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赤根広介 危険ドラッグ 発達障がい児 水素エネルギー メタンハイドレート タイムライン 宿泊税 発達障がい 海外展開 くくりわな 特定健康診査

荒当聖吾 ＬＥＤ灯 マラソン 違法薬物 ＬＥＤ 生活困窮者 木質バイオマス 木質チップ 人事交流 防災教育 仕上げ

安藤邦夫 国際戦略 保険料 胃がん 難病対策 高速交通ネットワーク 明年度 国際交流 介護保険財政安定化 グループホーム 技術専門学院

池田隆一 婚外子 婚姻歴 母子家庭 保育料 インクルーシブ教育 授業料 地域デザイン 住民税 本委員会 子ども

池本柳次 プルサーマル計画 集落対策 雇用政策 重点政策 水産林務委員会 学力テスト 政権交代後 一体改革 プルサーマル発電 がん診療連携拠点病院

石塚正寛 再生戦略 学級以下 本庁舎 お伺い 建設委員会 オフサイトセンター ルート 流域下水道事業 占用料 目的ダム法

市橋修治 非正規職員 アクシデント 安全確認協定 避難訓練 プルトニウム 避難路 プルサーマル 原発災害 お伺い 自衛権

伊藤条一

伊藤政信 少子化 労働力 労働移動 出生率 歯どめ 研修医 就業率 就業者 子ども未来づくり 国勢調査

稲村久男 緊急消防援助隊 市町村立病院 財政再生 デジタル化 お伺い 道総研 消防本部 がん診療連携拠点病院 地域センター病院 連携構想

岩本剛人 施設園芸 消防力 需給状況 観光振興機構 本委員会 消防学校 付託案件 各分科会 インバウンド 大規模化

内海英徳

梅尾要一 自衛隊 御所見 お伺い 自衛官 空港経営改革 退職自衛官 オスプレイ 土地取引 演習場 災害対策本部

遠藤連 北教組 ふるさと教育 ふるさと がん対策条例 安全管理 定期大会 成熟社会 安全運航 道政執行 基本姿勢

大河昭彦 在宅医療 建設委員会 大区画化 国家戦略特区 老老介護 建設業 景気回復 出生率 企業収益 介護従事者

大崎誠子 性暴力被害者 キツネ エキノコックス症 支援センター 保育士 防止等 サービスつき 学校職員 学校条例 脱線事故

大谷亨 人口減少問題 看護師 地域経済対策 人手不足 土砂災害 飲酒運転 未利用材 地域農業 土砂災害警戒区域 家庭用

岡田篤 行政基本条例 自衛権 集団的 セク鉄道会社 保育士 未利用木材 未達成 知事公約 支援措置 文科省

沖田清志 御所見 お伺い 御答弁 土地開発公社 納税者 買収用 お聞き 道立公園 武道団体 消費税増税

織田展嘉 地域力 文化財 道産材 開発予算 流通システム 過疎化 計画停電 限界集落 組織機構 消防学校

小野寺秀 商工会連合会 聾教育 緊急雇用対策 財団助成事業 看護学院 商工会 私立学校 聾学校 農業生産法人 問題事案

柿木克弘 特定分野別計画 除排雪 道州制 外国産 地域防災対策 シーズン 通学路 総合計画 ケースワーカー 執行体制

笠井龍司 港湾管理者 労務費 野生鳥獣 コールマイン 稼行炭鉱 生活困窮者 石炭採掘 保安技術 産炭国 国際貢献

梶谷大志 技術専門学院 お伺い 権利条例 米政策 ロゴマーク 演習場 債務超過 収支不足額 オスプレイ 経営形態

加藤礼一 異議なし 御異議 御異議なし 意見案 委員長 質疑並び 署名議員 会議録 暫時休憩 お手元

