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議会発言特徴語
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阿部寿一 とちぎ自民党 那須塩原市・那須町 ＥＳＣＯ事業 特定テーマ 国立公園 都市整備 県土整備委員会 副委員長 在宅医療 ご了承 支援学級 ご異議

阿部博美 とちぎ自民党 日光市

五十嵐清 とちぎ自民党 小山市・野木町 羽石都市整備 ご異議 防水資源 ご了承 次長兼総合政策 参事兼税務 次長兼監理 副委員長 所管事項 道路保全

池田忠 とちぎ自民党 大田原市 秀委員 ご異議 委員長 指名推選 文教警察委員会 ご挨拶 ご協議

石坂真一 とちぎ自民党 真岡市 ご異議 配付資料 ご了承 委員外 議会運営委員会 審査報告書 本会議 議長あて 趣旨説明者 除斥関連議案

五十畑一幸 とちぎ自民党 小山市・野木町

板橋一好 とちぎ自民党 小山市・野木町 行政機構調査検討会 ご異議 委員長 指名推選 最終処分場 処分場 秀委員 お聞き お伺い 根本的

一木弘司 県民第一 真岡市 委員長 ご異議 指名推選 ご協議 中学校 義援金 ごあいさつ 特定被災地方公共団体 環境省 瓦れき

岩崎信 とちぎ自民党 芳賀郡 継続議事 大議員 発言通告者 保健福祉 産業労働観光 教育長 石環境森林 五家正 明警察本部長 県民生活

角田まさのぶ 無所属クラブ  栃木市・岩舟町

加藤正一 民主・無所属 足利市 学校施設 教育長 図書館 福祉サービス 高校生 リチウムイオン電池 警察本部長 新卒者 事業主体 利用状況

金子裕 とちぎ自民党 佐野市 防災教育 イノシシ 中心市街地 鳥獣管理士 防災機能 バックアップ 想定外 ポテンシャル 首都圏 小中学生

神谷幸伸 とちぎ自民党 鹿沼市・西方町 県議会議長 県議会会議規則 ご異議 委員会審査報告書 取調べ 歳出中 所管関係予算 継続議事 石環境森林 意見書

亀田清 とちぎ自民党 佐野市

神林秀治 とちぎ自民党 さくら市・塩谷郡 若年無業者 ボランティア ボランティア活動 福祉施設 企業誘致 災害対応マニュアル 園芸産地 再質問 販路拡大 アンテナショップ

