
順位 １ 質問者 ３２番 古内明（自民党）

１ 　議案第１１６号相模原市個人情報の保護に関する法律施行条例について

(1) 個人情報保護制度見直しの概要について

(2) 行政機関等匿名加工情報の提供について

２ 　議案第１１８号相模原市情報公開条例及び相模原市公文書管理条例の一

部を改正する条例について

(1) 公文書の定義について

３ 　議案第１２３号相模原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につ

いて

(1) 道路占用者を選定する入札制度について

(2) 占用入札制度の効果と活用について

４ 　議案第１２５号指定管理者の指定について（相模原市営斎場）

(1) 施設運営の現状と課題について

(2) 指定管理者の選考について

５ 　議案第１２７号及び議案第１２８号指定管理者の指定について

(1) 市営自転車駐車場及び市営自動車駐車場の指定管理者の公募におけ

る要件について

(2) 候補団体による提案について

６ 　議案第１３１号令和４年度相模原市一般会計補正予算（第９号）

(1) 小中学校校舎改造事業について
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(2) アートラボはしもと再整備事業について

ア 繰越明許費の内容と内訳について

イ 予算繰越による影響について

ウ 後継施設の運営体制の充実について

７ 　（仮称）相模原市人権尊重のまちづくり条例について

(1) 条例制定に向けたスケジュールについて

ア 制定が当初のスケジュールより遅れる要因について

イ 今後のスケジュールについて

８ 　中学校給食について

(1) 学校給食あり方検討委員会からの中間答申について

(2) 新たな給食センターの整備について

９ 　学校事務における経理処理について

(1) 不適正な経理処理の再発防止策について

１０ 　各区の重要課題について

(1) 緑区について

ア リニアまちづくり関連推進事業について

イ 水源環境の保全、再生について

ウ （仮称）新斎場の整備について

エ 鳥獣被害対策について

(2) 中央区について

ア 小田急多摩線延伸について
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イ 相模原駅周辺整備の推進について

ウ 淵野辺駅南口周辺のまちづくりについて

エ 銀河アリーナの今後のあり方に係る検討結果とスケジュールにつ

いて

オ キャンプ淵野辺留保地整備の推進について

(3) 南区について

ア 良好な土地利用の推進について

イ 国道１６号の渋滞緩和策について

ウ 東清掃事業所跡地の活用について

エ さがみはら安全安心ステーションの交番への格上げについて

オ 南区役所大規模改修と手狭なスペースの解消について

１１ 　文化振興について

(1) 本市の目指す市民文化の在り方について

(2) 南市民ホールの廃止について

ア 説明会の実施状況について

イ 今後について

１２ 　成長戦略を持った持続可能な都市を目指して

(1) 「未来へつなぐ　さがみはらプラン～相模原市総合計画～」及び地

方創生に向けた「相模原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進

状況について

(2) 更なる地方分権改革推進の取組について
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(3) 「相模原市ＰＰＰ（公民連携）活用指針」に基づく積極的な民間活

力の活用について

(4) 相模総合補給廠の跡地利用や共同使用区域に係る整備に対する国の

財政支援の現状と推移について

(5) 相模総合補給廠北側外周部分の返還に向けた状況について

１３ 　質の高い行政サービスの提供と透明性の高い市政運営について

(1) 組織・人員体制について

ア 市民から信頼される市役所の実現に向けたコンプライアンスの推

進に向けた取組について

イ 障がいのある人の雇用機会の拡大及び定着に向けた取組について

ウ 副区長２人体制の考え方について

１４ 　発展を遂げるための都市経営の推進について

(1) 財政運営について

ア 長寿命化計画に基づく道路・橋りょう等のインフラ、建築物など

の総合的かつ計画的な維持・保全状況について

イ 未利用市有財産の有効活用に向けた迅速かつ戦略的な取組につい

て

ウ 財源の確保に向けた考えについて

１５ 　安全に安心して暮らせる都市の実現に向けて

(1) ＥＳＣＯ事業を活用した防犯灯の整備及び維持管理の推進状況につ

いて
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(2) 地域への防犯カメラ設置の促進を含む地域防犯力強化の取組状況に

