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小選 北海道12 船橋　利実 ﾌﾅﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 自民 03-3508-7102 03-3508-3402
小選 北海道12 吉川　貴盛 ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾓﾘ 自民 03-3508-7451 03-3508-3281
小選 北海道12 高木　宏壽 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾋｻ 自民 03-3508-7637 03-3508-3267
小選 北海道12 中村　裕之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 自民 03-3508-7406 03-3508-3886
小選 北海道12 町村　信孝 ﾏﾁﾑﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ 自民 03-3508-7177 03-3502-5061
小選 北海道12 今津　寛 ｲﾏｽﾞ ﾋﾛｼ 自民 03-3508-7204 03-3508-3204
小選 北海道12 伊東　良孝 ｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 自民 03-3508-7170 03-3508-7177
小選 北海道12 前田　一男 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｵ 自民 03-3508-7465 03-3508-3295
小選 北海道12 堀井　学 ﾎﾘｲ ﾏﾅﾌﾞ 自民 03-3508-7125 03-3508-3425
小選 北海道12 稲津　久 ｲﾅｽﾞ ﾋｻｼ 公明 03-3508-7089 -
小選 北海道12 中川　郁子 ﾅｶｶﾞﾜ ｲｸｺ 自民 03-3508-7050 03-3508-3960
小選 北海道12 武部　新 ﾀｹﾍﾞ ｱﾗﾀ 自民 03-3508-7425 03-3502-5190
小選 東北25 津島　淳 ﾂｼﾏ ｼﾞｭﾝ 自民 03-3508-7073 03-3508-3033
小選 東北25 江渡　聡徳 ｴﾄ ｱｷﾉﾘ 自民 03-3508-7096 03-3508-3961
小選 東北25 大島　理森 ｵｵｼﾏ ﾀﾀﾞﾓﾘ 自民 03-3508-7502 -
小選 東北25 木村　太郎 ｷﾑﾗ ﾀﾛｳ 自民 03-3508-7407 03-3597-2700
小選 東北25 階 猛 ｼﾅ ﾀｹｼ 民主 03-3508-7024 03-3508-3824
小選 東北25 鈴木　俊一 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｲﾁ 自民 03-3508-7267 03-3508-3543
小選 東北25 黄川田 徹 ｷｶﾜﾀﾞ ﾄｵﾙ 民主 03-3508-7520 03-5251-3683
小選 東北25 土井　亨 ﾄﾞｲ ﾄｵﾙ 自民 03-3508-7470 03-3508-3350
小選 東北25 秋葉　賢也 ｱｷﾊﾞ ｹﾝﾔ 自民 03-3508-7392 03-3508-3632
小選 東北25 西村　明宏 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 自民 03-3508-7906 03-3508-3873
小選 東北25 伊藤　信太郎 ｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 自民 03-3508-7091 03-3508-3871
小選 東北25 安住 淳 ｱｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 民主 03-3508-7293 03-3508-3503
小選 東北25 小野寺　五典 ｵﾉﾃﾞﾗ ｲﾂﾉﾘ 自民 03-3508-7432 03-3508-3912
小選 東北25 富樫　博之 ﾄｶﾞｼ ﾋﾛﾕｷ 自民 03-3508-7275 03-3508-3725
小選 東北25 金田　勝年 ｶﾈﾀﾞ ｶﾂﾄｼ 自民 03-3508-7053 03-3508-8815
小選 東北25 御法川　信英 ﾐﾉﾘｶﾜ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 自民 03-3508-7167 03-3508-3717
小選 東北25 遠藤　利明 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼｱｷ 自民 03-3508-7158 03-3592-7660
小選 東北25 鈴木　憲和 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｶｽﾞ 自民 03-3508-7318 03-3508-3318
小選 東北25 阿部 寿一 ｱﾍﾞ ｼﾞｭｲﾁ 無所 03-3508-7032 03-3508-3832
小選 東北25 亀岡　偉民 ｶﾒｵｶ ﾖｼﾀﾐ 自民 03-3508-7148 03-3508-3638
小選 東北25 根本　匠 ﾈﾓﾄ ﾀｸﾐ 自民 03-3508-7312 03-3508-3312 郡山出身

小選 東北25 玄葉 光一郎 ｹﾞﾝﾊﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 民主 03-3508-7252 03-3591-2635 田村出身

小選 東北25 菅家　一郎 ｽｶﾞｲｴ ｲﾁﾛｳ 自民 03-3508-7107 03-3508-3407
小選 東北25 坂本　剛二 ｻｶﾓﾄ ｺﾞｳｼﾞ 自民 03-3508-7484 03-3508-3364
小選 北関東32 田所　嘉徳 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾖｼﾉﾘ 自民 03-3508-7068 03-3508-3848
小選 北関東32 額賀　福志郎 ﾇｶｶﾞ ﾌｸｼﾛｳ 自民 03-3508-7447 03-3592-0468
小選 北関東32 葉梨　康弘 ﾊﾅｼ ﾔｽﾋﾛ 自民 03-3508-7248 03-3508-3518
小選 北関東32 梶山　弘志 ｶｼﾞﾔﾏ ﾋﾛｼ 自民 03-3508-7529 03-3508-7714 旧動燃出身。国土交通副大臣

小選 北関東32 大畠 章宏 ｵｵﾊﾀ ｱｷﾋﾛ 民主 03-3508-7231 03-3502-5953
憲法審査会会長。党代表代行。武蔵
工大修士　日立製作所技師　村山内
閣で通産政務次官

小選 北関東32 丹羽　雄哉 ﾆﾜ ﾕｳﾔ 自民 03-3508-7039 03-3508-3839
24年選挙は「強い国を目指して」慶応
卒業後、読売新聞記者

小選 北関東32 中村 喜四郎 ﾅｶﾑﾗ ｷｼﾛｳ 無所 03-3508-7501 03-3508-3931
無派属だが自民伊吹派。会派も自民
に

小選 北関東32 船田　元 ﾌﾅﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 自民 03-3508-7156 03-3508-3706
小選 北関東32 西川　公也 ﾆｼｶﾜ ｺｳﾔ 自民 03-3508-7522 03-3508-3952
小選 北関東32 渡辺　喜美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾐ みん 03-3508-7426 03-3508-3906
小選 北関東32 佐藤　勉 ｻﾄｳ ﾂﾄﾑ 自民 03-3508-7408 03-3597-2740 麻生内閣で国家公安委員長

小選 北関東32 茂木　敏充 ﾓﾃｷﾞ ﾄｼﾐﾂ 自民 03-3508-1011 03-3508-3269
小選 北関東32 佐田　玄一郎 ｻﾀ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 自民 03-3508-7001 03-3593-7277
小選 北関東32 井野　俊郎 ｲﾉ ﾄｼﾛｳ 自民 03-3508-7219 03-3508-3219
小選 北関東32 笹川　博義 ｻｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾖｼ 自民 03-3508-5111 03-3508-3338 祖父、笹川良一

小選 北関東32 福田　達夫 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂｵ 自民 03-3508-7181 03-3508-3611 祖父、福田赳夫。父、福田康夫。

小選 北関東32 小渕　優子 ｵﾌﾞﾁ ﾕｳｺ 自民 03-3508-7424 03-3592-1754 父、小渕恵三

小選 北関東32 村井英樹 ﾑﾗｲ ﾋﾃﾞｷ 自民 03-3508-7467 03-3508-3297
小選 北関東32 新藤　義孝 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ 自民 03-3508-7313 03-3508-3313
小選 北関東32 黄川田　仁志 ｷｶﾜﾀﾞ ﾋﾄｼ 自民 03-3508-7123 03-3508-3423 松下政経塾卒

小選 北関東32 豊田　真由子 ﾄﾖﾀ ﾏﾕｺ 自民 03-3508-7326 03-3508-3326
小選 北関東32 枝野 幸男 ｴﾀﾞﾉ ﾕｷｵ 民主 03-3508-7448 03-3591-2249
小選 北関東32 中根　一幸 ﾅｶﾈ ｶｽﾞﾕｷ 自民 03-3508-7458 03-3508-3288

小選 北関東32 神山　佐市 ｶﾐﾔﾏ ｻｲﾁ 自民 03-3508-7066 03-3508-3846
高千穂商科大卒。埼玉総合スポーツ
センター経営。地域密着型政治家。住
所：埼玉県川越市。

