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阿部真之助 城南区 自民党 防災教育 総合計画審議会 障がい児 追加費用 災害廃棄物 基本構想 市議団 成果指標 市総合計画 総合計画

阿部正剛 東区 市民クラブ チャレンジイン 東区役所 児童福祉司 飲酒運転等 西部地域 住民自治団体 御所見 地域主権戦略 補助金 ビレッジ

荒木龍昇 早良区 無所属 人工島 土地処分 消費税値上げ 区民会議 こども病院人工島 広域処理 放射能 設計労務単価 塩漬け 立地交付金

飯盛利康 南区 自民党 商店街 大都市制度 自然エネルギー 道州制 創業者 動力源 普及拡大 不祥事 エアコン 地方制度調査会

池田良子 西区 社民・市政 パワーハラスメント 寡婦控除 図書館 市政クラブ プロペラ 医療的 教育予算拡充 母子世帯 御所見 短期入所

石田正明 博多区 公明党 ホームドア設置 御所見 区画率 ＬＥＤ照明 ホームドア コインパーキング お伺い リース方式 防犯カメラ ＬＥＤ化

伊藤嘉人 南区 自民党 ＡＥＤ 地域集会施設 大規模改造工事 認知症 渋滞対策 自転車 安全利用 首都機能バックアップ 首都機能 総合評価方式

稲員大三郎 中央区 自民党 武道場 自転車 運転マナー 動物園 安全利用 市動物園 ゆかり 大河ドラマ 鴻臚館 推進区間

今林ひであき 東区 自民党 クリアランスレベル 社会福祉事業団 過大規模校 大規模校 災害廃棄物 安全基準 現場責任者 社会福祉協議会 セシウム 市民病院

打越基安 南区 自民党 保護司 政務活動費 狭隘道路 遊歩道整備 高架化 自治会長 地域集会所 高齢者 生活道路 外環状

江藤博美 西区 市民クラブ 住民自治組織 住民自治支援 シティマラソン 住民自治団体 森林資源 住民自治 自治協議会制度 まちづくり協会 自治協議会 町世話人

大石修二 南区 公明党 馬場住宅都市 渕経済観光文化 教育長 森道路下水道 総務企画 こども未来 保健福祉 御異議 農林水産 一般質問

太田英二 城南区 市民クラブ 災害廃棄物 御所見 個人演説会 広域処理 住民自治団体 公立夜間 町病院 大学病院 サークル活動 無駄遣い

大原弥寿男 早良区 自民党 中山間 県道飯場 大相撲 学習塾 区南部 加速器 イノシシ 研究者 自転車 農業者

大森一馬 早良区 自民党 市民病院 医療機能 医業収支 こども病院 感染症 認定商品 残留邦人 指定感染症 トライアル発注認定事業 黒字化

落石俊則 東区 社民・市政 夜間学級 中高生 自衛権 職場体験学習 集団的 いじめ 子ども 安全協定 キャリア教育 若者雇用戦略

鬼塚敏満 博多区 みらい 直営灯 技術職員 貯水槽 ＬＥＤ化 市シルバー人材センター 自転車 衛生管理 道路照明灯 伝統工芸館 推進区間

おばた久弥 西区 自民党 競艇事業 競艇場 石油基地 就業率 高速鉄道 納付金 ガソリン バス交通 スポーツ推進委員 高齢者

尾花康広 東区 公明党 ベンチ バス停留所 随意契約 次期基幹系 就労施設等 コミュニティバス等 観覧料 学校遊具 ネット メディア依存

川上晋平 東区 自民党 教科書 地方創生 統合再編 ＩＣＴ教育 公教育 災害廃棄物 農山漁村地域 進学指導 直売所 テスト

川上陽平 南区 自民党 樹林地 武道教育 遊歩道 必修化 要援護者 有床診療所 滑走路 武道館 外部指導者 全体計画

川口浩 博多区 無所属 アリーナ 中継所 プロポ アイランド 宝くじ 方たち 港湾特会 ホール 鉄軌道 立地交付金

川辺敦子 西区 公明党 高濃度海水 みずピア 生活支援員 広域化 ヘルパーさん 保育士 ごみ減量 元寇防塁 リサイクル 動物愛護

楠正信 中央区 公明党 保護司 管理瑕疵 講師経験者 文化芸術 特定外来生物 定点調査 資金運用 がん患者 アライグマ 修繕費

熊谷敦子 西区 共産党 人工島 資格証明書 住宅リフォーム助成制度 日清製粉 教室温度 保険料 引き下げ 土地処分 共産党 国保料

黒子秀勇樹 早良区 公明党 貯水槽 次世代自動車 防犯灯 点検調査 アンテナショップ 水道水 無電柱化 コミュニティサイクル ステーション 充電器

国分徳彦 南区 みらい福岡 緑化地域制度 学童保育 旧高宮 民生委員 がんセンター 水素エネルギー 小規模事業者 都市再生機構 公園づくり 建てかえ

篠原達也 城南区 公明党 防災教育 ケアホーム 読書通帳 覚せい剤 キャリア教育 ショック症状 消費者 生活福祉資金貸付制度 原発災害 書き込み

調崇史 城南区 市民クラブ 不育症 空洞調査 監査報告書 移転用 路面下 待機児童 下水管 優遇制度 孤独死 生活困窮者

妹尾俊見 中央区 自民党 まちづくり 小学校跡地 エリアマネジメント団体 ウォーターフロント 都市再生 取り組み 機能更新 高架化 都市空間 先人たち

