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はじめに 
 

 

第６期相模原市南区区民会議においては、全国的に猛威を奮っている新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、予定通りの会議開催が非常に難しい情勢でし

た。 

しかしながら、そのような状況下においても、南区区民会議では開催方法の変

更などを行い、可能な限り第６期のテーマである「世代間交流促進のための具体

的な取組の検討」を続けてまいりました。 

中でもこれまで、隔年で実施していた「無作為抽出型区民討議会」について

は、対面型の討議会に代えて、「無作為抽出型区民アンケート」として実施するこ

とで、実に１，０００人を超える区民の皆様から意見を聴取することができまし

た。 

本報告書では、第６期における審議開催状況等を報告することに加え、「無作為

抽出型区民アンケート」の結果も掲載しました。 

区民の皆様には、第６期南区区民会議の活動に御理解をいただくとともに、ま

ちづくりについて考えるきっかけとなれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

相模原市南区区民会議事務局 

 



 
 

ごあいさつ 
 

 

第６期相模原市南区区民会議では、令和２年７月から２年間にわたり、南区基

本計画の実現に向けて、「世代間交流促進のための具体的な取組の検討」について

審議を行ってまいりました。 

南区区民会議は、自ら実践し、検証・提案を行う機関として、これまでに引き

続き「無作為抽出型区民討議会」の開催や、若い世代のまちづくりへの参画促進

に向けた催しなど、様々な取り組みを予定しておりましたが、令和２年４月に緊

急事態宣言が発令され、あらゆる活動が制限されたため、今期の区民会議では、

「無作為抽出型区民アンケート」の実施を行いました。 

また、活動の制限の中、会議開催に苦慮しながら、「世代間交流促進のための具

体的な取組の検討」について、原点に立ち返り、今までの地域活動の目的や意味

を振り返って考えてみることから検討を進めました。 

第７期におかれましても、南区の将来像である「湧きおこる７つの風 響きあ

う南区」を目指し、誰もが住み続けたい、住んで良かったと思えるような魅力あ

ふれるまちづくりに向けて、積極的な議論や活動を続けていただけることを期待

しております。 

最後になりましたが、この２年間、区民会議の運営に多大なご協力をいただい

た委員の皆様や地域の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６期相模原市南区区民会議 

 会 長 井坂 聡 
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１ 区民会議について    

市民協働のまちづくりを進めるため、平成 22 年 4 月の区制施行に伴い、区民会

議とまちづくり会議が設置されました。 
区民会議は、区の課題やまちづくりの方向性について協議を行う場として各区に

設置された市の附属機関です。 
 
○区民会議の構成員 

委員数は 25 人以内とし、区内のまちづくり会議※から推薦された方、区内の公益

的活動を行う団体から推薦された方、学識経験のある方、区内在住の方（公募によ

り選任）などにより構成されています。 
第６期南区区民会議の公募委員は、学識経験者 2 名を含む選考委員会で、7 名の

応募者の中から 3 名の方を選任しました。公募委員の人数及び選考方法については

「相模原市審議会等の委員公募要綱」に基づいています。 
 

※ まちづくり会議とは・・・ 
まちづくり会議は、地域のまちづくりの課題を自主的に話し合い、課題解決に向けた

活動に構成団体などが協働して取り組むために、本市のまちづくりを進めてきた 22 の

地域（南区については７つの地域）にそれぞれ一つずつ設置されています。 

まちづくり会議は、自治会や地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会、公

民館など、各地域で活動している団体等の皆さんを中心に構成されています。 

 
○まちづくり会議との関連 

「区民会議」と「まちづくり会議」は、その位置付けや役割が異なるため両会議

の間に上下関係はありません。 

しかしながら、区民会議で区全体のまちづくりについて検討を進めるにあたって

は、各地区で取り組むまちづくりの方向性が非常に重要となります。このため、各

まちづくり会議から代表の方１名を区民会議の委員としてご推薦いただき、区民会

議に参画していただいております。 

また、区民会議における検討内容は、ご推薦をいただいた委員の方を通じてまち

づくり会議へ報告していただき、まちづくり会議の活動内容は区民会議に報告して

いただくなど、両会議での情報の共有化を図っています。 

「区民会議」と「まちづくり会議」の連携による市民協働のまちづくりの推進イ

メージは次ページのとおりです。  
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相模原市の全体の区域 

区の区域 

市役所本庁 

市 長 

区役所 

区 長 

まちづくりセンター 

まちづくりセンター所長 

地域政策担当 

市民意向の 
共有・反映 

区民会議 まちづくり会議 

 

情報交換 

構成員の推薦 

各区のまちづくりの方向

性や、区内の地域活動を活

性化するための方策など

について話し合う 

自主的・自立的なコミ

ュニティ形成の拠点 区の個性や特徴を生かし

たまちづくりを進める市

民との協働拠点 

市民協働のまちづくりイメージ図 

地域のまちづくりの課題を

自主的に話し合い、課題解決

に向けた活動に構成団体等

が協働して取り組む 

自治会 

地区社協 公民館 

地区民児協 

市民意向の 
共有・反映 
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２ テーマ選定の経緯  

 

 

 

 

 

 

絆でつながる賑わいのあるまちをつくるための地域の活性化や伝統・文化の継承

には世代間の交流が不可欠な要素です。現在の地域活動は、高齢者が中心となって

行われていることが多く、働く世代・子育て世代や若い世代のまちづくりへの参画

が少ない傾向が見られます。 

 

また、第６期南区区民会議のテーマ選定については、第４期における「地域活動

の担い手となる働く世代・子育て世代に着目した取組」や、第５期のテーマである

「世代間交流促進のための仕組みづくり」の検討経過等を継承する「世代間交流促

進のための具体的な取組の検討」としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世代間交流促進のための具体的な取組の検討」 

第 6 期南区区民会議のテーマ 
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３ 審議について  

○第６期区民会議開催状況  
開催日 議題 

第 1 回 令和 2 年 

8 月 25 日 

南区区民会議の概要等について、第１期から第５期までの

取組について、令和２年度区別基本計画推進事業につい

て、第６期南区区民会議のテーマについて 

第 2 回 11 月 18 日 南区流ファシリテートスキル（案）について、世代間交流

促進のための具体的な取組の検討について 

第 3 回 令和 3 年 

3 月 24 日 

南区誕生１０周年記念「Web 南区小学生ミーティング」開

催結果について、南区流ファシリテートスキル発行につい

て、本来あればよいと思う地域活動について 

第 4 回 5 月 19 日 （１）区別基本計画推進事業について 

（２）地域活動実施改善の検討について 

第 5 回 令和 4 年 

2 月 1 日～ 

2 月 8 日 

(書面) 

（１）令和４年度「地域の担い手育成事業」（案）について 

（２）無作為抽出型アンケートの実施（案）について 

第 6 回 5 月 25 日 （１）令和３年度南区役所事業報告 

（２）令和４年度南区役所事業について 

（３）第６期南区区民会議の活動報告について 

 

４ 「南区流ファシリテートスキル」の作成  

 

南区区民会議では、第４期の検討テーマであった「世代間交流促進のための仕

組みづくり」の取組として、地域活動等における会議を活発で効果的に進行する

ための手法について学ぶ「市民ファシリテーター育成研修会」を平成２９年度に

開催しました。 

その後、こうした取組を地域で実践する必要性が指摘されたことから、第６期

では、実際に地域でファシリテーターとして活躍している本区民会議委員や、南

区若者参加プロジェクト実行委員の意見などを踏まえながら、広く、誰もが参考

にすることができる冊子として「南区流ファシリテートスキル」を作成しまし

た。 
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５ 「本来あればよいと思う地域活動について」意見まとめ  

※第６期南区区民会議（第３回）にて実施しました。 

１ 活動の目的とは（なぜやっているのか） 

 

キーワード 意 見 

地域活動を基に

した地域住民の

繋がり 

サークル活動は、一人になりがちな方を引っ張り出すことも

一つの目的である。 

子ども会は、子ども達の交流の場である。 

火の用心の見回りや、自治会館で定期的に実施していた文庫

本の貸出し等が、子どもが自治会へ行くきっかけとなり、そ

こにいる大人たちと繋がることができ、更なる活動への参加

に繋がっていたと思う。 

 

２ 本当は「こんな」地域活動があればいいと思う活動 

 

キーワード 意 見 

既存の企画の 

実施方法検討 

これまで、１日実施としていた催しを、半日での実施とし

た。実施する側の負担軽減に繋がることに加え、１日だと参

加できないという方も、半日だと参加できる可能性がある。 

参加枠の地域等の制限を緩和する等、子どもの参加しやすい

環境整備や他自治会でも催しに参加できると良い。 

誰でも参加できるような種目を増やし、自治会に加入してい

なくても参加ができるような環境の整備。 

様々な目線・ 

立場の参画 

地域の人たちの活動の中に、地域に関わりがあるが地域住民

とは違う目線、違う立場の人（商店街の中の人など）に参加

していただくことが、既存の活動への変化に繋がる。 

立場ごとの 

温度差の解消 

地域住民と地域に関わりがあるが他地区の住民、との間にあ

る地域活動への温度差をどう埋めていくか。 

地域活動への 

若者参画 

若い人たちが参加してくれるが、すぐにやめてしまう。理由

として、自分たちのやりたいこと、あるいは楽しいこと、居

心地のいいところではなかったことが挙げられている。 

新しい参加者と一緒に活動をしていく際に、失敗も成功も含

めて、任せられるような既存組織、団体の意識改革が必要。 

新規開拓の 

ターゲット 

これまで、即戦力になる方だけをターゲットにしていたが、

地域の子どもたちを育てるという思いでターゲットを広げる

ことで、地域の活動に子どもたちも加わっていくのではない

か。 
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子どもの環境 

子どもに対して不寛容な環境の改善、広場のルール作り等

が、大人への遠慮により、子どもにとっては不自由な環境に

なってきている。 

地域にある広場の活用。子どもの遊び場にはなっていない広

場が多いと感じる。そのような広場を会場にした遊びを企画

し、地域住民の方に楽しんでもらう。 

子育て世代 

の広場 

商業施設に併設しているなど、子育て世代の希望に沿った広

場の整備。 

地域企業との 

コラボ 

通勤通学や商売を行っているなど、地域に関わりがあるが他

地域に居住する方は、地域活動への意識が薄れてきているよ

うに感じる。 

地域企業とのコラボの実施例として、南区で仕事をしている

他地域の方とオリジナルバックの作成を行った。 

保全活動への 

若者参画 

保全活動（清掃活動）へ、一般の方に参加をいただけるよう

な形、あるいは学校、地域活動等を研究している大学生、多

くの方に声をかけて、多様な立場の方が関われて、楽しみな

がら活動をできれば、最終的には地域のコミュニティの形成

につながる。 

地域遺産 

時代と共に変えていくところと、時代を超えても伝えていき

たいことの整理。 

麻溝地区というのは結構古い、昔からある地域で、当麻山無

量光寺など、歴史的な遺産がある。 

後世に大事にしてきたものを伝えていくということも大切

で、自然遺産も含めて、地域遺産という捉え方をし、それを

中心にまちづくりしたい。 

居場所づくり 

身体的な避難所としての居場所づくり。 

DV 等、家に帰りたくない人の居場所、精神的な避難所として

の居場所づくり。 

独身の方、高齢者で単身者など一人の方や、人と接するのが

苦手、関わりたくないという人の居場所づくり。 

老人クラブの 

意見 

（サークルの設立） 

老人クラブから、少人数のサークル活動等を増やしたいとの

意見があった。 

自治会館を使って集まる回数を増やすことや、趣味ごとに集

まれるようにして、孤独になっている人たちが家から出よう

かなという気持ちになれるようにしたい。 
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６ 地域活動調査まとめ  

