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選挙区
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備考

海江田　鶴造 かいえだ　つるぞう 男 自由民主党 第13回(昭58) 比例代表

加賀　　　操 かが　みさお 男 緑風会 第1回(昭22) 北海道

加賀谷　　健 かがや　けん 男 民主党・新緑風会 第21回（平19） 千葉県

加賀山　之雄 かがやま　ゆきお 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34) 全国

柿沢　　弘治 かきざわ　こうじ 男 新自由クラブ 第11回(昭52)、辞職(昭55.5.21) 東京都

鹿熊　　安正 かくま　やすまさ 男 自由民主党・保守党 第15回(平元)、第17回(平7) 富山県

景山　俊太郎 かげやま　しゅんたろう 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13） 島根県

笠井　　　亮 かさい　あきら 男 日本共産党 第17回(平7) 比例代表

笠原　　潤一 かさはら　じゅんいち 男 自由民主党 第16回(平4)補欠(平5.7.18) 岐阜県

風間　　直樹 かざま　なおき 男 立憲民主党・民友会・希望の会 第21回（平19）、第23回（平25） 新潟県

風間　　　昶 かざま　ひさし 男 公明党 第16回（平4）、第18回（平10）、第20回（平16） 比例代表

梶木　　又三 かじき　またぞう 男 自由民主党 第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭58) 比例代表

鹿島　　俊雄 かしま　としお 男 自由民主党 第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回(昭46) 全国

鹿島　守之助 かじま　もりのすけ 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 全国

柏村　　武昭 かしむら　たけあき 男 自由民主党 第19回（平13）、退職［公選90]（平19.3.25） 広島県

加治屋　義人 かじや　よしと 男 自由民主党 第19回（平13）、第21回（平19） 鹿児島県

柏木　　庫治 かしわぎ　くらじ 男 緑風会
第1回(昭22)、第3回(昭28)[3年任期]、退職[選挙無効](昭
29.9.24)、第3回(昭28)[3年任期]再選挙(昭29.10.17)

全国

柏原　　ヤス かしわばら　やす 女 公明党・国民会議 第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52) 全国

梶原　　　清 かじわら　きよし 男 自由民主党 第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表

梶原　　敬義 かじわら　けいぎ 男 社会民主党・護憲連合 第13回(昭58)、第15回(平元)、第17回(平7) 大分県

梶原　　茂嘉 かじわら　しげよし 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 全国
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春日　　正一 かすが　しょういち 男 日本共産党 第7回(昭40)、第9回(昭46) 全国

粕谷　　照美 かすや　てるみ 女 日本社会党・護憲民主連合 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表

加瀬　　　完 かせ　かん 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)

千葉県 副議長(第14代)

片岡　　勝治 かたおか　かつじ 男 日本社会党 第9回(昭46)、第11回(昭52) 神奈川県

片岡　　文重 かたおか　ふみえ 男 民主社会党 第2回(昭25)補欠(昭25.12.13)、第4回(昭31) 千葉県

片上　　公人 かたかみ　こうじん 男 各派に属しない議員 第14回(昭61)、第16回(平4) 兵庫県

片柳　　眞吉 かたやなぎ　しんきち 男 緑風会 第2回(昭25) 全国

片山　　甚市 かたやま　じんいち 男 日本社会党 第10回(昭49)、第12回(昭55) 全国

片山　　武夫 かたやま　たけお 男 民社党 第7回(昭40) 全国

片山　虎之助 かたやま　とらのすけ 男 日本維新の会
第15回（平元）、第17回（平7）、第19回（平13）、第22回（平22）、
第24回（平28）

比例代表

片山　　正英 かたやま　まさひで 男 自由民主党・自由国民会議 第9回(昭46)、第11回(昭52) 全国

勝木　　健司 かつき　けんじ 男 民主党・新緑風会 第14回(昭61)、第16回(平4)、第18回(平10) 比例代表

勝又　　武一 かつまた　ぶいち 男 日本社会党 第11回(昭52) 静岡県

勝俣　　　稔 かつまた　みのる 男 自由民主党 第4回(昭31) 全国

加藤　シヅエ かとう　しづえ 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

加藤　　修一 かとう　しゅういち 男 公明党 第17回（平7）、第19回（平13）、第21回（平19） 比例代表

加藤　　　進 かとう　すすむ 男 日本共産党 第9回(昭46) 全国

加藤　　武徳 かとう　たけのり 男 自由民主党
第2回(昭25)、第5回(昭34)、退職[公選90](昭39.10.18)、第10回
(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61)

