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芦原進 あしはらすすむ 豊平区 公明党 ソーシャルワーカー 投票所 スクール 処置拡大 救命士 不在者 保護所 動物園 ペレットストーブ 在住外国人

阿知良寛美 あちらひろみ 東区 公明党 最低制限価格 公契約条例 パラリンピック 市内業 ジャズ 妊娠率 サービス協会 若手技術者 不妊治療 告示後

阿部ひであき あべひであき 白石区 自民党・市民会議 非違行為 不審者 時計機械 学習状況 ループ化 取り組み 本市教育委員会 精密検査 雪たい積場 軌道事業

飯島弘之 いいじまひろゆき 西区 自民党・市民会議 公契約条例 条例案 北方圏 ビジョン ジェット旅客 労働者 対象業 最低賃金 テストフライト 市民計画

五十嵐徳美 いがらしとくみ 東区 民党・市民会議 ドクター 生産拠点 企業誘致 現実問題 除排雪業務 ものづくり 引き出し ウイン リスク分散 準工業地域

石川佐和子 いしかわさわこ 北区 市民ネットワーク北海道 子ども 市民ネットワーク 子どもたち ジェット化 民間学童保育所 外国籍市民 就航率 資源化 児童会館 取り組み

伊藤牧子 いとうまきこ 中央区 市民ネットワーク北海道 若年性 認知症 水道記念館 歩道橋 テーリング 横断歩道橋 介護者 専用水道 自殺未遂者 地域医療支援病院

伊藤理智子 いとうりちこ 白石区 日本共産党 子どもたち 備蓄物資 待機児童 アスベスト 子ども 保育所 避難所 保育料 可動さく 人たち

井上ひさ子 いのうえひさこ 手稲区 日本共産党 プール 期限つき 投票所 スリッパ 子ども 子どもたち 生ごみ 地域避難所 備蓄物資 行政区

猪熊輝夫 いのくまてるお 南区 民主党・市民連合 お母さん 都市型 おやつ 学童保育 賃金体系 農業従事者 入り口 おなか 出会い ぐあい

伊与部年男 いよべとしお 北区 民主党・市民連合 組合長 ストーン 農業委員会 ハイテクヒル 認定農業者 資産維持費 准組合員 既得権 土地代 一般会計

植松ひろこ うえまつひろこ 豊平区 民主党・市民連合 特例子 児童発達支援センター 求職者 自殺者 取り組み 児童発達支援事業所 ものづくり振興戦略 継続雇用 広域展開 投票率

大嶋薫 おおしまかおる 西区 民主党・市民連合 副市長 上記会議 異議なし 出席議員数 署名議員 教育長 ご異議 代表質問 会議録 福祉施設化

小形香織 おがたかおり 中央区 日本共産党 入院機能 パークアンドライド 応急備蓄物資 お考え 駐輪場 子ども 民間学童保育所 マイカー 給付制限 児童心療センター

小川直人 おがわなおと 厚別区 民主党・市民連合 体育振興会 もみじ ヘリコプター 磁器食器 消防ヘリコプター 自転車 消防救急無線 プール 消防隊 下水汚泥

小倉菜穂子 おぐらなほこ 西区 市民ネットワーク北海道 子ども 取り組み いのち ソーシャルビジネス 障がい 複合災害 臨時財政対策債 パワハラ いじめ 子どもたち

長内直也 おさないなおや 中央区 自民党・市民会議 自転車 条例化 マナー たばこ 駐輪場 モデル地区 ルール オペラ 議員提案 安全利用

小野正美 おのまさみ 手稲区 民主党・市民連合 特例子 街区公園 総務管理費 ご参集 大規模公園 宗教法人 総務費 審査日程 修正案 ジョブコーチ

恩村一郎 おんむらいちろう 清田区 民主党・市民連合 歯周病 博物館 競技場 ぎんカーリングスタジアム アイスメーカー 公園競技場 陸上競技場 カーリング 観光道路 モバイルミュージアム

勝木勇人 かつきはやと 西区 自民党・市民会議 雰囲気 現実問題 ホテル リーダー ケース コンビニ 一定程度 ネットワーク ご理解 委員会

金子やすゆき かねこやすゆき 東区 無所属 減損処理 発行手数料 証券会社 コーチ 利回り 出資団体 仕組み債 地域総研 随意契約 備荒資金組合

川口谷正 かわぐちやただし 東区 民主党・市民連合 自転車 ダンプ会社 ドーム プラム 灰溶融炉 死亡事故 外部コーチ アクションプログラム 駐輪場 運転手

川田ただひさ かわたただひさ 厚別区 自民党・市民会議 拉致問題 教科書 慰安婦 ＩＴ産業 避難区域 ものづくり 作業工程 強制力 補助金 副都心開発公社

北村光一郎 きたむらこういちろう 清田区 自民党・市民会議 フリースクール プレーパーク 消防施設 収益事業 ロードヒーティング 駐輪場 効果額 工期短縮 国際会議 家賃負担率

