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 調査結果                  

 

（１）相模原市の景観についての関心 

問１ 単一回答 

あなたは、相模原市の景観について関心がありますか。 

 

選択肢 回答数 割合 

① 関心がある 336 30.5% 

② やや関心がある 448 40.7% 

③ どちらともいえない 220 20.0% 

④ やや関心がない 46 4.2% 

⑤ 関心がない 34 3.1% 

無回答 17 1.5% 

計 1101 100.0% 

 

 

 

（２）相模原市内のお気に入りの景観 

問２ 自由記述 

相模原市内で、あなたがお気に入りの景観があれば、回答欄にその場所とその理由についてご記入

ください。 

《道・通り》 

●市道市役所前通  170人（全体の15.4%、場所記入者の31.7%） 

市道市役所前通を挙げた回答は、書き方は「市道市役所前通」「西門通り」「市役所の桜並木」

など様々であるが、すべてを合計すると170人となり、無回答者も含めた全体の1割5分、場所

を記入した回答者の3割以上を占め、本設問の回答の中で最も多くなっている。市道市役所前通

の景観が相模原市民にとって重要な景観であることがわかる。「桜」とセットで記入されている

ものが多いことも特徴であり、春の桜並木のイメージが特に強いことがうかがえる。 

理由の記述も桜に言及したものが多いが、春に限らず「四季が楽しめる」という意見も出てい

る。このほか、並木がトンネルのようになっていること、通りがまっすぐで見通しがきくこと、

小さい頃から見ている風景、ライトアップが綺麗といった点などが理由として挙げられている。 

●国道１６号  20人（全体の1.8%、場所記入者の3.7%） 

国道１６号をお気に入りの景観として挙げた回答者も 20名見られた。このうち、多くの回答

では「並木」という単語がセットになって記入されており、イチョウとケヤキの並木の景観が評

価されている。 

理由の記述では、「四季を感じられる」という理由を挙げている回答者が多い。また、道路空

間の広さを理由に挙げている回答も見られた。 
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●その他の道、並木  76人（全体の6.9%、場所記入者の14.2%） 

弥栄や相模原消防署前など、市道市役所前通以外の桜並木のほか、あじさい通り、水道道など

さまざまな回答が見られた。なお、具体的な場所を特定せず「桜並木」と書いた回答者が 20人

おり、この中には、市道市役所前通を意図したと考えられる理由を記述しているものもある。 

《眺望》 

●丹沢の山並み  59人（全体の5.4%、場所記入者の11.0%） 

市道市役所前通に次いで多く見られた回答が、市内から望む丹沢の山並みに関するものであり、

59人の回答者から選ばれた。上溝駅周辺や横山公園、自宅マンションを眺望点としている回答が

比較的多く見られた。 

理由としては、「清々しい気持ちになる」「落ち着く」といった記述が多く見られ、見ていて気

持ちの良い景観として評価されている。また、季節が感じられる点を理由として挙げている回答

も多い。 

●その他の山並み眺望  38人（全体の3.8%、場所記入者の7.1%）  

大山や城山など丹沢以外の山並みを挙げた回答や、具体的な名称は特定せずに「山々」や「山

並み」とだけ答えている回答も見られ、あわせて 38人が回答した。丹沢を挙げた回答と合わせ

ると97人（全体の8.8%、場所記入者の18.1%）に及ぶ。 

理由としては、「四季を感じる」「自然を感じる」といった記述が多く見られる。 

 