※第６期南区区民会議（第５回）の検討資料とするために実施しました。 

地域活動の調査結果 

地区 団体 事業名または 

事業区分 

取組の効果 備考 

相
模
台 

相模台

中学校 

ＰＴＡ 

地区 CON 地域、保護者

と学校の意見

交換の場を設

けることで、

学校を身近に

感じ、地域と

しての一体感

が醸成され、 

地域コミュニ

ティづくりが

強化された。 

【実施日】 

令和元年１１月１日(金) 

【会 場】 

相模台中学校 体育館 

【内 容】 

校長先生による学校紹介、

「元気になる・やる気を引

き出す言葉の力」講演会 

【参加者】 

１０７名 

※地域住民５４名、 

 保護者・生徒３２名、教

職員２１名 

相
模
台 

相模原

法人会 

相模台

支部 

SDGｓに関する 

勉強会 

SDGｓの学び

を通じて、 

地域（企業）

での取り組み

の紹介を行

う。 

【実施日】第 1 回 

令和４年３月９日（水)  

【会 場】 

おださがプラザ 

【内容】 

相模原市ＳＤＧｓ推進室や

民間企業などから取り組み

を聞く 

大
野
南 

御園二

丁目 

自治会 

夏の集い 

（お祭り） 

団体を超えて

の協力 

子ども会が中心のイベント

であるが、自治会・老人ク

ラブが模擬店出店として支

援を行ったり、神輿組み立

てでは団体を超えて協力し

ている。 

新春餅つき大会 他団体合同の

取組 

老人クラブが中心のイベン

トであるが、完成したお餅

は、子ども会・自治会で料

理をする等している。 
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大
野
南 

御園二

丁目 

自治会 

成人教室 地域外からの

参加 

週１回の百歳体操の他、月

２回の教室が多く開催され

ている。（地域外からの参

加は有料） 

地域清掃活動 定期的な交流

の場 

月１回、実施することで、

普段会えない方々とも定期

的に交流できるようにして

いる。 

防犯活動 世代間交流 年末パトロール（１２月実

施）では、小学生がハンド

マイクで注意呼びかけを行

う 

懇談会 地域の交流の

場 

年１回、子ども会と自治会

で懇談会を開催し、通学路

の安全や子育て相談等を行

っている。 

南
区 

若者参

加プロ

ジェク

ト 

実行委

員会 

若者参加 

プロジェクト 

幅広い世代の

参加 

学生以外にも社会人等の委

員が参加している。イベン

トでは、世代間交流が行え

るように幅広く募集できる

よう工夫している。 
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７ 無作為抽出型区民アンケート結果報告について  

１ 調査実施の目的 

 相模原市南区区民会議では、南区のめざす将来像である「沸きおこる７つの風 響きあ

う南区」の実現に向けた取り組みを推進するため、幅広い世代の区民意見を聴取し、南区

区民会議での検討資料とするための「無作為抽出型区民討議会」を、平成２３年度から令

和元年度まで計５回、隔年で実施してきました。 

 引き続き、令和３年度に討議会の開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染

症拡大防止の観点から、対面型の討議会に代えて、区民意見を聴取するためのアンケート

調査を実施しました。 

 

２ 対象者 

  満１８歳以上の南区在住の３,０００人 

    

３ 調査方法 

住民基本台帳から無作為に抽出した対象者に対して、アンケート用紙と返信用封筒を送

付しました。※回答は WEB でも可能としました。 

 

４ 回答状況 

  回答数：１,１９５（回答率 ３９.８％） 

 

５ 調査項目 

 調査項目 

基本属性 １ 性別 

２ 年齢 

３ 職業 

４ 子育ての状況 

共通項目 ５ 自治会加入 

６ 非加入理由 

７ 地域活動参加 

８ 地域活動の参加分類 

９ 参加理由 

10 不参加理由 

11 情報収集方法 

12 活動認知度 

13 自由意見 

 

 

６ 調査結果を見る上での注意事項 

・百分率(%)の計算は、少数第１位を四捨五入し、整数で表示していますので、単数回答（１

つだけ選ぶ問）においても、四捨五入の影響で、%を足し合わせて 100％にならない場合が

あります。 

・回答者が 5 未満の場合、比率が上下しやすいため、傾向を見るにとどめ、本文中では触

れていない場合があります。  
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１ 基本属性 

（１）性別 

問１ 性別  

 

性別は、男性が 44％、女性が 55％、その他、無回答が 1％ずつと、女性の回答割合が

高くなっている。 

 

 

 

 

 

（２）年齢 

問２ 年齢  

 

年齢は、70 歳以上が 22％で最も回答割合が高く、次いで 60 歳代が 19％、50 歳代が

18％となっている。 

 

 

 

 

 

 

（３）職業  

問３ 職業  

 

 

 

 

 

 

 

（４）子育て 

問４ 子育てをしていますか。 

  

44% 55% 1% 1%
回答

性別
男 女 その他 無回答

2% 9% 13% 17% 18% 19% 22%
回 答

年齢
10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

5%2% 39% 15% 17% 3% 17% 3%
回 答

職業
事業主 自由業 会社員、公務員、団体職員
パート、アルバイト 専業主婦・主夫 学生
無職（退職を含む） その他

30% 70% 1%回 答

子育て
している していない 無回答
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２ 共通項目 
（１）自治会への加入 

問５ 自治会に加入していますか。 

 

自治会への加入率については、加入「している」は 66％、「していない」は 34％となっ

ている。 

 

 

 

 

 

【性別】 

 

 性別にみると、どの性別においても概ね全体と同じ回答割合となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 年齢別にみると、10歳代、40歳代～70 歳以上では、加入「している」割合が高く、 

20 歳代と 30 歳代では「していない」割合が高い。 

 

  

66% 34%

自治会加入率（全体）
している していない

66%
66%
67%

34%
34%
33%

男

女

その他

自治会加入率（性別）
している していない

64%
38%
42%

68%
65%

74%
84%

36%
62%
58%

32%
35%

26%
16%

1 0 歳 代

2 0 歳 代

3 0 歳 代

4 0 歳 代

5 0 歳 代

6 0 歳 代

7 0 歳 以 上

自治会加入率（年齢別）
している していない
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（２）自治会に加入しない理由 

問６ 自治会に加入しない理由を教えてください。（複数回答可） 

 

自治会に加入しない理由については「活動に参加する時間がない」が 17％で最も回答

割合が高く、次いで「何をやるのかわからない」が 15％、「知り合いがいない」が 13％と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

 

性別にみると、男性女性において概ね全体と同じ回答割合となっている。 

 

  

8%
17%
15%
11%
13%
10%
10%
5%
10%
1%

会 費 に 見 合 う メ リ ッ ト が な い
活 動 に 参 加 す る 時 間 が な い

何 を や る の か わ か ら な い
誘 わ れ な い

知 り 合 い が い な い
役 員 を や り た く な い

わ ず ら わ し い 、 近 所 付 き 合 い を し た く な い
短 期 居 住 の た め

そ の 他
無 回 答

会費に見合うメリットがない; 8%

会費に見合うメリットがない; 8%

活動に参加する時間がない; 18%

活動に参加する時間がない; 16%

何をやるのかわからない; 13%

何をやるのかわからない; 16%

誘われない; 11%

誘われない; 11%

知り合いがいない; 14%

知り合いがいない; 12%

役員をやりたくない; 10%

役員をやりたくない; 10%

わずらわしい、近所付き合いをしたくない; 11%

わずらわしい、近所付き合いをしたくない; 9%

短期居住のため; 4%

短期居住のため; 5%

その他; 9%

その他; 11%

無回答; 1%

無回答; 2%

非加入理由（性別）

男 

女 

非加入理由（全体） 
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【年齢別】 

 

年齢別にみると、10 歳代では「何をするのかわからない」が 50％と最も回答割合が高く、

20 歳代で、「活動に参加する時間がない」が増え、30～50 歳代では、同項目の回答割合が最

も高くなっている。70歳以上では「役員をやりたくない」「わずらわしい、近所付き合いをし

たくない」が共に 17％と最も回答割合が高くなっている。 

 

  

10 歳代 

20 歳代 30 歳代 

40 歳代 50 歳代 

60 歳代 70 歳代 

 非加入理由（年齢別） 
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（３）地域活動への参加について 

問７ 地域活動へ参加していますか。 

 

 地域活動の参加については「全く参加していない」が 50％で最も回答割合が高く、「あ

まり参加していない」を加えると、全体の７割に達している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

 

 性別にみると、男性女性において概ね全体と同じ回答割合となっている。 

 

 

  

11% 19% 21% 50%

地域活動への参加率（全体）
参加している ときどき参加している あまり参加していない 全く参加していない

参加している; 10%

参加している; 12%

ときどき参加している; 17%

ときどき参加している; 20%

あまり参加していない; 23%

あまり参加していない; 19%

全く参加していない; 50%

全く参加していない; 49%

地域活動への参加率（性別）

男 

女 
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【年齢別】 

 

 年齢別にみると、全年代で「全く参加していない」の回答割合が最も高いことは共通し

ているが、その回答割合は、10～30 歳代が 60％超であることに対して、40 歳以上になる

と半数（50％）以下となっている。 

 

 

  

参加している; 0%

参加している; 1%

参加している; 4%

参加している; 12%

参加している; 7%

参加している; 9%

参加している; 25%

ときどき参加している; 18%

ときどき参加している; 6%

ときどき参加している; 14%

ときどき参加している; 22%

ときどき参加している; 19%

ときどき参加している; 23%

ときどき参加している; 21%

あまり参加していない; 18%

あまり参加していない; 6%

あまり参加していない; 16%

あまり参加していない; 22%

あまり参加していない; 25%

あまり参加していない; 25%

あまり参加していない; 21%

全く参加していない; 64%

全く参加していない; 87%

全く参加していない; 66%

全く参加していない; 45%

全く参加していない; 49%

全く参加していない; 43%

全く参加していない; 33%

地域活動への参加率（年齢別）

10歳代

20 歳代 

30 歳代 

40 歳代 

50 歳代 

60 歳代

70 歳代
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（４）参加している地域活動の分類 

問８ どのような地域活動に参加していますか。（複数回答可） 

 

地域活動の参加分類については「環境美化活動」が 34％と最も回答割合が高く、次い

で「地域行事の運営」が 21％、「防犯・防災活動」が 18％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

 

