
立候補予定者（選挙区）→ 榎本　五郎（緑区） 小儀　晃（緑区） 田所　健太郎（緑区）
質問項目↓ 無所属・新 無所属・新 日本共産党・新

１．リニア橋本駅建設につ
いて『経済効果』はあると
思いますか？

・ない ・ない ・ない

２．周辺整備はすべて自治 ・よくない（他のこと：生まれてか
・よくない ・よくない

市
議
選 ２．周辺整備はすべて自治

体予算負担となりますが、
よしとしますか？

・よくない（他のこと：生まれてか
ら社会に出るまでと、定年退職後
から死ぬまでは平等であるべき
であり、そのために使うべきだと
思う）

・よくない
他のこと：旧市と津久井
地域の格差是正

・よくない
他のこと：市民のくらし充
実のために使うべき

３．市債膨張の中で健全な
財源が確保できますか？

・難しいと思う
財源確保の施策が乏しい

・難しいと思う
特別会計を含めた予算よ
り借金の方が多くなるか
ら

・難しいと思う
人口・税収減となるため

選
立
候
補

～
く
ら
し
へ

４．相原高校は９０余年の歴
史と伝統ある地域の高校
ですが移転についてどう
考えますか?

・見直すべきだ。（理由：貴重な環
境が失われる。他に：農業や学業
は地表で、駅舎は地下深く、と住
み分ければ、駅への入り口だけ
地表に作れば良いので、リニア橋
本駅と相原高校は共存できると
考える）

・わからない

・見直すべきだ
理由：貴重な環境が失わ
れる。　他に：市民に親しま
れている重要な場所

５．ターミナル駅としての橋 ・相原高校の広域避難場 ・相原高校の広域避難場

予
定
者
は

の
影
響
、
緊
急
ア ５．ターミナル駅としての橋

本駅前の防災対策につい
てどう考えますか?

・相原高校の広域避難場
所は大切、そのまま残すべ
き

・防災公園を作る
・相原高校の広域避難場
所は大切、そのまま残すべ
き

６．１０数年間つづく工事環
境（騒音、振動、工事車両）
ダンプ１日1,000台余運行
で安全、安心な市民生活

・市民が安心できる対策をた
てるべき（どんな対策ですか：
事業者（JR東海・工事業者
等）を市がしっかり管理すべき

・市民が安心できる対策を
たてるべき（どんな対策で
すか：JR負担による道路

・見直すべき
理由：市民の日常生活に
重大な影響がでることは

は
リ
ニ
ア

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査 で安全、安心な市民生活

は守られますか？

等）を市がしっかり管理すべき
である） 建設） 明らか

７．鳥屋車両基地建設につい
て歴史と自然豊かな山里に５
０ヘクタールの車両基地建設
で、谷戸地域では立ち退きを
迫られ地域分断されることに
ついてどう考えますか？

・計画を見直すべき。その他（車両
基地までの間を一般人が乗れる
ように計画を見直し、基地によっ
て地域が分断されないように地
下道か橋を整備する）

・その他（当該地域住民の
理解を得るべき）

・計画を見直すべき

ア
を
こ
う
考

査
を
実
施
～

８．小倉変電施設について
神奈川名勝100選景勝の
地に変電所をつくることに
ついてどう考えますか？

・計画を見直すべき

・その他（変電所により、ど
の程度景観が損なわれる
かわからないので答えら
れない）

・計画を見直すべき

９．トンネル工事による行き場のな
い膨大な残土処理について、市
内の水源地に捨てられるのでは
ないかとの懸念が強くありますが
どうされますか？

・そうならないように市と
して監視すべき

・JR東海が何とかすべき
・そうならないように市と
して監視すべき

考
え
る

１０．地下水枯れ・汚染につ
いて地下水利用の事業者
の方々の不安をどう考え
ますか？

・計画を見直すべき
・その他（JR東海が対策を
講ずるべき）

・計画を見直すべき
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１１．希少動植物への影響につ
いてギフチョウ、ナガレタゴガ
エルなど、生息ができにくく
なる心配がありますが、どう
考えますか？

・計画を見直すべき

・その他（希少動植物への
影響がどの程度あるのか
わからないので判断でき
ない）

・計画を見直すべき

見開いて、お

もてと裏をご

覧ください。

2015.03.27発行
考えますか？ ない）

１２．電力消費は在来新幹線の
３～4倍（ピーク時）と言う点に
ついてどう考えますか？

・その他（再生可能エネル
ギーによる電気を活用す
る）

・その他（原発に頼らないで
電力の確保ができるなら良
いのだが、そうでないなら容
認できない）

・容認できない

１３．安全対策について大震
災、トンネル内の火災など安
全対策に不安があります、ど
う考えますか？

・計画を見直すべき
・その他（十分な安全対策
を講ずるべき）

・計画を見直すべき

★発行者：

リニア新幹線を考

える相模原連絡会

代表 浅賀きみ江

相模原市緑区
１４．リニア誘致による広域
交流拠点計画は莫大な税
金が投入されます、それに
より市民生活が圧迫され
ますがどう考えですか?