小選 北関東32 柴山　昌彦 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 自民 03-3508-7624 03-3508-7715
小選 北関東32 大塚　拓 ｵｵﾂｶ ﾀｸ 自民 03-3508-7608 03-3508-3988
小選 北関東32 山口　泰明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾒｲ 自民 03-3508-7430 03-3508-3910
小選 北関東32 小泉 龍司 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｭｳｼﾞ 無所 03-3508-7121 03-3508-3351
小選 北関東32 野中　厚 ﾉﾅｶ ｱﾂｼ 自民 03-3508-7041 03-3508-3841
小選 北関東32 土屋　品子 ﾂﾁﾔ ｼﾅｺ 自民 03-3508-7188 03-3508-3618
小選 北関東32 三ツ林　裕巳 ﾐﾂﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 自民 03-3508-7416 03-3508-3896

小選 北関東32 田中　良生 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｾｲ 自民 03-3508-7058 03-3508-3858

立教大経済学部卒。ケーブルテレビ
会長。座右の銘「義を見てせざるは勇
なきなり」「ノーブレス・オブリージュ」。
住所：埼玉県蕨市

小選 南関東34 田嶋 要 ﾀｼﾞﾏ ｶﾅﾒ 民主 03-3508-7229 03-3508-3411
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小選 南関東34 小林　鷹之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 自民 03-3508-7617 03-3508-3997
小選 南関東34 松野　博一 ﾏﾂﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 自民 03-3508-7329 03-3508-3329
小選 南関東34 野田 佳彦 ﾉﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 民主 03-3508-7141 03-3508-3441
小選 南関東34 薗浦　健太郎 ｿﾉｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 自民 03-3508-7305 03-3508-3305
小選 南関東34 渡辺　博道 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐﾁ 自民 03-3508-7387 03-3508-3701
小選 南関東34 齋藤　健 ｻｲﾄｳ ｹﾝ 自民 03-3508-7221 03-3508-3221
小選 南関東34 櫻田　義孝 ｻｸﾗﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 自民 03-3508-7381 03-3508-3501

小選 南関東34 秋本　真利 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 自民 03-3508-7611 03-3508-3991
法政大法学部卒。衆議院議員秘書。
座右の銘は見義不為無勇也

小選 南関東34 林　幹雄 ﾊﾔｼ ﾓﾄｵ 自民 03-3508-7151 03-3502-5016
小選 南関東34 森　英介 ﾓﾘ ｴｲｽｹ 自民 03-3508-7162 03-3592-9036
小選 南関東34 浜田　靖一 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽｶｽﾞ 自民 03-3508-7020 03-3508-7644 麻生内閣で防衛大臣

小選 南関東34 白須賀　貴樹 ｼﾗｽｶ ﾀｶｷ 自民 03-3508-7436 03-3508-3916
小選 南関東34 松本　純 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 自民 03-3508-7705 03-3508-3455
小選 南関東34 菅　義偉 ｽｶﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 自民 03-3508-7446 03-3597-2707

小選 南関東34 小此木　八郎 ｵｺﾉｷﾞ ﾊﾁﾛｳ 自民 03-3508-7461 03-3508-3291
通産大臣経験のある小此木彦三郎の
三男。住所横浜市鶴見区。

小選 南関東34 浅尾　慶一郎 ｱｻｵ ｹｲｲﾁﾛｳ みん 03-3508-7251 03-3508-3521
小選 南関東34 坂井　学 ｻｶｲ ﾏﾅﾌﾞ 自民 03-3508-7489 03-3508-3369
小選 南関東34 上田　勇 ｳｴﾀﾞ ｲｻﾑ 公明 03-3508-7234 03-3508-3234
小選 南関東34 鈴木　馨祐 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 自民 03-3508-7304 03-3508-3304
小選 南関東34 江田　憲司 ｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ みん 03-3508-7462 03-3508-3292
小選 南関東34 笠 浩史 ﾘｭｳ ﾋﾛﾌﾐ 民主 03-3508-3420 03-3508-7120
小選 南関東34 田中 和徳 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ 自民 03-3508-7294 03-3508-3504
小選 南関東34 小泉 進次郎 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝｼﾞﾛｳ 自民 03-3508-7327 -
小選 南関東34 星野　剛士 ﾎｼﾉ ﾂﾖｼ 自民 03-3508-7413 03-3508-3893
小選 南関東34 甘利　明 ｱﾏﾘ ｱｷﾗ 自民 03-3508-7528 03-3502-5087
小選 南関東34 あかま　二郎 ｱｶﾏ ｼﾞﾛｳ 自民 03-3508-7317 03-3508-3317
小選 南関東34 河野 太郎 ｺｳﾉ ﾀﾛｳ 自民 03-3508-7006 03-3500-5360
小選 南関東34 義家 弘介 ﾖｼｲｴ ﾋﾛﾕｷ 自民 03-3508-7241 03-3508-3511
小選 南関東34 牧島　かれん ﾏｷｼﾏ ｶﾚﾝ 自民 03-3508-7026 03-3508-3826
小選 南関東34 山際　大志郎 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾀﾞｲｼﾛｳ 自民 03-3508-7477 03-3508-3357
小選 南関東34 宮川　典子 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾉﾘｺ 自民 03-3508-7519 03-3508-3949
小選 南関東34 長崎 幸太郎 ﾅｶﾞｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 無所 03-3508-7220 03-3508-3220
小選 南関東34 後藤 斎 ｺﾞﾄｳ ﾋﾄｼ 民主 03-3508-7287 03-3508-3737
小選 東京25 山田　美樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 自民 03-3508-7037 03-3508-3837
小選 東京25 辻　清人 ﾂｼﾞ ｷﾖﾄ 自民 03-3508-7288 03-3508-3738
小選 東京25 石原　宏高 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 自民 03-3508-7319 03-3508-3319
小選 東京25 平　将明 ﾀｲﾗ ﾏｻｱｷ 自民 03-3508-7297 03-3508-3507
小選 東京25 若宮　健嗣 ﾜｶﾐﾔ ｹﾝｼﾞ 自民 03-3508-7509 03-3508-3939
小選 東京25 越智　隆雄 ｵﾁ ﾀｶｵ 自民 03-3508-7479 03-3508-3359
小選 東京25 長妻 昭 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 民主 03-3508-7456 03-3508-3286
小選 東京25 石原　伸晃 ｲｼﾊﾗ ﾉﾌﾞﾃﾙ 自民 03-3508-0800 03-3593-7101
小選 東京25 菅原　一秀 ｽｶﾞﾜﾗ ｲｯｼｭｳ 自民 03-3508-7634 03-3508-3264
小選 東京25 小池　百合子 ｺｲｹ ﾕﾘｺ 自民 03-3508-7710 03-3508-6775
小選 東京25 下村　博文 ｼﾓﾑﾗ ﾊｸﾌﾞﾝ 自民 03-3508-7084 03-3508-3597
小選 東京25 太田　昭宏 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾛ 公明 03-3508-7249 03-3508-3519
小選 東京25 鴨下　一郎 ｶﾓｼﾀ ｲﾁﾛｳ 自民 03-3508-7129 03-3591-3227
小選 東京25 松島　みどり ﾏﾂｼﾏ ﾐﾄﾞﾘ 自民 03-3581-5111(代)03-3508-3845
小選 東京25 柿沢　未途 ｶｷｻﾞﾜ ﾐﾄ みん 03-3508-7427 03-3508-8807
小選 東京25 大西　英男 ｵｵﾆｼ ﾋﾃﾞｵ 自民 03-3508-7033 03-3508-3833
小選 東京25 平沢　勝栄 ﾋﾗｻﾜ ｶﾂｴｲ 自民 03-3508-7257 03-3508-3527
小選 東京25 土屋　正忠 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾀﾀﾞ 自民 03-3508-7074 03-3508-3764
小選 東京25 松本　洋平 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 自民 03-3508-7133 03-3508-3433
小選 東京25 木原　誠二 ｷﾊﾗ ｾｲｼﾞ 自民 03-3508-7169 03-3508-3719
小選 東京25 長島 昭久 ﾅｶﾞｼﾏ ｱｷﾋｻ 民主 03-3508-7309 03-3508-3309
小選 東京25 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 自民 03-3508-7623 03-3508-3253
小選 東京25 小倉　將信 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 自民 03-3508-7140 03-3508-3440
小選 東京25 萩生田　光一 ﾊｷﾞｳﾀﾞ ｺｳｲﾁ 自民 03-3508-7154 03-3508-3704
小選 東京25 井上　信治 ｲﾉｳｴ ｼﾝｼﾞ 自民 03-3508-7328 03-3508-3328
小選 北陸信越20 石崎　徹 ｲｼｻﾞｷ ﾄｵﾙ 自民 03-3508-7341 03-3508-3341
小選 北陸信越20 細田　健一 ﾎｿﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 自民 03-3508-7278 03-3508-3728
小選 北陸信越20 斎藤　洋明 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 自民 03-3508-7155 03-3508-3705
小選 北陸信越20 金子　恵美 ｶﾈｺ ﾒｸﾞﾐ 自民 03-3508-7272 03-3508-3722
小選 北陸信越20 長島　忠美 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀﾀﾞﾖｼ 自民 03-3508-7640 03-3508-3270
小選 北陸信越20 髙鳥　修一 ﾀｶﾄﾘ ｼｭｳｲﾁ 自民 03-3508-7607 03-3508-3987
小選 北陸信越20 田畑　裕明 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 自民 03-3508-7704 03-3508-3454
小選 北陸信越20 宮腰　光寛 ﾐﾔｺｼ ﾐﾂﾋﾛ 自民 03-3508-7061 03-5251-0866
小選 北陸信越20 橘　慶一郎 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｲﾁﾛｳ 自民 03-3508-7227 -
小選 北陸信越20 馳　浩 ﾊｾ ﾋﾛｼ 自民 03-3508-7179 03-3508-3609
小選 北陸信越20 佐々木　紀 ｻｻｷ ﾊｼﾞﾒ 自民 03-3508-7059 03-6273-3012
小選 北陸信越20 北村　茂男 ｷﾀﾑﾗ ｼｹﾞｵ 自民 03-3508-7160 03-3508-3710
小選 北陸信越20 稲田　朋美 ｲﾅﾀﾞ ﾄﾓﾐ 自民 03-3508-7035 03-3508-3835
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小選 北陸信越20 山本　拓 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸ 自民 03-3508-7282 03-3507-8727
小選 北陸信越20 髙木　毅 ﾀｶｷﾞ ﾂﾖｼ 自民 03-3508-7296 03-3508-3506

