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第１部 基本計画の推進に当たって 

（仮称）相模原市総合計画基本計画(以下「基本計画」という。)に定める施策の推進に当たり、基

本的な方針を次のとおり定めます。 

（１）協働によるまちづくり 

■ シビックプライド1の醸成 

市民一人ひとりの、シビックプライドを向上させることは、協働によるまちづくりを進めるに

当たり、根源となる重要な要素であるとともに、市外の多くの人への魅力の発信にもつながり、

交流人口・関係人口2の拡大を通じた新たなまちづくりの担い手の掘り起こしに寄与します。 

こうしたことから、今後、市民が自発的にまちづくりに参加していける、シビックプライドの

醸成が図られる取組を推進します。 

■ 協働による施策の推進 

協働による施策を推進するためには、市民と市が相互に理解し合い、目的や役割分担を共有し、

対等な関係の下、自主的に行動することが大切であり、こうした考えの下、市民の力を最大限に

生かした創意と工夫があふれ、皆で担う地域社会の実現に向けた取組を推進します。 

■ 多様な主体のまちづくりへの参加と主体間の連携の推進 

  市政情報を積極的・効果的に発信するとともに、市民と行政の対話の機会を充実させることに

より、市政への積極的な市民参加を促進します。 

  また、まちづくりを担う様々な主体が、皆で地域を支え合う意識の下に、更なる連携・協働を

進め、「協働によるまちづくり」を推進します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 【シビックプライド】 

市民が都市(まち)に対して持つ「誇り」や「愛着」や「共感」のことで、まちをより良い場所にするために関わっているという

意識を伴う、ある種の当事者意識に基づく自負心のこと 

【出典：読売広告社都市生活研究所『シビックプライド－都市のコミュニケーションをデザインする』】 
2 【交流人口】 

 外部からある地域に何らかの目的で訪れる人口(いわゆるビジター)のこと 

【関係人口】 

 移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のこと 
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（２）暮らし満足度を高めるまちづくり 

■ 成果重視の行政運営(ＰＤＣＡサイクル3の推進) 

  常に最適な行政サービスを提供し、市民の暮らし満足度を高めていくため、基本計画に掲げた

施策や事業の実現に向けて、達成すべき成果目標を客観的なデータも活用し明確にさせた上で、

市民の視点による検証・評価を行います。また、その結果、明らかになった課題を事業展開に反

映させるため、徹底した事務事業の見直しなどを分野横断的な視点を持って行うことでＰＤＣＡ

サイクルを効果的に機能させ成果重視の行政運営を推進します。 

■ 持続可能な都市経営に向けた財政基盤の強化 

市税収入の確保や将来の税源かん養に資する取組などにより歳入確保を図るとともに、施策目

的の達成に必要な事業の精査や手法の見直しを徹底することなどにより歳出の適正化を図るこ

とで、財政規律を維持し、市内外の環境変化に柔軟に対応しながら、安定的に質の高い行政サー

ビスを提供することのできる持続可能な都市経営に向けて財政基盤の強化を図ります。 

■ 行政サービスを担う職員の政策形成能力と組織力の向上 

 組織としての力を最大限に高め、高度化・多様化する市民ニーズや社会経済情勢の変化に的確

かつ柔軟に対応するため、職員一人ひとりの庁内横断的な政策形成能力や課題解決能力、情報処

理・活用能力などの向上を図り、高い意識と使命感を持って主体的かつ迅速に取り組むことので

きる職員を育成するとともに、限られた人的資源を効果的に配置し、職員一人ひとりの能力が最

大限に発揮できる組織運営に取り組みます。 

■ 行政サービスの向上に向けた広域行政や地方分権の推進 

 他の指定都市や近隣自治体などとの連携により、広域的な行政課題に取り組み、行政サービス

の向上や行政運営の効率化を図るとともに、首都圏南西部における圏域全体の活性化、発展を牽
けん

引します。 

 また、圏域の中枢である指定都市として、本市が持つ能力を最大限発揮できるよう地方分権を

力強く推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 【ＰＤＣＡサイクル】 

Plan-Do-Check-Action の略 

 計画(Plan)⇒実行(Do)⇒評価(Check)⇒改善(Action)のプロセスを順に実施するマネジメント手法 

 最後の Action では Check の結果から、最初の Plan の内容について継続(定着)・修正・破棄のいずれかをして、次回の Plan

に結びつけるプロセスを繰り返すことにより、施策や事業における質の維持・向上及び継続的な業務改善活動を推進すること 
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（３）次代につなぐまちづくり 

■ ＳＤＧｓを踏まえた施策の推進 

  国連において採択された、「２０３０アジェンダ」に掲げられた「持続可能な開発目標(ＳＤＧ

ｓ)4」は、国際社会全体の普遍的な目標であり、国が定めた実施指針においても、地方自治体に

よる積極的な取組を求めています。  

 基本計画の推進に当たっては、ＳＤＧｓの理念や目標を踏まえ、「誰一人取り残さない」持続

可能な地域社会の実現に向けて、普遍的な価値としての人権の尊重とジェンダー平等の実現を分

野横断的な視点として確保するとともに、経済・社会・環境の三分野全てにおける関連課題との

相互関連性・相乗効果を重視しつつ、多様な主体との連携・協働による総合的解決の視点を持っ

て取組を進めます。 

■ 国土強靱化の推進 

 国が定めた国土強靱化基本計画5（平成３０年１２月閣議決定）の理念を踏まえ、大規模自然災

害が頻発する状況下においても、人命の保護を最大限図るなどの基本目標を達成するため、総合

的な取組を通じて「起きてはならない最悪の事態」に陥らないよう、事前防災・減災と迅速な復

旧・復興を図ることができる強くしなやかなまちづくりを進めます。 

■ 新たな担い手の育成 

 少子高齢化の進行による生産年齢人口の減少などに伴い、行政が持つ予算や人員などの経営資

源を維持していくことがこれまで以上に困難となることが見込まれる中、地域活動団体・企業・

ＮＰＯなど、多様な主体が分野を横断して地域課題の解決に取り組むコミュニティづくりと新た

な担い手の育成を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 【ＳＤＧｓ】Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標) 

 平成２７(２０１５)年９月の国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」における目

標。ＳＤＧｓの１７の目標は、令和１２(２０３０)年までの達成を目指すもので、全ての関係者(市民、ＮＰＯ、民間セクタ

ー、地方自治体等)の役割を重視し、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指し、経済・社

会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むこととされている。 
5 【国土強靱化基本計画】 

国が、大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

国の他の計画等の指針となるべきものとして策定したもの 
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第２部 施策分野別基本計画 

１ 施策分野別基本計画とは 

  施策分野別基本計画は、基本構想に定める将来像「潤いと活力に満ち笑顔と希望があふれるまち 

さがみはら」と６つの目指すまちの姿を実現するため、１７の政策に基づき取り組む施策を示した

ものです。 

 

２ 施策の構成 

【施策の構成イメージ】 

 

上の図は、施策ごとに、本市の現状と課題、課題解決に向けた取組の方向を掲載しています。 

さらに、取組の方向ごとに進捗状況を測るための成果指標と、成果指標の具体的な目標値を設定

しています。また、その達成状況によって手段(事業)を見直せるよう進行管理を行います。 

目標値は、原則として平成３０(２０１８)年度を基準値とし、令和５(２０２３)年度を中間目

標、令和９(２０２７)年度を最終目標として全１２６指標を設定しています。 

 

３ 施策とＳＤＧｓの関連 

各施策においてＳＤＧｓの１７のゴールを意識して取り組むとともに、各施策がどのゴールと深

い関わりがあるかを分かりやすく示すため、関連する主なゴールと、施策の取組がどのようにゴー

ルの達成に寄与するかを掲載しています。 

【ＳＤＧｓの１７のゴール】 

 

                             

現状と課題 

取組の方向１ 

取組の方向２ 

取組の方向３ 

現状 

課題 

課題 

成果指標① 

成果指標①、② 

成果指標③ 
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４ 施策一覧 

目指すまちの姿Ⅰ 

夢と希望を持って成長できるまち 

政策１ 子どもが健やかに 

生まれ育つ社会をつくります 

１ 子どもを生み育てやすい環境の整備     ... 8 

２ 子ども・若者の育成支援               ...10 

政策２ 生涯にわたる 

豊かな学びの機会をつくります 

３ 幼児教育・学校教育の推進             ...12 

４ 家庭や地域における教育力の向上       ...14 

５ 生涯学習・社会教育の振興             ...15 

 

目指すまちの姿Ⅱ 

笑顔で健やかに暮らせるまち 

政策３ 共に支え合い、 

いきいきと暮らせる社会をつくります 

６ 地域福祉の推進              ...17 

７ 生活に困窮する人の自立支援           ...19 

８ 地域包括ケアシステムの充実と 

高齢者の社会参加に向けた取組の推進 ...20 

９ 障害のある人の地域生活の支援と 

社会参加に向けた取組の推進  ...22 

政策４ 健康で心豊かに暮らせる社会をつくります

10 健康づくりの推進                 ...24 

11 医療体制の充実               ...26 

政策５ 個性が尊重され、 

人権を認め合う社会をつくります 

12 多文化共生の推進と世界平和の尊重     ...27 

13 人権の尊重と男女共同参画の推進       ...29 

 

目指すまちの姿Ⅲ 

安全で安心な暮らしやすいまち 

政策６ 災害に強い都市基盤と 

地域社会をつくります 

14 災害対策の推進              ...31 

15 消防力の強化                  ...33 

政策７ 安全で安心な市民生活を守ります 

16 保健衛生体制の充実                ...35 

17 防犯や交通安全・消費者保護対策の推進   ...37 

政策８ 暮らしやすい住環境と 

魅力ある景観をつくります 

18 暮らしやすい住環境の形成             ...39 

19 魅力的な景観の形成                   ...41 

 

目指すまちの姿Ⅳ 

活力と交流が新たな価値や魅力を創造するまち

政策９ 活力と魅力あふれる都市をつくります 

20 都市機能の維持・充実と 

計画的な土地利用の推進   ...42 

21 広域交通ネットワークの形成           ...44 

22 安心して移動できる地域交通の形成     ...45 

23 首都圏南西部における広域交流拠点の形成 ...47 

24 市街地整備の推進と拠点の形成・活性化  ...48 

政策 10 日本の経済を牽引する 

多様な産業を振興します 

25 国際的なビジネス拠点の形成と 

新たな社会経済の仕組みの構築     ...49

26 誰もが働きやすい環境の整備            ...51

27 商業の振興                            ...52

28 観光交流都市の形成                    ...53

29 持続可能な力強い農業の確立            ...55

政策 11 基地全面返還の実現を目指します 

30 基地の早期返還の実現                     ...57

政策 12 文化、スポーツに親しみ、 

活力と交流が生まれる環境をつくります

31 スポーツの推進とスポーツを通じた 

活力あふれるまちづくりの実現       ...58

32 文化の振興と文化を通じた活力の創出       ...60

 

目指すまちの姿Ⅴ 

人と自然が共生するまち 

政策 13 地球環境にやさしい社会をつくります  

33 温室効果ガスの削減と気候変動への適応     ...62

34 環境を守る体制の充実                   ...64

35 循環型社会の形成                   ...66

36 廃棄物の適正処理の推進                   ...68

政策 14 恵み豊かな自然環境を守り育てます 

37 水源環境と森林環境の保全・再生・活用     ...69

38 野生鳥獣の適正な管理                     ...71

39 生物多様性の保全と活用                   ...73

政策 15 やすらぎと潤いがあふれる 

生活環境をつくります 

40 生活環境の保全                           ...75

41 公園や身近な自然の適正な 

管理・利活用と都市緑化の推進        ...76

 

目指すまちの姿Ⅵ 

多様な主体との連携・協働により 

持続的に発展するまち 

政策 16  いきいきとした 

地域コミュニティをつくります  

42 多様な主体との連携・協働による 

まちづくりの推進 ...77

43 区制を生かした魅力あるまちづくりの推進  ...78

政策 17 持続可能な行財政運営を行います 

44 効率的な行政サービスの提供           ...79

45 市民と行政のコミュニケーションの充実     ...81

46 公共施設マネジメントの取組の推進         ...82

47 戦略的なシティプロモーション             ...83
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施策１ 子どもを生み育てやすい環境の整備 

現状と課題 

 保護者の就労環境の変化に対応するため、子どもを必要な時に預けることができるよう、保育所・

児童クラブ6の待機児童対策などを推進し、子育てしやすい環境の整備を進めている一方で、核家族

化や地域のつながりの希薄化などにより、子育て家庭の孤立感、負担感が大きくなっています。 

 こうした中、子どもを生み育てることに喜びを感じながら、安心して妊娠・出産・子育てができる

よう、地域で子育てを支える環境づくりを進めるとともに、母子保健の更なる充実や、多様化する

保育ニーズへの対応、障害のある子どもに対する相談や療育の支援体制の充実など、福祉・医療・教

育等の関係機関と連携しながら、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援に取り組む必要が

あります。 

取組の方向 

１ 安心して妊娠・出産できる環境の整備 

 妊産婦のケアや乳幼児7の健康、発育・発達、親の育児などを支援する環境を整え、母子保健の充

実や家庭の経済的な負担の軽減を図り、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援に取り組み

ます。 

２ 子育て支援の充実 

 地域で子育てを支援する人材を育成し、親子が気軽に相談や情報を交換することができる場を充

実させ、子育ての悩みや不安を抱え込まないよう環境づくりを推進するとともに、保育所及び児童

クラブの施設整備、人材確保などによる、待機児童の解消や保育の質の向上に向けた取組を推進し

ます。 

 また、子どもの医療費の助成や手当の支給などにより、子育て家庭の経済的な負担の軽減を図る

とともに、様々な家庭の環境に応じた子育て支援の充実に取り組みます。 

３ 障害のある子どもへの支援の充実(施策９再掲) 

 障害のある子どもに対する相談機能とサービス支援の充実により、障害を早期に発見し適切な療

育を行うとともに、民間療育支援施設8への技術支援の充実や関係機関との連携体制を構築するなど、

医療的ケア児9や重症心身障害児10を含め障害のある子どもやその家族が身近な地域で安心して生活

できる環境づくりやライフステージに応じた切れ目のない支援を進めます。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標

(令 和 ９ 年 )

① 

妊娠届出時の保健師面接率 

 
％ 90.3 95.8 100 

⇒ 必要な情報や相談先の提供、早期の相談が図られているかを見る指標(対応する取組の方向

1) 

② 

産婦健康診査の受診率 

 
％ 

71.8 
(令和元年) 77.4 83.0 

⇒ 産後うつや新生児虐待予防などが図られているかを見る指標(対応する取組の方向 1) 

③ 

子育て広場の利用者数 

 
人 187,999 243,900 253,500 

⇒ 親子が気軽に相談や情報交換することができる場の充実が図られているかを見る指標

(対応する取組の方向 2) 

④ 

保育を必要とする人が、保育を受けることができる

割合 
％ 99.4 99.9 100 

⇒ 子育て支援の充実が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

⑤ 

療育相談、発達障害相談者数(施策９再掲) 

 
人 1,858 2,040 2,200 

⇒ 障害のある子どもやその家族が身近な地域で安心して生活できる環境づくりが図られている

かを見る指標(対応する取組の方向 3) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・子育て支援の充実 

・安心して妊娠・出産できる環境の整備 

・子育て支援の充実 

・障害のある子どもへの支援の充実 

 

・子育て支援の充実 

・障害のある子どもへの支援の充実 
・子育て支援の充実 

 

・障害のある子どもへの支援の充実 

・安心して妊娠・出産できる環境の整備 

・子育て支援の充実 

・障害のある子どもへの支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6【児童クラブ】 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校の児童を対象として、放課後に適切な遊び、生活の場を与えて、健全育成を図

ることを目的とする施設 

 令和元年５月１日現在、市立の児童クラブは６８箇所、民間の児童クラブは４９箇所ある 
7 【乳幼児】 

０歳から就学前までの期間の子どものこと 
8 【民間療育支援施設】 

障害のある児童に対して、医療や保育を施し、児童の発達能力を促進し、自立を育成するとともに、保護者への支援をする施

設 
9 【医療的ケア児】 

医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ(新生児集中治療室)などに長期入院した後、引き続き人工呼吸器などの使用やたんの吸

引、経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障害のある児童 
10 【重症心身障害児】 

重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複しており、言葉で意思を伝えることや自力で体を動かすことが難しいため介助が必

要な児童 
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施策２ 子ども・若者の育成支援 

現状と課題 

 相模原市子どもの権利条例(平成２７年相模原市条例第１９号)の制定などにより、子どもが安全

で安心して生活できる環境づくりが進んでいますが、核家族化や共働き世帯の増加、情報化社会の

進展など、子ども・若者を取り巻く社会環境は大きく変化しています。 

 このため、子どもが安心して過ごすことができる居場所づくりや、若者が活躍できる環境づくり

をより一層進めるほか、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者に対する支援の充実

を図る必要があります。 

取組の方向 

１ 子どもが健やかに育ち、若者が活躍するための環境づくりの推進 

 地域や関係機関との連携を図りながら、放課後の子どもの居場所づくりや地域での交流・体験活

動の機会の充実など、子どもが将来に夢や希望を持ち、健やかに成長するとともに、若者が活躍で

きる環境づくりを推進します。 

２ 困難を有する子ども・若者の支援の充実 

 児童虐待の防止、早期発見・早期対応を図り、虐待を受けた子どもが安心して生活できる環境づ

くりを進めるとともに、子どもの貧困対策の推進などにより、子ども・若者がその生まれ育った環

境に左右されることなく、社会で活躍できるよう取組を推進します。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標

(令 和 ９ 年 )

① 
児童クラブの確保提供量 

(児童クラブにおいて受け入れることができる児童数) 
人 6,485 7,813 8,731 

⇒ 児童クラブへのニーズに対応が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 1) 

② 

児童館11及びこどもセンター12の利用者数 

 
人 1,100,213 1,168,400 1,183,500 

⇒ 放課後の子どもの居場所づくりが図られているかを見る指標(対応する取組の方向 1) 

③ 

里親の登録者数 

 
人 55 102 112 

⇒ 困難を有する子ども・若者の支援の充実が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

④ 

安全確認実施率 

(虐待相談後、48 時間以内に子どもの安全確認を行った割

合) 

％ 100 100 100 

⇒ 児童虐待の早期発見・早期対応が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・困難を有する子ども・若者の支援の充実

・子どもが健やかに育ち、若者が活躍する

ための環境づくりの推進 

・困難を有する子ども・若者の支援の充実

 

・困難を有する子ども・若者の支援の充実 ・困難を有する子ども・若者の支援の充実

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 【児童館】 

児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的として設置される屋内型児童厚生施設 

 市内に２３館あり、遊戯室、集会室、図書室などがある 
12 【こどもセンター】 

 児童に健全な遊びを与え、健康を増進するとともに、情操を豊かにし、もって青少年の健全育成を図ることを目的とする施設

で、児童館としての機能、地域の健全育成を高める機能、児童クラブの機能を併せ持つ 

 市内に２４館あり、遊戯室、集会室、幼児室、図書室、児童クラブ室などがある 
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施策３ 幼児教育・学校教育の推進 

現状と課題 

 学習指導要領で求められる教育内容の充実をはじめ、幼稚園・保育所・認定こども園と小学校、小

学校と中学校の連携体制や、悩みを抱える子どもの相談支援体制の強化など、幼児教育・学校教育

の充実を図ってきましたが、予測困難な時代を迎える中、子どもを取り巻く環境は複雑・多様化し

ています。 

このため、子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援など、これまでの取組をより一層推進

するとともに、幼児期から義務教育終了後までを見通した連続性のある学びにより、子どもの未来

を切り拓
ひら

く力を育成する必要があります。 

取組の方向 

１ 未来を切り拓く力の育成 

 幼児期からの各発達段階に応じて、子どもが直面する課題解決のために必要な知識・技能を習得

し、他者と協働しながら主体的に探究していく学びを推進することにより、社会の中で自分の役割

を果たし、自分らしい生き方を実現するための力を育成します。 

２ 共生社会の実現に向けた取組の推進 

 共生社会の実現に向けて、多様性や人権、命を尊重する子どもの心を育成するとともに障害、母

語が外国語のほか、生まれ育った環境などにより様々な困難を抱える子どもや、不登校・いじめの

状態にあるなど悩みを抱える子どもを温かく支援するため、一人ひとりの教育的ニーズに応じた支

援教育などの取組を推進します。 

３ 教育環境の充実 

 幼児教育や学校教育に必要とされる人材の確保や、教員などに求められる資質・能力の向上を図

るとともに、教員が子どもに対して効果的な教育活動を行うことができるよう、学校における働き

方改革を推進し、教育現場の指導体制を充実させます。 

また、学校の施設・設備の充実や望ましい学校規模の実現に向けた取組などにより、安全・安心

で質の高い教育環境を整えます。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標

(令 和 ９ 年 )

① 

自分には良いところがあると思う児童生徒の割合 

 
％ 

76.1 
(令和元年) 79.0 82.0 

⇒ 様々なことに挑戦しようとする意欲の源泉である自己肯定感が育まれているかを見る指標

(対応する取組の方向 1) 

② 

将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合 

 
％ 

76.7 
(令和元年) 77.7 78.7 

⇒ 未来への前向きな気持ちや自分らしい生き方を実現しようとする意欲が育っているかを見る

指標(対応する取組の方向 1) 

③ 

基礎学力の定着度 

(学習調査における目標値を達成する児童の割合) 
％ 60.8 65.9 70.0 

⇒ 子どもが直面する課題解決のために必要な知識・技能が習得できているかなどを見る指標

(対応する取組の方向 1、3) 

④ 

多様性を尊重できる児童生徒の割合 

(人の得意なことや苦手なことを、その人らしさとして

認めることができると思う児童生徒の割合) 

％ 
88.4 

(令和元年) 89.4 90.4 

⇒ 子どもの多様性を尊重する心の育成が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・未来を切り拓く力の育成 

・共生社会の実現に向けた取組の推進 
・未来を切り拓く力の育成 

 

・未来を切り拓く力の育成 

・共生社会の実現に向けた取組の推進 

・教育環境の充実 

・共生社会の実現に向けた取組の推進 

 

・未来を切り拓く力の育成 

・共生社会の実現に向けた取組の推進 

・教育環境の充実 
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施策４ 家庭や地域における教育力の向上 

現状と課題 

 家庭教育は全ての教育の出発点ですが、家庭環境の多様化や地域コミュニティの希薄化に伴い、

子どもの基本的生活習慣や社会性の育成などに課題を抱える家庭や地域で孤立する家庭の増加が指

摘されており、地域全体で家庭教育を支える取組が求められています。 

 また、子どもを取り巻く家庭や地域の状況の変化に加えて、学校が抱える課題も複雑・多様化し

ており、その課題解決や未来を担う子どもの豊かな学びと成長のためには、地域と学校がパートナ

ーとして連携・協働するための組織的・継続的な仕組みづくりなど、地域全体で子どもの成長を支

える取組が求められています。 

取組の方向 

１ 学校・家庭・地域の連携による教育力の向上 

 主体的に行動できる子どもの育成に向け、子どもの個性や可能性に気づき、認め、寄り添いなが

ら歩むことができる子どもに関わる活動の担い手の育成や、地域と学校がパートナーとして連携・

協働するための仕組みづくりなど、地域全体で子どもの成長を支える取組を推進します。 

２ 家庭教育を支える取組の推進 

 子どもの基本的生活習慣や社会性の育成などに当たって重要となる家庭教育に関する学習機会

を充実させるとともに、地域における家庭教育支援の担い手を育成するなど、地域全体で家庭教育

を支える取組を推進します。 

成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標 

(令 和 ９ 年 ) 

① 

地域で子どもに関わる活動をしたことがある市民

の割合 
％ 

55.9 
(令和元年) 58.0 60.0 

⇒ 地域全体で子どもの成長を支える取組が進んでいるかを見る指標(対応する取組の方向 1) 

② 

家庭教育支援事業の参加人数 

 
人 1,920 2,180 2,670 

⇒ 家庭教育に関する学習機会の充実が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・家庭教育を支える取組の推進 

・学校・家庭・地域の連携による教育力の

向上 

・家庭教育を支える取組の推進 

 

・学校・家庭・地域の連携による教育力の

向上 

・家庭教育を支える取組の推進 
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施策５ 生涯学習13・社会教育14の振興 

現状と課題 

 人生１００年時代15の到来など社会状況が変化する中、学習機会を得ていると思う市民の割合は増

加しているものの、生涯にわたり学び、自己の可能性を広げて豊かな人生を送ることができるよう、

多様な学習ニーズに対応し、より一層様々な学習機会を提供する必要があります。 

 また、人口減少や少子高齢化、地域コミュニティの希薄化など地域を取り巻く環境が変化する中

で、地域課題の解決に向けた学びを促進し、その成果を地域コミュニティの維持・活性化の活動に

つなげていくことが求められています。 

取組の方向 

１ 生涯にわたって学び生かす学習機会の提供 

誰もが豊かな人生を送ることができるよう、学び始めるきっかけや、仲間とつながりながら楽し

く学び、学んだことを生かすことができる学習機会を提供します。 

また、市民一人ひとりの可能性を広げるため、生涯にわたって必要な知識や時代の変化に柔軟に

対応できるスキルを身に付けることができるよう、大学や研究機関なども含めた様々な主体と連携

し、多様で質の高い学習機会を提供します。 

公民館や図書館、博物館などの生涯学習・社会教育施設においては、それぞれ機能の充実を図り

ます。 

２ 地域の学びを通じた絆づくり・地域づくりの促進 

 地域コミュニティの維持・活性化に取り組んでいくため、地域課題の解決に向けた学びを通じて、

地域の担い手を育成するとともに、多様な主体と連携しながら、学んだ成果を地域での活動に生か

す「学びと活動の好循環」により、多世代にわたる絆づくりや活気ある地域づくりを促進します。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令和５年) 
最終目標 

(令 和 ９ 年 ) 

① 

学習機会があると思う市民の割合 

 
％ 

55.8 
(令和元年) 58.0 60.0 

⇒ 生涯にわたって学ぶ機会が提供できているかを見る指標(対応する取組の方向 1) 

② 

学習成果を生かしている市民の割合 

 
％ 

59.9 
(令和元年) 62.5 65.0 

⇒ 学んだことを生かすことができる学習機会が提供できているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1.2) 

③ 

公民館をはじめとした社会教育事業の運営に新た

に携わった市民の人数 
人 654 2,600 5,200 

⇒ 社会教育事業を通じて、地域の担い手の育成・充実が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・生涯にわたって学び生かす学習機会の

提供 

・地域の学びを通じた絆づくり・地域づく

りの促進 

・生涯にわたって学び生かす学習機会の

提供 

 

・生涯にわたって学び生かす学習機会の

提供 

・生涯にわたって学び生かす学習機会の

提供 

 

・生涯にわたって学び生かす学習機会の

提供 

・地域の学びを通じた絆づくり・地域づく

りの促進 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 【生涯学習】 

人々が自己の充実・啓発や生活の向上のために、自発的意思に基づいて行うことを基本とし、必要に応じて自己に適した手

段・方法を自ら選んで、生涯を通じて行う学習 
14 【社会教育】 

学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリ

エーションの活動を含む) 
15 【人生１００年時代】 

ロンドン・ビジネス・スクール教授リンダ・グラットン氏が共著「ライフ・シフト 100 年時代の人生戦略」で提唱した言葉 

寿命の長期化によって先進国の 2007 年生まれの 2 人に 1 人が 103 歳まで生きる時代が到来するとし、100 年間生きることを前

提とした人生設計の必要性を論じたもの 
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施策６ 地域福祉の推進 

現状と課題 

 身近な地域における支え合い活動の中心となるサロン16の増加など、地域住民が支え合うための体

制が充実してきている一方、ひとり暮らしの高齢者の増加やコミュニティの希薄化により、高齢者、

障害のある人、生活に困窮する人、ひきこもり状態にある人など、生活に課題を抱えたり支援を必

要としている方が、地域で孤立したり、制度の狭間で支援に結びつきにくくなるなどの課題があり

ます。 

 このため、誰もが住み慣れた地域で安心して、いきいきと暮らせるよう、福祉サービスなどを利

用しながら、市民が世代や分野、「支え手」「受け手」という関係を超えて、相互に支え合う地域共生

社会を実現することが必要です。また、誰もが快適な日常生活を送ることができるよう、ユニバー

サルデザインの考え方に基づき、公共施設、公共交通などのハード面、情報、コミュニケーションな

どのソフト面の両面におけるバリアフリー化の推進が必要です。 

取組の方向 

１ 福祉コミュニティづくりと包括的な支援体制の整備 

 福祉への理解と意識の向上を図るとともに、地域の課題解決に向けて、参加と連携により地域全

体で支え合う福祉コミュニティづくりを進めます。また、地域における複雑・多様化した課題の解

決に向けて、高齢、障害、子育てなどの各福祉分野が連携して支援に取り組むとともに、包括的な

支援体制の整備を進め、地域共生社会の実現を目指します。 

２ バリアフリー17による福祉のまちづくりの推進 

 誰もが公共施設、公共交通などを快適に利用できるよう、道路、公園、駅、住宅などのバリアフ

リー化を進めるなど、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、福祉のまちづくりの推進に取り組

みます。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令和５年) 
最終目標 

(令 和 ９ 年 ) 

① 

福祉コミュニティづくりの推進度 

(地域で互いに助け合い、支え合っていると思う市民の

割合) 

％ 
56.6 

(令和元年) 60.1 63.9 

⇒ 地域全体で支え合う福祉コミュニティづくりが進んでいるかを見る指標 

(対応する取組の方向 1) 

② 

「地域住民による相談窓口」の機能を持つ地区の

数 
地区 9 14 18 

⇒ 地域における困りごとの相談を受け止める地区ボランティアセンターなどの設置により、地

域全体で支え合う福祉コミュニティづくりが進んでいるかを見る指標 

(対応する取組の方向 1) 

③ 

バリアフリー化に満足している市民の割合 

 
％ 

29.3 
(令和元年) 35.0 39.0 

⇒ 誰もが快適な日常生活を送ることができる福祉のまちづくりに向けた取組が進んでいるかを

見る指標(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・福祉コミュニティづくりと包括的な支

援体制の整備 

・福祉コミュニティづくりと包括的な支

援体制の整備 

・バリアフリーによる福祉のまちづくり

の推進 

 ・福祉コミュニティづくりと包括的な支

援体制の整備 

・バリアフリーによる福祉のまちづくり

の推進 

・福祉コミュニティづくりと包括的な支

援体制の整備 

・バリアフリーによる福祉のまちづくり

の推進 

 

・福祉コミュニティづくりと包括的な支

援体制の整備 

・福祉コミュニティづくりと包括的な支

援体制の整備 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16  【サロン】 

地域を拠点に、住民である当事者とボランティアとが協働で企画し、共に運営していく楽しい仲間づくりの活動のこと 

 高齢者、障害者、お子さんとその保護者を対象とした対象者別のサロン、また、誰でも自由に参加できるサロンがある 
17  【バリアフリー】 

障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語で登場し、

段差等の物理的障壁の除去を指すことが多いが、より広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべて

の障壁の除去という意味でも用いられる 
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施策７ 生活に困窮する人の自立支援 

現状と課題 

 社会経済環境の変化に伴い、生活困窮に至る要因が複雑・多様化しており、自ら課題を解決する

ことが困難である場合も少なくないため、安心して日常生活を営むことができるよう、一人ひとり

のニーズに応じた支援を行い課題の解決を図るとともに、生活保護制度の利用が必要となった場合

には、適正な保護を実施し生活を保障するとともに、自立に向けた支援を進めることが必要です。 

 また、子ども・若者の将来が生まれ育った環境に左右されることのないよう、そして貧困が世代

を超えて連鎖することのないよう、ひとり親家庭等の自立の支援や子どもの居場所づくりなどを進

めることが必要です。 

取組の方向 

１ 生活の安定と自立に向けた支援 

 相談支援などの自立支援の取組や、関係機関や地域との連携による支援体制の構築により、生活

に困窮し支援を必要としている人の自立を促進し、生活の安定を図ります。また、ひとり親家庭等

の自立や、子どもの居場所づくりの取組を支援します。 

２ 生活保護制度利用世帯への支援 

 生活保護制度による支援を必要とする世帯に対して、適正な保護を実施するとともに、相談・支

援体制の充実を図り、自立を促進します。 

成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令和５年) 
最終目標

(令和９年)

① 

就労支援の決定率 

(生活困窮者自立支援相談窓口18で相談を受けた者のう

ち、就労支援が決定した割合) 

％ 28.1 37.6 45.2 

⇒ 相談者のニーズ等に応じた自立支援が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 1) 

② 

就労支援事業の参加率 

(就労支援事業の対象となる生活保護制度利用者のう

ち、就労支援事業に参加した割合) 

％ 59.9 61.9 63.5 

⇒ 生活保護制度利用者のニーズ等に応じた自立支援が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・生活の安定と自立に向けた支援 

・生活保護制度利用世帯への支援 

・生活の安定と自立に向けた支援 

・生活保護制度利用世帯への支援 

 