高木勝利 早良区 公明党 ピロリ菌 御見解 小型家電 胃がんリスク 胃がん ピロリ菌検診 道案内 ヘルプカード 予防接種 貴金属

高田保男 博多区 社民・市政 同和問題 手すり 点字ディスプレイ 市民意識調査 人権問題 共用階段 発電規模 オスプレイ 人権侵害 障がい者

高山博光 城南区 維新の会 認可外 認可保育園 梅林線 教育委員 オンリーワン 保育園 保育施設 健康診断 児童福祉審議会 真ん中

田中丈太郎 博多区 市民クラブ ＰＣＢ廃棄物 放置自転車 街路樹 医薬品 ＰＣＢ デッキ 御所見 本店所在地 自転車 リレーマラソン

田中しんすけ 中央区 市民クラブ 民間能力 地域スポーツ 創造的 改正ＮＰＯ法 市長公約 中央保育園 ＮＰＯ団体 条例案 学校体育施設 ＮＰＯ法人

津田信太郎 早良区 自民党 カラオケ店 コンテナターミナル 英語教育 クルーズ 田園スポーツ広場 外国人 コンテナ取扱量 拠点港 国際都市 運動公園

栃木義博 早良区 市民クラブ 開業率 営業所 雇用特区 認知症 流動化 不便地 防災業務計画 廃業率 水道サービス公社 雇用創出数

冨永計久 西区 自民党 脱法ハーブ 飼い主 ドッグラン 活躍推進 市街化 女性職員 調整区域 市計画 健康づくり 定住化

富永周行 南区 維新の会 違反建築物 不正受給 予防接種 接種率 不妊治療 認可外 待機児童問題 商店街 高３相当年齢 防災用

中山郁美 早良区 共産党 人工島 待機児 領収書 命令書 小児科 中央保育園 保護者 共産党 子ども 保育士

南原茂 博多区 自民党 腸内細菌検査 ぐりーん オープントップバス 食品衛生 飲食店 ロビー 観光客 小企業支援 従業員 営業者

橋田和義 中央区 無所属 落書き 自転車 ＩＣカード 警戒区域 土砂災害 アート 落書き消し コミュニティサイクル 避難勧告等 ダイヤル

浜崎太郎 博多区 みらい福岡 公衆トイレ 要介護認定 学校司書 アビスパ 歩行喫煙 基本物資 収納率 たばこ 商店街 給食費

平畑雅博 早良区 みらい福岡 イノシシ 松濤園 防犯カメラ 広告収入 一体開発 調整区域 科学館 教育委員会会議 農業被害 運動公園

福田まもる 博多区 自民党 滑走路 海浜公園 アビスパ コンベンション オリンピック競技大会 パラリンピック競技大会 交通政策 処理容量 発着回数 準備書

藤本顕憲 東区 みらい福岡 地下歩行者 専用道路 地下街 早期着手 地下空間 新技術 シルバー人材センター 空港運営 技術研究発表会 滑走路

古川清文 博多区 公明党 密集市街地 遠距離通学 遠距離通学児童生徒 マタニティマーク 登下校 安心情報キット バス通学 遠距離通学者 住宅困窮者 ハローワーク

星野美恵子 中央区 共産党 人工島 少年文化ホール 児童館 共産党 保育園 住宅リフォーム助成制度 御所見 小児科 子ども 大型開発

松野隆 南区 公明党 強度行動障がい ノンステップバス オストメイト 強度行動障がい者 お元気 当事者 障がい児 介護支援ボランティア制度 苦しみ エアコン設置

水城四郎 中央区 みらい福岡 特定失踪者 ヘリサイン 国際貢献 拉致問題 広域災害 拉致被害者 県石油コンビナート等 パチンコ 建築計画 特命随意契約

三角公仁隆 東区 みらい福岡 不登校 適応指導教室 不登校児童生徒 別室登校 障がい児 教科担任制 スクールカウンセラー 子ども ハイパー テスト

光安力 南区 自民党 南体育館 学校経営 管理職 校長先生 屋台指導要綱 駐車場 屋台営業者 孤立死 営業者 エネルギー

三原修 南区 市民クラブ 中央保育園 補助金 追加補助金 同僚議員 議案質疑 委員会審議 積み重ね 移転事業 不公平 保育園

宮本秀国 南区 共産党 人工島 生活困窮者 埋蔵文化財 ふ頭地区 資金計画 文化財 無料化 政務調査費 構想案 政務活動費

森英鷹 東区 自民党 御異議 御異議なし 委員長 馬場住宅都市 お手元 閉会中 本意見書 原案可決 暫時休憩 渕経済観光文化

山口剛司 東区 公明党 ＬＥＤ照明灯 入学準備金 空き家 所有者 ふるさと納税 農林業 直営灯 防犯灯 廃屋対策 照明灯

吉武輝実 東区 市民クラブ 黒塗り公用車 資源ごみ 計画停電 不祥事 学校施設開放 ローカルアジェンダ 公民館 緊急停電 運営委員会 道州制

笠康雄 西区 みらい福岡 料金所 電柱広告看板 ＥＴＣ 西料金所 キャンパス周辺 ウォーターフロント地区 住居手当 持ち家 国家財政 調整区域

渡辺裕江 東区 公明党 認知症 スペシャルオリンピックス 児童家庭支援センター 実践校 御所見 居宅介護 ファミリーホーム 公明党 機能型 高齢者

綿貫英彦 東区 共産党 人工島 自衛権 ブラック企業 集団的 保育料 待機児 共産党 ブロック塀 大型開発 作業所

氏名 選挙区 会派名等
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