
選挙区 所属政党 院内会派 氏名 ふりがな 電話 FAX

1 茨城 自民 自民 岡田 広 おかだ ひろし 03-6550-0414 03-6551-0414

2 茨城 自民 自民 上月 良祐 こうづき りょうすけ 03-6550-0704 03-6551-0618

3 群馬 自民 自民 中曽根 弘文 なかそね ひろふみ 03-3581-3111 03-3592-2424

4 埼玉 自民 自民 古川 俊治 ふるかわ としはる 03-6550-0718 03-6551-0718

⑤ 埼玉 公明 公明 西田 実仁 にしだ まこと 03-6550-1005 03-6551-1005

6 埼玉 公明 公明 矢倉 克夫 やくら かつお 03-6550-0401 03-6551-0401

⑦ 千葉 自民 自民 石井 準一 いしい じゅんいち 03-6550-0506 03-6551-0506

8 千葉 立憲 立社 小西 洋之 こにし ひろゆき 03-6550-0915 03-6551-0915

9 東京 自民 自民 中川 雅治 なかがわ まさはる 03-6550-0904 03-6551-0904

10 東京 共産 共産 吉良 よし子 きら よしこ 03-6550-0509 03-6551-0509

⑪ 東京 共産 共産 山添 拓 やまぞえ たく 03-6550-0817 03-6551-0817

⑫ 神奈川 日維 日維 松沢 成文 まつざわ しげふみ 03-6550-0903 03-6551-0903

13 新潟新 立憲 立社 打越 さく良 うちこし さくら 03-6550-0901 03-6551-0901

14 長野 立憲 立社 杉尾 秀哉 すぎお ひでや 03-6550-0724 03-6551-0724

15 愛知新 公明 公明 安江 伸夫 やすえ のぶお 03-6550-0312 03-6551-0312

⑯ 京都 自民 自民 西田 昌司 にしだ しょうじ 03-6550-1110 03-3502-8897

17 大阪 日維 日維 浅田 均 あさだ ひとし 03-6550-0621 03-6551-0621

18 大阪 日維 日維 東 徹 あずま とおる 03-6550-0510 03-6551-0510

19 兵庫 公明 公明 伊藤 孝江 いとう たかえ 03-6550-1014 03-5512-1014

20 奈良 自民 自民 堀井 巌 ほりい いわお 03-6550-0417 03-6551-0417

21 鳥取・島根 自民 自民 舞立 昇治 まいたち しょうじ 03-6550-0603 03-6551-0603

㉒ 岡山 自民 自民 石井 正弘 いしい まさひろ 03-6550-1214 03-6551-1214

㉓ 山口 自民 自民 林 芳正 はやし よしまさ 03-6550-1221 03-3508-2375

24 香川 自民 自民 磯崎 仁彦 いそざき よしひこ 03-6550-0624 03-6551-0624

25 佐賀 自民 自民 山下 雄平 やました ゆうへい 03-6550-0916 03-6551-0916

26 長崎 自民 自民 古賀 友一郎 こが ゆういちろう 03-6550-1206 03-6551-1206

27 大分 国民 国民 足立 信也 あだち しんや 03-6550-0613 03-6551-0613

28 比)全国 自民 自民 赤池 誠章 あかいけ まさあき 03-6550-0524 03-6551-0524

29 比)全国 自民 自民 有村 治子 ありむら はるこ 03-6550-1015 03-6551-1015

30 比)全国 自民 自民 衛藤 晟一 えとう せいいち 03-6550-1216 03-6551-1216

31 比)全国 自民 自民 片山 さつき かたやま さつき 03-6550-0420 03-6551-0420

32 比)全国 自民 自民 佐藤 正久 さとう まさひさ 03-6550-0705 03-6551-0705

33 比)全国 自民 自民 山田 宏 やまだ ひろし 03-6550-1205 03-6551-1205

34 比)全国 自民 自民 山谷 えり子 やまたに えりこ 03-6550-1107 03-6551-1107

35 比)全国 公明 公明 平木 大作 ひらき だいさく 03-6550-0422 03-6551-0422

36 比)全国新 立憲 立社 石川 大我 いしかわ たいが 03-6550-1113 03-6551-1113

37 比)全国 立憲 立社 江崎 孝 えさき たかし 03-6550-0511 03-6551-0511

㊳ 比)全国 立憲 立社 那谷屋 正義 なたにや まさよし 03-6550-0409 03-6551-0409

㊴ 比)全国 立憲 立社 白 眞勲 はく しんくん 03-6550-0421 03-6551-0421

40 比)全国 国民 国民 浜野 喜史 はまの よしふみ 03-6550-0521 03-6551-0521

㊶ 比)全国 国民 国民 矢田 稚子 やた わかこ 03-6550-1212 03-6551-1212

42 比)全国 共産 共産 山下 芳生 やました よしき 03-6550-1123 03-6551-1123

43 比)全国 社民 立社 福島 瑞穂 ふくしま みずほ 03-6550-1111 03-6551-1111

㊹ 比)全国 無 自民 藤末 健三 ふじすえ けんぞう 03-6550-1009 03-6551-1009

45 比)全国 無 みんな 渡辺 喜美 わたなべ よしみ 03-6550-1020 03-6551-1020



〇数字は憲法審査会幹事，会長は２３番の林芳正議員


