
１　多様な連携により圏域全体の価値を高め合う交流拠点づくり

Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

施策35　商業・サービス業の振興 【環境経済局】

１　中心市街地の魅力向上

１　橋本駅や相模大野駅周辺などの中心市街地それぞれの特性を生かしたまちづく
　りと連動して、商業者が実施する地域イベント等のソフト事業に対して補助を行
　うなど、中心市街地の商店街連合会等への支援を進めるとともに、にぎわいづく
　りを促進している。

２　地域に根ざした商店街の活性化
２　地域に根ざした商店街の活性化のために、街路灯の省エネルギー化や、空き店
　舗を活用した創業者支援事業などにより、利便性の高い魅力ある商店街づくりに
　対する支援を進めている。

『相模原市政令指定都市ビジョン（略称：さがみはらＳビジョン）』について

さがみはらＳビジョンにおける政令指定都市・相模原の理念

１　交流と連携によって圏域をリードする広域交流拠点都市

２　環境と調和した豊かなライフスタイルを市民とともに創造・発信する都市

１　多様な連携により圏域全体の価値を高め合う交流拠点づくり

４　新たな課題に対応する自立的・先進的な都市経営の推進

さがみはらＳビジョンにおける政令指定都市・相模原の基本方針

２　環境と共生した持続可能な都市づくり

３　心豊かに安心して暮らせる魅力ある地域づくり

政策の基本方向15　地域経済と雇用を支える産業を
　　　　　　　　　振興します

政策の基本方向17　魅力あふれる質の高い都市をつ
　　　　　　　　　くります

さがみはらＳビジョンの４つの基本方針の取組状況について（新・相模原市総合計画等との関連）

新・相模原市総合計画

・基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生
　　　　　　　都市

活力ある中心市街地づ
くりや新しい拠点づく
り、業務核都市として
の拠点性の強化

・基本目標Ⅳ　活力にあふれ多様な交流が生まれる
　　　　　　　広域交流拠点都市

 全２７項目の「施策のあり方」として具体的に示し、新・相模原市総合計画の 

 

 「基本計画」や「実施計画」のほか、部門別の諸計画に反映 
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

【都市建設局】

１　橋本駅周辺地区の整備促進

２　相模原駅周辺地区の整備促進

３　相模大野周辺地区の整備促進
３　相模大野駅西側再開発事業については、施設建築物（ボーノ相模大野）が平成
　25年２月28日に竣工し、同年３月15日にグランドオープンした。また、道路・歩
　行者専用デッキ及び市営駐車場は、平成25年３月11日から供用を開始した。

【都市建設局】

１　新たな都市づくりの拠点の形成

１　当麻地区整備促進事業については、平成25年３月に当麻宿地区の土地区画整理
　エリアと地区計画エリアを市街化区域に編入するとともに、当麻宿地区の土地区
　画整理エリアについては土地区画整理組合の設立を認可した。同年９月には仮換
　地指定を行い工事に着手するなど、事業の推進に向けた取組を進めている。
　　また、当麻宿地区に引き続き、当麻ブロックの谷原地区や市場ブロックなどの
　まちづくりの実現に向け、地元組織の支援等の取組を進めている。

　　川尻大島界地区整備促進事業については、平成25年３月に市街化区域に編入す
　るとともに、土地区画整理組合の設立を認可した。組合を設立後、仮換地の指定
　を行い、平成26年２月の工事着工に向け、取組を進めている。

　　麻溝台・新磯野地区整備推進事業については、事業市街化区域編入等の都市計
　画決定、土地区画整理事業の事業計画決定に向け、関係機関協議、事業計画（素
　案）の修正を進めている。

２　新たな産業創出の拠点の形成
２　金原地区整備推進事業については、相模原インターチェンジ周辺新拠点まちづ
　くり事業として、重点地区や事業手法等の検討を進めている。

３　地域の拠点の活性化
３　慢性的な交通渋滞の解消、駅利用者等の安全性・利便性の向上、商業の活性化
　などを図るため、小田急相模原駅北口地区において、市街地再開発事業等による
　駅周辺地区の一体的な整備を進めている。

・基本目標Ⅳ　活力にあふれ多様な交流が生まれる
　　　　　　　広域交流拠点都市

施策40　新たな産業拠点の形成と地域の拠点の活
　　　　性化

新・相模原市総合計画

広域交通ネットワーク
の充実・強化と市内の
交通利便性の向上

活力ある中心市街地づ
くりや新しい拠点づく
り、業務核都市として
の拠点性の強化

１・２
　　広域交流拠点検討事業を踏まえ、まちづくりに関する庁内調整のほか、都市基
　盤、土地利用等の検討や関係機関等における協議を進めている。

施策39　広域交流拠点都市にふさわしい都市拠点
　　　　の形成

政策の基本方向18　都市を支える交通基盤をつくり
　　　　　　　　　ます
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

施策41　広域的な交流を支える交通体系の確立 【都市建設局】

１　公共交通網の構築
１　リニア中央新幹線の建設促進等に向けて県期成同盟会と連携しながら取組を進
　めている。また、小田急多摩線延伸の実現に向けて関係機関と検討調査を行うな
　ど、利便性の高い公共交通網の構築に向けた取組を進めている。

２　道路ネットワークの形成
２　道路ネットワークの充実に向け、さがみ縦貫道路の整備に向けた活動を行うと
　ともに、周辺都市や地域相互間の交通利便性の向上のために、津久井広域道路や
　県道５２号などの整備を進めている。

施策42　地域を支える交通環境の充実 【都市建設局】

１　地域を結ぶ公共交通網の整備
１　コミュニティバス（大野北地区）の実証運行実施に向けた取組のほか、市の南
　部地域の拠点間を結ぶルートを基本とした新しい交通システムや乗合タクシー導
　入に向けた検討を進めている。

２　地域における道路環境の充実
２　安全で快適な道路環境の形成に向け、都市計画道路整備箇所の交差点改良や立
　体交差化などを進めるとともに、狭あい道路等の拡幅整備を進めている。

【都市建設局】

１　公共交通を基幹とした交通基盤の整備

１　鉄道・バス等の公共交通にかかる輸送力増強・利便性向上の促進に向けた活動
　や、相模線複線化の促進に向けた調査研究や市民向けの啓発、並びに国等への要
　望活動を行っている。
　　また、利用者の利便性の向上を図るため、バス停留所上屋の設置やノンステッ
　プバスの導入などを進めている。

２　交通需要マネジメント（ＴＤＭ）の取り組
　み

２　橋本地区におけるＴＤＭ施策の進行管理やモビリティマネジメントの実施及び
　結果検証を進めている。

３　自転車対策の推進
３　効果的な放置自転車対策と自転車の適正利用の促進に向け、自転車駐車場の整
　備や施設改修、社会実験としてのレンタサイクル事業などを実施している。

政策の基本方向15　地域経済と雇用を支える産業を
　　　　　　　　　振興します

新・相模原市総合計画

広域交通ネットワーク
の充実・強化と市内の
交通利便性の向上

業務系・サービス業系
産業の集積や多様な都
市機能の集積による商
業地の活性化

・基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生
　　　　　　　都市

施策43　公共交通を中心とする交通体系の確立
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

施策35　商業・サービス業の振興 【環境経済局】（再掲）

１　中心市街地の魅力向上

１　橋本駅や相模大野駅周辺などの中心市街地それぞれの特性を生かしたまちづく
　りと連動して、商業者が実施する地域イベント等のソフト事業に対して補助を行
　うなど、中心市街地の商店街連合会等への支援を進めるとともに、にぎわいづく
　りを促進している。

