
局 担当課 受付日 事由 件名 要望・問合せ等の内容 対応内容 処理状況

1 教育局 学校保健課 2020/10/13 問合せメール 学校給食費について

津久井エリアの給食センターからの給
食を配送していただいています。

コロナ禍で学校が休校になり、給食セ
ンターも休みになり、当然給食も無くな
りました。再開して、その間の喫食して
いない給食費も上乗せで集金されている
のですが、これはどうしようもないもの
なのでしょうか。

納得のいく説明をいただけたらと思い
メールさせていただきました。ご開示お
願いします。

給食費につきましては、本来、小学校
は月額4,600円、中学校は5,300円です
が、新型コロナウイルス感染症による臨
時休校の対応として、令和２年度に限り
ましては月額で徴収せず、月ごとの給食
提供回数に日額（小学校270円、中学校
310円）を乗じた額を給食費として徴収す
る扱いとさせていただいております。

そのため、徴収額が月ごとに違い、給
食提供回数よっては本来の月額以上の金
額を徴収させていただく場合がございま
す。何卒ご理解くださいますようお願い
いたします。

[参考]日額の算定式
　【小学校】
　　4,600円×11か月／185回≒270円
　【中学校】
　　5,300円×11か月／185回≒310円
　　※185回が年間の給食提供回数です。

実施済

2
こども・若者未来
局

保育課 2020/10/25 問い合せメール
就労証明書のフォー
マット統一について

保育園申請のため、これまで数回申請
書類を提出させていただいています。

申請書類の中に就労証明書が含まれて
おり、ExcelとPDF形式でフォーマットが
指定されています。保護者記入欄が上に
あったり下にあったり、利用(申込)児童
名と希望施設名称についても行と列が入
れ替わっていたりとExcelとPDFで書式が
異なり、夫婦２人分作成するのに作成と
見直しが面倒です。

就労証明書は就労先の会社に作成して
もらう際、作成しやすいフォーマットで
お願いするため夫婦でExcel、PDFどちら
かに揃わないこともあります。

なので、せめて表示位置ぐらいは
フォーマットを統一して整えてほしいで
す。よろしくお願いします。

就労証明書の様式に関しましては、PDF
形式の場合は市で規格を作成し、Excel形
式の場合は国の標準的様式に準拠する形
で作成しているため、表示位置等に相違
がございました。

今後、保護者の方の負担軽減が図れる
よう表示位置の統一を含め、様式の見直
しを進めてまいります。

今回は貴重な御意見をいただきありが
とうございました。 検討中

令和２年度「市民の声」に関する対応状況（１０月～　３月分）

　「わたしの提案」、電話、窓口、メール等で寄せられた「市民の声」（市民からの意見・要望等）のうち、市民生活の利便性向上に資すると思われるものや、業務改善など施策・事業に反映した事例に
ついて、対応状況を報告します。

１　取扱件数
　　　１０月分：１，０５３人・１，１４２件、１１月分：１，０６５人・１，１５３件、１２月分：８７３人・９５８件、１月分：１，１２６人・１，２６１件、２月分：８４８人・９３８件、３月分：９０９人・９７７件　　計　５，８７４人、６，４２９件

２　事例紹介



局 担当課 受付日 事由 件名 要望・問合せ等の内容 対応内容 処理状況

3 都市建設局 交通政策課 2020/11/8 わたしの提案
中央区田名への電車延
伸について

小田急多摩線延伸計画についてです
が、相模原～上溝までは実現に向けて取
組が加速していると考えられます(団体の
発表やネットニュースを通して)。

しかし、田名方面の公共交通機関整備
については進展がないように見られま
す。

中央区であるのに、利用できる社会資
源が少なく、自家用車かバスを利用して
いる住民が多いです。田名への電車延伸
計画についての取り組みの具体的ビジョ
ンについて情報を提供してください。

また、実際に田名方面を実態調査して
みてはどうですか。

小田急多摩線の延伸につきましては、
平成28年４月の交通政策審議会答申「東
京圏における今後の都市鉄道のあり方」
において、同線の延伸（唐木田～相模原
～上溝）が「東京圏の都市鉄道が目指す
べき姿を実現する上で意義のあるプロ
ジェクト」の一つとされたことから、ま
ずは、上溝までの延伸を目指し調査検討
を行っているところです。

