常任委員会日程一覧
（平成１９年３月定例会）

◎総務文教委員会（大会議室）
［総務部ほか］
１号
２号
３号
４号
５号
６号
２０号
３５号
３６号
３７号
５２号
５７号
５８号
５９号
６３号

平成１９年３月９日（金）午前９時３０分から
上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例中一部改正について
上田市職員の給与に関する条例中一部改正について
上田市特別職の職員等の退職手当に関する条例中一部改正について
上田市組織条例中一部改正について
上田市副市長の定数を定める条例制定について
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について
平成１８年度上田市一般会計補正予算（第４号）
平成１９年度上田市一般会計予算
平成１９年度上田市土地取得事業特別会計予算
平成１９年度上田市塩田有線放送電話事業特別会計予算
平成１９年度上田市真田有線放送電話事業会計予算
上田地域広域連合規約の変更について
長野県市町村自治振興組合規約の変更について
青木村及び上田市共有財産組合規約の変更について
上田市東御市真田共有財産組合規約の変更について

［請願・陳情の審査］ （総務部ほか終了後）
請願
５号 法テラスのさらなる体制整備、充実を求める請願
陳情
４号 公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の安心・安全の確立を
求める陳情
陳情 １１号 広域行政の強化を求める陳情
陳情 １２号 旧役場庁舎の耐震調査と利用に関する陳情
陳情 １７号 ＪＴ（日本たばこ産業上田工場）工場跡地活用を視野に入れての自治基本条
例策定と策定後の同跡地活用の検討を求める陳情
［教育委員会］
１９号
２０号
３５号
６５号
６６号
陳情
１号

平成１９年３月１２日（月）午前１０時３０分から
上田市児童館条例中一部改正について
平成１８年度上田市一般会計補正予算（第４号）
平成１９年度上田市一般会計予算
上田市塩田の郷マレットゴルフ場の指定管理者の指定について
上田市長和町中学校組合規約の変更について
上田城復元に関する陳情

［請願・陳情の審査］ （教育委員会終了後）
請願
２号 上田市に総合的な芸術文化施設をつくる件についての請願
陳情 １０号 金子図書館を合併協定に従って研究、整備することを求める陳情
陳情
２号 教育基本法の改定について慎重審議を求める陳情（平成１８年：継続審査）
陳情 ３５号 上田地域広域連合統合ごみ処理施設について、文化財上の観点から「候補
地１６－１：東山地区自然運動公園隣接山林」の除外を求める陳情（平成１８
年：継続審査）

常任委員会日程一覧
（平成１９年３月定例会）

◎厚生委員会（第１・２委員会室）
［健康福祉部］
９号
１０号
１１号
１２号
１３号
１４号
２０号
２２号
２３号
２４号
２７号
３１号
３５号
４０号
４１号
４２号
４３号
４８号
５３号
６４号

平成１９年３月９日（金）午前９時から
上田市福祉センター条例等中一部改正について
上田市福祉医療費給付金条例中一部改正について
上田市社会就労センター条例中一部改正について
上田市障害者自立支援法施行条例中一部改正について
上田市産院料金条例中一部改正について
上田市国民健康保険条例中一部改正について
平成１８年度上田市一般会計補正予算（第４号）
平成１８年度上田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）
平成１８年度上田市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）
平成１８年度上田市社会福祉授産事業特別会計補正予算（第２号）
平成１８年度上田市武石診療所事業特別会計補正予算（第２号）
平成１８年度上田市産院事業会計補正予算（第３号）
平成１９年度上田市一般会計予算
平成１９年度上田市国民健康保険事業特別会計予算
平成１９年度上田市老人保健事業特別会計予算
平成１９年度上田市介護保険事業特別会計予算
平成１９年度上田市社会福祉授産事業特別会計予算
平成１９年度上田市武石診療所事業特別会計予算
平成１９年度上田市産院事業会計予算
依田窪医療福祉事務組合規約の変更について

［請願・陳情の審査］ （健康福祉部終了後）
請願
６号 医師不足を解消し、安心できる地域医療体制の確保を求める請願
請願
７号 「がん対策推進条例」（仮称）の早期制定を求める請願
陳情 ２９号 安全・安心の医療と看護の実現を求める陳情（平成１８年：継続審査）
陳情 ３０号 療養病床の廃止・削減と患者負担増の中止等を求める陳情（平成１８年：継
続審査）
陳情
８号 長野県後期高齢者医療広域連合に運営協議会を設ける陳情
［市民生活部］
７号
８号
２０号
２１号
３５号
３８号
３９号

平成１９年３月１２日（月）午前９時３０分から【予定】
上田市人権尊重のまちづくり条例制定について
上田市環境基本条例制定について
平成１８年度上田市一般会計補正予算（第４号）
平成１８年度上田市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算
（第１号）
平成１９年度上田市一般会計予算
平成１９年度上田市交通災害共済事業特別会計予算
平成１９年度上田市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

