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委員会 氏 名 ふりがな 党派 選挙区 － 会館 会館TEL 会館FAX 地元〒 地元事務所 又は 自宅住所 地元TEL Emailアドレス

委員長 衛藤 晟一 えとう せいいち 自民 比九州 1-404 3508-7104 3508-3404 870-0048 大分県大分市碩田町2-2-27 碩田ハイツ1F 097-534-2015  ―――――

理事 鴨下 一郎 かもした いちろう 自民 比東京 1-429 3508-7129 3591-3227 121-0011 東京都足立区中央本町4-1-18 03-3848-5516 g01335@shugiin.go.jp

理事 北川 知克 きたがわ ともかつ 自民 比近畿 2-316 3508-7066 3508-3846 572-0838 大阪府寝屋川市八坂町16-4 072-829-1600  ―――――

理事 長勢 甚遠 ながせ じんえん 自民 富山１ 1-407 3508-7107 3592-9048 939-8043 富山県富山市太田向陽台80-91 076-493-0108  ―――――

理事 宮澤 洋一 みやざわ よういち 自民 広島７ 1-403 3508-7103 3580-0829 720-0042 広島県福山市御船町2-2-26 084-923-5352 http://www.miyazawa-yoichi.com

理事 城島 正光 じょうじま まさみつ 民主 東京１３ 2-732 3508-7482 3597-2722 120-0043 東京都足立区千住宮元町13-14 03-5813-8585 masamitsu_jojima@nifty.com

理事 三井 辨雄 みつい わきお 民主 北海道２ 1-705 3508-7155 3508-3705 001-0019 北海道札幌市北区北19条西4丁目1-20 011-738-3212 g06316@shugiin.go.jp

理事 山井 和則 やまのい かずのり 民主 京都６ 1-240 3508-7240 3508-8882 610-0101 京都府城陽市平川茶屋裏58-1 0774-54-0703 tokyo@yamanoi.net

理事 福島  豊 ふくしま ゆたか 公明 大阪６ 2-738 3508-7488 3508-3368 570-0027 大阪府守口市桜町5-9 ギャラント石土第2ビル201号 06-6992-8881 fuku21yu@mbox2.inet-osaka.or.jp

委員 井上 信治 いのうえ しんじ 自民 東京２５ 1-328 3508-7328 3508-3328 198-0024 東京都青梅市新町3-39-1 0428-32-8182  ―――――

委員 石崎  岳 いしざき がく 自民 比北海道 1-721 3508-7207 3508-3721 062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通り6-3-36 011-854-7777 http://www.jimisun.com/

委員 加藤 勝信 かとう かつのぶ 自民 比中国 2-709 3508-7459 3508-3289 714-0098 岡山県笠岡市十一番町11-4 0865-63-6800  ―――――

委員 上川 陽子 かみかわ ようこ 自民 比東海 2-412 3508-7412 3508-4480 420-0035 静岡県静岡市七間町18-10-1F 054-251-8424 yoko@kamikawayoko.net

委員 木村  勉 きむら べん 自民 東京１５ 1-512 3508-7382 3508-3512 136-0071 東京都江東区亀戸5-2-1 03-3683-5588  ―――――

委員 木村 義雄 きむら よしお 自民 香川２ 2-329 3508-7079 3502-5235 762-0003 香川県坂出市久米町1-14-15 0877-45-1800 daini-k@mail.netwave.or.jp

委員 菅原 一秀 すがわら いっしゅう 自民 東京９ 2-634 3508-7634 3508-3264 176-0014 東京都練馬区豊玉南3-19-15 03-3992-2386  ―――――

委員 竹本 直一 たけもと なおかず 自民 大阪１５ 2-539 3508-7449 3597-2804 584-0032 大阪府富田林市常盤町7-3 広谷ビル1F 0721-24-7275 g02707@shugiin.go.jp

委員 棚橋 泰文 たなはし やすふみ 自民 岐阜２ 2-429 3508-7429 3508-3909 503-0904 岐阜県大垣市桐ヶ崎町93 0584-73-3000  ―――――

委員 中西 一善 なかにし かずよし 自民 東京４ 1-632 3508-7392 3508-3632 144-0051 東京都大田区西蒲田7-1-3 センチュリーステラビル3F 03-3736-6555  ―――――

委員 中山 泰秀 なかやま やすひで 自民 比近畿 1-727 3508-7277 3591-3676 102-0071 東京都千代田区富士見2-14-3 宿舎  ―――――  ―――――

委員 能勢 和子 のせ かずこ 自民 比中国 1-313 3508-7313 3508-9166 733-0011 広島県広島市西区横川町2-9-1 マツモトビル301-2 082-234-0351  ―――――

