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議席 氏名 ふりがな 役職 会派 自治会等 自宅電話

1 石合　祐太　 いしあい ゆうた 総務文教 広報広聴 新生会 大久保 23-3482

2 金井　清一 かない せいいち 産業水道 ○ 広報広聴 壮志会 塩田新町 38-0393

3 中村　悠基 なかむら ゆうき ○ 総務文教 上志の風 伊勢山 27-7266

4 松尾　卓 まつお たかし 環境建設 公明党 下本入 85-0747

5 成瀬　拓 なるせ たく ○ 環境建設 広報広聴 日本共産党 材木町 27-2771

6 金子　和夫 かねこ かずお 産業水道 仁政会 石井 35-0453

7 欠員

8 斉藤　達也 さいとう たつや ○ 産業水道 新生会 材木町 21-7322

9 齊藤　加代美 さいとう かよみ 厚生 広報広聴 新生会 海戸 41-1910

10 井澤　毅 いざわ つよし ◎ 環境建設 新生会 越戸 31-2123

11 原　栄一 はら えいいち 環境建設 広報広聴 壮志会 大屋 35-0147

12 宮下　省二 みやした しょうじ 総務文教 壮志会 諏訪形 22-6415

13 飯島　伴典 いいじま とものり ○ 厚生 広報広聴 上志の風 木町 75-8587

14 金沢　広美 かなざわ ひろみ ◎ 産業水道 広報広聴 公明党 岩清水 27-5102

15 古市　順子 ふるいち じゅんこ ◎ 厚生 日本共産党 竹室 72-3261

16 小坂井　二郎 こさかい じろう 監査委員 環境建設 仁政会 中之条 23-2582

17 松山　賢太郎 まつやま けんたろう 厚生 広報広聴 仁政会 染屋 22-5452

18 土屋　勝浩 つちや かつひろ 議長 新生会 長島 24-3344

19 林　和明 はやし かずあき 産業水道 ◎ 広報広聴 新生会 川辺町 27-7772

20 佐藤　論征 さとう のりゆき 総務文教 新生会 真田 72-5666

21 尾島　勝 おじま まさる 環境建設 新生会 久保林 36-2641

22 佐藤　清正 さとう きよまさ 厚生 壮志会 中丸子 42-0784

23 小林　隆利 こばやし たかとし 厚生 壮志会 鈴子 38-4185

24 池田　総一郎 いけだ そういちろう 環境建設 上志の風 上本郷 38-2960

25 南波　清吾 なんば せいご 産業水道 上志の風 下室賀 31-3286

26 池上　喜美子 いけがみ きみこ 厚生 公明党 踏入 25-3360

27 半田　大介 はんだ だいすけ 副議長 総務文教 公明党 保野 38-0162

28 久保田　由夫 くぼた よしお ◎ 総務文教 日本共産党 長瀬中央 42-6361

29 渡辺　正博 わたなべ まさひろ 産業水道 日本共産党 下之郷 38-4452

30 西沢　逸郎 にしざわ いつろう 総務文教 仁政会 城北 090-2473-1571

常任委員会

上田市議会議員名簿

◎は委員長、○は副委員長
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3

常任委員会の委員が決定

　※議員は、総務文教委員会、産業水道委員会、厚生委員会、環境建設委員会のうち少なくとも一つの常任委員会に所属することになっています。
　※議長は議会の運営上、常任委員会の委員を辞退しています。

委 員 名

委 員 名

委 員 名

委 員 名

委 員 名

総務文教委員会

産業水道委員会

厚生委員会

環境建設委員会

広報広聴委員会

所 管 事 項

所 管 事 項

所 管 事 項

所 管 事 項

所 管 事 項

委 員 長 久保田由夫
副委員長 中村　悠基

委 員 長 金沢　広美
副委員長 斉藤　達也

委 員 長 古市　順子
副委員長 飯島　伴典

委 員 長 井澤　　毅
副委員長 成瀬　　拓

委 員 長 林　　和明
副委員長 金井　清一

【後列左から】 佐藤論征　半田大介　西沢逸郎
【前列左から】 石合祐太　久保田由夫　中村悠基　宮下省二

秘書課、政策企画部、総務部、財政部、教育委員会、会
計課、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定
資産評価審査委員会に関すること。他の委員会に属さな
いこと。

