(仮称)第四次座間市総合計画基本構想素案(概要版)
ともに織りなす 活力と個性 きらめくまち

策定の趣旨

策定に当たって
■

基本構想策定の流れ

年度よりスタート

〜﹃ここまで﹄と﹃これから﹄〜

市議会の議決を経て︑平成

４月
基本構想素案に対する
パブリックコメントの実施

市議会へ上程

第２ 〜 ５ 回総合 計画 審議会の開 催

答申

（現状と課題分析）

諮問

各 種団 体懇 談会 の 開催

地域 別 懇談会の開 催

第 １回 総合計 画審 議会の開 催

市民 まち づく り討議 会の 開催

地 域別 懇談 会の開 催

基礎調査の実施

総合計画は︑長期的な展望に立って地方自治体の目指すべき将来像
を描き出し︑
その実現に向けて総合的かつ計画的に行政を経営してい
くための指針を示すものです︒
本市では︑平成３︵１９９１︶年度を初年度とした第三次座間市総
合計画を策定し︑将来像を﹁みなぎる活力とやすらぎが調和するとき
めきのまち﹂と定め︑平成２２︵２０１０︶年度を目標年次とし︑ま
ちづくりを進めてきました︒しかし︑第三次座間市総合計画が策定さ
れた平成３︵１９９１︶年頃と比べ︑市を取り巻く環境は大きく変化
し︑新たな時代を迎えています︒
社会環境の変 化やバブル崩壊 以降における経済の低成長 による財
政状況の悪化など行政の資源の大きな制約に対応するとともに︑
高度
化・多様化する市民のニーズに的確に応えるため︑
基礎的自治体には︑
地域社会全体を見通し長期的視点に立った効率性・有効性の高い行政
経営が︑より一層求められています︒
また︑地方自治体と市民︵住民︑地域活動団体︑市民活動団体︑企
業など︶との協働による住みよいまちづくりの実現のためには︑具体
性があり︑体系化された︑分かりやすい行政経営の指針を市民に示す
ことが求められています︒
このような中︑
現在の第三次座間市総合計画が平成２２
︵２０１０︶
年度に終了することから︑長期的視点に立って︑新たな時代に対応で
きる行政経営の指針を示し︑
協働による住みよいまちづくりと計画的
な施策の推進を行うため︑平成２３︵２０１１︶年度を初年度とする
︵仮称︶第四次総合計画を策定します︒

枠組み
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●庁 内検討プ ロジェ クト会 議

●検討委 員会／ 検討部会

●策 定本部 会

■

まち づく りフ ォー ラ ムの 開催

各種 団体 懇談 会の 開催

こ ども議 会の 開催

まち づく りシ ンポジ ウムの開催

庁内における検討

平成 20 年
・学識者による
政策評価の実施

策定 方針の決 定

第三次総合計画に
基づく行政評価

12 月
市議会特別委員会の開催

毎年
・事業評価、施策評
価の実施
・市民意識調査（ア
ンケート調査）の
実施

市議会特別委員会の開催

12 月
基本構想骨子案に対する
パブリックコメントの実施

２３

３月

平成２２年
平成２１年

３〜８月
３月

３月
１２月
10 月

１０〜
１１月
10 月
９月
８月
４月

２月
策定 方針に 対す
るパ ブリッ クコ
メントの実施

無作為 2000 人
延べ（５日間）205 名参加
８〜９月
全世帯 を対象にし た一言メ
ッセージの募集(3600 意見)
３月
小学生を対象にした絵
画コンクールの実施

新たな時代に対応した︑より具体性のある計画づくりを行うため︑
︵仮称︶第四次総合計画は︑基本構想︑実施計画︑戦略プロジェクト
により構成し︑それぞれの計画期間及び内容を次のとおりとします︒
なお︑近年の社会経済状況の急速で大規模な変化に対応し︑総合計
画の適時性を確保するため︑５年をめどに見直すこととします︒
① 基本構想
本市の将来像及びそ の将来像を実現するた めに必要な政 策・施
策の方向を示します︒
基本構想の策 定にあたっ ては︑ 本市 を取り 巻く環境の変 化を予
測し︑この 年︵目標年次：平成３２︵２０２０︶年度︶で目指
すべき将来目標を設定します︒
② 実施計画
基本構想で定めた施策の方向に基づく具体的施策︑事業で毎年
度の予算編成の指針となるものです︒計画期間は︑４カ年とし︑
２年ごとにローリング︵改訂︶します︒
③ 戦略プロジェクト
政 策・施策・事業と いう 計画階層にこだわ ることなく︑市政 上
の最重要課題を中心に戦略目標として掲げ︑その達成のための具
体的な取組みを明確にするものです︒プロジェクト期間は︑４カ
年とし︑２年ごとにローリング︵改訂︶し︑実現性を確保します︒
１０
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市債における市民一人当たりの未償還元金については︑
年々減少を続けており︑平成２１年度末現在では二十万
八千三百三十九円となっています︒これは︑平成１９年
度の神奈川県平均の四十六万六千八百九円の半分以下で
あり︑健全性を示しています︒
今後︑公共事業などの実施により毎年十億円を借り入
れた場合︑平成３２年度末の市民一人当たりの未償還元
金は︑十一万九千五百二十円︑二十億円を借り入れた場
合は︑十八万六千七百六十一円となります︒

市民一人当たり未償還元金

円
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H14

H13

116,932
100,000

③ 財政状況
歳入の根幹となる市民税は︑平成１９年度の税制改正
により増加しましたが︑近年の国際的な不況に伴う国内
経済の冷え込みにより減少しています︒
歳出においては︑人件費が減少していますが︑扶助費
が景気低迷による厳しい雇用情勢や少子高齢化の進展に
伴い年々増加し︑平成２２年度においては新政権による
子ども手当て支給の影響が顕著に現れています︒

市民税と義務的経費の推移
表３
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表2
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125,694
93,503
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112,102

120,000

128,917
128,174
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② 年齢別︵３区分︶人口の推移
年齢別人口では︑老年人口割合︵６５歳以上の人
口が占める総人口に占める割合︶が神奈川県下では
比較的低い市ではありますが︑平成２︵１９９０︶
年の６．４％から平成２１︵２００９︶年の１８．
６％と急速に高まっています︒
今後は︑老年人口割合について︑引き続き増加し︑
平成３２︵２０２０︶年１０月には老年人口割合が
２６．２％にも達すると予想しています︒
一方で︑生産年齢人口︵１５歳以上６５歳未満人
口︶は︑減少を続け︑平成３２︵２０２０︶年１０
月には約７．８万人となり︑平成２２︵２０１０︶
年比で約９千人︵生産年齢人口の約１０％︶減少す
ると予想しています︒
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125,664人
表１

