
順位 １ 質問者 ８番 秋本仁（自民党） （一括・一問一答）

１ 　リニア中央新幹線関連事業について

(1) 橋本駅周辺地区のまちづくりについて

ア 橋本駅周辺のまちづくりの進捗と今後について

イ 交流・賑わい軸の取組状況について

ウ 西橋本の大西大通り線の進捗と今後について

エ 元橋本歩道橋について

(2) 鳥屋地区の車両基地について

２ 　教育行政等について

(1) 鳥屋学園開校に向けた取組について

ア 青和学園における地域連携の取組と鳥屋学園への展開について

イ 鳥屋学園を科学技術が学べる特色ある学校へ

ウ 鳥屋小学校跡地の利活用について

(2) ＪＡＸＡ相模原キャンパスとの今後の教育連携について

(3) 今後の学校プールのあり方について

(4) 学校と児童厚生施設との連携による子どもの健全な人格形成につい

て

３ 　がん検診について

(1) 前立腺がん検診について

(2) 大腸がん検診について
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順位 ２ 質問者 ３８番 森繁之（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　相模原駅北口のまちづくりについて

(1) これまでの進め方と今後の計画について

(2) 相模原駅北口地区土地利用計画検討会議について

(3) 土地利用計画検討会議の専門性について

(4) １１月の土地利用計画検討会議の検討内容と今後の進め方について

２ 　大規模災害に備えて

(1) 風水害時の備えについて

(2) 地震災害時の備えについて

(3) 災害時要援護者の支援について

ア 高齢・障がい者の福祉事業所に対する災害対応時の支援について

イ 独居等の高齢・障がい者等への災害対応時の支援について

３ 　障がい福祉について

(1) 障がい者の相談支援体制の強化について

(2) 障がい者の生活支援について

(3) 中央区の障害者相談支援キーステーションの整備について

(4) 地域包括支援センターと障害者相談支援キーステーションの役割に

ついて
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順位 ３ 質問者 ２７番 南波秀樹（公明党） （一括）

１ 　魅力あるまちづくりに向けて

(1) 橋本駅南口のまちづくりについて

(2) サイクリストにやさしいまちに向けて

(3) 本市のファンを増やすための魅力発信について

(4) 橋本駅北口ペデストリアンデッキ上の鳥害対策について

２ 　子育てＤＸの推進に向けて

(1) 電子母子健康手帳アプリの機能拡充に向けて

３ 　廃家電の回収及び再資源化について

(1) 使用済小型家電の回収について

(2) 冷蔵庫や洗濯機などの家電４品目の回収について

４ 　防災減災対策について

(1) 防災対策実施マンションへの認定制度等について

(2) 避難所におけるオストメイト専用トイレについて

５ 　聴覚障がい者への理解促進と支援について

(1) 聴覚障がい者の国際スポーツ大会「デフリンピック」への取組につ

いて

(2) 要約筆記による支援拡大と啓発活動について

６ 　配慮を必要とする子どもへの支援に向けて

(1) 肢体不自由児への支援に向けて
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(2) 校内フリースクールの充実に向けて

順位 ４ 質問者 １７番 布施初子（自民党） （一括・一問一答）

１ 　一灯点滅式信号機について

(1) 市内の設置状況について

ア 市内の設置箇所について

イ 矢部３丁目一灯点滅式信号機について

(2) 今後の交通安全対策について

２ 　東淵野辺４丁目の交通環境について

(1) 大型遊戯場について

ア 工事着手前の協議について

イ 周辺道路への影響について

ウ 今後の対応について

(2) 市道淵野辺中和田について

ア 課題認識と整備計画について

イ 今後の整備について

３ 　児童虐待防止対策について

(1) 子ども家庭福祉を取り巻く現状と課題について

(2) 令和４年の児童福祉法等の改正について
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(3) 児童相談所の支援体制について

順位 ５ 質問者 １１番 今宮祐貴（日本共産党） （一括）

１ 　矢部駅ふれあい地下道へのエレベーター設置について

(1) 市が行った調査結果について

(2) 今後の取組は

２ 　就学援助について

(1) 税制改正で対象外になった世帯への対応について

(2) 認定基準を元に戻すことについて

(3) 物価高騰に対応する給付の引き上げを

３ 　民間学童クラブについて

(1) 育成料等の減免を

(2) 運営費補助金について

ア 国の基準に合わせることについて

イ 送迎費補助の充実を

ウ 支給を早めることについて
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順位 ６ 質問者 ２４番 桜井はるな（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　市民の医療を守ることについて

