
衆参 区分け 選挙区 氏名 ｶﾅ氏名 党 派閥 議員会館TEL 議員会館FAX 室番号 年齢
衆 比例 有田　芳生 ｱﾘﾀ ﾖｼﾌ 民主 03-6550-0416 03-6551-0416 416 61
参 比例 谷　亮子 ﾀﾆ ﾘｮｳｺ 生活 03-6550-0804 03-6551-0804 804 38
参 比例 直嶋　正行 ﾅｵｼﾏ ﾏｻﾕｷ 民主 03-6550-1223 03-3503-2669 1223 68
参 比例 小林　正夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｵ 民主 03-6550-0406 03-6551-0406 406 66
参 比例 柳澤　光美 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾖｼ 民主 03-6550-1106 03-6551-1106 1106 65
参 比例 石橋　通宏 ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾁﾋﾛ 民主 03-6550-0523 03-6551-0523 523 48
参 比例 難波　奨二 ﾅﾝﾊ  ゙ｼｮｳｼﾞ 民主 03-6550-0821 03-6551-0821 821 54
参 比例 津田　弥太郎 ﾂﾀﾞ ﾔﾀﾛｳ 民主 03-6550-1006 03-3508-9160 1006 61
参 比例 那谷屋　正義 ﾅﾀﾆﾔ ﾏｻﾖｼ 民主 03-6550-0409 03-6551-0409 409 56
参 比例 江崎　孝 ｴｻｷ ﾀｶｼ 民主 03-6550-0511 03-6551-0511 511 57
参 比例 藤末　健三 ﾌｼﾞｽｴ ｹﾝｿﾞｳ 民主 03-6550-1009 03-6551-1009 1009 49
参 比例 加藤　敏幸 ｶﾄｳ ﾄｼﾕｷ 民主 03-6550-1212 03-6551-1212 1212 64
参 比例 前田　武志 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹｼ 民主 03-6550-0715 03-6551-0715 715 76
参 比例 田城　郁 ﾀｼﾛ ｶｵﾙ 民主 03-6550-0907 03-6551-0907 907 54
参 比例 白　眞勲 ﾊｸ ｼﾝｸﾝ 民主 03-6550-1116 03-6551-1116 1116 54
参 比例 西村　まさみ ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾐ 民主 03-6550-0909 03-6551-0909 909 50
参 比例 片山　さつき ｶﾀﾔﾏ ｻﾂｷ 自民 二階 03-6550-0420 03-6551-0420 420 54
参 比例 佐藤　ゆかり ｻﾄｳ ﾕｶﾘ 自民 大島 03-6550-0309 03-6551-0309 309 52
参 比例 山谷　えり子 ﾔﾏﾀﾆ ﾕｶﾘ 自民 町村 03-6550-1107 03-6551-1107 1107 63
参 比例 髙階　恵美子 ﾀｶｶﾞｲ ｴﾐｺ 自民 町村 03-6550-0714 03-6551-0714 714 49
参 比例 三原　じゅん子 ﾐﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ 自民 03-6550-0823 03-6551-0823 823 49
参 比例 堀内　恒夫 ﾎﾘｳﾁ ﾂﾈｵ 自民 304
参 比例 脇　雅史 ﾜｷ ﾏｻｼ 自民 額賀 03-6550-0501 03-3580-2701 501 68
参 比例 藤井　基之 ﾌｼﾞｲ ﾓﾄﾕｷ 自民 岸田 03-6550-1218 03-3597-9393 1218 66
参 比例 小坂　憲次 ｺｻｶ ｹﾝｼﾞ 自民 無派 03-6550-1209 03-6551-1209 1209 67
参 比例 水落　敏栄 ﾐｽﾞｵﾁ ﾄｼｴｲ 自民 岸田 03-6550-1013 03-6551-1013 1013 70
参 比例 宇都　隆史 ｳﾄ ﾀｶｼ 自民 額賀 03-6550-0516 03-6551-0516 516 39
参 比例 赤石　清美 ｱｶｲｼ ｷﾖﾐ 自民 町村 03-6550-0601 03-6551-0601 601 65
参 比例 柴田　巧 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ みんな 03-6550-0822 03-6551-0822 822 52
参 比例 江口　克彦 ｴｸﾞﾁ ｶﾂﾋｺ みんな 03-6550-1002 03-6550-0054 1002 73
参 比例 寺田　典城 ﾃﾗﾀ ｽｹｼﾛ みんな 03-6550-0920 03-6551-0920 920 73
参 比例 小野　次郎 ｵﾉ ｼﾞﾛｳ みんな 03-6550-0620 03-6551-0620 620 60
参 比例 真山　勇一 ﾏﾔﾏ ﾕｳｲﾁ みんな 03-6550-0320 03-6551-0320 320 69
参 比例 藤巻　幸夫 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｷｵ みんな 03-6550-0408 03-6551-0408 408 53