●その他の眺望  11人（全体の1.0%、場所記入者の2.1%） 

相模原市役所展望台やグリーンタワー相模原といった眺望点に着目した回答や、市街地に向け

た眺望景観を挙げた回答など、山並みに限定しない形で眺望景観を挙げた回答もあった。 

《公園》 

●相模原公園・相模原麻溝公園  33人（全体の3.0%、場所記入者の6.2%） 

公園を挙げた回答の中で最も多かったのは、県立相模原公園および隣接する相模原麻溝公園で、

33人（両方または片方を答えた回答の合計）が回答した。 

選んだ理由としては、四季折々の花、噴水、丹沢の眺め、展望台（タワー）からの眺めなどが

挙げられており、「四季を感じる」と記述している回答が多く見られる。 

●横山公園  21人（全体の1.9%、場所記入者の3.9%） 

公園を挙げた回答の中で、相模原公園・相模原麻溝公園に次いで多い回答は横山公園の 21人

で、中央区の公園の中では最も多くの票を集めた。選んだ理由としては、丹沢や大山にむけた眺

めや、緑の豊かさなどが多く挙げられている。 

●相模原北公園  13人（全体の1.2%、場所記入者の2.4%） 

相模原北公園を挙げた回答者は 13人おり、緑区の公園の中では最も多くの票を集めた。理由

としては、公園内から見る山々の美しさや、バラなど四季の花を楽しめる点を挙げた回答が多い。 

●鹿沼公園  7人（全体の0.6%、場所記入者の1.3%） 

鹿沼公園をお気に入りの景観に上げた回答者は7人いた。四季が感じられる点を理由として挙

げた回答者が多い。 
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●木もれびの森  7人（全体の0.6%、場所記入者の1.3%） 

木もれびの森（相模原中央緑地）は、7人の回答者からお気に入りの景観として挙げられた。

森林で緑が多く、気持ち良いという点が理由として挙げられている。 

●その他の公園  14人（全体の1.3%、場所記入者の2.6%） 

淵野辺公園、道保川公園、橋本公園、相模大野中央公園など、上記以外の公園を挙げた回答も

あった。 

 

《水系》 

●湖  31人（全体の2.8%、場所記入者の5.8%）  

津久井湖や宮ヶ瀬湖など、市内の湖をお気に入りの景観として挙げた回答が一定数見られ、あ

わせて 31人となった。理由としては緑の多さや四季を感じることが多く挙げられており、津久

井湖については桜を理由に挙げた回答が一定数見られた。湖やダムそのものの風景を評価した回

答者もいた。 

●相模川  28人（全体の2.5%、場所記入者の5.2%） 

相模川やその沿川を挙げた回答者の数は28人となった。相模川自体を回答したもののほか、「八

景の棚」や「小倉橋」、「こいのぼり」を挙げたものも一定数見られた。 

●その他の河川  9人（全体の0.8%、場所記入者の1.7%） 

境川、道志川など、相模川に限らない中小河川や用水路を挙げた回答も見られた。 

《その他》 

●その他の場所 25人（全体の2.3%、場所記入者の4.7%）  

上記で分類しきれないその他の場所を挙げた回答のうち、対象地区とその周辺に関しては、「市

役所」「相模原市中心部」「中央小学校の校庭の桜」「西門のオブジェ（岡本太郎）」といった回答

が出ている。西門のオブジェについては「春の桜とオブジェが、キレイ」という理由、相模原市

中心部については「軍都計画（戦前）に基づいて街並みが整備されている。」という理由で選ば

れている。 

●特になし 19人（全体の1.7%、場所記入者の3.5%） 

「特になし」「なし」などと記入した回答者も19人いた。 
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（３）対象地区の景観の評価 

問３ 単一回答 

あなたは、市道市役所前通及び沿道の景観についてどのように感じていますか。 

 

選択肢 回答数 割合 

① 良い 273 24.8% 

② やや良い 432 39.2% 

③ どちらともいえない 279 25.3% 

④ やや悪い 67 6.1% 

⑤ 悪い 18 1.6% 

⑥ 無回答 32 2.9% 

計 1101 100.0% 
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（４）対象地区で魅力的だと思う景観 

問４ 複数回答（３つまで） 

あなたは、市道市役所前通及び沿道で魅力的だと思う景観を下記から選んでください。また、そう

思う理由をご記入ください。 

 

選択肢 回答数 

① 桜並木 886 

② ケヤキ並木 182 

③ 幅員の広い歩道 328 

④ 沿道の店舗 13 

⑤ 沿道の住宅や公共建築物 6 

⑥ 大きな交差点 38 

⑦ まっすぐな通りの眺め 242 

⑧ 沿道の屋外広告物 0 

⑨ グリーンプラザさがみはら 6 

⑩ 岡本太郎作「呼ぶ赤い手・青い手」の像 87 

⑪ 市民桜まつり 276 

⑫ その他 36 

無回答 84 
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人
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■「その他」の内容 

道路 

・平坦な道路 

・道路が広い 

・無電柱化による、道路景観整備の推進 

 

その他 

・雑草がなく手入れされている事が魅力 

・ウエルネス、バス停 

・電線 

・アカ抜けしていない、田舎都市の臭いが減っている所 

・田名高田橋の花火大会 

 

