
H23〜26年度における議会発⾔特徴語 宇都宮市

議会発言の特徴語

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 斉藤さちこ Forシングルびじょん 御見解 母子家庭 博物館 現況届け クレジットカード払い 求職者 貸付制度 幼児用 流水音装置 御所見

2 久保井永三 未来への架け橋 発生土 ランク 備蓄基地 新田浄水場 放射性 技術者 建設業 北部地域 保管場 公民館

3 荒木英知 統一会派 フォーラム・みんな 御異議 市競輪 あっせん 複式簿記 テーマ 本委員会 市駐車場 臨時財政対策債 和楽器 正副委員長

4 保坂寿 統一会派 フォーラム・みんな 項目目 備蓄避難所 給食残渣 防犯灯 地域防災リーダー 長期安定性 ＬＥＤ化 防災士 政策討論 フェイスブック

5 今井政範 自民クラブ 生徒手帳 食物アレルギー 子ども ＡＥＤ 自転車 子どもたち 保育園 子育てサロン 子育て 通行帯

6 馬上剛 自由民主党議員会 まちなか 御見解 境界変更 単位自治会 商店街 中央地域コミュニティセンター 集団的 自衛権 中心市街地 街路灯

7 増渕一基 自由民主党議員会 自転車 准看護師 景観づくり 認知症 専修学校 取り組み 農地プラン 安全利用 瓦れき 看護師

8 櫻井啓一 自由民主党議員会 取調べ 御異議 地上デジタル放送 追加計上 村総合事務組合 イノシシ 住民投票 取り組み 可視化 全会一致

9 郷間康久 統一会派 フォーラム・みんな 御答弁 公共サービス基本法 センター ＬＲＴ 審査請求 公契約条例 エコシティ 住民投票 指導要綱 公務員

10 小平美智雄 市民連合 ネットワーク型 ＬＲＴ 自転車 コンパクトシティ 経済波及効果 認知症 当会派 子ども こども医療費 ガイダンス

12 駒場昭夫 市民連合 御見解 無電柱化 追加計上 子ども消防団 資本的 企業債 ターゲットバードゴルフ 健康マージャン 収益的 行政評価制度

13 高橋美幸 公明党議員会 公明党 取り組み 取調べ 高齢者 認可外 要援護者 法務省 女性委員 ＰＦＩ 受診率向上

14 木村由美子 公明党議員会 御見解 予算要望 高齢者 支援システム 公明党 取り組み 認知症 タンデム自転車 手話通訳者 雨水利用

15 菊地公史 公明党議員会 御見解 御異議 有床診療所 地方消費者 追加計上 市国民健康保険 会計補正予算 市介護保険 市後期高齢者 継続審査

16 舟本肇 自民クラブ ラジオ体操 御異議 土地区画整理事業費 土地区画整理事業 会計補正予算 スクール 受託事業 追加計上 コミュニティ 自転車

17 岡本芳明 自民クラブ 市競輪 御異議 読書活動 バルーン 市駐車場 本委員会 農畜産物 追加計上 就農者 環境経済常任委員会

18 角田和之 自民クラブ 御異議 土地区画整理事業費 追加計上 会計補正予算 土地区画整理事業 予算総額 駅西土地区画整理事業 市道路線 自転車 本委員会

19 小林紀夫 自由民主党議員会 再開発 食肉センター 請求代表者 指定都市 子ども手当 目的税 再開発事業 取り組み 思い出 地方中枢拠点都市圏

20 五月女伸夫 自由民主党議員会 御異議 追加計上 地域自治制度 介護予防サービス 市国民健康保険 市介護保険 不採択 会計補正予算 市指定地域密着型 英語教育

