
順位 １ 質問者 ４７番 須田毅（自民党）

１ 　市長任期の総括について

(1) 市長任期の総括について

２ 　令和５年度当初予算について

(1) 令和５年度当初予算に込めた思いについて

(2) 予算編成の基本的な考え方と特徴について

(3) 市税収入について

(4) 物価高騰への対応について

３ 　令和５年度の組織改編について

(1) スポーツ施設課の設置について

(2) 地域医療対策室の設置について

(3) これまでの組織改編の振り返りと評価について

ア これまでの組織改編の概要と評価について

イ 市長公室設置の検証と評価について

ウ 「部」を一部廃止したことによる影響の検証と評価について

４ 　子どもの施設利用料金の無料化と利用料金等の改定について

(1) 子どもの施設利用料金の無料化と利用料金等の改定の考え方につい

て

５ 　議案第１６号相模原市一般職の職員の勤務条件に関する条例等の一部を

改正する条例について

代　表　質　問　通　告　一　覧

令和５年２月２０日　
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(1) 子育て部分休暇制度の内容と目的について

(2) 活用しやすい環境づくりについて

６ 　議案第２０号相模原市犯罪被害者等支援条例について

(1) 条例制定の背景と意義について

(2) 条例に基づく支援について

７ 　議案第３５号相模原市健康づくり推進条例について

(1) 条例制定の背景と意義について

(2) 歯と口腔の健康に関する施策について

８ 　議案第３６号相模原市立保育所設置条例の一部を改正する条例について

(1) 改修工事に伴い仮園舎へ移転する理由について

９ 　議案第４０号相模原市地球温暖化対策推進条例の一部を改正する条例に

ついて

(1) 条例改正の経緯と題名の改正理由について

(2) 条例改正後の取組について

１０ 　議案第５２号相模原市立公民館条例の一部を改正する条例について

(1) 地域の方々との対話について

(2) 対話で出された意見の反映等について

１１ 　少子化対策について

(1) 小児医療費助成制度の拡充について

(2) さがみはら休日一時保育事業について

(3) 保育所等の保育士確保対策について
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１２ 　雇用促進対策について

(1) イノベーション創出促進事業について

(2) ＤＸ促進支援事業について

１３ 　中山間地域対策について

(1) 医療提供体制について

(2) 中山間地域振興について

(3) 相模原市森林整備計画の改定について

ア 被災林道の復旧について

イ さがみはら津久井産材の利用拡大について

１４ 　新型コロナウイルス感染症について

(1) 感染症法上の５類感染症への変更について

(2) 今後のワクチン接種のあり方について

(3) インフルエンザの流行とあわせての備え・対策について

１５ 　市民の健康を守る施策について

(1) 妊産婦歯科健診の診療所での実施について

１６ 　超高齢社会への対応について

(1) 高齢者にやさしいまちづくりについて

(2) 高齢者保健福祉施策について

ア 廃止・縮小した事業への意見と新規事業の取組について

イ 介護予防・健康づくりに向けた取組について

１７ 　地域包括ケアシステムの推進について
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(1) 地域包括ケアシステムの取組について

(2) 包括的な支援の実践について

１８ 　市民生活を守る施策について

(1) 防犯対策について

ア 本市の犯罪発生状況と認識、対策について

イ 振り込め詐欺の状況と今後の考えについて

ウ 防犯カメラ設置の状況と今後の考えについて

エ ハクビシン等、都市部における有害鳥獣被害の現状と対策につい

て

オ ＪＲ町田駅南口の民間交番「さがみはら安全安心ステーション」

の状況について

カ 市内青パトカーの状況と青パトカーを活用した防犯活動状況につ

いて

(2) 自治会への加入促進について

１９ 　人権施策について

(1) 本市の条例制定について

２０ 　生活交通の確保について

(1) グリーンスローモビリティの今後の展開について

２１ 　産業振興について

(1) 公共事業における市内企業の受注機会の確保について

(2) 相模原市中小企業融資制度について
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ア 近年の利用の動向について

イ 原油・原材料高騰等対策特別資金の利用状況について

ウ 令和５年度の対応について

２２ 　防災対策について

(1) 避難所等の環境整備と民間宿泊施設の活用について

(2) 災害時における協定の実効性の確保について

２３ 　基地対策について

(1) 厚木基地の航空機騒音と市内基地に起因するヘリコプター騒音の状

況について

(2) 市内米軍基地および自衛隊との連携の状況について

２４ 　国の動向と本市の対応について

(1) 離婚後の共同親権の考えについて

(2) 選択的夫婦別姓に関する市長の考えについて

２５ 　各区の重要課題について

(1) 各区共通の課題について

ア 渋滞箇所の改善等について

イ 区民意識の醸成について

(2) 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

（ア） オープンハウス型説明会の結果について

（イ） 今後の進め方について
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イ （仮称）新斎場の整備について