わからない 

・橋本から先は行きませんのでわからない。 

・ない 

・わからない 

 

具体的な内容は無記入 

(25人) 
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（５）対象地区で改善すべきだと思う景観 

問５ 複数回答（３つまで） 

あなたは、市道市役所前通及び沿道で改善すべきだと思う景観を下記から選んでください。また、

そう思う理由をご記入ください。 

 

選択肢 回答数 

① 桜並木 106 

② ケヤキ並木 47 

③ 幅員の広い歩道 115 

④ 沿道の店舗 222 

⑤ 沿道の住宅・公共建築物 61 

⑥ 大きな交差点 17 

⑦ まっすぐな通りの眺め 9 

⑧ 沿道の屋外広告物 100 

⑨ グリーンプラザさがみはら 113 

⑩ 岡本太郎作「呼ぶ赤い手・青い手」の像 157 

⑪ 市民桜まつり 54 

⑫ その他 143 

無回答 377 
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■「その他」の内容 

みどり 

・公園と並木通りの景観が欲しい 

・緑道の端 

・公園 

 

道路関係 

・電柱 

・電線 

・電線 

・電線のない通り 

・電線 

・タクシーを拾いにくい（車道と歩道の距離がある） 

・タクシーの駐め場になっているところ（市民会館周辺、車通・歩通の間のスペース） 

・通りに点在している電気？のようなもの 

・国道１６号の側道 

・自転車道 

・歩道橋のゴミ 

 

商店街 

・西門商店街 

・西門 

・さんはぜ通り 

 

その他 

・岡本太郎作の美しさ、私も大好だ。盲人のなぐさめである 

・ムクドリ 

 

特になし 

・市役所周辺の景観はこれで十分だと思う 

・特になし 

・特になし 

・ない 

 

具体的な内容は無記入 

(120人) 
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（６）対象地区の景観をより良くするために必要な取り組み 

問６ 複数回答 

あなたは、市道市役所前通及び沿道の景観をより良くしていくために、どのような取り組みが必要

だと思いますか。回答欄に〇をつけてください。 

 

選択肢 回答数 

① 桜並木の維持保全 777 

② 傷んだ歩道のリニューアル 558 

③ 通りの景観に配慮した沿道の建築物の整備・誘導 284 

④ 通りの景観に配慮した屋外広告物の整備・誘導 312 

⑤ 空き家や空き店舗などの管理・活用 567 

⑥ 憩いの空間の整備 313 

⑦ ゴミの撤去や落ち葉掃きなど通りの清掃の充実 464 

⑧ 落書きを消す 326 

⑨ 電線類を地下に埋設するなど、電線や電柱を見えにくくする 419 

⑩ 花壇や植栽の手入れをする 452 

⑪ その他 88 

無回答 67 
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■「その他」の内容 

道路空間の利用ルール 

・側道の駐車禁止 

・歩道での自転車歩行、盲人にはけがばかり 

・桜並木を含め側道の有り方を検討する。 

・自転車専用道 

・自転車道、歩道が分りにくい 

・路上駐車のとりしまり。 

・自転車専用道路を作る 

・駐車々両だらけの歩道か車道か意味不明な

部分を検討した方が良いのでは？ 

・歩道は段差のない歩道にしてほしい 

・歩道でもなく車道でもな間の道は路駐の場

となっているがその必要性は？ 

・自転車道の整備・樹木との関連 

・駐車禁示にする。 

・駐車車両 

・車の駐車の場所や方法の検討。合理的にあ

の広さ（桜の下）を再検討したら、もっと

良い。 

・自転車道および駐輪場の整備 

・放置自転車をなくす。 

・あじさい会館の前なども駐車が多い。雑草

が多い 

・自動車のていしゃ 

・車道脇の空間歩道等を整然とする 

・せっかく分けてある歩道と自転車道の再整

備と市民への徹底 

・無料駐車で１日中使用させない 

・側道の無断駐車ひどい時には二重駐車 

・昼間夜間深夜の信号機の時間を工夫する 

 