推計値
実績値（平成１７（２００５）年までは国勢調査結果）

① 人口の推移
第三次総合計画期間内の座間市の人口は︑バブル
経済の崩壊や自動車関連企業の工場閉鎖という厳し
い苦境に立たされながらも︑平成２２︵２０１０︶
年３月において１２８︐９５０人と人口予測値１２
万８千人とほぼ同水準にあります︒
前期計画期間の平成２︵１９９０︶年から平成１
２︵２０００︶年にかけては予想を上回る人口増が
あり︑後期基本計画期間の平成１２︵２０００︶年
以後は予想に反し人口が停滞したため︑結果的に当
初予測に達しています︒
座間市の人口は︑一貫して増加を続けてきました
が︑近年では︑人口流出が流入を上回る月もあり︑
平成２２︵２０１０︶年１月の１２９︐０１５人が
ピークとなり︑以降は人口減少へと転じると予想し
ています︒

0

■ 人口の推移・推計

平成３2（２０２0）年１0月推計人口

普通債
25,000,000

核づくり関連債
30,000,000

国策関連債
35,000,000

退職手当債
普通債
5,000,000

核づくり関連債
40,000,000

退職手当債

15,000,000

10,000,000

座間市をとりまく社会環境

まちづくりの基本的役割分担

■ 協働に対する市の考え
●市民一人ひとりがまちづくりの主役としての責任と
自覚を高めつつ︑お互いに地域社会の中で支えあえ
るよう︑自助・共助の精神に基づいて︑まちづくり
の担い手となることが望まれます︒
●市民はまちに愛着を持ち︑まちづくりの話しあいの
機会に主体的に参画することが望まれます︒
●市のまちづくりの課題に対する認識を高め︑まちの
目指す将来像や重点的に取り組む事項を行政ととも
に共有することが必要です︒

■ 市の役割
１．市行政は多様な主体によるまちづくりのまとめ役
です︒
２．市民の声を聞くとともに︑市行政が持つ情報を積
極的に提供し︑信頼関係を築きます︒
３．地域活動や民間活動が自立できるよう支援します︒
４．新たな価値観でまちづくりを実践します︒
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わが国及び本市をとりまく社会的な潮流は︑ 以下
に示されるとおり︑総ての分野において既存の価値観
や行動規範︑科学技術を基にした﹁予測できる社会﹂
から︑
﹁不確実な社会へ﹂と変化することが想定されて
います︒
①人口減少社会︑高齢型社会の進展
②地方分権から地域主権社会へ
③ソーシャル・マネジメントの時代へ
④低炭素社会の具体化
⑤情報化の進展
⑥社会と経済・雇用構造の変化
⑦グローバル化とフラット化の進展
⑧安全安心の確保
⑨教育環境の変化と教育改革

平成３２(２０２０)年までに座間市が目指すまちの姿は、次のとおりです。

６）

５）

４）

３）

２）

１）

④土地利用の方針
個々の事案に適した市民参加の手法を導入し︑市民
合意に基づく計画づくりをすすめます︒
市民生活の利便性向上と市域の発展︑防災や災害時
の都市機能を確保できる本市の骨格として︑南北軸
︵都市計画道路広野大塚線︶
︑東西軸︵都市計画道路
座間南林間線︶の整備を目指します︒
市街化調整区域に広がる良好な農地の保存に努め
るとともに︑農地の持つ多面的な機能を発揮できる
環境づくりをすすめます︒
都市計画道路広野大塚線の沿線については︑整備計
画の進捗と歩調を合わせ市民とともに利用方針を定
めます︒
駅周辺等は市民や来訪者にとって魅力ある地域拠
点として機能する地区と位置付け︑まちづくり機運
の熟度に応じ︑鉄道事業者・市民・市が協働で計画
的な整備に向け取り組みます︒
市民生活の利便性向上を目指した商業環境の確保
など︑住宅都市に必要な商業機能を誘導します︒
工業環境の整備を進め︑工業地の保全を図るととも
に︑既存の東部地域における住工混在地域の解消に
取り組みます︒
市街地に残された貴重な自然環境である相模川段
丘及び座間丘陵︑目久尻川流域の斜面緑地の保全を
図ります︒

将来都市像

国策関連債
20,000,000

７）

８）

﹁わたしの座間﹂絵画コンクール入賞作品

H7 H10 H13 H16 H19 H22 H25 H28 H31
H4
S46 S49 S52 S55 S58 S61 H1

また︑現在の市債残高の内訳については︑表５
に示されるように施設整備などの公共事業の実施
による﹁普通債﹂と庁舎などの﹁核づくり事業﹂
における市債残高に比べ︑国の財源不足による臨
時財政対策債などの財源補てん的な措置による市
債残高の方が多くなっています︒
※臨時財政対策債の償還に要する費用は︑後年度の
地方交付税で措置されます︒

千円

表５

0

将来目標と施策体系

施策体系

まちの姿﹁ともに織りなす 活力と個性 きらめくまち﹂
の実現を目指して︑９つの将来目標を立ててまちづくりを
すすめます︒

政策１ 笑顔あふれる 健やかなまち
︵健康・医療︶

市民の健康づくり活動を関係機関・部署と連携して支援
し︑さらにライフステージに応じた予防を重視した保健・
医療サービスを提供し︑医療の負担軽減を図ります︒
また︑健康づくりに関する知識の普及と諸活動の拠点と
して位置付けられている市民健康センターの効率的な維持
管理に努め︑地域保健の充実のため︑関係団体等との連携
を強化します︒
年後に目指す市民生活像

市民は︑良質な健康環境のもと︑自らのライフステー
ジに合わせた健康づくりに励み︑また地域の包括的な保
健・医療サービスを受けられることによって︑安心して
健康な生活を楽しんでいます︒

施策１ 健康づくり

︻目指す姿︼市民一人ひとりが︑運動習慣を持ち︑健全
な食生活を実践するなど︑健康に関する取組みを実践
し健やかな生活を営んでいます︒
︻重点施策︼
・地域︑市民と一体となって食生活︑運動︑睡眠及び
禁煙など︑生活の質の向上に努めます︒
・妊婦健康診査等を着実に推進し︑栄養状態の確認等
により︑妊娠中毒症︑流早産の予防に努めます︒
・関係団体等と連携し︑食育事業への取組みをすすめ
ます︒
施策２ 保健衛生

