
佐賀県議会 議員名簿 

 

 氏名 ふりがな 選挙区 所属 TEL FAX E-mail 備考 

０１ 留守 茂幸 るす しげゆき 佐賀市 自民⑦ 0952-62-1797   

０２ 武藤 明美 むとう あけみ 佐賀市 共産⑥ 0952-22-7076   

０３ 木原 奉文 きはら ほうぶん 佐賀市 自民⑥ 0952-26-1555 32-7560  

０４ 徳光 清孝 とくみつ きよたか 佐賀市 県民・社民③ 0952-22-4680   

０５ 藤崎 輝樹 ふじざき てるき 佐賀市 県民・民進③ 0952-62-2712   

０６ 川﨑 常博 かわさき つねひろ 佐賀市 自民② 0952-47-2534 47-2263  

０７ 江口 善紀 えぐち よしのり 佐賀市 県民・民進② 0952-28-9774 97-9945  

０８ 古賀 陽三 こが ようぞう 佐賀市 自民② 0952-23-0098   

０９ 中本 正一 なかもと しょういち 佐賀市 公明① 0952-30-0085   

１０ 西久保 弘克 にしくぼ ひろかつ 佐賀市 自民① 0952-31-0597   

１１ 青木 一功 あおき かずのり 佐賀市 壮三会① 0952-97-9323   

１２ 桃崎 峰人 ももざき みねと 唐津市・東松浦郡 自民④ 0955-56-7237   

１３ 大場 芳博  おおば よしひろ 唐津市・東松浦郡 自民③ 0955-77-0987  Kengi-oba@fuga.ocn.ne.jp 

１４ 米倉 幸久 よねくら ゆきひさ 唐津市・東松浦郡 自民② 0955-62-2583   

１５ 井上 常憲 いのうえ つねのり 唐津市・東松浦郡 自民① 0955-51-6055   

１６ 木村 雄一 きむら ゆういち 唐津市・東松浦郡 公明① 0955-77-2433   

１７ 井上 祐輔 いのうえ ゆうすけ 唐津市・東松浦郡 共産① 0955-77-4166 77-4166  

１８ 指山 清範 さしやま きよのり 鳥栖市 自民④ 0942-84-1345  http://sashi.jp/ 

１９ 向門 慶人 むかいかど よしひと 鳥栖市 自民③ 0942-82-1877 82-1877  

２０ 野田 勝人 のだ まさと 多久市 県民・無① 0952-74-2533   

２１ 竹内 和教 たけうち かずのり 伊万里市 自民⑤ 0955-23-2063 22-5583  

２２ 中倉 政義 なかくら まさよし 伊万里市 自民⑤ 0955-22-3527 23-6650  

２３ 岡口 重文 おかぐち しげふみ 伊万里市 自民③ 0955-29-3315   

２４ 石丸 博 いしまる ひろし 武雄市 自民⑥ 0954-22-2180 22-2428  

２５ 稲富 正敏 いなどみ まさとし 武雄市 自民・鄙⑤ 0945-23-5837   

２６ 土井 敏行 どい としゆき 鹿島市・藤津郡 自民④ 0954-63-1618   

２７ 坂口 祐樹 さかぐち ゆうき 鹿島市・藤津郡 自民③ 0954-67-0666   

２８ 藤木 卓一郎 ふじき たくいちろう 小城市 自民⑤ 0952-73-3243   

２９ 池田 正恭 いけだ まさやす 小城市 自民① 0952-72-4631   

３０ 石井 秀夫 いしい ひでお 嬉野市 自民⑥ 0954-43-3618   

３１ 内川 修治 うちかわ しゅうじ 神崎市・郡 一真の会③ 0952-44-5298   

３２ 八谷 克幸 はちや かつゆき 神崎市・郡 自民② 0952-53-6320 52-9282  

３３ 宮原 真一 みやはら しんいち 三養基郡 自民③ 0942-89-4163 FAX無し 議会事務局へ 

３４ 原田 寿雄 はらだ ひさお 西松浦郡 自民③ 0955-43-3443   

３５ 石倉 秀郷 いしくら ひでさと 杵島郡 自民④ 0952-86-3542 86-3542  

３６ 定松 一生 さだまつ かずお 杵島郡 自民② 0954-65-2668   
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