
順位 １ 質問者 ４６番 中村昌治（自民党）

１ 　議案第９６号相模原市まち・ひと・しごと創生基金条例について

(1) 新たな基金設置が必要となった条例制定の背景は

(2) 企業版ふるさと納税の目標額について

２ 　議案第９９号相模原市農地等災害復旧事業分担金徴収条例について

(1) 条例制定の背景について

(2) 激甚災害指定による分担金の免除について

３ 　議案第１００号都市計画法による市街化調整区域における開発許可等の

基準に関する条例の一部を改正する条例について

(1) 区域指定制度の廃止による影響について

４ 　議案第１０６号工事請負契約について（津久井消防署建設工事）

(1) 冬季の低温及び雪等への対策について

(2) 安全な出動対策について

５ 　議案第１０７号から議案第１１５号指定管理者の指定について

(1) 指定管理者制度の評価について

(2) 相模原市指定管理者制度運用ガイドラインについて

(3) 指定管理期間の変更について

(4) 新たな指定管理者について

ア 相模原市立東林ふれあいセンターについて

イ 相模原市立環境情報センターについて
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６ 　議案第１１８号令和３年度相模原市一般会計補正予算（第８号）

(1) 児童相談所の体制強化について

７ 　新型コロナウイルス感染症対策について

(1) 第６波への備えについて

(2) 経済支援対策について

ア キャッシュレス決済等、消費喚起策の拡充について

イ 事業継続応援補助金等、中小企業への支援の拡充について

ウ 事業再構築に取り組む飲食業への支援について

エ ＤＸ導入に向けた支援について

８ 　行財政改革について

(1) 相模原市行財政構造改革プランについて

ア 説明会での意見について

イ 見直し等の進捗状況について

(2) 職員の早期退職等への対応について

(3) ＦＡＸ廃止に向けた検討について

９ 　令和４年度市政運営の基本的な考え方、組織、予算編成方針について

(1) 市政運営の基本的な考え方について

ア 重点的に取り組む分野の絞り込みの考え方について

イ 「総合計画推進プログラム」の内容と実施計画との違いについて

(2) 組織について

ア 組織編成の基本的な方向性について
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イ 自治体シンクタンク機能の強化について

(3) 予算編成方針について

ア 市税の大幅な増収見込の要因について

イ 外郭団体への予算の在り方について

１０ 　大規模事業評価について

(1) 実施方針に記載の具体的な内容について

(2) 今後の大規模事業評価の手続きについて

１１ 　中学校給食について

(1) 全員喫食に向けたアンケート調査について

ア 実施目的について

イ 調査結果について

１２ 　相模原市立中学校夜間学級について

(1) 広域的な枠組みについて

順位 ２ 質問者 ３６番 臼井貴彦（市民民主）

１ 　議案第９６号相模原市まち・ひと・しごと創生基金条例について

(1) 基金の活用の考え方について

(2) 寄附のしやすい仕掛けづくりについて

２ 　議案第９８号個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非
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営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例について

(1) 指定法人数増加に向けて

(2) 寄附促進の取り組みについて

３ 　議案第９９号相模原市農地等災害復旧事業分担金徴収条例について

(1) 農地等災害復旧事業について

４ 　議案第１００号都市計画法による市街化調整区域における開発許可等の

基準に関する条例の一部を改正する条例について

(1) 改正のタイミングとその影響について

(2) 経過措置について

５ 　議案第１０４号相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について

(1) 費用弁償から報酬に変更した考え方について

(2) 消防団員の理解について

６ 　議案第１０５号相模原市農業委員会の委員等の定数に関する条例の一部

を改正する条例について

(1) 定数削減による影響について

７ 　議案第１０７号から議案第１１５号指定管理者の指定について

(1) 競争性の確保について

(2) 施設の特性を活かした運営形態について

(3) 市立デイサービスセンターについて

(4) 相模原市立東林ふれあいセンターについて
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(5) 相模原市立環境情報センターについて

