
令和3年3月
コロナ禍でも妊産婦に寄り添った支援を。
（１）育児等支援サービス事業の実施について
（２）オンラインによる保健指導の実施について

令和2年12月

避難所となる学校施設の防災機能強化の取組について
（１）防災機能整備の基本的な考え方と地域における学校施設の役割について
（２）学校施設利用計画の策定について
（３）避難所として必要な機能の確保と整備について
（４）学校施設を利用した避難所の円滑な運営方法について
（５）被災後における学校教育活動の早期再開に向けて
（６）学校や地域における防災教育の取組について
（７）避難所としての利用を考慮した学校施設新設時の設計・計画について

令和2年9月

複合災害に備えた新たな防災対策の推進について
（１）市民の災害リスク情報把握の促進について
（２）避難所等における新型コロナウイルス感染症対策について
（３）避難所の見直しについて
（４）要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の義務化につい
　　て
（５）コミュニティセンター及び教育施設における避難所運営について
（６）米沢市地域防災計画の改訂について

令和2年6月

１　介護サービス事業における新型コロナウイルス感染症の対応と支援について
（１）介護サービス事業所等への対応について
（２）介護サービス事業所等への支援について

２　読解力向上への取組について
（１）ＰＩＳＡ調査の「読解力」の結果分析について
（２）読解力向上への具体的な取組について
（３）読解力向上と読書活動の関係について

令和2年3月

2020年度の小学校プログラミング教育必修化に向けた本市の取り組みについて
（１）プログラミング教育を通して、どんな子供たちを育てたいのか。
（２）プログラミング教育の「人・もの・こと」の準備状況について
（３）課題とその解決に向けた今後の取り組みについて

齋　藤　千惠子　議員　一般質問要旨
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https://youtu.be/RMAL-DokpbU
https://youtu.be/p7T_-xMnXvo
https://youtu.be/KM7-UJKPOjc
https://youtu.be/Z82X5cL-gks
https://youtu.be/lBCITCdfhcA


令和元年12月

１　健康寿命を延ばす鍵、口腔機能の維持向上について
（１）「フレイル」、「オーラルフレイル」の認識について
（２）「オーラルフレイル」の対策とそのチェックについて
（３）「オーラルフレイル」予防事業について
（４）「フレイル予防で健康長寿のまちづくり」について

２　学校教職員のメンタルヘルス支援体制の構築について
（１）本市における教職員のメンタルヘルス対策の取り組みについて
（２）小中学校における産業医配置の予定について
（３）市・教育委員会・医師会との連携協定について

令和元年9月

１　投票率向上への取り組みについて
（１）本市における投票行動の現状分析について
（２）期日前投票所の設置による投票率への効果について
（３）投票率向上への啓発活動について
（４）学校における主権者教育について
（５）高齢者・障がい者等の投票環境の向上について
（６）「インターネット投票」のメリットの認識について

２　子ども・子育て支援の推進について
（１）「米沢市子ども・子育て支援事業計画」について
（２）子どもをめぐる社会環境の変化について
（３）「子ども・子育て総合支援推進条例」制定に向けて

平成31年3月

児童虐待防止のための本市の取り組みについて
（１）「子育て世代包括支援センター」の役割強化について
（２）妊娠期からの支援等、母子保健分野の取り組みについて
（３）児童虐待防止のための学校・教育委員会の対応について

平成30年12月

１　防災・減災について
（１）自助・共助の強化について
（２）市民の防災行動について
（３）福祉避難所について～避難行動要支援者の避難～
（４）学校における防災教育について

２　ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）の新設について
（１）ＮＩＣＵの必要な新生児の現状と課題について
（２）今後の体制について

平成30年6月

学校教育における法教育の充実について
（１）法教育の経緯について
（２）法教育の現状と当面の課題について
（３）法教育の充実に向けた展開について

平成30年3月
子育てを支える環境の整備について
（１）三世代同居の推進について
（２）「祖父母の育休制度」の推進について
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https://youtu.be/V9UQgL6EY54
https://youtu.be/D_p3NyMX5rw
https://youtu.be/oT8AMGbIR-Y
https://youtu.be/sI_diQjSozM?list=PLmwe2yUjiIKULiBsLmMRKRC4ggXkvO-73
https://youtu.be/VrmN_--gFAo?list=PLmwe2yUjiIKULiBsLmMRKRC4ggXkvO-73
https://youtu.be/MJbSeHlM6-s?list=PLmwe2yUjiIKULiBsLmMRKRC4ggXkvO-73


平成29年12月

１　ＩＣＴ活用による市民サービスの向上について
（１）認知症見守りネットワークの構築について
（２）子育てポータルサイトの開設について
（３）市民参加型の除排雪支援システムについて

