
順位 １ 質問者 ７番 大八木聡（自民党） （一括・一問一答）

１ 　医療・介護、障がい者福祉等の観点から、多角的・複合的な支援が必要

となる世帯への対応について

(1) 庁内体制について

ア 市民ニーズの把握状況について

イ 人権に配慮した個人情報の取扱について

ウ 「縦割り」を打破するための組織の在り方について

エ 専門人材の育成について

(2) 民間企業、ＮＰＯ及び地域との連携について

ア 具体的な取組内容と今後の方向性について

イ 地域への支援について

２ 　児童生徒の通学時の安全確保策について

(1) 「相模原市通学路交通安全プログラム」の効果と課題について

ア 同プログラムの活用状況・実績について

イ 市長部局や警察との連携について

(2) 指定変更許可制度や学区自体の見直しについて

ア 学校規模適正化の検討や、小中一貫教育の推進、更にはコミュニ

ティスクール化を踏まえた学区の在り方について

イ 旧行政区を跨いだ学区指定の検討について

３ 　相原地区の道路整備計画について
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(1) 都市計画道路相原宮下線及び都市計画道路相原大沢線について

ア 用地取得済割合と今後の取組について

(2) 市道相原大島について

ア 八幡橋付近の歩道整備について

イ 八幡橋の架け替え工事について

ウ 神奈川県、町田市、東京都との連携について

(3) 道路整備計画の進捗状況に関する情報発信について

ア 計画スケジュールや完成後の利便性向上見込み等についての情報

発信と、地域住民との対話について

(4) 取得済用地の管理と暫定活用について

ア 歩行者若しくは自転車専用道等としての先行供用について

イ 期限付き貸出等による保全・管理、収益化の課題について

順位 ２ 質問者 ４番 三須城太郎（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　上溝地域周辺の道路管理について

(1) 上溝駅前横断歩道について

(2) 上溝交差点の渋滞解消に向けて

(3) 市道の維持管理について

(4) 県道４６号の番田駅周辺歩道における安全対策について
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２ 　スポーツ施設等の有効活用について

(1) スポーツ施設の長寿命化について

(2) テニス場について

３ 　相模総合補給廠北側外周道路の整備について

(1) 取組の経過について

(2) 具体的な事業推進について

４ 　公共施設マネジメントの取組について

(1) （仮称）相模原市公共施設マネジメント推進プラン・アクションプ

ログラムの策定状況について

順位 ３ 質問者 ５番 中村忠辰（公明党） （一括・一問一答）

１ 　東京２０２０大会について

(1) 自転車ロードレース競技について

(2) サイクルツーリズムの推進について

ア 自転車マナーアップの取組について

イ 道路の管理について

ウ サイクリングターミナルの整備について

(3) ホストタウン交流について

(4) ニュースポーツ広場の充実・新たな施設の設置について

3



(5) パラリンピック競技大会について

ア 大会の総括について

イ パラスポーツの普及啓発・理解促進について

ウ パラスポーツの環境の充実について

エ サポート体制について

(6) オリンピック・パラリンピックを子どもたちが学ぶ機会について

２ 　児童クラブの充実について

(1) 児童クラブの待機児童について

ア 待機児童の現状について

イ 児童クラブの入会について

(2) 児童クラブの運営について

ア 緊急時の対応について

イ 定員拡大について

３ 　災害対策について

(1) 孤立対策について

ア 孤立の状況と対応について

イ 孤立対策推進地区対応訓練とライフラインに係る物品の備蓄につ

いて

(2) 緊急輸送道路について

ア 緊急輸送道路における災害対策について

イ 無電柱化に対する取組、無電柱化率や課題について
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順位 ４ 質問者 １８番 佐藤尚史（自民党） （一括・一問一答）

