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相模原市議会の詳しい情報は 「いいね！」してね！！ 「フォロー」してね！！

6月定例会議
新型コロナウイルス感染症対策に関する補正予算や
市立学校の設置に関する条例の一部改正など
７件の議案を可決
　6月定例会議では、新型コロナウイルス感染症
対策のための補正予算が提出され、ワクチン接
種の予約システムや今後の接種スケジュール等
について質疑がなされました。
　また、市立学校の設置に関する条例の一部改
正については、中学校夜間学級での教育内容や

入学希望者が予定数を超えた場合の対応等につ
いて質疑がなされました。
　そのほか、景観条例及び屋外広告物条例の一
部改正、市立グラウンド等スポーツ施設に関す
る条例の一部改正等の議案が提出され、本会議
や各常任委員会で審議等が行われました。

　9月定例会議の予定は、次のとおりです。  
　本会議・委員会は、午前9時30分から開会される予定です。  
　また、決算特別委員会の各分科会は、それぞれ同日の委員会終了後
に開会される予定です。ただし、委員会の審査の状況により、翌日以
降の開会となることがあります。

8月 18日（水）
 24日（火）
9月 1日（水）
 2日（木）
 
 
 6日（月）
 
 7日（火）
 
 8日（水）

議会運営委員会
本会議（提案説明）
本会議（代表質問・個人質疑）
本会議（代表質問・個人質疑）
<本会議終了後>
決算特別委員会
総務委員会
決算特別委員会総務分科会
環境経済委員会
決算特別委員会環境経済分科会
民生委員会
決算特別委員会民生分科会

 9日（木）

 10日（金）

 22日（水）
 24日（金）
 27日（月）
 28日（火）

 30日（木）

建設委員会
決算特別委員会建設分科会
市民文教委員会
決算特別委員会市民文教分科会
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
<本会議終了後>
決算特別委員会
本会議（委員長報告、採決）
<本会議終了後>
議会運営委員会

9月定例会議のお知らせ

T O P I C S
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代表質問
５会派の代表により行われた
質問を分かりやすく紹介

代 表
質 問
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～
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一般質問
市政全般に対して行われた
質問を分かりやすく紹介

一 般
質 問

8特別委員会
　活動レポート

制作協力
女子美術大学 デザインルーム

9月定例会議紹介ポスターデザイン

2
主な議案の概要
特集【市議会をもっと
身近に！】

7委員会の審査
議案審議結果一覧表

相模原市議会では、
1年間の会期中に議会が常に開催できる

強みを生かし、新型コロナウイルス感染症対策に
係る予算などに、迅速lな対応を行っているよ。

市議会の役割・仕組みは、
2面で分かりやすく紹介するね！

市議会って
いつ開かれるの…？市議会の仕事って

何だろう…？

通年議会を生かして

迅速に対応中！
相模原市議会では、

1年間の会期中に議会が常に開催できる
強みを生かし、新型コロナウイルス感染症対策に
関する予算審議等に、迅速に対応しているよ。

市議会の役割・仕組みは、
2面で分かりやすく紹介するね！

市議会って
いつ開かれるの…？市議会の役割って

何だろう…？

通通年年議議会会 生かして

対応中

を

に ！！



その他詳細は、市議会ホームページをご覧ください。

令和3年度一般会計補正予算（第2号）
補正額：6億 7,900万円
　新型コロナウイルス感染症に係る感染症予防対策事業、子育て
世帯への臨時特別給付金事業、ひとり親家庭等自立支援事業に要
する経費を計上する。

令和3年度一般会計補正予算（第3号）
補正額：1億 7,900万円
　行財政構造改革プランの策定に伴う市民周知・意向調査に要す
る経費や、道路改良事業に要する経費を計上する。

令和3年度一般会計補正予算（第4号）
補正額：13億 3,500万円
　高齢者への新型コロナウイルスワクチン接種の加速に要する経
費、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の支給
に要する経費等を計上する。

景観条例及び屋外広告物条例の一部改正

　相模原市景観計画に基づき、魅力ある景観の形成を進めていく
ための景観形成重点地区の指定等に係る規定の改正や、本地区に
おける建築行為等の届出等に係る規定、屋外広告物等の基準に係
る規定の追加等をする。

市役所前さくら通り地区の景観形成

市立学校の設置に関する条例の一部改正

　夜間において授業を行う中学校として、市立大野南中学校分校
を設置する。

中学校夜間学級の設置

主 な 議 案 の 概 要
6月定例会議
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集
特
集
特
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二元代表制とは 「議決機関」としての市議会

