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指定都市移行に伴う区制施行後の状況について 

 

指定都市への移行に伴い、身近な行政サービスの充実と、地域の特性を  

生かしたまちづくりを進めるために設置した行政区（緑区、中央区、南区）

における、住民自治や区政運営の状況等について取りまとめた。 

 

１ 区民会議 

○各区のまちづくりの方向性や区内の地域活動を活性化するための方策など

を協議する場として設置した市長の附属機関 

○区内のまちづくり会議から推薦された者、区内の公益的活動を行う団体 

から推薦された者、区内の住民（公募）、学識経験のある者により構成 

○人数は 25人以内で、任期は委嘱の日から２年 

○区民と行政との協働によるまちづくりの指針となる「区ビジョン」について答

申 

 

（１）緑区  

区 分 H22 H23 H24 

開催回数（回）  6 12 5 

延べ出席者（人） 136 190 111 

※H23は、小委員会（４回）の開催回数を含む 

＜主な議題＞ 

・緑区区ビジョンの策定について 

・災害対策と自治会について  など 

 

（２）中央区 

区 分 H22 H23 H24 

開催回数（回） 6 8 6 

延べ出席者（人） 131 166 127 

＜主な議題＞ 

・中央区区ビジョンの策定について 

・中央区らしさの魅力の創出について  など 

 

（３）南区 

区 分 H22 H23 H24 

開催回数（回）  7 12 7 

延べ出席者（人） 154 256 149 

＜主な議題＞ 

・南区区ビジョンの策定について 

・７地区の先進的・重点的取組、重点課題について  など  
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２ まちづくり会議 

○地域のまちづくりの課題に対し、地域住民が自主的に話し合い、解決に向けて

協働して取り組むために、22の地区ごとに設置された会議 

○地区自治会連合会や地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会、公民

館など、各地区で活動している団体等の代表者を中心に構成 

 

（１）緑区（６地区）…各地区５～11回開催 

区 分 H22 H23 H24 

委員総数（人） 150 153 155 

延べ開催回数（回） 35 51 45 

延べ出席者（人） 733 996 908 

＜主な議題＞ 

・地域防災について 

・専門部会の設置について  など 

 

（２）中央区（９地区）…各地区３～11回開催 

区 分 H22 H23 H24 

委員総数（人） 206 206 208 

延べ開催回数（回） 43 56 67 

延べ出席者（人） 741 987 1,178 

＜主な議題＞ 

・地区住民の生活交通を支えるコミュニティバス等の可能性を探る取組に 

ついて 

・あいさつ運動について  など 

 

（３）南区（７地区）…各地区３～10回開催 

区 分 H22 H23 H24 

委員総数（人） 162 163 175 

延べ開催回数（回）  36 46 45 

延べ出席者（人） 633 781 846 

＜主な議題＞ 

・県道５２号の渋滞対策について   

・地域防災について  など 

 

３ 地域政策担当 

地域活動団体の連携の強化や新たな担い手の育成、住民ニーズの把握、まちづ

くりに関する情報発信など、地域の課題解決に向けた取組を地域住民とともに 

進める職員として、各区役所の地域政策課とまちづくりセンターに「地域政策担

当」職員を配置 
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４ 地域活性化事業交付金 

地域の活性化を目的として、幅広い市民の参加と協働により各地区で行われる

自主的な事業に対して交付される交付金 

 

（１）緑区（６地区） 

区 分 H22 H23 H24 

件数（件） 56 46 50 

金額（円） 17,893,000 17,058,367 17,250,000 

＜主な事業＞ 

・青根・道志川水めぐり体験事業 

・相模川流域クリーンハイキングとヤツボ探訪事業 

・津久井湖城山イルミネーション事業  など 

 

（２）中央区（９地区） 

区 分 H22 H23 H24 

件数（件） 46 53 55 

金額（円） 24,424,000 24,638,000 25,318,000 

＜主な事業＞ 

・児童の下校時における付き添いボランティア事業 

・健康ウォーキングで中央地区を知ろう事業 

・高齢者のためのサロンづくり・運営事業  など 

 

（３）南区（７地区） 

区 分 H22 H23 H24 

件数（件） 48 49 48 

金額（円） 15,281,000 15,820,000 15,726,000 

＜主な事業＞ 

・相武台芸術祭 

・大野中！地域力パワーＵＰ事業 

・「あさみぞ探訪マップ」作成事業  など 

 

５ 区の魅力づくり事業 

  区民としての一体感を育み、区への愛着や誇りなどの意識の醸成を図るため、

「区の魅力づくり」に向けた事業を実施 

 

＜各区共通＞ 

各区において、区のシンボルマーク・カラーを制定（平成 23年度） 

 

 



4 

（１）緑区 

＜主な事業＞ 

・緑区イメージキャラクター（ミウル）の制作 

・緑区ショートフィルムフェスティバル 

・緑区がんばるフォーラム  など 

 

（２）中央区 

＜主な事業＞ 

・ＪＡＸＡの協力による宇宙をイメージした案内標識の設置 

・区内の情報発信に向けたフェイスブックページの開設・運用 

・みんなで創る“中央区の歌”プロジェクト（歌詞フレーズ募集）  など 

 

（３）南区 

＜主な事業＞ 

・～わいわいみんなで語ろう～南区区民ミーティングの開催 

（無作為抽出型区民討議会） 

・南区親子ウォークラリー大会の実施 

・南区インフォメーション boxの開設・運営  など 

 