(1) 後期高齢者医療制度の窓口負担の見直しについて

ア 窓口負担割合の見直し（２割負担）について

イ 対象となる市民への説明および対応について

(2) 医療機関における顔写真付のマイナンバーカードの健康保険証利用

の義務化について

ア マイナンバーカードの健康保険証利用の登録率について

イ 国民健康保険の保険者としての市の見解について

(3) 中学生世代に適用されている現行の小児医療費助成制度の内容をそ

のまま高校生世代まで拡大することについて

(4) かかりつけ医の「法制度化」について

２ 　誰もが弾けるピアノについて

(1) 「相模大野ステーションピアノ」事業について

(2) 誰もが弾けるピアノ（アップライト可）の常設について

順位 ７ 質問者 ３番 仁科なつ美（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　デジタル化の推進について
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(1) ＲＰＡ等、デジタル技術を活用するための業務の見直しについて

(2) ＡＩ－ＯＣＲ等、新たな技術の導入に向けた取り組みについて

２ 　人工呼吸器を使用する方に対する災害時に備えた支援について

(1) 災害時非常用電源購入費用の助成について

(2) 人工呼吸器使用者の把握について

３ 　市内農業への支援について

(1) 新規就農者への支援について

(2) 農福連携について

(3) 市内産農産物のＰＲについて

４ 　相武台地区について

(1) 街路樹の管理について

(2) 歩道の根上がりについて

(3) 相模原市行財政構造改革プランに基づく図書館相武台分館の検討状

況について

順位 ８ 質問者 １８番 佐藤尚史（自民党） （一括・一問一答）

１ 　リニア新駅による地域振興について

(1) 橋本駅周辺の新たなまちづくりについて

(2) リニア新駅に降りたくなる取組について
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２ 　キャンプ場の魅力の向上について

(1) キャンプ場来場者へのサービス向上について

(2) 相模川自然の村公園の四季の小川について

３ 　近隣自治体との連携について

(1) 広域観光連携について

(2) 近隣自治体との連携強化に向けた人事交流について

４ 　中山間地域における子育て環境について

(1) 子どもの居場所づくりについて

ア スポット的な子どもの広場の整備について

イ 放課後の学校活用について

(2) 都立高校への入学について

順位 ９ 質問者 ２８番 後田博美（公明党） （一括）

１ 　心の健康について

(1) こころサポーター養成研修について

２ 　人にやさしいまちづくりについて

(1) 都市計画道路淵野辺駅山王線について

(2) 相模総合補給廠北側外周道路について

３ 　さがみはら防災マイスターについて
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(1) 認証の考え方について

(2) 活動の機会創出の取組について

４ 　学校教育について

(1) プラスチックストロー削減について

(2) 発達性読み書き障がい（ディスレクシア）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 　南市民ホールについて

(1) 廃止の方針案について

ア 決定した時期について

イ 代替施設がないことについて

ウ 施設の改修費用について

(2) 廃止することによる影響について

ア 必要性の認識は

イ 文化活動を継続できるのか

２ 　橋本駅周辺のまちづくりについて

(1) 橋本駅周辺整備推進事業について

ア ６月の事業説明会について

(2) （仮称）大西大通り線について
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ア 公聴会での意見の受け止めは

イ 現地測量が行われている根拠は

ウ 現地測量の委託費について

エ 住民生活への影響について

順位 １１ 質問者 ２０番 渡部俊明（自民党） （一括・一問一答）

１ 　交通利便性の向上について

(1) 本村市長の４年間の取組について

(2) バス路線の拡充について

(3) ＪＲ相模線複線化の取組について

(4) 小田急多摩線延伸の取組について

２ 　自転車の安全適正利用について

(1) 道路交通法改正に向けた考えについて

(2) 各種団体への安全適正利用の周知に関する取組について

(3) 市民等への更なる安全適正利用の周知に関する取組について

(4) 学校教育における取組について

３ 　犯罪被害者等相談体制の充実について

(1) 犯罪被害者等の相談窓口の充実について

(2) 自助グループ等の団体との連携について
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順位 １２ 質問者 １５番 石川達（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　森林環境譲与税について

(1) 現状と課題について

(2) これからの取組について

２ 　本市の魅力的な山々を活用した観光振興について

(1) 本市の山の魅力と課題認識について

(2) 魅力の発信について

３ 　リチウムイオン電池の適正処分について

(1) 全国的な発煙、発火状況について

(2) リサイクル工程における発煙、発火状況について

(3) 事故防止に向けた取組について

４ 　身寄りのない単身高齢者支援について

(1) みまもりエンディングサポート事業について

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) オープンハウスで得られた市民意見について

(2) 今後の地域や市民からの意見聴取の機会について
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(3) 事業の実現性を確保するための民間活力の導入に向けた検討につい