市議会をもっと身近に！
市議会の役割・仕組みのポイントを解説します。

市議会は二元代表制の一翼を担う議
決機関として、コロナ禍においても、
歩みを止めず取り組んでいるよ！

　市長と市議会議員は、市民の代表としてそれぞれが選挙で
選ばれ、対等な立場で議論を通じて、相互に「抑制と均衡
（チェック・アンド・バランス）」の関係を保ちながら、市政
の発展に向けて取り組んでいます。これを「二元代表制」とい
い、地方公共団体の一つの特色と言えます。

1月 2～3月 5～6月 8～9月 11～12月

二元代表制における市民・市議会・市長のイメージ

市議会が議決する主なもの市民

市議会
（議決機関）

市長
（執行機関）

予算・条例などの提案

令和 3年第 1回臨時会議（1月 29日）の様子

意思決定

行政サービス選　挙請願
・陳
情

選　
挙

　市政運営を進めていく上で重要な案件につい
ては、必ず市議会の意思決定が必要で、これを
「議決」といいます。市長が提案した議案につい
て、不明な点を明らかにし、必要に応じて修正等
をしながら、最終的に市としての意思を決定（議
決）するのが市議会の最も大切な役割です。まさ
に、市長と市議会は「車の両輪」と言えます。

議会の１年間

市議会の会議の流れ

市
　
民

市
　
長

市
　
長

市 

議 

会

委
員
会
へ

本会議で報告

1
本会議

2
委員会

3
本会議

提案理由の説明
市長が実施したい施策
を説明します。

市長の説明に対して質
問し、チェックします。

市長からの説明について、さらに詳しく話し合います。 市
政
執
行

※市政全般に対する“一般質問”も行われます。※市民が市議会に請願・陳情
　することもできます。

委員会での審査
総務、民生、環境経済、建設、市民文教の各常任委員会

報告への質疑 討論・採決
報告を聞き、意見を出し合ってから、
市議会としての最終的な意思を決めます。

各会派代表等による
“代表質問・個人質疑”提

　
案

具
体
的
施
策

予
算・決
算・条
例・契
約
等

議
案

　１月に「開会会議」を開き、その年の 12月までを会議
の期間（会期）として決めます。年 4回「定例会議」を開催
するとともに、必要に応じて「臨時会議」を開催します。

　相模原市議会では「通年議会（一会期制）」を導入し、会期を1年間とする
ことで、議会が常に活動できる状態にあり、災害時や緊急的な行政課題に対
して迅速に対応しています。
　令和 2年は 4回、令和 3年は 7月末日現在で 4回の「臨時会議」を開催し、
新型コロナウイルス感染症対策に関する補正予算等を、活発に議論しました。

このほかにも、市議会の
立場で、市の課題等を調査・
研究し、それを解決する
ために自分たちで条例（政
策条例）を作ったり、市に
提言（政策提言）したりす
るんだよ。

●条例を定めたり、改廃したりすること。
●予算を定め、決算を認めること。
●市の税金、使用料、手数料等を決めること。
●予定価格3億円以上の工事等の契約をすること。
●市の財産を交換したり譲り渡したり、貸したりすること。
●予定価格１億円以上の不動産等を買ったり売ったりすること。 ポイントポイント

ポイントポイント
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市役所前
さくら通り

銀河アリーナ

新型コロナワクチン接種の
クーポン券

【代表質問を行った議員】
古内　　明 （自民党） 小田　貴久 （市民民主）
南波　秀樹 （公明党） 羽生田　学 （日本共産党）
五十嵐千代 （颯　爽）

代 表
質 問

景観条例及び屋外広告物条例
改正の経緯や目指すべき姿は

条例改正に至った経緯は。

本年５月に「市役所前さくら通り地区」を本市初の景観形成重
点地区に指定し、地区の個性的な景観資源を生かした、きめ
細かな景観形成を図る必要があることから、届出の対象行為
及び屋外広告物の基準等を定めるため、条例を改正する。

