
議　員　名 室番号 会派 議　員　名 室番号 会派 議　員　名 室番号 会派 議　員　名 室番号 会派
金　子　原二郎 1202 自民 滝　沢　　　求 522 自民 舞　立　昇　治 603 自民

安　達　　　澄 419 無 紙　　　智　子 710 共産 滝　波　宏　文 307 自民 牧　野　たかお 812 自民
足　立　信　也 613 民主 川　合　孝　典 1223 民主 竹　内　　　功 714 自民 牧　山　ひろえ 1007 立憲
足　立　敏　之 501 自民 川　田　龍　平 508 立憲 竹　内　真　二 801 公明 増　子　輝　彦 602 自民
阿　達　雅　志 309 自民 河　野　義　博 720 公明 竹　谷　とし子 517 公明 松　川　る　い 407 自民
青　木　　　愛 507 立憲 武　田　良　介 408 共産 松　下　新　平 824 自民
青　木　一　彦 814 自民 木戸口　英　司 715 立憲 武　見　敬　三 413 自民 松　村　祥　史 1023 自民
青　山　繁　晴 1215 自民 木　村　英　子 314 れ新 谷　合　正　明 922 公明 松　山　政　司 1124 自民
赤　池　誠　章 524 自民 吉　良　よし子 509 共産 丸　川　珠　代 902 自民
秋　野　公　造 711 公明 岸　　　真紀子 611 立憲 柘　植　芳　文 1114 自民
浅　田　　　均 621 維新 北　村　経　夫 1109 自民 鶴　保　庸　介 313 自民 三　浦　信　祐 804 公明
朝　日　健太郎 620 自民 三　浦　　　靖 811 自民
東　　　　　徹 510 維新 熊　谷　裕　人 1217 立憲 寺　田　　　静 204 無 三　木　　　亨 505 自民
有　田　芳　生 416 立憲 熊　野　正　士 1118 公明 三 原 じゅん子 823 自民
有　村　治　子 1015 自民 倉　林　明　子 1021 共産 堂　故　　　茂 1003 自民 三　宅　伸　吾 604 自民

郡　司　　　彰 912 立憲 徳　茂　雅　之 424 自民 水　岡　俊　一 305 立憲
井　上　哲　士 321 共産 徳　永　エ　リ 701 立憲 水　落　敏　栄 1013 自民
伊　藤　　　岳 609 共産 こやり　隆　史 716 自民 豊　田　俊　郎 1213 自民 宮　口　治　子 206 立憲
伊　藤　孝　江 1014 公明 小　池　　　晃 1208 共産 宮　崎　雅　夫 610 自民
伊　藤　孝　恵 1008 民主 小　西　洋　之 915 立憲 ながえ　孝　子 709 碧水 宮　崎　　　勝 1209 公明
伊　波　洋　一 519 沖縄 小　林　正　夫 406 民主 那谷屋　正　義 409 立憲 宮　沢　由　佳 322 立憲
石　井　　　章 1204 維新 古　賀　友一郎 1206 自民 中　川　雅　治 904 自民 宮　沢　洋　一 820 自民
石　井　準　一 506 自民 古　賀　之　士 1108 立憲 中曽根　弘　文 1224 自民 宮　島　喜　文 601 自民
石　井　浩　郎 713 自民 上　月　良　祐 704 自民 中　西　　　哲 423 自民 宮　本　周　司 1018 自民
石　井　正　弘 1214 自民 中　西　祐　介 622 自民
石　井　苗　子 1115 維新 佐々木　さやか 514 公明 長　浜　博　行 606 立憲 室　井　邦　彦 1122 維新
石　垣　のりこ 813 立憲 佐　藤　　　啓 708 自民 長　峯　　　誠 802 自民
石　川　大　我 1113 立憲 佐　藤　信　秋 722 自民 難　波　奨　二 821 立憲 元　榮　太一郎 909 自民
石　川　博　崇 616 公明 佐　藤　正　久 705 自民 森　　　まさこ 924 自民
石　田　昌　宏 1101 自民 　藤　嘉　隆 707 立憲 二之湯　　　智 921 自民 森　　　ゆうこ 304 立憲
石　橋　通　宏 523 立憲 酒　井　庸　行 723 自民 新　妻　秀　規 1112 公明 森　本　真　治 311 立憲
磯　﨑　仁　彦 624 自民 櫻　井　　　充 512 自民 西　田　昌　司 1110 自民 森　屋　　　隆 1211 立憲
礒　 　哲　史 1210 民主 里　見　隆　治 301 公明 西　田　実　仁 1005 公明 森　屋　　　宏 502 自民
市　田　忠　義 513 共産 山　東　昭　子 310 無
猪　口　邦　子 1105 自民 野　上　浩太郎 1010 自民 矢　倉　克　夫 401 公明
今　井　絵理子 315 自民 清　水　貴　之 404 維新 野　田　国　義 323 立憲 矢　田　わか子 1212 民主
岩　渕　　　友 1002 共産 清　水　真　人 923 自民 野　村　哲　郎 1120 自民 安　江　伸　夫 312 公明
岩　本　剛　人 205 自民 自　見　はなこ 504 自民 柳ヶ瀬　裕　文 703 維新