岡山県

加藤　常太郎 かとう　つねたろう 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期] 香川県

加藤　　敏幸 かとう　としゆき 男 民進党・新緑風会 第20回（平16）、第22回（平22） 比例代表

加藤　　紀文 かとう　のりふみ 男 自由民主党 第16回(平4)、第18回(平10) 岡山県
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加藤　　正人 かとう　まさと 男 参議院同志会 第2回(昭25)、第4回(昭31) 全国

門田　　定藏 かどた　ていぞう 男 日本社会党 第1回(昭22) 鳥取県

門屋　　盛一 かどや　もりいち 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期]補欠(昭23.1.11) 長崎県

金井　　元彦 かない　もとひこ 男 自由民主党・自由国民会議 第9回(昭46)、第11回(昭52) 兵庫県

金石　　清禅 かないし　しょうせん 男 自由民主党・保守党 第17回(平7)繰上(平13.6.13) 比例代表

金丸　　冨夫 かなまる　とみお 男 自由民主党 第5回(昭34)、第7回(昭40) 全国

カニエ　邦彦 かにえ　くにひこ 男 日本社会党（第二控室）〔右〕 第1回(昭22) 京都府

兼岩　　傳一 かねいわ　でんいち 男 日本共産党 第1回(昭22) 全国

金子　　恵美 かねこ　えみ 女 民主党・新緑風会 第21回（平19） 福島県

金子　原二郎 かねこ　げんじろう 男 自由民主党・国民の声 第22回（平22）、第24回（平28） 長崎県

金子　　洋一 かねこ　よういち 男 民進党・新緑風会 第20回（平16）補欠（平21.10.25）、第22回（平22） 神奈川県

金子　　洋文 かねこ　ようぶん 男 日本社会党 第1回(昭22) 全国

金田　　勝年 かねだ　かつとし 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13） 秋田県

金丸　　三郎 かねまる　さぶろう 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)、第13回(昭58) 鹿児島県

狩野　　明男 かのう　あきお 男 自由民主党・自由国民会議 第15回(平元)、逝去(平4.2.26) 茨城県

加納　　金助 かのう　きんすけ 男 自由党 第2回(昭25)、逝去(昭28.12.5) 千葉県

加納　　時男 かのう　ときお 男 自由民主党 第18回（平10）、第20回（平16） 比例代表

狩野　　　安 かのう　やす 女 自由民主党 第15回（平元）補欠（平4.4.12）、第17回（平7）、第19回（平13） 茨城県

鎌田　　逸郎 かまた　いつろう 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国

鎌田　　要人 かまだ　かなめ 男 自由民主党・保守党 第15回(平元)、第17回(平7) 鹿児島県

釜本　　邦茂 かまもと　くにしげ 男 自由民主党・保守党 第17回(平7) 比例代表
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上條　　愛一 かみじょう　あいいち 男 日本社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31)[3年任期]更正決定(昭34.2.23) 全国

上條　　勝久 かみじょう　かつひさ 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55) 宮崎県

神谷　信之助 かみたに　しんのすけ 男 日本共産党 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 京都府

神本　美恵子 かみもと　みえこ 女 立憲民主党・民友会・希望の会 第19回（平13）、第21回（平19）、第23回（平25） 比例代表

上山　　和人 かみやま　かずと 男 社会民主党・護憲連合 第16回(平4) 鹿児島県

上吉原　一天 かみよしはら　いってん 男 自由民主党 第16回(平4)補欠(平8.10.20) 栃木県

亀井　亜紀子 かめい　あきこ 女 みどりの風 第21回（平19） 島根県

亀井　　郁夫 かめい　いくお 男 国民新党 第18回（平10）、第20回（平16） 広島県

亀井　　善彰 かめい　ぜんしょう 男 自由民主党 第8回(昭43) 全国

亀井　　　光 かめい　ひかる 男 自由民主党 第6回(昭37)、辞職(昭42.3.14) 福岡県

亀井　　久興 かめい　ひさおき 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55)、辞職(昭61.6.20) 島根県

亀田　　得治 かめだ　とくじ 男 日本社会党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 大阪府

亀長　　友義 かめなが　ともよし 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)、第13回(昭58) 徳島県

