民進党埼玉県連所属議員紹介
衆議院議員 武正公一
事務所：さいたま市浦和区北浦和3-6-11
連絡先：TEL

048-832-3810

FAX

松本ビル2F

048-832-3846

選挙区：さいたま市見沼区、浦和区、緑区、岩槻区

衆議院議員

枝野幸男

事務所：さいたま市大宮区大門町2-108-5

永峰ビル2F

連絡先：TEL 048-648-9124 FAX 048-648-9125
選挙区：さいたま市西区、北区、大宮区、中央区

衆議院議員

大島敦

事務所：桶川市泉2-11-32
連絡先：TEL048-789-2130

天沼ビル
FAX 048-789-2117

選挙区：鴻巣市の一部（旧鴻巣市、旧吹上町）、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

衆議院議員

小宮山泰子

事務所：川越市新富町1-18-6戸田ビル2F
連絡先：TEL

049-222-2900

FAX

049-225-2001

選挙区：川越市、富士見市、ふじみ野市の一部（旧上福岡市）

衆議院議員

坂本祐之輔

事務所：東松山市材木町20-9 原口ビル1F
連絡先：TEL 0493-22-3682 FAX 0493-81-3386
選挙区：東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町

衆議院議員 鈴木義弘
事務所：三郷市戸ケ崎3-347
連絡先：TEL

048-948-2070

FAX

048-948-2071

選挙区：春日部市の一部（旧庄和町）、久喜市の一部（旧栗橋町、旧鷲宮町）、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、杉戸町、松伏町

参議院議員

大野元裕

事務所：川口市栄町2-1-11-103
連絡先：TEL 048-271-5252
選挙区：埼玉県

総支部長

FAX

048-271-5200

FAX

048-255-4258

菅克己

事務所：川口市仲町2-33
連絡先：TEL 048-255-4257
選挙区：川口市

総支部長 山川百合子
事務所：越谷市宮本町5-75-1-102
連絡先：TEL

048-940-1111

FAX

048-940-1111

選挙区：草加市、越谷市

総支部長

吉田芳朝

事務所：新座市野寺2-8-48
連絡先：TEL 048-483-2777 FAX 048-483-2780
選挙区：朝霞市、志木市、和光市、新座市

総支部長 小野塚勝俊
事務所：所沢市上新井5-17-8
連絡先：TEL

04-2997-8878

FAX

04-2925-0102

選挙区：所沢市、ふじみ野市の一部（旧大井町）、三芳町

総支部長

杉村慎治

事務所：入間市豊岡2-8-3
連絡先：TEL 04-2941-6155 FAX 04-2633-0936
選挙区：飯能市、狭山市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町

総支部長：森田俊和
事務所：熊谷市久保島1003-2
連絡先：TEL 048-530-6001 FAX

048-530-6002

選挙区：熊谷市の一部（旧熊谷市）、行田市、加須市、羽生市、鴻巣市の一部（旧川里町）

総支部長：三角創太
事務所：春日部市中央1-59-8-202
連絡先：TEL

048-689-3895

FAX

048-611-9943

選挙区：春日部市の一部（旧春日部市）、久喜市の一部（旧久喜市、旧菖蒲町）、蓮田市、白岡市、宮代町

総支部長

高山智司

事務所：さいたま市南区白幡1-5-20-201
連絡先：TEL 048-837-2600 FAX 048-837-2633
選挙区：蕨市、戸田市、さいたま市桜区、南区