参 比例 山田　太郎 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾛｳ みんな 03-6550-0708 03-6551-0708 708 46
参 比例 秋野　公造 ｱｷﾉ ｺｳｿﾞｳ 公明 03-6550-0711 03-6551-0711 711 46
参 比例 長沢　広明 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛｱｷ 公明 03-6550-0801 03-6551-0801 801 55
参 比例 横山　信一 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 公明 03-6550-0402 03-6551-0402 402 54
参 比例 谷合　正明 ﾀﾆｱｲ ﾏｻｱｷ 公明 03-6550-0922 03-6551-0922 922 40
参 比例 浜田　昌良 ﾊﾏﾀ  ゙ﾏｻﾖｼ 公明 03-6550-0316 03-6551-0316 316 56
参 比例 荒木　清寛 ｱﾗｷ ｷﾖﾋﾛ 公明 03-6550-1115 03-6551-1115 1115 57
参 比例 市田　忠義 ｲﾁﾀ  ゙ﾀﾀﾞﾖｼ 共産 03-6550-0513 03-6551-0513 513 70
参 比例 田村　智子 ﾀﾑﾗ ﾄﾓｺ 共産 03-6550-0908 03-6551-0908 908 48
参 比例 大門　実紀史 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾐｷｼ 共産 03-6550-1203 03-6551-1203 1203 57
参 比例 福島　みずほ ﾌｸｼﾏ ﾐｽﾞﾎ 社民 03-6550-1111 03-6551-1111 1111 57
参 比例 吉田　忠智 ﾖｼﾀ  ゙ﾀﾀﾞﾄﾓ 社民 03-6550-0301 03-6551-0301 301 57

参 比例 片山　虎之助 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 維新 03-6550-0418 03-6551-0418 418 78

参 比例 荒井　広幸 ｱﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 新党改革 03-6550-0721 03-3508-9677 721 55
参 比例 柘植　芳文 ﾂｹﾞ ﾖｼﾌﾐ 自民 03-6550-1114 03-6551-1114 1114 68
参 比例 山田　俊男 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｵ 自民 無派 03-6550-0809 03-6551-0809 809 66
参 比例 佐藤　正久 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｻ 自民 額賀 03-6550-0750 03-6551-0750 750 53
参 比例 石井　みどり ｲｼｲ ﾐﾄﾞﾘ 自民 額賀 03-6550-0403 03-5512-2206 403 64
参 比例 橋本　聖子 ﾊｼﾓﾄ ｾｲｺ 自民 町村 03-6550-0803 03-6551-0803 803 49
参 比例 羽生田　俊 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｶｼ 自民 03-6550-0319 03-6551-0319 319 65
参 比例 佐藤　信秋 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 自民 額賀 03-6550-0722 03-6551-0722 722 66
参 比例 赤池　誠章 ｱｶｲｹ ﾏｻｱｷ 自民 町村 03-6550-0524 03-6551-0524 524 52
参 比例 山東　昭子 ｻﾝﾄｳ ｱｷｺ 自民 大島 03-6550-0310 03-6551-0310 310 71
参 比例 衛藤　晟一 ｴﾄｳ ｾｲｲﾁ 自民 二階 03-6550-1216 03-6551-1216 1216 66
参 比例 石田　昌宏 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 自民 町裏 03-6550-1101 03-6551-1101 1101 46
参 比例 有村　治子 ｱﾘﾑﾗ ﾊﾙｺ 自民 大島 03-6550-1015 03-6551-1015 1015 43
参 比例 宮本　周司 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 自民 03-6550-1018 03-6551-1018 1018 42
参 比例 丸山　和也 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 自民 無派 03-6550-0913 03-6551-0913 913 67
参 比例 北村　経夫 ｷﾀﾑﾗ ﾂﾈｵ 自民 町村 03-6550-1109 03-6551-1109 1109 58