市
長

景観形成重点地区として目指すべき姿は。

桜並木や直線的で広い幅員の道路等の景観資源を生かし、市
民が集い、くつろぎ、市外からも訪れたくなるような景観の
形成を目指していきたい。

市
長

新型コロナウイルスワクチン接種
対応状況と今後の取組は

予約システムの受付開始当初の課題と解決に向けた
対応は。

予約受付を開始した際は、専用のコールセンターに予約がい
つ終了したのか分からないといった多くの意見をいただいた
ため、ひばり放送やテレビ神奈川データ放送等で予約終了の
お知らせを行っている。受付終了を自動アナウンスする電話
番号も増設したが、予定回線数を超えると通信制限され、案
内ができない状況があった。予約に当たっては、インターネ
ットの方が取りやすいという課題もあるが、オペレーターの
増員等、電話予約の環境整備の充実を早急に行っていきたい。

市
長

ワクチン接種予約のサポート体制は。

予約方法等の相談に対し、専用のコールセンターやウェルネ
スさがみはらに臨時の相談窓口を設置しているほか、地域包
括支援センターや民生委員にも協力をいただき、支援に努め
ている。今後も身近
な場所で、よりきめ
細かな支援が受けら
れるよう、更なる相
談体制の充実を図っ
ていく。

市
長

高齢者へのワクチン接種完了時期の見込みは。

7月末までに65歳以上の高齢者への接種を終えることができ
るよう、集団接種会場の増設や接種日の拡大等を図るととも
に、個別接種についても、協力医療機関の更なる確保や接種
回数の拡大についての要請を各医療機関に行っている。

市
長

接種の加速化に向けて、大規模接種会場の設置の考
えは。

ワクチン接種を迅速に進めていくためには、更なる接種会場
の増設も必要と認識している。今後の接種会場はできる限り
規模が大きい会場を確保し、効率的な接種に努めていきたい。

市
長

新設する中学校夜間学級
教育の内容や支援は

教育長

どのような教育内容になるのか。

中学校学習指導要領に基づく教育を実施するが、学習するた
めに必要な小学校段階の教育や日本語の支援等、生徒の状況
に応じた特別の教育課程を編成する。

教育長

外国語に対応できる人材の配置は。

外国籍の人が多く在籍することも想定していることから、日本
語指導講師や母語を話せる協力者を必要に応じて配置していく。

教育長

入学希望者が予定数を超えた場合の対応は。

特に、中学校夜間学級での教育の機会が必要な方に入学して
いただきたいと考えており、希望する方には面談を行い、目
標や意欲、過去の就学状況等を丁寧に聞き取り、決定してい
きたい。受け入れ可能な人数を超える場合には、県及び他市
町村の教育委員会と協議していく。

策定した行財政構造改革プラン
市民説明のための取組は

市民への周知や対話の進め方は。

市民への丁寧な説明が必要であり、広く説明の機会を設け、
本改革プランの必要性や取組の内容、改革の先にある本市の
将来について、できる限り自らの言葉で説明することが重要
であると考えている。今後、検討・意思決定といった取組の
中で、市民と十分に対話を行い、意見を伺っていきたい。

市
長

２つのスポーツ施設の在り方について市民意向調査
を実施する理由は。

パブリックコメントでは、銀河アリーナの存続及び武道館機
能を有する総合体育施設の整備推進について、多くの意見が
寄せられた。施設の運営・整備には多額の財政負担を要する
ことから、利用の有無等に関わらず、幅広い層の市民に対し
意向調査を実施する。

市
長

５会派による代表質問の要点を
ピックアップしました。
詳しい内容については、
市議会ホームページや
議会中継（録画）などをご覧ください。
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田所 健太郎
（日本共産党）

た どころ けん た ろう

大八木 聡
（自民党）

おお や ぎ さとし

一
質
市政全般にわたる、一般質問の
ポイントを抜き出しました。

議案以外の市政全般
に関する質問を
一般質問と言うんだよ。

橋本駅南口周辺

窓口案内の電子化のイメージ

その他の質問　少子化対策／市民協働促進のためのＤＸ推進など

ソーラーシェアリング（※）事業
市の認識・評価は
持続可能な農業経営や再生可能エネルギーの
利用促進につながるため、本市が推し進める
ＳＤＧｓの理念や目標と一致すると認識して
おり、引き続き支援に努めていきたい。

市長

適正な会議録の作成
記録すべき内容は
審議会等の会議録は、市の指針で特に作成が
必要な公文書としており、議題や結果等を記
載し、議事の要旨は本年３月から発言者及び
発言内容を記載するものとしている。

