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ごあいさつ 

 

自由民主党相模原市議団は、コロナ禍において私たち議員が地域で市民の皆さんのご意見等を直接お聴き

する機会が少なくなっている状況を踏まえ、皆さんからご意見をいただき、市政に反映する必要があることか

ら、「市民アンケート」を実施し、ここにまとめました。 

ご協力いただきました皆さんに感謝申し上げます。 

 

アンケートでは、コロナ禍における感染症拡大防止対策や現在市において検討されている『相模原市行財政

構造改革プラン（案）』等へのご意見をはじめ、その他市政全般・議会全般に関わる多くのご意見をいただき

ました。いただいたご意見は、今後の議会活動のさまざまな場面において市政に反映する取組を行い、市民の

皆さんに見える形でお示しして参りたいと考えております。 

 

今後も改善を重ねながら取組を継続していきます。皆さんの更なるご理解とご協力をよろしくお願いいた

します。 

団長 須田 毅 
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所属議員紹介 
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概 要 

 

＜調査の目的＞ 

１．コロナ禍における市民意見の収集の機会を設けること 

２．市民の皆さまの意見をより正確に把握し、市政に反映させること 

 

＜調査内容＞ 

 調査地域 ： 相模原市内全域 

 

 調査対象 ： 相模原市民、相模原市に通勤・通学等本市に関わりのある方 

        その他、本市市政・議会にご意見のある方 

 

 調査事項 ： 「新型コロナウイルス感染症対策についてのご意見・ご要望、皆さんの状況等」 

        「相模原市行財政構造改革プラン（案）についてのご意見・ご要望等」 

        「相模原市政全般についてのご意見・ご要望等」 

        「相模原市議会についてのご意見・ご要望等」 

        「その他のご意見・ご相談等」 

 

 調査方法 ： ・調査票を「新聞折込み」「各議員から配布」等で配布し、ＦＡＸ・お手紙等により回収 

        ・自由民主党相模原市議団ホームページに案内を掲載し、インターネットフォーム上でご回答、 

         メールでのご回答 

        ・自由民主党相模原市議団フェイスブックに案内を掲載し、インターネットフォーム上でご回答 

        ・会派控室への電話によるご回答受付 

 

 周知方法 ： 「タウンニュース」「相模経済新聞」「自由民主党相模原市議団ホームページ」 

        「自由民主党相模原市議団フェイスブック」で告知 

 

 調査期間 ： 令和3 年2 月15 日 ～ 3 月15 日 

 

 調査報告 ： 令和3 年4 月1 日から、自由民主党相模原市議団ホームページに掲載 
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＜標本属性＞ 

・設問１～設問５までの回答総数1,328 件の居住地域の割合 

 

 

・設問１～５までの回答総数1,328 件の年齢別の回答数 
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・各設問の意見件数 
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設問１ 

現在の新型コロナウイルス感染症対策について、ご意見・ご要望や、みなさんの状況についてお聴かせください。 

 

No 性別 年代 区 内容 

1  男性 ５０代 緑区 感染拡大を防ぐため市民全員の PCR 検査を実施してほしい。ワクチンの早期接種を希望します。 

2  男性 ５０代 南区 
滞りなく市民にワクチン接種ができるよう努力してください。もし、緊急事態宣言が解除されて

も飲食店の営業は段階的に解除。 

3  不明 ６０代 不明 
緊急事態宣言の解除にまず今は反対です。感染者は人が動けば必ず増えます。3/7 の解除は延期

してください。 

4  男性 不明 中央区 マスク、手洗い,うがい、三密を避ける。 

5  男性 ７０代 中央区 概ねコロナ対策はしっかりできていると思います。市民もしっかり協力しています。 

6  男性 ８０代 南区 

毎日新聞で感染者の数が発表されていますがでもやっと人数の減少しつつありますが一週間の

感染者の数を都度まとめて発表していただきたい。私共の周りの中には現状感染者はいません

が年齢別の発表もしていただきたい 

7  男性 ８０代 南区 
日頃からの心構えと意識を常に各自が持ち、日常生活を送るよう啓蒙する。基本的なことは義務

化する。 

8  女性 ８０代 南区 ギャラリーをやっていますが午後から混み合わない手芸をかっています。 

9  男性 ５０代 不明 

政府なり、首相、市長、所詮為政者が何者かに洗脳されマスクだの趣旨の消毒だのと人の距離を

置くだの感染対策とは（真には）言えないことを勧め従順な日本人は本当にこれが SARS－COV-

2 の感染予防に繋がると信じていて右へ倣えとばかり実践している。新聞・ラジオ・テレビなど

マスコミも本当のことを隠してお上の意向を伝えるのみ。強制圧力、洗脳。正しくない情報源。

これだけ多くの人が一律に行動をすることに恐怖すら感じます。一方”早く終息してほしい”とい

う。呆れます。 

10  不明 ６０代 緑区 
国会役賞をはじめとして自民党役員は何をしているのか？二度と応援はできない。会食および

金権問題など 

11  男性 ５０代 中央区 
独自の生活困窮に対して無利子でお金を貸すんじゃなくてプレミアム商品券などの配布をして

いただきたい 

12  不明 ６０代 南区 
ロックダウンになると飲食とコンサートや芝居などばかりが制限を受け実際の人々の生活は同

じ電車は満員、スーパーも混んでいる。納得いきません（自身は音楽家 93 才の母と同居） 

13  男性 ４０代 緑区 
⑤の回答の中でアクセサリーの加工品を海外からの観光客に成田空港にて販売現在入国者 0 に

つき、うりあげも 0 です。年商 6,000 万。 

14  男性 ７０代 緑区 
コロナウイルス感染症対策にはワクチン接種が必要不可欠です。よって迅速なワクチン接種の

体制強化をお願いしたい。 

15  男性 ６０代 南区 
コロナありきで、あらゆる事が中止でありあまりにも閉鎖的である。市はもっと積極的に行政を

行うべきである。中止ありきの楽な考えばかりでどうしたらできるかを考えてもらいたい。 

16  男性 ７０代 緑区 
市内感染者は実態を皆にも時々公表すべきだと思う。同時予防すべきことも繰り返し伝えるべ

きと思う。 

17  不明 不明 不明 ペイペイ使用限定とか公平感に欠ける。スマホを使っていないと利用できない。 

18  男性 ７０代 南区 普段の生活の中で感染対策(マスク、手洗い、うがい）をしています。 

19  不明 不明 不明 
巣ごもりすることで感染リスクは減るでしょうが一方でリスク増大。ステレオタイプで各々が

考えて行動すべき。※ただ人恋し 
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No 性別 年代 区 内容 

20  男性 ７０代 中央区 
緊急事態宣言が未だ収束していない現在（2/24 時点）では何とも言えませんがいずれにしろ歴

史に残る事態を無事通過することを祈るのみです。 

21  男性 ７０代 南区 
ワクチン接種の準備状況はどうなっているのか？ほかの自治体の状況はマスコミでとりあげら

れているのか？ 

22  男性 ６０代 南区 

県・市も情報不足地域が特定できない範囲で情報をだしてほしい。ワクチンの接種も同様、また

市民の中に家庭医があるのは少ない。国の方針が市に行き届いていると思っているような議員

はいないと思うが。 

23  女性 ６０代 緑区 

自民党よ！国政、地方政治どちらも政治家の質の悪さに目を覆いたくなるばかりです。選挙のと

きには土下座までし、議員になってしまえば特技意識丸出しで甘い汁を吸うことに没頭する。特

に二階、麻生、菅等の偉そうな物言い、顔を見ると不愉快です。国民はっ今後を嘆いています。 

24  男性 ７０代 南区 
小学生以上はマスク着用の義務化（外出時）感染についても空気感染によったり無自覚で感染し

たりするため警察官になぜマスク無着用なのかパトロールさせ質問させる。 

25  男性 ８０代 中央区 
当然のことなので最良の方法など各自にも分からない。よく考えて良いと思うことを実施して

ほしい。私たちは外出しない。 

26  男性 ７０代 中央区 特に健康に変わりありません 

27  女性 ６０代 緑区 
ワクチン接種について高齢の親は近くのクリニックや施設でないと受けづらいのでご配慮をお

願いいたします。 

28  男性 ６０代 中央区 GOTO は再開すべきではないと思います 

29  不明 不明 不明 

感染者（無冠症状者など）の収容施設として、基地返還予定地の使用を（プレハブの建設や現存

の建造物の再利用）考えては、どうでしょうか？災害時の仮設住宅建設用地としての活用も考え

てみては？ 

30  女性 不明 南区 コロナの実態が情報としてまるで伝わってこない。詳細情報を流してほしい 

31  男性 ８０代 中央区 コロナ対策についてはよく頑張っていると思う 

32  女性 ６０代 南区 
地域での活動参加をすべて控えていて、家の中でできる趣味を行うことで、何とか退屈しない程

度に健康を維持させている。従って、ワクチン接種は現代会では必要としないし案がない。 

33  不明 不明 不明 市議の方に市民の声が届けることができるこのようなアンケートはありがたいです。 

34  不明 不明 南区 
目に見えてお店が閉まっていく。経済的に苦しい世帯に対する施策を優先的にしてほしい。「ア

ベノマスク」は無駄な施策だった。 

35  女性 ４０代 緑区 

コロナによってお亡くなりになられました医師の先生方に私も辛いです。看護の為に命を落と

された私の人生ケンブリッジ医学部博士どうしで涙があふれてたまりません。人様の為に泣け

るそれが医師の心。 

36  不明 不明 中央区 ワクチンの接種について案内を早くお願いしたい。 

37  男性 ６０代 中央区 マスクは必ずつける。不要不急の外出はしない 

38  男性 ６０代 緑区 緊急事態宣言をすぐに解除しろ。無駄な税金を使うな。そのままにしておけ。 

39  男性 ８０代 緑区 
老人会を始め、いろいろな会に参加できない。寂しい、早くワクチン接種をし元気で皆さんとオ

リンピックをみて喜びたい。 

40  女性 ５０代 南区 

こちらは清掃の仕事を生業としておりますが、ドアノブや皆が使う個所について念入りに除菌

しながら感染症対策に取り組んでおります。仕事に入る前は検温と除菌、手袋、マスクは必須で

す。 

41  不明 不明 不明 
感染者(無症状者等)の収容施設として、基地返還予定地の使用を（プレハブの建設や現災害時の

仮設住宅建設用地としての活用も考えてみては） 
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No 性別 年代 区 内容 

42  男性 ７０代 南区 

私たち透析患者は腎不全という基礎疾患を持っています。中には糖尿病を持っている透析患者

もいます。基礎疾患のある人は優先的にワクチン接種をしてもらえることになっています。どう

かスムースに接種できるようお願いします。私たち腎友会の役員の一人が１月に新型コロナウ

イルス感染症によりなくなっています。 

43  不明 不明 南区 早く収束することを願っています 

44  女性 ８０代 中央区 

①日本は「コバックス」への資金提供で途上国へワクチンを供与しているが逆に一般の人のワク

チン接種すらされていない。途上国同様と思う。②当市の接種についても分からない。説明が欲

しい。③私は 89 歳 8 が月。気管支炎喘息があるので令和 2.2.17～検温朝晩②会同 2.31 から接

触人数も記入しています 

45  女性 ８０代 南区 
私は川崎市の麻生王禅寺からここヴィンテージヴィラ相模原に 8 年前に入居しました。住民は

100 人強で 3 食自炊している方も結構いらっしゃいます 

46  女性 ７０代 南区 

コロナ対策で自粛外出等していないのが普通になっている。子どもたちが学校のグラウンド等

野球、サッカー等の市の管轄下の場所の使用が禁止になっている。コロナ対策をしての使用許可

はしてもいいのではないか。考えてほしい 

47  不明 ７０代 不明 
コロナ感染症対策について市としてできることは選挙で少ないと思うが木村市長の存在感、な

さすぎ改革派の候補者が多い中、終盤になり急に自民からおされて市長になった 

48  不明 不明 不明 公共施設が使用できず非常に不便であった。 

49  男性 ７０代 南区 

現在の新型コロナウイルス感染症対策についてのご意見·ご要望、皆さんの状況等 

これまでのコロナ政策は中途半端で税金の無駄が多く不同意。オーストラリア見習って欲し 

い。陽性者を極カ少なくしたうえで、濃厚接触者だけでなく関係者すべてに PCR 検査をおこな

う。 

積極的疫学調査に転換し、無症状者を補足する政策が必要。また経済活動の制限ではなく、コロ

ナ防御のきめ細かな具体的な対応を国民に要請し、経済との両立を図ることが必要と考えます。 

50  男性 ７０代 中央区 

「市民の生命を守る」決意を表に出し医療機関の対応が充実していることをアピールして市民

の安心感を表明したほうが良いと思う。市としてのメッセージが少なすぎて不安が増すばかり

である。 

51  男性 ４０代 中央区 
国の対策ではなく、市としてどのような対策を行っているのか全く見えてこない。積極的な取り

組みを希望します。 

52  女性 ７０代 緑区 

菅総理大臣の医療と経済の両輪の施策はよかったと思います。去年より私共は「緊急事態宣言」

発令後も、長くに亘り、細やかに、手洗い、マスク着用、ソーシャルディスタンスを守り、外出

をせず率先してテニス場でも家庭でも消毒、殺菌に勤めてきました。現在も元気で健康維持がで

きているのは、過去 30 年テニスを続けて来た成果だと思います。只この先自宅で運動不足によ

り血液循環が悪くなり体力が落ち病気になることを心配しています。 

53  男性 ６０代 緑区 

コロナ感染が広がって対策が求められた時、政府に対してなぜ早くから PCR 検査を推進しなか

ったのか。国民の命にかかわることでとってもがっかりしてきました。ワクチンができる前にで

きる対応をしてこなかった政党にがっかりしました。 

54  男性 ６０代 南区 
私自身も含め、不要不急の外出が多いと思います。市の方でも市民に対してさらなる徹底をお願

いします。私も頑張ります。 

55  男性 ６０代 南区 
ロシア製や中国製のワクチンは危険なので、受け入れないでほしい。韓国製の注射針も危険なの

で使わないでほしい。 

56  男性 
８０代 

以上 
南区 

新型コロナワクチン接種について高齢者の摂取場所や日時について分かる範囲内で教示願い度

い。 
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No 性別 年代 区 内容 

57  男性 
８０代 

以上 
南区 

読売新聞朝刊に連日南病院にて集団感染が 50 名近く発生している又特別養護老人ホームでも感

染者が発生したと聞いています。お互いが一人一人マスク着用手洗い外か帰れば嗽の励行を。 

58  女性 ６０代 南区 

注意のお願いだけでは限界がある（注意の仕方にも個人差がある。同居していない家族とコロナ

前と同様に会食する人もいれば、1 年間あっていない人もいる。具体的な対策、若い世代の PCR

検査などが必要ではないか。子どもたちの学力の問題もあるが、高齢者の体力低下、認知症の進

行が見られる。 

59  女性 ７０代 南区 自粛しています 

60  不明 不明 緑区 3 密の場所しかない 

61  不明 不明 不明 新型コロナウイルス感染症対策についての意見要望は別紙にて同封させていただきました。 

62  不明 不明 不明 
コロナ菌の発生の撲滅 

下水道の消毒散布 

63  男性 ６０代 中央区 

人一人の感染防止の心がけしかないと思う。マスク着用。手洗い、そして会食の自粛を各自がや

っていくことが大事。自分自身は一切せず、自宅で食事をし外出、職場ではマスクの着用を徹底

している。 

64  男性 不明 南区 

事は客船ダイヤモンド P の寄港から始まった。何が？新コロナ感染症が、特徴は広がりが速い、

強力、故に死に至る。身を守るのは市民自ら、助けるのは行政（保健福祉セ）など。体温 37.5、

かかりつけ医、保健所、救急車、待機（たらい回し）、重症化、仲間市民の犠牲が出てしまった。

難敵に負けない機関を作ってください。 

65  不明 ７０代 中央区 
ワクチン接種のシミュレーション等事前作業の状況が解らない。テレビ等で海老名や厚木や横

浜は報告されているが相模原はない。掛かりつけ病院での接種を希望する。 

66  不明 不明 南区 

私は南区東林間に住む 80 才です。この 1 年は私たち高齢者から生きがいや、気力、体力を奪う

に充分な時間でした。友達とも遠く、引離されております。姉二人とも死別し、希望をなくし、

自死へ向かう人々の気持ちがわかります。 

67  男性 ７０代 中央区 よく頑張ってくれています。ワクチン接種も整然と行えるよう頑張ってください。 

68  不明 ４０代 南区 
意見要望なし。弊社は学校や病院、老人ホーム等の現場も多いため、現在対策を引き続き緊張感

を持って取り組んでいく。 

69  女性 ４０代 中央区 LINE を活用した新型コロナワクチン接種予約システムを導入してほしいです。 

70  男性 ４０代 市外 特になし 

71  男性 ６０代 緑区 

不安を煽る報道ばかりが見受けられるが対策をすればこのように日常生活や仕事もできるとい

う前向きな情報、データを報せて欲しい。コロナだけが恐ろしいように報道されるが、今年のイ

ンフルエンザの死者数は昨年と比べてどうか逆に通常の自然死数は減少しているのではないか。

明るく前向きな情報を発信して欲しい。 

72  男性 ７０代 緑区 無症状のコロナ陽性者がいる事に不安を感じる 

73  男性 ６０代 中央区 

マスク･手洗い･人混みをなるべく避けるということを基本に生活しております。家族･親せき、

身近な人は誰も感染していないので、現実のこととしてなかなか実感が湧きにくいのですが、こ

れからも感染症対策をしながら生活していきたいと思います。 

74  男性 ５０代 市外 
歯科医師ですが、現在のグローブの価格の高騰には困惑しております。新型コロナウイルスのワ

クチン接種の情報をより迅速にお願い致します 

75  男性 ６０代 中央区 

コロナの感染者数は出ていますが、何人検査して感染者の割合は何％なのか出してほしい。日本

国籍と外国人国籍の割合は何％なのか出してほしい。私が働いているスーパーでは１日 3000 人

が来店している。それなのに１人も感染者が出ていない。実感がなく、飲食店が８時までなのは

おかしい。市のテニスコートを利用しているが密にはならない。中止はなっとくはいかない。 
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76  男性 ７０代 中央区 

コロナウイルス対策が見えてきません。国の緊急事態宣言に対応してとして何か対策を図って

いますか？８時以降の飲食禁止で、感染者が減っているので感染の大半は、飛沫感染と思われま

す。マスクをしていれば、満員電車でもほとんど感染者が出ていません。マスクを外しておしゃ

べりするのが一番危険と皆さん承知しているのに８自までは、飲食できるので、マスクを外して

おしゃべりできます。この時間対策だけでは、感染者が減りません。飲食店全部に 700mm の

高さのアクリル板を設置させたら、感染は９割近く防げるのでは？コンピューターでもガード

があれば防げるのに、国や専門家、メディアはこのことについてあまり触れません？なぜです

か。一部の専門家がアクリル板を設置すれば１１時まで飲食しても感染拡大にはならないと言

っています。相模原モデルとしてアピールしませんか。マスク会食は無理です。相模原の飲食店

は、まだアクリル板設置が少ないです。家庭にも年寄りがいたら貸し出したらいかがですか 

77  男性 ６０代 緑区 
政令市に相応しい感染対策を望む。人と人との交流がなくなり地域の孤独感が顕著にあらわれ

ている。こういう実態を捉え速やかに行動すべきだ。 

78  男性 ７０代 緑区 
店舗を自営していますが、"売上減少"が 1 年続いています。給付金、家賃補助（店舗）を本年度

もやるべきです。商店街でも飲食店以外もやるべきとの意見が多い。 

79  女性 ７０代 緑区 

まずは医療関係者の方々には心から感謝申し上げます。１都３県は長引いても厳重に感染を止

めてほしいと思います。ワクチンは高齢者と共に働き盛りの人々にも早期の対処をしていただ

きたい 

80  男性 ７０代 南区 

4 月からのワクチン接種が高齢者先行で始まるとの事ですが何処で、何時からでしょう? マス

ク、ステイホーム、手洗いうがい、で待っていますが近場にて予約したいと思って います。又

近所にてクラスターが発生したので早く打ちたいですね、宜しく願います。 

81  男性 ４０代 中央区 
感染症対策として夜間パトロールを強化対策してもよいかなって思いつつ夜間の出入りを抑制

しないとね！！ 

82  女性 ５０代 中央区 
市として、ワクチン接種対策案をどのように捩付しているのか？市民に随時、積極的に公開して

下さい。 

83  男性 ６０代 南区 

未知のウイルスに対しての対策はトライアンドエラーで進めるしかない中、対応はできて いる

と思います。 ただこれまでにこのような非常事態を想定した検討、対策がされていないことが

後手になっているところもあると思います 危機管理はなかなかそうならないと本気度をもっ

てやるのは難しいのですが、 市レベルで危機管理(災害、感染など)を本気度をもって(イベント

ではなく) 取り組んでほしい。(シミュレーション&対策とレビュー) (安心して市民が暮らせる) 

84  男性 不明 中央区 

一高齢者の意見です。 国はワクチン接種を医療関係者の次に高齢者の接種の順序で公示されて

います が、 高齢者からの感染拡大は皆無に等しい、むしろ感染被害者です。 医療関係者優先

は当たり前で相模原の現状は介護施設の従事者(三蜜が守れな い) 厳しい状況化の方の接種が

先ではないでしょうか。 

飲食店の時間短縮で感染防止は無策で店の従業員感染かお客が保菌者で感染拡大か把握できな

いための犠牲です。 

政府は緊急宣言の延長 2 週間を決めていますが、菅首相は、この期間で「高齢施設で集団感染防

止を防ぐため、三月末までに三万の施設で検査を実施する方針を表明、又、市中感染探知のため

に無症状者へのモニタリング検査を大都市 (相模原も入る?)で実施し、SNS 等で若者に広報す

る」考えを示しています。 (国会 TV 中継、新聞報道より) 順序は良いと思いますが具体的には

どう進めるのか策定が出来ているでしょうか。 

 2 週間の再延長と首相の 3 月末目での対策は整合性が取れますか。 市議会でのリーダーシッ

プを期待しています。 
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85  女性 ７０代 南区 買い物は若い人にたのみ、出かけない様にしています。 

86  不明 不明 南区 

医師会では、昨年 2 月の横浜港におけるダイヤモンド・プリンセス号への診療・健康管理等への

協力から始まり、市保健所と連携し「市医師会 PCR 検査センター」の立ち上げ・運営、11 月か

ら神奈川モデルにおける発熱診療等医療機関への参加等会員一丸となって新型コロナウイルス

感染症に対応してまいりました。 

本年 3 月以降に始まる医療従事者向け新型コロナワクチン接種事業については神奈川県、また

4 月以降となる市民向け接種事業については現在、と連携し検討を進めており、引き続き全力で

協力してまいりますが、国のワクチン確保等のスケジュールの詳細等について、民に安定的な接

種が可能か未だ不安な状況がございます。 

感染拡大防止のためワクチン接種事業は、市民から大きな期待が寄せられていることからワク

チンの安定的な供給及び接種事業が円滑に進むよう実施体制の確保について、望まれるところ

です。 

87  男性 ７０代 中央区 市の市民に対する情報がなく、何でも遅い！ 

88  不明 不明 不明 

市民がこれだけ自粛をしているのに、感染ペースが下がらないのは、市民に原因がある訳ではな

いと思います。 行政は、その原因を出来る限り早急に明らかにして、新しい対策を立てる必要

があると感じます。対応が後手後手になって、せっかくの市民の頑張りが無駄にならないよう

に、積極的な対応が求められる と思います。担当している方は、大変なことだとは思いますが、

よろしくお願いいたします。 

89  男性 ６０代 中央区 

対策に対する状況など、もっと現場に出向いて（特に医療施設（薬局含む）や介ゴ施設）その効

果や不満、要望を直接聞いて頂きたい。（公明党などは回ってきた。）（現場は施設警備まだ大

変） 

90  女性 ６０代 南区 気軽に外出できず、安心できる空調をととのえてほしい 

91  男性 
８０代 

以上 
南区 情報提供の即時性に不足感があります。 

92  男性 ６０代 緑区 
感染症対策はやむを得ないと思います。中途半端な解除はやめて完全に０人になるまでお願い

したい。 

93  男性 ４０代 中央区 市民全員検査が必要です。 

94  男性 ５０代 中央区 地場零細企業の従事者に対する、感染予防策に工夫が足りないと感じています。 

95  男性 ４０代 中央区 先行き不透明の状況で生活に不安がある。 

96  男性 ２０代 中央区 相模原独自の給付金実現 

97  女性 ３０代 中央区 仕事がない 

98  男性 
１０代 

以下 
中央区 お父さんの給料が減った 

99  男性 ４０代 中央区 職場では手洗い、検温、マスク着用など出来ることを徹底しています。 

100  男性 ７０代 南区 
現在国が示している対策を受け入れるより仕方ないと思う。しかし、この補助金バラマキの後始

末は、大きな負担となって国民にのしかかってくることを覚悟する必要がある。 

101  男性 
８０代 

以上 
緑区 個人責任でキマリを守る 

102  男性 ４０代 中央区 修学旅行が中止になった学生のフォロー。 

103  男性 ４０代 緑区 大学の対面授業。 

104  男性 ３０代 中央区 みんな適当すぎる 
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105  女性 ２０代 南区 

コンパニオン業界大打撃で一年以上になりますが国からは持続化給付金一度だけで、しかも近

隣の厚木市は国とは別に売上減少の企業に対して給付金があったりしては何もしてくれなくて

本当に残念な思いで過ごしています（ ; ; ） アンケートだしても通じないと思っていてあまり

期待していないのが事実です（ ; ; ）泣 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** 昨年勉強して東京海上日動あんしん生命代理店をはじめました。コンパニオンだけでは

厳しいので幅を広げて介護関係にも派遣はじめようと打ち合わせしてるところです、、、 飲食

店一律 6 万円はみんながおかしいってと思ってると思います。 ***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** 赤池さんは存じ上げませんが本当に大変な人に給付金一度だけ

ではなくもう一度だすべきだと思います。 

106  男性 ４０代 中央区 
屋外スポーツは解禁して欲しい。小学校などのグランドも。その方が子ども達の心と身体の健康

に良いと感じる。 

107  女性 ５０代 中央区 

テレビなどの報道は陽性者数ばかりを報道して危機感ばかりを煽っています。そもそも陽性者

は感染者ではなく、無症状者が感染の原因にならないことは証明されています。新しい生活様式

ではなく元の生活にそろそろ戻していただけませんか？１年間も子どもたちにマスクをさせて

いることがどれほど酷いことなのかおわかりですか？マスクによる低酸素は脳や体に悪い影響

があります。マスクをしている生活は表情が読めず精神的に人を不安定にします。正しい知識を

市民に知らせて下さい。 

108  男性 ４０代 中央区 様々な行事が無くなってしまった、学生のフォローです。 

109  男性 ５０代 南区 
コロナワクチンの説目が足りなさ過ぎる。書き換えの可能性、スパイクの遺伝子操作、たんぱく

質、免疫システム、転写、翻訳、逆転写 

110  男性 ４０代 中央区 現場の医療従事者への手当てを充実させてほしい。 

111  男性 ７０代 中央区 72 歳の老人ワクチンは最寄りかかりつけで 

112  女性 ６０代 中央区 自粛してます。 

113  男性 ６０代 緑区 ワクチン接種の体制やスケジュールを早めに伝えてほしい 

114  不明 ４０代 南区 

現在自粛中のはずなのに高齢者が出歩いていたり、サークル等で遊んでいる。子どもや若い世代

には攻めるような事を言っているが協力していないのは決まって高齢者。重症化しやすいから

一番注意しなければならないのに何故あんなにも勝手なんだろう。電車内でマスクをしないの

も高齢者。｢貴方や周りの人を守る為にも自粛を｣ともっと高齢者重点に叫んで欲しいです。 

115  男性 ５０代 南区 補助金や無利息融資等、公平性が保っていないと感じられ、自己責任とするべきと思います。 

116  男性 ７０代 南区 非常に生ぬるい。 

117  女性 ７０代 南区 
コロナ対策していながらでも、客足は遠のく、それでも生活の為に営業してます、赤字を覚悟で

すが、感染者が出ない為に飲食店みたいに補助していただけない、矛盾さ 

118  男性 ５０代 南区 

国県市の既存施策を組み合わせて案内 申請の補助ができる窓口と人員を作り十分な広報を合

わせて行って欲しい 既存の各種支援策を知らない又は面倒又は期日があてにならにならない

と思い込み 対象者なのに活用されていないケースを見かける 

119  男性 ６０代 南区 

現在のコロナ対策は失敗ですね ワクチン接種もそうですがここまできたらゆっくりとあせら

ず年内に完了するように進めてもらえばよいかなと考えます。従ってオリンピックは中止して

PCR 検査を無症状者に積極的にすすめてワクチン接種完了までなんとか感染爆発を制御できれ

ばいいですね 

120  男性 ６０代 緑区 

①市で PCR 検査を無料又は、低価格で実施。②新型コロナウイルスのワクチン接種情報の開示

③市施設の臨時職員ですが、自宅待機中です。休業手当は 60%支給ですが、今回は 80%支給で

も良いのでは? 
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121  男性 ７０代 緑区 
高齢者向け予防接種が一日も早く行われることを希望します。何時、何処で行われるのか早めの

情報が欲しいです。 

122  女性 ５０代 南区 
昨年 2 月から買い物と仕事以外の外出はほとんどしていません。お稽古事も休会費を払い続け

て休んでいます。 

123  男性 ７０代 緑区 
他の自治体の職員で仕事オンリーでしたが地元で自治会ボランティアをしながら生活していま

すが、情報があまり入ってこない気がします。 

124  男性 ６０代 中央区 

トップレベルの防疫、医療資源を有していながら活かしていないのは村社会から一歩も踏み出

さず体型的な組織化ができていないので後手に回る。せめて切り札のワクチン接種は組織横断

的に束ね『この難局を乗り越える自負と気概を持ち、実効ある結果を出すリード役』を市議団に

期待する、 

125  女性 ６０代 南区 

ずっと、蜜を避け友人達との会食は皆無です。早い時期から全員が安価で気軽に PCR を受けれ

たら、陰性の人限定で旅行にも行けたと思います。そして、空港での厳しい水際対策がされず緊

急事態宣言の判断も遅く何もかもが判断遅いです。結果国民にだらだらと辛い思いをさせてい

ます。何が 1 番大事かを判断しスピードを持ってブレずに対策をしていってほしかったです。 

126  女性 ３０代 南区 図書館が開いているのは助かります 

127  不明 ７０代 緑区 
対策する人としない人分かれてしまい、行政から何を呼びかけられてもなかなか行動は変化し

ない状況だと思う 

128  男性 ７０代 中央区 
国において「船頭多くして船山に上る」感が強く、長期展望を見通して実効性のある有効な施策

を推進してきているようにはこの 1 年を通して見られない。 

129  女性 ３０代 緑区 

ありがたいことに家族みんなが感染していません、医療従事者、罹患者には申し訳ありませんが

外出は積極的にしています、無駄足ではなくあくまで自身の健康を保つための運動や行事に参

加させて頂いてます、もともとアクティブなほうなのですが感染症があり行動範囲が狭まり少

し不自由しています。あくまでも恐ろしいのはコロナだけではなく生活習慣病もまた怖いもの

だと思っています。 

130  男性 ７０代 緑区 

依然として相模原は感染が確認されています。新聞等では特定のｴﾘｱのみの感染を記載しており

ますが、自分達が住んでいるｴﾘｱはどうなっているのか、未だ不明。非常に心配です。不要不急

を貫いておりますが、食料品買出時などは２重ﾏｽｸを徹底し、用済み後は即帰宅。帰宅後はマス

クは焼却処置しております。兎に角、地域の感染状況はどうなっているのか？知りたいです。 

131  女性 ６０代 南区 

日常生活の通院のための電車利用、買い物等必要最小限の外出をしています。こまめな手洗い、

マスクの着用も当たり前の事として自然に身についてきました。緊急事態宣言発令、解除でも結

局は、一人ひとりの行動でしかコロナを収束させることは出来ないと思っています。医療従事者

の方や日常生活を円滑に回すために行動してくださってる全ての方たちの為にも自覚を持って

(感染しないように)生活しています円滑に 

132  女性 ５０代 南区 
昨年 2 月から買い物と仕事以外の外出はほとんどしていません。お稽古事も休会費を払い続け

て休んでいます。 

133  男性 ６０代 南区 
各区単位での１週間の感染者数が発表されていますが、広く公表して欲しかった。 ワクチン接

種の具体的説明がないので不安です。（他市では予行練習までしている） 

134  男性 ６０代 緑区 高齢者の早期によるワクチン接種及び接種後の情報提供。 

135  男性 ７０代 南区 
独自のコロナ対策を広報を通じてひろめて頂きたい。これからのワクチン接種のスムーズな運

行計画など事前に出来るだけ公表をお願いしたい。 

136  男性 ７０代 中央区 経済対策を盛り込んだ対策の実施を要望いたします 
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137  男性 ５０代 市外 
金属加工業の会社を営んでいます。昨年の１１月までは前年対比で２０％くらい落ち込んでい