塩　田　博　昭 1117 公明 羽　田　次　郎 818 立憲 柳　田　　　稔 1222 民主
宇　都　隆　史 516 自民 塩　村　あやか 706 立憲 羽生田　　　俊 319 自民 山　口　那津男 806 公明
上　田　清　司 618 民主 芝　　　博　一 317 立憲 芳　賀　道　也 917 民主 山　﨑　真之輔 520 民主
上　野　通　子 918 自民 柴　田　　　巧 816 維新 長谷川　　　岳 619 自民 山　崎　正　昭 1201 自民
打　越　さく良 901 立憲 島　村　　　大 415 自民 馬　場　成　志 1016 自民 山　下　雄　平 916 自民
梅　村　　　聡 326 維新 下　野　六　太 913 公明 白　　　眞　勲 1116 立憲 山　下　芳　生 1123 共産
梅　村　みずほ 1004 維新 進　藤　金日子 719 自民 橋　本　聖　子 803 無 山　添　　　拓 817 共産

榛　葉　賀津也 1011 民主 鉢　呂　吉　雄 920 立憲 山　田　太　郎 623 自民
江　崎　　　孝 511 立憲 浜　口　　　誠 1022 民主 山　田　俊　男 809 自民
江　島　　　潔 1103 自民 須　藤　元　気 914 無 浜　田　　　聡 403 みん 山　田　　　宏 1205 自民
衛　藤　晟　一 1216 自民 末　松　信　介 905 自民 浜　田　昌　良 316 公明 山　谷　えり子 1107 自民

杉　　　久　武 615 公明 浜　野　喜　史 521 民主 山　本　香　苗 1024 公明
小　川　克　巳 405 自民 杉　尾　秀　哉 724 立憲 山　本　順　三 1019 自民
小　川　敏　夫 605 無 鈴　木　宗　男 1219 維新 比　嘉　奈津美 1221 自民 山　本　博　司 911 公明
小　沢　雅　仁 1119 立憲 平　木　大　作 422 公明
小　沼　　　巧 1012 立憲 世　耕　弘　成 1017 自民 平　山　佐知子 822 無 横　沢　高　徳 702 立憲
小野田　紀　美 318 自民 関　口　昌　一 1104 自民 横　山　信　一 402 公明
尾　 　秀　久 515 自民 福　岡　資　麿 919 自民 吉　川　沙　織 617 立憲
大　家　敏　志 518 自民 そのだ　修　光 607 自民 福　島　みずほ 1111 立憲 吉　川　ゆうみ 412 自民
大　塚　耕　平 1121 民主 福　山　哲　郎 808 立憲 吉　田　忠　智 906 立憲
大　野　 　正 503 自民 田　島　麻衣子 410 立憲 藤　井　基　之 1218 自民
太　田　房　江 308 自民 田名部　匡　代 1106 立憲 藤　川　政　人 717 自民 蓮　　　　　舫 411 立憲
岡　田　直　樹 807 自民 田　村　智　子 908 共産 藤　木　眞　也 1006 自民
岡　田　　　広 414 自民 田　村　ま　み 910 民主 藤　末　健　三 1009 自民 和　田　政　宗 1220 自民
音喜多　　　駿 612 維新 大　門　実紀史 1203 共産 舟　山　康　江 810 民主 若　松　謙　維 1207 公明

高　木　かおり 306 維新 舩　後　靖　彦 302 れ新 渡　辺　猛　之 325 自民
加　田　裕　之 819 自民 高　瀬　弘　美 907 公明 古　川　俊　治 718 自民 渡　辺　喜　美 1020 みん
嘉　田　由紀子 815 碧水 高　野　光二郎 421 自民
片　山　さつき 420 自民 高　橋　克　法 324 自民 堀　井　　　巌 417 自民
片　山　大　介 721 維新 高　橋　はるみ 303 自民 本　田　顕　子 1001 自民
片　山　虎之助 418 維新 高　橋　光　男 614 公明
勝　部　賢　志 608 立憲 髙　良　鉄　美 712 沖縄 　山　勇　一 320 立憲
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令和３年１２月２４日現在