市長

その他の質問　シビックプライドの向上など

窓口案内の電子化への取組
具体的なサービス内容は
本年度導入予定の「行政手続きの検索サービ
ス」は、パソコン等で表示された質問に答え
ると、受付窓口等が一括表示される。より利
便性の高いサービスを提供していきたい。

市長

子ども同士のＳＮＳのいじめ
家庭用パンフレット作成の取組は
ネットパトロールだよりを定期的に作成し、
最新の情報を発信している。いじめ防止強化
月間にはリーフレットを作成し、児童生徒へ
の配布や市ホームページに掲載している。

教育長
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森 繁之
（市民民主）

もり しげ ゆき

その他の質問　市職員の職場環境と市民サービスの向上など

橋本駅周辺のまちづくり
「緑」をキーワードにした特色を
環境と共生するまちづくりを進め、広場やオ
ープンスペースを活用した本市の顔にふさわ
しい駅前空間づくりをすることで、降りたく
なる駅となるよう取り組んでいきたい。

市長

多忙化する高齢者支援センター
委託元である市の支援策は
定期的に現状と課題の把握に努め、階層別・
機能別研修に反映させている。また、事業評
価を通じた業務改善への支援や、効率的・効
果的な運営に向けた支援を行っている。

市長

その他の質問　（仮称）新斎場の最終候補地／（仮称）津久井農場計画など

民有地の崖崩れ等の防災対策
工事助成金制度の創設は
制度に対する市民ニーズや、他の自治体での
事例や実績のほか、安全・安心のまちづくり
に係る本市の各施策を踏まえ、研究していき
たい。

市長

その他の質問　医療機関における新型コロナウイルス感染症対策など

新型コロナウイルスワクチン接種
かかりつけ医への直接予約は
医療機関が直接予約を受けた場合、申込み等
が殺到し、通常の診療に影響を及ぼす恐れが
あることから、医療関係団体と協議し、市に
おいて予約を受けるシステムを導入した。

市長

ワクチン接種の効率的な推進
家族単位での柔軟な対応は
国が示した接種順位に基づき、65歳以上の高
齢者の接種は年代を区切って実施している。
今後は基礎疾患のある方へ接種を行うため、
家族単位の接種は難しいと考えている。

市長

その他の質問　児童養護施設等を退所した子どもたちへの支援と課題など

教員の働き方改革
部活動の状況と地域移行は
「相模原市立中学校部活動指針」に基づき指導
を行っている。休日における部活動の地域移
行については、持続可能な部活動の在り方を
検討する必要があると考えている。

教育長

南保健福祉センター入口交差点
横断歩道橋撤去と安全対策は
老朽化や通学路の指定解除等により、撤去す
ることとした。今後は、車道の部分改修に係
る交通管理者との協議や、車止めポールの設
置等の安全対策を実施していきたい。

市長折笠 正治
（自民党）

おり かさ まさ はる

※ソーラーシェアリング　農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置
し、農業と発電事業を同時に行うこと。営農型発電設備とも言われる。

※災害ケースマネジメント　被災者一人一人に寄り添い、生活全体における状況を把握し、それぞれ
の課題に応じた情報提供や人的支援等の個別の支援を組み合わせた計画を実施する取組

岡本 浩三
（公明党）

おか もと こう ぞう

その他の質問　デジタル改革関連法／改正動物愛護管理法など

防犯カメラ付き自動販売機
設置促進への見解は
飲料メーカーに維持管理コスト等を負担いた
だくもので、地域団体等の負担軽減となり、
地域防犯力の向上に寄与すると考えている。
現在、普及啓発等について検討している。

市長

児童発達支援事業所
利用につながるまでの流れは
電話相談後、面接と発達状態の検査、支援プ
ラン会議、療育体験、医療相談、初期療育講
座等を経て、事業所利用を案内している。受
給者証取得等も必要で、一定の期間を要する。

市長

6 月 定 例
会 議

その他の質問　ツアー・オブ・ジャパン／生活困窮者自立支援事業など

さがみはら産業創造センター
市と連携した新たな取組は
これまでの創業支援を継続するとともに、さ
がみはら産業創造センターが培った人脈やノ
ウハウを生かし、起業家の創出や育成を図る
新たな取組を検討していきたい。

市長

本年1月開始の産後ケア事業
実績や得られた成果は
本年1月から3月まで、241人の方に延べ
573日の利用をしていただいた。事業の利用
により、育児をしていく上で大きな安心感に
つながっているものと認識している。

