ま だ ま だ つ な がる

市 制 施 行６０周 年

みんなの
想い
未来に
つなげよう

市マスコットキャラクター

「さがみん」

「 広 げ よ う！」
未来へつなげたい、さがみはらの魅力
Chapter 4
Expand!
The attractions of Sagamihara we wish to pass on to future
generations

未来へつなげたい、
さがみはらの魅力
In Sagamihara, families, schools, communities and the city work as one to
support the healthy development of children—the next generation—and
to establish an environment that supports childrearing.

第4部
“扩展！”
面向未来相模原的魅力

相模原市的家庭、学校、地区、市政府等团结一心，
为了担负下一代重担的孩子们的健康成长，扎实推进有关支持对策，
积极促进扩展支援育儿的环境整备等措施。

まだまだつながる
市制施行60周年記念

116

117

相模原市はリニア中央新幹線の神奈川県駅開設、圏央道の整備など、
広域的な交通網の整備に取り組み、大きな発展の可能性に満ちています（市長）

ひら

コラボで拓く、
健やかで心豊かに
暮らせる都市、
さがみはら

相模原インター

チェンジ付近のまちづくりは、どうなるのですか？（小学生）
企業を誘致することで雇用が増え、市の産業が活性化します（市長）
相模線の本数を増やしてほしい（小学生）

水泳やスキー、

これから

スケートなどスポーツのできる施設をもっと増やして（ジュニア・市政モニター）

のまちづくりの主役は、皆さんです（市長）
相模原市では市民参加に
よるまちづくりを推進。
市長と小学生の意見交換
会なども重ねています。
また、ジュニア・市政モ
ニターのアンケートも実
施しています。

2014.2 . 5

加山市長

夢の丘小学校6年生

〜「 未 来 の さ が み はら」について〜
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☺

大人になっても住み続けたいまちです
（ジュニア・市政モニター）
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見えた
ぁ
！
年に
一度の
金
環
日食
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コラボで拓く、
健やかで心豊かに
暮らせる都市、
さがみはら

宇宙を通して「子どもたちの成長を育む都市」を掲げる相模原市。
この日のために市内の全小学校で金環日食観察会を計画。
金環日食のメカニズムや正しい観察方法を子どもたちに教えるため、
JAXAの協力の下、教職員研修や4万枚のスコープ作りを行い、当日へ。
厚い雲に観察を諦めかけたとき、雲の切れ間から金環が現れ、
子どもたちの歓声が上がりました。
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みんなで
を
金環日食
︑
見たこと
︒
忘れない

市 内 の 全 小 学 校 7 2 校 4 万人で
金環日食を観察

金環日食 ×JAXA× 小学生

2 0 1 2 .5 . 2 1

JAXA

登校時間
を︑
１時間
繰り上げ
た
学校も︒

教育

ひら
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行政
教育

縦︑横︑斜め︑いろいろな連携で︑
暮らしたい︑訪れたいまち︑さがみはらへ︒

相模
原
は
然
が
施設
多
く︑
も
た
くさ
ん
住み
あ
って
や
す
い︒

もっと
遊べる
ところが
増えると
うれしいな︒

いろんな
ところで︑
みんなと
楽しく
過ごしたい︒

もっと
然
を
増やして
︑
空気を
きれいに
︒

コラボでつながる︑広がる︑
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ひら

観光

コラボで拓く、
健やかで心豊かに
暮らせる都市、
さがみはら

笑顔の輪。

ひら

コラボで拓く、
健やかで心豊かに
暮らせる都市、
さがみはら

人
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☺
☺
☺

その輝く瞳に託す︑さがみはらの明日︒

笑顔
×
笑顔
×
笑顔

人

そして未来へ、夢はつづく…。
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がる〜
〜未来へつな
ＡＲＡ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
ＳＡＧＡ