︻目指す姿︼市民は︑新型インフルエンザなど新興感染
症に対する正しい知識を持ち︑市による予防体制やラ
イフラインの確保について理解を深め︑保健衛生の向
上の中で︑安心して生活を営んでいます︒
︻重点施策︼
・各種予防接種を実施することによって︑感染症のま
ん延防止と感染の予防をすすめます︒
・火葬需要に対応できる広域大和斎場の運営体制を確
立するとともに︑式場の効率的な運用をすすめます︒
・獣医師会と連携し︑犬猫の飼い主に対するマナーの
啓発に努めます︒

施策３ スポーツ・レクリエーション

・市民体育館利用者のニーズに合ったスポーツ教室
等を実施するなど施設の効率的な運営を図ります︒
・地域のスポーツ・レクリエーション活動の拠点施設
として︑学校体育施設等の活用により︑利用者が気
軽に使用できる場の確保を図ります︒

施策４ 医療体制

︻目指す姿︼市民は︑市内のかかりつけ医の存在や広
域的な医療体制の整備により︑適切な負担のもとで
安心して医療を受けることができます︒
︻重点施策︼
・災害時における負傷者に対して適切な医療救護活
動を行うため医薬品等の確保をすすめます︒
・後期高齢者医療及び小児・障害者医療等の助成を
行います︒

施策５ 国民健康保険

︻目指す姿︼市民は︑加齢による傷病や疾病によって
も︑安心して適切な医療を受けることができる健全
な運用がなされている保険制度を有しています︒
︻重点施策︼
・安定した国民健康保険制度の運営に努めます︒

施策６ 介護保険

︻目指す姿︼座間市の高齢者は︑介護予防対策により︑
尊厳を保ちながらその人らしい自立した生活を営む
ことができ︑要支援や要介護状態になっても︑在宅
サービスや地域密着型サービスの充実により住み慣
れた地域や家庭で安心して生活し続けることができ
ます︒
︻重点施策︼
・地域包括支援センターを拠点としたネットワーク
を形成し︑高齢者を地域全体で支える体制の構築
を図り︑権利擁護事業の普及啓発に努め︑高齢者
虐待の防止対策を推進します︒
・居宅において介護を受けることが困難な高齢者が
入所する特別養護老人ホーム等の老人福祉施設を
充実させ入所待機者の解消を図ります︒

やすらぎのまち

政策２ 支えあい 思いやりに満ちた

︵福祉︶

地域及び市民が︑自助力・共助力を十分に発揮し健や
かな生活が営めるよう︑活動の側面的支援を行います︒
また︑国・県や関係機関の取組みを十分活用できるよ
う︑きめ細かな情報提供に努めます︒

年後に目指す市民生活像

市民は住み慣れた地域社会の中で︑自立し︑互いに助
け合い︑支えあって︑生涯を通して健やかに暮らしてい
ます︒
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38 上水道
39 下水道
40 環境保全
41 湧水・地下水保全
42 資源循環社会
43 農業
44 商・工業
45 観光
49 職員育成
50 法務・情報公開
51 電子自治体
52 財務・財産管理
53 議会運営・選挙

１０

︻目指す姿︼市民は︑日常的にスポーツ・レクリエーシ
ョンに親しみ︑いきいきと明るく豊かで心身とも健康
な生活を営んでいます︒
︻重点施策︼
・プール施設の修繕計画を基に安全性︑緊急性を考慮
し︑効果的に改修を進め︑衛生・清潔感を維持しま
す︒

１０

きよらかな水
大切に守るまち
地球にやさしい
活力あるまち

将来目標

31 公共交通
32 市街地形成
33 景観形成
34 公園・緑地・広場
35 道路
36 住宅環境
37 基地対策

未来志向
柔軟な発想
確かな行政経営
46 戦略経営
47 財政運営
48 賦課・徴収
市民起点
的確な判断と行動
信頼される行政運営

1 健康づくり
2 保健衛生
3 スポーツ・
レクリエーション
4 医療体制
5 国民健康保険
6 介護保険
7 地域・高齢者福祉
8 障がい者福祉
9 保育支援
10 子育て支援
11 生活困窮対策
12 市政広報
13 消費生活
14 男女共同参画
15 人権・平和
16ＮＰＯ・ボランティア活動
17 コミュニティ活動
18 市民参画
19 国内外交流
20 窓口サービス
21 交通安全
22 防犯
23 防災
24 消防

笑顔あふれる
健やかなまち
支え合い
思いやりに満ちた
やすらぎのまち
共に考え
共に歩む
安心のまち
のびやかに
豊かな心
はぐくむまち
25 教育環境
26 学校保健
27 教育活動
28 生涯学習
29 市民文化
30 青少年育成
暮らし快適
魅力あるまち

施策７ 地域・高齢者福祉
︻目指す姿︼高齢者をはじめ地域に関わりを持つ機会が
豊富な市民が︑ＮＰＯやボランティア組織︑地域の互
いの助け合い活動などへ積極的に参加し︑住み慣れた
まちの中で︑誰もが安心して生きがいを持ち充実した
暮らしをしています︒
︻重点施策︼
・社会福祉協議会などの福祉団体が実施する地域活
動の推進に努めます︒
・高齢者の就労確保及び生きがい対策の推進に努め
ます︒
・高齢者福祉施設などを効率的に利用できるよう維
持管理に努めます︒
・日常生活に支障をきたしている高齢者等に対し助
成を行います︒
・在宅高齢者が自立した生活ができるよう助成しま
す︒

施策８ 障がい者福祉
︻目指す姿︼座間市の障がい者は︑各々の個性に見合
った就労環境が整うとともに︑障がい福祉サービス
を受けることで︑その人らしい生活を営んでいます︒
︻重点施策︼
・災害時に要援護者を支援するためのシステムづく
りをすすめます︒
・乳幼児発達支援事業の整備をすすめ︑
﹁サニーキッ
ズ﹂並びに﹁市立もくせい園﹂は引き続き民間活力
により柔軟かつ質の高いサービス提供をすすめま
す︒
・自殺対策に係る調査研究の推進並びに情報の収集︑
整理︑分析をすすめます︒
・在宅の重度心身障がい者に︑タクシー助成券また
は自動車燃料助成券を交付し︑障がい者の外出機
会を増やし︑地域社会への参加と自立をすすめま
す︒
・関係機関との連携のもと︑積極的な職場開拓を行
うことで︑障害者雇用率の向上を図り︑障害者の
自立を促進します︒
施策９ 保育支援
︻目指す姿︼子育て世代は︑就労形態や所得の違いに
左右されず︑安心して子どもを預ける環境を享受し
ています︒
︻重点施策︼
・保育に欠ける児童や地域の児童の健全な育成をす
すめます︒
・保育所と小学校の情報連携の強化を図ります︒
・各公立保育園の整備を推進します︒また︑公立保
育園の建替えにおける民間活力の利用についても
調査研究し︑より効率的な施設の運営︑整備をす
すめます︒

