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平成２９年度                     総務局 運営方針 

 
■ キャッチフレーズ 

熱い想いが未来を拓く 

～発想力と行動力で実現するくらし快適都市～ 

 
■ 局・区の運営の責任者 

総務局長  隠田 展一 

総務部長  岡 正彦   渉外部長  髙野 好造 

 
■ 局・区の役割・目標 

１．果敢に挑戦する職員の育成 

 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。 

２．簡素で効率的な組織・職員体制の構築 

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。 

３．透明性の高い市政運営の推進 

 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、全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。 

４．迅速な情報収集と戦略的な情報発信の推進 

 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。 

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軽減

されるように取り組みます。 

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 

 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。 

 
■ 局・区経営の視点・方針 

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対策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．市民の方々が気持ちよく行政サービスを受けることができるよう、職員の接遇の向上に取り組む。 

５．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。 

６．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。 

７．市民参加による平和意識の普及啓発を進める。 

８．より効果的な広聴広報に取り組む。 

９．本市の優れた施策や魅力を発信し、「人や企業に選ばれる都市」を目指す。 

 
■ 現状と課題 

No. 現    状 課    題 

1 

人材育成基本方針に基づき、地方分権時代を担う高度で専門的な知識を

有する職員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

の育成に努めている。 

経験豊富な職員の退職や若手職員の増加による年齢構成の変化に対応

し、安定した市政運営を行っていくために、若手職員の重点的育成や高度

な専門的知識・能力を有する職員の育成、また性別にかかわらず誰もが活

躍できる環境を整え、長期的・計画的な人材育成を推進していく必要があ

る。 

2 職員定数管理計画に基づいた職員数の適正な管理に努めている。 

相模原市まち・ひと・しごと創生総合戦略や各種計画等に基づく重要施

策など必要性の高い事務事業に職員定数を重点的に配分するとともに、新

たな行政需要に迅速に対応するために、引き続き、事務事業の執行体制の

見直しや職員定数の適正な管理を行う必要がある。 

3 

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増加傾

向にある中、「職員健康管理指針」の改定及び職場復帰支援システムの見

直しを行い、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。また、長期的な視点で職員の健

康管理体制を総合的に見直す必要がある。 
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No. 現    状 課    題 

4 
市民から信頼される市役所の実現を図るよう、コンプライアンスの推進

に取り組んでいる。 

引き続き、事務処理ミスの防止対策に取り組んでいくとともに、内部統

制の充実に向けての検討を行う必要がある。 

5 

相模総合補給廠北側外周部分について、市の条件工事に係る現地実施協

定を国・米軍と締結した。返還4事案について、国に整備方針等を示し、

返還に向けた協議を進めている。 

相模総合補給廠の一部返還地（約15ha）について、まちづくりに着手す

るまでの間の暫定利用を図る必要がある。また、返還4事案の実現に向け、

粘り強い取組を進める必要がある。 

6 

国際交流ラウンジを拠点に、外国人市民への生活関連情報の提供、市民

の外国語や外国文化を学ぶ機会の充実など、国際理解を深めていくための

取組を進めている。 

市民が主体となった国際交流・協力や多文化共生の一層の推進に向け、

国際交流ラウンジの機能の強化、運営の充実を図る必要がある。 

7 

市内外に向けた情報発信に取り組んできた結果、本市の認知度が向上す

るなど一定の成果が現れている。一方、人口減少社会を迎え、持続可能な

地域社会の形成に向け、多くの人や企業に選ばれることを目指したシティ

プロモーションの取組を進めている。 

本市の暮らしやすさやポテンシャルの高さなどの魅力を市内外に向け

て戦略的・効果的な手法により情報発信するとともに、組織としての情報

発信力を高めるため、職員研修の実施等により PRに対する職員意識の改

革に取り組む必要がある。 
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■ 前年度重点目標の評価 

No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

１．果敢に挑戦する職員の育成 

1 

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件数を900件とす

る。 

実 

績 

目標値900件に対して実施件数908件 

達成率100.9％ 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。 

評 

価 
目標を達成 

2 

女性職員の活躍推進 

 