小選 北陸信越20 篠原 孝 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶｼ 民主 03-3508-7268 03-3508-3538
24年選挙は「長野から脱原発と反ＴＰ
Ｐを」と訴え4選へ。憲法審査会在籍

小選 北陸信越20 務台　俊介 ﾑﾀｲ ｼｭﾝｽｹ 自民 03-3508-7334 03-3508-3334
小選 北陸信越20 寺島 義幸 ﾃﾗｼﾏ ﾖｼﾕｷ 民主 03-3508-7324 03-3508-3324
小選 北陸信越20 後藤　茂之 ｺﾞﾄｳ ｼｹﾞﾕｷ 自民 03-3508-7702 03-3508-3452
小選 北陸信越20 宮下　一郎 ﾐﾔｼﾀ ｲﾁﾛｳ 自民 03-3508-7903 03-3508-3643
小選 東海33 野田　聖子 ﾉﾀﾞ ｾｲｺ 自民 03-3508-7161 03-3591-2143
小選 東海33 棚橋　泰文 ﾀﾅﾊｼ ﾔｽﾌﾐ 自民 03-3508-7429 03-3508-3909
小選 東海33 武藤　容治 ﾑﾄｳ ﾖｳｼﾞ 自民 03-3508-7482 03-3508-3362
小選 東海33 金子　一義 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾖｼ 自民 03-3508-7060 03-3502-5853
小選 東海33 古屋　圭司 ﾌﾙﾔ ｹｲｼﾞ 自民 03-3508-7440 03-3592-9040
小選 東海33 上川　陽子 ｶﾐｶﾜ ﾖｳｺ 自民 03-3508-7460 03-3508-3290
小選 東海33 井林　辰憲 ｲﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾉﾘ 自民 03-3508-7127 03-3508-3427
小選 東海33 宮澤　博行 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 自民 03-3508-7135 03-3508-3435
小選 東海33 望月　義夫 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼｵ 自民 03-3508-7709 03-3508-3243
小選 東海33 細野 豪志 ﾎｿﾉ ｺﾞｳｼ 民主 03-3508-7116 03-3508-3416
小選 東海33 渡辺　周 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 民主 03-3508-7077 03-3508-3767
小選 東海33 城内　実 ｷｳﾁ ﾐﾉﾙ 自民 03-3508-7441 03-3508-3921
小選 東海33 塩谷　立 ｼｵﾉﾔ ﾘｭｳ 自民 03-3508-7632 03-3508-3262
小選 東海33 熊田　裕通 ｸﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ 自民 03-3508-7513 03-3508-3943
小選 東海33 古川 元久 ﾌﾙｶﾜ ﾓﾄﾋｻ 民主 03-3508-7078 03-3597-2758
小選 東海33 池田　佳隆 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 自民 03-3581-5111(代)03-3508-3996
小選 東海33 工藤　彰三 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳｿﾞｳ 自民 03-3508-7018 03-3508-3818
小選 東海33 神田　憲次 ｶﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 自民 03-3508-7253 03-3508-3523
小選 東海33 丹羽　秀樹 ﾆﾜ ﾋﾃﾞｷ 自民 03-3508-7025 03-3508-3825
小選 東海33 鈴木　淳司 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 自民 03-3508-7264 03-3508-3534
小選 東海33 伊藤　忠彦 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾋｺ 自民 03-3508-7003 03-3508-3803
小選 東海33 長坂　康正 ﾅｶﾞｻｶ ﾔｽﾏｻ 自民 03-3508-7043 03-3508-3863
小選 東海33 江﨑　鐡磨 ｴｻｷ ﾃﾂﾏ 自民 03-3508-7418 03-3508-3898
小選 東海33 古本 伸一郎 ﾌﾙﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 民主 03-3508-7262 03-3502-5075
小選 東海33 青山　周平 ｱｵﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 自民 03-3508-7038 03-3508-3838
小選 東海33 大見　正 ｵｵﾐ ｾｲ 自民 03-3508-7422 03-3508-3902
小選 東海33 今枝　宗一郎 ｲﾏｴﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 自民 03-3508-7080 03-3508-3860

小選 東海33 根本　幸典 ﾈﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 自民 03-3508-7711 03-3508-3300
11年間ｻﾗﾘｰﾏﾝ。豊橋では日本は変
わらない。浜口雄幸を尊敬。好きな言
葉「義を見てせざるは勇なきなり」