 性別にみると、男性と女性で最も回答割合が高いのは「環境美化活動」で一致している

が、「子供の健全育成活動」においては、男性の 9％に対して、女性は「地域行事の運営」

と同率の 16％となっている。 

  

21% 34% 18% 6% 13% 6% 2%

地域活動の参加分類（全体）
地域行事の運営 環境美化活動
防犯・防災活動 福祉活動
子供の健全育成活動（PTA・子ども会等） その他
無回答

地域行事の運営; 22%

地域行事の運営; 20%

環境美化活動; 36%

環境美化活動; 33%

防犯・防災活動; 21%

防犯・防災活動; 16%

福祉活動; 6%

福祉活動; 6%

子供の健全育成活動（PTA・子ども会等）; 9%

子供の健全育成活動（PTA・子ども会等）; 16%

その他; 5%

その他; 7%

無回答; 2%

無回答; 2%

地域活動の参加分類（性別）

男 

女 
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【年齢別】 

 

 年齢別にみると、10歳代は「地域行事の運営」と「環境美化活動」が同率で、20 歳代

は「環境美化活動」が 67％で最も回答割合が高く、30～40 歳代では、「子供の健全育成

活動」が 30％を超えており、50歳以上では「地域行事の運営」が 20％を超える回答割合

となっている。 

 

 

 

 

 

  

地域行事の運営; 50%

地域行事の運営; 11%

地域行事の運営; 18%

地域行事の運営; 10%

地域行事の運営; 20%

地域行事の運営; 26%

地域行事の運営; 24%

環境美化活動; 50%

環境美化活動; 67%

環境美化活動; 38%

環境美化活動; 33%

環境美化活動; 37%

環境美化活動; 34%

環境美化活動; 31%

防犯・防災活動; 0%

防犯・防災活動; 11%

防犯・防災活動; 5%

防犯・防災活動; 12%

防犯・防災活動; 17%

防犯・防災活動; 23%

防犯・防災活動; 22%

福祉活動; 0%

福祉活動; 11%

福祉活動; 0%

福祉活動; 2%

福祉活動; 4%

福祉活動; 6%

福祉活動; 9%

子供の健全育成活動（PTA・子ども会等）; 0%

子供の健全育成活動（PTA・子ども会等）; 0%

子供の健全育成活動（PTA・子ども会等）; 30%

子供の健全育成活動（PTA・子ども会等）; 35%

子供の健全育成活動（PTA・子ども会等）; 14%

子供の健全育成活動（PTA・子ども会等）; 3%

子供の健全育成活動（PTA・子ども会等）; 5%

その他; 0%

その他; 0%

その他; 10%

その他; 6%

その他; 7%

その他; 5%

その他; 5%

無回答; 0%

無回答; 0%

無回答; 0%

無回答; 1%

無回答; 1%

無回答; 3%

無回答; 3%

地域活動の参加分類（年齢別）

10歳代

20歳代

70 歳代 

60 歳代 

50 歳代 

40 歳代 

30 歳代 
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（５）地域活動への参加動機 

問９ 参加したきっかけ・理由を教えてください。（複数回答可） 

 

 地域活動への参加動機では「地域住民とのふれあい」が 29％と最も回答割合が高く、

次いで「子どものため」が 23％、「楽しみとして」が 17％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

 

 性別にみると、男性女性において概ね全体と同じ回答割合となっている。 

 

 

  

29% 17% 7% 4% 12% 23% 6% 2%

参加動機（全体）
地域住⺠とのふれあい 社会貢献 楽しみとして 友人がいる
子どものため 依頼されたから その他 無回答

地域住⺠とのふれあい; 30%

地域住⺠とのふれあい; 29%

社会貢献; 19%

社会貢献; 15%

楽しみとして; 4%

楽しみとして; 8%

友人がいる; 4%

友人がいる; 5%

子どものため; 8%

子どものため; 14%

依頼されたから; 28%

依頼されたから; 20%

その他; 4%

その他; 7%

無回答; 3%

無回答; 2%

参加動機（性別）

男 

女 
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【年齢別】 

 

年齢別にみると、各年代で最も回答割合が高いのは、10 歳代で「社会貢献」が

33％、20 歳代で「依頼されたから」が 45％、30 歳代で「子どものため」が 38％、40 歳

代で「子どものため」が 24％、50 歳代で「依頼されたから」が 30％、60 歳代で「地域

住民とのふれあい」が 32％、70 歳以上で「地域住民とのふれあい」が 36％となってい

る。 

 

  

地域住⺠とのふれあい; 17%

地域住⺠とのふれあい; 27%

地域住⺠とのふれあい; 28%

地域住⺠とのふれあい; 22%

地域住⺠とのふれあい; 22%

地域住⺠とのふれあい; 32%

地域住⺠とのふれあい; 36%

社会貢献; 33%

社会貢献; 18%

社会貢献; 5%

社会貢献; 15%

社会貢献; 13%

社会貢献; 22%

社会貢献; 18%

楽しみとして; 0%

楽しみとして; 0%

楽しみとして; 5%

楽しみとして; 7%

楽しみとして; 4%

楽しみとして; 5%

楽しみとして; 9%

友人がいる; 17%

友人がいる; 0%

友人がいる; 0%

友人がいる; 3%

友人がいる; 2%

友人がいる; 2%

友人がいる; 8%

子どものため; 17%

子どものため; 0%

子どものため; 38%

子どものため; 24%

子どものため; 16%

子どものため; 0%

子どものため; 3%

依頼されたから; 17%

依頼されたから; 45%

依頼されたから; 13%

依頼されたから; 21%

依頼されたから; 30%

依頼されたから; 26%

依頼されたから; 21%

その他; 0%

その他; 9%

その他; 10%

その他; 8%

その他; 7%

その他; 9%

その他; 2%

無回答; 0%

無回答; 0%

無回答; 0%

無回答; 0%

無回答; 4%

無回答; 5%

無回答; 2%

参加動機（年齢別）

10歳代

70 歳代 

60 歳代 

40 歳代 

30 歳代 

20 歳代 

50 歳代
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（６）地域活動への不参加理由 

問１０ 参加しない理由を教えてください。（複数回答可） 

 

 地域活動への不参加理由については、各項目に対しての回答の回答割合に特に開きは

無いが、その中で、「コロナ禍で参加に不安がある」「関心がない」が上位を占めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

 

 性別にみると、男性女性において概ね全体と同じ回答割合となっている。 

 

 

  

11% 1% 9% 9% 7% 12% 11% 2% 13% 15% 7% 2%

不参加理由（全体）
参加してみたいが、暇がない 参加してみたいが、身近に活動拠点となる施設がない
参加してみたいが、機会がない 参加してみたいが、どうやって参加したらよいか分からない
健康や体力に自信がない めんどうだし、わずらわしい
参加したい活動がない 利益にならない
関心がない コロナ禍で参加に不安がある
その他 無回答

参加してみたいが、暇がない; 11%

参加してみたいが、暇がない; 11%

参加してみたいが、身近に活動拠点となる施設がない; 1%

参加してみたいが、身近に活動拠点となる施設がない; 2%

参加してみたいが、機会がない; 8%

参加してみたいが、機会がない; 9%

参加してみたいが、どうやって参加したらよいか分からない; 9%

参加してみたいが、どうやって参加したらよいか分からない; 9%

健康や体力に自信がない; 7%

健康や体力に自信がない; 8%

めんどうだし、わずらわしい; 14%

めんどうだし、わずらわしい; 10%

参加したい活動がない; 10%

参加したい活動がない; 11%

利益にならない; 3%

利益にならない; 2%

関心がない; 13%

関心がない; 13%

コロナ禍で参加に不安がある; 14%

コロナ禍で参加に不安がある; 17%

その他; 6%

その他; 7%

無回答; 2%

無回答; 2%

不参加理由（性別）

男 

女 
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【年齢別】 

 

年齢別にみると、10～20 歳代、40 歳代は「関心がない」の回答割合が最も高く、30 歳

代、50～60 歳代は「コロナ禍で参加に不安がある」の回答割合が最も高く、70 歳以上は

「健康や体力に自信がない」の回答割合が最も高い。 

 

 

 

  

10 歳代 

20 歳代 

40 歳代 

30 歳代 

50 歳代 

60 歳代 70 歳代 

不参加理由（年齢別） 
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（７）情報収集方法 

問１１ 地域情報の主な収集元を１つ選んでください。 

 

 情報収集方法については「広報」が 30％と最も回答割合が高く、次いで「地域情報誌」

が 23％、「インターネット」が 19％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

 

 性別にみると、男性女性において概ね全体と同じ回答割合となっている。 

 

  

30% 23% 3%
3%

1%
19% 5% 12% 3% 3%

情報収集方法（全体）
広報 地域情報誌 新聞
テレビ ラジオ インターネット
SNS 家族、友人、知人、近所の人 その他
無回答

広報; 28%

広報; 31%

地域情報誌; 23%

地域情報誌; 23%

新聞; 4%

新聞; 3%

テレビ; 3%

テレビ; 3%

ラジオ; 1%

ラジオ; 1%

インターネット; 20%

インターネット; 17%

SNS; 5%

SNS; 5%

家族、友人、知人、近所の人; 11%

家族、友人、知人、近所の人; 12%

その他; 4%

その他; 3%

無回答; 2%

無回答; 3%

情報収集方法（性別）

男 

女 
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【年齢別】 

 

年齢別にみると、「広報」の回答割合は 50歳以上で 30％を超え最も高く、「地域情報

誌」の回答割合も 40 歳以上で 20％を超え高い回答割合となっている。「インターネッ

ト」の回答割合は、その普及状況から 70 歳以上を除く各年代で比較的高い結果となっ

ている。 

 

 

 

 

  

広報; 13%

広報; 10%

広報; 17%

広報; 21%

広報; 34%

広報; 36%

広報; 42%

地域情報誌; 22%

地域情報誌; 6%

地域情報誌; 15%

地域情報誌; 23%

地域情報誌; 22%

地域情報誌; 27%

地域情報誌; 30%

新聞; 0%

新聞; 1%

新聞; 1%

新聞; 1%

新聞; 3%

新聞; 5%

新聞; 6%

テレビ; 6%

テレビ; 3%

テレビ; 3%

テレビ; 2%

テレビ; 1%

テレビ; 3%

テレビ; 4%

ラジオ; 0%

ラジオ; 1%

ラジオ; 1%

ラジオ; 0%

ラジオ; 1%

ラジオ; 1%

ラジオ; 1%

インターネット; 19%

インターネット; 32%

インターネット; 28%

インターネット; 26%

インターネット; 22%

インターネット; 15%

インターネット; 4%

SNS; 16%

SNS; 18%

SNS; 14%

SNS; 3%

SNS; 4%

SNS; 1%

SNS; 0%

家族、友人、知人、近所の人; 19%

家族、友人、知人、近所の人; 17%

家族、友人、知人、近所の人; 15%

家族、友人、知人、近所の人; 16%

家族、友人、知人、近所の人; 9%

家族、友人、知人、近所の人; 8%

家族、友人、知人、近所の人; 10%

その他; 3%

その他; 10%

その他; 4%

その他; 5%

その他; 2%

その他; 2%

その他; 1%

無回答; 3%

無回答; 3%

無回答; 1%

無回答; 3%

無回答; 3%

無回答; 3%

無回答; 3%

情報収集方法（年齢別）

10 歳代 

20 歳代 

30 歳代 

40 歳代 

50 歳代 

60 歳代 

70 歳代 
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（８）活動認知度 

問１２ 南区区民会議と南区若者参加プロジェクト実行委員会を知っていますか。 

 

