
 衆議院憲法調査特別委員会 ☆2007/3/14現在

役職 議 員 名 ふりがな 会派 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 メールアドレス

理事 愛知　和男 あいち　かずお 自民 比東京 1-322 3508-7322 3508-3322 161-0033 東京都新宿区下落合3-12-28-1303 03-5982-4451 aichi-k@nifty.com

理事 赤松　正雄 あかまつ　まさお 公明 比近畿 1-412 3508-7112 3508-3412 670-0049 兵庫県姫路市元町113 元町西ビル2F7号 079-296-3925 info@akamatsu.net

委員 新井　悦二 あらい　えつじ 自民 埼玉１１ 1-637 3508-7147 3508-3637 366-0035 埼玉県深谷市原郷500 048-573-9246 czd00304@nifty.com

委員 石井　啓一 いしい　けいいち 公明 比北関東 1-229 3508-7110 3508-3229 310-0805 茨城県水戸市中央2-10-26-403 029-222-0711 ishii229@alles.or.jp

委員 石破　　茂 いしば　しげる 自民 鳥取１ 2-525 3508-7525 3502-5174 680-0055 鳥取県鳥取市戎町419 0857-27-4898 g00505@shugiin.go.jp

委員 伊藤　公介 いとう　こうすけ 自民 東京２３ 1-312 3508-7312 3592-6657 194-0022 東京都町田市森野2-3-10 042-723-0117 g00284@shugiin.go.jp

委員 糸川　正晃 いとかわ　まさあき 国民 比北信越 2-239 3508-7039 3508-3839 910-0242 福井県坂井市丸岡町西里丸岡10-18　セントラルプラザ2F-K 0776-67-0212 info@itokawa-masaaki.jp

理事 枝野　幸男 えだの　ゆきお 民主 埼玉５ 2-538 3508-7448 3591-2249 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町2-108-5 永峰ビル2F 048-648-9124 omiya@edano.gr.jp

委員 江渡　聡徳 えと　あきのり 自民 青森２ 2-531 3508-7096 3508-3961 034-0031 青森県十和田市東三番町37-7 0176-24-3844 Webフォーム

委員 大口　善徳 おおぐち　よしのり 公明 比東海 2-217 3508-7017 3508-8552 420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町23-6 054-273-8739 mail@t-okubo.jp

委員 逢坂　誠二 おおさか　せいじ 民主 比北海道 1-740 3508-7290 3508-3740 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西五丁目8　愛生館ビル5F505号 011-272-0788 ohsaka@seagreen.ocn.ne.jp

委員 岡本　充功 おかもと　みつのり 民主 比東海 1-622 3508-7192 3508-3622 492-8144 愛知県稲沢市小池2-6-18　メゾンドハイム1F 0587-24-8164 Webフォーム

委員 越智　隆雄 おち　たかお 自民 東京６ 1-643 3508-7903 3508-3643 154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-22-7-301 03-3413-4600 info@ochi-takao.jp

委員 笠井　亮 かさい　あきら 共産 比東京 2-439 3508-7439 3508-3919 151-0053 東京都渋谷区代々木1-44-11 03-5304-5639 mail@kasai-akira.jp

委員 加藤　勝信 かとう　かつのぶ 自民 比中国 2-709 3508-7459 3508-3289 714-0088 岡山県笠岡市中央町31-1-1 0865-63-6800 katunobu@mx1.kcv.ne.jp

委員 玄葉　光一郎 げんば　こういちろう 民主 福島３ 1-522 3508-7252 3591-2635 962-0832 福島県須賀川市本町3-2 0248-72-7990 h01748@shugiin.go.jp

理事 近藤　基彦 こんどう　もとひこ 自民 新潟２ 1-203 3508-3203 3508-7707 953-0041 新潟県新潟市巻甲2453-1 0256-73-3620 g05708@shugiin.go.jp

委員 坂本　剛二 さかもと　ごうじ 自民 比東北 2-422 3508-7422 3592-9034 974-8261 福島県いわき市植田町本町1-6-3 0246-63-0111 g02165@shugiin.go.jp

委員 柴山　昌彦 しばやま　まさひこ 自民 埼玉８ 2-624 3508-7624 3508-7715 359-1142 埼玉県所沢市上新井808-5 04-2924-5100 info@shibamasa.net

委員 鈴木　克昌 すずき　かつまさ 民主 愛知１４ 1-620 3508-7190 3508-3620 442-0012 愛知県豊川市新豊町1-101 0533-84-9151

理事 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4-185 058-380-2264 sonoda.yasuhiro@nifty.com

委員 田中　眞紀子 たなか　まきこ 民主 新潟５ 1-302 3508-7302 3508-3302 940-0033 新潟県長岡市今朝白1-7-14 0258-35-5000

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 e-mail@tanahashi-yasufumi.com

委員 谷　　公一 たに　こういち 自民 兵庫５ 2-210 3508-7010 3502-5048 667-0024 兵庫県養父市八鹿町朝倉49-1 079-665-7070 info@tanikouichi.jp

委員 辻元　清美 つじもと　きよみ 社民 比近畿 2-305 3508-7055 3508-3855 569-0071 大阪府高槻市城北町1-5-17　マツムラビル 072-662-6200 info@kiyomi.gr.jp

委員 筒井　信隆 つつい　のぶたか 民主 新潟６ 2-505 3508-7505 3508-4530 943-0805 新潟県上越市木田1-8-14 025-522-5711 info@tutuinobutaka.com

委員 渡海　紀三郎 とかい　きさぶろう 自民 兵庫１０ 1-230 3508-7230 3508-3230 676-0082 兵庫県高砂市曽根町2248 079-447-4353 tokai@kisaburo.net