２　地域に根ざした商店街の活性化
２　地域に根ざした商店街の活性化のために、街路灯の省エネルギー化や、空き店
　舗を活用した創業者支援事業などにより、利便性の高い魅力ある商店街づくりに
　対する支援を進めている。

【都市建設局】（再掲）

１　橋本駅周辺地区の整備促進

２　相模原駅周辺地区の整備促進

３　相模大野周辺地区の整備促進
３　相模大野駅西側再開発事業については、施設建築物（ボーノ相模大野）が平成
　25年２月28日に竣工し、同年３月15日にグランドオープンした。また、道路・歩
　行者専用デッキ及び市営駐車場は、平成25年３月11日から供用を開始した。

【都市建設局】（再掲）

１　新たな都市づくりの拠点の形成

１　当麻地区整備促進事業については、平成25年３月に当麻宿地区の土地区画整理
　エリアと地区計画エリアを市街化区域に編入するとともに、当麻宿地区の土地区
　画整理エリアについては土地区画整理組合の設立を認可した。同年９月には仮換
　地指定を行い工事に着手するなど、事業の推進に向けた取組を進めている。
　　また、当麻宿地区に引き続き、当麻ブロックの谷原地区や市場ブロックなどの
　まちづくりの実現に向け、地元組織の支援等の取組を進めている。

　　川尻大島界地区整備促進事業については、平成25年３月に市街化区域に編入す
　るとともに、土地区画整理組合の設立を認可した。組合を設立後、仮換地の指定
　を行い、平成26年２月の工事着工に向け、取組を進めている。

　　麻溝台・新磯野地区整備推進事業については、事業市街化区域編入等の都市計
　画決定、土地区画整理事業の事業計画決定に向け、関係機関協議、事業計画（素
　案）の修正を進めている。

新・相模原市総合計画

業務系・サービス業系
産業の集積や多様な都
市機能の集積による商
業地の活性化

施策39　広域交流拠点都市にふさわしい都市拠点
　　　　の形成

政策の基本方向17　魅力あふれる質の高い都市をつ
　　　　　　　　　くります

・基本目標Ⅳ　活力にあふれ多様な交流が生まれる
　　　　　　　広域交流拠点都市

１・２
　　広域交流拠点検討事業を踏まえ、まちづくりに関する庁内調整のほか、都市基
　盤、土地利用等の検討や関係機関等における協議を進めている。

施策40　新たな産業拠点の形成と地域の拠点の活
　　　　性化
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

２　新たな産業創出の拠点の形成
２　金原地区整備推進事業については、相模原インターチェンジ周辺新拠点まちづ
　くり事業として、重点地区や事業手法等の検討を進めている。

３　地域の拠点の活性化
３　慢性的な交通渋滞の解消、駅利用者等の安全性・利便性の向上、商業の活性化
　などを図るため、小田急相模原駅北口地区において、市街地再開発事業等による
　駅周辺地区の一体的な整備を進めている。

【環境経済局】

１　ものづくり産業の振興
１　既存工場の操業環境の保全を図るとともに、新たな産業用地を創出し、企業誘
　致を進めている。

２　産業を支える人材の育成と確保
２　市内中小企業の技術・技能向上を目的としたセミナーの開催や研修費用への助
　成を行うなど、産業を支える人材の育成と確保に取り組んでいる。

施策34　新産業の創出と中小企業の育成・支援 【環境経済局】

１　新たな成長産業の創出
１　新技術、新事業創出のための共同研究体制（コンソーシアム）形成に向けた取
　組への支援策を創設し、実施している。

２　中小企業の育成・支援

２　首都圏南西地域産業活性化フォーラムや、ものづくり企業とＪＡＸＡが連携し
　たフォーラム分科会を開催するなど、企業間交流の支援を進めている。また、市
　内中小企業者の事業活動に必要な資金の融資を金融機関と協調して行う融資制度
　において、利用者負担利率の引下げを継続して行い、利用の促進を図っている。

【環境経済局】

１　農地の保全・活用
１　耕作放棄地の再生と、農業参入した企業等の利用集積に取り組んでいるほか、
　農村景観の改善を進めている。

２　市民と農とのふれあいの場の創出と地産地
　消の推進

２　ＪＡ相模原市、ＪＡ津久井郡が開設した大型農産物直売所の運営等に関して、
　新たに設置した農産物直売所運営連絡会を通じて、円滑な運営に向けた支援を
　行っている。

施策36　都市農業の振興
自然や歴史､文化等を活
かした体験・交流型の
観光振興や都市農業の
振興

政策の基本方向15　地域経済と雇用を支える産業を
　　　　　　　　　振興します

施策 33　地域経済を支える産業基盤の確立

政策の基本方向15　地域経済と雇用を支える産業を
　　　　　　　　　振興します

新たな成長産業の創
出・育成と企業立地の
促進

新・相模原市総合計画

業務系・サービス業系
産業の集積や多様な都
市機能の集積による商
業地の活性化

・基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生
　　　　　　　都市

・基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生
　　　　　　　都市
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

施策37　魅力ある観光の振興 【環境経済局】

１　都市の魅力と豊かな自然資源を生かした観
　光振興

１　地域住民が策定・推進している地域別観光振興計画の実施に向けた支援及び各
　エリアの特性に応じた地域資源の磨き上げや結び付けを通じ、誘客力の向上を
　図っている。

２　観光を担う人材と組織づくり
２　地域の観光振興を担う人材育成のための研修や、相模原市観光協会への運営支
　援を行うことにより、観光施策の推進に向けた人材育成及び組織づくりを図って
　いる。

３　観光情報の充実
３　アンテナショップｓａｇａｍｉｘや相模湖及び藤野観光案内所の運営支援等を
　通じた観光情報発信の充実に取り組んでいる。

【企画財政局】

　指定都市市長会、九都県市首脳会議、県央相模川サミットなどへの参画や隣接す
る町田市との連携・交流等を通じて、広域的な行政課題の解決や他自治体との共同
による施策展開などの取組を進めている。

施策32　雇用対策と働きやすい環境の整備 【環境経済局】

１　就労支援の充実

１　国のハローワーク相模原と相模原市就職支援センター、さがみはら若者サポー
　トステーション、さがみはらパーソナル・サポート・センターを１か所に集約
　し、就労に特化したワンストップサービス等を実現するため、平成25年６月に相
　模原市総合就職支援センターを開設し、きめ細かな就労支援に取り組んでいる。

２　勤労者福祉の推進

２　育児や介護等のために利用しやすい休暇制度を整備するなど、仕事と家庭の両
　立支援に向けた取組を行っている企業を表彰するとともに、その取組事例を紹介
　するリーフレットを作成・配布し、育児や介護をしながら安心して働くことがで
　きる職場環境づくりの促進に取り組んでいる。