活動認知度については、「両方知らない」が 87％で最も高い回答割合となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

 

性別にみると、男性女性において概ね全体と同じ回答割合となっている。 

 

 

  

2%

8%
1%

87% 2%

活動認知度（全体）
両方知っている
南区区⺠会議のみ知っている
南区若者参加プロジェクト実行委員会のみ知っている
両方知らない
無回答

2%

2%

7%

9%

0%

1%

89%

86%

1%

2%

活動認知度（性別）

両方知っている 

両方知っている 

南区区民会議のみ知っている 

南区区民会議のみ知っている 

若プロのみ知っている 

若プロのみ知っている 

両方知らない 

両方知らない 

無回答 

無回答 

男 

女 
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【年齢別】 

 

年齢別にみると、全年代において概ね全体と同じ回答割合となっている。 

 

 

cｖ  

5%

0%

1%

2%

2%

4%

2%

14%

2%

4%

4%

12%

9%

12%

0%

1%

0%

1%

1%

1%

0%

82%

96%

95%

91%

84%

85%

81%

0%

1%

0%

2%

1%

1%

4%

活動認知度（年齢別）
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（９）自由意見 

問１３ 地域活動について御意見を自由に記載してください。 

※いただいた御意見を原文のまま掲載しています。 

 

○参加したい地域活動 

  世代間交流   ・・・・・・・・・・ ２７Ｐ 

  若者参加    ・・・・・・・・・・ ２８Ｐ 

  イベント    ・・・・・・・・・・ ２９Ｐ 

  子育て     ・・・・・・・・・・ ３０Ｐ 

  高齢者     ・・・・・・・・・・ ３１Ｐ 

  環境      ・・・・・・・・・・ ３１Ｐ 

  団体・サークル ・・・・・・・・・・ ３２Ｐ 

  防災      ・・・・・・・・・・ ３３Ｐ 

  安全・安心   ・・・・・・・・・・ ３３Ｐ 

  その他     ・・・・・・・・・・ ３４Ｐ 

 

○自治会関係    ・・・・・・・・・・ ３５Ｐ 

 

○まちづくり    ・・・・・・・・・・ ３８Ｐ 

 

○情報収集・発信  ・・・・・・・・・・ ４０Ｐ 

 

○不参加の理由   ・・・・・・・・・・ ４２Ｐ 

 

○新型コロナウイルス関連 ・・・・・・・ ４４Ｐ 

 

○その他      ・・・・・・・・・・ ４４Ｐ 

 

○行政への要望   ・・・・・・・・・・ ４５Ｐ 

 

○本アンケートに対するご意見 ・・・・・ ４６Ｐ 
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参加したい地域活動（世代間交流） 

スムーズに世代間交流ができる場所があると良いですね 

若者が得意なこと、高齢者ができること、この両方が交じりあって地域を作っていきたい。 

大学を利用したハードルの低い生涯学習講座を行ってほしい。SNS 等むずかしい内容を学生に教え

てもらいたい。インターネットでの申込方法や日本語でいうとこんな感じであるとか、簡単な内容

を知りたい。 

本の朗読や、ペットを連れて一緒の時間を過すなど地域の子ども、お年寄りと接する活動があれば

参加したいと思います。 

問 8 の選択肢や一般的なイメージでしか分かりませんが、ずっと地元の高齢者や、子育て世代(子

供ありきの活動)に特化した内容が多いのではないでしょうか。仕事やプライベートに一番活力の

ある 20 代～50 代くらいが、子供の有無と関係なく自身のモチベーションで一人や友人知人など声

かけあって参加したくなる、そんな地域活動が複数あると、地域活動としてイキイキかつ、将来的

にも長く続く(子供の卒業で終わりではなく 20 代の人が 40 代になっても継続している)のではない

かと思います。 

年寄りからいろいろな分野のことを学ぶ活動 知恵は引き継がないと勿体無い。 

シルバー同士が協力しながら地域の子供たちに貢献できれば。 

子どもたちとお年寄りの方の交流の場があれば参加したいと思います。 

コロナが落ち着いたら、年齢にかかわらず気軽に参加できる催し物があるといいですね。区民会議

とか少しハードルが高いと思います。 

コロナ禍なので、難しい時期だが感染対策を徹底しながらも何か交流できる機会があると良いと思

う。このご時世、難しいところではあるが、今自殺も増えて暗い世の中になってる今だからこそ、

少しでも楽しみを作って自分は必要とされてるんだって思ってもらえる機会があると良いかなと思

った。高齢化が今後すすんでくると思うので、地域のみんなで高齢者を支えられるようなそんな活

動とかもあるといいと思う。（高齢者と若者が関われるような機会） 

若者と年寄りが交流する会。趣味を楽しんできた年寄りは使ってきた材料（毛糸や布地等）をたく

さん持っています。同じ趣味を持っている若い人に役立てていただけたらと思います。交換の場が

あったらと思っています。 

高校生や大学生と一緒に保育や老人ホームの方達との交流、ボランティアができたらよい。 

広い公園で遊びのコーナー、フードコーナー、フードバンク最終的には、食べ物をあげるようなイ

ベントがあると面白い。若い力をボランティアや社会貢献に向けられる様なきっかけづくりが必要 

若い方達に、南区のために頑張ってもらいたい。商店街などを紹介して欲しい 

健康維持に役立つもの、高齢者と子供が共に参加できるイベント 

高齢者に若者がボランティアで PC、スマホの操作を教える。 

脳トレゲームのやり方を教える等、有料での教室はあるが、無料で気軽に教えて貰えるものがあっ

たらいいと思う。 
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神輿会に参加していて思うのは 

[老若男女で力を合わせ１つの物を動かす事によって達成感を得られるような活動] 

[リズム感] [ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ] [体力作り] 

※実際に重量物移動でなくても、ごみ拾いをするだけでなく複数チームに別れゴミの重量が一番重

いチームが参加賞お茶(ｼﾞｭｰｽ)?他はポケットティッシュなどと差をつける。自然と競争心・チーム

ワークが生まれ､「頑張るぞ」「オー」から始まり活性のあるゴミ拾いにする。などゲーム感覚に

することで少しでも楽しく取り組める活動になったら良いなと思います。 

近隣が同じ世代が多いが高齢者のみの世帯が通院や買い物に困っている高齢者が多い。近所で助け

合いも限界があるので高齢者のお手伝いをすると電子マネーのポイントが貰える(神奈川ペイみた

いな感じ)にできると若い世代が参加しないだろうか？善意だけに頼るのも残念だが難しい時代な

ので。 

高齢者か、未就学児のいる世帯がメインになっている気がしてしまうので、柔軟な発想力のある若

い子が学校外で活躍できる場があるといいなと思います。 

若い世代に地域活動に参加してもらうのは良いことだと思う。 

自治会には積極的に関わっているし、広報などにも目を通しているつもりだが、南区区民会議や若

プロ実行委員会の存在は全く知らなかった。 

 

参加したい地域活動（若者参加） 

若い子同士での友達が作れる機会があるといい 

若い人たちの力を借りて活気ある南区を作っていただきたいと思います。 

若者、地域出身でない人が相模原に愛着をもつような活動があるといいと思います。 

南区若者参加プロジェクトは面白いと思います、もう自分は若者では無いですけどね。 

若い方には大いに活動していただきたいと思います。 

若い方に頑張ってほしい。 

地域活動のイメージが年配なので、若い世代が参加しづらいと思う。 

→若い世代限定とかにするとよい。 

移住者間のコミュニティー、独身世代を中心としたサロン(20~30 代)子なし夫婦同士が相模原や住

まい生活など情報を共有しあえる居場所があるといい。 
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参加したい地域活動（イベント） 

地域の人たちが中心となって、身近な公園や小学校でマルシェの開催とかできたら楽しそうだなと

思います。ちなみに南区というと相模大野のイメージが強いので、他の地域も何か特色をだせると

いいですね。 

コロナ禍でも安心して参加出来る祭りなどのイベント 

コロナが明けたら、お祭り的な楽しいイベント 

祭り 

祭り。御神輿、芸能、神楽など地域が活性すること。 

お祭りは楽しいと思います。 

自分のすむ町の良いところが再発見出来るイベントがあればよいと思います 

区主催の E-SPORT 大会 

スポーツ大会など体を動かすものや、地域の文化にふれられるものが増えると良いと思います。 

自治会に加入していない方が多いので知らない方が多いと感じます。 

地域活動とは違うかもしれませんが、以前子どもが小 5 のとき、米作り体験をやらせてもらい楽し

かったです。そのことを思い出して南区の緑がある所で何か活動が出来たらいいなと思います。 

イベント、お笑い芸人を呼ぶ。映画会。日帰りバスツアー。ウォーキング大会。 

外に皆を連れ出す活動。一か所ではなく、各方面で出向きやすいようなもの。 

例えば、地元の動物園に連絡して、動物を連れ出し、近場で触れ合うようなもの。 

相模原市舞台のアニメとのコラボ 

スポーツの推進活動。 

南区民ソフトボール大会を開催（１人参加も可で） 

多くの人が参加してもらえるのはお祭りだと思います。コロナ禍で難しいかもしれませんが夏祭り

や春はさくら祭りがあったら良いなと思います。あとは他の自治体にいたときとてもいいイベント

だなと思ったのがウォークラリーです。あまり行かない場所を歩けて街の魅力を再発見できたし

様々な年齢の方が楽しんで参加していたので相模原でもやったらどうかなと思いました。 

オンラインでもできるイベントやセミナー、なんでも中止は芸がない。 

ボーノにある調理施設で料理教室を！ 

名産品の特売会 

コロナで中止になっている地域のイベントが早く再開してほしい。 

週 1 からでいいので、バレーボールや卓球などのスポーツ活動があればやりたい 

コロナが落ち着いたら、ウォーキングやハイキングに行けるような企画が出てくると嬉しいです。

マンション住まいのため、回覧板もみかけません。 

コロナで無理だと思うが、バス旅行とか、何か参加しやすい行事 

フリーマーケット 

バザー（大規模なもの）新聞、雑誌の小規模図書館 
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1、中高年と園児、児童との交流会及び犬猫等の動物とのふれあい会 

2、神社仏閣巡りなど地元再発見並びに体力維持を兼ねた散策会 

3、相模原市出身著名人との交流、チャリティー活動。ゴルフコンペなどのスポーツ親睦会 

4、市内名所巡りバスツアーの開催。地元中学、高校生の野球、ラグビー等の応援ツアー 

個々の価値観の違いにより、活動そのものの存在意義がなくなっている。 

魅力ある目玉イベントが必要 

コロナで主な自治会活動、行事が中止になって久しいですが、今までの行事を見直すきっかけにな

ればいいと思います。最近ではどうかわかりませんが、例えば自治会対抗運動会などごく一部の方

のみの参加でした。具体的にどんな活動かは思いつきませんが、いろんな世代の方が気安く出かけ

られることを希望しています。私自身は自分のサークル活動がコロナで中止も大井ですが、20 年

楽しく続けています。 

 

