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編集／発行 

誠実な対話で政策実現！行動力で未来を拓く！！ 

             

                

 

【ごあいさつ】 

日頃より公明党に対し力強いご支援を賜わり、心より厚く

御礼を申し上げます。 

平成２２年４月に政令指定都市となり、初の市議会議員選

挙（南区選挙区）におきまして、初挑戦させて頂き、多くの

ご支持を頂いた初当選から３年９か月が経ちました。 

３．１１の東日本大震災の教訓に基づき、 

一貫して防災・減災対策の充実に取り組むとと

もに、市民相談などによる市民の皆さまの声を

行政につなぐ“パイプ役”として、子育て支援

対策、高齢者・障がい者政策、環境や経済対策

など 安全・安心な暮らしを守るため尽力して

参りました。 

『何ができるかではなく、やるべきことをや

る』との信念で、現場第一に対話をとおし、  

元相模原市職員として２６年間の行政経験と 

１期目の議員経験を活かし、“さがみはら”の

発展する未来を拓き、市民生活の充実、福祉の

向上をめざし、現場の中から全力で挑戦をさせ

て頂きます。 

今後とも、どうかよろしくお願いいたします。 

 

       相模原市議会議員 久保田 ひろたか 
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2015. 1. 6 

【プロフィール】 

 

●出身地：青森県東北町 

●生年月日： Ｓ35 年 10 月 5 日生 (54 歳) 

●学  歴：市立大野小学校・大野北中学校卒 

県立城山高校卒 

神奈川大学 法学部卒 

●職  歴：元相模原市職員（26年間勤務） 

相模原市議会議員（1期：H23 初当選） 

●議会役職：防災特別委員会副委員長（Ｈ24） 

            交通問題特別委員会委員長（Ｈ25） 

            民生委員会委員長（Ｈ26） 

●党 役 職：（党）県本部市民活動局次長、 

南１支部長 

●そ の 他：大野台みどりを守る会相談役 

      大野台第一自治会顧問 

相模原市消防団員（Ｈ25） 

      （大野台消防団所属：Ｈ26～） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重度救急患者の「たらい回し」を 

防ぐ相模原ルールを策定 

 救急隊員が現場に到着後、30 分以上経過

または医療機関に 4 回以上受入照会しても

収容先が決まらない場合、緊急性が高いと

判断された傷病者を救命救急センターが

受け入れ、必要な処置をした後、二次救急

当番病院へ搬送する独自ルールをの策定

を推進しました。 

政令市 初！自 殺 対策基 本条例 、  

いじめ防止条例を制定 

 命を大切にし、市民が共に支え合う地域

社会の実現を目的とした「自殺対策基本条

例」を制定。 

 また、児童や保護者が相談、通報できる

体制の整備などを義務付けた「いじめの防

止に関する条例」も実現しました。 

 

●市立中学校でデリバリー方式による中学校

給食を実施 

●総合就職支援センターを開設 

 ハローワークと市内に点在する 3 つの就労

支援機関を集約し、ワンストップサービス

を実現。 

●認知症疾患医療センターを開設 

 認知症疾患医療センターの開設や症状など

の情報を共有する認知症地域連携パスの導

入を実現しました。 

●小児医療費助成対象、小学６年生まで拡大 

 2015 年度から現在の小学３年生までの 

医療費助成の通院対象年齢を小学６年生

まで拡大を推進しました。 

●食物アレルギー疾患対策を推進 

 小・中学校、保育所などに提出する「生活

管理指導表」発行手数料の公費助成を実現

しました。 

●全小・中学校の普通教室にエアコン設置へ

2015 年度から工事開始（5 年計画） 

 

 

◇誰もが安全・安心して暮らせるまちづくりを！ 

  ・自主防災組織の充実と地区防災会議などによる地域防災力の強化を推進する。 

  ・災害時要援護者（高齢者や障がい児者など）に配慮した防災対策、福祉避難所の 

充実を推進する。 

  ・犯罪のない街をめざし、防犯対策強化を推進する。 

 ◇高齢者などがいきいきと暮らせるまちづくりを！ 

  ・高齢者や障がい児者などに対する生活交通の利用促進のためノンステップバスの 

導入拡大を推進する。 

  ・高齢者が地域で安心して暮らせる、相模原に相応しい医療、介護、福祉が連携を 

密にした地域包括システムの構築を推進する。 

◇子どもたちが健やかに育ち、子育てにやさしいまちづくりを！ 

  ・新子ども子育て新制度による保育所・学童保育の待機児解消や小児医療費助成の 

対象者拡充など子ども子育て支援の充実を推進する。 



久保田ひろたかの主な実績 

 

●安全安心を守る防災・減災対策の充実！ 

 

 １ 一時避難場所に設置する防災倉庫の設置 

面積の緩和（H25.4 から実施） 

 ２ 避難所運営マニュアルの改訂により、災害

時要援護者対応と

して要援護者支援

班の設置が実現

（H26.3 から実施） 

 ３ 震災時の情報収集のため現地対策本部に 

機動力のあるバイク隊の導入を推進 

  （H27 年度導入予定） 

 

●道路の安全安心対策の実現！ 

 

