
順位 １ 質問者 ６番 折笠正治（自民党） （一括・一問一答）

１ 　新型コロナウイルスワクチン接種について

(1) 小児接種の状況について

(2) 障害等がある子どもたちへの接種体制について

２ 　小山公園ニュースポーツ広場の今後について

(1) 利用者の声について

(2) 利用方法の拡充について

(3) 指定管理の在り方について

３ 　学校におけるタブレット端末の更なる活用について

(1) 校内の通信環境の状況について

(2) 教員への支援について

(3) 授業での活用について

(4) 授業以外での活用について

４ 　学校の枠を超えた部活動について

(1) 部活動の地域移行について

(2) 教員不足の課題と学校単位にとらわれない部活動について

一　般　質　問　通　告　一　覧

令和４年３月１８日　
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順位 ２ 質問者 １５番 石川達（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　行財政構造改革への地道な取組について

(1) 式典等の見直しについて

(2) 外郭団体の改革について

２ 　市営斎場について

(1) 逼迫している火葬の現状について

３ 　相模台地区周辺の諸課題について

(1) 麻溝台・新磯野地区整備推進事業の後続地区について

(2) Ｙナンバー車両について

(3) 相模原住宅地区について

(4) 都市計画道路相模台双葉線について

４ 　有機フッ素化合物による地下水汚染について

(1) 地下水の調査について

ア 本市における有機フッ素化合物の地下水調査について

イ 本市の米軍基地周辺における地下水調査について

(2) 泡消火薬剤について

順位 ３ 質問者 ５番 中村忠辰（公明党） （一括・一問一答）

１ 　地域交通の充実、安全対策について

(1) 移動手段確保策について
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(2) 地域公共交通の在り方について

(3) 自動運転の活用に向けた展望について

(4) 希望する方の免許自主返納について

２ 　安心して暮らせるまちづくりについて

(1) 特殊詐欺被害の状況について

(2) 被害防止対策の強化について

(3) 迷惑電話ブロック装置の導入について

(4) 成人年齢１８歳への引き下げに伴う消費者教育について

３ 　不妊治療の保険適用への対応について

(1) 本市における特定不妊治療費助成の状況について

(2) 妊活サポート相談の更なる充実について

(3) 職場での理解促進について

４ 　地域医療・福祉の在り方について

(1) 中山間地域の医療提供体制における課題について

(2) 医療・介護・リハビリの連携について

(3) 持続可能な医療に向けた取組について

(4) 看護職員確保対策の推進について
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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 　中山間地域対策について

(1) 森のイノベーションラボＦＵＪＩＮＯについて

(2) バス路線の存続について

(3) 移動販売による買物支援について

(4) Ｕターン者への支援について

(5) 「優良田園住宅制度」の活用について

２ 　マイクロツーリズムの推進について

(1) 本市の観光資源について

(2) 区間の観光交流について

(3) 近隣自治体との連携について

３ 　市長が掲げる施策の推進に向けて

(1) 人材の活用について

(2) 職員の定着を図るために

(3) 市長のトップセールスについて

順位 ５ 質問者 １１番 今宮祐貴（日本共産党） （一括）

１ 　若者支援について
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(1) 奨学金の返還支援について

(2) 困窮する大学生等への支援について

２ 　子育て支援の拡充について

(1) 家賃支援について

(2) 公共施設の男性トイレへのオムツ交換台等の設置について

(3) ベビー用品のリユース事業について

３ 　道路の除草及び街路樹の剪定等について

(1) 市民生活への影響等について

順位 ６ 質問者 １４番 関根雅吾郎（市民民主） （一問一答）

１ 　市民への重要情報の伝え方について

(1) ひばり放送の目的外利用、相模原市公式ＬＩＮＥ、駅への横断幕等

の設置について

２ 　薪の地産地消について

(1) ナラ枯れ被害にあった木や津久井産材の薪を市内キャンプ場で地産

地消利用することについて

３ 　今時の蓄電池の有効性について

(1) ソーラーパネルや夜間電力で充電し自宅で使うと格安電気料金に

４ 　緊急輸送道路の目的について
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(1) 緊急輸送道路沿道建築物の改修工事だけでなく取り壊しにも費用補

