
　衆議院第二議員会館議員事務室一覧表

（令和３年１２月１３日現在）

２　　　　　階 ３　　　　　階 ４　　　　　階 ５　　　　　階 ７　　　　　階
室番号 会　派 室番号 会　派 室番号 会　派 室番号 会　派 室番号 会　派 室番号 会　派

201 青　山　大　人 立民 301 佐々木　　　紀 自民 401 山　田　勝　彦 立民 501 小　林　茂　樹 自民 601 野　間　　　健 立民 701 中　川　貴　元 自民

202 緑　川　貴　士 立民 302 山　本　剛　正 維新 402 近　藤　昭　一 立民 502 古　屋　範　子 公明 602 荒　井　　　優 立民 702 坂　本　哲　志 自民

203 階　　　　　猛 立民 303 住　吉　寛　紀 維新 403 梅　谷　　　守 立民 503 河　西　宏　一 公明 603 山　口　　　壯 自民 703 長谷川　淳　二 自民

204 神　津　たけし 立民 304 国　光　あやの 自民 404 西　村　智奈美 立民 504 吉　田　久美子 公明 604 田　中　英　之 自民 704 早　坂　　　敦 維新

205 伊　藤　 太郎 自民 305 上　川　陽　子 自民 405 斎藤 アレックス 国民 505 吉　川　　　元 立民 605 　田　　　元 自民 705 岬　　　麻　紀 維新

206 岩　田　和　親 自民 306 橋　本　　　岳 自民 406 中　村　裕　之 自民 506 赤　木　正　幸 維新 606 落　合　貴　之 立民 706 長　妻　　　昭 立民

207 井　原　　　巧 自民 307 輿　水　恵　一 公明 407 堀　内　詔　子 自民 507 一　谷　勇一郎 維新 607 吉　田　はるみ 立民 707 吉　良　州　司 有志

208 鷲　尾　英一郎 自民 308 大　口　善　德 公明 408 堀　井　　　学 自民 508 熊　田　裕　通 自民 608 篠　原　　　豪 立民 708 星　野　剛　士 自民

209 石　井　　　拓 自民 309 　田　秀　穂 公明 409 櫻　井　　　周 立民 509 池　畑　浩太朗 維新 609 徳　永　久　志 立民 709 松　原　　　仁 立民

210 本　田　太　郎 自民 310 髙　木　　　啓 自民 410 金　子　恭　之 自民 510 大　西　英　男 自民 610 江　田　憲　司 立民 710 金　子　恵　美 立民

211 藤　丸　　　敏 自民 311 中　山　展　宏 自民 411 中　村　喜四郎 立民 511 池　田　佳　隆 自民 611 柿　沢　未　途 自民 711 新　垣　邦　男 立民

213 仁　木　博　文 有志 312 堤　　　かなめ 立民 412 山　口　俊　一 自民 512 石　川　香　織 立民 612 古　川　禎　久 自民 712 田　村　貴　昭 共産

214 田　畑　裕　明 自民 313 石　田　真　敏 自民 413 稲　津　　　久 公明 513 細　田　博　之 無所属 613 森　山　浩　行 立民 713 棚　橋　泰　文 自民

215 中　谷　真　一 自民 314 田野瀬　太　道 自民 414 赤　羽　一　嘉 公明 514 甘　利　　　明 自民 614 平　沼　正二郎 自民 714 北　村　誠　吾 自民

216 古　賀　　　篤 自民 315 浜　田　靖　一 自民 415 たがや　　　亮 れ新 515 石　破　　　茂 自民 615 勝　目　　　康 自民 715 小野寺　五　典 自民

217 　 高　木　宏　壽 自民 316 笹　川　博　義 自民 416 山　本　太　郎 れ新 516 道　下　大　樹 立民 616 青　山　周　平 自民 716 國　重　　　徹 公明