参加したい地域活動（子育て） 

子供が参加出来る活動があったら参加したいです。 

子供の健全育成活動等が多いと住みやすく安心して暮らせる地域になるのではと思います。 

自治会と PTA が一体となった子供ための活動（見守りなど） 

子供会がない地区なのであったらいいです。 

同じ月齢くらいの子育てしている人との交流機会 

子供の頃に銀河連邦に参加していたので、星空観察等の企画があれば、子どもの成長に合わせて参

加してみたい。 

子育てに関するプロの講演会。ゴールデンエイジにしなければならない具体的な教育方法や知識を

共有できる場所があったら行ってみたいです 

団地の集会場などを利用した、子育て支援の活動があるとよい。 

近所の子供同士で遊ぶ機会があると有難い。なかなか知り合えないので。 

子供が参加できる会社見学 

子供同士のふれあい 

子供との触れ合いは好き 

子育て支援サークル こどもと参加できるイベントなど希望 

地域の子供達を応援できるスポーツイベント 

児童の安全の為、近隣住民の方たちとのコミュニケーションを今一度考えたい。 

「ママのやすみじかん」という活動に以前よく参加していましたが、会場が中央区のみだったの

で、もし南区でも開催があれば嬉しいなと思いました。 

ご老人達に小学校の朝の旗当番とか、帰宅の際の付き添いとかやってほしい。大和市は老人がそう

いったことに参加していて、子育て世代は助かっているようです。 

子育ての仕方 
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参加したい地域活動（高齢者） 

高齢者向けの講座を設けてほしい。過去にスマホの使い方に関する講座がありました。すぐに応募

しましたが、既に参加希望者が多数で断られました。 

制約あるなかでの企画ですが、希望者の多い人気のある講座は開催数を増やす、募集人員を増やす

等対応してほしいです。高齢者を置き去りにしないようご検討をお願いします。 

高齢者買い物支援、通院支援 

単身お年寄りへの見守り活動 

高齢者独居世帯を孤立させない見守りのしくみ。自治会の班（2-3 組程度）の範囲で 

高齢化に伴い多角的に小さな単位でも良いので、活動できたらと思います。 

現在は仕事を引退したときに、高齢者でも参加できる活動が地域に必要とされていたら参加したい

と思っている。 

高齢者が近くで自分の家から気軽に参加できるようなもようものがあったらいいと思う。 

高齢化が進むので横のつながりがとても大事だと思う。助け合いの精神で頑張りましょう。 

近所の方と、年上の方の見守りを行っている。ご近所とは 55 年の付き合いとなり大切であると感

じている。一人暮らしの男性にもお声がけするように心がけている。 

 

参加したい地域活動（環境） 

ごみ捨て場のカラス撃退方法講習 

町の中をきれいにする活動（ごみを片付けたり、雑草をとつたり、バス停のこわれたベンチを片付

けたり） 

花を植える活動。街灯を明るくする。 

きれいなまちづくりになるように花を植えたい 

ゴミの分別活動 

年齢的に体が思うように動かないため、住居近くの清掃活動 

美化活動に参加した人は抽選で賞品が当たるまたは、全員に保存食品をくばるとか、子供はどこの

地区の活動でも自由に参加できるといいと思います。 

清掃活動（街中でゴミが散乱しているのを見るため）お年寄りの見守り活動 

一人でも参加しやすい、地域のごみ捨てとか 

一斉清掃日の実施、余った食品、果実の集積場の設置、老人世帯の家庭や庭の片付け協力 

ボランティアでゴミ出しをしているのですが、御近所でグループを作ってみんなで出してあげると

いいと思います。高齢者が増え、ゴミ出しの依頼が多くなっています。 

老若男女が参加でき環境に関連した SDGs に関係のある活動をされている人を取り上げ、共同参加

できる活動を募ってほしい。また、学習会や体験会などあったら良いと思います、 

ナチュラリストクラブ、自然観察種の保全をする会 
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参加したい地域活動（団体・サークル） 

ママパパサークル、ベビーの不用品交換会、販売会があると良い。 

野菜作りサークル、家庭農園サークル 

一人でも参加しやすい、月に 1 度でもお茶したり昼食できたらと思います。 

公民館での文化系華道茶道に参加したいと思うのですが、ありません。残念です。 

軽い運動やおしゃべりができるとうれしいです。（今は、コロナであつまれませんが） 

同世代であつまれる活動があれば、面白いかもしれません。 

いまあるサークルでいいです、健康のため参加しています。 

高齢者が集えるおしゃべりカフェのうような場所があればいい！ 

もしあったならどんどん発信して欲しい。何も情報が無い 

PC の Excel の無料学習 

無農薬の市民農園的な場の提供、またその場所での栽培指導。 

有用な野草、薬草について教える講座、ワークショップの開催など 

コロナ禍の今の状況では、活動は無理だと思いますが、落ち着いたら、ウォーキング、趣味の活動

（音楽・手芸・料理）など、皆んなで集まれる機会があればと思います。 

陶芸教室 

同世代の人々の交流ができればいいと思います。 

文化サークルの活動支援 

ペットを飼っていて保護猫活動などに関心があるのでそういう活動が自治体であればいいと思う 

野良猫ちゃんたちを保護する活動 

地域の歴史をもっともっと知ってもらって「まちなか案内人」を多く育てたい。 

例：縄文・弥生・石器時代や軍都の旧所在地・役割や区内の合併など「村の時代と今」などなど 

同い年の人たちの集まりがあると楽しそう 
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参加したい地域活動（防災） 

これから巨大地震が来ると言われているため、防災活動など 

気象予報士の私としては地域住民に対する気象、防災の啓蒙活動を行い防災に役立てたい 

ご近所の方々とは年に一度の地域清掃の時に顔を合わすくらいです。挨拶はかわすようにしていま

すが、普段はご近所の方の事は全然わかりません。プライバシーには配慮しながらご近所の方々の

情報を共有できたらなと思います。（防犯や防災の面でも。）井戸端会議、ミニコミ誌などが思い

浮かびますが、何か良い方法があればいいなと思います。 

巨大地震に対する防災活動が重要だと思う。 

災害時に獣医さんにボランティア診察をしてもらえる指定医が必要 

防犯、防災活動等の地域活動が多いと住みやすく安心して暮らせる地域になるのではと思います。 

応急給水訓練 

防災についてもっと身近に感じられるもの 

誰もが参加しやすい防災活動のイベント 

 

参加したい地域活動（安全・安心） 

『交通環境を良くしよう！会』がほしいです。住宅街の車の抜け道が、猛スピード・煽り運転など

車のマナーがとても悪く危険。加えて小さく細い道のため、対策の手は行き届かなく、自治会費で

少しずつ貯めてコーンを一個ずつ設置していく程度。渋滞箇所や危険な暗い道なども含め、たくさ

んあるが、主観に偏らないよう、地域の人たちみんなで話し合って、より良い生活環境づくりがで

きる交通整備の会があると良いと思う。この一環で、防犯カメラや、街灯も設置できたら、より安

心できる街づくりになるのではないでしょうか？ 

防犯カメラなど安全な街を広めたい 

地域の見回り、老人子どもの道路障害、空き家の木の処理、交通事故の原因になるので、自治会で

当番制にして見回りをできるだけ早く実施してください。空き家問題は必ずやってください。 

地域の安全管理です、主に子どもたちを対象に道路における危険な車や人に対して、警察と連携で

きるようなことができればと思っています。最近はネットワークカメラが高機能で安価になってい

るので、利用できるかと。 

近隣でのたすけあいや関心を持つ、しかし深入りしてはいけない。必要なときにお手伝いできる事

を心がけている。デマや中傷に振り回されず、自分で確認できるよう心がけている 

おせっかいにならないようにするのが難しいです。 

新磯野に住んでいるが、住宅地内の私道を通り抜ける車が時々見られます。子供さん等、遊んでい

て事故が起きる前に何とかできないか？と考えています。 
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参加したい地域活動（その他） 

魅力的な活動をよく考えて頂いてるなと感心しているばかりです。今後は少しずつでも参加したい

と思います。 

定年退職したが、コロナ禍で地域活動に触れる機会が少ない人達の、掘り起こし活動が増える事を

期待します。 

生活保護を受けていて、精神を病んでいる人に対する定期的な訪問など。 

南区の各種マップの作成 

例：観光を含めた見所マップ、昔の写真を使った歴史マップ、交通事故の起きやすい場所マップ等 

境川の河川工事など本当に必要な工事か見守る活動 

協力、支援できる活動があれば参加したいです。皆様の活動についても常に応援したいです。 

市から清掃を委託された公園掃除など交代で負担無く出来る活動が、やはりやり易いです。改善の

余地が必要と感じるのは、地元のお祭りです。聞けば昔から伝統のあるお祭りではなく地域の少年

野球のお正月の餅つき大会に端を発して今の 40 代の人々が小学生の頃から始まったと言います。

地元の子供が殆ど参加せず実は帰省中の子供の方が多く楽しんでいる夏祭りの運営など少し不満が

あります。子供会などは私学の小学校に通っている親御さんは参加しなくても良く受験を控えた公

立小の高学年の子供や親に大きく『義務』として負担が課せられます。また病気の両親の介護に理

由があっても理解されず子供が高学年の頃の夏休みは帰省出来ず子供にもまた病気の両親にも負担

をかけました。この様な活動は義務化せずボランティアで運営して欲しいですし帰省なさるお孫さ

んの為ならば お孫さんをお持ちの方にお願いしたいと思います。 

家庭菜園は利用したい（申し込み済み） 

ラジオ体操（大人も参加できるラジオ体操） 

ラジオ体操を近場で実施して欲しい 

生活地域がより良くなるために、より多くの活動参加者が必要だ。できるだけ協力したい 

婚活に相模原市の特産品を売る。10 年以上住んでますが特産が分かりません。 

地域活動は携わる方の負担が非常に大きいイメージがある。実行委員会の方々がもっと楽しんでい

る様が出ると良い。苦労はいかばかりかと思う。 

単身世帯の御用聞き 

町おこし 

何か対価の得られる活動があれば参加を考えようと思う。 

区民一人ひとりの得意分野や能力を気軽に活かせるような機会が多くあると良い 

自分ごとと考えるキッカケだったり、参加者と主催者が WIN-WIN となる施策をお願いします。 

大人が楽しめる大人のための活動 

町の本屋さんがなくなり、つまらない。何か本関係の楽しい企画はないか。 

防災倉庫等をもっと増設 

単発で簡単なもの。 

気軽に短時間でも参加出来る活動があれば良いと思います。 
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自治会関係 