【後列左から】 林和明　南波清吾　渡辺正博
【前列左から】 金井清一　金沢広美　斉藤達也　金子和夫

商工観光部、農林部、農業委員会、上下水道局に関する
こと。

【後列左から】 佐藤清正　小林隆利　池上喜美子
【前列左から】 齊藤加代美　古市順子　飯島伴典　松山賢太郎

福祉部、福祉事務所、健康こども未来部に関すること。

【後列左から】 小坂井二郎　尾島勝　池田総一郎
【前列左から】 松尾卓　井澤毅　成瀬拓　原栄一

市民まちづくり推進部、生活環境部、都市建設部、消防
部に関すること。

【後列左から】 齊藤加代美  原栄一  飯島伴典  金沢広美  松山賢太郎
【前列左から】 石合祐太　林和明　金井清一　成瀬拓

市民意見の集約、議会の活動内容を市民に提供すること、
市民意見の把握に関すること。

　常任委員会の委員が次のとおり決定しました。
　常任委員会及び議会運営委員会の委員の任期は、条例で２年と定められています。
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議会運営委員会の委員 
 

委 員 ⻑  佐藤 論征 
副委員⻑  松尾  卓 

                   委員名               
                   【後列左から】成瀬拓  ⾦⼦和夫 
                          ⻫藤達也 ⼩林隆利 

【前列左から】⾦井清⼀ 佐藤論征 
       松尾卓  中村悠基 

所管事項                                  
議会の運営、議会の会議規則・委員会に関する条例等及び議⻑の諮問に関するこ
と。 
 

特別委員会の委員 
 

委 員 ⻑  佐藤 清正 
副委員⻑  池上 喜美⼦ 

                   委員名               
                  【後列左から】林和明 池⽥総⼀郎 
                         ⻄沢逸郎 

【前列左から】⿑藤加代美 佐藤清正 
 池上喜美⼦ 古市順⼦ 

「健幸都市」の実現に向けた市⺠の健康づくりに関する調査研究や、健康づくり
を総合的に推進する基本条例制定の検討を⽬的として、令和２年６⽉定例会の
本会議において設置されました。 
 
 

議会運営委員会 

健康づくり推進特別委員会 
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総務文教委員会からの報告 

 

１ 総務文教委員会の構成                        

 

佐藤論征委員、半田大介委員、西沢逸郎委員 

石合祐太委員、久保田由夫委員長、中村悠基副委員長、宮下省二委員 

 

２ 総務文教委員会の主な仕事                      

 ○ 地方創生、シティプロモーション、学園都市、上田市政策研究センターなど政策、

広報、サントミューゼに関すること 

 ○ 防災、条例、情報、行財政改革などに関すること 

○ 予算（歳入）・財務、税金、入札・契約などに関すること 

 ○ 小・中学校教育、公民館、図書館、体育施設などに関すること  

 

３ 重点的に取り組んでいる主な活動                   
（１）収納対策の強化 

総務文教委員会では、委員任期２年間で取り組むべき重点課題を「収納対策の強化」

とし、取組を進めております。収納対策については、これまでも一般会計の決算認定

の際に附帯意見を付すなど、取組の推進を市に求める中で、収納状況は改善が図られ

てきております。このため、重点課題で取り扱う際は、現状の取組を確認し、先進自

治体の事例を参考とする中で、さらなる効果的な取組が提言できるように調査研究

をしてまいります。 
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（２）新型コロナウイルス感染症対策に関する市長への要望 

