党名
選挙区
議員名
連絡先住所
改革みやぎ・無所属 青葉選挙区
菅間 進
〒989-3203 仙台市青葉区中山吉成1−16−1
公明党
青葉選挙区
〒981-0905 仙台市青葉区小松島2−13−28
石橋 信勝
改革みやぎ・民主党 青葉選挙区
ゆさ みゆき
〒981-0923 仙台市青葉区東勝山3−27−11
日本共産党
青葉選挙区
〒989-3128 仙台市青葉区愛子中央3-3-13
遠藤 いく子
２１世紀クラブ
青葉選挙区
吉川 寛康
〒981-0952 仙台市青葉区中山4-2-36
自由民主党
青葉選挙区
〒980-0803 仙台市青葉区国分町1−2−5−1002
相沢 光
改革みやぎ・民主党 宮城野選挙区
きくち 文博
〒983-0841 仙台市宮城野区原町3−5−20−103
改革みやぎ・民主党 宮城野選挙区
坂下 康子
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4−1−8−900
公明党
宮城野選挙区
庄子 賢一
〒983-0821 仙台市宮城野区岩切字水分37−14
自由民主党
宮城野選挙区
石川 光次郎
〒983-0023 仙台市宮城野区福田町1-12-20
社民党
若林選挙区
本多 祐一朗
〒984-0826 仙台市若林区若林3−3−59
自由民主党
若林選挙区
千葉 達
〒984-0827 仙台市若林区南小泉2−9−25
自由民主党
若林選挙区
細川 雄一
〒984-0037 仙台市若林区蒲町29-21 菊長ﾋﾞﾙ206
改革みやぎ・無所属 太白選挙区
藤原 のりすけ
〒982-0825 仙台市太白区西の平1−15−36
公明党
太白選挙区
小野寺 初正
〒982-0811 仙台市太白区ひより台48−38
自由民主党
太白選挙区
菊地 浩
〒981-1105 仙台市太白区西中田2−15−1
自由民主党
太白選挙区
佐々木 幸士
〒982-0031 仙台市太白区泉崎1-33-10-111
日本共産党
太白選挙区
横田 有史
〒982-0804 仙台市太白区鈎取4−14−28
改革みやぎ
泉選挙区
菅原 実
〒981-8002 仙台市泉区南光台南2−25−20
自由民主党
泉選挙区
今野 隆吉
〒981-3203 仙台市泉区高森4−2−454
自由民主党
泉選挙区
小野 隆
〒981-3131 仙台市泉区七北田字町31
公明党
泉選挙区
伊藤 和博
〒981-8004 仙台市泉区旭丘堤1-2-18
自由民主党
泉選挙区
外崎 浩子
〒981-3117 仙台市泉区市名坂字町43-201
自由民主党
石巻･牡鹿選挙区
須田 善明
〒986-2261 牡鹿郡女川町女川浜字女川184
自由民主党
石巻･牡鹿選挙区
本木 忠一
〒986-0853 石巻市大街道東一丁目9-6
自由民主党
石巻･牡鹿選挙区
佐々木 喜藏
〒986-0821 石巻市住吉町1−6−8
改革みやぎ・民主党 石巻･牡鹿選挙区
坂下 賢
〒986-0832 石巻市泉町2−6−32
改革みやぎ
石巻･牡鹿選挙区
加賀 たけし
〒986-0806 石巻市開北2−15−19
自由民主党
塩釜選挙区
佐藤 光樹
〒985-0016 塩釜市港町2−12−12
自由民主党
塩釜選挙区
柏 佑整