小選 東海33 川﨑　二郎 ｶﾜｻｷ ｼﾞﾛｳ 自民 03-3508-7152 03-3502-5173
小選 東海33 中川 正春 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾊﾙ 民主 03-3508-7128 03-3508-3428
小選 東海33 岡田 克也 ｵｶﾀﾞ ｶﾂﾔ 民主 03-3508-7109 03-3502-5047
小選 東海33 田村　憲久 ﾀﾑﾗ ﾉﾘﾋｻ 自民 03-3508-7163 03-3502-5066
小選 東海33 三ツ矢　憲生 ﾐﾂﾔ ﾉﾘｵ 自民 03-3508-7144 03-3508-5210
小選 近畿48 大岡　敏孝 ｵｵｵｶ ﾄｼﾀｶ 自民 03-3508-7208 03-3508-3208
小選 近畿48 うえの　賢一郎 ｳｴﾉ ｹﾝｲﾁﾛｳ 自民 03-3508-7004 03-3508-3804
小選 近畿48 武村　展英 ﾀｹﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 自民 03-3508-7118 03-3508-3418
小選 近畿48 武藤　貴也 ﾑﾄｳ ﾀｶﾔ 自民 03-3508-7126 03-3508-3419
小選 近畿48 伊吹　文明 ｲﾌﾞｷ ﾌﾞﾝﾒｲ 自民 03-3508-7615 03-3502-5382
小選 近畿48 前原 誠司 ﾏｴﾊﾗ ｾｲｼﾞ 民主 03-3508-7171 03-3592-6696
小選 近畿48 宮崎　謙介 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｽｹ 自民 03-3508-7228 03-3508-3228
小選 近畿48 田中　英之 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 自民 03-3508-7007 03-3508-3807
小選 近畿48 谷垣　禎一 ﾀﾆｶﾞｷ ｻﾀﾞｶｽﾞ 自民 03-3508-7012 03-3597-0895
小選 近畿48 山井 和則 ﾔﾏﾉｲ ｶｽﾞﾉﾘ 民主 03-3508-7240 03-3508-8882
小選 近畿48 井上 英孝 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾀｶ 維新 03-3508-7333 03-3508-3333
小選 近畿48 左藤 章 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 自民 03-3581-5111(代)03-3508-3941
小選 近畿48 佐藤　茂樹 ｻﾄｳ ｼｹﾞｷ 公明 03-3508-7200 03-3508-3510
小選 近畿48 村上 政俊 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄｼ 維新 03-3508-7157 03-3508-3707
小選 近畿48 國重　徹 ｸﾆｼｹﾞ ﾄｵﾙ 公明 03-3508-7405 03-3508-3885
小選 近畿48 伊佐　進一 ｲｻ ｼﾝｲﾁ 公明 03-3508-7391 03-3508-3631
小選 近畿48 とかしき　なおみ ﾄｶｼｷ ﾅｵﾐ 自民 03-3508-7277 03-3508-3727
小選 近畿48 木下 智彦 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓﾋｺ 維新 03-3508-7270 03-3508-3540
小選 近畿48 足立 康史 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽｼ 維新 03-3508-7100 03-3508-6410
小選 近畿48 松波 健太 ﾏﾂﾅﾐ ｹﾝﾀ 維新 03-3508-7266 03-3508-3536
小選 近畿48 伊東 信久 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋｻ 維新 03-3508-7478 03-3508-3358
小選 近畿48 北川 知克 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｶﾂ 自民 03-3508-7292 03-3508-3502
小選 近畿48 西野 弘一 ﾆｼﾉ ｺｳｲﾁ 維新 03-3508-7603 03-3508-3983
小選 近畿48 谷畑 孝 ﾀﾆﾊﾀ ﾀｶｼ 維新 03-3508-7276 03-3508-3726
小選 近畿48 浦野 靖人 ｳﾗﾉ ﾔｽﾄ 維新 03-3508-7222 03-3508-3222
小選 近畿48 北側　一雄 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ 公明 03-3508-7263 03-3508-3533
小選 近畿48 馬場 伸幸 ﾊﾞﾊﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 維新 03-3508-7322 03-3508-3322
小選 近畿48 遠藤 敬 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 維新 03-3508-7325 03-3508-3325
小選 近畿48 丸山 穂高 ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ 維新 03-3508-7019 03-3508-3819
小選 近畿48 盛山　正仁 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ 自民 03-3508-7380 03-3508-3629
小選 近畿48 赤羽　一嘉 ｱｶﾊﾞ ｶｽﾞﾖｼ 公明 03-3508-7079 03-3508-3769
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小選 近畿48 関　芳弘 ｾｷ ﾖｼﾋﾛ 自民 03-3508-7173 03-3508-3603
小選 近畿48 藤井　比早之 ﾌｼﾞｲ ﾋｻﾕｷ 自民 03-3508-7185 03-3508-3615
小選 近畿48 谷　公一 ﾀﾆ ｺｳｲﾁ 自民 03-3508-7010 03-3502-5048
小選 近畿48 大串　正樹 ｵｵｸﾞｼ ﾏｻｷ 自民 03-3508-7191 -
小選 近畿48 山田　賢司 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 自民 03-3508-7908 03-3508-3957
小選 近畿48 中野　洋昌 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾏｻ 公明 03-3508-7224 03-3508-3415
小選 近畿48 西村　康稔 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾄｼ 自民 03-3508-7101 03-3508-3401
小選 近畿48 渡海　紀三朗 ﾄｶｲ ｷｻﾌﾞﾛｳ 自民 03-3508-7643 03-3508-3613
小選 近畿48 松本 剛明 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｱｷ 民主 03-3508-7214 03-3508-3214 松本十郎元防衛庁長官の長男。