ついて

(3) 成年年齢引き下げに伴う若年者への消費者教育の推進について

１６ 　共に支えあい安心して生活できるまちを目指して

(1) 認知症サポーターの養成状況について

(2) 災害時要援護者への支援体制の強化について

(3) 新型コロナウイルスワクチン接種で後遺症となった方への対処につ

いて

１７ 　こども家庭庁設立に向けた本市の準備状況について

(1) こども基本法に掲げる努力義務の策定状況について

(2) 国の府省からこども家庭庁への事務移管による影響について

(3) 子育て環境の地域間格差の改善について

１８ 　全ての子ども・若者が輝き活躍できるまちを目指して

(1) 第２次相模原市子ども・子育て支援事業計画の推進状況について

(2) 児童クラブ待機児童対策について

(3) 保育所、幼稚園等の人材確保、定着、育成事業への後押しについて

１９ 　産業と人と自然が共生するまちの実現を目指して

(1) 産業振興に関わる支援について

ア 公共事業における市内企業への優先発注について

イ 農福（農業と福祉）連携事業の推進について

(2) 今後の中小・小規模事業者に関わる経済対策について
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ア コロナ禍や物価上昇の影響下における消費喚起策について

イ 原油価格・物価高騰対応分に対応したトラック運送事業者への支

援について

ウ 事業継続のための市融資制度の拡充とマル経融資の利子補給継続

について

(3) 環境に配慮した地域社会の形成について

ア 脱炭素社会の実現に向けた、２０５０年の二酸化炭素排出量実質

ゼロを目指す取組について

イ 環境教育の推進について

(4) 資源循環都市の形成について

ア 資源持ち去りの現状と対策について

イ プラスチック資源循環促進法を踏まえた新たなプラスチック資源

回収について

(5) トライアル発注認定制度について

ア 認定と発注認定制度について

イ 経済効果をどう評価しているかについて

２０ 　来春執行される統一地方選挙について

(1) 市選挙管理委員会からの通知について
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順位 ２ 質問者 ２６番 鈴木秀成（市民民主）

１ 　議案第１１６号相模原市個人情報の保護に関する法律施行条例について

(1) 	現行の個人情報保護制度との相違点について

(2) 制度見直しによる影響について

２ 　議案第１２３号相模原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例に

ついて

(1) 占用入札制度の導入について

３ 　議案第１２５号から議案第１２８号指定管理者の指定について

(1) 市長就任後の指定管理者選考における改善点について

(2) 公共施設の適切な管理運営のあり方について

(3) 市営自転車駐車場及び市営自動車駐車場の指定管理者候補団体の評

価について

４ 　議案第１３１号令和４年度相模原市一般会計補正予算（第９号）

(1) アートラボはしもと再整備事業について

ア 基本協定の締結後の取組について

イ 設計提案について

ウ 今後の検討について

(2) 児童相談所整備事業について

ア 一時保護所の改修理由について

イ 一時保護所改修の手法とスケジュールについて
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５ 　送迎バスに関する安全管理について

(1) 安全装置の装備啓発について

(2) 各施設への安全意識の徹底について

６ 　中学校給食の全員喫食実現に向けた給食センターの整備について

(1) 新たな給食センターの検討状況について

(2) 整備に向けた進め方について

(3) 事業実施に向けた財源確保について

７ 　Ａ＆Ａ整備推進事業の進捗について

(1) 賛同調査の結果について

(2) 今後の整備進捗に伴う土地利用の開始時期について

(3) ４３街区の状況について

(4) 後続地区について

８ 　市民への情報提供について

(1) ＳＮＳの活用について

(2) 今後の広報紙のあり方について

９ 　ふるさと納税について

(1) 個人版について

(2) 企業版について

１０ 　相模原市行財政構造改革プランについて

(1) プランの進捗について

(2) 主な公共施設再編等について
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ア 津久井総合事務所周辺公共施設再整備事業について