市長

桜井 はるな
（市民民主）

さくら い

仁科 なつ美
（市民民主）

に しな み

秋本 仁
（自民党）

あき もと じん

「災害ケースマネジメント（※）」
効果の認識と今後の取組は
被災者の生活再建に当たって有効であると認
識している。東日本台風の本市支援体制の検
証結果等を参考に、効果的な支援の在り方を
検討し、地域防災計画へ反映していきたい。

市長



議会中継（録画）

一 般
質 問
市政全般にわたる、一般質問の
ポイントを抜き出しました。

議案以外の市政全般
に関する質問を
一般質問と言うんだよ。

その他の質問　各種負担軽減制度の積極的周知と活用をなど

新型コロナウイルスワクチン接種
75歳以上の未予約者の対応は
パソコン等が使えず予約ができていない方に
対し、電話のみで予約を受ける集団接種会場
を設置した。また、「さがみはら予約すけだち
隊」がネット予約の支援を行っている。

市長

コロナ禍で経済的疲弊が長期化
無料・低額診療事業（※）の状況は
国による調査の実績では、令和元年度の市内
の患者数の合計は、延べ4万7,541人であり、
平成28年度から30年度までは増加の傾向に
あったが、令和元年度は減少に転じている。

市長

銀河アリーナの廃止検討について
若い世代へメッセージを
次世代を担う子どもたちが、様々な活動を通
じて、夢と希望を持ち、健やかに成長できる
機会が得られるような施策を強く推進してい
きたい。

市長

その他の質問　相模原市人材育成基本方針など

事故防止に有効なホームドア
小田急線市内各駅への設置は
鉄道事業者からは、優先設置を進めている相
模大野駅は来年度以降に、小田急相模原駅と
東林間駅については、事故発生状況や混雑状
況等を踏まえ検討すると伺っている。

市長

ワクチン接種に便乗した詐欺
高齢者等へ啓発活動の実施は
国民生活センターや県等と連携し、広報さが
みはらや市ホームページ等に注意を促す情報
を掲載するほか、エフエムさがみや地域情報
紙等も利用して広く周知を図っている。

市長

その他の質問　福祉施策など

部活動の段階的な地域移行
方向性と今後の動きは
国から、学校の働き方改革の視点を踏まえた
部活動改革が示されたところであり、学校と
地域が協働・融合した持続可能な部活動の在
り方の検討が必要であると考えている。

教育長

ユニバーサルデザイン（※）の推進
店舗への助成の在り方は
中小企業融資制度の利子補給による事業者の
負担軽減を継続していくほか、事業者による
合理的配慮の好事例等の周知に併せて、普及
啓発にも取り組んでいきたい。

市長

その他の質問　相模原インターチェンジ周辺新拠点まちづくり事業など

津久井広域道路整備
進捗状況と今後の整備は
串川ひがし地域センターから県道513号鳥屋
川尻までの延長約１㎞の道路改良事業を進め
ている。現在、用地取得に向け、土地等の調
査を実施し、用地交渉を行っている。

市長

西メディカルセンター前交差点改良
通学路の整備経過と今後は
歩道設置や交差点形状改善のため、用地取得
を進めている。未取得用地の一部使用につい
て地権者の協力が得られる見込みであり、地
域の意見を伺い暫定整備を検討していく。

市長

その他の質問　持続可能なまちづくりなど

スマートフォンでの行政サービス
現状と今後の展開は
現在、市民通報アプリ「パッ！撮るん。」やＡＩ
による問い合わせサービス等を提供している。
今後も、分かりやすく便利なサービスの提供
に努めていく。

市長

コロナ禍におけるプール指導
本市の対応と実施状況は
3月下旬に学校における感染症対策等をまとめ
たガイドラインを作成し、プール内や更衣室
での具体的な対応を示した。本年度は59校の
市立小中学校で実施を予定している。

教育長

その他の質問　ＩＣＴ活用のための支援体制の整備など

ＳＴＥＡＭ教育（※）等の推進
必要と考えるが見解は
これまでも課題解決的な学習や教科横断的な
学習に取り組んできた。今後は、学んだこと
を実生活や実社会に生かす児童生徒の育成に
取り組むことが重要と捉えている。

教育長

出火に対する市民の備え
消火器整備の取組と支援策は
市ホームページ等を活用し、整備いただける
よう周知している。自主防災組織の編成時に
２本支給するほか、防災活動に要する経費に
ついて補助金を交付している。

