
 北海道議会議員名簿（た～と） 

 

高橋  亨(たかはし とおる) 
民主党・道民連合 函館市選出  

当選 3 回 

総務委員 

食と観光対策特別委員 

住所：函館市美原 4 丁目 2 番 14 号 

Tel: 0138-47-0867  Fax: 0138-47-0867 

URL:http://www.t-tooru.com/ 

E-mail: tooru920@ms6.ncv.ne.jp 
 

高橋 文明(たかはし ふみあき) 
自民党・道民会議 オホーツク総合振興局選出  

当選７回 

建設委員 

北方領土対策特別委員 

住所：斜里郡斜里町青葉町 36-39  

Tel: 01522-3-1164  

URL:http://www.takahashi-fumiaki.jp/index.html 

E-mail:takahasi@trust.ocn.ne.jp  

 

滝口 信喜(たきぐち のぶよし) 
民主党・道民連合 室蘭市選出  

当選 5 回 

総務委員 

新幹線・総合交通体系対策特別委員 

住所：室蘭市中央町 3 丁目 6-5 フルミチビル 3Ｆ 

Tel: 0143-23-5700 Fax: 0413-23-4030  

URL:http://www.takisan.info/ 
 

竹内 英順(たけうち ひでのぶ) 
自民党・道民会議 上川総合振興局選出  

当選 5 回 

総務委員 

産炭地域振興・エネルギー問題調査特別委員 

住所：上川郡美瑛町寿町 1 丁目 2 番 37 号 

Tel: 0166-92-3155 Fax: 0166-92-3215  

E-mail:tjimusｈo@maple.ocn.ne.jp 

 

田中 芳憲(たなか よしのり) 
自民党・道民会議 恵庭市選出  

当選 2 回 

保健福祉副委員長 

産炭地域振興・エネルギー問題調査特別副委員

長 

住所：恵庭市恵み野西 1 丁目 23-11 

Tel: 0123-37-5432 Fax: 0123-37-5433 

E-mail:gennki.eniwa@gmail.com   
 

田村 龍治(たむら りゅうじ) 
民主党・道民連合 胆振総合振興局選出  

当選 3 回 

建設委員 

食と観光対策特別委員 

住所：白老郡白老町大町２丁目 1-27 

Tel: 0144-82-6661 

E-mail:tamura33@topaz.plala.or.jp 

 

段坂 繁美(だんざか しげみ) 
民主党・道民連合 札幌市中央区選出  

当選 6 回 

総合政策委員 

少子・高齢社会対策特別委員 

住所：札幌市中央区南 3 西 8-7-4 遠藤ビル 4F 

Tel: 011-271-0788 Fax: 011-271-0799  

URL:http://www.danzaka.jp/ 
 

千葉 英守(ちば ひでもり) 
自民党・道民会議 札幌市中央区選出  

当選 3 回 

総務委員長 

新幹線・総合交通体系対策特別委員 

住所：札幌市中央区南 16 条西 14 丁目 2-17 

Tel:  011-562-2132 Fax: 011-563-5181 

URL:http://www.chiba-hidemori.com/ 

E-mail:info@chiba-hidemori.com  

 

釣部  勲(つるべ いさお) 
自民党・道民会議 空知総合振興局選出  

当選 6 回 

農政委員 

産炭地域振興・エネルギー問題調査特別委員 

住所：樺戸郡新十津川町字中央 71 番地 10  

Tel: 0125-76-2007  Fax: 0125-76-3341 

URL:http://www.tsurube.com/ 

E-mail: turube.kouenkai@violet.plala.or.jp  
 

 

 

戸田 芳美(とだ よしみ) 
公明党 釧路市選出  

当選 3 回 

総合政策委員 

食と観光対策特別委員 

議会運営委員 

住所：釧路市新橋大通 8 丁目 2 番 19 号 

ミヤシタビル 3FA 

Tel:  0154-22-3535 Fax: 0154-68-5380 

URL:http://www10.ocn.ne.jp/~yoshimit/ 

E-mail:cyamacyam.99@green.ocn.ne.jp  
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冨原  亮（とみはら あきら） 
自民党・道民会議 渡島総合振興局選出  

当選 2 回 

総務委員 

新幹線・総合交通体系対策特別副委員長 

住所：亀田郡七飯町大中山 1 丁目 1 番 3 号 

Tel: 0138-65-4321 Fax: 0138-66-4722 
URL:http://www.tomihara.jp/ 

E-mail:info@tomihara.jp  
 

鳥越 良孝（とりこし よしたか） 
北海道・大地 北見市選出  

当選１回 

保健福祉委員 

新幹線・総合交通体系対策特別委員 

住所：北見市常盤町 5 丁目 1 番地 8 

Tel: 0157-22-0027  Fax: 0157-57-1333 

URL: http://www.torikoshi.net/  

E-mail: yoshitaka@torikoshi.net  

 

道見 重信（どうみ しげのぶ） 

自民党・道民会議 札幌市北区選出  

当選 2 回 

農政委員 

食と観光対策特別委員 

住所：札幌市北区太平 8 条 5 丁目 2 番 5 号 

Tel: 011-773-1211 Fax: 011-773-5051 

URL:http://www.doumi2000.jp/ 

E-mail:hokkaiｄo@doumi2000.jp   
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