イ 光が丘地区の小学校再編に伴う跡地活用について

ウ 南市民ホールの集約化について

エ 銀河アリーナの今後のあり方について

オ パスポートセンター集約の方向性について

(3) 扶助費の見直しについて

(4) イベントの見直しについて

(5) プラン推進による新たな相模原市の姿について

１１ 　もとむら市政２期目への意気込みについて

(1) 立候補決断について

順位 ３ 質問者 ５番 中村忠辰（公明党）

１ 　令和５年度予算編成方針について

(1) 令和５年度の収支見通しについて

(2) 市税収入と市民サービスの提供の考え方について

(3) 長期財政収支の見通しについて

(4) 相模原市総合計画推進プログラムについて

２ 　受益と負担の適正化に伴う使用料等の改定について

(1) 原油価格・物価高騰等への対応について
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(2) 高齢者の健康増進対策や中山間地域対策としての政策的料金設定に

ついて

(3) 上限設定について

３ 　議案第１１６号相模原市個人情報の保護に関する法律施行条例について

(1) 期待される効果について

ア 効果等について

イ ビッグデータの活用について

(2) 安全管理措置について

４ 　議案第１２５号指定管理者の指定について（相模原市営斎場）

(1) 現在の稼働状況について

(2) 運営方法について

５ 　議案第１２７号及び議案第１２８号指定管理者の指定について

(1) 候補団体からの提案について

(2) 収入見込みについて

(3) 今後の自転車駐車場、自動車駐車場のあり方について

６ 　議案第１３１号令和４年度相模原市一般会計補正予算（第９号）

(1) 市税収入について

(2) 小中学校校舎改造事業について

７ 　下水道使用料について

(1) 燃料価格高騰を踏まえた下水道使用料の値下げについて

８ 　相模原市行財政構造改革プランの進め方について
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(1) 南市民ホール廃止について

(2) 南区合同庁舎のあり方について

９ 　新型コロナウイルス感染症対策の強化について

(1) 「ツインデミック」、「第８波」への対応について

(2) 乳幼児の新型コロナウイルスワクチン接種に関する丁寧な説明につ

いて

１０ 　防災、減災対策の強化について

(1) 道路の調査について

(2) 道路地下の３Ｄウェブマップ作成について

１１ 　高齢者等が安心して暮らせる社会へ

(1) 成年後見制度の活用について

(2) 詐欺被害の防止対策について

(3) お悔やみ時の各種手続について

１２ 　市民の健康を守る取組について

(1) 帯状疱疹ワクチンの周知、定期接種化や公費助成について

(2) 男性用トイレへのサニタリーボックスの設置について

１３ 　子育て支援の充実について

(1) 子育て総合計画の策定について

(2) 小児医療費助成制度の拡充について

(3) 結婚・出産意欲の低下への対応について

(4) 出産・子育て応援交付金事業について
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１４ 　保育行政の充実について

(1) 未就園児の状況について

(2) 国のモデル事業への参加について

１５ 　リニア駅周辺のまちづくりについて

(1) まちづくりガイドラインについて

(2) 橋本駅周辺整備推進事業に関わる市民説明について

１６ 　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) 廃棄物混じり土の処理について

１７ 　脱炭素社会の実現に向けて

(1) 脱炭素先行地域について

(2) 市の取組について

１８ 　職員の働き方について

(1) 時間外労働について

(2) 時間外労働による健康被害について

(3) メンタルヘルス対策について

１９ 　学校教育について

(1) 不登校対策について

ア 不登校の現状等について

イ サポート体制の整備について

(2) てんかん治療薬「ブコラム」の投与について

(3) 相模原市立大野南中学校分校（夜間学級）について
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(4) 学校給食について