また、上溝から田名地区を経由し、愛
川・厚木方面への延伸につきましては、
同答申において、「関係地方公共団体に
おいて更なる延伸を検討する場合には、
本区間（唐木田～相模原～上溝）の整備
の進捗状況を踏まえて行うことが適当で
ある」と示されたことから、上溝までの
整備状況を鑑みた上で検討を進めていく
必要があると考えております。

人口減少社会の進行や事業性などの観
点から、課題は大きなものとなっており
ますが、田名、愛川・厚木方面への延伸
は持続性のある都市構造や交通体系を構
築する上で重要な役割を果たすものであ
ることから、引き続き実現に向けて取り
組んでまいります。

検討中

4
こども・若者未来
局

こども・若者支援
課

2020/12/7 わたしの提案
防犯カメラの設置につ
いて

二本松子供センターに防犯カメラがあ
りません。子供を巻き込む事件、事故が
発生しても捜査資料の証拠もなく、大き
な問題です。

また、周辺での事件の検証に警察署が
防犯カメラの閲覧に度々来ても設置され
ていないと、断っています。

学校と同じく、至急の設置をして下さ
い。市政の怠慢としか言えません。

市立児童厚生施設への防犯カメラにつ
きましては、児童が安全・安心して過ご
せる居場所づくりと犯罪行為等の防止を
図るため、計画的に設置を進めていると
ころです。

ご提案のありました二本松こどもセン
ターにつきましては、本年度中に防犯カ
メラを設置してまいりたいと考えており
ますので、ご理解くださいますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。

※提案者に回答後設置

実施済



局 担当課 受付日 事由 件名 要望・問合せ等の内容 対応内容 処理状況

5 環境経済局 環境政策課 2020/12/24 問い合せメール
OKIPPAの個人情報取り
扱いについて

宅配バッグOKIPPAが送られてきまし
た。ありがとうございます。

さっそくOKIPPAアプリをインストール
し、設定しようとしています。その際宅
配荷物の追跡サービスを利用するために
は、メールの内容をOKIPPAの事業者が閲
覧できる権限を要求されたのですが、こ
ちらの事業者を信頼しても大丈夫なので
しょうか。

相模原市が精査し、保証するというこ
とでいいのでしょうか。

OKIPPAアプリは、簡易型宅配ボックス
OKIPPAの製造元であるYper㈱によるサー
ビスとなります。本件アプリの利用に伴
う不測の損害等に対し、市が保証するも
のではございません。

つきましては、OKIPPAアプリのプライ
バシーポリシー等をご確認いただき、ご
判断の中でご利用ください。 その他

6 都市建設局 交通政策課 2021/1/4 問い合わせメール
バスの乗り継ぎ割引に
ついて

バスの路線が整理され、近所のバス停
まで直通で行ってくれるバスが減り不便
に感じるとともに、北里大学始発のバス
があるのは知っていましたので、都バス
のように乗り継ぎができないのか？と思
いました。

後から調べたところ、実は乗継割引の
制度があったんですね。分かっていれば1
時間も待つ必要がなかったのですが、こ
のような代替措置が知られていないこと
により、「バスは使いものにならない」
という認識が変わらないのだと思いま
す。

乗客を増やす工夫や努力も足りない気
がします。検索した時に、「バス交通基
本計画の推進について」の項目が長々書
いてあるその下に書かれていて、見つけ
にくかったです。愛川町のように、乗継
方法だけを図解した独立ページを作るく
らいの配慮が必要だと思います。

車がないとロクに移動ができない状況
は30年前から全く改善されないので、い
い加減どうにかされたほうが良いと思い
ます。少なくとも、この現状が続く限
り、定住を前提に引っ越しを考えている
人に相模原市は薦められないと感じます
ので。