ストリートファーニチャー 

・潤水さがみはらのキャチにしては吹水等、

ロータリーに無い 

・ちょっと休めるベンチをおく、花壇も 

・何ヶ所かにゴミ箱を置いてあると良いので

は？？ 

・道の駅みたいな場所をつくる（外部からの

訪問者の休憩地） 

・ヨドミ空間を作って、歩行者専用の曲った

道とベンチをところどころに置いて、くつ

ろぐ空間づくり 

・芸術的景観を増やす（例立川市） 

・座って休めるものを作ってもらいたい 

・施設案内、観光地案内の整備 

 

街のイメージ 

・他所のマネでなく、オリジナルな事のみを

行う事 

・観光地として何か売りなものを 

・町じたいきたない！ 

・全体が暗く感じる 

・雰囲気が悪く暗い 

・散歩など、日常で人々が歩きたいと欲する

ような、イメージ空間の併設 

・おしゃれな街にしたい 

・テーマを考え テーマに合う景観作り 

・家族連れでも行ってみたい、歩きたいと思

わせる取り組み。どちらかといえば、今は

パチンコや飲み屋通りのイメージが強い 

 

商業活性化 

・西門商店の活性化 

・西門週辺も活気がある町づくりが必要。 

・安っぽくない、おしゃれな上質な大規模店

を作る。上質なもの、雰囲気になってほし

い（色を多用しない、時間とともにみすぼ

らしくならないように） 

・若い人達があつまるショップやめずらしい

店ぽ 

・歩きたくなる魅力的な店舗が連なる道に 

 

街灯 

・街灯が暗ので、人がいるか分らない時があ

るのでその改善 

・街灯をもう少し明るくして欲しい 

・イルミネーションとか。 

・がいとうが、暗い。 
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街路樹等 

・メタセ通りの杉木は葉が落ちる前に切って 

・剪定の質の向上 

・木々の整理 

・木や草が自転車通行帯に伸びているのが気

になる 

・少し伐採をして、通りを明るくする 

・公園等の草むしり 

 

 

建築物 

・ヨーロッパ風には無理でも、外観を、なる

べく等一してほしい。色を合わせるとか、

石だたみにするなどできる所から変えて

ほしい。 

・桜の木やケヤキ並木をメインにし、建築物

全体を低くする。市役所を新しくそろそろ

建て直して欲しい 

 

屋外広告物 

・ステカン等の貼り付け禁止 

・季節に合わせて景観（広告）を衣替え 

 

施設等の整備 

・桜まつり等で使用できる公共トイレの設置 

・無料か、低料金の音楽広場、体操広場 

・角地は歩動の広い三角形の地にして下さい。 

・駐車場が少ない 

・広い駐車場の設置 

・バリアフリー 

 

その他 

・すべてやればいい 

・相模原市は道路がせいびされていない。ほ

んとうにこまる。 

・なぜ市役所前通りにこだわるのか解からな

い。他に予算をまわすべきではないか。市

役所まで車で２０分３０数年住んでいる

が数回しか市役所に行っていない 

・市役所前の通りからきれいにしてみたら… 

・手を加えることによってかえって陳腐な空

間にならないように 

・アンケートに拘らず、やれることは実行す

べき。 

・行政だけでは小さな動きで、大きな動きに

するには、大学の建築関係と美大の美的感

覚を融合させたプロジェクトチームを作

り、市民が納得・感動するようなステージ

を期待します。 

・むずかしい所もあって大変でしょうけど 

・１６号の自転車道を増やしてほしい 

・ラーメン店の主人がハトにエサをやり糞が

多い 

・ムクドリ、毛虫 

・市役所等、公共施設は、相模原駅北口に今

後は集約したほうがよい 

・市役所通りだけでなく、横山、上溝と、桜

並木であったら、良かったと、思います。 

・プロジェクトを作り徹底的に改善していく 

・ふちのべ～古淵にかけての歩道！ぼろく、

細く、土地から植物がつきでててあぶない。 

・１～１０まで出来れば、更に誇れる街にな

り、観光を楽しむ人々が集るようになる。 

・企業の誘地 

 

わからない 

・市役所に用事がありませんので不回答です。 

・回答出来ず 

・現状を知らないのでわからない 

・分らない 

 

具他的内容は無記入 

(2人) 
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（７）建築物や屋外広告物についてのルールの必要性 

問７－１ 単一回答 

あなたは、市道市役所前通及び沿道の景観をより良くしていくために沿道の建築物や屋外広告物に

ついて新たなルールが必要だと考えますか。 

 

