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議会発言特徴語
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赤木長義 アカギミチヨシ 公明党 内部統制 税率改正 公明党 資金不足比率 官製談合幇助 ソーシャル 人口減社会 執行機関 財務諸表 合併浄化槽

秋村光男 アキムラミツオ 市民クラブ 暫時休憩 都市整備 健康福祉 教育委員会事務 企画財政 実務研修員 市民政策 市長公室長 教育長 浄化槽

小豆畑緑 アズハタミドリ 自民清風会 ヘルスツーリズム 情報モラル教育 ワクチン 企業者 ネットいじめ 成年後見制度 認知症 子宮頸がんワクチン 福祉避難所 本委員会

天内慎也 アマナイシンヤ 日本共産党 駐輪場 自治区 共産党 核兵器 住民アンケート 被爆者 生活援助 リンゴ ため池 機能型

大矢保 オオヤタモツ 自民清風会 御異議 御異議なし 解任請求 議会広報広聴 谷健康福祉 農業委員 御質疑 畑緑議員 議員提出議案 委員長

奥谷進 オクヤススム 新政無所属の会 新政会 スクールカウンセラー プール 水産指導センター 一言所見 本委員会 漁業者 起立採決 一般質問 財政プラン

小倉尚裕 オグラタカヒロ 新政無所属の会 合併特例債 広域行政 村建設計画 特例債 地区清掃施設組合 延命化 庁舎整備 選定委員会 改良工事 返済猶予

小田桐金三 オダギリキンゾウ 新政無所属の会

葛西育弘 カサイイクヒロ 日本共産党 歩道除雪 児童遊園 家族従業者 雪寄せ場 雪盛り 作業計画書 ＧＰＳ端末 ダンプ バス停 パトロール班

軽米智雅子 カルマイチカコ 公明党 防災士 個別通知 軽減税率 肺炎球菌ワクチン 組織率 定期接種 食料品 自主防災組織 公明党 お母さん

木戸喜美男 キドキミオ 自民清風会 新城中学校 消防団 認知症 協力事業所 パレード 高規格救急自動車 ボランティア活動 市消防団 スノーレスキュー隊 雪おろし費用

木下靖 キノシタヤスシ 市民クラブ 産業廃棄物 焼却灰 防火間仕切り壁 地産地消率 市民センター 指定管理者 管理運営協議会 公開質問状 廃棄物 指定管理料

工藤健 クドウケン 市民クラブ 子ども クラクション 権利条例 バスターミナル ターミナル 駅前ターミナル 市民クラブ まちづくり会議 ささえ 空き家

斎藤憲雄 サイトウノリオ 社民党 湧出量 色覚異常 伝統工芸 支援センター 実証実験 社会教育委員 武道教育 大学院 伝統工芸士 ケアシステム

里村誠悦 サトムラセイエツ 自民清風会 起立採決 中一貫教育 ＥＭ菌 本委員会 閉会中 不採択 防犯カメラ ＡＥＤ 設置基準 本陳情

渋谷勲 シブタニイサオ 自民清風会 市政会 パフォーマンス 審議会 市一般会計予算 職報酬等 自発的 瓦れき処理 委員長 運送事業会計補正予算 各派代表者

竹山美虎 タケヤマヨシトラ 市民クラブ 市民クラブ 東青ブロック 浸水実績マップ 電気自動車 地区清掃施設組合 瓦れき まちづくり 減量化 高齢社会 新ごみ処理施設

舘田瑠美子 タテダルミコ 日本共産党 国保税 資格証明書 共産党 無保険 資格証 保険証 国民健康保険法 国保会計 病院船 調整池

舘山善也 タテヤマヨシヤ 自民清風会 日中除雪 スポーツ振興 救命処置 ＡＥＤ スポーツ コード プール 漁業者 国体開催 収容避難所

中田靖人 ナカタヤスヒト 自民清風会 再生計画 民事再生 都市機能部分 市民オンブズパーソン 旧青年 地権者 取締役会 政治決断 市役所庁舎整備計画 まちづくり会社

中村節雄 ナカムラセツオ 新政無所属の会 はやし 耐震補強 ねぶた ペデストリアンデッキ 観光博 新政会 庁舎整備 まちづくり 中心市街地 政治決断

中村美津緒 ナカムラミツオ 新政無所属の会 人工芝 ねぶた祭 グラウンド サッカー 誘客促進 スポーツ施設 ねぶた 国内外 ＰＲ活動 スポーツ

仲谷良子 ナカヤリョウコ 社民党 暫時休憩 教育委員会事務 レールパッド 認知症 学校司書 運輸機構 都市整備 カシス カフェ 健康福祉

奈良祥孝 ナラヨシタカ 市民クラブ 不採択 報告中 市一般会計予算 委員長 専決処分 起立採決 市下水道事業 市駐車場 市水道事業会計補正予算 副委員長

奈良岡隆 ナラオカタカシ 新政無所属の会 ビル会社 出店者 女性管理職 開発ビル株式会社 超高齢社会 販促活動 成長戦略本部 区分所有者 無所属 共益費

橋本尚美 ハシモトナオミ 無所属 かばん ランドセル 認定証 障害児 保健所 ヘルパー 子ども 同意書 要保護児童 御一考

長谷川章悦 ハセガワショウエツ 自民清風会 答申書 下水道使用料 体育協会 自治区 督促処分 異議申立て 正副委員長 文化スポーツ振興公社 青年海外協力隊 会長職

花田明仁 ハナダアキヒト 自民清風会 御異議 御異議なし 議員提出議案 御質疑 提案理由 委員長 教育委員会事務 各案件 都市整備 健康福祉

藤田誠 フジタマコト 社民党 有給休暇 定員管理計画 気象庁 消防職員委員会 ＡＥＤ 交付税 大項目 有料化 木清掃工場 開示請求

藤原浩平 フジワラコウヘイ 日本共産党 社会実験 本格運行 回数券 共産党 乗り継ぎ 福祉乗車証 バスカード 交通戦略 賃借料 市営バス

丸野達夫 マルノタツオ 新政無所属の会 御異議 御異議なし 議員提出議案 御質疑 委員長 提案理由 報告中 健康福祉 教育委員会事務 都市整備

村川みどり ムラカワミドリ 日本共産党 総合事業 共産党 保険料 介護保険料 認定調査 利用料 要支援 生活援助 ヘルパー 以下学級

山本武朝 ヤマモトタケトモ 公明党 瓦れき ピロリ菌 リンゴ樹 公明党 胃がん 震災瓦れき 自転車 不検出 情報システム 自治区

山脇智 ヤマワキサトシ 日本共産党 公契約条例 公契約 再稼働 共産党 スプリンクラー 健康農園 原子力 小規模企業振興基本法 労働者 多忙化

渡部伸広 ワタナベノブヒロ 公明党 反転授業 議会ウエブサイト 公会計 固定資産台帳 公共施設マネジメント 公明党 認知症 地方消費税 放課後 地方議員

氏名 フリガナ 会派
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