
順位 １ 質問者 ６番 折笠正治（自民党） （一括・一問一答）

１ 　救急隊員が安全に職務を遂行するために

(1) 救急出場の状況について

(2) 出場時間が長くならないための取組みについて

(3) 緊急走行中の事故を起こさないための取組みについて

２ 　南市民ホールの集約化と南区合同庁舎のあり方について

(1) 南市民ホールの集約化について

ア 対話の状況について

イ オープンハウスの実施状況について

ウ 直近の検討状況について

(2) 南区合同庁舎のあり方検討について

３ 　学校教育について

(1) タブレット端末の活用状況について

(2) 部活動の地域移行に向けた検討状況について

(3) 不登校への対応について

ア ご家族の気持ちに寄り添った対応と情報提供について

イ 不登校を予防するための取組みについて

(4) いじめについて

一　般　質　問　通　告　一　覧

令和５年３月１３日　
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順位 ２ 質問者 ４番 三須城太郎（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　銀河アリーナについて

(1) 銀河アリーナの今後について

２ 　誰一人取り残さない教育の支援について

(1) 就学援助の増額について

(2) 就学援助費目に英語検定等の検定料を加えることについて

３ 　橋本駅周辺地区のまちづくりについて

(1) 新しい交通広場について

(2) ウォーカブルなまちづくりについて

４ 　市立保育所等の職場環境の改善について

(1) 保育士業務の負担軽減について

(2) 昼休みの取得について

(3) 市立保育所等の改修について

順位 ３ 質問者 ５番 中村忠辰（公明党） （一括・一問一答）

１ 　子育て環境の充実について

(1) 放課後子ども教室、児童クラブの現状について

(2) 中山間地域の放課後子ども教室における児童受け入れ体制の充実に
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ついて

(3) 子どもの居場所確保の連携について

２ 　高齢者が安心して暮らせる支援の充実について

(1) 一人暮らしの高齢者の状況把握について

(2) 見守り体制について

(3) 見守り支援への協力について

(4) 見守りへのデジタル活用について

(5) 買い物支援について

３ 　自治会の加入促進について

(1) 自治会加入率の推移について

(2) 高齢者の負担軽減について

(3) 自治会役員への負担軽減策について

(4) 自治会加入の促進支援について

４ 　デジタル活用の推進について

(1) スマートフォン決済の活用について

(2) 出張型デジタル教室について

(3) シルバー人材センターのデジタル推進について

(4) デジタル活用による「健活ポイント」「ボランティアポイント」の

促進について
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順位 ４ 質問者 ７番 大八木聡（自民党） （一括・一問一答）

１ 　子育て世帯に対する保育サポート体制の充実について

(1) 病児・病後児保育事業に関するアンケート調査について

ア 調査結果について

イ 調査結果を踏まえた今後の取組について

(2) 保育士等人材確保推進事業の拡充について

(3) （仮称）城山保育園の整備に向けた今後の予定と施設の特徴につい

て

(4) さがみはら休日一時保育事業の充実について

２ 　包括的支援体制の整備について

(1) 相談支援包括化推進員について

(2) 地域づくりへの支援について

３ 　緑区のまちづくりについて

(1) リニア・インパクトを活かした施策について

ア 地域経済の発展につながる施策の推進について

イ 地元民間企業・事業者等との連携について

(2) 相模原市新道路整備計画に関連したまちづくりについて

ア 第２次新道路整備計画の進捗状況について

（ア） 都市計画道路相原宮下線の整備について

（イ） 都市計画道路相原大沢線の整備について
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イ 市道相原大島の整備について

(3) 中山間地域への道の駅設置について

４ 　公文書管理の適正化推進について

(1) これまでの取組と成果について

(2) 公文書監理官設置の効果について

(3) 今後の取組について

５ 　自転車通勤の市職員へのヘルメット着用促進について

(1) 着用の普及に向けた取組について

順位 ５ 質問者 １２番 羽生田学（日本共産党） （一括・一問一答）

１ 　気候危機打開について

(1) ２０３０年度目標値の引き上げを

(2) 設備導入促進特別資金の活用促進を

(3) 再生可能エネルギーの可視化について

(4) 企業との協定の実効性は

(5) 市民と事業者への専門的な窓口の創設を

２ 　若者施策について

(1) 若者の市政参画について

ア 各区で市政参画の充実を
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イ 大学との包括連携協定の実績について

