
議員名 住所 電話

くりした善行（民） 千代田区神田神保町3-25-11九段中央ビル201 03-6272-60351

岡田眞理子（民） 中央区月島1-8-1 アイマークタワー1601 03-5560-84182

大塚たかあき（民）港区北青山3-3-7第一青山ビル2階 03-3423-65663

きたしろ勝彦（自） 港区芝大門1-6-8-1階 03-3434-23264

いのつめまさみ（民）新宿区百人町3-3-11 03-5338-21215

吉倉正美（公） 新宿区高田馬場4-30-7 03-3369-45536

大山とも子（共） 新宿区若松町11-1パレスハイツ若松町503 03-3357-38187

吉住健一（自） 新宿区若松町6-12 03-3352-72608

増子博樹（民） 文京区大塚5-20-5 03-3945-39459

中屋文孝（自） 文京区白山2-24-7 03-3818-007710

中村明彦（民） 台東区池之端4-26-31 03-3821-546011

服部ゆくお（自） 台東区谷中3-7-13 03-3828-308812

小沢昌也（民） 墨田区立花1-24-1-1009 03-5631-653113

桜井浩之（自） 墨田区立花5-3-1ヤジマコーポ101 03-5631-775714

加藤雅之（公） 墨田区文花2-16-10 03-5247-183315

大沢昇（民） 江東区森下1-5-5-201 03-5624-006116

木内良明（公） 江東区大島5-34-10-1003 03-5628-561817

畔上三和子（共） 江東区千石2-8-16 03-3615-013018

山崎一輝（自） 江東区南砂2-28-15 03-3648-311119

神野吉弘（民） 品川区東五反田1-25-13 03-5789-357320

馬場裕子（民） 品川区東大井2-6-10 03-5746-883421

伊藤興一（公） 品川区西大井5-17-6ダイヤマンション801 03-3776-678422

田中たけし（自） 品川区二葉1-9-9 03-5749-415523

伊藤ゆう（民） 目黒区青葉台1-2-6コートハウス青葉台201 03-3461-345124

鈴木隆道（自） 目黒区東山1-21-3 03-3414-618025

斉藤やすひろ（公）目黒区碑文谷5-16-18-201 03-3719-559726

田中健（民） 大田区東雪谷2-20-8 03-3720-758427

柳ヶ瀬裕文（民） 大田区千鳥2-35-5 03-6459-870628

藤井一（公） 大田区北糀谷1-20-9 03-5703-006929

鈴木章浩（自） 大田区中央1-21-3-104 03-5709-901530

遠藤守（公） 大田区千鳥1-23-3-504 03-3750-724031

神林茂（自） 大田区西糀谷3-10-19 03-5735-315032

かち佳代子（共） 大田区東雪谷5-36-10東雪谷ハイデンス305 03-3728-811533

鈴木あきまさ（自） 大田区大森西5-10-5エクセル大森102 03-3761-998134

関口太一（民） 世田谷区等々力6-6-1-303 03-5706-166435

山口拓（民） 世田谷区太子堂3-18-3 03-3487-552236

三宅茂樹（自） 世田谷区池尻2-20-12-103 03-5481-150037

栗林のり子（公） 世田谷区成城9-31-20 03-5797-918838

西崎光子（ネ） 世田谷区豪徳寺1-20-7-101 03-3420-073739

たぞえ民夫（共） 世田谷区南烏山2-8-2-104 03-3419-772140

中嶋義雄（公） 世田谷区松原3-8-10 03-5300-913041

大津浩子（民） 渋谷区笹塚2-11-1小松ビル4階 03-3320-905342

村上英子（自） 渋谷区東1-23-9 03-3400-346743

西沢けいた（民） 中野区中央3-34-3メイヒル新中野303 03-6454-171544

吉田康一郎（民） 中野区新井1-1-16-202 03-5345-544345

高倉良生（公） 中野区上高田1-26-1-102 03-5332-380546

川井しげお（自） 中野区南台2-8-5 03-3381-158047

門脇ふみよし（民）杉並区成田東5-3-27 03-6912-014048

早坂義弘（自）

議員名

杉並区上荻1-11-5-505

住所

03-3220-0411

電話

松葉多美子（公） 杉並区阿佐谷南1-16-9平野ビル5階 03-3311-640650
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吉田信夫（共） 杉並区下井草3-39-22 03-3316-223151