小選 近畿48 山口 壯 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 民主 03-3508-7521 03-3508-3951
小選 近畿48 馬淵 澄夫 ﾏﾌﾞﾁ ｽﾐｵ 民主 03-3508-7137 03-3506-3572
小選 近畿48 高市　早苗 ﾀｶｲﾁ ｻﾅｴ 自民 03-3508-7198 03-3508-7199
小選 近畿48 奥野　信亮 ｵｸﾉ ｼﾝｽｹ 自民 03-3508-7421 03-3508-3901
小選 近畿48 田野瀬　太道 ﾀﾉｾ ﾀｲﾄﾞｳ 自民 03-3508-7071 03-3591-6569
小選 近畿48 岸本 周平 ｷｼﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 民主 03-3508-7701 03-3508-3451
小選 近畿48 石田　真敏 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 自民 03-3508-7072 03-3581-6992
小選 近畿48 二階　俊博 ﾆｶｲ ﾄｼﾋﾛ 自民 03-3508-7023 03-3502-5037
小選 中国20 石破　茂 ｲｼﾊﾞ ｼｹﾞﾙ 自民 03-3508-7525 03-3502-5174
小選 中国20 赤澤　亮正 ｱｶｻﾞﾜ ﾘｮｳｾｲ 自民 03-3508-7490 03-3508-3370
小選 中国20 細田　博之 ﾎｿﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 自民 03-3508-7443 03-3503-7530
小選 中国20 竹下　亘 ﾀｹｼﾀ ﾜﾀﾙ 自民 03-3508-7619 03-3504-2842
小選 中国20 逢沢　一郎 ｱｲｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 自民 03-3508-7105 03-3508-0319
小選 中国20 山下　貴司 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｼ 自民 03-3508-7057 03-3508-3857
小選 中国20 平沼　赳夫 ﾋﾗﾇﾏ ﾀｹｵ 維新 03-3508-7310 03-3502-5084
小選 中国20 橋本　岳 ﾊｼﾓﾄ ｶﾞｸ 自民 03-3508-7016 03-3508-3816
小選 中国20 加藤　勝信 ｶﾄｳ ｶﾂﾉﾌﾞ 自民 03-3508-7459 03-3508-3289
小選 中国20 岸田　文雄 ｷｼﾀﾞ ﾌﾐｵ 自民 03-3508-7279 03-3591-3118
小選 中国20 平口　洋 ﾋﾗｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 自民 03-3508-7622 03-3508-3252
小選 中国20 河井　克行 ｶﾜｲ ｶﾂﾕｷ 自民 03-3508-7518 03-3508-3948
小選 中国20 中川　俊直 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼﾅｵ 自民 03-3508-7259 03-3508-3505
小選 中国20 寺田　稔 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾉﾙ 自民 03-3508-7606 03-3508-3986
小選 中国20 亀井 静香 ｶﾒｲ ｼｽﾞｶ みど 03-3508-7145 -
小選 中国20 小林　史明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｱｷ 自民 03-3508-7455 03-3508-3630
小選 中国20 高村　正彦 ｺｳﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 自民 03-3508-7113 03-3502-5044
小選 中国20 岸　信夫 ｷｼ ﾉﾌﾞｵ 自民 03-3508-1203 03-3508-3237
小選 中国20 河村　建夫 ｶﾜﾑﾗ ﾀｹｵ 自民 03-3508-7009 03-3502-5085
小選 中国20 安倍　晋三 ｱﾍﾞ ｼﾝｿﾞｳ 自民 03-3508-7172 03-3508-3602
小選 四国13 福山　守 ﾌｸﾔﾏ ﾏﾓﾙ 自民 03-3508-7706 03-3508-3321
小選 四国13 山口　俊一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｲﾁ 自民 03-3508-7054 03-3503-2138
小選 四国13 後藤田　正純 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾏｻｽﾞﾐ 自民 03-3508-7315 03-3508-3315
小選 四国13 平井　たくや ﾋﾗｲ ﾀｸﾔ 自民 03-3508-7307 03-3508-3307
小選 四国13 玉木 雄一郎 ﾀﾏｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 民主 03-3508-7213 03-3508-3213
小選 四国13 大野　敬太郎 ｵｵﾉ ｹｲﾀﾛｳ 自民 03-3508-7132 03-3502-5870
小選 四国13 塩崎　恭久 ｼｵｻﾞｷ ﾔｽﾋｻ 自民 03-3508-7189 03-3508-3619
小選 四国13 村上 誠一郎 ﾑﾗｶﾐ ｾｲｲﾁﾛｳ 自民 03-3508-7291 03-3502-5172
小選 四国13 白石　徹 ｼﾗｲｼ ﾄｵﾙ 自民 03-3508-7139 03-3508-3439
小選 四国13 山本　公一 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ 自民 03-3508-7453 03-3502-5056
小選 四国13 福井　照 ﾌｸｲ ﾃﾙ 自民 03-3508-7523 03-3519-7713
小選 四国13 中谷　元 ﾅｶﾀﾆ ｹﾞﾝ 自民 03-3508-7486 03-3592-9032
小選 四国13 山本　有二 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 自民 03-3508-7232 03-3592-9069
小選 九州沖縄38 井上　貴博 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 自民 03-3508-7239 03-3508-3239
小選 九州沖縄38 鬼木　誠 ｵﾆｷ ﾏｺﾄ 自民 03-3508-7182 03-3508-3612
小選 九州沖縄38 古賀　篤 ｺｶﾞ ｱﾂｼ 自民 03-3508-7081 03-3508-3861
小選 九州沖縄38 宮内　秀樹 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 自民 03-3508-7174 03-3508-3604
小選 九州沖縄38 原田　義昭 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ 自民 03-3508-7197 03-3508-3627
小選 九州沖縄38 鳩山　邦夫 ﾊﾄﾔﾏ ｸﾆｵ 自民 03-3508-3843 03-3580-8001
小選 九州沖縄38 藤丸　敏 ﾌｼﾞﾏﾙ ｻﾄｼ 自民 03-3508-3508 -
小選 九州沖縄38 麻生　太郎 ｱｿｳ ﾀﾛｳ 自民 03-3508-7703 03-3501-7528
小選 九州沖縄38 三原　朝彦 ﾐﾊﾗ ｱｻﾋｺ 自民 03-3508-7298 03-3508-3508
小選 九州沖縄38 山本　幸三 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｿﾞｳ 自民 03-3508-7085 03-3501-9303
小選 九州沖縄38 武田　良太 ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 自民 03-3508-7180 03-3508-3610
小選 九州沖縄38 岩田　和親 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾁｶ 自民 03-3508-7707 03-3508-3203
小選 九州沖縄38 今村　雅弘 ｲﾏﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 自民 03-3508-7610 03-3597-2723
小選 九州沖縄38 保利　耕輔 ﾎﾘ ｺｳｽｹ 自民 03-3508-7311 03-5251-7130
小選 九州沖縄38 冨岡　勉 ﾄﾐｵｶ ﾂﾄﾑ 自民 03-3508-7411 03-3508-3891
小選 九州沖縄38 加藤　寛治 ｶﾄｳ ｶﾝｼﾞ 自民 03-3508-7230 03-3508-3230
小選 九州沖縄38 谷川　弥一 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾔｲﾁ 自民 03-3508-7014 03-3506-0557
小選 九州沖縄38 北村　誠吾 ｷﾀﾑﾗ ｾｲｺﾞ 自民 03-3508-7627 03-3508-3257
小選 九州沖縄38 木原　稔 ｷﾊﾗ ﾐﾉﾙ 自民 03-3508-7450 03-3508-3970
小選 九州沖縄38 野田　毅 ﾉﾀﾞ ﾀｹｼ 自民 03-3508-7415 03-3501-7538
小選 九州沖縄38 坂本　哲志 ｻｶﾓﾄ ﾃﾂｼ 自民 03-3508-7034 03-3508-3834
小選 九州沖縄38 園田　博之 ｿﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 維新 03-3508-7013 03-3502-5142
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小選 九州沖縄38 金子　恭之 ｶﾈｺ ﾔｽｼ 自民 03-3508-7410 03-3504-8776
小選 九州沖縄38 穴見　陽一 ｱﾅﾐ ﾖｳｲﾁ 自民 03-3508-7166 03-3508-3716
小選 九州沖縄38 衛藤　征士郎 ｴﾄｳ ｾｲｼﾛｳ 自民 03-3508-7618 03-3595-0003
小選 九州沖縄38 岩屋　毅 ｲﾜﾔ ﾀｹｼ 自民 03-3508-7510 03-3509-7610
小選 九州沖縄38 武井　俊輔 ﾀｹｲ ｼｭﾝｽｹ 自民 03-3508-7388 03-3508-3718
小選 九州沖縄38 江藤　拓 ｴﾄｳ ﾀｸ 自民 03-3508-7468 03-3591-3063
小選 九州沖縄38 古川　禎久 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾋｻ 自民 03-3508-7612 03-3506-2503
小選 九州沖縄38 保岡　興治 ﾔｽｵｶ ｵｷﾊﾙ 自民 03-3508-7090 03-3508-3870
小選 九州沖縄38 德田　毅 ﾄｸﾀﾞ ﾀｹｼ 無所 03-3508-7340 03-3508-3340
小選 九州沖縄38 野間 健 ﾉﾏ ﾀｹｼ 無所 03-3508-7146 03-3508-3636
小選 九州沖縄38 小里　泰弘 ｵｻﾞﾄ ﾔｽﾋﾛ 自民 03-3508-7247 03-3502-5017
小選 九州沖縄38 森山　裕 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛｼ 自民 03-3508-3714 03-3508-3714
小選 九州沖縄38 國場　幸之助 ｺｸﾊﾞ ｺｳﾉｽｹ 自民 03-3508-7741 03-3508-3061
小選 九州沖縄38 比嘉　奈津美 ﾋｶﾞ ﾅﾂﾐ 自民 03-3508-7261 03-3508-3531
小選 九州沖縄38 西銘　恒三郎 ﾆｼﾒ ｺｳｻﾌﾞﾛｳ 自民 03-3508-7218 03-3508-3218
比例 北海道ﾌﾞﾛｯｸ 渡辺　孝一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ 自民 03-3508-7401 03-3508-3881
比例 北海道ﾌﾞﾛｯｸ 清水　誠一 ｼﾐｽﾞ ｾｲｲﾁ 自民 03-3508-7517 03-3508-3947
比例 北海道ﾌﾞﾛｯｸ 勝沼　栄明 ｶﾂﾇﾏ ｼｹﾞｱｷ 自民 03-3508-7076 03-3508-3766
比例 北海道ﾌﾞﾛｯｸ 横路 孝弘 ﾖｺﾐﾁ ﾀｶﾋﾛ 民主 03-3508-7516 03-3508-3946
比例 北海道ﾌﾞﾛｯｸ 荒井 聰 ｱﾗｲ ｻﾄｼ 民主 03-3508-7114 03-3508-3225
比例 北海道ﾌﾞﾛｯｸ 鈴木 貴子 ｽｽﾞｷ ﾀｶｺ 大地 03-3508-7233 03-3508-3233
比例 北海道ﾌﾞﾛｯｸ 高橋 みほ ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ 維新 03-3508-7067 03-3508-3847
比例 北海道ﾌﾞﾛｯｸ 佐藤　英道 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾐﾁ 公明 03-3508-7457 03-3508-3287
比例 東北ﾌﾞﾛｯｸ 高橋　ひなこ ﾀｶﾊｼ ﾋﾅｺ 自民 03-3508-7021 03-3508-3821
比例 東北ﾌﾞﾛｯｸ 藤原　崇 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 自民 03-3508-7207 03-3508-3721
比例 東北ﾌﾞﾛｯｸ 橋本　英教 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 自民 03-3508-7414 03-3508-3894
比例 東北ﾌﾞﾛｯｸ 大久保　三代 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾖ 自民 03-3508-7493 03-3730-0513
比例 東北ﾌﾞﾛｯｸ 菅野　さちこ ｶﾝﾉ ｻﾁｺ 自民 03-3508-7614 03-3508-3994
比例 東北ﾌﾞﾛｯｸ 吉田 泉 ﾖｼﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 民主 03-3508-7260 03-3508-3530

比例 東北ﾌﾞﾛｯｸ 近藤 洋介 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ 民主 03-3508-7605 03-3508-3985
著書に「官僚・軋む巨大権力」。父は
元労働大臣、近藤鉄雄氏。

比例 東北ﾌﾞﾛｯｸ 郡　和子 ｺｵﾘ ｶｽﾞｺ 民主 03-3508-7512 03-3508-3942

比例 東北ﾌﾞﾛｯｸ 小熊　慎司 ｵｸﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 維新 03-3508-7138 03-3508-3438
みんなの党を離党し、日本維新の会
の結党に参加。元福島市議、元福島
県議。

