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平成３０年度                   企画財政局 運営方針 

 
■ キャッチフレーズ 

選ばれる都市へ、熱意と創意を持った行財政運営！ 

 
■ 局・区の運営の責任者 

企画財政局長   和光 亨 

企画部長   石井 光行       財務部長   渡辺 義博       税務部長   古井 隆一 

 
■ 局・区の役割・目標 

１．人や企業に選ばれるまちづくりを推進します。 

市民の豊かで安心できる暮らしを実現するために、多様化する市民ニーズを的確に捉え、きめ細かく対応するとともに、効果的・効率的なサービスの

提供に努めます。 

また、人や企業に選ばれる都市の実現に向け、圏域をけん引し拠点性の向上につながる取組を積極的に展開します。 

２．将来にわたり本市が発展を遂げるための財政運営を推進します。 

  将来にわたり本市が発展を遂げるための施策を推進するため、安定的な財政運営を目指します。 

また、円滑な行財政運営のための取組を強化します。 

３．債権回収対策の推進と景気動向等を踏まえた税収の確保を進めます。 

全庁的な収入未済額の削減及び現年度における収納率の向上を目指し、債権回収対策の更なる推進を図ります。 

また、税制改正の影響のほか、景気動向や本市の今後のまちづくり等を踏まえた市税収入を的確に見込むとともに、適正かつ公平な市税の賦課徴収業

務に努めます。 

 
■ 局・区経営の視点・方針 

 

１．「国や世の中の動きを的確に捉え、効果的で効率的かつ堅実な行財政運営を推進する。」 

２．「幅広い視野と高いモチベーションを備えた職員を育成する。」 

３．「適正な事務執行を徹底するとともに、公務員倫理と服務規律を遵守する。」 

 

 
■ 現状と課題 

No. 現    状 課    題 

1 
新・相模原市総合計画における成果指標、業績指標の設定の仕方が適切

でないものが見受けられる。 

 目標達成に向けた施策の体系を理解したうえで事業を実施する意識が

不足している。 

 また、いわゆる縦割り意識から脱却ができていない。 

2 

 市税等の歳入は大幅な増が見込めない一方、扶助費をはじめとした義務

的経費は今後も増加を続けると予測され、さらに収支の均衡を保つことが

難しくなると見込まれる。 

財政状況がますます厳しくなると見込まれる中、将来にわたり市民へ質

の高い行政サービスを提供するため、一層の歳入の確保を図るとともに、

中長期的な財政への影響等を踏まえた意思決定や、最少の経費で最大の効

果をあげるための予算編成が可能となるよう、行財政運営のスキームを改

善する必要がある。 

3 
 多くの公共施設の老朽化が進み、施設改修や更新への対応が求められて

いる。 

将来も必要な公共施設の機能やサービスを提供していくため、施設の規

模や配置、サービスの適正化を図る必要がある。また、改修・更新費用の

平準化や優先度の高い施設に予算配分する仕組みを導入する必要がある。 

4 
２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、全国

において、大会運営準備や事前キャンプ誘致等の取組が進められている。 

さがプロ２０２０関連事業の効果的な推進を通じて大会機運の醸成を

図るため、関係部局との的確な情報共有や事業調整に取り組むほか、市

民・関係団体や民間企業等との連携を深めるための体制づくりに取り組む

必要がある。 

また、本市での自転車ロードレース競技の実施に向け、組織委員会やコ

ース通過自治体等と連携しながら各種調整を着実に進めるほか、大会後も

見据えたスポーツや観光の振興等につなげられるよう、PR方策や関連事業

の検討に取り組む必要がある。 

5 
津久井地域における秩序ある土地利用を推進するための取組が求めら

れている。 

特定地域土地利用計画について、新たな利用検討ゾーン設定手続きの検

討を行うとともに、見直しに向けた庁内及び関係機関との調整を図る必要

がある。 

6 平成28年度決算における経常収支比率が102.5％となった。 

市税収入の大幅な増加が期待できない一方で、新たな行政課題への対応

や高齢化の進行等に伴う扶助費を中心とした義務的経費の増大が続いて

いる。 
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No. 現    状 課    題 

7  将来にわたって健全財政の維持が求められている。 

 健全財政維持のため、的確な財政の将来見通しを立てるとともに、引き

続き市債の適正な発行に努めつつ、積極的に歳入の確保を図るなど、財政

指標に留意した財政運営が必要である。 

8  財政情報の開示と市民へのわかりやすい説明が求められている。 
 財政状況の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。 