ウ 消防力の強化について

エ 圏央道へのアクセス道路の整備について

(3) 中央区について

ア 相模原駅周辺整備の推進について

（ア） 相模原駅北口地区まちづくりについて

（イ） 相模原駅の南北の回遊性について

イ 小田急多摩線延伸について

ウ 淵野辺駅南口周辺のまちづくりについて

（ア） 基本計画をビジョンとした理由について

（イ） 市民説明会の結果について

（ウ） まちづくりプランの検討内容について

エ 光が丘地区の公共施設再整備に向けた取組の推進について

オ 銀河アリーナの今後のあり方に係る検討状況について

カ 市体育館弓道場について

(4) 南区について

ア 相模大野駅周辺のまちづくりについて

（ア） （仮称）相模大野４丁目計画について

（イ） ワークショップによる地域主体のまちづくりについて

（ウ） 今後の相模女子大学グリーンホール改修について

（エ） 相模大野中央公園のキッチンカー稼働状況と今後について
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（オ） コリドーの賑いの状況について

イ 麻溝台・新磯野地区整備推進事業について

（ア） 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業について

（イ） 後続地区について

（ウ） Ａ＆Ａ地域における交通事故の発生状況と対策について

ウ 旧東清掃事業所の跡地活用について

エ 南市民ホールの集約化と南区合同庁舎の大規模改修の推進につい

て

オ 相武台地区の公共施設再編に向けた取組の推進について

２６ 　教育について

(1) 学力保障について

(2) 教員の人材確保策について

(3) 学校給食について

(4) 電話による教育相談について

(5) 市立大野南中学校分校（夜間学級）について

(6) 教員の多忙化対策の状況について

(7) 不登校児童生徒の現状と対策について

(8) 学校におけるいじめの現状について

(9) 図書館活性化の取組について

ア 図書購入費の状況と認識について

(10) 博物館について
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ア ＪＡＸＡとの更なる連携と今後の有効活用について

イ 津久井地域の歴史的資料の保存と活用について

ウ 燃料費高騰等の維持管理費への影響と対策について

順位 ２ 質問者 ３７番 大沢洋子（市民民主）

１ 　議案第２号令和５年度相模原市一般会計予算

(1) 予算案に込めた市長の思い

(2) 歳入について

ア 個人市民税について

イ 法人市民税について

ウ 国有資産等所在市町村交付金について

エ 寄附金について

(3) 歳出について

ア 扶助費について

（ア） 増加要因について

（イ） 増加に対する市長の思い

イ 少子化対策について

（ア） 公園改修、リニューアルについて

（イ） さがみはら休日一時保育事業について
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（ウ） 移動式の子どもの遊び場事業について

（エ） 屋内型の子どもの遊び場事業について

ウ 雇用促進対策について

（ア） 令和４年度における中小企業支援の取組について

（イ） 事業承継について

（ウ） 人材確保策について

エ 児童相談所整備事業について

オ 再生可能エネルギー利用設備等設置促進事業について

カ 次世代クリーンエネルギー自動車等普及促進事業について

（ア） 補助対象の理由について

（イ） 　クリーンエネルギー自動車普及促進にあたっての市の考

え方について

キ グリーンスローモビリティを活用した実証実験など高齢者等の移

動手段確保について

（ア） 　グリーンスローモビリティに試乗しての市長の感想につ

いて

（イ） 　高齢者移動支援推進モデル事業の成果と今後の取組につ

いて

（ウ） 津久井地域の特性に対応した取組について

２ 　議案第３号令和５年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算及び議案

第６０号令和４年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号)
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(1) 税率について

(2) 国民健康保険財政調整基金について

３ 　議案第１６号相模原市一般職の職員の勤務条件に関する条例等の一部を

改正する条例について

(1) 子育て部分休暇について

ア 制度導入の効果について

イ 本市独自の取組について

４ 　議案第３５号相模原市健康づくり推進条例について

(1) 新規条例としての特徴等について

(2) 市民への周知等について

５ 　議案第４６号相模原市開発事業基準条例の一部を改正する条例について

(1) 開発事業に係る説明会義務化等の理由について

(2) 事業者や地域住民への周知について

６ 　市政全般について

(1) おくやみ窓口について

(2) 新型コロナウイルス感染症について

ア ５類感染症への移行の影響について

イ ＢＣＰの今後について

(3) 保育所等における使用済おむつの処分について

(4) 淵野辺駅南口周辺のまちづくりについて

ア 次世代に引き継ぐ淵野辺駅南口周辺のまちづくりビジョン（案）
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について