１ 　中山間地域の道づくりについて

(1) 県道７６号山北藤野の道路改良について

(2) 県道７６号山北藤野の延伸計画について

(3) 国道４１３号の強靱化に向けた取組について

２ 　広域連携による観光ネットワークについて

(1) 高尾山の登山客を相模湖地区へ誘導するための環境づくりについて

(2) 陣馬山の登山客を藤野地区へ誘導するための環境づくりについて

(3) 「津久井城」を活かした観光振興について

３ 　貴重な森林資源の保全と活用について

(1) 森林施策の取組について

(2) 災害に強い森林づくりについて

(3) 森林整備に向けた財源確保について

順位 ５ 質問者 ２５番 小田貴久（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　道路の安全対策について

(1) 街路樹の根上がりへの対応について

(2) 通学路の安全対策について
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２ 　下水道事業について

(1) 下水道施設の地震対策の考え方について

３ 　廃棄物処理施設等について

(1) 清掃工場の今後のあり方について

(2) 現在の最終処分場の延命化について

４ 　令和３年度全国学力・学習状況調査について

(1) 調査結果に対する評価について

(2) 今後の取り組みについて

５ 　コロナ禍における選挙について

(1) 安心して投票できる会場の運営について

(2) 安全に開票できる環境の整備について

(3) 投票率向上の取り組みについて

順位 ６ 質問者 １１番 今宮祐貴（日本共産党） （一括・一問一答）

１ 　コロナ禍における地域経済支援について

(1) 事業継続応援補助金及びオンライン営業ツール等作成支援補助金に

ついて

(2) 小規模修繕業者名簿登載制度について

(3) 住宅リフォーム助成制度の復活を
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２ 　児童生徒の不登校等について

(1) 令和元年１０月文科省通知「不登校児童生徒への支援の在り方につ

いて」を受けて

ア 相談指導教室について

イ 保護者への支援について

ウ フリースクールとの連携、協力等について

(2) 相談体制の強化を

(3) フリースクールの運営及び家庭への経済的支援を

順位 ７ 質問者 １４番 関根雅吾郎（市民民主） （一問一答）

１ 　教育委員会の決定事項は校長会に受け入れられるのか

(1) 教育委員会と校長会の関係性、校長判断、校長の裁量について

２ 　確実に市民に理解してもらえる周知の仕方について

(1) 難しい言葉ばかり使って市民理解が得られるのか、表現方法の抜本

的改善について

３ 　子ども達はなぜ勉強しなければならないのか

(1) 勉強することのメリットと、しないことのデメリットを伝えること

について

４ 　公共施設のフリーＷｉ－Ｆｉについて
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(1) どこでも繋がるネット環境で公共施設のＷｉ－Ｆｉが必要なのか

５ 　集中豪雨対策について

(1) 下水道への急激な雨水流入を防ぐことについて

６ 　いじめ対策について

(1) 教育委員会が把握している悲惨ないじめの事例を子ども達に伝える

ことについて

７ 　障害者支援について

(1) 生活介護の支援サービス提供時間を夕方まで延長することについて

順位 ８ 質問者 １７番 布施初子（自民党） （一括・一問一答）

１ 　相模原駅北口地区のまちづくりについて

(1) 相模原駅北口地区まちづくり推進会議の役割について

(2) まちづくりと周辺道路の整備について

ア 相模総合補給廠におけるＪＲ横浜線と並行した道路用地の返還に

ついて

イ ＪＲ横浜線南北間の交通のあり方について

(3) 広い視野に立った特色あるまちづくりを

２ 　がん患者に対する支援について

(1) がん患者ウィッグ購入費助成事業について
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ア これまでの実績について