9 
平成29年度は、職員に過失のある交通事故が前年度と同水準にあるが、

引き続き事故の減少に向けた取組が求められている。 

公用車による交通事故は、市民の交通安全を推進している市にとって市

民の信頼低下を招く一因となることから、さらなる交通事故防止対策の取

組が必要である。 

10 

「第2次相模原市債権回収対策基本方針」に基づき、収入未済額の削減

及び現年度における収納率の向上に向け、各債権の回収に取り組んでい

る。 

「第2次相模原市債権回収対策基本方針」に掲げた主要8債権の平成31

年度決算時における目標値（収入未済額：平成27年度比10％減、現年度

収納率：債権ごとの個別目標）の達成を目指し、引き続き収入未済額の削

減及び現年度収納率の向上に取り組む必要がある。 

また、市税においては、収納率や特別徴収実施率の更なる向上に向け、

賦課徴収部門が一体となって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．成長戦略を持った都市経営を進めます。 

1 

次期総合計画の策定 

・市民アンケートの実施 

・基礎調査（人口推計、土地利用、財政等）

の実施 

・策定方針案の検討 

実 

績 

・市民アンケート調査を実施し、報告書を作成した。 

・人口推計、土地利用、財政等、基礎調査結果を取

りまとめた。 

・策定方針案を作成した。 

 「新・相模原市総合計画」の進行管理の

結果を踏まえ、平成 32年度からを計画期

間とする次期総合計画の策定に向けた取

組を行う。 
評 

価 

次期総合計画の策定に向けて予定どおり始動す

ることができた。 

2 

「第２次さがみはら都市経営指針・実

行計画」の進行管理 

・経営評価委員会開催 

・事務事業の精査・見直しの実施 

・進行管理 公表 

実 

績 

・経営評価委員会を開催し、課題がある取組を中心

に評価を行った。 

・事務事業の精査・見直しを実施した。 

・庁内及び経営評価委員会における評価結果を公表

した。 

 持続可能な都市経営を行うため、第2次さ

がみはら都市経営指針・実行計画の各取組項

目の着実な実施を推進する。 評 

価 

 計画を着実に実施するため、委員会からの意見を

踏まえて、今後の対応方針を決定した。 

3 

公共施設マネジメントの推進 

・推進プランを踏まえた施設の在り方や適正

配置等の検討の推進 

・モデル事業（城山総合事務所周辺の公共施

設再編）の推進 

・公共施設情報カルテの作成、公開 

・公共建築物の長寿命化基本方針の検討 

実 

績 

・城山総合事務所周辺公共施設再編方針の策定に向

けた検討や地域との合意形成に向けた取組を実

施した。 

・公共施設情報カルテを公表した。（施設情報の見

える化） 

・公共施設マネジメント検討調整会議において、公

共建築物の長寿命化基本方針の検討を行った。 

 「公共施設の保全・利活用基本指針」及び

「相模原市公共施設マネジメント推進プラ

ン」に基づき、施設の規模、配置及びサービ

スの適正化や、長寿命化等に向けた取組を推

進する。 

評 

価 

公共施設マネジメントの推進に向けた取組や環

境整備を着実に進めることができた。 

4 

PPP（公民連携）活用指針に基づく取組 

・公民連携サウンディング型市場調査の導入 

・PFIガイドラインの策定 

・公民連携プラットフォームの設置検討 

実 

績 

・サウンディング型市場調査を導入した。 

・PFIガイドラインの策定に向けて検討を進めた。 

・内閣府の支援を受け、プラットフォームの設置検

討を進めた。 

民間事業者が有する高度な専門知識や経

営資源を積極的に活用した公共サービスの

提供を推進するため、平成26年12月に策定

した「PPP（公民連携）活用指針」に基づく

取組を行う。 
評 

価 

サウンディング型市場調査などにより、民間のノ

ウハウや専門知識を活用した公民連携の取組を進

めることができた。 

5 

基幹システム最適化推進事業 

・平成 29年 7月から社会保障・税番号制度

の情報連携を開始させる。 

・2次稼働するシステムについて、平成 30

年1月から稼働を開始させる。 

実 

績 

・社会保障・税番号制度の情報連携に関するシステ

ム環境の整備（システム改修等）を実施した。 

・2次稼動するシステムについて、スケジュールに

沿った構築作業を実施した。 

情報関連事業費の削減、業務改革の推進、

市民ニーズや社会環境の変化などへの柔軟

な対応を図るため、業務プロセスを見直すと

ともに、基幹システムを最適化する取組を進

める。 

評 

価 

・平成 29年 7月から遅滞なく社会保障・税番号制

度に関する情報連携を開始させた。 

・平成 30年 1月からの稼動を予定した２次稼動シ

ステムについて、予定どおり稼動させた。 

6 

健全財政の維持  早期健全化基準未満の維持 

 