イ まちづくりプランの策定について

ウ 複合施設について

（ア） 　各施設を複合化するメリットと地域特性を踏まえた整備

について

（イ） 事業費の確保について

エ 今後の進め方について

(5) 中学校給食の全員喫食に向けた給食センターの設置について

ア （仮称）南部学校給食センターについて

イ （仮称）北部学校給食センターについて

(6) 脱炭素への取組状況について

ア 脱炭素先行地域について

イ 脱炭素をまちづくりに活かす視点について

(7) 市政運営における市長の思い

ア ４年間を振り返って

イ 今後に向けての思い

順位 ３ 質問者 ４１番 大崎秀治（公明党）

１ 　議案第２号令和５年度相模原市一般会計予算
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(1) 予算編成に当たっての考え方と特徴について

(2) 税収の確保について

(3) 寄附をしたくなる取組について

(4) 相模原市総合計画推進プログラムについて

ア 今回の更新の考え方について

イ 市民からの意見聴取について

(5) 相模原市行財政構造改革プランについて

ア 第１期の振り返りについて

イ 第２期の策定について

ウ プランの先の将来ビジョンについて

２ 　議案第１６号相模原市一般職の職員の勤務条件に関する条例等の一部を

改正する条例について

(1) 子育て部分休暇新設の契機について

(2) 特徴と期待される効果について

３ 　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) 公共施設の維持管理・補修について

(2) 子ども料金の無料化の時期について

(3) 銀河アリーナにおける子ども料金について

(4) 子どもの団体利用について

４ 　議案第１９号相模原市立男女共同参画推進センター条例の一部を改正す
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る条例について

(1) 現在の指定管理者について

(2) 条例改正の目的について

５ 　議案第２０号相模原市犯罪被害者等支援条例について

(1) 総合的な窓口について

(2) 具体的な支援策について

６ 　議案第３５号相模原市健康づくり推進条例について

(1) 条例の特徴について

７ 　議案第５９号令和４年度相模原市一般会計補正予算（第１３号）

(1) 公債管理特別会計繰出金及び公共施設保全等基金積立金について

８ 　議案第６０号令和４年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算（

第１号）

(1) 基金積立金について

９ 　子どもたちの健やかな成長のために

(1) 市長の考えについて

(2) ヤングケアラーの実態調査について

(3) 子育て世帯訪問支援事業について

ア 利用状況や利用者の声について

イ 「産後ドゥーラ」について

(4) 出産・子育て応援事業について

(5) 小児医療費助成について
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(6) 保育所等における医療的ケア児の保育について

１０ 　子育てしながら働きやすい環境づくりについて

(1) 市内企業における子育てサポートについて

(2) さがみはら休日一時保育事業について

(3) コロナ禍における女性の就労支援とデジタル人材の育成について

１１ 　新型コロナウイルス感染症について

(1) 第８波の傾向と対策について

(2) ワクチン接種について

(3) 新型コロナウイルス感染症「５類」移行について

(4) 医療機関への継続支援について

(5) 検査費用の助成について

１２ 　ＳＤＧｓのさらなる推進に向けて

(1) ＳＤＧｓを推進する新たな取組について

(2) 脱炭素社会実現への取組について

ア 新たな取組について

イ 公共交通事業者に対する交通政策について

(3) 脱炭素先行地域について

１３ 　高齢者等の生活支援について

(1) グリーンスローモビリティについて

ア 若葉台地区の取組について

イ 新磯地区の取組について
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(2) 移動販売の促進について

１４ 　電気・ガス料金等の物価高騰対策について

(1) 下水道料金の負担軽減策について

１５ 　住宅行政について

(1) 民間住宅に対する取組について

(2) 空き家等の活用について

１６ 　行政の効率化と利便性の向上について

(1) 「書かない窓口」の推進について

(2) デジタル推進委員による支援について

１７ 　防災力の強化について

(1) 総合防災訓練について

(2) 防災・減災対策の市民周知及びマイ・タイムラインの作成推進につ

いて

(3) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の活用について

１８ 　救急搬送の現状と対策について

(1) 負担軽減策について

(2) 「♯７１１９」の導入について

１９ 　麻溝台・新磯野地区整備推進事業について

(1) 事業の進捗等について

(2) 産業系地域への企業からの引き合い状況について

(3) 後続地区の進捗状況について

15



２０ 　学校教育について

(1) 中学校夜間学級について

(2) 教職員の働く環境について

(3) 学校給食について

ア 中学校給食について

イ 給食費の無償化について

順位 ４ 質問者 １３番 松永千賀子（日本共産党）

１ 　議案第５９号令和４年度相模原市一般会計補正予算（第１３号）

(1) 公債管理特別会計繰出金の考え方について

(2) 今回の補正予算処理について

２ 　公共施設使用料等の見直しに関する議案について

(1) 子どもの団体利用及び高校生の無料化を

(2) 銀河アリーナの利用料金について

(3) 物価高騰下での値上げ案による影響について

(4) 値上げ案の凍結と「受益者負担の在り方の基本方針」の見直しを

３ 　議案第２号令和５年度相模原市一般会計予算

(1) 物価高騰下の市民生活の認識と当初予算編成への反映は

(2) 過去最大の当初予算の要因と相模原市行財政構造改革プランによる
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推計との差は

