四期目発言
四期目委員会・市長質疑（平成21年3月議会）

四期目一般質問（平成21年3月議会）
教育・子育て支援日本一のまちづくりの実現にむけて
・「子どもの未来をひらく教育改革会議」について
・市民が教育や子育て支援にかかわっていただける人材を募集し
登録制度の創設について、また分野ごとの市民会議の立ち上げにつ
いて
・中学校完全給食の導入について
・校庭の芝生化の推進につて
・5歳児検診の導入について
健康診査のさらなる受診率向上に向けての取り組みについて
・他県で実施されてる中小企業をモデルに、１次検診費を全額負担
する支援事業などについて
・検診率の低い年少児を持つ母親を対象に、検診の指定日予約制
で保育士が子どもの世話をする「ママ検診」について
本市の水道行政と危機管理体制について
・このような事態が今後できるだけ起こらないようにするための予防
について（若松区での漏水事故） ※今後の老朽管の更新計画など
の見直し
・万が一事故や災害が起こった場合の情報提供のあり方について
※広報の仕方と他局との連携、病院などへの連絡体制
・緊急時の給水体制について
※給水箇所数、給水場所のあり方、高齢者や弱者対策、給水タン
クの台数や給水袋の配布の仕方や数など計画の見直し、商店街や
・危機管理のあり方
若松区の公共交通の利便性向上について

・スギ花粉の少ないスギへの植え替えについて（産業経済局）
・農にふれあう場の調査検討状況（産業経済局）
・学術研究都市の図書館の利用について（産業経済局）
・若松海岸 いか・たこロードについて（産業経済局）
・商店街などで閉店するお店と新規開業を希望する方とを調整する
機能を（産業経済局）
・雇用保険に入ってない方の就職支援について（特に中年以降の方
の職業訓練について）（産業経済局）
・学校給食の指導についてと食育検定について（教育委員会）
・３５人以下学級の６年生での取り組みについて（教育委員会）
・保健室登校について（教育委員会）
・キャリア教育について（教育委員会）
・わかりやすい家庭教育資料の作成について（教育委員会）
・新響灘大橋の国への要望について（港湾局）
・若松南海岸通りの証明について（イベントや楽器の練習の際に明
るくできるように）（港湾局）
・フェリーの高速料金値下げの影響についてと国に対する働きかけ
について（港湾局）
・断水の際の赤水などのお知らせにつて （水道局）

・若松区の交通結節点について市の考え方
他
・観光地でもある高塔山への公共交通ノアクセスについて
市立若松病院問題について

四期目一般質問（平成21年9月議会）

四期目委員会・市長質疑（平成21年9月議会）
若松中心市街地のイメージアップと活性化について(市長質疑）
・学校給食のご飯の量の調整についてと、残食率の多い食パン
（生）をかえることについて（教育員会）
・学校の洋式トイレの数を増やしては？（今どきの子どもは和式より
洋式が・・・）（教育員会）
・中央図書館の閉鎖したままのレストランと駐車場につて（教育員
会）
・早寝早起き朝ごはん運動の成果と今後の取り組み（教育員会）
・幼稚園も含めて待機児童対策について（教育員会）
・リストカットの状況について

（教育員会）

他

・井戸・湧水の衛生対策・浄水設備・水質検査などの補助について
（水道局）
・基本水量を廃止することについて（水道局）
・未利用地の活用について（水道局） 他
・雇用について（産業経済局）
・本市の観光客増加策につて（産業経済局）
中央卸売市場の改善について（産業経済局）
・農地を守るための開発規制について（産業経済局）

他

・漂流ゴミについて（市民からの問い合わせ窓口の一本化と連絡先
看板設置について）（港湾空港局）
・若松区響灘地区公園緑地の整備について芝生グラウンドを（港湾
空港局）
・北九州港ポートセールスの費用と効果について（港湾空港局）
・若松南海岸通りのイルミネーションについて（港湾空港局）

