
令和3年12月

１　若者が親によって人生を大きく左右されない社会に。
（１）子どもの生活実態調査の進捗状況はどうなっているのか。
（２）自立のための補助制度を導入できないか。
（３）子ども家庭総合支援拠点の進捗状況はどうなっているのか。

２　本市のハラスメント、メンタルヘルスに対する対策はどうなっているのか。
（１）職場環境を悪化させる行為の防止及び対応に関する指針はどうなっているの
　　か。
（２）ハラスメント対策はどうなっているのか。
（３）対策に当たる人材の確保が必要なのではないか。

３　学校施設長寿命化計画の進展について
（１）各学校の長寿命化計画はどのようになっているのか。
（２）老朽化した建物の改築が必要なのではないか。
（３）老朽化した建物の改築をどう考えているのか。

令和3年9月

１　新型コロナウイルス感染症による危機への対策について
（１）非正規雇用労働者への支援をどのように行っているのか。
（２）生活困窮者や困窮家庭への支援をどのように行っているのか。
（３）困窮する学生への支援はどのようなものがあるのか。

２　地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備について
（１）断らない総合相談支援窓口の創設はどうなっているのか。
（２）民生委員・児童委員に対する情報提供はどのように行っているのか。
（３）民生委員児童委員連合協議会事務局の在り方について

３　北部小学校調理室の増改築について
（１）平成26年に設計し、増改築を行うとした理由は何か。
（２）現在は、その増改築する理由が解決されたのか。
（３）増改築しない理由は何か。

令和3年6月

１　小中学校における食育の推進について
（１）小学校での食育をどのように進めているのか。
（２）中学校での食育をどのように進めているのか。
（３）一番良い食育はどのようなものなのか。

２　ヤングケアラーへの支援について
（１）ヤングケアラーの実態はどうなっているのか。
（２）ヤングケアラーを早期発見するための施策はどう考えているのか。
（３）ヤングケアラーの支援策をどう考えているのか。

３　新型コロナウイルス対策について
（１）新型コロナウイルスワクチンの接種状況はどうなっているのか。
（２）新型コロナウイルスワクチン接種の優先順位について
（３）接種率向上の取組をどう考えているのか。
（４）市民対象の無料のＰＣＲ検査を実施すべきではないか。

小久保　広　信　議員　一般質問要旨
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https://youtu.be/gLBOobJueCg
https://youtu.be/RwX_ylUhgws
https://youtu.be/HQwJv1rbXkU


令和3年3月

１　学校給食費等の徴収に関する公会計化の推進を図ることについて
（１）学校給食費等の徴収に関する公会計化をどう考えているのか。
（２）教員の負担軽減をどう考えているのか。

２　学校給食検討委員会の報告をいかに実現するのか。
（１）学校給食検討委員会の報告をいかに実現するのか。
（２）（仮称）南西中学校に給食調理場を建設すべきではないか。

令和2年12月

１　命の選別を安易にしない社会に。
（１）市内にある人工呼吸器の数は十分か。
（２）「いのちの教育」の状況は。
（３）医療崩壊を起こさないための準備と取組を。

２　新型コロナウイルス感染拡大による雇用状況の変化への対応について
（１）本市の雇用状況はどのようになっているのか。
（２）本市の対策はどのようになっているのか。
（３）新卒者の雇用状況はどのようになっているのか。
（４）ひとり親家庭への支援をどう考えているのか。

令和2年9月

１　食育と学校給食について
（１）小学生の朝食欠食率について
（２）食文化の伝承についての取組を行うべきではないか。
（３）児童生徒と保護者の食育を学校で行うべきではないか。

２　米沢市まちづくり総合計画後期基本計画（素案）における学校給食の在り方に
　ついて
（１）学校給食の安全性確保とは何か。
（２）食の教育（地産地消の推進等）の充実とは何か。
（３）効果的かつ効率的な学校給食実施体制の構築とは何か。
（４）学校給食検討委員会での検討と後期基本計画の関係についてどう考えている
　　のか。

