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議会発言特徴語
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斎藤範夫 人事当局 懲戒処分 不祥事 地区計画 マニフェスト 発展税 御所見 納税者 被保護者 ラグビーワールドカップ

安孫子雅浩 マラソン 御所見 ランナー ラジオ体操 マラソン大会 イスラム圏 市民フォーラム スポーツコミッション 交流事業 ウオーキング

岡部恒司 建設産業 喫煙者 イノシシ 地元建設業 トップ 市たばこ税 普通建設事業費 たばこ タイプ 組織改正

加藤和彦 認知症 お考え 振興策 新産業 工業団地 再任用 電力会社 農産物 太陽光 保育士

岡本あき子 総合福祉法 市民フォーラム 復興公営住宅 自主防災組織 地域主権改革 保育室 障害者 磁気カード 議案中 一括交付金

庄司俊充 お伺い 小規模企業 農業園芸センター 認知症 生ごみ ＩＣ乗車券 集中豪雨 都市計画道路網 イノシシ 本市農業

菅原健 軽自動車 本委員会 客引き 議案中 地元建設業 総務財政委員会 質疑終了後 補正中 長寿命化 仮庁舎

佐藤わか子 発達障害 英語教育 ＡＬＴ 福祉センター 再生エネルギー 御所見 支援学校 放置自転車 生活困窮者 いじめ対策

橋本啓一 指定管理者 精神科 図書館 指定管理料 トンネル 入学金 選定基準 入学者 社会教育主事 スポーツ施設

菊地崇良 政治経済 国家戦略特区 御所見 中長期 中央政府 お取り組み 御見解 まちづくり政策 御検討 市復興計画

小野寺健 合同会社 病後児 劇場法 投票所 本委員会 一貫教育 議案中 いじめ 水族館 審査報告書

跡部薫 保育ニーズ 御所見 幼児教育 新制度 地方分権 保護者 取り組み 消防団 本委員会 議案中

鈴木繁雄 自転車 お伺い ガソリンスタンド 公有財産価格審議会 客引き 幼保一体化 議事進行 発展税 育児休業 スタンド

渡辺公一 ものづくり 定刻再開 御異議 御異議なし ケヤキ並木 認定こども園 施政方針 建造物 元気づくり エネルギー源

佐々木両道 未就学児 福祉センター 各省庁 議事進行 委員長 外郭団体 復興庁 動物園 自治市 公務員

伊藤新治郎 総領事館 政治家 パンダ 指名推選 会計歳入歳出決算認定 款健康福祉費 款教育費 款経済費 本委員会 運送事業会計決算認定

木村勝好 御異議 御異議なし 定刻再開 市長並び 事務組合 御当局 記念碑 配分委員会 営業活動 附属病院

渡辺博 お考え 公文書 公共物 お取り組み 無電柱化 大都市制度 法定外 図書館 御認識 水族館

赤間次彦 貨物ターミナル駅 学校跡地 大学雨 未復旧宅地 サミット 御所見 修正案 スポーツ 実質収支 本委員会

日下富士夫 御異議 御異議なし 署名議員 会議録 会議規則 定刻再開 両道君 暫時休憩 議事日程 閉会中

柿沼敏万 地区避難施設 大規模校 現行条例 生徒数 市政務調査費 観光資源 プレハブ住宅 応急仮設住宅 パンマンミュージアム 補助避難所

佐藤正昭 署名議員 御異議 御異議なし 会議録 会議規則 議事日程 質疑なし 一括議題 閉会中 各号議案

加藤けんいち 教科書 お伺い 管理会社 町内会加入 職場体験活動 御所見 連絡協議会 外国資本 大規模校 市民フォーラム

高橋次男 トンボ 津波警戒区域 木遣り 消防ヘリ 編さん事業 はしご乗り 消防団 生態系 診療所 御所見

西澤啓文 署名議員 御異議 御異議なし 会議録 会議規則 議事日程 一括議題 工事請負契約 各号議案 副委員長

渡辺敬信 花火祭 七夕花火祭 誘導ブロック 主催団体 スポーツ推進 運動施設 減免措置 視覚障害者 御所見 野球場