施策

子育て支援

生活困窮対策

︻目指す姿︼座間市の子ども達は︑両親の有無や経済
的理由などにより家庭の保育環境が悪化しても子育
てのさまざまな仕組みに支援されて安全で安心でき
る環境ではぐくまれています︒
︻重点施策︼
・男女がともに仕事と子育ての両立ができるよう男
性の子育てへの参加などを企業に対し働きかけま
す︒
・
﹁子育てを手助けして欲しい人﹂と﹁子育てを手助
けしたい人﹂を引き合わせ︑子育ての援助活動を
すすめます︒
・次世代育成支援対策推進法に基づき︑市町村行動
計画を作成し︑次代を担う子どもが健やかに生ま
れ育つ環境を整備します︒
・子育て支援センターの運営により︑保護者に対す
る相談指導や子育てサークル等へ情報提供など︑
地域育児支援をすすめます︒
施策

︻目指す姿︼市民は︑経済的理由などにより生活困窮
や住宅困窮に陥ったとしても︑健康で文化的な暮ら
しが保障され︑自立のための知識や技術を習得する
環境が確保されています︒
︻重点施策︼
・安定した就労を図るため︑就労相談等の自立支援
策を充実します︒

政策３ 共に考え 共に歩む
安心のまち
︵市民参加・コミュニティ︶
地域コミュニティ活動や各種市民活動を市民を主役と
した自助と共助の仕組みとして再構築し︑これらの活動
に対し市政への参画を促します︒
市民生活を脅かす天災︑人災に関する情報を広く収集
し︑市民に提供するとともに危機管理メニューや体制を
整備し︑市民と協働の訓練を徹底します︒
国・県や関係機関︑各種相談員などと連携し︑消費生
活に関する迅速な情報発信︑相談窓口の設定などを行い
ます︒
人権擁護について知識の普及啓発を図り活動の支援を
行います︒また︑国・県や関係機関と連携し︑女性など
ソーシャルマイノリティの社会的活動を支援します︒
市民が国内外の人と交流する機会を設けます︒

年後に目指す市民生活像

市政広報

市民相互や市民と行政との連携により︑多くの市民が
各々の個性を生かし︑まちづくりの主役として活躍する
ことで︑市民生活が豊かになっています︒
多様な地域コミュニティが活性化し地域の連帯感が
増すとともに︑防災・消防体制が整うことで︑安心して
生活できるまちになっています︒
市民は︑生活する上でさまざまなトラブルに巻き込ま
れることなく︑また︑差別や偏見がない地域社会で安心
して暮らしています︒

施策

消費生活

︻目指す姿︼市民は︑生活の質の向上やボランティア
活動︑自治活動などに生かすため︑市政情報やまち
づくりに関する情報を容易に入手できます︒
︻重点施策︼
・豊富な情報掲載と魅力的で読みやすい広報紙の紙
面づくりに努めます︒また︑全戸配布を視野に入
れて配付方法を検討します︒
・常に最新の情報を得ることができるようホームペ
ージの充実に努めます︒
・公共施設の位置や担当窓口などの広報に努めます︒
施策

男女共同参画

︻目指す姿︼市民は︑複雑多様化する消費生活に対応
した消費者保護の情報提供や助言などを受け︑トラ
ブルに巻き込まれることなく︑安全に安心して豊か
な消費生活を営んでいます︒
︻重点施策︼
・消費者団体の自主的な活動を支援し︑団体活動の
活性化を図ります︒
・研究活動の発表の場を設け︑消費生活の質的向上
及び啓発を図ります︒
施策

人権・平和

︻目指す姿︼市民は︑男女が互いにその人権を尊重し
つつ︑責任を分かち合い︑性別にかかわりなくあら
ゆる分野に参画し︑仕事と生活の調和のとれた生活
を営んでいます︒
︻重点施策︼
・配偶者などからの暴力による被害者の保護や自立
支援等の施策の推進を図ります︒
・男女がともに︑仕事と家庭︑地域などの分野にお
いてバランスよく活動できる施策の推進を図りま
す︒
施策

︻目指す姿︼市民は︑人権に対する理解を深め︑国籍︑
人種︑性別等による偏見や差別を解消するため活動
しています︒

ＮＰＯ・ボランティア活動

また︑人類の恒久平和を願い活動を行なっていま
す︒
︻重点施策︼
・人権に関する講演会等を通じ人権意識の普及啓発
及び人権教育を推進し人権が尊重される社会づく
りをすすめます︒
・核兵器廃絶に向けた取組みをすすめます︒

施策

コミュニティ活動

︻目指す姿︼
﹁自分たちのまちは︑自分たちで創り育て
る﹂という意識のもと︑市民自らが﹁地域活動﹂や
﹁社会活動﹂に積極的に参加し︑市と協働して地域
課題等の解決を図るなど︑市民が主体となったまち
づくりが進められています︒
︻重点施策︼
・市民活動サポートセンターを活用し︑市の目指す
﹁市民参加による協働のまちづくり﹂を積極的に
推進し︑市民が自主的かつ自発的に行う公益的な
活動を総合的に支援し︑活力のある地域社会の創
造に努めます︒

施策

市民参画

︻目指す姿︼座間市内の各地域においてさまざまな人
が知り合い︑世代を越えて人と人との交流がはぐく
まれ︑そうした交流により活性化している地域のコ
ミュニティで暮らすことができます︒
︻重点施策︼
・より多くの団体や市民による地域活動等が活発に
行われるよう努めます︒
・市民参加とふれあいの機会を提供し︑コミュニテ
ィづくりをすすめます︒
・コミュニティ施設の老朽化に伴う計画的な修繕を
すすめます︒

施策

国内外交流

︻目指す姿︼市民は︑審議会等への参加機会の確保や
各々の特性に応じた参加機会が提供されることで︑
積極的に市政への参画を行っています︒
︻重点施策︼
・市民提案による各施策における課題解決に向けた
取組みをすすめます︒

施策

︻目指す姿︼市民は︑国内外の市民レベルの交流事業
に積極的に参加し視野を広げ︑うるおいに満ちた生
活を営んでいます︒
︻重点施策︼
・国際姉妹都市との中・高校生の派遣及び受入れや
国内都市との市民レベルの交流をすすめます︒
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１６