・生活の安定と自立に向けた支援 

・生活保護制度利用世帯への支援 

・生活の安定と自立に向けた支援 

・生活保護制度利用世帯への支援 

 

・生活の安定と自立に向けた支援 

・生活保護制度利用世帯への支援 

 

 

 

 
18 【自立支援相談窓口】 

生活困窮者の自立に向けて、地域のネットワークを構築しながら、包括的・継続的な相談支援を行うとともに、就労やその

他の支援体制を整備し、生活困窮者の自立を支援するもの 
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施策８ 地域包括ケアシステムの充実と高齢者の社会参加に向けた取組の推進 

現状と課題 

 超高齢社会において、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の増加に加え、８０５０問題19や

育児と介護のダブルケアなどの複合的な課題も生じている中、誰もが住み慣れた地域で、自立した

日常生活を生きがいを持って営むための取組が求められています。 

 このため、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的かつ継続的に提供

されるとともに、高齢者等を地域全体で支え合う「地域包括ケアシステム」の充実や、高齢者の地域

活動への参加や就労の支援などの社会参加に向けた取組の推進が必要です。 

取組の方向 

１ 地域包括ケアシステムの充実 

 ひとり暮らしの高齢者や介護家族などに適切な支援が行われるよう、日常生活圏域20において、

地域包括支援センター21を中心に、高齢者等を見守り、支える地域づくりを推進します。さらに、在

宅医療・介護の連携や高齢者等の権利擁護、自立支援、介護予防と重度化防止の取組を進めるとと

もに、住民主体による支え合いの活動や身近な通いの場の普及、外出しやすい環境の整備などの取

組も進め、地域全体で支え合う「地域包括ケアシステム」の充実を図ります。 

２ 認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進 

 共生と予防の取組に重点を置き、当事者の視点に立った普及啓発と支援を行うとともに、適時・

適切な医療、介護などの提供を行う地域ネットワークの整備・強化を図り、認知症の人とその家族

にやさしい地域づくりを推進します。 

３ 介護サービス基盤の充実 

 介護を支える人材の確保・定着・育成のための取組の推進や介護サービスの質の向上を図るとと

もに、安定的な介護サービスの供給体制を確保することで、高齢者が安心して介護サービスを受け

ることができる基盤の充実を図ります。 

４ 高齢者の社会参加と生きがいづくりに向けた取組の推進 

 高齢者が長年培ってきた技能・知識・経験を生かすことができるよう、ボランティア活動や世代

間交流、伝統文化伝承活動などを支援する環境づくりを進めるとともに、関係機関などとの連携に

よる就労支援を図り、高齢者の社会参加と生きがいづくりに向けた取組を推進します。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標

(令和９年)

① 

要支援・要介護認定の新規申請者の平均年齢 

 
歳 78.5 79.1 79.5 

⇒ 介護予防の取組の推進が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 1) 

② 

認知症サポーター22の養成数 

 
人 44,488 74,488 98,500 

⇒ 認知症の人とその家族にやさしい地域づくりが推進されているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1.2) 

③ 

介護人材の不足感 

 
％ 69.9 68.9 68.1 

⇒ 高齢者が安心して介護サービスを受けることができる基盤の充実が図られているかを見る指

標(対応する取組の方向 1.3) 

④ 

生きがいがあると感じている高齢者の割合 

 
％ 

77.5 
(令和元年) 78.7 80.0 

⇒ 高齢者の社会参加や生きがいづくりに向けた取組の推進が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1.4) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・地域包括ケアシステムの充実 

・認知症高齢者等にやさしい地域づくり

の推進 

・介護サービス基盤の充実 

・高齢者の社会参加と生きがいづくりに

向けた取組の推進 

・地域包括ケアシステムの充実 

・介護サービス基盤の充実 

・高齢者の社会参加と生きがいづくりに

向けた取組の推進 

 

・地域包括ケアシステムの充実 

・認知症高齢者等にやさしい地域づくり

の推進 

・介護サービス基盤の充実 

・地域包括ケアシステムの充実 

 

・高齢者の社会参加と生きがいづくりに

向けた取組の推進 

・地域包括ケアシステムの充実 

・高齢者の社会参加と生きがいづくりに

向けた取組の推進 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
19 【８０５０(はちまるごーまる)問題】 

ひきこもりの子がいる家庭が高齢化し、５０歳代の中高年のひきこもりの子を８０歳代の高齢者である親が養うケースが増

えている、という社会問題 

 貧困、介護、地域からの孤立化など、複合的な課題を抱える傾向がある 
20 【日常生活圏域】 

市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対

象サービスを提供するための施設の状況その他の条件を勘案して定める区域 

 本市では、公民館区を基本とし、当該圏域の高齢者人口が１万人を超える地域はこれを分割し、合計で 29 の圏域を設定 
21 【地域包括支援センター】 

介護保険法に基づき、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職を置き、地域の高齢者の心身の健康の維持、

保健・福祉・医療の向上、生活の安定のための必要な援助、支援を包括的に行う地域包括ケア推進の中核機関として設置 

 本市では愛称を「高齢者支援センター」としている 
22 【認知症サポーター】  

厚生労働省が定める養成講座を受講し、日常生活で認知症の人やその介護家族を応援する人 

 市では独自にシンボルマークを作成し、その養成を進めている 
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施策９ 障害のある人の地域生活の支援と社会参加に向けた取組の推進 

現状と課題 

 国による制度改正に伴い障害福祉サービスなどの支援が充実し、サービス利用者の増加や地域生

活への移行が図られている一方、障害の重度化や障害のある人の高齢化の進行など、障害のある人

や家族を取り巻く環境は大きく変化しています。 

 こうした中、障害等に関する理解の促進、誰もが住み慣れた地域で自らの望む生活を送るための

サービスを提供できる体制の充実、就労環境の充実といった障害のある人の自立及び社会参加の支

援などを総合的かつ計画的に推進し、あらゆる人の尊厳が守られ、安全で安心して暮らせる共生社

会を実現することが求められています。 

取組の方向 

１ 障害等に関する理解促進と権利擁護 

 障害のある人や障害者団体等と連携しながら、広く市民に対して、障害等に関する理解を促進す

ることにより、障害の有無に関わらずあらゆる人の尊厳が守られ、安全で安心して暮らせる共生社

会の実現に取り組みます。 

２ 障害のある人の地域生活の支援 

 障害特性などに応じた支援の充実、本人の意思を尊重した支援の提供など、障害のある人が安心

して地域生活を送るための取組を進めます。 

３ 福祉人材の確保とサービスの質の向上 

 障害福祉サービス事業所やボランティア団体などにおける福祉人材の確保・定着に向けた取組を

進めるとともに、研修などを通じた人材の育成などにより、質の高い福祉サービスの提供を図りま

す。 

４ 障害のある子どもへの支援の充実(施策１再掲) 

 障害のある子どもに対する相談機能とサービス支援の充実により、障害を早期に発見し適切な療

育を行うとともに、民間療育支援施設への技術支援の充実や関係機関との連携体制を構築するなど、

医療的ケア児や重症心身障害児を含め障害のある子どもやその家族が身近な地域で安心して生活で

きる環境づくりやライフステージに応じた切れ目のない支援を進めます。 

５ 障害のある人の就労環境の充実 

 障害福祉サービス事業所から一般企業への就労促進や就労継続支援事業所23の工賃向上などの支

援に取り組むとともに、障害のある人の市職員への雇用機会の拡大や、ハローワークなどの関係機

関と連携した障害者雇用に向けた企業への働きかけなど、充実した就労環境づくりに取り組みます。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標

(令和９年)

① 

地域の中で障害のある人への理解が進んでいると

思う市民の割合 
％ 

40.3 
(令和元年) 46.8 52.0 

⇒ 障害等に関する理解促進に向けた普及啓発が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1) 

② 

共同生活援助(グループホーム)24の利用人数 

 
人 742 913 1,020 

⇒ 障害のある人の地域生活の場となる共同生活援助(グループホーム)の利用人数を測ることで、

安全で安心して地域生活を送るための取組が進んでいるかを見る指標(対応する取組の方向

2) 

③ 

福祉研修センター25の実施する研修を受講した障害

福祉サービス事業所等従事者数 
人 1,405 2,000 2,240 

⇒ 研修などを通じた人材の育成などにより、質の高い福祉サービスの提供が図られているかを

見る指標(対応する取組の方向 3) 

④ 

療育相談、発達障害相談者数(施策１再掲) 

 
人 1,858 2,040 2,200 

⇒ 障害のある子どもやその家族が身近な地域で安心して生活できる環境づくりが図られている

かを見る指標(対応する取組の方向 4) 

⑤ 

一般就労への移行人数 

(障害福祉サービス事業所で就労訓練を受け、一般就労に結びつ

いた人数) 

人 143 234 360 

⇒ 一般就労に結びついた人数を測ることで、就労環境の充実が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 5) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・障害等に関する理解促進と権利擁護 

・障害のある人の地域生活の支援 

・福祉人材の確保とサービスの質の向上

・障害のある子どもへの支援の充実 

・障害のある人の就労環境の充実 

・障害等に関する理解促進と権利擁護 

・障害のある人の地域生活の支援 

・福祉人材の確保とサービスの質の向上 

・障害のある子どもへの支援の充実 

・障害のある人の就労環境の充実 

 

・障害のある人の地域生活の支援 

・障害のある子どもへの支援の充実 

・障害のある人の就労環境の充実 

・障害等に関する理解促進と権利擁護 

・障害のある人の地域生活の支援 

・障害のある子どもへの支援の充実 

・障害のある人の就労環境の充実 

 

・障害のある人の地域生活の支援 ・障害のある子どもへの支援の充実 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
23 【就労継続支援事業所】 

一般企業などにおける就労が困難な障害のある人に対し、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のための訓練を行

う事業所 
24 【共同生活援助(グループホーム)】 

介護を要する障害のある人に対する、共同生活の場における、入浴、排せつ、食事など日常生活の世話、介護などの支援 
25 【福祉研修センター】 

 障害者支援センター松が丘園にある機能 

 市内障害福祉サービス事業所等の職員の質の向上を図るため、障害福祉基礎研修や支援技術向上研修などを実施 

 



24 

施策１０ 健康づくりの推進 

現状と課題 

 心身の健康は日々を快適に過ごすために大切なものです。運動習慣を有する市民の割合が増える

など、市民の健康への意識は高まっている一方、超高齢化の進行や生活習慣病の増加などの課題が

生じています。 

 こうした中、市民が生涯にわたり健康でいきいきと暮らせるよう、市民自らが健康状態を自覚し、

積極的に健康の増進を図るとともに、そうした取組を地域社会全体が支えていくことが必要です。 

 また、自殺死亡率が減少傾向にあるものの依然として高いことから、誰も自殺に追い込まれるこ

とのない社会の実現を目指すとともに、うつ病や依存症などの精神疾患、ひきこもり状態などによ

る生きづらさや孤立に対する支援を含めて、市民の心の健康づくりに対する支援が求められていま

す。 

取組の方向 

１ 健康づくりと生活習慣病予防対策の充実 

 運動の習慣化や健康的な食習慣の形成など、市民が主体的に取り組む健康づくりへの支援や、地

域、学校、企業などと連携した効果的な健康づくりの取組を進め、生活習慣病の発症と重症化の予

防などを図ることで、市民一人ひとりが生涯にわたって健康でいきいきと暮らすことを目指します。 

２ 心の健康づくりと自殺総合対策の推進 

 うつ病などの心の病に対する対策や、自殺の防止などを図るため、専門相談の体制づくりや普及

啓発活動など、心の健康づくりに関する取組や自殺総合対策を推進します。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令和５年) 
最終目標

(令 和 ９ 年 )

① 

自分が健康であると感じている市民の割合 

 
％ 

81.4 
(令和元年) 82.8 84.3 

⇒ 市民一人ひとりが生涯にわたって健康でいきいきと暮らすための取組が進んでいるかを見る

指標(対応する取組の方向 1) 

② 

健康のために取り組んでいることがある市民の割合

 
％ 

71.8 
(令和元年) 73.8 75.4 

⇒ 市民の健康づくりへの意識が向上し、積極的に健康の増進が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1) 

③ 

健康診断の受診率 

(１年間に健康診断を受けた市民の割合) 
％ 

77.7 
(令和元年) 79.7 81.6 

⇒ 市民の健康づくりへの意識が向上し、積極的に健康の増進が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1) 

④ 

ゲートキーパー26の養成数 

 
人 4,697 7,697 10,100 

⇒ 自殺総合対策が推進されているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

⑤ 

精神疾患や心の健康に関して市に相談の窓口があ

ることを知っている市民の割合 
％ 

55.8 
(令和元年) 57.9 60.0 

⇒ 心の健康づくりに対する支援が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・健康づくりと生活習慣病予防対策の 

充実 

・心の健康づくりと自殺総合対策の推進

・心の健康づくりと自殺総合対策の推進 

 

・心の健康づくりと自殺総合対策の推進 ・心の健康づくりと自殺総合対策の推進 

 

・心の健康づくりと自殺総合対策の推進

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 【ゲートキーパー】 

 自殺対策において、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと 
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施策１１ 医療体制の充実 

現状と課題 

 本市の医療体制については、医療関係団体と連携した初期から三次までの救急医療体制の確立に

より、安心して医療を受けられると感じている市民が増えている一方、超高齢化の進行による在宅

医療や救急医療の需要の増大、中山間地域の地域医療体制の確保、疾病構造の変化に伴う医療需要

への対応などの課題が生じています。 

 このため、充実した救急医療体制の確保や救命救急への理解に向けた啓発、医療従事者の確保・

養成など、今後も市民が安心して医療を受けられるための取組が必要です。 

取組の方向 

１ 地域医療体制の充実 

 病院や診療所をはじめ歯科医療機関、薬局などの連携を促進することにより、疾病の状況に応じ

て適切な医療を提供することができる体制づくりを進めるとともに、総合的な診療能力を有する医

師など地域医療を支える人材の確保や在宅医療への支援の充実を図り、かかりつけ医などの普及・

定着に向けた取組を進めます。 

２ 救急医療体制の確保 

 初期救急医療機関から三次救急医療機関27までの充実した救急医療体制の確保により、休日・夜

間における急病患者に対し、適切な医療を提供します。 

 また、救急業務の高度化28を推進するとともに、メディカルセンター急病診療所や救急車の適正

利用の普及啓発、救急隊の適正配置などにより、増加する救急需要への対応を進めます。 

成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令和５年) 
最終目標 

(令和９年) 

① 

かかりつけ医の普及率 

(かかりつけ医を持っている市民の割合) 
％ 

57.6 
(令和元年) 61.1 64.6 

⇒ 地域医療を支える人材の確保や在宅医療への支援の充実が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1.2) 

② 

救急隊員からの収容依頼３回以内で受け入れられ

た救急搬送者の割合 
％ 95.3 96.5 97.4 

⇒ 救急医療体制の確保が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・地域医療体制の充実 

・救急医療体制の確保 
・救急医療体制の確保 

 

 

 

 

 

 
27 【初期救急医療機関】 

 救急患者の中でも最も多い比較的軽症の患者に対応する医療機関 

【二次救急医療機関】 

 初期救急医療機関からの転送患者や入院治療を必要とする救急患者を受け入れる医療機関 

【三次救急医療機関】 

 初期、二次救急医療機関、救急告示医療機関や救急隊等との連携をもとに、脳卒中、心筋梗塞、頭部外傷等の重篤救急患者を

受け入れる医療機関 
28 【救急業務の高度化】 

「救急救命士に対する指示及び救急隊員に対する指導・助言体制」、「救急活動の医学的観点からの事後検証体制」、「救急救命

士の研修」の充実等を進め、救急隊員の資質を向上し、救命効果の更なる向上を図ること 
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施策１２ 多文化共生29の推進と世界平和の尊重 

現状と課題 

 外国人市民30の増加や定住化が進む中、国際交流や協力などの機会を通じて、市民の国際感覚の醸

成と相互理解の促進を図り、誰もが暮らしやすく、活力ある地域社会を形成するための取組が求め

られています。 

 このため、異なる文化や習慣を尊重し合う多文化共生のまちづくりの推進を図る必要があります。 

 また、世界には今なお紛争の絶えない地域が数多くあり、世界の恒久平和を実現することは、唯

一の被爆国である我が国だけに限らず、世界共通の願いです。 

 このため、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した社会づくりを進める必要があります。 

取組の方向 

１ 多文化共生の推進 

 市民が異なる文化や考え方を尊重し、相互理解を深めていく中で、主体的に交流し、協働すると

ともに、国籍を問わず誰もが暮らしやすい多文化共生のまちづくりを進めます。 

２ 国際交流・国際協力の推進 

 市民、市民活動団体などが活発に交流を重ねる中で、市民一人ひとりの国際感覚の醸成や地域の

活性化を図ります。 

３ 平和意識の普及啓発活動の推進 

 世界平和の実現に向け、相模原市核兵器廃絶平和都市宣言（昭和５９年議決）を踏まえた、「市民

平和のつどい」の開催を通じ、平和意識の普及啓発を図るなど、世界平和に貢献する活動を進めま

す。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令和５年) 
最終目標 

(令和９年) 

① 

多文化共生に取り組んだ市民の割合 

 
％ 

28.5 
(令和元年) 30.1 33.3 

⇒ 国籍を問わず誰もが暮らしやすいまちづくりが進んでいるかを見る指標 

(対応する取組の方向 1.2) 

② 

世界平和の実現に向けた取組に参加している市民

の割合 
％ 

40.6 
(令和元年) 42.0 43.5 

⇒ 平和意識の普及啓発により、世界平和に貢献する活動が進んでいるかを見る指標 

(対応する取組の方向 3) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・多文化共生の推進 

・国際交流・国際協力の推進 
・多文化共生の推進 

 

・多文化共生の推進 

・国際交流・国際協力の推進 

・多文化共生の推進 

・国際交流・国際協力の推進 

 

・平和意識の普及啓発活動の推進 

・多文化共生の推進 

・国際交流・国際協力の推進 

・平和意識の普及啓発活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 【多文化共生】 

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化の違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員とし

てともに生きていくこと 
30 【外国人市民】 

外国籍の市民又は日本国籍を有する海外からの帰国者、国際結婚により生まれた人、日本国籍取得者など外国文化を背景

に持つ市民 
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施策１３ 人権の尊重と男女共同参画の推進 

現状と課題 

 近年、人権意識の高まりが見られるものの、依然として性別、年齢、障害などを理由とする様々な

人権問題があるほか、性的少数者への偏見や差別、特定の国や民族に対するヘイトスピーチ31などの

課題も顕在化しています。 

 このため、あらゆる施策に人権尊重の理念を反映させるとともに、人権教育・人権啓発を進める

ことにより、個性の尊重という基本的人権の根幹的な理念を社会全体で共有していく必要がありま

す。 

また、働く場における女性の活躍推進などが社会全体として進められている一方で、依然として

性別による固定的な役割分担意識が根強く存在しているほか、配偶者などに対する暴力の問題も存

在しています。 

このため、性別にかかわりなく、男女がその個性と能力を発揮できるよう、あらゆる分野における

男女共同参画を推進するとともに、配偶者などに対する様々な暴力をなくす取組を推進していく必

要があります。 

取組の方向 

１ 人権尊重のまちづくりの推進 

 学校や家庭などあらゆる場を通じ、人権教育・人権啓発を進めるとともに、相談機関や関係機関

の相互の連携による相談・支援体制の充実に取り組みます。 

 また、性的少数者への偏見や差別、ヘイトスピーチなどの人権問題に対し、多様な主体と連携し

た効果的な啓発活動などの取組を推進します。 

２ 男女共同参画の推進 

 様々な啓発活動を行うことにより、男女共同参画意識の醸成を図るとともに、働く場における女

性の活躍推進や、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現など、性別にかかわりなく

誰もが充実した職業生活や家庭・地域生活を送ることのできる環境づくりに取り組むなど、あらゆ

る分野における男女共同参画を推進します。 

 また、配偶者などに対する様々な暴力をなくすため、ドメスティック・バイオレンス32防止の啓発

を行うとともに、関係機関と連携した相談・支援などに取り組みます。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令和５年) 
最終目標 

(令和９年) 

① 

人権が尊重されていると思う市民の割合 

 
％ 

65.2 
(令和元年) 66.2 67.2 

⇒ 市民の人権意識を測ることで、人権尊重のまちづくりが図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1.2) 

② 

男女の役割を固定化するような考え方に反対する

市民の割合 
％ 

79.9 
(令和元年) 81.0 82.0 

⇒ 性別による固定的な役割分担意識を測ることで、男女共同参画が推進されているかを見る指標 

(対応する取組の方向 2) 

③ 

市の審議会等における女性委員の割合 

 
％ 33.9 37.3 40.0 

⇒ 女性の活躍推進が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・人権尊重のまちづくりの推進 

・男女共同参画の推進 

・人権尊重のまちづくりの推進 

・男女共同参画の推進 

 

・人権尊重のまちづくりの推進 

・男女共同参画の推進 

・人権尊重のまちづくりの推進 

・男女共同参画の推進 

 

・人権尊重のまちづくりの推進 

・男女共同参画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 【ヘイトスピーチ】 

人種、国籍、宗教、性別、障害、出身・出生などに基づいて、個人または集団に対し、暴力や差別をあおったり、￥おと

しめたりする表現や他人をそのように扇動する言動等 
32 【ドメスティックバイオレンス】 

配偶者、恋人等の親密な関係にある者又はあった者からの暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす行為 
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施策１４ 災害対策の推進 

現状と課題 

近年、震災や水害などの甚大な被害をもたらす災害が全国各地で発生しており、本市においても、

台風による土砂災害などによる被害が発生しています。このような災害は、いつ発生するか予測す

ることは難しく、日頃から発生に備えた安全対策を講じておくことが求められています。 

本市では、これまで災害に強い都市基盤を形成し、市民一人ひとりが災害に対し備えるよう、防

災・減災の取組を進めてきましたが、想定外の事態をなくすべく、今後も他自治体などとの連携を

図りながら更なる取組を進め、災害に強くしなやかなまちづくりを進める必要があります。 

取組の方向 

１ 災害に強い都市基盤の整備 

 災害発生時の被害を軽減するための適正な居住誘導方策を検討するとともに、道路、公園などの

整備に合わせた延焼遮断帯33形成の推進、住宅・建築物、ブロック塀などの安全性に関する意識啓発

や耐震化の促進を図ります。 

 また、避難場所や避難路の確保、緊急輸送道路34などの土木関連施設の耐震化や無電柱化、山間部

や河岸段丘にある道路における土砂災害の未然防止などを図ります。 

 さらに、雨水管の整備や河川の改修、雨水流出抑制施設の機能向上など、浸水被害の軽減・解消

を図ります。 

２ 地域防災対策の充実 

 災害時には市民の防災意識や地域防災力、他自治体及び関係機関との連携が重要となるため、九

都県市合同防災訓練35や各種個別訓練を通じて、災害対応能力の向上を図ります。 

 また、災害時に備え、備蓄食料、備蓄資機材などの充実や保健医療救護体制の強化を図るととも

に、災害時要援護者の把握や避難支援体制の構築を促進します。 

 さらに、ひばり放送をはじめとする通信設備の適切な維持管理と更新を進め、様々な状況に対応

した新たな情報伝達手段の整備を進めることにより、市民に緊急情報を的確に伝えるとともに、災

害時に電話などの通信回線が断絶した場合にも迅速な対応ができるようにします。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令和５年) 
最終目標 

(令和９年) 

① 

住宅の耐震化率 

 
％ 91.2 93.7 95.7 

⇒ 地震に対する対策が推進されているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1) 

② 
防災意識の向上度 

(災害対策をしている市民の割合) 
％ 

54.8 
(令和元年) 57.3 59.3 

⇒ 市民の自助の取組状況を測ることで、防災意識の向上を見る指標(対応する取組の方向 2) 

③ 

緊急情報の伝達率 

 
％ 

99.6 
(令和元年) 99.6 99.6 

⇒ 市が発令する避難情報(避難勧告など)の取得状況を測ることで、避難情報が市民に的確に伝

わるかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・災害に強い都市基盤の整備 

・地域防災対策の充実 

 

・災害に強い都市基盤の整備 

・地域防災対策の充実 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 【延焼遮断帯】 

市街地における火災の延焼を防止する役割を担う施設 

 主に道路、河川、鉄道、公園、緑道などの都市施設とその沿道などの不燃建築物を組み合わせることにより構築する 
34 【緊急輸送道路】 

緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路 

 緊急輸送の骨格を成す広域ネットワークやその路線を補完し地域的ネットワークを形成する路線、市災害対策本部と防災備蓄

倉庫や広域防災活動拠点、避難所等を結ぶ路線などを県や市が指定する 
35 【九都県市合同防災訓練】 

政治・経済などの中枢機能が集積した首都地域である九都県市(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・千葉

市・さいたま市・相模原市)が合同で、首都直下地震や南海トラフ地震等、首都圏に大きな被害をもたらすことが懸念される地

震を想定し、市民、防災関係機関及び国と連携・協力して実施する訓練 
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施策１５ 消防力の強化 

現状と課題 

 高度救助体制36の確立や救急業務の高度化など消防・救急体制が着実に充実し、火災発生件数も減

少傾向にある一方、生命・財産を脅かす災害や事故はこれまで以上に大規模かつ複雑・多様化の傾

向にあります。首都直下地震や南海トラフ地震などの大規模地震や豪雨による大規模水害、テロ災

害などが発生した際の対応など、消防の役割はますます重要となっています。 

 また、超高齢化の進行を背景として救急需要が増大する中、救急業務を安定的かつ持続的に提供

し、救命率の向上を図るなど、その対策が求められています。 

取組の方向 

１ 効果的な消防・救急体制の構築 

 消防車両などの整備、各種資機材や消防部隊の適正な配置を図ります。 

 また、救急需要の将来推計を踏まえた新たな救急隊配置などに併せ、消防署所の移転整備などを

進め、火災、救急、救助などの様々な災害や事故への対応力の強化を図ります。 

２ 消防団機能の充実 

 消防団の加入促進や「消防団協力事業所表示制度」などの周知を継続して行い、事業所の理解と

協力を得ることで、消防団員の確保を図るとともに、消防団の活性化及び活動環境の整備を推進し

ます。 

３ 火災予防対策の推進 

 火災による被害を軽減させ、防火対象物などにおける違反の是正を促進するなど火災予防に係る

取組をより的確に推進します。 

４ 救急需要増加への対応と市民に対する応急手当の普及啓発 

 予防救急37や救急車の適正利用の普及啓発を推進し、超高齢化の進行などに伴い増加する救急需

要に対応します。 

 また、応急手当普及員の養成や普及講習会、自主防災訓練などの機会を捉え、積極的に救急講習

を実施し、応急手当のできる市民の増加を図るとともに、民間施設などに対してＡＥＤ38の設置促進

を図ります。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令和５年) 
最終目標 

(令和９年) 

① 
火災による損害額 

 
千円

292,558 
(平成 26 年〜  

    30 年平均) 
292,558 292,558 

⇒ 消防力が強化されているかを見る指標(対応する取組の方向 1.2.3) 

② 
火災件数 

 
件 160 160 160 

⇒ 火災予防対策への取組状況を見る指標(対応する取組の方向 3) 

③ 

応急手当実施率 

(救急現場に居合わせた市民が応急手当を実施した

割合) 

％ 47.4 49.0 50.6 

⇒ 市民による応急手当の普及状況を見る指標(対応する取組の方向 4) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・効果的な消防・救急体制の構築 

 

・効果的な消防・救急体制の構築 

・消防団機能の充実 

・火災予防対策の推進 

・救急需要増加への対応と市民に対する

応急手当の普及啓発 

 

・効果的な消防・救急体制の構築 

・消防団機能の充実 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 【高度救助体制】 

高度な救助用資機材及び人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員で構成する「特別高度救助隊」を備えた地域の

実情に合わせた特色のある救助体制 
37 【予防救急】 

救急車が必要になるような病気やケガを未前に防ぐ取組のこと 
38 【ＡＥＤ】Automated External Defibrillator(自動体外式除細動器) 

心臓が心室細動(不整脈の一種)という状態になった時、電気ショックを与え、心臓本来のリズムを回復させる機器 
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施策１６ 保健衛生体制の充実 

現状と課題 

 地球温暖化の進行や国・地域を越えた人の往来の増加に伴い感染症や食中毒の発生リスクが高ま

ることが見込まれているほか、火葬需要の増加、動物の多頭飼育崩壊39などの課題が生じています。 

 このため、保健衛生体制の充実に向け、感染症の予防・まん延防止対策及び食品衛生対策、動物愛

護思想の普及、斎場（火葬場）の整備・充実などの取組を進める必要があります。 

取組の方向 

１ 感染症に関する保健衛生体制の強化 

 国や都道府県などと連携し、新興・再興感染症や輸入感染症40の発生状況に関する情報を収集す

るとともに、本市の地域特性に即した分析を加えた感染症情報を迅速に発信するなど、本市におけ

る感染症の予防・まん延防止対策及び保健衛生体制の強化を図ります。 

２ 食品衛生対策の推進 

 ＨＡＣＣＰ41に沿った衛生管理の普及推進や、監視指導の徹底及び食品、食中毒予防に関する衛

生知識の普及啓発、食品に関する検査の拡充により、食に対する不安を解消し、食の安全と安心の

確保を図ります。 

３ 生活衛生対策の推進 

 理・美容所や旅館、公衆浴場などの生活衛生関係営業施設への定期的な監視指導や中山間地にお

ける安全で良質な水の提供により、衛生的な生活環境の確保に努めます。 

 また、超高齢化の進行に伴う今後の火葬需要の増加に対応するため、斎場（火葬場）の整備・充

実を図るほか、人と動物との共生社会の実現に向けた体制を構築し、動物愛護精神の醸成と適正飼

養の普及啓発を推進します。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令和５年) 
最終目標 

(令和９年) 

① 
結核罹

り

患率 

※人口１０万人当たりの新規結核患者数 
- 8.3 8.0 7.8 

⇒ 感染症の予防・まん延防止対策が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 1) 

② 

食品関係事業者などに対して実施する食品衛生

に関する講習会の理解度 
％ 

82.9 
(令和元年) 83.3 83.7 

⇒ 食の安全と安心の確保が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

③ 

ペットの所有明示を行っている飼い主の割合 

(迷子防止等のための迷子札、マイクロチップ等の装着

を行っている飼い主の割合) 

％ 
48.0 

(令和元年) 51.6 61.2 

⇒ 動物愛護精神のかん養と適正飼養の普及啓発が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 3) 

④ 

公衆浴場等における改善率 

(レジオネラ症42の発生防止に係る改善率) 
％ 100 100 100 

⇒ 衛生的な生活環境の確保が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 3) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・食品衛生対策の推進 

・感染症に関する保健衛生体制の強化 

・食品衛生対策の推進 

・生活衛生対策の推進 

 

・生活衛生対策の推進 ・生活衛生対策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 【多頭飼育崩壊】 

飼養能力を超える多数の動物を所有・占有し、結果として、適正な飼養が困難となり、飼育放棄により動物の健康が害される

とともに、排泄物の堆積等により周辺の生活環境被害等を引き起こすこと 
40 【新興感染症】 

最近になって新しく出現した感染症 

【再興感染症】 

古くからある感染症のうち近い将来克服されると考えられていたものの再び流行する傾向が出ている感染症 

【輸入感染症】 

海外で感染して国内に持ち込まれる感染症 
41 【ＨＡＣＣＰ】Hazard Analysis and Critical Control Point 

原材料の受入れから製品の出荷までの工程ごとに、食中毒菌による汚染や異物の混入などの危害を予測したうえで、特に重要

な工程を継続的に監視し、記録することで、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法 
42 【レジオネラ症】 

レジオネラ属菌という、自然界(河川、湖水、温泉や土壌など)に生息している細菌を原因とする細菌感染症 

主にレジオネラ属菌に汚染された浴槽内等からエアロゾル(細かい霧やしぶき)を吸引することによって感染する 
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施策１７ 防犯や交通安全・消費者保護対策の推進 

現状と課題 

 近年、市内の犯罪認知件数は減少しているものの、振り込め詐欺などの被害が頻発しており、引

き続き、市民一人ひとりが自覚を持ち、地域での連帯意識の高揚を図りながら、関係機関や団体と

の密接な連携による防犯体制の充実など、地域の防犯力を高めることが求められています。 

 また、自転車や高齢者の交通事故の割合が高いことから、ガードレールなど交通安全施設の整備・

充実に努めるとともに、地域が一丸となって交通安全意識の高揚を図るなど、交通マナーの向上や

交通事故防止に向けた取組を積極的に行う必要があります。 

 さらに、消費者被害が複雑・多様化している中、消費者被害の未然防止と救済体制の充実を図る

とともに、市民が自立した消費者になるための啓発・教育を一層進めていく必要があります。 

取組の方向 

１ 地域防犯力の向上 

 警察、関係団体、地域団体と連携を図り、多様化する犯罪に関する情報共有や、防犯活動の推進

により市民の防犯意識を高めます。 

また、自主防犯組織などによる防犯活動の支援を行うとともに、夜間の安全確保のため防犯灯の

整備に努めます。 

２ 交通安全対策の推進 

 警察、関係団体、地域団体と連携して自転車利用者、子どもや高齢者などに対する交通安全教育

などの交通安全運動を推進します。 

 また、多発する自転車や高齢者による事故の根絶に向け、交通安全意識の高揚を図る取組などを

進めるとともにガードレールなど交通安全施設の整備を推進します。 

３ 消費者の保護と自立の支援 

 複雑・多様化する消費者被害を防止するため、消費生活相談の充実及び見守りによる被害の未然

防止と早期発見に取り組むとともに、自主的かつ合理的な判断ができる自立した消費者の育成を目

指した消費者教育43を推進し、市民の消費者としての安全の確保と自立の支援を進めます。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令和５年) 
最終目標 