助することについて

５ 　市民と役所のズレについて

(1) 避難場所と避難所、道路の名称、児童と生徒等まぎらわしい表現に

ついて

６ 　学校制服等について

(1) 制服や体育館履き等学校指定用品の独占販売が高すぎることについ

て

７ 　カラスの有効利用について

(1) カラス等にたばこの吸い殻を拾わせ餌を与えることでゴミ置き場を

荒らさせないようにすることについて

８ 　市道改良について

(1) 上中ノ原交差点付近の改良工事はいつになったらやるのか

９ 　店舗への協力金について

(1) 協力金への課税を飲食店に周知することについて

１０ 　下仲副市長は自治体をどう見ているのか

(1) 相模原市のことを総じてどういう気持ちで見ているのか
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順位 ７ 質問者 ２６番 鈴木秀成（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　テーマを持ったまちづくりについて

(1) 指定都市相模原の役割について

(2) ３区の独自色の発信について

(3) 横浜線沿線再開発事業等について

２ 　全庁的な条件付一般競争入札の実施について

(1) 実施に向けての取り組みについて

(2) 導入目的について

(3) 入札実施にあたっての参加業者への周知について

(4) 市内業者育成について

３ 　東林間駅の人身事故について

(1) 小田急電鉄への要望について

ア ホームドアについて

イ 駅周辺等への人身事故防止対策について

ウ 駅員配置の拡充について

エ 駅の接近メロディの変更について

(2) 東林間１号踏切付近の視界確保について

(3) ゲートキーパーの取り組みについて　

４ 　障害者雇用について

(1) 雇用率の状況について
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(2) 雇用拡大のためのこれまでの取り組みについて

順位 ８ 質問者 １９番 服部裕明（自民党） （一問一答）

１ 　家庭的養護の推進について

(1) 里親及びファミリーホームについて

(2) 児童相談所の支援体制について

２ 　相模原駅周辺のまちづくりについて

(1) まちづくりの目標年次について

(2) 広域交流拠点整備計画について

(3) 導入機能と返還財産の処分方針について

(4) 道路整備について

３ 　相模原市総合計画推進プログラム（案）について

(1) 政策的基幹事業について

(2) 市民意見を聴くことについて

(3) 進行管理について
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順位 ９ 質問者 ２８番 後田博美（公明党） （一括・一問一答）

１ 　感染症の予防接種について

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種の状況について

(2) ＨＰＶワクチンについて

(3) 定期接種化されないワクチンの状況について

ア 定期接種化に向けたワクチンの状況について

イ 帯状疱疹ワクチンへの費用助成について

２ 　子ども政策について

(1) 多胎児家庭の育児支援について

(2) 低出生体重児の支援について

３ 　流産や死産を経験した女性への心理的・社会的支援について

(1) きめ細やかな支援を行うための体制整備について

(2) グリーフケア等の支援について

(3) 相談窓口の周知について

順位 １０ 質問者 ２５番 小田貴久（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　橋本地区の道路整備と歩行者の安全確保について

(1) 都市計画道路橋本相原線の西橋本一丁目交差点について

9



(2) 都市計画道路橋本相原線の今後の進め方について

(3) 橋本五差路地下道の安全確保について

２ 　買物弱者支援について

(1) 市内における買物弱者の認識について

(2) 移動販売等の民間企業との連携について

３ 　フォトシティさがみはらについて

(1) 総合写真祭「フォトシティさがみはら」の主旨について

(2) 写真を「新たなさがみはら文化」として市民に発信してきた成果に

ついて

(3) 第三者評価の実施について

４ 　市立小中学校におけるタブレットＰＣの活用について

(1) 学校内でのタブレットＰＣの活用状況と課題について

(2) 学級閉鎖等の緊急時におけるオンライン学習の実施状況について

(3) 不登校の児童生徒への活用について

順位 １１ 質問者 ３２番 古内明（自民党） （一問一答）

１ 　市の歳入増に寄与するまちづくりについて

(1) 未利用市有地の売却・有効活用について

ア 未利用市有地の実態について
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イ 売却または有効活用の判断について

ウ 相模原市行財政構造改革プランの確保目標額について

エ 売却・有効活用の実績と課題等について

オ 売却・有効活用を一層推進するための方策について

(2) 市街化調整区域の市街化区域編入について

ア 線引き見直しの方向性について

イ 線引き見直しにおける市税等の増収の視点について

(3) 国道１６号沿道のまちづくりについて

ア 市街化区域編入に向けた地権者との調整状況について

イ 土地利用構想について

ウ 国道１６号と県道５２号の整備計画とまちづくりの関係について

エ 区域個別の開発手法について

(4) 道の駅の設置について

ア 在り方の検討状況について

イ まちづくりの中での設置について

順位 １２ 質問者 １２番 羽生田学（日本共産党） （一括・一問一答）

１ 　防犯灯のＬＥＤ化について

(1) 防犯灯のＬＥＤ化を早急に進めることについて
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(2) 防犯灯として認めない理由について

