
         久保田久保田久保田久保田    浩孝浩孝浩孝浩孝（くぼたひろたか）相模原市南区大野台５－２－１３ 

                TEL 042（810）8950  FAX 042（810）8955 

                        Email：kubota.hirotaka-2011kt@jcom.home.ne.jp 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 URL：http://www.komei.or.jp/km/sagamihara-kubota-hirotaka/ 

編 集 

／発 行 

 

 

 相模大野２丁目９番付近の道路について、 

道路脇が側溝も無く砂利のままのため、砂利と

舗装部分に段差ができ

危険で、雨が降ると水

が溜まるなどの状況を

改善してほしいとのご

相談を頂いていた。 

担当課に再三相談し、

対応を依頼する中で、

昨年は、夜間に段差が危険と再度ご相談を頂き、

緊急対応として一部分を舗装して頂き、残って

いた砂利部分の全面的な舗装工事が本年７月

に完了しました。 

御園５丁目２番付近の道路側溝のグレーチ

ング枠が破損し、つま

づき転んだ人もいるた

め危険なので修繕して

ほしいとの相談。直ち

に担当課へ修繕の依頼

し、速やかな対応で、

破損個所の修繕が完了

しました。 

いずれも相談者や地域の皆さんから喜びの

声を頂きました。 

 

１２月定例会議が、１１月１８日の本会議

からスタート。 

定例会議に先立ち１１月１１日の議会運営

委員会で提案議案等が示されました。 

それ以降、市議団では代表質問に向け、議

案や市政全般にわたる質問内容等の検討を行

い、本番を迎えます。 

 

≪議会日程≫ 

 １１月１８日 本会議（議案説明など） 

    ２９日 本会議（代表質問） 

    ３０日 本会議予備日（代表質問） 

 １２月 ２日～８日 各常任委員会 

    １６日 本会議（一般質問） 

    １９日 本会議（一般質問） 

    ２０日 本会議（一般質問） 

    ２１日 本会議（討論、採決） 

     

 定例会議の会期は 

３４日間となります 

が、１１月２９日に 

代表質問をさせて頂 

き、１２月８日市民 

文教委員会で議案等 

の審査を行います。  

 

 

☆市議会ホームページでは、本会議・委員会

のインターネット放映をご覧になったり、

会議録を検索することができます。 

議会情報 

市民相談からの 

       相模原市議会議員 久保田 ひろたか 
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身近な実績紹介！！ 



 

 

 

平成２８年９月２８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）災害時緊急輸送路となる幹線道路等の路面下空洞調査について 

Ｑ ①平成２５年９月一般質問

で提案した路面下空洞調査

を平成２６、２７年度に実

施。その状況と今後の計画

は？ 

  ②防災対策の観点から道路

などの計画的な予防保全対

策を市地域防災計画に位置

付ける考えは？ 

Ａ ①路面下空洞調査は、平成２６年度１７㎞、平成２７年度２

２㎞を実施、隙間や空洞が２０か所で確認され、うち要対策

が１２か所でその他は対策不要、経過観察となっている。概

ね陥没等の恐れがないため順次対策を図っている。今後は約

２００㎞を対象に５年を１サイクルとして調査を実施し、適

切な対応を図っていく。 

  ②道路の空洞は、万が一陥没があれば、災害発生時の応急活

動等の支障がある。災害に備え計画的に道路機能確保などを

推進する取り組みについて地域防災計画への記載することを

検討したい。 

（２）指定避難所等での熱源確保策について 

Ｑ ①市避難所では、緊急時の発

電、調理、暖房などの熱源確

保が重要、対策の状況は？ 

  ②一般的に災害に強いと言

われるＬＰガスについて、災

害時に炊き出し拠点となる

給食センターや学校の給食

室に災害対応としてＬＰガ

ス設備の併設が必要。市内小

中学校の現状と未設置施設

の状況は？ 

Ａ ①昨年度までに小中学校などすべての避難所に非常用発電

設備を整備。その他ガソリンやＬＰガス、カセットボンベを

利用する携帯発電機を備蓄している。 

  ②新たな災害対応型設備の整備は困難である。小中学校のＬ

Ｐガス設備は、３か所の給食センター及び小学校３７校の給

食室はＬＰガスによる調理が可能な他、理科室などにＬＰガ

ス設備がある。 

ＬＰガス設備の無い１１校の小中学校にはＬＰガス用の調

理器具を備蓄し、ガスボンベの供給により、災害時の炊き出

しが可能。 

【要望】ＬＰガス設備の未整備の１１校について、災害時に備え

しっかりと整備することを要望した。 

（３）消防団員の確保策について 

Ｑ ①現在の消防団員の欠員数

と学生消防団員数、消防団員

の確保策の取組み状況は？ 

  ②「学生消防団活動認証制

度」の創設に関する見解と学

生消防団員の課題等は？ 

  ③若者の加入促進策として

フェースブックなどＳＮＳ

の活用を提案したいが、見解

は？ 

 