(令 和 ９ 年 ) 

① 

住んでいる地域の防犯力を高める取組が進んでい

ると感じている市民の割合 
％ 

36.4 
(令和元年) 39.7 43.3 

⇒ 地域防犯力を見る指標(対応する取組の方向 1) 

② 

市内での高齢者の交通事故件数 

 
件 802 752 712 

⇒ 交通事故の割合の高い高齢者の交通事故件数を測ることで、交通安全対策が推進されている

のか見る指標(対応する取組の方向 2) 

③ 

市内での自転車事故件数 

 
件 771 691 627 

⇒ 交通事故の割合の高い自転車の交通事故件数を測ることで、交通安全対策が推進されている

かを見る指標(対応する取組の方向 2) 

④ 

消費生活に係る出前講座の満足度 

(消費生活に係る出前講座のアンケートにおいて「役に

立った」を選択した市民の割合) 

％ 95.9 96.4 96.8 

⇒ 自立した消費者の育成が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 3) 

⑤ 

契約などのトラブルにあった時に相談する窓口を

知っている市民の割合 
％ 

40.5 
(令和元年) 

45.3 50.0 

⇒ 消費者保護が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 3) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・地域防犯力の向上 

・交通安全対策の推進 

・交通安全対策の推進 

・消費者の保護と自立の支援 

 

・消費者の保護と自立の支援 
・地域防犯力の向上 

・交通安全対策の推進 

 

・消費者の保護と自立の支援 ・消費者の保護と自立の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 【消費者教育】 

消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育(消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要

性について理解及び関心を深めるための教育を含む。)及びこれに準ずる啓発活動をいう。 
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施策１８ 暮らしやすい住環境の形成 

現状と課題 

 市営住宅の計画的な供給や住宅の耐震化の促進などにより、安全で安心なまちづくりが進んでい

る一方、人口減少や少子高齢化、２０代から３０代までの就職・住宅購入世代の転出超過のほか、空

き家の増加やマンションの老朽化などによる防災、防犯、景観、衛生上の問題や、地域コミュニティ

の希薄化による住環境の質の低下が懸念されています。 

 このため、多様な主体との連携・協働により、誰もが安全で安心して暮らせる住生活の実現や地

域特性を生かした質の高い住環境の形成などに取り組むことが必要です。 

取組の方向 

１ 安心して暮らせる住生活の実現 

 就職・住宅購入世代である若年・子育て世帯がニーズに沿った住まいを選択し、確保できるよう

にするとともに、高齢者が住み慣れた地域で暮らしながら必要な介護などの支援を受けられる住環

境を整備するなど、誰もが安心して暮らせる住生活の実現を図ります。 

 また、市営住宅などの公的賃貸住宅に加え、民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネット44の

構築により、住宅確保要配慮者45の居住の安定を確保します。 

２ 良質な住宅ストックの形成と空家等の適正管理の促進 

 耐震、断熱・省エネルギー、耐久性能などに優れた新築住宅の供給、建替えやリフォームの促進

などにより良質な住宅ストック46の形成を図るとともに、地域特性に応じた空き家の利活用と適切

に管理されていない空家等の対策に取り組み、適正管理の促進を図ります。 

 また、マンションの適切な維持管理などの促進や住宅団地の再生によるコミュニティの維持・活

性化を進めます。 

３ 地域特性を生かした住環境の形成 

 住宅・建築物の耐震化の促進などによる安全で快適な住環境の形成とともに、地域の特性を踏ま

えた住宅の規制・誘導を図ります。 

 また、地域の実情に応じた、住環境づくりへの支援、高齢者の見守り、子育て支援など地域課題

の解決に向けた空き家を活用した「場」の提供などによる活動の支援、ライフスタイルに応じた多

様な住み方のできる環境の整備を進めます。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令和５年) 
最終目標 

(令和９年) 

① 

高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合 

 
％ 2.9 3.5 4.0 

⇒ 高齢者が安心して暮らせる高齢者向け住宅の供給が進んでいるかを見る指標

(対応する取組の方向 1) 

② 

新築住宅における長期優良住宅47の認定戸数 

 
戸 5,528 7,764 10,000 

⇒ 長期にわたり良好な状態で使用することができる良質な住宅ストックが形成されているかを

見る指標(対応する取組の方向 2) 

③ 
居住環境に対する満足度 

(良好な居住環境が保たれていると思う市民の割合) 
％ 

73.7 
(令和元年) 76.9 80.0 

⇒ 良好な居住環境が形成されているかを見る指標(対応する取組の方向 1.3) 

④ 

適切な管理が行われていない空家等の解決率 

 
％ 

48.6 
(令和元年) 48.6 48.6 

⇒ 空家等の適正管理が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・安心して暮らせる住生活の実現 

・安心して暮らせる住生活の実現 

・良質な住宅ストックの形成と空家等の

適正管理の促進 

 

・良質な住宅ストックの形成と空家等の

適正管理の促進 
・安心して暮らせる住生活の実現 

 

・安心して暮らせる住生活の実現 

・良質な住宅ストックの形成と空家等の

適正管理の促進 

・地域特性を生かした住環境の形成 

・地域特性を生かした住環境の形成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
44 【住宅セーフティーネット】 

公営住宅をはじめとする公的賃貸住宅や民間賃貸住宅を活用した住宅確保要配慮者に対する居住支援の仕組み 
45 【住宅確保用配慮者】 

低額所得者、被災者、高齢者、障害のある人、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を要する者 
46 【住宅ストック】 

貯蔵、蓄積、在庫の意味 

 住宅の場合、ある一時点における全ての住宅の量や既存住宅そのものを指す 
47 【長期優良住宅】 

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅 

 



41 

施策１９ 魅力的な景観の形成 

現状と課題 

 景観に配慮した建築物や身近な緑が増加するなど、市全域において景観誘導が着実に図られてい

る一方、市特有の景観資源を生かした個性的な景観づくりは進んでいません。豊かな自然を有し、

多様な都市機能を併せ持つ都市として、広域交流拠点の形成による風格のある市街地や、誇りと愛

着の持てる周辺環境と調和したまちなみなどの魅力的な景観を形成するためには、多様な主体との

連携・協働による地域特性に応じた景観づくりや貴重な景観資源の保全などに取り組む必要があり

ます。 

取組の方向 

１ 地域の魅力を高める景観づくり 

 建築行為を行う事業者などに対し、周辺環境と調和した色彩などの誘導を行い、豊かな自然と市

街地の景観を良好に保ちます。 

 また、景観の保全の必要性が高い地区や新たなまちづくりを行う地区、良好なまちなみを印象付

ける街路などに対し、地域の個性を生かした景観形成を進めます。 

 さらに、まちなみにふさわしい屋外広告物が設置されるよう、屋外広告物の規制や誘導により、

潤いのある豊かな自然景観とにぎわいや風格のある市街地景観を形成し、地域の魅力を高めます。 

２ 心を豊かにする身近な景観づくり 

 市民に親しまれている景観資源の保全・活用や、人々にやすらぎや潤いを与える身近な緑の創出

などにより心を豊かにする景観形成を進めます。 

 また、歴史や文化を生かした景観や生態系に配慮した環境にやさしい景観を形成するほか、景観

づくりへの関心を高めるための普及啓発などに取り組み、市民との共有財産であるより良い景観を

次代に引き継ぎます。 

成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令和５年) 
最終目標

(令和９年)

① 

市街地の景観に満足している市民の割合 

 
ポイント※

2.92 
(令和元年) 3.06 3.10 

⇒ 地域の魅力を高める景観づくりのうち市街地の景観づくりが進んでいるかを見る指標 

(対応する取組の方向 1) 

② 

自然景観に満足している市民の割合 

 
ポイント※

3.50 
(令和元年) 3.50 3.50 

⇒ 地域の魅力を高める景観づくりのうち自然景観づくりが進んでいるかを見る指標 

(対応する取組の方向 1) 

③ 

道路沿いの緑化(接道緑化)の長さ 

 
ｍ 10,676 15,300 18,200 

⇒ 接道緑化の長さ(景観に関する事前協議によるもの)を測ることで、身近な緑の創出が図られ

ているかを見る指標(対応する取組の方向 1.2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・地域の魅力を高める景観づくり 

・心を豊かにする身近な景観づくり 
・地域の魅力を高める景観づくり 

 

・心を豊かにする身近な景観づくり 

 

 

※ 市民の満足度を５点満点で点数化したもの 
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施策２０ 都市機能の維持・充実と計画的な土地利用の推進 

現状と課題 

 人口減少、超高齢化の進行による、中心市街地や日常生活の拠点からの店舗などの撤退や、空き

家や空き地の増加に伴う都市のスポンジ化により、買物弱者48の増加、防犯・防災上の危険度の高ま

りなどの課題が生じるおそれがあることから、社会情勢などの変化に適応した集約連携型のまちづ

くり49が必要です。 

 また、圏央道、リニア中央新幹線などの広域交通ネットワークを生かしたまちづくりや、自然環

境に配慮した産業や住宅の適切な誘導を図るため、地域が持つ様々な個性や特色を生かした計画的

な土地利用の推進が必要です。 

取組の方向 

１ 都市機能の維持・充実と産業・住環境が調和した土地利用の推進(都市的土地利用) 

 都市機能や居住の適切な誘導を図ることで、人口減少下においても利便性が高くにぎわいのある

市街地を形成するとともに、市街地における産業と住環境との調和を図りながら、拠点の形成や市

街化区域への編入などを進め、財政基盤や都市力の強化などに取り組みます。また、多様な主体と

の連携により、地域特性に応じたきめ細かな土地利用の誘導を図ります。 

２ 森林、農地、水辺などの保全・活用(自然的土地利用) 

 自然公園などの水源地域の自然環境、優良な農地や森林、市街地の貴重なみどりなどの保全、活

用を図ります。 

３ 地域特性に配慮した適切な土地利用の誘導(土地利用の整序) 

 無秩序な開発の抑制を基本としつつ、良好な自然環境や営農環境との調和を図り、地域コミュニ

ティの維持など地域特性に配慮した適切な土地利用の誘導を図ります。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標

(令和９年)

① 
都市と自然が調和したまちだと感じる市民の割合 

 
％ 

70.1 
(令和元年) 72.0 74.0 

⇒ 適切な土地利用がなされているかを見る指標(対応する取組の方向 1.2.3) 

② 

駅周辺などのまちなかにおいて、必要な都市機能が

充足されていると感じる市民の割合 
％ 

60.6 
(令和元年) 63.0 65.0 

⇒ 魅力あるまちなかのにぎわい形成がなされているかを見る指標(対応する取組の方向 1) 

③ 

まちなかの人口密度 

(都市の拠点周辺や、公共交通の沿線など居住エリアにお

ける人口密度) 

人／
ha 

103 
(令和元年) 105 105 

⇒ 集約連携型のまちが形成されているかを見る指標(対応する取組の方向 1) 

④ 

自然的な土地利用の面積 

(水源地域の自然環境や、市街地のみどりなどの自然的な

土地利用を図るべき地域の面積) 

ha 12,906 12,906 12,906 

⇒ 水源地域の自然環境や市街地のみどりなどが保全されているかを見る指標 

(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・森林、農地、水辺などの保全・活用 
・都市機能の維持・充実と産業・住環境が

調和した土地利用の推進 

 

・都市機能の維持・充実と産業・住環境が

調和した土地利用の推進 

・都市機能の維持・充実と産業・住環境が

調和した土地利用の推進 

・森林、農地、水辺などの保全・活用 

・地域特性に配慮した適切な土地利用の

誘導 

 

・森林、農地、水辺などの保全・活用 

・地域特性に配慮した適切な土地利用の

誘導 

・都市機能の維持・充実と産業・住環境が

調和した土地利用の推進 

・森林、農地、水辺などの保全・活用 

・地域特性に配慮した適切な土地利用の

誘導 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
48 【買物弱者】 

流通機能や交通網の弱体化とともに、食料品等の日常の買物が困難な状況に置かれている人々のこと 
49 【集約連携型のまちづくり】 

市内外の多くの人が集いにぎわう中心市街地、利便性の高い日常生活を送るための商業・サービスなどの機能が集積する地

域拠点、更には身近な生活拠点など、拠点ごとの機能に応じた位置付けを行い、拠点間を容易に移動可能とするような公共交

通等で結ぶ都市構造を実現することで、市民がそれぞれのライフスタイルに応じた多様な住まい方を持続できるまちづくり 
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施策２１ 広域交通ネットワークの形成 

現状と課題 

 新たな広域交通ネットワークとして圏央道が開通し、今後、リニア中央新幹線の駅設置が予定さ

れるなど、本市を取り巻く交通環境は大きく変化しています。 

 更なる広域交通ネットワークの形成は、人口減少や超高齢化が進行する中においても、都市機能

の集積、産業の活性化、交流人口の拡大など本市の持続的な発展に向けた礎になることから、リニ

ア中央新幹線の建設や小田急多摩線の延伸の促進、圏央道インターチェンジへのアクセス道路の整

備などに取り組む必要があります。 

取組の方向 

１ 鉄道ネットワークの形成 

 リニア中央新幹線の建設促進や小田急多摩線の延伸により、鉄道を中心とした広域交通ネットワ

ークの形成を図るとともに、ＪＲ相模線の複線化などを促進し、輸送力の拡大による利便性の高い

鉄道ネットワークの形成を図ります。 

２ 道路ネットワークの形成 

 圏央道や中央自動車道の整備促進を図ることで、広域的な都市活動により発生する自動車需要に

対応するとともに、インターチェンジへのアクセス道路や隣接都市と接続する道路などの整備を進

め、広域圏におけるアクセス性を高める道路ネットワークの形成を図ります。 

成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令和５年) 
最終目標 

(令和９年) 

① 

主要交差点間※の移動時間 

 
分 

67 
(令和元年) 59 50 

⇒ 自動車需要への対応やアクセス性を高める道路ネットワークの形成が進んでいるかを見る指

標(対応する取組の方向 2) 

※ 主要交差点間 

・ 南橋本１丁目交差点～多摩境駅前交差点 

・ 清新交差点～小山長池トンネル南交差点 

・ 鵜野森交差点～下当麻交差点 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・鉄道ネットワークの形成 

・道路ネットワークの形成 

・鉄道ネットワークの形成 

・道路ネットワークの形成 

 

・道路ネットワークの形成 
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施策２２ 安心して移動できる地域交通の形成 

現状と課題 

 市民の暮らしや地域経済活動を支える幹線道路や自転車道、バスターミナルなどの基盤整備や、

コミュニティバス50、乗合タクシー51などの地域公共交通の導入を進めている一方、一部の地域では、

人口減少による公共交通利用者数の減少やバス交通の収支率の悪化など、公共交通の維持確保に課

題があります。このため、交通事業者や市民との協働により、鉄道、バス、タクシーなど公共交通の

利便性向上や利用促進などに取り組み、交通弱者や来訪者などの移動手段を確保する必要がありま

す。 

 また、幹線道路や歩道、自転車道の未整備による生活道路への自動車の進入や自転車事故の発生

など、依然として安全性に課題があることから、安心して移動できる道路環境を構築するほか、多

様化する自転車の規格に対応した自転車駐車場の整備など、自転車利用環境の整備を進める必要が

あります。 

取組の方向 

１ 地域をつなぐ公共交通ネットワークの形成 

 効率的で利便性の高いバス路線網を構築するとともに、自動運転などの新技術による今後の新た

な交通手段の動向を踏まえ、地域に応じた公共交通を導入することにより、地域をつなぐ公共交通

ネットワークの形成を図ります。 

２ 公共交通の利便性向上と利用促進 

 駅やバスターミナルなどの交通結節点の乗り換え利便性の向上を図り、公共交通を基幹とした多

様な交通の連携を進めます。 

 また、公共交通の利用に向けた意識啓発などの取組を進め、自動車から公共交通への利用転換を

進めます。 

３ 地域における道路環境の充実 

 市内の拠点間をつなぐ地域内幹線道路の整備を進め、多様な地域活動を支える道路ネットワーク

の形成を図ります。 

 また、交差点改良や歩道整備、狭あい道路の拡幅などを進め、安全・安心に移動できる道路環境

の充実を図ります。 

４ 自転車利用環境の整備 

 多様化する自転車の規格に対応した駐輪スペースの確保やラック改修などの施設改善により、自

転車駐車場の利便性の向上を図るとともに、自転車道などの整備による自転車利用環境の向上に取

り組みます。また、継続的な放置自転車対策などにより自転車の適正利用を促進します。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標 

(令 和 ９ 年 ) 

① 

公共交通のカバー率 

(公共交通圏域(駅から１㎞、バス停留所から 300ｍ)に住

む人口の割合) 

％ 90.4 90.6 90.8 

⇒ 公共交通ネットワークの形成が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 1) 

② 

市民や来訪者などの公共交通利用者の割合 

 
％ 100 104 107 

⇒ 公共交通の利便性の向上や利用の促進が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 2) 

③ 

市内の幹線道路などの整備延長 

 
km - 1.7 3.3 

⇒ 地域の道路環境が充実しているかを見る指標(対応する取組の方向 3) 

④ 

自転車道などの整備延長 

 
km - 9 19 

⇒ 自転車の利用環境が充実しているかを見る指標(対応する取組の方向 4) 

⑤ 

放置自転車などの台数 

(道路上に停められている放置自転車などの一日当たりの台数) 
台 332 148 76 

⇒ 自転車の利用環境が充実しているかを見る指標(対応する取組の方向 4) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・地域における道路環境の充実 

・自転車利用環境の整備 
・自転車利用環境の整備 

 

・地域をつなぐ公共交通ネットワークの

形成 

・公共交通の利便性向上と利用促進 

・地域における道路環境の充実 

・地域をつなぐ公共交通ネットワークの

形成 

・公共交通の利便性向上と利用促進 

・地域における道路環境の充実 

・自転車利用環境の整備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
50 【コミュニティバス】 

交通不便地区における公共交通以外に移動手段がない方の生活交通を確保するため、鉄道や路線バスを補完する公共交通

として、地域・交通事業者・行政の３者協働により運行されるバス 
51 【乗合タクシー】 

津久井地域の交通空白地区における公共交通以外に移動手段がない方の生活交通を確保するため、鉄道や路線バスを補完する

公共交通として、地域・交通事業者・行政の３者協働により運行するセダン型やワゴン型の車両を使った乗合型の公共交通 
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施策２３ 首都圏南西部における広域交流拠点の形成 

現状と課題 

 人口減少や少子高齢化の進行により、経済規模、交流人口の縮小が懸念される中、本市は、圏央

道、リニア中央新幹線などの広域交通ネットワークの形成や相模総合補給廠の一部返還による新た

なまちづくりが予定されているなど、高いポテンシャルを有しています。 

 また、首都圏南西部における広域交流拠点の形成に向けた橋本・相模原両駅周辺のまちづくりは、

リニア中央新幹線を生かし、世界から「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」を引きつける国土づくりのプ

ロジェクトに位置付けられているなど、本市は、首都圏南西部の発展の源泉になるとともに、日本

経済の成長を牽引していくことが求められています。 

取組の方向 

１ 橋本駅周辺地区の整備推進 

 橋本駅周辺地区は、３つの鉄道路線が乗り入れていることに加え、圏央道相模原インターチェン

ジに近接し、幹線道路も集中している交通結節点です。これらを生かした広域的な交通ネットワー

クの形成を図るなど、リニア中央新幹線の開業や駅設置を見据え、交通の要衝としての恵まれた機

能をより一層強化するとともに、橋本駅の南北間、隣接する商業地や公共施設との回遊性の向上を

図ります。 

 あわせて、暮らす人、働く人、訪れる人などが広域的に交流するゲートとして、多様な都市機能

の集積を促進することで、産業の活力とにぎわいがあふれるまちづくりを進めます。 

２ 相模原駅周辺地区の整備推進 

 相模総合補給廠の一部返還地や共同使用区域を生かし、相模原駅周辺にスポーツや文化など市民

が憩い、にぎわう空間を創出するとともに、周辺地区の今後の発展の起爆剤となる新市街地の形成

を進めます。 

 また、小田急多摩線の延伸を見据え、相模原駅の交通結節点としての利便性の向上や、南北間の

回遊性の向上による同駅周辺の一体的な市街地の形成を進めます。 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・橋本駅周辺地区の整備推進 

・相模原駅周辺地区の整備推進 

・橋本駅周辺地区の整備推進 

・相模原駅周辺地区の整備推進 

 

・橋本駅周辺地区の整備推進 

・相模原駅周辺地区の整備推進 
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施策２４ 市街地整備の推進と拠点の形成・活性化 

現状と課題 

 市街地整備事業などの推進により、道路や下水道などのインフラ整備や企業進出などによるにぎ

わいの創出が進む一方、人口減少、超高齢化が進行し、地域コミュニティが希薄化する中では、より

多くの人や企業に選ばれるよう、地域の特性を生かして住み、働き、生活する場を形成していくこ

とが重要です。 

 また、質の高い市民生活を確保していくためには、中心市街地や公共施設、生活利便施設などが

集積している地域拠点などにおいて、日常生活を支える機能の集積を図るほか、道路や公園、下水

道などの都市基盤を整備し、より利便性が高く安全・安心に暮らせるまちづくりを進める必要があ

ります。 

取組の方向 

１ 産業を中心とした新たな拠点の形成 

 圏央道インターチェンジ周辺地区や津久井広域道路の沿道において、新たな産業用地や居住の場

などの整備による複合的なまちづくりや多様な地域資源を生かした新たな拠点の形成を進めます。 

２ 良好な市街地環境の形成 

 中心市街地では、周辺の複合施設や文教施設などとの連携による一体的なまちづくりを進め、拠

点性の更なる向上を図ります。また、地域拠点などにおいては、公共施設の集約・再編、都市基盤

や公共交通ネットワークの整備・活用などを行うことにより、活力と魅力あふれる市街地環境を形

成し、市民生活の利便性や快適性の向上を図ります。 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・産業を中心とした新たな拠点の形成 ・産業を中心とした新たな拠点の形成 

 

・産業を中心とした新たな拠点の形成 

・良好な市街地環境の形成 
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施策２５ 国際的なビジネス拠点の形成と新たな社会経済の仕組みの構築 

現状と課題 

 本市は、製造業の集積を図り、内陸工業都市として発展してきましたが、少子高齢化の進行によ

る生産年齢人口の減少や後継者の不足、経済のグローバル化に伴う国内外の競争の激化などにより、

内陸工業都市としての転換期にあります。 

 さらに、本市では、金融業や情報通信業などをはじめ、製造業における本社機能など、いわゆる業

務機能の集積度が低く、市外への通勤者の増加による昼間人口の少なさが課題となっています。 

 このため、本市の強みであるものづくり産業をはじめ、様々な産業へのロボット導入やＡＩ52など

の技術革新や、産業の人材や情報などの交流、豊かな自然などの地域資源を活用するとともに、圏

央道インターチェンジの開設やリニア中央新幹線の駅設置による交通利便性の向上などをとおして、

新たな価値や魅力を創造し世界に向けて発信し、地域経済を活性化していく必要があります。 

取組の方向 

１ 地域経済を支える強固な産業基盤の形成 

 広域交通ネットワークの充実を生かし、インターチェンジ周辺の産業集積をはじめ、広域交流拠

点の形成と連動した戦略的な企業支援を進めるとともに、企業の人材確保と育成、定着化を図るた

めの取組を支援します。 

 さらに、成長産業の集積を促進することにより、本市の基幹産業である製造業を中心とした産業

基盤の更なる強化を図り、雇用の促進や経済波及効果などによる持続可能な都市経営の実現に取り

組みます。 

２ 成長分野における技術革新を活用した新しい社会経済システムの構築 

 ロボット、ＡＩ、ＩｏＴ53などの技術革新は様々な産業に変革をもたらすことから、それらを効果

的に活用する企業を支援することにより、生産プロセスの改善や新しい付加価値の創出などによる

新たなビジネスモデルを確立するとともに、世界とのネットワーク・交流により、新しい社会経済

システムの構築に取り組みます。 

３ 新産業の創出と中小企業の育成・支援 

 国・県・関係機関などと連携した支援策の展開や産学連携・企業間連携の促進による新製品、新

技術の研究開発支援など、新たな分野に挑戦する中小企業の支援の充実を図ります。 

 また、中小企業の経営基盤、技術基盤の強化や事業承継を促進するため、産業支援機関などと連

携し、経営や技術などに関するコンサルティングや情報提供を充実させるとともに、金融機関と協

調して中小企業の資金調達の円滑化を図ります。 

４ 市内企業のグローバル展開の支援 

 市内企業の販路開拓を支援するため海外で開催される展示会への共同出展のほか、グローバル人

材の育成と市内企業のマッチングなど、海外企業との取引拡大につながる取組を産業支援機関と連

携し行うなど、企業のグローバル展開の支援を図ります。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標 

(令 和 ９ 年 ) 

① 

市内企業の製造品出荷額 
百万円 

1,377,340 
(平成 29 年) 

1,601,800 1,752,000 

⇒ 地域経済を支える強固な産業基盤の形成が図られているか見る指標(対応する取組の方向 

1.2.3) 

② 

市内企業の海外との人材のネットワーク形成

支援による雇用創出数 
人 41 116 176 

⇒ 市内企業のグローバル展開の支援が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 4) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・地域経済を支える強固な産業基盤の形

成 

・成長分野における技術革新を活用した

新しい社会経済システムの構築 

・新産業の創出と中小企業の育成・支援

・市内企業のグローバル展開の支援 

・地域経済を支える強固な産業基盤の形

成 

・成長分野における技術革新を活用した

新しい社会経済システムの構築 

・新産業の創出と中小企業の育成・支援 

・市内企業のグローバル展開の支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
52 【ＡＩ】Artificial Intelligence 

人工知能 
53 【ＩｏＴ】Internet of Things 

「モノのインターネット」と呼ばれる 

 自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モノのデ

ータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出す 
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施策２６ 誰もが働きやすい環境の整備 

現状と課題 

 緩やかな景気回復基調が続き、雇用情勢が着実に改善する一方で、生産年齢人口の減少に伴い、

企業においては労働力不足が課題となっています。 

 このような状況の中、高齢者、若者、女性、外国人、障害のある人など多様な人材が、その個性と

能力を十分に発揮し活躍できる環境を整備するとともに、就労を希望する人と企業の雇用ニーズの

マッチングの強化などを通じて労働力の確保を図り、地域社会の持続的な発展と活力を維持してい

くことが求められています。 

 また、誰もが生きがいやゆとりを実感しながら充実した生活を送ることができるよう、仕事と生

活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現や働く人々の福利厚生の充実など、勤労者福祉の向上

を図っていく必要があります。 

取組の方向 

１ 働きやすい環境づくりの推進 

 年齢や性別、国籍、障害の有無や、子育て、介護などの生活環境にとらわれず、誰もが充実した

生活を送ることができるよう、多様な人材の活躍の促進と、柔軟な働き方を支援するとともに、ワ

ーク・ライフ・バランスの推進に取り組みます。 

 また、働く人々のゆとりある生活を応援するため、福利厚生の充実などを通じて、勤労者福祉の

向上を図ります。 

２ 就労支援の充実 

 全ての働く意欲のある人に対し、就職相談、職業紹介及び定着支援など、きめ細かな支援を行う

とともに、人手不足に悩む企業などへの人材確保支援に取り組みます。 

成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令和５年) 
最終目標

(令和９年)

① 

仕事と家庭両立支援推進企業表彰の応募企業数 

 
社 35 51 63 

⇒ ワークライフバランスの推進が図られ働きやすい環境づくりの推進が図られているかを見る

指標(対応する取組の方向 1) 

② 

市総合就職支援センター利用者の進路決定率 

 
％ 39.8 41.3 42.4 

⇒ 就労支援の充実が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・働きやすい環境づくりの推進 

・就労支援の充実 

・働きやすい環境づくりの推進 

・就労支援の充実 

 

・働きやすい環境づくりの推進 
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施策２７ 商業の振興 

現状と課題 

本市の商業は、中心市街地に一定の商業基盤を有しているものの、周辺自治体と比較して市内商

業地での来街者の滞在時間が短く消費購買力が市外へ流出する傾向にあり、人口集積が市内経済活

性化に必ずしも結びついていない状況が課題となっています。また、ネットショッピングなど電子

商取引の拡大による消費者の実店舗離れや、商店経営者の高齢化、後継者不足などの構造的な問題

による個人商店の経営難や商店街組織の弱体化が課題となっています。 

 こうしたことから、市外に流出している消費購買力を市内に引き寄せるため、商業機能の集積を

進め、求心力を高めるとともに、実店舗ならではの取組や担い手の創出・育成などにより地域に根

ざした商店街に多くの人が足を運ぶよう、街の魅力を向上させていく必要があります。 

取組の方向 

１ 中心市街地の魅力向上 

 広域交流拠点の形成に向けた取組と連動した新たな魅力ある商業地の形成を図るとともに、各中

心市街地（橋本駅周辺、相模原駅周辺、相模大野駅周辺）の特色を生かしながら、商業者や関係団

体等との連携の下、多様なライフスタイルや消費行動に対応した持続可能な商業・業務機能の集積

とまちのにぎわいづくりを進めます。 

２ 地域に根ざした商店街の活性化 

 商店街の空き店舗対策をはじめ、キャッシュレス54化の推進や訪日外国人旅行客の集積など新た

な市場に対応した利便性の高い魅力ある商店街づくりを支援するとともに、商店街組織の強化に向

けて、商店街への加入促進やリーダーとなる人材の育成を支援し、地域に根ざした商店街の活性化

に取り組みます。 

また、個店の魅力を高める方策や、意欲ある女性や若者を含めた商業者の創出・育成のほか、電

子商取引への対応や買物弱者支援などにより多様なニーズに応じた地域経済活性化に取り組みます。 

成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令和５年) 
最終目標 

(令和９年) 

① 

本市及び近隣自治体における小売業年間販売

額の合計に占める本市の割合 
％ 

26.6 
(平成 28 年) 

28.2 31.0 

⇒ 周辺地域の中において中心市街地の魅力向上が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1.2) 

② 

商店会が実施した活性化に係る事業数 

 
件 33 33 33 

⇒ 商店街のにぎわいが創出されているかを見る指標(対応する取組の方向 1.2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・地域に根ざした商店街の活性化 
・中心市街地の魅力向上 

・地域に根ざした商店街の活性化 

 

・地域に根ざした商店街の活性化 ・中心市街地の魅力向上 

54 【キャッシュレス】 

現金（紙幣・貨幣）を使用せず支払や受取を行うこと、クレジットカードや電子マネー、スマートフォン決済などがある 
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施策２８ 観光交流都市の形成 

現状と課題 

 本市では、様々な観光プロモーションや、イベントの開催、周辺自治体との連携による観光ＰＲ

のほか、地域における観光振興の担い手となる組織の形成など様々な取組を通じて観光客の誘致に

努めているところです。 

 今後、少子高齢化が進行する中、地域の再生や活性化の有力な手段として、観光に対する期待が

ますます高まり、訪日外国人観光客の増加などを背景として、国内外の観光客の獲得に向けた都市

間の競争が激しくなることから、従来の取組に加え、本市の個性を際立たせるような新たな視点に

よる観光施策の推進が必要です。 

取組の方向 

１ 地域資源を生かした観光振興 

 新たな地域資源の発掘と磨き上げを進めながら、地域の個性と地域資源のまとまりを生かした観

光エリアを形成します。 

 また、都市型の観光交流を通じたにぎわいのあるまちづくりや、本市の持つ自然資源や歴史、文

化などを生かした各種ツーリズムの推進を図り、質の高い体験・交流型のプログラムの提供などを

行うとともに、快適に旅行できる環境の整備に取り組むことで、誘客を図り、市内における観光周

遊を促進します。 

２ 地域主導型の推進体制づくり 

 各観光協会や地域別計画の推進に係る協議会、観光関連事業者、本市など観光振興に関わる各主

体の役割を明確にし、相互の連携を図り一体となった体制づくりに取り組むとともに、各主体の事

業をより効果的なものとするために、地域と連携し観光人材の確保・育成に係る取組を進めます。 

３ 広域的な連携の推進 

周辺自治体との連携や公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団など広域的な観光振興に取り組む

団体との連携の強化を図ります。 

 また、周辺自治体の持つ観光資源を集約して発信することで注目度を高めるなど相乗効果を狙っ

た広域的な観光ＰＲに取り組みます。 

４ 多様な産業との連携と観光交流拠点の創出 

 農業、商業・サービス業、工業など、産業の垣根を越えた様々な連携による観光施策を推進し、

本市の魅力を創出し、発信することで、国内外からの訪問客を増やし、新たな産業の創出につなげ

ます。 

 また、本市では圏央道インターチェンジ周辺の新たな産業拠点の整備などのまちづくりが進めら

れているとともに、リニア中央新幹線の駅設置、車両基地の建設など、大規模プロジェクトが進行

中であり、こうしたまちづくりやプロジェクトの進展に合わせ、それらを生かした観光交流拠点の

創出について検討を進めるとともに、大きな経済効果が期待できるＭＩＣＥ55についての誘致及び

開催支援組織の育成に取り組みます。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標 

(令 和 ９ 年 ) 