市長

その他の質問　東京2020オリンピック・パラリンピックに向けてなど

避難所等の情報通信環境
現状とWi-Fi環境整備は
避難所に特設公衆電話とテレビアンテナを配
備しており、災害時には通信事業者の移動基
地局の仮設も見込まれる。Wi-Fiの整備には課
題があり、手法を検討していきたい。

市長

新型コロナウイルスワクチン
接種率向上のための取組は
約200の医療機関で個別接種を行うとともに、
集団接種の会場や日数の拡大、様々な媒体で
の周知、接種予約手続きの簡素化等により、
接種率の向上に努めている。

市長
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※ユニバーサルデザイン
あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等
に関わらず多様な人々が利用しやすいよう都市
や生活環境をデザインする考え方

※無料・低額診療事業　生活困難な人が無料又は低額な料金で診療を受けることが
できる事業。市内で実施しているのは、総合相模更生病院と相模原赤十字病院

※ＳＴＥＡＭ教育　各教科での学習を実社会での課題解決に生かしていくための教科横断的な
教育。ＳＴＥＡＭは科学・技術・工学・アート・数学の英単語の頭文字から作られた言葉

月 定 例 会
議

松永 千賀子
（日本共産党）

まつ なが ち か こ

石川 達
（市民民主）

いし かわ いたる

渡部 俊明
（自民党）

わた なべ とし あき

榎本 揚助
（無所属）

えの もと よう すけ

大槻 和弘
（自民党）

おお つき かず ひろ

小野沢 耕一
（自民党）

お の ざわ こう いち

臼井 貴彦
（市民民主）

うす い たか ひこ

西家 克己
（公明党）

にし や かつ み

ワイ ファイ

銀河アリーナアイススケート場

津久井広域道路（相模原インターチェンジ付近）

ス テ ィ ー ム



一 般
質 問

陳情の審議結果
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6 月 定 例 会 議

▷公共の場でのマスク着用に関する条例制定等を求めることについて
▷国に対し選択的夫婦別姓制度の導入のため民法改正を求めることについて
▷国の新たなエネルギー基本計画策定に対して、脱炭素を進め再生可能エネルギー電力の割合を高める改定を行うことについて

不 採 択

その他の質問　高齢者福祉施設など

新型コロナウイルスワクチン接種
予約代行ブース設置の考えは
予約操作が難しいとの意見があることから、6
月17日より、予約入力支援を行う「さがみは
ら予約すけだち隊」を、公民館等市内4か所に
配置し、支援体制の拡充を図った。

市長

鳥屋小学校校舎の解体
鉄道事業者による費用負担は
屋内運動場の解体等について鉄道事業者と覚
書・協定書を締結したものであり、リニア車
両基地用地として利用する意向のない校舎は、
協議事項ではないと考えている。

教育長

その他の質問　職員採用、人事の考え方と本市の目指す方向性など

生活保護支給開始までの貸付
貸付実績と申請者への説明は
本年度の実績は緑区が平均1万3千円、中央区
が平均1万5千円、南区が平均1万円である。
今後は、パンフレットに貸付金の項目を追加
し、より丁寧な説明に努めていく。

市長

その他の質問　防災減災対策など

適正な公文書管理
職員の専門性を高める取組は
公文書管理に携わる職員の専門性向上は必須
であることから、今後は専門的知識を有する
人材の活用も視野に入れ、更なる公文書管理
の向上に努めていきたい。

市長

道路の路面下空洞調査
実績・課題とエリアの拡大は
平成28年度から5年間で点検を実施した。課
題は空洞化の原因となる占用者の特定が難し
いことである。調査エリアの拡大は、必要性
を検証した上で検討していきたい。

市長

その他の質問　横田基地由来の騒音被害、及び相模原市基地対策の課題など

身近に潜む危険生物
安全な生活を守る市の対応は
特定外来生物（※）は、市が直接駆除を実施し
ているが、その他の危険生物は、駆除や追い
払いを自ら実施していただいている。必要な
場合は専門の駆除業者等を紹介している。

市長

電力の地産地消につながる
市出資による電力会社設立は
事業の採算性や人材の確保等、多くの課題が
あることから、地域課題の解決に向けたプラ
ットフォームを構築し、電力の地産地消を進
める取組を検討していきたい。

