
 

 

市道市役所前通沿道の景観に関する市民アンケート調査 

≪調査協力へのお願い≫ 

 
日頃から、市政へのご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

相模原市では現在、景観計画の推進のため、「市道市役所前通」（裏面参照）の景観づくりに重点

的に取り組んでおり、市民の皆様から貴重なご意見をいただき、今後の景観づくりに役立ててまい

りたいと考えております。 

本調査は、住民基本台帳に記載された２０歳以上の市民の皆様の中から、3,000人の方を無作

為に選ばせていただいき、無記名で回答していただくものです。 

お答えいただいた内容は、すべてご意見集約のために用い、他の目的には一切使用いたしません。 

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいます

ようお願い申し上げます。 

 

平成２９年１１月  

相模原市 建築・住まい政策課  

 

◆ご記入にあたってのお願い◆ 

① 回答は、アンケートをお送りしたお名前のご本人がお答えください。 

※ ご本人が長期不在等で回答できない場合は、２０歳以上の同居のご家族の方が、ご自

身のことについてお答えください。 

② 回答は、おおむね最近１年間程度の状況でお答えください。 

③ 回答にあたっては、自由記述の項目を除き、回答欄にあてはまる番号や「○印」をご

記入ください。なお、質問によっては、回答の数を指定している場合があります。指定

の数よりも多く回答された場合、集計上無効になります。 

④ 回答に迷う場合は、あなたのお考えにできるだけ近いものをお選びください。 

⑤ ご記入いただいた調査票は、平成２９年１１月３０日（木）までに、同封の返信用 

封筒に入れて、切手を貼らずにご投函ください。 

⑥ 本調査についてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

 

＜お問い合わせ先＞ 相模原市 都市建設局 まちづくり計画部 建築・住まい政策課 

電話：０４２‐７６９‐９２５２（直通） 

時間：月～金（祝日を除く。） 午前８時３０分～午後５時 
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