自治会に加入はしているが、何もメリットがない。当番制の役員だけやっている。 

会費だけ出している形で不満 

高齢化により自宅売却がすすみ、新しい住人は声掛けに行っても加入してもらえない。 

ゴミ出しはするので、ゴミ掃除当番はしぶしぶやってもらっている。 

となりにどんな方が住んでいるのか分からない 

役員などがいやということでやめてしまう方が最近多いと感じています。もっと負担なく気軽に入

れるといいと思います。 

自治会は出来れば不要。入りたくない。良い点が分からない。 

会長に意見を伝えても実行されない。バス停にあるボロボロの椅子を破棄して欲しい。  

道路に飛び出た草木を土地の所有者に連絡して手入れを依頼してほしい。 

自治会の高齢化 

自治会のあり方自体を根本的に見直す時期かと思います。高齢者も働くことが多くなり、地域活動

の担い手がますます少なくなっているように感じます。新たな活動を模索することも大切ですが、

今はそれ以上に不要な活動を廃止したり統合したりするスクラップの方が重要だと思います。 

自治会は、活動が見えない。活動参加に取られる時間は、共働き家庭にとって厳しい。自由参加と

言いながら強制だったり、参加しないと陰口叩かれるというイメージがある。 

自治会の回覧板など、効率の悪さを感じることが多い。たとえば希望者はオンライン自治会員（回

覧板はオンライン）になれるような仕組みがあってもいいのでは？ご近所付き合いのために加入し

ているが、あの大量の紙を印刷するために自治会費の大半が使われているかと思うと、参加の意義

を考えてしまう時がある。 

ただそのシステムを作るには個人がボランティアでやるには負担が大きく、我が家のような共働き

の世帯にはそもそもその時間もないので、難しさも感じる。 

地元スーパーやコンビニや商店街等で使える地域の自治会加入者が半額くらいで食品や商品を購入

できると、いつもハッピーな暮らしになる！1 ヶ月に 1 回土曜日とか限定して。 

何か考えて欲しいです。自治会加入者は毎年年会費支払っているのだから！ 

回覧板が今の時代に合っていない気がします。必要な人もいると思うので、希望制など対応がある

とありがたいです。 

また、近隣の高齢者で認知症になっている方が多く、自治会の会費回収やゴミ当番などでトラブル

にならないか心配しています。全般的に高齢の方たちでいろいろルールやコミュニティが出来上が

ってしまっていて、働く世代には難しいことが多いと感じています。 

自治会をもっと活性化させる。 

1 自治会活動の拠点の提供（会館の新増築、無償提供、地代減免、空家借上） 

2 市で活動コーディネータを養成の上、地域に派遣して自治活動を活発化させる。 

3 地域の高齢者によるサロンの活性化（補助金交付、ボランティアスタッフの養成) 

参加減少が続き、景品配りで会費が無駄になっている 
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自治会員にメリットのあることってないですか？ 

内容は違うかもしれませんが、地域情報のお知らせは、回覧板ではなく、メールで送信をされては

いかがでしょうか。留守がちなお宅も多いので中々回らないということもありますし、皆さんお忙

しい中、印鑑を押して回すのは手間がかかる事かと思います。 

自治会の運動会はコロナ禍で中止となっているが、問題も特段ないため廃止で良い 

（若い世代は参加したがらない） 

今、コロナ禍で活動はありませんが、このままでいいと思う。行事は負担が大きい 

自治会には加入しているが、コロナの影響もあり特にイベント開催が無く、加入している意味がな

い気がする。来年度から退会を検討。ご近所関係が、昔より希薄になっている時代、防災の観点か

らも、地域の結束が大切になってくるため、本来ならば自治会によるイベント交流は積極的に行っ

た方が良い。若いご家庭も希望していると思う。 

小中学生には交通安全のために朝横断歩道などに立ってくださる方々がいらっしゃいますが、高校

生以上の方々の自転車マナーの悪さが目に余る状況です。危険ですし事故にも繋がりますので、警

察でも、地域住民でも見守りや注意する存在がほしいです 

自治会はいらないと思う。市県民税を少しとってもよい（200 円くらいとか）から市で自治会の活

動内容をすればよいのではないか。 

地域との連動が快適な生活をしていく上で、重要だと思っています。 

感じたり思っていたりすることを自治会に提言しています。自治会は必要だと思います。 

強制参加の自治会で何年かに一度連絡委員（回覧板を回す等の仕事）があるが、近所の人から「総

会に出なくても回覧板を回しておけば大丈夫」と言われ、あまり自治会の活動に意味を感じない、

包丁とぎの日時等、net を見れば分かるので、回覧板の内容に意味を感じない。しかし、ごみ収集

所にカラスが来る問題で自治会の副会長さんと話し合った時は、地域の事を、誰かとりまとめてく

れるか、自治会がある意味を感じたこともあった。が、回覧板の内容には関心がわかず、ハンコを

押して、内容を読みまず、すぐ回している。 

自治会の活動は良いと思いますが、自治会全員の名前・住所・電話番号の記載された名簿が配られ

るのは、今の時代に好ましくないと思います。名簿の配付の後に、オレオレ詐欺が増えているいう

ひばり放送をよく聞きます。個人情報が拡散されてる可能性が高く、必要であるなら役員だけにす

るなどして、全員に配付するのは廃止した方がよいと思います。 

自治会役員をしていますが、活動が多くて大変です。自治会がやる活動は減らしてほしいです。 

自治会には加入しているが、時代にあってないと思う体育祭などは不要だ 

自治会の班長は順番にやる事になっているが、ご高齢の方が多くて、大変だと思います。 

2 年間やってみたが、子どもの学校行事や大会（部活動）と重なることが多く、大変負担でした。 

コロナで自治会の活動が無くなってうれいいと周囲の人は言っています。 

自治会のラインなど。具体的な活動内容などがあまり伝わってこない。 
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回覧板が回ってくる以外、正直自治会が何をやってくれているのかが、わからないので「こういう

ことしてます。こういうイベントやってます」というのを、もっとわかりやすく宣伝してくれれば

いいと思います。 

属している自治会の会費が、他と比べて２～３倍の金額があるのが納得できない。 

執行役員によって、80 歳以上の会員は会費もなく役割もないが恩恵は受けられている状況で互助

会にしてしまえば、まだ納得できるのにと思うが、他の方々も我慢しているので、結局何も関わら

ないようにするだけの存在です。 

自治会とはいえ、大枠としての基準が区で設定できないかと思う。でないと将来的に消滅してしま

う。 

自治会の役員だけが参加する催しだけでなく、誰もが参加したくなるような催し物があると良いと

思う。 

役員で参加している世帯の負担が無いように無駄なものは極力減らして欲しい。 

1 つ増やしたら 1 つ減らすくらいがちょうど良いと思う。 

今は SNS もあるので、昔ながらの回覧板制度はなくして欲しい 

自治会費も役員が 1 件ずつ集金する等は廃止して、別の集金システムも考えていい時期だと思う 

自治会費を下げてほしい。プール金が莫大だそうなのでそちらで賄ってほしい。 
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まちづくり 

鵜野森在住 15 年となりましたが、相模大野の”まちコンセプト”が迷走しているのかなと感じま

す。（もんじぇ祭り（休止中かと思いますが）はジャズと色の祭りなのに、子育てに優しいまちと

うたってみたり、子供でジャズ好きはそうそういないと思います。ボーノの中のテナントはコロコ

ロ変わるし、屋上階のまちプロジェクトコーナーはいつも閑散としてるし）街としての活気が不足

している気がします。 

南区はベッドタウンなので中心的なものが無い区だと思う。大野駅付近に商業施設以外の魅力が欲

しい 

単なる交流会程度に留まらず、地域の持続的発展に貢献してみたい。 

高齢者はそれなりにネットワークがあり「遠くの親戚より近くの他人」の気持ちで買い物、ゴミ出

し等、助け合っているが若い人たちが心配。 

食べ物や生活用品の困窮、病気等、相談センターがあれば安心できるのでは。 

アパート、マンション、日頃付き合いのない隣人に頼むのは不安と思います。 

夜間の無灯自転車や、ながらスマホの注意声掛け、そあらの校庭を使って自転車マナーなど講習を

警察の方に協力を仰ぎ行っていただきたい。コロナの現状では冊子を配るなどでも良いかと思う。 

シニアに住みたいまち第 3 位になているので、体の不自由な人（膝や足、手、車いす）にもっと住

みやすい街にしてほしい（階段など減らして欲しい） 

相模原市は様々な良いところを持っている市だと思います。私は転居が多いですが、中でもとても

住みやすいと感じています。 

お年寄り用又は、障害者用のコミュニティタクシーやバス（常時走っているものではなく、電話で

予約するもの。年金生活ではタクシーに乗れない。場所によっては 1 時間に 1 本しかない。本数が

減っている地域もある）低料金で何人か乗せてもらい、買い物用事ができる。若い人の助けで支え

られているもの。高齢者ドライバーの免許返納が進むと、公共バスも減ったりしている、昔、モノ

レールができるという話もあったがどうなってしまったのか。 

コロナ陽性者になったとき、町田市役所はすぐに当日必要なもの段ボール 2 箱ほど届いたと聞いた

ことがあります。気が利く話だと思いました。それでも給付金には感謝しています。 

最近の相模大野周辺は、伊勢丹の閉店や銀行の閉鎖など勢いがない。一方テレワーク等利用して、

厚木や海老名等は、郊外でも人気と聞きます。20〜30 代の子育て世代に関心が持たれる街づく

り、都心への近さ、急行停車駅、江ノ島、箱根など、海や山へのアクセスの良さ、利点はある。土

地利用の条例を変える等、駅の近くに核になるモノがあれば、、、。海老名の北側の田んぼがショ

ッピングモールに変身したように。 

地域活動の場である公民館や子どもセンターの老朽化が気になります。内容もそうですが場所の整

備も大事だと思います。 

公民館、自治会館がボロボロ、薄暗い。お金をかけて修繕して欲しい。 

今、ウクライナ紛争の影響でガソリン高騰の折、太陽光発電等自然エネルギー利用やサスティナブ

ルな街づくりの推進をしてほしい。特に南区は大きなビルの建設ラッシュでこれを相模原市の特徴
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にすると住みたい街 NO.1 になれるかもしれないと思う。 

また、私はアメリカに住んでいたが、小学生でさえボランティアの精神が啓蒙され、他にも色々質

の高い教育をしていた。 

南区には米軍住宅があるのだから、日本とは異なる良い面を知ることができたら若い人たちには良

い経験になると思う。 

なにか新しい名物のようなものがほしい 

相模大野駅周辺の更なる活性化の施策作成 

 例えば、JR 横浜線の相模大野駅への乗り入れの検討等 

具体的には、思いつかないが、活気のある街づくりをして欲しい 

ゴミ箱を増やす。ベンチを増やす。人と人を繋ぐ場所がもっと欲しい。（最近、うちの周りはコン

ビニとかスポーツ施設がなくなってしまった） 

（旧）昭和橋グラウンド駐車場の整備（残土等で石の固まりを覆うように要望いたします）ソフト

ボールの大会等で利用。 

個人的には、インフラの整備とそれによる生活の向上に興味があります。 

どの地域でも力を入れている子育て世代を焦点を当てられがちですが、ファミリー層だけでなく、

個々の過ごしやすい場所、環境も欲しいです。 

娯楽施設を増やしてほしい(映画館、ボーリング場等) 