室番号 議 　員　名 会派 室番号 議 　員　名 会派 階 室番号 議 　員　名 会派 室番号 議 　員　名 会派

1201 山　崎　正　昭 自民 1207 若　松　謙　維 公明 1213 豊　田　俊　郎 自民 1219 鈴　木　宗　男 維新

1202 金　子　原二郎 自民 1208 小　池　　　晃 共産 1214 石　井　正　弘 自民 1220 和　田　政　宗 自民

1203 大　門　実紀史 共産 1209 宮　崎　　　勝 公明 12 1215 青　山　繁　晴 自民 1221 比　嘉　奈津美 自民

1204 石　井　　　章 維新 1210 礒　 　哲　史 民主 階 1216 衛　藤　晟　一 自民 1222 柳　田　　　稔 民主

1205 山　田　　　宏 自民 1211 森　屋　　　隆 立憲 1217 熊　谷　裕　人 立憲 1223 川　合　孝　典 民主

1206 古　賀　友一郎 自民 1212 矢　田　わか子 民主 1218 藤　井　基　之 自民 1224 中曽根　弘　文 自民

1101 石　田　昌　宏 自民 1107 山　谷　えり子 自民 1113 石　川　大　我 立憲 1119 小　沢　雅　仁 立憲

1102 1108 古　賀　之　士 立憲 1114 柘　植　芳　文 自民 1120 野　村　哲　郎 自民

1103 江　島　　　潔 自民 1109 北　村　経　夫 自民 11 1115 石　井　苗　子 維新 1121 大　塚　耕　平 民主

1104 関　口　昌　一 自民 1110 西　田　昌　司 自民 階 1116 白　　　眞　勲 立憲 1122 室　井　邦　彦 維新

1105 猪　口　邦　子 自民 1111 福　島　みずほ 立憲 1117 塩　田　博　昭 公明 1123 山　下　芳　生 共産

1106 田名部　匡　代 立憲 1112 新　妻　秀　規 公明 1118 熊　野　正　士 公明 1124 松　山　政　司 自民

1001 本　田　顕　子 自民 1007 牧　山　ひろえ 立憲 1013 水　落　敏　栄 自民 1019 山　本　順　三 自民

1002 岩　渕　　　友 共産 1008 伊　藤　孝　恵 民主 1014 伊　藤　孝　江 公明 1020 渡　辺　喜　美 みん

1003 堂　故　　　茂 自民 1009 藤　末　健　三 自民 10 1015 有　村　治　子 自民 1021 倉　林　明　子 共産

1004 梅　村　みずほ 維新 1010 野　上　浩太郎 自民 階 1016 馬　場　成　志 自民 1022 浜　口　　　誠 民主

1005 西　田　実　仁 公明 1011 榛　葉　賀津也 民主 1017 世　耕　弘　成 自民 1023 松　村　祥　史 自民

1006 藤　木　眞　也 自民 1012 小　沼　　　巧 立憲 1018 宮　本　周　司 自民 1024 山　本　香　苗 公明

901 打　越　さく良 立憲 907 高　瀬　弘　美 公明 913 下　野　六　太 公明 919 福　岡　資　麿 自民

902 丸　川　珠　代 自民 908 田　村　智　子 共産 914 須　藤　元　気 無 920 鉢　呂　吉　雄 立憲

903 909 元　榮　太一郎 自民 915 小　西　洋　之 立憲 921 二之湯　　　智 自民

904 中　川　雅　治 自民 910 田　村　ま　み 民主 916 山　下　雄　平 自民 922 谷　合　正　明 公明

905 末　松　信　介 自民 911 山　本　博　司 公明 917 芳　賀　道　也 民主 923 清　水　真　人 自民

906 吉　田　忠　智 立憲 912 郡　司　　　彰 立憲 918 上　野　通　子 自民 924 森　　　まさこ 自民

801 竹　内　真　二 公明 807 岡　田　直　樹 自民 813 石　垣　のりこ 立憲 819 加　田　裕　之 自民

802 長　峯　　　誠 自民 808 福　山　哲　郎 立憲 814 青　木　一　彦 自民 820 宮　沢　洋　一 自民

803 橋　本　聖　子 無 809 山　田　俊　男 自民 815 嘉　田　由紀子 碧水 821 難　波　奨　二 立憲

804 三　浦　信　祐 公明 810 舟　山　康　江 民主 816 柴　田　　　巧 維新 822 平　山　佐知子 無

805 811 三　浦　　　靖 自民 817 山　添　　　拓 共産 823 三 原 じゅん子 自民

806 山　口　那津男 公明 812 牧　野　たかお 自民 818 羽　田　次　郎 立憲 824 松　下　新　平 自民

701 徳　永　エ　リ 立憲 707 　藤　嘉　隆 立憲 713 石　井　浩　郎 自民 719 進　藤　金日子 自民

