
衆議院民主党議員名簿

国会議員の氏名 ふりがな 衆 参 選挙区 総務省届出資金管理団体 都道府県選挙管理委員会届出団体名
都道府県名

赤松　広隆 あかまつ　ひろたか 6 比例･東海 愛知　　　赤松政治経済研究会
安住　淳 あずみ　じゅん 4 宮城５ 淳風会
池田　元久 いけだ　もとひさ 5 比例･南関東 神奈川　　神奈川政経フォーラム
石関　貴史 いしぜき　たかし 1 比例･北関東 群馬　　　石関政経懇話会
泉　健太 いずみ　けんた 2 京都３ 京都　　　市民政策ネットワーク
市村　浩一郎 いちむら　こういちろう 2 比例･近畿 兵庫　　　浩龍会
岩國　哲人 いわくに　てつんど 4 比例･南関東 行政研究会
内山　晃 うちやま　あきら 2 比例･南関東 生活防衛研究会
枝野　幸男 えだの　ゆきお 5 埼玉５ ２１世紀都市文化フォ－ラム
大串　博志 おおぐし　ひろし 1 比例･九州 大串博志後援会
逢坂　誠二 おおさか　せいじ 1 比例･北海道 北海道　　北海道逢坂誠二後援会
大島　敦 おおしま　あつし 3 埼玉６ 埼玉　　　大島敦後援会
太田　和美 おおた　かずみ 1 千葉7 千葉　　　都市経営フォーラム
大畠　章宏 おおはた　あきひろ 6 茨城５ 地球エネルギー環境経済研究会
岡田　克也 おかだ　かつや 6 三重３ 岡田かつや後援会
岡本 充功 おかもと　みつのり 2 比例･東海 愛知　　　岡本充功を励ます会
小川　淳也 おがわ　じゅんや 1 比例･四国 香川　　　淳正会
奥村　展三 おくむら　てんぞう 2 1 比例･近畿 飛翔会
小沢　一郎 おざわ　いちろう 13 岩手１ 陸山会
小沢　鋭仁 おざわ　さきひと 5 山梨１ 小沢さきひとを育てる会
加藤　公一 かとう　こういち 3 比例･東京 東京　　　加藤公一にちゃんとした国政をやらせる会
金田　誠一 かねた　せいいち 5 北海道８ 北海道　　誠心政経フォーラム
川内　博史 かわうち　ひろし 4 比例･九州 創史会
川端　達夫 かわばた　たつお 7 比例･近畿 川友政治研究会
河村　たかし かわむら　たかし 5 愛知１ 愛知　　　河村たかし政策研究会
菅　直人 かん　なおと 9 東京１８ 草志会
黄川田　徹 きかわだ　とおる 3 岩手３ 岩手　　　徹政会
菊田　まきこ きくた　まきこ 2 新潟４ 新潟　　　菊田真紀子後援会
北神　圭朗 きたがみ　けいろう 1 比例･近畿 京都　　　日本をあらためる会
北橋　健治 きたはし　けんじ 6 比例･九州
吉良　州司 きら　しゅうじ 2 大分１ 吉良州司と元気な大分を創る会
玄場　光一郎 げんば　こういちろう 5 福島３ ２１世紀政文会
郡　和子 こおり　かずこ 1 比例･東北 宮城　　　郡和子の会
古賀　一成 こが　いっせい 6 比例･九州 緑都創造研究会
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小平　忠正 こだいら　ただまさ 6 北海道１０ 新政治推進協議会
小宮山　泰子 こみやま　やすこ 2 比例･北関東 埼玉　　　未来政策研究会
小宮山　洋子 こみやま　ようこ 3 1 比例･東京 小宮山洋子政策研究会
近藤　昭一 こんどう　しょういち 4 愛知３ 愛知　　　２１世紀の国づくりを考える会
近藤　洋介 こんどう　ようすけ 2 比例･東北 近藤洋介と次代を創る会
後藤　斎 ごとう　ひとし 2 比例･南関東 山梨　　　後藤ひとし後援会
佐々木　隆博 ささき　たかひろ 1 北海道６ 北海道　　２１ネットワークしべつ
笹木　竜三 ささき　りゅうぞう 3 比例･北信越 福井　　　日本とふくいの新生フォーラム
階　猛 しな　たけし 1 岩手１
篠原　孝 しのはら　たかし 2 比例･北信越 長野　　　緑政会
下条　みつ しもじょう　みつ 2 長野２ みつの会
神風　英男 じんぷう　ひでお 2 比例･北関東 埼玉　　　神風英男後援会
末松　義規 すえまつ　よしのり 4 比例･東京 新・創造フォーラム
鈴木　克昌 すずき　かつまさ 2 愛知１４ 愛知　　　穂の国三河政経研究会
仙谷　由人 せんごく　よしと 5 徳島１ 制度改革フォーラム
園田　康博 そのだ　やすひろ 2 比例･東海 岐阜　　　小節憲政研究会
高井　美穂 たかい　みほ 2 比例･四国 徳島　　　高井美穂とふるさとネットワーク
高木　義明 たかき　よしあき 6 長崎１ 長崎　　　長崎政治経済研究会議
高山　智司 たかやま　さとし 2 比例･北関東 埼玉　　　高山智司後援会
武正　公一 たけまさ　こういち 3 埼玉１ 都市政策研究会
田島　一成 たじま　いっせい 2 滋賀２ 滋賀　　　一政会
田嶋　要 たじま　かなめ 2 比例･南関東 千葉　　　たじま要後援会
達増　拓也 たっそ　たくや 4 岩手１ 岩手　　　世界にはばたく岩手の会