(3) 自治会管理防犯灯の電気料金について

２ 　相模原市総合都市交通計画（案）について

(1) 基本理念について

(2) コミュニティ交通の導入対象地域について

(3) コミュニティバスについて

ア 運行継続条件について

イ 必要なバス路線を市が確保することについて

３ 　高齢者などへの投票支援について

(1) 投票所までの移動支援について

(2) 期日前投票所を増やすことについて

順位 １３ 質問者 ３１番 小野弘（自民党） （一括・一問一答）

１ 　淵野辺駅南口周辺のまちづくりについて

(1) 市民検討会の検討状況について

(2) 基本計画の策定時期等について

(3) 基本計画策定後の施設の整備時期について

２ 　ＳＴＥＰ５０の現状と組織の見直しについて

(1) ＳＴＥＰ５０の現状認識について
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(2) 組織の見直しと今後の見込みについて

(3) 奨励措置との矛盾点について

３ 　教育のＩＣＴ化について

(1) オンラインを活用した授業の取組について

ア 本市のオンラインを活用した授業の現状について

イ 活用についての教員への研修の取組について

(2) 学校保健情報の電子化について

４ 　社会的養育体制推進に向けた児童福祉法改正への対応について

(1) 児童福祉と母子保健の一体的相談体制について

(2) 里親支援の包括的な実施について

(3) 自立に向けた支援の取組について

順位 １４ 質問者 ３６番 臼井貴彦（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　立地適正化計画の誘導施策について

(1) 用途地域等の見直しについて

(2) 空き家対策について

(3) 空き店舗対策について

２ 　第２次相模原市新道路整備計画案について

(1) 都市計画道路宮上横山線について
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(2) 相模総合補給廠北側外周道路について

３ 　支援の必要な児童生徒の増加について

(1) 現状と認識について

(2) 通級指導教室について

(3) 放課後等デイサービスについて

４ 　引きこもり対策について

(1) 引きこもり支援ステーションについて

順位 １５ 質問者 １番 鈴木晃地（無所属） （一括・一問一答）

１ 　病児・病後児保育について

(1) 新型コロナウイルス感染症による影響について

(2) 近隣自治体との連携による効果と課題について

(3) 施設移転や拡充の考え方について

２ 　市営団地について

(1) 消防設備の現状について

(2) 入居者及び周辺地域への消防設備の周知について

(3) 市営南台団地の今後について

３ 　視覚障がい者誘導用ブロックについて

(1) 整備方針について
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(2) エスコートゾーン設置の経緯と整備状況について

順位 １６ 質問者 ３０番 大槻和弘（自民党） （一括・一問一答）

１ 　防災対策について

(1) 防災に関する人材の育成・活用について

ア 市の認識と求められる能力等について

イ 防災担当職員の人材育成と活用について

ウ 地域の防災リーダーの人材育成について

エ 初任者研修について

オ 企業の防災力の活用について

(2) 震災時の応急仮設住宅について

ア 応急仮設住宅の制度について

イ 建設型応急仮設住宅の計画的な取組について

（ア） 建設型応急仮設住宅の現状と今後の取組について

（イ） 供給戸数について

ウ 賃貸型応急仮設住宅の計画的な取組について

(3) 応急危険度判定について

ア 応急危険度判定士の拡充について

イ 事前確認の必要性について
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ウ 応急危険度判定士の活用について

(4) 住宅用火災警報器の更新について

２ 　街路樹の管理について

(1) 街路樹の効果について

(2) 市民や地域からの声について

(3) 維持管理の状況について

(4) 街路樹の適正管理に向けて

３ 　自治会活動について

(1) 自治会加入促進について

ア 加入率の推移とこれまでの加入促進の取組について

イ 加入率の数値的背景について

ウ 集合住宅における加入促進について

(2) 自治会活動の負担軽減と支援について

ア コロナ禍の自治会活動について

イ 自治会が担っている業務の負担軽減について

ウ 担い手不足への支援について

エ 地域活動ポイント制度について

オ 各種助成制度への影響について

(3) 市民意見の受け皿としての自治会の役割について

４ 　センスの良いまちづくりに向けて

(1) 「デザインの力」を活用したまちづくりについて
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(2) 専門性ある職員の配置について