イ 今後の取組について

(2) がん患者に対する支援について

ア これまでの支援について

イ 今後の取組について

３ 　離婚後における子どもの視点に立った支援について

(1) 面会交流に対する市の考えについて

(2) 他市における面会交流の取組状況について

(3) 面会交流への支援に向けた課題と今後の取組について

(4) 養育費確保支援事業について

４ 　相模原市立大野南中学校分校夜間学級について

(1) 中学校夜間学級において本市が目指す教育について

(2) 相模原市立大野南中学校分校夜間学級に係る連携と協力に関する基

本協定について

(3) 入学希望者説明会とスケジュールについて

順位 ９ 質問者 ２７番 南波秀樹（公明党） （一括）

１ 　本市の魅力を活かした関係人口の創出に向けて

(1) 豊かな自然を活かした観光振興戦略について
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(2) 二地域居住の推進について

２ 　持続可能な地域林業に向けて

(1) 森林整備に向けた取組について

ア 森林の管理状況及び課題について

イ 今後の目標と計画の策定について

ウ 路網と林道台帳の整備について

(2) 林業者への支援について

ア 市内林業者の状況と支援について

イ 高性能林業機械導入の支援について

(3) さがみはら津久井産材の活用とブランド化について

(4) 森林の資源化について

３ 　子育て支援の充実に向けて

(1) 子ども服のリユースによる支援について

(2) 小児慢性特定疾病児童等への支援について

４ 　障害者手帳の利便性の向上について

(1) 障害者手帳アプリの活用について

５ 　安全・安心なまちづくりに向けて

(1) 自然災害の記憶や教訓を後世に伝える取組について

(2) 内水氾濫対策について

(3) Ｌｉｖｅ１１９の導入について

６ 　多様な学びに向けた環境整備について
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(1) 発達障がい児への支援の充実について

(2) 学校施設・備品の充実について

順位 １０ 質問者 １２番 羽生田学（日本共産党） （一括・一問一答）

１ 　気候危機における地球温暖化対策について

(1) ２０３０年の温室効果ガス削減目標について

(2) 中小企業の省エネ投資への融資制度について

(3) 地元企業と協定を結ぶことについて

(4) 再生可能エネルギーの導入可能な場所の可視化を

(5) 市民や企業に専門的なアドバイスができる窓口の設置を

(6) 環境情報センターの機能充実について

(7) 国に気候危機への対応を加速することを求めることについて

２ 　認知症予防について

(1) 加齢性難聴者への補聴器購入の補助制度創設を

３ 　市税・国保税滞納者への対応について

(1) 給与差押について

４ 　（仮称）相模大野４丁目計画について

(1) 周辺環境への配慮について

(2) 住民の声を聞き計画の見直しを求めることについて
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順位 １１ 質問者 １９番 服部裕明（自民党） （一問一答）

１ 　子どもたちの“こころ”を守るために

(1) コロナ禍の中での子どもたちは

ア 市や教育委員会に寄せられた相談内容等について

イ 昨年教育委員会が実施したアンケートの内容等について

(2) 子どもたちの“こころ”を守る取組の強化を

２ 　犯罪のない地域社会の形成について

(1) 相模原市再犯防止推進計画の取組について

ア “居場所”確保の取組について

イ “出番”確保の取組について

ウ 更生保護活動への支援について

(2) 犯罪被害者への支援について

３ 　情報システムの標準化について

(1) 国が進める地方公共団体の情報システム標準化の概要について

(2) 本市が進めている基幹システム最適化の状況について

(3) 標準化による本市の取組への影響と対応について

４ 　大学との連携について

(1) 大学生による政策コンテストの開催を
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順位 １２ 質問者 １番 鈴木晃地（無所属） （一括・一問一答）

１ 　ごみの減量化について

(1) 目標値の達成に向けた取組み状況について

(2) 家庭ごみの有料化の検討状況について

(3) 戸別収集の実施状況と理由について

(4) 戸別収集における効果と課題について

２ 　官民の人材交流について

(1) 国等への研修派遣の必要性について

(2) 民間企業との人材交流の必要性について

３ 　小中学校におけるオンライン授業について

(1) オンライン授業ができなかった理由について

(2) 今後のスケジュールについて

順位 １３ 質問者 ３１番 小野弘（自民党） （一括・一問一答）

１ 　「資源循環都市」を目指す本市の将来について

(1) ペットボトルやプラスチック製容器包装のリサイクルについて

ア 現状と課題について

イ プラスチック資源循環促進法について
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(2) 家庭ごみの有料化について