他

四期目一般質問（平成21年12月議会）

四期目委員会・市長質疑（平成21年12月議会）

市の貸施設（市民会館や体育館他）の料金制度の見直しについて
子育て支援について
1、保育所の実質的な待機児童問題について（家庭保育制度と幼稚
園の預かり保育の活用）
2、育児休業明けの入所に関する通知を早めることについて
3、学童保育の長期休暇などの始まり時間を早めることについて
4、青少年の自立支援と飛行防止について
◌児童相談所や少年サポートチームや北九州サポートセンターの機
能強化、連携強化について
◌里親の普及事業の促進や、家庭化、グループホーム化を進めたり、
若松区のまちづくりについて
1、響灘・鳥がさえずる緑の回廊創生事業について
2、響灘グランド（仮称）に合宿施設を併設することについて
3、火野葦平没後50年事業について市の考え方とＰＲについて
市立若松病院の問題について
特別支援学級の先生の配置を厚くすることと、手伝いに入る先生方
への特別支援教育に関する研修について
障がいのある児童生徒の学校教育以外の活動支援について
市民の生活習慣の向上と健康づくりについて
環境科学研究所の今後について（要望）
市議会議員年金について

四期目一般質問（平成22年3月議会）

四期目委員会・市長質疑（平成22年3月議会）
1、不登校対策について（教育委員会）
2、子ども睡眠状況について（教育委員会）
3、学校給食の使用済み油について（教育委員会）
4、学校崩壊を改善できるなど力量のある教師に学ぶことについて
（教育委員会）
1、中央卸売場の充実について（産業経済局）
2、観光客誘致について（産業経済局）
・フォトギャラリーについて（産業経済局）
・中国からの産業観光について（産業経済局）
3、若戸渡船について（産業経済局）
1、南海岸ボートデッキの拡充について（港湾空港局）
2、中国からの産業観光チャーター便について（港湾空港局）
3、日韓フェリーについて（港湾空港局）
1、水ビジネスについて（本市における国際水ビジネスの可能性につ
いて（水道局）
生活習慣改善の効果的な取り組みについて（市長質疑）

四期目一般質問（平成22年6月議会）

四期目委員会・市長質疑（平成22年6月議会）

1、本市の成長戦略と政府の関係について
・総合特区について
・医療観光について
・水ビジネスについて
・北九州市と政府との関係について
2、子育て教育日本一のまちづくりについて
・不登校対策について（不登校児童生徒療育キャンプの通年化）
・玄海青年の家など本市の少年施設の今後の改築計画について
・読書活動の推進について（◌学校図書職員配置の取り組み状況に
ついて ◌子ども司書について
◌学校図書館のデーターベース化について）
3、自転車の利用しやすいまちづくりについて
・コミュニティサイクル事業について
・３人乗り自転車の貸し出し・助成制度について
・洞海湾一周自転車歩道の整備について
4、若松のまちづくり
・高塔山公園への道路の拡幅と安心して登れる歩道の整備につい
て
・若松野交通の結節点づくりについて（葦平通りについても要望）
・市立若松病院の問題について

四期目一般質問（平成22年9月議会）

四期目委員会・市長質疑（平成22年9月議会）
1、学校での自然体験、宿泊体験について（教育委員会）
2、校庭の芝生化について（教育委員会）
3、クーラー他教室の暑さ対策について（教育委員会）
4、小1プロブレム対策について（教育委員会）
5、小規模校の先生の加配について（教育委員会）
6、特別支援教室について（通級教室の充実について）（教育委員会）
7、水の事故防止の指導について（教育委員会）
1、北九州大学のブランド力向上とインターンシップの充実（産業経済
局）
2、商店街まちなかキャンパスの提案について（産業経済局）
3、北九州ブランドの候か的発信について（産業経済局）
4、本市の経済戦略と留学生の受け入れについて（産業経済局）
5、本市のコンベンションの開催状況と今後の拡大につて（産業経済
局）
6、温泉入湯税の活用を（産業経済局）
7、漁業振興について（産業経済局）
1、北九州空港を利用した航空貨物の今後について（港湾空港局）
2、ベトナムへのチャーター便（ビジネス交流を含めた）就航の可能に
ついて（港湾空港局）
3、響灘地区風力発電産業の集積について（港湾空港局）
4、港湾局所有の安全な土地をスポーツの練習場として貸し出すこと
について（港湾空港局）
1、上下水道局の新設いついて(市長質疑でも取り上げた）（水道局）
2、海外水ビジネスの迅速な取り組みトリスク軽減について（水道局）
3、漏水防止いついて（水道局）
4、クールミストの普及とグリーンパークへの設置について（水道局）
5、遠賀川の水質向上のために流域活動支援を

