人権や民主主義を破壊する

衆議院・参議院議員連絡先

秘密保全法 に反対しよう

北海道

!!

衆議院議員

1区
1区
2区
2区
3区
3区

ふなはし

札幌市中央区、南区、西区

( 比例 )
札幌市北区、東区

( 比例 )
札幌市白石区、豊平区、
清田区

( 比例 )

4区
5区

札幌市厚別区、江別市、
千歳市、恵庭市、北広島市、
石狩市、石狩振興局管内

6区

旭川市、士別市、名寄市、
富良野市、上川総合振興局管
内（幌加内町を除く）
釧路市、根室市、釧路総合振
興局管内、根室振興局管内

7区

( 比例 )

8区

函館市、北斗市、渡島総合振
興局管内、檜山振興局管内、
かつての北海道第 3 区 ( 中選
挙区 ) と同じ区域

9区

室蘭市、苫小牧市、登別市、
伊達市、胆振総合振興局管内、
日高振興局管内

10 区

船橋 利実
よこみち

たかひろ

横路 孝弘
よしかわ

札幌市手稲区、小樽市、
後志総合振興局管内

7区

としみつ

夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、
赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌
志内市、深川市、留萌市、空知総合振
興局管内、留萌振興局管内、上川総合
振興局管内（幌加内町）、宗谷総合振
興局管内（幌延町）

たかもり

吉川 貴盛
たかはし

高橋 美穂
たかぎ

ひろひさ

高木 宏壽
あらい

荒井

さとし

なかむら

聰

ひろゆき

中村 裕之
まちむら

のぶたか

町村 信孝
いまず

今津

ひろし

いとう

寛

よしたか

伊東 良孝
すずき

11 区
12 区

北見市、網走市、紋別市、
稚内市、オホーツク総合振興
局管内、宗谷総合振興局管内
（幌延町を除く）

たかこ

鈴木 貴子
まえだ

かずお

前田 一男
ほりい

堀井

いなつ

稲津

なかがわ

帯広市、十勝総合振興局管内

みほ

まなぶ

学

ひさし

久

ゆうこ

中川 郁子
たけべ

武部

あらた

新

自由民主党
民主党
自由民主党
日本維新の会
自由民主党
民主党

〒 060-0001
札幌市中央区北 1 条西 5-2 興銀ビル 7 階

TEL

〒 060-0042
札幌市中央区大通西 5 昭和ビル９階

TEL

〒 001-0045

札幌市北区麻生町 9-1-8

〒 062-0807
札幌市北区北七条西 6-1-1 チュリス札幌第二 1101 号室
〒 062-0935
〒 062-0935

札幌市豊平区月寒中央通 5-1-1
札幌市豊平区平岸五条 10-1-3

自由民主党

〒 047-0024

自由民主党

〒 004-0053
札幌市厚別区厚別中央三条 5-8-20

自由民主党
自由民主党
新党大地
自由民主党
自由民主党
公明党
自由民主党
自由民主党

〒 070-0039
〒 085-0021

小樽市花園 2-9-11

旭川市九条通 9
釧路市浪花町 13-2-1

FAX

FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX

〒 060-0061
札幌市中央区南１西 5-17-2 プレジデント松井ビル 1205

TEL

〒 041-0806
函館市美原 3-6-16 近江ビル 2F

TEL

〒 059-0012

登別市中央町 5-14-1

〒 068-0024
岩見沢市 4 条西 2-3-2 フレンズビル 3F
〒 080-0803
〒 090-0833

帯広市東三条南 13-19
北見市とん田東町 603-1

FAX

FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX

011-272-0171 fes@poem.ocn.ne.jp
011-272-0172 http://funahashi-toshimitsu.jp/

@t_funahashi
100005396051289

011-233-2331
011-233-2337

webmaster@yokomichi.com
http://www.yokomichi.com/

-

011-728-3880
011-728-3885

http://tyoshikawa.com/

吉川貴盛 official/302748539831646

011-214-0753
011-746-1730

http://takahashi-miho.jp/

takahashimiho.jp

011-852-4764
011-852-0221

http://www.hirohisa-takagi.jp/

@takagi_hirohisa

011-824-9520
011-824-9521

satoshi@arai21.net
http://www.arai21.net/

satoshi@arai21.net

0134-21-5770
0134-21-5771

hiroyuki@hiro-nakmura.jp
http://www.hiro-nakamura.jp/

@nakamuradougihiroyuki
hiro-nakamura.jp

011-896-5505
011-896-8231

info@machimura.net
http://www.machimura.net/index.html

@machimurasentai
machimura.nobutaka

0166-22-6811
0166-22-8492

http://hiroshi-i.net/

hiroshi.imazu.100

0154-25-5500
0154-25-5755

info@ito-yositaka.jp
http://ito-yoshitaka.jp/

衆議院議員 - 伊東良孝 /545251822187247

011-251-5351
011-251-5357

http://www.suzukitakako.jp/index.html

takakosuzukidaichi

0138-34-2400
0138-34-2404

maekazu@maedakazuo.jp
http://www.maedakazuo.jp/

@DonanMaeda
kazuo.maeda.334

0143-88-2811
0143-88-2812

http://horiimanabu.jp/

-

0126-22-8511
0126-22-8518

support@inatsu.com
http://www.inatsu.com/

inatsu.news

0155-27-2611
0155-24-2156

http://nakagawa-yuko.jp/

@nakagawayuko
yuko.nakagawa.355

0157-61-7711
0157-61-5110

http://takebe-arata.com/

@takebearata
takebearata

011-218-2133
011-218-2135

http://www.tokunaga-eri.jp/

@eri_line
eri.tokunaga.79

011-223-7708
011-223-7709

http://www.hasegawagaku.jp/

参議院議員長谷川岳事務所 /682552935103837

011-251-5558
011-251-5577

info@ogawa-k.net
http://www.ogawa-k.net/

@katsusikanai
ogawakatsuya

011-207-5530
011-207-5535

sapporo@date-chuichi.jp
http://www.datechu.jp/

datechu.jp

参議院議員
とくなが えり

徳永 エリ
はせがわ がく

長谷川 岳
おがわ かつや

小川 勝也
だて ちゅういち

伊達 忠一

〒 060-0042
札幌市中央区大通西 5-8 昭和ビル 9F

TEL

自由民主党

〒 060-0004
札幌市中央区北 4 条西 4 ニュー札幌ビル 7 階

TEL

民主党

〒 060-0003
北海道札幌市中央区北三条西 1-2 サンワビル 4 階

TEL

自由民主党

〒 060-0002
北海道札幌市中央区北二条西 3-1 札幌ビル 9 階

TEL

民主党

FAX

FAX

FAX

FAX

