
順位 １ 質問者 ８番 秋本仁（自民党） （一括・一問一答）

１ 　好きなスポーツに取り組める環境について

(1) 運動部活動の地域移行について

(2) 生涯スポーツへの転換について

２ 　緑区の道路整備について

(1) 東橋本地域における宮上横山線の整備について

(2) 大島地域における県道４８号の安全対策について

３ 　医療的ケア児について

(1) 市内の医療的ケア児の状況把握について

(2) 医療的ケア児等コーディネーターについて

(3) 今後の課題について

４ 　水源文化の発信について

(1) 噴水塔や津久井湖のドキュメンタリー映画の活用について

順位 ２ 質問者 ３８番 森繁之（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　高齢者福祉について

(1) 介護人材の確保・定着・育成について

ア 介護報酬の地域区分の改定について

一　般　質　問　通　告　一　覧

令和４年６月２４日　
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イ 研修の充実と支援について

ウ 福祉人材の総合的確保に向けた施策について

(2) 高齢者福祉施設の事業支援について

ア 特別養護老人ホームの稼働率向上について

イ 老朽化した福祉施設の改修支援について

２ 　ＪＲ相模原駅北口地区のまちづくりについて

(1) ＪＲ相模原駅北口地区まちづくりに向けたパブリックコメントの結

果について

(2) 土地利用方針決定後の今後の進め方について

(3) 国有財産審議会の予定について

(4) ＳＤＧｓを基本に、脱炭素を取り入れたまちづくりについて

(5) ＰＰＰ・ＰＦＩ手法を活用した行政機能について

(6) ＪＲ相模原駅南口との連動性について

(7) 多機能複合型スタジアムの必要性について

(8) 相模原スポーツ・レクリエーションパークの現状と今後について

(9) 今後のさらなる返還運動交渉について

３ 　新型コロナウイルスの影響及び物価高騰対策について

(1) 経済的支援の一律給付の考え方について
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順位 ３ 質問者 ２８番 後田博美（公明党） （一括・一問一答）

１ 　がん対策について

(1) がん検診の状況及び受診率低下への対応について

(2) 乳がん患者の支援について

２ 　安全・安心のまちづくりについて

(1) 子どもたちの交通安全対策について

(2) 淵野辺公園の管理状況について

ア 放置車両の状況について

イ 折れ枝の対応について

(3) 踏切における点字ブロックの設置について

３ 　光が丘周辺地域における学校再編について

(1) 並木小学校の再編について

(2) 青葉小学校閉校後の施設の活用について

順位 ４ 質問者 １７番 布施初子（自民党） （一括・一問一答）

１ 　さがみはら大学生等未来応援事業について

(1) これまでの実績と評価について

(2) 周知方法について
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(3) 今後の取組について

２ 　スポーツ環境の充実を求めて

(1) 相模原スポーツ・レクリエーションパークについて

ア これまでの利用実績について

イ スポーツウォールの利用状況と課題について

ウ 周辺道路の安全対策について

(2) 相模原麻溝公園暫定スポーツ広場におけるナラ枯れ対策について

ア 現状について

イ 利用再開に向けての課題と今後の取組について

(3) ウイッツひばり球場の老朽化について

３ 　特別支援学級について

(1) 就学相談について

(2) 施設面における整備について

ア 入学前に修繕を

イ バリアフリー化の整備状況について

ウ 肢体不自由学級に所属する生徒の通学環境について

(3) 担当職員の現状と今後の取組について
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順位 ５ 質問者 ２４番 桜井はるな（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　次世代を担うこどもたちの命を守る政策について

(1) 風しん予防接種促進事業について

ア これまでの実績と評価について

イ 今後の方針について

(2) 小児医療費助成事業の対象を高校３年生まで拡大することについて

(3) 里親制度の状況について

(4) フォスタリング業務の委託について

２ 　日常にある生の音楽のすすめについて

(1) 「相模大野ステーションピアノ事業」について

(2) 文化施設における「幸せ色あふれる」生ピアノの音楽文化のすすめ

について

順位 ６ 質問者 １１番 今宮祐貴（日本共産党） （一括）

１ 　交通安全対策について

(1) 本市の交通事故の分析と防止への取組について

(2) 成人等への交通安全教育について

(3) 児童生徒への交通安全教育について
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(4) 相模原市通学路交通安全プログラムについて

(5) 後付けの自動車急発進抑制装置等の購入補助について

(6) 自転車用ヘルメットの購入補助について

２ 　住宅困窮者支援について

(1) 家賃補助について

(2) 住宅セーフティネット制度の専用住宅について

３ 　淵野辺５丁目に建設中の物流施設について

(1) 住民説明及び周知について

(2) 交通等への影響と対策について

順位 ７ 質問者 ３番 仁科なつ美（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　個人情報保護制度について

