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萩野　　浩基 はぎの　こうき 男 新緑風会 第15回(平元)補欠(平4.3.8) 宮城県

萩原　幽香子 はぎわら　ゆかこ 女 民社党 第8回(昭43) 兵庫県

白　　　眞勲 はく　しんくん 男 立憲民主・社民 第20回（平16）、第22回（平22）、第24回（平28） 比例代表

橋上　　　保 はしがみ　たもつ 男 民主党 第1回(昭22)、逝去(昭24.11.26) 福岡県

橋本　　　敦 はしもと　あつし 男 日本共産党 第10回(昭49)、第13回(昭58)、第15回(平元)、第17回(平7) 比例代表

橋本　孝一郎 はしもと　こういちろう 男 民社党・スポーツ・国民連合 第14回(昭61) 比例代表

橋本　　繁蔵 はしもと　しげぞう 男 自由民主党 第9回(昭46) 愛知県

橋本萬右衞門 はしもと　まんうえもん 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、逝去(昭25.12.27) 福島県

馳　　　　浩 はせ　ひろし 男 自由民主党・保守党 第17回(平7)、辞職(平12.5.12) 石川県

長谷川　　清 はせがわ　きよし 男 民主党・新緑風会 第16回(平4)、第18回(平10) 比例代表

長谷川　憲正 はせがわ　けんせい 男 国民新党 第20回（平16） 比例代表

長谷川　　信 はせがわ　しん 男 自由民主党・自由国民会議
第10回(昭49)補欠(昭52.5.22)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、逝
去(平2.10.28)

新潟県

長谷川　　仁 はせがわ　じん 男 自由民主党 第6回(昭37)、第8回(昭43) 全国

長谷川　　大紋 はせがわ　たもん 男 自由民主党 第21回（平19） 茨城県

長谷川　道郎 はせがわ　みちお 男 自由民主党・保守党 第17回(平7) 新潟県

長谷部　廣子 はせべ　ひろこ 女 無所属クラブ 第3回(昭28) 愛知県

長谷山　行毅 はせやま　こうき 男 自由民主党 第2回(昭25) 秋田県

畑　　　　恵 はた　けい 船田　　　恵 女 自由民主党・保守党 第17回(平7) 比例代表

はた　　ともこ はた　ともこ 女 生活の党 第21回（平19）繰上（平23.11.10） 比例代表

羽田　雄一郎 はた　ゆういちろう 男 立憲民主・社民
第17回（平7）補、第19回（平13）、第21回（平19）、第23回（平
25）、第25回（令元）、逝去(令2.12.27)

長野県

秦　　　　豊 はた　ゆたか 男 民社党・国民連合 第10回(昭49)、第12回(昭55) 全国
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秦野　　　章 はたの　あきら 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55) 神奈川県

波多野　　鼎 はたの　かなえ 男 日本社会党 第1回(昭22) 福岡県

畑野　　君枝 はたの　きみえ 女 日本共産党 第18回(平10) 神奈川県

波多野　林一 はたの　りんいち 男 新緑風会 第1回(昭22) 京都府

鉢呂　　吉雄 はちろ　よしお 男 立憲民主・社民 第24回（平28） 北海道

八田　　一朗 はつた　いちろう 男 自由民主党 第7回(昭40) 全国

八田　ひろ子 はった　ひろこ 八田　　廣子 女 日本共産党 第18回(平10) 愛知県

服部　　教一 はっとり　きょういち 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期]、資格消滅[覚書](昭23.5.7) 奈良県

服部　　信吾 はっとり　しんご 男 公明党・国民会議 第13回(昭58)、逝去(昭62.4.25) 神奈川県

服部　三男雄 はっとり　みなお 男 自由民主党 第16回(平4)、第18回(平10) 奈良県

服部　　安司 はっとり　やすし 男 自由民主党・自由国民会議 第12回(昭55)補欠(昭60.2.3)、第14回(昭61) 奈良県

初村　滝一郎 はつむら　たきいちろう 男 自由民主党・自由国民会議
第8回(昭43)補欠(昭45.3.15)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、第
14回(昭61)

長崎県

鳩山　威一郎 はとやま　いいちろう 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表

羽仁　　五郎 はに　ごろう 男 無所属クラブ 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25) 全国

羽生　　三七 はにゅう　さんしち 男 日本社会党
第1回(昭22)、第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回
(昭46)