(2) 若者施策の充実を

ア こども・若者未来局における取組の総括は

イ 若者世代の意見を市政に反映させる機会の創出を

３ 　ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ（有機フッ素化合物）について

(1) 汚染原因の究明を

４ 　保育士の処遇改善について

(1) 保育士の昇給加算について

順位 ６ 質問者 ２５番 小田貴久（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　街区公園について

(1) 街区公園の現状等について

(2) 街区公園の活用について

(3) 街区公園における指定管理者制度の導入について

２ 　中山間地域対策について

(1) 中山間地域対策に関わる各施策の進捗状況について

(2) 各施策の効果について

(3) 各施策に対する市民等の満足度について

(4) 責任の所在の明確化について
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３ 　地域の中での学校づくりについて

(1) 地域と学ぶ、「総合的な学習の時間」について

ア 地域とのつながりを生む学習の創出と、授業の研究、継承につい

て

イ 総合的な学習の時間を、さがみはら教育の特色とすることについ

て

(2) 地域が育てる、「コミュニティ・スクール」について

ア 取組み状況と、今後の展開について

(3) 地域と守る、通学路の安全について

ア 保護者による見守りの実施状況について

イ 教職員の業務として、登下校の見守りへの関わり方について

ウ 有償ボランティアや警備員の配置と、教育委員会の負担のあり方

について

順位 ７ 質問者 １４番 関根雅吾郎（市民民主） （一問一答）

１ 　高齢者等のタクシー乗り放題について

(1) 月額３，０００～５，０００円で買物、通院をタクシー乗り放題と

することについて

２ 　お金が無いから塾に行けない子について
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(1) 空き教室を利用して無料の塾を運営することについて

３ 　エスカレーターの利用について

(1) エスカレーターでの歩行を禁止することについて

４ 　バスの運行について

(1) コミュニティバスせせらぎ号を協同病院や大島団地経由にすること

について

(2) 田名バスターミナルから協同病院行きのバス路線に、中の郷など過

去のバス停を復活させることについて

５ 　愛し合うまち相模原について

(1) 市マッチングアプリ、独身者の交流の場、出会いの創出について

６ 　緊急輸送道路沿いの建物について

(1) 改修だけでなく取り壊しも補助金の対象にすることについて

順位 ８ 質問者 １９番 服部裕明（自民党） （一問一答）

１ 　学力の向上について

(1) 「子育てするなら相模原」における学校教育の位置付けについて

(2) 児童生徒の学力に関する認識について

(3) 学力の向上に関する取組について

(4) タブレット端末を活用したポートフォリオの作成について
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(5) ゲーム障害について

(6) 経験豊かな教員の採用について

２ 　難病対策の推進について

(1) 難病法の改正等への対応について

(2) 患者団体について

(3) 相模原市難病対策地域協議会について

(4) かながわ難病相談・支援センターについて

(5) 普及・啓発について

順位 ９ 質問者 １６番 岡本浩三（公明党） （一括・一問一答）

１ 　防災意識の向上について

(1) マイ・タイムラインの作成について

(2) マイ・タイムラインの作成等の学校における取組について

(3) ハザードマップゲームについて

２ 　ヤングケアラーについて

(1) 実態調査について

(2) スクールソーシャルワーカーについて

３ 　学校と地域の連携・協働について

(1) 相模原市通学路交通安全プログラムについて
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(2) コミュニティ・スクールについて

(3) 地域学校協働活動について

４ 　孤独・孤立への対策について

(1) 孤独・孤立の実態について

(2) 取組状況と課題について

５ 　公文書の管理及び利用について

(1) 公文書の電子的管理について

(2) 歴史的公文書の利用促進について

(3) デジタルアーカイブの構築について

順位 １０ 質問者 ２６番 鈴木秀成（市民民主） （一括・一問一答）

１ 　子育てするなら相模原について

(1) 発言に至った背景について

(2) 子育て施策の現状認識について

２ 　循環型社会の形成に向けて

(1) 粗大ごみとして排出される羽毛ふとんのリユースの拡充について

３ 　再生可能エネルギーの導入について

(1) 公共施設への太陽光発電設備の導入について

(2) 市民参加型の市場公募債の発行について
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４ 　学校給食センターの事業手法について

(1) 民間活力の活用の具体的手法について

(2) 事業者選定の視点について

(3) 市内企業の活用について

順位 １１ 質問者 ３０番 大槻和弘（自民党） （一括・一問一答）

１ 　交通政策について

(1) 相模原市総合都市交通計画について

ア ＭａａＳなどの先進的な取組について

イ タクシー活用策について

(2) 身近な移動手段の確保について

ア コミュニティバスについて

イ 今後の地域交通施策について

２ 　南区の道路課題について

(1) 県道５２号の道路改良事業について

ア ＪＲ相模線立体交差化工事の状況について

イ ＪＲ相模線立体交差部から先の市道横山磯部までの区間の取組状

況について

ウ 北里大学病院付近の４車線化工事の状況について
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エ 相模原公園入口交差点の将来の道路形態について

