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No. 氏名 よみがな 会館 室番号 会派 選挙区 ホームページ等URL（2017.11現在） 備考
地方自治

経験

政党実務・

議員秘書
行政経験 法曹出身

その他

専門分野
1 木村次郎 きむらじろう 第2 809 自民 青森3区 http://www.jiro-k.jp/ 青森県庁職員 ○
2 国光あやの くにみつあやの 第2 304 自民 茨城6区 http://kunimitsu-ayano.jp/ 医師・厚生労働省保険局医療課長補佐 ○ ○
3 穂坂泰 ほさかやすし 第2 908 自民 埼玉4区 http://hosakayasushi.com/ 税理士・志木市議会議員 ○
4 泉田裕彦 いずみだひろひこ 第2 914 自民 新潟5区 http://www.h-izumida.jp/ 前・新潟県知事 ○ ○
5 西田昭二 にしだしょうじ 第1 523 自民 石川3区 http://www.nishida-syoji.jp/ 瓦力（衆）秘書、石川県議会副議長 ○ ○
6 金子俊平 かねこしゅんぺい 第2 913 自民 岐阜4区 https://kanekosyunpei.jimdo.com/ 金子一義（衆）秘書、大臣秘書官 ○
7 小寺裕雄 こてらひろお 第1 601 自民 滋賀4区 　－ 滋賀県議会副議長 ○
8 本田太郎 ほんだたろう 第2 210 自民 京都5区 　－ 弁護士、京都府会議員 ○ ○
9 高村正大 こうむらまさひろ 第1 701 自民 山口1区 　－ 高村正彦（衆）秘書、大臣秘書官 ○
10 上杉謙太郎 うえすぎけんたろう 第2 1111 自民 比例東北 http://uesugi.fukushima.jp/ 荒井広幸（参）秘書 ○
11 中曽根康隆 なかそねやすたか 第2 923 自民 比例北関東 http://yasu-nakasone.com/ 中曽根弘文（参）秘書 ○
12 佐藤明男 さとうあきお 第2 204 自民 比例北関東 　－ 自民党栃木県支部連合会事務局長 ○
13 百武公親 ひゃくたけきみちか 第2 220 自民 比例北関東 　－ 自民党埼玉県支部連合会事務局長 ○
14 神田裕 かんだゆたか 第2 207 自民 比例北関東 　－ 自民党茨城県支部連合会事務局長 ○
15 木村哲也 きむらてつや 第2 312 自民 比例南関東 http://tetsuya-kimura.com/ 田村元（衆）秘書、千葉県議会議員 ○ ○
16 安藤高夫 あんどうたかお 第2 1203 自民 比例東京 https://ameblo.jp/ando-takao/ 東京都医師会理事・病院協会副会長 ○
17 高木啓 たかぎけい 第2 310 自民 比例東京 http://www.takagi-kei.com/ 東京都議会議員 ○
18 繁本護 しげもとまもる 第2 614 自民 比例近畿 http://shigemoto.kyoto/ 国土交通省国際調整官、伊東良孝（衆）政策秘書 ○ ○
19 三浦靖 みうらやすし 第2 307 自民 比例中国 http://www.miurayasushi.jp/ 自民党島根県青年局長 ○
20 道下大樹 みちしただいき 第2 516 立憲 北海道1区 https://www.michishita-daiki.jp/ 横路孝弘（衆）秘書、北海道議会議員 ○ ○
21 石川香織 いしかわかおり 第2 512 立憲 北海道11区 http://ishikawa-kaori.jp/ 元BS11アナウンサー ○ ○
22 早稲田夕季 わせだゆき 第2 1012 立憲 神奈川4区 http://waseda-yuki.jp/ 神奈川県議会議員 ○
23 神谷裕 かみやひろし 第2 801 立憲 比例北海道 　－ 小平忠正（衆）秘書 ○
24 池田真紀 いけだまき 第2 415 立憲 比例北海道 http://ikemaki.jp/ フリーソーシャルワーカー、ホームペルパー ○ ○
25 岡本あき子 おかもとあきこ 第1 711 立憲 比例東北 http://okamotoakiko.net/ 仙台市議会議員 ○
26 長谷川嘉一 はせがわかいち 第2 601 立憲 比例北関東 http://hasegawa-kaichi.org/ 歯科医・群馬県太田市長 ○ ○ ○
27 山川百合子 やまかわゆりこ 第1 907 立憲 比例北関東 http://www.yamakawa-yuriko.jp/ 埼玉県議会議員 ○