比例 東北ﾌﾞﾛｯｸ 村岡　敏英 ﾑﾗｵｶ ﾄｼﾋﾃﾞ 維新 03-3508-7389 03-3508-3509
比例 東北ﾌﾞﾛｯｸ 井上　義久 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋｻ 公明 03-3508-7474 03-3508-3354
比例 東北ﾌﾞﾛｯｸ 林　宙紀 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ みん 03-3508-7134 03-3508-3434
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 牧原　秀樹 ﾏｷﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 自民 03-3508-7254 03-3508-3524
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 石川　昭政 ｲｼｶﾜ ｱｷﾏｻ 自民 03-3508-7159 03-3508-3709
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 永岡　桂子 ﾅｶﾞｵｶ ｹｲｺ 自民 03-3508-7274 03-3508-3724
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 簗　和生 ﾔﾅ ｶｽﾞｵ 自民 03-3508-7186 03-3508-3616
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 今野　智博 ｺﾝﾉ ﾄﾓﾋﾛ 自民 03-3508-7051 03-3508-3851
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 新谷　正義 ｼﾝﾀﾆ ﾏｻﾖｼ 自民 03-3508-7604 03-3508-3984
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 上野　ひろし ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 維新 03-3508-7302 03-3508-3302
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 石関　貴史 ｲｼｾﾞｷ ﾀｶｼ 維新 03-3508-7286 03-3508-3736
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 鈴木　義弘 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 維新 03-3508-7150 03-3508-3640
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 坂本　祐之輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾉｽｹ 維新 03-3508-7343 03-3508-3733
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 大島　敦 ｵｵｼﾏ ｱﾂｼ 民主 03-3508-7093 03-3508-3380
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 福田　昭夫 ﾌｸﾀﾞ ｱｷｵ 民主 03-3508-7289 03-3508-3739
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 武正　公一 ﾀｹﾏｻ ｺｳｲﾁ 民主 03-3508-7062 03-3519-7715
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 石井　啓一 ｲｼｲ ｹｲｲﾁ 公明 03-3508-7110 03-3508-3229
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 岡本　三成 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾅﾘ 公明 03-3508-7147 03-3508-3637
比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 輿水　恵一 ｺｼﾐｽﾞ ｹｲｲﾁ 公明 03-3508-7070 03-3508-3850

比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 山内　康一 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｲﾁ みん 03-3508-7250 03-3508-3520
自民党を離党し、みんなの党へ。「原
発ゼロの会」発足。座右の銘は「自ら
のために計らず、人のために計らう」

比例 北関東ﾌﾞﾛｯｸ 柏倉　祐司 ｶｼﾜｸﾗ ﾕｳｼﾞ みん 03-3508-7437 03-3508-3917
内科医。座右の銘は「堅忍不抜」「為
政清明」

比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 中谷　真一 ﾅｶﾀﾆ ｼﾝｲﾁ 自民 03-3508-7336 03-3508-3336
比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 門山　宏哲 ｶﾄﾞﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 自民 03-3508-7382 03-3508-3512
比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 堀内　詔子 ﾎﾘｳﾁ ﾉﾘｺ 自民 03-3508-7487 03-3508-3367
比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 中山　展宏 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾘﾋﾛ 自民 03-3508-7435 03-3508-3915
比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 山本　ともひろ ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 自民 03-3508-7193 03-3508-3623
比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ ふくだ　峰之 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾈﾕｷ 自民 03-3508-7902 03-3508-3537
比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 小沢　鋭仁 ｵｻﾞﾜ ｻｷﾋﾄ 維新 03-3508-7641 03-3591-2735
比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 松田　学 ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 維新 03-3508-7625 03-3508-3255

比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 田沼　隆志 ﾀﾇﾏ ﾀｶｼ 維新 03-3508-7063 03-3508-3383

知覧特攻平和館で、年下の若者が国
や家族を守るため命を捧げたことを目
の当たりにし、世の為になる仕事を
と、会社員を辞め、政界へ。座右の銘
は「義を見てせざるは勇なきなり」。

比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 西田　譲 ﾆｼﾀﾞ ﾕｽﾞﾙ 維新 03-3508-7475 03-3508-3355
比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 椎木　保 ｼｲｷ ﾀﾓﾂ 維新 03-3508-7124 03-3508-3424

比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 後藤　祐一 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｲﾁ 民主 03-3508-7092 03-3508-3962

元経産省課長補佐。ｶﾅﾀﾞ外務国際貿
易省に出向し、帰国後、日本の縦割り
行政や省益追求の弊害を痛感、政治
家へ転身。座右の銘は「従流志不変」
流れに従い、志は不変
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比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 奥野　総一郎 ｵｸﾉ ｿｳｲﾁﾛｳ 民主 03-3508-7256 03-3508-3526

元政務次官秘書官。「自らの既得権
益を守るためもたれあう政・官の姿を
変えないと」との重いから、総務省を
退官し、広中和歌子参議の政策秘書
へ。「税金を年金、農業に」と訴え当選

比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 若井　康彦 ﾜｶｲ ﾔｽﾋｺ 民主 03-3508-7255 03-3508-3525
比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 生方　幸夫 ｳﾌﾞｶﾀ ﾕｷｵ 民主 03-3508-7514 03-3508-3944

比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 青柳　陽一郎 ｱｵﾔｷﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ みん 03-3508-7245 03-3508-3515
曽祖父は高碕達之助元通産相、祖父
は池田正之輔元科技庁朝刊。座右の
銘は「最大多数の最大幸福」

比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 中島　克仁 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾋﾄ みん 03-3508-7423 03-3508-3903
医者。故中島正人・元参議院議員の
長男。

比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 椎名　毅 ｼｲﾅ ﾂﾖｼ みん 03-3508-7602 03-3508-3982
福島原発事故国会事故調事務局。大
久保利通を尊敬している。「常に当事
者として考え、行動する。」

比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 富田　茂之 ﾄﾐﾀ ｼｹﾞﾕｷ 公明 03-3508-7052 03-3508-3852
弁護士として司法の限界を痛感し、平
成5年国政へ。

比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 古屋　範子 ﾌﾙﾔ ﾉﾘｺ 公明 03-3508-7629 03-3508-3529
比例 南関東ﾌﾞﾛｯｸ 阿部　知子 ｱﾍﾞ ﾄﾓｺ 無所 03-3508-7303 03-3508-3303
比例 東京ﾌﾞﾛｯｸ 小田原　潔 ｵﾀﾞﾜﾗ ｷﾖｼ 自民 03-3508-7909 03-3508-3273
比例 東京ﾌﾞﾛｯｸ 秋元　司 ｱｷﾓﾄ ﾂｶｻ 自民 03-3508-7337 03-3508-3337
比例 東京ﾌﾞﾛｯｸ 松本　文明 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｱｷ 自民 03-3508-7330 03-3508-3330
比例 東京ﾌﾞﾛｯｸ 赤枝　恒雄 ｱｶｴﾀﾞ ﾂﾈｵ 自民 03-3508-7601 03-3508-3981

比例 東京ﾌﾞﾛｯｸ 田畑　毅 ﾀﾊﾞﾀ ﾂﾖｼ 自民 03-3508-7633 03-3508-3263
集団的自衛権見直しに賛成。原発ゼ
ロ、ＴＰＰ参加は原則的に支持しない。

比例 東京ﾌﾞﾛｯｸ 石原　慎太郎 ｲｼﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 維新 03-3508-7201 03-3508-3201

比例 東京ﾌﾞﾛｯｸ 今村　洋史 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 維新 03-3508-7901 03-3508-3409

維新の会、東京ﾌﾞﾛｯｸで石原慎太郎
代表に次ぐ比例単独2位で初当選。座
右の銘は「立国は公にあらず、私な
り」。

比例 東京ﾌﾞﾛｯｸ 山田　宏 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 維新 03-3508-7082 03-3508-3862
元杉並区長。座右の銘は「前人木を
植え後人涼を楽しむ」。

比例 東京ﾌﾞﾛｯｸ 海江田　万里 ｶｲｴﾀﾞ ﾊﾞﾝﾘ 民主 03-3508-7316 03-3508-3316
比例 東京ﾌﾞﾛｯｸ 松原　仁 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾞﾝ 民主 03-3508-7452 03-3508-7336
比例 東京ﾌﾞﾛｯｸ 菅　直人 ｶﾝ ﾅｵﾄ 民主 03-3508-7323 03-3595-0090 特定秘密保護法案に反対。

比例 東京ﾌﾞﾛｯｸ 大熊　利昭 ｵｵｸﾏ ﾄｼｱｷ みん 03-3508-7027 03-3508-3827 好きな言葉「20世紀を繰り返さない」

比例 東京ﾌﾞﾛｯｸ 三谷　英弘 ﾐﾀﾆ ﾋﾃﾞﾋﾛ みん 03-3508-7119 03-3508-3426
元弁護士。専門は知的財産（ｴﾝﾀｰﾃｲ
ﾒﾝﾄ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連）、個人情報（ﾌﾟﾗｲ
ﾊﾞｼｰ）。