 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％ 

実 

績 

平成28年度決算ベース 

実質赤字比率   －（赤字発生せず） 

連結実質赤字比率 －（赤字発生せず） 

実質公債費比率  2.9％  

将来負担比率   36.5％ 

 市債の適正な発行を行うとともに、積極的

な歳入の確保を図ることなどにより健全財

政を維持する。 
評 

価 
早期健全化基準を全て下回っている。 

7 

必要財源の確保による円滑な予算編成 

・円滑な予算編成のための行財政システムの

検討 

・適正な予算配分 

実 

績 

・行財政システムに係る基礎算定調書の見直し・充  

 実 

・元利償還金に対する地方交付税措置を考慮した市

債の発行  必要な財源を確保しつつ、効果的で効率的

な予算の編成を行う。 
評 

価 

 積極的な歳入確保や徹底した事業費の精査によ

り、効果的で効率的な予算編成を行った。 
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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 

8 

財政状況の評価と開示 

・予算関連資料の発行 

・バランスシートなど決算関連資料の充実 

・財政出前講座の実施 

・効果的なIR活動の実施 

実 

績 

・各局・各区の予算見積額と予算案の額の状況及び

調整の考え方の公表 

・予算関連資料の発行 

・統一的な基準に基づく財務書類の作成、公表 

・固定資産台帳の更新 

・市場公募地方債発行団体IR説明会に参加 

・個別投資家へのIRを実施 

・市補助金概要調書等の公表 

 財政状況について、市民や投資家に対する

積極的な情報の開示を進める。 

評 

価 

新たに各局・各区の予算見積額と予算案の額の状

況の公表を行うなど、財政状況について市民や投資

家に対して積極的な情報の開示を進めることがで

きた。 

9 

税収の確保 

・現年度収納率：  98.93％ 

・滞納繰越分収納率：30.96％ 

実 

績 

・現年度収納率：  98.97％（見込み） 

・滞納繰越分収納率：33.32％（速報値） 納付お知らせセンター事業による初期未

納者対策の実施、財産調査、差押、公売等滞

納処分の強化により収納率の向上を図る。 

評 

価 

市税収納対策を推進し、滞納整理に努めた結果、

目標を達成する見込み。 

10 

債権回収対策の推進 

・収入未済額の削減 

・現年度収納率の向上 

実 

績 

平成 29年度相模原市債権回収推進会議で設定し

た主要8債権（※）の目標値 

・収入未済額：134億円 

 決算見込：126億円（平成29年12月末現在） 

・現年度収納率：債権毎に設定 

決算見込：ほとんどの債権で、目標を達成する見

込み 

（※）主要8債権：市税、後期高齢者医療保険料、生活保護費返還

金、介護保険料、国民健康保険税、母子父子寡婦福祉資金貸付金、

保育所保育料、住宅使用料 

平成 28年度に策定した「第 2次相模原市

債権回収対策基本方針」に基づき、全庁的な

収入未済額の削減及び現年度収納率の向上

に向けた取組を推進する。この方針に基づき

設置した「相模原市債権回収推進会議」にお

いて、毎年度の取組目標の設定や進行管理、

債権所管課への支援、指導を行う。 

評 

価 

債権回収対策を推進し、滞納整理に努めた結果、

収入未済額を削減し、現年度収納率の向上が図れる

見込み。 

２．地方分権改革の推進と自主・自立的な政策形成の支援を進めます。 

1 

地方分権改革関連法案に対応した各局

への支援 

・第7次一括法に係る対応について、支援・

調整を行うとともに、各局総務室とともに

進行管理を行う。 

・提案募集方式の活用に向け、庁内調整を進

める。 

実 

績 

・各局の対応状況を的確に把握し、権限移譲に関す

る県との連絡調整や情報提供など、円滑な移譲に

向けた支援等を行った。 

・提案募集方式については、指定都市市長会共同で

10件の提案を行った。  地方分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。 評 

価 

・「第 7次一括法」の施行に伴う条例整備や事務処

理体制の整理等について、円滑に実施することが

できた。 

・提案募集制度を積極的に活用し、取組を進めた。 

2 

特定地域土地利用計画の見直し 

特定地域における現況課題を整理すると

ともに、見直しに係る考え方の整理・検討を

行う。 

実 

績 

・地域振興に資する企業等を計画的且つ迅速に誘

導するため、課題整理を行った。 

・開発圧力の低下や地域振興に資する土地利用の

必要性の高まり等から、神奈川県土地利用調整

条例を本則規定に移行した。 

 神奈川県土地利用基本計画に基づき策定

している「特定地域土地利用計画」を見直す

とともに、地域の活性化に資する開発計画等

の実現化方策について検討する。 
評 

価 

津久井地域等における土地利用の考え方に基づ

き、特定地域土地利用計画の見直し作業を行うこと

ができた。 

3 

地方分権改革における税制の取組 

・指定都市市長会、九都県市首脳会議等にお

いて国・地方間の税源配分の是正などの要

望活動を積極的に行う。 

・税制改正の影響のほか、景気動向や本市の

将来像等を踏まえたうえで、今後の税収を

的確に見込む。 

実 

績 

・指定都市市長会、九都県市首脳会議等において、

国・地方間の税源配分の是正などの要望活動を積

極的に行った。 

・税制改正の影響のほか、景気動向や本市の今後の

まちづくり等を踏まえ、今後の税収の見通しを行

った。 

税制改正等の要望活動を積極的に行うと

ともに、税制改正の影響等を踏まえ、今後の

税収を的確に見込む。 

評 

価 

・要望活動を積極的に行うことができた。 

・今後の税収を的確に見込むことができた。 
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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 