たが、その後は、前年よりも売上が良くなっています。 

138  男性 ７０代 南区 

ワクチン接種の日程が具体的になりつつありますが、その優先順位については概略①医療関係

者（先行接種）②高齢者③その他となっています。私は、高齢者は重症化リスクが大きいので優

先的にという発想かと思いますが、感染拡大を防ぎ、元気な日本を回復させるためには、医療従

事者の次に福祉事業従事者、教職員、警察消防自衛隊、海上保安官など日本の屋台骨を陰に陽に

支えている人たち、次に学生生徒（児童幼児……摂取できる場合）や入院患者、障害者を優先さ

せ一般国民や高齢者は最後に接種すべきだと思います。ほとんどの高齢者はコロナ対策をしっ

かりしており、自分の命に直結するものだということを良く知っていますし、これからの日本を

支えてくれる存在でもありません。（ちなみに私は後期高齢者ですので念のため。）もう変更す

ることはできないとは思いますが。 

139  男性 ７０代 南区 
70 才を超えています。足の痛みがありますので、ワクチン接種会場は近場のかかりつけ医にて

可能になるようお願いします。 

140  女性 ３０代 緑区 子どもに我慢を強いていること。 

141  男性 ６０代 南区 基本的対策は遵守しているつもりです。 

142  男性 ４０代 南区 
コロナのおかげで、インフルエンザが実質ゼロ。コロナ対策は、超過死亡数で、基本対策を判断

して頂きたい 

143  男性 ６０代 中央区 
個人に配慮するのは当然ですが、情報があまりにも漠然としている。外出するなだけの呼びかけ

にもううんざり！もう少し感染した状況の分析を行いその知見を広報すべき 

144  女性 ４０代 南区 
学校の校庭が使えず、少年団のスポーツができず、やりすぎ。放課後や週末も子どもたちを外で

遊ばせたい。学童の室内が密になるので矛盾を感じる。 

145  男性 ６０代 中央区 皆、それぞれに苦しいのだから他人を誹謗中傷する意見は避けて欲しい。 

146  男性 ６０代 南区 
市内の状況を数値化してほしい。感染者数だけなく、重症病床の使用率・中等症・軽症病床の利

用率・入院待機者の数値など 

147  男性 ４０代 緑区 
これから始まるワクチン接種について、スムーズな接種が出来るように、万全の体制を整えて欲

しいことと、スピーディーな情報提供を行って欲しいと思います。 

148  男性 ５０代 緑区 

今後もマスクの徹底着用をお願いします 表に立つ医療従事者も大変ですが医療を支えるエッ

センシャルワーカーは従事者以上に過酷です 従事者はエッセンシャルワーカーに無理難題を

押し付けてばかりです 

149  男性 ５０代 緑区 
無料もしくは安価で受けられる PCR 検査体制を整え、無症状の感染者を早期に対策する必要が

あると思います。 

150  男性 ５０代 緑区 
特に緊急事態宣言下の危機感もなく過ごしている状況に危機感を感じる反面、経済活動に考慮

すべきと思います。 

151  男性 ４０代 緑区 緊急事態宣言が解除されることを望みます。 

152  女性 ７０代 南区 

うちは飲食店です。時短営業協力金について、住宅地の店でわずか 1.2 時間の時短営業で 1 日

6 万円は多すぎです。うちはアルコールを 19 時までにしても 11～20 時営業の店なので対象外

です。県の広報でランチも含む会食の自粛と言われては昼も夜も厳しいです。時短営業協力金対

象外の店に市からの支援をしてください。よろしくお願いします。 

153  男性 ２０代 市外 
実生活の中で人の量が減っているという印象はありません。行政は自粛を促すのではなく、DX

化等により人の無意味な人の流通を減らせるような仕組み作りをする必要があると思います。 

154  不明 ７０代 市外 前議長もコロナで脳がやられたようだ。 
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155  男性 ４０代 中央区 

社会福祉事業運営（高齢者施設）をしております。感染症対策としてハード面では、非接触体温

計や飛沫防止パネルの設置。また、不要不急の外出制限より運動機能維持のためトレーニングマ

シーンや訪問販売などの嗜好品やアクティビティの拡充を実施している。 

156  男性 ４０代 中央区 
市内の飲食店を積極的に利用したいが、コロナ対策に不備があるように見えるお店にも対策済

みのステッカー等が掲出されている。である程度の基準を設ける等の対策が必要だと思う。 

157  男性 ６０代 中央区 
高齢者なので早く予防接種を受けるつもりです。毎日手洗い、うがいをしているので、外出して

も問題なく生活しています。マスクを付けています。 

158  男性 ５０代 中央区 
感染者、感染施設等の発生地域は、住民に具体的な注意を喚起する意味からも発表するべきだと

思います。 

159  女性 ３０代 中央区 ワクチン接種が遅くなるのか不安 

160  男性 ６０代 緑区 ワクチンが遅くならないようにしてほしい。 

161  女性 ３０代 中央区 緊急事態宣言を延長しないでほしい。 

162  男性 ６０代 中央区 地域経済を回して下さい。 

163  女性 ３０代 緑区 ワクチンは遅くならないで下さい。は大丈夫ですか。 

164  男性 ３０代 緑区 ワクチン接種を早く受けたい。 

165  女性 ２０代 緑区 妊婦優先でワクチン接種させてほしい。 

166  女性 ２０代 緑区 妊婦に早くワクチンを打てるようにして欲しい 

167  男性 ６０代 緑区 早くワクチン接種をお願いします。 

168  男性 ２０代 中央区 早くワクチンうちたい 

169  男性 ５０代 緑区 収入がガタ落ちです。偏った補填ではなく持続化給付金の第 2 弾を希望します。 

170  女性 
１０代 

以下 
中央区 普通の生活に戻りたい。 

171  男性 ４０代 中央区 

私は 4 月から小学 6 年生の子どもを持つ親です。子どもは少年野球チームに入っており、初詣

で神奈川県大会優勝を目標に祈願しました。今回の 1 月 8 日からの緊急事態宣言による市の施

設利用中止、小学校の土日開放停止により、現在の少年野球チームは活動できていません。一方、

横浜市、川崎市といった神奈川県政令指定都市の 2 市とその他も、1 月以降通常通り、市の施設

利用、小学校の利用ができている状況です。また隣の東京都町田市も同じように開放されている

状況です。この差は何でしょうか？の安全管理は、悪いのでしょうか？子どもたちの夢を奪おう

としている市のコロナ対策に大きな憤りを感じています。 

172  男性 ３０代 中央区 

①もとむら市長は Twitter 等で市内のコロナ状況を発信していますが、まず PCR 検査の陽性者

数をコロナに感染した患者数とカウントしています。これは、厚生労働省が出している情報と違

っており、間違った発信になっていると危惧しています。②緊急事態宣言の発令自体を対策にし

ているようで、市民に自粛を求めるだけで、具体的な対策を講じていない③市民に市の施設の利

用を自粛しておきながら、2/21 ギオンスタジアムでのトップリーグの試合、2/25SC 相模原の

使用を有観客で認めており、自身も観戦。おかしいですね。 

173  女性 
１０代 

以下 
緑区 早く外で遊びたい 

174  男性 ５０代 南区 比較的、良く取り組んでいると思います。ワクチンの早期接種と感染対策の徹底が必要です。 

175  女性 ４０代 南区 
緊急事態宣言の下、市営の運動施設が使用できず、子どもがサッカーの練習・試合ができない。

J リーグ等プロスポーツで使用できるなら、市民へも開放して欲しい。 

176  女性 ５０代 市外 
緊急事態宣言が続く中、我慢だけでなく、適正な対策とメリハリある生活で乗り切りたい。市と

しても独自の具体的に新たな生活様式を提案したらいかがでしょうか。希望が見えるように。 
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177  男性 ７０代 南区 
政府が行っている方針は、正しいと思います。ワクチン接種が完了されるように努力をお願いし

ます。ワクチン接種が開始されれば緊急事態解除もできると思います。 

178  男性 ２０代 緑区 
緊急事態宣言を延長すること自体、何ら意味なさないと思います。無償で PCR 検査するなどし

て、無症状者の洗い出しを行う等の施策を講じないと。。。 

179  女性 ３０代 緑区 PCR 検査を症状がない方でも市で安く受けさせてほしい 

180  女性 ４０代 中央区 
飲食店の時短営業について。私は席数制限や、完全予約にしてコントロールした方が経済はまわ

せると考えます。 

181  女性 ５０代 南区 今、精一杯のことはみんなやってると思う。 

182  女性 
１０代 

以下 
緑区 早く終わって欲しい 

183  男性 
１０代 

以下 
緑区 はやく普通の生活がしたい 

184  男性 ３０代 中央区 

1 年以上も緊張状態が続く中、医療機関や保健所で働く方々に大変感謝しております大変感謝し

ております。正直こうした国際的な緊急事態に対して、一地方公共団体の役割としては、適切な

情報を常に発信していただくことだと思います。そう言う意味では、市 HP を見なければわから

ない状態ではなく、SNS でコロナ専用アカウントを作るなどして、プッシュで呼びかけを行っ

て欲しいです。 

185  男性 ７０代 中央区 

中央区それも市役所周辺が多く日本人初死亡者がで、駅員感染もが初で不思議なあ出来事でし

た。南区や緑区は感染者数は少ないイメージです 市役所周辺はコロナウイルスが蔓延してい

るイメージです 

186  女性 ７０代 南区 外出をしないようにしていますので感染はしていません。ワクチンをまっています。 

187  男性 ７０代 南区 毎日公園を散歩している。外出自粛を薦めるのはおかしいと思う。 

188  男性 ６０代 緑区 

新型コロナウイルス感染症対策の懸念は、終わりが見えないことです。インフルエンザと同様に

受け入れられる状況までの対策や日常生活の制約解消につきまして可能な中でロードマップを

示して頂くことを要望します。 

189  男性 ６０代 緑区 

国で行っている感染対策に具体性がないのと同様に、相模原にもそれが感じられない。相模原プ

ランとして発信できる政策に期待しています。たとえば北里東病院を感染病専門病院として独

自の施設として検討してほしい。 

190  女性 ４０代 緑区 

疑いがない人でも PCR 検査が市で受けられるところがあったらいいなと思います。市のコロナ

対策電話に電話しても、PCR 検査を受けられる病院を教えてくれず、自分で探してくださいと

いわれた。 

191  女性 
１０代 

以下 
中央区 早くワクチンを打ちたい 

192  男性 ３０代 緑区 早くワクチン接種をさせてほしい。 

193  女性 ３０代 緑区 学校で子どもたちがコロナにかからないよう、取り組んで下さい。 

194  男性 ３０代 緑区 飲食店などの営業時間をもう少し遅くしてほしい。 

195  男性 ３０代 緑区 9 時まで飲食店を営業させて下さい。 

196  男性 ３０代 緑区 ワクチン接種を予定通り受けられるようにお願いします。 

197  男性 ５０代 緑区 もっと緊急事態宣言を延ばすべき 

198  女性 ４０代 緑区 手洗いマスク みつにならぬよう対策してます。 

199  男性 ４０代 緑区 大変 

200  女性 ４０代 緑区 緊急事態宣言がダラダラ長過ぎる。もっと強制力を持って短期集中してやってほしい。 
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201  男性 ４０代 市外 新型コロナウイルス感染症対策は評価できる 

202  男性 ３０代 中央区 今の対策で良いと思います 

203  男性 ３０代 緑区 
自粛というストレスの中、文化芸者の配信を観ることによって、少しでもストレスを軽減出来る

ようにしたい。 

204  男性 ５０代 緑区 政令指定都市としての立場でコロナ感染症対策がされているようには思えない 

205  男性 ４０代 中央区 
人混みには極力行かない。手洗いうがい、そしてマスクをつけるなど個人で出来る事をしっかり

やる。 

206  男性 ６０代 緑区 よく対応していると思います。 

207  男性 ４０代 市外 現在近い人は健康です 

208  男性 ３０代 緑区 皆さん、日々変わる情勢に対応されていると思います。 

209  男性 ４０代 中央区 マスク 消毒 症状は正常 

210  男性 ４０代 緑区 
飲食店に支援としている６万円は、今度下がるようですが出しすぎのお店と足らないお店の差

が大きすぎる。もっと円滑に足りないお店、大変な個人に回るようにしてもらいたい。 

211  男性 ２０代 市外 外出について、自粛以外での方法はないのか検討してほしい。 

212  男性 ５０代 緑区 現状維持で良いと思う。 

213  男性 ４０代 緑区 特にありません 

214  男性 ４０代 市外 国の無策が一番問題かと。私個人としてできる対策はすべてしています。 

215  女性 ２０代 緑区 はやくおさまってほしい。 

216  女性 ４０代 緑区 

各自頑張っているとは思いますが感染に対する明確な解決策が無いのに 1 年前よりは生活に緩

みが出てきているように思います。引き続き、声かけ等でこれ以上感染拡大しないようにしたい

です。そんな状況でも前向きに取り組める行事やイベントがあれば生活にゆとりを生む為にも

今年度は取り組めたらと思います。 

217  女性 ５０代 緑区 今は忍耐強く待つしかないですね。 

218  男性 ５０代 緑区 各部門で最善を尽くされていると思います 

219  男性 ５０代 緑区 
マスクが外せない、感染対策は大切と思うが、マスクを外しても良いシチュエーションを教えて

頂きたい 

220  男性 ３０代 市外 マスクの着用でかなり抑制は出来ているのではと思う 

221  男性 ４０代 緑区 
必要な時に検査が受けられる体制を確保しておいて欲しい。特に障害・高齢施設では直ぐに感染

が拡がってしまうので。 

222  女性 ３０代 緑区 
収入が減って、こまってる。大学の授業料がコロナで減額がないのが苦しい。通学時より絶対校

内の恩恵がないのに、変わらないのはおかしい。 

223  女性 ３０代 市外 
外出は極力自粛しており不自由な部分はありますが、ワクチン接種で今より少しでも安心でき

る環境ができるのではないかと期待しています。 

224  女性 ７０代 中央区 子どもや高齢者の心の健康に配慮した公設施設の利用の配慮。 

225  男性 ３０代 南区 マスク、店舗入店時のアルコール消毒は効果的だと思う。 

226  女性 ４０代 中央区 手洗い、うがい、消毒は徹底し気をつけています。 

227  不明 ４０代 中央区 

コロナ禍の中、子ども達の行事（遠足、文化祭、修学 旅行など）や部活の練習や試合が停止に

なっております。大学はオンラインで授業で時が止まってしまい先がみえてません。子どもたち

の為に何かできないでしょうか？例えば、助成金やクーポン券など配布など。コロナウイルス退

散はまだまだ先になりそうですしね。 

228  男性 ３０代 緑区 問題なし 

229  男性 ２０代 緑区 2 月以降から、独自の動きやアナウンスを感じにくくなっていると思います 
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230  男性 ５０代 中央区 

現在仕事では、医療保険を使う準医療行為を行なっている為、医療用マスク?医療用ガウン?フェ

イスシールド?ディスポ手袋などを着用し、全身及び手指消毒とウガイを、プライベートでも徹

底して行なっています。 

231  女性 ４０代 緑区 他のスポーツ活動に比べ中学生の部活の時間が少なすぎると思います。 

232  男性 ４０代 緑区 

本来なら売上的に倒産してもしょうがない飲食店にも多額の助成金が支払われているようで、

そんな人達はコロナ様々だと聞いております。緊急時とはいえ、適正な人に適正な支援がされる

事を望んでます。 

233  男性 ４０代 市外 色々と制御されてしまっている 

234  男性 ４０代 南区 のワクチン状況は？接種時期は？ 

235  男性 ４０代 緑区 
個人的には自粛期間中であっても不自由はありません。ただ、自粛期間の延長においては賛成で

す。 せめて国民皆さんに効ウイルス薬が行き渡るまでは、延長すべきだと思います 

236  女性 ４０代 中央区 

学校でのギガスクール構想前倒しが、国の指示待ち感。本市にふさわしいと言う言葉をよく使う

割には、市としてできる工夫をしているように感じられない。うちの子の小学校はこの 2 月に

やっとタブレットを使えるようになりました。問い合わせたところ来年度から使えるようにと

言う計画なので問題はないという回答。環境を整えてやりたい、安心させてやりたいという市の

気持ちが感じられない。 

237  男性 ２０代 緑区 マスク着用の徹底についてはできていると思われる。 

238  男性 ５０代 中央区 
あまりに、市の対策がサービスを縮小しすぎて、運動なんかも健康維持に重要なので施設利用を

もっと緩和してほしい。民間ではスポーツジムなども感染対策しながら運営してる。 

239  男性 ５０代 緑区 

1 組 1 テーブル 4 名まで テーブル間 2 メートル 全席にパーティション設置などを要請すれ

ば時短要請はいらなく成るのではないかと思います。時間で罰則はナンセンス 夜だから感染拡

大する？ 集まるから感染拡大するのでは 

240  不明 ３０代 緑区 

こどもへの負担が大きすぎる。実際、コロナにかかって困るのは高齢者であり、家にこもるべき

は高齢者。なのに子どもにばかり外出禁止の負担を押し付け、高齢者は外でうようよしている。

選挙権のない子どもに外出禁止を命令し保育園に罰則を強いて、選挙権のある高齢者には外出

禁止になんの罰則もない。実際、コロナに感染しウィルスの温床になっているのは高齢者。コロ

ナ感染者のせいで交通事故治療が満足に受けられず死亡した子どももいる。今回のコロナ騒動

で、選挙権のあるなしで対応が全く違うなとよくわかった。 

241  男性 ７０代 中央区 
海老名市や大和市が対応策をマスコミを活用し積極的に市民に知らせているのに比べ、の動き

が伝わってこない感じがする。 

242  不明 ５０代 中央区 

リモートワークできない業種を運営しています。職場で陽性者が出た際はクラスターになりそ

うで恐れています。情報が少なく、職場で展開できないため、同業他事業者に限って構わないの

で、情報開示（発生原因や対応）をお願いします。 

243  不明 ５０代 緑区 
政令市としての感染対策が市民に伝わっていないように思える。対応部門を増やしても職員数

が増えていないように思えるが、人員が減らされた課の業務量も減っているのか？ 

244  男性 ７０代 中央区 

自治会の会長を担っています。COVID１９ワクチン接種の市のホームページを、自治会報に転

記掲載して会員にお知らせしました（3 月 5 日更新）まだまだワクチン接種の方法は決定しがた

い情勢ではありますが、迷いのない体制への構築、宜しくお願い致します。集団接種会場の「国

民生活センター」は一般市民はあまり馴染みの薄い施設であり、戸惑いが起きそうと心配開いて

います。 

245  女性 ４０代 南区 
マスクの有効性、子どもの感染率（PCR 陽性も感染ではない）から考えて、常時マスクでの学校

生活は脳への影響、コミュニケーションへの弊害が大きすぎると思います。 
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246  女性 ７０代 南区 

新型コロナウイルスによる感染爆発は現在、世界中を混乱させていますが、まだまだ終息のめど

はたっておりません。感染症対策には、行政による感染源対策(罹患者の隔離・治療、病源菌の

排除)に加えて、市民一人一人の正しい感染予防行動(感染経路対策や感受性対策)が不可欠であ

ると思われます。 人々の行動の基盤となるのは認知であり、行政からの正しい認知教育が必要

であると思われます。特に市民一人一人の感染予防行動の支援においては、感染予防の 3 原則

に基づいた深い理解と行動への支援が必要ではないでしょうか。また、新型コロナの今後におけ

るワクチン接種について、これも自分を守るためだけでなく、自分の住む社会を守るためでもあ

ることの広報活動が必要不可欠であろうかと思います。 なお、こうした支援は新型コロナのみ

ならず、あらたな感染症の脅威にもさらされている、これからの社会においても有用であろうか

と思われます。 ご検討いただけるとありがたいです。 

247  男性 ７０代 南区 
年金生活者にとってさほど日常は変わらないが、人と交流ができないことは辛い。安心安全な生

活も経済の回復もワクチン接種がすべて。日本はあまりにも対応が鈍い。 

248  女性 ５０代 南区 

陸上競技愛好者です。相模原ギオンスタジアムの利用が当面の間休止となっていますが、ジョギ

ングコースでは休日に大変多くのランナーがトレーニングに訪れています。スタジアム内の利

用人数を制限して予約制で利用できなかと思っています。現在は周辺のコースや空きスペース

に人があふれている時間帯もあって接触事故の不安もあります。スタジアム内でも練習できる

ようにして人を分散させたらどうかと思っています。 

249  男性 ５０代 南区 

飲食店の給付金バブルばかりの対策には、うんざり。売り上げ六万も無い店は儲かってしょうが

ないですよ。私たちの税金は皆に還元するべき物。我慢してる納税者は沢山いるのに、なんでか

な？もう一度国民全員に給付金を出すべきだ。それか今年の税金は無税にするとか、なんとか宜

しくお願いしたい。 

250  男性 ７０代 中央区 
コロナ感染症撲滅のカギは、早期のワクチン接種に係っています。確実なＰＲと接種の受けやす

い環境作りをお願いします。 

251  女性 ５０代 南区 
公民館等市民活動の場がしまっている。座間市、大和市のように一部貸出してほしい。感染症対

策の市民講座を開いてほしい。正しい知識を共有したい。 

252  女性 ５０代 中央区 マスク、手洗い、消毒は、心がけています。 

253  女性 ５０代 中央区 コロナ禍の中で出来ることをやっています。 

254  女性 ４０代 南区 現在において、感染症対策が見えていません。 

255  女性 ５０代 中央区 
経済状況は変わりないですが、子どものリモート授業など時間に縛られる事が多くなったのが

大変です。 

256  女性 ４０代 中央区 
マスクの着用＋アルコール消毒は、習慣になってます。市内でのクラスターになった場所にいた

方で、感染した方、しない方には何か違いがあるのかを教えていただきたいです。 

257  女性 ５０代 中央区 病院での状況が分かりにくい、現在状況は発表はされていると思うのですが伝わりにくいです。 

258  女性 ５０代 中央区 

不要不急の外出は控えなるべく家で過ごすようにしていますが、家族以外の人と会ったり話し

たりすることもなくなってしまい、息抜きや気分転換もなかなか出来ずで心身共に疲れが溜ま

って来ています。子どもたちも色んなことを諦め我慢する生活と将来の不安でかなりのストレ

スを抱えています。何をやってよくて何をやったらいけないのか…色々矛盾だらけであやふや

になってきてしまっているように思います。変異型の不安もある中、自己責任、自己判断に任せ

る今のやり方では限界があるように思います。難しいことは十分に承知しておりますが何か別

の対策を考えて頂き、少しでも安心して生活できるように、不公平感のない生活ができるように

してほしいと思います。いつも色々なことにご尽力頂き、本当にありがとうございます。これか

らもよろしくお願い致します。 

259  男性 ４０代 中央区 早くワクチン接種をお願いしたい。 
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260  男性 ５０代 中央区 外国人の入国に対し、非常にゆるゆるで駄目。 

261  女性 ４０代 中央区 
職場や公共の場での対策はできていると思いますが、家庭内では手洗い、うがい程度で通常のイ

ンフルエンザ流行期の対策とあまり変わらない感じです。 

262  男性 ５０代 中央区 
現在のコロナ禍を、神奈川県知事を初めとして、東京都知事にいい様に政治的利用されていない

か。自民党として、毅然とした是々非々対応、逆利用するぐらいの気概を見せて欲しい。 

263  女性 ５０代 中央区 

幼稚園に勤務しています。行事を外で行ったり、おもちゃ等の消毒作業を日々行ったり、試行錯

誤しながら保育を行なっています。行政からの指針が曖昧で、他の園ではどのように行っている

かもわからず不安な事が多く感じられました。 

264  男性 ５０代 緑区 この一年回りに誰もコロナはいない 

265  男性 ５０代 中央区 
コロナにかかったときに、どこの病院で対応してるのかとか。部屋の空き数とかも発信してほし

い。 

266  女性 ４０代 南区 ひたすら仕事、会社の指示で、検温必須 

267  男性 ６０代 南区 打つ手なし（手詰まり） 

268  女性 ３０代 緑区 必要な買い物に行く以外は外出しなくなりました。 

269  女性 ５０代 南区 
介護施設など職員やパートさん達が昨年給付金申請手続きをしましたが、まだ頂けません どう

なっているのでしょう？ 

270  男性 ４０代 中央区 
感染が拡大して早い時期に施設利用中止が決まるなど市として正しい対応がなされていると思

います 

271  女性 ４０代 中央区 
コロナ感染ピークの時、検査するまで時間がかかり、一番ツライ時に電話や検査をしにいかなけ

ればならない。検査結果をもっと早苦してほしい。 

272  男性 ５０代 中央区 早く終息してほしい 

273  女性 ２０代 中央区 営業時間短縮のため学生たちのバイト時間の減少のため、補助がほしい 

274  女性 ５０代 中央区 

緊急事態宣言の中、市長の動画やひばり放送で自粛のお願いがされている事は 届いています。

感染者数は、情報番組で当日の神奈川県、全国の数は知る事はできますが、の感染者数は HP 等

を開かないと分かりかねるし習慣がありません。感染予防行動は日常的に意識されていると思

いますが、感染者数は減らない、また増えていると聞きます。感染者の話を聴くと、若者の気を

付けるから、との外出や旅行、お年寄りのカラオケ等残念な行動が原因だったりです。行動の緊

張感が薄れてきている印象。日々の感染者数を知る事が危機感を直接感じ市民が各々意識を高

められるのではないかと思う。その手段としてひばり放送を利用するのは？そんな意見はあっ

たでしょうが、問題も発生した事でしょう 。ひばり放送は市民が得られる直接的な情報源かと。

みんなで頑張りましょうと結束されるかも。 

275  女性 ３０代 中央区 

対策はしっかりしているつもり。外出もかなり控えているが、休日に買い物へ行くとかなりの混

雑で、人とぶつかる程だった。前回の緊急事態宣言よりもかなり気が緩み、意味があるのかわか

らなくなる。 

276  女性 ４０代 中央区 必要以外の外出を避けています。 

277  女性 ４０代 中央区 海外から日本に入ってこれる人の隔離と隔離確認がきちんと出来ているのか疑問に思います。 

278  女性 ４０代 中央区 
自治会員高齢化により運動系の地区活動への参加が難しくなって来ているので、高齢者でも参

加しやすいものがあるといいかと思う 

279  女性 ４０代 中央区 マスク着用、会食自粛 

280  女性 ７０代 中央区 ワクチン接種がいつになるのか心配している 

281  男性 ６０代 中央区 
コロナ疲れしている感じがします。街に出ても人では多いです。もっと徹底した対策を取らない

とコロナは終息しません。先頭に立っている国会議員等は本気でやる気があるのか疑問です。 
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282  男性 ４０代 中央区 

市内でスポーツ少年団（少林寺拳法）を運営しております。緊急事態宣言により、市設置施設が

使えなくなったことにより練習が出来なくなり困りました。八王子、町田、川崎、横浜は夜間の

使用は中止したものの日中の使用は認めており、行政サービスに格差を感じます。また、市長が

後援会会長となったＳＣ相模原のホームゲームにギオンスタジアムの使用を認めたことに対し、

不公平感を感じております。 

283  男性 ６０代 市外 喫煙促進の政令市が何を示しているのか。 

284  女性 ５０代 緑区 出来る限りの対策はしています。飲食店が店舗によって感染対策の差があるように感じます。 

285  女性 ５０代 中央区 
マスク、消毒は徹底されていると思います。外出自粛やソーシャルディスタンスはあまり徹底さ

れていません。 

286  男性 ７０代 中央区 
後期高齢者ですが、ワクチンの供給内野が決定していないのでいつ頃、なるのか心配していま

す。 

287  男性 ７０代 中央区 感染者の場所の特定を希望します。 

288  男性 ４０代 市外 コロナ対策で橋本駅南口陸橋下の喫煙所が閉鎖されたため、煙を吸わなくて済むので良かった。 

289  男性 ７０代 中央区 
この状態では、意識を高めるのは無理だと思う。 だからと言って、解除は NG。経済との関係

もありますが、戦略的対策を講じて下さい。 

290  男性 ６０代 中央区 今は我慢の時と考えています。幸い家族、職場など身近な方から感染者は出ていません。 

291  女性 ５０代 中央区 
基本の対策をしています。ただ、ストレス発散する場が少なくなり、何かをする気も薄い状況な

ので早く終息する事を願います。 

292  女性 ５０代 中央区 早期ワクチン接種 抗体検査を無料化し保有者の割合を提示して欲しい 

293  女性 ６０代 中央区 

ほとんどの市民は積極的に対応した毎日を送っていると存じております。が、残念ながら老舗の

施設や店舗がシャッターを下ろし経済の低迷が目に見えて厳しい状況です。対策を取りつつ経

済の活性化を望みます。 

294  男性 ３０代 緑区 事実に基づいた対応、対策をして頂きたい。飲食業をはじめとする、自粛は無意味です。 

295  男性 ４０代 南区 ヘイトスピーチ条例はいらない 

296  男性 ５０代 中央区 飲食店とコロナ感染の因果関係等データの開示が無いことに憤りを感じている 

297  男性 ６０代 市外 
先ずは、新型コロナという名称は武漢ウイルスに、変えないと変異株に国名を冠する整合性がな

い。与党なら日本の国益を優先すべき。 

298  男性 ７０代 南区 

南区古淵に居住しておりますが、ちかくのスーパーイオンに頻繁に買い物とかしておりますが、

プラスチックボボードを三密帽子のためにきちんと配置されており、問題ない生活をおくって

います。高齢者ですのでｗ 

299  女性 ６０代 緑区 

変異株も増えている今、世の中の動きが警戒が緩んでいて心配です。見えないクラスターを見つ

けて、飲食だけでない感染原因を調べて何が原因か明らかに示して欲しいと思います。また飲食

店も小さな衝立で感染防止はできているのか疑問に思える所もあります。 

300  男性 ７０代 緑区 

対策を云々する前に、データを公表してください。データと提示をしないことは、対策について

の批判の声を奪うことになる。それを意図しているとしか思えない。または、行政の能力が無く

て説明できないのではないかと疑うほどです。 

301  男性 ４０代 緑区 中国に対して損害賠償請求をすべき。 

302  女性 ５０代 南区 市民はしっかりコロナ対策に協力していると思います。 

303  男性 ５０代 市外 不安だけを偏向報道するマスゴミを信用してしまう方々が心配です。 

304  不明 ３０代 市外 飲食店、観光業を守るために早く自粛優先の政策を転換させて下さるようお願いしたいです。 

305  男性 ４０代 中央区 徹底した管理をお願いします。 

306  男性 ４０代 市外 特にありません 
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307  男性 ７０代 中央区 
ワクチン接種の準備がすすんでいると思いますが中央区市民のためにさらにスピードアップを

お願いします。 

308  男性 ５０代 市外 いま一つかな。 

309  男性 ５０代 市外 親が高齢の為、ワクチンの副作用が心配です。 

310  女性 ３０代 市外 
緊急事態宣言を解除しても、外国人の入国は停止のままが良いです。今食い止めないと、感染者

数が減らないと思います。 

311  男性 ６０代 南区 ひとりふたりだったら夜遅くまで飲みに行ってもいいんじゃないかな。店も助かると思うし。 

312  女性 ４０代 南区 

感染のリスクを正確に把握することでソーシャルディスタンスを保つなど対策をし、マスクの

装着は密になる空間など最低限にしている。マスクの有効性と悪影響について今一度見直し政

策転換お願いいたします。このままマスク着用が続くことで、心肺機能、コミュニケーション能

力など今の時期に育むべきことが出来ない子どもの発達を懸念しております。 

313  女性 ６０代 緑区 

変異株も増えている今、世の中の動きが警戒が緩んでいて心配です。見えないクラスターを見つ

けて、飲食だけでない感染原因を調べて何が原因か明らかに示して欲しいと思います。また飲食

店も小さな衝立で感染防止はできているのか疑問に思える所もあります。 

314  女性 ５０代 市外 正確な感染状況の開示が必要。 

315  男性 
８０代 

以上 
中央区 ＤＮＡワクチン接種は、初めてなので副作用が怖い。また高齢者なので既往症があり不安です。 

316  男性 ６０代 市外 入国制限強化を要望 

317  男性 ２０代 緑区 ワクチンが変異型にも効くか不安です。 

318  男性 ４０代 緑区 早くワクチンを接種できるようにして下さい。 

319  女性 ５０代 緑区 変異型コロナ対策をしていただきたい。 

320  女性 ３０代 緑区 子どもたちのために学校のコロナ対策を充実させて下さい。 

321  男性 ２０代 緑区 皆がしないと意味が無い。 

322  男性 ３０代 中央区 ワクチンをはやくうちたい 

323  女性 ３０代 緑区 変異型が心配です。 

324  女性 ２０代 中央区 いいと思う 

325  男性 
８０代 

以上 
緑区 マスクをみんなつけて欲しい 

326  女性 ５０代 市外 手洗い換気密を防いで生活していくこと 

327  女性 ５０代 緑区 外国人入国を止めればコロナも減ります。 

328  女性 ５０代 南区 
感染対策や補助金について、市の HP を見に行かないと何も伝わってきません。積極的な広報は

されていないのですか？高齢者は自ら情報を取りに行くことはできません。 

329  男性 ３０代 南区 市民に還元してほしい！ペイペイ 25％還元のような！ 

330  女性 ５０代 中央区 

は生活が分散しているので、人通りが多いか少ないかはわかりません。学校も行事を除いては毎

日行けるので良かったです。ですが、このまま緊急事態宣言が解除されるのは不安です。緊急事

態宣言以外の方法を考えて頂きたいです。子育て家庭に給付金の話が出ますが、大学生のいる家

庭こそ親の収入が少し減っただけで大変です。家族全員でなくて良いので、大学生に給付金お願

いします。 

331  男性 ４０代 中央区 経済を回す方に力を入れて欲しい。 

332  女性 ５０代 中央区 
ワクチンは劇薬です。説明書に書いてありますので市町村は推奨できませんのでお気をつけく

ださい。 

333  女性 ３０代 市外 お疲れ様です。頑張ってください。応援してます。 
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334  男性 ４０代 市外 
私は新型コロナの脅威は去ったと考えています。油断はできませんが、いち早く日常を取り戻す

べきだと考えています。 

335  女性 ５０代 市外 
在仏邦人ですが、日本の皆様は十分頑張っておられると思います。政府が国内の安全優先で海外

からの出入りをしっかり管理してくださる様願っております。 

336  男性 ３０代 緑区 国の考え方に納得できない。いろいろなパターンの社会的弱者がいるのにそれを分かってない。 
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設問2 