比例 東京ﾌﾞﾛｯｸ 高木　陽介 ﾀｶｷﾞ ﾖｳｽｹ 公明 03-3508-7481 03-5251-3685
元毎日新聞記者。公明党きっての論
客。

比例 東京ﾌﾞﾛｯｸ 高木　美智代 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾖ 公明 03-3508-7630 03-3508-3260
内閣理事、震災復興特理事、党衆院
国対副委員長。座右の銘「対話こそ、
平和への武器である」。

比例 北陸信越ﾌﾞﾛｯｸ木内　均 ｷｳﾁ ﾋﾄｼ 自民 03-3508-7488 03-3508-3368
比例 北陸信越ﾌﾞﾛｯｸ小松　裕 ｺﾏﾂ ﾕﾀｶ 自民 03-3508-7515 03-3508-3945
比例 北陸信越ﾌﾞﾛｯｸ永山　文雄 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾌﾐｵ 自民 03-3508-7036 03-3508-3836
比例 北陸信越ﾌﾞﾛｯｸ助田　重義 ｽｹﾀﾞ ｼｹﾞﾖｼ 自民 03-3508-3508 03-3508-7104
比例 北陸信越ﾌﾞﾛｯｸ中田　宏 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 維新 03-3508-7463 03-3508-3293
比例 北陸信越ﾌﾞﾛｯｸ宮沢　隆仁 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾄ 維新 03-3508-7103 03-3508-3403

比例 北陸信越ﾌﾞﾛｯｸ百瀬　智之 ﾓﾓｾ ﾄﾓﾕｷ 維新 03-3508-7131 03-3508-3431

出馬表明で「中央集権政治は制度疲
労している。投票権を持たない次世代
のために新しい政治をつくる。」とぶち
上げ、「若者の代表として失うものは
何もない」と言い切った。

比例 北陸信越ﾌﾞﾛｯｸ鷲尾　英一郎 ﾜｼｵ ｴｲｲﾁﾛｳ 民主 03-3508-7650 03-3508-3062

議席に恋々とし国家の大計を誤って
はならないとの思いで公認会計士資
格を取得後に第44回総選挙に出馬。
初当選。

比例 北陸信越ﾌﾞﾛｯｸ菊田　真紀子 ｷｸﾀ ﾏｷｺ 民主 03-3508-7524 03-3508-3954

比例 北陸信越ﾌﾞﾛｯｸ漆原　良夫 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾖｼｵ 公明 03-3508-3639 03-3508-7149

元公明党の顧問弁護士として活躍。
Ｈ8年に新進党衆院比例区から初当
選。新進党の解党に伴い公明へ。Ｈ
18年より党国対委員長。政策通。

比例 北陸信越ﾌﾞﾛｯｸ井出　庸生 ｲﾃﾞ ﾖｳｾｲ みん 03-3508-7469 03-3508-3299
元ＮＨＫ記者。祖父は故委で一太郎
元官房長官。伯父が井出正一元厚生
相。

比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 勝俣　孝明 ｶﾂﾏﾀ ﾀｶｱｷ 自民 03-3508-7202 03-3508-3202
比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 八木　哲也 ﾔｷﾞ ﾃﾂﾔ 自民 03-3508-7236 03-3508-3236
比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 東郷　哲也 ﾄｳｺﾞｳ ﾃﾂﾔ 自民 03-3508-7243 03-3508-3513

比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 島田　佳和 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 自民 03-3508-7609 03-3508-3989
震災で福島県の両親、親類が被災。3
人を亡くした。国の役に立ちたいを政
治家を志向。

比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 吉川　赳 ﾖｼｶﾜ ﾀｹﾙ 自民 03-3508-7031 03-3508-3831
比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 桜井　宏 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｼ 自民 03-3508-7216 03-3508-3216
比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 川田　隆 ｶﾜﾀ ﾀｶｼ 自民 03-3508-7504 03-3508-3934

比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 藤井　孝男 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｵ 維新 03-3508-7015 -

「財界政治部長」の異名。かつて自民
党総裁選へも出馬経験あり。Ｈ19年は
自民推薦で参院へ鞍替えし当選。そ
の後自民党へ復党。Ｈ22年立ち上が
れ日本へ参加。

比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 今井　雅人 ｲﾏｲ ﾏｻﾄ 維新 03-3508-7086 03-3508-3866

比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 重徳　和彦 ｼｹﾞﾄｸ ｶｽﾞﾋｺ 維新 03-3508-7910 03-3508-3285
尊敬するのは、藩政改革を遂行した、
米沢藩主 上杉鷹山。

比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 鈴木　望 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾑ 維新 03-3508-7314 03-3508-3314

浜岡原発再稼働の是非を問う住民投
票に参加。廃炉にするか民意を問い
たいと出馬。政党は浜岡の廃炉を前
面に出すことを認めた維新の会を選

比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 大西　健介 ｵｵﾆｼ ｹﾝｽｹ 民主 03-3508-7108 03-3508-3408
元馬淵澄夫議員の政策秘書。耐震偽
装問題の追及等の活動を支えた。

比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 赤松　広隆 ｱｶﾏﾂ ﾋﾛﾀｶ 民主 03-3508-7403 03-3593-7240
選挙統括の小沢一郎氏をよく支え、鳩
山内閣で農林水産大臣を務めた。

比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 近藤　昭一 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲﾁ 民主 03-3508-7402 03-3508-3882
原発ゼロの会を発足。座右の銘「愚公
移山」。

比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 中根　康浩 ﾅｶﾈ ﾔｽﾋﾛ 民主 03-3508-7527 03-3508-3973
比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 大口　善徳 ｵｵｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 公明 03-3508-7017 03-3508-8552
比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 伊藤　渉 ｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 公明 03-3508-7187 03-3508-3617
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比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 杉本　かずみ ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐ みん 03-3508-7106 03-3508-3406
比例 東海ﾌﾞﾛｯｸ 小池　政就 ｺｲｹ ﾏｻﾅﾘ みん 03-3508-7485 03-3508-3365

比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 東国原　英夫 ﾋｶﾞｼｺｸﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞｵ 維新 03-3508-7712 -
維新の会で最も、特定秘密保護法案
への反対意思が強いとＨ25.11.23付
東京新聞記事。

比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 西村　眞悟 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 無所 03-3508-7505 03-3508-3935

日本の領有権ｱﾋﾟｰﾙのために尖閣諸
島に上陸。小渕第二次改造内閣で防
衛政務次官に就任したが問題発言で
早々に辞任の経歴も。

比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 阪口　直人 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 維新 03-3508-7212 03-3508-3212

国連のｶﾝﾎﾞｼﾞｱでの平和再建活動に
参加し、政治への使命感をもつように
なる。紛争予防・解決の第一人者首
藤信彦衆院議員の秘書として現場の
情報を政策立案につなげてきた。党

比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 三木　圭恵 ﾐｷ ｹｴ 維新 03-3508-7508 03-3508-7508
選挙で「自主憲法制定」を掲げた。好
きな言葉は「無私の奉仕」。

比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 三宅　博 ﾐﾔｹ ﾋﾛｼ 維新 03-3508-7300 03-3508-3373
比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 上西　小百合 ｳｴﾆｼ ｻﾕﾘ 維新 03-3508-7265 03-3508-3535
比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 林原　由佳 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾕｶ 維新 03-3508-7464 03-3508-3294
比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 岩永　裕貴 ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 維新 03-3508-7628 03-3508-3258
比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 新原　秀人 ｼﾝﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾄ 維新 03-3508-7205 03-3508-3205
比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 杉田　水脈 ｽｷﾞﾀ ﾐｵ 維新 03-3508-7454 03-3508-3284
比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 門　博文 ｶﾄﾞ ﾋﾛﾌﾐ 自民 03-3508-7636 -
比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 竹本　直一 ﾀｹﾓﾄ ﾅｵｶｽﾞ 自民 03-3508-7449 03-3597-2804
比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 中山　泰秀 ﾅｶﾔﾏ ﾔｽﾋﾃﾞ 自民 03-3508-7028 03-3508-3828
比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 大塚　高司 ｵｵﾂｶ ﾀｶｼ 自民 03-3508-7526 03-3508-3956
比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 安藤　裕 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 自民 03-3508-7409 03-3508-3889
比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 小林　茂樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｷ 自民 03-3508-7246 03-3508-3516