３．安心していきいきと快適に暮らせるまちづくりを進めます。 

1 

社会保障・税番号制度の利活用の推進 ・情報連携開始に向け、庁内体制や条例の整

備を行う。 

・マイナポータルの本格運用開始に伴い、円

滑な運用が行えるように職員向けの研修

会を行うとともに、運用開始後のフォロー

アップを行う。 

・マイキープラットフォームを用いた地域活

性化方策の検討を行う。 

実 

績 

・情報連携開始に向け、庁内周知や条例整備を行っ

た。 

・マイナポータル用端末の庁内配布を行った。 

・マイキープラットフォームを用い、マイナンバー

カード活用事業を開始した。 
 関係各課と連携を図り、マイナンバー制度

及びマイナンバーカードの利活用・普及促進

に向けた取組を進める。 
評 

価 

 マイナンバー制度及びマイナンバーカードの利

活用・普及促進に向け、関係各課と連携を図りなが

ら推進することができた。 

2 

周辺市町村との連携、協力による広域

行政の取組の推進 

 引き続き既存の連携を強化するとともに、

新たな都市間連携について検討する。 

実 

績 

・県央相模川サミットにおいて、相模川におけるバ

ーベキュー区域の有料化について、検討を行っ

た。 
・首都圏広域地方計画「首都圏南西部国際都市群の

創出プロジェクト」の主査として、関係自治体と

連携し、当該プロジェクトの KPI（成果指標）を

設定した。 

 県央相模川サミットや町田市、八王子市と

の連携を強化するとともに新たな都市間連

携を行う。 

評 

価 

周辺市町村との連携した取組により、本市と周辺

圏域の発展に寄与することができた。 

3 

さがプロ2020の推進 

 キャンプ誘致の実現に向けた取組を更に

進めるともに、市民等との交流事業などを含

めた新たな取組について検討する。 

実 

績 

ブラジル連邦共和国及びカナダの事前キャンプ

の受入れが決定するとともに、国が推進するホスト

タウンとして登録された。 

 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会の成功に向け、関係都市等との

連携や協力を更に進めるともに、本市のスポ

ーツ、文化の新興、魅力の発信等を通じて本

市の発展を図るため、大会期間中の取組だけ

ではなく、大会終了後も持続可能な取組につ

いても積極的に展開する。 
評 

価 

ホストタウン交流計画の策定に当たり関係部局

が今後取り組む事業を横断的に整理するなど、大会

に向けた本市の取組について基本的な方向付けが

できた。 

4 

公用車両による交通事故防止 

・職員に過失のある交通事故を年間 30件以

下とする。 

・職員に対して、安全運転の更なる啓発事業

を実施する。 

実 

績 

職員に過失のある交通事故は、37件発生 

・交通事故防止強化月間運動の実施 

 実施回数 年5回 

・職員安全運転研修会の実施 

 管理職対象 2日間 350人 

 全職員対象 2日間 144人 

・職員安全運転実技研修の実施 

 延べ 13日間 参加者 104人 

・警察官による実践的研修 2回 83人 

・バック誘導研修 3回 74人 

・フォローアップ研修 20回実施 対象 25人 

・チェーン装着研修 1日 23人 

・声かけ運動の実施 通年 

公用車両による交通事故は、平成 28年度

は前年に比べて僅かながら減少しているが

引き続き事故の減少に向けた取組を進める。 