推進体制を整備し、外部研修専門機関への

派遣、メンター制度の導入等の取組を推進す

る。 

実 

績 

ダイバーシティ推進研修の開催、メンター制度の

導入など、女性職員の活躍を推進する取組を実施し

た。 
平成 27年度に策定した「女性活躍推進法

に基づく特定事業主行動計画」に基づき、全

ての女性職員が、その個性と能力を十分に発

揮できるよう、より一層の女性職員の活躍を

推進する。 

評 

価 
目標を達成 

２．簡素で効率的な組織・職員体制の構築 

1 

職員数の適正管理 

職員定数を平成 27年度の 4,650人から平

成 28年度には 4,660人とし、適正な管理に

努めるとともに、次期職員定数管理計画を策

定する。 

実 

績 

平成 28年度までの 4か年の職員定数管理計画に

基づき、新たな行政課題へ的確に対応するため、平

成 28年度の職員定数を 4,650人から 4,660人とし

た。 

また、平成29年度から平成31年度までの3か年

を計画期間とした職員定数管理計画を策定した。 

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（定数・実員数）の適正な管理を

進める。 評 

価 
目標を達成 

2 

時間外勤務時間の縮減 

時間外勤務時間等の合計時間を基準時間

である約74万8,000時間（平成22年度実績

値）から10万時間を縮減する。 

実 

績 

平成 28年度の時間外勤務時間等の合計時間は、

約70万3,000時間（速報値）となった。平成27年

度から年度目標の年間2万5,000時間を超える約2

万 8,900時間の縮減を図ったが、平成 22年度の基

準時間からは約 4万 4,700時間の減少にとどまっ

た。 

職員の健康保持と効率的な事務執行の観

点から職員の時間外勤務時間縮減を図る。 

評 

価 

 平成 27年度に運用を開始した庶務事務システム

の安定稼働や夏の朝型勤務の運用、部ごとの目標値

設定などマネジメントを強化したことにより、年間

の時間外勤務時間数が 360時間を超える職員数は

430人(平成22年度595人)、月60時間を超える職

員数も 299人(平成 22年度 522人)となり、基準年

の平成 22年度以降最少となった。また、一人当た

りの平均時間外勤務時間は、平成 22年度の年 186

時間から 30時間減少し 156時間となったものの、

熊本地震に伴う応援職員の派遣や職員構成の変動

による時間外勤務対象者の増などにより、時間外勤

務時間の縮減の目標を達成することができなかっ

た。 

3 

職員の健康管理の充実 

長期病気休業職員の割合を2.8％以下とす

る。（教職員を除く。） 

（平成27年度 2.7%） 

実 

績 
長期病気休業職員の割合3.3％ 

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

職員の減少、円滑な職場復帰と再休業防止に

向けた支援を行う。 

評 

価 

ストレスチェックや職場環境改善研修などを実

施し、円滑な職場復帰と再休業防止等によるメンタ

ルヘルス対策を推進してきたが、長期病気休業職員

の割合は前年度比で 0.3ポイント増加の 3.3％とな

り、目標を達成することができなかった。 

３．透明性の高い市政運営の推進 

1 

公文書館の運営 
歴史的公文書の目録整備件数を平成 27年

度末の約16,000件（目録化率約65％）から、

平成28年度末には約21,000件（目録化率約

80％）とする。 

実 

績 

平成28年度末の歴史的公文書の目録整備件数は、

約21,000件となった。 市が保有する公文書が市民共有の知的資

源であることを踏まえ、歴史的公文書等の適

切な保存・利用を図るため、公文書館を運営

する。 

評 

価 
目標を達成 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

４．迅速な情報収集と戦略的な情報発信の推進 

1 

広聴事業 

市民の声システムにおいて一元管理して

いる意見や要望等を分析するとともに、その

結果を市の業務改善につなげていく体制を

整える。 

実 

績 

履歴分析システムを用いて市民意見の傾向等を

まとめた報告書を作成し、庁議での報告や全庁掲示