木村彰男 きむらあきお 南区 みんなの党 ご担当 お考え お仕事 理事者 赤色灯 ご担当者 カテゴリー じょうてつ ご決意 ご見解

國安政典 くにやすまさのり 北区 公明党 ジョブサポーター 養護学校 放課後 理事者 水質汚染事故 生活相談支援事業所 障がい 給水装置 耐震化 自立援助ホーム

桑原透 くわばらとおる 清田区 民主党・市民連合 報告事項 理事者 年度国家予算等 ご参集 ご異議 救急安心センター 選考基準 大都市財政 ご起立 年度国

こじまゆみ こじまゆみ 厚別区 自民党・市民会議 市退職者 子ども 防災行政無線 認可外 図書館 保健師 漏水防止作業 アメニティー 暫時休憩 一般来館

小須田悟士 こすださとし 南区 自民党・市民会議 補足説明 理事者 雇用創出 ご異議 全額免除 抗インフルエンザウイルス薬 観光協会 重症心身障がい児 シュリ 暫時休憩

小竹知子 こたけともこ 豊平区 自民党・市民会議 カーリング 商店街 助産師 特定健診 特定保健指導 出店者 市商連 母性相談 ぎんカーリングスタジアム ライフライン事業者

こんどう和雄 こんどうかずお 豊平区 自民党・市民会議 山国際ハウス 国際ハウス 自転車 放置自転車 ノロウイルス 芸術祭 アーティスト 国際芸術祭 ホテル 高架下

坂本恭子 さかもときょうこ 北区 日本共産党 特養ホーム お考え 会場管理者 保険料 高齢者 共産党 サービスつき 方たち 待機者 値上げ

佐々木みつこ ささきみつこ 白石区 自民党・市民会議 雪まつり 普通浴 ループ化 ご異議 補足説明 プロジェクションマッピング 理事者 経済効果 大雪像 学校給食

しのだ江里子 しのだえりこ 東区 民主党・市民連合 児童デイサービス 拠点倉庫 ＡＥＤ ヘルスケア事業 方たち 横断歩道橋 相談支援パートナー 取り組み 子どもたち 子ども
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名前 ふりがな 選挙区 党派・会派等

鈴木健雄 すずきけんゆう 東区 自民党・市民会議 カーリング 体育館 やりとり つもり

高橋克朋 たかはしかつとも 北区 自民党・市民会議 異議なし ご起立 出席議員数 ご異議 意見書 本動議 投票用 賛成者 議会運営委員長 一括問題

宝本英明 たからもとひであき 北区 民主党・市民連合 基幹系 動物園 情報システム 来園者 校務支援システム ネーミングライツ 地元企業 理事者 補足説明 ＳＡＰＩＣＡ

武市憲一 たけいちけんいち 手稲区 自民党・市民会議 メンバー 総務委員会 委員長

谷沢俊一 たにさわしゅんいち 白石区 公明党 評議員 保育施設 在宅医療 介護職員 ごみパト隊 大通高校 菊まつり 児童福祉施設等 自殺対策 プロパー

中村たけし なかむらたけし 西区 民主党・市民連合 ドーム 行為求償 信用保証協会 スプレー カセットガスボンベ 広域圏 生活道路 引火事故 暴力団 一般橋梁

西村茂樹 にしむらしげき 厚別区 民主党・市民連合 パークゴルフ場 総合公園 管理型 処分場 公園づくり かかわり合い ホール 老若男女 コース 青少年科学館

長谷川衛 はせがわまもる 中央区 民主党・市民連合 横断歩道橋 高次脳機能障がい 福祉用 子ども 中高一貫教育校 子どもたち 子どもアシストセンター 地域包括支援センター ワーク 緩和ケア病棟

畑瀬幸二 はたせこうじ 白石区 民主党・市民連合 プール 退職手当 リラックスプラザ 支給額 職報酬等 被災地 耐震性 構造物 所管部局 ご努力

林清治 はやしせいじ 北区 民主党・市民連合 取り組み 路面電車 低床車両 自転車 ＮＰＯ法人 会計基準 公契約条例 ケースワーカー 更新事業 広域避難場所

林家とんでん平 はやしやとんでんへい 豊平区 民主党・市民連合 重度訪問介護 観光文化情報ステーション 障がい パーソナルアシスタンス事業 ヘルパー 文化芸術 ジャズ 精神障がい ご家族 スポーツコミッション

