自由民主党議員団
行政の集約化と効率化により
健全な財政基盤の確立

の要望に応えられるよう、求人情報の
開拓に努めることを要望する。
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一般健康診査事業にある

生活習慣病予防教室と特定健康診査に
係る特定保健指導を連携させるなど、

行政

自由民主党区民会議
区民の目線に立って
サービスの充実・向上！

で、総合的な子育て支援策ができるこ
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とを強く要望する。
環境費

啓発は、区民に減量目標を示し、平成
年度達成に向けて、しっかりと取り
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