長野県

馬場　　　富 ばば　とみ 男 公明党・国民会議 第11回(昭52)、第13回(昭58) 愛知県

浜田　　和幸 はまだ　かずゆき 男 各派に属しない議員 第22回（平22） 鳥取県

濱田　　幸雄 はまだ　たかお　 男 自由民主党 第9回(昭46)、逝去(昭49.3.23) 高知県

浜田　卓二郎 はまだ　たくじろう 男 公明党 第18回(平10)、退職[公選90](平15.8.14) 埼玉県

濱田　　寅藏 はまだ　とらぞう 男 各派に属しない議員 第1回(昭22)[3年任期] 福岡県

浜田　　昌良 はまだ　まさよし 男 公明党 第20回（平16）、第22回（平22）、第24回（平28） 比例代表
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浜本　　万三 はまもと　まんそう 男 日本社会党・護憲民主連合 第10回(昭49)、第13回(昭58)、第15回(平元) 広島県

浜四津　敏子 はまよつ　としこ 女 公明党 第16回（平4）、第18回（平10）、第20回（平16） 比例代表

早川　　愼一 はやかわ　しんいち 男 緑風会 第1回(昭22)、第3回(昭28) 全国

林　　久美子 はやし　くみこ 世耕　久美子 女 民進党・新緑風会 第20回（平16）、第22回（平22） 滋賀県

林　　健太郎 はやし　けんたろう 男 自由民主党・自由国民会議 第13回(昭58) 比例代表

林　　　　塩 はやし　しお 女 自由民主党 第6回(昭37) 全国

林　　　紀子 はやし　としこ 女 日本共産党 第15回(平元)、第18回(平10) 比例代表

林　　　虎雄 はやし　とらお 男 日本社会党 第6回(昭37)、第8回(昭43) 長野県

林　　　ゆう はやし　ゆう 男 自由民主党・自由国民会議 第9回(昭46)補欠(昭49.5.12)、第11回(昭52)、第13回(昭58) 高知県

林　　　芳正 はやし　よしまさ 男 自由民主党・国民の声
第17回（平7）、第19回（平13）、第21回（平19）、第23回（平25）、
第25回（令元）、辞職(令3.8.16)

山口県

林　　　　了 はやし　りょう 男 緑風会 第3回(昭28)、逝去(昭28.12.20) 全国

林田　　正治 はやしだ　まさはる 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 熊本県

林田　悠紀夫 はやしだ　ゆきお 男 自由民主党
第6回(昭37)補欠(昭41.4.27)、第8回(昭43)、第10回(昭49)、退職
[公選90](昭53.3.15)、第14回(昭61)、第16回(平4)

京都府

林屋　亀次郎 はやしや　かめじろう 男 自由民主党 第1回(昭22)、第4回(昭31)、第6回(昭37) 石川県

原　　　虎一 はら　とらいち 男 日本社会党 第1回(昭22) 全国

原　　文兵衛 はら　ぶんべえ 男 各派に属しない議員 第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元) 東京都 議長(第20代)

原口　忠次郎 はらぐち　ちゅうじろう 男 各派に属しない議員 第1回(昭22)、辞職(昭24.11.29) 兵庫県

原島　　宏治 はらしま　こうじ 男 公明党 第5回(昭34)、逝去(昭39.12.9) 全国

原田　　　立 はらだ　たつる 男 公明党・国民会議 第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭58) 福岡県

針生　　雄吉 はりう　ゆうきち 男 公明党・国民会議 第14回(昭61)繰上(平2.2.23) 比例代表

桧垣　徳太郎 ひがき　とくたろう 男 自由民主党・自由国民会議 第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭58) 愛媛県
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日笠　　勝之 ひかさ　かつゆき 男 公明党 第18回(平10) 比例代表

東浦　　庄治 ひがしうら　しょうじ 男 緑風会 第1回(昭22)、逝去(昭24.9.2) 全国

樋口　　俊一 ひぐち　としかず 男 民主党・新緑風会 第18回(平10)繰上(平16.1.23) 比例代表

久松　　定武 ひさまつ　さだたけ 男 緑風会 第1回(昭22)、辞職(昭26.3.31) 愛媛県

肥田　美代子 ひだ　みよこ 女 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 比例代表

日高　　広為 ひだか　ひろため 男 自由民主党 第6回(昭37) 全国

一松　　定吉 ひとつまつ　さだよし 男 自由民主党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 全国

