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第１回定例会市長事務方針
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小 中 学 生の 家 庭 に 抗 原 検 査
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年明け以降、感染者が増加

新型コロナ
ウイルス感染症

２月 日から３月 日まで、市議会第１回定例会が開催されました。
開会日に、市長から令和４年度の事務方針が述べられましたので、概要を掲載
します。なお、可決議案等の詳細は、市ホームページをご覧ください。
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