市役所や県庁などでは行政情報の公開や発信をするため、様々な刊行物などが発行されていま
す。しかし、それらは日常触れる機会が少なく、いざ調べようとすると戸惑ってしまったり、せ
っかく調べたのに肝心な資料を見逃してしまったりするものです。このテーマ別調べ方案内では、
相模原市及び神奈川県の刊行物に焦点を当てて、図書館の所蔵している行政資料などで調べる方
法をご案内します。なお、行政資料の種類はたいへん多いため、この限られた紙面でご紹介ので
きるのは、それらのごく一部とな
所蔵館の表示
ります。
市立→市立図書館 大野→相模大野図書館 橋本→橋本図書館
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刊行物で探す

１－１ 相模原市の行政情報
■市の総合計画等
『新・相模原市総合計画』
相模原市企画財政局企画部企画政策課／編 相模原市 2010 年（市立・大野・橋本）
相模原市の市政全般の政策・施策・事業の方向性について、20 年後を目標に、分野ごとに
「まちづくりの指針」が示されているものです。
『新・相模原市総合計画 前期実施計画 平成 23 年度～平成 25 年度』
相模原市企画市民局企画部企画政策課／編 相模原市 2011 年（市立・大野・橋本）
「新・相模原市総合計画」を推進するにあたり、短期的かつ具体的に何に取り組むのかにつ
いて示されています。
『相模原市中央区区ビジョン』・『相模原市南区区ビジョン』・『相模原市緑区区ビジョン』
2012 年（市立・大野・橋本）
「新・相模原市総合計画」を各区の地域の視点で捉え直し、各区の課題、魅力、特徴を踏ま
え、各区の目指す将来像を明らかにした上で、平成 31 年度までの目標を定めたものです。
『相模原市都市計画マスタープラン』
相模原市都市建設局まちづくり計画部都市計画課 2010 年（市立・大野・橋本）
「新・相模原市総合計画」において都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、
都市施設の整備、市街地開発事業などの都市計画の方針を示したものです。
『相模原市水とみどりの基本計画』
相模原市環境経済局環境共生部水みどり環境課 2010 年（市立・大野・橋本）
都市緑地法第 4 条に規定する緑地の保全と緑化の推進に関する基本計画で、「やすらぎと潤
いがあふれる環境共生都市」の実現を目指すために策定された計画です。
『相模原市総合都市交通計画 平成２４年３月』
相模原市都市建設局まちづくり計画部都市鉄道・交通政策課 2012 年（市立・大野・橋本）
旧津久井 4 町との合併により鉄道駅 2 駅、高速道路 1 路線が増加し、また、リニア中央新幹
線の整備、小田急多摩線の延伸、相模縦貫道の整備などについて、社会の変化や環境負荷の
軽減なども考慮しながら、都市交通計画を策定したものです。
『相模原市地域防災計画 平成２４年９月修正』
相模原市危機管理室／編 相模原市防災会議 2012 年
（市立・大野・橋本）
市域に係る各防災関係機関の責任を明確にし、各機関と住民等が防災に関し行う事務及び業
務を整理して計画としてまとめられたものです。避難所の一覧や災害時の食糧の供給、物資
の輸送などに関する協定書なども参照することができます。
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■市議会
『相模原市議会会議録』 相模原市議会事務局／編 相模原市
（市立・大野・橋本）
書名のとおり、市議会の議事録。定例会、臨時会ごとにまとめられています。
相模原市議会 議案・報告書〔ファイリング資料〕 相模原市
（市立・大野・橋本）
議事日程、議案、陳情書などが確認できる資料。市議会会議録と併せて読むことで、どのよ
うな審議が行われていたのかよくわかります。冊子体ではなくフラットファイルに綴られて
います。
『市長施政方針』 相模原市
（市立・大野・橋本）
毎年 3 月議会において行われる、市長の施政方針演説が再確認できます。
■財政
『相模原市財政白書』 相模原市企画市民局財務部財務課／編 相模原市（市立・大野・橋本）
年度ごとの決算について解説がされています。平成 25 年 4 月発行のものには「平成 23 年度
普通会計決算の解説」が掲載されています。各章の冒頭に「白書早読み」のページが設けら
れており、概要が簡単に参照できるよう工夫されています。
『相模原市一般会計予算書及び予算に関する説明書』相模原市／編 相模原市（市立・大野・橋本）
市の一般会計の予算を確認することができます。市税や公共施設の使用料などの歳入予算や
福祉、衛生、土木、教育などに関する歳出予算が確認できます。
『相模原市特別会計・公営企業会計予算書及び予算に関する説明書』
相模原市 （市立・大野・橋本）