２　温泉資源を活用した健康づくりについて

平成29年9月

１　廃食用油からのバイオディーゼル燃料化事業の取り組みについて
（１）廃食用油からのバイオディーゼル燃料化事業の重要性について
（２）第３期米沢市ごみ処理基本計画のごみ減量目標について
（３）家庭系廃食用油回収システム等の仕組みづくりについて
（４）本市の現状と課題について

２　子どもを預ける際の情報提供について
（１）子ども・子育て支援新制度導入後のこども課の窓口について
（２）各家庭の状況に合わせた施設や事業の紹介について
（３）「よねざわ子育てハンドブック」の活用と「子育てコンシェルジュ」の配置
　　について

平成29年6月

地域包括ケアシステムの構築について
（１）認知症施策推進５か年計画について
（２）認知症への理解を深めるための普及・啓発について
（３）医療と介護の連携とその推進について
（４）認知症の方の介護者に対する支援強化について
（５）認知症カフェの設置推進について
（６）「高齢者見守り事業」の拡充について
（７）今後の福祉社会のあり方について

平成29年3月

斜平山一帯の利活用・整備について
（１）斜平山一帯の利活用について
　　①斜平山の自然・動植物について
　　②「宝の山」としての認識について
　　③「健康の山」としての取り組みについて
　　④環境学習の推進について
（２）観光基盤の整備について
　　①自然・歴史の保存について
　　②「公共サインガイドライン」の整備について

平成28年12月

持続可能な資源循環型社会の形成について
（１）廃食用油の新エネルギーとしての活用について
　　①資源循環型社会を目指した、高品質の廃食用油燃料利用の取り組みについて
　　②「街の油田」を広げる取り組みについて
　　③本市における再生可能エネルギーとしての廃食用油の事業化推進について

（２）食品ロス削減推進について
　　①本市における食品ロスの現状に対する認識について
　　②本市における食品ロス削減に向けた取り組みについて
　　③３０１０運動の推進について
　　④フードバンク制度・ドギーバッグ利用啓発に対する本市の取り組みについて
　　⑤市民への意識啓発について
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https://youtu.be/8_hjxRcvouU?list=PLmwe2yUjiIKULiBsLmMRKRC4ggXkvO-73
https://youtu.be/v_QgnFfJkAs?list=PLmwe2yUjiIKULiBsLmMRKRC4ggXkvO-73
https://youtu.be/95bQ-XbgfYo
https://youtu.be/4HvYybEEpxw?list=PLmwe2yUjiIKULiBsLmMRKRC4ggXkvO-73
https://youtu.be/dY5Iqosn-U8?list=PLmwe2yUjiIKULiBsLmMRKRC4ggXkvO-73


平成28年9月

農福連携の推進について
（１）農業と福祉の連携の必要性について
（２）本市における現状と課題について
（３）農福連携の推進力となりうる植物工場について
（４）本市行政組織での横断的な連携について

平成28年3月

運転免許証を自主返納しやすい環境づくりの推進について
（１）本市における返納支援制度の現状について
（２）高齢者の交通事故防止について
（３）第１０次米沢市交通安全計画の策定について
（４）公共交通の充実について
（５）高齢者運転免許自主返納サポート協議会の設置について

平成27年9月

１　屋内児童遊戯施設について
（１）本市の屋内遊戯施設の現状について
（２）県内の屋内遊戯施設の現状について
（３）コンセプトについて
（４）今後の予定について

２　児童虐待の現状と対策について
（１）児童虐待の現状について
（２）行政としての児童虐待防止のための役割と取り組みについて
（３）社会的養護の現状について
（４）「親子カルテ」と「アセスメントシート」の活用について
（５）児童相談所全国共通ダイヤル３桁化の広報について

平成27年6月

１　冬期間も、誰もが安心して暮らせる米沢市をめざして
（１）市としての持続的な雪処理体制について
　　①除雪管理システム導入の提案について
　　②お堀の利用について
　　③雪捨て場の確保について
　　④高齢者や障がい者世帯の除雪支援について
（２）市民との協働による雪対策の取り組みについて
　　①町内会員相互の助け合いによる支援作りについて
　　②除雪ボランティア活動の推進について

２　クラウドファンディングによる地域活性化について
（１）「ふるさと納税」の今後について
（２）クラウドファンディングによる資金調達について

平成27年3月

本市における子ども・子育て支援事業について
（１）婚活・出産・子育てまでの切れ目のない支援について
（２）一時預かり事業について
（３）５歳児健診の実現に向けて
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https://youtu.be/oda3TEF-6PU?list=PLmwe2yUjiIKULiBsLmMRKRC4ggXkvO-73


平成26年12月

１　想定外の豪雨災害から命を守る方策について
（１）近年の本市の水害から学ぶことは。
（２）全国各地の豪雨災害の教訓から学ぶことは。
（３）大規模水害の発生を前提とした対応力の強化について
　　　　自助・共助・公助