(3) アートディレクションの強化について

順位 １７ 質問者 ２１番 長谷川くみ子（颯爽） （一括・一問一答）

１ 　社会的養育を必要とする子どもの支援について

(1) 児童相談所の一時保護等と必要な社会資源等について

(2) 学びの保障と体制等について

２ 　複雑な背景や困難を抱えた人が生きていけることを支える市政であるた

めに

(1) 長引く新型コロナウイルス感染症拡大による影響と、生活保護制度

を安心して利用できる制度にしていくための課題等について

ア 女性のつながりサポート事業について

イ 生活保護の申請における扶養照会等、申請者の意志の尊重につい

て

ウ コロナ禍を経ての制度の運用と課題等について

エ 住まいの確保と市居住支援協議会等について

オ 包括的な連携と職員体制等について

(2) 難民などへの支援等について

ア 相談等について
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イ 国際交流ラウンジの在り方検討と事業展開等について

順位 １８ 質問者 ３９番 金子豊貴男（市民民主） （一括）

１ 　文化・芸術行政の充実について

(1) 市の文化・芸術行政の現状と課題について

(2) 文化・芸術にかかわる施設の現状と課題について

ア 文化施設について

イ 社会教育施設について

ウ 文化財関係施設について

(3) 専門職配置の現状と人材確保、人材育成について

２ 　相模総合補給廠一部返還地の現状と課題について

(1) 相模総合補給廠一部返還地の現状と課題について

ア １５ヘクタールの管理状況について

イ 返還によって廃屋となった米軍住宅、及び施設の危険性の認識に

ついて

(2) 返還地の土地利用計画について

(3) 返還地の暫定利用にメガソーラー発電施設の設置を提案したいが、

課題について

ア 現メガソーラー発電施設の状況について
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イ 計画策定から、本格利用までの暫定的利用について

ウ 未利用国有地の積極的な利用促進を

３ 　基地問題、厚木基地の騒音激化と市の取り組みについて

(1) ３月以降、厚木基地に頻繁に飛来するオスプレイについて

(2) ３月８日厚木基地に飛来したＦ３５Ｂの対応について

順位 １９ 質問者 ２９番 西家克己（公明党） （一括・一問一答）

１ 　安心して暮らせる　さがみはらであるために

(1) ウクライナ支援について

(2) 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策について

(3) 小中学校における感染防止対策について

(4) 図書館施設における感染防止対策について

(5) 新型コロナウイルスワクチン接種について

ア ３回目接種のワクチンについて

イ 交互接種の市の考え方について

２ 　災害に強い　さがみはらを目指して

(1) 大規模地震発生時のエレベーター停止対策について

(2) 弱者に寄り添う防災の在り方について

３ 　誰もが住みやすいまち　さがみはらを目指して
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(1) まちづくりにおけるシティプロモーションについて

(2) 多摩地域と連携したまちづくりについて

順位 ２０ 質問者 ３７番 大沢洋子（市民民主） （一括）

１ 　本市の芸術家への支援について

(1) 学芸員の配置と考え方について

(2) 展覧会の開催について

(3) 作品の収蔵について

２ 　資源リサイクル等の推進について

(1) 食品ロス削減に向けたマッチングサービスについて

(2) ツアー・オブ・ジャパンにおける貴金属類のリサイクル推進につい

て

(3) 市民の分別意識の更なる向上について

(4) 公共施設における落ち葉の資源化について

３ 　ＡＹＡ世代のがん患者に対する支援について

(1) 支援の必要性について

(2) 在宅療養者に対する支援について

４ 　本市の魅力を発信する取組について

(1) カプセルトイを活用した魅力発信について
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(2) 市役所本庁舎の展望室の環境改善について

順位 ２１ 質問者 ４６番 中村昌治（自民党） （一問一答）

１ 　釣り人の夢、宮ヶ瀬湖での釣りの解禁について

(1) 現在の検討状況について

(2) 「湖面フィッシング利用」の課題について

(3) 解禁に向けた市長の見解と今後の取り組みについて

２ 　町田市民、相模原市民、厚木市民、愛川町民、清川村民の夢、小田急多

摩線延伸について

(1) 直近三年間の関係自治体の長（東京都知事、神奈川県知事、町田市

長、多摩市長）や小田急電鉄等との協議の実績と内容について

(2) 小田急多摩線延伸促進協議会の活動及び退任された前会長の取り組

みについて

(3) 小田急多摩線延伸・上溝駅開設推進協議会及び田名地区公共交通整

備促進協議会の活動の取り組みについて

(4) 地域の課題解決に向けた市民活動を尊重すべきと考えるが見解は

３ 　相模原市民の夢、ＪＲ相模原駅北側の相模総合補給廠一部返還地のまち

づくりについて

(1) 早期のまち開きにより固定資産税等増収が見込まれると考えるが見
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解は

(2) ＪＲ東海道線辻堂駅北側地区の再開発に学ぶまちづくりについて

(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、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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