１７

１８

１９

１０

１２

１３

１４

１５

１０

１１

施策

窓口サービス

︻目指す姿︼市役所や市の出先機関等に訪れた市民は︑
円滑で効率的な職員の接遇により快適に各種行政サ
ービスを受けています︒
︻重点施策︼
・総合窓口の開設により︑市民サービスの向上を図
ります︒
交通安全

より︑的確で迅速な搬送を受けられ︑安心感を持って
暮らしています︒
︻重点施策︼
・消防広域化に向けて協議を重ね︑消防・救急体制
の整備及び確立を図ります︒
・消防救急無線のデジタル化に向けて︑広域化・共
同化による費用の節減及び安定した通信の確保を
図ります︒
・消防施設等の整備︑消防力の充実を図ります︒
・特定医療行為の行える救急救命士を増員し救命率
の向上を図ります︒
・住宅等の複雑多様化する災害発生原因究明のため︑
火災原因調査体制を高度化し︑防火対策に反映さ
せます︒

政策４ のびやかに 豊かな心
はぐくむまち

施策
学校保健
︻目指す姿︼
子どもたちは︑各種健康診断の実施や安全・安心で
栄養バランスの取れたおいしい給食を食べること
により︑健康保持・増進が図られ︑衛生的な環境の
下︑心身ともに健康な学校生活を送っています︒
︻重点施策︼
・各種健康診断を実施し︑結果を保護者と共有し︑
ともに児童・生徒の健康管理を行います︒
・小中学校の給食のあり方について研究していくと
ともに︑学校給食を安全に実施するため︑施設・
設備の整備による衛生管理の充実を図ります︒

施策
教育活動
︻目指す姿︼子ども達は︑家庭 学校・地域の中で各々
の個性を尊重し︑ともに学び合うことを通して一人
ひとりが豊かな心をはぐくみ︑生きる力を培い︑明
るく元気な生活を送っています︒
︻重点施策︼
・特色ある教育︑特色ある学校づくりを進め︑地域
の人々と連携して︑教育活動の充実を図ります︒
・外国人英語指導講師とのコミュニケーションを通
して英語に親しみ︑国際理解への関心︑意欲を高
める教育を推進します︒
・部活動の活性化を図るため︑生徒のニーズに応じ
た指導者の充実を図ります︒
・市民からの教育に関する悩み等について︑有効︑
適切な助言や援助を行うため︑相談体制の充実を
図ります︒
・座間の教育史に関する歴史的価値を持つ資料は︑
散逸・消滅の恐れがあり︑早急に収集︑整理が必
要なため︑教育史の編さんをすすめます︒

･

･

施策
生涯学習
︻目指す姿︼市民は︑自ら関心のある生涯学習や社会
の要請に応えた学習に積極的に取り組み︑その成果
を生かした豊かな生活を送っています︒
︻重点施策︼
・いつでも︑どこでも︑だれでも学べるよう公民館
や図書館等による各種学級・講座等︑学習機会の
充実を図ります︒
・子育て中の親を対象に︑家庭教育に関する講座の
実施や市民自身が開く講座への支援に努めます︒
・生涯学習施設の整備︑維持管理を計画的に行い︑
社会的ニーズに対応した市民サービスの向上を図
ります︒
・市民の読書意欲の向上及び﹁子ども読書活動﹂の
推進を図るため︑図書館の資料の整備・充実を目
指します︒

施策
市民文化
︻目指す姿︼市民は︑芸術文化を親しみ豊かな生活を
営むとともに︑地域の歴史や文化財への関心を高め︑

次世代に伝える活動に取り組んでいます︒
︻重点施策︼
・市民文化会館施設の維持管理を計画的に行い︑効
率的な運営を図ります︒
・市民文化会館の健全な管理運営に努めるとともに︑
指定管理者の能力を活かせる環境づくりを目指し
ます︒
・市民芸術祭︑児童文化展︑市民音楽祭等の開催を
通じて︑多くの市民に芸術文化活動の場を提供を
図ります︒
・市民の文化意識の向上とスキルアップを図ると同
時に︑市民自らがさまざまな芸術活動を活発に行
える環境づくりを目指します︒
・文化財の適正な管理と保存︑継承を図るため︑効
果的な支援を図ります︒
・市の歴史を貴重な文化遺産として後世に継承する
ため︑市史の編さんに努めます︒

施策
青少年育成
︻目指す姿︼本市の青少年は︑学校生活やスポーツ・
文化活動を通じ︑めまぐるしく変化する社会情勢に
も対応して︑夢や希望を抱いて積極的な社会生活を
送ることのできる自立した大人になるよう成長して
います︒
︻重点施策︼
・青少年の活動拠点となる居場所づくりに努め︑小
中学生を対象とした自然観察などの短期教室︑講
座等の開催の充実を図ります︒
・地域の人々と連携して﹁遊びの場・仲間・学びの
機会﹂を確保し︑異年齢間や地域の人々との交流
や体験の場所の提供︑充実を図ります︒
・成長期にある青少年の直面するさまざまな問題に
ついて相談を受け︑発達過程に対応した必要な指
導・助言を行ない︑問題の早期発見による解決を
目指します︒

年後に目指す市民生活像

持続的な発展が可能となる社会的資本を次世代に継承
するため︑中長期的な視点に立ち土地利用や都市基盤の
整備︑保全等に取り組みます︒
道路や公園など既設の都市基盤については維持管理水
準を明らかにし︑新たな整備については国土・県土形成
における補完性の原則のもとで整備計画を定めるととも
に︑市の限りある経営資源を前提に︑民間の資金や知恵︑
力を十分に活用し着実な維持管理及び整備をすすめます︒

︵都市基盤整備︶

政策５ 暮らし快適 魅力あるまち

３０

施策
︻目指す姿︼市民は︑市及び警察署並びに関係団体に
よる交通安全対策や道路環境整備等により︑交通事
故に遭遇する危険性が低い生活を送っています︒
︻重点施策︼
・市民の交通安全意識の高揚を図るため︑交通指導
員等を配置し関係団体と連携した啓発運動や地域︑
学校等と連携した高齢者や児童 生徒等への交通安
全教育をすすめます︒
・児童登下校時の危険な横断歩道において︑交通指
導員等による整理誘導を実施し︑児童の交通事故
防止に努めます︒
・歩行者の安全を確保し︑生活環境の保持を図るた
め放置自転車の撤去及び放置防止の啓発をすすめ
ます︒
防犯