『相模原市行財政構造改革プラン（案）』について、ご意見・ご要望をお聴かせください。 

No 性別 年代 区 内容 

1   男性 ５０代 緑区 新斎場の早期整備を希望します。古淵の斎場は遠すぎて利用できず不公平である。 

2   男性 ５０代 南区 
市民税を有効に使うように考えて予算を組んでいってほしい。現市長にはまったく何をやって

いるのか見えてこない。 

3   不明 ６０代 不明 
介護・保育士の転務を希望する人が多くなるような体制を整えてもらいたい。この状況の中３密

を避けることはできない転務です。もっと理解されたいです。 

4   男性 不明 中央区 
「改革プランの構成イメージ」の歳入確保のために、具体的な対策方法を重点的に考えるべきで

ある。 

5   男性 ７０代 中央区 
構造改革にはしっかり取り組んでください。現在は近隣の他市（厚木、海老名市など）市勢では

負けています。仕事が欲しいです。 

6   男性 ８０代 南区 

市の新年度の予算案が発表されましたが前年比 2.7％（？）予算大変素晴らしいことだと思いま

す。その分市民の皆様に多少の不憫はかかると思いますが当たり前のことだと思います。市の現

在の広報（印刷物はどのくらいあるのですか）現在は年金での生活ですが今年のことを考えると

不安は有りますが収入に対して支出もそれなりの工夫としていくことで市政も同じです。一人

ひとりが考えることで行動を変えることが必要です。 

7   男性 ８０代 南区 
重要なこと・不足している案件を優先順位に行い不必要な件は取り除きスピード処理を行う。常

にポジティブに。 

8   女性 ８０代 南区 芸術関係の事業を多くしてください。 

9   不明 ６０代 緑区 今の自民党はまず自らの襟をただしてから正論を論じていただきたい。 

10   男性 ５０代 中央区 
財政難だと思いますが、精神書会社の手当てタクシー券、マル障をなくさないで欲しい。神奈中

バスの精神障碍者の半額運賃を求めます。 

11   男性 ４０代 緑区 中小、個人事業に支援金を入れてください。飲食業だけでなく今後の対策も必要です。 

12   男性 ７０代 緑区 
事業の選択と集中は経済界においても必要とされている。着実に進めてほしい。なお、情勢の変

化に応じ点検、修正など、必要と思います。 

13   男性 
１０代 

以下 
緑区 児童館をなくさないでほしい 

14   男性 ４０代 緑区 三井大橋を赤くぬったり直してほしい 

15   男性 ６０代 南区 

市民生活に直結する事業に重点を置き事業の縮減やスリム化をより改革するプランであってほ

しい。又、いち地域の事業の計画の費用負担は不要であり、地域責任も必要であることも、織り

込むべきである。 

16   女性 不明 不明 内容をもっと PR してください 

17   不明 不明 不明 

補給額変換地の有効活用。J2SC 相模原のホームグラウンドもいいですが、余りにも多くのお金

がかかりすぎる。ニュースポーツと言われるスポーツクライミングスケートボート、e スポーツ

ブルーダンスの会場施設も面白い。敷地全体に桜、河津桜を植えこんだら楽しいと思います。相

模原町づくりメンバーは１０代２０代の若者が中心になって 30 年年後 50 年後を見据えて検討

していただきたい。 

18   男性 ８０代 中央区 
最重要の課題である以上十分進めてほしい。削減が重要。これ以上構造物は建設しないで青空を

保て。 



- 25 - 

 

No 性別 年代 区 内容 

19   男性 ７０代 中央区 

本プラン案一応通読してみましたが多岐に担っており短文では難しく感じます。そういう意味

ではリニア新幹線神奈川駅の橋本駅周辺については多額の費用をかけるには決して市民の為と

は思われません。リニアは JR 東海ができる範囲でやればいいことで相模原市市民には何の利便

性も感じられない 

20   男性 ６０代 南区 詳細が不明、どのような方法で伝えているのか？一回、二回、三回と情報を流すべき 

21   男性 ３０代 緑区 銀河アリーナの廃止を止めてほしい 

22   女性 ３０代 緑区 銀河アリーナをなくさないでほしい 

23   男性 ３０代 中央区 銀河アリーナなくさないでほしい 

24   男性 ２０代 緑区 銀河アリーナの廃止をやめてほしい 

25   女性 ３０代 緑区 銀河アリーナをなくさないでほしい 

26   男性 ８０代 中央区 

銀河アリーナの建物の建て替えは反対です。プール等の設備が老朽化していると開いています。

上階のプールの場所利用として、バトミントン、バレーボール又はバスケットボールなどの球技

施設については一階部分の運動ジムについては市民の健康を守る意味から拡張し現マシーン数

や機種数を増やす。ストレッチをする場所を少し増やしてほしい。(密にならないように)簡単な

ストレッチ教室も少し大きくして事務の諸機と合わせて利用することで利用者の(高齢者)の健

康アップを図ることができる。利用者は若者、仕事帰りの人、主婦、高齢者が利用している。特

に高齢の場合は運動しないと足腰がおとろえて要介護となるので医療費の節約効果が高いと思

う 

27   女性 ６０代 南区 
市の行財政構造改革につきましたは認識不足であり不勉強であります。従いまして意見・要望は

特にありません。 

28   女性 ７０代 緑区 

緊急事態宣言で公共施設が閉鎖されそれにともない北公園の体育館の駐車場が閉鎖され公園を

散策ウォーキング等したくても、公園の駐車場はいつも満車。駐車場だけでも開放してくださ

い。駐車できる場所に集中してしまう。密を避け分散を(土日は津久井湖の駐車場は混在してま

す) 

29   男性 ４０代 緑区 周辺で感染者はいないか気を付けています 

30   不明 不明 不明 高齢化社会で近くに市の出張連絡所があるのは大変助かります。廃止にしないでほしいです。 

31   不明 不明 南区 

相武台会館を閉鎖するなど公共施設の廃止が目立つ。公共のものは、特に貧困層にとっては重要

なものだ。統合するなど継続を前提にしてほしい。リニア新幹線自体には反対。地下を掘ると調

布市の高速道路の工事のようなことにもなりかねないし、そのあとの維持にも経費が掛かる。市

の事業の民間委託にも反対。川崎市の例もあるし、市できちんとやっていくべき、そうしないと、

質も低下するのではないか？ 

32   女性 ４０代 緑区 
私コロナ対策への義援金 10 億円お支払いいたしました。どうぞ皆様に少しでもお役に立てたて

ますように。 

33   男性 ６０代 緑区 借金するな、財政は破綻している。職員を半数にしろ。 

34   男性 ８０代 緑区 

最近の建売住居は敷地いっぱいコンクリートによって樹々など１本も植えてない植えられない

のが多い。温暖化対策から見ても逆行したことと感じている。各家庭で１本でも多く、植木を育

てることを推奨することを提案する。緑多い都市にしてほしい。 

35   女性 ７０代 南区 
自民党が主張している憲法改正について国と先生方が真剣に考えてください。自民党員として

勉強して主張してください。 

36   女性 ５０代 南区 

麻溝台、新磯野第一整備地区画整理事業について地中に様々なものが埋まっているのを通りか

かったときに確認しています。あの黒い袋は土地の地中奥深くにあるのかと思うと巨額のお金

を使って途中で工事が終わってしまっているのはなぜか？ 



- 26 - 

 

No 性別 年代 区 内容 

37   男性 ７０代 南区 

1.歳出削減案、扶助費をはじめとした社会保障施策費の見直し(44 項)障害の福祉サービスにつ

いては「必要な障がい者に必要な福祉サービスを届ける」の考えから現状より財政面において後

退の内容にお願いします。そのためにも障がい者当事者の意見をよく聞いて頂きたい。2.イベン

ト、大会、公園等の見直し(２７項)市の健康増進課が主宰する「さがみはら健康づくり会議」が

毎年秋に開催する「みんな元気！さがみはら健康フェスタ」については廃止しないでいただきた

い。相模原市腎友会は相模原健康づくり会議のメンバーになっておりこのさがみはら健康フェ

スタのプログラムの一つとして「腎臓病のお話と懇談会」という講演会と懇談会を、北里大学病

院の協力を得て毎年行っています。これは、私たち透析患者が市民の皆さんを対象として、透析

患者が市民の皆さんを対象として、透析導入になる人が一人でも少なくなるよう腎臓病の予防

と治療の啓発活動として行っているものです。3.補助金の見直し(２９項)障害者団体が行う事業

に対して毎年補助金を市より頂いていることがこれは主要活動を行う上での大きな原資(当該事

業費の 50％）になっています。もし、これが廃止あるいは減額となると活動そのものを中止あ

るいは首位苦笑せざるを得ず、大きな影響を及ぼします。減額、廃止の内容にお願いします。4.

医療費助成度事業における医療機関頻度受信等にかかわる適正受信（45 項）受信頻回制限は止

めていただきたい。透析患者の場合、合併症、余病にて受信する機会が多くならざるをえず受信

回数を制限されることは影響が大変大きいです。 

38   不明 不明 南区 

改革案を読んでいないので分かりませんが自民党の主導ですべてが決められて今日まできてい

るのでよく反省して取り組んでください。議員である前に一人の市民・一人の家庭のひとが目線

でお願いします。 

39   女性 ８０代 中央区 

日本年金機構相模原年金事務所の開所は中央地区住民にはありがたいです。平成 30 年に夫が死

亡し遺族年金との関りで私の役場(相模原市役所)勤めについて相談にいきましたが、その証拠が

ないとのみ。市役所三 3 か所にまわり職員課でも最初か？でした。年金は別問題で遺族年金国

民年金のみで決定してもらいました。職員課への勤務の有無はがん保険継続の場合は教員か市

役所勤務なら条件は今まで通りとのこと。最初は市の勤務者には名がないが調べましょう。言葉

にしようかとまどいましたが同期の氏名と年代を述べ、言いずらいが県からの氏名で。はじめて

の成人式の関東大会への県代表として読売ホールで意見を述べました。3 位入賞して同伴の市役

所の方に喜んで頂いたと昔の話を聞いたら昭和 26 年ごろの書類を調べてくださいました。在籍

確認があっただけでも幸せです。 

40   女性 ８０代 南区 

買い物はほとんど町田市です。相模大野までまいりません。その外市長選議員選の話はどなた先

生のお願いも気クスもなく新聞を預かり頼りにしないようにしておりますが静かでそれがよい

のでしょうか？ 

41   女性 ７０代 南区 
財政が厳しいからやめるばかりではなく活用は？アリーナ？相武台裏の市街化調整区域等、土

地の活用は？ないのか？解除は？ 

42   不明 ７０代 不明 
市は平成の合併を国や県に協力して政令都市になって財政が圧迫。時代が大きく変化する中新

しい進歩と協調で。 

43   不明 不明 不明 
夢であった美術館構想がダメになり残念である。利便性をいかにもしれるが文化や化学にたず

さわる人材が市、国根幹をなす大切にしなければならない。 

44   男性 ７０代 南区 

800 億からの負債が露呈した以上、持続可能な市政のためにも緊縮財政もやむを得ない。それ

には市民への説明を十分に果たして欲しい。行財政構造改革については、市民サービスに極力影

響を与えないように、なるべく短期集中でお願いしたい。そのためには選択的資産の売却等を多

くし、1 日も早い改革の終了を心掛けることが肝要。これは市民を巻き込んだ闘いになります。 

45   男性 ７０代 中央区 
緊縮予算を理由に事業の見直しや撤退が多く将来が描けないでは政令都市などかえって身動き

が取れなくなるのではと心配になります。明るい姿勢を想像できる世の中であってほしいです。 
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46   男性 ４０代 中央区 

財政状況の改善の為に市民さービスの質を落とすというのは最終手段であると考えています。

もっとほかに出来ることがあるはずです。議員職員の給与、カットや人員削減してますか？民間

ならまず人件費から見直します。 

47   女性 ７０代 緑区 

財政改革はよいと思いますが、サービス面で（小田原、海老名市 etc）市民に対する細かい手当

が低いと感じています。例えば救急車で A 病院→B 病院→海老名市の病院に真夜中にたらいま

わしになったこと。電化製品（大型廃出、テレビ）の処分費用が理由もわからずほかの市より 500

円高かったりします。もう少しすべての事柄を細かく見直して頂きたいと思います。 

48   男性 ６０代 緑区 

「市の目指すべき姿」は市民生活がどんどんと悪くなることと考えているのか。プラン反対。今

でも改善させることがあるのに、今以上市民生活が不便になるプランをよくだしてくると思う。

「行財政構造改革」でよくならない。市民生活が犠牲になることをよく見るべき。 

49   男性 ６０代 南区 
高所得の市民に対して増税でご負担いただき市の財政の健全化につなげていただければと存じ

ます 

50   男性 ６０代 南区 
銀河アリーナをなくすと聞いた。あの様な市民が楽しめる施設をなくすとはどういうことか？

野党の「日本弱体化政策」の一貫なのだろうか？ 

51   女性 ７０代 南区 
重点を置いてほしい事。善良な一般市民に優しい年寄り子どもが安心できる町であるために予

算を組んでください。 

52   男性 
８０代 

以上 
南区 相模原市立図書館相武台分館が廃止になる計画になっているがぜひ存続してもらい度い。 

53   男性 
８０代 

以上 
南区 米軍補給所の早期返還で市民の憩いの場所としてください。 

54   不明 不明 緑区 

東点的プランに①補給廠の一部返還の開発②リニアモーターカーの駅周辺の開発の長期事業の

1 つ要は如何に財源を確保するか、将来を見越し人口増を図るべきだと思う。荒磯地区の事業の

選択は欺しいだろう。 

55   男性 ６０代 中央区 

「武道館機能を要する体育施設」の建設には期待していたので淵野辺跡地の Y ゾーンの計画は

凍結ではなくぜひ推進していただきたい。スポーツ施設に関する物には予算が厳しくても可能

な限り削減すべきではないと考える。 

56   男性 不明 南区 

先づ歴史の浅い当市は先行している横浜、川崎他の地域を参考に学ぶこと。この範囲は視界を市

民のみでは不可。世界の情勢も変わって行く中で、係る費用に、得る利益を必ず比較公表する。

（コロナ禍で減収が拡大中のなかですから） 

57   不明 ７０代 中央区 知らなかった 

58   男性 ７０代 中央区 リニア新幹線、小田急線延伸により人の流れが活発になり、地域経済が上向きますように。 

59   不明 ４０代 南区 
意見要望なし。難しい状況の中、大変なご苦労をされていると思うが、相模原市に拠点を置く会

社として、出来る協力を今後も行っていく。 

60   女性 ４０代 中央区 

市内に高規格のキャンプ場を建設し、経済活性化（温泉施設・アスレチックも併設…）市外から

たくさんの人を呼び込めると思います。 

自然豊かな相模原を生かし、キャンプブームや新しいことを取り入れてほしいです。 

61   男性 ６０代 緑区 

新斎場整備事業と相模原インターチェンジ周辺新発展まちづくり事業は進めて頂きたい。串川

地区にとっても金原のまちづくりの中で橋本へのバス直行便、バスターミナルは若い人に定着

してもらう為にも実現してもらいたい。相模原駅米軍基地跡地にサッカースタジアムなり競技

場を建設して地元チームを応援に行けるようにして欲しい。 

62   男性 ７０代 緑区 新斎場整備事業の進展が遅いのが気になる 
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63   男性 ６０代 中央区 
区役所に各証明書を受けに行った時、待ち時間の短縮と待っている間密にならないような対策

を講じて欲しいです。 

64   男性 ５０代 市外 
市役所の連絡所の閉鎖の件ですが、患者様も高齢化が進み、連絡所が無くなってしまうと大変困

るということをよく聞きます 

65   男性 ６０代 中央区 

銀河アリーナの存続をお願いします。子ども達がスケートを学ぶ場がなくなってしまいます。リ

ニア新幹線の開通に向けて静岡県が反対しています。その利用の一つとして水登源の保全等を

訴えていますが、相模原と同じで納得がいきません。相模原市として静岡県に対してどのような

対応ができるのでしょうか 

66   男性 ６０代 緑区 
行財政改革プランを拝見致しましたが、切り捨てばかりで発展性がなく、先がよくみえない行政

運営と成っている。職員がやりがいのある職場づくりをお願いしたい。 

67   男性 ７０代 緑区 
インターネット、パソコンの設備がありません。文書によるものを出張所に月１買いとりに行っ

ています。（スマートフォンは通話、ラインメールを使用しています 

68   男性 ７０代 緑区 
１昨年パブリックコメントに応募して（内容は別紙参照）提出法が、例の返答もなく、行政改革

プランもみていません。コメントへの回答をもらいたい。 

69   男性 ７０代 南区 

改革プランの中で歳出削減策のコストカット趣旨は十分あると思うが政令指定都市の中でも 

イベントホールが元々少ないと感じています、なのに銀河アリーナの廃止は納得がいかないと

思う 何故なら数少ないオリンピック選手を輩出しているし市民の誇るべきホールなので反対

です、もっと PR してイベントを増し活用を強化してほしい。一般的な施設ばかりになり市のブ

ランドが無くなる。 

70   男性 ４０代 中央区 
相模原市行財政構造改革プラン（案）を掲げても相模原市民が全員もっと知ってもらうようにア

ピールしないとね！ 

71   男性 ６０代 緑区 支出の見直しも必要と思いますが、ライフラインの整備を手厚くしてもらいたい。 

72   男性 ６０代 中央区 
他市などの取り組みに比べると、すばらしいと思う。ただ、財政上さらに削減できる事はまだま

だあると思うのでご検討を。 

73   男性 ７０代 中央区 何をやっているか伝わってこない。 

74   不明 不明 不明 

今後は、相模原市でも少子高齢化が進むことは明らかだと思います。それに伴い、税収の減少な

どで 市の財政もゆとりが無くなることが見えてきますが、やはり行政の組織をあまりにも削減

することは逆に リスクが高くなると思われます。コロナ編では、保健所の瓦要性も多くの市民

が共有したと思います。 また、これからの未来を担う子どもたちへの費用は長い目で見れば、

特に重要だと思いますので、安易な 削減は避けるべきだと考えます。 

75   女性 ６０代 南区 美術館を建ててほしい。これからは文化が大事です。長年のプランです。 

76   男性 
８０代 

以上 
南区 今後参考にさせていただきます。 

77   不明 不明 南区 

本プランには医師会関連では、相模原西メディカルセンター及び南メディカルセンターが対象

施設として掲げられておりますが、施設重要度としての位置付けは「将来にわたり維持すべき施

設」、「公共サービスの提供が必要な時期において、決定的な機能停止が起こらないよう維持す

る施設」となっております。市民病院のない本市の急病診療所の意義を踏まえご対応をお願いす

るものです。 

78   男性 ６０代 緑区 

福祉活動は中止廃止することはしないで下さい。生活をして行く上で大事なことばかりです。そ

れより、「水」についても取り組んで、駅周辺投資改発はすべて中止してもなんら生活には不便

をしません。「コロナ」ですべて生活が変わったのです。改発は不要です。 
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79   男性 ６０代 南区 

将来、相模原市はどんな「 まち」にしていきたいのか見えない案と感じました。 抽象的な事(将

来像)は書かれていますが、もう少し掘り下げた案でないと実感がわきま 

せん。 

ただ現状、将来を見たとき財政が厳しいので改革を行わないと大変なことになる、と読み 取れ

ます。 どんどん縮小していく暗い「まち」になってしまうのかな、と思ってしまいます。 

0 歳から 100 歳以上のすべての世代に安心、安全で暮らせる「まち」を考えたとき、 これか

ら何が必要なのか。 何をやるにしても財は必要です。 単純に考えると市の歳入を増やし、歳出

を減らすこと。 歳入を増やすにはどうしたらよいのか。 人口増加、それも若い人の増加が一つ

の方法かと思いますが、 それを考えたとき若い人、世帯が住みやすい「まち」にして人口を増

やすことが一つの案。 

*このままだと年金世帯が増え、自然に歳入が減っていくのではないかと。 イメージは、住宅補

助、子育て支援など彼らがこの町に住むと住みやすい、子どもにとって安心、安全と感じさせる

ことかと思います。そこに都心には出やすい、買い物がしやすい。 (小田急延長など) 行政だけ

では無理で民間の協業が必要でしょうね。 

またシニア層に対して認知症、寝たきり 介護業界への負荷を減らす、介護職 とが必要と考えま

す。 

間に別して認知症、寝たきりなど防止する施策を推進して 貝何を減らす、介護職への優遇など

することで充実した環境を作っていくことでどんどん老人が増え、老人に引きずられる政策が

必要になってくるのではないでしょうか。 

旭、緑区など自然を利用したレジャー、観光、公園施設などをイベント(大会誘致でき る)など

も展開すると活気が出るのではないかと思います。 

職員の意識改革、育成は当たり前のことで民間(大手企業)では。 すでに徹底されています(完ぺ

きではありませんが・・・) 今更感があります。おそい。 ちょっと不安になりますね。 IT(デ

ジタル)化もそうですが、時代にマッチングしていないと考えると 市民との温度差がでるのも

仕方がないのかと思います。 

など、など取り留めないことを書きましたが、 市民が安心、安全 、そしてワクワクする「まち」

造りの方向性を示し、 必要なこと、削減することを提案頂けるとわかりやすいし、理解しやす

いのではないでしょうか。 

80   男性 ５０代 中央区 返還地あとは、将来の収入のために投資的活用が必要で、消極策だけではなく、取り組みたい 

81   男性 ４０代 中央区 削減だけの改革にしか思えない。 

82   男性 ２０代 中央区 本村市政は前任者を意識し過ぎで改革が仇になっている 

83   女性 ３０代 中央区 中身がわからない 

84   男性 ４０代 中央区 財政を良い方向に改善しつつ、市民に必要な施設の充実を進めてほしい 

85   男性 ７０代 南区 

従来のように、空理空論の現状分析と理想論の展開で終わってしまうのではないかと危惧して

います。民間企業は、業績や実績が客観的な数字で表すことができますが、行政運営では客観的

な表現方法がない。これまでも素晴らしいタイトルのついた条例がたくさんあった。がいつの間

にか忘れ去られているものがたくさんある。そのプランの成果を上げることより、次々と新しい

計画や条例を作っては忘れ去られていく。こんなプランにならないようになってほしい。プラン

の中身について意見や要望を言えるほどの能力は私にはないので、いえるのはこのプランで成

果を出してほしい。それだけです。 

86   女性 ５０代 中央区 

シビックプライドの醸成を掲げる市として、何をレガシーとして残すべきなのかという視点で

考えたら、銀河アリーナスケート場は残すべきではないでしょうか。他市にないスケート場。ア

ピールの仕方を工夫すれば収益にも繋がるはずです。 
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87   男性 ４０代 中央区 

まずこの構造改革プランを行う背景として、市長(民主)と国(自民)が捻れてしまったことによる

補助金の停止があると思う。補助金を停止され困っているのはそんなこと何も分からない一般

の相模原市民。自民党市議団はいくら市長が民主側のもとむら市長だとしても、国からの補助金

を停止させないよう働きかけて欲しいですね。相模原市が最も力を入れるべきは相模原駅北口

のスタジアムを核とした街づくりかと思います。先日市長に 10 万筆の署名が提出されました

が、予算などまだまだ課題は多いです。本来加山前市長体制ならリニア再開発によるスーパーメ

ガリージョン計画として国家予算で行われた事業かと思います。これもいくら民主側のもとむ

ら市長体制とはいえ、国と市が協力しあって未来に向けてより良い開発をすべきと思います。も

ともと国のスタジアムアリーナ改革があるわけだし、スポーツは政党会派の枠を越え超党派で

進んで欲しいです。 

88   男性 ４０代 中央区 健康第一だと思います。 

89   男性 ４０代 緑区 心身と家族の輪が第一だと思います。 

90   男性 ５０代 中央区 子どもは宝です。子どもが利用する公園、図書館は無くさない! 

91   男性 ４０代 中央区 健康、身体第一だと思います。 

92   男性 ５０代 南区 市独自で高齢者への過剰なサービスを改善するべき。 

93   男性 ７０代 南区 

相武台に住んでいる。図書館が廃止（の方向）と聞いた。高齢となり、自分で本を買うことがな

くなり、図書館を月に２、３回は通い、利用させてもらっている。相武台図書館の数万冊の書籍

がどうなるのか、考えを聞きたい。どこに移動されるのか、それで使い勝手がよくなるなら良い

が、不便になるようなら問題だ。今の水準を維持するためには、他の施設で代替は効かないと思

う。公民館やまちセンでは１万冊置くのがせいいっぱいだろう。市も金がないのだから、市民も

本なんか読む必要ない、という事ではないと思うが、一体どのような考えなのか、聞きたいと思

う。自治会長に相談している。 

94   男性 ４０代 中央区 市役所通りの衰退をなんとかしてほしい。 

95   男性 ７０代 中央区 淵野辺駅南再開発促進 

96   女性 ６０代 中央区 今若者が仕事も無く苦しい思いしてます解りますか？市として、支援しようとは思いませんか。 

97   男性 ５０代 南区 
実施することは必要であるが、至った経緯をはっきりとし、過去に遡って責任の所在を明確に

し、損害賠償請求等を実施しないと、納税者としては納得できません。 

98   女性 ６０代 南区 
銀河アリーナは、相模原市が誇るべき公営のアイスアリーナです。通年営業とし、イベントや大

会の誘致に力を入れる等して、絶対に存続させて欲しい。 

99   男性 ７０代 南区 
稼働率、使用率、活用率の悪い建物が乱立しているにも関わらず、新規の建物を建てている。無

駄遣いするならば、税金を下げるべきである。 

100   男性 ５０代 南区 

1 分かりにくい 2 既存施設の削減統合は進めて欲しい 3 麻溝の土地区間整理事業の地中埋設

物については原則通り土地所有者が負うべき 産廃受け入れで過去に既に利益を受け取ってい

るのでこの分は斟酌の理由が無い 

101   男性 ６０代 南区 
美術館建設の中止は大賛成 相模原市ではやめた方が良いと思います。またパスポートセンタ

ー統合の場合は相模大野がいいですね 

102   男性 ６０代 緑区 箱物行政から脱却、デジタル化による業務見直し・削減。 

103   男性 ７０代 緑区 

お金の使い方は大切です。私は長野県松本市から３年前に越してきたのですが１）人権擁護・啓

発に使う予算を増やしてほしいです。２）元気な街づくりは市民活動・ボランティア活動の活発

さから生まれます。市民活動をサポートする予算づくりを。３）健康寿命延伸を図る学びの場を。 

104   女性 ５０代 南区 With コロナに対応した文化・スポーツ施設の建設・整備は継続的に検討してほしい。 
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105   男性 ７０代 緑区 

協力に推進してください。私も仕事として行革アクションプランを策定し、実行してきた経験が

あります。職員の意識変革を求め、党派を超えて実行しなければ付けは市民に来ます。頑張って

下さい。 

106   男性 ６０代 中央区 

将来像が『潤いと活気に満ち笑顔と希望があふれるまち』を具現化する SDGs は分かり易い。し

かしコロナ禍で難しい。やはり現実を知り、総花的なやり方をストップして今は喫緊の課題解決

から優先しては？ 

107   女性 ６０代 南区 
財政改革構造の必要性は認めますが、市民への利便性が後退することには不安です。職員の人員

の必要性、民間を活用する積極性をもっとしてほしいです。 

108   不明 ７０代 緑区 無駄を省き、改善できる見込みがありそうだと思う 

109   男性 ７０代 中央区 

これまでの行政運営の失態である。議会も毎年、予算議会、決算議会という機能を持ちながらチ

ェック機関としての役割を全く果たして来なかった帰結である。早急に全市的視点から徹底的

にスクラップ＆ビルドすべきだ。 

110   男性 ７０代 緑区 

表記案については無知の状態です。市民ですので知らなければならないと考えますが、「ホーム

ページを見ろ」では一般市民は納得できません。何を検討し、結果は？何時までに何をするの

か？もっと一般市民に解るような運営を希望いたします。 

111   女性 ６０代 南区 

構造改革の一環なのか、図書館の分館(南区相武台)が廃止の予定になっていることを知りまし

た。この近辺の方、子どもたちはもちろんのこと、大人の方も多勢利用しています。本館まで行

けない方にとって、特にこのコロナ禍では尚更のことです。将来を担う子ども達にとっての知的

好奇心、豊かな感性を育むこの環境をなくしてほしくありません。分館の存続を切に希望しま

す。 

112   女性 ５０代 南区 With コロナに対応した文化・スポーツ施設の建設・整備は継続的に検討してほしい。 

113   男性 ６０代 南区 
住民が心身の健康や余暇の楽しみにしている施設を廃止にすることは最後の最後にしてほしい。

まず切り詰めるのは職員(上級職)、議員のコスト削減ではないのでしょうか？ 

114   男性 ７０代 南区 改革プランの内容よく知らないが財政立て直しに効果的なら推し進めるべき。 

115   男性 ７０代 中央区 ２月 19 日 会頭名でパブリックコメントを提出いたしました 

116   男性 ５０代 市外 良い改革プランだと思うので、早期に取り組んで欲しい。 

117   男性 ７０代 南区 

人々が住みたくなる街造りが基本です。人口が増えなければ衰退してしまいます。子育て支援、

交通インフラ整備、緑地の整備、防災対策に投資してください。くれぐれも箱物などに予算を使

わないように願います。 

118   男性 ６０代 南区 
経済状況が厳しいと思いますが、かかっても推進してぼしい。美術館建設の流れは止めないで、

時間が 

119   女性 ３０代 緑区 子育て支援を手厚く。 

120   男性 ４０代 南区 銀河アリーナのフロンガス規制問題は、財政問題ではない点をしっかり市民にアピールすべき 

121   男性 ６０代 中央区 五年後、十年後の相模原市の姿を描き、前に進んで下さい。 

122   男性 ５０代 緑区 断腸の思いかと しかし中央中心に施設や予算を注いだからではないのか 

123   男性 ５０代 緑区 そのこと自体、市民には広く伝わってないかと思います。 

124   女性 ４０代 南区 
市民からグランド等の使用料を徴収するなら、プロチームと同様の条件でする権利があるので

はないか？ 

125   男性 ７０代 南区 

今まで施設を造（作）りすぎた嫌いはありますので、ある程度集約するのは賛成。しかし存続の

場合でも「民間活力の活用云々」は要するに（市職員より）低賃金、不利な雇用条件に直結する

ものです。このような事が官民と問わず全国的に行われた結果賃金の伸び悩み、景気の停滞、物

価の下落という負のスパイラルを招いたのは自明。必要な経費（特に人件費（賃金のレベルも含
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む。））は確保する、それができないのであれば思い切ってサービス提供の量や質を落とすぐら

いの勇気が必要かと思います。民間だから安くできるという根拠はどこにあるのでしょうか。相

模原市職員はそれほど効率の悪い仕事をしているのであればそれを見直すべきだと思います。

多分そのようなことはない。一生懸命頑張っていると思います。ただし組織運営に問題があれば

それは改善すべきですが。 

126   男性 ６０代 南区 

重点事業を定め、限られた資源を有効に生かす施策は良いと思う。相模原に住みたい・住んでよ

かったと思えるような投資、例えば大学の誘致と卒業生を受け入れられる企業の誘致・子育て世

帯の手厚い支援・空き家を格安で貸し出し他府県からの移住者向けに活用し、人口増加を図る。

箱もの行政からの脱却・ソフト面から相模原を盛り立てる仕組みを作る。 

127   不明 ７０代 市外 前議長省けばうまく行くよ。 

128   男性 ６０代 中央区 

もともと相模原市は面積が広く、交通の不便な状況があり、高齢者の人口比率が増加することは

明らかです。しかし、構造改革プランでは、無駄を排除する目的をうたいつつ、必要なプラン（相

模原市の不便さの解消）を切り取ってはいないか、疑問が湧く。予算を削るのは目的として良い

が、前市長が必要とのご判断で掲げているものを、廃止しすぎるのはどうでしょうか。 

129   女性 ３０代 中央区 児童館が減ったら子どもの居場所が減る 

130   女性 ３０代 中央区 銀河アリーナを残してほしい。 

131   男性 ６０代 緑区 これ以上閑散とした街にしないで下さい。 

132   男性 ６０代 中央区 なんでもかんでも廃止や見直しにしないでほしい。公民館をもっと自由に使い安く。 

133   男性 ４０代 緑区 銀河アリーナと児童館の廃止に反対です。 

134   女性 ３０代 緑区 市民まつりは縮小しないで下さい。橋本七夕まつりも毎年、盛り上がって楽しいです。 

135   男性 ５０代 緑区 津久井地域を切り捨てないように！ 

136   男性 ３０代 緑区 津久井にもっと予算を。 

137   男性 
１０代 

以下 
緑区 児童館をなくさないでほしい 

138   男性 ２０代 中央区 児童館を減らさないで欲しい 

139   女性 
１０代 

以下 
緑区 公園を減らさないでほしい 

140   男性 ５０代 南区 

現状のまま、年度が経過すると財政収支が悪化し、財政が立ち行かなくなる。現状、麻溝台・新

磯野地区の区画整理事業が課題。相模総合補給廠跡地返還時、スポーツ団体の方々は、スポーツ

施設の要望があるが、リニア中間駅や小田急多摩線延伸を考えると、スーパーメガリージョン構

想で国から補助金で、街づくりが良いのではないかと考える。 

141   男性 ７０代 南区 

新聞拝見しておりますが、何が重要プランであるのが良くわかりません。市民としては、街並み

が美しい、道路が歩きやすい、緑が多い、空気が澄んでいる、治安が良い、経済的にも豊かだ、

日照権などの問題が起きない街区画作りを要望したい。 

142   女性 ３０代 緑区 銀河アリーナはなくならないでほしい。 

143   女性 ４０代 中央区 
新しい施設を作りたいです。公立学校の教育内容、運営方法を変えていきたいです。もっと、企

業を巻き込みながら、街づくりをしていきたいです。 

144   女性 ５０代 南区 
あまり、じっくりと読んでいないのでなんともいえないが皆様を基本的には信頼している。市民

に選ばれた方々なので。 

145   女性 
１０代 

以下 
緑区 公園を減らさないで欲しい 

146   男性 １０代 緑区 児童館を減らさないで欲しい 
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以下 