て

２ 　相模原市マンション管理適正化推進計画の策定にあたって

(1) 計画の目的と期間について

(2) 現在のマンションの課題について

(3) マンション管理の適正化に関する指針について

３ 　ものづくり企業の支援について

(1) ロボット産業の振興について

ア 現在の取組状況について

イ 今後の取組について

(2) ＤＸ化の促進支援について

ア ＤⅩ化促進支援補助金の応募状況について

イ 今後の取組について

順位 １４ 質問者 ３６番 臼井貴彦（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　ニュースポーツ振興について

(1) ニュースポーツの現状と認識について

(2) ｅスポーツについて

２ 　相模原ごみＤＥ７１大作戦について
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(1) ごみ減量の現状について

(2) 出前講座の意義とこれからについて

３ 　相模原駅周辺のまちづくりについて

(1) （仮称）相模原駅北口地区土地利用計画について

(2) 市道相模氷川について

４ 　教育環境の整備について

(1) 生徒指導提要の改訂を受けて

(2) 働き方改革の進捗状況について

順位 １５ 質問者 ２９番 西家克己（公明党） （一括・一問一答）

１ 　市民参加型の行政運営を目指して

(1) 市民参加型の公共インフラ等の維持管理について

(2) 市民や企業の寄贈によるベンチの設置について

２ 　誰もが住みよい　さがみはらであるために

(1) 少子化対策について

(2) 婚活支援について

(3) 二段階移住の促進について

３ 　働きたい高齢者が働ける環境づくりを

(1) 高齢者への就労支援について
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４ 　安心して暮らせる　さがみはらであるために

(1) 市民の生活を支援する物価高騰対策について

(2) 学校給食費の無償化について

５ 　さがみはらの未来を担うこども達のために

(1) 教職員のコンプライアンス意識向上の取組について

順位 １６ 質問者 ４４番 小野沢耕一（自民党） （一括・一問一答）

１ 　中山間地域の医療提供体制の充実について

(1) 市地域保健医療審議会からの答申について

(2) 中山間地域の持続可能な医療の在り方に係る基本方針（案）につい

て

ア 中山間地域の医療等に係る課題について

イ 課題に対する考え方について

ウ 市所管診療所の再編について

２ 　緑区の消防署の再整備について

(1) 津久井消防署鳥屋出張所の整備計画について

(2) 鳥屋出張所の部隊配置について

３ 　尾崎咢堂について

(1) 県有地となっている尾崎咢堂記念館の敷地について
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(2) 尾崎咢堂の業績発信の取組について

４ 　金原地区の土地改良事業の推進について

(1) 土地改良事業の現在の方針について

(2) 地権者の意向調査について

(3) 基本構想の策定について

５ 　道路整備の推進について

(1) 圏央道へのアクセス道路となる津久井広域道路の整備状況について

順位 １７ 質問者 ２１番 長谷川くみ子（颯爽） （一括・一問一答）

１ 　南市民ホールの存続について

(1) 市民の意見に対する見解は

ア 音響ホールとしての代替施設がないことについて

イ 市としての文化振興策と市民の文化拠点に対する予算・計画など

の考えについて

ウ 存続のためにできる協働について

(2) 相模原市行財政構造改革プランと個別具体的な施策の政策的議論と

公共の役割などについて

２ 　外国につながる子どもへの市と教育委員会のサポート、ビジョンと多文

化共生の取り組みについて
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(1) 日本語の習得に向けた取り組みと課題などについて

ア 日本語の支援が必要な子どもの人数などについて

イ 特別支援学級への通級と課題と市のビジョンについて

ウ 子どもと保護者などの困難を把握するために

(2) 多文化共生のために

ア 単発的な懇話会から課題解決に向けた外国人市民会議という考え

方について

３ 　年末年始の生活支援等について

(1) 生活保護申請や困窮者への支援体制と窓口について

(2) 食材配布などの支援について

順位 １８ 質問者 ３７番 大沢洋子（市民民主） （一括）

１ 　「子育てするなら相模原」に向けての更なる推進について

(1) 子育て世代の雇用に取組む企業について

ア 企業の誘致について

イ 企業への支援について

(2) 学校給食費について

ア 不登校の児童・生徒の給食費の対応について

イ 給食費の無償化について
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(3) インターナショナルセーフスクールについて