① 

観光意欲度 

(相模原市に観光に行ってみたいと思う人の割合) 
％ 31.3 36.0 40.0 

⇒ 相模原市の観光における魅力の向上が図られているかを見る指標（対 応 す る 取 組 の 方 向 

1.2.3.4） 

② 

入込観光客数 (イベントを除く) 
千人 8,897 10,620 12,000 

⇒ 相模原市の観光による交流人口の拡大が図られているかを見る指標（対応する取組の方向 

1.2.3.4） 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・地域資源を生かした観光振興 

・多様な産業との連携と観光交流拠点の

創出 

・多様な産業との連携と観光交流拠点の

創出 

 

・地域資源を生かした観光振興 

・地域主導型の推進体制づくり 

・広域的な連携の推進 

・地域資源を生かした観光振興 

 

・地域主導型の推進体制づくり 

・広域的な連携の推進 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
55 【ＭＩＣＥ】 

企業等の会議(Meeting)、企業等の行う報奨・研修旅行(Incentive Travel)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議

(Convention)、展示会・見本市、イベント(Exhibition/Event)の頭文字をつなげたもので、多くの集客交流が見込まれるビ

ジネスイベントなどの総称 
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施策２９ 持続可能な力強い農業の確立 

現状と課題 

 新鮮で安全・安心な食材としての地場農産物への消費者ニーズの高まり、「農」とふれあう機会を

求める人の増加のほか、都市農地が貴重な緑地空間として保全し、振興すべきものと位置付けられ

るなど、農業の果たす役割は、一層重要なものになっています。 

 他方、本市の農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化や担い手の不足、都市化の進展による

農地の減少、野生鳥獣による農作物被害の深刻化など、非常に厳しい状況にあります。 

 こうした状況の中、新規就農者、農業に参入した法人その他の多様な担い手の育成・確保、農地の

利用集積の促進による農地の保全と有効活用、販路の拡大による地産地消56の推進、６次産業化57の

推進や付加価値の高い農業の実践など、持続可能な力強い農業の確立が求められています。 

取組の方向 

１ 法人を含めた多様な担い手の育成・確保 

 認定農業者などの地域の中心的経営体の育成・確保を推進するとともに、新たな担い手と期待さ

れる新規就農者、農業に参入した法人などの育成・確保を図ります。 

２ 農地の保全・有効活用 

 農業生産基盤の整備などにより農地の貸し借りを促進し、認定農業者などの地域の中心的経営体

への農地の利用集積や遊休・荒廃農地の解消を図ることに加え、従来から実施してきた捕獲や追払

い、ＩＣＴを活用した新技術の導入などによる鳥獣被害防止の対策を講じることで、その保全・有

効活用を図ります。 

３ 地産地消の推進 

 本市は、約７２万人の市民が生活する大消費地でもあるという恵まれた立地を最大限に活用し、

農産物の共同販売体制の整備、地域特産物の開発と地域ブランドの形成や市民へのＰＲなどにより、

直売施設を通じた農産物の地場流通を促進することで、地産地消の推進を図ります。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標 

(令 和 ９ 年 ) 

① 

集積が行われた農地面積 

 
ha 7.2 8.2 8.6 

⇒ 農地の保全や経営の効率が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 1.2) 

② 

野生鳥獣による農作物被害額(施策３８再掲) 

 
千円 4,324 4,164 2,915 

⇒ 農地の保全・有効活用が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

③ 

大型直売所購買者数 

 
人 332,330 342,420 351,000 

⇒ 地産地消の推進が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 3) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・法人を含めた多様な担い手の育成・確

保 

・農地の保全・有効活用 

・地産地消の推進 

・法人を含めた多様な担い手の育成・確保 

 

・地産地消の推進 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 【地産地消】 

「地域生産地域消費」、「地元生産地元消費」などの略 

 その地域で作られた農産物・水産物を、その地域で消費すること 

 また、その考え方や運動 
57 【６次産業化】 

農業者が、農畜産物の生産(１次産業)だけでなく、食品加工(２次産業)、流通・販売等(３次産業)にも取り組み、経営を

多角化することで、農業所得の向上等をめざすこと 

 １×(＋)２×(＋)３次産業＝６次産業化 
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施策３０ 基地の早期返還の実現 

現状と課題 

 市内の米軍基地については、平成２６(２０１４)年９月に相模総合補給廠の一部返還(１７ヘクタ

ール)、また、平成２７(２０１５)年１２月には共同使用(３５ヘクタール)が実現しましたが、現在

に至るまで相模総合補給廠、キャンプ座間及び相模原住宅地区の３つの米軍基地(合計面積約４２９

ヘクタール)が所在し、市民生活に様々な影響を及ぼすとともに、計画的なまちづくりを進める上で

大きな障害となっています。 

 また、厚木基地を拠点とし、長年にわたり騒音被害をもたらした米空母艦載機の固定翼機部隊は

平成３０(２０１８)年３月に岩国基地への移駐が完了しましたが、依然として米軍機による騒音被

害や事故への不安などの課題が残っていることから、引き続き、基地の早期返還と基地に起因する

問題の解決に向けて継続的に取り組んでいく必要があります。 

取組の方向 

１ 基地周辺対策の推進と早期返還の実現 

 基地の早期返還の実現を図るとともに、米軍機による騒音など基地に起因する問題の解決に向け

て、市民と行政が一丸となった運動を展開し、国及び米軍に対しての要請に努めます。 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・基地周辺対策の推進と早期返還の実現 
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施策３１ スポーツの推進とスポーツを通じた活力あふれるまちづくりの実現 

現状と課題 

 健康意識の高まりを背景に、高齢者を中心に定期的にスポーツを行う市民の割合が増えている一

方で、働き盛り・子育て世代のスポーツ実施率は低く、子どもの体力低下も課題となっていること

から、仕事や家事、子育てなどに忙しくても、身近な地域で気軽にスポーツができる環境づくりや、

子どもが運動習慣を身に付けるための取組が必要です。 

 また、スポーツ観戦やスポーツに関するボランティアなど、誰もが各々の関心や適性などに応じ

て日常的にスポーツに親しむことができる機会の充実や、本市の地域特性やスポーツ資源を活用し、

交流人口の拡大や経済・地域の活性化につながる取組の推進が求められています。 

取組の方向 

１ 生涯を通じたスポーツ活動の支援 

 体力づくりや健康増進、社会参加など目的に応じてスポーツを行う機会や、気軽にスポーツを始

めるきっかけを提供するほか、競技力の向上やアスリートの育成を支援するなど、市民の生涯を通

じたスポーツ活動を支援します。 

２ スポーツ環境の整備・充実 

 スポーツに関わる多様な人材・組織の育成や支援体制の構築を推進するほか、スポーツを楽しむ

ことができる場を保全・整備・更新するなど、市民の多様なニーズに応じたスポーツ環境を充実さ

せます。 

３ スポーツを通じた更なる交流の創出と経済・地域の活性化 

 スポーツ団体やホームタウンチーム58、企業などと連携し、本市の地域特性やスポーツ資源を活

用した取組の推進などにより、スポーツを目的とした本市への来訪を促進し、更なる交流の創出や

経済・地域の活性化を図ります。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標

(令和９年)

① 

スポーツを定期的(週１回以上)に行う市民の割合 

 
％ 

58.9 
(令和元年) 62.0 65.0 

⇒ 市民のスポーツ活動に対する支援が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 1.2) 

② 

スポーツに関するボランティア活動を行った市民

の割合(年１回以上) 
％ 

16.2 
(令和元年) 17.4 18.6 

⇒ スポーツに関わる多様な人材・組織の育成や支援体制の構築が図られているかを見る指標

(対応する取組の方向 2) 

③ 

市内で開催されるホームタウンチームの公式戦の

観客数(年間延べ人数) 
人 72,093 84,600 94,600 

⇒ スポーツを通じた交流の創出が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 3) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・生涯を通じたスポーツ活動の支援 
・生涯を通じたスポーツ活動の支援 

・スポーツ環境の整備・充実 

 

・スポーツを通じた更なる交流の創出と

経済・地域の活性化 

・生涯を通じたスポーツ活動の支援 

・スポーツ環境の整備・充実 

 

・スポーツ環境の整備・充実 

・生涯を通じたスポーツ活動の支援 

・スポーツ環境の整備・充実 

・スポーツを通じた更なる交流の創出と

経済・地域の活性化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
58 【ホームタウンチーム】 

市内に活動の拠点を置き、全国での活躍が期待できるスポーツチーム 

 本市にはノジマ相模原ライズ、三菱重工相模原ダイナボアーズ、ＳＣ相模原、ノジマステラ神奈川相模原の４チーム(令和

２年３月現在) 
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施策３２ 文化の振興と文化を通じた活力の創出 

現状と課題 

 文化は、心にやすらぎを与え豊かな感性を養うとともに、まちに活力やにぎわいをもたらすもの

であることから、市民が優れた芸術、地域の伝統文化や文化財に親しみ、文化芸術活動を行う機会

の充実を図るなど、多彩な市民文化を育む環境づくりが求められています。 

 このため、市民の文化芸術活動の支援や次代を担う人材の育成、国内外の多様な文化芸術に親し

むことができる仕組みづくりなどを積極的に推進する必要があります。 

 また、文化財の計画的な保存整備や継承者の育成支援、多様な主体との連携により文化財の保存・

活用を推進し、地域全体で文化財を次世代に継承していく必要があります。 

取組の方向 

１ 文化芸術活動の活性化に向けた取組とアートによるにぎわいづくりの推進 

 市民が気軽に文化芸術活動を行うことができるよう支援を充実するとともに、将来の本市の文化

芸術を支える人材の育成や活動拠点の充実を図るなど、市民の多彩な文化芸術活動を促進します。 

 また、情報通信技術59を活用した効果的な情報発信を行うとともに、市内や周辺地域に点在する

様々なアート資源のネットワーク化を図り、市域全体をアートフィールド60とする取組を進め、アー

トによるにぎわいづくりを推進します。 

２ 多様な文化芸術に触れることのできる機会の充実 

 未来を担う子どもや高齢者、障害のある人をはじめ、幅広い市民が豊かで魅力あふれる地域文化

や、国内外の優れた文化芸術に触れることができる機会の充実を図るとともに、他都市との交流を

推進します。 

３ 文化財の保存と活用 

 文化財の現況調査や研究を進め、史跡や文化財建造物などを適切に保存整備するとともに、積極

的な情報発信や文化財の活用により、文化財に親しむ機会の充実を図ります。 

 また、文化財を守る継承者の育成・支援に加え、多様な主体との連携により、地域全体で文化財

を保存・活用していきます。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標

(令和９年)

① 

文化芸術に親しんでいる市民の割合 

 
％ 

71.1 
(令和元年) 72.3 73.5 

⇒ 文化振興が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 1.2) 

② 

市が主催・共催・後援した文化芸術事業の入込客数

 
人 569,450 577,700 584,400 

⇒ 文化を通じたまちのにぎわいづくりが図られているかを見る指標(対応する取組の方向

1.2.3) 

③ 

文化財活用事業の満足度 

 
％ 

48.4 
(令和元年) 53.0 57.0 

⇒ 文化財に親しむ機会の充実が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 3) 

④ 

文化財活用事業へのボランティア参加者数 

 
人 733 783 823 

⇒ 地域全体で文化財の保存・活用が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 3) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・多様な文化芸術に触れることのできる

機会の充実 

・文化財の保存と活用 

・文化芸術活動の活性化に向けた取組と

アートによるにぎわいづくりの推進 

 

・文化芸術活動の活性化に向けた取組と

アートによるにぎわいづくりの推進 

・文化財の保存と活用 

・文化芸術活動の活性化に向けた取組と

アートによるにぎわいづくりの推進 

・文化財の保存と活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
59【情報通信技術】 

 情報処理及び情報通信に関する技術の総称  
60 【アートフィールド】 

アートに関わる多様な活動を展開するエリア(自然と都市が共生する本市及びその周辺) 
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施策３３ 温室効果ガス61の削減と気候変動への適応 

現状と課題 

 地球温暖化が進行する中、平均気温の上昇や集中豪雨の発生などの気候変動による影響を実感す

ることが多くなっています。本市では、再生可能エネルギー62の利用促進や省エネルギー活動の促進

など温室効果ガスの排出削減を行う「緩和策」の取組を着実に進めた結果、温室効果ガス排出量は

減少傾向にあります。また、市域面積の約６割を占める森林について、今後さらに整備を進めるこ

とにより、温室効果ガスの吸収源対策としての効果が期待されています。さらに、気候変動の影響

に備える「適応策」についても分野横断的な取組を進めています。一方、世界全体では依然として大

量の温室効果ガスが排出されているため、今後も地球温暖化は進行し、気候変動の影響はさらに大

きくなると予測されています。 

 このため、今世紀後半の「脱炭素社会」の実現を見据えながら、地球温暖化対策の両輪である緩和

策と適応策をより積極的に推進する必要があります。 

取組の方向 

１ 再生可能エネルギーの利用促進と徹底した省エネルギー活動の促進 

 太陽光発電などの再生可能エネルギーの積極的な利用や、省エネルギー設備の導入に向けた支援

などに取り組むとともに、地球温暖化対策地域協議会などと連携して低炭素型のライフスタイルへ

の転換を促進します。 

２ 低炭素型まちづくりの推進 

 低炭素型まちづくりの実現に向け、次世代クリーンエネルギー自動車63の普及や交通基盤の整備

などに取り組むとともに、未利用エネルギーの活用や防災面に有益な分散型電源64の導入に取り組

みます。 

３ 森林吸収源対策の推進 

 温室効果ガスの削減に大きく寄与する森林について、市民や事業者との連携・協働による保全・

整備を進めます。 

４ 気候変動適応策の推進 

 本市の地域特性を踏まえた適応策の取組を進め、地球温暖化の進行に伴う気候変動の影響の回

避・軽減などを図ります。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令和５年) 
最終目標

(令和９年)

① 

市域の温室効果ガス排出量 

 

万 t-

CO2 

421.9 
(平成 25 年) 357.4 331.6 

⇒ 温室効果ガスの削減の取組が推進されているかを見る指標(対応する取組の方向 1.2.3) 

② 

市が独自に取り組む施策によるＣＯ２削減見込

量 

万 t-

CO2 
5.9 7.0 8.0 

⇒ 温室効果ガスの削減の取組が推進されているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1.2.3) 

③ 

気候変動の影響に備えている市民の割合 

 
％ 

83.1 
(令和元年) 89.1 95.1 

⇒ 気候変動やその影響への理解が進み、市民の具体的な行動につながっているかを見る指標 

(対応する取組の方向 4) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・気候変動適応策の推進 

・再生可能エネルギーの利用促進と徹底

した省エネルギー活動の促進 

・低炭素型まちづくりの推進 

 

・再生可能エネルギーの利用促進と徹底

した省エネルギー活動の促進 

・低炭素型まちづくりの推進 

・気候変動適応策の推進 

 

・再生可能エネルギーの利用促進と徹底

した省エネルギー活動の促進 

・低炭素型まちづくりの推進 

・森林吸収源対策の推進 

・気候変動適応策の推進 

・森林吸収源対策の推進 

・気候変動適応策の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
61 【温室効果ガス】 

海や陸などの地球の表面から地球の外に向かう熱を大気に蓄積し、再び地球の表面に戻す性質(温室効果)を有するガス 

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成１０年法律第１１７号)では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等４

ガス(ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄及び三フッ化窒素)が削減対象の温室効果ガスと定めら

れている 
62 【再生可能エネルギー】 

石油や石炭、天然ガスといった資源に限りのある化石燃料とは異なり、太陽光や風力、水力、地熱、バイオマスといった自然

界に常に存在し、繰り返し利用できるエネルギー 
63 【次世代クリーンエネルギー自動車】 

電気自動車や燃料電池自動車など石油以外の資源を燃料に使うことによって、既存のガソリンやディーゼル車より窒素化合物

や二酸化炭素などの排出量を少なくした自動車 
64 【分散型電源】 

電力供給の方法のひとつで、小規模な電力発電装置（太陽光発電や風力発電など）を消費地の近くに設置して電力の供給を行

う方式のこと。 
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施策３４ 環境を守る体制の充実 

現状と課題 

 わたしたちの日常生活や事業活動における様々な行動が地球環境に負荷をかける一方、地球環境

の悪化もまたわたしたちの生活に影響を与えることから、一人ひとりが身近なことから環境保全活

動を実践できる社会の実現が求められています。 

このため、市民や事業者、学校など多様な主体との連携・協働による仕組みづくりの下で、地球的

な視野で環境問題に取り組む人材や組織の育成・支援を図るなど、ＥＳＤ65などとの関連を踏まえた

環境教育66の機会をより充実させ、環境を守る多くの担い手を育成することが必要です。 

 また、複雑・多様化する環境問題に対応するためには、幅広い環境分野の調査・研究機能の強化や

環境情報の収集・発信機能の充実を図ることが必要です。 

取組の方向 

１ 環境を守る担い手の育成 

環境保全に関する情報や豊かな自然環境を持つ本市の地域特性を生かした自然体験教室などの

体験の機会を提供し、市民や事業者、学校などの多様な主体における環境保全についての理解を深

め、環境保全活動を行う意欲の増進を図ります。 

また、市民や事業者、学校などの多様な主体は、それぞれ得意領域や特色を有していることから、

これらの主体と連携・協働して取り組む仕組みづくりや支援を行い、環境保全活動や環境教育の効

果を高めます。 

２ 複雑・多様化する環境問題への体制整備 

 複雑・多様化する環境問題に対し、科学的知見による調査・研究機能や幅広い環境分野における

情報の収集・発信機能など環境政策に関する体制を整備することで、市民や社会のニーズに的確に

対応します。 

  



65 

成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標

(令和９年)

① 

環境学習講座の参加人数 

 
人 3,788 4,070 4,300 

⇒ 環境に対する意識の醸成が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 1.2) 

② 
環境意識の醸成度 

(日常生活において、環境に配慮している市民の割合) 
％ 

49.9 
(令和元年) 53.9 57.9 

⇒ 環境を守る担い手が育成されているかを見る指標(対応する取組の方向 1.2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・環境を守る担い手の育成 

・複雑・多様化する環境問題への体制整備

 

・環境を守る担い手の育成 

 

・環境を守る担い手の育成 

・複雑・多様化する環境問題への体制整備

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
65 【ＥＳＤ】Education for Sustainable Development(持続可能な開発のための教育) 

 世界の環境、貧困、人権、平和、開発といった様々な現代社会の課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組む

(think globally,act locally)ことにより、それらの課題の解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、そしてそれに

よって持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動 
66 【環境教育】 

持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場において、環境と社会、経済及び文化とのつ

ながりや環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及び学習 
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施策３５ 循環型社会67の形成 

現状と課題 

 ４Ｒ68の推進によりごみ総排出量が着実に減少し、最終処分量も併せて減少しているものの、家庭

系ごみや事業系ごみの中に依然として資源化が可能な物が含まれていることから、分別の徹底によ

る更なる資源化を進めるとともに食品ロスの削減や使い捨てプラスチックの利用削減などの取組が

求められています。 

 また、資源循環都市69の実現に向け、市民・事業者・行政がそれぞれの役割を果たすとともに、連

携・協働によるごみの減量化・資源化に向けた取組がこれまで以上に必要となっています。 

取組の方向 

１ ごみの更なる削減 

 市民とともに事業者もごみの問題を自らの問題として捉え、具体的なごみ減量行動を行うことと

なるよう、ごみの発生・排出抑制に向けてごみの総排出量の目標を定め、目標に対する達成状況の

検証と周知を図ります。 

 また、ごみ処理手数料全体の適正な在り方などを調査研究するとともに、一般ごみの排出量が増

加する場合などを想定し、家庭から排出される一般ごみの処理の手数料の有料化について引き続き

検討を進めます。 

２ 生ごみ・食品ロス70の削減 

 市内での循環に向けたフードドライブ71や普及啓発などにより、生ごみや食べられるのに捨てら

れる食品、いわゆる食品ロスを削減します。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標

(令和９年)

① 

ごみ総排出量 

 
t 225,586 220,000  216,000  

⇒ 資源化可能物の分別と家庭系ごみ(資源を除く)・事業系ごみの発生・排出抑制による減量効果

を見る指標(対応する取組の方向 1) 

② 

市民１人１日当たりの家庭系ごみ排出量(資源を

除く。) 
ｇ 491 480  465 

⇒ 家庭におけるごみの削減効果を見る指標(対応する取組の方向 1) 

③ 

使用済小型家電回収量 

 
ｔ 116 150 181 

⇒ ごみと資源化可能物を分別し、資源が循環されているかを見る指標(対応する取組の方向 1)

④ 

食品ロス排出量 

 
ｔ 12,975 8,500 7,900 

⇒ 家庭から排出される食品ロスの削減効果を見る指標(対応する取組の方向 1.2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・生ごみ・食品ロス の削減 ・ごみの更なる削減 

 

・ごみの更なる削減 
・ごみの更なる削減 

・生ごみ・食品ロス の削減 

 

・ごみの更なる削減 

・生ごみ・食品ロス の削減 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
67 【循環型社会】 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念 

 循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号）では、第一に製品などが廃棄物等となることを抑制し、第二に排出

された廃棄物等についてはできるだけ資源として適正に利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分することが徹

底されることにより実現される「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」としている 
68 【４Ｒ】 

ごみを減量化するために国が提唱しているリデュース(Reduce・排出抑制)・リユース(Reuse・再使用)・リサイクル

(Recycle・再生利用)・の３Ｒにリフューズ(Refuse・発生抑制)を加え、４つの頭文字とったもの 
69 【資源循環都市】 

循環型社会を実現している都市 

 本市は、第３次相模原市一般廃棄物処理基本計画（平成３１年３月策定）の基本理念に「資源循環都市」を掲げている 
70 【食品ロス】 

まだ食べられるのに捨てられている食品 
71 【フードドライブ】 

家庭で余っている食品を持ち寄り、フードバンクや福祉施設などに寄付することで、食べ物を必要としている人に届ける活動 
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施策３６ 廃棄物の適正処理の推進 

現状と課題 

 ごみ処理体制の整備により、安心して生活できる環境の維持・向上ができていますが、引き続き

市民の日常生活や事業者の事業活動に伴って排出されるごみやし尿を適正に処理する必要がありま

す。 

このため、ごみやし尿の将来推計に基づき、清掃工場や最終処分場などの整備・改修を計画的に進

めるとともに、経済性・効率性を考慮した廃棄物の収集運搬体制について実情を踏まえた方策を検

討することが必要です。 

 また、不法投棄などの不適正処理を防止する対策を引き続き講じる必要があります。 

取組の方向 

１ ごみ処理体制の整備 

 将来を見通した廃棄物処理施設の計画的な整備を図るとともに、社会経済情勢や時代の変化に伴

い新たに求められる廃棄物の収集運搬体制について、実情を踏まえた方策を検討します。 

２ 不適正処理防止対策の充実 

 不法投棄が多発する箇所を中心とした不法投棄防止対策やごみ・資源集積場所からの資源の持ち

去り行為、許可なく不用品を回収する行為への対策など、不適正処理防止対策の充実を図ります。 

成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標 

(令 和 ９ 年 ) 

① 

清掃工場などでのごみの適正処理率 

(市内で発生するごみを清掃工場で焼却及び最終処分場

で埋立できる割合) 

％ 100 100 100 

⇒ 市内で発生するごみを適正に処理できる体制が構築されているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1) 

② 

まちがきれいに保たれていると感じる市民の割合 

 
％ 

84.9 
(令和元年) 85.9 86.9 

⇒ ポイ捨てや不法投棄が防止されているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・ごみ処理体制の整備 ・ごみ処理体制の整備 

 

・ごみ処理体制の整備 

・不適正処理防止対策の充実 
・不適正処理防止対策の充実 

 

・不適正処理防止対策の充実 
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施策３７ 水源環境と森林環境の保全・再生・活用 

現状と課題 

 本市は、相模湖、津久井湖、宮ヶ瀬湖などの豊富な水資源を有しています。 

 水源かん養など公益的な機能を持つ森林を健全な姿で次世代に引き継ぐため、森林整備や木材の

利用拡大に取り組んできましたが、森林所有者についても管理意識を持つことが求められています。 

 また、市民の生活環境を良好に保つため、水源地域における生活排水を適正に処理していく必要

があります。 

 このため、引き続き、水源環境・森林環境の保全・再生に向けて、従来の水源環境保全税に加え、

新たに創設された森林環境譲与税72を活用した森林の適切な整備を効率的に進め、森林資源を活用し

た林業の振興を図るとともに、湖・河川の水質の改善に向けた取組を進める必要があります。 

取組の方向 

１ 森林の保全・再生 

 森林を保全し、再生し、森林が有する公益的な機能の向上を図るため、私有林の所有者が実施す

る整備への支援を行うとともに、市有林の計画的な整備に取り組みます。また、森林の更新73に当た

っては花粉発生源対策に配慮した取組を推進するとともに、奥山など、林業の生産性が低い森林に

ついては、針葉樹と広葉樹の混交林化を進め、多様な生態系に適した森林環境の形成を目指します。 

２ 林業の振興 

林業事業者の確保、定着及び林業技術の向上や経営者の育成のための支援、新たな担い手の確保

に取り組みます。また、林業事業者などと連携し、木材利用の促進や新たな商品開発などに取り組

むとともに、サプライチェーン74の構築や付加価値の高い商品づくり、商業・観光・農業等の他産業

との連携などを通じて、林業の振興を図ります。 

３ 生活排水の適正な処理 

 相模湖・津久井湖などのダム集水区域内における生活排水による水源環境への負荷の低減を図る

ため、公共下水道の整備を推進するとともに、同区域内の浄化槽整備区域については、高度処理型

浄化槽75の設置を推進します。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標 

(令 和 ９ 年 ) 

① 

協力協約の整備面積 

(市が森林所有者に補助を行っている森林の整備面積) 
ha 1,127 1,262 1,370 

⇒ 森林の保全・再生が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向  1) 

② 

さがみはら津久井産材素材生産量 

 
㎥ 3,730 3,830 3,930 

⇒ 林業の振興が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 2) 

③ 

ダム集水区域の公共下水道整備率 

 
％ 71.7 90.6 100 

⇒ 水源地域の生活排水の適正な処理が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 3) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・林業の振興 
・森林の保全・再生 

・生活排水の適正な処理 

 

・森林の保全・再生 ・林業の振興 

 

・林業の振興 

・森林の保全・再生 

・市有林の計画的な整備 

・林業の振興 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
72 【森林環境譲与税】 

森林の有する公益的機能の維持増進のため、森林の整備及びその促進に関する施策を実施することを目的に、令和６年から課

税される森林環境税に先行し、その相当額を令和元年から地方自治体に（客観的な基準に基づき）譲与（配分）される税のこと 
73 【森林の更新】 

 伐採等により樹木等が無くなった箇所に植林を行うこと等により、森林の世代が変わること。 
74 【サプライチェーン】 

川上側の林業と川中・川下側の木材関連産業（製材、加工、販売）の木材流通の一連のつながりのこと 
75 【高度処理型浄化槽】 

湖沼のアオコの発生原因となる窒素・リンの除去が高度に処理できる能力を有する合併処理浄化槽であり、水道水源地域、湖

沼などでのより一層の水質汚濁防止、富栄養化防止の目的で用いられる 
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施策３８ 野生鳥獣の適正な管理 

現状と課題 

 野生鳥獣は、自然を構成する大切な要素として自然生態系の維持に重要な役割を担っており、人

間にとっても豊かな生活環境を維持する上で欠くことのできない存在です。 

 しかしながら、近年、特に津久井地域において、生息数の増加や生息区域が拡大しているニホン

ザルやニホンジカ、イノシシなどによる農作物被害や市民生活への影響が拡大しており、人口減少

と少子高齢化が一層進行すると見込まれている中山間地域においては、営農意欲の低下や耕作放棄

地の拡大につながり、集落の維持、形成に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。 

 こうした野生鳥獣による被害を防止するためには、捕獲や追払いによる従来からの取組に加え、

ＩＣＴを活用した新技術の導入などの取組を進めるとともに、市民の自主的な対応力の強化を図る

必要があります。 

 

取組の方向 

１ 野生鳥獣生息頭数の適正管理 

 神奈川県の鳥獣管理計画に基づき、野生鳥獣を捕獲・管理するための新技術の導入や猟区の有効

活用による狩猟者の育成を促進するなど、野生鳥獣による農作物被害や生活被害の減少に取り組み

ます。 

２ 市民との協働による野生鳥獣被害対策の実施 

 被害を防ぐためには、野生鳥獣を人里に「来させない」・「増やさない」ことが重要となることか

ら、「自分で守る」・「地域が協力して守る」・「行政と協働して守る」という考え方に基づき、被害を

受けている市民の自主的な対応力を強化する取組を進めます。 

３ 農地及び縁辺部などの環境整備 

 野生鳥獣の被害を防ぐため、野生鳥獣の侵入を招かないための農地の適正な管理や集落周辺の環

境整備を行うとともに、奥山の森林などについては、針葉樹と広葉樹の混交林化を進めるなど、多

様な生物の生態系に適した森林環境を形成することで、野生鳥獣と共生できる環境づくりに取り組

みます。  
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標 

(令 和 ９ 年 ) 

① 

野生鳥獣による農作物被害額(施策２９再掲) 

 
千円 4,324 4,164 2,915 

⇒ 野生鳥獣被害対策の実施が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 1.2.3) 

② 

ニホンジカ及びニホンザル、イノシシ捕獲実績 

 
頭 750 750 750 

⇒ 野生鳥獣生息頭数の適正管理が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 1.2.3) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・野生鳥獣生息頭数の適正管理 

・市民との協働による野生鳥獣被害対策

の実施 

・農地及び縁辺部などの環境整備 

・野生鳥獣生息頭数の適正管理 

・農地及び縁辺部などの環境整備 

 

・市民との協働による野生鳥獣被害対策

の実施 
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施策３９ 生物多様性の保全と活用 

現状と課題 

 本市は、豊かな自然環境と多様な都市機能を併せ持ち、様々なみどりや生物が生息・生育してお

り、市民の生活にやすらぎと潤いを与えてくれています。 

 一方で、気候変動や、人間優先の土地や資源の利用により、野生生物の減少、特定外来生物76の侵

入や生息・生育域の拡大などによる生態系への影響が全国的に懸念されており、本市も例外ではあ

りません。 

 また、生物多様性に対する市民の認知度が高まらないことや、少子高齢化の進行などによる里地

里山77の荒廃などが生物多様性の保全・活用において課題となっています。 

 こうしたことから、生物多様性の重要性・必要性について広く普及啓発を行うとともに、多様な

主体と相互に連携・協働し、生物多様性の保全や活用に取り組むよう促すことで、自然環境と多様

な都市機能の調和を図ることが求められています。 

 

取組の方向 

１ 生物の生息・生育状況の把握と適切な保護・管理 

 市内における生物の生息・生育状況の把握に努め、特定外来生物の防除をはじめとする生物の適

切な保護・管理や、多様な生物が生息・生育できる環境の保全・創出に関する取組を通じて、地域

の特性に応じた生物多様性の保全活動を推進します。 

２ 生物多様性の浸透 

 「さがみはら生物多様性ポータルサイト78」など、多様な媒体を用いて生物多様性に関する情報発

信を充実させるとともに、市民や教育機関、企業などとの連携を図り、あらゆる世代を対象とした

環境保全活動への参加を促進することにより、生物多様性の浸透と、担い手の育成支援を推進しま

す。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令和５年) 
最終目標 

(令 和 ９ 年 ) 

① 

モニタリング調査における調査対象生物種数 

 
種 51 59 67 

⇒ 生物の生息・生育状況の把握と適切な保護・管理が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1) 

② 

「生物多様性」という言葉を知っている市民の割合

 
％ 

67.4 
(令和元年) 71.0 75.0 

⇒ 生物多様性の浸透が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・生物の生息・生育状況の把握と適切な保

護・管理 

・生物多様性の浸透 

・生物の生息・生育状況の把握と適切な保

護・管理 

・生物多様性の浸透 

 

・生物の生息・生育状況の把握と適切な保

護・管理 

・生物多様性の浸透 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76 【特定外来生物】 

外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがある生きもの 
77 【里地里山】 

現に管理若しくは利用され農地、水路、ため池、二次林その他これらに類する土地の全部又は一部及び人が日常生活を営む場

所が一体となっている地域 
78 【生物多様性ポータルサイト】 

生物多様性に関する普及・啓発や活動の情報の提供などを推進することを目的に、市ホームページ上に開設している、生物多

様性に関する情報を集めたＷＥＢサイト 
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施策４０ 生活環境の保全 