(2) 麻溝台８丁目交差点について

ア 右折レーンの供用開始について

イ 歩道橋の整備について

(3) 渋滞箇所の把握と対策について

(4) 道路の路面標示の補修について

３ 　防災対策について

(1) 相模総合補給廠一部返還地及び共同使用区域の災害時の活用につい

て

(2) 防災備蓄について

ア 防災備蓄の考え方について

イ 防災備蓄品の管理について

ウ 機能的な防災備蓄倉庫に向けて

４ 　当麻地区のまちづくりについて

(1) 当麻地区整備促進事業について

(2) 下水道整備について

５ 　第一種低層住居専用地域におけるまちづくりについて

(1) 住環境における課題について
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順位 １２ 質問者 １番 鈴木晃地（無所属） （一括・一問一答）

１ 　未利用市有地について

(1) 都市計画道路相模台双葉線について

(2) 閉校した学校について

２ 　病児・病後児保育について

(1) 病児・病後児保育事業に関するアンケート調査の結果について

３ 　認定こども園及び保育園の入園基準について

(1) 待機児童数について

(2) 保留児童数について

(3) 入園にあたり加点となる基準について

４ 　介護サービス事業所等における事故報告について

(1) 事故報告の状況と報告の意義について

(2) 事故報告の提出期限等について

(3) 事故報告の管理体制について

順位 １３ 質問者 ３２番 古内明（自民党） （一問一答）

１ 　市道淵野辺中和田の歩道整備について

(1) 将来的な整備の考え方について
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(2) 歩道未整備部分の整備予定について

２ 　公立小中学校の校舎外壁について

(1) きれいな校舎の必要性について

(2) 簡易的な塗装による校舎の美化について

３ 　住民登録等の手続きの窓口混雑緩和について

(1) 今年度末、新年度当初の混雑予想について

(2) 混雑に対する認識と対応方針について

(3) 具体的な緩和策について

４ 　相模原市下水道事業について

(1) 施設の老朽化の現状認識について

(2) 施設管理の現状について

(3) 鵜野森地区における下水道耐震化工事について

(4) 公共下水道管路施設等の維持管理に関する民間活力の活用に向けた

サウンディング型市場調査について

順位 １４ 質問者 ３５番 小池義和（市民民主） （一括）

１ 　物価、資材価格、エネルギー価格の高騰に対応した住宅改修に対する減

免について

(1) 高齢者等居住改修（バリアフリー改修）住宅に対する固定資産税の
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減免について

ア 申請状況について

イ 減免の拡充に向けた考えについて

(2) 都市計画税について

ア 都市計画税の税率の考え方について

２ 　地域ＩＣＴ利活用による市民が利用しやすい医療体制の構築について

(1) ポケットカルテ及び地域共通診察券について

３ 　骨髄バンクドナー登録について

(1) 骨髄等を提供した方への助成金制度について

ア 骨髄ドナー助成事業、事業所助成事業の本市の状況について

順位 １５ 質問者 １０番 田所健太郎（日本共産党） （一括・一問一答）

１ 　消防行政について

(1) １１９番通報及び災害出場件数の状況について

(2) 消防職員の労務管理について

ア 時間外勤務の要因は

イ 消防庁からの通知への対応状況は

(3) 消防職員の増員、救急隊の増隊に向けた検討状況は

２ 　駅周辺での客引き行為等について
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(1) 市と警察による情報交換会について

(2) 広報、啓発等の対策の検討状況は

３ 　市職員の働き方、働きやすい職場づくりについて

(1) 自治体職員の役割について

(2) 時間外勤務の状況について

(3) 「令和４年度コンプライアンス職員意識調査」結果について

(4) 職員定数の増を

(5) 働きやすい職場づくりについて

順位 １６ 質問者 ４６番 中村昌治（自民党） （一問一答）

１ 　市営住宅について

(1) 火災被害に伴う入居者募集への影響について

(2) 未整備区域の活用について

２ 　第２次相模原市新道路整備計画について

(1) 進捗状況について

(2) 渋滞・交通安全ネック箇所の解消について

(3) 今後の具体的なスケジュールについて

３ 　バス交通について

(1) コロナ禍での減便の状況について
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(2) 田名バスターミナルに関わる新たな２路線の利用状況について

