦水辺環境の保全・活用（再掲）
⑧「親水ガイドマップ」の作成
⑨河川美化活動の実施

（施策２６）快適で便利なまちづくり
①公共交通網の整備促進（再掲）
②高齢者等の送迎支援
③相模原インターチェンジ周辺における新拠点
まちづくり事業（再掲）
④買い物不便地区への対策
⑤上水道の整備（再掲）
⑥環境汚染対策の充実
⑦新たな火葬場のあり方の検討

（施策２７）環境にやさしいまちづくり
①家庭ごみの減量化・資源化推進事業
②地域ぐるみで取り組む美化活動
③不法投棄の防止対策の充実（再掲）
④再生可能エネルギーの利用促進
⑤公共下水道・高度処理型浄化槽の整備（再掲）
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②区の魅力を生かしたイベントなどの開催
③水源地の魅力発信
④地域の祭りやイベントの活性化
⑤地域間交流の推進
⑥世代間交流の推進（再掲）
⑦新たなコミュニティの育成による地域の活性化
⑧交流の場づくり

（施策29）区民主体のまちづくり 
①自治会加入の促進
②次代における地域の担い手の育成（再掲）
③ボランティアに関する情報提供の充実
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⑤地域貢献活動の推進（再掲）
⑥地域情報の発信
⑦地域活動促進事業
⑧まちづくりの担い手の連携促進
⑨まちづくり会議支援事業
⑩区民会議運営事業

（施策30）区民サービスの向上 
①（仮称）緑区合同庁舎・立体駐車場整備事業
②旅券窓口（パスポートセンター）の設置
③区役所組織のあり方の検討
④新たな火葬場のあり方の検討（再掲）

基本目標4 共に支えあい 誰もがいきいきと暮らせるまち

基本目標5 心豊かな人を育み 文化・芸術を発信するまち
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（施策15）健康づくりの推進 
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②健康づくりに関する意識の高揚
③自然を生かした遊歩道やハイキングコースの整備
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④健康増進事業
⑤成人健康診査事業
⑥こころの健康づくり

（施策16）いきがいづくりと社会参加の促進 
①男女共同参画の推進
②地域貢献活動の推進
③世代間交流の推進
④高齢者のいきがいづくりの推進
⑤次代における地域の担い手の育成
⑥ボランティアを促進する新たな制度の導入検討

（施策17）医療体制の充実 
①地域医療体制の充実
②救急医療体制の充実
③救急隊の配置
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①高齢者の見守り体制の充実
②民生委員・児童委員活動の支援
③介護予防の推進
④高齢者の福祉サービスの促進
⑤地域の福祉活動の担い手の確保・育成
⑥福祉サービスの情報提供の充実
⑦ボランティアを促進する新たな制度の導入検討
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区ビジョンの推進にあたって

　区ビジョンの推進にあたっては、区民と行政の協働が不可欠です。区ビジョンに掲げた取り組み等につい
て、区民会議においてまちづくり会議と連携を図りながら、協働の視点から事業推進方策を検討し、区民と
しての取り組み等を提案するなどによって、区ビジョンの実現を図ることを基本とします。

　区ビジョンの具体化を図るため、区民と市が課題や目標の共有化を図りながら、次の表に示すような推進
方策に取り組みます。

　区ビジョンに掲げた取り組みについては、協働の視点から積極的にその具体化を進めるとともに、区役所
は事業所管部局と連携して次期以降の実施計画への反映に努めます。

基本的な考え方

区民会議やまちづくり会議における取り組み推進の方策

実施計画への反映

各地区・団体の活動の事例紹介、情報交換、進捗状況の把握を行う
とともに、その充実策や対応策を協議し、事業推進への提案につな
げます。

①

推進方策 該当する事業の例

自治会加入の促進、
災害時の要援護者の支援、
子育ての環境づくり　など

必要に応じて市から事業の進捗状況の説明を受けたうえで、協働の視
点から市に事業推進方策を提案するなど、区民としての役割を検討し
ます。

②
区内で行われる大規模事業、
施設・道路整備　など

＜区ビジョン推進のイメージ＞
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－2－

序　論

　相模原市は平成22年 4月に政令指定都市へ移行し、新たに「緑区」、「中央区」、「南区」の３つの区が
誕生しました。各区には区制を生かした市民協働の新しいまちづくりの仕組みとして「区民会議」を設置し、
各地区には「まちづくり会議」が設置され、区民とともに区の特性や地域資源を生かしたまちづくりを進め
ていくための仕組みが整いました。
　本ビジョンは、こうした協働でまちづくりを進めるための指針として、新・相模原市総合計画を地域の視
点で捉え直し、区の課題、魅力、特徴を踏まえたうえで区のめざす将来像を明らかにし、その実現に向けて
区民と行政がともに進めるまちづくりの基本的な方向性を示すものです。

　本ビジョンは、平成 22年に策定した「新・相模原市総合計画」との整合を図り、区民との協働による
まちづくりの指針として策定するもので、次期以降の実施計画への反映に努めます。

区ビジョン策定の趣旨

区ビジョンの位置づけ

新・相模原市総合計画

【基本計画】
平成22～31年度

【実施計画】

前期実施計画
平成23～25年度

次期以降の実施計画

区ビジョン
【平成24～31年度】

○区の現況と課題
○区のめざす将来像
○まちづくりの目標と
　基本方針
○重点的な取り組み

【基本構想】
おおむね20年後を目標

区民と行政との協働
区民主体の取り組み等を
整理 反　映

整　合
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