委員 原田 令嗣 はらだ よしつぐ 自民 静岡２ 2-413 3508-7413 3502-8956 425-0012 静岡県焼津市浜当目1-14-14 054-629-1700  ―――――

委員 平田 耕一 ひらた こういち 自民 比東海 2-308 3508-7058 3508-8756 510-8016 三重県四日市市富州原町14-21 0593-66-3951  ―――――

委員 福井  照 ふくい てる 自民 高知１ 2-523 3508-7523 3519-7713 780-0861 高知県高知市升形2-15 升形ビル2F 088-820-7558  ―――――

委員 三ツ林 隆志 みつばやし たかし 自民 埼玉１４ 2-219 3508-7019 3504-3026 340-0161 埼玉県幸手市大字千塚490 0480-42-0474  ―――――

委員 三原 朝彦 みはら あさひこ 自民 比九州 1-409 3508-7901 3508-3409 807-0803 福岡県北九州市八幡西区十代ヶ崎1-3-5 093-691-1030  ―――――

委員 吉野 正芳 よしの まさよし 自民 比東北 1-633 3508-7143 3595-4546 974-8261 福島県いわき市植田町南町2-11-2 0246-63-7783 g06507@shugiin.go.jp

委員 青木  愛 あおき あい 民主 比南関東 2-716 3508-7466 3508-3296 292-0067 千葉県木更津市中央1-1-6 0438-22-5881  ―――――

委員 泉  房穂 いずみ ふさほ 民主 比近畿 2-226 3508-7026 3508-3826 652-0801 兵庫県神戸市兵庫区中道通1-2-10 神戸不動産ビル3F 078-531-0023  ―――――

委員 内山  晃 うちやま あきら 民主 千葉７ 2-717 3508-7467 3508-3297 270-0114 千葉県流山市東初石3-133-4 豊晃ビル104 04-7154-6422  ―――――

委員 大島  敦 おおしま あつし 民主 埼玉６ 2-310 3508-7093 3508-3380 363-0021 埼玉県桶川市2-11-32 天沼ビル 048-789-2110 g05425@shugiin.go.jp

委員 海江田 万里 かいえだ ばんり 民主 東京１ 1-316 3508-7316 3508-3316 160-0023 東京都新宿区西新宿4-8-4-301 03-3375-1445 banri@aya.com

委員 小宮山 泰子 こみやま やすこ 民主 埼玉７ 1-614 3508-7184 3508-3614 350-0043 埼玉県川越市新富町2-33-9 049-222-2900  ―――――

委員 五島 正規 ごとう まさのり 民主 比四国 1-234 3508-7234 3592-9068 780-0971 高知県高知市南万々134-5 088-823-5202 goto@baobab.or.jp
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委員 園田 康博 そのだ やすひろ 民主 比東海 1-623 3508-7193 3508-3623 504-0021 岐阜県各務原市那加前洞新町4-174 0583-80-2264  ―――――

委員 中根 康浩 なかね やすひろ 民主 比東海 2-514 3508-7514 3508-3944 444-0063 愛知県岡崎市元能見町51 0564-28-4520  ―――――

委員 橋本 清仁 はしもと きよひと 民主 比東北 2-521 3508-7521 3592-2672 981-1224 宮城県名取市増田柳田51-1 022-381-5872  ―――――

委員 樋高  剛 ひだか たけし 民主 神奈川１８ 1-637 3508-7147 3508-3637 216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹1765-6 第5為石ビル201 044-862-8623 g06132@shugiin.go.jp

委員 藤田 一枝 ふじた かずえ 民主 福岡３ 2-406 3508-7406 3508-3886 814-0033 福岡県福岡市早良区有田7-24-6 092-851-2001  ―――――

委員 増子 輝彦 ましこ てるひこ 民主 比東北 2-617 3508-7617 3508-3997 963-8017 福島県郡山市長者1-6-16 024-938-1000  ―――――

委員 水島 広子 みずしま ひろこ 民主 比北関東 2-511 3508-7511 3508-3941 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町3414-2 028-619-6600 mizusima@iname.com

委員 古屋 範子 ふるや のりこ 公明 比南関東 2-629 3508-7629 3508-3259 100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館629 03-3508-7629  ―――――

委員 桝屋 敬悟 ますや けいご 公明 比中国 2-739 3508-7489 3508-3369 753-0821 山口県山口市葵1-3-23 083-932-2428 km26435@ymg.urban.ne.jp

委員 山口 富男 やまぐち とみお 共産 比東京 1-402 3508-3402 3508-7102 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-3 03-5474-8414 http://www.t-yamaguchi.gr.jp

委員 阿部 知子 あべ ともこ 社民 比南関東 1-303 3508-7303 3508-3303 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-15 第1興産10号館3F 0466-52-2680 emeil@abetomoko.com