参 比例 渡辺　美樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ 自民 03-6550-0410 03-6551-0410 410 54
参 比例 木村　義雄 ｷﾑﾗ ﾖｼｵ 自民 石原 03-6550-0305 03-6551-0305 305 65
参 比例 太田　房江 ｵｵﾀ ﾌｻｴ 自民 町村 03-6550-0308 03-6551-0308 308 62
参 比例 山本　香苗 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅｴ 公明 03-6550-1024 03-6551-1024 1024 42



衆参 区分け 選挙区 氏名 ｶﾅ氏名 党 派閥 議員会館TEL 議員会館FAX 室番号 年齢
参 比例 平木　大作 ﾋﾗｷ ﾀﾞｲｻｸ 公明 03-6550-0422 03-6551-0422 422 39
参 比例 河野　義博 ｶﾜﾉ ﾖｼﾋﾛ 公明 03-6550-0720 03-6551-0720 720 35
参 比例 山本　博司 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 公明 03-6550-0911 03-6551-0911 911 58
参 比例 若松　謙維 ﾜｶﾏﾂ ｶﾈｼｹﾞ 公明 03-6550-1207 03-6551-1207 1207 58
参 比例 魚住　裕一郎 ｳｵｽﾞﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ 公明 03-6550-0326 03-6551-0326 326 61
参 比例 新妻　秀規 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 公明 03-6550-1112 03-6551-1112 1112 43
参 比例 磯崎　哲史 ｲｿｻﾞｷ ﾃﾂｼ 民主 03-6550-1210 03-6551-1210 1210 44
参 比例 浜野　喜史 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾌﾐ 民主 03-6550-0521 03-6551-0521 521 52
参 比例 相原　久美子 ｱｲﾊﾗ ｸﾐｺ 民主 03-6550-0611 03-6551-0611 611 66
参 比例 大島　九州男 ｵｵｼﾏ ｸｽｵ 民主 03-6550-0910 03-6551-0910 910 52
参 比例 神本　美恵子 ｶﾐﾓﾄ ﾐｴｺ 民主 03-6550-1119 03-3508-0010 1119 65
参 比例 吉川　沙織 ﾖｼｶﾜ ｻｵﾘ 民主 03-6550-0617 03-6551-0617 617 37
参 比例 石上　俊雄 ｲｼｶﾞﾐ ﾄｼｵ 民主 03-6550-0419 03-6551-0419 419 51
参 比例 アントニオ　猪木 ｱﾝﾄﾆｵ ｲﾉｷ 維新 03-6550-0314 03-6551-0314 314 70
参 比例 中山　恭子 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｺ 維新 03-6550-1211 03-6551-1211 1211 73
参 比例 儀間　光男 ｷﾞﾏ ﾐﾂｵ 維新 03-6550-0813 03-6551-0813 813 70
参 比例 藤巻　健史 ﾌｼﾞﾏｷ ﾀｹｼ 維新 03-6550-0917 03-6551-0917 917 63
参 比例 中野　正志 ﾅｶﾉ ﾏｻｼ 維新 03-6550-0709 03-6551-0709 709 65
参 比例 室井　邦彦 ﾑﾛｲ ｸﾆﾋｺ 維新 03-6550-1122 03-6551-1122 1122 66
参 比例 小池　晃 ｺｲｹ ｱｷﾗ 共産 03-6550-1208 03-6551-1208 1208 53
参 比例 山下　芳生 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 共産 03-6550-1123 03-6551-1123 1123 53
参 比例 紙　智子 ｶﾐ ﾄﾓｺ 共産 03-6550-0710 03-6551-0710 710 58
参 比例 井上　哲士 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ 共産 03-6550-0321 03-6551-0321 321 55
参 比例 仁比　聡平 ﾆﾋ ｿｳﾍｲ 共産 03-6550-0815 03-6551-0815 815 50
参 比例 川田　龍平 ｶﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ みんな 03-6550-0508 03-6551-0508 508 37
参 比例 山口　和之 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ みんな 03-6550-1113 03-6551-1113 1113 57
参 比例 渡辺　美知太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁﾀﾛｳ みんな 03-6550-0303 03-6551-0303 303 30