︵教育・生涯学習︶
子ども達が生き生きと︑家庭︑学校︑地域において心
身ともに健全に︑学び︑遊び︑育つために︑教育環境を
整え︑地域の教育資源を活用した教育活動を充実します︒
また︑市民の学習意欲を踏まえ︑必要となる各種施設
や市でできる学びの機会を持続的に提供するとともに︑
学習の成果を生活や地域活動に活用できるよう支援しま
す︒
市民が求める芸術文化の催しを企画・提供し︑市民が
行う芸術文化活動を支援するとともに︑年代等に応じて
社会参加ができる環境と必要な情報や知識を提供し︑健
全な市民文化を形成します︒
年後に目指す市民生活像

市民は︑それぞれのライフステージにおいて︑互いの
個性を尊重し合い︑伝統・文化についてひとりで︑ある
いは共に学ぶことにより︑豊かな心を育んでいます︒ま
た︑その結果を生かして主体的に協働のまちづくりに参
画し︑地域社会の一員として活躍しています︒
施策
教育環境
︻目指す姿︼子ども達は︑幼稚園及び小・中学校にお
いて︑安全・安心で︑情報化に対応した学習環境の
下で︑充実した学校生活を過ごしています︒
︻重点施策︼
・老朽化や機能低下が進んでいる校舎等の改築︑改
修︑維持管理を計画的にすすめます︒
・児童生徒が理解しやすく︑意欲的に授業に取り組
むことができる情報機器等の整備をすすめます︒
・太陽光発電等の自然エネルギーの導入や緑化ウォ
ール等を効果的に組み合わせ︑環境への負荷低減
を図りながら快適な学習環境の整備をすすめます︒
・教育の機会均等を図るため︑学校教育法に基づき
児童・生徒の保護者の経済的な負担軽減を図りま
す︒

市民は︑安全で環境負荷の少ない交通環境︑安心して
住み続けられる居住環境︑市民が集い︑憩うことのでき
る空間が確保され︑快適な都市生活を営んでいます︒
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施策
︻目指す姿︼市民は︑市が警察署や関係団体と行う防
犯活動を理解し︑自らも地域の防犯活動に積極的に
取り組むことにより︑安全に安心して暮らしていま
す︒
︻重点施策︼
・照度効率の高い防犯灯の積極的な導入や犯罪抑止
効果の高い施設整備に努めます︒
・自主防犯パトロール活動の支援を効果的に実施し
ます︒
施策
防災
︻目指す姿︼市民は︑自らの生命︑身体︑財産を守る
ため︑家庭では住宅の安全確保や食料等の確保を行
い︑地域では自主防災組織に参加し︑自ら災害に備
えています︒
︻重点施策︼
・行政全般に支障が生じるような事態が発生した場
合︑庁内の情報整理及び体制づくりに努めます︒
・自主防災組織の育成や市民︑事業所を対象に行う
防災訓練の充実に努めます︒
施策
消防
︻目指す姿︼市民は︑自主的な消防訓練を実施してい
ることにより︑火災等を未然に防ぐとともに︑発生
した時でも被害が最小限に抑えられる安心感を持っ
て暮らしています︒
市民は︑高規格救急車や救急救命士の充実︑強化に

１０

２６

２７

２８

２９

１０

２５

２０

２１

２２

２３

２４

施策
公共交通
︻目指す姿︼市民が自家用車利用から公共交通へと交
通手段を変更することで地域環境負荷の低減が進む
と共に︑高齢者をはじめ自家用車の運転が困難な市
民も市内を円滑に移動できるまちになっています︒
︻重点施策︼
・都市マスタープランと整合した交通体系を整理し︑
具体的な交通計画を策定することにより︑市民の
交通利便性の向上を図ります︒
・市民の社会参加を活発にするため︑高齢者や障が
い者等に配慮した交通手段の確保としてコミュニ
ティバス運行の充実を図ります︒
施策
市街地形成
︻目指す姿︼座間市内の駅周辺は︑市民や来訪者にと
って魅力ある地域拠点として機能しています︒
また︑市民・事業者相互の認識が深まり︑市民の住
環境︑工場の事業環境などが適切に維持されています︒
︻重点施策︼
・都市の将来像を明確にするとともにまちづくりの目
標を明らかにし︑現状の課題に対応した将来的な土
地利用︑道路︑公園︑下水道等の整備方針を策定し︑
今後のまちづくりをすすめます︒
・住所の表示方法を︑土地の地番号による複雑な形
態から合理的で分かり易い方法に住民参加で改め︑
市民生活の利便性を向上します︒
・地域住民のまちづくりに対する意識を高め︑住民
等が主体となった地域のまちづくりを推進します︒
・駅周辺における道路等の都市基盤を整備し︑地域
商業の活性化や都市型住宅の供給及び歩道状空地
の整備を進め︑地域拠点の形成を図ります︒
・座間西部・東部地域の土地利用について︑計画の
理解を求めるとともに︑保全と整備に向けた計画
の策定を目指します︒

園︑広場等の整備をすすめます︒
・公園利用者の利便性の向上や安全性を確保するた
め︑維持管理計画による効率的な改修等を図りま
す︒
・公園・緑地・広場の環境整備のため︑地域住民等
との協働により︑計画策定︑維持管理体制の整備
を目指します︒
・樹木保全地域指定等の保全策により︑良好な樹林
地等の確保︑保全を目指します︒
・市民等との協働による花とうるおいのある緑地づ
くりを推進します︒
・緑あふれる住環境を確保するため︑市民の緑化意
識の高揚を図ります︒
施策
道路
︻目指す姿︼市民は︑日々の暮らしの中で利便性の高い
快適な道路を使用しているとともに︑それらは災害時
にも道路としての機能を果たしています︒
︻重点施策︼
・地域間等を結ぶ道路ネットワークの骨格となる都市
計画道路の整備を県とともにすすめます︒
・通行車両の円滑化と歩行者の安全確保のため︑幹線・
生活道路等の整備・改良に努めます︒
・地域住民等との協働により︑植栽等による道路緑化
を推進し︑コミュニティの醸成を図ります︒
・地域住民等との協働により︑地域の道路現状や問題
点を総合的に把握し︑その対策の計画的な推進に努
めます︒
・適正かつ迅速に道路を管理するため︑道路台帳を充
実して道路管理業務の効率化を図ります︒
・道路用地を確保し︑安全かつ良好な道路づくりをす
すめます︒
施策
住宅環境
︻目指す姿︼市民は︑市有建築物をはじめ市内の建築物
の安全性や快適な環境の確保により︑安心して生活を
営んでいます︒
︻重点施策︼
・市営住宅の居住環境を確保するため︑計画的かつ効
率的な整備︑改築︑修繕︑維持管理に努めます︒
・地震時における木造住宅の倒壊による被害の軽減を
図るため︑市民に対して耐震診断及び耐震改修の必
要性について︑普及啓発に努めます︒
・耐震診断や耐震改修に関する情報を提供し︑技術的・
経済的支援についての施策を進め︑建築物の所有者
が主体的に耐震化の取組みができる環境を目指しま
す︒
施策
基地対策
︻目指す姿︼キャンプ座間が存在することによるさまざ
まな負担が軽減され︑一部返還地は市民のために有効
利用されています︒また︑厚木基地の航空機騒音の解

