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コロナとインフルエンザ同時対策と
日本経済の立て直し
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衆議院議員
自由民主党千葉県第4選挙区支部長
自由民主党厚生労働部会副部会長

国 会

昭和44年 船橋市行田町生まれ
・平成10年 第66代衆議院議長 田村元秘書
・平成11年 船橋市議会議員選挙（29歳）初当選〜3期連続当選
・平成23年 千葉県議会議員選挙（41歳）初当選
・平成26年 衆議院議員選挙（45歳）初出馬次点
・平成29年 衆議院議員選挙（48歳）比例南関東ブロック当選
〈所属 · 役職〉
厚生労働委員会 委員
決算行政監視委員会 委員
北朝鮮による拉致問題等に関する委員会 委員
厚生労働部会 副部会長
データヘルス特命委員会 データに基づく科学的介護
・栄養等ワーキンググループメンバー
雇用問題調査会 就職氷河期世代支援プロジェクト
チームメンバー
千葉県第 4 選挙区支部 支部長
厚生関係団体委員会 副委員長
広報本部新聞出版局 次長
自

衆議院議員 自由民主党
千葉県第4選挙区支部長
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船橋地区海岸保全施設耐震化促進協議会相談役代表
船橋憲法改正推進市民の会 共同代表
法政大学大学院政策科学研究所 特任研究員
日本地方政治学会 理事
日本政治法律学会 理事
船橋市テニス協会 会長
船橋市グラウンドゴルフ協会 会長
船橋市バドミントン協会 会長
IBA 少年野球国際交流協会船橋支部 会長
空手道顧問 相談役
【令和2年10 月30 日現在】
船橋市柔道連盟 顧問 など

座右の銘：「志あれば意これなる」
趣
味：野球、読書、自転車、旅行、そば屋巡り、スキー
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コロナ治療薬の現状は？
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世界のコロナワクチンの現状は？
そして、日本は？

2020 年 10 月
国政報告編

〜世界で広がる中露ワクチン〜
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第 203 回国会（臨時会）は、
令和 2 年 10 月 26 日に召集されました。
会期：12 月 5 日までの 41 日間

第203 回国会が菅総理の下、開会

経済対策としては？
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船橋市内の道路問題を改善しましょう！
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スタッフ大募集

tokyo@tetsuya-kimura.com

学生有料インターン・
アルバイト大募集
正規スタッフ登用あり
興味のある方はご連絡
ください。