現状と課題 

 市域における大気汚染や水質汚濁などの環境の状況は、これまでの取組により大きく改善されて

きましたが、大気中の光化学オキシダントや湖における富栄養化79に係る指標などは、依然として環

境基準を達成しておらず、広域的にも課題となっています。 

 また、中山間地域における土砂等の埋立て行為による生活環境への影響、治水対策を中心とした

従来型の河川改修による自然環境への影響なども懸念されています。 

 このような中、良好な生活環境を維持するためには、環境監視や発生源対策に継続して取り組む

とともに、土砂等の埋立て行為への適切な対応が必要です。また、河川の整備に当たっては、自然環

境と人との調和がとれた川づくりが求められています。 

取組の方向 

１ 良好な生活環境の維持 

 大気、水質などの環境監視を継続して実施するとともに、広域的な影響により環境基準を達成し

ていない項目に対しては、改善に向け、近隣自治体との連携を図ります。 

 また、工場や事業所、土砂等の埋立て場所などに対する規制に関する指導や立入調査の実施によ

り、環境汚染の未然防止や生活環境の保全に努めます。 

 さらに、自然環境に配慮した川づくりや、公共下水道合流式区域80の分流化を進めることにより、

河川の水質保全を図ります。 

成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標

(令 和 ９ 年 )

① 

大気の環境基準を達成した地点の割合 

 
％ 86.0 86.0 86.0 

⇒ 良好な大気環境が保全されているかを見る指標(対応する取組の方向 1) 

② 

水質の環境基準を達成した地点の割合 

 
％ 87.0 88.0 89.0 

⇒ 良好な水環境が保全されているかを見る指標(対応する取組の方向 1) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・良好な生活環境の維持 ・良好な生活環境の維持 

 

・良好な生活環境の維持 ・良好な生活環境の維持 

 

・良好な生活環境の維持 

 

 

 

 

 
79 【富栄養化】 

海や湖沼において窒素やりんを含む栄養塩類が豊富になること。富栄養化が過度に進むとプランクトンが異常繁殖し赤潮やア

オコが発生することがある。 
80 【公共下水道合流式区域】 

汚水と雨水を同一の管きょで集め下水処理場で処理する区域 
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施策４１ 公園や身近な自然の適正な管理・利活用と都市緑化の推進 

現状と課題 

 本市は、豊かな自然環境と多様な都市環境を併せ持ち、それらを身近に感じることができる公園

や緑地、水辺地を有しています。 

 一方で、全国的な都市化の進展により、身近な自然やみどりが減少しており、本市においても、利

用者のニーズへの適切な対応や心にやすらぎを感じることができる空間の形成が求められています。 

 そのため、身近な生活環境において自然や季節を感じることができる公園や緑地、水辺地の適切

な維持管理を進めるとともに、市民の余暇活動の充実、都市空間の形成及び防災性の向上などを図

るための魅力ある公園づくり、水やみどりに親しめる空間を増やす取組が必要です。 

 

取組の方向 

１ 水やみどりの保全・創出の推進 

 緑地や河川などの身近な自然を守り育て、市民が水やみどりに親しむことができる豊かで快適な

生活環境の創出に努めるとともに、本市の持つ豊かな自然を次世代に継承するために、多様な主体

が水やみどりの保全・創出に関わることができる取組を推進します。 

２ 魅力ある公園づくりの推進 

 自然環境やレクリエーション、防災、歴史など、地域ごとの利用者のニーズや特性を生かし、市

民の憩いの場となるような魅力的な公園の整備を進めるとともに、施設の安全性を確保し、機能・

役割の発揮が図られる適切な管理を推進します。また、様々な分野の事業主体との連携を強化する

などにより、更なる公園の利活用を推進します。 

成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標 

(令 和 ９ 年 ) 

① 

都市緑化に関する講習会等への参加者数 人 329 360 390 
⇒ 都市部において、水やみどりの保全・創出の推進が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1) 

② 

公園の満足度 

 
ポイント※

2.95 
(令和元年) 3.07 3.19 

⇒ 魅力ある公園づくりの推進が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・水やみどりの保全・創出の推進 
・水やみどりの保全・創出の推進 

・魅力ある公園づくりの推進 

 

・水やみどりの保全・創出の推進 

・魅力ある公園づくりの推進 

・水やみどりの保全・創出の推進 

・魅力ある公園づくりの推進 

  ※ 市民の満足度を５点満点で点数化したもの 
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施策４２ 多様な主体との連携・協働によるまちづくりの推進 

現状と課題 

 少子高齢化の進行などにより、地域活動・市民活動の担い手の確保が困難となっており、そうし

た活動への参加率は伸び悩んでいます。また、国際化の進展や価値観の多様化により、地域におけ

る課題は複雑化しており、市民と行政、市民と市民が、地域の課題を解決するために協働で取り組

むことが重要となっています。 

 こうした中、多様な主体との連携・協働によるまちづくりを実現していくために、協働に対する

意識を醸成するとともに、地域活動や市民活動を支援する体制を充実し、様々な分野において活発

に活動できるよう、市民の力を最大限に生かせる環境づくりを進めていくことが必要です。 

取組の方向 

１ 協働を知り、学ぶための取組の充実 

 協働に関する情報発信を充実させるとともに、活動に参加する方法や活動を発展させる方法につ

いて学ぶ機会を提供することで、地域活動・市民活動に対する理解を深め、協働に対する意識の醸

成を図ります。 

２ 地域活動や市民活動の促進 

 公益的な役割を担う自治会をはじめとした地域のまちづくり活動を行う団体や、各分野で専門性

の高い活動に取り組むＮＰＯ81などの活動を支援し、地域の活性化や自主的な課題の解決などを図

ります。 

３ 様々な主体同士が連携・協働し、強みを生かすための取組の推進 

 大学や企業などを含め、地域に関係する様々な主体同士が、それぞれの特性を生かし連携・協働

により取り組む活動を推進することで、地域の活性化や課題の解決などを図ります。 

成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標

(令 和 ９ 年 )

① 

地域の活動への参加率 

(地域活動・市民活動に参加している市民の割合) 
％ 

50.7 
(令和元年) 54.7 58.7 

⇒ 地域活動・市民活動への理解が深まり、活動が促進されているかを見る指標 

(対応する取組の方向  1.2) 

② 

市が多様な主体と協働により取り組んでいる事業

などの数 
件 183 216 244 

⇒ 市が協働で取り組んでいる事業数を測ることで、協働に対する意識の醸成と取組の推進が図

られているかを見る指標(対応する取組の方向  1.3) 

③ 

市内のＮＰＯ法人数 

 
団体 279 304 324 

⇒ ＮＰＯ法人数を測ることで、地域の活性化や自主的な課題解決に向けた活動が促進されてい

るかを見る指標(対応する取組の方向  1.2.3) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・協働を知り、学ぶための取組の充実 

・地域活動や市民活動の促進 

・様々な主体同士が連携・協働し、強みを

生かすための取組の推進 

 

 

 

 

 
81 【ＮＰＯ】Non Profit Organization 

様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称 
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施策４３ 区制を生かした魅力あるまちづくりの推進 

現状と課題 

 人口減少・少子高齢化社会において、地域の課題を地域が主体的に解決し、活力ある地域社会を

実現していくためには、各区の資源を生かした魅力的なまちづくりを進め、区や地域への愛着を高

めるとともに、区役所、区民、地域活動団体などの連携・協働による、区制を生かしたまちづくりを

進めていく必要があります。 

取組の方向 

１ 区の資源を活用した愛着や誇りの醸成 

 各区における魅力ある自然や歴史、文化、産業などの地域の資源を活用した取組や情報の発信を

行うことによって、区民の一体感を育むとともに、区への愛着や誇りなどの意識の醸成を図ります。 

２ 区民主体の分権型のまちづくりの推進 

 多様な主体同士が連携・協働して、地域の課題解決に取り組むため、区民会議やまちづくり会議

など、区民が主体的にまちづくりに参画する仕組みを充実させるとともに、身近な行政機関である

区役所やまちづくりセンターが地域のまちづくりにおける拠点として、その機能をより一層発揮す

ることにより、区制を生かした分権型のまちづくりを進めます。 

成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標 

(令 和 ９ 年 ) 

① 

地域への愛着度【緑区】 

(住んでいる地域に愛着を感じている市民の割合) 
％ 

78.6 
(令和元年) 81.8 85.0 

⇒ 地域への愛着を測ることで、魅力あるまちづくりが図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向  1.2) 

② 

地域への愛着度【中央区】 

(住んでいる地域に愛着を感じている市民の割合) 
％ 

79.4 
(令和元年) 82.2 85.0 

⇒ 地域への愛着を測ることで、魅力あるまちづくりが図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1.2) 

③ 

地域への愛着度【南区】 

(住んでいる地域に愛着を感じている市民の割合) 
％ 

80.9 
(令和元年) 82.9 85.0 

⇒ 地域への愛着を測ることで、魅力あるまちづくりが図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1.2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・区の資源を活用した愛着や誇りの醸成

・区民主体の分権型のまちづくりの推進

・区の資源を活用した愛着や誇りの醸成 

・区民主体の分権型のまちづくりの推進 
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施策４４ 効率的な行政サービスの提供 

現状と課題 

 人口減少や少子高齢化の進行が見込まれており、歳入の根幹をなす市税収入の大幅な増加が期待

できない中で、公共施設の老朽化への対応や社会保障に係る経費の増大などにより、本市の財政は、

引き続き厳しい状況に置かれることが見込まれています。 

 また、市民ニーズが多様化する中で、市民が必要とする行政サービスを利用しやすい方法で提供

することが求められています。 

 このため、本市が、将来にわたり活力と魅力にあふれる都市として発展し続けるためには、引き

続き、行財政改革82に取り組むとともに、公民連携や先端技術の一層の活用を図り、効率的で質の高

い市民へのサービスを提供していく必要があります。 

取組の方向 

１ 歳出の見直しと歳入の確保 

 選択と集中により事業の重点化を図るなど、事務事業の精査などにより、徹底した歳出の見直し

に取り組むとともに、一層の歳入の確保や、次世代の負担を考慮した計画的な市債83発行などによ

り、健全で持続可能な財政運営を行います。 

２ 効率的な行政サービスの提供と公民連携の推進 

 市民が必要とする行政サービスを利用しやすい形で提供できるよう、市民の視点に立ったサービ

スの在り方を検討し、利便性の向上と効率化を図ります。 

 また、行政と民間の適切な役割分担に基づき、最適な行政サービスの担い手について検討すると

ともに、公民連携の取組を推進し、民間活力の活用による市民へのサービスの向上と効果的で効率

的な事業実施を図ります。 

３ 情報通信技術とデータの積極的な活用 

 様々な事業で情報通信技術やデータを積極的かつ的確に活用し、市民の視点に立った利便性の高

い行政サービスを提供します。 

 また、情報通信技術を駆使した業務改革などにより、業務の最適化を進めます。 
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成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標

(令和９年)

① 

収入未済額の削減率 

 

％ 
(億円)

― 
(113) 

25 
(85) 

35 
(73) 

⇒ 収入未済額の削減率を測ることで、一層の歳入の確保がなされ、持続可能な財政運営が図られて

いるかを見る指標(対応する取組の方向 1) 

② 

住民票の写し、印鑑登録証明書を窓口以外で交付

した割合 
％ 4.7 15.0 30.0 

⇒ 窓口以外での証明書の発行件数を測ることで、効率的な行政サービスが図られているかを見る指

標(対応する取組の方向 2.3) 

③ 

行政サービスの利便性満足度 

(必要な行政サービスを、身近で受けることができると

感じている市民の割合) 

％ 
60.3 

(令和元年) 66.7 73.1 

⇒ 行政サービスの利便性が向上しているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

④ 

情報通信技術の活用による事務作業時間の削減時

間 
時間 ― 2,900 4,700 

⇒ 情報通信技術の活用をすることにより、業務の最適化が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1.3) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・情報通信技術とデータの積極的な活用 ・情報通信技術とデータの積極的な活用 

 

・歳出の見直しと歳入の確保 

・効率的な行政サービスの提供と公民連

携の推進 

・歳出の見直しと歳入の確保 

・効率的な行政サービスの提供と公民連

携の推進 

 

・歳出の見直しと歳入の確保 

・効率的な行政サービスの提供と公民連

携の推進 

・情報通信技術とデータの積極的な活用

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
82 【行財政改革】 

行政において、組織の統廃合、事務の効率化、規制緩和などを目的とし、行政組織や財政の構造の改革、手法の見直しなど

を行い、内外の変化に適応させること 
83 【市債】 

市が、資金調達の手段として金銭を借入れ、又は債券を発行することにより負う債務で、その償還(返済)が次年度以降にわ

たるもの 

 市債には、世代間の負担の平準化させ、国の財政政策を補完する機能がある 
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施策４５ 市民と行政のコミュニケーションの充実 

現状と課題 

 これまでも広報紙やホームページをはじめ様々な広報媒体により行政の持つ情報を発信をしてき

たところですが、人口減少や少子高齢化が進行する中において、市民と行政が課題や目標に対する

共通の認識を持つためには、市民が必要とする情報やデータを得られる環境を充実させるとともに、

積極的に行政の持つ情報を発信することで市民と行政が情報を共有することが必要です。 

 また、幅広く市民の声を聴き対話を重ねることで市民ニーズの把握に努めるとともに、様々な手

段で寄せられる市民の声を施策に反映するための仕組みを充実させるなど、市民と行政のコミュニ

ケーションを活性化する必要があります。 

取組の方向 

１ 広聴体制の充実 

 様々な手段や機会を通じて市民の声を幅広く聴取するとともに、市民と行政との対話の機会を広

げることで、市民ニーズを的確に捉え、市民満足度の向上につながる施策や行政サービスに反映し

ます。 

２ 情報発信の充実 

 広報紙をはじめ、ホームページ、ＳＮＳ、アプリ、テレビ・ラジオなどの多様な媒体を活用し、

市民が必要とする情報を迅速かつ効果的に発信するとともに、行政情報のオープンデータ化を進め

ます。また、積極的な情報公開により、市政の透明性を高めます。 

成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令和５年) 
最終目標

(令和９年)

① 

市政に意見を言える環境が整っていると思う市民

の割合 
％ 

34.9 
(令和元年) 36.3 37.6 

⇒ 市の広聴体制の充実が図られているかを見る指標(対応する取組の方向 1) 

② 

市から必要な情報提供を得られている市民の割合 

 
％ 

63.9 
(令和元年) 65.1 66.3 

⇒ 市民のニーズに合った情報を発信できているかを見る指標(対応する取組の方向 2) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・広聴体制の充実 

・情報発信の充実 

・広聴体制の充実 

・情報発信の充実 
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施策４６ 公共施設マネジメント84の取組の推進 

現状と課題 

 本市では、昭和４０年代から５０年代までを中心に整備した公共施設(公共建築物、土木関連施設)

の老朽化が進んでいます。今後、財政状況が一層厳しくなることが見込まれる中で、近い将来、一斉

に公共施設の改修や更新の時期を迎えることから、真に必要なサービス水準を維持しつつ、公共施

設の統廃合を含めた施設配置の在り方の検討、公共施設の長寿命化85などによる改修・更新費用の削

減や平準化、民間活力の導入などにより、公共施設マネジメントの取組を着実に推進していく必要

があります。 

取組の方向 

１ 将来を見据えた公共施設の適正配置の推進 

 持続可能な公共サービスの提供に向け、施設に求められる機能やサービスに着目し、現在の利用

実態はもとより、将来を見据えた市民や利用者のニーズを想定した集約化や複合化、再編・再整備

を進めることで、施設総量の適正化に取り組みます。 

２ 公共施設の長寿命化による効果的・効率的な保全 

 学校、市営住宅などの公共建築物や道路、橋りょう、河川、下水道、公園などの土木関連施設の

老朽化対策として、長寿命化計画に基づき、予防保全による効果的・効率的な維持管理を進め、更

新、改修などに係る中長期的なコストの縮減と財政負担の平準化を図ります。 

３ ストック資産86の有効利用 

 公的不動産87の有効活用の視点から、現在有効利用されていない、又は今後施設の集約化により

利用しないこととなった土地や建物については、地域や民間に貸付、売却などを行うことで、地域

活性化を図るとともに、計画的な施設の改修・更新や新たな行政サービスの提供のための財源確保

に努めます。 

成果指標 

 指標と説明 単位 基 準 値

(平成３０年)

中間目標 

(令和５年) 
最終目標 

(令 和 ９ 年 ) 

① 

公共施設が適切に維持管理・有効活用されていると

思う市民の割合 
％ 

62.9 
(令和元年) 66.5 70.1 

⇒ 市内の公共施設などの維持管理や有効活用が適切にされているかを見る指標 

（対応する取組の方向 1.2.3） 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・公共施設の長寿命化による効果的・効率

的な保全 

・将来を見据えた公共施設の適正配置の

推進 

・公共施設の長寿命化による効果的・効率

的な保全 

・ストック資産の有効利用 

 

・将来を見据えた公共施設の適正配置の

推進 

・公共施設の長寿命化による効果的・効率

的な保全 

・将来を見据えた公共施設の適正配置の

推進 

・ストック資産の有効利用 

84 【公共施設マネジメント】 

地方自治体等が保有し、又は借り上げている全ての公共施設を、都市経営の視点から総合的かつ統括的に企画、管理及び利活

用する取組 
85 【長寿命化】 

計画的に点検、修繕等を行うことで、耐久性や機能・性能の確保又は改善を図り、施設の寿命を延ばすこと 
86 【ストック資産】 

市が保有する有効活用が図られるべき既存の施設や土地・建物などの資産 
87 【公的不動産】 

 国や地方公共団体において保有する不動産 
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施策４７ 戦略的なシティプロモーション88 

現状と課題 

 人口減少社会が見込まれる中、本市においては、２０代から３０代までの市民が転出超過となる

傾向が続いています。各自治体では定住・移住を促進するための特色ある施策・事業の実施やＰＲ

に取り組むなど、都市間競争が激しくなっており、本市が持続的に発展していくためには、市外に

住んでいる人からの認知度の向上や、市民の愛着・誇りの醸成を念頭においた一層戦略的なシティ

プロモーションを展開することが必要です。 

取組の方向 

１ 戦略的・効果的なシティプロモーションの展開 

 ライフスタイルの変化が激しく、人口移動が多い世代である２０代から３０代までに向け、本市

の住みやすさなどの魅力を戦略的・効果的に発信し、本市の認知度の向上を図るとともに、本市に

対する愛着や誇りを醸成し、居住地として選ばれる都市を目指します。 

 また、国内外の多くの人や企業に選ばれるよう発信力を強化します。 

成果指標 

 指標と説明 単
位

基 準 値 

(平成３０年) 

中間目標 

(令 和 ５ 年 ) 
最終目標

(令 和 ９ 年 )

① 

相模原市の認知度(市外に住む２０代から３０代)

 
％ 90.3 94.0 95.0 

⇒ ターゲットである市外に住む 20 代から 30 代までに対して効果的に情報発信ができているか

を見る指標(対応する取組の方向 1) 

② 

地域への愛着度 

(住んでいる地域に愛着を感じている市民の割合) 
％

79.6 
(令和元年) 

82.3 85.0 

⇒ 地域への愛着を測ることで、愛着の醸成が図られているかを見る指標 

(対応する取組の方向 1) 

施策とＳＤＧｓの関連 

 

・戦略的・効果的なシティプロモーション

の展開 

・戦略的・効果的なシティプロモーション

の展開 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
88 【シティプロモーション】 

都市としてのイメージや知名度を高めることにより、人や企業に「住んでみたい」、「ビジネスをしたい」と思われ、ひいて

は都市の活性化が図られることを目指し、様々な魅力(観光資源、文化、都市基盤等)を市内外に効果的・戦略的に発信しよう

とするための方策 
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第３部 分野横断的に取り組む重点テーマ 

１ 重点テーマの設定について 

基本構想に掲げる「将来像」と「目指すまちの姿」の実現に向け、人口減少、少子高齢化が進行す

る中においても将来にわたり市民が安全で安心して暮らせる社会を実現するため、施策分野を横断

的に連携させて取り組む必要のあるテーマを「重点テーマ」として設定し、そのテーマに特に資す

る施策を「施策分野別基本計画」の中から選択します。 

また、施策分野別基本計画の施策の進行管理と併せ、施策を束ねる各重点テーマが市民の日常生

活において改善されたと実感できているかを包括的な視点で把握するため、テーマごとに目標を設

定し総合的な評価を行うとともに参考指標を設定します。参考指標は、政策や施策の最終的な目的

と密接な関係がありますが、社会経済情勢の変化など市の取組以外の要因により大きく影響を受け

ることから、目標としては設定しませんが定期的に状況を把握するものとして設定するものです。 

 

【重点テーマ】 

(１)少子化対策  (２)雇用促進対策  (３)中山間地域対策 

 

ここに掲げる重点テーマは、人口減少に歯止めをかける地方創生の視点と重なることから、基本

計画は「第２次相模原市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「第２次総合戦略」という。)」を兼

ねるものとします。 

なお、地方創生は人口減少に歯止めをかけ、地域の活力を失わないための息の長い取組であるこ

とから、第２次総合戦略は、相模原市まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成２８(２０１６)年２月

策定)で定めた４つの基本的視点(①安定した雇用の確保、②子どもを安心して生み育てられる環境

の整備、③定住促進、安全で安心な暮らしの確保、④首都圏南西部の広域交流拠点都市の形成)を継

承し、各重点テーマを基本目標として設定するとともに、各テーマを形成する施策において必要な

取組を実施します。 
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参考 人口の見通し・将来展望 

 
 基本計画は総合計画を兼ねることから、重点テーマの設定に当たり、平成３０（２０１８）年に行っ

た人口の推計（「２０１５年国勢調査に基づく相模原市の将来人口推計」。以下「既存推計」という。）

を基に、本市の人口の将来展望を推計しました。 

 

（１）人口の見通し 

本市における将来の総人口は、既存推計では、令和元(２０１９)年の７２３，０５６人をピークに

減少に転じると推計しています。令和２２(２０４０)年には６６９，５２３人になり、平成２７(２
０１５)年から７．１％減少し、令和４７(２０６５)年には５３６，９５８人となり、２５．５％減

少する見込みです。 
 

【年齢３分別人口及び高齢化率の推移】 

 
(資料) ２０１５年国勢調査に基づく相模原市の将来人口推計 
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（推計ピーク）
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（２）人口の将来展望 

出生率が改善され、転出抑制が図られた場合を仮定し、将来展望を推計しました。将来展望では、

令和４７（２０６５）年に６３８，６２７人となり、既存推計と比較し人口減少の進行が緩やかとな

る見込みです。 
人口減少は、少子高齢化の一層の進行に伴う人口構造の変化ともあいまって、地域活力の低下や

生産年齢人口の減少、自治体の経営資源の制約など多くの課題を生じさせることから、市民が住み

続けたいと思える快適で活力のある持続可能なまちを形成するためには、人口の展望が描けるよう、

仮定値への改善に向けた取組を進める必要があります。 
なお将来展望は出生率と移動率に理想とする一定の条件を与えて得られた結果であり、人口減少

は、社会保障制度など国が取り組む政策に大きく関係するため、本市が実施する政策だけでこの将

来展望どおりの人口とすることは困難な側面があることにも留意が必要です。 
 

【将来展望と既存推計の比較】 

  

【将来展望の仮定値】 
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約10万2千人

将来展望

既存推計

シミュレーション 仮定値詳細

　出生率が
　改善された場合

　○2040年までの出生率（出生の動向）は、本市と全国平均の合計特殊出生率の差（2009年から
　　2013年の差の平均:0.18）が今後も一定であると仮定
　　※全国の自治体で人口減少対策に取り組んでいるため、本市を含めた全国の合計特殊出生率が
　　　上昇していくと仮定。同時に、現在本市の合計特殊出生率は全国平均より低いことから、
　　　全国平均が上昇している間は、本市の合計特殊出生率が全国平均を超えないと仮定
　〇2040年に全国平均が2.07に到達した後も、本市の合計特殊出生率は2.07に向かって上昇し、
　　2050年に到達して以降、2.07を維持する
　○具体的な合計特殊出生率は、2025年に1.42、2030年に1.62、2040年に1.89、2050年以降2.07を
　　維持すると仮定

　転出抑制が
　図られた場合

　○転出超過となっている年齢別移動率が2040年に0になると仮定

2025年 2030年 2040年 2050年

全国平均 1.60 1.80 2.07 2.07

本 市 1.42 1.62 1.89 2.07
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２ 重点テーマ 

テーマ１ 少子化対策 

【現状と課題】 

本市の合計特殊出生率は全国や神奈川県の平均と比べて低く、また、出生・死亡による人口の

自然増減数は平成２７(２０１５)年から減少に転じており、本市の将来のまちづくりを担う世代

の増加を図ることは重要な課題です。 

このため、安心して妊娠・出産、子育てができる環境を整備し、切れ目のない支援を行うとと

もに、教育環境の充実や就労・労働環境、住環境の整備などを行うことで、子どもを生み育てた

いと思う市民の想いの実現を目指すことが必要です。 

 

【基本的方向】 

・子どもが健やかに生まれ育つ社会の実現に向け、地域や関係機関等との連携による、安心して

妊娠・出産、子育てができる環境づくり、子どもの未来を切り拓く力の育成、一人ひとりの個

性が尊重され成長できる環境づくりなどに取り組みます。 

・妊娠・出産期、子育て期などのライフスタイルの変化によって生活・就労の場が失われること

のない社会の実現に向け、暮らしやすい住環境づくりへの支援や、企業等との連携による安定

した雇用の確保や仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進などに取り組みます。

(テーマ２再掲) 

 

 【本テーマの目標】                      (単位：％) 

説 明 
基準値 

(令和元年) 

中間目標

(令和５年)

最終目標

(令和９年)

① 

子どもを生み育てやすい環境が整っていると感じる市民の割

合 
66.0 68.0 70.0 

⇒ 安心して妊娠・出産、子育てのできる環境が整っているかを見る指標 

② 

幼児教育・学校教育が充実していると感じる市民の割合 54.6 57.3 60.0 

⇒ 教育環境が充実しているかを見る指標 
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テーマ２ 雇用促進対策 

【現状と課題】 

本市では、大学進学期に当たる世代が大幅な転入超過の傾向にある一方、２０代から３０代ま

での就職・住宅購入期の世代は転出超過傾向となっており、職住近接のまちづくりの推進による

定住人口の増加を図り、人口の社会減を抑制することは重要な課題です。 

このため、工業、農林業、商業、観光など産業全体の活性化により多様で安定した雇用の場の

創出・拡大を図るとともに、就労・労働環境、住環境の整備などを進めることで、２０代から３

０代までの定住を促進し転出入の均衡を目指すとともに、誰もが活躍できる環境をつくることが

必要です。 

 

【基本的方向】 

・ＡＩ、ロボットなどの先端技術の活用による様々な産業分野の成長や新産業の創出の促進によ

り、新たな雇用の場の創出や転出超過世代の定住促進・就労支援など、多様で安定した雇用の

確保などを図ります。 

・地域の強みを生かした雇用の場の拡大に向け、リニア中央新幹線や圏央道インターチェンジへ

のアクセス道路など広域交通ネットワークの形成を図るとともに、多様な機能が集積する広域

的な拠点や地域特性を踏まえた拠点の形成などを進めます。 

・妊娠・出産期、子育て期などのライフスタイルの変化によって生活・就労の場が失われること

のない社会の実現に向け、暮らしやすい住環境づくりへの支援や、企業等との連携による安定

した雇用の確保や仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進などに取り組みます。

(テーマ１再掲) 

 

 【本テーマの目標】                      (単位：％) 

説 明 
基準値

(令和元年) 

中間目標 

(令和５年) 

最終目標

(令和９年)

① 

働く場が市内に充実していると感じる市民の割合 43.7 47.0 50.0 

⇒ 雇用の場が市内に充実しているかを見る指標 

② 

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)が取れている

と感じる市民の割合 
56.3 61.2 66.0 

⇒ 生きがいやゆとりを感じながら生活できているかを見る指標 
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テーマ３ 中山間地域対策 

【現状と課題】 

中山間地域を含む津久井地域は、他の地域に先行して人口が減少しており、また、年少・生産

年齢人口の割合が低い一方、高齢者人口の割合が高く、地域の活力を維持するためにも、地域の

実情に応じた暮らしの維持、協働による地域づくり、地域資源を生かした観光振興などに取り組

み、人口の自然・社会減89の抑制と交流・関係人口の増加を図ることは重要な課題です。 

このため、移住・定住促進、市民生活の安全・安心の確保、地域づくりの担い手の確保、観光

振興などにより、地域の活性化や地域コミュニティの維持を図りながら、社会情勢などの変化に

適応したまちづくりを進めることで、将来にわたり安心して暮らせる環境をつくることが必要で

す。 

 

【基本的方向】 

・自然災害などから市民の生命と財産を守り、市民生活の安全性を高めるため、道路等の土砂災

害の未然防止や野生鳥獣の適正な管理を進めるとともに、人口減少下においても暮らしの利便

性を維持していくため、医療体制の充実・確保、買物弱者支援、公共交通の維持確保、適切な

土地利用の誘導などを図ります。 

・地域のにぎわいの創出や多様な人との交流を進めることで、移住・定住の促進を図るとともに、

交流・関係人口の創出・拡大に向け、広域交通ネットワークを生かし、津久井地域が持つ豊富

な自然や歴史、文化などを活用した観光振興やシティプロモーションを展開します。 

・多様な主体との連携・協働による地域づくりを進めるため、移住・定住者や若い世代など新た

な担い手の掘り起こしと育成に取り組みます。 

 

 【本テーマの目標】                      (単位：％) 

説 明 
基準値 

(令和元年) 

中間目標

(令和５年)

最終目標

(令和９年)

① 

必要な時に必要なサービスが受けられると感じている市民の

割合(津久井地域) 
45.6 45.6 45.6 

⇒ 買物・医療・交通などの日常生活サービスに不便を感じていないかを見る指標 

② 

地域の事は地域でできていると思う市民の割合(津久井地域) 79.1 79.1 79.1 

⇒ 清掃、子どもや高齢者の見守り、祭事などの地域活動が、地域の中で連携・協働によ

り取り組めているかを見る指標 

 

  

 
89 【自然・社会減】 

自然減：死亡数が出生数を上回ること 社会減：転出者数が転入者数を上回ること 
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３ 参考指標 

 
指 標 名 基準値(平成３０年) 

説 明 指標の出典 

① 

合計特殊出生率 1.24 

一人の女性が一生に生む子どもの数を観察する指標 人口動態統計 

② 

有効求人倍率 1.11 倍 

求職者 1 人当たり何件の求人があるかを観察する指標 
相模原公共職業 

安定所一般職業紹介状況

③ 

法人市民税の申告者数 16,134 者 

市内法人の活性化が図られているかを観察する指標 市独自調査 

④ 

転出者に対する転入者の割合 

(就職・住宅購入世代(２０代から３０代まで)) 
104.1％ 

人口の社会減が抑制できているかを観察する指標 市独自調査 

⑤ 

転出者に対する転入者の割合(津久井地域) 86.9％ 

人口の社会減が抑制できているかを観察する指標 市独自調査 

⑥ 

入込観光客数(津久井地域(イベントを除く)) 約 320 万人 

中山間地域の交流人口を観察する指標 
神奈川県 

入込観光客数調査 
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４ 重点テーマを形づくる施策 

 

  

№ 施策名 少子化 雇用促進
中山間
地域

1 子どもを生み育てやすい環境の整備 〇 〇

2 子ども・若者の育成支援 〇 〇

3 幼児教育・学校教育の推進 〇

4 家庭や地域における教育力の向上 〇

5 生涯学習・社会教育の振興

6 地域福祉の推進

7 生活に困窮する人の自立支援 〇 〇

8 地域包括ケアシステムの充実と高齢者の社会参加に向けた取組の推進 〇 〇

9 障害のある人の地域生活の支援と社会参加に向けた取組の推進 〇 〇

10 健康づくりの推進 〇

11 医療体制の充実 〇 〇

12 多文化共生の推進と世界平和の尊重

13 人権の尊重と男女共同参画の推進 〇

14 災害対策の推進 〇

15 消防力の強化

16 保健衛生体制の充実

17 防犯や交通安全・消費者保護対策の推進

18 暮らしやすい住環境の形成 〇 〇 〇

19 魅力的な都市景観の形成

20 都市機能の維持・充実と計画的な土地利用の推進 〇

21 広域交通ネットワークの形成 〇

22 安心して移動できる地域交通の形成 〇 〇

23 首都圏南西部における広域交流拠点の形成 〇

24 市街地整備の推進と拠点の形成・活性化 〇 〇

25 国際的なビジネス拠点の形成と新たな社会経済の仕組みの構築 〇

26 誰もが働きやすい環境の整備 〇 〇

27 商業の振興 〇 〇 〇

28 観光交流都市の形成 〇 〇

29 持続可能な力強い農業の確立 〇 〇

30 基地の早期返還の実現

31 スポーツの推進とスポーツを通じた活力あふれるまちづくりの実現 〇

32 文化の振興と文化を通じた活力の創出 〇

33 温室効果ガスの削減と気候変動への適応

34 環境を守る体制の充実

35 循環型社会の形成

36 廃棄物の適正処理の推進

37 水源環境と森林環境の保全・再生・活用 〇

38 野生鳥獣の適正な管理 〇

39 生物多様性の保全と活用

40 生活環境の保全

41 公園や身近な自然の適正な管理・利活用と都市緑化の推進

42 多様な主体との連携・協働によるまちづくりの推進 〇

43 区制を生かした魅力あるまちづくりの推進 〇

44 効率的な行政サービスの提供

45 市民と行政のコミュニケーションの充実

46 公共施設マネジメントの取組の推進

47 戦略的なシティプロモーション 〇 〇 〇

施策分野別基本計画
分野横断的に取り組む

重点テーマ
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５ 第２次総合戦略の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※施策ごとにＫＰＩ90を設定 