角谷隆司 カジノ 少子化 公立大学法人 総務委員会 瓦れき 親づくり 税条例 条例案 退職手当 勤務手当

金岩武吉 道州制 出先機関 絶滅危惧 ゼニガタアザラシ 財政事情 個体数 野生動物 地域主権 雇用対策 地方自治

包國嘉介 小規模水力発電 沿海地方 取り組み 北斗駅 通学路 社会保障 交流促進 総合学 研究運航 海外戦略

川尻秀之

川畑悟 製油所 御所見 合宿誘致 安全基本計画 フード特区機構 新エネルギー 特定免税店 学習内容 取り組み 燃料電池

神戸典臣

北準一 道路管理 就農者 産業化 農地集積 生産コスト 生産費 漁業資源 道内客 規模拡大 建設業

喜多龍一 異議なし 御異議 御異議なし 意見案 署名議員 委員長 質疑並び 会議録 暫時休憩 議事日程

北口雄幸 季節労働者 コース 未利用地 介助犬 スノーモービル エネルギー お伺い 民間譲渡 新幹線効果 形づくり条例

北原秀一郎 看護学院 矢臼別演習場 看護師 看護職員 森林認証 違法ドラッグ 損害賠償 実弾射撃訓練 医師確保 飼育環境

木村峰行 暫時休憩 交通企画監 竹林孝君 議事進行 総合政策 総務部長的 観光振興監 議事日程 御通知 副知事

日下太朗 道産木材 地方交付税 国有林 水産林務委員会 木質バイオマス 地方公務員 大合併 お伺い 交付税 占用料

工藤敏郎 立会人 署名議員 異議なし 御異議 御異議なし 会議録 会議規則 投票用 勲議員 議事日程

久保雅司 指定管理 経済委員会 道営住宅 指定管理者 自転車 条例案 手数料 入学料 原案可決 地域商業

小林郁子 指定都市 生活困窮者 給与削減 新規制基準 米海兵隊 小児科 自主防災組織 必修化 意見書 日米地位協定

小松茂 絶滅危惧 ゼニガタアザラシ ハンター 地域防災マスター 個体数管理 水産基本計画 産業用 ヒグマ 調査捕獲 猟友会

斉藤博 定住自立圏 フードピア構想 交通安全対策 交通政策 スローガン 交通安全施設 国家戦略特区 新幹線 お伺い 中心市

佐々木恵美

佐々木俊雄 政策会議 マグロ 電気自動車 弗化物 マニフェスト 競走馬 酸化炭素排出量 震災瓦れき 昆布漁業 馬産地

笹田浩 荒廃農地 募集停止 道立広域公園 噴火湾パノラマパーク 総合内科医 合併市 地域キャンパス校 スリット化 土砂災害 国定公園

佐藤伸弥 パッシブ方式 化学物質 ハウス対策 一般就労 測定方法 障がい者 国営土地改良事業 職場実習 土地改良法 観測体制

佐藤禎洋 地下水 ジャンクション 西部広域水道企業団 柔道整復師 空き家 政府観光庁 小規模企業 空き家対策 道内客 適合性

志賀谷隆 文化施設 土砂災害 地方空港 土砂災害対策 離島等 福祉サービス 感染症 お伺い 仕上げ 道立広域公園

須田靖子 自転車 歩行者 正社員化 公契約条例 後見人 市民後見人 認定こども園 障がい者 女性農業者 未達成

高橋亨 お聞き 自衛権 集団的 核燃料 副操縦士 使用済み お考え 受動喫煙 運航乗務員 放射能

高橋文明

滝口信喜
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田中芳憲 教科書 フッ化物 採択地区 人事管理 北教組 ゆめちから ヒグマ 財政再生計画 重点プロジェクト ルート