産業や環境、防災等の
多様な分野での連携に
よる新たな魅力の創出
や質の高い行政サービ
ス等の提供

　「基本計画の推進に向けて」の『大都市にふさわし
いまちづくり』に位置付けている。

・基本目標Ⅴ　市民とともに創る自立分権都市

政策の基本方向22　行政サービスの質の向上を図り
　　　　　　　　　ます

　　　１　広域的な交流・連携を生かした圏域の発展
　　　　をリードする取り組みの推進

・基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生
　　　　　　　都市

新・相模原市総合計画

政策の基本方向15　地域経済と雇用を支える産業を
　　　　　　　　　振興します

自然や歴史､文化等を活
かした体験・交流型の
観光振興や都市農業の
振興
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

【総務局】

２　市民が利用しやすいサービスの充実
２　市政等に関する問い合わせ等を一元的に受け付けるコールセンターを運営し、
　利用者の利便性の向上に取り組んでいる。

【総務局】【企画財政局】

１　広聴・相談体制の充実
１　市民が必要とし、市民が満足する行政サービスを提供できるよう、市民の声の
　分析に基づく改善に取り組んでいる。

２　情報発信力の強化

２　広報紙をはじめ、ホームページ、テレビやラジオなどの多様な媒体を活用した
　情報発信力の強化を図り、市民への迅速かつ効果的な情報提供を進めている。
    さらに、シティセールスの専管組織を立ち上げ、マスコミとの連携やフェイス
　ブックやツイッター等のＳＮＳによるコミュニケーションを中心に、民間の先進
　的なＰＲ手法を取り入れた情報発信を行う等、魅力度や居住意欲度等のランキン
　グ向上を図る戦略的な展開を進めている。

　　また、指定都市への移行により、本市の施策や取組などが報道等を通じて取り
　上げられる機会や、国に対して直接要望ができるようになったことに加え、国の
　計画等に対する意見聴取や関係会議への出席を求められる機会が増えたことによ
　り、本市の知名度（認知度）及び発信力の向上につながっている。

【総務局】

１　基地の早期返還と跡地利用の実現
１　日米合同委員会において、相模総合補給廠の一部返還（北側外周部分を含む）
　及び共同使用が正式合意されるなど、早期利用の実現等に向け継続した取組を
　行っている。

産業や環境、防災等の
多様な分野での連携に
よる新たな魅力の創出
や質の高い行政サービ
ス等の提供

施策46　基地の早期返還の実現

新・相模原市総合計画

基地の早期返還と跡地
利用の実現

政策の基本方向20　基地全面返還の実現をめざし
　　　　　　　　　ます

・基本目標Ⅳ　活力にあふれ多様な交流が生まれる
　　　　　　　広域交流拠点都市

施策49　行政サービス提供体制の充実

施策50　市民と行政のコミュニケーションの充実
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

【環境経済局】【都市建設局】

１　森林環境の保全と林業の育成

１　私有林の所有者と協力協約を締結し、間伐・枝打ち等の適切な森林管理の支援
　を進めるとともに、「さがみはら森林ビジョン実施計画」に基づき、市民の森の
　整備の検討、木材生産体制の確立、津久井産材の利用拡大、木質バイオマスの利
　活用、森林保全等の推進に取り組んでいる。
　　また、木材の品質の向上や、搬出作業の負担軽減を図るため、林道整備事業を
　進めている。

２　生活排水対策の推進
２　水源環境の保全、生活環境の向上を図るため、汚水管及び浄化槽の整備を進め
　ている。

【環境経済局】

１　緑地の保全・活用
１　近郊緑地特別保全地区等の用地取得を推進するとともに、散策路整備や緑地等
　の保全活動等の支援や街美化アダプト制度を活用し、緑地等の適正な維持管理を
　進めている。

２　水辺環境の保全・創出 ２　「相模原市ホタル舞う水辺環境の保全等の促進に関する条例」に基づく保全等
　活動区域の指定や、田名望地地区における親水空間の整備を進めている。

【環境経済局】（再掲）

１　緑地の保全・活用
１　近郊緑地特別保全地区等の用地取得を推進するとともに、散策路整備や緑地等
　の保全活動等の支援や街美化アダプト制度を活用し、緑地等の適正な維持管理を
　進めている。

２　水辺環境の保全・創出 ２　「相模原市ホタル舞う水辺環境の保全等の促進に関する条例」に基づく保全等
　活動区域の指定や、田名望地地区における親水空間の整備を進めている。

豊かな自然環境の保
全・再生と活用

都市部におけるみどり
あるれる空間づくり

施策29　人と自然が共生する環境の形成

施策29　人と自然が共生する環境の形成

新・相模原市総合計画

・基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生
　　　　　　　都市

政策の基本方向13　恵み豊かな自然環境を守り育て
　　　　　　　　　ます

２　環境と共生した持続可能な都市づくり

政策の基本方向13　恵み豊かな自然環境を守り育て
　　　　　　　　　ます

・基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生
　　　　　　　都市

施策28　水源環境の保全・再生
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

【環境経済局】

１　都市緑化の推進
１　市街化区域の保存樹林・樹木の指定などにより、民有地や公共施設の緑化を進
　めている。

２　公園・広場の整備
２　生活に身近なオープンスペースや、災害時における避難場所の確保のため、街
　区公園の整備を進めるとともに、都市公園の「公園施設長寿命化計画」の策定に
　向けた現地調査を行っている。

【環境経済局】（再掲）

１　都市緑化の推進
１　市街化区域の保存樹林・樹木の指定などにより、民有地や公共施設の緑化を進
　めている。

２　公園・広場の整備
２　生活に身近なオープンスペースや、災害時における避難場所の確保のため、街
　区公園の整備を進めるとともに、都市公園の「公園施設長寿命化計画」の策定に
　向けた現地調査を行っている。

【環境経済局】（再掲）

１　農地の保全・活用
１　耕作放棄地の再生と、農業参入した企業等の利用集積に取り組んでいるほか、
　農村景観の改善を進めている。

２　市民と農とのふれあいの場の創出と地産地
　消の推進

２　ＪＡ相模原市、ＪＡ津久井郡が開設した大型農産物直売所の運営等に関して、
　新たに設置した農産物直売所運営連絡会を通じて、円滑な運営に向けた支援を
　行っている。

環境に配慮した、持続
的成長を可能とする土
地利用

新・相模原市総合計画

施策31　快適な都市空間の創造

施策31　快適な都市空間の創造

都市部におけるみどり
あるれる空間づくり

政策の基本方向16　地域の特色を生かした土地利用
　　　　　　　　　を進めます

政策の基本方向14　人にやさしい快適な生活環境を
　　　　　　　　　つくります

政策の基本方向14　人にやさしい快適な生活環境を
　　　　　　　　　つくります

・基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生
　　　　　　　都市

・基本目標Ⅳ　活力にあふれ多様な交流が生まれる
　　　　　　　広域交流拠点都市

施策36　都市農業の振興

政策の基本方向15　地域経済と雇用を支える産業を
　　　　　　　　　振興します
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