バスの乗り継ぎ情報について、今回い
ただきましたご意見等を踏まえホーム
ページの構成について検討をさせていた
だきます。

実際に利用される皆様に寄り添った情
報となるよう努めてまいりますので、今
後とも、本市の交通行政にご理解・ご協
力くださいますよう、お願いいたしま
す。

※市ホームページの構成について修正済

実施済



局 担当課 受付日 事由 件名 要望・問合せ等の内容 対応内容 処理状況

7 都市建設局 中央土木事務所 2021/1/13 問い合わせメール
矢淵陸橋の歩行者階段
の穴について

矢淵陸橋に接道している歩行者用階段
に穴が開いている箇所を発見しました。

鹿沼台１丁目側、淵野辺３丁目側、矢
部４丁目側、３箇所の階段で穴が開いて
いる箇所が有ります。

体重50㎏台の私が歩いて不安を感じる
事は有りませんでしたが、鉄板に穴が開
いている状態は素人の目には心配になり
ましたので、連絡致します。適切な処置
をお願いします。

現地確認をし、歩行者階段の蹴上げ部
に複数箇所の穴が開いていることを確認
いたしました。

歩行者階段を含め、矢淵陸橋につきま
しては、令和３年度に修繕工事を実施す
る予定であり、その際に穴の開いている
箇所についても対応する予定です。

修繕完了までの期間は経過観察し、穴
の大きさが拡大するようなことがあれ
ば、暫定措置も検討してまいります。

実施予定

8
こども・若者未来
局

こども家庭課 2021/1/22 問い合わせメール
不妊治療の助成金につ
いて

厚生労働省では不妊治療の助成金を拡
充を公表してますが、相模原市はいつに
なりますか。

病院からはタイムリミットが近いこと
を言われているのですが、経済的に助成
金に頼らざるを得ない状態です。

東京都などは１月１日から始まってる
ようですので、早くに拡充していただき
たいです。

現在、国において令和２年度第三次補
正予算案として審議されている令和３年
１月１日以降の特定不妊治療費助成制度
の拡充に関しましては、本市におきまし
ても国の案に基づき検討しているところ
です。

決定次第、市ホームページ等でご案内
させていただきますので、しばらくお待
ちいただきますようお願いいたします。

※提案者に回答後、国の制度拡充決定に
伴い実施

実施済

9 市長公室
観光・シティプロ
モーション課

2021/1/24 問い合わせメール
「さがみん」模倣作品
の無料配布について

相模原市内で開催される小規模なフ
リーマーケットで、ご来場者様へのプレ
ゼントとしてバルーンアートのを配布す
る企画があります。「さがみん」を作っ
て配付することは問題無いでしょうか。
何か申請や手続きが必要でしょうか。

こちらのページにリンクのある使用に
関する要領や仕様の手引き等は一応拝見
いたしましたが、風船で作るので忠実に
再現するのは難しく、また、一つひとつ
手作りで量産する為、どうしても適度な
アレンジ(帽子の柄やひばりの省略、紫陽
花と柚子の簡略化など)は、加えることに
なってしまいますが…。

何を作るかはまだ検討中で、打診的な
問合せなのですがご意向はいかがでしょ
うか。

「さがみん」のバルーンアートを作成
することは問題ございませんが、どのよ
うに「さがみん」をご使用されるのか、
把握したいため、『「さがみん」デザイ
ン等使用申請書』のご提出をお願いした
く存じます。

帽子の柄やひばりなど、忠実な再現は
必要ありませんので、作成いただいた作
品のお写真を使用イメージとして添付の
上、別添の申請書を、下記の観光・シ
ティプロモーション課宛て（メール、郵
送どちらでも構いません）にお送りくだ
さい。

相模原市マスコットキャラクター「さ
がみん」を可愛らしくご活用いただき、
誠にありがとうございます。

実施済



局 担当課 受付日 事由 件名 要望・問合せ等の内容 対応内容 処理状況

10 市長公室 広聴広報課 2021/2/1 問い合わせメール
ファイルダウンロード
の閲覧について

市HPからダウンロードのページがZip形
式のため、解凍ソフトを持ち合わせてい
ないパソコンなので、閲覧できません。
　閲覧方法をご教授ください。

本市ホームページではファイル数が多
い場合などは複数ファイルを一括でダウ
ンロードいただけるよう圧縮してZip形式
のファイルを掲載しております。

郵送もしくは電子メールにて必要書類
をご提供させていただければと存じます
ので、お手数で恐縮でございますが、下
記問い合わせ先までご連絡くださいます
ようお願い申し上げます。