６ 各種届出、証明書交付 

（１）緑区役所（区民課、まちづくりセンター５地区） 

（件） 

区 分 H22 H23 H24 

届出・処理 99,555 94,517 97,521 

証明 207,230 202,860  200,723 

合計 306,785 297,377 298,244 

 

（２）中央区役所（区民課、まちづくりセンター３地区） 

（件） 

区 分 H22 H23 H24 

届出・処理 281,921 269,165 220,817 

証明 416,376 398,284  397,313 

合計 698,297 667,449 618,130 

 

（３）南区役所（区民課、まちづくりセンター６地区） 

（件） 

区 分 H22 H23 H24 

届出・処理 176,038 164,629 169,833 

証明 294,306 280,226  288,774 

合計 470,344 444,855 458,607 



5 

７ 選挙について 

○選挙管理委員会は市及び各区に設置 

○市議会議員選挙と県議会議員選挙は区ごとの選挙区、候補者により実施 

 

（１）選挙管理委員会と選挙人名簿の調製等（市域全体） 

区 分 指定都市移行前 指定都市移行後 

選挙管理委員会 市に設置 市及び各区に設置 

選挙人名簿の調製 全市一括 区ごと 

選挙人名簿の閲覧場所 選挙管理委員会事務局 各区選挙管理委員会事務局 

期日前投票所 市に設置 区ごとに設置 

※委員の人数は、各選挙管理委員会とも定数４人 

 

（２）選挙区の区域と開票区の数 

選挙の種類 

指定都市移行前 

 

 

指定都市移行後 

 

 
選挙区 開票区 選挙区 開票区 

衆議院議員選挙区 

選挙 

（14区） 

市の一部（旧市の一部。 

ただし、16区の区域を 

除く） 

１ 

緑区の一部（16区の区域

を除く）、中央区、南区の

一部（16 区の区域を除

く） 

３ 

衆議院議員選挙区 

選挙 

（16区） 

市の一部 

（旧市の一部(麻溝・新

磯・相模台・相武台の

各出張所所管区域)、津

久井地域） 

２ 

緑区の一部(津久井地域

の各まちづくりセンター

の区域)、南区の一部（麻

溝・新磯・相模台・相武

台の各まちづくりセンタ

ーの区域） 

２ 

参議院議員選挙区 

選挙 
県全域 ２ 県全域 ３ 

市長・知事選挙 市域全域・県全域 

５ 

市域全域・県全域 

３ 市議会議員選挙 

旧市、城山、津久井、 

相模湖、藤野の各選挙

区 緑区、中央区、南区 

県議会議員選挙 市域全域 
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（３）地方選挙の選挙運動期間 

区 分 指定都市移行前 指定都市移行後 

県知事選挙 １７日間 １７日間 

県議会議員選挙  ９日間  ９日間 

市長選挙  ７日間 １４日間 

市議会議員選挙  ７日間  ９日間 

 

（４）選挙の実施状況と投票率（区別内訳・男女平均） 

選挙の種類 緑 区 中央区 南 区 

第２２回参議院議員通常選挙 

（H22.7.11執行） 
54.11％ 52.55％ 55.74％ 

第１７回統一地方 

選挙 

（H23.4.10執行） 

市  長 53.09％ 50.19％ 49.40％ 

市  議 53.07％ 50.18％ 49.40％ 

第４６回衆議院議員総選挙 

（小選挙区） 

（H24.12.16執行） 

14区 16区 14区 14区 16区 

58.13％ 60.48％ 
57.90％ 

62.23％ 57.92％ 

59.09％ 60.71％ 

第２３回参議院議員通常選挙 

（H25.7.21執行） 
53.05％ 51.64％ 55.00％ 

 

（５）投票区とポスター掲示場の数（市域全体） 

区 分 H22 H23 H24 

投票区の数 137 137 137 

ポスター掲示場の数 990 990 989 

 

８ 区役所機能の強化について 

（１）現状  

平成 22年４月の指定都市移行に伴う区制の施行から間もなく４年が経

過するが、この間、各地域では区民会議やまちづくり会議など新たな市

民協働のまちづくりの仕組みを活用し、地域課題の共有やその解決に向

けた取組が拡大してきている。 

こうした中、これまで以上に区民の声に応え、地域のまちづくりをよ

り積極的に支援するため、区民との協働により地域の力を引き出し、地

域の特性を生かしながら施策、事業を推進することが不可欠になってい

る。 
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（２）区役所機能の強化の方向 

本庁、区役所・出先機関、まちづくりセンターによる三層構造により

総合的に行政サービスを提供するという区制移行時の考え方を基本とし

ながら、移行後の現状等を踏まえ、地域で完結する事業や地域の実状に

合わせた事業など地域のまちづくりをさらに積極的に支援するため、次

の機能の強化を図る。 

 

 ア 区民との協働によりまちづくりを推進 

する機能 

商業（商店街振興）、観光（地域活性 

化イベント等）、地域防災※などについ 

て、地域団体等との連携、協働により 

まちづくりを推進することが効果的で 

あるものについて機能強化を図る。 

※ 地域防災については、平成 25年度に先 

行して実施 

 

イ 効果的・効率的に区政を運営する 

機能 

より一層、効果的・効率的に区政を 

運営するため、区役所組織の見直しや 

コンビニエンスストアにおいて住民票 

の写し等を交付する「コンビニ交付」 

の導入などについて調整を進める。 

 

（３）進め方 

平成 26年度 商業、観光などについて区役所の機能とするとともに、組織の

見直しを行う。 

平成 27年度以降 コンビニ交付の導入と、それに伴う窓口体制の見直しや、更な

るまちづくり機能の充実などを図る。 

 