〒985-0061 塩釜市清水沢1−15−15
改革みやぎ
気仙沼選挙区
内海 太
〒988-0112 気仙沼市松崎前浜171−2
自由民主党
気仙沼選挙区
畠山 和純
〒988-0036 気仙沼市弁天町1−8−20
社民党
白石・刈田選挙区
佐藤 詔雄
〒989-0831 刈田郡蔵王町大字平沢字台屋敷58
自由民主党
白石・刈田選挙区
安藤 俊威
〒989-0247 白石市八幡町12−14
自由民主党
名取選挙区
佐々木 敏克
〒981-1226 名取市植松1−1−2
自由民主党
名取選挙区
小林 正一
〒981-1242 名取市高舘吉田字東内舘7
自由民主党
角田・伊具選挙区
寺島 英毅
〒981-2401 伊具郡丸森町小斎字郷ノ目32
自由民主党
角田・伊具選挙区
長谷川 洋一
〒981-1533 角田市平貫字住吉28
自由民主党
多賀城・七ヶ浜選挙区 仁田 和廣
〒985-0802 宮城郡七ヶ浜町吉田浜字上ノ台11-1
自由民主党
多賀城・七ヶ浜選挙区 寺澤 正志
〒985-0874 多賀城市八幡2-21-19
自由民主党
岩沼選挙区
村上 智行
〒989-2444 岩沼市本町8-1-303
改革みやぎ
登米選挙区
袋 正
〒987-0513 登米市迫町北方字金ケ森12
自由民主党
登米選挙区
只野 九十九
〒987-0367 登米市豊里町川前198-6
自由民主党
登米選挙区
熊谷 盛廣
〒986-0402 登米市津山町横山字上の山38-1
自由民主党
栗原選挙区
長谷川 敦
〒987-2245 栗原市築館字荒田沢41-294
社民党
栗原選挙区
熊谷 義彦
〒987-2264 栗原市築館薬師台4−10
自由民主党
東松島選挙区
渥美 巖
〒981-0501 東松島市赤井字川前二204−3
自由民主党
大崎選挙区
中島 源陽
〒989-6402 大崎市岩出山字下真山馬伏谷15
自由民主党
大崎選挙区
佐々木征治
〒989-4102 大崎市鹿島台木間塚字念佛山11−23
自由民主党
大崎選挙区
菊地 恵一
〒989-6154 大崎市古川三日町1-3-28
社民党
大崎選挙区
岩渕 義教
〒989-6171 大崎市古川北町4−4−12
改革みやぎ・民主党 柴田選挙区
須藤 哲
〒989-1233 柴田郡大河原町字上川原47-31
自由民主党
柴田選挙区
髙橋 伸二
〒989-1601 柴田郡柴田町船岡中央１丁目9-12
自由民主党
亘理選挙区
渡辺 和喜
〒989-2371 亘理郡亘理町逢隈鹿島字吹田24−1
自由民主党
宮城選挙区
安部 孝
〒981-0212 宮城郡松島町磯崎字長田８０−５６
自由民主党
黒川選挙区
藤倉 知格
〒981-3361 黒川郡富谷町あけの平2−12−2
自由民主党
黒川選挙区
中山 耕一
〒981-3312 黒川郡富谷町とちの木1−10−7
自由民主党
加美選挙区
皆川 章太郎
〒981-4264 加美郡加美町字赤塚212−5
自由民主党
遠田選挙区
中村 功
〒987-0284 遠田郡涌谷町猪岡短台字洞18
自由民主党
本吉選挙区
髙橋 長偉
〒986-0741 本吉郡南三陸町志津川字十日町1
註：改革みやぎは民主党県議を中心とした宮城県議会の会派です。所属政党を確認できた議員だけ政党を表記しています。