【企画財政局】【都市建設局】

１　産業と住環境が調和した土地利用の推進

２　森林・農地、水辺などの保全

３　地域活力を維持する土地利用の推進

施策 24　地球温暖化対策の推進 【環境経済局】

１　環境と共生するまちづくり
１　地球温暖化対策推進基金の有効活用や、電気自動車の購入奨励制度を推進し、
　脱温暖化のまちづくりを進めている。

２　再生可能エネルギーなどの利用促進
２　太陽光発電システムの設置補助事業や使用済み食用油をバイオディーゼル燃料
　（ＢＤＦ）にリサイクルして利用するための運営システムを検討している。

施策 26　資源循環型社会の形成 【環境経済局】

１　ごみを出さない環境の形成

２　リサイクルの促進

施策38　計画的な土地利用の推進

・基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生
　　　　　　　都市

新・相模原市総合計画

政策の基本方向11　次代につなぐ持続可能な社会を
　　　　　　　　　つくります

環境に配慮した、持続
的成長を可能とする土
地利用

環境負荷の少ない企業
活動・生活の実践

１・２・３
　都市づくりの進捗状況などに応じ、区域区分や用途地域、道路、公園などの都市
施設、市街地再開発事業などの都市計画決定や変更などを行うとともに、地域の特
色を生かした計画的な土地利用を図ることを目的とした条例の制定に向け、庁内協
議・調整等を行っている。

政策の基本方向12　限りある資源を大切にする循環
　　　　　　　　　型社会をつくります

１・２
　４Ｒ（リフューズ-発生抑制、リデュース-排出抑制、リユース-再使用、リサイク
ル-再生利用）の推進により、家庭から排出される一般ごみの排出量の削減や資源分
別回収の推進に取り組んでいるほか、市民意識の醸成を図るため、相模原ごみＤＥ
７１大作戦を実施している。
　また、事業者等の意識の高揚を図るため、ごみの減量化・資源化の推進に取り組
む市内小売業店舗をエコショップに認定し、その拡大に取り組む商店会団体の活動
を支援するエコ商店街促進奨励金制度の普及に取り組んでいる。
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

【環境経済局】

１　ごみ処理体制の整備
１　将来を見越した廃棄物処理施設の計画的な整備を図るため、北清掃工場の長寿
　命化計画の策定業務や、一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設建替工事に着手し
　ている。

２　不法投棄の防止対策の充実
２　不法投棄多発箇所の重点的なパトロールや監視カメラによる監視を行ってい
　る。また、不法投棄防止パートナーシップ協定を締結した市民団体と協働して、
　不法投棄防止対策の推進に取り組んでいる。

【環境経済局】【都市建設局】

１　環境汚染対策の充実 １　大気、水質、騒音、振動の測定・監視やダイオキシン類、アスベストなどの有
　害物質の調査などの環境監視等により、環境汚染の未然防止に努めている。

２　適正な水循環の確保 ２　河川の水質保全、生活環境の向上を図るための合流式下水道の分流化を推進す
　るとともに、津久井クリーンセンターし尿処理施設建替工事を進めている。

【環境経済局】

１　環境教育・意識啓発活動の推進

１　市民に身近な環境問題等を学ぶことができる環境講座の実施や、ホームページ
　等で本市の環境情報を積極的に発信することにより、市民活動団体や企業・市民
　など多様な主体の環境意識の向上を図るとともに、自然環境観察員制度により自
　然環境に関する環境教育を推進する人材の育成を行っている。

２　多様な主体の環境行動への支援
２　環境啓発冊子の配布やさがみはら環境まつりを通じて、環境活動に取り組む市
　民・事業者・団体などに対する支援を行い、相互の理解と協力につながる環境づ
　くりを進めている。

環境負荷の少ない企業
活動・生活の実践

市民・事業者との協働
による資源循環型の社
会づくり

新・相模原市総合計画

・基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生
　　　　　　　都市

施策27　廃棄物の適正処理の推進

施策30　生活環境の保全

施策25　環境を守る担い手の育成

政策の基本方向14　人にやさしい快適な生活環境を
　　　　　　　　　つくります

政策の基本方向11　次代につなぐ持続可能な社会を
　　　　　　　　　つくります
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

施策 26　資源循環型社会の形成 【環境経済局】（再掲）

１　ごみを出さない環境の形成

２　リサイクルの促進

【環境経済局】（再掲）

１　ごみ処理体制の整備
１　将来を見越した廃棄物処理施設の計画的な整備を図るため、北清掃工場の長寿
　命化計画の策定業務や、一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設建替工事に着手し
　ている。

２　不法投棄の防止対策の充実
２　不法投棄多発箇所の重点的なパトロールや監視カメラによる監視を行ってい
　る。また、不法投棄防止パートナーシップ協定を締結した市民団体と協働して、
　不法投棄防止対策の推進に取り組んでいる。

【環境経済局】（再掲）

１　環境教育・意識啓発活動の推進

１　市民に身近な環境問題等を学ぶことができる環境講座の実施や、ホームページ
　等で本市の環境情報を積極的に発信することにより、市民活動団体や企業・市民
　など多様な主体の環境意識の向上を図るとともに、自然環境観察員制度により自
　然環境に関する環境教育を推進する人材の育成を行っている。

２　多様な主体の環境行動への支援
２　環境啓発冊子の配布やさがみはら環境まつりを通じて、環境活動に取り組む市
　民・事業者・団体などに対する支援を行い、相互の理解と協力につながる環境づ
　くりを進めている。

新・相模原市総合計画

市民・事業者との協働
による資源循環型の社
会づくり

・基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生
　　　　　　　都市

１・２
　４Ｒ（リフューズ-発生抑制、リデュース-排出抑制、リユース-再使用、リサイク
ル-再生利用）の推進により、家庭から排出される一般ごみの排出量の削減や資源分
別回収の推進に取り組んでいるほか、市民意識の醸成を図るため、相模原ごみＤＥ
７１大作戦を実施している。
　また、事業者等の意識の高揚を図るため、ごみの減量化・資源化の推進に取り組
む市内小売業店舗をエコショップに認定し、その拡大に取り組む商店会団体の活動
を支援するエコ商店街促進奨励金制度の普及に取り組んでいる。

政策の基本方向11　次代につなぐ持続可能な社会を
　　　　　　　　　つくります

施策25　環境を守る担い手の育成

政策の基本方向12　限りある資源を大切にする循環
　　　　　　　　　型社会をつくります

環境先進自治体として
の情報発信

施策 27　廃棄物の適正処理の推進
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

【市民局】【教育局】

１　文化活動の推進

１　文化芸術情報をまとめたイベントガイドを発行して市民への情報発信を行うと
　ともに、市民が身近な場所で文化芸術に触れることができるよう、街かどコンサ
　ート、優秀映画鑑賞事業、商業施設等を利用した作品の展示を行っている。
　　また、本市にふさわしい美術館のあり方については、美術館基本構想検討委員
　会において、基本構想の策定に向けた検討を進めている。

２　文化に親しむ仕組みづくり
２　アートラボはしもとにおいて、美術系４大学を中心に、市民（子ども・ＮＰＯ
　等）、学校・商店街・企業・研究機関などと連携して、文化芸術に関するワーク
　ショップやイベントを開催する等の活動を通したまちづくりを行っている。

３　文化財の保存と活用
３　文化財の指定・登録により貴重な文化財の保護を図るとともに、文化財調査・
　普及員制度を導入し、市内の文化財パトロールを実施するなど、市民協働による
　取組を進めている。