選択肢 回答数 割合 

① 良い景観づくりのためにきめ細かなルールが必要 136 12.4% 

② 良くない景観ができないような最低限のルールが必要 594 54.0% 

③ ある程度基準を示し、あとは個人の判断に任せるべき 258 23.4% 

④ ルールや基準等はないほうがいい 30 2.7% 

無回答 83 7.5% 

計 1101 100.0% 

 

 

 

 

 

  

①きめ細か

なルール

136人

12%

②最低限の

ルール

594人

54%

③ある程度

基準を示す

258人

23%

④ないほう

がいい

30人

3%

無回答

83人

8%
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問７－２ 複数回答    ※問７－１で①または②を選択した人のみが対象 

沿道に建築物や屋外広告物について新たなルールを作るとしたら、どのようなルールが必要だと思

いますか。回答欄に〇をつけてください。 

 

選択肢 回答数 

① 建築物の高さや大きさを制限する 247 

② 建築物のデザインや色彩に統一感を出す 284 

③ 屋外広告物の高さや大きさを制限する 356 

④ 屋外広告物のデザインや色彩に統一感を出す 245 

⑤ 屋外広告物の設置を制限する 309 

⑥ 敷地や建築物の緑化をすすめる 324 

⑦ その他 47 

無回答 7 

 

 

 

 

  

247

284

356

245

309

324

47

7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

① 建築物： 高さ ・ 大きさ

② 建築物： デザイン・ 色彩

③ 屋外広告物： 高さ ・ 大きさ

④ 屋外広告物： デザイン・ 色彩

⑤ 屋外広告物の設置制限

⑥ 敷地や建築物の緑化

⑦ その他

無回答

人



 

- 14 - 

■「その他」の内容 

統一感のある街づくり 

・歩道の幅を等一し道の色を等一 

・市役所前の建築物に合うのが良い。 

・通りの場所毎に統一感のあるデザインにす

る。 

・やるなら川越（埼玉県）の様に徹底的に！ 

・現代のイメージは統一感が成否の重要キー

となっている 

 

個性も尊重したほうが良い 

・特にありません。逆に自由にさせてほしい

です。 

・統一感も必要だと思うが、どんな年代の人

が見ても良いものが良い 

・建築物、屋外広告物は、個々の考えだと思

います。 

・統一感に個性を加え、バランスを整え、景

観にプラスアルファーが出るようなルー

ル（態勢）を作ってもらいたい。 

・建築物の高さや大きはいろいろの方が個性

があって楽しい。 

・同じデザイン・色の建築物を作らない（ス

ペインのバルセロナみたいに） 

 

建築物 

・大きい建物をたてる場合、少しセットバッ

クさせる。 

・並木の景観は好きですが、建物は奥にあっ

て目立ちません。通りから見える部分に、

目を引き、人が集められる明るいデザイン

があるといいと思います。 

 

屋外広告物 

・広告内容が適当である事 

・屋外広告の内容についてのルール。いかが

わしい物は×とか審査する 

・電光？広告？あまりにも大きくハデすぎる

とＲ１６車の運転にさしつかえます 

・出来ることなら、広告禁止が望しいと思う。 

・むしろ、広告物は少ない方が良いと思いま

す。 

・季節に合わせた広告物の変化 

・道路、歩道上の店舗の広告物や（たばこ、

飲食物の容器の投げすて） 

・政治的な看板などはなくしてほしい、ポス

ターなど 

・ネオンが強いものの制限 

 

みどり 

・直●の樹を植えてすっきりさせる。ケヤキ

が良い 

・特に商店、飲食店等の店頭の品、看板など

植木など道にハミ出さない事 

・けや木の枝をこまめに切る。 

・季節の花々を沿道にもっと増す。店舗廻り

の植木類の整理を業者に義務ずける。 

・緑の手入れ 

 

ゴミ、清掃 

・西門ゴミ。 

・沿道を歩いていてゴミのポイすてが多いの

で立看板等で呼びかけする等 

・掃除及びペンキの塗り直し等清潔感を保て

るようなルール 

・そうじと、住んでないたてもの整備 

 