218 工　藤　彰　三 自民 317 西　銘　恒三郎 自民 417 大　石　あきこ れ新 517 　坂　誠　二 立民 617 緒　方　林太郎 有志 717 佐　藤　英　道 公明

220 中　野　英　幸 自民 319 八　木　哲　也 自民 419 福　島　伸　享 有志 519 北　神　圭　朗 有志 620 穀　田　恵　二 共産 719 山　下　貴　司 自民

221 鳩　山　二　郎 自民 320 藤　巻　健　太 維新 421 金　村　龍　那 維新 520 高　見　康　裕 自民 621 笠　井　　　亮 共産 720 白　石　洋　一 立民

222 伊　藤　忠　彦 自民 321 阿　部　　　司 維新 422 堀　場　幸　子 維新 521 田　中　良　生 自民 622 下　村　博　文 自民 721 井　出　庸　生 自民

223 二　階　俊　博 自民 322 吉　田　統　彦 立民 423 古　屋　圭　司 自民 522 三ッ林　裕　巳 自民 623 城　内　　　実 自民 722 宮　﨑　政　久 自民

323 沢　田　　　良 維新 424 吉　田　とも代 維新 523 若　宮　健　嗣 自民 624 吉　野　正　芳 自民 723 中　島　克　仁 立民

324 西　村　明　宏 自民 524 伊　藤　 　也 自民 724 米　山　隆　一 立民

８　　　　　階 ９　　　　階 １０　　　　階 １１　　　　階
室番号 会　派 室番号 会　派 室番号 会　派 室番号 会　派 室番号 会　派

801 　 神　谷　　　裕 立民 901 尾　﨑　正　直 自民 1001 奥　野　信　亮 自民 1101 谷　川　弥　一 自民 1201 尾　身　朝　子 自民

802 菊　田　真紀子 立民 902 佐　藤　　　勉 自民 1002 江　﨑　鐵　磨 自民 1102 阿　部　弘　樹 維新 1202 空　本　誠　喜 維新

803 浅　川　義　治 維新 903 梶　山　弘　志 自民 1003 森　田　俊　和 立民 1103 河　野　太　郎 自民 1203 市　村　浩一郎 維新

804 平　口　　　洋 自民 904 高　橋　千鶴子 共産 1004 稲　富　修　二 立民 1104 加　藤　勝　信 自民 1204 津　島　　　淳 自民

805 新　谷　正　義 自民 905 塩　川　鉄　也 共産 1005 小　川　淳　也 立民 1105 三　木　圭　恵 維新 1205 萩生田　光　一 自民

806 掘　井　健　智 維新 906 根　本　幸　典 自民 1006 古　川　元　久 国民 1106 加　藤　竜　祥 自民 1206 中　根　一　幸 自民

807 和　田　有一朗 維新 907 杉　田　水　脈 自民 1007 小田原　　　潔 自民 1107 小　泉　龍　司 自民 1207 江　藤　　　拓 自民

808 髙　橋　英　明 維新 908 穂　坂　　　泰 自民 1008 末　松　義　規 立民 1108 山　口　　　晋 自民 1208 髙　階　恵美子 自民

809 木　村　次　郎 自民 909 重　徳　和　彦 立民 1009 金　田　勝　年 自民 1109 渡　辺　　　周 立民 1209 岩　屋　　　毅 自民

810 谷　　　公　一 自民 910 伴　野　　　豊 立民 1010 武　部　　　新 自民 1110 山 本 ともひろ 自民 1210 今　村　雅　弘 自民

811 上　田　英　俊 自民 911 岸　本　周　平 国民 1011 茂　木　敏　充 自民 1111 上　杉　謙太郎 自民 1211 塩　谷　　　立 自民

812 神　田　潤　一 自民 912 長　友　慎　治 国民 1012 早稲田　ゆ　き 立民 1112 吉　田　豊　史 維新 1212 武　藤　容　治 自民

813 古　川　　　康 自民 913 金　子　俊　平 自民 1013 青　柳　陽一郎 立民 1113 菅　　　義　偉 自民 1213 根　本　　　匠 自民