四期目一般質問（平成23年3月議会）
1、子どもは「宝」確かな育ちを支える未来戦略につて
・特別支援教育の充実について

四期目委員会・市長質疑（平成23年3月議会）
新若戸道路の供用開始時期について（環境建設）
玄海遊歩道などの整備について（環境建設）

・子どもの体力向上について
・一日保育士体験について
・子育て検定について
2、環境モデル都市の実現に向けて
・車の省エネ整備について
・自転車を利用しやすまちづくりについて
3、若松のまちづくりについて
・若松区中心市街地の活性化策について
・若戸大橋に通行料無料化について
・若戸大橋50周年と新若戸道路の完成記念事業について
・軍艦防波堤を後世に遺し活かすことについて
4、本市の情報発信力の強化について
5、到津の森公園の更なる魅力アップについて（ｉｐａｄの活用）
6、若い世代の歯科検診について
7、外資による土地や水資源の取得について本市の考え方

四期目一般質問（平成23年9月議会）
1、平成22年度決算全般について（決算質疑）
・特色及びこの決算を踏まえた今後の財産運営についての見解と
一期目の4年間を
振りかえって、マニフェスト事業の総括について（決算質疑）
2、防災対策について（決算質疑）
・昨年度の防災教育に関する取り組みと更なる防災教育の取り組
みについて
（決算質疑）
・地域防災計画の見直しについて（決算質疑）
・学校の耐震化と学校施設全般のバリアフリー化について（決算質
疑）
・本市のエネルギー政策について（決算質疑）
3、まちなか居住対策について （決算質疑）
・まちなかの空家対策や、コレクティブハウスの取り組み他今後のま
ちなかの住宅
政策について（決算質疑）
4、ＰＣＢ適正処理について（決算質疑）
・昨年度の取り組み状況と多く残っている県処分の処理の促進につ
いて（決算質疑）
5、海外水ビジネスについて（決算質疑）
・これまで受注したカンボジア以外の国も含め、昨年度の水ビジネ
スの取り組み状況
と取り組む中での課題、また今後の方向性について（決算質疑）
6、北九州スマートコミュニティ創造事業について（決算質疑）
・昨年度の取り組みと進捗状況、スマートメーターの普及について
（決算質疑）
・市民へのわかりやすい広報について（決算質疑）
7、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）グリーンシティプログラム推進事業に
ついて（決算質疑）
・ＯＥＣＤのモデル都市に選定された意義と本市が選定された要因
について（決算質疑）
・モデル都市として、今後ノプログラムの進め方と本市の対応につ
いて（決算質疑）
・市民へのＰＲ，情報発信について（決算質疑）
・若松エコタウンのウェルカムゲートの設置（委員会で環境整備も要
望）（決算質疑）

四期目委員会・市長質疑（平成23年9月議会）

四期目一般質問（平成23年12月議会）

四期目委員会・市長質疑（平成23年12月議会）
・若戸大橋50周年記念事業として、若戸大橋をコースとしたマラソン・
ウォーキングなどの市民大会を開催すること（市長質疑）
・江川校区と花房校区に市民センターを設置すること（市長質疑）
・藤木地区周辺の住環境整備を行うこと（市長質疑）

四期目一般質問（平成24年3月議会）

・新若戸トンネルの第二期工事を早期実現し、交通渋滞の解消を図
るとともに浜町地区の自動車騒音を解消すること（市長質疑）
・若戸大橋の通行料金の無料化については、大きな視点での政策
的、政治的判断により一日でも早く若松区市民の負担軽減を図るこ
と。（市長質疑）
若松駅周辺と、二島駅周辺の交通の結節点づくりを図ること。（市長
質疑）
ＪＲ筑豊本線の電化と、洞海湾横断鉄道の実現を図ること（市長質
疑）
若松東地区のまちづくりについては、定住促進の為の住環境整備を
図り、中心市街地の活性化を図ること（市長質疑）
高齢者や弱者の足を確保するため、高台や交通不便地域のお出か
け交通取り組みを図ること（市長質疑）
軍艦防波堤については、平和の大切さ、歴史資料、観光、映画の舞
台等など、価値を再現確認し、街づくりに生かしながら、腐食から守り
後世に残すこと（市長質疑）

四期目委員会・市長質疑（平成24年3月議会）

1、公共施設マネジーメント方針について
2、借金時計について
3、水ビジネスと上下水道局の新設につて
4、環境未来都市とグリーンアジア国際戦略特区について
5、フィルムコミッションの体制強化と観光行政の推進について
6、健康づくりと介護予防について
7、老朽化したひまわり学園など障害者施設の建て替えについて
8、若松区まちづくりについて(交通不便地域のおでかけ交通につい
て）

