上田市議会一般質問内容（質問順）

（平成３０年６月定例会）

1

市政についての質問 〔代表質問：新生会〕
(1) 上田再構築プランについて
(2) 財政について
(3) 産業振興について
(4) 新庁舎建設等について
(5) 公共交通について
(6) 幹線道路の整備について
(7) 行政組織と職員に対する思いについて

2

市政についての質問 〔代表質問：壮志会〕
（ 佐藤清正
(1) 「上田再構築」について
(2) 選挙公約「７つの挑戦」について
(3) 地域医療再生支援事業について
(4) 地域交通について
(5) 第７期高齢者福祉総合計画と2025年問題への対応について
(6) 市営住宅等長寿命化計画・立地適正化計画・空家等対策計画につ
いて

議員）

3

市政についての質問 〔代表質問：上志の風〕
(1) 選択と集中を考えた上田市財政と市長の方針について
(2) 日本語の重要性と道徳教育について
(3) サントミューゼの運営について
(4) 国民健康保険と特定健診について

（ 山田英喜

議員）

4

将来へ持続可能な市政についての質問 〔代表質問：公明党〕
(1) 市長の政治姿勢
(2) 補正予算の考え方
(3) 上田市立地適正化計画
(4) 高齢化社会と地域交通のあり方
(5) 介護予防と地域包括ケアシステム
(6) 多文化共生
(7) 日本遺産申請

（ 半田大介

議員）

5

市政についての質問 〔代表質問：日本共産党〕
(1) ６月補正予算及び財政運営について
(2) 資源循環型施設整備について
(3) 子育て支援について
(4) 地域医療、保健予防、福祉対策について
(5) 農業振興について
(6) 教育長の考え方について

（ 古市順子

議員）

6

市政についての質問
(1) 長野大学の大学運営について
(2) 高齢者の消費者被害について
(3) 学校教育について

（ 池田総一郎 議員）

7

市政についての質問
(1) 平和行政について
(2) 女性の活躍について
(3) 上田市緑の基本計画について
(4) 子どもの貧困について

（ 石合祐太
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8

市政についての質問
(1) パブリックコメントについて
(2) インバウンドについて

（ 佐藤論征

議員）

9

市政についての質問
(1) 千曲川×依田川地区かわまちづくり計画について
(2) 高地トレーニングへの取り組みについて

（ 金子和夫

議員）

10 生ごみの減量化に向けた政策についての質問
(1) 総合的な生ごみ減量体制の各種政策の確認と提言

（ 松山賢太郎 議員）

11 市政についての質問
(1) 上田市立産婦人科病院の特色について
(2) お産から切れ目のない子育て支援について
(3) 公共施設の利用について

（ 齊藤加代美 議員）

12 市政についての質問
（ 松尾 卓
(1) 防災拠点としての指定避難所等へ公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ−Ｆｉ）を整備
することについて
(2) さらなるバリアフリー化を目指して

議員）

13 人口減少社会における持続可能な市政のあり方についての質問
(1) 子育て支援について
(2) 中小企業の人材確保について
(3) これからの公共施設のあり方について

（ 斉藤達也

議員）

14 上田市立地適正化計画についての質問
(1) 計画策定の目的について
(2) 今後の策定スケジュールについて
(3) 誘導区域の線引きについて
(4) 計画策定のプロセスについて

（ 井澤 毅

議員）

15 市政についての質問
（ 金沢広美
(1) 安定的な水の供給を確保するために
(2) 学校での心肺蘇生教育（ＡＥＤ教育）の普及推進及び突然死ゼロを
目指した危機管理体制の整備について
16 すべての子どもが笑顔で幸せに暮らせるまちづくりについての
質問
(1) 子どもの居場所づくりについて
(2) 学校安全の取り組みについて
(3) 里親支援について
(4) 産前・産後の母親支援について
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17 市政についての質問
(1) 人口問題について
(2) 農業について

（ 中村悠基

18 市政についての質問
(1) 子どもの貧困対策について
(2) 人口減少社会と公共施設について

（ 久保田由夫 議員）

19 市政についての質問
(1) 市内中央西地籍で発生した傷害事件における市の対応について
(2) 新体育館の整備について
(3) 多様な人材、つながりに支えられている上田のまちづくりについて
(4) 歳出改革の推進について

（ 西沢逸郎

20 市政についての質問
(1) ふるさと納税の実績と拡充について
(2) 上田城千本桜まつりと上田真田まつりについて
(3) 国の働き方改革と上田市職員の勤務条件について

（ 小坂井二郎 議員）

21 市政についての質問
(1) 資源循環型施設建設について
(2) 教育行政について
(3) 上田城跡公園内の整備について

（ 宮下省二

議員）

22 市政についての質問
(1) 地域の活性化について
(2) 地域内分権の推進について

（ 成瀬 拓

議員）

23 市政についての質問
(1) 学校給食について
(2) 交通事故のない安全・安心なまちを目指して

（ 渡辺正博

議員）

24 市政についての質問
(1) 上田市長選挙、市議会議員選挙について
(2) 上田市立産婦人科病院について

（ 林 和明

議員）
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議員）

議員）