板での周知を行った。また、市民生活の利便性向上

に資するものや、今後の事務執行上参考になる事例

について対応状況を取りまとめ、全庁掲示板やホー

ムページに掲載するなど、「市民の声」を業務改善

につなげる体制を整えた。 

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。 

評 

価 
目標を達成 

2 

広報事業 

ホームページのウェブアクセシビリティ

改善や、ニーズの高い情報等について特設サ

イトを開設し、利便性の向上を図る。 

実 

績 

ホームページが身体に障害や不自由のある人に

も利用しやすいものとなるよう、トップページを含

む 40ページを抽出し、視覚障害がある人がどのよ

うな写真が表示されているか分かるようにするな

どの改善を図った。また、職員採用、技術職募集、

教職員募集のサイトを1つに統合した職員採用案内

の特設サイトを12月に開設した。 

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 

3 

シティセールス推進事業 

市のシティセールスに関する SNS(ツイッ

ター、フェイスブック、ライン）について、

発信内容の充実に努め、魅力を高めるととも

に登録者数を1万6,000人まで拡大する。 

実 

績 

H28年度末：16,481人 

（H27年度末から1,942人増加） 
「全国と本市のコミュニケーション」とい

う視点から、「認知→好感→行動」に結びつ

く情報発信を通じて、居住･観光･ビジネス等

において、多くの方から“選ばれる都市”と

なるべきブランドの構築を図る。 

評 

価 
目標を達成 

3 

コールセンター運営事業 

高いサービス水準を維持するため、利用者

満足度調査を継続実施し、評価点5点満点中、

平均4.8点以上を目指す。 

実 

績 

年中無休での対応や、FAQ（よくある質問と回答）

の徹底などにより、利用者満足度調査において4.86

点を獲得した。 行政サービスの向上を図るため、平日や休

日･夜間の閉庁時間帯に、市政等に関する問

合せや事業の申込みなどを一元的に受け付

ける「相模原市コールセンター」を運営する。 

評 

価 
目標を達成 

５．基地返還と負担軽減への取組 

1 

基地の返還に向けた国や米軍への要請

活動 
相模総合補給廠の北側外周道路の早期整

備に向け、国・米軍と協議・調整し、現地実

施協定を締結する。 

 返還4事案については、国と市で協議の場

を設置し、具体的な課題の整理を行い、返還

に向けた国との協議を進める。 

実 

績 

北側外周道路について、平成 29年 3月に現地実

施協定を締結した。 

返還4事案について、国との協議の場である米軍

基地関係調整会議を設置し、返還に向けた協議を進

めた。 

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

の解決及び基地の返還に向けた要請活動等

を行う。 
評 

価 
目標を達成 

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 

1 

国際交流推進事業 

多文化共生や国際理解の推進に向け、さが

みはら国際交流ラウンジの取組について、広

報さがみはらでより効果的に周知するとと

もに、SNSを活用するなど、認知度向上を図

る。 

トロント市との友好都市提携 25周年事業

などの実施により市民間交流の更なる推進

を図る。 

実 

績 

さがみはら国際交流ラウンジの取組について、広

報さがみはら１面での紹介や、フェイスブックによ

る情報発信、各区民課窓口でのパンフレットの配架

などにより周知を行った。 

また、トロント市との友好都市提携 25周年事業

として、トロント市における桜植樹やスポーツ交流

事業などを実施した。 

多文化共生のまちづくりを進めるため、外

国人市民と連携しながら地域社会の形成を

図るとともに、市民が主体となった友好都市

をはじめとする諸外国との交流を通じ国際

交流･国際協力を推進する。 
評 

価 
目標を達成 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

2 

銀河連邦サガミハラ共和国事業 