【総務局】

１　多文化共生の推進

２　国際交流・協力の推進

・基本目標Ⅱ　学びあい 人と地域をはぐくむ教育・
　　　　　　　文化都市

多文化共生の推進と国
際性豊かなまちづくり

文化の香り高いまちづ
くり

３　心豊かに安心して暮らせる魅力ある地域づくり

新・相模原市総合計画

政策の基本方向10　人権と世界平和を尊重し、とも
　　　　　　　　　に生きる社会をつくります

政策の基本方向９　豊かな市民文化を創造する社会
　　　　　　　　　をつくります

１・２
　多文化共生のまちづくりや国際交流、協力を推進するため、国際交流ラウンジ等
において、外国人支援、多言語による情報提供、国際交流、国際理解に関する事業
等を実施している。
　また、相模原市国際化推進事業支援金制度により、市民団体が行う国際協力事業
等の支援を行っている。

施策20　文化の振興

政策の基本方向９　豊かな市民文化を創造する社会
　　　　　　　　　をつくります

施策21　国際化の推進

・基本目標Ⅱ　学びあい 人と地域をはぐくむ教育・
　　　　　　　文化都市
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

【市民局】【健康福祉局】

１　人権尊重のまちづくりの推進
１　講演会、研修会及び街頭啓発活動などの人権啓発事業を通じて市民の理解を深
　めるとともに、市民やＮＰＯなど多様な主体の参画により人権が尊重される社会
　の実現に向け取組を進めている。

２　男女共同参画の推進
２　第２次さがみはら男女共同参画プラン２１に基づき、男女共同参画に係る研修
　支援事業を立ち上げるなど、男女共同参画の推進に向けた取組を行っている。

施策23　世界平和の尊重 【総務局】

１　平和意識の普及啓発活動の推進
１　世界平和の実現に向け、「市民平和のつどい」として、平和ポスターコンテス
　トや講演会等を実施するなど、平和意識の普及啓発を進めている。

【都市建設局】

２ バリアフリーによる福祉のまちづくりの推
進

２　誰もが公共交通を快適に利用できるよう、相模原市交通バリアフリー基本構想
　に基づき、相模大野駅北口駅前広場にエレベーターを設置するなどバリアフリー
　化を推進している。

【環境経済局】（再掲）

１　都市緑化の推進
１　市街化区域の保存樹林・樹木の指定などにより、民有地や公共施設の緑化を進
　めている。

２　公園・広場の整備
２　生活に身近なオープンスペースや、災害時における避難場所の確保のため、街
　区公園の整備を進めるとともに、都市公園の「公園施設長寿命化計画」の策定に
　向けた現地調査を行っている。

施策１　地域福祉の推進

新・相模原市総合計画

多文化共生の推進と国
際性豊かなまちづくり

快適でゆとりある都市
空間づくり 政策の基本方向14　人にやさしい快適な生活環境を

　　　　　　　　　つくります

政策の基本方向１　あたたかい地域福祉社会をつく
　　　　　　　　　ります

・基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生
　　　　　　　都市

施策22　人権尊重・男女共同参画の推進

・基本目標Ⅰ　誰もが安全でいきいきと暮らせる安
　　　　　　　心・福祉都市

施策31　快適な都市空間の創造

14



Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

施策44　魅力ある景観の保全と創造 【都市建設局】

１　地域特性を生かした景観の形成

２　身近な景観の形成

３　心を豊かにする景観の形成

４　市民とともに進める景観の形成

施策45　安全で快適な住環境の形成 【都市建設局】

１　良好な住環境の形成

１　良好な住環境の保全・創造、魅力ある商業地等の創造を実現するため、地区計
　画の策定や建築協定の締結などを促進するとともに、市民主体による地域の特性
　を生かした魅力あるまちづくり活動を進めている。
　　また、市民の居住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、住まいのエコ・
　バリアフリー改修費補助事業を行っている。

２　安心して暮らせる住環境の形成
２　住宅に困窮する世帯の安定した居住を確保するため、老朽化した市営住宅につ
　いて、長寿命化のための計画的な修繕や建替えを進めている。

３　地域特性を生かした住環境の形成

３　区分所有という特殊な居住形態である分譲マンションの維持管理等を支援する
　ため、修繕等の様々な問題を抱える管理組合等に対して無料相談窓口を開設する
　とともに、マンション管理士等のアドバイザーを派遣し、情報提供及び助言を
　行っている。

【健康福祉局】

１　地域福祉活動の推進
１　地域における福祉活動の支援や福祉思想の普及に向け、福祉コミュニティの形
　成を支援するため、社会福祉基金を活用した助成を行っている。

政策の基本方向１　あたたかい地域福祉社会をつく
　　　　　　　　　ります健康でいきいき暮らす

ための保健福祉サービ
スの充実

新・相模原市総合計画

快適でゆとりある都市
空間づくり

・基本目標Ⅰ　誰もが安全でいきいきと暮らせる安
　　　　　　　心・福祉都市

施策１　地域福祉の推進

１・２・３・４
　景観重要建造物、景観重要樹木を景観資源として指定するほか、市内の良好な景
観等の普及・啓発に向けまちなみ歩きイベントを開催するなど、市民、事業者及び
市の共同による景観形成の推進に向けた取組を行っている。

政策の基本方向19　魅力ある景観やゆとりある住環
　　　　　　　　　境の形成を図ります

・基本目標Ⅳ　活力にあふれ多様な交流が生まれる
　　　　　　　広域交流拠点都市
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

【健康福祉局】

１　生活の安定と自立に向けた支援
１　ホームレスの地域社会における自立と安定した生活の実現を支援に向け、巡回
　相談や無料の健診などを実施している。

【健康福祉局】

１　高齢者の就労機会の充実
１　高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりの推進に向け、就業と仲間づ
　くりの機会を提供するシルバー人材センターの運営に対する支援を行っている。

２　高齢者の地域活動の推進
２　蓄積した知識や経験をボランティア活動や地域活動といった社会貢献活動に生
　かせるよう、高齢者向けに地域活動実践講座を開催するなどの支援を行ってい
　る。

【健康福祉局】

１　介護予防の推進
１　生活リハビリ相談について、機能訓練や家庭での日常生活動作等のほか、栄養
　や口腔の健康に関する内容についても領域を拡大するとともに、地域介護予防事
　業の実施回数を増やす等の取組を行っている。

２　地域ケアサービス・介護サービスの推進
２　ひとり暮らし高齢者等を対象とした地域での発見・見守りシステムを市内全地
　区で実施したほか、「地域ケアサポート医」相談事業を進めている。

３　介護保険制度・国民年金制度の充実
３　高齢者が住み慣れた地域で安定した生活が継続できるよう、要介護認定事務の
　効率化を進めるなど、介護保険制度の円滑な運営を図るとともに、国民年金制度
　の普及啓発に向けた取組を進めている。

【健康福祉局】

１　障害者の相談体制の充実
１　障害福祉相談員の配置に加え、基幹相談支援センターの設置により、相談支援
　専門員の資質・相談技術の向上や関係機関のネットワークづくりなど相談支援の
　強化に取り組んでいる。