評 

価 

交通事故防止強化月間の実施やバック誘導研修、

事故を起こした職員を対象としたフォローアップ

研修等の実践的な研修を引き続き実施したことで、

事故件数は平成28年度と同水準であった。 
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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．人や企業に選ばれるまちづくりを推進します。 

1  

次期総合計画の策定に向けた検討 次期基本構想案の検討 

  策定体制における検討 

  総合計画審議会への諮問 

  市民参加の取組推進  平成32年度からを計画期間とする次期総合計画の策定に向けた取組を

行う。 
次期総合計画の根幹となる基本構想案を多角的な視点で検討

することができる。 

2  

「第2次さがみはら都市経営指針・実行計画」の見直し 
次期総合計画の策定とあわせた見直し 

 更なる行財政改革と持続可能な都市経営の推進を図るため、次期総合計画

策定の検討とあわせて、指針及び実行計画の見直しに向けた検討を行う。 

本市を取り巻く環境の変化等に対応した見直しに取り組むこ

とにより、更なる行財政改革と持続可能な都市経営の推進を図る

ことができる。 

3  

公共施設マネジメント及び公民連携の推進 ・モデル事業の推進（城山総合事務所周辺の公共施設の再編） 

・公共建築物（市営住宅及び学校施設を除く。）の長寿命化計画

の検討 

・PFIガイドラインの策定 

・PPP/PFI地域プラットフォームの設置・運営 持続可能な公共サービスの提供に向け、「公共施設の保全・利活用基本指針」

や「PPP（公民連携）活用指針」等に基づく取組を推進する。 
施設の整備等に係る財政負担の軽減や平準化、民間ノウハウや

専門知識を活用した効率的・効果的な事務の実施や市民サービス

の向上を図ることができる。 

4  

地方分権改革関連法案に対応した各局への支援 ・第8次一括法に係る対応について、支援・調整を行うとともに、

各局総務室とともに進行管理を行う。 

・提案募集方式の活用に向け、庁内調整を進める。 

地方分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。 

・地方分権改革が進むことで、住民サービスが向上するとともに

地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組

むことができるようになる。 

・国が提案募集に対応することで、支障事例の軽減が見込まれる。 

5  

さがプロ２０２０の推進 ・さがプロ２０２０関連事業の総合調整及び進行管理 

・市民、関係団体等との連携体制の構築 

・イベントボランティアの確保策の検討 

・関連事業の実施に係る国、県、組織委員会等との連絡調整 

 大会の成功に向け、関係都市等との連携や協力を更に進めるとともに、本

市のスポーツ・文化の振興、魅力の発信等を通じて本市の発展を図るため、

大会期間中の取組だけではなく、大会終了後も持続可能な取組についても積

極的に展開する。 大会機運の醸成、市内関係団体との連携強化等 

6 新 

２０２０年東京オリンピック競技大会 自転車ロードレース競技

の開催に向けた調整 

・主要関係者、団体等へのコース案の説明及び協力依頼(コース

決定前) 

・コースの一般周知及びテストイベントの開催告知(コース決定

後) 