(3) 大型物流倉庫進出によるバス利用者増への対応について

(4) 路線充実に向けた今後の取組は

順位 １７ 質問者 ２番 榎本揚助（無所属） （一問一答）

１ 　少子化対策、移住・定住促進に向けた政策について

(1) 子供・子育てに係る無償化政策と所得制限の考え方について

(2) 年齢３区分別人口の転入超過状況と分析（順位）について

２ 　子供ファーストの教育支援について

(1) 不登校児童・生徒の居場所づくりの推進と学校外教育バウチャー制

度の導入について

(2) 一時保護中の子供の居場所・学びの保障について

３ 　銀河アリーナについて

(1) 施設存廃の判断基準について

順位 １８ 質問者 ２３番 五十嵐千代（颯爽） （一括・一問一答）

１ 　相模原駅のバリアフリー化について
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(1) 誰にも優しいまちづくりについて

(2) 相模原駅北口地区のまちづくりに関するシンポジウムでの意見につ

いて

(3) 相模原駅のバリアフリー化への検討状況について

２ 　生徒等の生理休暇について

(1) 生理に悩む生徒等の実態について

(2) 生理を理由に学校を休むことへの不安について

(3) 学校にも生理休暇を設けることについて

３ 　市立中学校における教員の強制わいせつ事件について

(1) 事件の経緯について

ア 事件の内容について

イ 事件発覚後からのヒアリングへの対応について

ウ 加害者、被害者への学校、教育委員会の対応について

(2) 生徒や保護者への説明責任について

(3) 懲戒免職に相当するにも関わらず処分を決定しなかったことについ

て

(4) 犯罪被害者を守ることについて

(5) 今後について

ア 公表と説明について

イ 教育委員会としての責任ある対応について
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順位 １９ 質問者 ４０番 久保田浩孝（公明党） （一括・一問一答）

１ 　防災・減災対策について

(1) 防災・減災対策に対する市長の思い

(2) 災害被災地支援について

ア 災害被災地支援に関する考え方について

イ 災害被災地支援の取組及び実績と評価について

ウ 災害派遣など貴重な経験を活かした対策の充実について

エ トルコ・シリア大地震における被災地支援について

２ 　「さがみはら」が選ばれるためのまちづくりについて

(1) 本市の目指すまちづくりの構想について

(2) 子育て世代や若者に選ばれるためのまちづくりについて

(3) 企業に選ばれるためのまちづくりについて

ア 企業誘致の取組と事業評価について

イ 企業誘致の課題と今後の施策の展開について

(4) インバウンドや国内観光客に選ばれるためのまちづくりについて

ア 誘客促進に向けた調査の結果について

イ これまでの取組の評価と今後の施策の展開について

(5) 芸術文化及びスポーツに親しめるまちづくりについて
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順位 ２０ 質問者 ３９番 金子豊貴男（市民民主） （一括）

１ 　米軍基地問題について

(1) 今後の基地問題の取組、重点課題について

(2) 米軍機の騒音被害について

ア 厚木基地の騒音被害と対策

イ 横田基地の米軍機による本市の騒音被害と対策

ウ キャンプ座間のヘリコプターによる騒音被害と対策

２ 　脱炭素社会の実現に向けた取組について

(1) 温室効果ガスの削減状況について

(2) 相模原市地球温暖化対策計画の改定について

３ 　文化財行政について

(1) 文化財の保存と活用の現状について

(2) 広域的な連携について

(3) 新年度に着手する「文化財保存活用地域計画」について

順位 ２１ 質問者 ４７番 須田毅（自民党） （一括・一問一答）

１ 　「木もれびの森」の保全・活用について

(1) 「木もれびの森」の課題について
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(2) 「木もれびの森」の今後の活用について

２ 　県道５２号の道路改良事業の推進について

(1) バスの速達性・定時性の確保について

(2) 相模原愛川ＩＣと国道１６号を結ぶ主要幹線道路の整備について

(3) 渋滞解消に向けた交差点改良について

３ 　第２次相模原市子ども・子育て支援事業計画の着実な推進について

(1) 保育所等及び児童クラブの待機児童解消について

(2) 街区公園による子供の居場所づくりについて

４ 　全国初の「シビックプライド条例」を持つ「さがみはら」の将来につい

て

(1) さがみはらみんなのシビックプライド条例制定後の取組と評価につ

いて

(2) 今後の取組と市長が目指す「さがみはら」の将来像について

(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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