・計画を見直すべき ・計画を見直すべき ・計画を見直すべき

相模原市緑区

東橋本2-6-2

（TEL:090-4378-

9257）



長友　義樹（緑区） 飯田　則恭（中央区） 小林 教利（中央区） 竹腰　早苗（中央区） 松永　千賀子（中央区）

無所属・現 無所属・新 無所属・元 日本共産党・現 日本共産党・現

・ある
1日7千～2万人の乗降客
だが、あると言えばある。

・ある
建設投資による経済波
及、企業誘致

・わからない ・ない
・ない
中長期的には、大きな効
果が難しいと考えます。

・よくない（他のこと：しか・よくない（他のこと：しか
し、仕方なし。相原高校の
移転により駅前整備がで
きる）

・よくない ・わからない ・よくない ・よくない

・難しいと思う
（現2601億円の市債残
高、以外に1000億円以上
の計画無理と思う）

（無回答）
・難しいと思う
この問題がなくても財政
は厳しい

・難しいと思う

・難しいと思う
今後、インフラ再整備、高
齢化、少子化対策にこれ
まで以上に財政投入が必
要要

・やむを得ない ・やむを得ない

・わからない
防災や町づくりや少子化
の進行など総合的な視点
が必要

・見直すべきだ
理由：貴重な環境が失わ
れる。

・見直すべきだ
理由：貴重な環境が失われ
る。　他に：もっと、市民に公開
されていることの周知をし、市
民利用が広がってほしい

・相原高校の広域避難場 ・相原高校の広域避難場
・防災公園を作る

・その他（十分な対策を検
討すべき）

・その他（広域避難場所は
必要）

・相原高校の広域避難場
所は大切、そのまま残すべ
き

・相原高校の広域避難場
所は大切、そのまま残すべ
き

・市民が安心できる対策を
たてるべき（どんな対策で
すか：時間と規制をかけ

・市民が安心できる対策を
たてるべき

・見直すべき
理由：市民の安全、安心が
第一。そのためには多くの
市民が納得行く計画にし

・見直すべき
理由：市民生活にとって重
大な影響がある

・見直すべき
理由：排気ガス、交通事故
等対策が示されていない

る）
市民が納得行く計画にし
ないといけない

大な影響がある 等対策が示されていない

・ＪＲ東海は十分補償をす
べき

・その他（自然環境への配
慮とともに、地域の方々へ
の十分な説明と情報提供
が必要）

・計画を見直すべき
・計画を見直すべき
こわされた自然環境は元
にもどらない

・計画を見直すべき
合意が得られていない。地
元自治会で”断固反対”の
意志がある。

・やむを得ない

・その他（地域に方々の生
活環境に配慮すべきはも
ちろん、景観にも十分配慮
した施設とすべき）

・計画を見直すべき ・計画を見直すべき ・計画を見直すべき

・そうならないように市と
して監視すべき

・そうならないように市と
して監視すべき

・そうならないように市と
して監視すべき

・そうならないように市と
して監視すべき

・そうならないように市と
して監視すべき

・市はきちんとサポートす
べき

・市はきちんとサポートす
べき

・市はきちんとサポートす
べき

・計画を見直すべき ・計画を見直すべき

・やむを得ない
・その他（影響を最少にお
さえる計画と供用後の環
境維持をしっかりすべき）

・その他（とても貴重な動
物であり、対策を真剣に考
えないといけない）

・計画を見直すべき ・計画を見直すべき
境維持をしっかりすべき） えないといけない）

・その他（解りません）
・その他（比較の仕方にも
よるので）

・その他（だめ、いいではな
くて、たえ間ない改善、改
革、見直しが求められる）

・容認できない ・容認できない

・その他（不安を取りのぞ
く努力をすべし）

・その他（十ニ分に検討を
重ねて対策を練ること）

・その他（たえず、最悪のシ
ナリオを想定して計画する
べき）

・計画を見直すべき ・計画を見直すべき

・その他（広域交流拠点計
画自体に問題がある）

・その他（市民生活を圧迫
しては本末転倒、状況に対
応した整備計画は当然の
こと）

・その他（広域交流拠点にするこ
とで、市民生活にどの様な利点
があるのか、より詳しいシミュレー
ションが必要であり、何よりも大
事なのは市民の大半が理解、納
得することです）