福士敬子（市） 杉並区高井戸東3-36-14-301 03-5932-294752

小宮あんり（自） 杉並区阿佐谷南1-14-20 03-5378-061153

泉谷つよし（民） 豊島区池袋3-3-11音羽ビル203 03-3530-259554

矢島千秋（自） 豊島区西池袋1-34-3 03-3982-257955

長橋桂一（公） 豊島区上池袋3-25-11 03-3983-826056

原田大（民） 北区王子本町1-22-3王子工業会館3階 03-5924-135057

高木けい（自） 北区王子1-27-14 佐藤ビル3階 03-3927-572258

和田宗春（民） 北区神谷1-28-8 03-3911-336759

大松あきら（公） 北区上十条3-4-10朝日シティパリオ十条701 03-3905-086660

たきぐち学（民） 荒川区東日暮里4-20-7 03-6382-886661

鈴木貫太郎（公） 荒川区町屋3-16-15 03-3895-772662

くまき美奈子（民） 板橋区常盤台2-1-15グリーンハウス101 03-5916-311063

土屋たかゆき（無）板橋区上板橋1-20-3 03-5399-742064

橘正剛（公） 板橋区赤塚新町1-10-7 03-3932-453265

古館和憲（共） 板橋区大山東町24-17 03-3962-738866

菅東一（自） 板橋区高島平9-16-10-206 03-5375-628167

小林健二（公） 練馬区三原台2-18-28 03-6794-621068

中谷祐二（民） 練馬区下石神井3-10-23 03-6915-652569

野上ゆきえ（民） 練馬区東大泉5-41-27豊川ビル3階 03-5933-067770

高橋かずみ（自） 練馬区南大泉3-9-10 03-3924-302471

淺野克彦（民） 練馬区春日町4-18-8第3小野ビル1階-B 03-5848-691872

山加朱美（自） 練馬区豊玉北5-4-1ＦＢＡ33ビル103 03-5912-567873

鈴木勝博（民） 足立区扇3-18-10-2階 03-5838-281074

大西さとる（民） 足立区西新井栄町1-19-31-1909 03-3849-784775

三原まさつぐ（自） 足立区日ノ出町39-13-106 03-3879-338876

中山信行（公） 足立区梅田7-10-16 03-3889-215277

ともとし春久（公） 足立区舎人5-8-2 03-3853-740678

大島よしえ（共） 足立区千住4-16-18 03-3879-362979

野上純子（公） 葛飾区高砂1-25-23青砥東パークホームズ1503 03-6662-484680

伊藤まさき（民） 葛飾区東金町1-19-6-201 03-3609-738681

佐藤由美（民） 葛飾区西新小岩1-6-3-3階 03-5671-247782

田の上いくこ（民） 江戸川区東小松川4-45-7-1階 03-5879-526583

上野和彦（公） 江戸川区小松川3-9-1リバーウェストＡ館605 03-5662-712484

笹本ひさし（民） 江戸川区北小岩6－16－1トート家電2階 03-5668-263685

宇田川聡史（自） 江戸川区船堀1-8-22-1802 03-3687-700786

田島和明（自） 江戸川区鹿骨1-38-15 03-3679-1261

滝沢景一（民） 八王子市上野町1-3 042-620-0039
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東村邦浩（公） 八王子市別所1-41-1 7-1805 042-620-440589

相川博（無（活）） 八王子市明神町4-2-10 タック八王子403 042-660-797590

清水ひで子（共） 八王子市北野町579-15サーパス北野405 042-625-965191

酒井大史（民） 立川市曙町2-34-6-803 042-528-652292

宮崎章（自） 立川市砂川町5-16-2 042-535-001893

松下玲子（民） 武蔵野市中町1-3-2ハウスプランニングビル402 0422-50-069694

中村ひろし（民） 三鷹市下連雀3-22-5YKソナンビル301 0422-70-206595

吉野利明（自） 三鷹市野崎3-20-25 0422-41-838096

山下ようこ（民）

議員名

青梅市河辺町5-29-26

住所

0428-25-8383

電話

小山くにひこ（民） 府中市宮町1-22-6のぞみビル8階 042-335-281098
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比留間敏夫（自） 府中市八幡町1-8-1 042-336-104099

星ひろ子（ネ） 昭島市昭和町3-21-15 042-549-1171100

今村るか（民） 町田市森野6-379-1-501 042-725-3011101

小磯善彦（公） 町田市木曽西5-2-27 042-710-3222102

吉原修（自） 町田市成瀬台3-25-23 042-739-6034103

西岡真一郎（民） 小金井市本町1-6-2アリスビル1階 042-386-5771104

斉藤あつし（民） 小平市小川町2-1344-2阿部ビル101 042-341-0915105

高橋信博（自） 小平市花小金井4-13-10 042-461-8484106

新井ともはる（民） 日野市多摩平1-10-5角田ビル201 042-582-5588107

古賀俊昭（自） 日野市多摩平6-38-5 042-587-2200108

石毛しげる（民） 西東京市保谷町4-6-21 042-460-0855109

山田忠昭（自） 西東京市栄町3-4-5 042-421-9045110

島田幸成（民） 羽村市五ノ神1-8-6エーケービル2階 042-578-9005111

林田武（自） 福生市福生1130-5 042-551-2211112

しのづか元（民） 多摩市豊ヶ丘1-59-11-108 042-372-5455113

こいそ明（自） 多摩市貝取1445 042-389-6300114

佐藤広典（民） 東村山市本町2-12-8第1フジビル205 042-395-0039115

谷村孝彦（公） 東村山市廻田町1-22-57 042-565-2312116

野田かずさ（自） 東村山市野口町3-8-2 042-392-4411117

興津秀憲（民） 国分寺市本多2-1-1戸田ハイツ103 042-312-2681118

山内れい子（ネ） 国分寺市戸倉1-8-43千歳サンライズ206 042-328-0315119

尾崎大介（民） 調布市布田2-30-4 042-498-8030120

遠藤衛（自） 調布市西つつじヶ丘4-30-2 042-482-5506121

山下太郎（民） 東久留米市金山町1-1-4シンシアハイツ神山106 042-470-4430122

野島善司（自） 東久留米市氷川台2-37-7 042-471-0646123

三宅正彦 大島町元町2-2-4 03-3432-2345124
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