   市議会では、５月に新型コロナウイルス感染症に関する要望事項を取りまとめ、

市に対して要望活動を行いました。要望事項には、総務文教委員会が提案した要望

が４項目含まれており、ホームページの関連情報が見やすくなるなどの改善が図ら

れました。 

   ◆総務文教委員会が提案した要望項目 

    ①ホームページでの情報発信について 

    ②小中学校を再開する際の判断基準について 

    ③小中学校における遠隔授業の環境整備について 

    ④小中学校における授業再開後の取組などについて 

（３）上田市に提出した総務文教委員会関係の附帯意見 

①平成３０年度一般会計決算に付した附帯意見と市の主な取組結果 

附帯意見 市の主な取り組み（結果） 

公平・公正な税務行政

の確保 

・適正に税金を払っていただけるよう努力した結果、令和元

年度の市税の収入未済額（滞納額）は、平成 30 年度に比べ

約 8,300 万円減少し、収納率も向上した。 

公共施設マネジメン

トの推進 

・公共施設を集約化・複合化、長寿命化（耐震化）する事業

を実施しており、公共施設を集約化する事業では、令和元

年度に「丸子統合保育園整備事業」の一環として、わかく

さ幼稚園の解体を行うなど、各事業で取組を行っている。

地方創生推進交付金

の活用事業を継続す

るための指導・助言 

・交付金終了後の事業者の自立・継続に向け、事業者と打ち

合わせ等の機会を設け、事業計画を確認した上で、指導・

助言等を行っている。 

② 令和元年度一般会計決算に付した附帯意見 

 ・公共施設マネジメントの推進 

（４）懇談会 

懇談団体 時期 懇談内容 

上田市社会福祉

協議会 
R2.8.17 

・上田市社会福祉協議会の事業の状況と課題につい

て（児童館・児童センターの状況など） 

上田市教職員 

組合 
R2.8.19 

・新型コロナウイルスの感染予防に関する学校現場

の対応について など 
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産業水道委員会からの報告 

 

１ 産業水道委員会の構成                        

 

林和明委員、南波清吾委員、渡辺正博委員 

金井清一委員、金沢広美委員長、斉藤達也副委員長、金子和夫委員 

 

２ 産業水道委員会の主な仕事                      

 ○ 工業・商業・観光業・農業・林業・林産業等の産業振興と雇用等労働行政に関する

全般 

 ○ 上水道・下水道・農業集落排水事業に関する全般  

 

３ 重点的に取り組んでいる主な活動                   

   令和元年東日本台風（台風第１９号）や新型コロナウイルス感染症の影響によっ

て、上田市の産業は非常に厳しい状況にあることから、今年度は影響を受けた事業

者への支援を 重点課題と位置づけ、活動しています。 

 

（１）新型コロナウイルス感染症対策に関する市長への要望・提言（５月１２日）  

   市議会では、市に対して新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急要望を行い

ました。産業水道委員会からは、以下の２点について要望を行い、５月（第２回）臨

時会で予算措置されました。 

●持続化給付金の給付対象外となる事業者への支援 

●雇用調整助成金の申請書類作成を委託した際に要した経費への補助 
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（２）現状や課題について調査・研究を行うため、各種団体と懇談会を実施 

①ＪＡ信州うえだ（２月１３日）    ②上田商工会議所（５月１９日） 

    

 

 

 

 

 

③ハローワーク上田（５月２７日） 

   

 

 

 

 

 ④ＡＲＥＣ（浅間リサーチエクステンションセンター）（７月３日） 

  

 

 

 

 

 ⑤別所温泉旅館組合（８月４日） 

  

 

 

 

 

 

 