２ 　大規模災害への対応について

(1) 大学と連携した避難所について

(2) 災害時要援護者用トイレの拡充について

(3) さがみはら防災マイスターの更なるスキルアップについて

(4) 学校教職員用の防災ヘルメットについて

３ 　女性の健康を守る取組について

(1) 健康相談について

(2) 骨密度測定について

４ 　職員の接遇意識の向上について

(1) 接遇マニュアル改定後の取組について

(2) 市職員の勤務中の姿勢について

順位 １９ 質問者 ２２番 野元好美（颯爽） （一括・一問一答）

１ 　急増する医療・介護のニーズへの対応について

(1) 医療と介護の需要推計と課題について

(2) 本市の特徴を踏まえた対策について

(3) 介護人材不足の現状と課題について

(4) 日常生活圏域の特徴を踏まえた対策を進めることについて

17



(5) 小規模多機能型居宅介護事業の現状と課題について

(6) コロナフレイル等の解消と介護予防の取組について

(7) 「まちの保健室」と包括的支援について

(8) 中山間地域の持続可能な医療体制と課題の解決に向けて

２ 　子どもの健やかな育ちと権利を保障するために

(1) 子どもを権利の主体とすることについて

(2) 発達を保障する遊び環境について

ア ベネフィットとリスクをマネジメントすることについて

イ 保育所や学校、公園等、公共施設での取組について

ウ 遊具の選定について

(3) 児童クラブの現状と課題について

ア 市立児童クラブの待機児童の状況と安心をつくることについて

イ 民間児童クラブの現状と運営費補助金について

ウ 民間児童クラブと連携し、待機児童を解消することについて

エ 小学校６年生までの放課後の居場所の確保について

(4) 社会保障制度を学ぶ機会の確保について

３ 　多様な意見の反映とバックキャスティング思考の市政運営の実現を求め

て

(1) 男女共同参画の推進における現状と課題について

(2) 庁内の会議体における多様な意見の反映について

(3) 多様な世代のニーズ把握と意見の尊重について
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順位 ２０ 質問者 ４１番 大崎秀治（公明党） （一括・一問一答）

１ 　文化芸術の振興について

(1) 文化芸術振興条例の制定について

(2) 南市民ホールの維持継続について

２ 　幼稚園等の安全対策について

(1) 幼稚園バス等の安全対策について本市の取組は

(2) 国の安全対策への対応について

(3) 障がい者施設でのバスの安全対策について

(4) 園内の安全対策について

３ 　ＳＤＧｓの取組について

(1) ＧＸの推進について

(2) ２０２２年ＣＤＰ「シティＡリスト」選定について

(3) 食品ロスへの取組について

(4) 人権尊重、生命尊厳への取組について

４ 　防災・減災対策について

(1) 地震災害に対応したマイ・タイムラインの作成について

５ 　孤独・孤立化対策について

(1) ひきこもり支援ハンドブックの作成について

(2) 孤独・孤立者への支援について

(3) ウィズコロナの中でのイベント等の在り方について
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６ 　生活困窮者への対応について

(1) 各種支援策の周知について

(2) 国民健康保険税の滞納に伴う差し押さえについて

(3) 債権の回収について

順位 ２１ 質問者 ３４番 栗原大（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　道路整備について

(1) 橋本台３丁目及び相原高校グラウンドと隣接する市道下九沢３２７

号の狭隘道路整備について

２ 　三井、名手地区の道路復旧について

(1) 津久井湖北岸の県道５１５号三井相模湖の復旧について

３ 　学校トイレについて

(1) コロナ禍における学校洋式トイレのウォシュレット整備について

４ 　中山間地域振興と開発基準の緩和について

(1) 中山間地域における観光施策、小規模企業の誘致及び開発基準の緩

和について

５ 　津久井地域の青地、白地農用地について

(1) 中山間地域における青地、白地農用地の見直しについて

６ 　麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業について
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(1) 事業計画と相模原市行財政構造改革プランとの整合性について

順位 ２２ 質問者 ４５番 阿部善博（自民党） （一問一答）

１ 　未来に向けたさがみはら教育について

(1) 良きさがみはら教育の伝統と継承・発展について

(2) 社会の激変に対応する教育環境の維持・整備について

(3) 未来に向けた子どもたちへの思いについて

(4) 教職員の人間的成長について

２ 　防災と危機管理の取組について

(1) 防災先進都市としての取組について

(2) 国・県・近隣自治体、その他関係機関との連携強化について

(3) 市民力強化の取組について

３ 　百年後の相模原に向けた取組について

(1) 本市のグランドデザインについて

ア 市長が描く未来の相模原の姿について

イ 大型プロジェクトについて

ウ 文化とスポーツのまちづくりひとづくりについて

エ 相模大野の未来について

(2) 持続可能なまちづくりひとづくりについて
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ア 行財政改革について

（ア） 市民サービスの充実について

（イ） 対話の行政と庁内の取組について

（ウ） 相模原市行財政構造改革プランについて

（エ） 情報化の取組について

（オ） 「啐啄同時」のまちづくりひとづくりについて

(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、颯爽の会は颯爽と表示しています。
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