147   女性 ２０代 中央区 児童館を増やしいて欲しい 

148   女性 ３０代 中央区 銀河アリーナを廃止にしないで欲しい 

149   男性 ３０代 中央区 

歳出削減については、具体的に記されているが、歳入確保は頑張ります的な要素が強い。単なる

歳出削減策に感じる。大規模事業においても、相模原 IC 周辺まちづくり事業で市税の増収があ

まり見込めない農業系の土地創出を推進する一方、活用次第では市の魅力 PR につながるスケー

ト場を廃止するという方向性は理解できない。歳入確保策の市税収入確保も単なるこれまでち

ゃんと集められていなかった税金をちゃんと集めますと言っているだけであり、民間資金の活

用についても具体的な例はなく活用についても具体的な例はなく、改革的な市税増収策が出さ

れていない。市税を増やすには、法人市民税や個人市民税など、企業や人に選ばれなければなら

ない。そう言った意味では、リニア新駅や高速道路の IC がある本市の環境は全国的にも恵まれ

ている方だ。これらのメリットを生かし、産業用地の創出を図るべき。もちろん企業の経済活動

は民間主導でなされるべきかとは思うが、近年の相模原市はその立地環境から物流施設だらけ

になってしまっている。欲しいのは研究開発拠点や大学、事務系オフィス等の高所得者層が多く

働く施設である。こうした機能を呼び込むためには、民間主導ではなく、民間を活用した行政主

導によって土地の利用ないしは進出する企業を制限するべきである。 

150   女性 ７０代 南区 
相模原にはキチンとした美術館がありません。次の世代にも文化、芸術にたくさんふれさせてほ

しいです。人間形成にも、必要です。 

151   男性 ７０代 南区 赤字財政はやめ、過去の借金の返済を始めるべきときであります。 

152   男性 ６０代 緑区 

市の危機的な行財政状況を理解しました。市民法人税が他の指定都市より少ないことが主因か

と思います。対策のひとつに以前から取り組まれています「さがみはら産業振興ビジョン２０２

５」とのコラボを加えてはいかがでしょうか。（例．重点 PT(戦略的な企業誘致の推進)等の成

果を歳入に見込む） 

153   男性 ６０代 緑区 

美術館は政令指定都市として恥ずかしくない最先端をいく美術館を希望。財政や集客に必要な

条件を生かした先端未来計画として考えるべきである。総合施設複合体としてあらゆる趣味嗜

好のニーズに答える事で施設維持や財政確保のできる施設を要望。政令指定都市として文化的

象徴である美術館がない事で、その町の文化の高さを理解されることがある。何を目玉とし相模

原の印象を高めるプランを要望します。 

154   女性 ４０代 緑区 銀河アリーナを残してほしい。 

155   男性 ２０代 中央区 銀河アリーナを廃止にしないでほしい 

156   女性 ３０代 緑区 銀河アリーナを無くさないで欲しい 

157   女性 ２０代 中央区 銀河アリーナを無くさないで欲しい 

158   女性 ２０代 中央区 児童館を減らさないで欲しい 

159   男性 ３０代 緑区 市民まつりを小さくしてほしくない。橋本七夕まつりをもっと盛大にしてほしい。 

160   女性 ３０代 緑区 児童館をへらしても良いがもっと、長い時間利用できるようにして下さい。 

161   男性 ３０代 緑区 もっと丁寧な説明会を開催してほしい。 

162   女性 ２０代 緑区 なんでもかんでも廃止や見直しはやめてほしい。 

163   男性 ３０代 緑区 橋本の基盤整備はとめないでください。 

164   女性 ４０代 緑区 子育てに優しいまちづくりを 

165   男性 ４０代 市外 財政確保のため改革は必要だと思う 

166   男性 ３０代 中央区 プランをもっと全市民に伝わるようにしてほしい  

167   男性 ５０代 緑区 見直しは必要、目的は、子どもたちの保護施設にお金をつかってもらいたい。 
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168   男性 ５０代 緑区 行政サービスの適正な見直しに繋がるよう、もっと議論が必要だと思う 

169   男性 ４０代 市外 まずは自由に行動できるようにしたいです 

170   男性 ３０代 緑区 特段ありません。常にトライ&エラーかと。 

171   男性 ４０代 中央区 市民に負担のかからない様にして下さい 

172   男性 ４０代 緑区 
このような機会でないと財政を絞るのはできないと思うので基本的に賛成。しかし、市民に必要

なことを再検討して復活させる見当も必要だと思う。 

173   男性 ４０代 緑区 特にありません 

174   男性 ４０代 市外 内容を知りません。 

175   女性 ４０代 緑区 (案)、もっと簡潔にできないものか。残念ながら読む気もしない。 

176   女性 ４０代 緑区 本当に必要な箇所に財政を無駄なく使用して頂きたいです。よろしくお願いします。 

177   女性 ５０代 南区 

銀河アリーナの廃止案に驚いています。数年前通年化の予定すらあったのに突然廃止とは、廃止

に至るまでに経費削減や収入増の策を講じたのでしょうか。私の子どもはショートトラックを

やっていて、銀河アリーナを練習拠点にしています。相模原からはオリンピック代表 4 名を含

む世界で活躍する選手を多く輩出しており、現在も小学生から社会人まで世界を狙える選手が

多く練習拠点としています。相模原市はこのことや銀河アリーナの存在をもっとアピールすべ

きです。スケートは練習場所が限られており、銀河アリーナ廃止はそういった選手の将来を奪う

ものです。氷上のその他の競技も同じです。知恵を捻れば集客増益は可能です。関西ではスケー

トリンクは経済効果が高いとされ、新しいリンクがオープンしているくらいです。どうか銀河ア

リーナ廃止案を撤回するようお願いします。 

178   男性 ５０代 緑区 人口が増えていく様な政策、企業誘致など 

179   男性 ５０代 緑区 
もともと一杯で予算を組むから赤字になる。収入見込みの 8 割で予算を組むようにすれば補正

してもギリギリで収まるのでは 

180   女性 ５０代 南区 

銀河アリーナの廃止案に驚いています。数年前通年化の予定すらあったのに突然廃止とは、廃止

に至るまでに経費削減や収入増の策を講じたのでしょうか。私の子どもはショートトラックを

やっていて、銀河アリーナを練習拠点にしています。相模原からはオリンピック代表 4 名を含

む世界で活躍する選手を多く輩出しており、現在も小学生から社会人まで世界を狙える選手が

多く練習拠点としています。相模原市はこのことや銀河アリーナの存在をもっとアピールすべ

きです。スケートは練習場所が限られており、銀河アリーナ廃止はそういった選手の将来を奪う

ものです。氷上のその他の競技も同じです。知恵を捻れば集客増益は可能です。関西ではスケー

トリンクは経済効果が高いとされ、新しいリンクがオープンしているくらいです。どうか銀河ア

リーナ廃止案を撤回するようお願いします。 

181   女性 ７０代 中央区 淵野辺公園アリーナを残して欲しい 

182   男性 ３０代 南区 

あくまでコロナ収束後の話。公共の多目的施設やコンサートホールを予約制にし、一般のイベン

ターによる企画を自由化してほしい。大きなイベントになれば他県他市からの集客も見込め、税

収に貢献できる。 

183   不明 ４０代 中央区 

米軍基地跡地に是非とも武道館を作っていただきたい。県と交渉して欲しいです。神奈川県立武

道館は風情がありますが狭いし、古い。他県（静岡県立武道館）はとても立派な武道館です。武

道館といっても武道だけではなく体育館も併設して複合な施設。 

184   男性 ６０代 緑区 

ずらずらと細かく書き綴ったモノをも見てもなんだかわかりません各市民会議などで検討した

と言うことでしょうがもともと当たり障りの無い提言を大枚はたいて大学の先生などが作った

ものを協議したことにしてまとめているものなんざー心が入って無いよ 
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185   男性 ４０代 緑区 

中長期のプランを考案しなければと思います。  個人事業主の方に手厚い補助をすべきではな

いかと思います。  いつの時代においても市民の頑張りの上に市政は成り立っているからとい

う思いの上があるからです。 

186   女性 ４０代 中央区 リニアの方が市民の生活よりも大事なのかと言う印象です。 

187   男性 ２０代 緑区 正直よく分からない 

188   男性 ５０代 中央区 
銀河アリーナはスケートリンクとして数少ない場所、民間にもっと運営をまかせて閉館するよ

り存続させ市のセールスポイントとして全国に注目させられるのでは？ 

189   男性 ７０代 中央区 たとえ反対が強くても将来を考え前進させてほしい 

190   不明 ５０代 中央区 

財政が厳しいことは、大手企業の撤退が進んでいたこと、政令市になったことなど、わかってい

たことと思います。とはいえ現状では、市の既存財産をメンテナンスしながら、従来のサービス

の継続を望みます。新規の着手は見送って構いません。相模原駅北側スタジアムはサッカーファ

ンだけのものになりそうですので不要です。新磯野地区は産廃放置や野焼き地区でしたので、土

壌改良は高コストで無理と思いますので、飛散防止だけで先送りと思います。 

191    ５０代 緑区 平行してプランを実行する職員の業務仕分けをトップダウンで行わなければ、実現しない。 

192   男性 ７０代 中央区 

既存の老朽化施設の廃止、片一方、相模補給廠返還地へのスタジアム建設の請願署名を背景に、

市長が先頭で活動しているが、如何なものか。公的資金を投入した場合の投資効果は、市民に還

元されるか心配である。賑わいの施策でもっとお金を稼げる施策がないものか。議員諸氏の見識

に期待する。 

193   女性 ４０代 南区 手洗いうがい（石けんのみ、消毒は給食前程度）、換気の励行でよいのではないか。 

194   女性 ７０代 南区 

「相模原市行財政構造改革プラン（案）」は、相模原市の将来像「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」を実現するために、持続可能な行財政基盤を築くことにあると

うたわれています。では、「潤いと活力に満ち 笑顔と希望があふれるまち」とは、具体的にど

のようなまちなのでしょうか。様々な意見があると思われますが、是非とも、これをもっと具体

化、明文化していただけないでしょうか。 

195   女性 ５０代 南区 
当麻地区整備促進事業に関連して麻溝まちづくりセンター前にバス停と横断歩道を設置してい

ただけませんでしょうか。 

196   男性 ５０代 南区 

相模原市はなんだかよくわからないところに、お金を掛けるよね。リニアなんかとまらなくても

良い。緑区中央区ばかりにお金を使うな！！南区は伊勢丹も無くなり魅力が全然なくなった。も

う一度魅力あるまちづくりを、しっかりと考えて欲しい。 

197   男性 ５０代 南区 

相模原市はなんだかよくわからないところに、お金を掛けるよね。リニアなんかとまらなくても

良い。緑区中央区ばかりにお金を使うな！！南区は伊勢丹も無くなり魅力が全然なくなった。も

う一度魅力あるまちづくりを、しっかりと考えて欲しい。 

198   女性 ５０代 中央区 
子ども達の今回、娘が受験に関わっていたので、公立と併願の私立高校に入学したくても金銭的

な問題等で私立の進学。諦めた方がいます。学費免除などの改正をお願いしたいです 

199   女性 ４０代 南区 
相武台にある図書館の分館を残して欲しい。子どもたちから、絵本に触れ合う機会を奪わないで

もらいたい。 

200   男性 ７０代 中央区 

横浜線相模原駅を中心とした賑わいの有る街づくりを推し進めて欲しい。現状はとても寂しい

街と成っている。住環境、文化施設、商業施設、交通環境を総合的に考えた総合プロジェクトを

立ち上げ、人々が相模原に集まって来る様な街を計画して欲しい。その様な将来の希望と賑わい

の有る街づくりが出来ないと、小田急線の相模原延伸は夢で終わってしまうと思う。施策を縮小

（廃止や切り詰めして財政健全化も大切だが、企業誘致や街の賑わいを創出する事で税収 UP を
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図り、他に使える税収を確保して財政の逼迫した状態を改善して、余裕有る財政を築いて欲し

い。 

201   女性 ５０代 南区 銀河アリーナと児童館を残せる方法が知りたい。 

202   男性 ４０代 中央区 市体育館を中央区に設置を期待します 

203   男性 ５０代 中央区 
行政は自分（自分達）のミスには有無無く甘すぎ、そのせいで被害に合っている人もいる。改善

するべき。 

204   女性 ４０代 南区 キャッシュバックとか商店会でやってることは身近に感じるけど 

205   男性 ５０代 中央区 

過剰な都市開発への投資は、財政状況の悪化に直結してしまうが、必要なまちづくりは進めてい

かなければ、近隣他都市との魅力競争に敗北してしまう。まちとしての相対的魅力低下は、定住

率の低下による人口減、商業・文化施設等の進出敬遠に伴う税収減へと直結していく。特に、現

市長による相模原駅北口エリア再開発への消極的姿勢は、小田急線延伸との相乗効果が図れる

千載一遇のチャンスを、みすみす潰してしまう悪手である。自民党には、是非とも北口再開発を

推進させて欲しい。 

206   男性 ５０代 南区 
仕方がないことだと思います。ただしそのような状況下で税金を投入してのスタジアムの建設

が検討されることはもっと納得できません。 

207   男性 ６０代 南区 

美術館整備事業に関して  プランでは計画期間中に検討、調査は行わないとありますが、この

間の美術文化政策の充実が必要だと思います。収蔵美術品の有効活用ですが、小中学校向けの児

童・生徒向けのプログラムはこれまで行われていません。鑑賞授業等で地元作家の作品鑑賞する

機会などが無く、子ども達の地域を愛する心情の醸成に必要な美術文化の役割をもっと行政が

理解し、積極的に生かしていくべきだと思います。 

208   男性 ４０代 中央区 

施設の老朽化と児童数減少による学校の統廃合など、時代に合わせた変化が必要だと思う。見直

しが必要なものを減額して重点項目に振り分けるのは理にかなっている。また、職員が前向きに

チャレンジできるような人材育成についても評価できると思う。財政等大変な状況だが良い市

にしてほしい。 

209   女性 ４０代 中央区 
少子化だからこそ、若世代が住みやすい環境を。高齢者の集いの場などの施設の増設を希望しま

す。 

210   男性 ４０代 南区 

施設や行事から市民としての恩恵が多いことは分かっていたが財政が厳しいことはよく知らな

かった。我が市の他市に対する特徴としてはやはり米軍基地の存在。米軍を利用した産業の開拓

なども考えてみたらどうだろうか？ 

211   女性 ４０代 中央区 
財政を重点分野に配分は当たり前ですが、長期的な視点で必要な予算を削りすぎないように、バ

ランスよく考えて頂けたらと思います。 

212   男性 ７０代 中央区 ワクチンを待ちます。 

213   女性 ４０代 緑区 銀河アリーナや児童館の廃止は見直して欲しい 

214   女性 ４０代 中央区 適切だと思う 

215   女性 ７０代 中央区 米軍跡地が市民に早く解放されるよう願っている 

216   男性 ４０代 中央区 パブリックコメントを提出しております。別途メールにて送付いたします。 

217   男性 ６０代 市外 生まれた町の発展を願っています。 

218   女性 ５０代 緑区 財政の見直しは非常に大変だと思いますが、市民のためによろしくお願いします。 

219   女性 ５０代 中央区 銀河アリーナが無くなるのは残念です。 

220   女性 ５０代 南区 さらっと読みましたが、良くわかりませんでした。最初の 1 ページで全体を把握したいです。 

221   男性 ７０代 中央区 構造改革の周知をしてほしい。既存の施設の変更には慎重に。 
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222   男性 ４０代 市外 
こういう形で明確化することは、考えを共有し、修正の機会も得られるので、良いことだと思い

ます。 

223   男性 ７０代 中央区 良いと思います。 

224   女性 ６０代 中央区 

現在､着手されている改革プランが不必要とは申し上げませんが､市の活性化に関して直接繋が

るものとは考えにくいものもある様に感じます。それぞれの区の中心部に予算を割いた計画を

考えて頂き､人の流れを呼び込める様な施策を望んでおります。 

225   男性 ３０代 緑区 

財政が厳しいのなら、尚更、自粛などせず経済を回す必要があると思います。クラスター発生の

多くは家庭と言う意見もあります。外食等規制するのは感染対策、経済対策ともに悪影響と思い

ます。 

226   男性 ２０代 市外 外国人と日本人を区別しないで下さい。公平､平等な条例を希望しております。 

227   男性 ５０代 中央区 経過観察 

228   男性 ７０代 南区 

本日（１５日）に、はじめて、相模原市行財政構造改革プラン（案）をしりました。意見できる

ほど読み込めていません！すみません！ですが、こうした取り組みをウェブ上で公開している

ことはＧＪ！だとおもいます。 

229   男性 ７０代 緑区 

内容についてではありませんが、この文書について、出来るだけ無用なカタカナ外来語を避け、

日本語記述を心がけていただきたい。マインド、リスペクトなどは、十分日本語で記述できるは

ずです。 

230   男性 ４０代 中央区 ヘイトスピーチ条例の廃止を希望します。 

231   男性 ４０代 市外 特にありません 

232   男性 ７０代 中央区 これからよくプラン内容を勉強させてもらいます 

233   男性 ５０代 市外 橋本駅にリニア駅建設と並行して車が走りやすく改善して欲しいです。ロータリーなど 

234   女性 ６０代 緑区 

相模原市は身近に美大も多くアートラボも順調に活動をしているようです。芸術は社会におい

て、スピードや合理性とは反したところにあるように見えます。 しかしコロナ生活の日常にお

いて閉塞感を感じる人々が多くいる今、個々の心の内に伝わり整えてくれる芸術は人々には欠

く事のできないものだと思われます。ファインアートは利益直接的な利益に結びつき難いかも

しれません。だからこそ市が美術館設立に取り組み、そこを拠点にする美術館は充実した政令指

定都市相模原市に繋がるものになると確信しています。 何より、芸術は想像力を養います。小

さな子供から遠出の難しい年配の方々まで、いつでも身近に作品を楽しめる日常ではない空間

が欲しいと思っています。複合施設であって良いと思います。米軍跡地に建てるのであれば、全

く上塗りしてしまうのでは無く、その地の持つ意味や歴史を形に取り込み、他とは違うそこにし

かない美術館及び施設にする事で他の地域からも足を運ぶ人が増えてくるのではないでしょう

か。 神奈川県の相模原市から相模原市ブランドを生み出せたらよいと思います。 

235   男性 ４０代 緑区 ヘイトスピーチ条例を廃止すべき。 

236   女性 ５０代 中央区 

将来に市民の笑顔があふれる街にしたいのなら、今検討中のヘイトスピーチ条例を本邦外出身

者から本邦出身者への一方向からの規制ではなく、すべての市民を対象に規制すべきだと思い

ます。一方向からの規制だと、規制された側の不満が溜まり市民は笑顔で過ごせなくなります。

全方向から規制するよう、ご検討願います。 

237   男性 ２０代 市外 はっきり言って根本に見直すかそもそも実行しない方がよろしいかと 

238   男性 ５０代 南区 
ヘイトスピーチ条例を可決すると川崎市のようにふるさと納税でみんな他所に流れてしまいま

すよ 

239   男性 ６０代 南区 銀河アリーナいろいろ言われていますね。何とかならないものですかね。 
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240   女性 ４０代 南区 

限られた財政の中での政策展開ありがとうございます。重々理解しているつもりですが、予算の

つく政策改善を求めたい分野は多々あります。その中で軽減できるものの提案をさせて頂きま

す。ワクチンに予算を回す前に神奈川県も促進しておりました未病を免疫力向上に関し今一度

ご注力お願いいたします。SDGs 推進と共に環境、食の問題の解決が健康促進、ひいては医療費

の削減に繋がります。病気が急に減ることはありませんが、熱を出したり鼻水を垂らすことが免

疫獲得の経過の 1 つであり、それを止めてしまう医薬品の利用が免疫力の低下や化学物質の蓄

積と健康被害に結びついてることへの理解を促し、病院受診の減少が医療費軽減に一番効果が

あると思います。そしてその他慣習として行ってきた業務の見直し、ペーパーレス化で削減でき

るのではないでしょうか。これまでやって来たからと無意味な業務の見直しは内部では難しい

と思いますので、外部の目が必要であればいくらでも協力したいと思います。 

241   男性 
８０代 

以上 
中央区 

銀河アリーナ廃止に反対です。トレーニングジムがなくなるからです。駐車場の有料化に反対で

す。スポーツ施設が不足で、市民が運動不足なので 

242   女性 ６０代 緑区 

相模原市は身近に美大も多くアートラボも順調に活動をしているようです。芸術は社会におい

て、スピードや合理性とは反したところにあるように見えます。 しかしコロナ生活の日常にお

いて閉塞感を感じる人々が多くいる今、個々の心の内に伝わり整えてくれる芸術は人々には欠

く事のできないものだと思われます。ファインアートは利益直接的な利益に結びつき難いかも

しれません。だからこそ市が美術館設立に取り組み、そこを拠点にする美術館は充実した政令指

定都市相模原市に繋がるものになると確信しています。 何より、芸術は想像力を養います。小

さな子供から遠出の難しい年配の方々まで、いつでも身近に作品を楽しめる日常ではない空間

が欲しいと思っています。複合施設であって良いと思います。米軍跡地に建てるのであれば、全

く上塗りしてしまうのでは無く、その地の持つ意味や歴史を形に取り込み、他とは違うそこにし

かない美術館及び施設にする事で他の地域からも足を運ぶ人が増えてくるのではないでしょう

か。 神奈川県の相模原市から相模原市ブランドを生み出せたらよいと思います。 

243   男性 ４０代 緑区 桜まつりや七夕まつりが縮小しないでほいです。 

244   男性 ７０代 緑区 青山の斎場を早く完成させてください。 

245   男性 ４０代 市外 

「本市が特重点的に力を入れる分野」ですが、相模原の個性となるとやはりハヤブサを中心とし

た宇宙分野だと思います。市外の人間の目から見て真っ先に思い浮かぶのはやはりそれです。ま

た施設の見直しに関してですが、施設単体としての評価も大事ですが、ハザードマップと合わせ

た避難所としての役割も考慮し、避難場所のない地域が出来ないよう配慮をお願いします。 

246   女性 ５０代 緑区 市民まつりを見直さないでほしい。 

247   女性 ３０代 緑区 児童館を一日中使えるようにしてほしい。 

248   男性 ３０代 中央区 銀河アリーナをなくさないでほしい 

249   女性 ３０代 緑区 銀河アリーナをなくさないでほしい。 

250   女性 ２０代 中央区 公園を潰さないでほしい 

251   女性 ５０代 緑区 外国人へのヘイト条例は反対！反日の外国人への抗議もできなくなるなんておかしいです！ 

252   女性 ５０代 南区 

リニアは必要だったのでしょうか？あのように大きなプロジェクトは大きなお金と利権が絡み

最終的に市民にとって必要なかった…となることが多い気がします。私たちの少なくない税金

が使われるのですから、途中経過含め詳細を全て市民に知らせてほしいです。 

253   男性 ６０代 市外 日本人差別のような条例には反対します 

254   女性 ４０代 南区 ヘイトスピーチ条例はいらない 

255   女性 ５０代 中央区 日本人の為に生きたお金をつかってください。 

256   女性 ４０代 南区 ヘイトスピーチ条例はいらない 
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257   男性 ４０代 市外 拝見しましたが、特に意見はありません。 

258   女性 ５０代 市外 Plombiere-les-bains 

259   女性 ４０代 南区 ヘイトスピーチ条例はいらない 

260   男性 ３０代 緑区 必要なことだとは思う。けども、他にもっと削るべきところがあると思う。 

 

  



- 40 - 

 

設問3 

市政全般について、ご意見・ご要望をお聴かせください。 

No 性別 年代 区 内容 

1  男性 ５０代 緑区 
市役所を利用するのに自家用車でないと遠方から行けないのに駐車場が少ないので不要です。

利用できる駐車場を増やしてください。 

2  男性 ５０代 南区 
何をやっているか，全く見えてこない。市議会だよりの構成を一新し市民にもっとわかりやす

くすること。 

3  不明 ６０代 不明 

橋本駅（北口）の駅前ロータリーのところですが、エレベーター、エスカレーターがあっても

歩くのは不便です。2F のところは風が強く歩けません。歩道を安心して歩けるようお願いしま

す。一度歩いてください。 

4  男性 ７０代 中央区 
高齢者にとって相模原市は嫌いではないですが本当は好きで毎日張り合いのある生活をできる

よう配慮してください。一日も早く小田急線の延伸に力を入れてください。 

5  男性 ８０代 南区 

およそ 3000 億円近い予算で確かそれくらいの借金もあるかと思います。木村市長は成長より

今一つ背伸びしないで現状を見直して 2.7％減の新年度予算の計画はすごくよかったと思いま

す。市の現在の広報（印刷物はどのくらいあるのですか）公使館市のあては色んなところ色ん

なところにこれでもかといった印刷が置かれています。もう少し数の減少を 1 日 15 日に配布

される工法にまとめるとか工夫をして印刷代の節約を見返しを図ってみてください。 

6  男性 ８０代 南区 一般市民の声は組織の上部に排除されることが多い 

7  女性 ８０代 南区 文化、芸術に関係の事業少ないので多くしてください。 

8  男性 ５０代 中央区 福祉に力を入れてほしい 

9  不明 ６０代 南区 
高齢者への政策が充実していると思う。ありがたいことです。教育と福祉の充実。美術館があ

ればいいと思う。（生きる豊かさは経済だけではない） 

10  男性 ７０代 緑区 火葬場の新設計画が進んでいないのはなぜか？葬儀件数の増加に対し対応できるのか？ 

11  不明 不明 不明 子育て支援金を増やしてほしい 

12  女性 
１０代 

以下 
緑区 相模原市でレスリングの全国大会をひらけるようにしてほしい 

13  男性 ６０代 南区 

財政収支が年々厳しくなっている現状を踏まえ人件費は市民の平均給与等を考え経済の情勢に

より改正すべきである。又、福祉医療はもっと市民の協力、努力をお願いしてもよいのではな

いか 

14  男性 ８０代 南区 

麻溝台市街化地域の告発について。地下から瓦礫が出て処理者用が問題になっているのが、、、。

ガレキはそのままにして利用しては？愛川インター入口通じる旧道のわきに救急施設が農地に

ガレキうめカインズになっています。 

15  女性 不明 不明 
おひとり様の葬儀、納骨の管理をフォローしてほしい。どこそこの墓に入れてほしいとのメモ

があっても無縁に入れてしまうと聞いたので。 

16  男性 ６０代 南区 

国の援助を受けながら市民が安全に暮らせる市政を望む。米軍の基地の問題、騒音（ヘリ）は

低く飛び範囲は相模原、ざま、エビナ 3 市及ぶ。協力が必要。もっと市民の生活に目を向け独

自の路線が出せるようにする。 

17  男性 ７０代 南区 
私は町田に近い場所に住んでいるが高齢者の為のバスとかが無い。大和市、町田市はあるのに。

リニア新幹線停車駅など不要。(ほかに市の金使ってほしい) 

18  男性 ８０代 中央区 財政が最も深刻。コロナ対策は手を抜けないが他は思い切って削除削減をしてほしい 

19  男性 ７０代 中央区 車の免許返納(78 歳)については何か特典があるのですか（市・バスの無料など） 
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20  女性 ６０代 緑区 緑区の火葬場の建設を早くしてほしいです。他市を使用する場合は補助をしてほしいです。 

21  男性 ３０代 緑区 三井大橋をきれいに直してほしい。鳥屋のリニア基地に駅を作ってほしい。 

22  女性 
１０代 

以下 
緑区 出席するときの支援金を増やしてほしい 

23  男性 ２０代 中央区 銀河アリーナを廃止にするのをやめてほしい 

24  男性 ３０代 緑区 川崎市みたいなヘイトスピーチの条例をやめてほしい 

25  男性 ３０代 緑区 津久井の観光をもっと盛んに！ 

26  女性 ３０代 緑区 作りをもっと盛んにしてほしい。三井大橋をぬってほしい 

27  男性 ３０代 中央区 スポーツを盛んな町にしてほしい。 

28  男性 ５０代 緑区 鳥屋のリニア基地に駅をつくってほしい。津久井を観光地にしてほしい。 

29  男性 ２０代 緑区 津久井の観光を盛んにしてほしい 

30  女性 ３０代 緑区 三井大橋をきれいにしてほしい。津久井を観光地にしてほしい。 

31  女性 不明 南区 市長の声が聞かれない。市長の存在感がまるで感じられない。 

32  男性 ８０代 中央区 

自転車道路の整備をお願いしたい。①道路がデコボコしていて危ないのでしっかり整備してほ

しい。②北小の西側の自転車専用道路の街路樹の枝が通行時に顔にあたって危険である。しっ

かり整備してほしい。また下草がはみ出して危ないことがある。塗装が悪く危険である。整備

をしてほしい。 

33  女性 ６０代 南区 

昨年 11 月公園内での設備利用につきまして公園課および木村市長に提案・陳情をさせていた

だきました。したがってこの策を使用しての意見・要望は省略させていただきます。お手紙を

お送りいたして居りますのでどうかお尋ねをうけたまわります。 

34  男性 ４０代 緑区 緑区を今以上に目を向けてほしい。 

35  不明 不明 不明 
カルト教団、統一教会の式典に出席するな木村市長がヘイト条例を作ろうとしていますが絶対

に反対です。ご近所でお話も自由にできなくなります。 

36  不明 不明 南区 

現在行われているポイントでの還元もお金がなければメリットがない。貧困世帯への配慮を学

校の少人数学級実施。（できたら 20 人程度に）初人制廃止。行事も少なくしたほうがいい。行

事は任意といいながら、実際は強制だから授業時間数が大事ではなく理解できているかが大事。

理解できれば子どもたちの将来も明るくなるし、犯罪も少なくなる。適正な教育が受けられる

ように。 

37  不明 ６０代 不明 いわゆるハコモノの建設維持をされて扶助的経費に傾注した予算編成をしてほしい 

38  女性 ４０代 緑区 
私横山春江は存じません。彼女をこの市にやらしたのは天皇家です。私の命軽く見ないでくだ

さい。 

39  不明 不明 中央区 緑と潤いの街づくりに向けて進めてください。 

40  男性 ６０代 中央区 よくやっていると思う 

41  男性 ６０代 緑区 馬鹿な職員はすぐ首にしろ。 

42  男性 ８０代 中央区 市長頑張れ 

43  男性 ８０代 緑区 

津久井地区の山林の有効活用等、松など育成を進め高品質な建材を生産価値のある材を生み出

していく。更には伐採や下り物などをペレット燃料に開拓や下狩りなど労働を軽蔑する。機械

やペレット燃料ストーブの開発など。 

44  女性 ５０代 南区 

南区の市政について。橋本にリニアが来たら様代わりするのでしょうか？住環境ですが新戸地

区にはスーパーもなくご老人が多いのに買い物など不便となっています。相武台下駅あたりに

大型モールやスーパーなど誘地していただけたらありがたいです。  

45  不明 不明 緑区 重点的に力を入れている事業の一つに三井大橋の塗装が急務。金属疲労を待つまでもない 
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46  男性 ７０代 緑区 

都市作りに対し将来を見通し計画及び実施を行ってほしい。①橋本駅周辺の都市づくり(リニア

廃連)については再開発の手法で都市計買う決定を行い進めるべきだった。②都市計画にの整備

が見受けられない、道路計画については昭和５０年代行われていると思うが生かされてないの

では？ 

47  女性 ７０代 南区 
建物より活動にお金を！天井の高い立派な建物は不要。空き家に手を入れて住民が福祉活動し

やすいよう市が援助してほしい 

48  女性 ８０代 南区 
ヴィンテージは花見通りに面して歩道に植えられている気は手入れをさせていても雑草はその

ままでもうすこし見栄えをよくしていただきたく。 

49  不明 不明 南区 
緑豊かな土地を利用して安全な食材の使用して安全安心の生活が出来るように人口減、老人人

口が多くなる。 

50  不明 ６０代 南区 
やはり今の野党が市長になるとロクな事をしない。自民党も頼りないし。日本第一党の躍進を

期待する！ 

51  男性 ７０代 南区 

1.重度障障害者医療費助成制度の現行の形での継続のお願い。昨年度の貴市議団と NPO 法人れ

んきょう（幣人腎友会は加盟）の政策懇談会にてお願いした結果、「本制度を自足可能なものす

るため今後も必要な取り組みを行ってまいります」との市の回答を貴団体より書面にてご連絡

をいただいており感謝いたします。ただ「必要な取り組み」が何をさすかはわかりませんが横

浜市、川崎市を除く多くの近隣の自治体においては「年齢制限」「所得制限」を導入してこのよ

うな制度本体の改正のない現行の形での継続をおねがいします。2.福祉タクシー利用助成金額

増額のお願い。昨年度の貴師団代と NPO 法人連協の政策懇談会にてお願いした結果「事業の目

的や効果、他都市との水準の意比較などの視点からも市単独事業の扶助費等の見直しの中で進

める」との市の回答を貴団体より書面にていただいており感謝いたします。そこで「事業の目

的」については現在の「福祉タクシー利用助成」は「重度障碍者の外出を支援し、社会参加や

生活圏の拡大につなげることを目的」となっていますが是非、「透析患者の通院に対する経済的

支援」を追加していただきたい。また「他都市との水準の比較」についてはご高承のとおり横

浜市、川崎市は透析患者は一般障がい者に対する金額の倍の 84,000 円支給されています。こ

れらをご勘定いただき、早期に増額を実現していただきたい。3.昨年度の貴市議団と NPO 法人

れんきょうの施策懇談会において「大災害時の透析患者の通院の手段の確保について。昨年度

の貴市議団の移送をになっていると福祉有償運送車両並びに透析施設の患者の移送車両につい

て「災害緊急車両」としての許可をえられるよう配慮ねがいたい」とお願いした結果、市の回

答は「大災害時に医療を必要とするかたは多数に及ぶことがそうていされることから通院支援

としての緊急通車両の許可申請については、様々な課 題があるものと考えております」である

一方県の回答は「医療機関が災害時に患 者等を移送する車両について、警察署等の規制除外車

両として事前届出を行うことは可能です。」とあり、また、「透析患者が透析を受ける目的で、

通院する為に 使用する車両については規制除外車両の対象車両に該当することから(中略)規 

制除外車両通行申請書により最寄りの警察署等の規制除外車両の申請手続きを行うことにより

緊急交通路を通行できます」であると貴市議団から書面で頂いております。市と県の見解が違

いますが市は県の見解に歩調を合わせて頂きたい。」 

52  女性 ７０代 南区 
相模原市民で良かったここで２代.3 代と続く家族を持ちたいという土地であってほしい。そう

いう市政を作ってほしい。 

53  不明 ７０代 不明 
国をみて老害で国民運営が国民ではなく自民党の為に動いている。時代をかんがえなくてよい。

７０歳体制にし北海道知事みたいに若い政治家を。 

54  不明 不明 不明 
例えば南区には展覧会場は一つない、市内には戸建てのものが一つも無いのが不思議である。

文化芸術への支援が必要不可欠である。 
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55  男性 ７０代 南区 
これだけの債務が放置されていたことに怒りを覚えます。ほとんど市民税が財源の町田市の健: 