令和元年東日本台風による農業

被害の状況調査を行うため、ＪＡ

信州うえだと懇談会を実施しまし

た。 

被害の実態や、災害に対する初

期対応への課題等について協議し

ました。 

市内事業者の生の声や、上田商

工会議所が実施した事業者向けア

ンケート結果等を踏まえながら懇

談会を実施しました。 

各業種の現状や課題を把握する

とともに、市として取り組むべき

施策や国・県への要望事項等につ

いて意見交換を行いました。 

有効求人倍率や新規求人数の推移、産業別の状況、雇用調整助成金の申請状況

等について状況把握を行うとともに、意見交換を行いました。 

ハローワーク上田では、求人数が多い医療・福祉系の業務で必要となる資格取

得に関する講座の案内をするなど、求職者への支援を実施されています。 

東信州エリアの次世代産業創出に向けた取り組みを推進しているＡＲＥＣと、

産業界全般の課題について意見交換を行いました。 

中小企業の職員採用について調整を行うコーディネーターの必要性や、財源確

保に関するご意見・ご要望を承りました。 

コロナ禍の影響が特に大きい宿泊業における課題を把握するため、別所温泉旅

館組合との懇談会を実施しました。 

主な収入源である会費収入や駐車場収入が激減しており、事業の存続が危ぶま

れているとのご意見がありましたが、９月議会において減収見込み相当額を支給

する支援事業を可決しました。 
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厚生委員会からの報告 

 

１ 厚生委員会の構成                        

 

佐藤清正委員、小林隆利委員、池上喜美子委員 

齊藤加代美委員、古市順子委員長、飯島伴典副委員長、松山賢太郎委員 

 

２ 厚生委員会の主な仕事                      

 ○ 福祉、高齢者介護、障がい者支援に関すること 

 ○ 健康推進、国民健康保険、高齢者医療、保育園、幼稚園、子育てに関すること 

 ○ 上田市立産婦人科病院に関すること 

 

３ 重点的に取り組んでいる主な活動                   

（１）新型コロナウイルス感染症対策に関する要介護者と障がい者への支援 

厚生委員会では、新型コロナウイルスの感染が拡大し、収束が見通せない状況にあ

ることから、影響が大きい介護事業者や要介護者、障がい者施設、障がい者の状況を

把握するため、担当課との懇談を行いました。懇談では、支援策についての要望も行

ったところ、９月議会では、在宅の要介護者や障がい者等に対して感染症拡大防止の

取組を支援する「感染症対策防止支援金支給事業」の予算が提案されており、可決し

たことから、要望事項が実現しております。 

今後もできる限り関係者との懇談を行い、必要な提言をしてまいります。 
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（２）新型コロナウィルス感染症対策に関する緊急要望 

   市議会では、５月に新型コロナウイルス感染症に関する要望事項を取りまとめ、

市に対して要望活動を行いました。厚生委員会からは、「緊急小口資金の相談体制強

化、上田市独自の助け合い資金の活用・拡充」について要望したところ、５月に「た

すけあい資金貸付金」の助成と貸付要件の緩和が実現しました。 

 

（３）上田市立産婦人科病院の体制の充実 

   厚生委員会では、上田市立産婦人科病院に関する平成３０年度予算の決算認定に

おいて、「常勤医師の確保、収支改善に向けた取組、地域の周産期医療を維持してい

くための研究組織の立ち上げ」を求めるため、附帯意見を付したところ、令和２年

９月議会では、収支改善に向けた取組の状況や研究組織の立ち上げについて報告が

ありました。今後も、関係者との懇談などを行う中で、必要な提言をしてまいりま

す。 

 

（４）地域医療体制の充実 

   上田市では救急医療体制の強化が課題となる中で、５月に、健康こども未来部内

に地域医療対策室が新設され、総合政策参事として前信州上田医療センター長が就

任しました。厚生委員会では、８月に、地域医療対策室との懇談を実施し、救急医

や看護スタッフの確保、施設整備など現状と課題を確認しました。今後は、上田市

医師会など、医療関係者との懇談を実施し、課題を整理した上で、必要な提言がで

きるよう調査研究をしてまいります。 

 

（５）主な懇談会 

懇談団体 時期 懇談内容 

上田市私立保育園・ 

認定こども園協会 
R1.11.12 子ども・子育て支援制度について 

上田市医師会 

 
R1.11.12 上田市の医療体制について 

上田市社会福祉協議会 R1.12.05 災害ボランティアについて 

上田市社会福祉協議会 R2. 8.18 社会福祉協議会の事業の状況と課題について
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環境建設委員会からの報告 