 

 
90 【ＫＰＩ】(Key Performance Indicator：重要業績評価指標) 

総合戦略における「施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標」のこと 

 

基本的視点 

安定した 

雇用の確保 

子どもを安心して
生み育てられる 

環境の整備

定住促進、 
安全で安心な 
暮らしの確保

首都圏南西部の 
広域交流拠点都市 

の形成 

基
本
目
標(

重
点
テ
ー
マ) 

【 少子化対策 】 

安心して妊娠・出産、子育てができる環境を整備し、切れ目のない支援を行うととも

に、教育環境の充実や就労・労働環境、住環境の整備などを行うことで、子どもを生

み育てたいと思う市民の想いの実現を目指す 

 

 
【主な施策分野】 

子育て、教育、貧困対策、保健医療、住環境、雇用 

【 雇用促進対策 】 

工業、農林業、商業、観光など産業全体の活性化により多様で安定した雇用の場の創

出・拡大を図るとともに、就労・労働環境、住環境の整備などを進めることで、２０

代から３０代までの定住を促進し転出入の均衡を目指すとともに、誰もが活躍できる

環境をつくる 

【 中山間地域対策 】 

移住・定住促進、市民生活の安全・安心の確保、地域づくりの担い手の確保、観光振

興などにより、地域の活性化や地域コミュニティの維持を図りながら、社会情勢など

の変化に適応したまちづくりを進めることで、将来にわたり安心して暮らせる環境を

つくる 

【主な施策分野】 

子育て、住環境、交通、拠点形成、産業、スポーツ 

【主な施策分野】 

災害対策、住環境、土地利用、交通、観光、コミュニティ 
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第４部 区別基本計画 

１ 計画の趣旨 

区のまちづくりについては、地域の資源や特性を生かしながら、区民の区や地域への愛着を高め

るとともに多様な主体との連携・協働により、区制を生かした取組を進めていくことが必要です。 

これまで、区では「新・相模原市総合計画（平成２２年３月策定）」を地域の視点で捉え直し、区

の課題、魅力、特徴を踏まえた上で、区民と行政が共に進めるまちづくりの基本的な方向性を示す

「区ビジョン（計画期間：平成２４（２０１２）年度～平成３１（２０１９）年度）」を平成２４年

８月に区ごとに策定し、取組を進めてきました。 

一方で、本市は今後、市全体で人口減少と急速な高齢化という大きな課題に直面していく見込み

であり、住民同士のつながりの希薄化や地域活動の担い手不足などの課題が一層深刻化していくこ

とが見込まれます。 

区別基本計画は、こうした地域課題に対応し、活力や魅力あるまちづくりが持続的に進められる

よう、区ビジョンの趣旨を継承しつつ、施策分野別基本計画との整合を図りながら、区が目指すべ

きまちづくりの方向を示したものです。 

区別基本計画の策定に当たっては、２２地区のまちづくり会議において課題と対応方策を検討い

ただいたほか、ワークショップなど様々な手法により区民の声を聴きながら、区民会議において審

議を重ね、とりまとめました。 

 

２ 計画の構成 

（１） 概況 

区の位置や地勢、地域特性などの基本的な情報を示しました。 

（２） 現状と課題 

区の現状と課題を示しました。 

（３） 目指す姿・取組目標 

区が目指す８年後の姿と取組目標を定めました。 

（４） 取組の方向 

   区が目指す姿を実現するため、取組目標ごとに取組の方向を定めました。 
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   緑区基本計画 
 

第１章 緑区の概況 

１ 概況 

緑区は、橋本、大沢、城山、津久井、相模湖、藤野地区の

６つの地区で構成され、区の東部においては、工業や商業、

業務機能などが集積するとともに、区の西部においては美し

いやまなみや湖・河川など豊かな自然が広がる地域で、面積

は２５３．９平方キロメートル、市域の約７７．２％を占め

る、本市の中で最も広い区です。 

人口は、平成３１(２０１９)年１月１日現在、１７１，６

０２人で本市の中で最も少ない区となっており、中山間地域

においては人口減少が進行しています。 

また、平成３１(２０１９)年１月１日現在の年齢３区分別

人口の構成比は、年少人口(１５歳未満)が１１．７％、生産

年齢人口(１５歳～６４歳)が６０．７％、高齢者人口(６５歳

以上)が２７．６％となっており、本市の中で高齢者人口の割

合が最も高くなっています。 

これまで区の東部に位置する橋本駅周辺は、鉄道や道路な

ど広域的な交通の要衝となっており、市街地再開発事業など

により都市基盤が整備され、商業施設や高層住宅、文化施設

が集積し、本市の中心市街地の一つとして発展してきまし

た。また、交通利便性を生かして多くの製造業が集積し、本

市の内陸工業都市としての発展を支えてきました。 

今後は、首都圏南西部における広域交流拠点として、三大都市圏を結び、鉄道や道路によって首都

圏の各方面にアクセスが可能な交通ネットワークを生かした、交流ゲートとしてのまちづくりが進

められます。また、橋本駅の周辺部が工業系の用途とされ、産業集積や起業支援のための施設があ

ることから、リニア中央新幹線の駅との近接性を生かし、産業交流拠点、イノベーション拠点とし

ての機能集積が期待されています。 

区の西部に位置する、津久井地域は、山林や農地、湖、河川、里山など、自然豊かな水源地であり、

自然と調和したまちづくりが進められています。また、観光資源にもなる水源地は、地域住民が主

体になり、豊富な地域資源と併せて行われる体験・交流型観光に生かされているなど、本市のシテ

ィプロモーションを展開する上で、大きな財産となっています。 
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２ 交通 

区の東部に位置する橋本地区は、ＪＲ横浜線・相模線、京王相模原線をはじめ、国道１６号、国道

１２９号、国道４１３号など、広域交通の結節点を成してます。また、緑区には、橋本地区、城山地

区、津久井地区を結ぶ国道４１３号、相模湖地区から厚木方面を結ぶ国道４１２号、相模湖地区・藤

野地区と都心や山梨方面を結ぶＪＲ中央本線、中央自動車道、国道２０号などが通り、交通の骨格

を成しています。さらに、平成２７(２０１５)年の圏央道相模原インターチェンジの開設や津久井

広域道路の一部開通により、本地域の広域的なアクセスの利便性が向上し、産業を中心とした新た

な拠点の形成が期待されています。また、令和９(２０２７)年には、リニア中央新幹線の駅が橋本

駅周辺に設置される予定であり、土地利用転換の可能性を含め、まちづくりの発展性が非常に高く

なることが見込まれます。 

 

３ 自然 

津久井地域は、広大な森が水を育み、相模川や道志川などの清流、津久井湖、相模湖、宮ヶ瀬湖な

どの湖を有する、自然豊かな水源地です。また、地域住民によるホタルの保全活動が行われている

など、清らかな水辺環境も大きな魅力のひとつです。 

津久井地域は、西部には蛭ヶ岳(１，６７３ｍ)を最高峰に丹沢山塊からなる丹沢大山国定公園が

あり、北部には陣馬山などからなる県立陣馬相模湖自然公園があり、広大な森林が広がる美しい自

然環境に恵まれています。 

津久井地域ではこのような自然環境とともに、自然を生かした民間テーマパークが立地している

ほか、小原宿本陣や藤野芸術の家などの歴史・文化資源等も点在しています。 

大沢地区では相模川の自然を生かし、上大島キャンプ場や相模川清流の里、相模川散策路が整備

され、相模川や周辺の自然とのふれあいの場として、多くの市民に親しまれています。 
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第２章 緑区の現状と課題 

１ 子ども・教育 

保護者の就労環境の多様化や核家族化の進行、地域コミュニティの希薄化などによる子育て家庭

の孤立感や負担感の増大といった課題が起きつつあります。そこで、子育てと仕事が両立できるよ

うな支援、気軽に子育てについての情報交換ができる場の充実、子どもが安全に遊べる場の確保な

ど、子どもを安心して生み育てることができる環境の整備が求められています。 

また、緑区では地域と学校のつながりが強く、地域と連携した教育活動が盛んに行われています。

このことから、学校・家庭・地域の連携を更に深め、子どもが地域と密接に結び付き、地域への愛着

を育むことができる取組が必要です。 

一方、少子化の進行により、今後も児童生徒数の減少が見込まれているなど、環境の変化や地域の

実情を踏まえながら、子どもの教育環境の充実を図る必要があります。 

 

２ 共生・健康 

  「平成２７年国勢調査結果報告書」によると、緑区の高齢化率は２４．９％と本市の高齢化率(２

４．０％)を上回っています。また、「２０１５年国勢調査に基づく相模原市の将来人口推計」による

と、今後、緑区の高齢化率は更に上昇し、令和４７(２０６５) 年には、高齢化率が４３．０％とな

る見込みです。高齢化の進行により、買い物や福祉・医療サービス等を利用するための移動が困難と

なる高齢者が増加することが懸念されており、交通手段の確保や地域に適した移動サービスが求め

られています。 

  医療においては、医療提供体制の維持・充実が求められている一方で、医療従事者の不足も懸念さ

れています。緑区では今後、１世帯当たりの人数も減少傾向が見込まれることから、介護が必要な人

やひとり暮らしの高齢者への支援のほか、高齢者を地域で見守る体制づくりが求められています。

また、健康寿命を延ばすため、自発的な健康づくり活動の促進を図り、生活習慣病の発症予防や重症

化予防に取り組むことが必要です。 

  また、高齢者がそれぞれの個性を生かしながら生きがいを持って活動することができる、コミュ

ニケーションを図ることができる場や、高齢者と子育て世代などの世代間の交流が図られる場の充

実が求められています。 
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３ 安全・安心 

令和元年に発生した台風第１９号による災害を踏まえ、中山間地域を有する緑区においては、急

傾斜地の崩落や道路の寸断、豪雨時の河川の氾濫など、災害時に孤立が懸念される地域をはじめと

した減災に向けた対策が急務です。また、防災に対する住民の意識向上を図る必要があることから、

自主防災組織による防災訓練や避難所運営訓練のほか、孤立対策や土砂災害等を想定した訓練の充

実、災害時要援護者の情報共有、地域防災の担い手の確保など、地域の特性に応じた対策が求めら

れています。 

災害時においては正確な情報を適時、住民に伝達する必要があります。しかし、防災行政無線(ひ

ばり放送)の情報などを正確に提供する手段として、テレホンサービスや安全安心メールといった各

種サービスの周知を図るとともに、新たな情報伝達手段の整備が求められています。 

さらに、被災後の応急的な対応はもとより、市民生活の速やかな再建と地域の復興に向け、行政を

はじめ多様な主体が連携し、総合的な取組を進める必要があります。 

  交通・防犯面においては、生活道路への車両の進入が増えていることから、通学時等の安全を確保

するとともに、自転車利用者の交通マナーの悪化による交通事故の増加も懸念されるため、自転車

のルールについて、子どもをはじめとした区民に周知することも必要です。 

また、都市化や核家族化の進行、生活様式の多様化、空き家の増加等により、地域コミュニティの

希薄化や、犯罪の発生が懸念されています。地域ぐるみで防犯意識を高めるとともに、見守り体制

の構築や、街頭への防犯カメラの設置を進めるなど、地域における防犯対策の充実が求められてい

ます。また、高齢者を狙った特殊詐欺に対しても、地域や関係機関が連携して対策を講じる必要が

あります。 

 

４ 道路・公共交通 

緑区では、圏央道相模原インターチェンジの開通や津久井広域道路の一部開通により広域的な交

通アクセスの利便性が向上し、周辺地域及び区全体への経済波及効果が期待されています。 

また、リニア中央新幹線の駅が橋本駅周辺に設置される予定であることから、土地利用転換の可

能性を含め、将来のまちづくりの発展性が非常に高くなることが見込まれます。 

  一方で、中山間地域を中心に今後さらに人口減少・超高齢化が進行する見込みであることから、地

域の実情にあった交通ネットワークを維持し、確保するとともに、ＡＩ･ＩｏＴといった先端技術な

どの動向を捉えた交通手段の検討も求められています。 

 

５ 産業・観光・商業 

産業においては、圏央道相模原インターチェンジの開通及び津久井広域道路の一部開通により、

交通アクセスの利便性が向上したことで、周辺の産業拠点の更なる活性化が期待されています。ま

た、株式会社さがみはら産業創造センターや商工会議所、商工会等と連携した中小企業への支援が

より一層求められています。さらに、人口減少が進行することで、地域の活力が失われることや地

域コミュニティの維持が難しくなることが懸念されることから、地域の特性を生かした雇用の場を

創出するなど、地域活性化に向けた取組が求められています。 
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観光において、緑区の有する豊かな水源地域の自然・歴史・文化などの地域資源を生かした体験・

交流型観光を推進するとともに、リニア中央新幹線の駅や車両基地の設置を見据えながら、地域の

観光資源をネットワーク化することで、観光客の周遊性の向上やインバウンド観光の促進を図るこ

とが求められています。あわせて、既存施設を活用した観光拠点の整備や登山道、散策路、トイレの

整備など多くの観光客が訪れるための基盤づくりや、地域に触れて、リピーターとなってもらうた

めの取組を進め、交流人口や関係人口の拡大につなげていくことが課題となっています。 

商業においては、大規模小売店舗の出店により買い物が便利になった一方で、商店街における買

い物客の減少、個人商店の後継者不足、インターネット通販の発達などによる消費行動の変化への

対応といった課題があります。そこで、対面販売による住民とのつながりなど個人商店の魅力を高

めるとともに、創業支援を行うなど、商店街などの活性化に努める必要があります。 

  

６ 自然・環境 

緑区は豊かな水源地をはじめとした自然環境を有しており、その恵まれた自然環境を守り、より

魅力的なものとし、次世代につなげていくことが大切です。 

農林業においては、担い手の高齢化や後継者不足により、休耕地や耕作放棄地の増加、山林の荒廃

化により、担い手の育成・確保を図るとともに、販路の拡大や地場農畜産物のブランド化などによ

る地産地消の推進により、持続可能な農林業を確立していくことが求められています。 

特に津久井地域においては、鳥獣被害の増大やヤマビル被害の拡大が、農村環境の崩壊につなが

ることも危惧されることから、地域と連携して効果的な対策を講じることが喫緊の課題となってい

ます。 

住環境においては、近年、ごみの出し方のマナーの低下やごみのポイ捨て、構造物への落書きなど

が見受けられ、街の景観を損ねているなどの課題があります。また、商店やスーパーマーケット、病

院などが少ない地域もあることから、住民相互の助け合いや多様な主体との連携・協働により、誰

もが安全で安心して暮らせる住環境の整備が必要です。 

 

７ 文化・スポーツ・生涯学習・社会教育 

緑区には小原宿本陣をはじめとした伝統的な建造物や伝統行事などが多く残されており、それら

の特色ある歴史・文化を次世代へ継承するとともに活用していくことが求められています。また、

緑区には藤野芸術の家やアートラボはしもと、各種ホールなどの文化施設があるほか、地域では芸

術家やアーティストによる活動が行われていることから、今後、より一層、多様な主体と連携しな

がら、文化芸術を生かしたにぎわいづくりを推進していく必要があります。 

さらに、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催をきっかけに、スポーツに

対する関心の高まりが期待され、市民のスポーツ活動を推進することが求められているとともに、

スポーツを通じた交流人口の拡大など、地域振興につながる取組も求められています。 

また、人口減少や少子高齢化、地域コミュニティの希薄化などが進む中、生涯学習・社会教育にお

ける学びと活動の成果を地域コミュニティの活性化につなげていくことが重要です。そうしたこと 

からも、公民館機能の充実により、区民利用が促進され、更なる生涯学習・社会教育の振

興が図られることが必要です。 
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８ 地域コミュニティ・協働 

都市化の進展や生活様式の変化、価値観の多様化などにより、地域社会への帰属意識の希薄化が

課題となっています。また、地域の担い手の高齢化も進んでいることから、近隣の大学などとの連

携の強化や世代を超えた交流の促進を図り、地域の課題解決に取り組むなど、地域コミュニティの

活性化への取組が求められています。 

都市部においては、自治会のほか、マンション管理組合やＮＰＯ、市民活動団体などの多様な主体

により地域コミュニティが形成されており、各主体が連携して地域課題に取り組む体制づくりなど

を検討する必要があります。 

中山間地域においては、人口減少の進行により現在のような地域コミュニティを維持していくこ

とが難しくなる地域もあることから、交通ネットワークの維持・確保や医療・介護サービスの充実、

買い物の支援などの取組により定住人口を確保するとともに、移住の促進や関係人口の拡大などに

より、新たな担い手の育成・確保に取り組む必要があります。 

 

９ 行政サービス 

橋本駅周辺には、緑区合同庁舎や橋本パスポートセンター、シティ・プラザはしもと、橋本図書館

など、各種行政サービスの施設があります。また、緑区の各６地区にはまちづくりセンターが設置

されているほか、津久井地域においては、４つの総合事務所が設置され、保健や福祉、土木などを含

めた行政サービスの提供や地域におけるまちづくりの拠点となっています。 

緑区には、都市部と中山間地域のそれぞれに特有の課題があることから、地域特性を踏まえ、地域

の実情や多様性に応じた行政サービスを提供していくことが必要です。 
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第３章 緑区の目指す姿・取組目標 

緑区が有する特色や現状と課題を踏まえ、これから区民とともに創る緑区の目指す

姿を次のとおり定めます。 

 

 

 

■ 緑区の目指す姿 

 

 

緑区の目指す姿の実現を図るためには、防災力の強化と災害からの復旧に取り組み、区民

の安全・安心を確保することが大前提であると考えます。その上で、以下に掲げる３つの視

点を念頭に、「実る緑区」を目指します。 

災害から区民の暮らしを守ります 

河川等からの浸水、土砂災害、大雪、地震等による災害に備え、地域の特徴に応じた災害

対応体制の強化を図ります。また、被災直後の救助と応急復旧はもとより、市民生活の早期

再建に向け、相談対応の充実を図るとともに、被災者のニーズを適時捉え、多様な主体が連

携し、ハードとソフトの両面から災害復旧に向けた総合的な取組を推進します。 

 

 

１ 目指す姿を実現するための３つの視点 

区民・地域・各種団体・企業・行政など、まちづくりを担う各主体が役割を分担し、及び

協働しながら、総合的・横断的に施策を展開し、緑区の目指す姿の実現を図ります。 

 

①  多様性を生かした、交流のまちづくり 

首都圏南西部における広域交流拠点として多様な都市機能・産業の集積を促進し、より一層の強

化を図ります。また、豊かな自然や特色ある観光イベント、体験型観光、歴史・文化などの地域の多

様性や区の魅力を生かした観光振興を図るとともに、近隣自治体や企業との連携を図りながら、交

流人口や関係人口の拡大を図ります。 

 

②  住み続けたいまちづくり 

都市部と中山間地域といった地域の特性に応じた多様なコミュニティ形成を進めるとともに、交

通ネットワークの維持・確保や医療・介護サービスの充実、子育て環境の整備などを図り、誰もが安

全で安心して暮らすことができ、住み続けたいと思えるまちづくりを進めます。 

 

③ つながりと将来性を生かした、にぎわいのあるまちづくり 

圏央道やリニア中央新幹線など、発展する広域交通ネットワークを生かし、都市機能

の集積や産業の活性化を図るとともに、その効果を区全体に波及させることにより、持

続可能な、にぎわいのあるまちづくりを進めます。 

実る緑区 

～都市と自然がつながり合うまちを目指して～ 

緑区の目指す姿 
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２ 中山間地域の振興  

 緑区の目指す姿の実現を図るためには、１の３つの視点を踏まえた施策を展開するとと

もに、緑区特有の大きな課題である中山間地域の人口減少への対策や地域振興を推進し、

持続可能なまちづくりを進める必要があります。 

中山間地域の振興に向けて、緑区の特性を生かした施策展開の方向性を次のとおり定め

ます。 

～癒しの交流拠点の創造を目指して～ 

 

① 豊かな人材を活用し、地域コミュニティの充実・強化に取り組みます 

地域コミュニティの醸成に重要な役割を果たしている伝統芸能や祭りなどを通じた世代間交流を

促進します。また、地域のつながりを大切にしながら、様々なかたちで地域や地域の人々と多様に

関わる関係人口の拡大とともに、地域活動を担う新たな人材の育成・確保に努め、地域コミュニテ

ィの維持・強化に取り組みます。 

 

② 豊かなライフスタイルを提案し、移住を推進します 

豊かな自然をはじめ、各地に点在する歴史、文化などの地域資源を更に磨き上げ、効果的に結び付

けるとともに、来訪者への「おもてなし」の気持ちを大切にし、交流人口の拡大を図ります。 

あわせて、地域や企業等と連携し、自然に囲まれたゆとりある生活空間と子育て環境を生かした

豊かなライフスタイルを提案し、移住に向けた取組を推進します。 

    

③ 豊かな環境を活用し、新たなビジネススタイルを推進します 

ＪＲ中央線や中央自動車道、圏央道といった首都圏からの交通利便性の高さや、産業拠点の形成

などのポテンシャルを生かすとともに、リニア中央新幹線の開通による更なる広域交通ネットワー

クの充実を見据え、豊かな自然環境を生かしたテレワーク、シェアオフィス、ワーケーションなど、

新しいビジネススタイルを推進し、首都圏からの企業や人の誘引と地域の活性化を図ります。 

 

３ 取組目標 

  各施策分野に合わせて、６つの取組目標を定め、区のまちづくりを進めます。 

Ⅰ「育て合う・学び合う」まちづくり 
(子育て支援体制の充実、生涯学習・社会教育の振興など) 

Ⅱ「認め合う・支え合う」まちづくり 
(医療体制の充実、障害のある人の地域生活の支援、福祉の担い手の支援・育成・確保など) 

Ⅲ「守り合う・助け合う」まちづくり 
(防災対策の充実、地域ぐるみの安全・安心活動の推進など) 

Ⅳ「創り合う・つながり合う」まちづくり 
(地域経済の活性化、地域の特性を生かした観光振興、中山間地域の振興、文化財の保護と活用など) 

Ⅴ「自然と共存し、生かし合う」まちづくり 
(水やみどりの保全・活用、農業・林業の振興、地域と取り組む中山間地域対策など) 

Ⅵ「交流し、高め合う」まちづくり 
(地域の伝統・文化を生かしたコミュニティの醸成、地域の多様性を踏まえた区民サービスの向上など) 
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第４章 取組の方向 

 

 

 

 

■ 取組の方向Ⅰ－１ 子どもが豊かな自然とともにのびのびと成長できるよう 

取り組みます             【子育て、教育】 

(子育て支援体制の充実) 

○地域をはじめ多様な主体と連携し、子育て世代が地域で安心して子育てができる環境を整備する

ことにより、住み続けたいと思えるまちづくりを進めます。 

(子どもの居場所・集える場の確保) 

○緑区の豊かな自然環境を活用し、子どもがのびのびと学び、遊ぶことができる環境を整えるなど、

子どもの遊び場・居場所づくりの充実を図ります。 

○子育て中の親子が集い、気軽に交流できる場の充実を図ります。 

(子どもの教育機会の充実) 

○学校・家庭・地域が連携し、学校教育と社会教育がそれぞれの機能を生かしながら協働する地域

社会の形成を図るとともに、人間性豊かな子どもの育成といきいきとした市民活動の実現を図り

ます。 

○誰もが社会で活躍できるよう、家庭環境や経済状況に関わらず、子どもや若者が等しく学習でき

る機会の充実を図るとともに、子どもの貧困対策の推進などにより、誰もが社会で活躍できるよ

う取組を推進します。 

(子どもの教育環境の確保) 

○地域の実情を踏まえ、子どもにとって安全・安心で質の高い教育環境の確保に向けた取組を進め

ます。 

○家庭教育に関する学習機会の充実を図るとともに、地域における家庭教育支援の担い手を育成す

るなど、地域全体で家庭教育を支える取組を推進します。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・子どもの居場所・集える場の確保 

・子どもの教育機会の充実 

 

・子育て支援体制の充実 

 

・子どもの教育機会の充実 

・子どもの教育環境の確保 

・子どもの教育機会の充実 

・子どもの教育環境の確保 

 

・子どもの教育機会の充実 

・子どもの教育環境の確保 

 

 

 

取組目標Ⅰ 

 「育て合う・学び合う」まちづくり  
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■ 取組の方向Ⅰ－２ 多様な連携を図り学ぶ力を高めます(生涯学習・社会教育) 

(生涯学習・社会教育の振興) 

○生涯学習・社会教育を振興し、区民一人ひとりの学ぶ意欲を高めて、地域の教育力を高めます。 

○市内や近隣の大学などの教育機関と連携し、多様で質の高い学習機会を提供します。 

○誰もが豊かな人生を送れるよう、仲間とつながりながら楽しく学び、学んだことを生かすことが

できる学習機会を提供します。また、学んだ成果を地域での活動に生かす「学びと活動の好循環」

により、多世代にわたる絆づくりや活気ある地域づくりを促進します。 

○公民館機能の充実を図るなど、公民館活動を中心とした区民の主体的な学びを促進することによ

り、地域の文化・教育を振興します。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・生涯学習・社会教育の振興 ・生涯学習・社会教育の振興 

 

・生涯学習・社会教育の振興 
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■ 取組の方向Ⅱ－１ 誰もが自分らしくいきいきと暮らせるよう取り組みます 

    【健康・福祉】 

(医療体制の充実) 

○今後も地域で安心して暮らしていくことができるよう、救急医療体制を確保するとともに、医療

機関相互の連携やオンライン診療の活用など、地域特性に応じた医療の在り方を検討し、医療関

係団体との連携などにより、医療体制の充実を図ります。 

○中山間地域においては、訪問型の医療・介護サービスの充実など、地域の特性を踏まえたサービ

スの在り方を検討し、安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

(健康であり続けるための支援) 

○健康づくりのための情報や活動の場を提供するなど、区民一人ひとりが自主的に行うことができ

る健康づくりの取組を支援します。 

(連携した見守り体制の充実) 

○支援を必要とする高齢者などを地域で見守るため、行政・企業・地域等が連携し、支援体制の充実

を図ります。 

(集いの場、活躍の場の充実) 

○地域包括支援センター(高齢者支援センター)などと連携し、各種講座や集いの場を提供すること

で、高齢者の生きがいづくりに努めます。 

○高齢者がそれぞれの個性を生かしながら生きがいを持ち、地域社会で活躍できるよう活躍の場の

充実を図ります。 

(障害のある人の地域生活の支援) 

○障害のある人の自立と社会参加に向けて、地域の実情に応じた取組を推進します。 

○区民一人ひとりが障害等に関する理解を深めることにより、誰もが尊厳を守られ、安全で安心し

て暮らせる共生社会の実現に取り組みます。 

(福祉の担い手の支援・確保・育成) 

○地域福祉の担い手の活動を支援するとともに、市民への活動の周知を図ります。 

○若い世代や定年退職をした後の世代など多様な人材の福祉活動への参加を促進するとともに、福

祉を担う人材の育成・確保を支援します。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・医療体制の充実 

・健康であり続けるための支援 

・連携した見守り体制の充実 

・障害のある人の地域生活の支援 

 

・集いの場、活躍の場の充実 

・障害のある人の地域生活の支援 
・福祉の担い手の支援・確保・育成 

 

・連携した見守り体制の充実 

・障害のある人の地域生活の支援 

・福祉の担い手の支援・確保・育成 

・集いの場、活躍の場の充実 

 

  

取組目標Ⅱ 

 「認め合う・支え合う」まちづくり  
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■ 取組の方向Ⅲ－１ 大規模災害に備え、防災力の強化に取り組みます 

                            【防災】 

(防災対策の強化) 

○地域のつながりをより深め、自助・共助・公助の理念の下、関係機関や自治会など関係団体と連携

し、地域防災力の向上を図ります。 

○中山間地域などの急傾斜地の崩落や道路の寸断によって、災害時に孤立するおそれのある地域の

防災備蓄品の充実や地域間の連携を図るとともに、地域の特徴に応じた災害対応体制の強化を図

ります。 

○自主防災組織による防災訓練や避難所運営訓練の充実、災害時要援護者の情報共有など、地域の

実情に応じた効果的な活動支援を強化します。 

○防災組織の充実や災害時の支援組織を検討するなど地域での体制強化を推進するとともに、防災

専門員やリーダーとなる人材を確保・育成します。 

○大雨等による浸水被害対策や道路冠水時の安全対策を行います。 

○防災行政無線(ひばり放送)をはじめとする通信設備の適切な維持管理と更新を行うとともに、

様々な状況に対応した新たな情報伝達手段の整備を進めます。 

(被災後の体制強化) 

〇被災直後の救助と応急復旧から、市民の生活再建に向けた対応へ円滑に移行ができるよう、相談

対応の充実を図るとともに、復旧に向けて被災者のニーズを適時捉え、多様な主体が連携しハー

ドとソフトの両面から総合的な取組を進めます。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・防災対策の強化 

・被災後の体制強化 
・防災対策の強化 

 

・防災対策の強化 

 

 

  

取組目標Ⅲ 

 「守り合う・助け合う」まちづくり  
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■ 取組の方向Ⅲ－２ 地域とともに安心して過ごせるよう取り組みます 

【防犯・交通安全】 

(地域ぐるみの安全・安心活動の推進) 

○警察や関係機関・団体等との連携により区民の防犯意識を高めるとともに、地域ぐるみの活動を

支援します。 

○消費者被害や特殊詐欺等による被害の防止に向け、消費生活相談の充実等による未然防止と早期

発見に取り組むとともに、警察や関係団体、地域と連携した啓発活動を推進します。 

○犯罪多発地点などを中心に、防犯カメラを効率的・効果的に設置するなど、犯罪を発生させない

環境づくりに取り組みます。 

○交通事故の増加を防ぐため、子どもから高齢者までの各世代に応じた交通安全に対する意識啓発

を図ります。 

○歩道の整備がされていない通学路には路側帯のカラー舗装等の交通安全対策を行います。 

○小学校の通学路における「安全・安心パトロール」の実施や、「交通安全キャンペーン」の開催な

ど、警察や関係機関・団体、地域の連携により、交通安全に関する普及啓発を推進します。 

  

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・地域ぐるみの安全・安心活動の推進 ・地域ぐるみの安全・安心活動の推進 

 

・地域ぐるみの安全・安心活動の推進 
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■ 取組の方向Ⅳ－１ 地域活力のあふれるまちづくりに取り組みます 

【雇用・産業・商業】 

(地域経済の活性化) 

○圏央道相模原インターチェンジや津久井広域道路などへのアクセスの良さを生かした産業の活性

化を図るとともに、リニア中央新幹線の開通など大きな可能性を生かした様々な地域経済活動の

振興を促進します。 

○地域を支える商店街や個人商店の維持・活性化を図るとともに、商工会議所や商工会等と連携し、

地域に根差した個人商店の魅力と地域の特性を生かした新たな起業の支援・育成を図ります。 

○高齢化や地理的な条件により、買い物が不便に感じる方が今後増加することが予測される中、イ

ンターネット通販や日用品等の生活必需品の移動販売など、多様なニーズに応じた地域経済の活

性化に努めます。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・地域経済の活性化 ・地域経済の活性化 

 

・地域経済の活性化 

 

 

 

■ 取組の方向Ⅳ－２ 地域の魅力を生かした観光振興に取り組みます  【観光】 

(地域の特性を生かした観光振興) 

○豊かな自然・歴史・文化など地域資源を生かした体験・交流型観光を推進するとともに、おもてな

しの機運の醸成と、観光を支える人材の育成・確保に取り組みます。 

○リニア中央新幹線の開通を見据え、都市と自然が持つそれぞれの魅力を活用し、点在する観光資

源や地域資源をつなぐ仕組みづくりを検討するとともに、マーケティングの視点を持った効果的

な情報発信に取り組みます。 

○観光協会や商工会議所、商工会など関係団体と連携し、既存の観光資源の磨き上げをすることに

より、地域の特性や施設の特色を生かした観光振興とインバウンド観光の促進を図ります。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・地域の特性を生かした観光振興 ・地域の特性を生かした観光振興 

 

 

  

取組目標Ⅳ 

 「創り合う・つながり合う」まちづくり  
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■ 取組の方向Ⅳ－３ ネットワークを生かし、発展性あるまちづくりに取り組みます 

【都市基盤・中山間地域対策】 

(あらゆるネットワークでつなぐまち) 