「はやぶさ2」応援事業などJAXAとの連携

を通じ、市民への銀河連邦の周知を図るとと

もに、多くの市民参加につながる事業を実施

する。 

実 

績 

JAXAと連携し「はやぶさ 2」応援事業など、「宇

宙」をテーマとした各種事業を実施し、本市及び銀

河連邦のPRを行った。 

主な事業 

○はやぶさウィーク（はやぶさの日）関連事業 

 ・はやぶさ給食（全市立小中学校） 

 ・「はやぶさ2」応援！玉手箱弁当試食会 

○「市民桜まつり」での宇宙コーナー出展 

○「潤水都市さがみはらフェスタ」での「はやぶさ」

「銀河連邦ヒーロー」オリジナル缶バッチ作成 

○「宇宙フェスタさがみはら 2016」（他団体と共同

開催） 他 

宇宙航空研究開発機構（JAXA）の研究施設

を縁とする5市2町により構成する銀河連邦

において、相互の理解と親善を深めるための

取組を行う。 

評 

価 
目標を達成 

3 

平和思想普及啓発事業 

「市民平和のつどい」に、より多くの市民

の参加が得られるよう事業内容の充実とと

もに、若年層を含む幅広い世代への周知を図

る。 

実 

績 

「被爆体験講話・渡部陽一講演会」、「平和ポスタ

ーコンテスト表彰式・大林宣彦講演会」などを開催

し、多くの市民が参加した。 

また、大学などへ「市民平和のつどい」の周知を

行うとともに、つどいの会場で中学生による平和に

関する取組事例を紹介するなど、若年層を含む幅広

い世代の参加を促進した。 

世界の恒久平和の実現を目指し、より多く

の市民の参加を得て平和意識の普及啓発を

展開し、一人ひとりが国際社会の一員として

世界平和の実現を目指す社会づくりを進め

る。 
評 

価 
目標を達成 
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■ 本年度重点目標                                                  【新：本年度新規目標】 

No.  
事務事業名 指標・目標 

事務事業の概要 目標達成により得られる成果 

１．果敢に挑戦する職員の育成 

1  

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

件数を900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

に基づき若手職員を中心とした人材育成を図る。 職員の能力や資質の向上につながる。 

2  

女性職員の活躍推進 外部研修専門機関への派遣、メンター制度の拡充等の取組を推進す

る。 「女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画」に基づき、全ての

女性職員が、その個性と能力を十分に発揮できるよう、より一層の女

性職員の活躍を推進する。 

組織内の多様性向上、組織対応力の強化及び、職員の能力向上につ

ながる。 

２．簡素で効率的な組織・職員体制の構築 

1  

ワーク・ライフ・バランスの推進 
職員一人当たりの時間外勤務時間を月平均13時間以下とする。 

職員一人ひとりが、やりがいや達成感をもって働き、健康増進、長

時間労働の抑制、業務の能率向上に取り組むことにより、相模原市職

員の健全なワーク・ライフ・バランスの実現を図る。 

職員が健康で充実した生活を送ることにより、職員の能力向上と効

率的な行政運営につながる。 

2  

職員の健康管理の充実 
長期病気休業職員の割合を2.8％以下とする。（教職員を除く。） 

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

減少、円滑な職場復帰と再休業防止に向けた支援を行う。 

職員の健康の保持・増進が図られるとともに、市民サービスを担う

組織強化が図られ、最良のサービスを市民に提供できる。 

3  

職員数の適正管理 職員定数管理計画に基づき、平成 29年度の職員定数を、平成 28年

度の職員定数 4,660人に県費負担教職員の移譲に伴う増員分 3,140人

を加えた7,800人とする。 
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（定数・実員数）の適正な管理を進める。 
多様な行政需要への適切な対応及び市民サービスの向上につなが