 

１ 環境建設委員会の構成                        

 

小坂井二郎委員、尾島勝委員、池田総一郎委員 

松尾卓委員、井澤毅委員長、成瀬拓副委員長、原栄一委員 

 

２ 環境建設委員会の主な仕事                      

 ○ 戸籍、マイナンバー、自治会、市民協働、地域協議会、地域自治組織、人権男女共

同参画、ふるさと寄付金、結婚支援、移住に関すること 

 ○ 環境衛生、新エネルギー、ごみ処理、空き家対策、市営住宅に関すること 

 ○ 道路、水路、公園、都市計画、公共交通に関すること 

 ○ 常備消防、非常備消防、消防施設、水防に関すること 

３ 重点的に取り組んでいる主な活動                   

（１） 上田市では「運賃低減バス実証運行」を平成 25 年 10 月より実施し、2 期 6 年

の実証運行の結果から、一定の効果が認められたとし、令和元年 10 月 1 日以降も

運行継続となりました。委員会ではこれまで交通関係の先進地視察や路線バス網

の再編を目指すことなどの提言を行ってきました。また、公共交通を支えるバス

会社との懇談を行い、現状についての把握を行いました。昨年の令和元年東日本

台風災害や新型コロナウイルス感染症の影響により、地域交通を支える経営は一

段と苦しい状況となっています。市担当課との意見交換や公共交通関係団体と懇

談しながら、今後の公共交通について研究を進め提言してまいります。 
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（２） 資源循環型施設建設は上田市にとって長年の大きな課題であります。今年度に

実施予定の環境影響評価に関する勉強会を開催したり、施設建設に関する進捗状

況の情報収集を行ってまいります。また、資源循環型社会を目指す上で大変重要

となるごみ減量化につきましても、これまでの様々な取組みを検証し、さらに研

究してまいります。 

 

（３） 市内において、災害の発生や市民の生命・財産を脅かす可能性のある危険な場

所等への太陽光発電設備の設置が危惧される中、当委員会として市に「上田市太

陽光発電設備の設置に関する指導要綱」及び「太陽光発電施設の適正導入ガイド

ライン」を基に条例制定を進める提言を行い、昨年「上田市太陽光発電設備の適

正な設置に関する条例」施行となりました。 

 

（４）所管事務調査 

視察地 時期 視察項目 

市道横沢角間

線（真田地域） 

R 元.12.6 令和元年東日本台風被災箇所の現地視察 

馬坂橋、内村

橋（丸子地域） 

R 元.12.6 令和元年東日本台風被災箇所の現地視察 

別所線城下駅 R 元.12.6 鉄橋崩落に伴う代替バスの状況視察 

 

（５）懇談会 

懇談団体 時期 懇談内容 

上田バス株式会社 

千曲バス株式会社 

R2.1.20 市内の路線バスについて 

上田市消防団 R2.1.29 令和元年東日本台風災害時の対応等 

上田商工会議所建設

業部会 

R2.2.12 令和元年東日本台風災害等復旧の現状と

今後の災害対応政策について他 
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広報広聴委員会からの報告 

 

１ 広報広聴委員会の構成                        

 

齊藤加代美委員、原栄一委員、飯島伴典委員、金沢広美委員、松山賢太郎委員 

石合祐太委員、林和明委員長、金井清一副委員長、成瀬拓委員 

 

２ 広報広聴委員会の主な仕事                      

 ○ 市民意見や要望等を集約し、議会活動に活かすこと 

（議会報告会・テーマ別車座集会の開催等） 

 ○ 議会の活動内容等を市民に広く知らせること 

（うえだ市議会だよりの発行、市議会ホームページ・ツイッター・フェイスブック

等による情報発信、議場見学会や議会出前授業の開催） 

 

