（平成１９年３月定例会）

一般質問内容（質問順）
○３月５日（月） 午前９時３０分から
1 市政についての質問 〔代表質問：清流ネット〕
(1) 平成１９年度当初予算と新規事業及び財政課題について
(2) ＪＴ上田工場跡地について
(3) ごみ焼却施設の課題について

（ 外山愷

議員）

2

市政についての質問 〔代表質問：新生会〕
(1) 財政について
(2) 市政経営について
(3) 産業振興対策について

（ 丸山正明

議員）

3

市政についての質問 〔代表質問：日本共産党〕
(1) 新たな市民負担を暮らしと福祉の充実に
(2) できる限りの努力で、支払い能力に見合った国保税に
(3) 地域経済の担い手は地元中小業者
(4) すべての農家が農業を続けられるように
(5) 地域で雇用をつくる
(6) 子どもたちの豊かな成長を保障する教育
(7) 同和事業終結へ
(8) 市民にわかりやすい機構改革に
(9) 上田市産院の充実を
(10) 行財政改革は効率的運営と住民サービスの両立
(11) 国民保護計画の具体化は

（ 渡辺正博

議員）

4

市長施政方針についての質問 〔代表質問：公明党〕
(1) 合併の総括から
(2) 地域内分権について
(3) 平成１９年度予算編成について
(4) 村井県政について
(5) 資源循環型施設について
(6) 後期高齢者医療制度について
(7) ＪＴ上田工場跡地の利活用について
(8) こども未来部設置について
(9) 教育行政のあり方を考える有識者会議について

（ 南雲典子

議員）

5

市政についての質問 〔代表質問：上田新風会〕
(1) 平成１９年度当初予算について
(2) 医療制度改革について
(3) ＪＴ跡地へのイトーヨーカ堂出店について

（ 武藤弘

議員）

6

市政についての質問
(1) 公共施設の駐車場について
(2) 医療行政について
(3) 環境問題について

（ 竹花静江

議員）

7

市政についての質問
(1) 放課後児童対策について
(2) 男女共同参画の推進について
(3) 選挙における投票区の見直しについて

（ 古市順子

議員）

8

新生上田市の一体感醸成についての質問
(1) 地域振興基金等の特定財源について
(2) 合併特例債を財源とした事業について
(3) 商工会議所・商工会の今後について
(4) 振興公社・開発公社等の見直しについて
(5) 合併前に各地域で実施されていた特有の制度等について
(6) 地域経営について
(7) 地域協議会について

（ 児玉将男

議員）
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（平成１９年３月定例会）

一般質問内容（質問順）
○３月６日（火） 午前８時４５分から
9 ＪＴ跡地についての質問
(1) 財政問題について
(2) 重要性・緊急性・優先度について
(3) 市民の世論について

（ 久保田由夫

議員）

10 市政についての質問
(1) 地域再生計画の活用について
(2) 地域医療体制について
(3) ＪＴ跡地の利活用について

（ 安藤友博

議員）

11 市政についての質問
(1) パブリックコメントの効果と考え方について
(2) 国道４０６号菅平ダム湖短絡橋架け替え工事について
(3) 教育行政のあり方について
(4) 精神障害者のホームヘルプ事業について

（ 清水俊治

議員）

12 市政についての質問
(1) 農地・水・環境保全向上対策について
(2) 防災対策について
(3) 生涯スポーツの推進について

（ 小林隆利

議員）

13 市政についての質問
(1) 新生上田市の立市の基盤づくりについて
(2) 直面する重要施策への取り組み方針について
(3) 安心・安全な道路環境整備について

（ 深井武文

議員）

14 市政についての質問
(1) 子育て支援について
(2) 障害者支援について
(3) 学校給食について

（ 池上喜美子

議員）

15 市政についての質問
(1) 信濃国分寺史跡公園について
(2) 自治会要望について
(3) 市職員の懲戒処分について

（ 田中武

議員）

16 市政についての質問
(1) 公債費等の繰上償還について
(2) 特別会計の整理及び合理化の推進について
(3) 高齢者移送サービスの充実について
(4) 新市全体のトイレ整備計画について

（ 滝沢清茂

議員）

17 市政についての質問
(1) 上田市産院について
(2) 合併特例債について
(3) 消防団の団員確保について

（ 三井和哉

議員）
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一般質問内容（質問順）
○３月７日（水） 午前８時４５分から
18 市政についての質問
(1) 図書館建設構想及び学校図書館整備について
(2) 耐震化の促進について
(3) 安心して生活できる居住支援の充実について
(4) 土砂災害警戒情報について
(5) 国民健康保険証のカード化について

（ 堀善三郎

議員）

19 市政についての質問
(1) 森林施策について
(2) 市政の関わる必要性について

（ 尾島勝

議員）

20 市政についての質問
(1) 都市間交流と人づくりについて
(2) 中心市街地の再生について
(3) 囲碁の奨励と真田ブランドの発信について
(4) 生涯学習のまちづくりと人づくりについて

（ 西沢逸郎

議員）

21 市政についての質問
(1) 松くい虫対策と樹種転換事業について
(2) 教育行政について

（ 井沢信章

議員）

22 市政についての質問
(1) こども未来部について
(2) 芝生グラウンドの管理について
(3) 防災対策について

（ 足立誠

議員）

23 市政についての質問
(1) 市営住宅の管理運営について
(2) 市税等の滞納について

（ 下村聖

議員）

24 市政についての質問
(1) 退職手当について
(2) 繰越明許費について
(3) 入札制度について
(4) 市役所本庁舎の改築と周辺整備について
(5) 文化施設建設について

（ 南波清吾

議員）

25 上田地域の経済戦略と地域防災についての質問
(1) 「経済戦略と進路」について
(2) 新上田市の防災対策について

（ 成田守夫

議員）

26 統合ごみ処理施設建設についての質問
(1) 上田市の姿勢について
(2) 施設の規模と建設金額について
(3) 提言された候補地について
(4) 現在の上田クリーンセンター周辺を候補地から外した理由について
(5) ごみ焼却施設の適地について
(6) ＪＴ跡地の公共施設とごみ処理施設について
(7) 上田広域ごみ処理施設建設計画について

（ 金井忠一

議員）

3/3