28 堀越啓仁 ほりこしけいにん 第2 602 立憲 比例北関東 https://twitter.com/horikoshikeinin 僧侶、作業療法士 ○
29 高木錬太郎 たかぎれんたろう 第1 304 立憲 比例北関東 http://rentaro-takagi.com/ 枝野幸男（衆）秘書 ○
30 中谷一馬 なかたにかずま 第1 509 立憲 比例南関東 http://kazumanakatani.com/ 菅直人（衆）秘書、神奈川県県議会議員 ○ ○
31 宮川伸 みやかわしん 第1 723 立憲 比例南関東 http://smiyakawa.com/ 生物学者（理学博士）、NPO法人理事 ○ ○
32 松平浩一 まつだいらこういち 第2 607 立憲 比例北信越 　－ 弁護士、渡辺秀央（参）秘書 ○ ○
33 山本和嘉子 やまもとわかこ 第2 424 立憲 比例北信越 　－ 福山哲郎（参）秘書 ○
34 日吉雄太 ひよしゆうた 第2 321 立憲 比例東海 http://www.hiyoshi-yuta.org/ 公認会計士 ○
35 松田功 まつだいさお 第2 401 立憲 比例東海 　－ 赤松広隆（衆）秘書、北名古屋市議会副議長 ○ ○
36 桜井周 さくらいしゅう 第2 409 立憲 比例近畿 http://www.sakuraishu.net/ 弁理士、伊丹市議会議員 ○ ○
37 長尾秀樹 ながおひでき 第1 1113 立憲 比例近畿 http://nagaohideki.com/ 大阪市会議員 ○
38 西岡秀子 にしおかひでこ 第2 1124 希望 長崎1区 https://nishiokahideko.com/ 西岡武夫（参院議長）秘書 ○
39 緑川貴士 みどりかわたかし 第2 202 希望 比例東北 http://midori-kawa.jp/ 元秋田朝日放送アナウンサー ○
40 森田俊和 もりたとしかず 第2 1003 希望 比例北関東 http://www.morita-toshikazu.com/ 埼玉県議会議員 ○
41 青山大人 あおやまやまと 第2 201 希望 比例北関東 http://www.aoyamayamato.net/ 丹羽雄哉（衆）秘書、茨城県議会議員 ○ ○
42 浅野哲 あさのさとし 第1 406 希望 比例北関東 https://asanosatoshi.com/ 大畠章宏（衆）秘書 ○
43 伊藤俊輔 いとうしゅんすけ 第2 1122 希望 比例東京 http://www.i-shunsuke.com/ 伊藤公介（衆）秘書 ○
44 関健一郎 せきけんいちろう 第2 807 希望 比例東海 https://www.facebook.com/SekiKenichiro88 元NHK記者 ○
45 源馬謙太郎 げんまけんたろう 第1 624 希望 比例東海 http://gemma-kentaro.com/ 静岡県議会議員、予備自衛官 ○ ○
46 井上一徳 いのうえかずのり 第2 1123 希望 比例近畿 https://twitter.com/kazunori_kibou 防衛省情報本部副本部長 ○
47 太田昌孝 おおたまさたか 第1 922 公明 比例北信越 http://www.m-oota.com/ 長野市役所職員、長野県議会議員、防災士 ○ ○
48 串田誠一 くしだせいいち 第1 1009 維新 比例南関東 https://www.kushidaseiichi.com/ 弁護士、元法政大学大学院教授、漫画原作者 ○ ○
49 森夏枝 もりなつえ 第1 1013 維新 比例近畿 http://morinatsue.net/ 大阪維新の会党本部職員 ○
50 青山雅幸 あおやままさゆき 第2 320 無会 比例東海 https://www.aoyama-masayuki.com/ 弁護士 ○

【凡例】

・記載順は衆議院における会派別とし、会派内の選挙区別としてあります。また議員の氏名は、衆議院への届出に準じます。

・議員会館の棟および室番号情報は、衆議院事務局の公開情報（2017.11現在）に準拠しています。

・ホームページ等URL情報は、本一覧の作成時点（2017.11現在）となりますのであらかじめご了承願います。

・備考および主な経歴については、公開情報からの参照に基づきます。正確を心掛けておりますが、万が一の不足等ございます場合はあらかじめご了承いただけますようお願いいたします。

・その他記載情報については、財団ホームページ記載の「サイトのご利用について」に準じます。
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