田村龍治 自衛権 集団的 人たち 区域指定 警戒区域 運転再開 基礎調査 教育長 財政調整基金 医師確保

段坂繁美

千葉英守 盲聾者 留学生 シカ肉 御所見 御見解 事務所 お伺い 湾新港 地方税法 極東地域

釣部勲

戸田芳美 多重債務者 読書活動 稲わら マリモ 自転車 道立青少年教育施設 補聴器 脱法ドラッグ 支援学校 道産稲わら

冨原亮 ヒグマ 青函連携 文化財 海岸防災林 お伺い 耐震診断 建築物 ドクターヘリ マリモ 地域商業

鳥越良孝 高速化 お伺い 消防団 降ひょう 再就職 中学校卒業者 北方領土 地域キャンパス校 看護職員 薬用作物

道見重信 お考え 教育委員長 強靱化 地域デザイン 電源構成 自立型 リーダーシップ 強化策 職員給与 人口減少

長尾信秀 農業委員会 農協改革 農業生産法人 農業者 ＧＤＰ ＦＴＡ 医療費 セク鉄道会社 影響額 お伺い

中司哲雄 自衛権 集団的 初任者 小水力 電気自動車 民主主義 総合診療医 農業機械 不妊治療 国土強靱化

中野秀敏 暴力団 産業教育 お伺い 排除条例 薬用作物 専門高校 ため池 飼料用 米政策 戸別所得補償制度

中山智康 モニター 観光振興機構 木質ペレット がん対策条例 国際定期便 長期滞在 がん患者 脱原発 新エネ促進条例 アンケート

布川義治 選挙区 食品工業 環境産業 公職選挙法 各分科会 環境産業振興戦略 タスクフォース 学校側 御説明 付加価値

野原薫 ＡＥＤ 再生医療 米づくり 科学技術振興戦略 本道稲作 旅行需要 治療法 スポーツ少年団 お伺い 農水産物

橋本豊行 病後児 非正規労働者 正社員 季節労働者 最低賃金 通年雇用化 保安技術 就農者 お伺い 石炭採掘

八田信之 自転車 有機農業 高齢者 滑走路 中心市街地 認知症 商店街 受動喫煙 公営住宅 離着陸

八田盛茂 外航クルーズ船 クルーズ船 救急救命士 関係法律 消防団 基準等 大型店 自立性 芸術活動 修正提案

花崎勝 一体型 科学技術振興戦略 温室効果ガス 削減目標 防止対策 科学技術 小型家電 教育長 指導主事 免許状

林大記

平出陽子 施設公社 駐管団 管理委託料 自治会 指定管理者 ずさん 人件費 指定管理 建設委員会 道営住宅

広田まゆみ 中央政府 村自治 物差し エネルギー自給 地域経営 産業用 輸入代替 起業家 キャリア教育 地域通貨制度

福原賢孝 再値上げ 観光振興機構 スケトウ 財政調整基金 値上げ 重点政策 人口減少対策 地方法人 道立病院 丸投げ

藤沢澄雄 象徴空間 教科書 北教組 道教委 先住民族 集落対策 認定こども園 再生利用 自衛隊 オスプレイ

星野高志 水利権 海峡以南 中央政府 科学技術 水素社会 ベースロード電源 エネルギー 先取り 高付加価値化 水素エネルギー

本間勲

真下紀子 共産党 意見案 反対討論 反対理由 社外監査役 やらせ 天下り 自然再生エネルギー 消費税増税 消費税

松浦宗信 野鳥観察 母子医療センター 広域事務 北方領土隣接地域振興計画 地域周産 隣接地域 振興計画 アキサケ資源 北方領土 個人道民税

松山丈史 外国語教育 電子申請 廃棄物 ホームレス 産業廃棄物 お伺い ペレットストーブ 国際線 誘致活動 使用料

丸岩公充

道下大樹 アルバイト 専修学校 リゾートウエディング 白タク行為 治山ダム 少人数教育 広域人事 障がい者 総合相談所 教育長

三井あき子 副読本 出先機関改革 歯科健診 道州制 出先機関 条例案 放射線 関係法律 道民意見 自立性

三好雅 職場体験活動 除排雪 改正延長 離島振興計画 冬季スポーツ 離島地域 選挙区 行政区域 調査捕獲 資金残高

向井昭彦 暴力団 連帯保証人 母子家庭 地中熱 実物投影 オフサイトセンター 脱法ハーブ 通年化 休廃業 小規模企業

村木中 道産ワイン 合併市 ワイン ごみ処理 先物取引 試験上場 ワイナリー 合併算定 ワインツーリズム 母子医療センター

村田憲俊 ニシン 発送電分離 患者さん 難病対策 種苗放流 自由化 感染症 お伺い 海岸防災林 道路整備

森成之 脳脊髄液減少症 早期整備 取り組み ＢＳＥ対策 高速道路 大動脈 国際会議 ニシン 道立青少年教育施設 民営化

山崎泉 メタンハイドレート 食料備蓄 不審者 食育推進プラン 人たち 市民後見人 男女平等参画 食料供給力 食料備蓄基地構想 やらせ問題

吉井透 小水力 難聴児 地方空港 インセンティブ旅行 幼児教育 健康診査 ＩＴ関連企業 養護学校 食育推進計画 運転再開

吉川隆雅 ワイン ブドウ 道産ワイン アニメ コンテンツ産業 有機農業 ワイナリー 放課後 チーズ 保育所

吉田正人 フェア 自転車 物産展 高速化 歩行者 経済交流促進プラン マナー 品種改良 移動手段 観光予算

吉田祐樹 患者さん 精神病床 精神科 修学旅行 認知症 臓器移植 事業承継 待機児童 ケアパス 財務諸表

和田敬友