その他 

・自主性が必要なので広報などで啓蒙 

・色やデザインを統一してもおそらく改善と

しては良くならない。それよりも、どうい

うものもやっているかを分かりやすく案

内できる法方を孝えるべき。 

・自然の美しさ、花の美しさ、空の星と並ぶ 

・すべてやればいい 

・電柱を木製（見た目）っぽくして、レトロ

観を。 

・核シェルターの設置。一般も利用出来る前

提で 
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・プロに、センスの良い、上質なものにして

ほしい（市民のアイデアでは、バラバラに

なってしまい、センスも良くならないと思

います）その結果、活性化しない、と思い

ます。 

・サラ金はやめて… 

・１階に店舗等の設置を希望 

・路上からも確認できるように地図なども設

置してどの店や施設がどこにあるかを明

確にして欲しい 

・建物から出張る物、路上の物は全て撤去を

望む 

・風紀を乱さないもの、不快感がないもの 

・傷んだものは改修する等整備が必要 

・建築物が建つ前に、市役所職員が、直接周

辺住民の声を聴く。業者まかせにしない。 

・警察前のラーメン店 

・シャッターの閉まったお店が増えてきたよ

うな気がします。サビれた感があります。

ほっておかないで何か考えてはと思いま

す 
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（８）景観づくりのために実行したいこと 

問８ 複数回答 

相模原市の良好な景観づくりのために、あなた自身はどんなことを実行したいと思いますか。回答

欄に〇をつけてください。 

 

選択肢 回答数 

① 景観や景観づくりに関心を持つこと 511 

② 景観や景観づくりに関するシンポジウムや講演会等への参加 67 

③ 景観に関する地域のルールを守ること 550 

④ 家の周りの清掃 563 

⑤ 景観づくりやまちづくりに取り組む組織やグループに参加し自ら活動すること 70 

⑥ 特にない 68 

⑦ その他 36 

無回答 139 

 

 

 

 

 

  

511

67

550

563

70

68

36

139

0 100 200 300 400 500 600

① 景観に関心を持つ

② シンポジウム等に参加

③ 地域のルールを守る

④ 家の周りの清掃

⑤ ｸﾞ ﾙー ﾌﾟ に参加し自ら活動

⑥ 特にない

⑦ その他

無回答

人
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■「その他」の内容 

みどり 

・生けがき 

・歩道に、垣根やはっぱや花などを出さない。

あるくのにチクチクしてあぶないです。 

・植込みの雑草等の清掃 

 

清掃活動 

・境川沿いの清掃（ゴミ拾い等） 

・５番に順じて地域のクリーン作戦に参加す

る。 

・申しわけありませんが生活するのに大変で

実行は不可能ですが、時間が有るなら④ま

たは地区の清掃などに参加。 

・がいろじゅの葉が、１６号の歩道にあるの

で、そうじしようと思うが、かたづけてお

く場所がない 

・家の周りの清掃は持主の責任とする。 

 

教育・学習 

・青少年のモラルの育成 

・ヨーロッパの国々の良い所を学ぶ 

・表参道の広告物の勉強 

・小学生の社会授業（市のことを学ぶ際）で

景観や環境づくりの人々の取り組み等、勉

強を取り入れ、子どもの内から環境への意

識を高めていく⇒家族（大人）にも伝わっ

ていくと思う。 

 

意見交換 

・まずは周りの意見を聞くべき、そこから孝

える 

・周辺住民とのこん談が必要 

 

情報発信 

・自分の周囲のひどいところを知らせていく

こと！！きれいになったと聞いた時、足を

運ぶこと 

・市のＨＰで景観の紹介や取り組み等、見れ

る様にする 

・ラクガキみつけたら通報 

・良い景観を発信していきたいです。 

 

その他（市への要望など） 

・商店街の活性化 

・相模原市道路整備評議会等の設立・運営 

・古渕－渕野辺旧道歩道広げて下さい 

・歩行自転車の恐ろしさ・けがばかり〔盲人〕 

・桜並木を中心に考えるか、道路中心に考え

るかで中味が変わる。道路の景観は１年中

のもの。 

・道路をせいびしてほしいのみ 

・なぜ市役所前通りにこだわるのか解からな

い。他に予算をまわすべきではないか。市

役所まで車で２０分３０数年住んでいる

が数回しか市役所に行っていない 

・市が景観を配慮したまちづくりをしている

と感じない 

・市役所（→事務・住民サービス機能＝公共

交通機関の必要・利用）をＪＲ駅（橋本）

近くに移設、跡地は公園 

・イルミネーションの通りをつくってほしい 

・観光都市として何か売りなものを 

・相模原市は財政が、苦るしくないのに、何

にお金を使って行こうとしているのか分

らなかった。この際しっかりした指針を。 

・小学生の時に授業に取り組んでゴミを落と

さないようにして欲しい 

・自転車の放置が何ヶ月も有る。 

 