南区の地域まちづくりや発展には賛成します。 
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情報収集・発信 

回覧板の廃止→デジタル化 

どんな活動があるのか情報が全く入って来ません。 

新聞をとらなくなってから、市の広報紙を読まず、必要なことのみ WEB サイトで検索するようにな

ったため、地域の情報が入ってこなくなりました。 

すでにあるのかもしれませんが、地域活動がわかるホームページがあれば見てみたいです。 

回覧板って時代にあっているのでしょうか、、、と思うときがあります。 

新聞購読をやめたら広報さがみはらを読めなくなりました。 

職場が市内南区なので、職場で昼食事にたまに読みます。自宅に配布してほしいです。 

まだフルタイム勤務をしていますが、時間が出来たら活動に参加したいです。 

新聞を取るのをやめてから広報さがみはらを得る機会がなくなって残念。 

活動内容は何を見たらわかるのか、もとおアピールできるとよいのではないでしょう。 

もしかすると参加している活動があるのかもしれませんが、結びついてない気がします。 

地域情報を「ひばり放送」を活用してタイムリーに広報していただきたい。 

昔からの相模原の良いところなど PR して子供達に知らせてください。 

インターネットで検索しも地域活動の具体的な内容が分からなかった。もっと詳しく載せてくれる

と良い。 

地域のネット掲示板でバザーや求人情報や催し情報などが書き込めたり閲覧出来たら良いなぁと思

います。 

新聞をとらない人が多く、広報をわざわざ公民館まで取りに行く人がどれだけいるか、もっと皆が

知る機会が必要。 

情報提供は、ネットをもっと活用した方が今後よいのではと思います。 

マンションによっては全く地域のことがわかるものが収集できません。 

自分も含めて、南区の方々が地域活動をみんなで行うことのメリットが感じれるような広報に期待

します。 

何か新しい方針などが出るたびに新たに作ろうという話になるが、新たに足すことではなく、今い

ろいろなしくみなや活動があるということを周知、共有することも大切なのではないか。 

南区の事を知る SNS はありますか？ 区長すらわかりません。 

地域活動があることすら知りませんでした。市役所の窓口等で伝えてもらうとか広報誌を渡すとか

駅前に掲示するとかアピールした方がいいと思います 

避難所の場所、食糧や水などが運ばれる場所が詳しく分かり易いと良い 

地域活動の告知 SNS（ツイッター、フェイスブック、インスタグラム）はあるのでしょうか？何を

されているのかわかりません。。。 

地域活動についての情報をまとめて見られる"わかりやすい"掲示板。また、その存在を認識するた

めの宣伝。 

活動自体よく知らないので、もっと分かるように教えて下さい。 
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情報発信が薄い、アプリを作って半強制的(？)(こういう理由でダウンロードさせて)にダウンロー

ドして情報を無意識的に浸透させるとか。今どき紙とか放送とか見ないし開かない。 

メルマガみたいなので、情報を多く触れさせることが大事だと思う。 

せっかくやるならもっと”大きく”掲げないと魅力が伝わらない。 

マンション住まいのため広報掲示場くらいしか情報がなく、インターネットにて収集しているが、

アプリなどがあるといいと思う。活動の情報がこちらから探さないと知り得ない状況です。 

そもそも情報が届いていない。広報活動の「認知率」「リーチ率」といった数値での検証を行って

ほしい。（広報誌に載せただけでは怠慢ではないですか） 

一人暮らしなのでいろいろなコミュニティに気軽に参加したいがキッカケがなかなか見つからな

い。登録制の SNS（もうあるのかもしれませんが）とかで情報発信されるとタイミングや内容で参

加しやすくなると思う。 

どんな活動があるのか、誰が参加できるのか等の情報が入ってこないため、まずどこで見れば入っ

てくるのかを知りたいです。 

何をやっているか分からないため、やった方がいいも何も分からない 

相模原市政への提言をしたいが方法がわからない、方法があれば広報さがみはらに掲載して欲しい 

手軽に見られる情報配信があれば、多少はみるかも。RSS リーダーをよく使うので、その辺りで。 

詩吟教室を行っているが、参加人数が僅かである 

特に退職されて時間が取れる方に募集をかけたい。広報等について知りたい。 

SNS を通じて趣味のコミュニティ活動など、サークル活動等あると楽しいと思います。 

興味がなく、情報を収集していない。地域活動が何を指すのかもわからない。地域活動があったと

しても、それに割く時間は無いのです。覧板も回ってくるが、それを次の御宅まで届けるのも時間

が惜しい。こちらはトイレに入るのもままならない程忙しいのに。メルマガが届くとか、こちらに

届くような発信の仕方を考えてほしいです。 

情報が手に入れられない。 

広報さがみはらで地域活動の内容を伝えてほしい。機会があれば家族で参加したい 

小学校の校庭の開放 

麻溝公園までは少し遠い 

若者を含め多くの住民へ知らせる広報の在り方を考えてもらいたい。 
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不参加の理由 

自治会活動は高齢化が進んでいるとは知っていますが、参加が難しい状況です。退職したら自由参

加できる地域活動でしたら、参加できると思います。 

病気のため参加できません 

仕事を辞めたら参加したいと思う 

転勤族のため、自治会に加入しているかすら分からなかった。他の地域からの短期居住になります

が、街並みは綺麗で、皆親切で良い街だと思います。コロナ禍で、開催が難しかったりしますが、

子供たちが参加できるハロウィンイベントなどは良かったと思います。 

賃貸マンション住まいで自治会にも加入しておらず、環境美化活動や防災訓練の予定も知らないの

で、一切参加していません。あまりよくないと思ってはいるのですが…。 

こども会の活動がしっかりしていて（川崎に住んでいた時はそういうものはないようだった）こど

もも喜んで参加していましたが、共働きによる入会者減またコロナでほとんど活動ができていない

ので、終了することになりそうです。こどもにとってはよいものだったと思うにで下に引き継げ

ず、残念な気がします。またこども会を通して交通安全母の会にも参加しましたが、名称が今の時

代に合わないと感じました。活動は女性のみが行っていましたが、内容的に男性の方がむしろ向い

ているのでは？とも思いました。 

コロナ禍でだいぶ縮小されましたが、以前はイベントが多くて当番で役員になった時は大変でし

た。防災訓練などは大切ですが、それ以外の〇〇祭りや運動会など貴重な休みを潰されて役員だか

らしょうがなくやっていました。 

自治会と子供会に入らないと子供を登校班に入れないと言われ、入会せざるを得ませんでした。 

このような事を無くしていってもらいたいです。 

地域内高齢化の波も高く、段々地域活動が厳しくなってきています。 

高齢者は、地域の活動を大事にしてほしいと思うが 

若い世代に集会を求められるのも辛い。子育てと仕事で時間が無い 

自治会には 10 年間加入していたが、最近退会した。役員を引き継ぐ際に、皆さんに辞退されて大

変な思いをしたため。その後、半数が退会したので、これ以上減る前に、と思い退会した。 

無駄な会議（コロナ禍でもオンラインにしない）、意味のない回覧板、仕事の押し付け合いで近所

の人と仲が悪くなる。しかし、基本的にボランティアは好きで、子ども会や仕事関連のボランティ

アは積極的に引き受けています。 

・子ども食堂がもっと盛んになってほしい 

・小学校と地域連携が素晴らしいと思う 

・デジタル化した活動がたくさんあれば、若者中心の活動も増えると思う 

・さがみはらの新しいお祭り（もんじぇ、ハロウィンなど）はいい取り組みだと思う 

私の住んでいるとこからは、バスも自転車も乗れないので何もできない 

広報さがみはらで目を通すが何も出来ることは無い。 

近所付きあいも希薄になってきて何がどう参加していいのかも分からない 
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参加したい活動があったとしても、古くからのメンバーの人が多く一人では気後れします。 

地域のつながりは大切だと思います。しかし、休日を地域のためでなく家族と過ごす時間にあてた

いという思いがあり参加することに前向きになれていません。コロナも原因の一つです。 

ごみの清掃は、各自宅の前に捨てる地域が多い中、未だ自治会頼りになっていることが残念です。

夫婦共働きで子育ての合間に参加を強いられることが、一番自治会に入るのを見送る理由です。子

供が就学してお友達が子ども会などに参加しているなら、その時に参加を考えようかなとおもいま

す。街を歩いていて、どの家も班長やら防災リーダーなど札がかかっているのをみて、こんな頻度

で回ってくるのかと思うと怖くては入れません。 

ゴミ捨て場の清掃を強制参加させられている事を無くして欲しい。 

清掃をする時間は職場にいるし、参加出来ないと夜遅くに文句を言いに来る人が居るし、ゴミを出

す時間も勝手なルールで１、２時間の間しか許されていないし、他所様のゴミを何故か家の前に持

ってこられて放置されるなど、担当の方なのか権限のある方なのか知らないがやりたい放題すぎて

いずれ通報しようと考えてる状況なので。 

地域活動がどんなものなのかが分からない 

仕事が忙しく参加する時間などありません 

仕事と両立が大変なので、なかなか難しい。 

独り身で生きることに精一杯。 

自治会？の運営は、旧態依然で参加する気が起こりません。男性高齢者の価値観が全てで、女性は

お茶くみと下請けと、心の底から正しいと思っている皆様の中で、意見など言える訳もありませ

ん。やんわりお断りが定石です。新しい枠組みで、一般企業におけるコンプライアンス程度には男

尊女卑が無く、透明性のある組織なら協力したいなと思います。 

農業体験など子どもと一緒に参加出来て地域に友達ができるようなもの 

何かしらのメリットを感じないと、時間とエネルギーをかける対象にはならない 

年齢的にも何もできない年齢に達してしまった。 

くじ引きで区内の小学校の校外委員を担当しているが、夫婦ともフルタイムで働いており、活動す

るのが非常に厳しい状況である。有志で集まらないのであれば PTA は廃止してほしい。時間に余裕

のある人が忙しい人に同じ仕事量を期待するのがおかしいと思う。令和の時代にあった PTA 活動に

してもらいたい。そういった意味では、若者等、時間に余裕のある方が地域活動に参加することは

良いことだと思うし、積極的に参加してもらいたいと思う。 

地域の方々との交流は大事だし、楽しいけど、会合、役員とかはめんどうですよね 

自分のこと、自分の生活で精一杯です。 

3 人の子育て中です。地域の自治会お祭りなどのイベントには積極的に参加していますが、まだこ

どもが小さいため今回アンケートにあるような美化活動やゴミ拾いは参加していません。自治会の

会費回収の役員はやりました。避難訓練にも子連れで無理に参加したことがありますが、地区から

集まったのも数人でほとんどが高齢者や役員で「意味が薄い」と感じて以来参加していません。地

元は好きですし、応援したい気持ちはあります。 
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新型コロナウイルス関連 