３ 重点的に取り組んでいる主な活動                   

（１）市議会本会議のインターネット中継実施に向けた検討 

市議会の様子をより多くの皆様にご覧いただくため、市役所新本庁舎の完成（令和

３年春）に合わせ、本会議のインターネット中継を実施するための検討を行っていま

す。 

また、インターネットによる生中継に加え、放送後にも本会議の様子をご覧いただ

けるように録画配信の実施についても検討しています。 

引き続き、市民の皆様にわかりやすく、伝わりやすい配信方法について調査、検討

をしてまいります。 
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（２）議会報告会 

 ①令和元年度 

  ・議場で議会報告会を開催 

新本庁舎が開庁すると現在の議場は使用できなくなることから、歴史ある議場を 

多くの方にご覧いただくため、議会報告会を議場で開催しました。 

  ・「防災シンポジウム」を開催（２月１３日） 

令和元年東日本台風により市内各所で甚大な被害が発生したことから、「災害・避

難情報」をテーマとした「防災シンポジウム」と、市議会の災害対応について報告

する議会報告会を開催しました。 

 ②令和２年度 

  ・オンラインによる議会報告会を開催 

新型コロナウイルス感染症対策のため、オンラインによる議会報告会を企画しまし

た。今回が初めての開催となることから、課題等について検証を行い、来年度の議

会報告会に活かしてまいります。 

 

（３）議場見学会 

   市議会を身近に感じていただくことなどを目的に「議場見学会」を開催していま

すが、令和３年春に新たな議場が完成することから、新議場を多くの皆様にご覧い

ただくため見学会開催に向けて検討を行ってまいります。 

 

（４）インターネットを活用した情報発信 

   市議会では、ＳＮＳ（交流サイト）のツイッター及びフェイス 

ブックに上田市議会ページを開設しており、議会の活動内容等に 

ついて情報発信をしています。 

   引き続き、本会議の開催状況や議会に関するイベント等につい 

て情報発信をしてまいります。 

 

（５）議会サポーター導入に関する調査・研究 

市民の皆様から議会活動に対するご意見やご提案をいただく、サポーター制度の

導入について調査・研究を行います。 

 

Twitter

      

Facebook 
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議会運営委員会からの報告 

 

１ 議会運営委員会の構成                        

 
成瀬拓委員、金子和夫委員、斉藤達也委員、小林隆利委員 

金井清一委員、佐藤論征委員長、松尾卓副委員長、中村悠基委員 

 

２ 議会運営委員会の主な仕事                      

 円滑な議会の運営を期すため、議会運営の万般について協議し、意見調整を図る 

 ○ 議会の運営に関する事項 

 ○ 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

 〇 議長の諮問に関する事項について調査を行い、議案、請願等を審査する 

３ 重点的に取り組んでいる主な活動                   

(１) 予算・決算審査において、上田市議会では長きにわたり 4つの常任委員会へ分割

付託し審査を行っておりました。「議案不可分の原則」にそぐわない審査方法となっ

ていたことから、平成 29 年度から、まずは、決算審査において一括審査を開始する

とともに検証を進めてまいりました。予算審査においても令和 3 年 3 月定例会より

一括審査実施に向け審査方法の確立を進めます。 

(２) 平成26年 4月に施行された上田市議会基本条例が施行から5年が経過しました。

昨年度から本条例の目的が達成されているかを検証するとともに、必要な見直しに

ついて検証を重ねてまいりました。今年度は、条例の目的の達成に向けた取り組みと

必要な見直しに取り組みます。 
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(３) 昨年度初めて実施された政策討論会において、厚生委員会から議題として提出さ