21 福田久美子 日本共産党 保育所 限定正 正社員 子ども 御答弁 ＬＲＴ 生活保護 認可外 いじめ 規制緩和

22 半貫光芳 統一会派 フォーラム・みんな 繰り入れ 空き家 償還払い 臨時財政対策債 ＬＲＴ 代執行 交付税措置 財政計画 お父さん 自治会加入

23 遠藤和信 環境と健康を守る会 セクター等 景観的 官民較差 管理指標 負担比率 市債残高 テレワーク 建造物 公共交通 具体的

24 西房美 議会改革クラブ 市当局 自治会 自治会長 田んぼ 喫茶店 人たち 保証人 ＬＲＴ 街路樹 情報公開制度

25 真壁英敏 市民連合 公共建築物 太陽光 市民栄誉賞 実施委員会 長寿命化 ＬＲＴ導入 修繕計画 杜公園 地域防災計画 エネルギー

26 渡辺通子 公明党議員会 御所見 議員案 御異議 ＡＥＤ 市介護保険 追加計上 会計補正予算 市後期高齢者 市国民健康保険 継続審査

27 金沢力 公明党議員会 認知症 ピロリ菌 胃がんリスク検診 御見解 ＬＥＤ照明 がん教育 レアメタル 救急医療情報キット 胃がん 取り組み

28 塚田典功 自民クラブ 教科書 ペット ＬＲＴ 健康寿命 宮コン 健康づくり 取り組み 飼い主 教育再生 地域猫

29 南木清一 自民クラブ 公共交通 公共交通ネットワーク 地域内 東西基幹公共交通 乗り継ぎ 周辺地区 ＩＣカード 耕作放棄地 超高齢社会 ＬＲＴ

30 熊本和夫 自由民主党議員会 御異議 総務常任委員会委員長 委員会付託 議員案 工事請負契約 御意見等 暫時休憩 起立採決 継続審査 投資的

31 渡辺道仁 自由民主党議員会 御異議 本委員会 追加計上 御意見等 正副委員長 委員外 起立採決 御一任 工事請負契約 暫時休憩

33 荒川恒男 日本共産党 ＬＲＴ 共産党 保険料 国民健康保険 待機者 高齢者 総合事業 大企業 認知症 介護保険

34 藤井弘一 統一会派 フォーラム・みんな 教育委員 ペット 教育委員会 殺処分 宝くじ 旧町名 教育長 山公園 教育委員会廃止論 英語教育

35 今井恭男 市民連合 空き家 運営委員会 ＬＲＴ 指定廃棄物 要援護者 各子ども ＬＲＴ導入 学童保育 お聞き 公設公営

36 工藤正志 市民連合 自校炊飯 老人クラブ いじめ 高齢受給者 ダンス 業務継続計画 お年寄り 瓦れき 衛生管理 情報通信技術

37 山本正人 市民連合 暫時休憩 地域公共交通 ＬＲＴ バス交通 ＡＥＤ 直接請求 全体像 住民投票条例制定 にぎわい 交通政策基本法

38 綱河秀二 公明党議員会 防災士 集会所 校務分掌 自治会集会所 御見解 防災教育 産業廃棄物 都市公園内 いじめ 都市公園

39 浅川信明 自民クラブ 小型家電 使用済み 創業支援 レアメタル 消化ガス 発達障がい エネルギー バス路線 企業立地 リサイクル

40 阿久津善一 自民クラブ 高架化 委員長 年長委員 在来線 道州制 新幹線 立会人 都市づくり 市有地 ＬＲＴ

41 小野里豊 自民クラブ 大震災 業務実績 建設改良事業 想定外 スタッフ 調査業務 市政運営 水洗化 川ダム 子どもたち

42 細谷美夫 自民クラブ コンベンション協会 開設者 生産者 検討懇談会 生活保護 都市計画法 向こう 農業委員会 卸売業者 子ども会

43 金子和義 自由民主党議員会 議員案 御異議 委員会付託 各常任委員会委員長 総務常任委員会委員長 提案理由 付託表 委員会案 厚生常任委員会委員長 お手元

45 篠崎光男 自由民主党議員会 委員長 年長委員 意見書 各委員 生活保護 御着席 検針業務 自給率 放射線量 御異議

46 中山勝二 自由民主党議員会 副議長 市政発展 御活躍 議会運営 お祝い キャンプ地 ペデストリアンデッキ 児童虐待 スポーツ施設整備計画 お願い

47 鎌倉三郎 自由民主党議員会 認知症 委員長 年長委員 西議員 本会議 議会運営委員会 貸借対照表 管理職 御着席 会議規則
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