２　社会教育事業のあり方について
（１）社会教育における評価のあり方について
（２）コミュニティセンター事業費の予算削減の方向性について

３　「機関車トーマス米坂線を走る」提案について
（１）期間限定イベントの目的について
　　　　集客・話題性・観光活性化の効果
（２）事業計画について

平成26年9月

子育てにやさしい米沢・子育てしやすい米沢を目指す政策について
（１）子育て家庭への経済的支援の充実について
　　①保育料負担軽減について
　　②医療費給付事業について
　　③予防接種費用助成について
（２）母と子の健康づくり支援について
　　①特定不妊治療費助成について
　　②母と子の歯の健康事業について
（３）子育て支援の充実について
　　①屋外・屋内の子供の遊び場の充実について
　　②公園遊具の充実について
　　③地域子育て応援サポート事業について
（４）仕事と生活の調和の実現に向けての支援について
　　①産休・育休明けの入所予約制度について
　　②仕事と家庭の両立支援に取り組む企業のＰＲについて

平成26年6月 道徳教育の重要性と課題について

平成26年3月

「米沢で安心して子育てを」定住支援策について
（１）三世代ファミリー定住支援事業について
　　①三世代住宅助成事業について
　　②三世代同居世帯への補助について
（２）空き家活用による住宅支援について

平成25年12月

社会教育の活性化について
（１）地域づくりの拠点としてのコミュニティセンターの活性化について
（２）行政の役割について
（３）学校教育と社会教育の連携について
（４）社会関係資本の活用による地域の活性化について
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平成25年9月

１　防災拠点としての学校の役割について
（１）避難所としての小中学校の現状と課題について
（２）学校の防災機能強化について
（３）学校避難所運営マニュアルの作成について
（４）市民の防災意識の向上に向けての取り組みについて
　
２　社会体育の充実を図る取り組みについて
（１）生涯スポーツの普及と定着についての本市の施策について
（２）米沢市スポーツ推進計画策定について
（３）社会体育施設の整備について
（４）米沢市体育協会の法人化について
（５）スポーツ推進委員と社会体育指導体制の確立について

平成25年6月
定住化につなげるまちづくりについて
（１）本市における地域公共交通のあるべき姿について
（２）流雪溝の整備の推進について

平成25年3月 電柱、電線の地中化の推進について

平成24年12月

１　本市の都市公園及び緑地のあり方について
（１）都市公園及び緑地の現状について
（２）本市の取り組みについて
（３）誰もが安心で安全に暮らせるまちづくりのための都市公園及び緑地のあり方
　　について

２　自転車を活用したまちづくりについて
（１）本市における自転車利用の現状について
（２）自転車利用のための教育について
（３）自転車利用に関する施策について
（４）自転車を活用したまちづくりの方向性について

平成24年9月

１　総合的な子育て支援について
（１）待機児童解消への対策について
（２）幼児教育の充実について
（３）家庭での子育て支援について
（４）ファミリーサポートセンターへの支援について
（５）学童保育所の充実について
（６）地域における子育て支援について
（７）子育て世代にも優しいまちづくりについて

２　おしょうしなハーフマラソンについて
（１）おしょうしなハーフマラソンの現状について
（２）全国の市民マラソンの実践例について
（３）市民マラソンの経済的効果について
（４）今後のおしょうしなハーフマラソンの展望について

平成24年6月

生涯学習のまちづくりについて
（１）生涯学習の必要性について
（２）本市の生涯学習について
（３）課題と評価について
（４）生涯学習宣言都市を目指して
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平成24年3月
子育てしやすいまち・米沢市を目指して
（１）米沢市次世代育成支援計画
（２）「次世代育成支援対策推進法」に基づいて

平成23年12月

１　廃食用油燃料化促進の提案
（１）廃食用油燃料化の概要。
（２）地球温暖化対策の取組について
（３）効果と課題
（４）使用事例
（５）本市としての取組は。

２　生徒の学習到達度調査２００９から得た課題の活用について
（１）生徒の学習到達度調査の概要
（２）２００９年調査の結果の概要
　　①読解力の結果と課題
　　②数学的リテラシーの結果と課題
　　③科学的リテラシーの結果と課題
　　④日本におけるＰＩＳＡ調査の結果の推移について
　　⑤現状の課題を踏まえ、本市教育委員会としての取組は。

平成23年9月

１　学校給食と食農教育について
（１）学校における食農教育の実態について
（２）改正学校給食法への対応について
（３）学校給食における地産地消の取組について
（４）生活習慣実態調査結果について
（５）学校給食の残菜処理について
（６）学校給食費未納問題について
（７）「お弁当の日」の提案・推進について

２　議場での、米沢市市民憲章朗唱について
（１）米沢市市民憲章制定に至る経過について
（２）市民憲章運動推進全国大会米沢大会の意義について
（３）議場での市民憲章全員朗唱に向けて

平成23年6月 緊急時における本市の防災対策について
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