木村好文 とちぎ自民党 足利市 ご異議 副委員長 委員長 指名推選 無所属 継続調査事件 公明党 ご了承 委員席 正副委員長

小林幹夫 とちぎ自民党 鹿沼市・西方町 純損失 当年度 改革プラン 純利益 医業収支比率 数値目標 経営総合管理事業 経営改善 経常収支比率 賃貸ビル事業

齋藤淳一郎 矢板市民党 矢板市 避難支援プラン 要援護者 災害拠点病院 小水力 医療機関 製造業 支援金 クラブ 大震災 外国人

斉藤孝明 民主・無所属 宇都宮市・上三川町 副委員長

佐藤栄 民主・無所属 宇都宮市・上三川町 県有林 事業展開 スーパー 水力発電 放射線 民主党 管理型 利活用 森づくり県民税事業 溶融スラグ

佐藤良 とちぎ自民党 下都賀郡北部 場ダム建設事業 お言葉 本県議会 提案理由 早期完成 大地震 不安解消 地元住民 提出者 対応方針

佐原吉大 みんな 宇都宮市・上三川町 緩和ケア 看護職員 精神疾患 介護職員 認知症 初動体制 大学病院 リハビリテーションセンター 看護師 支援学校

白石資隆 元気 小山市・野木町 生活保護 グルメ選手権 教育委員会 人たち ご答弁 見通し 学校現場 教育長 人間関係 子供たち

関谷暢之 とちぎ自民党 那須塩原市・那須町

五月女裕久彦 とちぎ自民党 宇都宮市・上三川町 事務事業 県歳入歳出決算 滞納処分 自主財源 歳入歳出決算 少子高齢化 普通会計 滞納者 意見書 行財政基盤

相馬憲一 みんな 大田原市 児童相談所 状況把握 お伺い 地域防災計画 医薬品 放射能問題 放射線 選抜制度 組織体制 衛星携帯電話

相馬政二 みんな 那須塩原市・那須町 児童養護施設 健康調査 有料道路 畜産農家 産業廃棄物 保証人 処理施設 狩猟者 県内観光地 観光協会

髙橋文吉 とちぎ自民党 宇都宮市・上三川町 発言通告者 秀委員 産業労働観光 大委員 総括質疑 お伺い 教育長 障害者 五家経営管理 農業者

螺良昭人 とちぎ自民党 宇都宮市・上三川町 植木次長兼市 総合政策 経営管理 五家経営管理 所管事項 ご異議 次長兼総合政策 ご了承 本委員会 調査依頼

鶴貝大祐 みんな 足利市 スクリーニング検査 新生児 児童養護施設 自立援助ホーム タンデムマス法 ソーラー事業 ご遺族 社会的 アンテナショップ ターン

中川幹雄 みんな 宇都宮市・上三川町 医師不足 森林経営計画 養護老人ホーム 措置費 バックアップ機能 ご異議 指名推選 条例案 意見書 森林整備

中島宏 とちぎ自民党 宇都宮市・上三川町 県民公園福祉協会 救急医療 プール 救急医療体制 避難者 お年寄り 全体構想 ご答弁 ボランティア団体 井頭公園

西村しんじ 公明党 小山市・野木町 公明党 防災拠点 求職者 総務省 幹線道路 新卒者 見直し等 自動車 職業教育 介護保険法

野澤和一 公明党 宇都宮市・上三川町 ドクターヘリ ランデブー ハザードマップ 保育サービス 放射能汚染 マネジメント 防災計画 予算執行 高齢者 保育所

花塚隆志 とちぎ自民党 さくら市・塩谷郡 林業振興 小瀧経営技術 ご了承 ご異議 畜産振興 環境森林 廃棄物 農林環境委員会 所管事項 経済流通

早川けいこ みんな 佐野市 スポーツ 環境問題 看護職員 信頼性 ご答弁 感染症 企画展 地産地消 高速道路 取り組み

早川尚秀 とちぎ自民党 足利市 教育委員会事務 スポーツ振興 所管事項 警察本部所管事項 所管関係予算 文教警察委員会 歳出中 ご了承 支援教育室 生活安全

平池秀光 とちぎ自民党 栃木市・岩舟町 ご異議 委員長 指名推選 ご協議 ごあいさつ ご挨拶 県土整備委員会 生活保健福祉委員会 委員会条例 委員会

保母欽一郎 県民第一 栃木市・岩舟町 入所待機者 リハビリ 警察本部長 総合病院 新病院 メーン お考え 施設整備 地域医療再生計画 地域間

増渕三津男 那須野ヶ原  那須塩原市・那須町 国会等 土砂災害 畜産農家 バックアップ機能 エネルギー 土壌処理 地上デジタル放送 対策実行計画 県地球 温泉熱

松井正一 民主・無所属 鹿沼市・西方町 運転免許 学校施設 被疑者 節電対策 節電取組方針 てんかん 警察本部長 意見書 人身事故 民主党

三森文徳 とちぎ自民党 那須烏山市・那珂川町 谷労働政策 貝委員 産業労働観光 工業振興 所管関係予算 労働委員会事務 次長兼産業政策 観光交流 ご異議 経済企業委員会

山形修治 とちぎ自民党 芳賀郡 シイタケ 土砂災害警戒区域 森づくり県民税 教科書 県産材 学習指導要領 教育基本法 生シイタケ 県民協働 土砂災害

山口恒夫 公明党 宇都宮市・上三川町 体育館 耐震化 耐震補強 公明党 小学校 教育長 避難所 前倒し 子供たち 現地調査

横松盛人 とちぎ自民党 宇都宮市・上三川町 中高一貫教育校 インターチェンジ 物損事故情報管理システム コミュニケーション 発達障害 学校施設 若年無業者 学校給食 選抜制度 歩道整備

若林和雄 とちぎ自民党 下野市 兼消防防災 理事兼危機管理監 高齢対策 医事厚生 障害福祉 青少年男女共同参画 こども政策 健康増進 くらし安全安心 県民生活

渡辺さちこ みんな 宇都宮市・上三川町 スクールカウンセラー 青少年 携帯電話 教職員 地域振興 サービス ご答弁 取り組み 不登校 インターネット

渡辺渡 とちぎ自民党 日光市 理事兼危機管理監 兼消防防災 ご意見 委員会 副委員長 報告書 ご了承 災害対策 観光交流 お願い

名前 会派 選挙区

小樽商科大学木村研究室 kimura@res.otaru-uc.ac.jp

宇都宮共和大学高丸研究室 takamaru@kyowa-u.ac.jp


