
参議院農林水産委員会　委員名簿　2020年11月17日現在

№ 役職 議員名 ふりがな 会派 部屋 TEL FAX メールアドレス 選挙区 住所 (地元 or 後援会事務所） 地元事務所
Tel

地元事務所
Fax

備考

1 委員
長

上月　良祐 こうづき　りょうすけ 自民 704 03-6550-0704 03-6551-0704 info@kouzuki-r.com 茨城 〒310-0063　茨城県水戸市五軒町1-3-4-301 029-291-7231 029-291-8511 https://www.kouzuki-r.com/

2 理事 堂故　茂 どうこ　しげる 自民 1003 03-6550-1003 03-6551-1003 info@douko-shigeru.com 富山 〒935-0004　氷見市北大町3-5 0766-74-3217 0766-72-2693 https://www.douko-shigeru.com/

3 理事 藤木　眞也 ふじき　しんや 自民 1006 03-6550-1006 03-6550-1006 比）全国 〒101-0047　東京都千代田区内神田2-12-12　安輝ビル4 03-6262-9936 03-6262-9937 https://www.fujiki-shinya.com/

4 理事 山田　修路 やまだ　しゅうじ 自民 805 03-6550-0805 03-6551-0805 石川 〒920-0025　石川県金沢市駅西本町3丁目14-24　オネス
トビル302

076-256-0270 076-256-0271 https://yamada-syuji.com/

5 理事 田名部　匡代 たなぶ　まさよ 立憲 1106 03-6550-1106 03-6551-1106 office@masayo.gr.jp 青森 〒031-0088　青森県八戸市岩泉町４−７ 0178-44-1414 0178-45-8373 http://www.masayo.gr.jp/

6 理事 紙　智子 かみ　ともこ 共産 710 03-6550-0710 03-6551-0710 tomoko_kami51@sangiin.g
o.jp

比）全国 〒065-0012　北海道札幌市東区北12条東2丁目3-2
〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央4-3-28　朝市ビル

011-750-6677
022-223-7572

011-750-6678
022-264-2596

https://www.kami-tomoko.jp/

7 委員 櫻井　充 さくらい　みつる 自民 512 03-6550-0512 03-6551-0512 mitsuru_sakurai@sangiin.g
o.jp

宮城 〒980-0811　仙台市青葉区一番町1-1-30　南町通有楽館
ビル2階

022-723-4077 022-723-4088 https://www.dr-sakurai.jp/

8 委員 清水　真人 しみず　まさと 自民 923 03-6550-0923 03-6551-0923 info@shimizumasato.com 群馬 〒371-0805　群馬県前橋市南町2丁目38-4　AMビル1階 027-212-9366 027-212-9367 https://shimizumasato.com/

9 委員 世耕　弘成 せこう　ひろしげ 自民 1017 03-6550-1017 03-6551-1017 和歌山 〒640-8232　和歌山市南汀丁22　汀ビル２Ｆ 073-427-1515 https://sekohiroshige.jp/
10 委員 高橋　克法 たかはし　かつのり 自民 324 03-6550-0324 03-6551-0324 栃木 〒329-1232　栃木県塩谷郡高根沢町光陽台1-1-2 サンヒ

ルシティ内
028-675-6500 028-675-4822 https://www.katsunori.info/

11 委員 中西　祐介 なかにし　ゆうすけ 自民 662 03-6550-0622 03-6551-0622 徳島・高知 〒770-8056　徳島県徳島市問屋町31
〒780-0861　高知県高知市升形1-21　自民会館

088-655-8852 088-655-8853
088-821-0515

https://yusuke-nakanishi.info/

12 委員 野村　哲郎 のむら　てつろう 自民 1120 03-6550-1120 03-6551-1120 鹿児島 〒890-0062　鹿児島市鴨池新町6-5前田ビル404 099-206-7557 099-206-7558 http://www.nomura-best.jp/

13 委員 石垣　のりこ いしがき　のりこ 立憲 813 03-6550-0813 03-6551-0813 宮城 〒980-0014　宮城県仙台市青葉区本町3丁目5-21 アーカ
ス本町ビル1F

022-355-9737 022-355-9738 https://www.norikorock.com/

14 委員 郡司　彰 ぐんじ　あきら 立憲 912 03-6550-0912 03-6551-0912 akira_gunji@sangiin.go.jp 茨城 〒310-0022　茨城県水戸市梅香2-1-39　茨城労働福祉会
館３階

029-228-9565 029-228-1774 http://www.gunji-akira.com/

15 委員 森　ゆうこ もり　ゆうこ 立憲 304 03-6550-0304 03-6551-0304 新潟 〒956-0864　新潟市秋葉区新津本町1-3-22 0250-21-0222 0250-21-0888 http://www.mori-yuko.com/

16 委員 河野　義博 かわの　よしひろ 公明 720 03-6550-0720 03-6551-0720 比）全国 〒810-0045　福岡市中央区草香江1-4-34エーデル大濠
202号

http://kawano-yoshihiro.com/

17 委員 熊野　正士 くまの　せいし 公明 1118 03-6550-1118 03-6551-1118 比）全国 〒542-0082　大阪市中央区島之内1-1-14　三和第一ビル
205

06-6121-5700 06-6121-5720 https://www.kumano-seishi.com/

18 委員 高橋　光男 たかはし　みつお 公明 614 03-6550-0614 03-6551-0614 兵庫 〒650-0015　兵庫県神戸市中央区多聞通3-3-16　甲南第
1ビル　1102号室

078-367-6755 078-367-6756 https://takahashi-mitsuo.com/

19 委員 石井　苗子 いしい　みつこ 維新 1115 03-6550-1115 03-6551-1115 比）全国 https://ishiimitsuko.com/

20 委員 舟山　康江 ふなやま　やすえ 民主 810 03-6550-0810 03-6551-0810 山形 〒990-0039　山形県山形市香澄町3-2-1 山交ビル8階 023-627-2780 023-674-0278 https://www.y-funayama.jp/

21 委員 須藤　元気 すどう　げんき 無 914 03-6550-0914 03-6551-0914 比）全国 https://sudogenki.com/
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/giinsitsu/201021giinsitsu.pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/konkokkai/current/list/l0070.htm

参照： https://democracy.minibird.jp/councillors.php
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