市長

その他の質問　いやしの湯へのバイオマスボイラー導入の実現に向けてなど

課題や困難を抱える親子
「地域社会で育む」視点は
困難を抱える家庭を地域全体で見守り、必要
な支援をしていくことは、大変重要である。
子育て支援センターが中心となり、地域全体
で子どもを育む環境づくりを進めていく。

市長

気候非常事態宣言の実現へ
具体的目標と実効性の担保を
具体的目標と全体の進行管理の「見える化」は、
現行計画（※）の改定の中で検討していく。市
ＳＤＧｓ推進本部気候変動部会で全庁横断的
な取組を進め、政策立案等につなげたい。

市長

その他の質問　市政運営／防災の取組など

新型コロナ対策ワクチン接種予約
混乱の要因と今後の対策は
多くの市民に不便をかけたと認識している。
様々な媒体を活用した周知等で不安解消に努
め、予約支援、接種機会拡充等、引き続き安
心して接種を受けていただく環境を整えたい。

市長

市道中和田の改良について
市の認識と対策は
市道中和田は、車両走行速度や、自転車・歩
行者との車両近接通行等安全上の課題がある
と認識している。引き続き地域の方々の意見
を踏まえ、必要な対策を講じていきたい。

市長詳しい内容については、
市議会ホームページや
議会中継（録画）をご覧ください。

（仮称）相模大野４丁目計画（※）
相模大野中央公園への影響は
市民からは、公園の日照時間が減少する等の
意見があり、事業主に伝えている。建物の形
状を工夫し、日影になる時間を極力短縮する
計画で進められていると承知している。

市長長谷川 くみ子
（颯　爽）

は せ がわ こ

※（仮称）相模大野4丁目計画
伊勢丹相模原店跡地における建築計画

新型コロナワクチン臨時相談窓口

栗原 大
（市民民主）

くり はら ゆたか

野元 好美
（颯 爽）

の もと よし み

久保田 浩孝
（公明党）

く ぼ た ひろ たか

金子 豊貴男
（市民民主）

かね こ と き お

阿部 善博
（自民党）

あ べ よし ひろ

※特定外来生物　外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、
又は及ぼすおそれがある生き物のこと。

なか わ だ

※現行計画　第２次相模原市地球温暖化対策計画／さがみはら気候非常事態宣言

ろ めん した



□□ □□議員（□□□□）

相模原市景観計画におけるイメージ図
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　市議会ホームページでは、本会議・
委員会の中継が視聴できるよ。
　視聴方法は、 「ライブ中継」 と「録画
中継」（開催日の翌日以降に視聴可能）
の2通りがあるよ。また、会議録も
閲覧できるよ。

＞＞＞本会議・委員会が見られるインターネット中継のご案内

ライブ中継

録画中継

スマートフォンや
タブレット端末でも見られるよ。
ホームページ https://www.sagamihara-shigikai.jp/　

議会内会派の構成
（議員の氏名は50音順、（　）内は略称）

6月定例会議議案審議結果一覧表
凡例：○…賛成、×…反対 議案に対する討論が行われた場合、賛成討論は を付記しています。賛

市 長 提 出 議 案

第61号 固定資産評価審査委員会条例の一部改正

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
62号 景観条例及び屋外広告物条例の一部改正

63号 市立学校の設置に関する条例の一部改正

64号 令和 3年度一般会計補正予算（第 2号）

65号 令和 3年度一般会計補正予算（第 3号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

66号 市立グラウンド等スポーツ施設に関する
条例の一部改正 ○ ○ ○ × ○ ○ ○

67号 令和 3年度一般会計補正予算（第 4号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上程された議案及び陳情は、所管の委員会に付託され、細部にわたり審査されました。
主な条例等に関する質疑事項は、次のとおりです。委 員 会 の 審 査

総務委員会

令和3年度一般会計補正予算（第3号）所管部分
○行財政構造改革プランの市民説明会の開催の在り方
○改革プランの市民説明パンフレットの仕様や対象
○コロナ禍に対応した、オンライン説明会やパンフレットの電子
化の検討

【賛成総員により可決】

建設委員会

景観条例及び屋外広告物
条例の一部改正
○フェンスの色彩等、具体
的な景観形成基準等の内
容や、適用される範囲

○年間を通じた魅力ある地
域づくりの具体策

○市役所前の側道での路上
駐車の現状と今後の取組
【賛成総員により可決】

市民文教委員会

市立学校の設置に関する条例の一部改正
○中学校夜間学級の設置について寄せられた市民意見
○入学が想定される外国籍の方の見込みとその対応
○学齢期にある不登校の生徒の受け入れに対する見解