れた「健幸都市の実現」について議員間討議が行われた結果、条例制定を目指すこと

で方向付けがなされたことから、今年度、「健康づくり推進特別委員会」が設置され、

今後特別委員会において調査研究や条例制定に向けての検討をしていくこととなり

ました。また、昨年度、環境建設委員会から議題として提出されていた「地域交通」

については、昨秋の東日本台風の影響による地域交通を取り巻く状況の急激な変化

から、一旦保留としておりましたが、今後、再度政策討論会での討論を検討してまい

ります。 

(４) 新型コロナウイルス感染症に対応しながら議会運営を行っております。特に一般

質問については、議案審議を優先する観点から、時間短縮や中止の検討を行う一方、

一般質問の機会を補完する取り組みとして、文書による一般質問を導入いたしまし

た。また、委員会審査がオンラインで可能になったことから、今後、オンライン委員

会の研究などにも取り組んでまいります。更に、本会議については、オンライン本会

議が地方自治法において認められていないため、あらゆる状況に対応できるよう必

要な改正を求め、「オンライン本会議の実現を求める意見書」を当委員会の発議によ

り国に提出いたしました。どのような状況下にあっても市民の皆様の負託に応えら

れる議会運営に取り組んでまいります。 
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健康づくり推進特別委員会からの報告 

１ 健康づくり推進特別委員会の構成                 

（左上から） 林和明委員、池田総一郎委員、西沢逸郎委員 

 齊藤加代美委員、佐藤清正委員長、池上喜美子副委員長、古市順子委員 

２ 健康づくり推進特別委員会の主な仕事                

○ 上田市議会基本条例第１２条第３項に基づき、政策立案及び政策提言を目指し、

議員間討議を行う。 

 ○ 生涯にわたる健康づくりを総合的に推進するための有効策を研究し、健康づくり

推進のための条例制定を図る。 

 ○ 健康づくりを推進する関係団体と健康づくりに関する意見交換を行う。 

 ○ 条例主旨の普及を図るため、（市民の意識）啓発事業を行う。 

３ 重点的に取り組んでいる主な活動                   

（１）市の健康づくり計画の調査と研究 

（２）市の総合計画における健康推進施策の総合的点検と評価 

（３）健康づくりに関する議員提案により条例制定した先進地の事例研究 

（４）市民の健康に関する情報収集及びデータの分析と評価 

（５）策定する条例の条文内容等に関する委員間討議  
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年 議会 件名 提出者 付託先 審査結果

R1 12月 免税軽油制度の継続を求める請願
菅平旅客索道協会
会長　高田彰彦氏

総務文教 採択

R1 12月 上田市が発注する印刷物に関する請願
上田印刷工業組合
組合長　田口敬祐氏

総務文教 採択

R2 9月
選択的夫婦別姓制度について議論を求める
意見書の提出を要望する請願

選択的夫婦別姓　陳情アクション信州

代表　中村茉帆氏
環境建設 採択

年 議会 件名 提出者 付託先 審査結果

R2 3月
資源循環型施設建設候補地撤回に関する陳
情

茅野孝雄氏ほか５人 環境建設 不採択

R2 3月
医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求
める陳情

長野県医療労働組合連合会
執行委員長　小林吟子氏

厚生 不採択

R2 6月 上田市民会館の再利用に関する陳情 松本涼氏 総務文教 不採択

R2 6月
資源循環型施設建設候補地撤回に関する陳
情

茅野孝雄氏ほか５人 環境建設 不採択

R2 9月
上田市内の中学校の部活動における上田市
の体育施設電気使用料金の減免に関する陳
情

荒井公徳氏 総務文教 不採択

R2 9月
資源循環型施設建設候補地撤回に関する陳
情

諏訪部自治会長
茅野孝雄氏ほか１人

環境建設 不採択

R2 9月 国の責任による少人数学級実現を求める陳情
上田市教職員組合
執行委員長　高木義隆氏

総務文教 不採択

年 議会

R1 12月

R2 6月

R2 9月

R2 9月

R2 9月

R2 9月

R2 9月

義務教育の一層の充実を求める意見書

選択的夫婦別姓制度について議論を求める意見書

オンライン本会議の実現を求める意見書

件名

免税軽油制度の継続を求める意見書

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額を求める意見書

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財
源の確保を求める意見書

地方財政の充実・強化を求める意見書

意見書

令和元年１２月議会以降の請願・陳情の審査、意見書の提出状況

請願

陳情
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