参 比例 井上　義行 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾕｷ みんな 03-6550-0816 03-6551-0816 816 50
参 比例 又市　征治 ﾏﾀｲﾁ ｾｲｼﾞ 社民 03-6550-0906 03-6551-0906 906 69
参 選挙区 北海道 長谷川　岳 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾞｸ 自民 町村 03-6550-0619 03-6550-0055 619 42
参 選挙区 北海道 徳永　エリ ﾄｸﾅｶﾞ ｴﾘ 民主 03-6550-0701 03-6551-0701 701 51
参 選挙区 北海道 伊達　忠一 ﾀﾞﾃ ﾁｭｳｲﾁ 自民 町村 03-6550-0612 03-5156-8070 612 74
参 選挙区 北海道 小川　勝也 ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾔ 民主 03-6550-1217 03-6551-1217 1217 50
参 選挙区 青森 山崎　力 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 自民 額賀 03-6550-0504 03-6551-0504 504 66
参 選挙区 青森 滝沢　求 ﾀｷｻﾞﾜ ﾓﾄﾒ 自民 03-6550-0522 03-6551-0522 522 55
参 選挙区 岩手 主濱　了 ｼｭﾊﾏ ﾘｮｳ 生活 03-6550-0817 03-6551-0817 817 63
参 選挙区 岩手 平野　達男 ﾋﾗﾉ ﾀﾂｵ 無所 03-6550-0706 03-6551-0706 706 59
参 選挙区 宮城 熊谷　大 ｸﾏｶﾞｲ ﾕﾀｶ 自民 03-6550-0423 03-6551-0423 423 38
参 選挙区 宮城 櫻井　充 ｻｸﾗｲ ﾐﾂﾙ 民主 03-6550-0512 03-6551-0512 512 57
参 選挙区 宮城 愛知　治郎 ｱｲﾁ ｼﾞﾛｳ 自民 無派 03-6550-0623 03-6551-0623 623 44
参 選挙区 宮城 和田　政宗 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾑﾈ みんな 03-6550-1220 03-6551-1220 1220 39
参 選挙区 秋田 石井　浩郎 ｲｼｲ ﾋﾛｵ 自民 03-6550-0713 03-6551-0713 713 49
参 選挙区 秋田 中根　松司 ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾏﾂｼﾞ 自民 03-6550-0703 03-6551-0703 703 34
参 選挙区 山形 岸　宏一 ｷｼ ｺｳｲﾁ 自民 岸田 03-6550-0315 03-6551-0315 315 73
参 選挙区 山形 大沼　みずほ ｵｵﾇﾏ ﾐｽﾞﾎ 自民 03-6550-0312 03-6551-0312 312 34
参 選挙区 福島 増子　輝彦 ﾏｼｺ ﾃﾙﾋｺ 民主 03-6550-0602 03-6551-0602 602 66
参 選挙区 福島 岩城　光英 ｲﾜｷ ﾐﾂﾋﾃﾞ 自民 町村 03-6550-0318 03-6551-0318 318 63
参 選挙区 福島 森 まさこ ﾓﾘ ﾏｻｺ 自民 町村 03-6550-0924 03-6551-0924 924 49
参 選挙区 茨城 岡田　広 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 自民 山崎 03-6550-0414 03-6551-0414 414 66
参 選挙区 茨城 郡司 彰 ｸﾞﾝｼﾞ ｱｷﾗ 民主 03-6550-0912 03-6551-0912 912 63
参 選挙区 茨城 上月 良祐 ｺｳﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 自民 03-6550-0704 03-6551-0704 704 50
参 選挙区 茨城 藤田　幸久 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾋｻ 民主 03-6550-0914 03-6551-0914 914 63
参 選挙区 栃木 上野　通子 ｳｴﾉ ﾐﾁｺ 自民 無派 03-6550-0918 03-6551-0918 918 55
参 選挙区 栃木 高橋　克法 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 自民 03-6550-0324 03-6551-0324 324 55
参 選挙区 群馬 中曽根　弘文 ﾅｶｿﾈ ﾋﾛﾌﾐ 自民 二階 03-6550-1224 03-3592-2424 1224 67
参 選挙区 群馬 山本　一太 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾁﾀ 自民 無派 03-6550-0609 03-3508-2281 609 55
参 選挙区 埼玉 関口　昌一 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ 自民 額賀 03-6550-1104 03-6551-1104 1104 60