全化政策を見習って欲しい。身の丈に合った政策を。 

56  男性 ７０代 中央区 
市著の将来像が見えないのが心配です。もっと革新的想像力をお持ちの方とお見受けしてまし

が残念です。 

57  男性 ４０代 中央区 
市長が変わって前市長が進めていた大規模プロジェクトを一旦停止、見直しになったのは良い

が、そのあとの展望が無いので非常に心配です。 

58  女性 ７０代 緑区 

緑区、特に旧相模湖地区は行政面で取り残され感があります。相模湖総合事務所で手続きや質

問事項も総合事務所でできず津久井総合事務所まで出向かなければならないことが何度かあり

ました。スポーツ施設利用の件で専用ダイヤルに電話しても A→B→A へと要を得ませんでし

た。今後は担当分野を明確にして担当者にも把握して戴きたいと思っています。 

59  男性 ６０代 緑区 
リニア橋本駅工事などは市民生活を向上させてからにしてほしい。市民生活犠牲の開発は市民

は望んでいません。 

60  男性 ７０代 中央区 

現在市は公報、議会報、県公報、選挙公報が新聞販売店ルートで配布されている。その為新聞

購読していない 4 割強の家庭には届いていないのが現状で多くの市民は「知る権利」を奪われ

ている。なぜ他市（川崎市）の様に自治会ルートで多くの家庭に届ける 

61  男性 ６０代 南区 
若者が夢を持てる市にしましょう！！私も頑張ります。まず、30 歳未満の若者には月額 5 万円

の若者手当の支給を実現してほしい。 

62  男性 ７０代 緑区 

私は才で 22 才頃より自治会で行う春と夏の道路整備（道作り）に 50 年以上約 900Kｍ位の場

所の担当（組員 12 名）で行っていますがここ 40 年位まったく牛を入れてくれません。農道言

われていることもあり困っています。場所は橋詰地区から、下岩地区へ抜ける路地です。 

63  男性 
８０代 

以上 
南区 現在北里大学通り道路の道幅工事が進んでいます。予定は何時頃ですか。 

64  不明 不明 不明 今までになく地元のために働こうという姿勢に感謝 

65  女性 ７０代 南区 問 2 にも書きましたが公共施設の使用料は反対です。 

66  男性 ６０代 中央区 
今回の「相模原市行財構造改革プラン（案）」は突然で寝耳に水であった。少なくとも今まで積

み重ねてきたのも白紙にするようなことはしないでもらいたい。相模原市政に不信感を抱く。 

67  男性 不明 南区 

人口あってこその市政で、人口じり貧では「絵に描いた、○○」になるから目標、若い人に「第

二のふるさと」と若き日の想い出になり、将来住んでいただける目途に 

①有明高校、大学校を誘致してください。 

68  不明 ７０代 中央区 

障害児の特別支援学校入学（中等部）判定について 

①判定基準の数値化がなく、教育委員会の外部委員会の総合的判断のみにより支援級、支援学

校の選別が決定されている。 

②手続きの流れが不明確。見直しもない。支援班を充実してもらいたい。 

69  男性 ７０代 中央区 高齢者が進み活力にかける面が見え始めている。西門商店街など 

70  女性 ４０代 中央区 

アイススケート場の銀河アリーナが廃止予定となっていますが、存続してほしいです。スケー

トができる施設は少なく、とても貴重なため、子どもたちのためにも見直してほしいです。相

模原市の子育て世代の人には廃止を残念に思っている人がたくさんいると思います。 

71  男性 ６０代 緑区 
米軍基地もある土地柄、日本国の現在の立ち位置、市としての基地のとらえ方を市民と確認し

合って、憲法改正も含めてこれからの国の在り方を提言、世の中に発信していってもらいたい。 

72  男性 ７０代 緑区 市中央だけでなく、津久井地区へもっと入れてほしい。 

73  男性 ６０代 中央区 
政令指定都市相模原の中心である中央区役所前道路の貧弱さが悲しくなります。走行した時車

がガタガタせず静かに走れる道路にして欲しいです。 
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74  男性 ５０代 市外 全般的に市政の動きが感じられないように思います 

75  男性 ６０代 中央区 

外国の相模原市の土地利用はどのぐらいあるのか、公明党が反対しているが、まず公明党と強

力してゆくのか。淵野辺駅に桜美林の施設が有りますが、桜美林には中国の孔子学園が入って

います。アメリカがスパイ養成施設として認定しています。市からの補助金などの優遇はある

のですか 

76  男性 ６０代 緑区 
高齢者ばかりで地域に子どもがいない。この地に住みたいという気持ちのもてる地域づくりを

してほしい。市政が空回りしていて前へ進まない。期待はずれ！ 

77  男性 ７０代 緑区 

相模原市は東京、神奈川県の各市とくらべてみると、民度、文化度が低く、生活レベルも低い

ようです。近所の方々も高卒が多く、教育のレベルアップが必要です。将来の日本をになう子

どもの「進学率をあげる教育を行うべきです」 

78  女性 ７０代 緑区 
現市長は前市長からの引継ぎの事業は進行しているのでしょうか？特に火葬場の設置を早期に

してほしいと思います（高齢者が多いので） 

79  男性 ７０代 緑区 
少子化改善をすすめるべく、市行政としても、若い人の結婚、推進の支援助成事業などの施策

を実施してもらいたい。 

80  女性 ５０代 中央区 
無料フリースクールの設置について（子どもの貧困や不登校で生じる教育格差の改善を行政に

早急な対応を求めます。 

81  男性 ７０代 南区 

市政に当たるかは解らないが、政令指定都市になってからも人口が増えていない、大企業が転

出したりで流出ばかり目立ち大企業誘致の転入とか観光資源の PR 等余り見聞きしないですね。 

少子高齢化の中ではコストカットだけでは魅力ある住みたい町にはならないと思います。大企

業を そして人口を増やして歳入を増やす事が各設備の保守整備、維持につながりそして良い市

政へと 期待でき、魅力ある住みよい又住みたい町に成るのでは、と思いますが。 

82  男性 ４０代 中央区 
相模原市政なんていわれても特に意見・要望はないが市政そのものをあり方が得らえます

ね！！ 

83  男性 ６０代 南区 
ほかのまちに住んでいる方の話を聞くと良いところ、もう少しのところはありますが 全般的に

は平均点。 

84  男性 ７０代 中央区 政令指定都市になったのに代り映えないのはどうしたものか。 

85  不明 不明 不明 

相模原市は特色が少なくポジティブな意見が多くないようですが、ポテンシャルは高い地域だ

と思います。 相模原市議の皆様は最も地域に近く、実情も最も把握していると思われます。長

い視点で、相模原 の発展を考えて活動をして頂ければと思います。引き続きよろしくお願いい

たします。 

86  女性 ６０代 南区 
リニアの計画もあり、これから相模原は日本の一つの重要な都市として文化（美術館）も整え

てほしい。 

87  男性 ５０代 中央区 
県外でもいい意味で期待される相模原市であってほしいです。自然を残した大都市になる様に

期待しています。 

88  男性 
８０代 

以上 
南区 市内３区に不平等性を与えない運営を望みます。 

89  不明 不明 南区 

健康であることは、市民生活を営む上で大変重要であると考えております。本市の財政状況に

ついては、「相模原市行財政構造改革プラン」に示してあるとおり厳しいものと承知しておりま

すが、市政発展の礎ともなる市民の健康や医療に関連する。 

90  男性 ６０代 緑区 

市長のプランを言っていることはみんなうそばかりで、信用できなくなりました。議会も言葉

だけで、実行はみな逆行です（市のプランは誤ったものになりつつある。コロナで時代は変わ

ってきたのです。老人ばかりの多摩ニュータウンと同じ事をするのですか。） 
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91  女性 ７０代 緑区 

緑区の二本松公園の南側道路に接するところに住んでいます。秋、冬に公園のけやき･こぶし･

もみじ･はくもくれんの落葉に困っています。北風で道路や敷地に入ってきて困ります。住民年

齢も上がり、道路を掃く人も少なく年々大変になります。夜に落葉のなかにパンやコンビニの

揚物の包みも落ちています。落葉の中にタバコの火でも落ちたらと思うとゾットします。家の

樋にも落葉が入り落葉が土になり樋の清掃にけっこうな支出もありました。公園の気は落葉樹

ではなく常緑樹にする。又は道路に落ちない様にして下さい。市全体でも上記のようにしたら

道路のメンテ支出も少なくなるのではないでしょうか？質問２にも関係していると思います 

92  不明 
８０代 

以上 
不明 

「市政全般について」でも良いと思いますが、「相模原市政について」の方が回答し易いかもし

れない、とふと思いました。こだわりません。 

93  女性 ５０代 中央区 魅力あるまちづくりを 

94  男性 ５０代 中央区 
市議会議員の数が多い。国会議員の廉価版ではなく、相模原市スタイルの最高のボランティア

になって地域のリーダーになってほしい。 

95  男性 ４０代 中央区 市民サービスの充実とコロナ追加給付金の実現。 

96  男性 ２０代 中央区 あまり見えて来ない 

97  女性 ３０代 中央区 改革停滞、サービス停滞 

98  男性 
１０代 

以下 
中央区 遊ぶ場所を増やして欲しい 

99  男性 ４０代 中央区 実際に必要な人材が適所に勤務できるように、現場での利用者の声を反映してほしいです。 

100  男性 ７０代 南区 無くてもよいような行政サービスが多く目につく。スリム化が必要と思う。 

101  男性 
８０代 

以上 
緑区 旧藤野町の(与瀬も含む)の賑わいをとりもどす。 

102  男性 ３０代 中央区 男女の出会いの場を作って欲しい 

103  女性 ５０代 中央区 
できないことを探す目線で動く市政ではなく、市民の目線からできる事を探す市政をお願いし

たいので、最大会派の自民党は前を向いて進んで欲しい。 

104  男性 ４０代 中央区 
若者に魅力ある街、子ども達が未来に希望の持てる街、それでもいて子育て世代や高齢者にも

優しい街、バランスが大切だと思います。 

105  男性 ４０代 中央区 心身共に健康第一だと思います。 

106  男性 ４０代 緑区 心身と家族の輪を第一に考えて下さい。 

107  男性 ５０代 中央区 

財政が厳しいとは聞いてました。市有地を売却するのは無策としか言いようがない。通信イン

フラを充実させた区画を作りスタートアップ企業を集める。融資は低金利で借りれるよう金融

機関と交渉する。 

108  男性 ４０代 中央区 学生さんが、明るい未来が見えるようよろしくお願いします。 

109  男性 ５０代 南区 保守的な市政をめざして貰いたい。 

110  男性 ４０代 中央区 少子化対策、高齢者介護の充実。消防団の成り手不足対策 

111  男性 ７０代 中央区 基地北側道路貫通促進 

112  女性 ６０代 中央区 
中央区矢部皆さん必死に生活してます、今 80.50 問題になってます、相模原市にどのくらい居

るか解ってますか?皆さん年金貰って要る訳ではありません、何とかする政策を作って下さい。 

113  男性 ６０代 緑区 相模原市の将来ビジョンを示してほしい。たとえば緑区は観光エリアにとか 

114  不明 ４０代 南区 
もっと市民に分かりやすい言葉にしてもらいたい。わざと難しくして分かった人しか意見が通

らないようにしているとしか思えない。 

115  男性 ５０代 南区 
1 時間で終わる仕事を 1 日かけておこなうなど、職員が多すぎ、仕事のスピードも遅い。民間

では破綻する状況 
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116  男性 ７０代 南区 

新型コロナ感染症抑止対策は、自粛のみを呼び掛けるだけで無く、相模原市独自の条例等をつ

くり、厳しく対処しなければ、感染抑止にならず。相模原市は、県内ワースト上位である。市

長が先頭に立っていない様に感じられる。 

117  女性 ７０代 南区 
飲食店の補助金は 6 万円は支払い過ぎませんか？確定申告を参考に支払い金額を決めるべきで

す。 

118  男性 ５０代 南区 
小学校の給食費集金について保護者の負担を無くす 教職員の業務を削減する為に児童手当と

の調整をして欲しい 

119  男性 ６０代 緑区 
今後、高齢者の運転免許証自主返納が増加される可能性があるので、市内の公共交通機関の整

備を希望します。 

120  男性 ７０代 緑区 市民による市民のための市政運営を。 

121  女性 ５０代 南区 

中学校では「教員の働き方改革」を掲げて部活動を放り出す先生が出ています。今は大変お忙

しいことは承知していますが、地域ボランティアや学生コーチなど受け皿を準備してからにし

て欲しいと思います。 

122  男性 ７０代 緑区 

１ 家庭ごみの収集について無駄が多いような気がします。分別も私が勤めていた自治体に比

べると、相模原市は子ども、東京の各市は大人。くらいの違いがあります。家庭ごみの有料化

は実行しないのですか。２ 一部だと思いますが 3 人乗車で直営。この基準は昭和 40 年代 50

年代の期に基準です。直営部分は民間委託とし、その人員は高齢者宅への戸別収集や妊産婦宅

への収集等、時代にマッチした携帯へ切り替えることも必要ではないでしょうか。 

123  男性 ６０代 中央区 

市 LINE 公式アカウントを活用しています。これは情報発信ツールとしてスマッシュヒット！

新聞の折込で広報さがみはら読みますが紙面は半分で十分！公民館や駅に沢山置いてあるが減

らして、その分、公平に行動制約ある高齢者に配布したら？ 

124  女性 ６０代 南区 
相模原市がこれからどんな方向性で一丸となって進んでいくのか、はっきりと示してアピール

してほしいです。 

125  男性 ６０代 南区 全てに於いて他の政令指定都市に見劣りする 

126  男性 ７０代 緑区 新市長になりある程度期待しておりましたが、現状では誰がやっても同じ状態。がっかりです。 

127  男性 ７０代 中央区 
直近では、新型コロナウイルスに起因する経済対策にしても、県内市町に比べてレスポンスも、

施策効果も見劣りする。 

128  女性 ３０代 南区 

共働き家庭が増えている中、相模原市は学童が 3 年生までしか受け入れがありません。夏休み、

冬休み等の長期休暇だけでも受け入れを検討していただきたい。長期休暇中朝から晩まで一人

でゲーム漬けになっている子どもたちの現状があります。近隣の町田市、大和市では 6 年生ま

での受け入れがあります。ご検討下さい。また中学校給食制度についても検討して下さい。 

129  不明 ７０代 緑区 市長の考えや方針が届いていません。不信感を持っているので交代を望んでいます。 

130  女性 ５０代 南区 

中学校では「教員の働き方改革」を掲げて部活動を放り出す先生が出ています。今は大変お忙

しいことは承知していますが、地域ボランティアや学生コーチなど受け皿を準備してからにし

て欲しいと思います。 

131  男性 ６０代 南区 

市民の市政への関心が薄いのは、議員の働きが見えないことや小中学校での学習、社会教育施

設(身近では公民館など)で市政の啓発イベントを行うことを議員や各会派がすべきではないで

しょうか？ 

132  男性 ７０代 南区 

市営駐車場が 4 月から 24 時間営業になるとか。市民の要望ニーズがあってやむを得ずやるの

か。市営駐車場 5 個所？一斉にやる意味が分からない。費用対効果は?時代に逆らう流れではな

いか。深夜営業は民間に任せるべき。光熱費人件費の増大は明らかであり、その費用はコロナ

対策に回すべき。少なくとも延期すべきと思います。 
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133  男性 ６０代 緑区 国道 413 号狭あい道路の解消、横山橋付近。 

134  男性 ７０代 中央区 広域交流拠点の整備計画の確実な推進を要望いたします 

135  男性 ７０代 南区 

市の財政は大変厳しいものだということは認識していますが、市庁舎があまりにも古い。ＡＩ

化にも対応が困難かと思います。この際思い切って市庁舎を建て替えてはいかがですか。ただ

しその際には、議会棟はできる限り質素に、備品類も含めて。権威的には造らない、大災害の

時には市民が一時避難できる空間とすることが条件です。市庁舎全般的に権威的ではなく機能

的に、有名な建築家のデザインなどはいりません。さすが相模原市といわれるできれば低階層

の建物で機能優先。無駄な金は使わないが、素晴らしい行政ができる庁舎を目指していただき

たい。構造はしっかり、組織改編にも柔軟に対応、質素だが機能的、低階層により垂直移動の

施設、面積を少なく、非常時には市民が避難もできる……そんな庁舎があれば良いのですが。 

136  男性 ７０代 南区 
前議長はとても良くやっていたと思います。なぜ突然の交代なのか良く分かりません。前議長

の見解も聞きたいですね。 

137  女性 ３０代 緑区 スケートリンクは無くならないで欲しい。 

138  男性 ４０代 南区 大阪府寝屋川市を倣い、徹底した情報公開を求めます 

139  男性 ６０代 中央区 自治会の組織が危機にひんしている、まったく機能しないほど脱退、未加入が増えている。 

140  男性 ６０代 中央区 
市職員でも、一部の人は必死に働き、働かない人はマイペースと聞いています。一生懸命働く

方が増えて欲しいですね。 

141  男性 ６０代 南区 

シビックプライド向上のためにも、マスメディアを有効活用してほしい。大学生向け支援や子

育て世帯支援など、地道に継続している本市なのに、なぜか花火的な活動している他都市のほ

うがテレビ等の取り上げられている。もう少し広報活動を工夫してほしい。 

142  男性 ５０代 緑区 開かれた市政を望みます。 

143  女性 ５０代 市外 ホームタウンチームを盛り上げて欲しい 

144  男性 ２０代 市外 目先の政策ではなく、10 年、20 年後を見据えた政策をして欲しい 

145  不明 ７０代 市外 常識有る議員を選ぶことかな。 

146  男性 ４０代 中央区 

福祉事業の視点から、1.感染症対策や災害への対応強化（感染症対策の強化 j・ＢＣＰの取り組

み強化・災害への地域連携強化・規模別介護報酬等に関する強化） ２．地域包括ケアシステ

ムの推進 ３．介護人材の確保と業務効率化・業務負担軽減の推進 ４．介護保険制度の安定

性・持続性の確（事業所評価の適正化・基本報酬の見直し） 

147  男性 ６０代 中央区 
南橋本駅の駐輪場を改築したのは、果たして有効だったのでしょうか。管理職員を配して、相

模原市行財政構造改革プランの考えと相いれるものでしょうか。 

148  男性 ５０代 中央区 
地域住民に直接関連する都市の再開発事業の進捗状況を、公的な発表でなく、「タウンニュース」

のような民間のメディアで初めて知るというのは情報の発信方法が誤っていると思います。 

149  男性 ６０代 緑区 津久井地域に目を向けてほしいです。 

150  女性 ３０代 中央区 スポーツにもっと予算を回してほしい。 

151  男性 ６０代 中央区 賑わうまちづくりをして下さい。 

152  男性 ４０代 緑区 子どもたちが愛着をもてる市にしてほしいです。 

153  男性 ７０代 緑区 斎場と津久井広域道路を早く完成させて下さい。 

154  女性 ２０代 緑区 もっと子育て支援に力を入れてほしい。 

155  女性 ２０代 緑区 子育て支援金を増やして欲しい 

156  男性 ６０代 緑区 三井大橋のサビがひどいです。どうにかしてください。 

157  男性 ２０代 中央区 リニアの鳥屋の車両基地に駅を作って欲しい 

158  女性 ５０代 南区 相模原は、発展していると思う。 
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159  女性 
１０代 

以下 
中央区 出産の手当をふやしてほしい 

160  女性 
１０代 

以下 
緑区 給食をもっと美味しくしてほしい 

161  男性 ５０代 南区 
超少子高齢化や新型コロナにより、財政が厳しくなり事が予想される。民間企業や各種団体と

さらに連携して、持続可能な相模原市の実現。微力ではありますが、お手伝いいたします。 

162  男性 ７０代 南区 

小中高等学校の校舎外壁などにひび割れや塗料の剥がれが目立ちます。歩道橋などの塗料も剥

がれて、美しく無いと感じます。緑道や公園のベンチなどもお金をかけないで修繕依頼管理出

来る方法はないものでしょうか。 

163  女性 ３０代 緑区 
廃止や見直しをする項目が多いのではないか？なんでも廃止にすると、楽しみがなくなってし

まう。 

164  女性 ４０代 中央区 

相模原は、世界に誇れる街づくりができると考えます。世界の見本となる、令和時代にあった

新しい施設を作りたいと考えます。予算はかけずに、人の流れや方針を少し変えるだけで、よ

り良い街づくりができると考えます。 

165  女性 
１０代 

以下 
緑区 子育てのお金をもっとふやしてほしい 

166  男性 
１０代 

以下 
緑区 給食をもっと美味しくしてほしい 

167  男性 ４０代 緑区 鳥屋のリニア基地に駅を作って欲しい 

168  女性 ２０代 中央区 出産の補助金をもっとふやしてほしい 

169  女性 ３０代 中央区 子育ての支援金を増やしてほしい 

170  男性 ３０代 中央区 
今の市政は、前政権や過去の取組を否定することで、自らの評価を上げようとしている。結果

的にパフォーマンスが目立ち、実が取れていない、見えていないのではないかと思う。 

171  男性 ７０代 中央区 分からない 

172  女性 ７０代 南区 

歯科センターのところでは冷たい返事、五年前おなじ事がおきましたが全く同じ返事、大和市

におねがいしましたら、すぐ、祭日休日診療所をおしえてくださり、５年たってもしんぽのな

いさがみはら、歯科センターにがっかりしました。 

173  男性 ７０代 南区 優先順位の議論をしても何も決まらない。一律 15.%歳出カットを断行 

174  男性 ６０代 緑区 

市長交替により長年潜在化していた行財政上の問題が可視化されたように思います。新市長の

もとに、今回の改革プランを関係者が一丸となって真摯に推進して頂きたいと思います。また、

大変ですが、目標以上の成果を出していただけますようお願いします。 

175  男性 ６０代 緑区 
市政としてはよくやっている事と何をやっているのか分からないくらい生活していて感じる事

は少ない。政令指定都市として王道的な政策や運営、組織をあまり感じられない。 

176  女性 ４０代 緑区 公園の遊具が少ない。楽しくて安全なものをいれてほしい。 

177  女性 ３０代 緑区 宮ケ瀬を観光地にしてほしい 

178  女性 
１０代 

以下 
中央区 出産の支援金がもっと欲しい 

179  女性 ２０代 中央区 出産金を増やしてほしい 

180  女性 ４０代 緑区 鳥屋にリニアの駅を作って欲しい、三井大橋をきれいにしてほしい 

181  女性 ２０代 中央区 出産の支援金をふやしてほしい 

182  男性 ３０代 緑区 リニア駅の駐車場を大きくしてほしい。 

183  男性 ３０代 緑区 津久井地域の活性化をしてほしい。観光センター、三井大橋、中野商店街がさびれています。 
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184  男性 ４０代 緑区 本村市長はスタジオ建設を推進しないのですか。 

185  女性 ２０代 緑区 オリンピックを盛り上げて、オリンピックの会場として有名になるようにして下さい。 

186  女性 ３０代 緑区 協同病院の跡地を有効に利用してほしい。 

187  女性 ３０代 緑区 体育館やグラウンドを特定の団体ばかりが使っている。 

188  男性 ３０代 緑区 攻めの政策をして面白い市にしてください。 

189  男性 ３０代 中央区 津久井の防災対策をお願いします。 

190  男性 ３０代 緑区 ヘイト条例阻止して下さい。 

191  男性 ３０代 緑区 緑区の観光に力を入れて欲しい。他市、他県からの観光客をふやし、地域の活性化を！ 

192  女性 ４０代 緑区 相模原市が住みやすい地域になるようにおねがいします 

193  男性 ３０代 中央区 キャッシュキャンペーンをまたやってほしい 

194  男性 ５０代 緑区 市としてアピール出来る事を、つくばの様に、宇宙開発の展示等を、よりオープンに。 

195  男性 ４０代 中央区 やろうとしてる事をしっかりと市民に伝えてもらいたい。 

196  女性 ７０代 中央区 

小児医療費助成制度に対する所得制限の撤廃を強く要望いたします。本制度は、次世代を担う

子どもの健康・福祉の増進を図ることを目的にしていると理解しています。保護者の所得によ

り、子どもの健康・福祉に差がでるのは、子どもの健康・福祉に差を生み出し全く不公平と言

わざるを得ず、納得することができません。県内自治体の状況を鑑みても、所得制限を設けて

いない自治体が数多くあります。高所得の方は、住民税や所得税など、他の税金に対して相応

の金額を支払っていますし、子どもの健康・福祉については公平な扱いが至極妥当だと考えま

す。数年前に公明党さんに対して同様の要望を答申いたしましたが、全く状況は変わらず、自

民党さんにも嘆願し公明党さんと協働で実現して頂きたく筆をとりました。何卒よろしくお願

い申し上げます。 

197  男性 ３０代 緑区 商業団体(商店街等)事業への支援がもう少しあると助かります。 

198  女性 ３０代 緑区 税金を大事に使って欲しいです 

199  男性 ４０代 緑区 有権者市民に翻弄され、未来を見た発信や政治になっていない気がする。 

200  男性 ４０代 中央区 暮らしやすい相模原市を作ってください。 

201  男性 ４０代 緑区 高齢者施策を強化願います 

202  女性 ４０代 緑区 頑張ってくださる市議の方と、そうでない方がいるのでは？ 

203  女性 ４０代 緑区 
前例が無い中での市政活動になるかと思いますが、少しでも市民の不安不満がなくなるよう考

えていただければと思います。 

204  男性 ５０代 緑区 コロナのせいもあるあと思うが、職員がなにをしているのか、見える機会がない 

205  男性 ４０代 緑区 自分の住んでいる場所にどのような市政が還元されているのか、見えない。 

206  男性 ３０代 南区 緑区の広大な緑地を活用した方がいいと思う。 

207  男性 ４０代 緑区 
育児や不妊治療の完全無料化などを考えていただくとこれからの社外が潤うのではないかと思

います 

208  男性 ５０代 中央区 相模原市民と子ども達の将来が、明るく?暮らしやすい環境である事を、望みます。 

209  女性 ４０代 緑区 通学路の歩道橋が古く、危険なのでなんとかしてほしい。 

210  男性 ６０代 緑区 すべてが他人のために政策や行政のはずが当たり障りの無いことだけやっている気がします 

211  男性 ４０代 緑区 

圏央道が出来た為、相模原が物流の拠点となりつつあるようですが、このように税収を増やす

にはベットタウンを目指さず、企業をたくさん誘致してほしいです。当方建設業ですが、万年

の人手不足で困ってます。仕事はたくさん有るのに捌ける人材不足で非常にもったいない所で

す。これが解消すれば税収も自然と増えるはず。企業側の人材募集の努力にも限界があり、行

政にも後押ししていただきたいです。 
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212  男性 ４０代 緑区 相模原と言えば、スポーツの市と言われるようにアスリートを育てる環境にして欲しい 

213  女性 ４０代 中央区 
いろいろなサービスはあるのに、それがうまく知らされていない上に、連携がうまくなくネッ

トワークになっていないと感じる。もったいない。 

214  男性 ５０代 中央区 

大変でしょうけど、大きなイベントを減らさず長年続けることが市の誇りになるのでは？鯉の

ぼり、花火、人出は多いのだから、そこから存続のための料金を観客から少し頂き、ボランテ

ィアなど大々的に募集したり大きなアクションをしてほしい。 

215  男性 ７０代 中央区 減点の少ない運営は評価できるが、もっと大胆な発想で進めてほしい。 

216  不明 ５０代 中央区 

流行り言葉に乗っかり目だとうとしているように思えます。SDG's、シビックプライド、ヘイト

スピーチなど、市民は求めていないのではないかと思います。法に基づく行政サービスの迅速

化に注力（人員や予選）頂きたいです。些細かもしれませんが、財政が厳しく且つコロナ禍に、

公用車を MIRAI からクラリティ―に入れ替えたり、財政調整基金が少ないことなどなど、非難

を受けそうなことを隠しているように疑います。また、特定業種（飲食、土木建設）への厚遇

を感じています。 

217  不明 ５０代 緑区 
真に持続可能な行政の実現にはやりたいこと（公約）の実現には必要な人員数（マンパワー）

と業務仕分け（今、不要な業務は切る）をトップダウンでやる必要であると思います。 

218  女性 ４０代 南区 高齢化に伴い健康問題は着々と増えてきます。 

219  女性 ７０代 南区 

神奈川県には、「かながわグランドデザイン基本構想」及び「かながわグランドデザイン実施計

画」がありますが、それらを相模原市がどのように受け止め連携しているのかが見えてきませ

ん。市政と県政の連携をどのように検討されているのかを教えていただければと思います。 ま

た、私は県のグランドデザインの中の「未病の改善」プロジェクトにとても興味を持っていま

すが、市政にはそれらが反映されていないのではないかと感じています。高齢化社会を迎える

市民の未病の改善は必要不可欠のテーマではないでしょうか。そこに子どもたちの未病改善プ

ログラム(文明の発展した現代が抱える子どもの健康問題の改善)も加えていただけると、あり

がたいと思います。 さらには、コロナ禍における子どもたちへの身体への影響も検討して頂き

たいなと思います。コロナ禍における、ソーシャルディスタンスや三密の回避は、攻撃的行動

の増加や言語説明力の低下(もめごとの増加、言葉より先に手が出る、手加減が出来ないなどの

報告)など子どもたちの心身に大きな影響を与えていると思われます。  

220  女性 ５０代 南区 
コロナ禍にあり、必要を思われる対策やアイデアを実行されていて心強く思っています。あり

がとうございます。 

221  男性 ５０代 南区 
ある議員は、二言目には、財政が無いと言う。いい加減にしろと言いたい。お前らが国から税

金を引っ張り出す役目なのだから、しっかり考えて欲しい。 

222  男性 ７０代 南区 企業誘致を積極的に進めてほしい。（雇用と税収） 

223  男性 ７０代 中央区 

加山市長時代の街づくり総合プランの実現を楽しみにしていたが、『オシャカ』と成り、その後

のプランが見えて来ない。この様な遅々とした動きでは、世の中の動きに取り残されてしまう。

市民に早くわかり易くプランを示して欲しい。 

224  女性 ５０代 中央区 市民の一般的な声を聞いて欲しい 

225  女性 ４０代 南区 
ヘイストスピーチ条例は、反対です。条例が制定されれば、日本人は守られません。日本人も

守られる条例を作っていただきたい。 

226  女性 ４０代 中央区 市の職員の方々が疲弊しないよう、しっかりとサポートしていただきたいです。 

227  女性 ５０代 中央区 木や花を植えるのはいいですが、手入れがされていません。 

228  男性 ４０代 中央区 子ども達の活用出来る施設の充実をお願いしたい。 

229  男性 ５０代 中央区 市民に迷惑を掛けた場合の保証をするべき。 
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230  男性 ５０代 中央区 

国・県・市、全てに当てはまることだが、収入が少ない世帯には手厚過ぎる「助成制度」が数

多くありながら、頑張ってある程度以上の収入を得た世帯は、「所得制限」により、助成の殆ど

が「対象外」とされてしまっている。民生費のバラ撒きを抑制し、働きがいのある大都市を目

指して欲しい。 

231  女性 ４０代 南区 
コロナで財政悪化、だけど半年もたてば頑張ってくるところあるとおもうのでもちこたえてく

ださい 

232  男性 ６０代 南区 キレキレのスーパ職員を育成してください。（スーパー職員養成ギブスが必要） 

233  女性 ５０代 南区 
今までもそうでしたが、縦割り行政で似たような科であっても協力をしない、それは市民とし

ても不便です、どこに何を相談しても応えられる様な体制を作って欲しい 

234  男性 ４０代 中央区 

市長が変わって自民党でなくなってから財政が厳しくなったと聞く。市の財政に関して市長の

所属する政党によって差があるのであれば市民が市長を選ぶ際に影響するはず。それが本当で

あれば市民にオープンにしてほしい 

235  男性 ５０代 中央区 適切な税金の使用 

236  男性 ４０代 南区 
中心部以外では公共交通が貧弱。実現の定かでない小田急延伸よりも市の交通を面で支えてい

る神奈中バスと協力してバス路線の維持拡充につとめたほうが現実的では。 

237  女性 ５０代 中央区 財政難ではありますが教育にはお金を惜しまないでほしいです。 

238  男性 ４０代 中央区 市長が替わったので、改革に期待しています。 

239  男性 ７０代 中央区 女性議員数を 50％位まで増やして、市政に生かすべきと思います。 

240  女性 ４０代 中央区 子どもの居場所づくりに熱心で素晴らしい 

241  女性 ７０代 中央区 無駄遣いの無いように願います。 

242  男性 ６０代 中央区 

道路インフラを良くして欲しいです。旧１６号は道幅が狭く歩行者と自転車が同じレーンを利

用しています。かなり以前にお願いしましたが全く改善されていません。事故が起こらないの

が不思議です。 

243  男性 ６０代 市外 相模原市の飲食店が喫煙可能です。政令市として国民健康対策を 

244  女性 ５０代 緑区 
まちのため、市民のためになることついて、 前例に囚われることなく柔軟に対応して新しい

こともどんどん取り入れてもらいたいです。 

245  女性 ５０代 南区 
新型コロナウイルスの 10 万円給付が、周りの都市に比べて著しく遅かったです。行政におけ

る IT 活用が遅れているのでは？と思いました。 

246  男性 ７０代 中央区 
市議と市職員とが上手く連携して市民ために頑張って下さい。前議長のような不祥事を二度と

起こらない様に、なるのか市議と職員が一致協力して市民のために活動して下さい。 

247  男性 ７０代 中央区 デジタル化の遅れが気になる。例えば ZOOM が使えるパソコンの不足など。 

248  男性 ４０代 市外 橋本駅南口もそうだが、副流煙も考慮して喫煙所を設けて欲しい。 

249  男性 ７０代 中央区 
もっと、相模原市をもっとアピールして欲しい。 道路のアスファルトの状態が悪い、まめな

整備をして欲しい。 

250  男性 ６０代 中央区 職員の皆様方は全般的に市民のために良く働いていると思います。 

251  女性 ５０代 中央区 14 ページ、エ、Y ゾーン 企画の検討をお願いします。 

252  女性 ６０代 中央区 

相模原駅周辺の基地返還後の跡地利用についてスポーツ施設の建設が着工しておりますが､公

式の試合などには利用不可と伺っております。本当で有るならば､せっかくの広大な土地を集客

などに利用出来ない事になり、予算の無駄と考えます。出来得るならば公式試合の誘致も考え

て頂きたいと存じます。ショッピングモールの計画が廃止になった代わりに活性化のチャンス

と捉えて頂きたいと願っております。 

253  男性 ７０代 中央区 積極的に市議会を傍聴させてもらおうと考えています。 
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254  男性 ３０代 緑区 