新・相模原市総合計画

施策２　援護を必要とする人の生活安定と自立支
　　　　援

健康でいきいき暮らす
ための保健福祉サービ
スの充実

２　生活保護受給者の抱える様々な課題を解消し、自立を促進するため、関係機関
　等との協働により、就労支援、就労準備支援、子ども・若者の学習支援や居場所
　の提供、高齢者・障害者等の日常・社会生活支援などを実施している。
　　また、生活保護に至る前の生活困窮者に対し、個々の状況に応じた自立を支援
　するため、相談窓口の開設のほか、生活保護受給者と一体的に実施している。

２　生活保護受給世帯の支援

政策の基本方向３　高齢者がいきいきと暮らせる社
　　　　　　　　　会をつくります

施策６　高齢者の社会参加の推進

政策の基本方向４　障害者がいきいきと暮らせる社
　　　　　　　　　会をつくります

施策８　障害者の自立支援と社会参加

施策７　高齢者を支える地域ケア体制の推進
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

２　障害者の就労支援と社会参加の促進
２　発達障害支援センターを開設し、日常生活等で困っているさまざまな事柄につ
　いて専門職員による相談支援を行うなど、子どもから大人までライフステージに
　応じた発達障害者支援事業を実施している。

３　障害福祉サービスの推進
３　障害児者の地域生活を支援するため、障害者総合支援法の規定に基づき介護給
　付費等を支給している。

【健康福祉局】

１　健康づくりと生活習慣病予防対策の充実
１　生活習慣病予防及び日常生活における運動の維持増進を目的に、運動習慣の定
　着に向けた健康増進事業を実施している。また、がん等の疾病の予防・早期発見
　・早期治療のため、がん検診、歯科検診等を実施している。

２　心の健康づくりの推進
２　精神科医師による精神保健相談や、精神疾患の正しい知識等の普及啓発活動を
　実施しているほか、自殺総合対策の推進のための行動計画の策定に向けた取組を
　進めている。

３　食育の推進
３　相模原市食育推進計画の改定に向けた取組を進めるとともに、食育フェアなど
　食育の環境整備に係る事業を実施している。

【健康福祉局】

１　地域医療体制の充実
１　地域医療体制の基盤づくりに向け、総合診療医の確保等を図るため、「相模原
　市地域医療医師修学資金貸付条例」に基づき、修学資金貸付事業を実施してい
　る。

２　救急医療体制の充実 ２　救急医療体制の充実に向け、病院群輪番制事業の拡充を進めている。

３　国民健康保険制度・高齢者の医療制度の充
  実

３　 国民健康保険事業の安定的な運営を図るため、収納体制の整備とともに滞納処
　分の強化を行う等国保財政の健全化を進めている。
　　また、後期高齢者医療制度について、神奈川県後期高齢者医療広域連合や他の
  市町村と連携し、安定的・継続的な医療制度となるよう取組を進めている。

施策12　保健衛生体制の充実 【市民局】【健康福祉局】

１　健康危機管理体制の充実

１　感染症の発生予防とまん延防止を図るため、国の動向等を踏まえた「相模原市
  新型インフルエンザ対策行動計画」の改定をはじめ、予防接種事業、感染症対策
  事業等を実施している。
　　また、新型インフルエンザ等新たな感染症に対応した検査体制の確立など衛生
　試験所の検査体制の強化を進めている。

新・相模原市総合計画

健康でいきいき暮らす
ための保健福祉サービ
スの充実 施策11　医療体制の充実

施策10　健康づくりの推進

政策の基本方向５　健康に暮らせる社会をつくりま
　　　　　　　　　す
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

２　食品衛生対策の推進
２　市食品衛生監視指導計画に基づき、食品関係営業施設への監視指導や食品等の
  抜き取り検査を実施するとともに、食品に関する衛生知識の普及啓発を図ってい
  る。

【健康福祉局】

１　安心して妊娠・出産できる環境の整備
１　母子健康手帳とともに妊婦健康診査費用補助券を、妊娠初期（３か月以内）に
 交付することにより、妊婦と胎児の健康管理を促すよう取り組んでいる。

２　母子保健の充実
２　母子の心身の状況・養育環境等を把握するとともに、子育てに関する助言や情
  報提供等を行うため、生後４か月までの乳児がいる全家庭を訪問する「こんにち
  は赤ちゃん事業」を実施している。

【健康福祉局】

１　子育て家庭への支援
１　民間保育所の整備などの待機児童対策や、児童クラブの再整備を進めるととも
  に、病児・病後児保育施設の新規開設や、宿泊を伴った一時預りを行う子育て短
  期支援事業の実施など、多様な保育ニーズへの対応に向けた取組を行っている。

２　地域で子育てを支える取り組みの推進
２　保健師・保育士のほか、民生委員・児童委員・子育てサポーターなど地域のス
  タッフが育児や遊びのヒントを提供するふれあい親子サロンを実施している。

３　子どもを守る取り組みの推進

３　児童虐待を未然に防止するため、相模原市要保護児童対策地域協議会の運営
　や、児童虐待防止推進月間における広報・啓発活動を進めるとともに、児童福祉
　施設の開設、里親登録者数の拡大など社会的養護体制の充実に向けた取組を行っ
　ている。

施策５　青少年の健全育成 【健康福祉局】

１　青少年の健全育成に向けた活動の促進
１　青少年関係団体への各種委託事業の実施、青少年指導者の養成・育成及び関係
  団体の育成・支援を進めている。

新・相模原市総合計画

子どもが健やかに育つ
環境づくり

施策４　子育て環境の充実

施策３　子どもを生みやすい環境の整備

健康でいきいき暮らす
ための保健福祉サービ
スの充実

・基本目標Ⅰ　誰もが安全でいきいきと暮らせる安
　　　　　　　心・福祉都市

政策の基本方向２　次代を担う子どもが健やかに生
                  まれ育つ社会をつくります

３　新たな火葬場の整備については、「新たな火葬場のあり方等検討委員会」の提
　言を踏まえ、基本構想の策定を進めている。また、ペットの適正飼養に関する意
　識啓発など、動物愛護事業の拠点となる（仮称）相模原市動物愛護センターの整
　備について検討を進めるとともに、衛生的な生活環境を確保するため、理・美容
　所、旅館、公衆浴場など環境衛生営業施設の監視指導や生活害虫の相談等の事業
　を行っている。

３　生活衛生対策の推進
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

２　青少年を取り巻く健全な環境づくりの推進
２　「家庭の日」写真・家族へのメッセージ募集や「健全育成啓発作品」絵画・標
  語募集を行うなど、青少年を取り巻く健全な社会環境づくりに向けた啓発活動に
　取り組んでいる。

３　相談体制の充実

３　ひきこもりやニートなど、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・
  若者とその家族等に対し効果的な支援を行うために設置した「相模原市子ども・
  若者支援協議会」において、相談機関の案内リーフレットを作成し、相談機関の
　支援ネットワークを構築した。

【健康福祉局】

１　障害児の療育体制などの充実
１　療育相談、児童発達支援の実施や、療育センター再整備方針を策定し、再整備
　に向けた取組を進めている。
　　また、知的障害児施設及び重症心身障害児者施設の整備も進めている。