特になし 

・市民は、自身でいろいろ実践していると思

います。行政の積極的な、リーダーシップ

を期待します。 

・特になし 

・私、７５才であまり参加出来きません 
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（９）景観づくりのために行政に期待すること 

問９ 複数回答 

景観づくりを実践していくために、行政にどのようなことを期待しますか。回答欄に〇をつけてく

ださい。 

 

選択肢 回答数 割合 

① 景観や景観づくりに関する計画の作成 494 44.9% 

② 景観に関するシンポジウムや講演会の開催など市民への意識啓発 192 17.4% 

③ 建築物や屋外広告物などのルール作り 505 45.9% 

④ 公共空間の緑化の推進 562 51.0% 

⑤ 市民が行う景観づくりやまちづくり活動への助成（活動費用やアドバイザー派遣等） 271 24.6% 

⑥ 都市景観賞など表彰制度の実施 117 10.6% 

⑦ その他 77 7.0% 

無回答 102 9.3% 
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①計画の作成

②市民への意識啓発

③ルール作り

④ 公共空間の緑化推進

⑤市民の活動への助成

⑥表彰制度の実施

⑦ その他

無回答

人
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■「その他」の内容 

みどり 

・周りの家に迷惑をかける樹木（のび放題）

に対する行政指導（落葉・火事） 

・水道みちの草取り 

・緑の手入れ（歩道などの） 

・木を切ったら、かわりに植えてほしい。木

があると夏涼しくて助かるので（木陰がで

きるので） 

・景観を守るために、緑を保護する市の条例

が必要 

・けいぞく的にいじできないなら、むやみに

植栽しないでほしい 

・保存指定樹木の条件緩和。特に桜。 

・歩道がせまいのに、垣根がですぎて、歩き

ずらい 

道路整備 

・歩道と緑地の再整備、歩道幅２倍に拡幅 

・主道路の整備 

・狭い道路の拡幅と整備（周辺の緑化） 

・自転車が歩道にあふれている。専用道の整

備 

・電柱を無くし、電線の地中化をすべての地

域で実現 

・電線の地下化を進める 

・外灯を増す 

広報活動やイベント実施 

・とにかくご当地グルメなど観光化 

・チラシ等でより多くの人の目に止まるよう

にする 

・その景観を話題にしてもらうための努力

（ドラマ・映画・音楽ＰＶの誘致） 

・ガイドブックや本で今ある美しい景観のア

ピール 

・民間に対する関心の高め方の工夫。シビッ

クプラウドをもっと高くもってもらいた

い 

・人が集まるイベント、人のいない影観は寂

しい 

・広報活動（「さがみはら」など） 

・広報に、景観の美しい場所を毎回掲載する。

市民に広く知らせてほしいです。 

・大型商業施設などでのイベント。自治会等

に入っていない市民に周知する為に 

 

事例研究 

・国内外で美しい景観を見つけ、ネットで参

考にして作ると、良いのでは？ネット等で

調べるのも良いのでは？ 

・日本国内にとどまらず、海外も含めて美し

い街並みを参考にして、研究していただき

たい。 

 

意見交換 

・市民との交流どのような相模原にしたいか

などの意見交換などの実施。 

・鹿沼公園の旧図書館の跡地の利用方法など

にもっと市民の声を反映すべきだと思う。

新図書館が出来たら、子供達はどこで遊ぶ

のか 

 

検討対象、税金の使い道等 

・旧津久井郡へもっと目を向け予算をまわし

て下さい。 

・なぜ市役所前通りにこだわるのか解からな

い。他に予算をまわすべきではないか。市

役所まで車で２０分３０数年住んでいる

が数回しか市役所に行っていない 

・市役所周辺以外にも市に関心をもってもら

いたい 

・景観よりもお金をかけるべき所があると思

う。公立の学校などをまずきれいにしてほ

しい。 

・限られた予算の中で運営されていると思う

のでこれ位いしか出来ないのかと見てし

まう。 

・税金の範囲内での活動、市民税をそのため

に上げないで取り組む 
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・景観以外にも行政として為すべきことを行