伴良隆 ばんよしたか 北区 自民党・市民会議 市有掲示板 要対協 チェックシート 仮称児童虐待対応 博物館 収容避難場所 雪対策 堆肥化 流雪構 震災瓦れき

福士勝 ふくしかつ 手稲区 民主党・市民連合 異議なし 穴あけ ご起立 スプレー ご異議 カセットボンベ 本動議 議会運営委員長 賛成者 ごみ収集車

福田浩太郎 ふくだこうたろう 手稲区 公明党 ドッグラン 仲卸業 ソーシャルビジネス ＰＣＢ廃棄物 引きこもり 取り組み 幼保小 ＬＥＤ街路灯 電子書籍 ＩＣＴ

ふじわら広昭 ふじわらひろあき 東区 民主党・市民連合 不織布 ガラス繊維 フィルター 主任技術者 化学繊維 民主党 現場代理人 ダンプトラック 庁舎管理 総合評価方式

細川正人 ほそかわまさと 中央区 自民党・市民会議 ドーム 中央体育館 ご参集 報告事項 ツーリズム 生活拠点 コーチ スポーツ 中央区民 雪たい積場

堀川素人 ほりかわもとひと 南区 改革 公共物 天下り 法定外 仕分け 自主運営 自分方 子ども 水洗化 中高一貫教育 電気柵

本郷俊史 ほんごうとしぶみ 中央区 公明党 避難所 リフォーム 仮設住宅 オペラ 耐震化 出没件数 定期接種 適合性 ヒグマ サミット

松浦忠 まつうらただし 白石区 改革 人たち ダンプ タイヤショベル 福利厚生会 土木センター 委員長 管理者 雪対策室 商店街 公開空地

丸山秀樹 まるやまひでき 厚別区 公明党 認定看護師 取り組み 緊急通報システム事業 ベビーカー 要援護者 ひとり親家庭 職場実習 高齢者 エコドライブ 在宅医療

三浦英三 みうらえいぞう 清田区 公明党 液晶画面 動物園 老年者 コンビニ納税 消防学校 市税事務所 カラス対策 防災力 社会貢献活動 機能分担型

三上洋右 みかみようすけ 豊平区 自民党・市民会議 異議なし ご異議 ご起立 出席議員数 本動議 賛成者 意見書 議会運営委員長 署名議員 上記会議

峯廻紀昌 みねまわりのりまさ 豊平区 民主党・市民連合 高次脳機能障がい 報告事項 穴ぼこ 理事者 地震対策 複合施設化 資材置き場 ご参集 医師数 ご異議

宮川潤 みやかわじゅん 東区 日本共産党 値上げ 最低生活費 家賃減免 ホール 保険料 求職活動 高額療養費 生活保護基準以下 修繕費 生活保護

三宅由美 みやけゆみ 南区 民主党・市民連合 プラネタリウム いじめ 科学館 消費者 さくら 理事者 報告事項 子ども プレーパーク インクルーシブ教育

宮村素子 みやむらもとこ 清田区 自民党・市民会議 保健師 入所実績 乳幼児健診 助産施設 性虐待 看護職 年齢制限 人事交流 子ども 歯科健診

宗形雅俊 むねかたまさとし 南区 自民党・市民会議 無接道敷地 空き家 空き家等 合併浄化槽 スキー学習 区民協議会 給電スタンド 市街化 委員会 お祭り

村上ゆうこ むらかみゆうこ 中央区 民主党・市民連合 子ども 保育ママ たばこ 子どもたち 取り組み 保育料 市政参加 若者支援総合センター 芸術祭 自殺対策

村松正海 むらまつまさみ 北区 自民党・市民会議 小規模事業者 ご参集 報告事項 一括問題 お客さん 審査日程 ランク 経済費 リフォーム 暫時休憩

村山秀哉 むらやましゅうや 西区 自民党・市民会議 受動喫煙 運営方針 内部調査委員会 報告事項 町内会館 受動喫煙防止対策 除雪事業 委員会 理事者 予定告示

山口かずさ やまぐちかずさ 白石区 民主党・市民連合 保育ママ 飼い主 動物管理センター 自転車 要支援児 子育て支援住宅 子育て世帯 貯水槽 地域スポーツコミッション 市営住宅

山田一仁 やまだかずひと 東区 自民党・市民会議 財政見通し 公共事業 下半期 財政再建 建設事業費 新まち 上半期 涵養策 低落札 ご参集

よこやま峰子 よこやまみねこ 北区 自民党・市民会議 コンビニ交付 自主運営化 まちセン 証明書 自殺者 健康寿命 健康格差 未納率 流雪溝 ＳＡＰＩＣＡ

涌井国夫 わくいくにお 西区 公明党 乾パン 文書館 未収金 ピロリ菌 母子保健事業 公文書館 公文書 緩和ケア 胃がん 乳幼児健診
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