８ 　市政一般について

(1) コロナ禍の諸施策について

ア 新型コロナウイルス感染症について

（ア） 後遺症への対応について

（イ） ワクチン接種後の副反応について

イ コロナフレイル対策について

ウ これまでの経済対策の評価と今後の取り組みについて

(2) 令和４年度市政運営の基本的な考え方について

(3) 令和４年度予算編成方針について

(4) 相模原市行財政構造改革プランについて

ア 説明会で出された意見について

イ 対話の手法について

(5) まちづくりの進捗状況について

ア 大規模事業の現状と推進に向けた市長の思いについて

イ 橋本駅周辺整備推進事業の大規模事業評価について

ウ 麻溝台・新磯野地区整備推進事業について

（ア） 現在の取り組み状況について

（イ） 後続地区の取り組みについて

(6) 教育行政について

ア ３５人学級による影響と人材確保のための工夫について
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イ 副校長の多忙化について

ウ 教員のメンタルヘルス対策について

エ 学校給食のあり方について

（ア） アンケート調査について

（イ） ワークショップについて

（ウ） 全員喫食に向けた取り組みについて

順位 ３ 質問者 ２９番 西家克己（公明党）

１ 　議案第９６号相模原市まち・ひと・しごと創生基金条例について

(1) まち・ひと・しごと創生法に基づく本市としてのビジョンについて

２ 　議案第１００号都市計画法による市街化調整区域における開発許可等の

基準に関する条例の一部を改正する条例について

(1) 人口減少等を踏まえた都市機能の集約化及び持続可能なまちづくり

の今後の方向性について

３ 　議案第１０１号相模原市道路構造条例の一部を改正する条例について

(1) 自動運行補助施設の設置について

４ 　議案第１１８号令和３年度相模原市一般会計補正予算（第８号）

(1) 児童相談所運営費について

５ 　令和４年度における市政運営及び予算編成方針等について
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(1) 市政運営について

(2) 予算編成方針の基本的な考え方について

(3) 総合計画推進プログラムについて

(4) 市民生活の向上にとって重要な事業の見直しについて

(5) エビデンスに基づく政策形成（ＥＢＰＭ）について

６ 　新型コロナウイルス感染症対策について

(1) 「第５波」感染拡大時の状況や対応について

(2) 自宅療養を支える医療機関への対応について

(3) 「第６波」の感染防止策と備えについて

７ 　新型コロナウイルスワクチン接種について

(1) ３回目のワクチン接種体制について

(2) 独居高齢者へのワクチン接種について

８ 　コロナ禍における経済対策や地域活性化について

(1) コロナ禍における経済対策や地域活性化について

９ 　安全安心の暮らしの実現に向けて

(1) フェーズフリーのまちづくり、備えない防災について

(2) 災害時の氏名公表に対する考え方について

(3) 首都直下地震への対策について

１０ 　ＳＤＧｓの視点から見た環境問題への取組について

(1) 資源循環の取組について

(2) 食品ロス削減について
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(3) 脱炭素化への取組について

１１ 　健やかな暮らし実現のために

(1) かかりつけ薬局の普及に向けて

(2) 季節性インフルエンザ対策について

(3) ３歳児健診における弱視の早期発見について

(4) 不妊治療について

１２ 　豊かな生活を実現するために

(1) ＩＣＴを活用した農業の取組について

(2) ＵＲ団地における家賃補助制度の創設について

(3) 不動産取引における高齢者等への支援について

(4) マイナンバーカードの普及に向けて

１３ 　子供たちの未来に向けて

(1) 少子化対策について

(2) 児童生徒の心のケアについて

(3) 児童生徒への自転車交通安全教育について

１４ 　選挙における投票率の向上に向けて

(1) 投票率の向上に向けた対策について

(2) 選挙事務における事務処理ミス等について
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順位 ４ 質問者 １１番 今宮祐貴（日本共産党）

１ 　議案第９９号相模原市農地等災害復旧事業分担金徴収条例について

(1) 条例制定の目的について

(2) 受益者の負担割合について

(3) 分担金の減額及び分割納付を

２ 　議案第１００号都市計画法による市街化調整区域における開発許可等の

基準に関する条例の一部を改正する条例について

(1) このタイミングでの提案の理由は

３ 　議案第１０７号指定管理者の指定について（相模原市立市民・大学交流

センター）

(1) 指定の期間を５年としたことについて

(2) 指定管理者の財務状況について

(3) 事業実績と評価について

４ 　議案第１１４号指定管理者の指定について（相模原市立環境情報センタ

ー）

(1) 環境情報センターの機能強化について

(2) 新しい指定管理者に期待される内容は

５ 　議案第１１８号令和３年度相模原市一般会計補正予算（第８号）

(1) 児童相談所運営費について

(2) 緑地等維持管理費、公園等維持管理費について
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(3) 小中学校校舎改造事業について