消が図られ︑市民は︑不安のない静かな環境で暮らし
ています︒
︻重点施策︼
・キャンプ座間の一部返還地について多角的に検討し︑
有効利用を図ります︒

政策６ きよらかな水 大切に守るまち

︵水資源︶
水道事業や下水道事業の果たすべき役割を踏まえて︑
計画的な施設整備や維持管理のための事業を着実に実施
するとともに︑お客様サービスの向上や経営の効率化︑
健全化を図ります︒
年後に目指す市民生活像

市民は︑安全でおいしい水の供給を安定して受けてい
ます︒また︑下水道の適切な維持・管理により︑衛生的
な生活が営めるとともに︑大雨の時でも浸水などの被害
が少ないまちになっています︒

施策
上水道
︻目指す姿︼市民は︑市内において︑いつでもどこでも
安定的に水道を使用でき︑安全でおいしい水を飲むこ
とができます︒
︻重点施策︼
・地方公営企業として経済性を発揮し︑業務の効率化
を図り︑健全な経営を継続していきます︒
・地球環境に配慮し︑水道水の供給に係る送配水施設
の消費エネルギーの省力化に取り組みます︒
・限りある資源を大切に良好な状態で次の世代へ引き
継ぐため︑経年化した水道施設の更新をすすめます︒

施策
下水道
︻目指す姿︼市民は︑公共下水道の汚水整備がされた区
域において各家庭で水洗化が進み︑快適に公共下水道
を利用しています︒
また︑雨水対策が進み︑集中豪雨等による被害が少な
いまちになっています︒
︻重点施策︼
・公共下水道汚水整備により︑居住環境の改善︑公衆
衛生の向上及び公共用水域の水資の保全を図ります︒
・雨水の浸透・一時貯留等の施設による雨水流出抑制
を強化します︒
・市民の公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全のた
め︑個別訪問等により公共下水道の接続の促進を図
ります︒
・市街化調整区域の下水道未設置個所について︑個別
排水処理も考慮し効率的な整備をすすめます︒
・下水道施設の長寿命化を推し進めるとともに︑地震
対策を強化し施設の安全性を高めます︒
・下水道事業経営の健全化を図るため︑適正な職員配
置や業務の民間委託等をすすめます︒

政策７ 地球にやさしい 活力あるまち

︵環境・廃棄物・産業︶
市民が低炭素社会の実現に向けてライフスタイルの転
換を図ることができるよう︑市の環境関連情報を提供す
るなど︑市民等の環境に対する取組みを支援します︒
また︑農業における地産地消や商業における商店街の
活性化︑工業における道路をはじめとした基盤整備など
の課題は︑産業の１分野での解決が困難なものばかりで
あり︑地域産業の活性化に市民や事業者と協働で市を挙
げて取り組む中で︑解決を目指します︒
座間市在住の勤労者に対して国︑県︑座間キャンプ︑
市商工会等の関連機関と連携して︑雇用情報の提供︑雇
用相談︑就労斡旋などによる支援を行います︒

年後に目指す市民生活像

市民や事業者は︑世界的な地球温暖化への取組みや︑
ごみの分別や減量化 資源化など環境負荷の軽減に積極
的に取組み︑自然と調和した良好な環境を形成していま
す︒
産業においては︑個々の経営が安定していることはも
とより︑農商工連携のもとで地域資源の観光資源として
の活用などにより︑地域経済の活性化が図られるととも
に︑安定した雇用と福利厚生が確保されるなどにより︑
充実した生活環境が維持されています︒

施策
湧水・地下水保全
︻目指す姿︼市民は︑湧水・地下水の水質及び水量の
保全により市民生活に必要な水が確保され︑うるお
いのある生活を送っています︒
︻重点施策︼
・雨水の地下浸透を促進し︑湧水の保全及び地下水
の涵養をすすめます︒
・工場︑事業所による地下水の取水について指導を
行うとともに︑座間市地下水保全基本計画に基づ
き︑地下水量の計画的な管理をすすめます︒
・地下水や土壌の監視調査を定期的に実施し︑汚染
の防止をすすめます︒

施策
環境保全
︻目指す姿︼市民や事業者は︑人と自然が共生する静
かで安らぎのあるまちを目指し︑地球環境への負荷
の少ない生活を営んでいます︒
︻重点施策︼
・環境基本条例を制定し︑これに基づく環境基本計
画を策定します︒
・環境マネジメントシステムを運用し︑市も一事業
者との認識に立って︑地球温暖化防止対策をすす
めます︒
・市域の事業所等のＣＯ ２
排出量を把握し︑ＣＯ ２排
出量削減の取組みを支援します︒
・市民︑事業所などと連携した環境保全に関する普
及啓発︑環境学習を充実します︒