参 選挙区 埼玉 西田　実仁 ﾆｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 公明 03-6550-1005 03-6551-1005 1005 51
参 選挙区 埼玉 大野　元裕 ｵｵﾉ ﾓﾄﾋﾛ 民主 03-6550-0618 03-6551-0618 618 50
参 選挙区 埼玉 古川　俊治 ﾌﾙｶﾜ ﾄｼﾊﾙ 自民 町村 03-6550-0718 03-6551-0718 718 50
参 選挙区 埼玉 矢倉　克夫 ﾔｸﾗ ｶﾂｵ 公明 03-6550-0401 03-6551-0401 401 38
参 選挙区 埼玉 行田　邦子 ｺｳﾀﾞ ｸﾆｺ みんな 03-6550-0614 03-6551-0614 614 48
参 選挙区 千葉 小西　洋之 ｺﾆｼ ﾋﾛﾕｷ 民主 03-6550-0915 03-6551-0915 915 41
参 選挙区 千葉 猪口　邦子 ｲﾉｸﾞﾁ ｸﾆｺ 自民 無派 03-6550-1105 03-6551-1105 1105 61
参 選挙区 千葉 水野　賢一 ﾐｽﾞﾉ ｹﾝｲﾁ みんな 03-6550-0519 03-6551-0519 519 47
参 選挙区 千葉 石井　準一 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 自民 額賀 03-6550-0506 03-5512-2606 506 56
参 選挙区 千葉 豊田　俊郎 ﾄﾖﾀ  ゙ﾄｼﾛｳ 自民 03-6550-1213 03-6551-1213 1213 61
参 選挙区 千葉 長浜　博行 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾋﾛﾕｷ 民主 03-6550-0606 03-6551-0606 606 55
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参 選挙区 東京 蓮　舫 ﾚﾝﾎｳ 民主 03-6550-0411 03-6551-0411 411 45
参 選挙区 東京 竹谷　とし子 ﾀｹﾔ ﾄｼｺ 公明 03-6550-0517 03-6551-0517 517 44
参 選挙区 東京 中川　雅治 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾊﾙ 自民 町村 03-6550-0904 03-6551-0904 904 66
参 選挙区 東京 小川　敏夫 ｵｶﾞﾜ ﾄｼｵ 民主 03-6550-0605 03-6551-0605 605 65
参 選挙区 東京 松田　公太 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀ みんな 03-6550-1215 03-6551-1215 1215 44
参 選挙区 東京 丸川　珠代 ﾏﾙｶﾜ ﾀﾏﾖ 自民 町村 03-6550-0902 03-6551-0902 902 42
参 選挙区 東京 山口　那津男 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｵ 公明 03-6550-0806 03-6551-0806 806 61
参 選挙区 東京 吉良　よし子 ｷﾗ ﾖｼｺ 共産 03-6550-0509 03-6551-0509 509 31
参 選挙区 東京 山本　太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾛｳ 無所 03-6550-0302 03-6551-0302 302 39
参 選挙区 東京 武見　敬三 ﾀｹﾐ ｹｲｿﾞｳ 自民 03-6550-0413 03-6550-1502 413 62
参 選挙区 神奈川 小泉　昭男 ｺｲｽﾞﾐ ｱｷｵ 自民 03-6550-0407 03-6551-0407 407 68
参 選挙区 神奈川 中西　健治 ﾅｶﾆｼ ｹﾝｼﾞ みんな 03-6550-1102 03-6551-1102 1102 49
参 選挙区 神奈川 金子　洋一 ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ 民主 03-6550-1014 03-6551-1014 1014 51
参 選挙区 神奈川 島村　大 ｼﾏﾑﾗ ﾀﾞｲ 自民 03-6550-0415 03-6551-0415 415 53
参 選挙区 神奈川 松沢　成文 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｹﾞﾌﾐ みんな 03-6550-0903 03-6551-0903 903 55
参 選挙区 神奈川 佐々木　さやか ｻｻｷ ｻﾔｶ 公明 03-6550-0514 03-6551-0514 514 32
参 選挙区 神奈川 牧山　ひろえ ﾏｷﾔﾏ ﾋﾛｴ 民主 03-6550-1007 03-6551-1007 1007 49
参 選挙区 新潟 田中　直紀 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 民主 03-6550-0306 03-6551-0306 306 73