(1) 制度の見直しについて

(2) 見直しの検討状況について

(3) 匿名加工情報の提供について

２ 　ＤＸの推進について

(1) 情報システムの標準化について

(2) 補助金申請等の電子化について

３ 　相模原市の魅力向上について
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(1) 市内中小企業のＤＸ化の促進について

(2) 圏央道相模原インターチェンジ料金所のＥＴＣ専用運用について

４ 　障がいのある方の成人式について

(1) 障がいのある方の成人を祝うために

順位 ８ 質問者 １８番 佐藤尚史（自民党） （一括・一問一答）

１ 　災害対応について

(1) 災害時における物資の備蓄状況等について

(2) 避難所生活におけるＴＫＢ４８について

(3) 福祉避難所について

(4) 孤立地区対策について

２ 　中山間地域の医療のあり方について

(1) アンケート結果を踏まえた今後の取組について

(2) 在宅医療と介護の連携について

(3) 健康寿命を延ばすための取組について

３ 　森林環境譲与税を活用した森林施策の推進について

(1) 森林環境譲与税の状況と今後の見込みについて

(2) さがみはら津久井産材の多様な利活用の促進について

(3) さがみはら津久井産材の利用に対する支援について
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(4) 森林の新たな価値に着目した施策の推進について

(5) 森林整備に係る目標値の設定について

順位 ９ 質問者 １０番 田所健太郎（日本共産党） （一括・一問一答）

１ 　ＪＲ藤野駅改札外へのエレベーター設置について

(1) 市民の声や署名の受け止めは

(2) 必要性の認識と検討状況は

(3) ＪＲ東日本八王子支社と市による勉強会の設置、開催状況等は

(4) 今後の取り組みは

２ 　被災者への個別支援に関する相模原市地域防災計画の修正について

(1) 令和元年東日本台風での被災者支援の総括は

(2) 被災者一人ひとりに寄り添った個別支援の取り組みは

３ 　本市出身の偉人、尾崎行雄（咢堂）について

(1) 不戦運動について

ア 市長の思いは

イ 本市の宝として、功績を広く発信する取り組みを

ウ 市立学校での学習は

(2) 市立尾崎咢堂記念館について

ア 施設の維持、修繕について

8



イ パンフレットについて

ウ デジタルの活用について

エ 相模原市公共施設マネジメント推進プランに基づく取り組み状況

は

オ 将来も維持していくための今後の取り組みは

順位 １０ 質問者 １５番 石川達（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　道路整備について

(1) 谷口歩道橋の撤去について

(2) ラクアル・オダサガと座間市をつなぐ歩行者デッキ整備の一時凍結

について

(3) 相模大野駅北口のサンデッキについて

(4) 都市計画道路相模台双葉線について

２ 　国、県の施策を活用するなどの市内経済活性化について

(1) かながわＰａｙについて

(2) スマートフォン決済によるポイント還元事業第２弾について

(3) キャンプ人気を利用した地域経済活性化について

３ 　市営斎場について

(1) 指定管理者募集要項の変更点について
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(2) 火葬炉使用料について

(3) 残骨灰の考え方について

順位 １１ 質問者 ２０番 渡部俊明（自民党） （一括・一問一答）

１ 　自治体のＤＸ推進について

(1) 庁内のＤＸ推進と市民サービス向上に向けたＤＸ推進について

(2) 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を踏まえた本市のＤＸ推

進体制について

２ 　ロボット産業とまちづくりについて

(1) ロボット産業の振興について

(2) ロボットを活用したまちづくりについて

３ 　子どもの育成について

(1) 本市における家庭教育支援の状況について

(2) 家庭教育支援条例の考えについて

４ 　通学路の安全確保について

(1) 市内通学路の安全確保の現状について

(2) 登校班の在り方について
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順位 １２ 質問者 ２３番 五十嵐千代（颯爽） （一括・一問一答）

１ 　対話によるまちづくりについて

(1) 淵野辺駅南口周辺のまちづくりについて

ア 市民検討会が設置されるまでの経緯について

（ア） 市民説明会について

（イ） パブリックコメントを延長した期間、寄せられた意見数及

び主な意見について

イ 市民検討会について

（ア） 設置について

（イ） 現状について

(2) 対話によるまちづくりの経験、スキル等の蓄積と共有について

２ 　視覚障がい者のＱＯＬ（生活の質）の向上について

(1) 中途視覚障がい者への支援について

(2) 安全な歩行空間の確保について

ア 道路の移動等円滑化に関するガイドラインの改定について

イ 音響式信号機について

ウ ＪＲ相模原駅南口のバス乗り場について

エ 「ことばの道案内」について

３ 　更年期に対する理解促進と支援について

(1) 現状の課題認識について
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(2) 理解促進へ向けた取組について

