
1 市政についての質問　〔代表質問：新生会〕 （ 土屋陽一 議員）

2 市政についての質問　〔代表質問：創始会〕 （ 小林隆利 議員）

3 （ 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〕 （ 久保田由夫 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 議員）

6 市政についての質問　 （ 小坂井二郎 議員）

7 市政についての質問 （ 土屋勝浩 議員）

(1) 道路、橋梁、上下水道、公共施設等の維持管理、老朽化への今後の対応
　　について
(2) 国の地方創生にかかわる平成２６年度補正予算について
(3) 上田市版地方創生総合戦略にかかわる上田市の課題への取り組みと今後
　　の総合戦略につながる平成２７年度当初予算について
(4) 通学路の安全対策について
(5) 空き家対策特別措置法について
(6) 訪問理美容サービスについて

(1) 地方創生施策について
(2) 教育行政について
(3) 大河ドラマ放送に向けた取り組みについて

(1) サントミューゼについて
(2) 大河ドラマ「真田丸」と観光行政について
(3) 市の施設における車いすの管理について

（平成２７年３月定例会）上田市議会一般質問内容（質問順）

(1) 大河ドラマ「真田丸」の観光客を意識したシティプロモーションについて
(2) 企業の移転を呼び込むためのシティプロモーションについて
(3) 子育て支援新制度移行に向けた保育士確保策について

(1) 市長施政方針と市長の政治姿勢について
(2) 財政について
(3) 上田市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定について
(4) 資源循環型施設建設について
(5) 地域医療再生への取り組みについて
(6) 上田市墓地等の経営の許可等に関する条例について
(7) 小学校における外国語(英語)活動について

(1) 第二次上田市総合計画と地方創生について
(2) 平成２７年度財政について
(3) 上田市のシティプロモーション活動と観光について
(4) 農政について
(5) 資源循環型施設建設に向けた取り組みについて

(1) 市長の政治姿勢について
(2) 教育行政について
(3) 災害に強いまちづくりについて
(4) 観光を生かしたまちづくりについて

市政についての質問　〔代表質問：公明党〕
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（平成２７年３月定例会）上田市議会一般質問内容（質問順）

8 市政についての質問 （ 安藤友博 議員）

9 市政についての質問 （ 佐藤論征 議員）

10 市政についての質問 （ 金沢広美 議員）

11 市政についての質問 （ 松尾　卓 議員）

12 市政についての質問 （ 池田総一郎 議員）

13 市政についての質問 （ 三井和哉 議員）

14 市政についての質問 （ 佐藤清正 議員）

15 市政についての質問 （ 原　栄一 議員）

16 市政についての質問 （ 成瀬　拓 議員）

17 （ 松井幸夫 議員）

(1) 学校給食費について
(2) 生ごみ減量化の取り組みについて

(1) 地域包括ケアシステムについて
(2) 子ども安心カードについて

(1) 地域おこし協力隊について
(2) 災害時を含めた情報発信について
(3) 国の地域消費喚起のための補正予算にかかわる施策について

(1) 高齢者の運転免許証返納促進対策と地域交通について
(2) 再生可能エネルギーの今後について
(3) アクアプラザ上田について

(1) (仮称)上田市公文書館の建設について
(2) 上田市の新エネルギー活用状況と二酸化炭素排出量削減及び木質バイ
　　オマスの利活用について

(1) 合併特例債事業の検証及び投資的事業の地域的バランスについて
(2) 公立保育園等の適正配置について
(3) 介護報酬の改定について

(1) 市道櫓下泉平線の新設について
(2) サントミューゼ芝生広場の活用について
(3) 大河ドラマ「真田丸」放送について
(4) 大屋駅周辺の道路整備について

(1) 平和行政について
(2) 国民健康保険と医療費について

(1) 資源循環型施設建設について
(2) 上田市の人口減少について
(3) 上田市立博物館の存在力について

(1) 地域内分権について
(2) 組織改正に伴う人員配置について
(3) 空き家対策について

市政についての質問
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（平成２７年３月定例会）上田市議会一般質問内容（質問順）

18 市政についての質問 （ 山田英喜 議員）

19 市政についての質問 （ 金子和夫 議員）

20 市政についての質問 （ 古市順子 議員）

21 （ 西沢逸郎 議員）

22 （ 渡辺正博 議員）

23 市政についての質問 （ 南波清吾 議員）

24 （ 宮下省二 議員）

25 （ 松山賢太郎 議員）

26 （ 林　和明 議員）

27 市政についての質問 （ 井沢信章 議員）

市政についての質問

(1) 上田市における地方創生の組み立てと戦略について
(2) 教育行政について

(1) ひとり親家庭への経済的支援について
(2) 特殊詐欺被害者の心のケアについて
(3) 水素エネルギーについて
(4) スポーツ振興について

高齢者支援・介護及び在宅医療体制の確立についての質問
(1) 地域で安心して高齢者が生活できる仕組みづくりを目指す今後の取り組み
　　方針について

市政についての質問
(1) 上田市の定住促進について
(2) 上田市の観光について
(3) 上田市の交通施策の取り組みについて

(1) 大屋駅周辺の交通渋滞について
(2) 上田市のワインにかかわる現状について

(1) ごみ処理広域化計画基本方針の上田市の独自課題について
(2) ごみ減量化に向かう住民と行政との協力について
(3) 資源循環型施設の信頼性を高めることについて

(1) 市民団体が実施した真田丸放送決定に伴う市民アンケートについて
(2) 上田城の復元等について
(3) 交通事故防止への対応について
(4) 地域の課題を取り入れた公民館活動について
(5) 健幸都市うえだの実現について
(6) 自治会の防犯灯について

資源循環型社会の構築についての質問

(1) 教育委員会について
(2) 長野大学の公立大学法人化について
(3) 土地改良事業について

(1) 体育施設使用料について
(2) 大河ドラマと観光客の安全対策について
(3) 上田駅前ビル「パレオ」について

市政についての質問

(1) 農業問題について
(2) 学校給食について
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