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平成３０年度                     総務局 運営方針 

 
■ キャッチフレーズ 

熱い想いを実現へ 今こそチャレンジ！ 

～職員総活躍により都市の魅力をアップ～ 

 
■ 局・区の運営の責任者 

総務局長  隠田 展一 

総務部長  榎本 哲也   渉外部長  鈴木 由美子 

 
■ 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、また全ての職員が活躍できる環

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るとともに、職

員のワーク・ライフ・バランスの推進に向け、取り組んでいる。 

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。また、職員の健康を確

保するとともに、仕事と生活の両立支援を図るため、時間外勤務の抑制な

ど必要な環境整備を行う必要がある。 
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No. 現    状 課    題 

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」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、ストレスチェックの実施などにより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、メンタル対策をより効果的に推進するための体制づくりが必要

である。 

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。 

業務上のリスクを評価し、コントロールすることにより事務の適正な執

行を確保する内部統制体制の整備を進める必要がある。 

5 

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。 

航空機騒音問題について、空母艦載機の厚木基地から岩国基地への移駐

が完了した。 

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。また、キ

ャンプ座間及び相模総合補給廠におけるヘリコプター騒音被害の解消に

向けた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865件 

達成率96% 

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 

集合研修の実施は増えたものの、派遣研修が減少

したことから、件数としては目標値には及ばなかっ

たが、局等を横断した集合研修の内容の充実等によ

り、研修の活性化が図られ、職員の政策形成能力等

の向上につながった。 

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。 

実 

績 

自治大学校、市町村アカデミーへの職員派遣や、

メンター制度及びロールモデル紹介の実施など、女

性職員の活躍を推進する取組を実施した。 「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 

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。 

実 

績 

平成 29年度の職員一人当たりの時間外勤務時間

は月平均12.7時間となった。 

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。 

評 

価 
目標を達成 

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。） 

（平成28年度 3.3%） 

実 

績 
長期病気休業職員の割合3.0％ 

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結果、長期病気休業職

員の割合は対前年度比0.3ポイント減の 3.0％とな

ったが、目標を達成することができなかった。 

 

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。 

実 

績 
平成29年度の職員定数を7,800人とした。 

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 

 

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。 

実 

績 

平成29年度末の歴史的公文書の目録整備件数は、

約23,000件（目録化率約85％）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。 

実 

績 

ダウンロード数：4,918件 

バナー広告収入：972千円増収 

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。 

評 

価 

「マイ広報さがみはら」のダウンロード数は、

2,200件を大幅に上回り、目標を達成した。 

一方、バナー広告収入については、ホームページ

管理システムの更新に合わせ、トップページのバナ

ー広告をより見やすい位置に変更するなど掲載方

法を工夫し増収を図ったが、広告市場の変化による

バナー広告の需要減少などから、972千円の増収に

止まる結果となり、目標を達成することができなか

った。 

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

する冊子を創刊する。 

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。 

実 

績 

PR冊子「Sagamihara Fan Fun Fan」を発行し、創

刊号では相模大野を軸に、本市の暮らしやすさ、都

市化された街を紹介した。 

民間企業でブランディング等を手がけてきた講

師を招き、情報発信力強化研修「How to Inform. 印

象に残る伝え方・あれこれ講座」を実施した。 

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。 

評 

価 
目標を達成 

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。 

実 

績 

履歴分析システムを用いて、半期ごとに市民意見

の傾向等をまとめた報告書を作成し、全庁掲示板に

よる周知を行った。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、半期ごとに対応状況をとりまとめ、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 

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。 

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 

4.8点を獲得した。 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。 
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。 

実 

績 

一部返還地の管理受託部分について、平成30年4

月1日から一般利用を開始した。 

返還4事案について、国との協議の場である米軍

基地関係調整会議において、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 
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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 

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。 

実 

績 

 銀河連邦建国 30周年事業として「銀河連邦こど

もワールドサミット」を開催し、銀河連邦の取組を

国内外に向けて発信した。 

・動画による銀河連邦の紹介 

・国内外からの参加児童による宇宙や地球の未来

についての意見交換及び提言発表 

・宇宙飛行士 山崎直子氏による講演 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 

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。 

実 

績 

「さがみはら国際交流ラウンジあり方検討会」の

議論を踏まえ、ラウンジ事業を円滑に実施できるよ

うスタッフの勤務体制の見直しを行った。 

また、トロント市との友好都市交流については、

トロント市へ訪問団を派遣し、新たな市民間交流の

実施に向けて関係者間で合意を得た。さらに、経済

交流団を派遣し、経済分野に係る意見交換・情報交

換を行った。 

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 

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 

市民が参加しやすく、平和への意識が高揚する夏

休み期間に「夏休み平和映画上映会」、「平和･原爆

ポスター展」を開催し、若年層を含む幅広い世代の

市民が参加した。 

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 
各局等の人材育成担当等の育成能力向上を図るための OJT研修を実

施するほか、職員研修所ポータルを活用し、研修の成果や人材育成情

報の紹介などを行うことにより、各職場内OJTの活性化を図る。 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基本

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12.6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 30年度の職員定数を、平成 29年

度と同数の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 29年度末の約 23,000件から、

平成30年度末には約24,000件とする。 

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 5,500件以上を目指す。また、広報紙の配架

場所(現在547箇所)を50箇所増やす。 
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。 
SNSの活用や広報紙の配架場所の増加により、新聞未購読世帯などに