814 後　藤　祐　一 立民 914 泉　田　裕　彦 自民 1014 石　川　昭　政 自民 1114 古　川　直　季 自民 1215 鈴　木　隼　人 自民

815 前　川　清　成 維新 915 五十嵐　　　清 自民 1015 藤　原　　　崇 自民 1115 稲　田　朋　美 自民 1216 井　坂　信　彦 立民

816 吉　川　　　赳 自民 916 丹　羽　秀　樹 自民 1016 國　場　幸之助 自民 1116 木　原　　　稔 自民 1217 柚　木　道　義 立民

819 近　藤　和　也 立民 917 山　田　美　樹 自民 1017 武　井　俊　輔 自民 1117 櫻　田　義　孝 自民 1219 本　庄　知　史 立民

820 浮　島　智　子 公明 919 中　川　康　洋 公明 1019 冨　樫　博　之 自民 1119 坂　井　　　学 自民 1220 細　田　健　一 自民

821 馬　場　雄　基 立民 920 日　下　正　喜 公明 1020 東　　　国　幹 自民 1120 三　谷　英　弘 自民 1221 坂　本　祐之輔 立民

822 柴　山　昌　彦 自民 921 井　野　俊　郎 自民 1021 江　渡　聡　徳 自民 1121 門　山　宏　哲 自民 1222 中　谷　　　元 自民

823 小　渕　優　子 自民 923 中曽根　康　隆 自民 1022 赤　澤　亮　正 自民 1122 伊　藤　俊　輔 立民 1223 竹　内　　　譲 公明

824 額　賀　福志郎 自民 924 三反園　　　訓 無所属 1023 高　木　陽　介 公明 1123 鈴　木　　　敦 国民 1224 庄　子　賢　一 公明

1024 山　崎　正　恭 公明 1124 西　岡　秀　子 国民

議 員 名

１２　　　　階
議 員 名 議 員 名 議 員 名 議 員 名 議 員 名

６　　　　　階
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　　（令和３年１２月１３日現在）

室番号 会　派 室番号 会　派 室番号 会　派 室番号 会　派 室番号 会　派 室番号 会　派

あ 江　田　憲　司 610 立民 国　光　あやの 304 自民 た 西　村　智奈美 404 立民 み

阿　部　　　司 321 維新 江　渡　聡　徳 1021 自民 熊　田　裕　通 508 自民 たがや　　　亮 415 れ新 西　銘　恒三郎 317 自民 三　木　圭　恵 1105 維新

阿　部　弘　樹 1102 維新 江　藤　　　拓 1207 自民 こ 田　中　英　之 604 自民 ぬ 三反園　　　訓 924 無所属

青　柳　陽一郎 1013 立民 お 小　泉　龍　司 1107 自民 田　中　良　生 521 自民 額　賀　福志郎 824 自民 三　谷　英　弘 1120 自民

青　山　周　平 616 自民 小　川　淳　也 1005 立民 小　林　茂　樹 501 自民 田野瀬　太　道 314 自民 ね 三ッ林　裕　巳 522 自民

青　山　大　人 201 立民 小田原　　　潔 1007 自民 古　賀　　　篤 216 自民 田　畑　裕　明 214 自民 根　本　　　匠 1213 自民 岬　　　麻　紀 705 維新

赤　木　正　幸 506 維新 小野寺　五　典 715 自民 後　藤　祐　一 814 立民 田　村　貴　昭 712 共産 根　本　幸　典 906 自民 道　下　大　樹 516 立民

赤　澤　亮　正 1022 自民 小　渕　優　子 823 自民 河　野　太　郎 1103 自民 髙　階　恵美子 1208 自民 の 緑　川　貴　士 202 立民

赤　羽　一　嘉 414 公明 尾　﨑　正　直 901 自民 神　津　たけし 204 立民 髙　木　　　啓 310 自民 野　間　　　健 601 立民 宮　﨑　政　久 722 自民