総支部長 並木正芳
事務所：所沢市泉町1793-13-101
連絡先：04-2824-8050

FAX

04-2824-8050

選挙区：衆院北関東ブロック

埼玉県議会議員

浅野目義英

事務所：さいたま市浦和区大東1-11-1-501

連絡先：TEL

048-883-6560

FAX

048-881-0527

選挙区：さいたま市浦和区

埼玉県議会議員

井上將勝

事務所：さいたま市見沼区東大宮7-70-3-806

連絡先：TEL

048-688-5401

FAX

048-688-5401

選挙区：さいたま市見沼区

埼玉県議会議員

山本正乃

事務所：越谷市瓦曽根1-20-6 3F

連絡先：TEL

048-961-8841

FAX

048-962-8121

選挙区：越谷市

埼玉県議会議員

高木真理

事務所：さいたま市北区宮原町2-16-18
選挙区：さいたま市北区

埼玉県議会議員

048-654-2559

FAX

048-652-6445

畠山稔

事務所：上尾市向山2-45-19
選挙区：上尾市、伊奈町

埼玉県議会議員

連絡先：TEL

連絡先：TEL 048-726-4089 FAX

048-726-4089

連絡先：TEL 049-257-6682 FAX

049-257-6683

山根史子

事務所：川越市古市場427-1
選挙区：川越市

埼玉県議会議員

水村篤弘

事務所：所沢市上安松864-4
選挙区：所沢市

連絡先：TEL

埼玉県議会議員 江原久美子
事務所：深谷市上野台507-63

04-2993-0080

FAX

連絡先：TEL 048-572-2844

04-2993-0080

FAX 048-572-2844

選挙区：深谷市、美里町、寄居町

埼玉県議会議員 田並尚明
事務所：熊谷市末広4-6-17

連絡先：TEL 048-521-6478 FAX 048-526-5810

選挙区：熊谷市

埼玉県議会議員選挙 木村勇夫
事務所：さいたま市南区根岸4-15-4-101

連絡先：TEL

048-861-1368 FAX

048-861-1368

選挙区：さいたま市南区

さいたま市議会議員

神崎功

事務所：さいたま市緑区東浦和7-32-7

連絡先：TEL

048-875-0130

FAX

048-876-2075

選挙区：さいたま市緑区

さいたま市議会議員

小柳嘉文

事務所：さいたま市浦和区東高砂町23-19

2F

連絡先：TEL

048-799-3232

FAX

048-799-3233

選挙区：さいたま市浦和区

さいたま市議会議員

三神尊志

事務所：さいたま市見沼区南中丸79-6

連絡先：TEL

048-686-8848

FAX

048-686-8809

選挙区：さいたま市見沼区

さいたま市議会議員

高野秀樹

事務所：さいたま市岩槻区岩槻5156

連絡先：TEL

048-749-6200

FAX

048-749-6200

選挙区：さいたま市岩槻区

さいたま市議会議員

武田和浩

事務所：さいたま市見沼区東門前73-1
選挙区：さいたま市見沼区

さいたま市議会議員

連絡先：TEL

FAX

048-688-9898

小川寿士

事務所：さいたま市北区植竹町1-719-9-102
選挙区：さいたま市北区

さいたま市議会議員

048-688-9898

連絡先：TEL

048-669-7270

FAX

連絡先：TEL

048－833－0535

048-669-7271

高柳俊哉

事務所：さいたま市中央区大戸5-15-13-101
選挙区：さいたま市中央区

さいたま市議会議員 池田麻里
事務所：さいたま市西区佐知川1216-4

連絡先：TEL

048-739-6766

FAX

FAX

048-833-0535

048-739-6767

選挙区：さいたま市西区

さいたま市議会議員 熊谷裕人
事務所：さいたま市大宮区高鼻町2-69-10
選挙区：さいたま市大宮区

連絡先：TEL

048-640-5977

FAX

048-640-5966

さいたま市議会議員 西山幸代
事務所：さいたま市大宮区桜木町3-254-1

連絡先：048-652-8065 FAX 048-652-8065

選挙区：さいたま市大宮区

さいたま市議会議員 浜口健司
事務所：さいたま市南区曲本5-7-5

連絡先：TEL

048-762-6265

FAX

048-837-9031

選挙区：さいたま市南区

さいたま市議会議員

阪本克己

事務所：さいたま市桜区町谷3-24-15

連絡先：TEL

048-710-4022

FAX

048-710-4023

選挙区：さいたま市桜区

川口市議会議員

矢作太郎

事務所：川口市安行領根岸1171-1

川口市議会議員 碇康雄
事務所：川口市芝2-8-2

連絡先：TEL 048-281-3968 FAX

連絡先：TEL

越谷市議会議員 後藤孝江