比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 原田　憲治 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 自民 03-3508-7434 03-3508-3914

「地域に奉仕する」精神のもと、大阪
府議会議員に立候補。ﾀﾞｲｵｷｼﾝ問
題、環境問題等に取り組んだ。自民党
の公募で選ばれ初当選。

比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 竹内　譲 ﾀｹｳﾁ ﾕｽﾞﾙ 公明 03-3508-7473 03-3508-3353
比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 浮島　智子 ｳｷｼﾏ ﾄﾓｺ 公明 03-3508-7290 03-3508-3740
比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 樋口　尚也 ﾋｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 公明 03-3508-7631 03-3508-3261
比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 濱村　進 ﾊﾏﾑﾗ ｽｽﾑ 公明 03-3508-7112 03-3508-3412

比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 泉　健太 ｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ 民主 03-3508-7005 03-3508-3805
専門は治安。鳩山内閣では内閣府政
務官を務めた。現在党選対委員長代
理・国対副委員長。

比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 三日月　大造 ﾐｶﾂﾞｷ ﾀｲｿﾞｳ 民主 03-3508-7419 03-3508-3899
松下政経塾出身。座右の銘は「着眼
大局　着手小局」

比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 辻元　清美 ﾂｼﾞﾓﾄ ｷﾖﾐ 民主 03-3508-7055 03-3508-3855 特定秘密保護法に反対の立場。

比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 井坂　信彦 ｲｻｶ ﾉﾌﾞﾋｺ みん 03-3508-7620 03-3508-3250

政治家を志したのは神戸空港建設の
是非を問う住民投票条例案が市議会
で否決されたことがきっかけ。神戸市
議3期を経て国政へ。

比例 近畿ﾌﾞﾛｯｸ 畠中　光成 ﾊﾀﾅｶ ﾐﾂﾅﾘ みん 03-3508-7244 03-3508-3514
安全保障委員会。憲法審査委員会。
座右の銘は「敬天愛人」

比例 中国ﾌﾞﾛｯｸ 小島　敏文 ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾌﾐ 自民 03-3508-7192 03-3508-3622
家族と食卓の団らんを欠かさず、ｱｯﾄ
ﾎｰﾑな普段着政治が信条。

比例 中国ﾌﾞﾛｯｸ あべ　俊子 ｱﾍﾞ ﾄｼｺ 自民 03-3508-7136 03-3508-3436
比例 中国ﾌﾞﾛｯｸ 吉野　正芳 ﾖｼﾉ ﾏｻﾖｼ 自民 03-3508-7143 03-3595-4546

いわき市出身。環境委員長。党国対
副委員長。

比例 中国ﾌﾞﾛｯｸ 上杉　光弘 ｳｴｽｷﾞ ﾐﾂﾋﾛ 自民 03-3508-7417 03-3508-3897

比例 中国ﾌﾞﾛｯｸ 池田　道孝 ｲｹﾀﾞ ﾐﾁﾀｶ 自民 03-3508-7638 03-3508-3268
岡山県議の経歴を持つが、国政では
65歳の1年生議員。現職は農業。

比例 中国ﾌﾞﾛｯｸ 中丸　啓 ﾅｶﾏﾙ ﾋﾛﾑ 維新 03-3508-7271 03-3508-3541
H15年、戦争後の復興支援の一環で
行ったｲﾗｸでの光景が政治を志した
きっかけ。

比例 中国ﾌﾞﾛｯｸ 坂元　大輔 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 維新 03-3508-7008 03-3508-3808

留学先のｱﾒﾘｶの貧富の差を目の当
たりにし、「日本はｱﾒﾘｶの属国だが、
いずれ中国に取り込まれる」との意識
が強まり、政治家を志す。

比例 中国ﾌﾞﾛｯｸ 柚木　道義 ﾕﾉｷ ﾐﾁﾖｼ 民主 03-3508-7301 03-3508-3301

比例 中国ﾌﾞﾛｯｸ 津村　啓介 ﾂﾑﾗ ｹｲｽｹ 民主 03-3508-7088 03-3508-3868
科学技術庁特別委員会。ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ
大学でＭＢＡ取得。民主党の候補者
公募第1号。趣味はﾂｲｯﾀｰ。

比例 中国ﾌﾞﾛｯｸ 斉藤　鉄夫 ｻｲﾄｳ ﾃﾂｵ 公明 03-3508-7308 03-3501-5524
東工大院終了。工学博士。原子力特
別委員会。憲法審査幹事。

比例 中国ﾌﾞﾛｯｸ 桝屋　敬悟 ﾏｽﾔ ｹｲｺﾞ 公明 03-3508-7153 03-3508-3703

新進党の解党で公明党へ。山口県庁
職員として、福祉の現場を歩き、「住
民の声をじっくり耳を傾け、即実行して
くれる人」との評。座右の銘は「建設は
死闘！破壊は一瞬」

比例 四国ﾌﾞﾛｯｸ 瀬戸　隆一 ｾﾄ ﾀｶｶｽﾞ 自民 03-3508-7075 03-3508-3765
比例 四国ﾌﾞﾛｯｸ 泉原　保二 ｲｽﾞﾊﾗ ﾔｽｼﾞ 自民 03-3508-7269 03-3508-3539

比例 四国ﾌﾞﾛｯｸ 桜内　文城 ｻｸﾗｳﾁ ﾌﾐｷ 維新 03-3508-7002 03-3508-3802

維新の特定秘密保護法案修正案合
意の前日のＴＢＳﾗｼﾞｵの放送で、「特
定秘密保護法案はそう簡単にのめる
ものではない」と明言。

比例 四国ﾌﾞﾛｯｸ 西岡　新 ﾆｼｵｶ ｱﾗﾀ 維新 03-3508-7476 03-3508-3356
比例 四国ﾌﾞﾛｯｸ 小川　淳也 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 民主 03-3508-7621 03-3508-3251
比例 四国ﾌﾞﾛｯｸ 石田　祝稔 ｲｼﾀﾞ ﾉﾘﾄｼ 公明 03-3508-7472 03-3508-3352
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 宮路　和明 ﾐﾔｼﾞ ｶｽﾞｱｷ 自民 03-3508-7206 03-3508-3206
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 宮崎　政久 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾋｻ 自民 03-3508-7165 03-3508-3715
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 西川　京子 ﾆｼｶﾜ ｷｮｳｺ 自民 03-3508-7115 03-3508-3050
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 林田　彪 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾀｹｼ 自民 03-3508-7412 03-3508-3892
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 新開　裕司 ｼﾝｶｲ ﾕｳｼﾞ 自民 03-3508-7176 03-3508-3606
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 末吉　光徳 ｽｴﾖｼ ﾐﾂﾉﾘ 自民 03-3508-7480 03-3508-3360
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 湯川　一行 ﾕｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ 自民 03-3508-7503 03-3508-3933
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比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 松野　頼久 ﾏﾂﾉ ﾖﾘﾋｻ 維新 03-3508-7040 03-3508-8989

「特定秘密保護法案の修正案には合
意したが、審議を拙速に行うことは断
じて許されない」との立場。党幹事長
代行・国会議員団幹事長。

比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 河野　正美 ｶﾜﾉ ﾏｻﾐ 維新 03-3508-7404 03-3508-3884
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 中山　成彬 ﾅｶﾔﾏ ﾅﾘｱｷ 維新 03-3508-7030 03-3508-3830
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 山之内　毅 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾂﾖｼ 維新 03-3508-7306 03-3508-3306
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 江田　康幸 ｴﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 公明 03-3508-7339 03-3508-3339
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 遠山　清彦 ﾄｵﾔﾏ ｷﾖﾋｺ 公明 03-3508-7225 03-3508-3414
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 濱地　雅一 ﾊﾏﾁ ﾏｻｶｽﾞ 公明 03-3508-7235 03-3508-3235
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 大串　博志 ｵｵｸﾞｼ ﾋﾛｼ 民主 03-3508-7335 03-3508-3335
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 原口　一博 ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 民主 03-3508-7238 03-3508-3238
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 髙木　義明 ﾀｶｷ ﾖｼｱｷ 民主 03-3508-7420 03-3508-5757
比例 九州ﾌﾞﾛｯｸ 佐藤　正夫 ｻﾄｳ ﾏｻｵ みん 03-3508-7130 03-3508-3430