702 横　沢　高　徳 立憲 708 佐　藤　　　啓 自民 714 竹　内　　　功 自民 720 河　野　義　博 公明

703 柳ヶ瀬　裕　文 維新 709 ながえ　孝　子 碧水 715 木戸口　英　司 立憲 721 片　山　大　介 維新

704 上　月　良　祐 自民 710 紙　　　智　子 共産 716 こやり　隆　史 自民 722 佐　藤　信　秋 自民

705 佐　藤　正　久 自民 711 秋　野　公　造 公明 717 藤　川　政　人 自民 723 酒　井　庸　行 自民

706 塩　村　あやか 立憲 712 髙　良　鉄　美 沖縄 718 古　川　俊　治 自民 724 杉　尾　秀　哉 立憲

601 宮　島　喜　文 自民 607 そのだ　修　光 自民 613 足　立　信　也 民主 619 長谷川　　　岳 自民

602 増　子　輝　彦 自民 608 勝　部　賢　志 立憲 614 高　橋　光　男 公明 620 朝　日　健太郎 自民

603 舞　立　昇　治 自民 609 伊　藤　　　岳 共産 615 杉　　　久　武 公明 621 浅　田　　　均 維新

604 三　宅　伸　吾 自民 610 宮　崎　雅　夫 自民 616 石　川　博　崇 公明 622 中　西　祐　介 自民

605 小　川　敏　夫 無 611 岸　　　真紀子 立憲 617 吉　川　沙　織 立憲 623 山　田　太　郎 自民

606 長　浜　博　行 立憲 612 音喜多　　　駿 維新 618 上　田　清　司 民主 624 磯　﨑　仁　彦 自民

501 足　立　敏　之 自民 507 青　木　　　愛 立憲 513 市　田　忠　義 共産 519 伊　波　洋　一 沖縄

502 森　屋　　　宏 自民 508 川　田　龍　平 立憲 514 佐々木　さやか 公明 520 山　﨑　真之輔 民主

503 大　野　 　正 自民 509 吉　良　よし子 共産 515 尾　 　秀　久 自民 521 浜　野　喜　史 民主

504 自　見　はなこ 自民 510 東　　　　　徹 維新 516 宇　都　隆　史 自民 522 滝　沢　　　求 自民

505 三　木　　　亨 自民 511 江　崎　　　孝 立憲 517 竹　谷　とし子 公明 523 石　橋　通　宏 立憲

506 石　井　準　一 自民 512 櫻　井　　　充 自民 518 大　家　敏　志 自民 524 赤　池　誠　章 自民

401 矢　倉　克　夫 公明 407 松　川　る　い 自民 413 武　見　敬　三 自民 419 安　達　　　澄 無

402 横　山　信　一 公明 408 武　田　良　介 共産 414 岡　田　　　広 自民 420 片　山　さつき 自民

403 浜　田　　　聡 みん 409 那谷屋　正　義 立憲 415 島　村　　　大 自民 421 高　野　光二郎 自民

404 清　水　貴　之 維新 410 田　島　麻衣子 立憲 416 有　田　芳　生 立憲 422 平　木　大　作 公明

405 小　川　克　巳 自民 411 蓮　　　　　舫 立憲 417 堀　井　　　巌 自民 423 中　西　　　哲 自民

406 小　林　正　夫 民主 412 吉　川　ゆうみ 自民 418 片　山　虎之助 維新 424 徳　茂　雅　之 自民

301 里　見　隆　治 公明 307 滝　波　宏　文 自民 313 鶴　保　庸　介 自民 319 羽生田　　　俊 自民

302 舩　後　靖　彦 れ新 308 太　田　房　江 自民 314 木　村　英　子 れ新 320 　山　勇　一 立憲

303 高　橋　はるみ 自民 309 阿　達　雅　志 自民 315 今　井　絵理子 自民 321 井　上　哲　士 共産

304 森　　　ゆうこ 立憲 310 山　東　昭　子 無 316 浜　田　昌　良 公明 322 宮　沢　由　佳 立憲

305 水　岡　俊　一 立憲 311 森　本　真　治 立憲 317 芝　　　博　一 立憲 323 野　田　国　義 立憲

306 高　木　かおり 維新 312 安　江　伸　夫 公明 318 小野田　紀　美 自民 324 高　橋　克　法 自民

204 寺　田　　　静 無 205 岩　本　剛　人 自民 206 宮　口　治　子 立憲 325 渡　辺　猛　之 自民

326 梅　村　　　聡 維新

　３２５号室及び３２６号室は、３１２号室の奥にあります。
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参議院議員会館議員事務室一覧（階別）