Ａ ①消防団員数は、９月１日現在、１，７１０名の定数に対し、

１，５４２名で、欠員１６８名。うち学生団員は２３名。 

団員確保の取組みは、ラジオ、広報紙などのほか、市民さく

ら祭りなどのイベントで募集のＰＲ活動を実施。今後は消防

団応援の店事業の実施などで加入促進を図っていく。 

  ②「学生消防団活動認証制度」は、若者の入団促進策として

導入を位置付けている。大学卒業後の状況で長期に活動がで

きないなどの課題もあるため、他市の状況を調査研究するな

ど制度の導入に向け検討して行く。 

  ③ＳＮＳの活用は、利用率の高い若い世代に消防団のＰＲ手

法として有効と認識。今後検討して行きたい。 

２ 市民が安心して暮らせるまちづくりについて 

（１）ノンステップバス導入の促進について 

Ｑ ①ノンステップバスの導入

拡大は、平成２６年９月一

般質問で加速化を強く要

望。導入促進に向けた取組

み状況は？ 

Ａ ①市のノンステップバス導入の目標値は、平成３３年度末まで

に３０％と定めて取組んできた。平成２６年度末で約２１％、

バス事業者に対し目標達成を要望。その結果平成２７年度末で

約２６％に推移し、計画で定める平成３３年度末までに、確実

に達成できる。 

平成２８年９月定例会議報告 



②国の目標値は平成３２年

度までに７０％。市も目標

値は前倒しで達成の見込

みと考えるが、目標値の上

方修正の必要があるが、今

後見直しの考えは？ 

②目標値の見直しは、検討したい。また、バス事業者からは、今後

も積極的にノンステップバスを導入したいと聞いており、市も

引き続きバス事業者と協調して導入促進に取組んでいきたい。 

【要望】目標値は、国の平成３２年度末までに７０％に見合うもの

にしてほしい。しっかりと予算措置も図り、更なる加速化が図

られるよう要望した。 

（２）高齢者のための健康遊具について 

 