２　障害児やその家族を支援する人材の育成
２　発達障害支援センターを開設し、発達障害児者とその家族等への支援や、支援
　者の育成等に取り組んでいる。

【教育局】

１　幼児教育の振興
１　就学前教育と小学校教育の効果的な情報・行動連携を目指し、幼・保・小連携
　推進研究協議会の開催や実践協力校への委託を行っている。

２　教育内容の充実
２　小・中学校の授業交流や児童生徒間交流などの小・中連携の取組を行うととも
　に、豊かな知識・経験を有した地域住民の教育力を活用し、創意工夫ある教育活
　動の充実を進めている。

３　支援・相談体制の充実

３　青少年の心の問題の解決を図るため、市立小・中学校に青少年教育カウンセラ
　ーを派遣するとともに、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導
　と必要な支援を行う体制の充実を図るため、全市立小・中学校に支援教育支援員
　を配置している。

４　教職員の確保と育成
４　本市の教員を希望する優秀な人材を採用するため、本市単独での採用選考試験
　を実施するとともに、教職員の専門的資質・能力の充実と指導力の向上を図る研
　修を実施している。

５　教育環境の整備と充実
５　小・中学校の校舎、トイレ、屋内運動場の改修を進めるとともに、健康の増
　進、望ましい食習慣の育成等を図るため、中学校完全給食を実施している。

新・相模原市総合計画

施策９ 　障害児の支援

政策の基本方向４　障害者がいきいきと暮らせる社
　　　　　　　　　会をつくります

子どもが健やかに育つ
環境づくり

政策の基本方向７　心豊かな子どもをはぐくむ教育
　　　　　　　　　環境をつくります

・基本目標Ⅱ　学びあい 人と地域をはぐくむ教育・
　　　　　　　文化都市

施策16　学校教育の充実
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

【教育局】

１　学校・家庭・地域の連携による教育環境の
　向上

２　地域での体験・活動の推進

【教育局】（再掲）

１　幼児教育の振興
１　就学前教育と小学校教育の効果的な情報・行動連携を目指し、幼・保・小連携
　推進研究協議会の開催や実践協力校への委託を行っている。

２　教育内容の充実
２　小・中学校の授業交流や児童生徒間交流などの小・中連携の取組を行うととも
　に、豊かな知識・経験を有した地域住民の教育力を活用し、創意工夫ある教育活
　動の充実を進めている。

３　支援・相談体制の充実

３　青少年の心の問題の解決を図るため、市立小・中学校に青少年教育カウンセラ
　ーを派遣するとともに、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導
　と必要な支援を行う体制の充実を図るため、全市立小・中学校に支援教育支援員
　を配置している。

４　教職員の確保と育成
４　本市の教員を希望する優秀な人材を採用するため、本市単独での採用選考試験
　を実施するとともに、教職員の専門的資質・能力の充実と指導力の向上を図る研
　修を実施している。

５　教育環境の整備と充実
５　小・中学校の校舎、トイレ、屋内運動場の改修を進めるとともに、健康の増
　進、望ましい食習慣の育成等を図るため、中学校完全給食を実施している。

施策17　家庭や地域における教育環境の向上 【教育局】（再掲）

１　学校・家庭・地域の連携による教育環境の
　向上

２　地域での体験・活動の推進

政策の基本方向７　心豊かな子どもをはぐくむ教育
　　　　　　　　　環境をつくります

地域に密着した特色あ
る学校づくり

子どもが健やかに育つ
環境づくり

新・相模原市総合計画

１・２
　学校と地域の協働推進コーディネーターの配置により、学校教育と社会教育の協
働を推進するとともに、地域住民が主体となった「子ども安全見守り活動団体」の
設立及び活動の継続に対する助成を行っている。
　また、保護者を対象に家庭教育に関する学習会を開催している。

１・２
　学校と地域の協働推進コーディネーターの配置により、学校教育と社会教育の協
働を推進するとともに、地域住民が主体となった「子ども安全見守り活動団体」の
設立及び活動の継続に対する助成を行っている。
　また、保護者を対象に家庭教育に関する学習会を開催している。

施策17　家庭や地域における教育環境の向上

施策16　学校教育の充実

・基本目標Ⅱ　学びあい 人と地域をはぐくむ教育・
　　　　　　　文化都市
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

【教育局】

１　生涯学習機会の充実

２　生涯学習活動の支援

【教育局】

１　スポーツ・レクリエーション機会の充実
１　横山公園陸上競技場の再整備を進めるとともに、地域に根ざした総合型地域ス
　ポーツクラブの創設の支援・育成や、ＰＲイベントなどを通じた啓発活動を進め
　ている。

【総務局】【市民局】【都市建設局】

１　防犯活動の推進
１　市民による防犯パトロール等の自主防犯活動の促進や、青色回転灯装備車両に
　よるパトロールを実施している。

２　交通安全対策の推進

２　交通安全関係団体等と連携した交通安全教室や交通安全啓発活動を実施してい
　る。
　　また、防護柵、カーブミラー、道路照明灯、カラー舗装等の新設や維持補修を
　行うなど、交通安全施設の整備の充実に取り組んでいる。

３　消費者の保護と自立の支援
３　各世代に応じた啓発パンフレット等の作成や、講師派遣事業を実施し、消費者
　教育及び啓発に関する施策を進めている。

新・相模原市総合計画

防災・防犯対策、基地
周辺の生活環境保全な
ど安全・安心のまちづ
くり

１・２
　市民が主体的に公民館運営に取り組み、地域課題や生活課題等の解決を目指した
学習活動を行うため、公民館における各種学級や講座等の事業を実施するととも
に、市民の学びの選択肢を拡げ、身近な学びの場を提供するため、市民大学の運営
や、生涯学習まちかど講座を実施している。
　また、市民自らが主体となって講座の企画・運営や、講師として活動できるよ
う、市民主体の市民講座の支援を進めている。

政策の基本方向８　生涯を通じ学習する人・スポー
　　　　　　　　　ツする人を支援する社会をつく
　　　　　　　　　ります

２　地域におけるスポーツ・レクリエーション活動の振興を図るため、市立小・中
　学校等の体育館・グラウンドの開放を行っている。
　　また、市体育協会をはじめ、各スポーツ・レクリエーション団体や、市ホーム
　タウンチームの育成・連携支援を行っている。

・基本目標Ⅱ　学びあい 人と地域をはぐくむ教育・
　　　　　　　文化都市

・基本目標Ⅰ　誰もが安全でいきいきと暮らせる安
　　　　　　　心・福祉都市

地域の特性を活かした
生涯学習機能の充実

政策の基本方向６　安全で安心して暮らせる社会を
　　　　　　　　　つくります

施策13　市民生活の安全・安心の確保

施策19　生涯スポーツの振興

施策18　生涯学習の振興

２　スポーツ・レクリエーション活動の支援
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

４　基地周辺対策の推進
４　米軍基地の軍用機による騒音など諸問題の解決に向け、市民負担が早期に軽減
　されるように取り組んでいる。

【危機管理局】【都市建設局】

１　災害に強い都市基盤の整備

２　地域防災対策の充実

１･２
　地域防災計画の修正（第１ステップ）を行うとともに、その実効性を高めるた
め、住民の避難、行政・社会機能の維持、災害に強いまちづくりに資する事業など
緊急性が高く、即効性のある防災・減災のための施策を推進する「さがみはら防
災・減災プログラム」を策定し、避難所の整備や備蓄の充実、さがみはら防災ス
クールなど市民防災力の向上に向けた事業を実施している。

