
財政研究会 地方議員連盟 発起人

氏名 所属議会 都道府県

1 発起人代表 新妻亮 桶川市議 埼玉

2 副代表 矢崎友規 甲州市議 山梨

3 副代表 中野勝寛 中間市議 福岡

4 副代表 近藤憲治 網走市議 北海道

5 発起人 赤司泰一 筑紫野市議 福岡

6 発起人 安保友博 和光市議 埼玉

7 発起人 新井よしなお 町田市議 東京

8 発起人 石嶋照幸 龍ヶ崎市議 茨城

9 発起人 石井世悟 藤沢市議 神奈川

10 発起人 池田彩乃 小田原市議 神奈川

11 発起人 石井めぐみ 取手市議 茨城

12 発起人 石井宏法 明石市議 兵庫

13 発起人 井原隆 さいたま市議 埼玉

14 発起人 岩田務 長瀞町議 埼玉

15 発起人 井田和宏 三芳町議 埼玉

16 発起人 市川信太朗 中野区議 東京

17 発起人 上森　茜 柏崎市議 新潟

18 発起人 内田倫弘 上野原市議 山梨

19 発起人 海老原直矢 上尾市議 埼玉

20 発起人 大竹真千子 大町市議 長野

21 発起人 大場美紀 小郡市議 福岡

22 発起人 奥岩浩基 米子市議 鳥取

23 発起人 小田晃志郎 呉市議 広島

24 発起人 奥村亮 河内長野市議 大阪

25 発起人 尾花あきひと 上尾市議 埼玉

26 発起人 奥富精一 川口市議 埼玉

27 発起人 大久保堅太 平戸市議 長崎

28 発起人 甲斐田義弘 久留米市議 福岡

29 発起人 金子ゆう太 鴻巣市議 埼玉

30 発起人 海沼秀幸 川越市議 埼玉

31 発起人 角田義徳 深谷市議 埼玉

32 発起人 笠原義行 小鹿野町議 埼玉

33 発起人 加畑　毅 南伊豆町議 静岡

34 発起人 金谷幸則 富山市議 富山

35 発起人 岸本優 寒川町議 神奈川

36 発起人 倉嶋真史 川越市議 埼玉

37 発起人 近藤充広 北見市議 北海道

38 発起人 小平啓佑 栃木市議 栃木

39 発起人 小林美緒 東村山市議 東京

40 発起人 苔口千笑 士別市議 北海道

41 発起人 輿水崇 北杜市議 山梨

42 発起人 河野芳徳 志木市議 埼玉

43 発起人 小林利規 蕨市議 埼玉

44 発起人 小林あや 松本市議 長野

45 発起人 小西政宏 橋本市議 東京

46 発起人 後藤健一郎 寒河江市議 山形

47 発起人 齊藤誠之 那須塩原市議 栃木

48 発起人 齊藤誠 和光市議 埼玉

49 発起人 笹本英輔 狭山市議 埼玉

50 発起人 榊原光賀 福井市議 福井



51 発起人 鮫田光一 甲府市議 山梨

52 発起人 斎藤誠 和光市議 埼玉

53 発起人 島直也 静岡市議 静岡

54 発起人 島津明香 高砂市議 兵庫

55 発起人 島崎圭介 北広島市議 北海道

56 発起人 鈴木康仁 石岡市議 茨城

57 発起人 鈴木芳宗 新座市議 埼玉

58 発起人 杉一 伊丹市議 兵庫

59 発起人 関　眞幸 八千代町議 茨城

60 発起人 関貴光 青森市議 青森

61 発起人 高子景 さいたま市議 埼玉

62 発起人 高橋卓誠 仙台市議 宮城

63 発起人 田原亮 朝霞市議 埼玉

64 発起人 立崎聡一 網走市議 北海道

65 発起人 高橋靖銘 御殿場市議 静岡

66 発起人 友田雅明 坂戸市議 埼玉

67 発起人 遠間大和 安中市議 群馬

68 発起人 遠藤嘉規 河津町議 静岡

69 発起人 内藤ゆきお 座間市議 神奈川

70 発起人 永井浩介 海老名市議 神奈川

71 発起人 成田祐樹 札幌市議 北海道

72 発起人 中村あやな 福井市議 福井

73 発起人 中島和正 大木町議 福岡

74 発起人 西尾祐左 四万十市議 高知

75 発起人 野崎隆太 伊勢市議 三重

76 発起人 濱田竜一 遠賀町議 福岡

77 発起人 浜中のりたか 西東京市議 東京

78 発起人 廣瀬猛 水巻町議 福岡

79 発起人 平澤健一郎 久喜市議 埼玉

80 発起人 古田純也 網走市議 北海道

81 発起人 福田克之 さくら市議 栃木

82 発起人 布田拓也 泉佐野市議 大阪

83 発起人 福室英俊 小平市議 東京

84 発起人 古川九一 川口市議 埼玉

85 発起人 本田靖人 夕張市議 北海道

86 発起人 桝田貢 別府市議 大分

87 発起人 又吉亮 宜野湾市議 沖縄

88 発起人 松本よしあき 入間市議 埼玉

89 発起人 三重野玉江 中津市議 大分

90 発起人 室伏すみお 湯河原町議 神奈川

91 発起人 守谷旭 丹波山村議 山梨

92 発起人 山田慎太郎 蓮田市議 埼玉

93 発起人 山下千尋 瑞浪市議 岐阜

94 発起人 山中真由美 薩摩川内市議 鹿児島

95 発起人 矢野間規 本庄市議 埼玉

96 発起人 米橋結太 新座市議 埼玉

97 発起人 吉原政宏 みやま市議 福岡

98 発起人 吉田もとたか 多治見市議 岐阜

99 発起人 渡辺大士 守谷市議 茨城

100 発起人 山中敏夫 和歌山市議 和歌山