［請願・陳情の審査］ （市民生活部終了後）
請願
４号 公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める請願
陳情
３号 し尿・家庭用雑排水収集業務の縮減に関する収集業者の転業・廃業対策の
推進を求める陳情（平成１８年：継続審査）

常任委員会日程一覧
（平成１９年３月定例会）

◎産業水道委員会（第１・２委員会室）
［商工観光部］ 平成１９年３月１３日（火）午前１０時から
２０号 平成１８年度上田市一般会計補正予算（第４号）
３５号 平成１９年度上田市一般会計予算
６０号 豊殿産業団地取得造成事業に係る市有地の譲渡処分について
６１号 美ヶ原地域行政事務組合規約の変更について
［農 政 部］ 平成１９年３月１３日（火）午後２時１５分から【予定】
１５号 上田市同和対策農業近代化施設条例中一部改正について
２０号 平成１８年度上田市一般会計補正予算（第４号）
３５号 平成１９年度上田市一般会計予算
６２号 （仮称）上洗馬農村公園建設に係る用地の取得について
［請願・陳情の審査］ （農政部終了後）
請願
１号 「公共工事における賃金等確保法」（仮称）の制定など公共工事における建
設労働者の適正な労働条件の確保に関する請願
請願
３号 「マザーズサロン」（仮称）設置の早期実現を求める請願
陳情
２号 須坂市峰の原高原における風力発電事業についての陳情
陳情
７号 日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に対する陳情
陳情 １３号 中心市街地への高層住宅の誘致などによる都市への人口集中を図り道路
等の公共施設の管理費用低減を図るため、ＪＴ上田工場跡地へのイトーヨー
カ堂出店に反対する陳情
陳情 １４号 改正まちづくり三法で国が目指すコンパクトシティにより構築が期待される、
地域循環型社会をだめにする格差社会の象徴的存在であるイトーヨーカ堂
の出店に反対する陳情
陳情 １５号 福祉対策（少子高齢化社会）に向けての改正まちづくり三法を踏まえてのＪＴ
上田工場跡地へのイトーヨーカ堂出店反対を求める陳情
陳情 １６号 いじめ、いじめによる自殺、不登校など子供たちが抱える問題と地方都市に
頻発する凶悪犯罪など、大型店が地域に与える影響を踏まえたＪＴ上田工場
跡地利用の一時凍結を求める陳情
陳情 １９号 日本たばこ産業上田工場跡地へのイトーヨーカ堂出店計画に反対する陳情
（平成１８年：継続審査）
陳情 ２０号 日本たばこ産業株式会社上田工場跡地利用計画において、中心商店街及
び周辺商業環境に多大な影響を与える大型商業施設の建設に反対する陳
情（平成１８年：継続審査）
［上下水道局］
２５号
２６号
２８号
２９号
３０号
３２号
３３号
３４号
４６号
４７号
４９号
５０号
５１号
５４号
５５号
５６号

平成１９年３月１４日（水）午後２時３０分から
平成１８年度上田市真田公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）
平成１８年度上田市真田農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）
平成１８年度上田市武石簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）
平成１８年度上田市獅子ヶ城簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）
平成１８年度上田市武石農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）
平成１８年度上田市水道事業会計補正予算（第３号）
平成１８年度上田市公共下水道事業会計補正予算（第２号）
平成１８年度上田市農業集落排水事業会計補正予算（第２号）
平成１９年度上田市真田公共下水道事業特別会計予算
平成１９年度上田市真田農業集落排水事業特別会計予算
平成１９年度上田市武石簡易水道事業特別会計予算
平成１９年度上田市獅子ヶ城簡易水道事業特別会計予算
平成１９年度上田市武石農業集落排水事業特別会計予算
平成１９年度上田市水道事業会計予算
平成１９年度上田市公共下水道事業会計予算
平成１９年度上田市農業集落排水事業会計予算

常任委員会日程一覧
（平成１９年３月定例会）

◎建設消防委員会（第３委員会室）
［消 防 部］ 平成１９年３月１３日（火）午前１０時から
１８号 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例中
一部改正について
２０号 平成１８年度上田市一般会計補正予算（第４号）
３５号 平成１９年度上田市一般会計予算
［都市建設部］
１６号
１７号
２０号
３５号
４４号
４５号
陳情
３号
陳情
５号
陳情
６号

平成１９年３月１３日（火）午後１時から
上田市道路占用料等徴収条例等中一部改正について
上田市手数料条例中一部改正について
平成１８年度上田市一般会計補正予算（第４号）
平成１９年度上田市一般会計予算
平成１９年度上田市駐車場事業特別会計予算
平成１９年度上田市市街地再開発事業特別会計予算
上田電鉄別所線維持存続に係る支援金の継続に関する陳情
上田電鉄別所線の支援に関する陳情
上田電鉄別所線存続支援の継続に関する陳情

