
衆議院議院政治倫理の確立と公職選挙法改正に関する特別委員会名簿 憲法会議 2012年10月29日

役職 議員名 会派 選挙区 議員会館直通電話 議員会館直通FAX 議員会館部屋番号 地元連絡先など

委員長加藤公一 かとうこういち 民主 東京20区 03-3508-7457 2-717

理事    石井登志郎 いしいとしろう 民主 兵庫7区 03-3508-7220 03-3508-3220 2- 220

理事   逢坂誠二 おおさかせいじ 民主 北海道8区 03-3508-7290 03-3508-3740 2-820

理事津島恭一 つしまきょういち 民主 比例東北 03-3508-7267 03-3508-3543 1-1001

理事手塚仁雄 てづかよしお 民主 東京5区 03-3508-3440 03-3508-7140 1-814

理事 西野あきら にしのあきら 自民 大阪13区 03-3508-7003 03-3597-2708 2- 222

理事村田吉隆 むらたよしたか 自民 比例中国 03-3508-3540 03-3593-7145 1-1113

理事笠原多見子 かさはらたみこ 生活 比例東海 03-3508-7073 03-3508-3033 2-1204

理事富田茂之 とみたしげゆき 公明 比例南関東 03-3508-7052 03-3508-3852 2- 309

委員稲富修二 いなとみしゅうじ 民主 福岡2区 03-3508-7139 03-3508-3439 1-523

委員奥野総一郎 おくのそういちろう 民主 千葉9区 03-3508-7256 03-3508-3526 1-1119

委員金森 正 かなもりただし 民主 比例東海 03-3508-7102 03-3508-3402 1-521

委員川越孝洋 かわごえたかひろ 民主 比例九州 03-3508-7246 03-3508-3516 2- 922

委員桑原 功 くわばらいさお 民主 比例北関東 03-3508-7230 03-3508-3230 2-1106

委員小室寿明 こむろひさあき 民主 比例中国 03-3508-7450 03-3508-3970 2-1116

委員近藤和也 こんどうかずや 民主 石川3区 03-3508-7607 03-3508-3987 1-1214

委員田中美絵子 たなかみえこ 民主 比例北信越 03-3508-7173 03-3508-3603 1-603

委員高井崇志 たかいたかし 民主 比例中国 03-3508-7228 03-3508-3228 2-616

委員永江孝子 ながえたかこ 民主 比例中国 03-3508-7182 03-3508-3612 1-715

委員鉢呂吉雄 はちろよしお 民主 北海道4区 03-3508-7704 03-3593-7272 2-214

委員花咲宏基 はなさきひろき 民主 比例中国 03-3508-7478 03-3508-3358 2-1214

委員早川久美子 はやかわくみこ 民主 比例東京 03-3508-7479 03-3508-3359 1-1105

委員皆吉稲生 みなよしいなお 民主 比例九州 03-3508-7159 03-3508-3709 2-1014

委員本村賢太郎 もとむらけんたろう 民主 神奈川14区 03-3508-7460 03-3508-3290 2- 305

委員森本和義 もりもとかずよし 民主 愛知15区 03-3508-7901 03-3508-3409 1-1221

委員あべ俊子 あべとしこ 自民 比例中国 03-3508-7136 03-3508-3436 1- 514

委員赤澤亮正 あかざわりょうせい 自民 鳥取2区 03-3508-7490 03-3508-3370 2-1022

委員加藤勝信 かとうかつのぶ 自民 岡山5区 03-3508-7459 03-3508-3289 2-1104

委員北村茂男 きたむらしげお 自民 比例北信越 03-3508-7160 03-3508-3710 1- 624

委員小泉進次郎 こいずみしんじろう 自民 神奈川11区 03-3508-7327 1-314

委員武部 勤 たけべつとむ 自民 比例北海道 03-3508-7425 03-3502-5190 2-1010

委員二階俊博 にかいとしひろ 自民 和歌山3区 03-3508-7023 03-3502-5037 2- 223

委員松野博一 まつのひろかず 自民 比例南関東 03-3508-7329 03-3508-3329 1- 502

委員内山 晃 うちやまあきら 生活 千葉7区 03-3508-7467 03-3508-3297 1-911

委員菅川 洋 すげかわひろし 生活 比例中国 03-3508-7119 03-3508-3426 2-617

委員福嶋健一郎 ふくしまけんいちろう 生活 熊本2区 03-3508-7207 03-3508-3721 2-1015

委員東 順治 ひがしじゅんじ 公明 比例九州 03-3508-7249 03-3508-3519 1- 909

委員佐々木憲昭 ささきけんしょう 共産 比例東海 03-3508-3730 03-3508-7280 1-1106

委員中島隆利 なかしまたかとし 社民 比例九州 03-3508-7118 03-3508-3418 1- 602

委員石関貴史 いしぜきたかし 維新 群馬2区 03-3508-7286 03-3508-3736 2-1123



衆議院議院政治倫理の確立と公職選挙法改正に関する特別委員会名簿 憲法会議 2012年10月29日

政党･会派・官邸 郵便番号 ＦＡＸ番号

民主党 100-0014 03-3595-9961

国民新党 102-0093 03-5275-2675

自由民主党 100-8910 03-5511-8855

公明党 160-0012 03-3225-0207

日本共産党 151-8586 03-5474-8358

社会民主党 100-8909 03-3580-8068

国民の生活が第一 100-0014 03-5501-2202

みんなの党 102-0092 03-5216-3711

たちあがれ日本 107-0052 03-3582-8112

新党改革 107-0052 03-6277-8115

新党きづな

新党日本 102-0093 03-5213-0888

日本維新の会 100-8981 03-3508-8989

首相官邸 100-0014 03-3581-3883東京都千代田区永田町2-3-1 http://www.kantei.go.jp/

東京都港区赤坂1-11-28-10F http://www.tachiagare.jp

東京都港区赤坂2-8-15 202 http://www.kaikakuclub.jp/

東京都千代田区平河町1-7-11-4F http://www.love-nippon.com/

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 http://www.jcp.or.jp/

東京都千代田区隼町2-12 606 http://www.your-party.jp/

東京都千代田区永田町2-12-8 永田町SRビル3F info@seikatsu.jp

東京都千代田区永田町1-11-1 http://www.dpj.or.jp/

東京都千代田区永田町1-8-1 http://www5.sdp.or.jp/

東京都千代田区平河町2-14-7-3F info@kokumin.or.jp

東京都千代田区永田町1-11-23 http://www.jimin.jp/

東京都新宿区南元町17 http://www.komei.or.jp/

連絡先03-3593-4181

東京都千代田区永田町2-2-1衆議院第一議員会館312号 院内総務 松野頼久衆院議員事務所

衆議院第１議員会館 〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第１議員会館

衆議院第２議員会館 〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第２議員会館

住所 ホームページ･Eメールアドレス
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