
地方議会「(加齢性)難聴者の補聴器購入公的助成を求める」意見書採択の状況

1 兵庫県 兵庫県議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 平成30年12月14日

2 神奈川県 神奈川県議会 難聴者の補聴器購入への公的支援を求める意見書 平成31年3月15日

3 長野県 長野県議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月28日

4 高知県 高知県議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月28日

5 石川県 石川県議会 加齢性難聴者に対する補聴器購入を支援する制度の創設を求める意見書 平成31年2月28日

6 和歌山県 和歌山県議会 難聴者の補聴器購入への公的支援を求める意見書 令和２年3月１７日

1 北海道 伊達市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 平成31年3月18日

2 北海道 斜里町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 平成31年3月11日

3 北海道 江別市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月25日

4 北海道 根室市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月21日

5 北海道 旭川市議会 加齢による難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年7月17日

6 北海道 津別町議会 高齢に伴う難聴者の補聴器購入に公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月21日

7 北海道 登別市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年7月3日

8 北海道 新ひだか町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月20日

9 北海道 知内町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月20日

10 北海道 仁木町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月20日

11 北海道 古平町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月20日

12 北海道 余市町議会 加齢による難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める要望意見書 令和元年6月20日

13 北海道 標茶町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月6日

14 北海道 広尾町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月7日

15 北海道 芦別市議会 加齢による難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年9月30日

16 北海道 赤平市議会 高齢に伴う難聴者の補聴器購入に公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月26日

17 北海道 歌志内市議会 高齢に伴う難聴者の補聴器購入に公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月24日

18 北海道 芽室町議会 加齢による難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和２年9月4日

19 青森県 青森市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年9月27日
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20 青森県 八戸市議会 難聴者の補聴器購入への公的支援を求める意見書 令和２年9月17日

21 青森県 五戸町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和２年9月16日

22 青森県 階上町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和２年9月11日

23 青森県 南部町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和２年9月4日

24 青森県 新郷村議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和２年9月11日

25 秋田県 にかほ市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月13日

26 秋田県 潟上市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月7日

27 秋田県 大館市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する国の公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年3月16日

28 秋田県 由利本荘市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年3月18日

29 秋田県 横手市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和２年3月19日

30 秋田県 羽後町議会 加齢による難聴の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める意見書 令和元年12月13日

31 秋田県 東成瀬村議会 加齢による難聴の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める意見書 令和元年12月13日

32 秋田県 秋田市議会 難聴者の補聴器購入に対する国の支援に関する意見書 令和２年3月19日

33 秋田県 仙北市議会 加齢による難聴の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める意見書 令和２年6月26日

34 秋田県 五城目町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和２年9月18日

35 秋田県 三種町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和２年9月18日

36 秋田県 藤里町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度の創設を求める意見書 令和２年9月18日

37 秋田県 八郎潟町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度の創設を求める意見書 令和２年9月18日

38 秋田県 八峰町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和２年9月11日

39 秋田県 能代市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和２年9月29日

40 秋田県 井川町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和２年9月16日

41 山形県 米沢市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年9月27日

42 福島県 伊達市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 平成31年3月18日

43 埼玉県 和光市議会 加齢性難聴者の日常生活用具として欠かせない補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 平成31年3月18日

44 埼玉県 新座市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 平成31年3月20日
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45 埼玉県 富士見市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 平成31年3月20日

46 埼玉県 吉川市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月14日

47 埼玉県 戸田市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年9月26日

48 埼玉県 上尾市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度の創設を求める意見書 令和元年12月24日

49 埼玉県 嵐山町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度の創設を求める意見書 令和元年6月14日

50 埼玉県 桶川市議会 特定健康診査における高齢者の聴力検査・検診及び加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成を求める意見書 令和元年9月26日

51 埼玉県 草加市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成のあり方について検討を進めるよう求める意見書 令和元年9月20日

52 埼玉県 秩父市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度の創設を求める意見書 令和2年3月16日

53 埼玉県 宮代町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度の創設を求める意見書 令和2年3月30日

54 埼玉県 松伏町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度の創設を求める意見書 令和2年3月18日

55 東京都 三鷹市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助を求める意見書 令和元年9月30日

56 東京都 東久留米市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 平成30年12月26日

57 東京都 小金井市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月24日

58 東京都 西東京市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する助成制度の創設を求める意見書 令和元年9月19日