なお、必要書類は、ご覧になったペー
ジの所管課からお送りさせていただく場
合もございますので、ご了承ください。

実施済

11 都市建設局 都市計画課 2021/2/23 問い合わせメール
淵野辺南口・鹿沼公園
について

バスで南口に行くことが多く、越して
来て42年、淵野辺駅が大好きです。

鹿沼公園も子どもや孫の小さな頃、よ
く利用しました。

大きな町になって南口が大きく変わ
る、と聞き及びました。

どのような計画があるのか、計画案を
教えて下さい。

淵野辺駅南口周辺は、図書館、公民
館、公園などの公共施設が集積し、複数
の大学のキャンパスや国の研究施設など
の文教施設が多く立地する特色に加え、
市の地区中心商業地として商業地の形成
を目指している地域ですが、北口に比べ
商業地としての集積が進んでおらず、図
書館をはじめとする公共施設は昭和50年
前後に設置され老朽化が進行していま
す。

これら諸課題を解決するとともに、自
然を感じる文化・交流拠点を創出し、淵
野辺駅南口周辺地域が将来も発展し続け
る次世代に引き継ぐ活気あるまちにする
ため、平成29年度に「淵野辺駅南口周辺
公共施設再整備・地域活性化基本計画
（案）」を公表しました。

しかしながら、新聞等で児童交通公園
をあたかも廃止するような報道がされた
こともあり、基本計画案に対するパブ
リックコメントで多くのご意見をいただ
いたため、市民や有識者等により構成す
る検討組織を立ち上げ、改めて検討を
行っているところです。

基本計画案や現在の検討状況について
は、市ホームページにて公開しておりま
すのでご確認ください。

検討中



局 担当課 受付日 事由 件名 要望・問合せ等の内容 対応内容 処理状況

12 健康福祉局 疾病対策課 2021/2/25 問い合わせメール
新型コロナウイルスに
よる定期予防接種の延
期の対応について

横浜市の様な柔軟な対応はないので
しょうか？子宮頸がんワクチンの３回目
のみ公費負担の期間に間に合いません。

新型コロナウイルス感染症への罹患の
リスクにより予防接種を延期しておりま
したが、基礎疾患はありません。
　ご回答よろしくお願い致します。

子宮頸がん予防ワクチン（ヒトパピ
ローマウイルス感染症）の予防接種の接
種対象者につきましては、高校１年生相
当の３月末までが公費（無料）で接種が
できる期間となります。

なお、定期予防接種を受けずに対象年
齢を経過した方の接種については、任意
（有料）での接種となります。

しかしながら、今般の状況を踏まえ、
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、予防接種の対象年齢を経過した方に
つきましては、基礎疾患がない方も含め
助成金の対象とする方向で検討を進めて
いるところです。

※提案者に回答後、従来制度の拡充によ
り実施

実施済

13 危機管理局 危機管理課 2021/3/7 問い合わせメール 車中泊避難について

災害時の避難について問い合わせさせ
て頂きます。

当方ペット（猫）がいる為、車中泊避
難を考えているのですが、どこに行った
ら良いのか分かりません。市役所として
車中泊用の避難場所が決まっているので
あれば、教えて頂けますでしょうか？

災害発生直後に車で移動することは危
険であること、一般の車両が緊急車両の
妨げとなる可能性があること、避難生活
によるエコノミークラス症候群発症等の
危険性があること等から、相模原市では
車中泊を推奨しておりません。市が指定
する避難所への車での避難、及び避難所
敷地内での車中泊は、原則禁止としてお
ります。

なお、避難者と別の場所での飼育とな
りますが、避難所にはペットの同行避難
が可能です（被害が甚大でスペースが確
保できなくなった場合を除く）。ケージ
等のペットの飼育に必要なものはすべて
ご持参いただく必要がありますので、平
時から備えていただきますようお願いい
たします。

また、さまざまな事情からご自身や知
人・親戚の敷地内等での車中泊を選択さ
れる場合、最寄りの避難所にご登録いた
だければ、物資等の支援を受けることが
できます。ただし、避難所には原則駐車
することができませんのでご了承くださ
い。