６ 　令和４年度市政運営の基本的な考え方、令和４年度予算編成方針につい

て

(1) 市政運営にあたっての基本的視点について

ア ＳＤＧｓを踏まえた施策の推進について

イ 改革プランの着実な推進について

ウ 顕在化する気候変動の影響への対応について

(2) 重点的に取り組む分野について

ア 少子化対策について

イ 雇用促進対策について

(3) 令和３年度の税収見込みと令和４年度の収支見通しについて

(4) 市単独扶助費の見直しについて

７ 　相模原市行財政構造改革プランについて

(1) 市民説明会での意見の受け止めと、プランへの反映について

(2) 長期財政収支との乖離について

(3) 子ども向けのパンフレットの作成は中止を

８ 　大規模事業評価について

(1) 大規模事業評価の対象事業と関係者間の協議について

(2) 大規模事業評価及び都市計画決定の日程の見通しについて

(3) 平成２８年策定の整備計画からの変更点について

(4) 事業費について
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９ 　麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業について

(1) 地中障害物の調査の進捗について

(2) 廃棄物混り土の処理費用と処理のスケジュールについて

(3) 令和４年度の収支見通しに計上されていないことについて

１０ 　リニア中央新幹線について

(1) 岐阜県及び長野県で起きたトンネル工事の事故について

(2) ＪＲ東海に説明責任を果たさせることについて

１１ 　新型コロナウイルス感染症について

(1) 市独自で医療機関や介護施設、保育園、幼稚園、学校等での定期的

なＰＣＲ等の検査実施を

(2) ワクチン接種について

(3) 後遺症に関する実態調査と支援を

(4) 自宅療養者への食料・日用品の支援を

(5) 市内事業者の実態調査（悉皆調査）を

(6) コロナ禍での自殺対策について

１２ 　教育行政について

(1) 中学校給食に関するアンケート調査を受けて

ア アンケート調査結果の受け止めと全員喫食の実現に向けた方針は

イ 計画の策定を

(2) 少人数学級について

ア 来年度の状況と必要経費の財源は
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イ 計画の策定を

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響で中止となった修学旅行のキャン

セル料の保護者負担について

順位 ５ 質問者 ２１番 長谷川くみ子（颯爽）

１ 　新型コロナウイルス感染症に対する見通しと対策等について

(1) パンデミックへの備えと検査の拡充等に向けた市の助成について

ア これまでの検査体制と検査数、課題等について

イ 検査への助成について

(2) 緊急事態宣言時の市の対応の検証と、市民生活・地域経済を動かす

ために

ア 対応の検証について

イ 市のイベント・会議、学校関係等について

２ 　次年度予算編成方針と相模原市行財政構造改革プランについて

(1) 今年度予算執行の状況と市民生活への影響について

(2) 次年度予算編成のベースと考え方等について

(3) 学校関連予算の具体的な削減内容と対応、次年度予算の考え方につ

いて

(4) 行財政構造改革プランと説明会について
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ア 説明会の在り方と回数等について

イ 既存の公共施設等の見直しについて

ウ プランの考え方と進め方等について

３ 　議案第１０７号から議案第１１５号指定管理者の指定について

(1) 応募団体が１団体のみの事例と複数の事例の違い

(2) 指定管理者制度の考え方と改善・工夫がされた点について

(3) デイサービスセンターを市営住宅内に設置した目的と役割、地域の

高齢者の居場所を兼ねた拠点について

(4) 市立市民・大学交流センターの指定管理について

ア 指定管理料の削減幅と施設運営について

イ 指定管理者の創意工夫や収入確保策等について

４ 　障がい者グループホーム（共同生活援助）に対する見直しの方向性等へ

の市の認識などについて

(1) 社会保障審議会障がい者部会の審議経過と、自治体調査の内容等に

ついて

(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、颯爽の会は颯爽と表示しています。
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