鈴木勇治 スポーツツーリズム 乗務員 認知症 ガスシステム改革 特定施設 アセットマネジメント 保険制度 スポーツ 農水産物 バス事業

野田譲 署名議員 御異議 御異議なし 会議録 会議規則 閉会中 議事日程 継続審査 友好都市 客引き

田村稔 ため池 出生率 少子化 パンダ 教科書 御所見 領事館 支援学校 自閉症 自衛隊

やしろ美香 いじめ ＩＣＴ 児童虐待 ＧＩＳ 庁内ＧＩＳ 情報政策 消費者 電算化 教科書 御見解

菊地昭一 御所見 お伺い 公明党 東部沿岸地域 移転対象地域 義務的 ドクター 被災者 世界会議 取り組み

嵯峨サダ子 共産党 居住制限者 被災者 入居資格 宅地被害 バス路線再編案 暖房代 なりわい 分担金 効果促進事業

大槻正俊 灰溶融炉 教育旅行 お考え 取り組み 汚染水 支援学校 動物公園 求償権 卸売業 原発事故

嶋中貴志 小規模事業者 支援学級 震災遺構 人事院 お約束 チャレンジ 備蓄倉庫 会計予算 災害危険区域 医師不足

花木則彰 放課後 学童保育 共産党 児童クラブ 当局案 児童館 育成事業 花木則 被災者 小規模保育事業

石川建治 奨学金 空き家 損壊住宅 中古住宅 御所見 給付型 バスプール 市営住宅 自転車 走行空間

鈴木広康 お伺い 通学路 御所見 超過勤務手当 公明党 不登校 農業振興地域 自転車 議案中 ドクターヘリ

ふるくぼ和子 共産党 保育所 市議団 免除制度 自衛権 教育委員会 集団的 敬老乗車証 保護者 最低賃金

相沢和紀 屋内運動場 退職金 認定こども園 出産育児 災害危険区域 幼保連携型 分娩料 かさ上げ工事 農業委員会 危険区域

鎌田城行 自転車 子どもたち 御所見 レーン 貸し主 横断歩道 歩行者 現状復旧 公園内 ドライバー

ふなやま由美 共産党 支援学校 市議団 アスベスト 震災関連死 公定価格 認可保育所 正規雇用 被災者 子供たち

小山勇朗 ふれあい福祉バス 被保険者 抵当権 要支援者 認知症 総合事業 設計変更 収入未済額 県学校給食会 貧困率

小野寺利裕 小規模企業 消費者 御所見 福祉避難所 公明党 支援システム 支援学校 防災マニュアル 障害者 利用促進策

高見のり子 共産党 被災者 オスプレイ 建物移転料 市議団 消費税増税 盛り土 危険区域 現地再建 消費税

ひぐちのりこ 御見解 寡婦控除 保育士 保育所 支援法 清掃工場 暴力相談支援センター 児童クラブ 御所見 登用率

小田島久美子 胃がん ピロリ菌 御所見 公明党 投票所 宣誓書 不活化 コールセンター 父子家庭 住民税

すげの直子 共産党 学童保育 人減らし 被災者 財源対策 エアコン 行革プラン 市議団 財政難 就学援助

佐藤和子 風疹症候群 御所見 不育症 先天性 乳がん 女性農業者 分娩料 出産費用 グラウンドゴルフ 公明党

庄司あかり 奨学金 共産党 かさ上げ県道 給付制 あかり 被災者 児童養護施設 学生支援機構 正社員 市議団

佐々木真由美 区文化センター 洋式トイレ 御所見 連帯保証人 公明党 コミュニティバス トイレ スクールバス 介護支援ボランティア制度 海抜表示

柳橋邦彦 文化芸術 発信力 地域防災リーダー スポーツ 本計画 仕掛け まこと タクシー 震災復興ビジョン ミュージアム

大泉鉄之助 保健所 まこと 小学校校舎 経済力 副市長 防潮林 記念碑 議事進行 消防ヘリ 苦しみ

早坂あつし いじめ 客引き 危険ドラッグ 脱法ドラッグ キャラ 自転車 子供たち 放射性 道徳教育 児童虐待

小野寺淳一 消火栓 違法駐輪 ＡＥＤ 飲酒運転 養育費 御所見 ハザードマップ 耐震改修 地域防災リーダー 町内会

及川英樹 認知症 特定健診 脱法ハーブ 在宅医療 衛生管理 地域包括ケア 包括支援センター 性感染症 保健指導 有料老人ホーム
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