２ 　良好な住宅ストックの形成について

(1) 住宅政策の取組について

(2) マンション管理適正化推進計画について

３ 　歩道の整備について

(1) 歩行者の安全確保の取組について

４ 　社会的養護の推進について

(1) 里親制度推進のための取組について

(2) フォスタリング業務の充実について

順位 １４ 質問者 ３５番 小池義和（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　市立小中学校自動水栓設置について

(1) 設置に至った考えと効果について

(2) 入札について

(3) 今後について

２ 　市内道路の状況について

(1) コロナ禍における交通状況は

(2) 渋滞対策の状況は

(3) ＪＲ横浜線をまたぐ道路状況の認識と対応は
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ア 矢淵陸橋から国道１６号鹿沼台交差点まで

イ 県道５７号淵野辺歩道橋から国道１６号淵野辺交差点まで

ウ 共和嶽之内立体から国道１６号大野台郵便局前交差点まで

(4) 「（仮称）相模原市中央区淵野辺プロジェクト」について

ア プロジェクトの概要は

イ 交通対策への取り組みは

３ 　小山公園ニュースポーツ広場について

(1) 利用者の状況について

(2) セクションの配置換えについて

(3) 施設整備について

(4) 新たなニュースポーツ広場の設置について

順位 １５ 質問者 ２８番 後田博美（公明党） （一括・一問一答）

１ 　防災備蓄品について

(1) 乳児用液体ミルクの備蓄について

(2) 備蓄品の有効活用について

ア 備蓄食料について

イ 生理用品について

２ 　プラスチックの排出削減について
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(1) 津久井産材の活用について

(2) 教育現場での取組について

３ 　女性の健康について

(1) 若い世代の女性に向けた情報発信について

(2) 女性特有のがん対策について

順位 １６ 質問者 ３２番 古内明（自民党） （一括・一問一答）

１ 　新型コロナウイルス感染症対策について

(1) 自宅療養中のコロナ陽性者への対応について

(2) ワクチン接種の現状と課題について

ア 障害者を対象とした専用会場における接種について

イ ワクチン接種時の託児サービスについて

ウ キャンセル枠の有効活用について

(3) ブレークスルー感染対策について

２ 　ふるさと納税の寄附促進策について

(1) 本市の流出額が多い要因について

(2) 返礼品の充実について

(3) 返礼品を検討する専管組織について

(4) 相模原市行財政構造改革プランにおける流出額について
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３ 　衆議院議員総選挙投開票における対策について

(1) 新型コロナウイルス感染対策について

ア 投票所における感染対策について

イ コロナ陽性者の投票について

ウ 開票所における感染対策について

(2) 自然災害対策について

順位 １７ 質問者 ２６番 鈴木秀成（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　相模原市の入札制度について

(1) 指名競争入札について

(2) 総合評価方式について

(3) 随意契約について

ア 障害者就労施設等からの物品等の調達について

イ １者随意契約について

(4) 土木工事の入札について

２ 　脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの導入促進について

(1) 法改正への対応について

(2) エネルギーの地産地消について

(3) 銀河連邦各共和国と連携した取り組みについて
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３ 　フレキシブルな組織について