60 年の歴史に多くを学ぶ

相模原市長インタビュー

Interview

まだまだつ

な がる

し、国内有数の内陸工業都市として発展し

お聞かせください。

てきました。今、企業誘致はまちづくりの

1983（昭和58）年には商業振興ビジョ

重要な柱として、各自治体で積極的に行わ

ンを策定し、橋本、相模原、相模大野の3

市長

周年
市 制 施 行６０

〜未来へつながる〜
ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ

市制施行60周年を迎えての率直な思いを

れていますが、相模原はその先駆けだった

つの商業地を拠点として開発。多極連携型

と迎えることができ、大変うれしく思います。

といえると思います。このときの取り組みが、

のまちづくりを進めるなど、商業の活性化、

同時に、今日の豊かな市民生活への道筋を

今の発展を支える基礎になっているのは間

利便性の高い快適な市民生活の実現をめ

つけていただいた、先人の英知、苦労、不

違いありません。

ざしてきました。

相模原市の60周年を市民の皆さま

断の努力を、決して忘れてはならない、そ
んな思いも新たにしています。
がる〜
〜未来へつな
ＡＲＡ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
ＳＡＧＡ

展の大きな理由です。

ものづくりの基本は、やはり企業の技術

しかし、急激な人口増加はいくつかの問

力、開発力によるところが大きいと思いま

題も生みました。快適で安全・安心な暮ら
しを考える上で、小学校や中学校といった

相 模 原 市が 市 制を施 行したのは1954

す。日本の経済を支えてきた中小企業には、

（昭 和29）年11月のことです。2010（平

優れた技術力、能力を持ったところが多く、

教育施設の充実、あるいは下水道の普及

成22）年には、戦後に誕生した市としては

また、常に発展を志向するパワーもありま

などは欠かせません。これらの整備が間に

初めて政令指定都市に移行。市制施行当

す。こうした企業の思いと相模原のまちづ

合わない、という時期もあったのです。さ

時約8 万人だった人口は、今では72 万人

くりの方向性が重なったということでしょう。

まざまな問題を乗り越え、課題を解決しな

1959（昭和34）年には、橋本近郊に市

がら、相模原市は一歩一歩成長してきまし

内最初の工業団地「大山工業団地」が誕生

た。それを支えた最大の力は、やはり市民

たが、その中心にあったのは
〝ものづくり〟

します。
〝ものづくりのまち〟
という相模原の

の皆さまのご理解とご協力だったと思いま

だと思います。その日本の歩みに、まさしく

まちづくりの方向性を確かなものにする大き

す。60年の歴史を振り返るとき、私は市民

足並を揃えるように発展してきたまち、それ

な出来事でした。

を超えるまでに成長しました。
戦後、日本は著しい経済成長を遂げまし

が相模原ではないでしょうか。

また、企業集積による人口の流入に加え、

市制施行の翌年、1955（昭和30）年に

その立地の良さから、東京都内で働く人た

は工場誘致条例を制定。多くの工場を誘致

ちのベッドタウンとして注目されたことも発

一人一人への深い感謝の念を抱かずにはい
られません。

先人の英知とたゆまぬ努力により着実な発展を続けて
き た 相 模 原 市。2014（平 成 26）年 11 月 20日、市 制
施行60周年を迎え、これまでのまちづくりを振り返
り、明るく希望にあふれる未来に向かう相模原市への
加山市長の思いを 牽引力、創造力、潜在力 の３つを
キーワードにお伝えします。
Interview with the mayor
Sagamihara Mayor Toshio Kayama
Sagamihara was incorporated as a city in 1954, and recently celebrated its sixtieth
anniversary.
I’
m very pleased to be able to celebrate this commemorative year with our residents. At the
same time, I look back at the development of a city made possible through the wisdom and
persistent efforts of our forefathers. With the help of all our residents, I will do my utmost to
build a bright and hopeful future for our hometown, Sagamihara.
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※市长采访（Toshio Kayama, Mayor, City of Sagamihara）
相模原市于 1954 年施行市制度，迎来了 60 周年的纪念之年。
我很高兴与广大市民一起迎来这个值得纪念的年头，同时，回顾先人的英知与
不懈努力所实现的街区建设的扎实发展，与广大市民一道，为了故乡相模原充
满光明希望的未来，我们将竭尽全力，努力工作。
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牽引力― 広域交流拠点都 市へ