委員 中川　正春 なかがわ　まさはる 民主 三重２ 1-428 3508-7128 3508-3428 513-0013 三重県鈴鹿市国分町453-7 059-373-3933 g03063@shugiin.go.jp
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委員 中谷　　元 なかたに　げん 自民 高知２ 2-736 3508-7486 3592-9032 783-0006 高知県南国市篠原57-1 088-864-5222 g03148@shugiin.go.jp

委員 長妻　　昭 ながつま　あきら 民主 比東京 2-706 3508-7456 3508-3286 164-0001 東京都中野区中野2-11-2-201 03-5342-6551 akira@naga.tv

委員 中野　正志 なかの　まさし 自民 比東北 1-337 3508-7337 3508-3337 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-8-5 022-293-0456 post@nakano-masashi.gr.jp

委員長 中山　太郎 なかやま　たろう 自民 大阪１８ 1-516 3508-7246 3580-0066 595-0062 大阪府泉大津市田中町1-1 0725-31-3888 Webフォーム

委員 野田　　毅 のだ　たけし 自民 熊本２ 2-415 3508-7415 3501-7538 860-0834 熊本県熊本市江越1-22-18 096-328-3550 info@nodatakeshi.com

委員 葉梨　康弘 はなし　やすひろ 自民 茨城３ 1-438 3508-7138 3502-5296 302-0024 茨城県取手市新町4-22-33 0297-74-1851 info@hanashiyasuhiro.com

委員 早川　忠孝 はやかわ　ちゅうこう 自民 埼玉４ 2-719 3508-7469 3592-1747 351-0011 埼玉県朝霞市本町2-5-25 エリジェ浅川ビル3F 048-466-1275 info@hayakawa-chuko.com

委員 林　　潤 はやし　じゅん 自民 神奈川４ 2-530 3508-7050 3508-3960 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-10-14　伊勢屋3F 0467-43-0925 hayashi@hayashi-jun.com

委員 平岡　秀夫 ひらおか　ひでお 民主 比中国 2-341 3508-7091 3508-1055 740-0026 山口県岩国市車町1-13-13　車ビル2F 0827-21-4567 g06163@shugiin.go.jp

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 0593-66-0051 Webフォーム

委員 深谷　隆司 ふかや　たかし 自民 東京２ 1-202 3508-7202 3508-3202 111-0021 東京都台東区日本堤2-23-13 03-3871-7770 g03841@shugiin.go.jp

委員 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

理事 福田　康夫 ふくだ　やすお 自民 群馬４ 1-611 3508-7181 3508-3611 370-0073 群馬県高崎市緑町3-6-3 027-363-8878 g03872@shugiin.go.jp

委員 藤井　勇治 ふじい　ゆうじ 自民 比近畿 1-534 3508-7264 3508-3534 526-0067 滋賀県長浜市港町2-26 0749-63-0077 mail@fujii-yuji.com

委員 ニ田　孝治 ふただ　こうじ 自民 比東北 2-508 3508-7508 3502-5262 010-0951 秋田県秋田市山王4-5-27 018-862-3229 info@futada.gr.jp

理事 船田　　元 ふなだ　はじめ 自民 栃木１ 2-208 3508-7008 3508-0078 320-0043 栃木県宇都宮市桜4-1-36 サンチェリービル3F 028-622-0030 info@funada.org

委員 古川　元久 ふるかわ　もとひさ 民主 愛知２ 2-328 3508-7078 3597-2758 464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-8-16 大興ビル2F 052-733-8401 info@furukawa.cc

委員 森山　眞弓 もりやま　まゆみ 自民 栃木２ 2-543 3508-7527 3597-2753 320-0031 栃木県宇都宮市戸祭元町4-13 028-621-3000

委員 安井　潤一郎 やすい　じゅんいちろう 自民 比東京 2-326 3508-7076 3508-3766 100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第二議員会館326号 03-3508-7076 h08501@shugiin.go.jp

理事 保岡　興治 やすおか　おきはる 自民 鹿児島１ 2-411 3508-7411 3506-8728 890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町4-10 099-263-8666 g04640@shugiin.go.jp

委員 矢野　隆司 やの　たかし 自民 比近畿 1-212 3508-7212 3501-8818 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-2700 06-6440-4750

委員 山崎　拓 やまさき　たく 自民 福岡２ 2-332 3508-7082 815-0083 福岡県福岡市南区高宮3-22-3 Webフォーム
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衆議院第１議員会館　〒100-8981　東京都千代田区永田町２－２－１　代表電話０３－３５８１－５１１１(衆議院）

衆議院第２議員会館　〒100-8982　東京都千代田区永田町２－１－２　代表電話０３－３５８１－５１１１(衆議院）

〒100-8910　東京都千代田区永田町1-11-23　　電話０３－３５８１－６２１１（代表）　ファックス０３－５５１１－８８５５  　Webフォーム　http://www.jimin.jp

〒102-0093　東京都千代田区平河町2-14-7　平河町コハセビル3F　　電話０３－５２７５－２６７１　ファックス０３－５２７５－２６７５  info@kokumin.or.jp 

〒160-0012　東京都新宿区南元町17　電話０３－３３５３－０１１１　ファックス０３－３３５３－９７４６ 　Webフォーム　http://www.komei.or.jp

〒100-0014　東京都千代田区永田町1-11-1　電話０３－３５９５－９９８８　ファックス０３－３５９５－９９６１ info@dpj.or.jp 

〒151-8586　東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7　電話０３－３４０３－６１１１　ファックス０３－５４７４－８３５８  info@jcp.or.jp 

〒100-8909　東京都千代田区永田町1-8-1　電話０３－３５８０－１１７１　ファックス０３－３５０２－６１５５　　Webフォーム http://www.sdp.or.jp
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