亀谷　　博昭 かめや　ひろあき 男 自由民主党・保守党 第17回(平7) 宮城県

萱野　　　茂 かやの　しげる 男 民主党・新緑風会 第16回(平4)繰上(平6.8.5) 比例代表

柄谷　　道一 からたに　みちかず 男 民社党・国民連合 第10回(昭49)、第12回(昭55) 全国

刈田　　貞子 かりた　ていこ 女 平成会 第13回(昭58)、第15回(平元) 比例代表

河井　あんり かわい　あんり 河井　　案里 女 各派に属しない議員 第25回（令元）、辞職(令3.2.3) 広島県

河合　　義一 かわい　ぎいち 男 日本社会党 第3回(昭28) 兵庫県

河合　　常則 かわい　つねのり　 男 自由民主党 第20回（平16） 富山県

河井　　彌八 かわい　やはち 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25) 静岡県 議長(第4代)
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川上　　嘉市 かわかみ　かいち 男 緑風会 第1回(昭22) 静岡県

川上　　為治 かわかみ　ためじ 男 自由民主党 第5回(昭34)、第8回(昭43) 鹿児島県

川上　　義博 かわかみ　よしひろ 男 民主党・新緑風会 第21回（平19） 鳥取県

川上　　　嘉 かわかみ　よしみ 男 各派に属しない議員 第1回(昭22)[3年任期] 全国

川口　爲之助 かわぐち　ためのすけ 男 自由民主党 第3回(昭28) 千葉県

河口　　陽一 かわぐち　よういち 男 自由民主党 第8回(昭43) 北海道

川口　　順子 かわぐち　よりこ 女 自由民主党 第19回（平13）補欠（平17.10.23）、第21回（平19） 比例代表

河崎　　ナツ かわさき　なつ 女 日本社会党（第四控室）〔左〕 第1回(昭22) 全国

川崎　　　稔 かわさき　みのる 男 各派に属しない議員 第21回（平19） 佐賀県

河田　　賢治 かわだ　けんじ 男 日本共産党 第8回(昭43)、第10回(昭49) 京都府

川野　　三暁 かわの　さんぎょう 男 自由民主党 第6回(昭37) 全国

川野辺　　静 かわのべ　しず 女 自由民主党 第9回(昭46) 静岡県

川橋　　幸子 かわはし　ゆきこ 女 民主党・新緑風会 第16回(平4)、第18回(平10) 比例代表

川原　新次郎 かわはら　しんじろう 男 自由民主党 第12回(昭55)、第14回(昭61) 鹿児島県

川村　　清一 かわむら　せいいち 男 日本社会党 第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52) 北海道

川村　　松助 かわむら　まつすけ 男 自由民主党 第1回(昭22)補欠(昭22.10.7)、第3回(昭28) 岩手県

河本　　英典 かわもと　えいすけ 男 自由民主党 第16回(平4)、第18回(平10) 滋賀県

河本　嘉久蔵 かわもと　かくぞう 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) 滋賀県

神沢　　　浄 かんざわ　きよし 男 日本社会党 第9回(昭46) 山梨県

神田　　　博 かんだ　ひろし 男 自由民主党 第10回(昭49)、逝去(昭52.6.30) 全国

神取　　　忍 かんどり　しのぶ　 神取　　しのぶ 女 自由民主党 第20回（平16）繰上（平18.10.4） 比例代表
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菅野　　　壽 かんの　ひさし 男 社会民主党・護憲連合 第15回(平元)、第17回(平7) 比例代表

上林　繁次郎 かんばやし　しげじろう 男 公明党 第8回(昭43)、第10回(昭49) 全国

上林　　忠次 かんばやし　ちゅうじ 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34) 全国

木内　キヤウ きうち　きやう 女 民主クラブ 第1回(昭22) 全国

木内　　四郎 きうち　しろう 男 自由民主党
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

喜岡　　　淳 きおか　じゅん 男 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 香川県

菊川　　孝夫 きくかわ　たかお　 男 日本社会党 第2回(昭25) 全国

菊田　　七平 きくた　しちへい 男 自由民主党 第2回(昭25) 茨城県

聽濤　　　弘 きくなみ　ひろし 男 日本共産党 第16回(平4) 比例代表

岸　　　宏一 きし　こういち 男 自由民主党 第18回（平10）、第20回（平16）、第22回（平22） 山形県

岸　　　信夫 きし　のぶお 男 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会 第20回（平16）、第22回（平22）、辞職（平24.11.30） 山口県

岸　　　良一 きし　りょういち 男 緑風会 第3回(昭28) 全国

岸田　　幸雄 きしだ　ゆきお 男 自由民主党 第4回(昭31)補欠(昭34.8.20)、第6回(昭37) 兵庫県

岸野　　牧夫 きしの　まきお 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期]、辞職(昭22.7.2) 徳島県

木島　　虎藏 きじま　とらぞう 男 自由民主党 第3回(昭28) 全国

木島　　則夫 きじま　のりお 男 民社党・国民連合 第9回(昭46)、第11回(昭52) 東京都

木島　　義夫 きじま　よしお 男 自由民主党 第4回(昭31)補欠(昭35.12.1)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 千葉県