参 選挙区 新潟 中原　八一 ﾅｶﾊﾗ ﾔｲﾁ 自民 二階 03-6550-0716 03-6551-0716 716 54
参 選挙区 新潟 塚田　一郎 ﾂｶﾀ  ゙ｲﾁﾛｳ 自民 麻生 03-6550-1117 03-6551-1117 1117 49
参 選挙区 新潟 風間　直樹 ｶｻﾞﾏ ﾅｵｷ 民主 03-6550-0702 03-6551-0702 702 47
参 選挙区 富山 野上　浩太郎 ﾉｶﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ 自民 町村 03-6550-1010 03-6551-1010 1010 46
参 選挙区 富山 堂故　茂 ﾄﾞｳｺ ｼｹﾞﾙ 自民 03-6550-1003 03-6551-1003 1003 61
参 選挙区 石川 岡田　直樹 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 自民 町村 03-6550-0807 03-6551-0807 807 51
参 選挙区 石川 山田　修路 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 自民 03-6550-0805 03-6551-0805 805 59
参 選挙区 福井 山崎　正昭 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 自民 無派 03-6550-0550 03-6551-1201 1201 71
参 選挙区 福井 滝波　宏文 ﾀｷﾅﾐ ﾋﾛﾌﾐ 自民 03-6550-0307 03-6551-0307 307 42
参 選挙区 山梨 輿石　東 ｺｼｲｼ ｱｽﾞﾏ 民主 03-6550-0322 03-3593-6710 322 77
参 選挙区 山梨 森屋　宏 ﾓﾘﾔ ﾋﾛｼ 自民 03-6550-0502 03-6551-0502 502 56
参 選挙区 長野 若林　健太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 自民 03-6550-0621 03-6551-0621 621 49
参 選挙区 長野 北澤　俊美 ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｼﾐ 民主 03-6550-0424 03-6551-0424 424 75
参 選挙区 長野 吉田　博美 ﾖｼﾀ  ゙ﾋﾛﾐ 自民 額賀 03-6550-0610 03-6551-0610 610 64
参 選挙区 長野 羽田　雄一郎 ﾊﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 民主 03-6550-0818 03-3507-0066 818 46
参 選挙区 岐阜 渡辺　猛之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾕｷ 自民 額賀 03-6550-0325 03-6551-0325 325 45
参 選挙区 岐阜 小見山　幸治 ｺﾐﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ 民主 03-6550-0724 03-6550-0044 724 51
参 選挙区 岐阜 大野　泰正 ｵｵﾉ ﾔｽﾀﾀﾞ 自民 町村 03-6550-0503 03-6551-0503 503 54
参 選挙区 静岡 岩井　茂樹 ｲﾜｲ ｼｹﾞｷ 自民 額賀 03-6550-0520 03-6551-0520 520 45
参 選挙区 静岡 藤本　祐司 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 民主 03-6550-0607 03-6551-0607 607 56
参 選挙区 静岡 牧野　たかお ﾏｷﾉ ﾀｶｵ 自民 額賀 03-6550-0812 03-6551-0812 812 54
参 選挙区 静岡 榛葉　賀津也 ｼﾝﾊﾞ ｶﾂﾞﾔ 民主 03-6550-1011 03-6551-0026 1011 46
参 選挙区 愛知 藤川　政人 ﾌｼﾞｶﾜ ﾏｻﾋﾄ 自民 麻生 03-6550-0717 03-6550-0057 717 53
参 選挙区 愛知 斎藤　嘉隆 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 民主 03-6550-0707 03-6551-0707 707 50
参 選挙区 愛知 安井　美紗子 ﾔｽｲ ﾐｻｺ 民主 03-6550-0810 03-6551-0810 810 48
参 選挙区 愛知 酒井　庸行 ｻｶｲ ﾔｽﾕｷ 自民 03-6550-0723 03-6551-0723 723 61
参 選挙区 愛知 大塚　耕平 ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 民主 03-6550-1121 03-6551-1121 1121 54
参 選挙区 愛知 薬師寺　みちよ ﾔｸｼｼﾞ ﾐﾁﾖ みんな 03-6550-1012 03-6551-1012 1012 49
参 選挙区 三重 芝　博一 ｼﾊﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 民主 03-6550-0317 03-6551-0317 317 63