Ｑ ①健康づくりや体力

増進などのため身近

な公園に設置が必要

と考える。健康遊具

の設置状況や今後の

計画は？ 

  ②高齢者自らが積極

的に公園にある健康

遊具を活用し、介護

予防策の一環として

健康づくり、健康な

高齢者を増やす取組

みは？ 

Ａ ①現在２４公園に５７基

の健康遊具を設置。急速

な少子高齢社会の進行な

ど、社会情勢の変化もあ

り、子供向けの遊具を更

新する際に健康遊具に替

えることも必要と考え

る。遊具の選定では、周

辺環境や地域の意見など

聞き検討したい。 

②介護予防での活用は、高齢者が地域で主体的に取り組むことがで

きるよう健康遊具の安全で効果的な利用方法について、地域の団体

やサークル等から相談があった際は、高齢者支援センターを通じて

健康運動指導士などを講師として紹介するなど促進に努めたい。 

（３）防犯カメラの設置促進について 

Ｑ ①市民の安全安心を確保す

るため、市独自の防犯カメラ

の設置を含め、地域への防犯

カメラ設置を促進する必要

があるが、防犯の役割は？ 

  ②公園への防犯カメラの設

置は、公園の施設管理者が、

その責任において設置すべ

きと考えるが？ 

Ａ ①防犯は、市民一人ひとりの防犯意識を高めてもらうととも

に、地域が一体となって犯罪の防止に取組むことが重要であ

る。市としては、キャンペーンや地域の自主防犯活動根の助

成などにより地域の防犯活動を支援している。防犯カメラの

設置も自治会などを対象とした補助制度で促進している。 

  ②現在の運用が始まって間もないので、公園の施設管理者で

ある市による防犯カメラの設置は、現在の方法による設置状

況や運用上の課題を十分に把握しながら、今後の対応を検討

したい。 

３ 納税者の視点に立った徴収体制の充実のために 

（１）市税収納に係る換価猶予等の徴収緩和制度について 

Ｑ  納税相談は様々な理由に

より納付困難な状況がほと

んどだ。猶予制度を説明し丁

寧な対応が必要である。４月

からも直された徴収緩和制

度に係る市の見解、市民周知

と窓口等での対応状況は？ 

Ａ この制度は、災害や病気等により、一時的に市税が納付困難

となった納税者が、生活困窮等に陥らないように徴収を猶予

するもので、地方税法に定められた重要な制度であると認識。 

  地方税法の改正に基づき、本年４月に納税者からの申請手続

きや分割納付の規定を整備するなどの制度の見直しを行い、

市の広報紙やホームページなどにより市民周知を図るととも

に窓口では新たに作成したチラシを活用し、納税者の状況に

応じた制度の説明を行うなど、丁寧な対応に努めている。 

（２）市県民税の特別徴収の推進について 

Ｑ ①平成 26 年度から市県民税

の特別徴収推進の取組みが

始められ、今年度は対象とな

る事業者に一斉指定が行わ

れたが、取組み状況は？ 

  ②特別徴収推進の効果は？ 

 

Ａ ①これまで関係団体への協力要請を始め、事業者への訪問勧

奨やパンフレットの送付などにより、特別徴収の円滑な実施

に向けた周知に努めてきた。事業者も約 42,000 社となり、取

組み前と比較し、約 8,700 社が増加した。 

  ②勤務する従業員にとっては、毎月給与から天引されること

と普通徴収に比べ、納付回数が 12 回となることから、自ら納

付することなくおさめ忘れがなく、負担感が緩和される効果

がある。また、市税収入を考えれば、昨年の収納率は９８％

で、普通徴収よりも収納率が高い特別徴収を推進することで、

市税全体の収納率の向上が図られる。 



 

 

 

 

 

公明党相模原市議団は９月１６日、相模原

市役所内で２０１７年度の予算要望書を加山

俊夫市長に手渡した。 

 席上、加藤団長らは、生活する一人 

一人に優しい福祉施策の充実とともに、安全・安心の街づくりの実現を訴えた。 

 要望書では、（１）局地的集中豪雨などによる都市災害対策の推進、（２）中学３年生ま

での医療費無料化と所得制限の撤廃、（３）東京オリンピック・パラリンピックのキャンプ

招致を通した障がい者スポーツの支援など、生活者の視点で課題解決のための意見や要望

を盛り込んだ計２８０項目を求めた。 

 加山市長は、要望書に対し「実現に向けて取り組んでいきたい」と述べた。 

 

 

 

 

公明主張で前倒し実施  

将来の無年金者減らす  

保険料の“払い損”防ぐ 

 公明党の推進で１１月１６日に成立した 

改正年金機能強化法（無年金者救済法）に 

より、無年金者対策として、公的年金の受 

給資格を得るのに必要な加入期間（受給資 

格期間）が平成２９年８月以降、２５年か 

ら１０年に短縮され、同１０月から新たな 

受給対象者に年金が支給されることになり 

ました。施行後は、新たに約６４万人が年金を受け取れるようになり、将来にわたって無

年金となる人が大幅に減ることが見込まれます。保険料の“払い損”になる人が減るため、

保険料を払う意欲の向上につながることも期待。 

 年金を受け取るには、対象者が自身で請求手続きを行う必要があります。新たな対象者

に対しては、日本年金機構が来年２月下旬ごろから同７月上旬にかけて順次、請求手続き

の書類を郵送する予定です。 

 受給資格期間の短縮は、公明党の主張で社会保障と税の一体改革に盛り込まれ、消費税

率１０％への引き上げと同時に実施することが法律で決まっていました。来年４月に予定

されていた税率引き上げの２年半延期に伴い、実施延期が懸念されましたが、公明党は低

所得の高齢者などへの支援は急務だと指摘。実施の前倒しを強く求めました。 

 この結果、政府は、施行日を前倒しする改正案を臨時国会に提出、衆参ともに全会一致

で可決されました。 

平成 28 年 

11 月 

○改正年金機能強化法成立 

（無年金者救済法） 

平成 29 年 

2 月下旬頃～ 

7 月上旬 

○日本年金機構が対象者に 

申請書類を順次発送 

 （約６４万人へ） 

○対象者は手続きが必要 

平成 29 年 

    8 月 

○改正法が施行され、年金

受給資格が 10 年に短縮 

10 月 ○支給開始（9 月分から） 

 

トピックス 

無無無年年年金金金者者者救救救済済済法法法ががが成成成立立立！！！   