北　　勝太郎 きた　かつたろう 男 緑風会 第3回(昭28) 北海道

北　　　修二 きた　しゅうじ 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元) 北海道

北岡　　秀二 きたおか　しゅうじ 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13） 徳島県

北川イッセイ きたがわ　いっせい 北川　　一成 男 自由民主党 第20回（平16）、第22回（平22） 大阪府
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北口　　龍徳 きたぐち　りゅうとく 男 自由民主党 第6回(昭37)補欠(昭38.1.29)、逝去(昭40.5.31) 熊本県

北澤　　俊美 きたざわ　としみ 男 民進党・新緑風会 第16回（平4）、第18回（平10）、第20回（平16）、第22回（平22） 長野県

北畠　　教真 きたばたけ　きょうしん 男 自由民主党 第5回(昭34)、第7回(昭40)、逝去(昭44.2.14) 全国

北村　　一男 きたむら　かずお 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、退職[公選90](昭30.3.29) 新潟県

北村　　哲男 きたむら　てつお 男 民主の会 第15回(平元) 比例代表

北村　　　暢 きたむら　みつる 男 日本社会党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43)[3年任期] 全国

木戸口　英司 きどぐち　えいじ 男 立憲民主・社民 第24回（平28） 岩手県

喜納　　昌吉 きな　しょうきち 男 民主党・新緑風会 第20回（平16） 比例代表

木下　　源吾 きのした　げんご 男 日本社会党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25) 北海道

木下　　辰雄 きのした　たつお 男 緑風会 第1回(昭22) 全国

木下　　盛雄 きのした　もりお 男 日本自由党 第1回(昭22)[3年任期]、逝去(昭22.12.18) 長野県

木下　　友敬 きのした　ゆうけい 男 日本社会党 第4回(昭31) 山口県

紀平　　悌子 きひら　ていこ 女 各派に属しない議員 第15回(平元) 熊本県

儀間　　光男 ぎま　みつお 男 日本維新の会・希望の党 第23回（平25） 比例代表

木俣　　佳丈 きまた　よしたけ 男 民主党・新緑風会 第18回（平10）、第20回（平16） 愛知県

君　　　健男 きみ　たけお 男 自由民主党・自由国民会議 第8回(昭43)補欠(昭47.12.17)、退職[公選90](昭49.3.27) 新潟県

木宮　　和彦 きみや　かずひこ 男 自由民主党 第14回(昭61)、第16回(平4) 静岡県

木村　禧八郎 きむら　きはちろう 男 日本社会党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 東京都

木村　篤太郎 きむら　とくたろう 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34) 奈良県

木村　　　仁 きむら　ひとし 男 自由民主党 第18回（平10）、第20回（平16） 熊本県

木村　美智男 きむら　みちお 男 日本社会党 第7回(昭40)、退職[公選90](昭44.12.7) 全国
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木村　　睦男 きむら　むつお 男 自由民主党・自由国民会議
第5回(昭34)補欠(昭39.12.9)、第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11
回(昭52)、第13回(昭58)

岡山県 議長(第15代)

木村　　守江 きむら　もりえ 男 自由民主党 第2回(昭25) 福島県

木村　　義雄 きむら　よしお 男 自由民主党・国民の声 第23回（平25） 比例代表

木本　平八郎 きもと　へいはちろう 男 サラリーマン新党・参議院の会 第13回(昭58) 比例代表

喜屋武　眞榮 きやん　しんえい 男 二院クラブ
沖縄国政参加[昭49までの任期](昭45.11.15)、第10回(昭49)、第
12回(昭55)、辞職(昭57.10.5)、第13回(昭58)、第15回(平元)

沖縄県

清澤　　俊英 きよさわ　としえい 男 日本社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 新潟県

九鬼　紋十郎 くき　もんじゅうろう 男 自由党 第1回(昭22) 三重県

釘宮　　　磐 くぎみや　ばん 男 民主党・新緑風会 第16回(平4) 大分県

日下部禧代子 くさかべ　きよこ 女 社会民主党・護憲連合 第15回(平元)、第17回(平7) 比例代表

草川　　昭三 くさかわ　しょうぞう 男 公明党 第19回（平13）、第21回（平19）繰上（平20.9.12） 比例代表

草葉　　隆圓 くさば　りゅうえん 男 自由民主党
第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭
37)、逝去(昭41.9.20)

愛知県

久次米健太郎 くじめ　けんたろう 男 自由民主党・自由国民会議 第8回(昭43)、第10回(昭49)、逝去(昭55.7.2) 徳島県

楠　　　正俊 くすのき　まさとし 男 自由民主党・自由国民会議 第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52) 全国