国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業などの特別会計予算と下水道事業の
ような公営企業の予算書の確認ができます。
『相模原市予算主要施策説明書』 相模原市／編 相模原市
（市立・大野・橋本）
各予算を具体的にどのような目的で支出するものなのかを説明した資料。予算書と併せて確
認すると予算の内容がよくわかります。
『決算主要施策成果説明書』 相模原市／編 相模原市
（市立・大野・橋本）
決算資料をもとに、具体的にどのような支出がされたのかについて、実績を決算書と照らし
合わせながら確認できる資料です。
■市で行った事務事業の報告
『相模原市政の概要』 相模原市議会事務局／編 相模原市議会事務局（市立・大野・橋本）
市の各課、機関の役割や実施事業、前年度の実績などがまとめられている資料です。冒頭に
は、市章、市の木、鳥、花、色、各区のシンボルマークが紹介されています。
『教育要覧』 相模原市教育委員会／編 相模原市教育委員会
（市立・大野・橋本）
市教育委員会の沿革、小中学校の児童数や学区、生涯スポーツ活動、市内の文化財、公民館
の利用状況、図書館の利用などの教育委員会の事業等についてまとめられています。
■統計
『統計書』 企画市民局企画部情報政策課／編 相模原市
（市立・大野・橋本）
市の面積や土地に関すること、年間の気温などの気象、人口、事業所や労働などの産業、物
価や運輸などの経済、社会福祉、教育などのあらゆる分野の数値が集計されています。また、
国勢調査をもとにした詳細な統計も掲載されています。
『月報 統計さがみはら』〔ファイリング資料〕
相模原市企画市民局企画部情報政策課統計班
（市立・大野・橋本）
毎月発行される市の人口統計でフラットファイルに綴られています。転入・転出による人口
異動に加え、大字、丁目ごとの人口が集計されています。
『相模原市の人口と世帯』〔ファイリング資料〕 情報政策課／編 相模原市（市立・大野・橋本）
毎月発行される市の人口統計でフラットファイルに綴じられています。区ごと地区ごとの統
計に加え、人口の移動状況、地区別の人口異動、人口増減の推移がグラフで表されています。
『町丁字別年齢別人口集計表』〔ファイリング資料〕情報政策課（統計班） 相模原市（市立）
住民基本台帳人口をもとに、町丁字ごとの年齢階層別に人口を集計した詳細な資料です。市
のホームページでも公開されています。
■その他
『相模原市の組織』 相模原市総務局総務部職員課／編 相模原市
（市立・大野・橋本）
市の組織図である行政機構図と、各課・機関の主な業務内容が簡潔にまとめられています。
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『清掃事業の概要』相模原市環境経済局資源循環部／編
相模原市環境経済局資源循環部
（市立・大野・橋本）
ごみの種類別の収集量、資源回収の状況、まちの美化事業の実施状況など、市のごみ
処理のデータなどが掲載されています。
『年報 相模原市の消防』 相模原市消防局消防総務課／編
相模原市消防局消防総務課
（市立・大野・橋本）
市の消防に係る活動報告や統計が掲載されています。消防署・分署ごとの車両などの
配備状況、防災啓発事業の実績、救急医療体制、出動回数、地区別の火災の発生状況
などの統計を調べることができます。
『相模原市保健所年報』 相模原市保健所／編 相模原市保健所
（市立・大野・橋本）
市保健所の活動状況をまとめたものです。一般健康診断、乳幼児健康診査などの実施状
況や感染症対策事業、食品衛生事業、環境衛生事業などの実績、母親の年齢階層別出生
児数や体重別出生児数などの統計も掲載されています。
『相模原市産業の概要』 相模原市環境経済局経済部／編 相模原市 （市立・大野・橋本）
市の工業や商業に関する各種統計が掲載されています。工業事業所の種別や従業者数、
業種別の出荷額の割合、販売額や売り場面積ごとの商業施設の状況、市の観光事業の実
績などの統計を確認できます。
『公民館資料』 相模原市教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課／編
相模原市教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課
（市立・大野・橋本）
相模原市の公民館の施設の概要、会議室棟の利用状況、実施事業などの公民館活動の
実績がまとめられています。
『相模原市公共施設白書』 相模原市企画市民局企画部企画政策課 財務部公共建築課／編
相模原市 2012 年（市立・大野・橋本）
市の消防署、小中学校、福祉施設、廃棄物処理施設、文教施設、駐車場などあらゆる公共施
設を取り上げ、運営状況の分析と他の政令指定都市との比較などがされています。
『地図でみる相模原市・町田市のすがた』
相模原市企画市民局企画部広域行政課・町田市政策経営部企画政策課／編