【消防局】

１　効果的な消防・救急体制の構築

１　迅速かつ的確な災害対応に向け、消防署所や消防車両等の整備等を進めてい
　る。
　　また、傷病者に対してより高度な救急救命処置の実施を可能にするため、救急
　救命士の養成・配置を進めている。

Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

【企画財政局】

　「新・相模原市総合計画」では成果指標を設定し、施策の実施状況をこの成果指
標に基づき、毎年度評価・検証することにより、施策目標を実現するための取組や
事業の改善を図っている（ＰＤＣＡサイクル）。

防災・防犯対策、基地
周辺の生活環境保全な
ど安全・安心のまちづ
くり

施策15　消防力の強化

市民のニーズや評価の
高い施策への選択と集
中

４　新たな課題に対応する自立的・先進的な都市経営の推進

新・相模原市総合計画

施策14　災害対策の推進

新・相模原市総合計画

　さらに、防災アセスメント調査による本市の新たな地震被害想定に対応するた
め、地域防災計画第２ステップの修正に取り組み、さらなる防災・減災対策を進め
る。
　また、防災に配慮した道路整備や公共下水道（雨水）整備事業、河川改修事業な
どの公共インフラ整備を進めている。

　「基本計画の推進に向けて」の『市民の満足度を高
めるための行政評価と財政基盤の強化』に位置付けて
いる。

　　　１　ＰＤＣＡサイクルによる市政運営
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

【総務局】

　地方分権に対応し、自らの判断と責任による自立したまちづくりを進めていくた
めに、専門的な知識・技能の修得により、職員一人ひとりの政策形成能力等の向上
を図るための職場研修を実施している。

【総務局】【企画財政局】

１　多様な行政需要に対応し、市民サービスの向上を図るため、新たに「相模原市
　職員定数管理計画」を策定し、職員数の適正な管理を行っている。
２　多様化、複雑化する市民ニーズに的確に対応するとともに、持続可能な都市経
　営を推進するため、民間の専門知識や経営資源を積極的に活用した取組を進め
　ている。

３　ＩＣＴの的確な利活用を組織的に統括管理することにより、市民の視点に立っ
　た行政サービスの向上を図るとともに、行政の効率化を進めている。

【市民局】【各区役所】

１　地域活動の促進
１　各地区で展開される市民による自主的・公共的な活動を支援するため地域活性
　化事業交付金を交付するとともに、市民協働推進基本計画の策定を進めている。

２　ＮＰＯなどの市民活動の促進
２　市民と市の協働により、効果的に地域の課題の解決を図るため、協働事業提案
　制度の実施や、指定ＮＰＯ法人を定め、ＮＰＯ法人への寄附を促すことで、ＮＰ
　Ｏ法人の活動に対する支援を行っている。

３　様々なまちづくりの担い手の連携促進
３　市民と大学が連携により新たな地域活動や市民活動を創造する拠点として、市
　民・大学交流センター（ユニコムプラザさがみはら）を平成25年３月15日に開所
　し、地域の課題の解決及び地域の活性化に向けた取組を行っている。

政策形成能力の強化と
専門性の向上

　　　３　利便・活力・効率を向上する情報マネジメ
　　　　ントの推進

　「基本計画の推進に向けて」の『市民の満足度を高
めるための行政評価と財政基盤の強化』に位置付けて
いる。

　　　１　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

新・相模原市総合計画

　　　２　行政サービスの民間開放の推進

より効率的・効果的な
行政運営に向けた職員
体制の構築と民間活力
の導入

　　　１　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

　「基本計画の推進に向けて」の『市民の満足度を高
めるための行政評価と財政基盤の強化』に位置付けて
いる。

・基本目標Ⅴ　市民とともに創る自立分権都市

政策の基本方向21　個性豊かな地域コミュニティを
　　　　　　　　　つくります

施策48　皆で担うまちづくりの推進

パートナーシップによ
る区の個性を活かした
まちづくり
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

【市民局】【各区役所】

１　区制による分権型の行政体制の推進
１　区役所やまちづくりセンターを地域のまちづくりにおける拠点とし、地域の特
　性を生かした施策の実現に取り組むとともに、区民との協働によるまちづくりの
　推進など区役所の機能の強化を図っている。

２　区制を生かしたまちづくりの推進
２　区民会議の運営やまちづくり会議の支援など区民が主体的に参加し、地域課題
　の解決に向けた取組など、各区、各地域の個性や特徴を生かした協働によるまち
　づくりを進めている。

【市民局】【各区役所】

１　区役所などにおけるサービスの充実

２　市民が利用しやすいサービスの充実

人や企業に選ばれる都
市づくりとシティセー
ルスの推進

１・２
　市民が必要とする行政サービスの提供や利用者の視点に立った行政サービスの充
実を図るため、毎月第２・第４土曜日に各区役所区民課の窓口を開庁するとともに
町田市内の行政窓口で住民票の写しなどの交付が受けられるサービスを実施してい
る。
　さらに、市内２か所（橋本・相模大野）にパスポートセンターを設置し、それぞ
れに連絡所を併設した。

区制を活用したコミュ
ニティの活性化支援

・基本目標Ⅴ　市民とともに創る自立分権都市

新・相模原市総合計画

　「人と企業に選ばれる都市づくり」については、
新・相模原市総合計画に掲げるすべての基本目標とそ
れに関係する施策を進めることにより、取組を行って
いる。

政策の基本方向21　個性豊かな地域コミュニティを
　　　　　　　　　つくります

政策の基本方向22　行政サービスの質の向上を図り
　　　　　　　　　ます

政策の基本方向22　行政サービスの質の向上を図り
　　　　　　　　　ます

施策49　行政サービス提供体制の充実

施策47　分権型のまちづくりの推進

・基本目標Ⅴ　市民とともに創る自立分権都市
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Ｓビジョン
（施策のあり方）

現在の主な取組状況

【総務局】【企画財政局】（再掲）

２　情報発信力の強化

２　広報紙をはじめ、ホームページ、テレビやラジオなどの多様な媒体を活用した
　情報発信力の強化を図り、市民への迅速かつ効果的な情報提供を進めている。
    さらに、シティセールスの専管組織を立ち上げ、マスコミとの連携やフェイス
　ブックやツイッター等のＳＮＳによるコミュニケーションを中心に、民間の先進
　的なＰＲ手法を取り入れた情報発信を行う等、魅力度や居住意欲度等のランキン
　グ向上を図る戦略的な展開を進めている。

　　また、指定都市への移行により、本市の施策や取組などが報道等を通じて取り
　上げられる機会や、国に対して直接要望ができるようになったことに加え、国の
　計画等に対する意見聴取や関係会議への出席を求められる機会が増えたことによ
　り、本市の知名度（認知度）及び発信力の向上につながっている。

人や企業に選ばれる都
市づくりとシティセー
ルスの推進

新・相模原市総合計画

施策50　市民と行政のコミュニケーションの充実
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