その他



局 担当課 受付日 事由 件名 要望・問合せ等の内容 対応内容 処理状況

14 消防局 救急課 2021/3/23 問い合わせメール 救急搬送について

先日、介護施設に入居している高齢の
父親が尿路感染症に伴う発熱により救急
搬送されました。 その際、施設側から
救急搬送の連絡はできても、家族が同乗
しないと救急搬送先へ出発できないと言
われ、対応に苦慮しました。

その後、施設側から相模原市へ確認し
た際も同様の回答の旨、報告がありまし
た。

つきましては、今後の対応に必要なた
め、介護施設で有事の場合、家族の同乗
者がいない（施設側は同乗不可）と救急
搬送はできないのでしょうか？ご教示い
ただきますようよろしくお願いいたしま
す。

お父様の搬送についてご苦慮されたと
のこと、ご心労のほどお察しいたしま
す。

お問い合わせの、ご家族の同乗者がい
ない場合の救急搬送についてですが、搬
送は可能です。

しかし、救急隊が搬送先医療機関を探
す際に、付添いの方がいないことによ
り、なかなか受入れ先が決まらないこと
があるのも事実です。

また、搬送先医療機関で受診する際、
医師に患者様の状況（例：倒れた時の状
況、治療中の病気、服用中のお薬など）
を伝達する必要があるため、可能な限り
付添いをお願いしております。

なお、高齢者福祉施設等には、どなた
も付添うことができない場合、必要な情
報をできるだけ詳しく救急隊に伝えてく
ださるよう、お願いをしているところで
す。詳しくは、市ホームページをご参考
になさってください。

実施済

15 環境経済局 公園課 2021/3/26 問い合わせメール
インクルーシブ公園に
ついて

インクルーシブ公園が東京都や県内で
は藤沢市にオープンしました。平塚市で
も計画があります。

このような障害があってもなくてもみ
んなで遊べる公園が相模原にも必要だと
思っています。

相模原市でインクルーシブ公園を造る
計画はありますでしょうか？お教えくだ
さい。

本市は相模原市パークマネジメントプ
ランに基づき、公園の新規整備、公園施
設の新規設置や改修等に当たっては、バ
リアフリー法等の趣旨に基づき、誰もが
公園を利用できるように、施設のバリア
フリー化を推進してまいりました。

直近では令和２年11月に一部供用開始
した相模原スポーツ・レクリエーション
パーク（相模原市中央区小山地内）の遊
具広場に、ハンディキャップをお持ちの
方と健常者が一緒に遊ぶことのできる遊
具を整備しております。

今後も引き続き、ユニバーサルデザイ
ンの視点を踏まえ、施設のバリアフリー
化の推進等、誰もが平等に利用できる公
園づくりにより一層取り組んでまいりま
す。

実施済
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16 健康福祉局
高齢・障害者支
援課

2021/3/27 問い合わせメール あじさい号について

今月末であじさい号の運行がなくなる
とのことですが、私は毎月通院をしなけ
ればならない病気で本当に助かっていま
した。すごく相模原の障害者には重要な
ものです。

以前アンケートに回答しましたが、な
ぜそれが反映されずに廃止になるので
しょうか？本当に困っています。市長さ
んに伝えていただきもう一度再開させて
もらうよう検討お願いいたします。

はじめに、アンケートにご協力いただ
きましたことに、改めてお礼申し上げま
す。アンケートでは、「満足している」
等のご回答を頂いた一方で「使い勝手が
悪い」、「事前予約が必要」「他の移動
手段がある」など、様々なご意見を頂い
ております。

市では、こうした貴重なご意見のほ
か、公共交通機関のバリアフリー化の進
展や介護タクシー、福祉有償運送等の民
間移送サービスの増加など、障害のある
方を取り巻く環境の変化と、利用者が大
幅に減少している状況を踏まえ、令和２
年度末をもって運行終了とさせていただ
きました。

あじさい号の運行終了につきまして
は、様々なご意見を頂いており、今後も
引き続き、障害のある方の移動支援の在
り方について、検討してまいりますの
で、何卒、ご理解をいただきますようお
願い申し上げます。

その他


