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衆議院 

選出 政党 氏名 電話 ＦＡＸ メール 

京都 2 区 民主 前原誠司 075-723-2751 075-702-9726 g04176@shugiin.go.jp 

兵庫 11 区 民主 松本剛明 079-282-5516 079-282-5517 info-matsumoto@memenet.or.jp 

兵庫 12 区 民主 山口壯 0791-23-6122 0791-23-6145 mail@mission21.gr.jp 

奈良 1 区 民主 馬淵澄夫 0742-40-5531 0742-40-5532 office@mabuti.net 

和歌山 1 区 民主 岸本周平 073-402-1234 073-402-1239 info@shuhei-k.jp 

比例(滋賀 3 区) 民主 三日月大造 077-563-4404 077-563-4480 kirari@genki1.com 

比例(京都 3 区) 民主 泉健太 075-646-5566 075-646-5567 office@ikenta.net 

比例(大阪 10 区) 民主 辻本清美 072-686-2395 072-686-2396 info@kiyomi.gr.jp 

京都 6 区 民主 山井和則 0774-54-0703 0774-54-0705 kyoto@yamanoi.net 

大阪 3 区 公明 佐藤茂樹 06-6653-3630 06-6653-3650   

大阪 5 区 公明 国重徹 06-6885-6000 06-6885-6001   

大阪 6 区 公明 伊佐進一 06-6992-8881 06-6992-8887   

大阪 16 区 公明 北側一雄 072-221-2706 072-221-3001 info@kitagawa-sakai.jp 

兵庫 2 区 公明 赤羽一嘉 078-575-5139 078-575-5140   

兵庫 8 区 公明 中野洋昌 06-6415-0220  06-6415-0230   

比例 公明 竹内譲 075-417-4440   075-441-8484  h11495@shugiin.go.jp 

比例 公明 浮島智子 06-6942-1150 06-6942-1155   

比例 公明 樋口尚也 06-6532-8866 06-6532-8876 office@higuchi-komei.jp 

比例 公明 濱村進 078-862-5000 078-862-5001   

大阪 1 区 維新 井上英孝 06-6763-2752 06-6763-2223 hidetaka-i@energy.ocn.ne.jp 

大阪 4 区 維新 村上政俊 06-6225-7506 06-6225-7504 info@murakami-masatoshi.jp 

大阪 8 区 維新 木下智彦 06-6857-1125 06-6857-1126 toyonaka@kinoshita-tomohiko.net 

大阪 9 区 維新 足立康史 072-623-5834 072-623-5837 info@adachiyasushi.jp 

大阪 10 区 維新 松浪健太 072-685-7188 072-685-7189 info@kentakenta.org 

大阪 11 区 維新 伊東信久 072-898-0777 072-898-0888  

大阪 13 区 維新 西野弘一 072-965-6331 072-968-1600 koichi-nishino@hct.zaq.ne.jp 

大阪 14 区 維新 谷畑孝 072－994－5005 03-3508-3726 g02813@shugiin.go.jp 

大阪 15 区 維新 浦野靖人 072-330-6700 072-336-0037  

大阪 17 区 維新 馬場伸幸 072-274-0771 072-274-0805 info@baba-nobuyuki.com 

大阪 19 区 維新 丸山穂高 072-486-0300 072-486-0301  

比例 維新 岩永裕貴 0748-62-1211 0748-63-4817 iwanagahiroki@gmail.com 

比例 維新 林原由佳 06-6654-3541 06-6654-3542  

比例 維新 上西小百合 06-6383-2326 06-6383-2327 info@uenishi-sayuri.com 

比例 維新 新原秀人 078-707-8637 078-707-8706  

比例 維新 三木圭恵 079-567-0234 079-567-0232  

比例 維新 杉田水脈 0797-69-6651 0797-69-6652 info@sugitamio.net 

比例 維新 阪口直人 0736-78-2844 0736-78-2855 naoto@naotosakaguchi.com 

比例 維新 東国原英夫 03-6435-5781 03-6435-5782  

比例 維新 三宅博 072-949-1388 072-949-0458 h-miyake@agate.plala.or.jp 

比例(兵庫 1 区) みんな 井坂信彦 078-271-3705 078-271-3707 info@minna-isaka.jp 

比例(兵庫 7 区) みんな 畠中光成 0798-36-8222 0798-36-8223 office@hatanaka.cdx.jp 

比例(京都 1 区) 共産 穀田恵二 075-211-5371 075-241-3802 info@kokuta-keiji.jp 

比例 共産 宮本岳志  06-6768-7371 06-6762-2673 takeshi@miyamoto-net.net 

比例(大阪 6 区) 生活 村上史好 06-6902-1958 06-6902-1959   

            
参議院 

選出 政党 氏名 電話 ＦＡＸ メール 

滋賀 民主 林久美子 0748-20-0935 0748-20-0936  

京都 民主 福山哲郎 075-213-0988 075-213-0977 f-kyoto@fukuyama.gr.jp 

大阪 民主 尾立源幸 06-6920-4080 06-6920-4118 info@odachi.com 

兵庫 民主 水岡俊一 078-334-2355 078-334-2655 shunichi_mizuoka@sangiin.go.jp 

奈良 民主 前川清成 0742-32-3366 0742-32-3377 maekawa@maekawa-kiyoshige.net 

大阪 公明 石川博崇 06-6766-1458 06-6766-0616  

大阪 公明 杉久武 06-6773-0234 06-6773-0235  

大阪 維新 東とおる 06-6681-0350 06-6681-0316 info@azuma-toru.jp 

兵庫 維新 清水貴之 078-381-7007 078-381-7006  

京都 共産 倉林明子 075-231-5198 075-241-3802   

大阪 共産 辰巳孝太郎 06-6768-7371  06-6762-2673    
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