一松　　政二 ひとつまつ　まさじ 男 自由民主党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25) 大分県

日出　　英輔 ひので　えいすけ 男 自由民主党 第18回(平10) 比例代表

姫井　　伊介 ひめい　いすけ 男 日本社会党 第1回(昭22)[3年任期] 山口県

姫井　由美子 ひめい　ゆみこ 女 国民の生活が第一 第21回（平19）、退職［公選90］（平24.12.4） 岡山県

平井　　卓志 ひらい　たくし 男 自由党
第8回(昭43)補欠(昭49.1.27)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、第
14回(昭61)、第16回(平4)

香川県

平井　　太郎 ひらい　たろう 男 自由民主党
第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43)、逝去(昭
48.12.4)

香川県 副議長(第7、8代)

平泉　　　渉 ひらいずみ　わたる 男 自由民主党 第7回(昭40)、第9回(昭46)、退職[公選90](昭51.11.15) 全国

平岡　　市三 ひらおか　いちぞう 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、逝去(昭27.3.20) 静岡県

平島　　敏夫 ひらしま　としお 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 宮崎県

平田　　健二 ひらた　けんじ 男 各派に属しない議員 第17回（平7）、第19回（平13）、第21回（平19） 岐阜県 議長（29代）

平田　　耕一 ひらた　こういち 男 自由民主党・保守党 第17回(平7)、辞職(平12.5.12) 三重県

平沼　彌太郎 ひらぬま　やたろう 男 自由党 第1回(昭22) 埼玉県

平野　　　清 ひらの　きよし 男 自由民主党 第14回(昭61) 比例代表

平野　　貞夫 ひらの　さだお 男 民主党・新緑風会 第16回(平4)、第18回(平10) 比例代表
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平野　　成子 ひらの　しげこ 女 各派に属しない議員 第1回(昭22)[3年任期] 山梨県

平野　善治郎 ひらの　ぜんじろう 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 青森県

平野　　達男 ひらの　たつお 男 自由民主党・国民の声 第19回（平13）、第21回（平19）、第23回（平25） 岩手県

平林　　太一 ひらばやし　たいち 男 自由民主党 第2回(昭25) 山梨県

平林　　　剛 ひらばやし　たけし 男 日本社会党 第3回(昭28)[3年任期]再選挙(昭29.10.17)、第4回(昭31) 全国

平山　　幸司 ひらやま　こうじ 男 生活の党 第21回（平19） 青森県

平山　　誠 ひらやま　まこと 男 みどりの風 第21回（平19）繰上（平21.8.31) 比例代表

廣瀬　　久忠 ひろせ　ひさただ 男 自由民主党 第3回(昭28)、第7回(昭40) 山梨県

廣瀬　與兵衞 ひろせ　よへえ 男 自由党 第1回(昭22) 全国

広田　　　一 ひろた  はじめ 男 民進党・新緑風会 第20回（平16）、第22回（平22） 高知県

広田　　幸一 ひろた　こういち 男 日本社会党 第11回(昭52) 鳥取県

弘友　　和夫 ひろとも　かずお 男 公明党 第18回（平10）、第20回（平16） 比例代表

広中　和歌子 ひろなか　わかこ 女 民主党・新緑風会 第14回（昭61）、第16回（平4）、第18回（平10）、第20回（平16） 千葉県

広野　　ただし ひろの　　ただし 広野　允士 男 生活の党 第19回（平13）、第21回（平19）繰上（平21.8.23） 比例代表

深川榮左エ門 ふかがわ　えいざえもん 男 改進党 第1回(昭22) 佐賀県

深川　タマヱ ふかがわ　たまえ 女 自由民主党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25) 東京都

深田　　　肇 ふかだ　はじめ 男 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 埼玉県

深水　　六郎 ふかみ　ろくろう 男 自由民主党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25) 熊本県

福井　　　勇 ふくい　いさむ 男 自由民主党 第9回(昭46)補欠(昭50.4.27) 愛知県

福岡　日出麿 ふくおか　ひでまろ 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55) 佐賀県

福島　啓史郎 ふくしま　けいしろう 男 自由民主党 第19回（平13） 比例代表
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福島　　茂夫 ふくしま　しげお 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52) 全国