や医療、教育など、誰もが「住みたい、住
み続けたい」と思えるような、市民生活に

相模原市は、未来へのまちづくりに

ルとして、リニア中央新幹線駅の立地にふ

直結した施策を着実に進めなければなりま

向けたさまざまなプロジェクトが同時に進行、

さわしいところです。本市の周辺都市と共

せん。文化やスポーツの振興も、市民生活

または始まろうとしています。

に発展していけるよう大きな契機にしたい

を豊かにし、生き生きとした地域社会をつく

それぞれのプロジェクトについて具体的

と思っています。

る上で欠かせません。これらの実現のため

に教えてください。

しょう

在日米陸軍相模総合補給廠の一部返還
に伴う事業計画も進んでいます。

市長 これまでの60年は、
「相模原市をよ

今年９月相模総合補給廠の一部、約 17

くしたい」という視点でさまざまな施策に懸

ヘクタールが国へ返還されました。これは

命に取り組んできました。もちろん、今後

1981（昭和 56）年の米陸軍医療センター

もその気持ちは変わりません。

にも、しっかりとした財政基盤を構築しなけ
ればなりません。そのためには、大規模プ
ロジェクトの推進と連動して取り組んでいく
必要があります。

の全面返還以来となる大規模返還で、米軍

相模原市には、
「相模原ルール」という仕

しかし、これからの時代は、産業も、観

基地返還促進等市民協議会などの長年に

組みがあります。これは、いわゆる 病院

光も、人の交流も、安全・安心な暮らしも、

わたる取り組みや防衛省をはじめとする多く

のたらい回し を防ぐもので、医療機関に

一つの地域・一つの都市だけで考えていく

の関係者のご尽力が実を結んだものです。

４回受け入れ照会をしても、または現場到

ことはできません。あらゆる面で、他地域・
都市との連携が求められていると思います。

着して30 分以上経過しても受け入れ先が
相模総合補給廠は、
ＪＲ相模原駅前の、人

決まらない場合、北里大学病院で受け入れ

現在進行している、まちづくり構想に関わ

口が密集する市街地にあり、市中心部に残

る大きなプロジェクトの実現は、首都圏に

された貴重な財産です。今年６月に策定し

相模原市は他都市と比べて充実した医療

ていただく、というものです。

おける相模原の役割を大きく変えることに

た「市広域交流拠点基本計画」に基づき、

体制が確保されていると自負しています。

なるでしょう。首都圏、そして日本を牽引

公共的な機能や業務機能の集積を図るほ

医師会や病院協会をはじめ、関係団体の協

していけるような「広 域 交 流 拠 点 都 市」、

か、コンベンション機能、新産業の支援機

力を得て、休日、夜間の救急医療体制を

それが、相模原のめざすまちづくりだと思

能、スポーツ、アートなどの文化交流機能

確保しています。医師不足、超高齢社会へ

います。

の集積など、立地の優位性を生かしたまち

の課題解決に向け、総合的な診療能力を

今年６月の、圏央道の市内区間の全線

づくりを進めたいと思います。また、このエ

有し、在宅医療も担うことができる医師「総

いじめや不登校、非行の低年齢化など、

これにより、神奈川県民の貴重な水がめで

らせるまちづくりを、これからも推進してい

開通に伴い、市内２カ所のインターチェンジ

リアを基幹的広域防災拠点（※）の整備箇

合診療医」の育成も重要です。2013（平成

子どもを取り巻く環境が複雑化する中で、

ある津久井湖や相模湖をはじめ、県内最高

きたいと思います。

（以下ＩＣ）周辺に４つの新たな産業拠点（麻

所（候補地）として国に要望しているところ

25）年から、北里大学医学部で総合診療

学校での組織的な対応力の強化や児童一

峰の蛭ケ岳、相模川や道志川など、澄んだ

溝台・新磯野地区、川尻大島界地区、金原・

です。さらに、相模総合補給廠の一部返還

医育成・確保に向けた修学資金の貸付制

人一人の教育ニーズに対応するために、今

空気と豊かな自然に恵まれた都市となりまし

向けた新たな出発と位置付けて、
「住みた

串川地区、当麻地区）を整備しています。

による、小田急多摩線の延伸への期待もさ

度を創設したほか、連動した仕組みとして

年度から児童支援専任教諭を配置し、段階

た。週末には、サイクリングやハイキング、

い、住み続けたい相模原市」であり続ける

すでに大型の物流施設も完成し、ものづく