事務所：越谷市宮本町1-66-4-205

越谷市議会議員

連絡先：TEL

048-971-3890

FAX

048-971-3890

048-925-1983

FAX

048-925-1983

連絡先：TEL

連絡先：TEL

連絡先：TEL

048-462-8180

048-466-7800

048-775-8259

FAX 048-462-8180

FAX

048-466-1119

FAX 048-773-6357

町田皇介

事務所：上尾市緑丘3-6-32

連絡先：TEL

048-793-4811

FAX

048-793-4811

連絡先：TEL

048-726-3086

FAX

048-726-3086

浦和三郎

事務所：上尾市向山527-13

佐藤洋

事務所：桶川市西2-6-10

北本市議会議員

FAX 048-978-3335

菅原満

上尾市議会議員 池野耕司
事務所：上尾市浅間台4-17-15

桶川市議会議員

連絡先：TEL

連絡先：TEL

朝霞市議会議員 山下隆昭
事務所：朝霞市本町2-18-1-207

上尾市議会議員

048-978-3335

新井貞夫

事務所：和光市下新倉3-14-21

上尾市議会議員

048-966-5088

細川威

事務所：草加市氷川町55-1

和光市議会議員

048-437-5585

連絡先：TEL 048-966-5088 FAX

事務所：越谷市東大沢1-12-15-201

草加市議会議員

FAX

福田晃

事務所：越谷市弥栄町4-1-120

越谷市議会議員

048-268-2696

048-281-3968

連絡先：TEL

048-774-1061

FAX

048-774-1061

今関公美

事務所：北本市西高尾6-176-10

連絡先：TEL

川越市議会議員 片野広隆
事務所：川越市霞ヶ関東1-16-18-108

048-593-4429

連絡先：TEL

FAX

049-239-5033

048-593-4429

FAX

049-239-5071

川越市議会議員

山木綾子

事務所：川越市砂新田5-27-9

ふじみ野市議会議員

連絡先：TEL

所沢市議会議員 赤川洋二
事務所：所沢市若狭3-2383-25

FAX 04-2988-0336

連絡先：TEL

04-2930-4502

FAX

050-3156-1536

04-2962-3213

FAX

04-2962-3213

連絡先：TEL

049-283-0922

FAX

049-2962-3213

小林信雄
連絡先：0480-68-4745

連絡先：TEL

熊谷市議会議員 黒澤三千夫
事務所：熊谷市赤城町3-104-1

0280-62-4101

FAX

0480-68-5825

FAX

0280-62-4101

連絡先：TEL 048-527-1543 FAX 048-527-1543

腰塚菜穂子

事務所：熊谷市見晴町244

連絡先：TEL

048-507-6765

FAX

048-521-4899

矢島章好

事務所：春日部市西八木崎3-17-21

連絡先：TEL

048-761-2817

FAX

048-761-2817

手島幸成

事務所：幸手市上高野3037

三郷市議会議員

04-2942-9688

弓削勇人

加須市議会議員 野中芳子
事務所：加須市柳生2859-2

幸手市議会議員

049-264-4931

連絡先：TEL

事務所：加須市下樋遣川6671-4

春日部市議会議員

FAX

関谷真奈美

事務所：坂戸市千代田1-4-17

熊谷市議会議員

049-264-4931

島田一隆

事務所：入間市上藤沢247-12

加須市議会議員

連絡先：TEL

連絡先：TEL

事務所：所沢市星の宮1-8-11-105

坂戸市議会議員

049-242-3543

連絡先：TEL 04-2647-3967 FAX 04-2947-3966

所沢市議会議員 石本亮三
事務所：所沢市下富1209-16-312

入間市議会議員

FAX

民部佳代

事務所：ふじみ野市市沢3-2-3-404

所沢市議会議員

049-242-3543

連絡先：TEL

0480-43-2805

FAX

0480-43-1165

篠田正巳

事務所：三郷市戸ケ崎4-7

連絡先：TEL

048-956-5055

FAX

048-955-3918

蕨市議会議員 一関和一
事務所：蕨市北町1-29-17

連絡先：TEL

048-432-2814

FAX

048-432-2814

伊奈町議会議員

青木久男

事務所：伊奈町小室2368

宮代町議会議員

連絡先：TEL

048-721-4316

FAX 048-721-4316

石井眞一

事務所：宮代町中島237-5

連絡先：TEL

0480-32-3988

FAX

0480-32-3988