川崎をモデルとしたヘイトスピーチ条例を制定すると聞いたが、なぜあのような逆差別条例を

モデルとするのか理解に苦しむ。相模原でヘイトスピーチなど見聞きした事は無いが、制定す

るのであれば、相模原独自の本邦外などと限定せず、全ての人を対象にした内容にして欲しい。

そうで無いと、逆効果で外国人との隔たりの助長になってしますと考えます。 

255  男性 ５０代 緑区 
申し訳ありません。市長含め SNS に頼りすぎではないでしょうか？３９キャンペーンや２５％

還元も知らない人多いです。市民に知らせないと意味ないような気がしますが。 

256  男性 ６０代 市外 
第二の川崎市に堕ちないことを切に願います。外国人が日本や日本人の悪口を言ってもヘイト

にならないというのはおかしな市政であり、愚政は川崎市で止めてもらいたい。 

257  男性 ７０代 南区 

この場で書いていいかどうかわかりませんが、昨年末の大晦日、南区古淵に居住の爺の耳には、

除夜の鐘が聴こえず、寂しいおもいをしました。ぜひ、大晦日の除夜の鐘の復活を希望します！

日本人なら誰でもそうおもうはずです。 

258  男性 ７０代 緑区 

近年、地方政治において、非常に左翼政策が目立ちます。これらは、家庭を破壊し、地域社会

を破壊し、最終的には国家を破壊する思想です。川崎で制定されたヘイトスピーチ禁止条例も、

地域に不要な分断をもたらし、住民に住み辛さと危険感をもたらします。くれぐれもこのよう

な悪条例を制定することのないようにお願いいたします。 

259  男性 ５０代 市外 コロナ渦を克服する為に経済対策に注力して頂きたいです。 

260  男性 ２０代 市外 
日本人を差別する条例を施行しようとしている噂がある。事実なのだとしたらどのような理由

であれ行きたいとは思わないし、仮に住んでいたら即市外に引っ越している。 

261  女性 ６０代 市外 
日本人にだけ適用するのではなく全ての人に公平に平等に適用される法律でなければならない

と思います。 

262  男性 ５０代 南区 ヘイトスピーチ条例に反対します 

263  女性 ４０代 南区 ヘイトスピーチ条例はいらない 

264  女性 ４０代 南区 ヘイトスピーチ条例はいらない 

265  女性 ３０代 市外 
相模原市の、日本人だけを罰するヘイトスピーチ条例は止めて欲しいです。何故日本人だけが

罰則付きなのでしょうか。 

266  女性 ３０代 市外 ヘイトスピーチ条例反対！ 

267  男性 ５０代 市外 千葉市花見川区こてはし台 

268  女性 ４０代 南区 

SDGs を推進しているのは素晴らしいと思います。環境にも健康にも良い有機農業、自然農法

を支援することによって先陣を切ってオーガニック都市として、緑豊かで都市機能もある魅力

で次の世代を呼び込んでほしいと思います。シュタイナー学園や大学なども多い教育にも力を

入れている都市はこれからの世代に十分魅力的だと思います。今あるもので十分素敵なのでそ

の魅力を広める方向で慣行農家さんや農地の手放し、跡継ぎ問題への対策をお願いいたします。

これ以上の農地からの宅地への移行は禁止すべきだと思います。空き家対策に力を入れ、不動

産屋さんの機能も新たに作って売るでなく活かして回すにするべきです。新規就農まで行かな

くとも、趣味で作ってる方の励行やグループ化で農地拡大など農家でなくとも安全な野菜の拡

大に繋がり高齢者のやる気、若者の関心を引く農業の展開をお願いしたいです。 

269  女性 ５０代 市外 ヘイト条例は絶対に反対。日本人を差別する条例です。 

270  男性 
８０代 

以上 
中央区 

市民は、市のスポーツ施設が少ないと感じています。運動ができれば医療費も削減できます。

テニスコート、卓球設備、ミニゴルフ場などが欲しいです。 

271  男性 ６０代 市外 日本人にだけ不利益なヘイトスピーチ条例は絶対に反対します 

272  女性 ３０代 南区 
芸術活動に支援金を出したり、公共のステージを無料で貸し出したりして、相模原の芸術家達

を応援して欲しい。 
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273  男性 ４０代 市外 
ヘイトスピーチに関する条例、どうか見直しをお願いいたします。日本人だけが罰則を受ける

というのは、あまりに理不尽です。誰もが平等な内容になさってくださいませ。 

274  男性 ６０代 中央区 相模原市民のミュージシャンが芸術活動をしやすいように援助してほしい 

275  男性 ７０代 緑区 津久井広域道路を早期に延伸させてください。 

276  女性 ３０代 緑区 旭小学校の体育館にエアコンを設置して下さい。 

277  男性 ２０代 緑区 道路舗装工事をしてほしい 

278  女性 ３０代 緑区 旭小学校の体育館にエアコンをつけてほしい。 

279  男性 ３０代 中央区 一般道を綺麗にして欲しい 

280  女性 ３０代 緑区 もっとスポーツの盛んな市にしてほしい。 

281  女性 ２０代 中央区 夜電灯が少ない 

282  男性 
８０代 

以上 
緑区 津久井を観光地にして欲しい 

283  女性 ５０代 市外 
「相模原市人権尊重のまちづくり条例(案)」に関して､外国人と日本人を区別しないで下さい。

公平､平等な条例を希望しております。 

284  女性 ５０代 緑区 ヘイト条例は日本人へのヘイトです。反対します。 

285  女性 ５０代 南区 

何度も市に意見を送っていますが、相模原市人権尊重のまちづくり条例(案)について、私は「ヘ

イトスピーチ条例」には反対です。ご認識はあるかと思いますが川崎市でこの条例ができてし

まったために駅周辺の治安の悪化は目も当てられない状態です。相模原で同じような事が起こ

れば転出を考えなくてはなりませんし、地方に居る友人たちにも戻ることは勧められません。

市民の安全を守り安心して暮らせる街であるための条例の制定を望みます。 

286  男性 ４０代 市外 八王子市 

287  男性 ４０代 市外 不法移民、生活保護を不正に受けとる、外国人に厳しくして頂きたい。 

288  女性 ４０代 南区 ヘイトスピーチ条例はいらない 

289  女性 ５０代 中央区 
相模原市は財政が無いようですが、大きな物を作って、小さな商店が潰れるような事が無いよ

うにお願いします。前にあった蓼科の保養所のように安価で利用できる施設が欲しいです。 

290  男性 ４０代 中央区 川崎モデルのヘイト条例制定は止めてください。必ず新しい差別と対立が生まれます。 

291  女性 ５０代 中央区 ヘイトスピーチ条例は日本人への差別です。日本人への言論統制はやめてください。 

292  女性 ３０代 市外 
 「相模原市人権尊重のまちづくり条例(案)」についてですが、外国人と日本人を区別しないで

下さい。公平､平等な条例を希望しております。 

293  女性 ４０代 南区 ヘイトスピーチ条例はいらない 

294  女性 ４０代 中央区 

市長が進めているヘイトスピーチ条例には反対です。これは、日本人にだけ罰則・罰金がある

が、外国人が日本人に対してヘイトスピーチをしても何も罰則がありません。不平等です。こ

の条例を廃案にするかまたは、日本人・外国人ともに同等の罰則を与えるべきではないでしょ

うか？ これは不平等条例にほかならないです。 
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設問4 

相模原市議会について、ご意見・ご要望をお聴かせください。 

No 性別 年代 区 内容 

1  男性 ５０代 緑区 市民の意見を伝えて実現できる議会を希望します。 

2  男性 ５０代 南区 
一刻も早く前議長はクビにしろ。相模原市の恥です。マスコミにも取り上げられている。親に

も責任がある。親の議員も公表し市民も利用しないようにする。 

3  不明 ６０代 不明 リニアの残士はどこへ行っているのですか 

4  男性 不明 中央区 議員数の削減 

5  男性 ７０代 中央区 このようなアンケートの機会をくださり、感謝しています。 

6  男性 ８０代 南区 

時々最近の市のか関係先にある会社の商品の売店とかある様に納品に行きますが各課各院に商

品の運ぶ台車が 10 台以上ある課もあります。役所は生産性のないところです。しかし工夫と

知恵でもっと工夫して経費の節約ができないものでしょうか。民間でしたらとても考えられま

せん。 

7  男性 ８０代 南区 仕事は人・議員・職員の向上心を望むとともに市民の質も重要。ご苦労様です。 

8  女性 ８０代 南区 文化事業の施しの時は市の議員の方も多くでてください。 

9  不明 ６０代 緑区 
市議会議員の歳費を下げるべき財政が大変な時こそやるべきだ。住民だけ押し付けるのは辞め

たほうがよい 

10  男性 ５０代 中央区 元自民党の前議長のパワハラ体験は今の自民党です。離党じゃなくて議員辞職を求めます。 

11  男性 ４０代 緑区 

自営業で長男と一緒に日本の伝統の和布の布でアクリルに加工している日本でゆういつの工場

で（他社すべて廃業）のこりの加工工場と一緒に仕事の少ない中ここまでやってきました。（コ

ロナの中） 

12  男性 ７０代 緑区 

今年にはいっての北九州市・大分に向け、次の転に留意して自民党政権の安定を図りたいもの

です。自民党議員は自分に厳しく、国民目線の政策の実行（2009 年から 3 年間の民主党政権

は選挙公約で騙されたっことを国民は忘れない） 

13  男性 ６０代 南区 
インターネット等での発信で内容がよくわかるようになった。各議員の行動報告も順次発信し

てほしい。議員による海外視察は不要、姿勢、県政、国政の役割を考えてもらいたい。 

14  女性 不明 不明 テレビ中継してほしい 

15  男性 ６０代 南区 

コロナで分かったように党、個人的に関係なく市民全体をおそう一つのチームになれないか、

議員全体と思うことはもっと広い知識をパソコン、スマホなどもっと活用すれば情報は限りな

くある。議会が休みの時ぐらいあれば十分できる。 

16  男性 ８０代 中央区 毎回の選挙で候補者は議員数削減を言うが当選すると忘れる。定数削減と費用減額をすぐして。 

17  女性 ６０代 緑区 市の予算のことを考慮し、小学校の統合、小中の一貫教育には大賛成です（教育重視で） 

18  女性 不明 南区 
生活者で物事を判断し改革を実行し広報に発表しその進行状況、成果を発表していただきたい。

（例）信号機の時間の設定は適切か？高齢者が渡り切れない人が増えた気がします。 

19  女性 ６０代 南区 

質問の 4.5 は私にとりましては同じ考えてありますのでを得ているご配慮願います。近年は国

会運営で議員で高級官僚の不誠実な言動に私は不信感をいだいており、白黒の決着がつくまで

は歳費を得ている。国会議員の誰もが自らの保身に声をよげる者がいない。実に情けない。議

員・官僚の品格を問いたい。 

20  不明 不明 不明 自由民主党の皆様どうぞ応援していますので阻止してください。 

21  不明 不明 南区 
もっと積極的に気軽に市議会傍聴に出かけられるような方策を考えてほしい。議会報告ももっ

とわかりやすく。読みやすく、読み応えのあるものがほしい。具体性が欲しい。 
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22  不明 ６０代 不明 皆様の注力に敬意を表します 

23  女性 ４０代 緑区 
私都内に引っ越しいたします。練馬の土地に帰ります。10 年以上通いました。都政より石原慎

太郎前知事で参りました。市内の方々心行くまでお幸せに。 

24  男性 ６０代 中央区 たまに見に行きたいと思っている。 

25  男性 ６０代 緑区 議員報酬を廃止しろ。議員は２期で終わりにしろ。 

26  男性 ８０代 緑区 
相模～橋本間の横浜線アンダーバス西の信号から北に向かって町田市に接続する。橋と道路の

早期差工を望む。 

27  女性 ６０代 中央区 相模原市議会とかいてあるが自民党だけでこのようなアンケートをするのはどうか？ 

28  女性 ５０代 南区 
住みやすく、安心して生活が出来る環境にすいて。相武台下駅にエレベーターを市議の皆さん

でアイデアを出し合ってください。 

29  男性 ７０代 緑区 都市経営、都市作りに対しての k 認識を持っている議員がいないのでは無いかと思われる 

30  女性 ７０代 南区 

今回総務省接待について行政に影響あってもなくても接待されてはいけない。友人に誘われて

接待されてしまったら相応のお返しをすればいいのであって。たかる役人、企業へのたかる団

体職員お金暮らしはいるのだ普通で拒む人はほんの僅か。 

31  不明 不明 南区 

最近議長のパワハラ、記事、みっともない。皆さん大人なんでしょう。意見する人いないです。

議員になると偉いと思っていて行動するんですよね。開いてお尊敬していないですね。議員の

歳費を下げて困っているひとり親家庭に回して。 

32  女性 ８０代 中央区 

前議長のパワハラはいかんです。目線は相手と同じ高さにして対応してください。市議さんは

一票の積み重ねの上にいらっしゃることを忘れないで下さい。心から応援した市民の代弁者と

して言動してください。 

33  女性 ８０代 南区 
きれいで行き届いて気持ちお良くここにきてきたなさに驚愕しています。行政も行き届いてい

ない気がします。 

34  女性 ７０代 南区 
NHK でもニュースとして取り上げられているよう相模原市議そういう人を選んだことは市民

としても恥だと思う。 

35  不明 ７０代 不明 
必ず７０代の市議がなんの仕事もしてないのに再選続投して当選まもなくお病気で亡くなられ

た。市議も停年体制を。 

36  不明 不明 不明 
文化や教育を大切にしてほしい。作品の収蔵庫を作ってほしい。文化芸術彫刻は残していくも

のである。 

37  男性 ７０代 南区 

議会に自浄作用が機能しているのでしょうか。議会に十分な情報が開示されていないとすれば 

問題です。A·A 区画整理事業にしても徹底調査をして市民に説明をして欲しい。議会はもっと 

正しく情報収集をして問題意識と緊張感を持ってやって欲しい。 

38  男性 ７０代 中央区 
市議会の皆様にはご苦労様です。これからもリニア新幹線にかかる事業の展開を期待したいも

のです。 

39  男性 ４０代 中央区 
市議会議長がパワハラで全国的なニュースになるとは市の恥さらしだと思います。各議員、襟

を正してしっかり仕事をしてほしい。 

40  女性 ７０代 緑区 
市議の方々の中で緑区（旧）相模湖地区を担当される方が決まっていると相談や提案もしやす

いです。お願い致します。 

41  男性 ６０代 緑区 

開発優先ではなく市民生活のことを先にやってほしい。開発のため市民生活を犠牲にしてほし

くない。赤字財政なんてもってのほかです。推進してきた議員は失格です。これが市民のため

の市政ですか。このやり方やめてほしい。 

42  男性 ７０代 中央区 
自治会ルートにすれば配布料金が、自治会の活動資金になります。他の田舎なら新聞購読率は

90％以上になるが、各地区の世帯数と購読世帯を調べて 
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43  男性 ６０代 南区 

議員さんの人数が多いと思います。3 割の削減をお願いします。また、当選回数 3 回以上かつ

年齢 50 歳以上の議員さんは当選回数規則を設けて退職していただき、若い人に道を空けてく

ださい。 

44  男性 ６０代 南区 保守を徹してほしい！ 

45  男性 ７０代 緑区 

中間地点には気象庁の雨量計や祖国日本のために戦争で亡くなられた佐野川地区 68 本の戦没

者の慰霊碑もあります。悪路であり中型車や緊急自動車（消防車、救急車）も通らない状態で

す。 

46  女性 ６０代 南区 
パワハラ問題である議員が取り沙汰されている。二度と同じようなことが出ない様に厳正に対

処してほしい。 

47  男性 
８０代 

以上 
南区 時に市議会の報告をお願い致します。 

48  男性 ６０代 中央区 
市議会たよりを楽しみにしています。そこで質問された内容がその後どのような形になってい

るのかについてわかりやすくしてほしい。 

49  男性 不明 南区 

かつて「若い」と言われ、議会では小中学校の拡充質疑が多かった。時代は移り若い市とは言

えなくなった。そこで活性化を図るため 

①市内の歴史跡地、催事巡りし易く道路の拡充、幹線は広く歩道は（隣接の町田市を見習って） 

②車、自動車に乗れない高齢者、バスの充実 

50  不明 ７０代 中央区 
市役所内の市民相談室、青少年相談センター、学校教育課、中央支援学校を巡り相談していた

が判定は変わらないの 1 点張り、上司は同じでアポも受付ない。市議に相談したい。 

51  男性 ７０代 中央区 

議長のパワハラがテレビで放送された。国から来た副市長にもパワハラがあるという。議会で

拝せき運動をしたほうがいい。国から派遣してもらっている手前、事務方サイドでは言いにく

い。議会が言うべき。 

52  男性 ６０代 緑区 
拉致問題、徴用工他、安全保証障等に関わる問題も議会で議題に上げて戦後教育の反日的な在

り方の見直しを議論して市民とともにより良い日本を築いていってもらいたい。 

53  男性 ７０代 緑区 個々の問題を取り上げて、地域活性化につなげて下さい 

54  男性 ６０代 中央区 
相模原署前から横山四丁目交差点までの道路と歩行者に設けられている車が停められているサ

ブ道路をなくして自転車専用道路にして欲しいです。 

55  男性 ５０代 市外 
今現在、前議長の問題であまりイメージが良くないように思われます。これからも今まで以上

に市民市政の為に頑張って頂きたいと思います 

56  男性 ６０代 中央区 

議長のパワハラについてマスコミ等がたたくと思います。市民の暴力団の不正はさわがずにダ

ブルスタンダードで追及してくると思います。不正は不正で正して、つけ込まれない様にガン

バッテ下さい。 

57  男性 ６０代 緑区 チェック機関である議会の活躍をお願いする。現市政の政治姿勢に疑問？ 

58  男性 ７０代 緑区 

自民党市議は子どもの教育レベルをあげ、人材教育も考え、東大、早慶大等の人材を教育すべ

きです。共産党、民主党の勢力が伸びると、生活レベル、学力レベルの低い人々が多くなるの

が心配です。自民党にがんばってほしい！（特に市長は自民党に！） 

59  女性 ７０代 緑区 市民の代表として常に襟を正して市民に寄り添って言動、行動をしていただきたいと思います。 

60  不明 不明 不明 

(前議長のパワハラ問題。本人が「パワハラとは認識していない」とのコメントを見ました(新

聞にて)。議員の 皆様は、今一度、自分たちの言動がパワハラにあたらないのか良く考えて行

動していただきたいと思います。 

61  男性 ６０代 南区 
市議の方との接点がないので市議だより程度しか活動は見えていません。 市民の声はどこで聞

いてもらえるのか、と思い半分あきらめていますが。 
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62  男性 ７０代 南区 

市議会の様子はこれまで意識して見た事が無いので良く解らないが世間で騒がしいパワハラが 

議でも有ると新聞で書いています、地区の代表なのに言語道断で資質に欠け不愉快 ですね。行

財政改革等、全ては議会で審議され運営されていると思いますが大きな改革をする にはまず先

に世間で言われる議員削減とか減額等、本気度の姿勢を見せた上で職員の削減や 減額、削減部

署の民間委託等全てのコストカットやメンテナンスを含めた行財政改革を審議、推進 して頂き

市政のより良い建て直しを計って頂きたいですね。 

63  男性 ４０代 中央区 
議会の議員メンバーも全員知らず議会そのものもいつ開催されている日時などもご存知ないで

す。 

64  男性 ７０代 中央区 市民にもっと意見を！！ 

65  男性 ６０代 中央区 

若い世代の人達にもっともっと身近な議会となるよう宣伝や努力を議会にお願いし、理解を深

めてもらえるようになることを希望します。頑張って！！このアンケートも聞きっぱなしにせ

ず、分析･解析して今後の市政に役立てて下さい。 

66  男性 
８０代 

以上 
南区 前議長のニュースは大変残念でした。市のイメージアップにご努力ください。 

67  男性 ６０代 緑区 

（市議会そのものが心用できなくなってきました。）生活の福祉はなくなるばかり不憫なこと

ばかりになっていく。改善どころではない、夢や希望・たのしみがどんどんなくなっていく（け

づらればかり）投資プランは不要です。現状を守ってください。 

68  不明 不明 不明 

自民党が市民アンケートして、市民の声を聴こうと頑張っている。しかし、ほとんどの市民は

知らない、関心がない。各議員さんのＳＮＳでもＰＲしてもらいたいと思いますが、特にＳＮ

Ｓの活用は個々の議員さん任せでしょうか？ 

69  男性 ５０代 中央区 
議会のネット公開だけでなく、ラジオなどで運転中やホームワーク中でも内容をわかるように

公開してほしい。 

70  男性 ４０代 中央区 選挙の時は良く見るが、当選してからの活動が見えて来ない。 

71  男性 ２０代 中央区 市民の為の政治を！選挙時に頭を下げては遅い 

72  女性 ３０代 中央区 市議の質が悪い 

73  男性 ４０代 中央区 一般にも広く意見が聴こえるような環境を、オンラインを活用して整えてほしい。 

74  女性 ５０代 中央区 市民のために仕事をしてください。どこに時間を割いているのでしょうか。 

75  男性 ４０代 中央区 とても頑張ってると思いますが、政党会派の枠を越え一致団結することも大事かと思います。 

76  男性 ４０代 中央区 相模原に国技の土俵を設置していただきたいです。 

77  男性 ４０代 緑区 オンライン学生の授業料の検討願います。 

78  男性 ３０代 中央区 男女の出会いの場を作って欲しい 

79  男性 ５０代 中央区 
ヘイトスピーチ条例とかやったら川崎市みたいにふるさと納税されて税収減るのでは?ヘイト

スピーチ条例をやるのなら日本人、外国人に関係なく科料すれば平等ではないですか? 

80  男性 ４０代 中央区 将来のある若者にご指導お願いします。 

81  男性 ５０代 南区 住みたいまち厚木との違いは何なのか 

82  男性 ７０代 南区 今度、会いに行きます。 

83  男性 ４０代 中央区 古くから住んでいる市民の声をちゃんと聞いて下さい。 

84  男性 ７０代 中央区 基地北側道路貫通は当事者 

85  女性 ６０代 中央区 
中央区矢部お店をやって要る方、権力者には訪問しているけど、結局選挙が大事貧困者には見

て見ない振り、お題にもならない事が事実。 

86  不明 ４０代 南区 
各党で意見って決まっているんですか？同じ党の人達で同じ事しか言っていないような気がし

ます。 
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87  男性 ５０代 南区 麻溝台新磯野等、追及が甘く、結局機能していないと感じる。 

88  男性 ７０代 南区 市長の積極性が感じられない。もっと新型コロナ感染症抑止対策に、先頭に立って貰いたい。 

89  男性 ５０代 南区 何が進んでいるのかよく分からない 議会活動の要旨がわかるサイトがあれば教えて欲しい 

90  男性 ６０代 緑区 定数削減と女性比率の義務化。 

91  男性 ７０代 緑区 ご苦労様です。 

92  女性 ５０代 南区 コロナ禍での活動は思うようにいかず大変だと思いますが、お体を大切になさってください。 

93  男性 ６０代 中央区 
市民の代表としての自負と気概を持ち、政令指定都市として特徴も魅力も欠けるをワンランク

上のステージにあげてください。 

94  女性 ６０代 南区 
地域から選出された議員さんは自分の掲げた市への働きかけに関して、頻繁にどうなっている

のか住民に示していくべきだと思います。 

95  男性 ６０代 南区 市議会の開催日数に対して歳費が高すぎる 

96  男性 ６０代 南区 

市議会だよりも一新され努力されているとは思いますが、いつどのように議会が開催され傍聴

ができるとかインターネットで観ることできるなど議員、各会派がアピールすることが必要で

はないでしょうか？ 

97  不明 ７０代 緑区 
行財政改革プランの中に、市議会も盛り込むべきでは？内容改善や議員の人数削減ができるの

では。 

98  女性 ３０代 南区 

少子化で、共働き家庭が増えている現状を踏まえての政策を期待しています。小学校の給食費

用集金のために学校に出向く事が負担な家庭もあります。近隣の市では振り込みです。ご検討

下さい。また学童の預かり内容の現状も知っていただきたいです。8 月中は雷注意報の日は晴

天でさえ外遊びはさせてくれず、狭いスペースで子どもたちは一日過ごしています。雲が一点

もなくてもです。雷注意報が出ていても状況判断して子どもたちを遊ばせる事はできるはずで

す。毎日育ち盛りの子どもたちが狭いスペースで座って過ごしている現状をどうお考えです

か？ 

99  男性 ７０代 中央区 市議会の活動状況そのものが、市民の代表であるという姿が全く見えない。 

100  男性 ７０代 緑区 
議員定数の見直しを要望します。人口に対する定数と思慮いたしますが、議員の活動が全然見

えません。 

101  女性 ５０代 南区 コロナ禍での活動は思うようにいかず大変だと思いますが、お体を大切になさってください。 

102  男性 ７０代 中央区 市内の産業振興、経済の発展に資する政策の一層の推進をお願いいたします 

103  男性 ７０代 南区 引き続き民の福祉向上のためにご尽力いただくことを期待しています。 

104  女性 ３０代 緑区 議員ひとりひとりの得意な分野が何か分かりづらいこと。 

105  男性 ６０代 南区 市の発展に尽力ください。 

106  男性 ４０代 南区 市議会議員の「価値」は、真実を市民に提供することだと思います 

107  男性 ６０代 中央区 
広報さがみはらを読んでも、断片的な情報しか分かりません。もっと市民が興味を引くように

PR してもらうとうれしいですね。 

108  男性 ６０代 南区 広報誌も解りやすく出来ているし、動画配信も積極的に行っている。 

109  男性 ５０代 緑区 
市議の皆様には大変忙しいと思いますが未だ手付かずの災害の爪痕をしっかり見て欲しいです 

市の管轄では無いのは承知です 県への要望をお願いしたい 水源地や水瓶とは名ばかりです 

110  男性 ５０代 緑区 
市民生活に密接な関わりのある市の予算、条例などについて、審議された結果をたとえば SNS

を活用してでも広く発信すべき。 

111  男性 ２０代 市外 極力忖度のない議会を要望します 

112  不明 ７０代 市外 議会全体がしっかりしてるかな。 

113  男性 ４０代 中央区 介護給付費（地域区分の改正） 
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114  不明 ４０代 中央区 前議長の離断だけでなく、会派としての責任をお示しください。 

115  男性 ５０代 緑区 津久井の道路など建設費を削らないで下さい。 

116  男性 ５０代 南区 
議員の方々と関係している方や後援会方には、活動の形が見えるが、その他の市民には、活動

が見えていないと感じる。 

117  男性 ７０代 南区 
公明正大な場であることを望みます。議長のちょっとした発言問題もありましたが、失言を誘

導させる者達から逃れる知識と教養を身に付けて下さい。 

118  女性 ３０代 緑区 市議会で何をしているのかわからない 

119  女性 ４０代 中央区 もっと、市政に関わりたいです。 

120  女性 ５０代 南区 特にありません。頑張ってくださっていて感謝しています。 

121  男性 ３０代 中央区 

議員として素晴らしい方もいれば、そうでない方もおり、ばらつきが激しい。政治屋ではなく、

政治家として、自分の周りの一部の人の利益のためだけに走らず、誠意を持って市のために働

いていただきたい市のために働いていただきたい。 

122  男性 ７０代 中央区 分からない 

123  男性 ７０代 南区 議員数、給与のカットを願います。 

124  男性 ６０代 緑区 

昨今では、多納税優良企業に対する都市間争奪競争が生まれていると思います。新型コロナウ

イルス等想定外の事態が生まれても、が持続できるように、議会の市政チェックや新条例等の

制定をよろしくお願いします。例えば、米軍基地が近くにあるメリットを活かして、グローバ

ル企業や人材との共生誘致をもっと進めてみてはどうでしょうか。 

125  男性 ６０代 緑区 
物事の位置の視線を下げたりフラットにしたり、高みを見たりして遠い未来に対しての議論を

高めてほしい。 

126  女性 ４０代 緑区 
こんな世の中でも、楽しくなるような事を制限を考慮しながら考えたり、電話窓口など市民が

不安に思っている所をしっかりしてほしい 

127  女性 ３０代 緑区 市はもっと色々なスポーツや芸者にも支援して下さい。 

128  男性 ４０代 緑区 川崎のようなヘイト条例はやめて下さい。 

129  男性 ３０代 緑区 津久井を観光地として活性化してください。 

130  男性 ３０代 中央区 津久井の意見も反映される議会にしてください。 

131  男性 ３０代 緑区 自民党同士、仲良くして下さい。 

132  女性 ４０代 緑区 
パワハラとか、恥ずかしい。議員がそんなに偉いと思っているのかな。が悪い話題で全国報道

されて、市民として恥ずかしい。もっと襟を正してほしい。 

133  男性 ４０代 中央区 
やらなきゃいけない事がたくさんあり優先順位つけるのも苦労していると思いますが、頑張っ

てもらいたい。 

134  男性 ６０代 緑区 前議長さんにはがっかりしました。 

135  男性 ４０代 緑区 
若い人が政治に参加している人が少なく、近未来ばかり、本当の未来を創造した政治になって

いない。 

136  男性 ４０代 中央区 台風の時に高田橋周辺が氾濫しないようにしてほしいです。 

137  女性 ５０代 緑区 市民のために日々のご尽力に感謝しております。 

138  男性 ５０代 緑区 さらに相談しやすい市議会であってほしい 

139  男性 ３０代 市外 リニアが通った際の街の見取り図(予定)のような物が見たいです 

140  男性 ４０代 緑区 
どのような活動を行っているか見えてこない。特に福祉に関する施策に対し、議員が施設に訪

問し困り感を共有したりする場があっても良いのではと感じる。 

141  女性 ３０代 緑区 なにをしてるかわからない。 

142  男性 ３０代 南区 具体的に何をしているかがよくわからない。 
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143  男性 ２０代 緑区 コロナ禍でどのような活動をされていたのか知りたいです 

144  男性 ６０代 緑区 何も機能していないお勉強のできない人たちの集団だね 

145  男性 ４０代 緑区 
お山の大将的な議員と反日的な議員は存在する価値もありません。定数削減したら良いと思い

ます。 

146  男性 ４０代 緑区 
コロナとは関係ありませんが、個人的な圧力をかける議員だけはあってはならないと思います。  

市民の信頼の上で成り立っているものだと思うので。 

147  女性 ４０代 中央区 

荒れてますね。やるべき仕事ができていないのではないか心配です。あとは本会議を見ても委

員会を見ても、大体は台本の読み合いのように感じる。会派の人数で初めから分かりきった台

本。個人はいないのかと疑問です。 

148  男性 ７０代 中央区 市政に対し、市民の立場に立って是々非々で取り組んでほしい。 

149  不明 ５０代 緑区 
税金で行う事業、市民の要望を仕分けし、真に必要な事業に税金が投入出来るよう考えてほし

い 

150  男性 ７０代 中央区 

前議長がパワハラ行為で市議会が全会一致で辞職勧告を可決の報道。訴えた職員は、国交省よ

り派遣されている局長クラスの方と聞き及んでいるが、そもそも、国より地方自治に派遣され

るのは、行政間の疎通を求めて行われると一般市民は理解するものであるが、前議長は、派遣

職員との仕事上の指示系統で、齟齬があってのことと予想できる。そもそもパワハラ防止法は、

民間企業の上司と部下の関係において、叱責等の言葉の暴力による精神的な被害を救済するた

めのものと理解するが、行政上で意見が食い違う段階で、齟齬を解消できない相手の立場を強

く守ることは、行政の執行者が軟弱な思考となりはしないか、心配の余り投稿に及びました。

自民党市議団としての前議長を擁護する意見は皆無であったかは、信じがたいこと。全会一致

の勧告に至った背景に、その場で反対すれば、議会の一員としての立場が危うい雰囲気になっ

ていたのではないかと、懐疑の念を抱きました。 

151  女性 ４０代 南区 

議題も題名から難しく、市民にも分かりやすい言葉で届けていただけると嬉しいです。以前傍

聴に行った際居眠りされてる方がいらして驚きました。市民の税金はきちんと意味のある使い

方をしてもらいたい。 

152  女性 ７０代 南区 
市議会において、是非ともコロナ禍を加味した、新たな子どもたちの未病改善プログラムを検

討・提案していただきたいと願っています。 

153  女性 ５０代 南区 
SNS 等を利用して情報発信をされている議員の方も多くいらっしゃって透明性が感じられま

す。いつもありがとうございます。 

154  男性 ５０代 南区 
自民党はもっと頑張れるはず。野党なんかに馬鹿にされない為にも、もっと市民対象のイベン

トなど積極的に関われと言いたい。 

155  男性 ７０代 南区 

議長選出について、前議長は 2019 年の市議選以前から女性問題などで報道されていたにもか

かわらず、どうしてこのような者が議長に選ばれたのか納得がいかない。当時は、議員として

の品位と政治倫理を保つと定めた市議会基本条例に反していなかったのか。選んだ議員も同罪

である。前議長の辞職は当然である。次の議長は真面目に活動している女性議員に期待する。 

156  男性 ７０代 中央区 

自民党に限って言っているのでは有りませんが、議員の方々は熱心に市政に取り組んで頂いて

いる事は理解しておりますが、もっと議会で取り組んでいる事項の広報や市民の皆様の声を拾

い上げる活動を広げられては如何でしょうか。 

157  女性 ４０代 南区 
元暴力団関係者から市長へ献金されていた 650 万。未だに、市民が納得するような回答を得ら

れていません。議会でもう一度追求していただきたい。 

158  男性 ５０代 中央区 （行政職員含め）自分等の得よりも市や市民の利益を重視してほしい。 
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159  女性 ２０代 市外 
ヘイトスピーチ法案は一方的に日本人を攻撃出来る法案です。これを通せば愛知の様にリコー