る。 

３．透明性の高い市政運営の推進 

1  

公文書館の運営 歴史的公文書の目録整備件数を平成 28年度末の約 21,000件（目録

化率約80％）から、平成29年度末には約23,000件（目録化率約85％）

とする。 市が保有する公文書が市民共有の知的資源であることを踏まえ、歴

史的公文書等の適切な保存・利用を図るため、公文書館を運営する。 目録を整備することにより歴史的公文書を利用する市民の利便性の

向上につながる。 

４．迅速な情報収集と戦略的な情報発信の推進 

1  

広報事業 広報さがみはらのスマートフォンアプリ「マイ広報さがみはら」に

ついて、ダウンロード数2,200件以上を目指す。 

また、ホームページ管理システムの更新に合わせて、トップページ

のバナー広告の掲載方法を改善して、1,000千円の増収を図る。 

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。また、更なる歳入の確保に向けた取組も積極的に進め

る。 市民サービスの向上と財源の確保につながる。 

2  

シティプロモーション推進事業 本市の魅力やポテンシャルを市内外にPRするマガジンを創刊する。 

また、職員の情報発信力や意識を高めるため、職員研修を実施する。 

市内外に本市の魅力を戦略的・効果的に発信することで、認知度向

上や居住意欲等の喚起に結び付け、多くの人や企業から“選ばれる都

市”を目指す。 

本市の魅力ある施策や地域資源、ポテンシャルの情報を発信し、好

意的認知を高めることにより、本市への居住意欲の喚起や企業進出等

の促進につながる。 

3  

広聴事業 履歴分析システムを用いて市民意見の傾向等をまとめた報告書を作

成し、全庁掲示板への掲載により、全庁に情報を共有する。 

また、市民生活の利便性向上に資するものや、今後の事務執行上参

考になる事例について対応状況をとりまとめ、全庁掲示板やホームペ

ージへ掲載する。 
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。 

市民の声がより反映された政策形成につながる。 

4  

コールセンター運営事業 高いサービス水準を維持するため、利用者満足度調査を継続実施し、

評価点5点満点中、平均4.8点以上を目指す。 行政サービスの向上を図るため、開庁時間以外の休日や夜間にも、

市政等に関する問合せや事業の申込みなどを一元的に受け付ける「相

模原市コールセンター」を運営する。 

休日や夜間を含め、適切な案内・受付ができることで、市民サービ

スの向上と職員の負担軽減につながる。 
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No.  
事務事業名 指標・目標 

事務事業の概要 目標達成により得られる成果 

５．基地返還と負担軽減への取組 

1  

基地の返還に向けた国や米軍への要請活動 
相模総合補給廠の一部返還地のうち、国から管理を受託した部分（約

4.7ha）について、市民利用の実現に向けて取り組む。 

返還4事案について、引き続き国との協議を進める。 

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及び基地の返還に向けた要請活動等を行

う。 
一部返還地の管理については、暫定的な市民利用等が可能となる。 

また、返還 4事案の実現に向けた課題整理や米軍へのアプローチ等

につながる。 

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 

1  

銀河連邦サガミハラ共和国事業 
銀河連邦建国30周年事業を通じ、市内外へ銀河連邦の取組及び本市

の魅力を発信する。 
宇宙航空研究開発機構（JAXA）の研究施設を縁とする 5市 2町によ

り構成する銀河連邦において、相互の理解と親善を深めるための取組

を行う。 
宇宙をテーマとしたまちづくりなど、銀河連邦事業の普及、啓発、

理解推進とともに、地域振興を図ることができる。 

2  

国際交流推進事業 
平成 28年 11月に設置した「さがみはら国際交流ラウンジあり方検

討会」において、同ラウンジの機能充実に向けた検討を進め、組織体

制の見直しを図る。 

友好都市交流について、長年にわたる交流で築いた関係を基に、幅

広い分野における更なる市民間交流を促進する。 

多文化共生のまちづくりを進めるため、外国人市民と連携しながら

地域社会の形成を図るとともに、市民が主体となった友好都市をはじ

めとする諸外国との交流を通じ国際交流･国際協力を推進する。 

市民が主体となった国際交流・協力や多文化共生の一層の推進につ

ながる。 

3  

平和思想普及啓発事業 
「市民平和のつどい」に、より多くの市民の参加が得られるよう事

業内容の充実とともに、若年層を含む幅広い世代への周知を図る。 
世界の恒久平和の実現を目指し、より多くの市民の参加を得て平和

意識の普及啓発を展開し、一人ひとりが国際社会の一員として世界平

和の実現を目指す社会づくりを進める。 
より多くの市民の参加を得ることで、幅広い世代に平和思想の普及

啓発を図ることができる。 
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■ 本年度の実施事業（取組）                                             【新：本年度新規事業】 