・競技実施に向けた組織委員会、関係自治体等との各種調整 

・競技ボランティア(コース監視員)の確保策の検討 

・PR方策及び関連事業の実施に向けた検討 

自転車ロードレース競技のコースの本市域内への設定に向け、競技実施に

向けた各種調整を進めるとともに、本市の発展につながる取組について検討

する。 

競技の成功、本市のスポーツ振興・観光振興・ＰＲ促進等 

7  

特定地域土地利用計画の策定 新たな「特定地域土地利用計画」及び利用検討ゾーン設定手続

きの策定を行い、庁内及び関係機関との調整を図る。 

神奈川県土地利用基本計画に基づき新たな「特定地域土地利用計画」を策

定するとともに、新規利用検討ゾーン設定手続きを明確にする。 

策定により適時性が確保されるとともに、地域の活性化に資す

る民間計画等を実現するための手続きを明確にし、中山間地域に

おける持続可能なまちづくりが進められる。 

8  

基幹システム最適化推進事業 ・3次稼動システムについて、平成 30年 5月から稼動を開始さ

せる。 

・新基幹システムの全面稼動に伴い、新システムに最適な運用形

態を確立させる。 

情報システム関連経費の削減、業務改革の推進、市民ニーズや社会環境の

変化などへの柔軟な対応を図るため、業務プロセスを見直すとともに、基幹

システムを最適化する取組を進める。 
情報システム関連経費の削減、効率的な業務運用 



7 

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 

２．将来にわたり本市が発展を遂げるための財政運営を推進します。 

1  

経常収支比率の改善 
経常収支比率の改善 

 平成28年度決算における経常収支比率が102.5％となったことから、他の

指定都市との比較分析を行い、財政の硬直化の改善を図る。 財政の硬直化の改善 

2  

長期財政収支の作成 
長期財政収支の作成 

 将来を見据えた長期財政収支を作成する。 
将来にわたる健全財政の確保 

3  

必要財源の確保による円滑な予算編成 ・権限・税財源移譲の要望や提言 

・暮らし潤いさがみはら寄附金制度の充実 

 必要な財源を確保しつつ、効果的で効率的な予算の編成を行う。 社会情勢の変化や国の制度改正、予算、施策に対応した財政運

営 

4  

財政状況の評価と開示 ・予算関連資料の発行 

・バランスシートなど決算関連資料の充実 

・財政出前講座の実施 

・効果的なIR活動の実施  財政状況について、市民や投資家に対する積極的な情報の開示を進める。 

財政状況の透明性及び市民等の理解度の向上 

5  

公用車による交通事故防止 ・職員に過失のある交通事故を年間30件以下とする。 

・事故防止に向けた取組を引き続き実施する。 
平成29年度において、公用車による交通事故は前年度と同水準にあるが、

引き続き事故の減少に向けた取組を進める。 事故対応に伴う事務処理及び財政負担の削減 

３．債権回収対策の推進と景気動向等を踏まえた税収の確保を進めます。 

1  

税収確保のための取組 平成30年度第1回債権回収推進会議において設定する、市税

の収入未済額及び現年度収納率 納付お知らせセンター事業による初期未納者対策の実施、財産調査、差押、

公売等滞納処分の強化により、収入未済額の削減及び現年度収納率の向上を

図る。 市民の負担の公平性と税収の確保 

2  

債権回収対策の推進 平成30年度第1回債権回収推進会議において設定する、主要

8債権（※）の収入未済額及び現年度収納率 

（※）主要8債権：市税、後期高齢者医療保険料、生活保護費返還金、介護保険料、

国民健康保険税、母子父子寡婦福祉資金貸付金、保育所保育料、住宅使用料 

「第 2次相模原市債権回収対策基本方針」に基づき、全庁的な収入未済額

の削減及び現年度収納率の向上に向けた取組を推進する。この方針を推進す

るため設置している「債権回収推進会議」において、毎年度の取組目標の設

定や進行管理、債権所管課への支援、指導を行う。 市民の負担の公平性と自主財源の確保 

3  

地方分権改革における税制の取組 ・指定都市市長会、九都県市首脳会議等において国・地方間の税

源配分の是正などの要望活動を積極的に行う。 

・税制改正の影響のほか、景気動向や本市の今後のまちづくり等

を踏まえ、今後の税収を的確に見込む。 
税制改正等の要望活動を積極的に行うとともに、税制改正の影響等を踏ま

え、今後の税収を的確に見込む。 

地方分権改革の推進と税収の確保 
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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） 
総合略設

定事業 

１．人や企業に選ばれるまちづくりを推進します。 

1   次期総合計画の策定 
企画部  

企画政策課 

・策定会議、幹事会等を開催する。 

・基本構想案の審議のため総合計画審議会を 7回程度開

催する。 

・市民参加の取組として市内22地区のまちづくり会議に

おける検討、大学生によるフィールドワーク、シンポ

ジウム、区民討議会などを実施する。 

17,294  

2  新・相模原市総合計画の進行管理 
企画部  

企画政策課 

 「新・相模原市総合計画」及び「相模原市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」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。 