四期目一般質問（平成24年9月議会）

四期目委員会・市長質疑（平成24年9月議会）

平成23年度一般会計決算について（代表質問）

・保育コンシェルジュの導入について（市長質疑）

保育士不足対策について（代表質問）

・議員定数削減を議長に申し入れ（市長質疑）

保育所入所要件の見直しについて（代表質問）

・若松市民会館の喫茶店部分の有効活用を要望（市長質疑）

認知症対策について（代表質問）
発達障害児者支援について（代表質問）
難病支援について
防災対策について（雷・竜巻対策も）（代表質問）
学力の向上について（代表質問）
北九州市市税条例の一部改正について（代表質問）
・グリーンアジア国際戦略総合特区に関する税制上の特例措置（固
定資産税軽減）
の創設に至った考え方についてと、この特例措置の企業への周知
北九州市環境ミュージアムについて（代表質問）
北九州市響灘ビオトープについて
自転車共同利用支援事業につて（シティサイクル）（代表質問）

四期目一般質問（平成24年12月議会）
1、地元企業を大切にし雇用を守る事について
2、市有地と使用されていない公共施設の売却促進と活用について
（旧皇后崎環境センター若松事務所や若松市民会館の2階の喫茶ス
ペース他）
3、市で把握できていない郷土の歴史や文化などを残し活用すること
について
4、林芙美子の名を冠した文学の創設について
5、Ｂ1グランプリの総括と今後の食を通じたまちづくりについて
6、本市の水泳競技施設の充実について
7若松区のまちづくりについて
１）若戸大橋50周年記念レッドウォークの総括と今後の若戸大橋の
活用について
・若戸大橋の無料化について
2）あやどり市場の跡地と本町の商店街について

四期目委員会・市長質疑（平成24年12月議会）

五期目発言
五期目一般質問（平成25年3月議会）

五期目委員会質問（平成25年3月議会）

本市の都市経営についての考えについて
子育て支援、教育日本一のまちづくりについて
・児童青少年施設について
・発達障害児支援について
①親子通園事業の拡大
②ひまわり学園など障害児通所施設について
・子ども参観日について
・命を大切にする授業について
選挙の投票率向上について
・ショッピングセンターなどへの投票所設置について

他

北九州マラソンについて
自治会組織の今後について
学研地区の小学校新設と小中一貫連携教育、市民センターの併設に
ついて
若松区のまちづくりについて
・本町へのふれあい住宅の新設について
・市政50周年ウォーキングイベント

五期目一般質問（平成25年12月議会）

五期目委員会質問（平成25年12月議会）

1、ふるさと納税について
2、子育て支援について
・待機児童、未入所児童対策と乳幼児の重要性を踏まえた計画づく
りにつて
・働きながら子育てしやすまちづくりについて
3、教育について（本市の英語教育の拡充について）
4、新たな住宅政策について （中古住宅のリノベーション改修補助
や多世代住宅などの促進）
5、環境未来都市にふさわしい人にやさしいスポーツ施設への改善に
ついて
6、林芙美子文学賞の創設について
7、継続できる市民活動支援について
8、若松区のまちづくりについて
・若松競艇場に一般的に市民が利用できるホールの設置を
・ＰＣＢ廃棄物処理期限の見直しについて

五期目一般質問（平成26年3月議会）

五期目委員会質問（平成26年3月議会）
・福祉ビジネスについて

五期目一般質問（平成26年9月議会）

五期目委員会質問（平成26年9月議会）

１ 平成25 年度北九州市決算の特色について
２ ＰＣＢ処理と若戸大橋無料化について
３ 安全安心なまちづくりについて・ 防災対策・ 防犯対策
４ 少子化対策について
５ 教育について
・ 学力向上と子どもの力を引き出す教育について
・ 教室の暑さ対策について
・ 特別支援教育の充実について
６ 「ていたん」を活用した環境都市の発信とイメージアップについて
７ 高齢者が元気で活躍できるまちづくりについて

五期目一般質問（平成27年3月議会）

五期目委員会質問（平成27年3月議会）

1、特別支援教育の充実について
2、中小企業支援の拡充について
3、若松区まちづくり
・競艇場への市民ホールの設置について
・グリーンパークについて

五期目一般質問（平成27年6月議会）

五期目委員会質問（平成27年6月議会）

1、眠育について（学校における眠育教育。子どもの睡眠障害、不登
校を防ぐ取り組み

・東京ガールズコレクション秋祭りについて（予算特別委員会）

2、子どもたちに公平なバス通学支援について

・映画のロケ地を活かすとりくみについて（予算特別委員会）

3、一人親家庭支援について

・国際大会の誘致促進のとりくみについて（予算特別委員会）
・北九州市立大学の更なる国際化について（予算特別委員会）
・鴎外旧居の活用について（予算特別委員会）
・テーマ性を持たせた空港づくりについて（予算特別委員会）
・水道検針の自動化について（予算特別委員会）
・おいしい給食について（予算特別委員会）
・小中学校連携について(市長質疑）