田中　眞紀子 たなか　まきこ 5 新潟５（無所属）田中眞紀子後援会
田名部　匡代 たなぶ　まさよ 2 比例･東北 東日本匡愛会
田村　謙治 たむら　けんじ 2 比例･東海 静岡　　　田村謙治後援会
筒井　信隆 つつい　のぶたか 4 新潟６ 新潟　　　新潟岡山　　　政経秋田　　　懇話会
津村　啓介 つむら　けいすけ 2 岡山２ 岡山　　　津村啓介後援会
寺田　学 てらだ　まなぶ 2 秋田１ 秋田　　　寺田学後援会
土肥　隆一 どい　りゅういち 6 比例･近畿 兵庫　　　どい隆一をはげます会
中井　洽 なかい　ひろし 10 比例･東海 洽和会
中川　正春 なかがわ　まさはる 4 三重２ 三重　　　新政会
仲野　博子 なかの　ひろこ 2 北海道７ 北海道　　仲野ひろ子と新世紀ネットワーク
長島　昭久 ながしま　あきひさ 2 比例･東京 東京　　　長島昭久を育てる会
長妻　昭 ながつま　あきら 3 比例･東京 東京　　　昭尽会
長安　豊 ながやす　たかし 2 大阪１９ 大阪　　　長安たかし後援会
西村　智奈美 にしむら　ちなみ 2 新潟１ 新潟　　　西村ちなみと１００人委員会
野田　佳彦 のだ　よしひこ 4 千葉４ 千葉　　　未来クラブ
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羽田　孜 はた　つとむ 13 長野３ 親和会
鉢呂　吉雄 はちろ　よしお 6 北海道４ 北海道　　はちろ吉雄と２１世紀の会
鳩山　由紀夫 はとやま　ゆきお 7 北海道９ 友愛政経懇話会
原口　一博 はらぐち　かずひろ 4 比例･九州 原口一博後援会
伴野　豊 ばんの　ゆたか 3 比例･東海 愛知　　　ばんの豊総合政策研究会
平岡　秀夫 ひらおか　ひでお 3 比例･中国 山口　　　秀友会
平野　博文 ひらの　ひろふみ 4 大阪１１ 大阪　　　平野博文後援会
福田　昭夫 ふくだ　あきお 1 比例･北関東 栃木　　　福田あきお後援会政治経済研究会
藤井　裕久 ふじい　ひろひさ 6 2 比例･南関東
藤村　修 ふじむら　おさむ 5 比例･近畿 大阪　　　大阪マルチメディア研究会
古川　元久 ふるかわ　もとひさ 4 愛知２ ふるげん未来塾
古本　伸一郎 ふるもと　しんいちろう 2 愛知１１ 政伸会
細川　律夫 ほそかわ　りつお 6 比例･北関東 埼玉　　　政治経済フォーラム２１
細野　豪志 ほその　ごうし 3 静岡５ 静岡　　　伊豆政策研究会
前田　雄吉 まえだ　ゆうきち 3 比例･東海 愛知　　　未来京都　　　政策研究会
前原　誠司 まえはら　せいじ 5 京都２ 京都　　　新緑会
牧　義夫 まき　よしお 3 愛知４ 牧義夫を育てる会
松木　謙公 まつき　けんこう 2 比例･北海道 北海道　　新世紀研究会
松野　頼久 まつの　よりひさ 3 熊本１ 政治システム研究会
松原　仁 まつばら　じん 3 比例･東京 東京　　　東京未来の会
松本　剛明 まつもと　たけあき 3 比例･近畿 松本たけあき後援会
松本　大輔 まつもと　だいすけ 2 比例･中国 広島　　　松本大輔後援会
松本　龍 まつもと　りゅう 6 福岡１ 福岡　　　政治文化フォーラム
馬渕　澄夫 まぶち　すみお 2 奈良１ 奈良　　　まぶち会
三日月　大造 みかづき　たいぞう 2 滋賀３ キラリ会
三谷　光男 みたに　みつお 1 比例･中国 広島　　　三谷光男後援会
三井　辨雄　 みつい　わきお 3 北海道２ 三井わきおと進む会
村井　宗明 むらい　むねあき 2 比例･北信越 富山　　　村井宗明政策研究所
森本　哲生 もりもと　てつお 1 比例･東海 三重　　　緑志会
山岡　賢次 やまおか　けんじ 4 2 比例･北関東 賢友会
山口　壮 やまぐち　つよし 2 比例･近畿 ミッション２１
山田　正彦 やまだ　まさひこ 4 比例･九州 長崎　　　長崎組織工学研究会
山井　和則 やまのい　かずのり 3 京都６ 京都　　　やまのい和則と日本の未来を創る会
柚木　道義 ゆずき　みちよし 1 岡山４ 岡山　　　柚木みちよし後援会
横光　克彦 よこみつ　かつひこ 5 比例･九州 横光克彦「清烈の会」
横山　北斗 よこやま　ほくと 1 比例･東北 青森　　　横山北斗後援会
吉田　泉 よしだ　いずみ 2 比例･東北 福島　　　政治リフォーム研究会
笠　浩史 りゅう　ひろふみ 2 比例･南関東 笠ひろふみ応援団
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鷲尾　英一郎 わしお　えいいちろう 1 比例･北信越 新潟　　　イーグル会
渡辺　恒三 わたなべ　こうぞう 13 福島４ 恒山会
渡辺　周 わたなべ　しゅう 4 静岡６ 静岡　　　未来都市構想研究会
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