･

施策
景観地形成
︻目指す姿︼市民は︑計画的に保全・育成された心に
残る座間市らしい景観の中で︑心地よく暮らしてい
ます︒
︻重点施策︼
・適正な制限について住民の合意形成を図りつつ︑
地域の自然︑歴史などと調和した良好な景観形成
を図ります︒
施策
公園・緑地・広場
︻目指す姿︼市民は︑市内の公園︑緑地︑広場︑水辺
等において︑集い︑憩い︑それぞれに適した活用を
行い︑健やかに暮らしています︒また︑自らも清掃
や剪定などに積極的に取り組むなど︑公園等が快適
に維持管理されています︒
︻重点施策︼
・自然環境を生かし︑防災機能等を持ち合わせた公
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施策
資源循環社会
︻目指す姿︼ごみの分別や減量化・資源化に対して︑
市民や事業者の意識が高く︑確実に行なわれています︒
︻重点施策︼
・ごみの適正な分別・排出やごみ減量化︑リサイク
ルの啓発をすすめます︒
・市民等によるごみ減量化を図るため︑生ごみ処理
機の購入補助やリサイクルへの取組みを促進しま
す︒
・事業系ごみの減量化及び事業者等の自己処理責任
による適正処理を促進します︒
・資源物のリサイクルや有効利用をすすめます︒
・ごみ︑資源物などの円滑な収集体制を計画的に整
備します︒
・不法投棄防止の啓発をすすめます︒
施策
農業
︻目指す姿︼農業の担い手は︑意欲を持って規模拡大
など経営の安定に努力しており︑安全で安心な食料
の供給をはじめ環境の保全にも大きく貢献していま
す︒また︑市民は︑農地が果たす多面的な機能の重
要性を認識しており︑都市と調和した農業の維持が
図られています︒
︻重点施策︼
・農地を有効に利用し︑規模拡大による経営安定化
のため︑農地の流動化をすすめます︒
・農業者等が行う経営改善を支援するとともに︑市
民朝市の充実など地産地消の取組みを支援します︒
・良好な営農環境を保全するため︑計画的に農業生
産基盤の整備を行います︒
施策
商・工業
︻目指す姿︼商業では︑特産品などのブランド化や地
産地消を定着させて商店街や個店が活気づいており︑
工業では︑低炭素社会に対応した先端技術の導入を
図りながら︑製造品出荷額等も増加しています︒
︻重点施策︼
・さまざまな消費者ニーズに対応した商業振興策を
実施し︑消費の市外流出防止に努めます︒
・インセンティブ措置の実施により︑先端技術産業
などの住宅都市に見合った付加価値の高い工業事
業者の企業立地を積極的に促進します︒
・観光振興等を視野に入れ︑商工会や工業会など関
係団体との連携を図ります︒
施策
観光
︻目指す姿︼市に固有の自然︑歴史・文化︑伝統行事︑
伝統芸能︑産業などの地域資源を活用した観光行事
に参加した市民や来訪者は︑座間市に愛着と好感を
持つとともに︑地域経済の活性化に寄与しています︒
︻重点施策︼
・大凧まつりなどの特色ある行事が観光資源として
発展するよう支援します︒

︵行政経営︶
地域主権時代において︑市は︑市民の目線で定めた目
標を達成するため︑職員と財源を集中的に投入するなど︑
戦略的な経営を行います︒
また︑地域資源︵人材︑資材︑資金︑情報︶の現状を
把握し︑市民と協働でその効率的・効果的な活用を図り︑
地域社会の形成を牽引します︒

政策８ 未来志向 柔軟な発想
確かな行政経営

政策９ 市民起点 的確な判断と行動
信頼される行政運営

年後に目指す市民生活像

年後に目指す市民生活像

︵行政運営︶
本市では︑多様な市民ニーズに応える職員の育成︑行
政の透明性を高める情報公開︑公平で適正な契約事務の
執行︑効率的で円滑な財産管理︑さらには︑適切な会計︑
監査の事務などを行っています︒
市議会は︑条例や予算等の重要事項について審議し︑
市の基本方針を決定するプロセスを通して︑執行機関の
政策立案機能の強化を図るとともに︑執行機関に対する
監視機能を果たしています︒また︑市民に分かりやすい
開かれた議会運営を行っています︒

市役所では︑総合計画の実現を目指して︑施策の重点
化を図り︑そこに財源をはじめとした経営資源を有効配
分し︑柔軟で機動性の高い行政経営を行っています︒
また︑財政基盤の強化︑資産の適切な管理︑運用を行
うことで︑社会情勢が激変する時代においても︑将来に
わたり持続的に発展可能な希望を持てる都市となって
います︒
施策
戦略経営
︻目指す姿︼座間市は︑総合計画を中心として行政評
価・予算編成・組織編成・定数管理が連動し︑時代
の変化に対応した柔軟で機動性の高い意思決定と実
践力のもと︑経営資源を有効にかつ総合的に活用し
た行政経営を行い︑最少の経費で最大の市民サービ
スを提供しています︒
︻重点施策︼
・総合計画を中心に行政評価及び予算編成︑組織編
成︑定数管理が連動した行政経営システムの構築
を図ります︒
施策
財政運営
︻目指す姿︼将来にわたる財政基盤の強化及び効率的
な財政運営を図るため︑自主財源及び依存財源の確
保はもとより︑経常経費 の抑制︑財源の有効配分
や債務の解消を確実に行い︑所有する財産の適切な
管理を行う中で経営資源の有効な活用を図り︑常に
次世代に説明責任を果たすことができます︒
︻重点施策︼
・債務の解消を的確に行います︒
施策
賦課・徴収
︻目指す姿︼市民は︑市が公平かつ的確な課税・徴収
を行っていると感じています︒
・公平︑公正な市税の
徴収を行います︒

市民は︑市民起点で柔軟な発想と主体的な行動ができ
る職員や市役所に対し︑十分な信頼感を持っています︒

施策
職員育成
︻目指す姿︼座間市の職員は︑地域主権社会において︑
中長期的展望を踏まえた行動目標を持ち︑直面する
課題解決に対し自ら考え︑自ら行動しています︒ま
た︑協働社会において︑ニーズを的確に把握する中
で︑快適な市民サービスの提供を実践しています︒
︻重点施策︼
・職員の適正な人事配置に努めます︒
・職員研修の充実に努めます︒

施策
法務・情報公開
︻目指す姿︼本市では︑条例や規則などが整備され︑
適切で透明性の高い行政経営が行われており︑市民
から信頼されています︒
市民は︑行政が保有するさまざまな情報の中から
必要となる情報をより簡単に入手し︑活用していま
す︒

施策
電子自治体
︻目指す姿︼座間市は︑ＩＣＴと情報機器を活用し︑
情報システムの最適化が図られ︑市民サービスの向
上や行政事務の効率化を進める一方で︑情報セキュ
リティが厳格に守られています︒
︻重点施策︼
・
﹁
︵仮称︶座間市電子自治体推進指針﹂を策定しま
す︒

施策
財務・財産管理
︻目指す姿︼市有財産を利用者の視点に立ち適切に維
持管理するとともに︑効率的で的確な会計処理︑契
約や検査︑監査を行なっていることで︑市民に信頼
されています︒
︻重点施策︼
・市庁舎管理に係る中︵長︶期的な修繕計画を作成
し︑基金等の積立による費用負担の平準化を検討

します︒

施策
議会運営・選挙
︻目指す姿︼市民は︑いつでもさまざまな手段で議会
に関する分かりやすい情報を得ることができ︑議会
が身近な存在となっています︒
また︑市民は︑適正な選挙管理体制のもと︑正しい
情報を得て選挙の重要性を理解し︑積極的に投票して
います︒
︻重点施策︼
・インターネットや﹁座間市議会だより﹂などさま
ざまな媒体を利用して︑市議会に関する情報︑審
議内容などの市民への情報提供を行います︒
・選挙人の投票参加を高めるための投票区等の見直
しを図ります︒

５３

﹁わたしの座間﹂絵画コンクール入賞作品
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