 １ 大野台４丁目信号のＴ字路付近の歩道冠水

を改善（H23.5；大野台４丁目） 

 ２ 大沼小学校入口交差点のｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ道路標示

の書直し（H23.7；若松５丁目） 

３ カーブミラー２基設置

（H23.12；大野台５丁目、 

 ７丁目） 

 ４ 道路騒音対策の舗装補修 

（H23.12；西大沼１丁目） 

 ５ 道路の冠水から家屋の浸水

対策として歩道に雨水マスの

設置（H24.3；東大沼３丁目） 

６ 道路段差対策の舗装補修

（H24.3；御園５丁目） 

 

 

 

７ 安全対策とし

て車両の歩道侵

入防止ポールを設置（H25.6；大野台２丁目） 

 ８ ゲリラ豪雨対策の道路側溝、雨水マスの 

清掃（H26.4；鵜野森３丁目、東大沼２丁目） 

 

 ９ 道路の冠水対策の推進 

（H26.4；上鶴間本町１丁目） 

 １０ 道路の振動・騒音対策の舗装補修 

（Ｈ26.9；西大沼２丁目） 

  

●市民生活の安全安心対策を実現！ 

 

 １ 市営文京団地４号棟 

入口前階段に手すり設置、

その後全てに設置完了

（H23.6；文京２丁目） 

 ２ 木もれびの森道路脇の高木伐採 

（H24.1；大野台４丁目） 

３ 大沼小学校防球 

ネットの設置を推進 

（H26.3；東大沼３丁目） 

  

４ 古淵駅横公衆トイレの和式

個室に手すりを設置（H26.3；

古淵２丁目） 

 

●その他の実績 

 

１ 木もれびの森相模原 

中央緑地に万葉集歌碑 

の再整備 

（H25.3 に完了） 

 

２ 境川の町田市側

のサイクリングロ

ードの安全対策 

（町田市議員と連携

Ｈ26.9 完了） 

 

 

 

 

 

 

皆さまのお声を聴いて、実現できたこと 

ばかりです。 

小さな声をしっかりと受け止め、これから

の“さがみはら”の暮らしが安全で、安心し

てできるよう益々頑張ってまいります。 



                           平成 26 年 12 月 17 日の本会議において

一般質問を行いました。 

 

１.防災・減災対策について 

（１）福祉避難所について 

  ア 福祉避難所の開設・運営について 

  イ 福祉避難所の運営マニュアル等の取り組みについて 

（２）県立特別支援学校等との福祉避難所の協定について 

２.地域福祉の推進について 

              （１）民生委員活動に対するサポート体制について 

                ア （仮称）民生委員協力員制度の導入に向けた進捗 

状況等について 

                イ 更なるサポート体制の構築について 

              ３．公共交通対策について 

              （１）新しい交通システムについて 

                ア 新しい交通システムの検討状況等について 

                イ 早期の連接バス導入に向けた課題等について 

 

平成２６年１２月定例会議報告 

※福祉避難所の開設・運営について※ 

Ｑ 災害時に、一般避難所では避難生活が

困難な高齢者や障がい者等の要援護

者のため協定を結んでいる民間福祉

施設の課題や開設・運営に対する市の

考えは。 

Ａ 民間の福祉施設は、日常の利用者がい

ることから運営に当たる人員や受入

スペースなどの課題がある。必要に応

じて市職員等を派遣し、運営体制の支

援などを行うほか、市内の福祉避難所

での受入が困難な場合は、「２１大都

市災害時相互応援に関する協定」など

に基づき、広域的に協力し、対応する。

福祉避難所の役割を市民の皆様に対

し周知・啓発を行ってまいりたいと考

えている。 

※県立特別支援学校等との 

福祉避難所の協定について※ 

Ｑ 市内の県立特別支援学校等との福祉

避難所の協定に向けた協議について

は、どのような課題があり、また今後

の協定締結に向けた取り組みは。 

Ａ これまでは既に協定を締結した福祉

避難所の事例を基に意見交換を行っ

てきた。しかし、開設した際の運営の

担い手や資機材の備蓄、児童生徒の在

校時の対応など課題があり、協定締結

には至っていない。引き続き特別支援

学校等と協定を締結した他都市の事

例も参考にしつつ、協議を進める。 

※ 早期の協議再開、協定締結を要望。 

※民生委員活動の更なる 

サポート体制の構築について※ 

Ｑ 行政における民生委員活動をサポー

トする相談、支援体制づくりについて

検討状況と大分市の全庁を挙げた支

援体制の市の見解は。 

Ａ 民生委員からの相談等に対して的確

かつ迅速に対応する体制の必要性は

認識している。現在、民生委員の支援

の充実について民生委員児童委員協

議会と協議を進めている。大分市の取

り組みなど他市の事例も参考にしつ

つ、本市に相応しい支援体制をさらに

検討して行く。 

※早期の連節バス導入に向けた課題等※ 

Ｑ 検討中の新しい交通システムで導入

を想定している連節バスは、早期に導

入することで、イメージが喚起され整

備の促進にも繋がると考える。その効

果や課題は。 

Ａ 連節バスは、乗車定員が通常のバスの

１.7 杯の輸送力があり、効率的な運

航が可能となり、利便性の向上や交通

渋滞の緩和が期待できる。一方、導入

に当たっては、この車両の特性に対応

した走行環境の確保、目的地までの所

要時間の短縮など利用環境の改善も

必要と考える。 

※最小限の条件整備による早期導入を要望 

（内部討議資料） 