2,034  

3 新 マイナンバーカード活用事業の推進 
企画部 

 企画政策課 

 マイナンバーカードを利用し、地域活動の促進と地域

経済の活性化を図るため、市民の活動に応じて付与する

ポイントとクレジットカード会社等のポイントを利用し

て、市内の商店街やオンラインで買い物ができるよう取

組を行う。 

1,700  

4  都市政策の調査研究 

企画部 

企画政策課さ

がみはら都市

みらい研究所 

 高齢単身者の実態調査を行い、今後増加が見込まれる

高齢単身者が住み慣れた地域で安全で安心した生活を送

るため、現状や今後本市で想定される課題及び必要な支

援のあり方について明らかにする。 

1,462  

5  
「第２次さがみはら都市経営指針・実

行計画」の見直し 

企画部  

経営監理課 

 更なる行財政改革と持続可能な都市経営の推進を図る

ため、次期総合計画策定の検討とあわせて、「都市経営指

針・実行計画」の見直しに向けた検討を行う。 

896  

6  公共施設マネジメントの推進 
企画部  

経営監理課 

「公共施設の保全・利活用基本指針」及び「相模原市

公共施設マネジメント推進プラン」に基づき、施設の規

模、配置及びサービスの適正化に向けた取組を推進する。 

―  

7  
PPP（公民連携）活用指針に基づく取

組 

企画部  

経営監理課 

 民間事業者が有する高度な専門知識や経営資源を積極

的に活用した公共サービスの提供を推進するため、「PPP

（公民連携）活用指針」に基づき、PPP/PFI地域プラッ

トフォームの設置・運営、PFIガイドラインの策定など

の取組を行う。 

76  

8  受益者負担の適正化の推進 
企画部  

経営監理課 

市が提供する行政サービスに係る受益と負担の適正化

を図るため、「受益者負担の在り方の基本方針」に基づき、

コストを把握し、受益者負担の適正化を推進する。 

―  

9  
「外郭団体に係る改革プラン」の見直

し 

企画部  

経営監理課 

外郭団体の更なる経営健全化を実現するため、本市に

おける外郭団体の抜本的改革の方向性を示した「改革プ

ラン」の見直しに向けた取組を行う。 

189  

10  事務事業の精査・見直し 
企画部  

経営監理課 

行政として担うべき役割を検証し、「費用対効果」と「選

択と集中」の視点に立ち事務事業の精査・見直しを行う。 
―  

11  都市間連携の取組 
企画部 

 広域行政課 

指定都市市長会や九都県市首脳会議など広域的な連携

組織に参画する。 
5,895  

12  
地方分権改革関連法案に対応した各

局への支援 

企画部 

 広域行政課 

・第 8次一括法に係る対応について、支援・調整を行う

とともに、各局総務室とともに進行管理を行う。 

・提案募集方式の活用に向け、庁内調整を進める。 

―  

13  
周辺市町村との連携、協力による広域

行政の取組の推進 

企画部 

 広域行政課 

共通課題の解決に向けて、県央相模川サミットや町田

市、八王子市等との連携を強化する。 
310  

14  さがプロ２０２０の推進 

企画部 

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリン

ピック推進課 

さがプロ２０２０関連事業の効果的な推進を図るた

め、ブラジル選手団のテストキャンプの受入れやホスト

タウン交流事業をはじめとする、さがプロ２０２０に係

る様々な施策の全庁横断的な総合調整に取り組む。 

２３，６９３千円

※各局において事

業を実施するた

め、予算について

は各局へ配分。 

 

15 新 

２０２０年東京オリンピック競技大

会 自転車ロードレース競技の開催

に向けた調整 

企画部 

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリン

ピック推進課 

自転車ロードレース競技の実施に向け、組織委員会や

コース通過自治体等と連携しながら各種調整を着実に進

めるほか、大会後も見据えたスポーツや観光の振興等に

つなげられるよう、PR方策や関連事業の検討に取り組む。 

―  

16  相模原土地開発公社の健全経営推進 

企画部 

土地利用調整  

課 

 公社保有資産の縮減を図るため、第 2次さがみはら都

市経営指針実行計画に掲げる目標達成に向けて保有土地

の買戻しを進める。 

―  
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No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合略設