電話
022(277)1284
022(277)1284
022(301)7751
022(391)7726
022(279)9793
022(221)2818
022(293)3677
022(257)4525
022(255)9636
022(387)7331
022(285)6894
022(285)2295
022(285)3715
022(244)1367
022(245)6024
022(242)1575
022(304)5854
022(243)0419
022(251)4376
022(378)5550
022(372)4637
022(272)1785
022(218)4783
0225(53)2320
0225(23)2511
0225(93)2601
0225(23)9518
0225(94)2444
022(362)8615
022(362)3400
0226(23)5845
0226(22)2048
0224(33)3956
0224(25)5028
022(382)2539
022(382)3927
0224(78)1107
0224(69)2165
022(357)4351
022(361)6606
0223(23)4194
0220(22)2043
0225(76)2960
0225(69)2008
0228(23)6846
0228(22)4511
0225(82)3817
0229(77)2350
0229(56)3543
0229(22)0084
0229(23)0585
0224(52)3854
0224(87)6322
0223(34)2610
022(767)2787
022(358)9738
022(348)1731
0229(63)3516
0229(45)2694
0226(46)2041

Fax
022(279)4654
022(271)3830
022(301)7752
022(391)7726
022(279)9793
022(262)2198
022(298)8261
022(257)5523
022(255)9636
022(254)3226
022(282)5183
022(285)3715
022(743)3020
022(245)6024
022(304)5853
022(251)4376
022(378)2377
022(374)8844
022(272)1785
022(218)4783
0225(23)7414
0225(93)2601
0225(23)9519
0225(94)2444
022(367)6287
0226(23)5845
0226(24)2922
0224(33)3295
022(382)2539
022(382)3949
0224(78)1107
0224(69)2165
022(357)4351
022(361)6651
0223(23)4194
0220(22)2043
0225(76)2960
0225(69)2008
0228(23)6846
0228(22)8218
0225(82)3811
0229(77)2350
0229(56)3543
0229(23)8449
0229(23)0585
0224(52)3854
0224(87)6323
022(767)2787
022(358)9738
022(348)1727
0229(63)6116
0229(45)2139
0226(46)3883

URL
http://www.kanma.jp/
http://homepage2.nifty.com/ishibashi/
http://yusa-miyuki.jp/
http://www.kikkawa37.net/
http://www.aizawa-mitsuya.jp/
http://homepage3.nifty.com/fumihiro
http://www11.ocn.ne.jp/~yasuko/
http://www.shoji-kenichi.com/
http://www.mitsujiro.com/
http://www.sdp-miyagi.com/honda/

E-mail
kanma@kanma.jp
info@yusa-miyuki.jp

umihiro@joy.ocn.ne.jp
yasuko@rose.ocn.ne.jp
shoji-007kenchan@m4.dion.ne.jp
m-ishikawa@cocoa.plala.or.jp

http://www.norisuke-f.com/

norisuke@maple.ocn.ne.jp

http://sasakikoshi.com/
http://www.ki.rim.or.jp/~jcpmk/yokota.htm

post@sasakikoshi.com

ttp://www.konchans.com/
http://ono-takashi.jp/

takayoshi@konchans.com
ono-takashi@almond.ocn.ne.jp

http://www.hiroko-tonosaki.com/
http://www.zenmei.net/
http://www.moto-chu.com/

info@moto-chu.com

http://www.sakashita-ken.com/

kenken@siren.ocn.ne.jp

http://www.k-sato.jp/
http://www4.ocn.ne.jp/~sukenari/

heart@hkg.odn.ne.jp

http://www.kazu44.com/
http://www.sdp-miyagi.com/satou/

kazu44@k-macs.ne.jp

http://www.haseyou.jp/

info@haseyou.jp

http://t_murakami.netrend.jp/

tomoyuki@aurora.ocn.ne.jp

http://www4.ocn.ne.jp/~kumamori/
http://www.hasegawa-atsushi.com
http://www.sdp-miyagi.com/kumagai/

k-morihiro@royal.ocn.ne.jp
miyagi@hasegawa-atsushi.com

http://motoharu-smile.jp/

minna@motoharu-smile.jp
seiji.s@triton.ocn.ne.jp
kikuchi-84@excite.co.jp

http://www.geocities.jp/kikuchik_1/
http://www.sdp-miyagi.com/iwabuchi/
http://www.sky.sannet.ne.jp/sudou-satoshi/
http://www.shinji-1.jp/

sudou-satoshi@sky.sannet.ne.jp
shinji@ji.jet.ne.jp

http://www7.plala.or.jp/abe-takashi1108/abetakashihtml.html
http://kouichi-net.jugem.jp/

nakayama.koichi@mb.mni.ne.jp

choi-3324-ta@docomo.ne.jp