らに高まりました。リニア中央新幹線開業を

寄附講座を開設していただきました。市民

的に増やす考えです。中学校では、一部の

キャンプやバーベキューなど、市内外から、

ために、市民の皆さまと共にこれからも走

りのまち相模原の産業集積都市としての可

見据え、2027（平成39）年までに、町田市

がいつも元気で、安心して幸せに暮らせる

学校で１学級35人以下の少人数学級を試

訪れる多くの人でにぎわいを見せています。

り続けていきたいと思います。

能性を高めることになりました。また、圏央

１駅、相模原市２駅の「３駅整備」を前提に

「医療先進都市」。それが相模原の大きな

道は交通分散による渋滞緩和、災害時の緊

小田急多摩線延伸の実現をめざしています。

急輸送道路などの役割も期待されています。
2027（平成39）年には、東京と大阪間
を約１時間で結ぶ新たな大動脈、リニア中
央新幹線のうち、東京〜名古屋間の整備
が予定されています。その駅が、橋本駅付

創造力̶

新たな魅力の発信

近に設置されます。橋本駅には、
ＪＲ横浜線・

医療や福祉、教育など、相模原市の特徴

相模線、京王相模原線が乗り入れ、国道

的な施策について伺います。

16号・129号、さらに圏央道からのアク
セスも良く、首都圏南西部の交通ターミナ

市長

相模原のまちづくりの基本は、市民

一人一人が安全で、安心して暮らせるまち
であることです。

目標の一つなのです。

験的に導入し、その成果を検証していると
ころです。

市制施行60周年を、相模原市の未来へ

一 方で、旧 相 模 原 市 域では、橋 本 駅、
相模原駅、相模大野駅の周辺の３つの中

（※）基幹的広域防災拠点：都道府県では

いじめは、社会全体の問題です。実効性

心市街地を中心に、快適な都市化が実現し

対応が不可能な、広域あるいは甚大な被害

子どもの健やかな成長は、社会全体の願

のあるいじめ防止策に取り組むため、昨年

人口も増加しています。都心に近く交通ア

に対して、国や地方公共団体が協力して応

いです。相模原市の未来を拓くのは子ども

４月、教育委員会に「人権・児童生徒指導

クセスが充実していることに加え、相模原

急復旧活動を行うための防災活動拠点

たち。
「人が財産」、この基本理念に基づき、

班」を設置し、今年３月にはいじめ防止基

麻溝公園や相模原北公園など大規模な公園

さまざまな取り組みを行っています。子育て

本方針を策定しました。

があるなど、都市の機能性と快適な環境が

ひら

た から

世代が、育児と仕事を両立できるように、

今、求められているのは、子どもたち一人

共生していることがその要因ともいえます。

保育所や児童クラブでの待機児童解消な

一人に寄り添った教育環境です。その実現

市内や周辺都市には大学も多く、また小

ど、子育て支援の環境整備の推進をしなけ

をめざし、取り組んでいきたいと思います。

惑 星 探 査 機「はやぶさ」が 組 み立てられ、

ればなりません。2009（平成 21）年には、
「さがみ風っ子教師塾」を開設しました。教
育に対する理想と情熱を持ち、実践力のあ
る教師を育てることが目的で、 相模原市の
教員になりたい という学生が対象です。

〜未来へつ
ながる〜
ＳＡＧＡＭ
ＩＨＡＲＡ
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「牽引力、創造力、潜在力」

そのためには、災害対策をはじめ、福祉

潜在力̶

運用されたＪＡＸＡ相模原キャンパスがあり、
神奈川県が取り組む「ロボット産業特区」の
一翼を担うなど、文教・研究開発都市とし

環境共生都市への道

ての顔も持っています。

最後に、豊かな自然と都市の利便性に

都心への快適なアクセス性と良好な住環

都市化された街並みと豊かな自然環境、

富んだ街並みが共存する新しい政令指定

境、未来の相模原市を担う子どもたちのた

都市・相模原市についてお聞かせください。

めの教育環境、医療・福祉の充実。その

市長 相模原市は、2008・2009（平成18・

もつポテンシャル（潜在力）を最大限に生か

19）年に旧津久井郡４町と合併しました。

しながら、市民一人一人が安全、安心に暮

ために強固な財政基盤を築き、相模原市の
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