ル運動が起こるでしょうね。 

160  男性 ５０代 中央区 
現在、小さな子どもへの虐待と悲惨な結果が後を絶たない。国による対策が遅々として進まな

い中、市の条例制定による虐待防止とその児童救済を、何としても早急に進めて欲しい。 

161  男性 ５０代 中央区 悪いことで新聞にでるような事はないようにしてほしい。 

162  女性 ４０代 南区 
議長さんのニュースはびっくりしました、、まあ色々な人が感じ方も違うので、どんどん外に

開かれるような議会にしてください。 

163  男性 ６０代 南区 腐っている。 

164  男性 ４０代 中央区 
市長の献金問題での追及を自民以外が反対したのには心底幻滅した。市民の声をきちんと代弁

する場であってほしい。 

165  女性 ５０代 中央区 
どんなお仕事をされているのかお顔が見えない。知らなければいけないのですが。高校生も同

じ意見。 

166  男性 ４０代 南区 市民の手本となるような綱紀粛正につとめてください。 

167  女性 ４０代 中央区 必要な審議に時間を費やしていただければ、十分です。 

168  男性 ７０代 中央区 今の時代にパワハラする様な議員は要りません。 

169  女性 ４０代 緑区 元議長のパワハラ問題のようなことが二度と起こらないようにして欲しい 

170  女性 ７０代 中央区 コロナ禍で大変ですが、頑張って下さい。 

171  男性 ６０代 市外 民の健康対策を考えているのか、いないのかを示して下さい。 

172  女性 ５０代 緑区 明るいニュースをお願いします。 

173  女性 ５０代 南区 
市議会のことはよくわかりませんが、政党にこだわらず、意見を十分に交わし、国政では敵対

関係にある政党とも仲良く（お友達ってことではなく）すすめて欲しいです。 

174  男性 ７０代 中央区 
コロナ禍でなかなか市民の声を聞くことできないと思いますが、電話、なるのかこの様なアン

ケートにより市民の声を多く聞き安全で安心の住良いにして下さい。 

175  男性 ７０代 中央区 見えない。議会中継の周知を徹底。 

176  男性 ６０代 中央区 
議員の皆様も一人を除いては良く頑張られていると思います。ただ、あまりにもひどい議員は、

なんとかするべきです。一般社会ではとっくに辞めているのでは？ 

177  女性 ６０代 中央区 
二元代表制が生かされているのでしょうか？政策が市民に向き合い偏ったものにならないよう

議論を重ねた上での決議を望んでおります。 

178  男性 ３０代 緑区 市議会の活動内容をもっと知れる用、情報発信を強化して頂きたい。 

179  男性 ６０代 市外 与党の矜持をお持ちください。日々の子尽力お疲れ様です。 

180  男性 ７０代 南区 
議会の自由民主党市議団の皆様には、の未来のために大活躍していただきたいと応援の声を届

けたいとおもいます。 

181  男性 ６０代 緑区 
日本人のみを罰するヘイトスピーチ規制条例は法の下の平等を破壊し言論の自由を阻害します

ので絶対に成立させないで下さい。 

182  女性 ５０代 中央区 
ヘイトスピーチ条例の施行について、もっと内容をしっかり検討して、全てのヘイトスピーチ

を取り締まるような条例にするよう議会で話し合ってください。 

183  男性 ５０代 市外 
日本人排斥用のヘイトスピーチ条例が検討に挙がる時点で、間違いなく健全な議会と断言でき

てしまう。市はおろか国を貶める行為だと理解できる議員で構成し直す行動をお願いします。 

184  男性 ４０代 中央区 ヘイトスピーチ条例の廃止を希望します。 

185  男性 ４０代 市外 特にありません 

186  男性 ７０代 中央区 服部議員これからも頑張ってください 期待しています 
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187  不明 ３０代 市外 

ヘイトスピーチ条例について、ひっかかります。ヘイトスピーチは誰が誰に対して行っても許

しがたい行為と思います。で検討されているヘイトスピーチ条例は、日本人が在日外国人にヘ

イトスピーチを行った場合にのみ罰則を課すようですが、不公平ではないでしょうか？在日外

国人から日本人に対してヘイトスピーチを行った場合も罰則を課さなければ整合性が取れず、

片寄った条例だと感じます。民が、このような不公平な条例を喜ぶでしょうか？是非公平な条

例作りをお願いしたいです。     

188  男性 ５０代 市外 川崎市モデルのヘイト条例は見直して、相互に公平な誰もが守られる条例にして欲しい！ 

189  男性 ２０代 市外 まともに機能しているか怪しい 

190  女性 ６０代 市外 

日本人に対してだけ特別な扱いをすることを認めないで下さい。全ての差別は国によって認め

たり認めなかったりすることは、差別を余計に助長することになると思います。差別のない社

会を作るために、国によって差別しない公平な法律を作ってください。よろしくお願い致しま

す。 

191  女性 ３０代 市外 川崎市の状況を知っているのか。YouTube で川崎ヘイトで検索して全議員見るべき 

192  女性 ４０代 市外 

ヘイトスピーチ条例が日本人のみに罰則がある点が納得できません。そのせいで川崎市ではか

えって日本人対在日外国人で対立を生んでいる事はご存知でしょうか。条例制定をしないのが

1 番ですが、制定ありきであればせめて日本人、外国人共に公平に罰則のあるものにしてくだ

さい。 

193  女性 ４０代 南区 

議案等難しく市民が理解しづらいので、噛み砕いた報告を各会派で積極的に発信していただき

たいです。それによりどこがどんな事をやってくれたというのが、選挙の前後だけでなく常に

みんなに届けばもっと政治への関心が膨らみ、声を届ければ実現してくれると信頼できる循環

が増えると嬉しいです。傍聴に行った際居眠りしている議員さんがいらしてガッカリしました。

私達の税金の使い方検討させていただきたいです。それに抗議した男性が連れ出されていまし

たが、正当な意見だと思います。 

194  女性 ５０代 市外 外国人と日本人を平等に扱うべき。外国人の優遇はしてはいけない。 

195  男性 ６０代 市外 市長と在日の不透明な関係を正していただきたい。 

196  女性 ３０代 南区 
芸術活動に支援金を出したり、公共のステージを無料で貸し出したりして、相模原の芸術家達

を応援して欲しい。 

197  男性 ６０代 中央区 民のミュージシャンが芸術活動をしやすいように援助してほしい 

198  女性 ５０代 市外 
「人権尊重のまちづくり条例(案)」に関して､外国人と日本人を区別しないで下さい。公平､平

等な条例を希望しております。 

199  女性 ５０代 緑区 ヘイト条例は反対します！ 

200  女性 ５０代 南区 

このたびの前議長のパワハラ事件。自民党会派からこのような事が起きたのは大変遺憾です。

市政とは市民の生命と安全安心な暮らしを守ることが基本です。お一人お一人が使命感を持っ

ていただきたいと思います。 

201  男性 ４０代 市外 まずは、在住の日本人の為に、議会を運営して頂きたい。 

202  女性 ５０代 中央区 市政に外国籍の人を入れないでください。 

203  女性 ４０代 市外 

本邦外出身者へのヘイトスピーチのみを禁止するヘイトスピーチ条例はおかしいと思います。

また、拉致問題を訴えることを差別と言う人も多いですが、日本人が犯罪被害すら訴えること

が出来なくなるようなことが無いようにして下さい。 

204  男性 ４０代 市外 

ヘイト規制条例の廃案をお願いします。先にヘイト規制条例を作った川崎市ではトラブルが頻

発しています。分断を促進するような特定団体を擁護するような不公平な条例は廃案にしてく

ださい。 
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205  女性 ４０代 市外 

ヘイトスピーチ条例が日本人のみに罰則がある点が納得できません。そのせいで川崎市ではか

えって日本人対在日外国人で対立を生んでいる事はご存知でしょうか。条例制定をしないのが

1 番ですが、制定ありきであればせめて日本人、外国人共に公平に罰則のあるものにしてくだ

さい。 

206  男性 ３０代 緑区 
市議会を見守る団体が無くなったことは非常に残念。居眠り等がまた増えてるのではないかと

不安。 
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設問5 

その他 

No 性別 年代 区 内容 

1  男性 ５０代 緑区 
救急車が受け入れ病院が決まらず。その場に長く、駐車したままの姿をよく見かけます。救急

医療の受け入れ先の拡充を希望します。 

2  男性 ５０代 南区 
人種差別するようなヘイト条例は廃案しろ。人類は実は平等です。上から目線，不成、人をだ

ますことを撲滅しろ。 

3  不明 ６０代 不明 
高齢者は歩くのにエスカレーターを使わず直接安心して使いたいものです。タクシーも多いと

思いますが。 

4  男性 不明 中央区 市の職員が多すぎる。市の財政が圧迫しているのに職員の給与が高過ぎ。 

5  男性 ７０代 中央区 

私は 78 歳ですが 20 年以上、毎朝横山公園でウォーキングストレッチで汗を流しています。

しかし４～5 年前には雲梯がとりはられてなくなりぶら下がっていた遊具も取りはられ、体力

はどんどんおちました。今まで懸垂は 8 回出来ていたのですが最近は 1～2 回です。今度は平

行棒も撤去して別の平行棒は変わろうとしていますが、その場所では体力をつけるストレッチ

ができません。そろそろ助けてください。大勢の方が困っています。 

6  男性 ８０代 南区 

各員、各課に必要な人員でしょうか。この中で気づきましたが全体的に人が多すぎると思いま

す。パソコン時代なのに机の上に書類が多いと思います。もっとパソコンの使用の工夫で計画

的に。自転車の放量が大変多いと思います。自転車にも 1 台千円位の税金をかけて収入をみる

ことで近くの課があると思いますがもっとコンパクトにして高齢者の節約をみて無駄をなくし

てほしい。 

7  男性 ８０代 南区 
奉仕として審議委員会・策定委員会・検討委員会・公民館活動等に関与しました。また 1984

年の東京オリンピック競技役員として（カヌー競技）当時の相模湖にて勤務しました。 

8  男性 ５０代 不明 

先日、定期購買（電子版）している医療家の元新聞にてアンケートがありました。いわく”一

般の人に知ってほしいことは何ですか？”WHO の韓国では昨年 2 月マスクの適正使用と喫煙

場所の撤廃を呼びかけ CDC は SARS-CVU（新型コロナ）の空気媒介感染のエビデンスが揃っ

たことと同時に接触での感染は略ないことをランセットのネイチャーに痛感しています。逆に

マスクをする手指の消毒をすることが予防につながったとするエビデンスはありません。裏を

取って信頼できる内容と判断できたら市民に情報としてつたえること。このコロナ渦では必要

なことかと思います。 

9  女性 ７０代 南区 

以前親の死後の手続きに 2 日間要したという朝日新聞の投稿を読みました。（５０代男性の高

校教師が２０代の娘さんと手続きをした）情報によると手続きが簡素化している市町村が全国

に 2 か所あるということです。社会保険事務所から死後の手続き書類をいただいていて書き込

みの多さに閉口しました。個人的な保険や金融関係の手続きは別として年金や医療保険等の手

続きが簡素化できる相模原市になってほしいです。（マイナンバーカードの利用は？） 

10  不明 ６０代 緑区 同記について必ず行ってください。 

11  男性 ５０代 中央区 自民党の国会議員は不祥事が多いですが相模原市の市議は頑張ってほしいです。 

12  不明 ６０代 南区 芸術文化への支援を望む 

13  男性 ７０代 緑区 
コロナの経済対策の 39 ページに応募したが半年を経過しても結果の案内が来ない。なんて事

務処理が遅いんだ。考えられない。 

14  不明 不明 不明 公園を減らさないでほしい 

15  男性 ３０代 緑区 リニアの車両基地ができるように鳥屋に駅を作ってほしい。 
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No 性別 年代 区 内容 

16  女性 
１０代 

以下 
緑区 児童館を減らさないでほしい 

17  男性 
１０代 

以下 
緑区 もっと部活の時間を多くしてほしい 

18  男性 ６０代 南区 市民生活、地域、共同代の仕事に感謝しております。ご苦労様です。 

19  男性 ８０代 南区 
センター風呂。絶えず故障しています。耐用年数(30 年)のせいか？すぐに故障を直すよう体

制をととのえてください。 

20  男性 ７０代 緑区 
住宅地にちかい空き家を使い解体、銃器置き場、駐車場を使い販売近隣に迷惑をかける業者が

いる。環境を悪くさせることを現在今後も考え条例を撤廃すべきと思う。 

21  女性 不明 不明 
モリカケ桜を解決しないと自民党はしんようできない。菅さんと長男問題他も。体質改善希

望。自浄作用もないから。 

22  男性 ７０代 南区 

①古淵駅構内に 30 分程度駐車できる(駅の用具)スペースの駐車変更を希望②住所近く樹木の

撤去を希望。同時に倒木危険→市役所に申請してますが。③こもれび森内(緑案内)に設置され

ている。壊れている椅子早期に修理（市役所申し入れ、早期は対応不可の返事） 

23  不明 不明 不明 ラジオ体操の活動への補助をお願いしたいです。 

24  男性 ７０代 南区 
市議団の皆様へ今後の日本をしっかりと船取りできる総裁を一日も早く選出していただきた

い。 

25  男性 ８０代 緑区 
向原南～上大島北（ガードレールの設置、片側歩道アップダウンの解消工事）宜しくお願いい

たします。 

26  男性 ６０代 南区 

マイナンバーカードを持って役場へいき、印鑑証明をとると相模原カードが必要。コンビニな

らばマイナンバーカードで取れますよ。マイナンバーカードが便利だとおもうか、何のために

国市をあげて税金を使い、中途半端なことばかり。もっと腰を据えてほしい。 

27  男性 ７０代 南区 
JR 相模原付近に税務署を移転させてたほうが良いと思う。だめなら小田急多摩線を相模原市

役所まで延伸させる。京王線に橋本→相模原市役所→相模大野までの新線を許可させる。 

28  男性 ８０代 中央区 
均衡を合併した時魏数を減らすべきだった。実際は増えた。ダメ。市を有名にするキャンペー

ンは最悪。 

29  女性 ６０代 緑区 
ワクチン接種等、市の職員の方も大変だと思います。ボランティアでお手伝いすることがあれ

ば協力したいと思います。 

30  男性 ６０代 中央区 

自分は高齢者で妻は高齢者ではないのでコロナのワクチンを打つ日程が異なるのですがワクチ

ンは一部ウイルスを入れることになるのでワクチンを打っていけばワクチンを打っていない妻

に感染させるリスクはないのでしょうか？自分 67 歳、妻 64 歳。 

31  女性 
１０代 

以下 
緑区 児童館を減らさないでほしい 

32  男性 ３０代 緑区 
鳥屋ににリアの車両基地ができるということで鳥屋の交通を良くするためにも駅を作ってほし

い 

33  女性 不明 南区 

優良老人ホーム良い施設悪い施設の判断が難しい。はじめての経験で何も分からず公の施設に

相続にいくと「ハートページ」を渡されるだけこれを頼りにその施設に入れれば要介護で１ヶ

月 50 万も取られる始末。施設側はコロナで面会できないことを良いことに退去時の部屋を見

るとほこりだらけケガは日常茶飯事。こんな施設はハートページに載せないでください。 

34  男性 ４０代 緑区 
火葬場の緑区内の建設を急ぐべき。誰もが最後に使うところです。もっと自分のこととして考

えるべきです。 
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No 性別 年代 区 内容 

35  男性 ８０代 中央区 

最近バスの運行回数を勝手に削減しているので大変困っている。特に 16 号主要な路線につい

ては市として、バス会社に厳重に注意すべきと思う。これから高齢者社会が進むことと同時に

これ医者の免許返上が進むため逆に増やす方向に向かうべきと思う、バス会社がか神奈中一択

の模暴を極めていると思う 

36  女性 ６０代 南区 

こんなことで国を守ることができるのか？不満であり不安であります。中国の古典・貞観政要

に「流水清濁在基源」という言葉があり、国内で起きている犯罪は普段顔の人、普通常人が罪

を犯している。そんな人が増加しているように思えてなりません。国のリーダーが不誠実であ

り、国民の模範となっていない。要因としてあるのでは？ 

37  不明 不明 南区 

麻溝台地区の開発はどうなっているのか？どういう形になるのか？工事現場に予想図を張るな

どしてほしい。子どもたちが結婚したが姓を変えるのにそのあとの手続きが多くて別姓のまま

にできたらよかったと言っている。夫婦別姓が実現できると良い。 

38  不明 ６０代 不明 

自民党のハート政治家（河野洋平、後藤田正晴、宮沢喜一さんなど）支持者でした。ところが

近年の自民党政治家の前回り帰的な主張や昭和史をかろんじて教育部門を礼賛するような発言

さらには議会や憲法軽視的言動に深いうれいと反感を覚えます。 

39  女性 ４０代 不明 
令和 3 年 20 日で春分。私も医師なので早くコロナワクチン打ちたく思います。今は心の病で

も己で勝つ時代です。海外の研究者の一人です。 

40  男性 ６０代 緑区 借金をしてまで事業をするな。税金を納めて金額によって市民サービスをしろ。 

41  男性 ８０代 中央区 
①自転車と車道・歩道の段差を改善してほしい。(自転車都度ガタンとしてきつい)②道路のペ

ンキ「止まれ」など塗りなおしてほしい。③休憩ベンチを増やしてほしい。 

42  男性 ８０代 緑区 リニア鉄道に関心あり、橋本を始めその進行状況を時々知らせてほしい。 

43  男性 ７０代 中央区 淵野辺駅南口交番前の信号が色が変わるのが早く渡り切れない。 

44  不明 不明 不明 

毎晩深夜まで市役所の電気がこうこうとついている。SD ジーンズ上位ランキングの市の職員

がこんな働き方をして良いものなのか？市長はどう考えているのか？ワクチン接種も不安にな

ってしまう。自民党議員はもっと市長と対決してほしい。 

45  女性 ５０代 南区 

座間キャンプ下の(新戸地区～相武台前)のトンネル工事に長い間時間をかけて工事をしていた

だいたのは分かりますが車で走ると自転車の方と接触しそうになったりトンネルがブラインド

カーブなので徒歩だと怖いです。何か事件が起きそうな。バスが通ったり車が相互通行すると

いう話で工事が進んでいたのに。何も語変わっていません。 

46  男性 ７０代 緑区 税制面において、都市部と山間部の不均衡の解消が必要 

47  女性 ７０代 南区 
ウイルスについて自分のこととして本気で取り組んでください。実態はナチのより酷い。我が

家は皆自民党です。内側から変えていってほしいから。野党に期待はもてないから 

48  不明 不明 南区 

自民党相模原市議団の皆さん今の成否のオエラ方の言動どうかんじていますか？市民の目はき

びしいと伝えてください。議員って選挙の時だけ 90 度の礼はするけど当選すればあとは自己

保身だけでふんぞり返って市民目線ではなくなっている。一番困っている人の為に働いてくだ

さい。 

49  女性 ８０代 中央区 
御多忙な議員さんに私事の相談はしづらいです。コロナ渦どうぞご自愛めされて下さい。皆様

のご活躍をお祈りいたします。 

50  女性 ８０代 南区 

相模原市の発展を切に願っておりこれからの若い方が元気でくらせますよう北里大学病院大き

な病院もあり大きな公園もありいいところです。どうぞ東京都神奈川県堺もなにとぞ宜しくお

願い申し上げます。 

51  不明 ７０代 不明 
淵野辺駅近くのアンダーパス階段が浅く急で危険すりへってもいるし歩道になっているほうは

不潔な上会える数の自転車が多く危険。 
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No 性別 年代 区 内容 

52  女性 ７０代 南区 

子どもたちが使用しているグラウンド等値上げとても残念だと思う。これからの子どもたちに

思いっきり運動させてやり夢をもたせたいのにどういうことだ。子どもたちのグラウンド使用

の値上げは考えてほしい。強くお願いしたい。グラウンドを持っているクラブチームはずっと

練習できお金のない子ども達との差はつくことばかり、ボランティアの指導者のみにもなって

ください。 

53  不明 不明 不明 
絵画の収蔵作品は８０点。今のうちにもっと作品を収蔵すべき。作品は市の歴史であり資料と

もなる。 

54  男性 ７０代 南区 

私は相模大野駅前で活動しています。伊勢丹跡地について野村の建設が進行中です。 

低層階に商業施設を入れるということですが、相模大野の商業施設はすでに飽和状態です。 

縛りがあるのでしょうが、南合同庁舎(リースでも)を持って来てその跡地を売却してはどう

か。 

55  男性 ７０代 中央区 

コロナ対策で濃厚接触者に見覚えのある際、PCR 検査を受けたことも個人であれば有償とな

り受けるのがつい億劫になり伝番の感染源となることもあると思う。希望者にはすべて受けて

もらえる制度のがほしいです。 

56  男性 ７０代 中央区 

神奈川中央交通のバス停名称の件です。市役所前の桜通りに看護学院と名記したバス停があり

ますが、14、5 年前にすでに学院は閉鎖現存しません。バス利用者も困惑していますバス停名

称の改善をお願いします。 

57  女性 ７０代 緑区 

コロナ禍で、市の施設を一斉に利用禁止にするのではなく、地域や環境をよく視察したうえで

判断してほしいです。屋外、野外で密が生じない場所、市街地が離れた運動公園、相模湖の山

間地の公園では、幼保に就園前の幼い子どもたちや、テニス場の様にシングルス（2 名）ダブ

ルス（4 名）で、テニスをしない人は来ませんので密は生じません。緑区内の市民のみ中央区

の住民各地区の公園にはその地区の住民のみと条件付きですと移動も生じません。利用させて

ください。 

58  男性 ６０代 緑区 

開発予定地の土の中から重機。信じられなかった。こんなひどい実態とは。だれが推進してき

たのか。推進した議員は誰なのか。前市長も責任をとらない。責任を追及されないように対策

し、現市長の責任にした。許せない。開発は市民の重荷。 

59  男性 ７０代 中央区 読売、朝日を見れば、選挙管理委員会（市）はすぐわかる。早急なる改善を求めます。 

60  男性 ６０代 南区 より良い相模原市にするために共に頑張りましょう！！ 

61  男性 ６０代 南区 日本人が暮らしやすい相模原市にしてほしい 

62  男性 
８０代 

以上 
南区 

当方は座間市との境界線に近い関係上、ひばり放送が聞こえにくいので対処方を検討くださ

い。 

63  男性 ７０代 不明 

去年の風雨で道路が壊れて民地との境界沿いもぬけていてころがっている「くい」もあり「の

ちのち」困ると思います。土建業者に聞いた所碑石をダンプで 10 台位入れないと通らないと

言われました。早急な整備をお願い致します。 

64  不明 ７０代 緑区 

ゴミの個別回収を早急にして下さい。ゴミ袋有料化です。年齢とともにゴミ置き場に時間内に

出しに行くのが大変になり、いつかはゴミ屋敷になりそうで心配です。ゴミ出しトラブルもな

くなると思います。町田市を参考に早期にお願いします。 

65  女性 ７０代 南区 スポーツ施設などの利用料金の値上げに反対です。（特に子どもたちの利用する） 

66  女性 ７０代 南区 スポーツ施設等の使用料金値下げ希望します。 

67  女性 ６０代 南区 
公共施設の使用料が値上げになると聞きました。子ども達等の利用も多いと思うので値上げに

反対です。 



- 68 - 

 

No 性別 年代 区 内容 

68  女性 ７０代 南区 
市の値上げ広場が値上げされると聞きました。今まで子どもさん達が楽しんでこられた場所に

してこれからも安心して利用できますように値上げなどしない様にお願いします。 

69  男性 
８０代 

以上 
南区 

こもれびの森の高い木について特に台風の時期に倒木が多くなり住宅に被害を及ぼす恐れがあ

り見直す必要かと思います。ワクチン接種の件で 65 才以上 4 月以降とのこと、知らせがある

と思います？ 

70  女性 ６０代 南区 
子どもたちが使っている施設や公園の値上げや有料化に反対です。健全な外での活動をする子

ども、親の負担を考えて応援してほしい。免除を考えてください。 

71  女性 ７０代 南区 

自粛するべきところと、そうでないところ（野外）所での自粛を分けたほうがいいと思いま

す。例えばテニスコート、子ども広場など。その子ども広場の使用料の値上げはしないでほし

い。 

72  女性 ７０代 南区 
市の施設は市民の負担増となっております。せめて子どもたちの環境は全て無料としのびのび

運動できることを望んでいます。 

73  女性 不明 南区 子ども広場の使用料の値上げをしないで下さい 

74  男性 不明 南区 子ども広場の使用料の値上げをしないで下さい 

75  不明 不明 不明 
大型車が 1 日中走り家を振動させて困っています。 

大型車の乗り入れ禁止をお願いします。 

76  女性 ７０代 南区 
子ども広場等の地域の子どもたちが友人作る機会になると思うので自由に使えるように使用料

を値上げなどをないようにしてほしい。 

77  女性 ４０代 南区 テニスコート等の公共施設の値上げはやめてほしいです。 

78  女性 ７０代 南区 銀河アリーナは存続すること。若者の未来のために必要です。 

79  男性 ６０代 中央区 

今回の前相模原市議会議長のパワーハラスメント行為は残念に思う。市議会の皆さんには是非

市民の要望を把握していただき、その実現を市政に反映させてほしく思う。それが目の見える

形で情報発信してほしい。 

80  男性 不明 南区 
新コロナに関連する異変体はより強い感染力と報じられています。大小あれ市民のなか感染者

が出る事が予測される訳ですから、混乱防止上手順を市民向け公表をお願いします。 

81  男性 ７０代 中央区 

和菓子の団子や大福などの生菓子が好きだが、日持ちしない生菓子を作る店が無くなった。和

菓子屋は最中など日持ちするものでけ扱う店ばかりになった。さみしい。チャレンジ精神の若

者がいなくなり、高齢者の町になりつつある。 

82  女性 ４０代 中央区 

小学校の登校班でご相談です。上溝小学校では子ども会に加入していないと子どもが登校班で

学校に行くことができません。子どもの安全を第一に考えるのであれば、子ども会の加入に関

係なく、登校班で行くことが望ましいと思います。小学校の一斉下校にも参加させてもらえな

いのもおかしいと思います。学校が子ども会の加入あるなしで、子どもを仲間はずれにするよ

うなことはあってはならないことだと思います。 

83  男性 ６０代 中央区 

グリーンプラザから西門交差点までの右側（矢部側）の歩道に植木が植えられていますが、と

ころどころ植木が枯れてしまったところがあり、子どもの自転車がその中に入ってしまうこと

があり安全上好ましくないので整備して欲しいです。 

84  男性 ５０代 市外 常日頃の皆様の努力に感謝しております。より良き相模原市の実現の為に頑張って下さい。 

85  男性 ６０代 中央区 
中国のウイグル人のジェノサイド等の認定を市として出せないのでしょうか。又無錫市との友

好都市を結んでいます。どんな対応と苦情を伝えているのでしょうか。 

86  男性 ６０代 緑区 
他の政令市を参考に相模原市らしい地域行政を行ってほしい。他市より参考にされる市に成る

よう！！ 
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87  男性 ７０代 緑区 

①ヨーロッパに行った時、イタリア、フランス、ドイツ等で相模原に似た地形があり、フィレ

ンツェでは、山河が美しい地方都市が多かった。観光地もあり、市議は視察すべきです。 

②早大の市議県議がいたら紹介して下さい（早大の一部を相模原に設けたいし出来れば早大の

医学部を設ける運動を希望しています。 

88  女性 ７０代 緑区 
緑区全域ではなく旧津久井地域には娯楽施設等が無いので、地域センター等の施設を赤ちゃん

からお年寄りが集えるコミュニティー広場に開放してほしいです。 

89  男性 ７０代 緑区 
自民党国会議員関連の汚職が多すぎる。自粛宣言くらい出して姿勢を正すように、国会議員に

働きかけてもらいたい。アッピールをしてもらいたい。 

90  男性 ７０代 南区 

小学生、孫達、の球技活動に於いて相談とお願いがあります。子どもたちの鍛錬と活動の場所

が 少なく自由に活動出来る所を確保、提供して頂きたく思います。小学校の校庭は 2 時間し

か 使えません、その後父母が予約したグランドへ移動し 2 時間か 4 時間で又移動します、時

には 8 時間の練習を組みますが予約グランドへ転々と移動しながら練習をしています。 父母

たちが懸命に予約し確保して子ども達の情操教育及び心身の鍛錬と技術の向上を願い 指導し

頑張っています、小学校教育でやらない部分も含め指導してくれて頭が下がる思いです。4 月

からグランド使用料が上がるとの事で困っています、子どもたちはユニフォーム、道具 備品

等費用がかかります。場所が中々取れない上に使用料が上がったらチーム運営費が 高くなり

大変困ります 6 から 8 時間の練習で土、日、祭日,月に 8 から 9 日練習しますと場所にも よ

るが 25000 から 35000 円の月額になり年間約 8 ヶ月活動で場所代だけで大変な金額になり 

子や親の負担も大変なものです、少子化で子育て支援が叫ばれる中では余りにひどい改悪 何

卒、子どもチームで協会会員の場合は子育て支援の一貫として 2 時間 300 円位で子ども枠 と

して且つ 4 時間位の枠で借りれるよう切にお願い致します。 

91  男性 ４０代 中央区 
相模原市に在宅していますが今現在新型コロナウイルスと東京五輪に向けての対策をもっと強

化することと給付金５万円でも再度欲しいこととリニアモーターカーについてもどうかな？ 

92  男性 ６０代 南区 

自宅前がゴミ収集の場になっていますが、ルールを守らずごみを出す人がいます。 カラス、

猫がいたずらして散らかってしまい、その都度近所の人と清掃していますが、個別収集にして

もらいたい。 

93  女性 ７０代 南区 野球等、グランドの使用料が高くなり、大変こまっています。再考をお願い致します。 

94  男性 ６０代 緑区 
橋本五差路～インター 

市道？県道 511 号線舗装道が悪く、改修の急務 

95  男性 ７０代 中央区 
相模原市の温泉、市民に対する恩義がない。他市の温泉は市民は半額ぐらいに。市民に恩義の

ないのは相模原市だけ。（イラナイ） 

96  不明 不明 不明 

相模原支部より昨年要望していた、相模原市役所での各種相談窓口での「登記相談」の名称を 

「司法書士相談」と変更することが正式に決定いたしました。自由民主党相模原市議団の皆様

の ご協力あっての実現だと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

97  男性 ６０代 中央区 

パワハラ・セクハラ議員はこうしたことについてしっかり勉強して市民の見本になってほし

い。市民の方がずっと研修などでよく勉強していますよ。パワハラ議員はもっと自覚して、即

辞職すべき。 

98  女性 ６０代 南区 
相模原市という政令指定都市で美術館がないのは恥ずかしいです。美術大学も多く日本の文化

の中心地。ぜひ美術館を建ててほしい。 

99  男性 
８０代 

以上 
南区 

死後の手続きの役所関係の窓口について、一本化している自治体があります。高齢家族は非常

に負担が大きいため、是非相模原市でも実施できるよう、ご尽力をお願いします。 

100  男性 ４０代 中央区 
議員に危機感が全く感じられないのはコロナ渦を自分事として捉えられていないから歳費を自

主返納し痛みを分かち合うくらいの気持ちはないのか？ 
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101  男性 ６０代 緑区 

相原高校の樹木 1000 本以上を伐採は歴史に残る出来事でした。相模原市は「生物多様性に配

慮した自然との共生に関する条例」をつくりました。その中の第３条には市、市民及び土地所

有者は本市の恵み豊かな自然と多様な都市問題が発生する特徴を念頭に置き次に掲げる理念を

共有して取り組みを推進するものとする。みどりは良好な自然環境を形成するための重要な基

盤であり生活環境に安らぎと潤いを与えるとともに、生物の貴重な生息又は生育の場であるか

ら将来の世代で維持すべきとして保全等をすること。と書かれています。くすのきを切らない

でください。 

102  男性 ５０代 中央区 性別を問う設問は時勢的にも不必要では？ 

103  男性 ４０代 中央区 選挙時の公約が実現出来るようにしてもらいたい。 

104  男性 ４０代 中央区 
相模原出身の映像作品などのクリエイターが活躍できるような助成金、コンテストなどを充実

させてほしい。 

105  男性 
８０代 

以上 
緑区 もっと文化財に興味を持つ環境を整備する必要がある。 

106  男性 ４０代 中央区 相模原に相撲教室を開設願います。 

107  男性 ４０代 緑区 青少年の育成に真剣に取り組んでいる市議の先生がおります。応援しております。 

108  男性 ５０代 中央区 現在、相模原市の生活保護は外国人はおりますか?日本人との割合はどの位ですか? 