(3) 本市職員への対応について

(4) 国への働きかけについて

４ 　「不適切な校則（ブラック校則）」の見直しについて

(1) 市立中学校の校則の現状について

(2) 対話的な校則の見直しについて

(3) 校則見直しのためのガイドラインについて

(4) ホームページでの校則の公表について

順位 １３ 質問者 ４４番 小野沢耕一（自民党） （一括・一問一答）

１ 　次期一般廃棄物最終処分場について

(1) 候補地選定に当たっての視点について

(2) 安全対策について

(3) 最終候補地決定に向けて

２ 　中山間地域対策について

(1) 現状の認識について

(2) これまでの取組と効果について

(3) 今後の取組について

３ 　県道５１５号三井相模湖の通行止め区間について
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(1) これまでの取組と法面の状況について

(2) 名手橋の状況について

順位 １４ 質問者 ３６番 臼井貴彦（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　本市の人口について

(1) 自然増減について

(2) 社会増減について

２ 　相模原市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 　第２次相模原市新道路整備計画について

(1) 都市計画道路宮上横山線について

(2) 相模総合補給廠北側外周道路について

(3) （仮）上四ツ谷交差点について

４ 　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
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順位 １５ 質問者 ２９番 西家克己（公明党） （一括・一問一答）

１ 　災害に強い　さがみはらを目指して

(1) 豪雨災害対策について

ア 防災気象情報の伝え方の改善の活用について

イ 避難行動の指標について

２ 　誰もが住みやすいまち　さがみはらを創るために

(1) 脱炭素推進のまちづくりについて

ア 脱炭素プラットフォームのまちづくりについて

イ 相模原駅北口地区における脱炭素推進のまちづくりについて

３ 　こどもに優しい　さがみはらであるために

(1) こどもアドボカシーについて

(2) こどもに優しいまちづくりについて

ア まちづくりの考え方について

イ こどもの声を聴く取組について

４ 　誰もが訪れたくなる　さがみはらを目指して

(1) アフターコロナの観光施策について

(2) インバウンドの施策について

５ 　働きやすい環境づくりについて

(1) 外国人の就労支援について

ア ウクライナ避難民の就労支援について

14



イ 本市で暮らす外国人への就労支援の取組について

順位 １６ 質問者 ４５番 阿部善博（自民党） （一問一答）

１ 　ごみ問題について

(1) 市民生活におけるごみ問題の認識と対策について

ア ごみ収集箱の設置について

イ 不法なごみ出しへの対応について

（ア） 不法ごみ撲滅の取組について

（イ） カラス対策について

(2) 戸別収集の検討について

(3) 市民・事業者等の現場の声への対応について

２ 　障害者福祉について

(1) 障害者の高齢化対策について

ア 身寄りのなくなってしまった障害者への支援について

イ 障害の進行に応じた総合的支援について

ウ 家庭及び施設等への支援策について

３ 　市長のリーダーシップについて

(1) コロナ禍における市民への直接の語り掛けと支援について

ア 地域づくり・人づくりについて
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(2) 先進技術・専門技術との連携について

(3) 市長のトップセールスとまちづくりの推進について

ア ホテル・ホール・宴会場等の誘致について

イ 大規模事業における民間企業への働きかけについて

ウ 本社機能の誘致について

順位 １７ 質問者 ３４番 栗原大（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　自転車の安全運転について

(1) スピードを落とさずに、運転しながら交差点や横断歩道を渡る自転

車利用者について

２ 　リニア中央新幹線車両基地について

(1) 各団体から要望されている、仮称神奈川県駅から車両基地までの旅

客化について

３ 　鳥屋小学校体育館の解体について

(1) 解体による機材、廃材等の搬入出時における、鳥屋中学校脇の道路

の安全対策について

４ 　津久井消防署鳥屋出張所について

(1) 鳥屋出張所の再整備計画について

５ 　県道６４号伊勢原津久井、５１３号鳥屋川尻について
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(1) 拡幅整備について

順位 １８ 質問者 １番 鈴木晃地（無所属） （一括・一問一答）

１ 　特別支援教育について

(1) 欠員の状況について

(2) 欠員による影響について

(3) 欠員に対する対応について

２ 　コロナ禍における休日の学校開放について

(1) グラウンド開放の状況について

(2) 使用上の規定について

(3) 各学校長の裁量の範囲について

３ 　閉鎖した公共施設の活用について

(1) 閉鎖した公共施設の現状について

(2) 今後閉校が見込まれる小・中学校の活用方針について

(3) 学校関連施設を除く閉鎖した公共施設の活用状況について

４ 　森林のビジネス化に向けた取組について

(1) 現在の取組状況について

(2) 今後のビジョンについて
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順位 １９ 質問者 ２１番 長谷川くみ子（颯爽） （一括・一問一答）