福田　　宏一 ふくだ　ひろいち 男 自由民主党 第12回(昭55)、第14回(昭61) 群馬県

福田　　幸弘 ふくだ　ゆきひろ 男 自由民主党・自由国民会議 第14回(昭61)、逝去(昭63.12.23) 福岡県

福間　　知之 ふくま　ともゆき 男 日本社会党・護憲共同 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表

福本　　潤一 ふくもと　じゅんいち 男 各派に属しない議員 第17回（平7）、第19回（平13） 比例代表

藤井　　基之 ふじい  もとゆき 男 自由民主党・国民の声 第19回（平13）、第22回（平22）、第24回（平28） 比例代表

藤井　　新一 ふじい　しんいち 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期] 全国

藤井　　孝男　 ふじい　たかお 男 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会
第12回（昭55）補欠（昭56.2.1）、第14回（昭61）、第16回（平4）、
辞職（平5.6.18）、第21回（平19）、退職［公選90］（平24.12.4）

岐阜県

藤井　　恒男 ふじい　つねお 男 民社党・国民連合 第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭58) 比例代表

藤井　　俊男 ふじい　としお 男 民主党・新緑風会 第18回(平10) 埼玉県

藤井　　裕久 ふじい　ひろひさ 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)、第13回(昭58)、辞職(昭61.6.2) 比例代表

藤井　　丙午 ふじい　へいご 男 自由民主党・自由国民会議
第1回(昭22)[3年任期]、第10回(昭49)、第12回(昭55)、逝去(昭
55.12.14)

岐阜県

藤江　　弘一 ふじえ　こういち 男 自由民主党・自由国民会議 第16回(平4)、逝去(平5.6.7) 比例代表

藤枝　　昭信 ふじえだ　しょうしん 男 日本社会党 第1回(昭22)[3年任期]補欠(昭23.6.18) 奈良県

藤川　　一秋 ふじかわ　いっしゅう 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49) 愛知県

藤末　　健三 ふじすえ　けんぞう 男 自由民主党・国民の声 第20回（平16）、第22回（平22）、第24回（平28）、辞職(令4.6.15) 比例代表

藤田　　　栄 ふじた　さかえ 男 自由民主党・自由国民会議 第12回(昭55)補欠(昭58.12.18) 静岡県

藤田　　　進 ふじた　すすむ 男 日本社会党
第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回
(昭52)

広島県

藤田　藤太郎 ふじた　とうたろう 男 日本社会党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 京都府

藤田　　正明 ふじた　まさあき 男 自由民主党 第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭58) 広島県 議長(第16代)

藤田　　雄山 ふじた　ゆうざん 男 自由民主党・自由国民会議 第15回(平元)、退職[公選90](平5.10.21) 広島県
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藤田　　幸久 ふじた　ゆきひさ 男 立憲民主党・民友会・希望の会 第21回（平19）、第23回（平25） 茨城県

藤田　　芳雄 ふじた　よしお 男 各派に属しない議員 第1回(昭22)[3年任期] 新潟県

藤谷　　光信 ふじたに　こうしん 男 民主党・新緑風会 第21回（平19） 比例代表

藤野　　公孝 ふじの　きみたか 男 自由民主党 第19回（平13）繰上（平15.11.26） 比例代表

藤野　　繁雄 ふじの　しげお 男 自由民主党 第1回(昭22)、第3回(昭28)、第5回(昭34) 長崎県

藤巻　　健史 ふじまき　たけし 男 日本維新の会・希望の党 第23回（平25） 比例代表

藤巻　　幸夫 ふじまき　ゆきお 男 結いの党 第22回（平22）繰上（平24.12.14）、逝去(平26.3.15) 比例代表

伏見　　康治 ふしみ　こうじ 男 公明党・国民会議 第13回(昭58) 比例代表

藤本　　祐司 ふじもと　ゆうじ 男 民進党・新緑風会 第20回（平16）、第22回（平22） 静岡県

藤森　　眞治 ふじもり　しんじ 男 緑風会 第1回(昭22) 兵庫県

藤原　　房雄 ふじわら　ふさお 男 公明党・国民会議
第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、退職[公選90](昭
61.6.21)

