
市政についての質問　〔代表質問：新生会〕 （ 尾島　勝 議員）

市政についての質問　〔代表質問：壮志会〕 （ 佐藤清正 議員）

（ 半田大介 議員）

（ 渡辺正博 議員）

（ 池田総一郎 議員）

市政についての質問　 （ 斉藤達也 議員）

市政についての質問 （ 齊藤加代美 議員）
(1) ごみ分別推進対策について
(2) 山本鼎農民美術・児童自由画教育運動・上田自由大学と信州上田
　　学との連携について

1
(1) 平成31年度当初予算編成方針について
(2) 平成31年度実施計画について
(3) 政策研究センターについて
(4) 資源循環型施設建設及びごみ減量化の取り組みについて
(5) 太陽光発電施設の適正導入に向けた取り組みについて
(6) 小中学校のあり方とエアコン導入について
(7) 幼児教育の無償化について
(8) 家庭内の虐待に関する上田市民が対象となる保護施設の現状につ
　　いて

2
(1) 市長公約実現に向けた新規事業について
(2) 財政問題について
(3) 太陽光発電設備の立地規制条例について
(4) 広域連携事業について
(5) 中央水産研究所上田庁舎の活用について
(6) 幼児保育・教育について

3
(1) 行財政改革
(2) 市の将来に向けた取り組み

4

5
(1) 平成31年度当初予算について
(2) 平成31年度の組織改正と人事について
(3) インバウンドツーリズムに向けた観光施策について
(4) 上水道事業について
(5) 産業振興と定住に向けた施策について
(6) 長野大学の運営について
(7) 総合教育会議について
(8) 地域内分権について
(9) 資源循環型施設建設について

6
(1) 経済の地域内循環の視点による産業振興政策について
(2) 上田市地域振興事業団について

7

(1) 当初予算について
(2) 国の第一次・第二次補正予算への対応について
(3) 新年度設置予定の政策研究センターについて
(4) 学校給食について
(5) 地域経済の活性化について
(6) 資源循環型社会の構築について
(7) 上田城復元への寄附について
(8) 水道事業について
(9) 教職員の多忙化について

（平成３１年３月定例会）上田市議会一般質問内容（質問順）

市政についての質問　〔代表質問：公明党〕

市政についての質問　〔代表質問：日本共産党〕

市政についての質問　〔代表質問：上志の風〕
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（平成３１年３月定例会）上田市議会一般質問内容（質問順）

（ 石合祐太 議員）

防災対策についての質問 （ 金子和夫 議員）

保育行政についての質問 （ 古市順子 議員）

市政についての質問 （ 飯島伴典 議員）

市政についての質問 （ 池上喜美子 議員）

市政についての質問　 （ 小坂井二郎 議員）

上田市立地適正化計画についての質問 （ 井澤　毅 議員）

市政についての質問 （ 中村悠基 議員）

（ 松山賢太郎 議員）

(1) 会計年度任用職員制度について

(1) 災害時の対応

(1) 子ども・子育て支援新制度以降の保育政策について
(2) 幼児教育無償化について
(3) 保育士不足、保育士の処遇改善について
(4) 保育所保育指針等について

(1) 地域一体となって健康に暮らすための教育について
(2) これからの地域交通や車での移動の確保策について
(3) ＩｏＴ、ＡＩを活用したまちづくりについて

(1) 児童虐待防止について
(2) スクールソーシャルワーカーの充実について

会計年度任用職員制度についての質問

13

14

16
(1) 消防団員確保
(2) 地元製造業への具体的な支援方針

8

15

10

11

12

9

(1) 東京オリンピック・パラリンピックに向けたホストタウンについて
(2) 毎月勤労統計調査問題による上田市職員への影響について
(3) 女性職員の管理職への登用と昇任試験の導入について

(1) 上田市立地適正化計画について

(1) ＡＩ特区について
(2) 職員労働組合について
(3) 市民の森一帯の再開発について

市政についての質問
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（平成３１年３月定例会）上田市議会一般質問内容（質問順）

（ 西沢逸郎 議員）

真田地域の課題についての質問 （ 佐藤論征 議員）

市政についての質問 （ 成瀬　拓 議員）

市政についての質問 （ 林　和明 議員）

（ 金沢広美 議員）

（ 松尾　卓 議員）

市政についての質問 （ 原　栄一 議員）

（ 宮下省二 議員）

（ 久保田由夫 議員）25 市政についての質問
(1) 地域振興について
(2) 人生100年時代を見据えたまちづくりについて

(1) 障がい者の就労支援について
(2) キャッシュレス決済の導入について

22

23
(1) 防災・減災・安全・安心について
(2) DV・児童虐待について
(3) 道路整備について

24
(1) 上田市が策定した計画等について
(2) 小中学校の統廃合等について
(3) 学校給食センターについて
(4) 移住・定住促進事業等について
(5) 空家等対策推進事業について
(6) 千曲川の外来魚の駆除について

市政についての質問

18
(1) 上田市真田地区有線放送電話事業について
(2) 菅平高原アリーナとサニアパーク菅平について
(3) 真田運動公園グラウンド整備とデンソーソフトボールチームの合宿へ
　　の関わりについて

20

(1) ＳＤＧｓについて

21
(1) 幼児教育について
(2) 水道事業について

19
(1) 減災まちづくりについて
(2) 平和行政について

17
(1) 公文書館について
(2) 職員の配置について
(3) 女性の視点を取り入れた施策について

ＳＤＧｓについての質問

市政についての質問

市政についての質問
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