対して、必要な市政情報を入手する機会を増やすことで、効果的な情

報提供につなげる。 

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発信するため、PR冊子を発行

するほか、市外の展示会等において定住促進や企業誘致をテーマとし

た出展を行う。 

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。 
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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 

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や業務改善につながる。 

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。 

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 
返還4事案の実現に向け、引き続き国との協議を進める。 

また、米軍ヘリコプター騒音被害の対策として、新たに補給廠周辺

における騒音実態の把握に取り組む。 

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。 

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。 

また、ヘリコプター騒音の実態を踏まえ、国･米軍に対し、被害の解

消･軽減を求めることができる。 

2 新 

相模総合補給廠一部返還地の暫定活用の推進 
イベントなどを実施することができる多目的広場として活用を図

る。 

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の

暫定活用を図る。 国の財産処分が行われるまでの間の有効活用を図るとともに、返還

されたという実感を市民が共有することができる。 

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  

国際交流推進事業 
さがみはら国際交流ラウンジの認知度向上を目的として、各区での

事業実施や、地域と連携した取組を進めるほか、海外友好都市関係を

活用した市民間交流を促進する。 

また、国際化施策の基本計画となるさがみはら国際プランの改定作

業を進める。 

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。 

2  

銀河連邦サガミハラ共和国事業 

「はやぶさ 2」の小惑星到着を好機として、JAXAとの連携事業を通

じて、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。 

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人材育成担当等へＯＪ

Ｔ研修を実施し、職場研修の更なる推進に取り組む。 

167  

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。 

14,227  

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。 

―  

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、職場復帰前訓練を促進し、その効果検証を行う。 

96,413  

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。 

―  

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年間を計画期間とする

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。 

―  

4 新 
非常勤職員の職の整理及び会計年度

任用職員制度導入への対応 

総務部 

職員課 

平成32年4月の地方公務員法及び地方自治法の一部改正

法の施行に向けて、非常勤職員の職の整理及び新たに導入さ

れる会計年度任用職員に係る任用、勤務条件等の整備を行う。 

―  

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。 

1,261  

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、地方分権一括法の施行に

伴い整備した条例の規定内容及び規定方法の見直しに重点的

に取り組む。 

―  

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。 
5,551  
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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  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。 

―  

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 

コンプライアンスに係る全庁の取組と各局区を主体とした取組

を進めるとともに、職員のコンプライアンス意識調査を継続して

実施し、効果の検証を行う。 

―  

6 新 内部統制体制の整備 

総務部   

コンプライアン

ス推進課 

平成 32年度から法定事務となる内部統制に関する方針の策

定及び内部統制体制の整備等に向けた検討を行う。 
―  

４．迅速な情報収集と戦略的な情報発信の推進 

1   ホームページの運用 
渉外部  

広聴広報課 

ホームページのウェブアクセシビリティ改善（バリアフリー化）

により、高齢者や障害のある方にも配慮した誰もが利用しやす

い環境づくりに取り組む。見やすく分かりやすいホームページを

運用することで、より効果的な情報発信をする。 

7,751  

2  マイ広報さがみはらの運用 
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」を運用する。併せて、子育て

世代を中心とした若い世代に対して、市の関係事業でアプリの

機能を周知する PRチラシを配布するなど、登録の増加に向け

て積極的に取り組む。 

1,000  

3   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、施策への反映や業務改

善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  

4   
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。 

1,108  

5   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。 

94,349  

6   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に市内外で取り組

む。 

平成30年度は、「はやぶさ2」のふるさとである本市をPRする

イベントの開催のほか、移住希望者に対し本市への定住を促進

する「ふるさと回帰フェア」、中京圏の企業に向けて本市の首都

圏における立地優位性をアピールする「メッセ名古屋」への出展

により、本市の魅力を市外に向けて発信する。 

また、前年度に引き続き、情報発信力を強化するための職員

研修を実施する。 

18,968  

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。 

7,868  



 

10 

No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合戦略

設定事業 

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 

返還4事案等の具体的な協議を進める。また、米軍ヘリコプ 

ターの騒音被害の対策として、相模総合補給廠周辺における騒

音実態の把握のため、新たに騒音記録計を設置する。 

9,570  

2 新 
相模総合補給廠一部返還地の暫定活

用の推進 

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）について、イベントなどを実施することができる多

目的広場として活用を図る。 

7,450  

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  
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 

さがみはら国際交流ラウンジにおいて、自治会等と連携して

外国人市民を対象とした防災訓練を行うなど、ラウンジの認知度

向上に向けた取組を進める。 

諸外国との交流において、友好都市関係を活用した市民間

交流を促進するとともに、2020年のオリンピック・パラリンピックに

おいてブラジル選手団が市内で事前キャンプを実施することを

踏まえ、ブラジルの生活や文化をテーマとしたイベントを開催

し、ブラジルへの理解や関心を深める取組を進める。 

さらに、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。 

49,734  

2  銀河連邦サガミハラ共和国事業 

渉外部 

シティセール

ス・親善交流課 

ＪＡＸＡと連携した「はやぶさの日」記念事業等の宇宙をテーマ

としたまちづくり事業を実施する。 

また、銀河連邦の魅力の発信を目的として、都内での銀河連

邦物産展を実施する。 

5,659  

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、「被爆体験講話」、「広島市派遣 

相模原市平和大使」など、8月及び 11月を中心に事業を実施

する。 

2,015  

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。 
5,132  

 