(3) 地方交付税と臨時財政対策債の考え方について

(4) 市税等、各種滞納の推移と滞納理由は

(5) 大規模事業について

ア 橋本駅周辺整備推進事業について

（ア） 　リニア中央新幹線の開通見通しと各年度の事業費見通しに

（イ） 街路事業について

（ウ） 京王線駅舎の移設について

イ （仮称）大西大通り線について

（ア） 都市計画手続における意見書について

（イ） 関係住民への説明会の実施を

（ウ） 　リニア中央新幹線トンネルの区分所有権者と都市計画道路

ウ 相模総合補給廠一部返還地の新しいまちづくりについて

（ア） 国有地の購入費について

（イ） 道路環境について

(6) 子育て応援について

ア 文科省通知を受けた教員確保の取り組みについて

イ 学校給食費の無償化に向けて

ウ 中学校給食の全員喫食に向けた取り組みの進捗状況と市民の願い

ついて

で立ち退きを迫られている地権者の状況について
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の反映を

エ 学校図書館の環境充実について

オ 学校トイレへの生理用品の常備について

カ 小児医療費助成の拡充について

キ 保育士の配置増について

ク 使用済みおむつを保育所で処理することについて

(7) 新型コロナウイルス感染症が５類感染症に変更されることの影響と

対応について

ア 第８波の実態は

イ 医療体制強化と各関係機関への支援は

ウ 救急搬送困難事案の状況と今後の対応強化は

(8) 崖地における防災対策について

ア 宅地防災対策工事助成金について

イ 専門部署の設置と職員配置を

(9) 高齢者に優しいまちづくりを

ア 公共交通の拡充、バス運賃の補助に向けては

イ 障害者控除等、現行の負担軽減制度の活用促進を

ウ 難聴の高齢者への補聴器購入費助成の状況と拡充への検討を

(10) 住宅リフォーム助成事業を

ア 経済波及効果の高いこの施策を実施しない理由、課題について

(11) 農林業振興について
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ア 市の将来を見据えて積極的転換を図るときでは

(12) 文化・芸術の香り高いまちづくりについて

ア 「呼ぶ赤い手・青い手」の早期補修を

イ 南市民ホールの廃止案の撤回を

４ 　議案第３号令和５年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算

(1) 保険税率の維持について

(2) 滞納状況と対応状況について

(3) 均等割について

(4) 軽減判定基準の改善を

５ 　基地問題について

(1) 岸田内閣の安全保障３文書に関する認識と見解は

(2) 軍事的な中枢機能を持つ米軍基地が存在する本市への影響について

順位 ５ 質問者 ２２番 野元好美（颯爽）

１ 　相模原市行財政構造改革プランと次期相模原市総合計画推進プログラム

（案）、令和５年度予算（案）について

(1) 中長期的な財政推計の見直しと今後のトレンドについて

(2) まちづくり等に係る財源の確保と財政シミュレーションについて

(3) 新規事業のルールと実施の判断について
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(4) 行財政構造改革プランの見直しについて

(5) 戦略的、計画的な推進プログラムの推進について

２ 　受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しと子どもの施

設利用の無料化について

(1) 市民生活が厳しい時に、さらなる負担を求めることについて

(2) 利用状況の推移と公共施設の有効活用について

(3) 子どもの団体利用も無償にすることについて

３ 　橋本駅周辺のまちづくりについて

(1) 公聴会や第２２４回都市計画審議会について

(2) 重点地区を核にした戦略的なまちづくりを

(3) 車依存社会から脱却し、歩行者優先のまちづくりを

(4) ２０５０年脱炭素社会を実現するための橋本駅周辺整備とは

(5) 建物への太陽光発電設備等の設置義務付け条例の制定等を進めるこ

とについて

４ 　市民ニーズを踏まえた移動手段の確保について

(1) 市民ニーズの把握について

(2) 市民目線で利用しやすい移動手段とすることについて

(3) 庁内の検討状況と来年度予算の内容、今後の取組について

５ 　学校給食費の公会計化に伴う課題の解決と市内農業の活性化に向けて

(1) 公会計化に伴う課題と食材調達方法の変更に伴う不安について

(2) 地場産食材の活用拡大を市内農業の活性化につなげるために
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６ 　校則の見直しについて

(1) 校則の見直しの目的について

(2) 見直しの視点と今後の取組について

(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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