定事業 

17  基幹システム最適化推進事業 
企画部 

情報政策課 

・平成30年5月の3次稼働に向けて、システム移行に関

する作業を計画的に実施する。 

・新基幹システムを安定稼動させるために必要な取組を

実施する中で最適な運用形態を確立させるための検討

を進める。 

・新基幹システムの全面稼動に伴い、既存のホストコン

ピュータを撤去する。 

1,327,934  

18  情報政策の推進 
企画部 

情報政策課 

ICT活用推進計画（平成29年度～31年度）で位置づけ

ている個別事業の実施状況を進捗管理するとともに、次

期計画の策定に向けた準備作業に取り組む。 

―  

19  オープンデータの推進 
企画部 

情報政策課 

市 HPに公開しているオープンデータの拡大を図ると

ともに、企業や市民の利活用を促進する取組を進める。 
―  

2．将来にわたり本市が発展を遂げるための財政運営を推進します。 

1  長寿命化計画の策定 
財務部 

公共建築課 

「公共施設の保全・利活用基本指針」及び「相模原市

公共施設マネジメント推進プラン」に基づき、長寿命化

計画策定等に向けた取組を推進する。 

2,700  

2  市債の適正な発行 
財務部 

財務課 

平成29年度から平成31年度までの3年間の一般会計

の市債（臨時財政対策債を除く）発行額を 300億円以内

に抑制する。 

―  

3  
円滑な予算編成のための行財政運営

の検討 

財務部 

財務課 

円滑な予算編成のため、行財政運営における関連課の

連携体制及び局枠制度等の編成手法を検討する。 
―  

4  市財政の積極的な情報開示 
財務部 

財務課 

 市民によりわかりやすい内容で市財政の情報開示を推

進するため、決算関連資料の充実を図るほか、市民向け

の財政出前講座や投資家向け IR活動に積極的に取り組

む。 

 また、各局・各区の予算見積額と予算案の額の状況

及び調整の考え方について情報開示を行う。 

―  

5  補助金の見直し 
財務部 

財務課 

①包括外部監査の結果報告（平成28・29年3月）におけ

る指摘事項の改善の検証 

②平成 28年度に実施した補助金点検シート等に基づく

見直し時期、内容の検証 

―  

6  
暮らし潤いさがみはら寄附金制度の

充実 

財務部 

財務課 

 寄附金制度の充実を図るため、返礼品目の拡充及び受

領した寄附金の活用方法の検討等を行う。 
―  

7  公用車の交通事故防止対策 
財務部 

 管財課 

 安全運転意識の向上を図るため、引き続き職員安全運

転研修をはじめ、庁内放送による注意喚起、駐車場での

声かけ運動等を実施する。 

500  

３．債権回収対策の推進と景気動向等を踏まえた税収の確保を進めます。 

1  税収確保のための取組 

税務部 

税制課 

債権対策課 

納税課 

市民税課 

資産税課 

緑市税事務所 

南市税事務所 

「税収確保対策基本方針」に基づく市税収納の強力な

推進、口座振替利用の促進、個人住民税の特別徴収の徹

底、固定資産税の未評価等家屋の調査・課税など、賦課

徴収部門が一体となって、税収確保に向けた取組を行う。 

―  

2  債権回収対策の推進 
税務部 

債権対策課 

 債権対策課において、債権所管課から回収困難となっ

た債権の移管を受けた上で、強制徴収債権の滞納処分、

執行停止等の措置や非強制徴収債権の弁護士への回収業

務委託等を実施する。 

20,975  

3  地方分権改革における税制の取組 

税務部 

 税制課 

 市民税課 

 資産税課 

・指定都市市長会、九都県市首脳会議等において国・地

方間の税源配分の是正や大都市特有の財政需要に対応

した税財源の拡充強化などの要望活動を積極的に行

う。 

・税制改正の影響のほか、景気動向や本市の今後のまち

づくり等を踏まえたうえで、今後の税収を的確に見込

む。 

―  

4  税務事務の委託化の推進 
税務部 

市民税課 

市民税課において、税証明書発行件数の増加や課税事

務の複雑化などに効率的に対応するため、導入した派遣

業務の効果を検証するなど、委託化の諸課題を整理する。 

10,523  

5 新 
地方税共通納税システム 

（eLTAX）への対応 

税務部 

 納税課 

 市民税課 

地方税電子化協議会が平成31年10月の稼働に向けシ

ステム構築を行っている「地方税共通納税システム」に

対応するため、本市基幹税務システムの改修を行う。 

15,552  

 