コロナ禍で活発だった自治会行事もなく、つまらない時代になった。若者発信の活動に期待する。 

コロナ禍の中で引っ越してきたため、全くわからない。情報が入らない。 

コロナ禍で活動自体が難しいタイミングもあると思いますが、地域のお祭りのような楽しみはぜひ

続けて欲しいと思います。 

昨年 4 月に転入したばかりで、コロナ禍もありあまり地域活動に参加できていませんでした。今年

は自治会の役員にも選出いただきましたので、ぜひ地域活動に参加したいと考えています。 

コロナの状況下で出会いのきっかけがない。婚活イベント等、落ち着いたら参加してみたいです。 

コロナ禍で集まれないが、ボランティア活動はやりたいと思う 

コロナ禍で閉塞感がある。早く終息して従来の地域での行事が普通に遂行出来たらと思います。 

いいなと思う活動は特になし‼ 

コロナ禍で集団で直接活動するのが不安。コロナ以前は、前住んでいた地域でも活動をしていた。 

地域活動に積極的に関わりたい気持ちはありますが、コロナ禍でいろいろ控えている状況です。そ

のうち子供たちも大きくなり一緒に参加する機会が減ってくると思うので、この状況が残念です。 

コロナで何も出来ないことが悲しい 

コロナ禍でなかなか活動したいと思わない。オンライン会議などで参加自由であれば 

保育園という場所柄、コロナ対策を講じている事もあり、全く参加できていない。 

 

その他 

以前、南区アイディアコンペを参観した。 

子供食堂に月 3000 円の寄付をして欲しい 

大人食堂、子ども食堂 

地域活動に協力している人、そうでない人は両極端であるように思います。 

地域に愛着をもてる活動が増えることを期待しています。 

英語の案内があるといいと思う。 

南区での利点が明確でしたら、地域活動に参加する意味ができます。自治会あるんですか？ 
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行政への要望 

南区だけでも、ゴミ出し 大和市、東京都の様に戸別収集できるようにしてほしい 

相模原の良さをもっとアピールした方が良いと思います。 

16 号線の歩道改善 

以前から市民活動で福祉用具開発及び提供(たくみ 21)を行なっておりますが、地域の身近な方々

の支援、応援をする機会を行政と一緒に出来れば嬉しいと思っております。 

公民館に図工室みたいな DIY ができるスペースが欲しい 

公民館の利用枠を 5 枠から 7.8 枠へ増やして欲しい。 

利用金額を市民が多数の場合は、半額にしてほしい 

マンション居住のため、自治会に関する情報が一切入ってこない 

行政がアクションを起こす必要があるのではないか 

子どもが多いほど、住みやすい市であればいいのですが、現実は仕事をしないと生活できないた

め、子どもへの保障をしっかりして、海外の様に家もゆったりすごせる様になれば、いろんな活動

ができると思います。 

税金の無駄遣い（ワクチンを含め）をやめて税金を無くしたらとても良い市になると思います。 

駅周辺にしか子育て世代に役立つ施設が無い。子供が少ない地域で子育てをしているが孤独感をと

ても感じる。子どもセンターに保育士さんがいらっしゃると相談できてよい 

また保育士さんが積極的に話しかけてくれると嬉しい 

図書館分館をなくさないでほしい。読書（幼児読み聞かせ）は初期に一番必要な教育だと思う。そ

の後の生活が変わる。隣接する公園にトイレもないため独身〜子育てまで本当に助かった。 

現在、夏祭りを開催するか、秋のお神輿をどうするか、自治会長の判断で行っている（責任問題）

相模原市から開催におけるガイドラインを作っていただければ市民も安心して行動できる。 

活動ではないのですが、スクールゾーンにある車用のミラーの位置（方向）の修正。 

市長とのコミュニケーション 

教育活動の改革 

相武台は市のはじなので、不便です。相武台駅の近所なので、公民館に行くの遠いので座間のよう

に巡回バスをだしてほしい。 

PTA では一刻も早く給食費や教材を引き落としにしてほしい。他の自治体は銀行引き落としで、現

金回収というと周囲にも驚かれる。学校で現金を集めるのは先生方も神経を使うので申し訳ない

し、給食集金は保護者が行うので、当番の日は会社の時間休を取り回収に行く必要があり辛い。 

幼稚園の制服、体操着、昔は赤ちゃんの時にしか使わない服、おもちゃ等近所の間で、おさがりの

やり取りがあったが、今は行っていないため、町に自治体の運営する 

・リサイクルステーションがあると良い・コミュニティーサロン付き（お茶できる）・おしゃれな

建物で・相模原の地産グルメ、野菜マルシェの開催 

私の住む鵜野森地区は、町田駅方面へのアクセスはよいのですが、相模大野や北里大学、国立病院

へのアクセスが悪く、地域の高齢者の悩みの種となっています。できればコミュニティバスや市で
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計画中の BRT バスなど利用できないようにしていただけると助かります。特にコミュニティバスが

地域活動の一つとして、位置付けられないかと考えています。 

南区において、コミュニティバス等の運行について検討して欲しい。 

南区は高齢者が多いので、自家用車をもてない人のために小型市内巡回バスを設置お願いしたい 

意味のない一方通行や一時停止違反取り締まりなど、地域住民の生活に則さない交通規制の見直し

などを行うと共に、実行力の伴う権力者の参加を希望します。 

自治会とゴミ収集場所の指定を結びつけないで欲しい！ 

自治会退会者がごみ捨て出来ずにゴミ屋敷化しても、行政・地域住民の誰も得しない。 

家族の在り方も変わってきており、昭和的古い考えのままでは、破綻するだけと思います。 

さがみんとの交流をもっとしたいです。子どもたちにさがみんをもっと身近な存在に感じて欲しい 

市民農園の拡充を希望します。 

 

本アンケートに対するご意見 

このアンケートについて、地域活動とは具体的にどんなものを指すのかイメージが出来ませんでし

た。自主的にゴミ拾いをすることは地域活動ですか？それとも家族以外の誰かと地域貢献の活動を

することですか？お年寄りが集まって体操をするのは地域活動ですか？若者が集まってお茶会をす

るのはどうですか？それとも市が認定したグループの活動を指すのですか？ 

何があるのか私が知らないこともあると思いますが、地域活動の例をいくつか挙げてくださるとイ

メージがつきやすく良いと思いました。 

地域活動について意見は特に無いですが、封筒だけ見ると市からの連絡って何？って思うので、ア

ンケートの場合、封筒の外側にも記載していただけると助かります。 

このアンケートに意味があるものにつながれば良いが、もっとお金をかけずやって欲しい。もっと

他の事業に税金を使って欲しい。 

コロナで地域活動がないのに、こんなアンケートをやるのは無駄遣い。 

今回のアンケートの存在も初めて知りました。地域活動に参加したことがなかったので、アンケー

トではなく対面式で参加してみたかったです。 

この程度のアンケートで税金を使うのはどうかと思う。返信用封筒に本紙が入らない。 

「行政として地域活動の活性化に注力していますよ‼」という箱物行政と同等のレベルになってい

るのではないか。 

その成果は？効果は？行政として PDC（プラン→実行→チェック）機能まで責任もって監視し税金

の無駄遣いが無いのか？！見直し継続の判断が必要なこともあるのではないか。と感じている。 

この回答用紙は 4 つ折りにしていただきたい。 

現行のイベントで改善したいところがあったとしても、このアンケートではどう表現すればよいか

不明。QR コードでみても何を求められているか分からない。ちょっとして意見を表現する手立て

がわからない。 
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相模原市南区区民会議規則 

平成 22 年 3 月 15 日 

規則第 15 号 

 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和 37 年相模原

市条例第 17 号)に基づき設置された相模原市南区区民会議(以下「区

民会議」という。)の組織、運営等について必要な事項を定めるもの

とする。 

 

(委員) 

第 2 条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 区内のまちづくり会議から推薦された者 

(2) 区内の公益的活動を行う団体から推薦された者 

(3) 学識経験のある者 

(4) 区内の住民 

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 

 

(会長及び副会長) 

第 3 条 区民会議に会長及び副会長 1 人を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

 

(会議) 

第 4 条 区民会議の会議は、会長が招集する。 

2 区民会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができ

ない。 

3 区民会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

 

(関係者の出席) 

第 5 条 区民会議の会議において、必要があると認めるときは、関係

者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 

(会議の招集の特例) 

第 6 条 委員の任期満了後最初の区民会議の会議の招集は、第 4 条第 1

項の規定にかかわらず、市長が行う。 

 

資料１ 
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(意見聴取及び周知) 

第 7 条 区民会議は、調査審議又は建議に当たり、必要に応じて、区

内の住民からの意見聴取に努めるものとする。 

2 市長は、区民会議が調査審議又は建議した内容及び結果について、

区内の住民に対して周知を図るものとする。 

 

(庶務) 

第 8 条 区民会議の庶務は、南区地域政策事務主管課で処理する。 

 

(委任) 

第 9 条 この規則に定めるもののほか、区民会議の運営その他必要な

事項は、会長が区民会議に諮って定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行後最初の区民会議の会議は、市長が招集する。 
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○第６期区民会議委員名簿（令和２年７月３０日～令和４年７月２９日） 

選出区分 所属 選出母体等 氏  名 備  考 

（１）区内のまちづくり会議 

から推薦された者 

①大野中地区まちづくり会議 森   逸 雄  

②大野南地区まちづくり会議 大 木   恵  

③麻溝地区まちづくり会議 中 島 勝 平  

④新磯地区まちづくり会議 穂 苅 健 二  

⑤相模台地区まちづくり会議 篠 塚 実希子  

⑥相武台地区まちづくり会議 瀬 尾 守 一  

⑦東林地区まちづくり会議 
古 木   昇 R3.5.10 退任 

黒 子 信 雄 R3.5.10 就任 

（2）区内の公益活動を行う 

団体から推薦された者 

⑧相模原南交通安全協会 鈴 木 貴 市  

⑨相模原市民生委員児童委員協議会 佐 田 昌 史  

⑩相模原市社会福祉法人経営者協議会 草 薙 喜 義  

⑪相模原市地区社会福祉協議会 

連絡協議会南区連絡会 
中 島 千 尋  

⑫子育て親育ち応援団ｗｉｔｈ．ｃｆｃ 廣 岡 惠 子  

⑬相模原商工会議所 杉 本 祥 一  

⑭相模原青年会議所 九 嶋 俊 彦  

⑮相模原市民文化財団 井 部 弥 生  

⑯麻溝畜産会 角 田 隆 洋  

（3）学識経験のある者 

⑰相模女子大学 井 坂   聡  

⑱女子美術大学 吉 田 貴 子  

⑲北里大学 田 中 美 加  

（4）区内の住民  

⑳公募委員 大 谷 かな穂 R4.3.31 退任 

○21公募委員 三 井 布美子  

○22公募委員 秋 場 智 子  

（5）市長が特に必要と認める者 

○23相模原・町田大学地域コンソーシアム 金 森   厳  

○24ジェイコム湘南・神奈川相模原・大和局 長 瀬   徹  

○25若者参加プロジェクト実行委員会 小 寺 美 卯  

資料２ 