No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合戦略

設定事業 

１．果敢に挑戦する職員の育成 

1  各局等における人材育成への支援 総務部 職員課 

各局等の職場研修の実施状況等について、各局等が相

互に情報共有を図ることで、各種専門職等の育成を推進す

るとともに、専門職間の連携を深める。 

また、人材育成の実効性を高めるため OJTの更なる推進

に取り組む。 

0  

2  研修所研修の実施 総務部 職員課 

職員一人ひとりの成長を支援し、能力開発・向上を図るとと

もに、若手職員の重点的育成や早期のキャリア形成意識の

醸成、階層別の段階的なマネジメント研修など、人材育成基

本方針に掲げた重点事項に取り組む。 

12,501  

3  女性職員の活躍推進 総務部 職員課 

「女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画」及び「人

材育成基本方針」に基づき、女性職員が自らキャリアについ

て考える機会の充実を図るほか、女性職員の能力が十分に

発揮されるよう、将来を見据えた人材育成や職場環境づくり

に取り組む。 

0  

２．簡素で効率的な組織・職員体制の構築 

1  職員健康管理対策の推進 
総務部  

職員厚生課 

改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックと職場環境

改善を実施するなど、メンタルヘルス対策を中心に、予防、

早期発見・対応の取組を進めるとともに、見直しを行った職

場復帰支援システムを活用し、円滑な職場復帰と再休業防

止に取り組む。また、職場復帰支援システムについて効果検

証を行う。 

100,251  

2  次世代育成支援対策の推進 総務部 職員課 

平成27年度から平成31年度までの5年間を計画期間と

する特定事業主行動計画第 2期前期計画（職員ささえあい

子育てプラン）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。 

0  

3  職員数の適正管理 総務部 職員課 

平成29年度から平成31年度までの 3か年を計画期間と

する職員定数管理計画に基づき、職員定数の適正な管理に

向けて、事務執行体制や事務事業の見直し、民間活力の活

用を図り、選択と集中の視点のもと、必要性・重要性の高い

事務事業に重点的に定数の配分を行う。 

0  

３．透明性の高い市政運営の推進 

1  行政不服審査制度の適正な運用 
総務部  

総務法制課 

市が行う処分等に関し、市民等の権利利益の救済を図り、

市政の適正な運営を確保するため、行政不服審査制度の公

正かつ適正な運用を図る。 

1,273  

2  
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 

「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等を確保

するための見直しに引き続き取り組む。特に、これまでの見

直し作業において課題となっている金銭等の給付を定めて

いる要綱の整理など統一的な対応が必要なものについて、

適切な対応を進める。 

0  

3  公文書館の運営 
総務部  

情報公開課 

歴史的公文書等の保存・市民利用の拠点施設である相模

原市立公文書館を運営する。 
5,513  

4  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、特定個人情

報（個人番号をその内容に含む個人情報）を含め、個人情報

の適正な取扱いに努める。また、個人情報保護法等の改正

を踏まえた個人情報保護条例の見直しを行う。 

0  

5  コンプライアンスの取組の推進 

総務部   

コンプライアンス

推進課 

事務処理ミスの防止対策等コンプライアンスに係る課題の

解消に向け、全庁での取組と各局区を主体とした取組を推

進するとともに、内部統制に関する方針の策定等について国

の動向を見据え検討を行う。 

また、職員のコンプライアンス意識調査を実施し、コンプラ

イアンスの更なる推進に向けた検討を行う。 

0  
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No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合戦略

