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縣善彦 あがた よしひこ 自民党県議団 関門トンネル 関門橋 関門海峡道路 関門海峡 都市高速道路 経済圏 観光ルート 国づくり バイパス 御理解

秋田章二 あきた しょうじ 自民党県議団 文教委員会 医療費 関係議案 県産材 ブランド品 議案所管 広報媒体 本委員会 御報告 販売促進

阿部弘樹 あべ ひろき 自民党県議団 薬物依存症 総務企画地域振興委員会 カキ養殖 ワクチン 保健所 覚醒剤 脱法ハーブ 保健所長 資格要件 抗インフルエンザウイルス薬

壹岐和郎 いき よしろう 公明党 関門海峡 障害者 要約筆記 行政評価 聴覚障害者 超過勤務 技能検定 脱法ハーブ 生活困窮者 発達障害者

伊豆美沙子 いず みさこ 自民党県議団 インターナショナルスクール 米粉パン イノシシ肉 国際環境 ラグビーワールドカップ ラグビー 保険者 生活自立支援事業 消費拡大 イノシシ

泉日出夫 いずみ ひでお 民主・県政県議団 健康寿命 最低賃金 障害者 企業金融 モニタリングポスト 平均寿命 経済交流ミッション 貧困率 権利条約 お聞き

板橋聡 いたはし さとし 自民党県議団 広域公園 木ろう 沖端川 イオン アーチェリー 伝統産業 プール みやま市 川水系 無形民俗文化財

出利葉史郎 いでりは しろう 緑友会 海外修学旅行 トラフグ 女性農業者 応急仮設住宅 県立高校 地方分権 がん対策 田植え ミカン 飲酒運転事故

井上順吾 いのうえ じゅんご 自民党県議団 英語村 政庁跡 自衛官 遺産群 大相撲 陸上自衛隊 浸水被害 本委員会 世界遺産 新型インフルエンザ

井上忠敏 いのうえ ただとし 自民党県議団

井上博隆 いのうえ ひろたか 民主・県政県議団 認知症 保護所 児童相談所 貧困対策 加速器 医療費 養護者 素粒子 障害者 労務単価

今林久 いまはやし きゅう 自民党県議団 中高一貫教育校 中高一貫教育 同空港 国歌斉唱 乳幼児医療費 取得税 行革大綱 最高裁 滑走路 再編整備

井本邦彦 いもと くにひこ 自民党県議団 同空港 処理容量 調査活動 民間委託 滑走路 運営権 貨物取扱量 着陸料 本委員会 負担増

岩元一儀 いわもと かずよし 民主・県政県議団 花粉症 ＳＯＳネットワーク 認知症 新社会推進商工委員会 容量限界 スカウト 模擬訓練 アウトソーシング 炭坑記録画 モノレール