他

五期目一般質問（平成27年9月議会）

五期目委員会質問（平成27年9月議会）

1、手話条例について

本市の通訳者の現状と英語ボランティアの育成について（産業経済
局）

2、がん患者さんや家族支援について

競輪競艇場の国際化について（産業経済局）

3、妊娠期からの切れ目のない子育ち子育て支援について
①リスクの大きい妊婦さんの妊娠期の支援について
②子どもの貧困対策と困難を抱えた子育ち、子育て支援について

小倉城周辺の観光（一日も早い早くバスの乗り入れ、駐車場につい
て （産業経済局）他
今後の中小企業の人事確保と円滑な事業継承を支援することについ
て（産業経済局）
環境客誘致について（産業経済局） 他

③多子世帯応援施策について
4、若松区のまちづくり（若松南海岸通りから本町にかけてスピーカー
を設置しジャズを流すなど音楽によるまちづくり

公立幼稚園について（教育員会）
特別支援学校の教師の医療ケアについて（教育員会）
知的障害者の職業教育強化 就労体験（教育員会）
一人親支援の情報提供について（教育員会） 他
北九州名古屋便の促進について（港湾空港局）
臨港道路の草刈について（港湾空港局）
港湾施設の整備にあたって日本女性が働きやすい使いやすい施設
へ（港湾空港局）
洋上風力拠点化構想について（港湾空港局） 他
水道メーターの自動検針の研究について（上下水道局）
教育施設の夏季暑さ対策に簡易ミストシャワーの導入について（市長
質疑）
学校トイレの一部に温水付きトイレの設置を（障がい者やけがをした
時にも利用できる）（市長質疑）

五期目一般質問（平成28年6月議会）

五期目委員会質問（平成28年6月議会）

投票率向上について
九州実業団毎日駅伝について（11月3日開催予定）
奨学金の充実と変換支援について
先行きの見える発達障害の情報提供について
若松駅前久岐の浜広場にある蒸気機関車について
Ｇ７北九州エネルギー大臣会合の成果と今後について
特区を活用した介護ロボットの導入促進について
子育て子育ち支援について
・子育て子育ち基金の創設について
・夏休みに熊本の被災地の子どもたちを北九州市で受け入れること
について（受け入れが決まりました）
女性の活躍・キャリア支援について

五期目一般質問（平成28年12月議会）
①九州実業団毎日駅伝について
②ＪＲ若松駅の無人化問題と新型電車のましづくりへの活用について
③グリンパークの滞在型の農業公園やオートキャンプ場をつくること
について
北九州市の人口減少対策と今後の中小企業の人材の確保について
消防活動用バイクの導入について

五期目委員会質問（平成28年12月議会）

六期目発言
六期目一般質問（平成29年2月議会）

六期目委員会質問（平成29年2月議会）

１ 保健福祉行政について
・ ひきこもりの長期化・高年齢化問題について
・ 障がい福祉サービスから介護保険への移行によるサー ビスの低
下について
・ ヘルプマークとカードの普及について
２ 子育て支援について
・ 母子健康手帳の機能を搭載したアプリの提供について
・ 仕事と子育ての両立支援について
３ 教育行政について ・ 大学入試改革とアクティブ・ラーニング推進
事業につ いて
・ 経済格差が生む体験格差について
１ 平成28年度決算の評価と今後の財政運営について
２ 安全・安心なまちづくりについて
３ 女性活躍の推進について
４ 観光とスポーツによるにぎわいの創出について
５ 学術研究都市周辺の教育環境の充実と子育て支援につ いて
６ 投票率の向上について

六期目一般質問（平成29年6月議会）

六期目委員会質問（平成29年6月議会）
主査

六期目一般質問（平成29年9月議会）

六期目委員会質問（平成29年9月議会）

六期目一般質問（平成29年12月議会）

六期目委員会質問（平成29年12月議会）

１ 本市の雇用情勢と深刻な中小企業等の人材不足について
２ 基本的な生活習慣の向上と子育ち
・子育て支援について
３ 災害時の避難場所への誰もがわかりやすいサインについ て