令和2年6月

１　労働者の雇用対策について
（１）本市の状況はどのようになっているのか。
（２）本市の対策はどのようになっているのか。
（３）相談窓口はどのようになっているのか。

２　就職氷河期世代への対策はどのようになっているのか。
（１）本市の取組はどのようになっているのか。
（２）本市の民間企業に対する支援はあるのか。
（３）非正規労働者への支援策はどのようになっているのか。

令和2年3月

令和元年台風第19号の教訓は何か。
（１）初めての大規模避難所開設でのさまざまな問題点は何か。
（２）対策本部での情報の収集や伝達、各所との情報の共有はできたのか。
（３）自主防災組織の体制は機能したのか。また、現行のマニュアルのままでよい
　　のか。
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https://youtu.be/dc_lSv1BIJ8
https://youtu.be/7YYQbqMYJog
https://youtu.be/i2_0wY80beo
https://youtu.be/AUrpupqWNtc
https://youtu.be/bXelaZWg_6g


令和元年12月

１　第２期米沢市子ども読書活動推進計画について
（１）第１期計画の成果と課題は何か。
（２）第２期計画の重点施策は何か。
（３）家庭における読書活動への具体的な支援策は何か。

２　米沢市スポーツ推進計画について
（１）前期５年間で達成できたことは何か。
（２）前期５年間で達成できなかったことは何か。
（３）後期５年間で総合的かつ計画的に取り組む施策は何か。

令和元年9月

１　インクルーシブ教育の取り組みについて
（１）インクルーシブ教育の考え方について、どう認識しているのか。
（２）本市のインクルーシブ教育の取り組みは、どのような状況か。
（３）学校の設備や教育体制の整備は、どのような状況か。

２　大人のひきこもり対策について
（１）孤立無業者の実態を把握しているのか。
（２）対策をどのように考えているのか。

令和元年6月

１　電力の地産地消を図ることについて

２　会計年度任用職員制度の導入について
（１）制度導入に向けたスケジュールをどう考えているのか。
（２）職員団体等との協議は、どのようになっているのか。
（３）現在の嘱託職員・臨時職員の配置を見直すべきではないか。
（４）会計年度任用職員の処遇は、どうなるのか。

平成30年12月

保育所保育指針への対応について
（１）公立保育園の保育計画について
（２）乳児・１歳以上３歳未満児の保育の充実について
（３）公立保育園における幼児教育について
（４）公立保育園における子育て支援について
（５）公立保育園における食育について
（６）保育士の専門性の向上の取り組みについて
（７）これからの公立保育園のあり方について

平成30年9月

１　障がい者雇用について
（１）本市において法定雇用率は守られているのか。
（２）本市の法定雇用は長期にわたって守られるのか。
（３）庁内に就労ワークステーションを開設すべきではないか。
（４）障がい者就労支援ネットワークを構築すべきではないか。

２　我妻榮記念館の活用について
（１）本市は記念館をどのように考えているのか。
（２）記念館の現状をどう考えているのか。
（３）本市は記念館の活用をどう考えているのか。
（４）我妻先生の業績をどう後世に伝えていくのか。
（５）将来構想をどう考えているのか。
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https://youtu.be/OF-7Ibnntlc
https://youtu.be/Wm1GoiG3lY0
https://youtu.be/_mN2IGS2e8o
https://youtu.be/3XROq5iEgmU
https://youtu.be/js3gtT4oFKA


平成30年6月

１　新エネルギー利用の推進について
（１）米沢市地域新エネルギービジョンの進展状況は。
（２）市民、事業者、行政が連携した取り組みはできたのか。
（３）本市は、新エネルギー導入をどのように考えているのか。
（４）計画の改定をどう考えているのか。