浦田憲一 うらた けんいち 自民党県議団 地方創生 商店街 世界記憶遺産 世界遺産 コレクション バイパス お願い 体制づくり 商工会 話し合い

江藤秀之 えとう ひでゆき 自民党県議団 児童クラブ 放課後 国立博物館 指導員 元留学生 本委員会 調査活動 クルーズ船 入館者 留学生

大島道人 おおしま みちひと 自民党県議団 総務企画地域振興委員会 原形復旧 鉱害復旧 建築基準法 直売所 学校徴収金 電力会社 安全確認 園芸産地 議案所管

大城節子 おおしろ せつこ 公明党 地域医療支援センター 細胞診 ＤＶ被害者 子宮頸がん 地域偏在 防災会議 医師確保 医師不足 県女性相談所 配偶者

大塚勝利 おおつか かつとし 公明党 リハビリ スポーツ障害 指導者 音声ガイド 食物アレルギー 児童養護施設 医療的 スポーツ 重症心身障害児 断酒会

大橋克己 おおはし かつみ 民主・県政県議団 院内学級 生活自立支援事業 介助犬 スクール 基幹型 消防力 発言通告 ＲＤＦ発電事業 参加市 整備指針

加地邦雄 かぢ くにお 自民党県議団 御異議 お手元配付 工事請負契約 御起立 事業点検 閉会中 各常任委員会 常任委員会 外郭団体 子ども手当

椛島徳博 かばしま とくひろ 緑友会 ＰＴＡ活動 沖端川 日向神ダム 消防力 川水系 農林水産業 ＰＰ交渉 地方分権 防災上 木造住宅

上岡孝生 かみおか たかお 公明党 精神疾患 浄化槽 遺伝子 汚水処理施設 暴力団 生活習慣病 ヘルス スコア うつ病 人員配置

川崎俊丸 かわさき としまる 民主・県政県議団 厚生労働環境委員会 水素タウン 戸別所得補償制度 安全協定 国有林 議案所管 松くい虫被害 本県水田農業 関係議案 家庭用

川端耕一 かわばた こういち 自民党県議団 金融経済教育 ＰＰ参加 整備率 北方領土 難病患者 瓦れき 教科書 御家族 呼びかけ 土砂災害

桐明和久 きりあけ かずひさ 自民党県議団 ドクターヘリ 防衛省 認知症 復旧工事 災害復旧 消防本部 教科書 災害復旧工事 民間委託 自然石

藏内勇夫 くらうち いさお 自民党県議団 あいさつ 御支援 たまもの 各会派 世の中 衆議院 県議会 地方自治 お願い

栗原渉 くりはら わたる 自民党県議団 木質バイオマス 農林水産委員会 関係議案 議案所管 下流域 チップ 河川整備計画 本委員会 御報告 間伐材

小池邦弘 こいけ くにひろ 民主・県政県議団 戸別所得補償制度 法人化 総合型 地域スポーツクラブ ビジット 観光推進機構 震災瓦れき 農地プラン 農業高校 広域観光

神崎聡 こうざき さとし 緑友会 ソーシャルメディア 候補者 クラウド 街コン 日系人 緑友会 番号制度 海外事務所 フェイスブック 経済交流

香原勝司 こうはら かつじ 自民党県議団 新システム 紛争予防条例 お聞き 子ども 直方市 処理法 医療保険制度 新制度 被保険者 子育て会議

佐々木徹 ささき とおる 民主・県政県議団 ピクトグラム まごころ駐車場 利用証 ステッカー 外国人 障害者 駐車場 避難誘導 世界中 人権問題

貞末利光 さだすえ としみつ 自民党県議団

塩川秀敏 しおかわ ひでとし 自民党県議団 地教委 トライアングル構想 地方参政権 総合行政 会世界大会 マニフェスト 教育力 農林水産委員会 入学式 教育長

重野正敏 しげの まさとし 緑友会

十中大雅 じゅうなか だいが 自民党県議団 県土整備委員会 通級指導教室 小規模企業 認定農業者 集落営農組織 地域農業 関係議案 農業者 議案所管 人員配置

新開昌彦 しんかい まさひこ 公明党 青パト 小規模事業者 自転車 止水板 孤独死 建築都市委員会 広域処理 災害廃棄物 支援拠点 経営指導員

助信良平 すけのぶ りょうへい 民主・県政県議団

高橋雅成 たかはし まさなり 公明党 移植医療 難病患者 スクールカースト 発達障害者 難治性 県庁ホーム 臓器提供 放課後 子供教室 発達障害

田中久也 たなか ひさや 自民党県議団 投票用 配付漏れ 投票漏れ あいさつ 開票立 御異議 お手元配付 日程表 御起立 議事日程

田中秀子 たなか ひでこ 自民党県議団 徴収対策 奨学金 総費用 海外事務所 学力調査 勤務実態 戸別所得補償制度 未済額 回収率 家畜伝染病

名前 ふりがな 会は
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田中正勝 たなか まさかつ 公明党 医療的 重度障害児 ドクターヘリ 養成校 ヘルパー 介護福祉士 障害児 医療ケア 要援護者 若年者