六期目一般質問（平成30年3月議会）

六期目委員会質問（平成30年3月議会）
若戸大橋のラインアップイベントについて

六期目一般質問（平成30年6月議会）

六期目委員会質問（平成30年6月議会）

１ 中小企業等の人材不足支援について
・ 今後の人手不足対策と外国人人材の活用について
２ 認知症対策について ・ コミュニケーションケア技法ユマニチュー
ドについて
３ 健康づくり支援について

六期目一般質問（平成30年9月議会）

六期目委員会質問（平成30年9月議会会決算特別委員会）
鳥獣被害につながる小動物への餌やり禁止について

六期目一般質問（平成30年12月議会）
１ 北橋市政３期12年の総括について
２ スマートフォン等を活用した健康づくりについて
３ 子どもの養育に関する支援について

六期目委員会質問（平成30年12月議会）

六期目一般質問（平成31年3月議会）

六期目委員会質問（平成31年3月議会）

１日本一住みやすいまちづくりにつて
（1）４期目にかける思い
（2）SDGsの推進
２北九州市 一般会計暫定予算について
（１）観光施策について
（２）子育て支援施策について
（３）教育施策について
（４）投票率の向上について
３北九州一般会計補正予算について
（１）新化学館整備事業について
（２）小・中学校の空調設備整備事業

六期目一般質問（令和元年６月議会）

六期目委員会質問（令和元年3月議会）
安全安心で人にも環境にも優しい市庁舎への建て替えについて

六期目一般質問（令和元年9月議会）

六期目委員会質問（令和元年9月議会）

１ SDGs未来都市について
２ 中小企業支援について
３ 東アジア文化都市事業について
４ 子ども子育て支援施策について
５ キャリア教育について

六期目一般質問（令和元年12月議会）

六期目委員会質問（令和元年12月議会）

１ 戦略的な予算と広報について
２ 人にやさしいまちづくりについて
・民間の店舗などに対するバリアフリー化の助成や筆談ボード設置の
普及について
・手話フォンの設置について
・ひきこもり対策
３ 若松区のまちづくりについて

六期目一般質問（令和2年6月議会）
今後の感染症拡大時の危機管理について
子育て支援について
・放課後児童クラブについて
・困難を抱える家庭の子どもたちの支援について（ステーショナリーバ
ンク）
教育について
・学力について
・夏休みの学校給食について
・自動と保護者のメンタルサポートについて（時間の関係で要望）

六期目委員会質問（令和2年6月議会）

六期目代表質疑（令和2年9月議会定例会 本会議）

六期目決算特別委員会質問（令和2年9月議会）

・令和元年度決算について

・心の育ちについての教育について（教育委員会）

・産業経済費及び定住促進について

・子どもの体力向上と骨折の増加について（教育委員会）

・スポーツの振興について（時間の関係で要望）

・特別支援教育を推進する体制の充実（テレワークで可能性が広がった就労支援教育を）（教育
委員会）

・子育て支援について

・学校の体育館 避難所のマットと特別教室の利用について（教育委員会）

・健康の維持向上

・自殺防止の取り組み強化について（保険福祉局）

・消費者行政、消費者教育について

・障がい者の就労支援対策について（保険福祉局）

・教育について・特別支援教育の拡充

・ワクチン接種について正しい情報を（保険福祉局）

・選挙の投票率の向上について

・動物愛護の正しい啓発と動物保護団体への支援策について（保険福祉局）

・新型コロナウィルス感染症に対応する本市の支援策について

・市民センターの避難時に使用できるマットを増やすことについて（市民文化スポーツ局）

・インフルエンザ予防接種支援事業について

・藤井壮太棋聖人気にみる本市での将棋の大会について（市民文化スポーツ局）
・区役所の子ども家庭相談コーナーの重要性と嘱託職員さんの処遇改善について（子ども家庭
局）
・電子母子手帳と父親も含めた名称について（子ども家庭局）
・養育費の周知啓発について（子ども家庭局）
・薬物乱用について 大麻乱用少年が増えているが対策を（子ども家庭局）
他

六期目一般質問（令和2年12月議会定例会 本会議）

六期目一般質問（令和2年12月議会委員会）

・公共サービスの利便性向上について
・子育て支援につて（子ども医療費支給制度
（18歳まで入院費無料と通院費最大1,600円拡充へ）
・ヤングケアーについて
・障害福祉サービスを受けていない障がい者等への支援について
・自殺防止対策について
・老朽化空き家対策について
・若松区のまちづりについて
①お買い物バスの現状と今後について
②グリンパークでのオートキャンプ場の整備について

他