相模原市・町田市

2011 年（市立・大野・橋本）
相模原市・町田市・八王子市を首都圏南西部の拠点都市ととらえ、年齢別人口、核家
族世帯数、就業者数、事業所数などを地図に落とし、色分けをして示してある資料で
す。
『住居表示新旧対照案内図』 相模原市 相模原市
（市立・大野・橋本）
地域ごとに、住居表示に改められた前後の表記を参照できる対照表(図)です。市立図書
館が昭和 39 年 5 月１施行の一番古いものを所蔵しています。
『ナイスガイドさがみはら』
相模原市広聴広報課／監修 相模原市印刷広告協同組合 （市立・大野・橋本）
市の行政サービスや諸手続の窓口や公共施設、病院、学校等の所在地の一覧が掲載され
ている便利な暮らしのガイドブックです。
１－２ 神奈川県の行政情報
■『かながわグランドデザイン 基本構想』
神奈川県政策局総合政策部総合政策課／編 神奈川県 2012 年（市立・大野・橋本）
東日本大震災や福島第一原子力発電所の事故に起因する社会環境の変化を踏まえ、平成 37
年の神奈川県の将来を見据えて県政の方向性を整理した計画が掲載されています。
■『かながわグランドデザイン 実施計画プロジェクト編 2012-2014』
神奈川県政策局総合政策部総合政策課／編 神奈川県 2012 年（市立・大野・橋本）
「かながわグランドデザイン基本構想」にもとづき、県のエネルギー政策、災害対策、観光
政策などについて、具体的に何に取り組んでいくのかが示されています。
■ 神奈川県議会定例会会議録 神奈川県 神奈川県
（市立・大野・橋本）
神奈川県議会の議事録です。開催された議会ごとに、１冊づつまとめられています。
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■『県勢要覧』 神奈川県統計センター
（市立・大野・橋本）
気象、人口、県政、産業、経済、災害・事故、観光、教育など神奈川県に関係したあらゆる
事柄に関する統計が１冊にまとめられています。
■『神奈川県の人口と世帯』 神奈川県企画部統計課／編 神奈川県 （市立・大野・橋本）
毎月発行される神奈川県の人口統計。人口の推移、市町村別（政令指定都市に関しては
区ごと）の人口とその増減が集計されています。
■『統計指標でみる神奈川（時系列編）
神奈川県統計センター／編 神奈川県統計センター
（市立・大野・橋本）
人口、産業・労働、県民生活、教育、医療などのあらゆるテーマで、過去からのデータ
を時系列にグラフ化して、それぞれの状況を分析している資料です。

２

Ｗｅｂで調べる

■相模原市公式ホームページ
URL: http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
市からのお知らせ、情報公開、広報さがみはらの電子版とバックナンバー、統計、
諸手続の窓口、パブリックコメントなど、市のあらゆることが盛り込まれています。
探しているページが見つからなければ、キーワードでの検索が可能です。
■県政情報の公表・公開
URL: http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6103/
県の行政情報の公開や、県のグランドデザイン、予算の編成方針、一般･特別会計･病院･公営
企業の会計の進行状況など、様々な面から県の政策にアクセスすることができます。
統計情報のページには、人口、労働、産業、疾病などの統計の他に、都市計画、県道の整備状
況などの統計情報を得ることができます。
■かながわ電子入札共同システム 入札情報サービスシステム
URL: https://nyusatsu-joho.e-kanagawa.lg.jp/
県及び県内市町村の工事、コンサル、物品・一般委託の区分ごとの入札公告や入札結果、業者
情報、指名停止情報が確認できるサイトです。

★図書館を上手に使って、納得のいく調べものをしてみましょう★
○ＯＰＡＣで探す
図書館の利用者用検索機（ＯＰＡＣ）やホームページの蔵書検索でキーワードを入力して
検索してみましょう。
○図書館にない本を入手するには？
リクエスト（購入希望、または所蔵している図書館からの取り寄せ）ができます。
詳しくは調べものカウンターまたはリクエストカウンターへご相談ください。
○図書館にない雑誌記事を入手するには？
県内の図書館からは雑誌を、国会図書館等からは雑誌記事の複写（有料）を、それぞれ取
り寄せることができます。調べものカウンターでご相談ください。
○調べ方がわからなかったら？
図書館では、みなさまの調べもののお手伝いをする「レファレンスサービス」を行ってい
ます。お気軽に調べものカウンターでご相談ください。

発行 相模原市の図書館 http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/
（市立図書館 ℡042-754-3604◆相模大野図書館 ℡042-749-2244◆橋本図書館 ℡042-770-6600）
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