設定事業 

４．迅速な情報収集と戦略的な情報発信の推進 

1   ホームページ管理システムの更新 
渉外部  

広聴広報課 

ホームページ管理システムの更新に合わせて、トップペー

ジを改修し、バナー広告収入の増収を図るとともに、災害時

等のアクセス集中時でも安定的に市政情報の配信ができる

ように改善する。 

26,565  

2 新 マイ広報さがみはらの導入 
渉外部  

広聴広報課 

広報さがみはらの掲載記事をキーワード検索や「子育て」

「健康」「くらし」などの分野ごとに選択して見ることができるス

マートフォンアプリ「マイ広報さがみはら」を導入する。 

1,000  

3   シティプロモーションの推進 

渉外部  

シティセールス・

親善交流課 

平成29年3月に策定した「シティプロモーション戦略」に掲

げた「好意的認知の向上」、「居住意欲の喚起」及び「企業進

出の促進」に資するような様々なプロモーションを市内外で

取り組むとともに、情報発信力を強化するための職員研修を

実施する。 

14,395  

4   市民の声システムの運用 
渉外部  

広聴広報課 

市民から様々な媒体を通じて寄せられる意見・提言を一元

的にデータ化し、受付から情報の管理、施策への反映まで

一体的に取り組むための「市民の声システム」を運用する。併

せて、受付から回答までの時間短縮が図られるよう積極的に

取り組む。 

1,109  

5   
市民意見等の履歴分析による業務改

善の推進 

渉外部  

広聴広報課 

履歴分析システムを活用し、市民の声システムやコールセ

ンターなどを通じて市に寄せられた意見等の履歴分析を行

い、市の業務改善につなげていく体制を整える。 

150  

6   コールセンターの運営 
渉外部  

広聴広報課 

コールセンターの運営や履歴の分析等を活用し、市民サ

ービスの改善に資するための取組を進める。また、検診等の

受診勧奨などアウトバウンド業務にも取り組み、「受ける」だけ

でなく「発信する」コールセンターを推進する。 

95,451  

7   
施策の推進等に向けた各種情報の収

集と発信の充実 

渉外部  

東京事務所 

本市施策の推進と新たな施策の展開に向け、国、社会等

の動向に注視し、必要な情報収集と施策への反映に努める

とともに、国等関係機関との緊密な連携を図る。 

 また、本市の魅力や強み、都市としての可能性等につい

て、関係部署と緊密に連携し、積極的な情報発信に努める。 

7,591  

５．基地返還と負担軽減への取組 

1  基地問題の解決に向けた取組の推進 渉外部 渉外課 

相模総合補給廠の一部返還地のうち、国から管理を受託

した部分（約 4.7ha）の市民利用に向けた取組を進める。ま

た、返還4事案等の具体的な協議や米軍機の騒音解消に取

り組む。 

23,176  

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 

1  銀河連邦建国30周年事業 

渉外部 

シティセールス・

親善交流課 

子どもたちによる宇宙をテーマとしたサミットなど銀河連邦

建国30周年事業を実施し、市内外に銀河連邦を発信する。 

5,359 

(※銀河連邦

サガミハラ共

和国事業全

体の事業費) 

 

2  
さがみはら国際プランに基づく国際

化の推進 

渉外部 

シティセールス・

親善交流課 

外国人市民に対する情報の提供や、外国人と市民、ボラ

ンティアの活動の拠点である国際交流ラウンジについて、運

営団体とともに在り方の検討を進め、機能の強化及び運営の

充実を図る。 

また、国際化の進展を踏まえ、現状や課題の把握、分析な

ど、さがみはら国際プランの改定を進める。 

 2020年のオリンピック・パラリンピックによる訪日外国人の増

加を見据え、外国人とのコミュニケーション等を学ぶ講座を実

施し、市民の国際理解を深める。 

44,127  

3  平和思想普及啓発事業 渉外部 渉外課 
「市民平和のつどい」として、「夏休み平和映画上映会」、

「谷川俊太郎講演会」などを開催する。 
2,070  

4  被災地への人的支援 総務部 職員課 
東日本大震災や熊本地震で被災した地域の復旧・復興支

援のため、被災地への市職員の派遣を行う。 
4,880  

 