【賛成総員により可決】

民生委員会

令和3年度一般会計補正予算（第2号）
○高等職業訓練促進給付金事業の要件緩和の内容
○子育て世帯への臨時特別給付金事業の資格要件
○新型コロナウイルス感染症相談センターの体制強化の内容

【賛成総員により可決】

環境経済委員会

※陳情のみの審査
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相模原市議会の詳しい情報はコチラから→
※この市議会だよりは17万8,100部作成し、１部当たりの単価は7.92円です。
　また、古紙配合率70％以上再生紙を使用し、ユニバーサルデザインの視点を持って取り組んでいます。

相模原市議会 検索検索
ホーム
ページ

インスタ
グラム

フェイス
ブック

「いいね！」してね！！ 「フォロー」してね！！

特別委員会とは
　必要に応じて、特定の問題を調査研究する委員会だよ。
　今回は令和2年度に設置されていた7つの特別委員会
のうち、次の3つの委員会を紹介するよー。

令和２年度特別委員会 活動レポート

基地対策特別委員会
米軍基地に関する諸問題について、
議会が独自に検討すべき課題に対処

1
大都市制度に関する特別委員会
大都市制度に関して調査研究を行い、
国や政党への要請・要望を議会として集約

2
防災特別委員会
大規模災害等に対する防災対策、
水源地域対策について調査研究

3

相模原スポーツ・レクリエーションパーク

国への要望書等

市民周知に使用しているガイドブック

令和3年5月13日の
委員会の様子

令和２年6月23日の
委員会の様子

令和２年７月６日の
委員会の様子

令和２年７月２１日の
委員会の様子

市内米軍基地の主な動き、
航空機騒音の状況等を質疑

しょう

　令和2年6月23日に開催された委員会では、相模総合補給廠の
共同使用区域内の相模原スポーツ・レクリエーションパーク整備
や、在日米軍の新型コロナウイルス感染症対策、航空機騒音の状
況等について担当部局に質疑を行ったほか、令和2年度の活動計
画について協議した。

麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する調査特別委員会を開催しました

　令和3年3月24日に設置された本委員会は、次の日程で協議を行った。

3月 29日 今後の進め方について

4月 30日 今後の進め方について

5月13日 記録の請求について

6月  2日 記録の請求について

6月16日 書類の請求等について

7月  8日 書類の請求について  

○応募者本人が相模原市内で撮影した写真のうち、他のコンテスト等への応募をしていないものに限ります。
○Ｅメールの場合、1通の容量は 11MB以内で送ってください。
○採用された方には連絡を差し上げます。なお、ご応募いただいた写真やデータ等は返却しません。
○肖像権、登録商標の無断転用、著作権の侵害等に関するトラブルには、相模原市議会は一切の責任を負いません。
○掲載作品の著作権は作者に帰属しますが、相模原市議会がホームページ等で使用することができるものとします。

写真を募集しています！
フォトギャラリーとして
さがみはら市議会だよりに掲載する
写真を随時募集しています。

Ｅメールか郵送で、住所、氏名、電話番号、タイトル、撮影場所、コメント（50字以内）を書いて、

へ（ （政策調査課 Ｅメール seisakuchousa@city.sagamihara.kanagawa.jp
〒252-5277　中央区中央2-11-15　電話 042-769-9803

【注意事項】

応
募
方
法

制作協力：女子美術大学 
女子美術大学には、表紙のポス
ター制作にもご協力をいただい
ております。

みなさん、
写真応募してね！

フォトギャラリー
さがみはらＬＯＶＥ

「サンピラー（太陽柱）の出現」

南区 荻原 啓二さん
（南区相模大野）

夕焼け撮影時、丹沢大山上空に珍しい
自然現象であるサンピラー（太陽柱）
が出現しました。

国に対する提案、要望について質疑
　令和2年7月6日に開催された委員会では、国の施策及び予算
に関する提案や、大都市行政の実態に即応する財源拡充の要望の
取組状況等について、担当部局に質疑を行ったほか、令和2年度
の活動方針について協議した。

本市の防災、減災対策等について質疑
　令和2年7月21日に開催された委員会では、令和元年東日本台
風の対応や避難所等における新型コロナウイルス感染症対策、適
切な避難行動につなげるための市民への普及啓発等について担当
部局へ質疑を行ったほか、令和2年度の活動方針について協議した。