２　米沢市雪対策総合計画について
（１）計画の目的は何か。
（２）この計画で行おうとする新たな施策は何か。
（３）高齢者・障がい者支援の充実を実現するには。
（４）利雪をどう実現するのか。

平成29年12月

１　公共交通網の整備について
（１）本市の公共交通をどのように考えているのか。
（２）北西方面の路線について
（３）10人乗りワゴン車の活用について
（４）冬場の通学手段の確保について
（５）公共交通網の充実について

２　手話言語条例について
（１）障がい者差別解消の取り組みについて
（２）山形県手話言語条例への対応について
（３）聴覚障がい者の相談業務について
（４）手話通訳者・通訳士の確保について
（５）条例制定への取り組みについて

平成29年9月

１　豪雨災害対策について
（１）ゲリラ豪雨への対応について
（２）市街地の冠水危険地帯の把握と周知について
（３）避難情報などの周知について
（４）避難所の設置と運営について
（５）各種団体との災害時相互応援協定について

２　職員適正化計画について
（１）計画の進捗状況について
（２）業務量に見合った人員配置について
（３）時間外勤務や公務災害の状況について
（４）資格の必要な嘱託職員について

平成29年6月

１　学校教育における食育の推進について
（１）地元食材の活用について
（２）小中学校の連携について
（３）「子ども食育マスター育成事業」について
（４）食育の統一教材について

２　学校給食の現状と課題について
（１）学校給食の地場産農産物の使用割合について
（２）学校給食の調理の現状について
（３）食物アレルギーの対応について
（４）統合中学校での学校給食について
（５）学校給食をどう位置づけるのか。
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https://youtu.be/9ESlZc6K5Pg?list=PLmwe2yUjiIKULiBsLmMRKRC4ggXkvO-73
https://youtu.be/OBWzA_oCulQ?list=PLmwe2yUjiIKULiBsLmMRKRC4ggXkvO-73
https://youtu.be/uziyEDCjX3A?list=PLmwe2yUjiIKULiBsLmMRKRC4ggXkvO-73
https://youtu.be/vj30-EzIpSA?list=PLmwe2yUjiIKULiBsLmMRKRC4ggXkvO-73


平成27年3月

生活困窮者並びに生活保護自立支援事業について
（１）本市の生活困窮者自立支援事業の内容について
（２）第三者を含めた検討について
（３）ケースワークからマネジメントの支援への取り組みについて
（４）中間的就労から自立への取り組みについて
（５）子供の学習支援から居場所づくりについて

平成26年12月

１　日本一の学校給食を目指して
（１）本市の学校給食の位置づけは
（２）学校給食における地産地消の現状と今後の見通しについて
（３）学校給食による食育について
（４）手作りにこだわった給食の提供を
（５）調理師の食教育への活用について
（６）東日本トップレベルから日本一の学校給食へ

２　臨時・嘱託職員の待遇、安定雇用について
（１）臨時・嘱託職員の配置状況と業務について
（２）現在の臨時・嘱託職員の業務に経験は必要なのかどうか。
（３）雇用上限の廃止について

平成26年9月

１　移住・定住促進事業の充実について
（１）ホームページの充実について
（２）移住体験住宅の設置について
（３）移住者への住宅支援の充実について
（４）移住・定住促進事業について

２　指定管理者制度について
（１）総務省自治行政局長通達について
（２）指定管理者制度の運用について

平成26年6月

１　認知症対策について
（１）本市の認知症対策について
（２）認知症の早期発見の施策について
（３）認知症サポーターの現状と課題について
（４）ネットワークの構築について

２　米沢市障がい者計画及び米沢市障がい者福祉計画について
（１）現在の二つの計画の達成度は。
（２）身体障害者福祉協会との連携について
（３）身体障害者相談員の活用について

平成26年3月

小児生活習慣病予防について
（１）小学生、中学生の生活習慣病の現状は。
（２）小学生、中学生の生活習慣病の予防対策は。
（３）小児生活習慣病予防健診の実施について
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平成25年12月