○圏央道相模原インターチェンジの開通及び津久井広域道路の一部開通に加え、リニア中央新幹線

の駅が橋本駅周辺に設置され、飛躍的に人の往来や交流の増加が見込まれることを踏まえ、新し

い可能性と発展性を生かしたまちづくりを推進します。 

○緑区ならではの地域資源などを活用し、区の魅力づくりと情報発信を行うことにより、区民交流

の促進、区への愛着や誇りなどの意識の醸成を図ります。 

〇中山間地域の実情を踏まえ、地域コミュニティの維持・強化、交流人口や関係人口の拡大と移住

促進、観光振興など、中山間地域の特色を生かした総合的な取組を進め、地域の活性化を図りま

す。 

○中山間地域を中心に人口減少・超高齢化が進行していく中、地域の実情にあった公共交通やＡＩ･

ＩｏＴなど先端技術による今後の動向を捉えた交通手段を検討し、持続可能なまちづくりを推進

します。 

 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・あらゆるネットワークでつなぐまち ・あらゆるネットワークでつなぐまち 
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■ 取組の方向Ⅳ－４ 歴史や伝統、魅力ある地域資源を次世代につなげます 

【文化・スポーツ】 

(文化芸術を通じた地域活力の創出) 

○緑区で行われている特色ある文化芸術事業を地域と連携して推進するとともに、情報通信技術を

活用した効果的な情報発信を行うなど、文化芸術を通じたにぎわいづくりを推進します。 

(子どもが地域に根ざした伝統文化に親しむ機会の充実) 

○緑区の各地域で培われてきた伝統文化などに子どもがより親しみ、参画する機会の充実を図るな

ど、次世代へ伝えていくための取組を推進します。 

(文化財の保存と活用) 

○国指定史跡である川尻石器時代遺跡や寸沢嵐石器時代遺跡をはじめ、小原宿本陣、旧笹野家住宅

などの史跡や文化財建造物などを適切に保存整備するとともに、積極的な情報発信や文化財の活

用を図るなど、多様な主体との連携により地域全体で地域活性化につなげるための取組を推進し

ます。 

(スポーツを通じた交流の創出) 

○２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とし、よりスポーツに親し

む機運の醸成を図るとともに、スポーツを通じた交流人口や関係人口の拡大など、地域振興につ

ながる取組を推進します。 

 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・スポーツを通じた交流の創出 ・文化芸術を通じた地域活力の創出 

 

・文化財の保存と活用 ・文化芸術を通じた地域活力の創出 
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■ 取組の方向Ⅴ－１ 貴重な自然環境を次世代につなげます    【自然・環境】 

(自然環境を生かした区民が集える憩いの場の創出) 

○緑地の保全や活用に取り組むとともに、身近な自然と触れ合いながら区民が集える憩いの場の創

出に努めます。また、市街地の緑地や河川・湖、里地里山などの自然環境を生かした観光のネット

ワーク化を図り、交流の促進に取り組みます。 

(水やみどりの保全・活用) 

○地域住民や関係団体、ＮＰＯ、教育機関等と連携し、緑区の豊かな森林や湖・河川などの自然環境

を次世代に引き継ぐ意識の醸成を図るとともに、水源地域の魅力の向上に取り組みます。 

(環境を守る担い手の育成) 

○行政のほか、市民や企業、学校などの多様な主体が連携し、身近な地域で環境保全に取り組む機

運の醸成を図るとともに、環境を守る担い手の育成に努めます。 

(不法投棄の防止対策の充実) 

○不法投棄防止のためのパトロールの実施や監視カメラの設置など、良好な地域環境の保全を図る

ため、地域と連携した取組を推進します。 

(空き家等の適正管理) 

○地域特性に応じた空家等の利活用の促進、特定空家等に対する措置など、空家等の適正管理の促

進を図ります。 

(生活環境の保全) 

○関係団体と連携し、路上喫煙防止、落書き防止の啓発活動等を進め、地域住民の生活環境の保全

を図ります。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・水やみどりの保全・活用 
・自然環境を生かした区民が集える憩い

の場の創出 

 

・不法投棄の防止対策の充実 ・水やみどりの保全・活用 

 

・自然を生かした区民が集える憩いの場

の創出 

・水やみどりの保全・活用 

・水やみどりの保全・活用 

・環境を守る担い手の育成 

 

取組目標Ⅴ 

 「自然と共存し、生かし合う」まちづくり  
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■ 取組の方向Ⅴ－２ 担い手の育成・確保で農林業の振興を図ります 

    【農林業・鳥獣被害対策】 

(農業・林業の振興) 

○農業との触れ合いを通じて農業への関心を高めるなど、農業の担い手の育成・確保を図るととも

に、遊休・荒廃農地の解消や対策を講じることにより、農地の保全・有効活用を図ります。 

○森林を保全・再生するため、私有林の所有者が実施する整備への支援を行うとともに、市有林の

計画的な整備に取り組みます。また、新たな林業の担い手の確保を図るとともに、林業事業者など

と連携し、木材利用の促進や新たな商品開発などに取り組むなど、林業の振興を図ります。 

(地域と取り組む鳥獣等被害対策) 

○野生鳥獣を適正に管理するため、従来から実施してきた捕獲や追払いなどに加え、ＩＣＴを活用

した野生鳥獣の分布、行動範囲の追跡に取り組むとともに、狩猟者の育成を促進するなど、関係機

関と連携しながら、野生鳥獣やヤマビルによる被害の減少に取り組みます。また、地域と連携し、

対応力の強化に向けた取組を推進します。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・農業・林業の振興 ・農業・林業の振興 

 

・農業・林業の振興 ・地域と取り組む鳥獣等被害対策 

 

・農業・林業の振興 ・地域と取り組む鳥獣等被害対策 
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■ 取組の方向Ⅵ－１ 活力あるコミュニティの醸成に取り組みます     

【地域コミュニティ】 

(地域の伝統・文化を生かしたコミュニティの醸成) 

○地域固有のイベントや伝統行事・祭りなど、地域の特色や多様性を生かした世代間交流・地域間

交流を促進します。 

(地域の実情に応じたコミュニティの醸成) 

○自治会や子ども会等への加入率が低下している地域があることから、マンション管理組合や地域

活動団体等との連携の促進など、多様な地域コミュニティの形成の促進を図るとともに、地域の

実情に応じた自治会や子ども会などへの加入促進やＩＣＴやＳＮＳを活用した地域の魅力の発信

など、地域コミュニティの醸成に向けた取組を推進します。 

(区民の力を生かしたまちづくりの推進) 

○地域づくりの中心的役割を担う自治会等の活動を支援するとともに、ＮＰＯや大学、企業等の多

様な主体との連携を深め、区民が自主性と主体性を発揮できる活力ある地域づくりを進めます。 

(新たな担い手の育成・確保) 

○学生から高齢者までの幅広い世代の地域活動への参画を促進するとともに、特に中山間地域にお

いては、関係人口の拡大に向けた検討を行うなど、地域づくりの担い手の育成・確保に取り組みま

す。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・新たな担い手の育成・確保 ・区民の力を生かしたまちづくりの推進 

 

・地域の実情に応じたコミュニティの醸

成 

 

 

 

■ 取組の方向Ⅵ－２ 地域の多様性を尊重した、持続可能なまちづくりに取り組みます 

【区民サービス】 

(地域の多様性を踏まえた区民サービスの向上) 

○緑区では、地域住民の生活圏や生活環境が地域によって異なり、地域課題も多様であることから、

日常生活に密着した区民サービスは身近な窓口で相談できるなど、区役所機能の強化を含めた、

地域の実情に応じた効果的な行政サービスの提供体制を構築します。 

○公共施設の利用実態や利用者ニーズを的確に捉え、施設の有効活用や複合化、窓口のワンストッ

プ化を進めるなど、適切かつ効果的な施設配置を検討し、区民サービスの向上を図ります。 

○区民との対話を通じて区民ニーズの把握に努めるとともに、大規模事業の進捗や人口減少の進行

といった状況の変化を的確に捉え、区民の暮らしの向上を目指します。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・地域の多様性を踏まえた区民サー

ビスの向上 

・地域の多様性を踏まえた区民サ

ービスの向上 

 

取組目標Ⅵ 

 「交流し、高め合う」まちづくり  
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   中央区基本計画 

１ 位置・地勢 

中央区は、本市の東側に位置し、北部は町田市に、南

部は愛川町、厚木市に接しており、９つの地区から構成

されています。総面積は、３６．８７平方キロメートル

で、市域(３２８．９１平方キロメートル)の１１．２％

を占めています。 
中央区が位置する相模原台地には相模川の東岸に河

岸段丘が形成されています。 

この段丘は、「上段」「中段」「下段」の３つに分かれて

おり、上段の相模原面が最も広く、小山・清新・横山・

中央・星が丘・光が丘・大野北の７つの地区が位置して

います。 
また、中段には、上溝地区が、中段から下段にかけた

地域には、田名地区が位置しています。 
 

 

２ 土地利用状況 

中央区は、市役所、税務署、裁判所など市や国の主

要な機関が立地しており、行政の中心となる地域です。

また、首都圏のベッドタウンとして早くから開発され、

「宅地」や「商業・業務」などの都市的土地利用が８

６．４％を占め、３区の中で最も高くなっています。 
また、ＪＲ相模原駅北側に広がる相模総合補給廠は

区域の５．３％を占めており、計画的なまちづくりを 
進めていく上で大きな障害となっています。 

南区 

緑区 
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３ 人口、世帯、年齢構成 

中央区の人口は、平成３１(２０１９)年１月１日現在、２７１，６９５人で、本市の人口 
７２１，８６３人の３７．５％を占めています。世帯数は、平成３１(２０１９)年１月１日現在、

１２１，４２０世帯で、本市の世帯数３２３，５８７世帯の３７．５％を占めています。 
平成３１(２０１９)年１月１日現在の年齢３区分別人口の構成比をみると、年少人口(１５歳未

満)が１２．４％、生産年齢人口(１５歳から６４歳まで)が６３．２％、高齢者人口(６５歳以上)が

２４．５％であり、他区と比較すると年少人口の割合が最も高く、高齢者人口の割合が最も低くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.9% 11.7% 12.4% 11.5%

62.3% 60.7% 63.2% 62.5%

25.8% 27.6% 24.5% 26.0%
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13.6% 34.0% 5.2% 7.9% 12.2%
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出典：平成 27 年都市計画基礎調査から作成(相模総合補給廠一部返還などを反映) 

【中央区】 

68.7% 11.7%

1.9%

3.1%

2.7%

0.2%

1.3%

4.9% 5.5%
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自然的土地利用 住宅用地 商業・業務用地 公共用地 工業用地 農業施設用地 米軍提供等用地 空地 道路・鉄道用地

5.2% 12.2% 15.1% 

5.5% 
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１ 子ども・教育 

（１）子育て、教育 

核家族化の進行やスマートフォン、オンラインゲームなどの普及により、親子や子ども同士が

顔を合わせて会話する機会が減っています。中央区では、子ども自らが継続的に地域活動に関わ

る取組や子ども食堂など、子どものつながりの場を設けるための取組を進めていますが、以前か

らある子ども会・育成会などは減少傾向にあります。 
また、共働き世帯やひとり親家庭の増加により、放課後に子どもが安心して過ごすことができ

る場の充実が求められています。さらには、近年増加している外国にルーツを持つ子どもが、安

心して学ぶことができる教育環境を整えることも求められています。 

 
（２）生涯学習、社会教育 

中央区では、公民館などの学習施設の稼働率が全体的に高い傾向にありますが、利用者が利用

する時期や時間帯、世代に偏りが生じています。 
このため、既存施設の有効活用や、多世代交流による学び合いの場の充実など、誰もが学びを

楽しめる環境づくりが求められています。 

 

２ 共生・健康 

（１）福祉、高齢者、貧困 

中央区における高齢者人口(６５歳以上)の割合は、２４．５％(平成３１(２０１９)年１月１日

現在)であり、令和９(２０２７年)には２７．２％となる見込みです。 
また、地域における人と人とのつながりの希薄化が進んでいるため、ひとり暮らし高齢者や生

活困窮者、貧困の連鎖などにより生活に課題を抱え支援を必要としている方が地域で孤立する状

況が生じています。 
このため、誰もが地域社会との関わりを持つきっかけとなり、地域住民同士がつながりを深め

られる集いの場をつくるなど、地域で共に支え合う環境づくりが求められています。 
 

（２）人権・男女、障害者、国際化 

人権に関する法令の整備や施策の充実により、人権意識の高まりが見られるものの、依然とし

て、性別や年齢、国籍、障害の有無などを理由とする偏見や差別など、様々な課題が存在していま

す。 
このため、一人ひとりがお互いの人権を尊重し合うとともに、異なる文化や習慣を持った人々

がいきいきと活躍できるまちをつくっていくための取組を推進する必要があります。 
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（３）健康、医療 

中央区では、自主的なグループによる「ラジオ体操」や「いきいき百歳体操」などの健康づくり

や介護予防のための取組が行われています。 
誰もが健康で安心して暮らしていくため、こうした取組を地域全体に広めていけるよう支援す

るとともに、自らの健康について相談できる「かかりつけ医」等を持つなど、安心して医療を受け

ることができる体制の充実が求められています。 

 

３ 安全・安心 

（１）防災 

近年、大地震による大規模な災害の発生が懸念されています。地区防災計画の策定や地域の防

災意識の高まりにより、区民による自主的な防災活動は進んでいますが、防災資機材の整備状況

や自主的な訓練の実施状況などについては、地域によってばらつきも見られます。 
また中央区には、流量の多い相模川、住宅地を流れる境川や鳩川などの河川があり、台風や集

中豪雨に伴う河川の氾濫による被害が心配されます。 
災害に備えるため、自助・共助の取組の重要性などについて、区民の理解を更に深めながら、自

発的な防災対策の促進を図ることなどにより、地域全体の防災力の向上に取り組む必要がありま

す。 
 
（２）交通安全、防犯、空き家 

   中央区(相模原警察署管内)における平成３０(２０１８)年の交通事故発生件数は１，０４１件

と５年前の平成２５(２０１３)年の件数(１，２６５件)に比べて減少しているものの、自転車が

関係する事故(全体のうち３１．５％)や高齢者の事故(全体のうち３１．８％)の割合が依然とし

て高い状況が続いています。国による自転車レーンなどの整備が進められていますが、自動車の

駐停車により自転車レーンがふさがれていたり、自転車が交差点でも一時停止しないなどの状況

があることから、自動車・自転車利用者の交通ルールの順守やマナーの向上を図る必要がありま

す。 
高齢者の事故では、高齢者が加害者となる事故が増えており、高齢ドライバーに対する対策が

急務となっています。 
防犯灯のＬＥＤ化や防犯カメラの設置、登下校時の児童・生徒への見守り活動などにより区民

の防犯意識は高まっており、平成３０(２０１８)年の刑法犯認知件数は１，７３５件と５年前の

平成２５(２０１３)年(２，６１３件)と比べて減少傾向にあります。 

しかし、自転車の盗難被害件数が高い水準で推移しているほか、高齢者を対象とした振り込め

詐欺の被害件数も増加していることから、地域や関係団体、警察と連携し、防犯意識の向上のた

めの啓発活動をはじめとした取組を一層進め、地域の犯罪抑止力の向上を目指す必要があります。 
また、適正に管理されていない空家等が増加し、地域住民の生活環境に影響を及ぼしているこ

とから、空家等の適正管理に対する意識を高めるとともに、空き家の利活用などについて、地域

と連携し、協働して取り組む必要があります。  



117 

４ 活力・交流 

（１）商業、観光、農業 

中央区には、複数の鉄道や路線バスが運行しており、駅周辺には商業施設が集積しています。 

一方で、幹線道路沿道などへの大型店の出店やインターネット通販の普及により、買い物の仕

方も変化し、個人商店の減少や商店街の衰退などが課題となっており、あらゆる世代が楽しめる

商店街づくりなど、暮らしやすいまちづくりが求められています。 

また、中央区には、本市を代表する桜の名所である市役所さくら通りや、相模川などの豊かな

自然が存在するほか、「上溝夏祭り」や「相模原納涼花火大会」など魅力的なイベントが多く開催

されています。そのほか、宇宙航空研究開発機構(ＪＡＸＡ)や市立博物館、相模川ふれあい科学

館など、最先端の宇宙科学や相模原の歴史・自然を楽しく学べる施設も多数存在しています。こ

れらの資源を生かした、中央区ならではの観光振興を含めた魅力の創出が求められています。 

農業に関しては、新鮮で安全・安心な食材としての地場農産物への消費者ニーズが高まってお

り、区民が農業を身近に感じられる都市農業の振興が求められています。 

 
（２）基地返還、拠点形成、道路、交通 

中央区は、相模総合補給廠一部返還地における新たなまちづくり、小田急多摩線の延伸計画等

に加え、隣接する橋本地区へのリニア中央新幹線の駅の設置予定など、区外から広く人が集まる

交流拠点として発展するポテンシャルが高まっています。 

また、買い物などでの移動が困難になる高齢者が増加することが懸念されており、気軽に外出

できる移動手段の維持・確保が課題となっています。 

 

（３）文化、スポーツ、国際化 

中央区の魅力として、市役所さくら通りなどの桜や、身近に宇宙を感じることができる宇宙航

空研究開発機構(ＪＡＸＡ)、国内最古といわれる約２万年前の建物跡が発見された国指定史跡田

名向原遺跡などがあります。 

各地域においても、「上溝夏祭り」や江戸時代中期から続く「番田の神代神楽」、各地区のふるさ

とまつりなど、歴史のある行事が行われています。一方で、こうした中央区の魅力を知らない、地

域に関心を寄せない区民も少なくありません。 

また、祭りなどの行事を主催する各地域では、活動を支える人材の後継者不足などにより行事

の実施が困難な事例もあり、地域文化の継承が課題となっています。 

そのため、地域の文化やスポーツなどの活動を通じて、区の魅力についての情報を区民に対し

て発信し、地域への関心を高めていくことが求められています。 

外国人住民の増加が進む中、地域住民と外国人住民の交流の機会を通じて、互いに異なる文化

や習慣を理解し、活力ある地域社会を形成するための取組が求められています。 
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５ 環境 

（１）環境保全、都市緑化、生物多様性 

中央区は、河川や丘陵緑地など、豊かな自然に恵まれている地域があり、そうした自然に親し

む取組を行っています。 

一方で、川遊びや散策などにおいて、自然に接する際、配慮を欠くと環境に負荷がかかること

もあり、そのような環境への影響が課題となっています。 

 
（２）温暖化、廃棄物 

各家庭においてごみの減量化・資源化意識が高まり、平成２３(２０１１)年度には５４４だっ

た市民１人１日当たりの家庭ごみ排出量が、平成２９(２０１７)年度には４９４グラムとなり、

減少してきているものの、家庭から排出されるごみの中には、資源化が可能な紙や容器包装プラ

等が多く含まれている状況があります。 

ごみの減量化・資源化を更に進めるためには、環境への負荷に配慮したライフスタイルへの転

換など、「４Ｒ」の推進やごみをできるだけ少なくする生活への意識づけが必要となっています。 

 

６ 都市経営 

（１）参加・協働、区政(分権) 

   地域における人と人とのつながりの基盤となっている自治会の加入率低下が課題となっていま

す(平成３１(２０１８)年４月時点の中央区の自治会加入率５０．３９％)。このことから、自治

会への加入促進に取り組むとともに、地域活動の担い手の育成、誰もが気軽に集い交流できる場

の創出などにより地域活動の活性化を進め、区民と地域とのつながりを深め、まちづくりへの参

画意識を醸成することで、地域コミュニティの活性化に取り組む必要があります。 

 
（２）行政サービス、広聴広報、公共施設マネジメント 

   複雑化・多様化する区民ニーズや地域の課題解決に迅速に対応するため、区民にとって身近な

区役所の機能の充実が求められています。 

また、中央区には公民館など多くの公共施設がありますが、老朽化や人口減少社会に対応する

ため、公共施設の効果的な利活用や維持・管理の検討を進める必要があります。  
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私たちのまち中央区は、様々な魅力や個性を持った人々、活力ある産業や文化、身近な自然など、

多くの地域資源にあふれる区です。 
これから迎える人口減少社会にあっても、これらの地域資源の多様な価値を大切に、心豊かで、い

きいきと、にぎわいあふれる、安全・安心なまちをつくるため、私たちは中央区の目指す姿・取組目

標として、次の６つを定めます。 
 
 
 
  子どもが心豊かにいきいきと育つよう、地域、家庭、学校の連携を深めています。 

人々との絆が深まり、地域や家庭で子どもの健やかな成長を見守っています。 

また、誰もが自ら学ぶことができ、学ぶ人同士のつながりが、更にお互いを高め合っています。 

 
 

性別や年齢、国籍、障害の有無などにかかわらず、全ての人が尊厳を持って自分らしく、自立した

生活を送ることができていて、困ったときはお互いに支え合いながら暮らしています。 

 
 
 
  区民と区役所や消防が連携した防災訓練や自主防災活動が活発に行われ、自助・共助・公助による

防災意識が高まり、地域の防災力が向上しています。 

  安全で住みやすい地域社会の実現に向け、地域・関係団体・警察・区役所の連携が一層強化され、

地域ぐるみで交通安全活動・防犯活動が行われています。 

  

～多様性を大切にするまちを目指して～ 

Ⅰ 健やかに育ち、共に学び、共に高め合っている  

Ⅲ 安全・安心をみんなで創っている  

Ⅱ 自分らしく、いきいきと暮らしている  
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相模総合補給廠一部返還地における新たなまちづくり、小田急多摩線の延伸計画に加え、隣接す

る橋本地区へのリニア中央新幹線の駅の設置予定等を見据えたまちづくりが進み、にぎわいの創出

に向けた夢が広がっているとともに、快適で便利な暮らしやすいまちづくりが行われています。ま

た、区民の誰もが桜や宇宙航空研究開発機構(ＪＡＸＡ)、大学などの中央区の魅力を発信すること

で、新たな出会いと交流が生まれています。 

 
 
 

身近な自然と共生した、持続可能な循環型のまちづくりが進んでおり、豊かな環境を次世代へつ

なぐことができています。 

 
 
 

区民みんなが地域に関心を持ち、それぞれの個性を生かして、それぞれのスタイルで地域活動に

関わっており、地域と地域を支える全ての人々が輝いています。 

 

 

 

  

Ⅴ 豊かな環境をつくり、次世代へつないでいる  

Ⅵ わたしも、あなたも、誰もが輝いている 

※「人とまち、宇宙
そ ら

をつなぐ中央区」 
人、まち、中央区の持つさまざまな地域資源がつながり、未来に向かって大きく広がる宇宙のように、人々が

夢と希望を持って暮らすことのできるまちを創り、子どもたちへつないでいきたい、という思いが込められて

います。 

Ⅳ 魅力と活力にあふれ、にぎわっている 
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■ 取組の方向Ⅰ－１ 子どもが伸び伸びと成長できるよう取り組みます 

【子育て、教育】 

  安心して子どもを生み育てることができ、子育てを楽しく感じることができるよう、子育て支援

の充実を図るとともに、全ての子どもの健やかな成長を地域全体で支援するまちづくりを推進しま

す。 

また、子どもが、豊かな人間性を持った大人へと成長していくため、自らを大切にし、他人を思い

やる心を育む教育を推進するとともに、地域及び家庭の教育力の向上を支援します。 

 

【重点的な取組】 

(子育て支援) 

○子どもを持つ親が、地域住民と交流し、相談することで子育てに対する不安を解消し、安心して

子どもを生み育てることができる環境づくりを進めます。 
(子どもの健全な育成環境の充実) 

○子どもの居場所、遊び場づくりを進め、子どもが健やかに伸び伸びと育つことのできる健全な育

成環境をつくります。 
(教育環境の充実) 

○全ての子どもにとって、安全・安心で質の高い教育が受けられる環境づくりを進めます。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・子育て支援 

・子どもの健全な育成環境の充実 
・子育て支援 

 

・子どもの健全な育成環境の充実 

・教育環境の充実 
・教育環境の充実 

  

中央区の目指す姿・取組目標Ⅰ 

 健やかに育ち、共に学び、共に高め合っている  
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■ 取組の方向Ⅰ－２ 誰もが学びを楽しめるよう取り組みます 

【生涯学習、社会教育】 

区民が、自らを成長させ、豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて学ぶことができ、そ

の成果を住民同士のつながりや地域の活性化に生かすことができる環境づくりを、公民館などを拠

点に地域全体で進めます。 

 

【重点的な取組】 

(生涯学習、社会教育の支援) 

◎様々な世代の区民が「いつでも」「どこでも」「誰でも」学ぶことができ、学びを通じて得た成果を

まちづくりにつなげることで、更に学びが深まるよう支援します。 

 

※◎は区役所が中心となって行う取組 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・生涯学習、社会教育の支援 ・生涯学習、社会教育の支援 
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■ 取組の方向Ⅱ－１ 全ての人がいきいきと暮らせるよう取り組みます 

【福祉、高齢者、貧困】 

共に支え合う地域づくりを進めるとともに、高齢者の集いの場や活躍の場づくりに取り組みます。 

 

【重点的な取組】 

(地域ネットワークの充実) 

○人と人の支え合いのネットワークを充実させ、様々な悩みや不安に対して包括的に支援できる、

誰もが暮らしやすいと感じるまちづくりに取り組みます。 

(高齢者の社会参加支援) 

○退職後の活動の場やひとり暮らし高齢者の集いの場づくりに取り組むとともに、高齢者が社会に

参加し活躍することで、笑顔があふれるまちづくりを進めます。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・地域ネットワークの充実 ・高齢者の社会参加支援 

 

・地域ネットワークの充実 ・地域ネットワークの充実 

  

中央区の目指す姿・取組目標Ⅱ 

 自分らしく、いきいきと暮らしている  
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■ 取組の方向Ⅱ－２ 多様な人々が自分らしく活躍できるよう取り組みます 

【人権・男女、障害者、国際化】 

ユニバーサルデザインが浸透し、障害等への理解や人権教育・人権啓発、多文化共生が進んだ、誰

もが自分らしく活躍できる社会づくりに取り組みます。 

 

【重点的な取組】 

(人権の尊重と男女共同参画社会の実現) 

○性別にかかわらず、誰もが個性と能力を十分に発揮することができるとともに、地域で女性が活躍

できる環境の充実に取り組みます。 

(バリアフリー環境の充実) 

○誰もがいきいきと暮らせる、バリアフリー環境が充実した福祉のまちづくりに取り組みます。 

(多文化共生の推進) 

◎異なる文化や習慣を理解し、お互いを地域の仲間として尊重し合うことで、外国人も地域づくりに

参画するまちづくりに取り組みます。 

 

※◎は区役所が中心となって行う取組  

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・人権の尊重と男女共同参画社会の実現

 

・バリアフリー環境の充実 

・多文化共生の推進 

 

・バリアフリー環境の充実  

 

■ 取組の方向Ⅱ－３ 健康長寿に取り組みます【健康、医療】 

 健康に対する意識を高め、自ら行動する、区民主体の健康づくりを推進します。 

また、超高齢社会にあっても、区民が住み慣れた地域で安心して生活できるための地域医療体制

の充実に取り組みます。 

 

【重点的な取組】 

(健康増進活動の推進) 

○区民の健康に対する意識を高め、地域の健康増進活動を活性化し、長寿を楽しめるまちづくりに取

り組みます。 

(安心できる医療体制の充実) 

○自らの健康について日常的に相談できる「かかりつけ医」等を持ち、区民が安心して暮らせるまち

づくりに取り組みます。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・健康増進活動の推進 

・安心できる医療体制の充実 
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■ 取組の方向Ⅲ－１ 一人ひとりが災害に備えるよう取り組みます【防災】 

 いつ、どこで起こるかわからない災害に備えるため、区民一人ひとりが自身の安全を確保する「自

助」のための具体的な行動ができるよう取り組みます。 

また、「自助」とともに、地域コミュニティや災害ボランティアなどによる「共助」、行政による

「公助」のバランスが取れた防災対策を推進することで、被害を最小限に抑える「災害に強いまち

づくり」に取り組みます。 

 

【重点的な取組】 

(地域防災力の向上) 

◎大規模災害に備え、自助・共助の取組の重要性など区民の防災意識を高めるとともに、自主防災

組織の活動に対する支援等により、地域防災力の向上を図ります。 
 
※◎は区役所が中心となって行う取組  

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・地域防災力の向上 ・地域防災力の向上 

 

・地域防災力の向上 

 

 

 

  

中央区の目指す姿・取組目標Ⅲ 

 安全・安心をみんなで創っている  
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■ 取組の方向Ⅲ－２ 事故や犯罪ゼロを目標に取り組みます 

【交通安全、防犯、空き家】 

 地域や関係団体、警察と区役所の相互の連携を強化し、地域における子どもや高齢者などに対す

る啓発活動を推進し、区民自身の「自分たちの安全は自分たちで守る」という意識の向上を図りま

す。 

また、今後も増えていく空き家の適正管理や利活用に向けた取組を進めます。 

 

【重点的な取組】 

(交通事故防止対策の推進) 

◎交通ルールや事故防止のための具体的な対策の周知など区民の意識を高めるための啓発活動や、

家庭や地域などでの交通安全教育の充実に取り組みます。 
(犯罪の未然防止) 

◎地域や警察と区役所との連携により、自転車の盗難や振り込め詐欺等の犯罪を未然に防ぐための

取組を行います。 
(空き家の適正な対策) 

◎空家等の適正管理への関心を高めるための意識啓発とともに、空き家の利活用について地域と連

携し、協働して取り組みます。 
 
※◎は区役所が中心となって行う取組 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・交通事故防止対策の推進 ・空き家の適正な対策 

 

・犯罪の未然防止 ・空き家の適正な対策 
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■ 取組の方向Ⅳ－１ 人が集い、にぎわいがあふれるよう取り組みます 

【商業、観光、農業】 

圏央道、リニア中央新幹線など充実した交通環境の強みを生かし、商業振興による市街地のにぎ

わい創出や、区の魅力の発信によって区内外から人が集う、にぎわいがあふれるまちづくりに取り

組みます。 

また、区民が中央区の農業を身近に感じ、地場農産物を味わうことができる機会の創出に向けた

取組を行います。 

 

【重点的な取組】 

(商業振興によるにぎわいづくり) 

◎地域性を生かした商店街などの活性化や地域との連携により、人が集まり、にぎわいあるまちづ

くりに取り組みます。 

(観光資源などを活用した魅力の発信) 

○観光に資する施設や身近な自然環境などの地域資源を活用し、圏央道をはじめとした交通環境の

良さを含めた区の魅力を区内外へ情報発信します。 

(農業を身近に感じられるまちづくり) 

○地産地消の推進等により都市農業の振興を図ることで、区民が農業を身近に感じられるまちづく

りに取り組みます。 

 

※◎は区役所が中心となって行う取組 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・農業を身近に感じられるまちづくり 
・商業振興によるにぎわいづくり 

・観光資源などを活用した魅力の発信 

 

・農業を身近に感じられるまちづくり ・商業振興によるにぎわいづくり 

  

中央区の目指す姿・取組目標Ⅳ 

 魅力と活力にあふれ、にぎわっている  



128 

■ 取組の方向Ⅳ－２ 暮らしやすさが未来へつながるよう取り組みます 

【基地返還、拠点形成、道路、交通】 

 相模総合補給廠の早期全面返還及び米軍機による騒音の解消への働きかけを継続しながら、相模

総合補給廠一部返還地における新たなまちづくり、小田急多摩線の延伸計画に加え、隣接する橋本

地区へのリニア中央新幹線の駅設置予定等を見据えたまちづくりなどにより、未来につながるまち

づくりを進めます。また、交通環境のバリアフリー化やコミュニティバスの維持・確保などによる

利便性の向上により、暮らしやすいまちづくりを推進します。 

 

【重点的な取組】 

(相模総合補給廠の早期返還) 

○区民と行政が一体となり、相模総合補給廠の早期全面返還及び米軍機による騒音の解消に向

けて取り組みます。 

(相模原駅周辺地区におけるにぎわいの拠点づくり) 

○暫定的な活用も含めた相模総合補給廠の一部返還地をはじめ、小田急多摩線の延伸や隣接す

る橋本地区へのリニア中央新幹線の駅設置予定を見据えたまちづくり等により、にぎわいの

拠点づくりを進めます。 

(道路環境の向上) 

○自転車通行環境の整備や道路の拡幅整備、バリアフリー化の推進など、道路環境の向上に取

り組みます。 

(地域公共交通網の構築) 

○小田急多摩線延伸の促進、コミュニティバスの維持・確保など、地域公共交通網の構築を利

便性に配慮しながら進めます。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・道路環境の向上 
・相模原駅周辺地区におけるにぎわいの

拠点づくり 

 

・相模総合補給廠の早期返還 

・相模原駅周辺地区におけるにぎわいの

拠点づくり 

・道路環境の向上 

・地域公共交通網の構築 
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■ 取組の方向Ⅳ－３ 誰もが桜やＪＡＸＡ、大学など地域の魅力を語れるよう取り組みます 

【文化、スポーツ、国際化】 

 区民が桜や宇宙航空研究開発機構(ＪＡＸＡ)、大学などの地域の魅力に触れて、実感することで、

シビックプライドを醸成し、その魅力を区民一人ひとりが広く発信できるような取組を行います。

また、こうした中央区の魅力を積極的に発信することにより人々が集い、様々な出会いと交流が生

まれ、新たな魅力を生み、多様な人々が参画するまちづくりを推進します。 

 