って頂きたい。 

・元々立派な所をさらに手入れするのではな

く、手入れが足りない所に力を入れて下さ

い。通りによって差がはげしすぎます。 

・役所のまわりだけではなく相模原市全体を

見る 

 

その他 

・景観づくり。丸溝道保川の美しさ〔作詞●

のなる 

・どの様な識者を招集するか問題 

・全員一致の考えには無理があります。ある

程度、方向性を決めたなら、その方向に進

むべきと考えます。 

・一部のクレーマーの対応に気をつかいすぎ。

一般常識でおかしいことはおかしいと強

く言える対応をしてほしい。 

・政令都市に、ふさはしい町ずくり 

・いかにも計画を実行した、という事で満足

しない事。←行政の自己満足ＮＧパターン

に注意 

・プロに、センスの良い、上質な、時間とと

もにみすぼらしくならない、雰囲気を作っ

てほしい 

・河川敷の清掃と河川の浄化 

・品が良く落ちついた空間づくりをすすめて

ほしい。何が何でもと手を加えて、統一性

がなかったり、陳腐なものができるのは本

当にいやだ。飾ることよりもゴミの撤去落

書きの消去、１２９号線のゴミなど何とか

してほしい 

・計画やルール作りだけでなく、実践と確

認・改善が必要 

・だれもが自然に参加出来るような活動 

・変わる必要性がある景観と遺産として変わ

らない景観の両方 

・公共的箱物を作る時は、先を見て作って下

さい 

・路上駐車対策を考えてほしい 

・青少年のモラルの育成 

・相模原市に居住して５０年経ちます。名産、

名物がなく淋しですが住み安いので清潔

で落ついた街づくりを願います。 

・今までに作った物の点検補修をしてほしい 

・行政と市民のセンスアップ 

・講演会や表彰などはやらないでほしい 

・基本は市民ひとりひとりの民度を高めてい

くことだと思います。市民の文化度が反映

するものではないでしょうか。 

・建築物は、個々の考え。 

・行政的考えでは期待できない。外部と共同

で景観づくりを実践していただきたい。 

・ユニークな楽しい街にしたい。 

・範囲を決めて、そこに建つ建築物の色やデ

ザインを許可制にする。（同じようなデザ

インや色はだめとか） 

・健康器具等の設置 

・無人の家等をしっかり調べて無人にならな

いとりくみ 

・余り人工的な景歓にならないほうがよい 

・除雪のスピードＵＰ 

・景観づくりと「防災化」を一体と考える 

・交通ルール、特に自転車を守るよう指導 

・ラクガキさせない、バリアフリー、歩道広

く安全に 

 

特になし 

・なし 

・特になし 

・別に期待していない 

・特にない 

・特に思いつかない 

・今のままで 

・期待していない。広域すぎる。 

 

具他的内容は無記入 

 (2人) 
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（１０）景観づくり活動への参加・協力に関する意向 

今後、市内で景観づくりの取り組みを行う際、ご協力を頂ける方は下記にお名前と連絡先をご記入

願います。 

お 名 前  

住  所  

電話番号  E-mail  

景観づくりに協力したい場所 

右の番号に〇をつけてください 

①市道市役所前通 

②その他市内のどこか 

（具体的な場所：                ） 

 

記入内容 回答数 割合 

名前・連絡先・協力したい場所 113 10.3% 

 協力したい場所：市道市役所前通・その他市内 13 1.2% 

 協力したい場所：市道市役所前通 48 4.4% 

 協力したい場所：その他市内 52 4.7% 

協力したい場所のみ 11 1.0% 

 協力したい場所：市道市役所前通・その他の場所 0 0.0% 

 協力したい場所：市道市役所前通 1 0.1% 

 協力したい場所：その他の場所 10 0.9% 

名前と連絡先のみ 35 3.2% 

名前のみ 3 0.3% 

連絡先のみ 1 0.1% 

記入なし 938 85.2% 

計 1101 100.0% 

 

 

 

名前・

連絡先・

協力場所

113人

10%

協力場所のみ

11人

1%

名前・ 連絡先

35人

3%
名前

3人

1%

連絡先

1人

0%

記入なし

938人

85%