全国

藤原　　正司 ふじわら　まさし 男 民主党・新緑風会 第19回（平13）、第21回（平19） 比例代表

藤原　　道子 ふじわら　みちこ 女 日本社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 全国

藤原　　良信 ふじわら　よしのぶ 男 生活の党 第21回（平19） 比例代表

二木　　謙吾 ふたつぎ　けんご 男 自由民主党・自由国民会議 第6回(昭37)、第8回(昭43)、第10回(昭49) 山口県

二木　　秀夫 ふたつぎ　ひでお 男 自由民主党 第14回(昭61)補欠(昭62.7.12)、第16回(平4) 山口県

二見　　甚郷 ふたみ　じんごう 男 自由民主党 第5回(昭34)、辞職(昭36.10.25) 宮崎県

渕上　　貞雄 ふちがみ　さだお 男 社会民主党・護憲連合
第14回（昭61）補欠（平元.2.12）、第16回（平4）、第18回（平10）、
第20回（平16）

比例代表

筆坂　　秀世 ふでさか　ひでよ 男 日本共産党 第17回(平7)、第19回(平13)、辞職(平15.6.27) 比例代表

船田　　　譲 ふなだ　ゆずる 男 自由民主党 第7回(昭40)、第9回(昭46)、辞職(昭49.10.28) 栃木県

古川　太三郎 ふるかわ　たさぶろう 男 新緑風会 第15回(平元) 福井県
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降矢　　敬義 ふるや　けいぎ 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)、第13回(昭58) 山形県

降矢　　敬雄 ふるや　けいゆう 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52) 山梨県

帆足　　　計 ほあし　けい 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 東京都

北條　　秀一 ほうじょう　しゅういち 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国

北條　　雋八 ほうじょう　しゅんぱち 男 公明党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 全国

北條　　　浩 ほうじょう　ひろし 男 公明党 第7回(昭40) 東京都

保坂　　三蔵 ほさか　さんぞう 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13） 東京都

星　　　長治 ほし　ちょうじ 男 自由民主党・自由国民会議 第13回(昭58) 宮城県

星　　　　一 ほし　はじめ 男 国民民主党 第1回(昭22)、逝去(昭26.1.19) 全国

星川　　保松 ほしかわ　やすまつ 男 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 山形県

星野　　重次 ほしの　じゅうじ 男 自由民主党 第8回(昭43)補欠(昭45.11.1) 山梨県

星野　　　力 ほしの　つとむ 男 日本共産党 第9回(昭46) 全国

星野　　朋市 ほしの　ともいち 男 自由民主党・保守党 第15回(平元)繰上(平2.3.14)、第17回(平7) 比例代表

星野　　芳樹 ほしの　よしき 男 労働者農民党 第1回(昭22)[3年任期] 全国

細川　　嘉六 ほそかわ　かろく 男 日本共産党
第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、資格消滅[覚書](昭
26.9.27)

全国

細川　　護熙 ほそかわ　もりひろ 男 日本新党
第9回(昭46)、第11回(昭52)、退職[公選90](昭58.1.12)、第16回
(平4)、退職[公選90](平5.7.4)

比例代表

細谷　　昭雄 ほそや　あきお 男 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 秋田県

穗積　眞六郎 ほづみ　しんろくろう 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国

堀　　　末治 ほり　すえじ 男 自由民主党 第1回(昭22)、第3回(昭28)、第5回(昭34) 北海道

堀　　　利和 ほり　としかず 男 民主党・新緑風会 第15回(平元)、第18回(平10) 比例代表

堀　　　眞琴 ほり　まこと 男 無所属クラブ 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25) 東京都
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堀内　　　到 ほりうち　いたる 男 日本社会党 第1回(昭22)、逝去(昭22.12.21) 熊本県

堀内　　恒夫 ほりうち　つねお 男 自由民主党 第22回（平22）繰上（平25.8.6） 比例代表

堀内　　俊夫 ほりうち　としお 男 自由民主党 第9回(昭46)補欠(昭51.9.26)、第11回(昭52)、第13回(昭58) 奈良県

堀江　　正夫 ほりえ　まさお 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)、第13回(昭58) 比例代表

堀木　　鎌三 ほりき　けんぞう 男 自由民主党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 全国

堀越　　儀郎 ほりこし　ぎろう 男 緑風会 第1回(昭22) 全国

堀本　　宜実 ほりもと　せんじつ 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 愛媛県

本多　　市郎 ほんだ　いちろう 男 自由民主党 第4回(昭31)、逝去(昭34.4.5) 全国

本田　　良一 ほんだ　りょういち 男 民主党・新緑風会 第18回(平10) 熊本県
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