平成18年6月定例会における一般質問について
（日程）
6月12日（月曜日） 午前9時30分から
6月13日（火曜日） 午前8時45分から
6月14日（水曜日） 午前8時45分から
（内容・順番）
6月12日(月曜日)

1 市政についての質問 〔代表質問：新生会〕
(1) 市長の進める市政経営について
(2) 直面する課題ついて

（

丸山正明

議員）

6月12日(月曜日)

2 市政についての質問 〔代表質問：清流ネット〕
(1) 財政健全化と収納対策及び遊休土地利用について
(2) 新市の一体感の醸成について
(3) 行政改革について
(4) 子どもの教育と安全について
(5) 防犯対策について

（

外山愷

議員）

6月12日(月曜日)

3 市政についての質問 〔代表質問：上田新風会〕
(1) 平成１８年度の予算編成と財政について
(2) 日本たばこ産業跡地の賑わいの拠点について

（

武藤弘

議員）

6月12日(月曜日)

4 市長の政治姿勢についての質問 〔代表質問：日本共産党〕
(1) 医療福祉対策について
(2) 農政について
(3) ＪＴ上田工場の跡地利用について
(4) 合併特例債について
(5) 耐震診断と小中学校の耐震化の促進について
(6) 上田市議会議員選挙と公職選挙法違反について
(7) 県知事選挙に対する市長の行動と市政について

（

金井忠一

議員）

6月12日(月曜日)

5 市政についての質問 〔代表質問：公明党〕
(1) 歳出歳入一体改革について
(2) 市長マニフェストについて
(3) 新市総合計画について
(4) 産業が健康で元気なまち創りについて

（

南雲典子

議員）

6月12日(月曜日)

6 市政についての質問
(1) 障害者が安心して暮らせるための支援について
(2) お年寄りの安全対策について
(3) 子育て及び教育について
(4) 上田市の行財政改革について

（

三井和哉

議員）

6月12日（月曜日）

7 市政についての質問
(1) 地域自治センター及び地域協議会のあり方について
(2) 公共交通の路線の再編について
(3) 農業振興について
(4) 特色ある観光地づくりについて
(5) 子育て支援について

（

古市順子

議員）

6月12日（月曜日）

8 市政についての質問
(1) 新市発足後の諸問題について
(2) 障害者自立支援法の経過について
(3) 商工団体の統合問題について
(4) 新市の観光について

（

清水俊治

議員）

6月13日(火曜日)

9 市政についての質問
（
(1) 地域経済の活性化について
(2) まちづくり基本理念について
(3) 学校施設の改築・改修計画について
(4) 農業問題について
(5) 安心、快適な生活基盤の整備について
(6) 地域自治センターを基点とした分権型自治の形成について

小林隆利

議員）

6月13日(火曜日)

10 市政についての質問
(1) 少子化対策について
(2) 人づくり教育について
(3) 産業振興策について

（

深井武文

議員）

6月13日(火曜日)

11 市政についての質問
(1) 活力ある新上田市の構築と地域連携について
(2) 産業の活性化対策について
(3) 合併特例債の有効活用について

（

安藤友博

議員）

6月13日(火曜日)

12 市政についての質問
(1) 選挙について
(2) 教育現場に対する上田市の方針について
(3) 地方自治法改正への対応について
(4) 黒坪・長島線の進捗状況について

（

土屋孝雄

議員）

6月13日(火曜日)

13 市政についての質問
(1) 図書館建設構想について
(2) 上田市の財産である自然環境の活用について
(3) 住民基本台帳カードの利活用について
(4) 個人情報保護について

（

堀善三郎

議員）

6月13日(火曜日)

14 新市の一体感を形成する交通体系の整備についての質問
（ 大井一郎
(1) 武石から丸子を経由し上田を結ぶ依田川左岸道路の整備について
(2) 内村バイパスの現状と今後の推移について
(3) 県道別所丸子線御嶽堂地区の道路整備ついて
(4) 都市計画区域の街路網について

議員）

6月13日(火曜日)

15 市政についての質問
(1) 地域循環プロジェクトについて
(2) 農政について

（

議員）

6月13日(火曜日)

16 市政についての質問
(1) 少子化対策について
(2) 子どもとメディアについて
(3) 学習者主権の教育について
(4) 女性専門外来の再開について

（ 池上喜美子

6月13日(火曜日)

17 市政についての質問
（
(1) 全小学校・公共施設におけるＡＥＤの配備促進について
(2) デマンドバス等の現状と地域への拡充について
(3) 平井寺トンネル早期無料化運動の推進について
(4) 市民からの苦情と対応（市民サービス向上）について

南波清吾

滝沢清茂

議員）

議員）

6月14日(水曜日)

18 市政についての質問
(1) 医療費と健康推進事業について
(2) 行財政改革について
(3) 新市における一体感の醸成について

（

6月14日(水曜日)

19 市政についての質問
（
(1) 新上田市の経営理念と職員の行動指針・行動規範について
(2) 社会福祉協議会の経営について
(3) 授産施設の経営について
(4) 新上田市産院の経営について
(5) 新市の墓地経営について
(6) 産学官連携支援施設ＡＲＥＣの経営について
(7) 図書館の建設と経営について
(8) 旧真田町の教育改革について
(9) 駐車場問題と新市のグランドデザインについて

6月14日(水曜日)

20 市政についての質問
(1) 教育問題について
(2) スポーツ振興計画について
(3) 環境問題について

6月14日(水曜日)

21 市政についての質問
（ 井沢信章
議員）
(1) 合併により誕生した新生上田市の「まち」づくりに臨む基本スタンスについて
(2) 教育行政と子育てについて

6月14日(水曜日)

22 市政についての質問
(1) 広域観光施策について
(2) 消防団の活動と防災について
(3) スポーツ振興のための施設整備について

（

足立誠

議員）

6月14日(水曜日)

23 市政についての質問
(1) 美ヶ原高原の観光振興について
(2) 松くい虫の防除対策について

（

下村聖

議員）

6月14日(水曜日)

24 市政についての質問
（ 渡辺正博
(1) カネボウ跡地に建設予定の給食センターに関する問題について
(2) 塩田中学校の設備改善について
(3) 高校改革プランについて
(4) 競輪の場外車券売り場計画について
(5) 国民保護法について

議員）

6月14日(水曜日)

25 市政についての質問
（
(1) 科学技術の振興と人材の育成、安否情報システムについて
(2) ミヤノ上田工場跡地の住民要望について
(3) 水道水源の改善について

議員）

6月14日(水曜日)

26 市政についての質問
(1) 教育行政について
(2) 継続事業について
(3) 同和行政について

（

尾島勝

議員）

西沢逸郎

議員）

下村栄

議員）

成田守夫

（ 久保田由夫

議員）