浅　川　義　治 803 維新 尾　身　朝　子 1201 自民 國　場　幸之助 1016 自民 高　木　宏　壽 217 自民 は む

東　　　国　幹 1020 自民 緒　方　林太郎 617 有志 穀　田　恵　二 620 共産 高　木　陽　介 1023 公明 馬　場　雄　基 821 立民 武　藤　容　治 1212 自民

甘　利　　　明 514 自民 大　石　あきこ 417 れ新 輿　水　恵　一 307 公明 高　橋　千鶴子 904 共産 萩生田　光　一 1205 自民 も

荒　井　　　優 602 立民 大　口　善　德 308 公明 近　藤　和　也 819 立民 髙　橋　英　明 808 維新 橋　本　　　岳 306 自民 茂　木　敏　充 1011 自民

新　垣　邦　男 711 立民 大　西　英　男 510 自民 近　藤　昭　一 402 立民 高　見　康　裕 520 自民 長谷川　淳　二 703 自民 森　田　俊　和 1003 立民

い 　坂　誠　二 517 立民 さ 竹　内　　　譲 1223 公明 鳩　山　二　郎 221 自民 森　山　浩　行 613 立民

五十嵐　　　清 915 自民 奥  野　信　亮 1001 自民 佐々木　　　紀 301 自民 武　井　俊　輔 1017 自民 浜　田　靖　一 315 自民 や

井　坂　信　彦 1216 立民 落　合　貴　之 606 立民 佐　藤　　　勉 902 自民 武　部　　　新 1010 自民 早　坂　　　敦 704 維新 八　木　哲　也 319 自民

井　出　庸　生 721 自民 か 佐　藤　英　道 717 公明 棚　橋　泰　文 713 自民 伴　野　　　豊 910 立民 山　口　俊　一 412 自民

井　野　俊　郎 921 自民 加　藤　勝　信 1104 自民 斎藤 アレックス 405 国民 谷　　　公　一 810 自民 ひ 山　口　　　晋 1108 自民

井　原　　　巧 207 自民 加　藤　竜　祥 1106 自民 坂　井　　　学 1119 自民 谷　川　弥　一 1101 自民 平　口　　　洋 804 自民 山　口　　　壯 603 自民

伊　藤　俊　輔 1122 立民 河　西　宏　一 503 公明 坂　本　哲　志 702 自民 つ 平　沼　正二郎 614 自民 山　崎　正　恭 1024 公明

伊　藤　 太郎 205 自民 柿　沢　未　途 611 自民 坂　本　祐之輔 1221 立民 津　島　　　淳 1204 自民 ふ 山　下　貴　司 719 自民

伊　藤　忠　彦 222 自民 笠　井　　　亮 621 共産 櫻　井　　　周 409 立民 堤　　　かなめ 312 立民 福　島　伸　享 419 有志 山　田　勝　彦 401 立民

伊　藤　 　也 524 自民 梶　山　弘　志 903 自民 櫻　田　義　孝 1117 自民 　田　秀　穂 309 公明 藤　巻　健　太 320 維新 山　田　美　樹 917 自民

池　田　佳　隆 511 自民 勝　目　　　康 615 自民 笹　川　博　義 316 自民 と 藤　丸　　　敏 211 自民 山　本　剛　正 302 維新

池　畑　浩太朗 509 維新 門　山　宏　哲 1121 自民 沢　田　　　良 323 維新 冨　樫　博　之 1019 自民 藤　原　　　崇 1015 自民 山　本　太　郎 416 れ新