１ 　基地に起因する騒音への対応について

(1) 国の航空機騒音度調査の実施について

(2) 住宅防音工事等の状況調査などについて

２ 　生活困窮等に対する支援について

(1) 支援策の実施状況等について

(2) 生活保護と包括的な支援について

３ 　相模大野のエリアマネジメントについて

(1) （仮称）相模大野４丁目計画の現状及び環境アセスメントの結果等

について

順位 ２０ 質問者 ４０番 久保田浩孝（公明党） （一括・一問一答）

１ 　子どもと家庭を社会全体で支援するために

(1) こども・若者未来局発足による子ども施策の取組と評価について

(2) 「こども家庭庁」の創設を見据えた今後の本市の取組について

(3) 教育と子ども施策の連携強化について

２ 　子どもの安全安心について

(1) 児童に係る災害時の安全安心対策について
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ア 小学校での安全安心な対応について

イ 児童クラブでの安全安心な対応について

ウ 災害発生時における児童の引取りについて

(2) 市立小中学校の屋内運動場空調設備について

ア 試験的に導入された空調設備の運用について

イ 今後の整備について

３ 　行政運営について

(1) 市職員の接遇について

ア 接遇力の向上への取組について

イ 新採用職員に対する接遇教育について

(2) 適正な公文書管理の取組について

ア 公文書管理強化月間について

イ 公文書の定義について

ウ 公文書保存の適正化について

順位 ２１ 質問者 ３９番 金子豊貴男（市民民主） （一括）

１ 　自転車通行環境の整備・充実とシェアサイクルについて

(1) 相模原市自転車活用推進計画について

ア 「はしる」「とめる」「まもる」「いかす」の視点から
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(2) 推進計画３年目の自転車通行環境の進捗状況について

(3) シェアサイクルについて

(4) 市営自転車駐車場における電動アシスト車、チャイルドシート装着

車など大型化する自転車への対応について

２ 　本市における特定外来生物等の実態と対応について

(1) 特定外来生物等、本市でも確認されている外来種動植物の実態と対

応状況について

ア ヒアリ、ハイイロゴケグモ、セアカゴケグモ、カミツキガメにつ

いて

イ 緊急対策外来種であるアメリカザリガニ、アカミミガメについて

ウ 生態系被害防止外来種であるアメリカオニアザミ、オオキンケイ

ギクについて

(2) 今後本市への進入が想定される、クリハラリス（いわゆるタイワン

リス）などの特定外来生物への市としての対応について

(3) 市民への啓発事業の取組みと今後の充実策について

３ 　基地問題、厚木基地の騒音度測定調査は時期尚早という明確な意思表示

を

(1) 国が進めようとしている厚木基地周辺の騒音度測定調査の提案の経

過と内容について

ア いつからいつまで調査するのか、自治体には、いつ結果報告され

る予定か
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イ 調査地点はどう提案されているか、本市内は何地点か

ウ 調査結果の住民告知とパブリックコメントについて

エ 今回の見直しに当たり、ＷＥＣＰＮＬ方式を採用するのか、Ｌｄ

ｅｎ方式を採用するのか

(2) 騒音度測定調査の実施を嘉手納基地や新田原基地周辺の自治体は反

対し、中止させたが、本市も時期尚早と明確に反対の意思表示を

(3) 国が今回の騒音度測定調査を強行実施するなら、キャンプ座間及び

相模総合補給廠周辺におけるヘリコプターの騒音状況の調査を進める

べきでは

(4) ６月１０日から厚木基地でオスプレイが６機も飛来して訓練を行っ

ているが、事前通告や事後通告、市民からの通報はあったのか

順位 ２２ 質問者 ４７番 須田毅（自民党） （一括・一問一答）

１ 　恒久的な子どもの遊び場の確保について

(1) 都市公園の整備について

(2) 鹿沼公園及び相模大野中央公園の現状と今後の取組について

(3) 子どもの居場所としての子どもの広場の確保について

２ 　銀河アリーナの今後のあり方について

(1) 市民アンケートの結果について
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(2) 今後のスケジュール等について

(3) 経費の試算について

(4) 料金の値上げについて

３ 　建設資機材の価格高騰への対応について

(1) 契約金額や工期の適切な変更について

４ 　令和元年東日本台風に係る相模原市復旧・復興ビジョンについて

(1) 各取組の進捗状況について

(2) 今後の取組について

(3) 災害への備えについて

(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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