・計画を見直すべき ・計画を見直すべき



立候補予定者（選挙区）→ 宮崎　雄一郎（中央区） 渡邊　淳（中央区） 小林　丈人（南区） 桜井　はるな（南区）

質問項目↓ 自由民主党・新 無所属・新 民主党・新 民主党・現

１．リニア橋本駅建設につ
いて『経済効果』はあると
思いますか？

・ある
その他：中京地区から東日本へ
の広域経済の交流が進む

・ない ・ない ・わからない

２．周辺整備はすべて自治
・よくない（他のこと：広域経済に ・よくない

２．周辺整備はすべて自治
体予算負担となりますが、
よしとしますか？

・よくない（他のこと：広域経済に
貢献するので日本全体の経済拠
点として国、複数県、民間も協力
して負担すべき ）

・よくない
他のこと：社会保障

・よくない
他のこと：社会保障、動物
愛護

・よくない
他のこと：出産祝い金

３．市債膨張の中で健全な
財源が確保できますか？

・難しいと思う（市債を適切に活
用することは必要だが、道州制や
東日本の首都化も視野に、国や
周辺自治体、民間も投資するよ
う提案すべき）

・難しいと思う
合理的な税収が見込まれ
ないと思うから

・難しいと思う
少子高齢化による税収減

・難しいと思う
少子高齢化

４．相原高校は９０余年の歴
史と伝統ある地域の高校
ですが移転についてどう
考えますか?

・わからない。歴史と伝統
は守りたいが、やむを得な
い理由があるなら他の方
法を考えるしかない。

・見直すべきだ
理由：貴重な環境が失わ
れる。　他に：受け継がれて
きた誇りが無くなる

・見直すべきだ
理由：貴重な環境が失わ
れる。　他に：防災拠点

・わからない

５．ターミナル駅としての橋 ・その他（すでにある市の公園利 ・相原高校の広域避難場 ・相原高校の広域避難場 ・相原高校の広域避難場５．ターミナル駅としての橋
本駅前の防災対策につい
てどう考えますか?

・その他（すでにある市の公園利
用や既存のビルや企業、地主さ
んも応分の負担をして街づくりや
防災機能の向上に協力すべき）

・相原高校の広域避難場
所は大切、そのまま残すべ
き

・相原高校の広域避難場
所は大切、そのまま残すべ
き

・相原高校の広域避難場
所は大切、そのまま残すべ
き

６．１０数年間つづく工事環
境（騒音、振動、工事車両）
ダンプ１日1,000台余運行
で安全、安心な市民生活

・市民が安心できる対策をたてる
べき（交通安全の面では深夜工
事も騒音対策を立てて行う。ダン
プだけでなくJRの線路を使って
貨物線を工事用に昼夜活用する

・市民が安心できる対策を
たてるべき（どんな対策で
すか：防音や交通整備）

・市民が安心できる対策を
たてるべき（どんな対策で
すか：JR東海が道路整備

・見直すべき
理由：近くの住民が迷惑
するで安全、安心な市民生活

は守られますか？
貨物線を工事用に昼夜活用する
等）

すか：防音や交通整備）
等も行うべき）

する

７．鳥屋車両基地建設につい
て歴史と自然豊かな山里に５
０ヘクタールの車両基地建設
で、谷戸地域では立ち退きを
迫られ地域分断されることに
ついてどう考えますか？