石　井　　　拓 209 自民 金　子　恵　美 710 立民 し 徳　永　久　志 609 立民 　田　　　元 605 自民 山 本 ともひろ 1110 自民

石　川　昭　政 1014 自民 金　子　俊　平 913 自民 塩　川　鉄　也 905 共産 な 古　川　直　季 1114 自民 ゆ

石　川　香　織 512 立民 金　子　恭　之 410 自民 塩　谷　　　立 1211 自民 中　川　貴　元 701 自民 古　川　元　久 1006 国民 柚　木　道　義 1217 立民

石　田　真　敏 313 自民 金　田　勝　年 1009 自民 重　徳　和　彦 909 立民 中　川　康　洋 919 公明 古　川　　　康 813 自民 よ

石　破　　　茂 515 自民 金　村　龍　那 421 維新 階　　　　　猛 203 立民 中　島　克　仁 723 立民 古　川　禎　久 612 自民 吉　川　　　赳 816 自民

泉　田　裕　彦 914 自民 上　川　陽　子 305 自民 篠　原　　　豪 608 立民 中曽根　康　隆 923 自民 古　屋　圭　司 423 自民 吉　川　　　元 505 立民

一　谷　勇一郎 507 維新 神　谷　　　裕 801 立民 柴　山　昌　彦 822 自民 中　谷　　　元 1222 自民 古　屋　範　子 502 公明 吉　田　久美子 504 公明

市　村　浩一郎 1203 維新 神　田　潤　一 812 自民 下　村　博　文 622 自民 中　谷　真　一 215 自民 ほ 吉　田　統　彦 322 立民

稲　田　朋　美 1115 自民 き 庄　子　賢　一 1224 公明 中　根　一　幸 1206 自民 穂　坂　　　泰 908 自民 吉　田　とも代 424 維新

稲　津　　　久 413 公明 木　原　　　稔 1116 自民 白　石　洋　一 720 立民 中　野　英　幸 220 自民 星　野　剛　士 708 自民 吉　田　豊　史 1112 維新

稲　富　修　二 1004 立民 木　村　次　郎 809 自民 新　谷　正　義 805 自民 中　村　喜四郎 411 立民 細　田　健　一 1220 自民 吉　田　はるみ 607 立民

今　村　雅　弘 1210 自民 吉　良　州　司 707 有志 す 中　村　裕　之 406 自民 細　田　博　之 513 無所属 吉　野　正　芳 624 自民

岩　田　和　親 206 自民 城　内　　　実 623 自民 末　松　義　規 1008 立民 中　山　展　宏 311 自民 堀　井　　　学 408 自民 米　山　隆　一 724 立民

岩　屋　　　毅 1209 自民 菊　田　真紀子 802 立民 菅　　　義　偉 1113 自民 長　妻　　　昭 706 立民 堀　内　詔　子 407 自民 わ

う 岸　本　周　平 911 国民 杉　田　水　脈 907 自民 長　友　慎　治 912 国民 堀　場　幸　子 422 維新 早稲田　ゆ　き 1012 立民

上　杉　謙太郎 1111 自民 北　神　圭　朗 519 有志 鈴　木　　　敦 1123 国民 に 掘　井　健　智 806 維新 和　田　有一朗 807 維新

上　田　英　俊 811 自民 北　村　誠　吾 714 自民 鈴　木　隼　人 1215 自民 二　階　俊　博 223 自民 本　庄　知　史 1219 立民 若　宮　健　嗣 523 自民

浮　島　智　子 820 公明 く 住　吉　寛　紀 303 維新 丹　羽　秀　樹 916 自民 本　田　太　郎 210 自民 鷲　尾　英一郎 208 自民

梅　谷　　　守 403 立民 工　藤　彰　三 218 自民 そ 仁　木　博　文 213 有志 ま 渡　辺　　　周 1109 立民

え 日　下　正　喜 920 公明 空　本　誠　喜 1202 維新 西　岡　秀　子 1124 国民 前　川　清　成 815 維新

江　﨑　鐵　磨 1002 自民 國　重　　　徹 716 公明 西　村　明　宏 324 自民 松　原　　　仁 709 立民
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