参 選挙区 三重 吉川　ゆうみ ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾐ 自民 03-6550-0412 03-6551-0412 412 40
参 選挙区 滋賀 林　久美子 ﾊﾔｼ ｸﾐｺ 民主 03-6550-1020 03-6551-1020 1020 41
参 選挙区 滋賀 二之湯　武史 ﾆﾉﾕ ﾀｹｼ 自民 派 03-6550-0923 03-6551-0923 923 36
参 選挙区 京都 福山　哲郎 ﾌｸﾔﾏ ﾃﾂﾛｳ 民主 03-6550-0808 03-6551-0808 808 51
参 選挙区 京都 二之湯　智 ﾆﾉﾕ ｻﾄｼ 自民 額賀 03-6550-0921 03-6551-0921 921 69
参 選挙区 京都 西田　昌司 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 自民 町村 03-6550-1110 03-3502-8897 1110 55
参 選挙区 京都 倉林　明子 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 共産 03-6550-1021 03-6551-1021 1021 52
参 選挙区 大阪 石川　博崇 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾀｶ 公明 03-6550-0616 03-6551-0616 616 40
参 選挙区 大阪 北川　イッセイ ｷﾀｶﾞﾜ ｲｯｾｲ 自民 町村 03-6550-1022 03-6551-1022 1022 70
参 選挙区 大阪 尾立　源幸 ｵﾀﾞﾁ ﾓﾄﾕｷ 民主 03-6550-1008 03-6551-1008 1008 50
参 選挙区 大阪 東　徹 ｱｽﾞﾏ ﾄｵﾙ 維新 03-6550-0510 03-6551-0510 510 47
参 選挙区 大阪 柳本　卓治 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾀｸｼﾞ 自民 二階 03-6550-0901 03-6551-0901 901 69
参 選挙区 大阪 杉　久武 ｽｷ  ゙ﾋｻﾀｹ 公明 03-6550-0615 03-6551-0615 615 37
参 選挙区 大阪 辰巳　孝太郎 ﾀﾂﾐ ｺｳﾀﾛｳ 共産 03-6550-0608 03-6551-0608 608 37
参 選挙区 兵庫 末松　信介 ｽｴﾏﾂ ｼﾝｽｹ 自民 町村 03-6550-0905 03-5512-2616 905 57
参 選挙区 兵庫 水岡　俊一 ﾐｽﾞｵｶ ｼｭﾝｲﾁ 民主 03-6550-1118 03-3591-0510 1118 57
参 選挙区 兵庫 鴻池　祥肇 ｺｳﾉｲｹ ﾖｼﾀﾀﾞ 自民 麻生 03-6550-1001 03-3502-7009 1001 72
参 選挙区 兵庫 清水　貴之 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 維新 03-6550-0404 03-6551-0404 404 39
参 選挙区 奈良 前川　清成 ﾏｴｶﾜ ｷﾖｼｹﾞ 民主 03-6550-1205 03-6551-1205 1205 50
参 選挙区 奈良 堀井　巌 ﾎﾘｲ ｲﾜｵ 自民 03-6550-0417 03-6551-0417 417 48
参 選挙区 和歌山 鶴保　庸介 ﾂﾙﾎ ﾖｳｽｹ 自民 二階 03-6550-0313 03-6551-0313 313 46
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参 選挙区 和歌山 世耕　弘成 ｾｺｳ ﾋﾛｼｹﾞ 自民 町村 03-6550-1017 03-6551-1017 1017 51
参 選挙区 鳥取 浜田　和幸 ﾊﾏﾀ  ゙ｶｽﾞﾕｷ 無所 03-6550-0719 03-6551-0719 719 60
参 選挙区 鳥取 舞立　昇治 ﾏｲﾀﾁ ｼｮｳｼﾞ 自民 03-6550-0603 03-6551-0603 603 38
参 選挙区 島根 青木　一彦 ｱｵｷ ｶｽﾞﾋｺ 自民 額賀 03-6550-0814 03-3502-8825 814 52
参 選挙区 島根 島田　三郎 ｼﾏﾀﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 自民 03-6550-0811 03-6551-0811 811 57
参 選挙区 岡山 江田　五月 ｴﾀﾞ ｻﾂｷ 民主 03-6550-1204 03-6551-1204 1204 72
参 選挙区 岡山 石井　正弘 ｲｼｲ ﾏｻﾋﾛ 自民 03-6550-1214 03-6551-1214 1214 67
参 選挙区 広島 宮沢　洋一 ﾐﾔｻﾞﾜ ｵｳｲﾁ 自民 岸田 03-6550-0820 03-6551-0820 820 63
参 選挙区 広島 柳田　稔 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐﾉﾙ 民主 03-6550-1222 03-6551-1222 1222 59