・その他（他に見通せる余
地があるのか慎重に見極
めてから判断したい）

・計画を見直すべき ・計画を見直すべき
・ＪＲ東海は十分補償をす
べき

８．小倉変電施設について
神奈川名勝100選景勝の
地に変電所をつくることに
ついてどう考えますか？

・その他（大切な自然に手
に入れるのであるから、他
の方法も十分検討してか
ら判断したい）

・その他（変電施設を造ら
なくてもよい方法を考える
べき）

・充分な補償 ・計画を見直すべき

９．トンネル工事による行き場のな
い膨大な残土処理について、市
内の水源地に捨てられるのでは
ないかとの懸念が強くありますが
どうされますか？

・その他（有効活用、再利用も検
討し、国、周辺自治体、民間で協
力して、人として正しい行いをする
ことを基準としていく）

・その他（懸念がないよう
残土処理方法について議
論して計画を立てるべき）

・そうならないように市と
して監視すべき

・JR東海が何とかすべき

１０．地下水枯れ・汚染につ
いて地下水利用の事業者
の方々の不安をどう考え
ますか？

・その他（国、周辺自治体、
民間で協働して取り組む
こと）

・その他（地下水利用の事
業者の安全第一に考える
べき）

・市はきちんとサポートす
べき

・計画を見直すべき

１１．希少動植物への影響につ
いてギフチョウ、ナガレタゴガ
エルなど、生息ができにくく
なる心配がありますが、どう
考えますか？

・その他（最大限の配慮が
できるように各界で協力
し、自然と調和した開発
を）

・その他（生態系に悪影響
が及ばないよう環境保護
の対策をするべき）

・計画を見直すべき ・計画を見直すべき

考えますか？ を）
の対策をするべき）

１２．電力消費は在来新幹線の
３～4倍（ピーク時）と言う点に
ついてどう考えますか？

・その他（運行時間が短く
なるので単純な比較はで
きないので精査したい）

・その他（電力消費を増や
さない方法を検討するべ
き）

・容認できない ・容認できない

１３．安全対策について大震
災、トンネル内の火災など安
全対策に不安があります、ど
う考えますか？

・その他（十分な調査、予
測に基づいて、多重防御シ
ステムを構築すべき）

・その他（災害を想定して
対処できる万全な防災対
策をするべき）

・計画を見直すべき ・計画を見直すべき

１４．リニア誘致による広域
交流拠点計画は莫大な税
金が投入されます、それに
より市民生活が圧迫され
ますがどう考えですか?

・その他（これにより東日本ひい
ては日本の発展に寄与するに足
る投資となるよう行財政改革、道
州制を進めて行く。民間も含め、
影響を受ける遠隔地の自治体も
協働すべき）

・その他（多額な税金を投
入して市民生活に負担を
掛けない計画を考えるべ
き）

・計画を見直すべき ・計画を見直すべき



渋谷　浩（南区） 長谷川　久美子（南区） 羽生田　学（南区） 松川　公浩（南区） 山下　伸一郎（南区）

無所属・新 無所属・元 日本共産党・新 次世代の党・新 日本共産党・新

・ない ・ない ・ない ・ある ・ない

・よくない ・よくない
・よし ・よくない

・よくない
他のこと：住民の暮らし・
福祉

・よし
・よくない
他のこと：市民のくらしと
福祉に

・できる

・難しいと思う（少なくとも大規
模公共事業は当初見込みを上回
る事業費になることが当然と考
えられる。リニアは具体的な想定
も雑で荒すぎるため費用の面も
当然想定以上と考える）

・難しいと思う
今後、税収減となっていく
ため

・できる
・難しいと思う
市の財政を圧迫するため

当然想定以上と考える）

・わからない

（無回答）・現在の高校の役割や
機能から発想した移転計画では
ないのに県教委も議論もせず、地
域の学校の役割も主張しない事
がまずおかしい。

・見直すべきだ
理由：貴重な環境が失わ
れる。　他に：市民のいこい
の場

・やむを得ない

・見直すべきだ
理由：貴重な環境が失わ
れる。　　他に：駅から近い
伝統校を残すべき

・相原高校の広域避難場所は大
切、そのまま残すべき（・県立高校 ・相原高校の広域避難 ・その他（日本一の駅ビル

・相原高校の広域避難場
・防災公園を作る

切、そのまま残すべき（・県立高校
として地域の人々が様々ないこ
いや楽しみの場として相原高校
を永く愛しんできていますし、大
切な避難場所にもなっています）

・相原高校の広域避難
場所は大切、そのまま残
すべき

・その他（日本一の駅ビル
を官民連携の信託事業と
して建設し、防災基地とす
る）

・相原高校の広域避難場
所は大切、そのまま残すべ
き

・見直すべき
理由：市民の生活環境が
おびやかさせる為

・見直すべき

・見直すべき
理由：市民生活に重大な
環境変化で心身ともに影

・問題ない
・見直すべき
理由：安全、安心な市民生
活が守られないおびやかさせる為

響がでる
活が守られない

・計画を見直すべき ・計画を見直すべき ・計画を見直すべき ・やむを得ない ・計画を見直すべき

・計画を見直すべき
・計画を見直すべき
（人口減少の将来にはリニア
は必要ではないです）

・計画を見直すべき ・やむを得ない ・計画を見直すべき

・そうならないように市と
して監視すべき

・そうならないように市と
して監視すべき（計画の見
直しを求めるべき）

・そうならないように市と
して監視すべき

・その他
・そうならないように市と
して監視すべき

・計画を見直すべき ・計画を見直すべき ・計画を見直すべき ・その他 ・計画を見直すべき

・計画を見直すべき ・計画を見直すべき ・計画を見直すべき ・その他 ・計画を見直すべき

・容認できない ・容認できない ・容認できない ・やむを得ない ・容認できない

・その他（災害に備えて綿
密な防災対策を考えて行
く必要がある）

・計画を見直すべき ・計画を見直すべき ・その他 ・計画を見直すべき

・計画を見直すべき ・計画を見直すべき ・計画を見直すべき ・その他 ・計画を見直すべき