59 東京都 荒川区議会 加齢性難聴への補聴器購入のための助成を求める意見書 令和元年10月11日

60 東京都 港区議会 加齢性難聴への補聴器購入に対する公的支援を求める意見書 令和２年3月17日

61 東京都 千代田区議会 難聴者の補聴器購入に対する助成を求める意見書 令和元年7月１日

62 兵庫県 西宮市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月18日

63 兵庫県 豊岡市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年9月27日

64 石川県 金沢市議会 加齢性難聴者の補聴器購入を支援する制度の創設を求める意見書 平成31年3月20日

65 石川県 小松市議会 加齢性難聴者の補聴器購入を支援する制度の創設を求める意見書 平成31年3月20日

66 石川県 志賀町議会 加齢性難聴者の補聴器購入を支援する制度の創設を求める意見書 平成31年3月15日

67 石川県 加賀市議会 加齢性難聴者の補聴器購入を支援する制度の創設を求める意見書 平成31年3月22日

68 滋賀県 近江八幡市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年7月5日

69 滋賀県 彦根市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年10月9日
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70 滋賀県 東近江市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月26日

71 滋賀県 大津市議会 難聴者（児）対策の早期充実を求める意見書 令和元年7月2日

72 奈良県 大和郡山市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年7月3日

73 奈良県 王寺町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月6日

74 奈良県 平群町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月14日

75 奈良県 三郷町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和２年3月13日

76 佐賀県 唐津市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 平成31年3月26日

77 香川県 丸亀市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月21日

78 香川県 高松市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月21日

79 高知県 いの町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年9月17日

80 高知県 香美市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 平成31年3月22日

81 高知県 宿毛市議会 国及び政府に対して加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年9月18日

82 高知県 四万十町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月13日

83 高知県 安田町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月13日

84 高知県 佐川町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月13日

85 高知県 四万十市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月17日

86 高知県 須崎市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月19日

87 高知県 南国市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月19日

88 高知県 安芸市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月19日

89 高知県 黒潮町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月12日

90 高知県 本山町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月11日

91 高知県 大月町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月17日

92 高知県 日高村議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月12日

93 高知県 北川村議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 平成31年12月18日

94 高知県 大豊町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 平成31年12月13日

95 高知県 土佐町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月10日
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96 高知県 芸西村議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年3月12日

97 長野県 松本市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に係わる負担軽減を求める意見書 令和元年9月20日

98 長野県 南木曽町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に公費助成を求める意見書 令和元年9月25日

99 福岡県 直方市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年10月4日

100 福岡県 鞍手町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月17日

101 福井県 越前市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年7月3日

102 大阪府 泉大津市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年6月28日

103 大阪府 富田林市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月20日

104 大阪府 摂津市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年9月24日

105 大阪府 交野市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月23日

106 大阪府 吹田市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月19日

107 大阪府 池田市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和２年3月25日

108 和歌山県 橋本市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和元年12月13日

109 和歌山県 和歌山市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年7月1日

110 和歌山県 日高川町議会 難聴者の補聴器購入への公的支援を求める意見書 令和2年9月18日

111 新潟県 胎内市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年3月18日

112 新潟県 阿賀町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年6月22日

113 新潟県 弥彦村議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年6月17日

114 新潟県 関川村議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年6月18日

115 新潟県 出雲崎町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年6月24日

116 新潟県 佐渡市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年6月30日

117 新潟県 三条市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年6月30日

118 新潟県 聖籠町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年9月23日

119 新潟県 村上市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助創設を求める意見書 令和2年9月30日

120 京都府 宮津市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年6月22日

121 京都府 舞鶴市議会 難聴児（者）の補聴器購入への公的支援を求める意見書 令和元年12月26日
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122 京都府 長岡京市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年9月23日

123 京都府 与謝野町議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年9月16日

124 静岡県 静岡市議会 難聴者の補聴器購入への公的支援を求める意見書 令和元年7月9日

125 山梨県 北杜市議会 難聴者の補聴器に対する公的助成制度の拡充を求める意見書 令和2年9月23日

126 岡山県 新見市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年6月25日

127 岩手県 宮古市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 令和2年9月25日

地方議会「加齢性難聴者の補聴器購入に独自事業実施を求める」決議採択の状況

沖縄県 那覇市議会
加齢性難聴者の補聴器購入に係る負担軽減を求める陳情
（加齢性難聴者の補聴器購入に係る那覇市独自の財政的補助事業を実施すること）

令和2年3月18日

秋田県 大館市議会 加齢性難聴者の補聴器購入に対し大館市として公的補助を実施するよう求める陳情　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（加齢性難聴者の補聴器購入に係る那覇市独自の財政的補助事業を実施すること）令和２年3月１６日

地方議会「高齢者の補聴器購入への公的助成を求める」請願（陳情）書採択の状況

福島県 喜多方市議会 高齢者の補聴器購入への公的助成を求める請願 令和２年３月１７日

長野県 王滝村議会 加齢性難聴者の補聴器購入に公費助成を求める陳情 令和元年１２月１２日

都道府県名 議会名 請願（陳情） 決議日程

請願(項目)・陳情(項目) 決議日程都道府県名 議会名