田辺一城 たなべ かずき 民主・県政県議団 宅老所 保健師 以下学級 要援護者 外遊び 個別計画 デマンド型 ケースワーカー ミカン 子ども会育成会

長裕海 ちょう ひろうみ 自民党県議団 教育長 登録事業所 がん教育 がん患者 がん検診 がん対策 福祉労働 お手元配付 提出議案中 御異議

津田公治 つだ こうじ 自民党県議団 救急車 非常勤職員 看護職員 製鐵所 臨時職員 文教委員会 キャラクター 障害者 評価項目 正規職員

堤かなめ つつみ かなめ 民主・県政県議団 図書館 シングルマザー インクルーシブ教育 ワーク 県立図書館 ライフ 養育費 ノンステップバス ベビーカー バリアフリー化

冨田徳二 とみた とくじ 民主・県政県議団 お聞き 介護職員 総合特区 対象範囲 立地県並み 友好交流 安全協定締結 広域処理 エネルギー 避難計画

中尾正幸 なかお まさゆき 自民党県議団 合併市 教科書 震災瓦れき 合併算定 軽自動車 財政需要 地方消費税 新知事 民営化 財革プラン

中牟田伸二 なかむた しんじ 自民党県議団 限界集落 植樹帯 中央分離帯 コミュニティ ダイバーシティーマネジメント コミュニティスクール 暫定指針値 注意喚起 農林業 建設業

中村明彦 なかむら あきひこ 自民党県議団

中村誠治 なかむら せいじ 民主・県政県議団 イノシシ 技術職員 鳥獣被害 荒廃森林 森林環境税 自営業 指定区域 世界農業遺産 生産年齢人口 県鳥獣被害対策協議会

