
（敬称略）
役職 政党・会派 名前 ＴＥＬ ＦＡＸ 選挙区 改選/非改選 備考 ＨＰ

委員長 自民党 鴻池　祥肇 03-6550-1001 03-3502-7009 兵庫 非改選 元防災相 http://www.kounoike-web.com/

理事 自民党 石井　準一 03-6550-0506 03-5512-2606 千葉 非改選 http://www.ishii-junichi.com/

理事 自民党 佐藤　正久 03-6550-0705 03-6551-0705 比例 非改選 http://hige-sato.jp/

理事 自民党 塚田　一郎 03-6550-1117 03-6551-1117 新潟 非改選 https://www.t-ichiro.net/

理事 自民党 馬場　成志 03-6550-1016 03-6551-1016 熊本 非改選 https://www.babaseishi.jp/

理事 自民党 堀井　巌 03-6550-0417 03-6551-0417 奈良 非改選 http://iwao.nara.jp/

理事 民主党 北澤　俊美 03-6550-0424 03-6551-0424 長野 改選 元防衛相 http://kitazawa.tsukaeru.info/index.htm

理事 民主党 福山　哲郎 03-6550-0808 03-6551-0808 京都 改選 http://www.fukuyama.gr.jp/

理事 公明党 荒木　清寛 03-6550-1115 03-6551-1115 比例 改選 http://www.k-araki.net/

理事 維新の党 小野　次郎 03-6550-0620 03-6551-0620 比例 改選 http://onojiro.jp/oj/

役職 政党・会派 名前 ＴＥＬ ＦＡＸ 選挙区 改選/非改選 備考 ＨＰ

委員 自民党 愛知　治郎 03-6550-0623 03-6551-0623 宮城 非改選 http://a-jiro.jp/

委員 自民党 石田　昌宏 03-6550-1101 03-6551-1101 比例 非改選 http://www.masahiro-ishida.com/

委員 自民党 猪口　邦子 03-6550-1105 03-6551-1105 千葉 改選 元少子化相 http://www.kunikoinoguchi.jp/

委員 自民党 大沼　みずほ 03-6550-0312 03-6551-0312 山形 非改選 https://mizuho-onuma.jp/

委員 自民党 北村　経夫 03-6550-1109 03-6551-1109 比例 非改選 http://www.tsuneo-kitamura.jp/

委員 自民党 上月　良祐 03-6550-0704 03-6551-0704 茨城 非改選 http://www.kouzuki-r.com/

委員 自民党 高橋　克法 03-6550-0324 03-6551-0324 栃木 非改選 https://www.katsunori.info/

委員 自民党 豊田　俊郎 03-6550-1213 03-6551-1213 千葉 非改選 https://toyodatoshiro.jp/

委員 自民党 三木　享 03-6550-0505 03-6551-0505 徳島 非改選 http://miki-toru.jp/

委員 自民党 三宅　伸吾 03-6550-0604 03-6551-0604 香川 非改選 http://www.miyakeshingo.net/index.php

委員 自民党 森　まさこ 03-6550-0924 03-6551-0924 福島 非改選 元消費者相 http://www.morimasako.com/

委員 自民党 山下　雄平 03-6550-0916 03-6551-0916 佐賀 非改選 https://www.yuhey.jp/

委員 自民党 山本　一太 03-6550-0609 03-3508-2281 群馬 非改選 元沖縄相 http://www.ichita.com/

委員 自民党 山本　順三 03-6550-1019 03-6551-1019 愛媛 改選 http://www.j-yamamoto.net/

委員 民主党 小川　勝也 03-6550-1217 03-6551-1217 北海道 非改選 http://www.ogawa-k.net/

委員 民主党 小川　敏夫 03-6550-0605 03-6551-0605 東京 改選 元法相 http://www.ogawatoshio.com/

委員 民主党 大塚　耕平 03-6550-1121 03-6551-1121 愛知 非改選 http://ohtsuka-kohei.jp/

委員 民主党 大野　元裕 03-6550-0618 03-6551-0618 埼玉 改選 https://www.oonomotohiro.jp/

委員 民主党 小西　洋之 03-6550-0915 03-6551-0915 千葉 改選 http://konishi-hiroyuki.jp/

委員 民主党 那谷屋　正義 03-6550-0409 03-6551-0409 比例 改選 http://nataniya.jp/

委員 民主党 白　眞勲 03-6550-1116 03-6551-1116 比例 改選 http://www.haku-s.net/

委員 民主党 広田　一 03-6550-0507 03-6551-0507 高知 改選 http://www.hirota1.com/

委員 民主党 蓮舫 03-6550-0411 03-6551-0411 東京 改選 元行革相 http://renho.jp/

委員 公明党 谷合　正明 03-6550-0922 03-6551-0922 比例 改選 http://m-taniai.jugem.jp/

委員 公明党 平木　大作 03-6550-0422 03-6551-0422 比例 非改選 http://hiraki.komeinet.com/

委員 公明党 矢倉　克夫 03-6550-0401 03-6551-0401 埼玉 非改選 http://www.yakura-katsuo.jp/

委員 維新の党 片山　虎之助 03-6550-0418 03-6551-0418 比例 改選 http://www.toranosuke.net/index.html

委員 共産党 井上　哲士 03-6550-0321 03-6551-0321 比例 非改選 http://www.inoue-satoshi.com/

委員 共産党 仁比　聡平 03-6550-0815 03-6551-0815 比例 非改選 http://nihi.nihinet.info/

委員 元気 山口　和之 03-6550-1113 03-6551-1113 比例　 非改選 http://www.team-kazuyuki.com/

委員 次世代の党 和田　政宗 03-6550-1220 03-6551-1220 宮城 非改選 https://www.wadamasamune.com/#

委員 無所属クラブ 水野　賢一 03-6550-0519 03-6551-0519 千葉 改選 http://mizunokenichi.com/

委員 社民党 福島　みずほ 03-6550-1111 03-6551-1111 比例 改選 http://www.mizuhoto.org/

委員 生活の党 山本　太郎 03-6550-0302 03-6551-0302 東京 非改選 https://www.taro-yamamoto.jp/

委員 新党改革 荒井　広幸 03-6550-0721 03-3508-9677 比例 改選 http://ameblo.jp/arai-hiroyuki/

参議院安保法制特別委員会名簿（継承略）

●議員に直接伝えるには、ＦＡＸが手軽で有効です。裏面のＦＡＸ用紙に一言書いて送りましょう。
○ＦＡＸは匿名でも可能です。記入済み用紙を提出していただいて送信を事務局が代行することも可能です。

憲法違反の安保法制改悪反対８・２３県民集会実行委員会
（連絡先）福井県平和センター 0776-21-5321
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戦争はイヤです！

集団的自衛権行使は憲法違反です！

憲法違反の「安保法制」に「反対」してください！

２０１５年 月 日

意見・要望