(1) 局の在り方について

(2) 部長の在り方について

(3) 若手職員の意見や提案等の反映について

４ 　再任用短時間勤務職員について

(1) 任用状況について

(2) 定数管理上の実員について

順位 １８ 質問者 ２３番 五十嵐千代（颯爽） （一括・一問一答）

１ 　持続可能な農業について

(1) 本市の農業の現状について

ア 農地の推移と確保について

（ア） 経営耕地面積の現状について

（イ） 農地確保へ向けた取組の進捗状況について

イ 新規就農者の現状について

（ア） 新規就農者の推移について

（イ） 農業法人の参入状況について

(2) みどりの食料システム戦略について

ア 本市の見解について
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イ 有機農業の拡充について

（ア） 「２０５０年までに２５％」の目標と本市の状況について

（イ） 消費者の動向について

（ウ） 地産地消について

２ 　相模原市行財政構造改革プランについて

(1) 廃止、見直しなどの方向性が示されている公共施設の今後の検討、

市民との対話について

(2) 市民との対話について

ア パンフレットの仕様と作成状況について

イ 説明会の開催について

ウ 第２期へ向けた対話について

(3) 公共施設マネジメントとの関係について

３ 　相模原駅北口のまちづくりについて

(1) これまでの検討状況について

(2) 土地利用方針の策定時期について

４ 　学びの機会の保障とオンラインの活用について

(1) 自主休校の状況について

(2) オンライン学習実施に向けたステップについて

(3) 学校間、クラス間の格差について

(4) 格差解消へ向けた取組について
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順位 １９ 質問者 ４１番 大崎秀治（公明党） （一括・一問一答）

１ 　防災・減災対策について

(1) 流域治水の取り組みについて

(2) 地元気象台との連携について

(3) 災害前兆現象の通報に「パッ！撮るん。」を活用することについて

２ 　ＳＤＧｓの取り組みについて

(1) 気候変動対策について

ア 脱炭素社会へのロードマップについて

イ 水素社会の推進について

(2) 障がい者の権利を理解しＳＤＧｓの輪を拡げる取り組みについて

３ 　経済対策について

(1) アフターコロナ・ウィズコロナの事業支援について

(2) 地域コミュニティの再生支援について

(3) 事業再構築支援について

４ 　ひきこもり対策について

(1) ひきこもりの実態について

(2) 「ひきこもり支援ブック」について

５ 　新型コロナウイルス感染症対策について

(1) 医療体制支援の充実について

(2) 自宅療養者への支援について
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(3) 子どもの感染対策について

順位 ２０ 質問者 ３７番 大沢洋子（市民民主） （一括）

１ 　市道淵野辺境橋上矢部交差点付近の歩道整備について

(1) 市民の要望に対する再整備の考えについて

(2) 上矢部の土塁の重要性について

(3) 上矢部交差点の通学児童の安全確保について

２ 　子どもたちのより良い成長のために

(1) 別居、離婚における親子の面会交流について

ア 先進市の取組の評価について

イ 本市の取組の考え方について

ウ 離婚前講座の実施について

３ 　道路台帳の適切な管理について

(1) 土地の登記ができないことについて

(2) 基準点の管理について

４ 　コロナ禍における支援の拡充について

(1) デジタル弱者支援の現状と今後の取組について

(2) 今後の子育て支援事業開催の考え方について
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順位 ２１ 質問者 ４６番 中村昌治（自民党） （一問一答）

１ 　自治会等地域ボランティアについて

(1) 現状と課題について

(2) 次世代の担い手確保策について

(3) 現場のボランティアの意向はどの様に反映されているのか

(4) さがみはらポイント事業の取り纏め状況について

２ 　コロナ禍での入札について

(1) 感染防止に配慮した入札の実施状況について

(2) 入札の課題について

３ 　ｓａｇａｍｉｘについて

(1) アンテナショップとしての評価について

(2) 効率的な店舗運営に向けた検討状況は

(注1）用字は原則として固有名詞を除き原文のとおりです。

(注2）質問者氏名の後ろの（　）は議会内の会派です。自由民主党相模原市議団

は自民党、市民民主クラブは市民民主、公明党相模原市議団は公明党、日本共産

党相模原市議団は日本共産党、颯爽の会は颯爽、会派に属していない議員につい

ては無所属と表示しています。
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