109  男性 ４０代 中央区 
青少年の育成に真剣に携わっている市議の先生を応援してます。家族で応援してあります。相

模原の誇りです。 

110  男性 ５０代 南区 政令指定都市相模原の独自の交通網を小さく狭い所からでも期待したい。 

111  男性 ４０代 中央区 

川崎モデルと称する事実上、日本人だけを罰則対象にした人権条例ではなく、「全ての国籍

（日本も含めた）に対する差別的言動を禁止｣する罰則無しの平等な条例を相模原モデルとし

て検討してほしい。 

112  男性 ７０代 中央区 基地北側道路貫通促進は一年間延期したが細い。説明無い 

113  女性 ６０代 中央区 とにかく、コロナのせいにしないで、動いてください。 

114  男性 ６０代 中央区 

直接には関係ないので申し訳ないですが、安倍政権以降の自民党国会議員の言動の劣化及び国

民軽視は目に余ると思います。地方の自民党議員も党員として是正や処分の厳正化を求める行

動を起こして下さい。今は自民党というだけで選挙で投票しない人が増えていると思います。 

115  男性 ６０代 緑区 市内に観光の目玉となる施設の設置を希望します。 

116  男性 ７０代 南区 学童通学路の早急な道路（舗装）整備をお願い致します。場所南区大野台７丁目１２先路上 

117  男性 ５０代 南区 

各議員が具体的に何をしているのか？後援会に入っていないので知る機会が無い 時々で投票

したい候補が変わる 各種集会で各党議員をお見かけするが集会参加時に振る舞いが見苦しい

方を見かけて残念な気持ちになる事がある どの候補者であれ区民の過半の支持があるわけで

は無いので 支持者以外の方が聞いても耳を傾けられる程度の 振る舞い姿勢と言い方 

118  男性 ７０代 緑区 

「ヘイトスピーチ条例」は人権尊重の街づくりに逆行しています。１人１人の人権が尊重され

る相模原市であってほしいです。差別のない、差別を許さない、街づくりが大切です。「罰則

規定がついた差別のない相模原条例」をお願いいたします。また、定住外国人に地方参政権を

与える市議会決議を再度お願いいたします。市民であり住民である定住外国人は相模原市で暮

らし、税金を払い、社会に貢献しています。オリンピックが開かれる日本において人種、民

族、出自による差別・区別はあってはならないのです。多文化共生を着実に実現してくださ

い。宜しくお願いいたします。 

119  女性 ５０代 南区 
南区役所に大きな声で部下を叱責する男性職員さんがいらっしゃいます。いつも不快になりま

す。 
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120  男性 ７０代 緑区 

津久井広域道路は政令市になり進捗状況が見えません。県がそのまま施工していればだいぶ 

進んでいると思います。予算がないと直ぐにいいますが、県は勝瀬橋をはやばや完成させまし

た。中には圏央道が出来たから要らないのではないか。という声も聞きますが少しずつ工事を

すすめていただきたい。橋本五差路から神奈中車庫まで用地買収しているようだが、根小屋の

先まで、相模湖まで早く完成させていだきたい。 

121  男性 ６０代 中央区 

相模原市は広大な台地と東京 40km 圏の利便性から軍部都市として、道路、鉄道、上下水

道、病院、軍事産業工場軍の社会インフラを整備してから住宅地に発展していった。過去の遺

物に頼り、道路は渋滞、街は分断され有機的でない。水は豊富だが水道料金は徴収忘れ？産廃

は放置？この体たらく？私は川崎に一人で住む、92 歳の母親の様子を見に車を利用するが市

内は何処も渋滞！相模原町田線は北里大から 16 まで、16 号は大野から南町田北まで延々渋

滞！行幸道路も村富線もアウト！東名横浜から首都高横浜北西線経由第三京浜でスイスイ！３

倍の距離を三分の一の時間だ！昔から『時は金なり』これじゃ圏央道の物流拠点も逃げる？国

と連携して地下 16 号バイパス建設計画を立案、実行して貰いたい。それと小田原が江ノ島で

実験している小型電動コミュニティバスは狭く曲がりくねった上溝の高齢者の足にとっても便

利です、 

122  女性 ６０代 南区 

ゴミの収集を個別にしてほしいです。南区だけでも、或いは限られた地域だけでも。今は昼間

働いて家にいない家庭が殆どです。ゴミがカラスによって散乱して街が汚くなってます。掃除

当番は昼間できない人が増えて街が汚れカラス対策はしても終わりがありません。 

123  男性 ６０代 南区 
南区から緑区の大自然に直行する公共交通機関を新設してください。相模大野発相模原駅、橋

本駅、三ケ木、相模湖駅、中川温泉経由丹沢湖着 

124  女性 ３０代 南区 
市民にこの様なアンケートをしていただける事に感謝します。普段から伝えたくても伝える事

が難しい状況にあるため嬉しく思います。市民目線の活動を期待しています。 

125  女性 ３０代 緑区 
相模原で感染症がでたときに相模原の何区で出たかくらいは伝えたほうがより感染を広めずに

済むのではないでしょうか？相模原だけだと相模原のどこかな？と思ってしまいます。 

126  女性 ６０代 南区 

自民党を応援していますが最近の議員の不祥事には心を痛めています。いつまでも目くじらう

を立てるマスコミにも問題があると思いますが明日は我が身と思い気を引き締めて政策に取り

組んでほしいと思います。 

127  女性 ５０代 南区 
南区役所に大きな声で部下を叱責する男性職員さんがいらっしゃいます。いつも不快になりま

す。 

128  男性 ６０代 南区 

この様なアンケートは前向きで会派で行うことで信用が得られると思います。がこの集計結果

をどう生かせるかが最も大事です。単なるパフォーマンスには終わらせないでください。また

少数意見は、氷山の一角ですので。 

129  男性 ７０代 中央区 

以前町田市のアパートに済み 7 年前に相模原市に転居しましたが 税金 国民健康保険金は

高くなるし 公園の立木などは町田市は綺麗になってまして 東京と神奈川の違いに驚愕しま

した 

130  男性 ６０代 緑区 
青根小中学校が廃校となり利活用されていない、限界集落化している。早期に道の駅など人が

交流できる施設として活用し地域活性化が図れるよう要望します。 

131  男性 ７０代 南区 ずっと自民党応援です。成長と安定のバランスで立案をお願いします。 

132  女性 ３０代 緑区 

公立小学校のインクルーシブ教育の周知と徹底、発達障害への理解(年代によってはよく分か

っていらっしゃらない先生も)。放課後デイサービスの報酬点数減やコロナの中での経営の悪

化について、一定の項目をクリア出来ている施設については経営へのフォローをして欲しい

(品物や補助金)。学校のチェック機構を教育委員会以外で設けて欲しい。 
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133  男性 ６０代 中央区 
今、スマホで記入してますがこの書式は使いづらい。文章の修正時に一番後ろに行けない。や

ってみて下さい。 

134  男性 ６０代 南区 

本村市長を中心に、党派を超えオール相模原として、SDGs の推進とシビックプライド向上に

向け、取り組んでいただきたい。行政の縦割り組織の弊害を取り払いためにも市議会が中心と

なり、横串を指しながら市民目線で活動してほしい。 

135  男性 ５０代 緑区 市民に目を向けた活動を望みます。 

136  男性 ６０代 中央区 

駅の周りに制服を着たおじさんが、「違法駐輪防止」や「路上喫煙禁止」のたすきをかけて回

っていますが、効果はあるのでしょうか？お金としては人件費が高いのでは。もう少し工夫が

いるのではないでしょうか。 

137  男性 ５０代 中央区 

淵野辺駅南口周辺の再開発計画は中断になった模様ですが、市役所側が多くの意見を取上げる

姿勢を打ち出し過ぎ、八方美人になり過ぎて、取りまとめが出来なくなったのではないかとの

印象を持ちます。多くの意見を取上げることは重要ですが、偏った少数意見に左右されるので

はなく、市として大きな方針を示して計画を遂行させることも重要だと思います。現在の駅周

辺のとりとめのない状態（駅前に鎮座する自転車置き場など）。老朽化した図書館、市民セン

ターなど、政令指定都市の施設とは思えません。 

138  男性 ２０代 中央区 スポーツの盛んな市にしてほしい。 

139  男性 ６０代 緑区 津久井広域道路を進めてほしい。 

140  女性 ４０代 南区 相模大野の伊勢丹がいなくなって心配です。活気ある街にしてください。 

141  女性 ３０代 緑区 リニアを予定通り進めて下さい。橋本をもっと活気ある街にして下さい。 

142  男性 ３０代 緑区 鳥屋のリニア車両基地を駅にして下さい。 

143  男性 
１０代 

以下 
緑区 中学校の給食をおいしくしてほしい 

144  男性 
１０代 

以下 
緑区 もっと部活がしたい 

145  男性 
１０代 

以下 
緑区 鳥屋にリニアの駅を作ってほしい 

146  男性 ３０代 緑区 鳥屋にリニアの車両基地ができるならそれを利用して鳥屋に駅を作ってほしい 

147  男性 ５０代 緑区 

自民党について速やかに政権交代すべきと考えます。今の自民党の度重なる不手際に与党の資

格はないと思います。再度野党に戻り姿勢を改める必要があると思います。それと原発を推進

するのは政治家以前に人として失格です。 

148  男性 ５０代 南区 
近年、自然災害が突然発生しており、災害対策が必要と考える。コロナが収まったら局長会と

意見交換をしましょう。 

149  男性 ４０代 中央区 

私は小学生の子どもを持つ親です。そして子どもたちは少年野球チームに装束しています。来

る 2021 年 4 月から市のスポーツ施設利用が全面有料化されることになりました。本村市長は

「子どもたちが元気、子育て世代が幸せな相模原市」と言っておきながら、一律の有料化はど

うなんでしょうか？少年野球チーム、少年サッカーチームの利用料金と大人の利用料金が同じ

というのはどうなんでしょうか？相模原市の少年野球チームは、多くは子ども会を中心とした

親御さんのボランティア監督、コーチで行っているものです。そのチームにより金額的に負担

するというのはおかしいと思います。この施設有料化でどれだけ財政が健全化されるのでしょ

うか？また、健全化の対応として優先順位が高いのでしょうか？もし優先順位が高く、健全化

にインパクトが強いとしても、成人チームと子どもチームの金額を同じにするは避けていただ

ければです。ご検討をお願いします。 
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150  女性 ４０代 南区 
上記要望補足・同じ神奈川県の他の自治体は使用できているのに、なぜ相模原は使用できない

のでしょうか？ 

151  男性 ７０代 南区 

子ども食堂への支援とか貧困家庭への学業支援とかを政治や法律での支援だけでなく、企業か

らの支援も得られるようになると良いと思います。狭い道も多いし、電柱電線を地下にするこ

となどもあったら良いと思います。老人問題ではマンション居住で歩いてゴミを出しに行けな

いなどという問題もあります。 

152  女性 ４０代 中央区 

やりたい気持ちが大きいのですが、言葉や形にしていくことが難しく、苦戦中です。このアン

ケートに参加出来て嬉しく思います。これからも、より良い街づくりにするよう、協力してい

きたいです。 

153  男性 ７０代 中央区 

以前町田市のアパートに済み 7 年前に相模原市に転居しましたが 税金 国民健康保険金は

高くなるし 公園の立木などは町田市は綺麗になってまして 東京と神奈川の違いに驚愕しま

した 

154  男性 ７０代 南区 増える老人よりも、減ってゆく若い世代の負担軽減、優遇を 

155  男性 ６０代 緑区 

緑区の小学校における学童通学区域の見直し検討をお願いします。旧城山町と二本松・相原地

区は旧境界に基づく遠方通学をしている学童がいます。例えば、旧城山町原宿南地区の学童

は、川尻小学校に通っていますが、より近い二本松小学校に通学先を変更可能にすると、選択

肢が広がり市民ﾌｱ―ストになると思います。交通事故リスクや親の負担の減少のために通学先

を柔軟に選べることも含めて検討をお願いします。 

156  男性 ６０代 緑区 
相模原の方向性や重点政策、将来像が従来考えられてきた他の都市と代わり映えがしないよう

に感じられる。個性ある、魅力ある街として自民党議員に期待しています。 

157  男性 ２０代 緑区 リニアの車両基地ができる鳥屋に駅を作ってほしい 

158  男性 
１０代 

以下 
緑区 もっと部活の時間を多くしてほしい 

159  男性 ４０代 緑区 リニアの駅を鳥屋に作っていただきたい 

160  男性 ４０代 緑区 リニアモーターカーの車両基地ができる鳥屋に駅をつくっていただきたい 

161  男性 ３０代 緑区 協同病院の跡地を有効に使い、橋本が活性化してほしい。 

162  男性 ４０代 緑区 さまざまなスポーツの盛んな市にお願いします。 

163  女性 ２０代 緑区 自転車ロードレースの盛んな市にして下さい。 

164  男性 ３０代 緑区 ツアーオブジャパンを続けてほしい。スポーツの盛んなまちにしてほしい。 

165  女性 ３０代 緑区 橋本駅前の車の停める場所を増やして下さい。 

166  女性 ３０代 緑区 スポーツの盛んな市にして下さい。 

167  男性 ２０代 緑区 オリンピックを盛り上げて下さい。 

168  男性 ３０代 緑区 橋本の南北をつなげてほしい。 

169  男性 ３０代 中央区 津久井に予算を回して下さい。 

170  女性 ４０代 緑区 コロナ対策をもっと考えてほしい 

171  男性 ４０代 緑区 文化芸者の広場を、もっと市民に知ってほしいです。 

172  男性 ３０代 緑区 リニア駅となる橋本の街が活性化することを望みます。 

173  女性 ５０代 緑区 旧津久井地区の交通網の整備を望みます 

174  女性 ５０代 緑区 

鳥屋に出来るリニアの車庫に通じる鉄道が出来ると良いと思います。住民が使用出来ると便利

ですし、観光客も使える様にし、そこからシャトルバスで宮ヶ瀬ダムまで行かれると便利にな

るのではないか、また、観光バス用の駐車場があると良いと思います 
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175  男性 ４０代 緑区 
未来を作るために子どもの教育や成長を支援するような制度がない。相模原から多くの有名な

スポーツ選手、有名な先生、芸能人などの市を誇れるような人材育成が出来ない。 

176  男性 ４０代 緑区 津久井地区の小規模な河川の氾濫・崖崩れ等の護岸工事などの安全対策をお願いします 

177  女性 ５０代 市外 
他市に嫁いだ者です。バス旅行で宮ヶ瀬ダムに行きましたが、道路の整備が行き届いていない

と感じました。ご検討願います 

178  男性 ４０代 緑区 
本村市長がやろうとしているヘイトスピーチ法案に断固反対！！それに反対しない議員の落選

運動は粛々とやらせてもらいます。 

179  女性 ３０代 中央区 

県境に住んでいるので小児医療証を町田市でも使えるようにしてほしい。かかりつけの病院で

例外的に使えていたのに 4 月からは使えなくなる。後から申請すれば還付されるとのことだけ

ど、子育てしながら申請するのは面倒。保険証は全国どこでも使えるのに小児医療証は県内で

しか使えないのはどうかと思う。せめて相模原市に隣接してる都や県、市で使えるようにして

ほしいです。また、子育て支援センターがコロナ禍でイベント等やクラスがなくなっていて、

午前中開所しているようだが、イベント等が無いとなかなか行きづらい。何組か限定の予約制

でもいいのでやって頂けたら嬉しいです。もっと子育てしやすい環境をお願いします。 

180  女性 ３０代 中央区 

県境に住んでいるので小児医療証を町田市でも使えるようにしてほしい。かかりつけの病院で

例外的に使えていたのに 4 月からは使えなくなる。後から申請すれば還付されるとのことだけ

ど、子育てしながら申請するのは面倒。保険証は全国どこでも使えるのに小児医療証は県内で

しか使えないのはどうかと思う。せめて相模原市に隣接してる都や県、市で使えるようにして

ほしいです。また、子育て支援センターがコロナ禍でイベント等やクラスがなくなっていて、

午前中開所しているようだが、イベント等が無いとなかなか行きづらい。何組か限定の予約制

でもいいのでやって頂けたら嬉しいです。もっと子育てしやすい環境をお願いします。 

181  男性 ４０代 南区 前議長のパワハラ問題はどのようにかんがえているのか？ 

182  女性 ４０代 中央区 
議会での様々な決断の際に、会派がまとまって賛成反対を決めているように見えます。市民の

声が反映されにくい議会になっているのではないかと心配になります。 

183  男性 ５０代 中央区 

せっかくの政令指定都市なのだから、相模原はこれが目玉というのを全国に知らしめる活動を

して価値のある市、子どもたちが相模原で言ったらコレ??といえるシンボル的な全国の人に言

えるものが欲しい、なんでも縮小でなく続けることにより伝統が重要だとおもわれます。 

184  男性 ７０代 中央区 
FC 相模原のスポンサーに DeNA が加わったことは千載一遇のチャンス。館盛市政を思い起こ

しスタジアムの建設に取り組んでほしい 

185  不明 ５０代 緑区 
市民のために尽力いただきありがとうございます。今、真に必要な事業に人員と予算が与えら

れ、人員が減となる課の事業は減となるよう良く考えてください。 

186  女性 ４０代 南区 

現代医療もまだまだ対症療法ですが、神奈川県は未病への取り組みもされていたはず。相模原

も免疫力アップにつながる取り組み、すぐに病院に連れて行く親が多すぎるので、子どもの免

疫獲得の妨げにも医療費の増加にも繋がっている。高齢者だけでなく予防を考慮した健康づく

りに力を入れていくとよい。 

187  女性 ５０代 南区 
ワクチン接種と PCR 検査についてより多くの市民が活用しやすいデザインをぜひよろしくお

願いいたします。 

188  男性 ５０代 南区 
菅総理は必死に頑張っている。市議は市民との最前線の触れ合いが出来る最高の議員。しっか

り国政へフィールドバックしてもらいたい。 

189  女性 ５０代 中央区 
市役所通りの道がひどくガタガタなので、もう何年も前から直してほしいと要望をしています

が改善されません。 
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190  女性 ５０代 中央区 
戦車のアピール、平和の訴えに相模原らしいアピールになるとおもいます。戦車で町おこしし

てほしい。 

191  男性 ７０代 中央区 

自民党相模原市議団一丸となって、『医療少年院跡地利用』について、街づくり会議や住民の

声を吸い上げて、より良い街づくりの為にご尽力をお願い致します。市は現状が国有地の為、

なすすべが少なく、動きが鈍い様に思われます。私は、『医療少年院跡地』一帯は、桜並木、

小学校、中学校、スポーツ広場と繋がる『文教・公園』地域として貴重な区域と成っていま

す。その様な区域にもしも鉄格子の有る様な施設が新たに建設されたら、子どもたちを含む地

域住民に場違いの様そうを呈してしまうと思われ、国の土地に国が勝手に施設を作るから、手

も足も出せず只見ていろ！という状態を自民党市議団のお力で改善の方向にもっていける様、

国や市に対して活動して頂ける事を切に願っております。出来れば、国有地の買い取り・借り

上げなどで、新しい少年院を作らせず、市民全体や地域住民が利用できる防災施設や文化・文

教施設、公園など地域に溶け込んだ区域に成る事を望んでいます。建物を壊して更地になる今

の時期が最後のチャンスと思います。是非宜しくお願い致します。 

192  女性 ７０代 南区 

私は、「潤いと活力に満ち 笑顔と希望があふれるまち」について、次代を担う子どもたちが

健康で健やかに成長するまち、若者が意欲をもって健やかに働くまち、老人が自己効力感をも

って健やかに活動できるまちではないかと考えます。ここにはどの世代においても「健康が基

盤」となると思われます。しかし、文明の発展した便利な世の中は、様々な健康への悪影響を

及ぼしています。 例えば、成長発達や健康に欠かせない運動面では、自家用車や交通機関の

発達した現代では、子どもの歩数は 2 万歩から 1 万 2～3 千歩に減少しているといわれます。

コロナ禍ではもっと少ないでしょう。ゲーム機は子どもの運動量を激減させただけでなく、近

業による眼球の発育発達(眼軸の肥大)にも影響し将来的な失明の危機を孕んでいます。 睡眠

の面では、人工的な光による睡眠リズムの変調による眠れない子ども(20％)や眠らない子ども

(夜中の 2 時・3 時にパジャマ姿で電池を買いに来る子ども)を増やしています。食の面では、

ジャンクフードの氾濫が栄養の片よりだけでなく子どもの便秘・腹痛を多発させてもいます。 

人々が健やかに明るく生きていくためには、なんといっても健康が基盤となります。次の次代

を担う子どもたちの健やかな成長を担う育児や養育のためには、知識が必要な時代になってい

ると思われます。電気機器の発達していなかった時代には、親が睡眠リズムについて知らなく

ても、暗くなれば寝て睡眠リズムが自然についたものです。現代社会は、子どもの睡眠リズム

を付けるには親の知識と行動力が必要不可欠な時代になっていると思われます。健康の基本に

おける運動や食や排泄についても同様のことが言えると思われます。 次代を担う子ども達の

育成において、文明の発展による光と影を検討した、悪影響を最小にする教育プログラムの構

築を、ぜひとも検討していただきたいと願っています。 

193  男性 ５０代 中央区 
行政に不備やミスがあった場合の罰則も、それで被害にあった人の保障も無し、民間の商売な

らば、と考えるべき。 

194  女性 ２０代 市外 日本人だけを規制するヘイトスピーチ法案に反対します。これは完全に日本人差別法案です。 

195  男性 ５０代 中央区 
相模原市の道路の裏の方の駐車違反の取り締まりが厳しすぎる。自分の家の前に停めてて切ら

れたというのもあります。 自転車専用の車線も逆走しないようにと発信した方がいい。  

196  女性 ４０代 中央区 
相模原駅前の米軍基地の跡地の活用方法によっては活性化が期待できると思いますので、頑張

ってください。 

197  男性 ７０代 中央区 
バス路線について、はけの原車庫から相模大野まで相模原駅を経由しない 16 号線での直通バ

スがあると沿線住民は有難いと思います。 

198  男性 ６０代 市外 コロナの対策がないです。喫煙促進を認可してる市長。 

199  男性 ７０代 中央区 このアンケートシステムは、最悪。 文字の入力方法が悪いし、面倒 



- 76 - 

 

No 性別 年代 区 内容 

200  女性 ６０代 緑区 

地域にある児童館の事について 私の地域には児童館があります。児童館は、13:00 開所で

すが 13:00～15:00 までの２時間は、支援員が一人で勤務しています。一人勤務の時間帯

は、防犯、防災というてんで安全に対応ができるのでしょうか。小学生の下校に合わせての勤

務だとは思いますが、小学生の来る前の時間に未就学児と保護者が遊びに来ます。13:00 か

ら支援員 2 人勤務ということはできないのでしょうか。 

201  女性 ６０代 中央区 

当市で進めております､「相模原市人権尊重のまちづくり条例(案)」について､お尋ね致しま

す。市長の過去のご発言で「川崎市に引けを取らない条例を作る」と言う事で有りましたが､

制定後の川崎市は現在､御周知の通り､川崎駅前など制定後の現状は治安の悪い状況と見受けら

れます。また､これに反発した住民の方々が他県に納税されて市税の流出が続き減収になって

いると伺っております。川崎市を参考にするとの事ですが､参考に出来るのかを検証しての制

定決断で有るのかを伺いたい。また、川崎市の条例では「本邦外出身者、その地域にルーツを

持つ外国人」のみを対象とした内容となっております。条例として制定されるので有れば､本

邦外出身者・本邦出身者の区別無く､住民すべてを対象とした差別言動の規制とする事が平等､

公平な相模原市の条例で有って欲しいと希望致します。 

202  男性 ３０代 緑区 

日々の業務、お疲れ様です。相模原をもっと良い街にしたいので、無知ながら思いつく事を書

かせて頂きました。場違いな回答があるかもすれませんが、少しでもお役にたてれば幸いで

す。 

203  男性 ５０代 緑区 

日本人に対する不公平となるヘイトスピーチ条例を制定することに反対です。相模原市を川崎

市みたいにしないでください。市に質問してもはっきり答えてくれません。審議中で不公平に

なっても審議の結果を受け入れろと言うことでしょうか。 

204  男性 ５０代 中央区 SNS でのアカウント乗っ取りに処罰を 

205  男性 ７０代 南区 

最近、相模原市の行政側が、『相模原市人権尊重のまちづくり条例（案）』を検討していると

いうことを聴きました。人権尊重！まことに結構ですが、川崎市のように日本人の言論のみが

一部外国人にヘイト認定され、声のおおきな一部外国人の日本人へのヘイトにはおとがめな

し！罰金もなし！では、日本人はたまったものではありません。ぜひ、検討されるなら、日本

人にも、一部外国人にもどちらにも公平な条例にしていただきたくおもいます。 

206  男性 ３０代 市外 
日本人だけに対するヘイトスピーチ条例の制定を反対します。平等な条例の制定をお願いしま

す 

207  男性 ４０代 緑区 在日朝鮮人たちに忖度せず、ヘイトスピーチ条例を廃止すべき。 

208  女性 ５０代 市外 
ヘイトスピーチ条例について外国人にも日本人にも全ての人に公平、公正な条例をお願いしま

す。 

209  女性 ５０代 南区 
川崎モデルの差別禁止条例について審議されているようですが、日本人だけ罰則付きではなく

「全ての人が平等に守られる条例」としてご審議くださいますようお願いいたします。 

210  男性 ４０代 中央区 ヘイトスピーチ条例の廃止を希望します。 

211  女性 ５０代 中央区 

ヘイトスピーチ条例制定しないでください。制定するのであれば、日本人も外国人も公平なも

のを希望します。日本人だけ罰則、氏名公表は日本差別ではないでしょうか。私たちの税金を

使い、なぜ私たちだけが罰則対象何でしょうか？ 

212  男性 ４０代 中央区 レスリング指導してるんですが、相模原で大会などやりたいと思っています。 

213  男性 ４０代 市外 

「相模原市人権尊重のまちづくり条例(案)」に関して､外国人と日本人を区別しないで下さ

い。公平､平等な条例を希望しております。全国の地域への模範と事例になるようご配慮頂き

たいです。       

214  男性 ５０代 市外 ヘイトスピーチ条例反対 



- 77 - 

 

No 性別 年代 区 内容 

215  男性 ５０代 市外 
川崎市とは違って日本人も外国人も争いなく暮らせる街にして欲しいです！その為には川崎市

モデルでなく、日本人も外国人も公平に守られる条例の制定をお願い致します！ 

216  女性 ４０代 南区 ヘイトスピーチ条例はいらない 

217  女性 ４０代 南区 ヘイトスピーチ条例はいらない 

218  女性 ３０代 市外 
川崎市民はこのような事になり、日本中から笑い者、バカにされ本当に辛くてしかたない。相

模原市民に同じ事をするのか 

219  男性 ５０代 市外 

【ヘイトスピーチ禁止条例に関する件】日頃のご公務お疲れ様です。  さて、この度は現在相

模原市で導入が検討されているヘイトスピーチ禁止条例につき、ご意見申し上げます。  同条

例は処罰対象が日本人だけと言う極めて不平等な内容であり、条例としては問題があると考え

ます。よってできれば廃案、または不平等の元となっている処罰対象の修正(外国人も対象に

する)をお願い申し上げます。  特に外国人対外国人のヘイトスピーチ事案が発生した場合、

処罰されないとなると、勢いエスカレートして、最悪の場合、傷害事件性や殺人事件に発展す

る恐れ大だと思います。(特に宗教が絡む場合) やはりヘイトスピーチを禁止するならいわゆ

る"any to any"でないと、本条例の本来の立法趣旨に反する結果をもたらす危険が大きいかと

思います。  ではよろしくご検討のほど、またくれぐれも拙速な判断をなさらないよう重ねて

お願いいたします。         

220  女性 ４０代 市外 
「相模原市人権尊重のまちづくり条例(案)」に関して､外国人と日本人を区別しないで下さ

い。公平､平等な条例を希望しております。 

221  男性 
８０代 

以上 
中央区 

現在、峰山霊園の墓所を所有していますが跡継がいないので将来、将来管理料、が払えないの

で購入したいのです。ご検討よろしくお願いします。 

222  男性 ２０代 緑区 体育館やグラウンドが決まった団体ばかり使っているのでどうにかして欲しい。 

223  女性 ４０代 南区 

パブコメなど声の届け方あるかと思うのですが、リアルタイムで当事者の声を吸い上げる市政

というのはどうしたらできるのでしょう？子どもたちにできること、教育に関しては保護者が

一番関心があると思いますが教育委員会や学校から意見を求められることもなく、起きた現状

に対応していくだけでは追いつかない現状がたくさん起きています。不登校について、化学物

質過敏症、アレルギー、貧困の問題などもはや少数派ではなく、いつ誰に起こってもおかしく

ない事、どうして起こるのか社会全体でもっと支援できる知識を持つ必要があると思います。

それには当事者にしか分からない、何を求めているのか机上で相談するのでなく多くの意見を

聞いてほしいと思います。ママとして、どう声を上げていいか分からず SNS 発信を頼りに情

報を探し同志を見つけますが、全国に渡る話でなくまず相模原で、自分の地区で何が起こって

いるか知り（個人情報に触れない範囲で）、地域全体で関わっていく顔の見える範囲でのたす

けあいが重要と考えます。高齢者問題もそうですね、動ける世帯が助けたくても困っている方

をまず把握ができません。本当に個人情報を誰がどこまで気にされてるのか、現状どう捉えて

るのか、近所の助け合いは不要と思っているのかなど生の声を聞いた上で自治体運営など今の

時代に合ったシステムへの変換も求めたい。 

224  女性 ３０代 南区 インディーズバンドなど、一般参加できるイベントを相模原市の企画でやってほしい 

225  男性 ６０代 中央区 市が公募したインディーズミュージシャンを厳選して、バンドイベントを開催してほしい 

226  男性 ４０代 緑区 橋本のリニア駅の周辺を発展させて欲しい。 

227  男性 ７０代 緑区 津久井の観光を盛んにして下さい。 

228  女性 ５０代 緑区 橋本駅の駅前広場の駐車場を拡大して下さい。 

229  女性 ５０代 市外 
「相模原市人権尊重のまちづくり条例(案)」に関して､外国人と日本人を区別しないで下さ

い。公平､平等な条例を希望しております。 
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230  男性 ４０代 市外 

相模原市人権尊重のまちづくり条例(案)ですが、外国人だけの差別に罰則を設けた川崎市は現

在混乱を極めています。条例を悪用しヘイトパトロールと言って日本人の監視を行う外国人グ

ループと扇動をする日本人左翼。それに反対する日本人。おそらく川崎市は外国人グループや

左翼の圧力が面倒くさいからと条例を制定した部分があると思います。その結果果てしなく面

倒くさい状況に陥っており後悔している議員も多いでしょうし、なにより川崎市民が幸せにな

っていません。仮に相模原市で同様の条例を制定すれば似たような状況になるのは想像に難く

ありません。市民が安心して暮らせる平等・公平な条例をお願いします。又その際に平等・公

平の部分を付帯決議に書くことで誤魔化したり、外国人への差別にだけ別枠で罰金を設けるよ

うな内容にならぬよう、重ねてお願いします。 

231  女性 ５０代 南区 
ひばり放送ですが、何を言ってるのかさっぱり分かりません。スピーカーのせいなのか声のト

ーンなのか…分かり易い放送を望みます。 

232  女性 ５０代 市外 
「相模原市人権尊重のまちづくり条例(案)」に関して､外国人と日本人を区別しないで下さ

い。公平､平等な条例を希望しております。 

233  男性 ４０代 市外 
日本人を差別する条例の制定はやめて下さい。市街の人間ですが橋本は生活圏です。もし可決

さような事があれば、相模原にはできる限り立ち入らないようにします。 

234  男性 ３０代 南区 

「相模原市人権尊重のまちづくり条例(案)」に関して､外国人と日本人を区別していることが

大問題。日本国内において日本人が差別される事は許されない。公平､平等な条例を希望して

おります。 

235  男性 ５０代 市外 偏った条例を作らないようにして下さい。 

236  女性 ４０代 南区 ヘイトスピーチ条例はいらない 

237  女性 ５０代 中央区 
行政関係のお便りが月に何通も来ますが、郵送費がもったいないです。人の手もかかっている

と思います。もうメール等で良い時代ではないですか？ 

238  女性 ４０代 市外 

ヘイトスピーチ条例には断固反対です！平等でなければいけません。一方の言い分のみを鵜呑

みにして偏った条例を通すと国民全体の反発を必ず買うことになると思います。火に油を注ぐ

結果になることを危惧しております。ここは日本です。少なくとも日本人だけが制約されるよ

うな常例はあってはならないのは当然だと思うので。世界的見ても自国民を尊重しない国はあ

りません。断固反対！。。 
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市民アンケート実施に対する考察 

 

★ まとめ  

 日頃、私たち市議会議員は様々な活動の中で市民の皆さんからの声を多数耳にし、本市の状況や市民の皆さんの

生活の実際の状況を詳細に把握し、委員会や本会議での質問等により問題の解決や市政の発展、福祉の向上につな

げている。 

 

 しかし、現在は新型コロナウイルスの蔓延により、市民の皆さんとの接触を極力避けることを配慮しながら議会

活動、議員活動を行っている。今回実施した市民アンケートの取組は、こうしたコロナ禍の状況下で、市民の皆さ

んの声を聞く貴重な機会となったものと考えている。 

 

 市民の皆さんからの意見は多岐にわたり、日頃の思いから市の将来へのビジョンに渡るものなど、今後の議会活

動に大いに役立つものと感じられた。既に令和３年３月定例会議においては、各委員会での質問や一般質問、予算

討論等において、直接的または間接的に、今回の回答を元にした発言を行っている。 

 

 今後については、より市議会が身近なものとなり、いつでも市民の皆さんが声を届けられる存在であり続けられ

るよう、その有効なツールの一つとして、この市民アンケートを活用したい。 

 

★ 個別項目について  

１．新型コロナウイルス感染症対策について 

 ワクチン接種について、実際の生活の状況を踏まえた、様々な声をいただいた。 

 自粛だけでなく、より効果的な蔓延防止策を求める意見があった。 

 飲食店だけでなく、市内産業全般にわたる経済的苦境の実態と支援策を求める意見があった。 

 自粛が続く中、子どもたちへの影響を心配する声や、市民活動が出来ない状況とその影響を心配する声があ

った。 

 

２．『相模原市行財政構造改革プラン（案）』について 

 事業縮小に反対の意見（特に銀河アリーナ関連）が多かった。 

 税金の無駄遣いとする「箱もの行政」への批判もあった。 

 市民に対する情報提供を求める意見があった。 
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３．市政全般について 

 津久井地域の観光資源の活用など政策的な提言を多数いただいた。 

 グラウンド等こども施設の有料化反対や「人権尊重のまちづくり条例（仮）」への危惧等、施策の賛否に対す

る率直な意見も多数いただいた。 

 個々の具体的な提案や生活に直結する意見など多岐にわたる回答が多数あり、今後の議会活動に活かして行

く。 

 

４．相模原市議会について 

 （パワハラ等の報道を受け）議会倫理に関する厳しい意見があった。 

 市議会からの情報提供、活動報告を求める意見があった。 

 市議会へ期待する意見があった一方、議員を知らない、開催日時や内容を知らない等の意見もあった。 

 報酬削減、定数削減等の意見があった。 

 議会への関心を持ったという意見もあり、アンケートの間接的な影響と感じられた。 

 

５．その他 

 「その他」の項目を設置することで、回答者がより記述しやすく、より広範な回答内容を期待することがで

きるが、今回は他の質問項目が総合的なものであったため、重ねての回答が多かった。 

 

★ 次回への反省点等  

 【回答方法・回答用紙について】FAX 回答や郵送での回答も多数いただき、記入欄を超えての書き込みも多

くあったことから、紙ベースのアンケート回答をなくすことはできないと感じられた。また、より回答しや

すい回答用紙についても検討が必要と感じられた。 

 

 【広報について】新聞購読者が減少していることから、今回は、新聞折込によるアンケート用紙の配布とタ

ウン誌を含めた広報に加え、ＳＮＳ等の活用によるＷｅｂでの展開を行った。しかし、市民アンケート実施

を知らない市民も多く、一人でも多くの市民の声を聞くための取組として、どの様な方法があるか今後も検

討が必要と感じられた。 

 

 【アンケート内容と実施方法について】今回は、現在課題となっている新型コロナウイルス感染症対策と「相

模原市行財政構造改革プラン（案）」についての項目を設け、市政全般、市議会全般に対する総合的な内容に

ついてアンケートを行ったが、より細かいテーマに絞ったり、地域を限定したり、様々な内容と方法を用い

てより効果的に実施できるよう検討したい。 

以上 