新村雅彦 にいむら まさひこ 民主・県政県議団 代理訴訟制度 ＳＰＥＥＤＩ 新年度 耐震診断 ハイウェイ 事務所 ＩＴ産業 拡散予測 暴力団 教育長

仁戸田元氣 にえだ げんき 民主・県政県議団 若年性 トラック運送業 警戒区域 指定管理者 認知症 トータルコスト 生活困窮者 区域会議 中古住宅 滑走路

西元健 にしもとけん 豊築クラブ 応急処置 救急医療 就職希望者 高速道路 救急病院 先生方 総合学 就職率 インターンシップ 底上げ

二宮眞盛 にのみや まもる 公明党 ヘルメット ＡＥＤ 教育費 聴覚障害者 自転車 アイドラゴン 先天性 ビジネスジェット 歯科技工物 覆砂事業

野原隆士 のはら たかし 自民党県議団 ペット 公益法人 アサリ 老朽管 飼い主 警察委員会 精神疾患 プランクトン 大区画化 規範意識

野村陽一 のむら よういち 民主・県政県議団 女性警察官 ＰＣＢ廃棄物 災害廃棄物 ＰＣＢ くまモン 不登校生徒 広域処理 キャラ パラリンピック 環境汚染

畑中茂広 はたなかしげひろ 民主・県政県議団 デング熱 総合計画 感染症 仕組み債 寿命化 橋梁長 個人情報 安全協定 長期計画 地域主権

浜崎達也 はまさき たつや 公明党 発達障害 食物アレルギー 出張美容 宅老所 建築都市委員会 美容師 脳脊髄液減少症 卒業式 スクールカウンセラー 支援教育

林裕二 はやし ゆうじ 緑友会 中高一貫教育校 川ダム 公共事業予算 ＮＰＯ クルーズ船 消防団 取り組み 共通感染症 農商工連携 パートナーシップ

原口剣生 はらぐち けんせい 自民党県議団 御異議 お手元配付 御起立 閉会中 決議案 一括議題 一括報告上程 各常任委員会 常任委員長 総務企画地域振興委員長

原田博史 はらだ ひろし 民主・県政県議団 不在者 精神疾患 認知症 国家公務員 定員割れ 給与削減 医療センター 医療計画 障害者 地方公務員

原竹岩海 はらたけ いわみ 民主・県政県議団 産廃税 厚生労働環境委員会 再編整備 農業改革 共通番号制度 いじめ 間伐材 農業教育 森林組合 産廃行政

原中誠志 はらなか まさし 民主・県政県議団 自転車 歯科検診 指定管理 指定管理者 開業率 処分場 浸透水 歯科口腔保健 合併自治 創生法

樋口明 ひぐち あきら 自民党県議団 畜産農家 学力テスト 民営化 認知件数 全国学力テスト いじめ 計画停電 山ダム 危険ドラッグ 地域防災力

平井一三 ひらい かずみ 自民党県議団 県土整備委員会 研究施設 維持補修 寄附金 故宮博物院展 構造物 科学者 ふるさと寄附金 加速器 不祥事

古川忠 ふるかわ ちゅう 真政会

堀大助 ほり だいすけ 緑友会 ラウンドアバウト シャコ アサリ 省エネ 環状交差 節電運動 経営改善 観光政策 交通インフラ 観光客

松尾統章 まつお とうしょう 自民党県議団 御異議 お手元配付 御起立 閉会中 議決内容 一括議題 会計補正予算 建築都市委員長 文教委員長 常任委員長

松尾嘉三 まつお よしみつ 自民党県議団 道徳教育 人間力 合格者 御提言 国土強靱化 発達障害児 ベンチャー企業 子供たち 学校給食 オリンピック

松下正治 まつした まさはる 公明党 多胎児 学校保健委員会 シニアカー 税外収入 ペタンク 県営住宅 ジェネリック医薬品 院内学級 防災給食 町内会等

松本國寛 まつもと くにひろ 自民党県議団 御異議 お手元配付 御起立 閉会中 一括議題 一括報告上程 会計補正予算 建築都市委員長 常任委員長 県土整備委員長

宮浦寛 みやうら ひろし 民主・県政県議団 協力雇用主 学校図書館 学校司書 孤立死 司書教諭 新社会推進商工委員会 犯罪者 生活保護基準 お聞き 夜間中学

武藤英治 むとう えいじ 自民党県議団 城南区 県警本部長 大統領 初当選 一体化 企画立案 有権者 縦割り行政 刑法犯 シンボル

森下博司 もりした ひろし 公明党 活躍推進 音声コード 胃がん 医療的 ピロリ菌 暴力団 地域包括ケアシステム 防災教育 指定薬物 支援システム

守谷正人 もりや まさと 民主・県政県議団 非構造部材 最低制限価格 空き家 耐震化 仕組み債 学校施設 外郭団体 ふるさと納税 耐震点検 返還規定

吉武邦彦 よしたけ くにひこ 緑友会 海岸漂着物 鳥インフルエンザ まき網漁 インフルエンザウイルス 肝がん 植樹帯 家畜伝染病 投票率 漁業者 殺処分

吉原太郎 よしはら たろう 自民党県議団

吉松源昭 よしまつ もとあき 自民党県議団 中古住宅 住まい 本委員会 出生数 未婚化 高齢者 健康診断 県高齢者 調査活動 各種施策

吉村敏男 よしむら としお 民主・県政県議団 長期計画 代表制 安全協定 広域行政機構 原子炉 モニタリングポスト 原子力 ＧＤＰ 特区構想 防災基本計画

吉村悠 よしむら はるか 自民党県議団 ＰＣＢ 処理期限 暴力団 小水力 太陽光 関連企業 パネル 登録数 宣言企業 ＰＣＢ廃棄物

渡辺英幸 わたなべ ひでゆき 自民党県議団 トンネル 保健医療介護 教育長 バイパス 県土整備 山ダム 警察本部長 道人君 御異議 投票用

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