ア 給食センターの設置について	

イ 給食費の公会計化への準備について

２０ 　シティプロモーションの推進について

(1) 緑区の自然を活かしたシティプロモーションとリトリート体験につ

いて

順位 ４ 質問者 １０番 田所健太郎（日本共産党）

１ 　個人情報の保護に関する法律の改悪と、議案第１１６号相模原市個人情

報の保護に関する法律施行条例について

(1) 「リセット論」や条例制定権の制限に対する市長の見解は

(2) 本市のこれまでの個人情報保護の取り組み、現行条例の特色につい

て

(3) 統一化により変更となる内容、市民への影響は

(4) 市民の個人情報を「保護」するための今後の取り組みは

２ 　議案第１２５号指定管理者の指定について（相模原市営斎場）、（仮称

）新斎場について

(1) 増加する火葬需要への対応について

ア 火葬待ち日数が増加していることについての認識は
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イ 待合室の増室による火葬件数増への取り組み状況について

ウ 候補団体からの提案は

(2) （仮称）新斎場の整備について

ア 取り組み状況は

イ 市営斎場の老朽化の状況について

ウ 火葬需要の見通し、早期整備に向けた取り組みについて

エ 他自治体の斎場を利用した際の火葬料の助成実施を

３ 　生活保護訴訟（生存権裁判）について

(1) 生活保護費削減は違法とした判決について、市長の受け止めは

(2) 控訴した理由は

４ 　子どもに関わる施策について

(1) 学校給食費無償化について

(2) 中学校給食について

ア 中間答申について

イ 自校方式の実現可能性がある学校について

ウ 全員喫食の早期実現に向けた今後の取り組みについて

(3) 小児医療費助成制度について

ア 他自治体で広がる無償化の動きについて

イ 本市も対象拡大と、所得制限及び一部負担金の廃止を

５ 　新型コロナウイルス感染症について

(1) 第８波と季節性インフルエンザの同時流行に備えた本市の医療体制
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について

(2) 学校施設等への二酸化炭素濃度測定器やサーキュレーター、ＨＥＰ

Ａフィルター付空気清浄機等の導入について

６ 　議案第１３１号令和４年度相模原市一般会計補正予算（第９号）

(1) 個人市民税の増収及び今年度の歳入見通しについて

(2) 燃料価格高騰に伴う光熱費について

(3) 小中学校校舎改造事業について

７ 　令和５年度予算編成方針について

(1) なぜ骨格予算としなかったのか

(2) マイナスシーリングが実質継続されているのではないか

(3) 必要な予算を必要額確保する予算編成を

(4) 相模原市総合計画推進プログラムの更新に向けた検討状況について

８ 　相模原市行財政構造改革プランについて

(1) 長期財政収支の大幅な乖離について

(2) 改革プランは根本から見直すべきではないか

(3) 南市民ホールの廃止について

９ 　受益と負担の適正化に伴う使用料等の改定並びに少子化対策を目的とし

た子どもの施設利用に係る使用料及び利用料金の無料化について

(1) 市民生活の実態、市民活動の状況・意義をどう捉えているか

(2) このような時期の値上げによる影響をどう想定しているか

(3) 子どもの施設利用の無料化について
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ア 無料化による効果は

イ 対象を高校生までと、団体利用にも拡大すべきでは

ウ 銀河アリーナを対象外にした理由は

順位 ５ 質問者 ２３番 五十嵐千代（颯爽）

１ 　令和５年度予算編成方針について

(1) １９％マイナスシーリングの見直しについて

(2) 長期財政収支について

(3) 相模原市総合計画推進プログラムについて

２ 　公共施設使用料等の改定について

(1) 利用率向上について

(2) 子ども料金の無料化について

３ 　南市民ホールについて

(1) 廃止の発表に至った経過について

(2) 市民との対話の不在について

(3) 説明会について

４ 　農業支援について

(1) 農業従事者への継続的支援について

(2) 新規就農者の定着支援について
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(3) 共同で活用できる農機具や作業ヤードの確保に対する支援について

(4) 有機農業の推進について

(5) オーガニックビレッジについて

(6) 学校給食への食材の提供について

５ 　議案第１１６号相模原市個人情報の保護に関する法律施行条例について

(1) 行政機関等匿名加工情報の活用等について

６ 　ＤＸの推進について

(1) 本市の現状について

(2) デジタル田園都市国家構想推進交付金について

７ 　学校でのマスク着用等について

(1) 給食時の黙食について

(2) 体育時のマスク着脱について

(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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