【重点的な取組】 

(文化が薫り、誇りを持てるまちづくり) 

○区民一人ひとりが地域文化の担い手となり、地域文化の継承と発展・創造に取り組むことで、魅

力を感じ、誇りを持てるまちづくりを進めます。 

(スポーツを楽しめる環境づくり) 

○スポーツ活動の支援、スポーツ施設の整備等により生涯を通じてスポーツを気軽に楽しめる環境

をつくり、スポーツを通した人々の交流の場の創出に取り組みます。 

(多文化共生の推進)※再掲 

◎異なる文化や習慣を理解し、お互いを地域の仲間として尊重し合うことで、外国人も地域づくり

に参画するまちづくりに取り組みます。 

 

※◎は区役所が中心となって行う取組 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・文化が薫り、誇りを持てるまちづくり

・スポーツを楽しめる環境づくり 
・文化が薫り、誇りを持てるまちづくり 

 

・スポーツを楽しめる環境づくり 

・多文化共生の推進 
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■ 取組の方向Ⅴ－１ 生物多様性を保全し、都市の自然がつながるよう取り組みます 

【環境保全、都市緑化、生物多様性】 

身近な水やみどりに親しみ、その大切さを知ることで、生物多様性を保全し、都市の自然を将来へ

と引き継げるよう取り組みます。 

 

【重点的な取組】 

(都市の自然を次世代につなげるまちづくり) 

○水辺環境や緑地など身近な都市の自然を守り育て、次世代へつなげるよう取り組みます。 
(生物多様性に配慮したまちづくり) 

○生物多様性が保たれた、自然豊かなまちづくりに取り組みます。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・都市の自然を次世代につなげるまちづ

くり 

・都市の自然を次世代につなげるまちづ

くり 

・生物多様性に配慮したまちづくり 

 
  

中央区の目指す姿・取組目標Ⅴ 

 豊かな環境をつくり、次世代へつないでいる  
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■ 取組の方向Ⅴ－２ 環境に配慮したライフスタイルへの転換に取り組みます 

【温暖化・廃棄物】 

区民一人ひとりが、省エネルギーや４Ｒなど環境に配慮したライフスタイルに転換できるよう

取り組みます。 
また、循環型社会・低炭素社会への移行に向けた仕組みづくりに取り組みます。 

 

【重点的な取組】 

(環境に対する意識の向上) 

◎環境意識を高め、環境に配慮したライフスタイルに転換するための環境学習事業や啓発活動に取

り組みます。 
(資源循環型の社会の推進) 

◎無駄をなくし、ごみ出しルールを守るなど、４Ｒを意識して、資源が循環するまちづくりに取り

組みます。 
 

※◎は区役所が中心となって行う取組 

施策の取組とＳＤＧｓの関連 

 

・環境に対する意識の向上 ・環境に対する意識の向上 

 

・環境に対する意識の向上 

・資源循環型の社会の推進 
・資源循環型の社会の推進 
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■ 取組の方向Ⅵ－１ 全ての区民が連携・協働できるよう取り組みます 

【参加・協働、区政(分権)】 

 区民一人ひとりが地域活動に取り組みたくなるような環境をつくります。区民と行政が連携し、

それぞれの強みを最大限に生かし、あらゆる世代が暮らしやすく、区の特性を生かした魅力的なま

ちづくりを推進します。 

 

【重点的な取組】 

(多様な人々によるまちづくり) 

◎区民一人ひとりが、それぞれの地域で活躍し、多様な力を生かして、あらゆる世代の人々ととも

にまちづくりを進められるよう支援します。 
(区役所の果たすべき役割の強化) 

◎区民を主体としたまちづくりを支援し、地域と行政の連携によるまちづくりに取り組みます。区

役所がより一層役割を果たしていくため、区役所としての機能を高めます。 
 
※◎は区役所が中心となって行う取組 

施策の取組とＳＤＧｓの関連 

 

・多様な人々によるまちづくり 
・多様な人々によるまちづくり 

・区役所の果たすべき役割の強化 

 

・多様な人々によるまちづくり 

・区役所の果たすべき役割の強化 

・多様な人々によるまちづくり 

・区役所の果たすべき役割の強化 

 
  

中央区の目指す姿・取組目標Ⅵ 

 わたしも、あなたも、誰もが輝いている  
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■ 取組の方向Ⅵ－２ 新しい発想を活かし、持続可能なまちづくりに取り組みます 

【行政サービス、広聴広報、公共施設マネジメント】 

社会を取り巻く環境の変化に対応した、これまでとは違う新しい発想により、限られた資源、財源

を効果的に活用した持続可能なまちづくりを推進します。 

 

【重点的な取組】 

(住民サービスの向上) 

◎複雑化・多様化する市民ニーズや地域が抱える課題に対応できる新しい発想を生かした行政サー

ビスの提供に取り組みます。 
(区民意見の聴取と情報発信) 

◎区民に身近な区役所として、地域の声を市政・区政へ反映することに努めるとともに、地域の魅

力や取組について、広く区内外に積極的に発信します。 
(公共施設を最適な状態で維持管理していくための検討) 

○社会の変化などにより、機能や配置の見直しを検討すべき公共施設については、より質の高いサ

ービスを提供していくための方策を検討するとともに、その課題の解決を図ります。 
 
※◎は区役所が中心となって行う取組 

施策の取組とＳＤＧｓの関連 

 

・公共施設を最適な状態で維持管理して

いくための検討 
・区民意見の聴取と情報発信 

 

・住民サービスの向上 
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   南区基本計画 
 

第 1 章 南区の概況 

１ 南区の概況 

南区は、大野中・大野南・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林の７つの地区で構成され、大規模な

商業地が形成されているとともに、公園や緑地など憩いの場が充実した地域で、面積は３８．１１

平方キロメートル、市域の約１１．６％の面積を占めています。人口は２７９，２９６人(平成３１

(２０１９)年１月１日現在)で、３区の中で最も人口の多い区となっています。 

本市の南の玄関口である相模大野駅周辺には、大規模小売店舗、文化・文教施設などが立地してお

り、市を代表する商業・業務地域が形成されています。そのほか、古淵駅周辺、小田急相模原駅周

辺、東林間駅周辺は商業地としてそれぞれの地区の拠点機能を担っています。 

また、区中央部には、木もれびの森や県立相模原公園、相模原麻溝公園などのまとまったみどり

が、区南西部には、相模川沿いの田園地帯などがあり、豊かな自然も広がっています。 

一方、市内に３箇所ある米軍基地のうち、キャンプ座間(全体面積：２２９．２ヘクタール、うち

相模原市域分：１７２．５ヘクタール)と相模原住宅地区(５９．３ヘクタール)の２箇所が区の南部、

小田急小田原線沿線の市街地の周辺に位置していることから、計画的なまちづくりを進めていく上

で大きな障害となっています。 

今後は、圏央道相模原愛川インターチェンジの利便性を生かした新たな都市づくりに向けて、周

辺の地区における土地区画整理事業や区の主要幹線道路である県道５２号(相模原町田)の拡幅整備

などが進められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緑区 中央区 
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第２章 南区の現状と課題 

１ 子育て・教育 

南区は、保育所等利用保留児童数・待機児童数が市内で最も多く、保育所の新設、認定保育室の認

可化、小規模保育事業の整備などが必要となっています。   

また、子育て支援のための施設などの充実を図り、地域で安心して子育てができるような子育て

支援体制の整備や安心して子どもが遊ぶことができる環境の整備が求められています。 

南区には小学校２５校、中学校１４校、高等学校６校、中等教育学校１校、特別支援学校１校のほ

か、北里大学、相模女子大学、女子美術大学といった特色を持った私立大学や専門学校が立地して

います。 

学校での教育のほかにも、子どもの地域活動への参画による地域の伝統行事などの学習機会の充

実や、地域住民による小学校の登下校の見守りなど、地域みんなで子どもを“共育”(共に育てる)す

る環境づくりが求められています。 

生涯学習については、各公民館で多くの活動を行っていますが、区民の多様な学習ニーズを捉え

た事業の実施やその情報発信に取り組む必要があります。 

 

２ 健康・医療・福祉 

南区は、平成２７年(２０１５年)時点で大野中・新磯・相模台・相武台・東林地区において、高齢

化率が市の平均２４．０％(「２０１５年国勢調査に基づく相模原市の将来人口推計」より)を上回

っており、さらに令和４７(２０６５)年には南区の高齢化率は４０．３％まで上昇すると推計され

ています。こうしたことから南区では、若い頃からの健康教育、高齢者の生きがいづくり、介護予防

などの相談支援体制の充実や地域全体で高齢者を見守り支え合うネットワークづくりが求められて

います。 

また、高齢化が進むことにより、公共交通以外に移動手段がない方が増加するため、生活交通の環

境整備に取り組む必要があります。 

医療面では、北里大学病院や独立行政法人国立病院機構相模原病院などの大きな病院があり、医

療施設の数も市内で最も多い区であることから、区民に安心感を与えていますが、今後は、かかり

つけ医から救急医療機関までの医療機関相互の連携や休日及び夜間における充実した救急医療体制

の確保が求められています。 

 

３ 安全・安心・防災・住環境 

南区は、県内の他の地域に比べて自転車事故の発生件数が多く、平成２３(２０１１)年度以来、

自転車交通事故多発地域(神奈川県交通安全対策協議会指定)に指定されています。通勤通学の際の

自転車利用者が非常に多いことから、自転車利用環境の整備や、自転車利用者のマナーの向上、事

故・盗難の防止に向け、更に重点的に取り組む必要があります。 
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消費者を取り巻く現状は、高齢者を対象とした振り込め詐欺や消費者トラブルによる被害が増加

しており、今後、一層の対策が必要です。 

災害対策では、東日本大震災や熊本地震の教訓を踏まえ、自主防災組織の活動内容の充実など、地

域による防災力の更なる強化が求められています。また、近年、本市でも台風や豪雨による被害が

発生していることから、浸水対策を進める必要があります。あわせて、年々増加傾向にあるひとり

暮らしの高齢者や、避難行動の際に支援を要する障害のある人や子どもに対し、災害時に支援でき

る体制づくりが必要です。 

住環境では、地域における人口減少や少子高齢化、核家族化などを背景に、管理不全となる空き家

が年々増加しています。 

南区では、空き家の適切な管理がなされず、防犯・防災、衛生、景観などについて、区民の生活環

境に影響を及ぼしていることが問題となり、相談件数も年々増加傾向にあります。 

 

４ 道路・公共交通 

南区の北東部のＪＲ横浜線、国道１６号、南西部のＪＲ相模線、圏央道、南東部の小田急小田原線

と小田急江ノ島線、中央部の県道５１号(町田厚木)や県道５０７号(相武台相模原)、県道５２号(相

模原町田)が、それぞれ区の交通の骨格を成しています。 

鉄道の利用により、都心部や横浜などへの移動には便利ですが、自動車やバスでの区内移動にお

いては、渋滞や狭あい道路が多いことで、通行に支障があり、バス路線網の構築や交通不便地区に

おける生活交通の確保などの課題があります。 

現在、新しい拠点などの開発動向を踏まえて、県道５２号(相模原町田)の拡幅整備や幹線快速バ

スシステムの導入に向けた取組が進められています。  

 

５ 産業・商業・観光 

平成２７(２０１５)年の国勢調査によると、南区における就業者数は約１２．３万人で、市全体

の３７．９％を占めています。産業別の就業比率としては、第３次産業が最も多く７３．０％を占

め、他の２区よりも第３次産業の就業比率が明らかに高くなっています。 

若い世代の定住・定着を促進するためには、雇用の創出が一つの手段となるため、地域の商業・産

業の活性化により、雇用の創出や昼間人口の増加を目指す必要があります。 

工業については、麻溝台地区や大野台地区に工業団地や工業地が所在しており、良好な操業環境

の維持・向上が求められています。 

商業については、相模大野駅周辺では、大規模小売店舗、文化施設などが立地する本市を代表する

一大商業・業務地が形成されていますが、大手百貨店の閉店など、魅力ある商業地形成に関する課

題が生じています。 

また、国道１６号沿道には、大規模小売店舗を含む商業・業務機能が集積されるとともに、大野中

地区・相模台地区・東林地区には地区中心商業地が形成され、多くの地元住民によりにぎわってい

ます。 
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しかしながら、商店街の空き店舗の増加や、区民の３割の人が買回り品の購入先として東京都町

田市を選んでいるという現状もあり、個性と魅力ある商店街、地域住民のニーズにあった店舗づく

りや地産地消の取組が求められています。 

観光では、本市の６大観光行事であり、江戸時代からの伝統行事である「相模の大凧まつり」をは

じめ、「東林間サマーわぁ！ニバル」や「相模原よさこいＲＡＮＢＵ！」など、市外からも来場者が

訪れる、にぎわいあふれるイベントが開催されており、今後は、スポーツ観戦や国指定史跡勝坂遺

跡などの文化、歴史的資源を活用した観光振興や、観光客が増加し、地域の活性化につながる仕組

みづくりが求められています。 

 

６ 基地 

南区の南部には、米軍基地が２箇所あります。ヘリコプターなどの騒音が生活の支障となること

や計画的なまちづくりを進めていく上で大きな障害となっていることから、基地の早期返還に向け

て国や米軍への要請を行うなどの取組が必要となっています。 

 

７ 環境 

市街地に隣接する木もれびの森は、コナラ、クヌギなどの雑木林が連なり、相模野の面影が残る緑

地で、四季折々の自然を満喫できる散策路や芝生広場があります。また、クレマチスやアジサイが

美しい相模原麻溝公園やフランス式庭園・大温室・芝生広場などからなる県立相模原公園など、豊

かなみどりが広がっています。 

区の南西部を流れる相模川は、その豊かで清らかな流れにより、釣りなどのレジャーの場として

にぎわうとともに、「相模川芝ざくらまつり」の会場となるほか、川沿いには、豊かな田園地帯が広

がっています。また、区の北東部を流れる境川の斜面緑地では、貴重な植物が生育するなど、南区で

は豊かな水とみどりが守られています。 

今後は、これらの豊かな自然を南区のオアシスとして守り育て、多くの区民が訪れる場所となる

ような取組が求められています。 

また、ごみの問題について、不法投棄やごみ出しのマナー違反が散見されることから、ごみと資源

の分別ルールの理解など、区民の環境に関する意識を育む必要があります。 
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８ 地域コミュニティ・協働 

協働のまちづくりを行う上で、自治会の存在は欠かせませんが、加入率は年々減少傾向にあり、南

区では平成３１(２０１９)年度には５５．８％となっています。区内では相武台地区が最も加入率

が高く、６６．５％となっています。一方、小田急線沿線で新興住宅地やマンションなどの多い大野

南地区や東林地区の加入率が低くなっています。相模大野駅や東林間駅周辺は賃貸型の集合住宅が

多いことから、加入促進に向けた一層の取組が必要です。 

また、多くの地域活動の担い手は高齢者が中心であり、働く世代・子育て世代や若い世代のまちづ

くりへの参画が少ない傾向が見られるため、地域コミュニティの希薄化への対応、地域活動の活性

化や伝統・文化などの継承に課題があります。 

 

９ 区制・行政サービス 

相模大野駅周辺は、南区役所を置く南区合同庁舎、南保健福祉センターのほか、相模原県税事務所

や相模原南水道営業所が置かれる県高相合同庁舎が所在するなど南区における行政サービスの拠点

となっており、また、区内７地区には、それぞれまちづくりセンターを設置し、地域におけるまちづ

くりの拠点や行政サービスの窓口となっています。 

南区の公共施設の中には、南区合同庁舎など建設から長期間が経過する施設や閉鎖した東清掃事

業所など利用していない施設があり、計画的な改修・更新や跡地の有効活用など、公共施設マネジ

メントの取組を推進していく必要があります。 

市は、これまでに商業振興や観光振興などの業務の一部を区役所に移管し、区役所の機能を強化

してきましたが、区民ニーズの多様化に伴い、これまで以上に来庁者の個人情報やプライバシーへ

の配慮をしながら、区民ニーズに的確に対応した行政サービスを提供することが求められています。 
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第３章 南区の目指す姿・取組目標  

 

南区の特色や現状と課題を踏まえて、これから区民と共に創る南区の目指す姿を次のとおり定め

ます。  

  

 

 

 

 

 

○ 湧きおこる７つの風・・・・・    〇 響きあう南区・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指す姿として、区民一人ひとりが住み続けたい、活動し続けたいと思えるような、魅力があふ

れ、愛着と誇りを持てる「まち」として、成長していく様を表しています。 

  

 

目指す姿の実現のため、６つの取組目標を定め、区のまちづくりを進めます。 

 

 

  

 

Ⅰ 健やかに成長し学ぶことができるまちをつくります 

Ⅱ いつまでも健康でお互いが支え合うまちをつくります 

Ⅲ 誰もが安心して暮らせるまちをつくります 

Ⅳ 交流と魅力あふれるにぎわいのあるまちをつくります 

Ⅴ 環境を守り育てるまちをつくります 

Ⅵ 区民がいきいきと活躍する協働のまちをつくります 

湧
わ

きおこる 7 つの風 響きあう南区 

～愛着と誇りを持って、区民が躍動するまちを目指して～ 

南区の目指す姿 

南区には、歴史や特色を持った７つの地区(大

野中、大野南、麻溝、新磯、相模台、相武台、東

林)があります。そして、それぞれの地区から自

発的に生まれる魅力ある地域づくりのための

様々な取組(ムーブメント※)を表しています。 

    

※ ムーブメントには、 

・情報発信 ・支え合う地域づくり    

・あらゆる世代の区民意見の反映 

・地域からの発想 ・大学との連携     

・都市機能の充実 ・南区の魅力づくり   

などがあります。 

 

これからのまちづくりで大切にしたいこと、

それは、あらゆる世代の人と人、地域と地域、自

治会とＮＰＯ、区民と行政・・・こうした様々な

響きあい※です。 

 

 

※ 響きあうとは、 

様々な人々や団体が、お互いに交流し、尊

重し合い、そして協力しあって、まちづく

りを進めることをいいます。 

 

取 組 目 標 
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第４章 取組の方向 

 

 

■ 取組の方向Ⅰ－１ 安心して子育てができる優しいまちづくり  

(子育て家庭の支援) 

○子育て情報の提供や子育て世代が集える場所の確保や支援、関係機関と連携した保育所や児童クラ

ブの待機児童の解消に向けた環境の整備などの充実を図ります。 

○子育ての不安を解消するために気軽に相談や情報交換をすることができる場の充実を図ります。 

○子育て支援の場を広めていくため、子育て支援に携わる人への研修や情報提供、相互の交流・連携

の機会の創出を図ります。 

(子どもの居場所・遊び場づくり) 

○子どもが健やかに成長するために、地域と連携して、安心して過ごせる居場所や子どもの遊び場の

充実を図ります。 

(学習機会・環境の充実) 

○子どもの学力・体力の向上と併せて、地域人材を活用して、子どもが地域の文化や魅力などを学ぶ

機会の充実を図ります。 

○子どもが家庭環境や経済状況などに左右されることなく学習ができる環境づくりを進めます。 

(共育環境づくり) 

○地域みんなで子どもを“共育”(共に育てる)する環境づくりを進めます。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・子育て家庭の支援 

・学習機会・環境の充実 

・子育て家庭の支援 

・子どもの居場所・遊び場づくり 

 

・学習機会・環境の充実 

・共育環境づくり 
・子育て家庭の支援 

 

・学習機会・環境の充実 ・共育環境づくり 

  

 

 

 

 

  

取組目標Ⅰ 

 健やかに成長し学ぶことができるまちをつくります  
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■ 取組の方向Ⅰ－２ 学びの機会が充実したまちづくり  

(生涯学習・社会教育の振興) 

○区民の学びたい意欲や興味に応じた情報と、学ぶ機会や場を提供します。また、学習した成果を地

域などの社会参加活動に役立てることができるよう支援を行います。 

(公民館活動の推進) 

○区民が主体的に公民館運営に取り組み、地域課題などの解決を目指した学習活動を行うため、公民

館における各種学級や講座などの事業を実施します。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・生涯学習・社会教育の振興 

・公民館活動の推進 

・生涯学習・社会教育の振興 

・公民館活動の推進 

 

・生涯学習・社会教育の振興 

・公民館活動の推進 
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■ 取組の方向Ⅱ－１ 誰もがいきいきと暮らせるまちづくり 

(高齢者の地域活動への参画促進) 

○高齢者の貴重な経験や知識を魅力ある地域づくりに生かせるよう、地域活動の機会や活動に関する

情報の提供と参加しやすい環境づくりに取り組みます。 

(高齢者の活動の支援) 

○高齢者の自立支援のため、生きがいや健康づくりに関する活動を支援するとともに、気軽に集え、

世代間交流や仲間づくりなどができる場づくりと相談支援の充実に取り組みます。 

(障害のある人の社会参加の支援) 

○障害などに関する理解促進に取り組むとともに、障害のある人の社会参加を図るため、区内イベン

トなどを通じて、障害福祉サービス事業所などを紹介することや、障害のある人が地域活動に参加

する機会を増やします。 

(地域ネットワークの構築) 

○民生委員・児童委員や地域包括支援センター、社会福祉協議会、自治会、ボランティア団体などと

連携した地域ネットワークの構築や、高齢者など支援が必要な方を地域で見守る体制の充実に取り

組みます。 

(多文化共生・交流の推進) 

○国籍を問わず地域住民が互いに文化や習慣を尊重し、交流を深めるよう取り組むとともに、多言語

での情報提供を行い、誰もが住みやすい環境づくりを進めます。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・高齢者の活動の支援 

・地域ネットワークの構築 
・障害のある人の社会参加の支援 

 

・障害のある人の社会参加の支援 
・高齢者の地域活動への参画促進 

・多文化共生・交流の推進 

 

・障害のある人の社会参加の支援 

・地域ネットワークの構築 

・高齢者の地域活動への参画促進 

・高齢者の活動の支援 

・地域ネットワークの構築 

   

  

取組目標Ⅱ 

 いつまでも健康でお互いが支え合うまちをつくります 
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■ 取組の方向Ⅱ－２ 健やかに暮らせるまちづくり 

(健康増進活動の充実) 

○生活習慣病予防などのために、若い頃からの健康教育、健康づくりのための情報や場の提供及び各

種事業の充実に取り組みます。 

(医療体制の充実) 

○医療関係機関と連携して、休日及び夜間における救急医療体制の確保を図ります。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・健康増進活動の充実 

・医療体制の充実 
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■ 取組の方向Ⅲ－１ 安全・安心なまちづくり 

(地域一体となった安全・安心の取組の推進) 

○青色防犯パトロールカーによる啓発活動や通学路の見守りなど、地域・学校・関係機関・警察・区

役所が連携を密にして地域の安全・安心の活動に取り組みます。 

(消費者被害の防止) 

○区民・関係機関・警察・区役所が連携して、高齢者が振り込め詐欺や悪質商法などの被害に遭わな

いよう、啓発活動に取り組みます。 

(快適な生活環境の保全) 

○防犯・防災、衛生、景観などの上で問題となっている空き家問題の解消に向けた取組を行います。 

○落書き防止や路上喫煙防止に関するキャンペーンなど啓発活動に取り組みます。 

(警察機能の充実の要望) 

○区民が安心して日常生活が送れるように相模原南警察署の利便性向上や交番の増設など、警察機能

の充実を関係機関に要望します。 

(犯罪防止の取組の推進) 

○ＬＥＤ防犯灯の整備や維持管理などを行い、犯罪の防止を図ります。 
○警察・関係団体・地域団体と連携を図り、多様化する犯罪に関する情報共有や、防犯活動の推進に

より、区民の防犯意識を高めます。 

(自転車安全対策の推進) 

○神奈川県交通安全対策協議会による自転車交通事故多発地域としての指定の解除を目指し、自転車

道などの整備や交通安全教育など、自転車マナーの向上に取り組み、安全な自転車利用の促進を図

ります。 

  

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・快適な生活環境の保全 

・犯罪防止の取組の推進 

・自転車安全対策の推進 

・消費者被害の防止 

 

・地域一体となった安全・安心の取組の推

進 

・犯罪防止の取組の推進 

 

 

 

 

  

取組目標Ⅲ 

 誰もが安心して暮らせるまちをつくります 
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■ 取組の方向Ⅲ－２ 災害に強いまちづくり 

(地域の防災組織の活動支援) 

○自主防災組織や避難所運営協議会の活動支援や研修の機会づくりなど、災害時に地域の力が発揮

できるよう、区の防災機能の一層の強化に取り組みます。 

(災害時要援護者の支援) 

○障害者・高齢者・乳幼児・外国人など、災害時要援護者避難の支援体制の充実を図ります。 

(災害対応能力の向上) 

○区役所・公民館・学校・関係機関・区民・企業などが、それぞれの施設・設備・体制の強化や

水・食料・資機材の備蓄などを行うことで、大規模な災害への対応能力の向上を図ります。 

(防災意識の向上) 

○災害時の地域の危険箇所や避難場所などについて、地域防災マップなどを活用し、広く区民に周

知し、防災意識の向上を図ります。 

(浸水被害の防止) 

○浸水被害の軽減・解消を図るため、雨水管を整備するとともに、河川改修などを促進します。 

(在日米陸軍との連携) 

○在日米陸軍と連携を図ることにより、避難場所の機能の確保や地域住民との合同避難訓練の実施

など、災害や大事故に備えた取組を進めます。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・災害対応能力の向上 

・防災意識の向上 

・災害対応能力の向上 

・防災意識の向上 

・浸水被害の防止 

 

・地域の防災組織の活動支援 

・災害時要援護者の支援 
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■ 取組の方向Ⅳ－１ 都市機能が充実したまちづくり 
(新たな拠点の整備推進) 

○産業・みどり・文化・生活などが融合した都市の拠点として、圏央道相模原愛川インターチェンジ

周辺の地区などにおける新たな拠点の整備を推進します。 

(魅力ある商業地づくり) 

○本市の南の玄関口である相模大野駅周辺や地区中心商業地が、区民をはじめ多くの人が訪れ、出会

いやふれあい、活動の場として魅力に満ちたまちになるよう、多様な都市機能の集積や既存ストッ

クの活用のほか、様々な交通手段の相互の結節性・利便性の向上などの取組を推進します。 

(商工業の振興) 

○圏央道相模原愛川インターチェンジなどの交通利便性を生かした企業誘致の推進や、地域の商工業

の活性化を進め、雇用の場の創出を図ります。 

(幹線道路の整備推進) 

○区内の道路渋滞の解消を図るとともに周辺都市との交流・連携を支えるため、県道４６号(相模原

茅ヶ崎)、県道５１号(町田厚木)、県道５２号(相模原町田)や都市計画道路の整備を推進します。 

(生活道路の整備推進) 

○生活に密着した道路などを安全で快適に利用できるよう、道路や交通安全施設の整備、維持・管理

を推進します。 

(公共交通の利用促進) 

○区民の日常を支えるバス路線網の構築やＪＲ相模線の複線化などを促進し、公共交通の利用促進を

図ります。 

(生活交通の確保) 

○区内の交通の利便性向上や道路混雑緩和による環境負荷の軽減を図るため、路線バスの定時性や速

達性の確保に取り組みます。 

○高齢者などの公共交通以外に移動手段がない方が買い物や病院に不便がなく移動できるように、生

活交通の維持・確保に取り組みます。 

(基地の早期返還) 

○基地の早期返還や米軍機の騒音などの解決に向けて、国及び米軍に対して要請に努めます。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・公共交通の利用促進 

・生活交通の確保 

・新たな拠点の整備推進 

・魅力ある商業地づくり 

・商工業の振興 

 

・新たな拠点の整備推進 

・商工業の振興 

・新たな拠点の整備推進 

・魅力ある商業地づくり 

・幹線道路の整備推進 

・生活道路の整備推進 

・生活交通の確保 

・基地の早期返還 

 

  

取組目標Ⅳ 

 交流と魅力あふれるにぎわいのあるまちをつくります 
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■ 取組の方向Ⅳ－２ 活力あふれるまちづくり 
(魅力ある商店街づくり) 

○商店街のにぎわいづくりを促進するとともに、地域コミュニティの担い手となるような魅力ある商

店街をつくります。 

(スポーツの推進) 

○相模原市ホームタウンチーム(ノジマ相模原ライズ・三菱重工相模原ダイナボアーズ・ＳＣ相模原・

ノジマステラ神奈川相模原)との連携や効果的な情報発信などにより、区民がスポーツに親しむ機

会を提供します。 

(文化芸術の振興・歴史文化の伝承) 

○区民の多彩な文化芸術活動の促進や多様な文化に触れることのできる機会の充実を図ります。 

○歴史文化に親しむため、区内の寺社仏閣の由縁や一遍上人の伝承、遺跡などの古きよき魅力などの

情報発信を図ります。 

  

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・スポーツの推進 

・文化芸術の振興・歴史文化の伝承 
・魅力ある商店街づくり 

 

・スポーツの推進 ・魅力ある商店街づくり 

 

・スポーツの推進 
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■ 取組の方向Ⅴ－１ 環境を守り育てるまちづくり 
(区民の憩いの場の創出) 

○木もれびの森や相模川などの豊かな自然が南区の憩いの場となり、区民から愛され、親しまれる場

所となるよう区民との協働による保全・活用の推進に取り組みます。 

○区内の花や自然の名所や見頃などをＰＲし、区民が美しい自然を愛でることができ、心安らげるオ

アシスづくりに取り組みます。 

○区民が集いやすい環境の整備や多目的な利活用などにより、魅力あふれる公園づくりに取り組み 

ます。 

(資源循環型社会の推進) 

○ごみと資源の分別方法・出し方の周知や４Ｒに関する情報発信をするとともに、食べられるのに捨

てられている食品、いわゆる食品ロスの対策を行うなど、ごみの減量化・資源化の推進に取り組み

ます。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・区民の憩いの場の創出 ・区民の憩いの場の創出 

 

・資源循環型社会の推進 
・区民の憩いの場の創出 

・資源循環型社会の推進 

 

・区民の憩いの場の創出 

  

取組目標Ⅴ 

 環境を守り育てるまちをつくります 
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■ 取組の方向Ⅵ－１ コミュニティ豊かなまちづくり 
(地域の担い手の連携) 

○自治会・ＮＰＯ・ボランティア団体・企業・商店会・大学などの多様な主体が連携し、協働して、

まちづくりを行っていける仕組みづくりを進めます。 

(地域の担い手の育成) 

○若い世代や働く世代、子育て世代、シニア世代の地域活動への参加の機会を創出し、地域の担い手

を育成します。 

(地域活動の活性化) 

○地域における区民の活動を活性化させるために、情報や場の提供などのサポート機能を強化します。 

(自治会の活性化) 

○防犯・防災、環境、福祉などの活動において地域コミュニティの中心である自治会の運営を支援す

るとともに、自治会への加入促進に取り組みます。 

(世代間交流の促進と区民の連携) 

○あらゆる世代の区民同士、区民と活動、活動と活動が出会い、交流と対話により信頼関係を築くた

めに、公民館活動や地域活動団体などを通じ、場づくり、機会づくりを進めます。 

(協働によるまちづくりの推進) 

○区民会議やまちづくり会議での話し合いなどを通じて、「地域活性化事業交付金」などを活用し、区

や地域の特性を生かした協働によるまちづくりに積極的に取り組みます。 

(区民意見の反映) 

○若い世代や働く世代、子育て世代、シニア世代など、あらゆる世代の区民の声をまちづくりに生か

します。 

(大学との連携による地域づくり) 

○市民・大学交流センターや相模原・町田大学地域コンソーシアムと連携し、大学の専門性や学生の

活力をまちづくりに生かします。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・地域の担い手の育成 

・地域活動の活性化 

・世代間交流の促進と区民の連携 

・区民意見の反映 

 

・地域の担い手の連携 

・自治会の活性化 

・協働によるまちづくりの推進 

・大学との連携による地域づくり 
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■ 取組の方向Ⅵ－２ 区制を生かしたまちづくり 
(区の魅力づくりと情報発信) 

○区民としての一体感や区への愛着や誇りなどの意識の醸成を図るために、区の魅力づくりと情報発

信を行い、都市ブランド力
りょく

の強化や区民相互の交流促進に取り組みます。 

○区内で開催されるイベントや区の魅力についての情報発信を行い、区外及び市外からの観光客の増

加を図ります。 

(区民サービスの向上) 

○区民が必要とする行政サービスを「早く」・「正しく」・「分かりやすく」提供するとともに、行政サ

ービスの高度化及び区民ニーズの多様化に柔軟に対応し、公平性を持って提供できるように努めま

す。 

(区役所機能の強化) 

○区民の利便性向上と地域ニーズへの的確な対応を図るために区役所の機能をより一層強化し、地域

の特性を生かしたまちづくりに取り組みます。 

取組の方向とＳＤＧｓの関連 

 

・区の魅力づくりと情報発信 

・区民サービスの向上 

・区役所機能の強化 

・区の魅力づくりと情報発信 

・区民サービスの向上 

・区役所機能の強化 

 

 