参 選挙区 広島 溝手　顕正 ﾐｿﾞﾃ ｹﾝｾｲ 自民 岸田 03-6550-0819 03-6551-0028 819 71
参 選挙区 広島 森本　真治 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 民主 03-6550-0311 03-6551-0311 311 40
参 選挙区 山口 江島　潔 ｴｼﾞﾏ ｷﾖｼ 自民 町村 03-6550-1103 03-6551-1103 1103 56
参 選挙区 山口 林　芳正 ﾊﾔｼ ﾖｼﾏｻ 自民 岸田 03-6550-1221 03-3508-2375 1221 52
参 選挙区 徳島 中西　祐介 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｽｹ 自民 無派 03-6550-0622 03-6551-0622 622 34
参 選挙区 徳島 三木　亨 ﾐｷ ﾄｵﾙ 自民 03-6550-0505 03-6551-0505 505 46
参 選挙区 香川 磯崎　仁彦 ｲｿｻﾞｷ ﾖｼﾋｺ 自民 03-6550-0624 03-6551-0624 624 56
参 選挙区 香川 三宅　伸吾 ﾐﾔｹ ｼﾝｺﾞ 自民 03-6550-0604 03-6551-0604 604 52
参 選挙区 愛媛 山本　順三 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 自民 町村 03-6550-1019 03-6551-1019 1019 59
参 選挙区 愛媛 井原　巧 ｲﾊﾗ ﾀｸﾐ 自民 03-6550-1219 03-6551-1219 1219 50
参 選挙区 高知 広田　一 ﾋﾛﾀ ﾊｼﾞﾒ 民主 03-6550-0507 03-6551-0507 507 45
参 選挙区 高知 高野　光二郎 ﾀｶﾉ ｺｳｼﾞﾛｳ 自民 03-6550-0421 03-6551-0421 421 39
参 選挙区 福岡 大家　敏志 ｵｵｲｴ ｻﾄｼ 自民 麻生 03-6550-0518 03-6551-0518 518 46
参 選挙区 福岡 大久保　勉 ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾄﾑ 民主 03-6550-1108 03-6551-1108 1108 52
参 選挙区 福岡 松山　政司 ﾏﾂﾔﾏ ﾏｻｼﾞ 自民 岸田 03-6550-1124 03-6551-1124 1124 54
参 選挙区 福岡 野田　国義 ﾉﾀ  ゙ｸﾆﾖｼ 民主 03-6550-0323 03-6551-0323 323 55
参 選挙区 佐賀 福岡　資麿 ﾌｸｵｶ ﾀｶﾏﾛ 自民 額賀 03-6550-0919 03-6551-0919 919 40
参 選挙区 佐賀 山下　雄平 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾍｲ 自民 03-6550-0916 03-6551-0916 916 34
参 選挙区 長崎 金子　原二郎 ｶﾈｺ ｹﾞﾝｼﾞﾛｳ 自民 岸田 03-6550-1202 03-6551-1202 1202 69
参 選挙区 長崎 古賀　友一郎 ｺｶ  ゙ﾕｳｲﾁﾛｳ 自民 派 03-6550-1206 03-6551-1206 1206 46
参 選挙区 熊本 松村　祥史 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 自民 額賀 03-6550-1023 03-6551-1023 1023 49
参 選挙区 熊本 馬場　成志 ﾊﾞﾊﾞ ｾｲｼ 自民 03-6550-1016 03-6551-1016 1016 48
参 選挙区 大分 足立　信也 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝﾔ 民主 03-6550-0613 03-6551-0613 613 56
参 選挙区 大分 磯崎　陽輔 ｲｿｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 自民 町村 03-6550-1004 03-6551-1004 1004 56
参 選挙区 宮崎 松下　新平 ﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 自民 03-6550-0824 03-6551-0824 824 47
参 選挙区 宮崎 長峯　誠 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾏｺﾄ 自民 03-6550-0802 03-6551-0802 802 44
参 選挙区 鹿児島 野村　哲郎 ﾉﾑﾗ ﾃﾂﾛｳ 自民 額賀 03-6550-1120 03-6551-1120 1120 70
参 選挙区 鹿児島 尾辻　秀久 ｵﾂｼﾞ ﾋﾃﾞﾋｻ 自民 額賀 03-6550-0515 03-3595-1127 515 73
参 選挙区 沖縄 島尻　安伊子 ｼﾏｼﾞﾘ ｱｲｺ 自民 額賀 03-6550-0405 03-6551-0405 405 48
参 選挙区 沖縄 糸数　慶子 ｲﾄｶｽﾞ ｹｲｺ 無所 03-6550-0712 03-6551-0712 712 66


