上田市議会一般質問内容 （質問順）

（平成２５年３月定例会）

1

市政についての質問 〔代表質問：新生会〕
(1) 施政方針と市長の政治姿勢について
(2) 平成２５年度当初予算と地方財政計画について
(3) 教育の再生について
(4) 「蚕都上田」の精神の継承について
(5) 「真田学」の推進について
(6) ＮＰＯ法人への課税と入札参加資格について

（ 土屋陽一

議員）

2

市政についての質問 〔代表質問：ネットワーク上田〕
(1) 市長の政治姿勢と平成２５年度の重点施策について
(2) 国の経済対策と平成２５年度当初予算について
(3) 経済・雇用対策について
(4) 行財政改革について

（ 南波清吾

議員）

3

市政についての質問 〔代表質問：公明党〕
(1) 新年度の組織改正について
(2) 公共施設等の防災・減災への取り組みと老朽化対策
(3) 通学路の安全対策
(4) 医療費及び（医療）扶助費について
(5) 市内の商工業、産業振興について
(6) 教育について

（ 半田大介

議員）

4

市政についての質問 〔代表質問：日本共産党〕
(1) 市長の政治姿勢について
(2) デフレ不況対策、循環経済のまちづくりについて
(3) 平成２５年度予算編成について
(4) 交流・文化施設整備について
(5) 生活保護行政について
(6) 教育行政について

（ 古市順子

議員）

5

市政についての質問 〔代表質問：上田新風会〕
（ 深井武文
(1) 過疎、高齢化が進む中山間地域自治会の振興と安心、安全対策について
(2) わがまち魅力アップ応援事業について
(3) 再生可能エネルギー活用への取り組みについて
(4) 除雪対策について

議員）

6

市政についての質問 〔代表質問：清流クラブ〕
(1) 財政見通しについて
(2) 地域内分権第４ステージについて
(3) 教育・文化環境について
(4) 産業の活性化について
(5) 地域医療再生推進について

（ 安藤友博

議員）

7

市政についての質問
(1) 資源循環型施設建設候補地について
(2) 上田市農業の活性化対策について
(3) 上田市の入札制度と建設業の育成策について
(4) 上田市の除雪対策について

（ 小林隆利

議員）
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8

市政についての質問
(1) 民生委員活動と住民支え合いマップについて
(2) 保育料や給食費等の児童手当からの天引きについて

（ 土屋勝浩

議員）

9

市政についての質問
(1) 発達障がいなど障がいのある市民への支援について
(2) 農政について

（ 児玉将男

議員）

10 市政についての質問
(1) 放課後児童対策について
(2) 石油依存体質からの脱却について
(3) 星を使った観光振興について

（ 池田総一郎 議員）

11 市政についての質問
(1) ものづくり技能取得者の有効活用について
(2) 生ごみ処理の推進状況について
(3) 雇用促進室の現状について

（ 小林三喜雄 議員）

12 市政についての質問
(1) 地域活力を高める雇用対策について
(2) 放置された産業廃棄物処理施設について

（ 佐藤清正

議員）

13 市営住宅の今後のあり方についての質問
（ 三井和哉
(1) 公共施設ストックマネジメントとしてみる市営住宅の今後のあり方

議員）

14 市政についての質問
(1) インターネット社会への上田市の対応について
(2) 緊急雇用対策について
(3) 本人通知制度について
(4) 運賃低減バスについて
(5) 長野新幹線の金沢延伸について

（ 小坂井二郎 議員）

15 市政についての質問
(1) 獣害対策と日本オオカミの復活について
(2) 防犯カメラの設置について

（ 土屋孝雄

議員）

16 市政についての質問
(1) 子ども子育て支援策について
(2) 空き家バンクについて
(3) スポーツ推進について
(4) 市道の整備の進捗状況について

（ 西沢逸郎

議員）
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17 市政についての質問
(1) 人口減少が続く中での持続可能な上田づくりについて
(2) 上田の資源と観光について

（平成２５年３月定例会）

（ 土屋亮

18 市政についての質問
（ 堀善三郎
(1) 食物アレルギー対策について
(2) 中小企業金融円滑化法の終了に伴い懸念される地域経済の課題解決・雇
用対策の推進について
(3) 平成３１年ラグビーワールドカップキャンプ地誘致について

議員）

議員）

19 市政についての質問
（ 池上喜美子 議員）
(1) 障がい者の自立、就労支援の取り組みについて（障害者優先調達推進法の
施行に当たって）
(2) 高齢者福祉について
(3) 消費者教育の推進について
(4) 学校における「がん教育」の推進について
20 市政についての質問
(1) 消防団員の定員見直しについて
(2) 浦里小学校の再建について
(3) 体罰にかかわるアンケートについて

（ 井沢信章

議員）

21 市政についての質問
(1) 理想の田舎・うえだ・定住促進について
(2) 財産の交換、譲与、無償貸付け等について

（ 滝沢清茂

議員）

22 これからの市民協働についての質問
(1) 市民協働をどのように考え、わかりやすく進めていくのか

（ 松山賢太郎 議員）

23 市政についての質問
（ 渡辺正博
(1) 観光行政について
(2) 地域コミュニティーの基礎組織としての自治会の特徴と機能について
24 市政についての質問
(1) 信州ワインバレー構想について
(2) 武石地域の振興について
(3) 地方交付税について

議員）

（ 久保田由夫 議員）

25 市政についての質問
（ 金井忠一
(1) 資源循環型施設（統合ごみ処理施設）建設等について
(2) 上田市立産婦人科病院について
(3) 上小医療圏地域医療再生計画の進捗状況と期間終了後の対応について
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議員）