１　読書活動推進計画の策定について
（１）検討会の進捗状況は。
（２）計画策定がおくれた原因は。
（３）計画策定のめどは。

２　奨学金・育英基金制度について
（１）本市における奨学金・育英基金制度の現状について
（２）高校生への米沢市奨学育英事業補助金のその後
（３）市が主体となった制度の創設を。

３　業務継続計画の策定について
（１）業務継続計画策定の進捗状況は。
（２）計画策定のめどは。

平成25年9月

１　貧困の連鎖を断ち切る施策について
（１）子供の貧困率の認識について
（２）貧困家庭の就学や学資の援助及び学習支援等の教育支援について
（３）福祉と教育の連携した取り組みについて
（４）学校、行政、地域社会の連携した取り組みについて

２　みなし寡婦控除の導入について
（１）非婚のひとり親の認識と現状について
（２）みなし寡婦控除の導入について

平成25年6月

１　ケアラーを支える制度について
（１）ケアラーへの認識について
（２）本市の現状について
（３）ケアラーを支える制度について
（４）ケアラー手帳の作成について

２　公契約条例の制定について
（１）目的をどう捉えているか。
（２）先進市の条例について
（３）本市のワーキングプア対策について
（４）本市の取り組みについて

平成25年3月

就労支援の取り組みについて
（１）若者の就労支援について
（２）若年者の早期離職対策について
（３）中高年の就労支援について
（４）孤立無業者対策について

平成24年12月

１　公契約条例について
（１）公契約の本来の姿は。
（２）公契約条例の目的と意義について
（３）他自治体の状況について
（４）公契約条例の制定について

２　セルフネグレクトへの対応について
（１）本市の状況について
（２）高齢者虐待対応マニュアルでの対応は。
（３）現在の対応策について
（４）今後の方向性について
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平成24年9月

１　学校給食を基軸にした食育・地産地消の推進について
（１）小中学校での食育の現状は
（２）学校給食における地産地消の現状は
（３）学校給食による食育の取組について
（４）学校給食による地産地消の取組について
（５）調理師による食育について
（６）中学校給食の検証について
（７）学校給食をどう位置づけるのか。

平成24年6月

１　スポーツ推進計画について
（１）スポーツ基本法の認識について
（２）スポーツ推進計画の策定について
（３）施設の管理・運営について
（４）スポーツツーリズムの考えについて

２　業務継続計画について
（１）業務継続計画策定の状況は。
（２）計画策定の目途は。

平成24年3月

米沢を生かした新エネルギーの取り組み
（１）米沢の山を生かしたエネルギー
（２）米沢の水を生かしたエネルギー
（３）新たな産業創出に向けた取り組み

平成23年12月

１　広域消防について
（１）広域化に向けた進捗状況について
（２）組織体制について
（３）職員の配置について
（４）消防団との連携について
（５）市民への説明について

２　幼児教育について
（１）幼児教育の重要性について
（２）幼児教育に関する計画について
（３）情報の共有化について
（４）特別支援教育について

平成23年9月

１　まちづくりセンターの創設について
（１）市民交流やＮＰＯなどの市民活動の支援について
（２）まちづくりプランナー創出事業について
（３）本市のまちづくりの拠点について

２　社会体育の充実に向けた取組について
（１）競技力の向上策について
（２）ニュースポーツの普及と定着について
（３）総合型地域スポーツクラブの現状と課題について
（４）計画的な施設整備について
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平成23年6月

１　新エネルギー（再生可能エネルギー）の導入について
（１）公共施設への新エネルギー導入について
（２）スマートコミュニティの整備について

２　情報の伝達方法について
（１）市民への情報伝達の現状について
（２）緊急時の情報伝達について
（３）新たなシステムの構築について

３　業務継続計画について
（１）業務継続計画に対する認識について
（２）計画策定について
（３）危険分散の考えは。
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