
1 市政についての質問 （ 下村聖 議員）

2 市政についての質問 （ 児玉将男 議員）

3 市政についての質問 （ 小林隆利 議員）

4 市政についての質問 （ 古市順子 議員）

5 市政についての質問 （ 安藤友博 議員）

6 市長の政治姿勢についての質問 （ 金井忠一 議員）

7 市政についての質問 （ 小林三喜雄 議員）

8 市政についての質問 （ 田中武 議員）

9 市政についての質問 （ 清水俊治 議員）

10 市政についての質問 （ 土屋孝雄 議員）

（平成２２年３月定例会）一般質問内容（質問順）

(1) 松くい虫の防除対策について
(2) ごみ処理施設について

(1) 雇用対策について
(2) 農政について
(3) 振興公社及び開発公社等の統合について

(1) 幹線道路整備について
(2) 農業振興について
(3) 上田市の耐震改修計画の実態について

(1) 福祉医療費給付金制度について
(2) 保育問題について
(3) 市民の意見・要望をお聞きする取り組みについて

(1) 交流・文化施設等整備計画について
(2) わがまち魅カアップ応援事業の成果と今後について

(1) 職員の健康管理と管理職の対応について
(2) 長野病院の充実と地域医療の再生について
(3) 上田市産院について

(1) 県営水道事業経営ビジョンに対する上田市の考え
(2) 降雪時の消火栓の確保について

(1) 中学校の武道必修化について
(2) ワイナリー誘致について
(3) 保育園の統廃合について

(1) 農政問題について
(2) 御屋敷公園の整備について

(1) 上田駅前の水車について
(2) 外国籍市民の現状について
(3) 新エネルギービジョン策定委員会について
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（平成２２年３月定例会）一般質問内容（質問順）

11 市政についての質問 （ 内堀勝年 議員）

12 市政についての質問 （ 堀善三郎 議員）

13 市政についての質問 （ 三井和哉 議員）

14 安心安全な市民の暮らしについての質問 （ 南雲典子 議員）

15 市政についての質問 （ 深井武文 議員）

16 今後のまちづくりについての質問 （ 尾島勝 議員）

17 市政についての質問 （ 藤原信一 議員）

18 市政についての質問 （ 土屋陽一 議員）

19 市政についての質問 （ 池上喜美子 議員）

(1) 「街を森にする」まちづくりについて
(2) 食育基本計画の策定について
(3) 文書資料館の設置について

(1) がん対策について
(2) 就学前の発達支援の取り組みについて
(3) 地域住民や民間事業者との連携に対する取り組みについて

(1) 選挙投票所統廃合と投票率低下の原因分析及び投票率向上策
(2) 「交流・文化施設」大ホール１，７００席の妥当性と市民意見及び文
化振興

(1) 新市２期目を目指す市長の政治姿勢について
(2) 放置された産業廃棄物処理場の処理対策について

(1) 地域協議会について
(2) 交通網について
(3) ごみ処理施設建設について
(4) 税徴収について
(5) 中心市街地活性化基本計画について

(1) 医療問題について
(2) ごみ問題について
(3) 合併記念事業としての交流・文化施設建設について

(1) 産院の移転新築計画について
(2) 内科・小児科初期救急センターについて
(3) 総合保健センターについて
(4) 高齢者福祉施設の介護基盤整備について
(5) 生活者起点の理念に基づいた市民の安心安全な暮らしについて

(1) 信州デスティネーションキャンペーンについて
(2) 旧町名の復活について
(3) 地球温暖化と農林業とのかかわりについて

(1) 新産業育成と新技術開発について
(2) 住環境の整備について
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（平成２２年３月定例会）一般質問内容（質問順）

20 柔軟な発想と創造力が求められる市政についての質問
（ 西沢逸郎 議員）

21 市政についての質問 （ 南波清吾 議員）

22 市政についての質問 （ 足立誠 議員）

23 市政についての質問 （ 滝沢清茂 議員）

24 市政についての質問 （ 井沢信章 議員）

25 市政についての質問 （ 久保田由夫 議員）

26 市政についての質問 （ 渡辺正博 議員）

27 市政についての質問 （ 武藤弘 議員）

28 市政についての質問 （ 成田守夫 議員）

(1) 旧町名復活について
(2) ＪＴ開発地におけるイトーヨーカドーアリオ出店について

(1) 県内中学生の運動実施率「始業前｣全国１位、「放課後」全国４７
位と上田市の課題について
(2) 家庭ごみ減量とリサイクル率向上に伴う地域課題について
(3) 農地価格の下落と建設中断マンションの行政指導等について

(1) 交流・文化施設について
(2) 上田市教育支援プランについて

(1) 支え合う地域社会を
(2) 環境を守り雇用を生む林業を豊かに

(1) 地域医療の再生と長野病院の機能回復について
(2) 会計事務について

(1) 「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」について
(2) 準限界集落対策について
(3) 自動販売機の公募入札導入について

(1) 上田に芸術文化を育てる
(2) 先生の負担の軽減について

(1) スポーツ文化振興による元気なまちづくりについて

(1) 入札制度について
(2) 消防について
(3) 国道１４３号と県道７７号長野上田線（旧国道１４３号）の道路改良
について
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