楠瀬　　常猪 くすのせ　つねい 男 自由党 第1回(昭22)補欠(昭25.12.20) 広島県

楠見　　義男 くすみ　よしお 男 緑風会
第1回(昭22)、第3回(昭28)[3年任期]、退職[選挙無効](昭
29.9.24)

全国

久世　　公堯 くぜ　きみたか 男 自由民主党 第14回(昭61)、第16回(平4)、第18回(平10) 比例代表

沓掛　　哲男 くつかけ　てつお 男 自由民主党
第14回（昭61）、第16回（平4）、第17回（平7）補欠（平12.6.25）、
第19回（平13）

石川県

沓脱　タケ子 くつぬぎ　たけこ 女 日本共産党 第9回(昭46)補欠(昭48.6.17)、第11回(昭52)、第14回(昭61) 大阪府

工藤　堅太郎 くどう　けんたろう 男 民主党・新緑風会 第20回（平16） 比例代表

工藤　　鐵男 くどう　てつお 男 自由党 第2回(昭25)、逝去(昭28.6.16) 青森県

工藤　万砂美 くどう　まさみ 男 自由民主党 第13回(昭58) 北海道
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工藤　　良平 くどう　りょうへい 男 日本社会党 第9回(昭46) 大分県

國井　　淳一 くにい　じゅんいち 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 全国

国井　　正幸 くにい　まさゆき 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13） 栃木県

國弘　　正雄 くにひろ　まさお 男 平和・市民 第15回(平元) 比例代表

久野　　恒一 くの　こういち 男 自由民主党・保守党 第18回(平10)、逝去(平14.10.17) 茨城県

久保　　勘一 くぼ　かんいち 男 自由民主党 第6回(昭37)、第8回(昭43)、退職[公選90](昭45.1.28) 長崎県

久保　　　等 くぼ　ひとし 男 日本社会党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 全国

久保　　　亘 くぼ　わたる 男 民主党・新緑風会 第10回(昭49)、第13回(昭58)、第15回(平元)、第17回(平7) 鹿児島県

久保田　藤麿 くぼた　ふじまろ 男 自由民主党 第9回(昭46) 三重県

久保田　真苗 くぼた　まなえ 女 日本社会党・護憲民主連合 第13回(昭58)、第15回(平元) 比例代表

熊谷　太三郎 くまがい　たさぶろう 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)、第12回(昭55)、第14
回(昭61)、逝去(平4.1.15)

福井県

熊谷　　　弘 くまがい　ひろし 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52) 静岡県

熊谷　　　大 くまがい　ゆたか 男 自由民主党 第22回（平22） 宮城県

熊野　　正士 くまの　せいし 男 公明党 第24回（平28）、第26回（令4）、辞職(令4.9.30) 比例代表

藏内　　修治 くらうち　しゅうじ 男 自由民主党・自由国民会議 第12回(昭55) 福岡県

倉田　　寛之 くらた　ひろゆき 男 自由民主党 第13回（昭58）、第15回（平元）、第17回（平7）、第19回（平13） 千葉県 議長（第25代）

栗林　　卓司 くりばやし　たくじ 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

栗原　　君子 くりはら　きみこ 女 新社会党・平和連合 第16回(平4) 広島県

栗原　　祐幸 くりはら　ゆうこう 男 自由民主党 第6回(昭37)、第8回(昭43)、辞職(昭47.11.13) 静岡県

栗原　　俊夫 くりばら　としお 男 日本社会党 第10回(昭49) 群馬県

栗村　　和夫 くりむら　かずお 男 日本社会党・護憲共同 第15回(平元)、逝去(平4.1.25) 宮城県
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栗山　　良夫 くりやま　よしお 男 日本社会党
第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、第4回(昭31)、辞職(昭
36.4.5)

全国

栗栖　　赳夫 くるす　たけお 男 自由党 第1回(昭22)、辞職(昭28.3.26) 山口県

來馬　　琢道 くるま　たくどう 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国

黒岩　　宇洋 くろいわ　たかひろ 男 民主党・新緑風会 第19回（平13）補欠（平14.4.28） 新潟県

黒岩　　秩子 くろいわ　ちづこ 女 さきがけ環境会議 第17回(平7)繰上(平13.3.16) 比例代表

黒川　　武雄 くろかわ　たけお 男 自由民主党 第1回(昭22)、第3回(昭28)、第5回(昭34) 東京都

黒木　　利克 くろき　としかつ 男 自由民主党 第7回(昭40) 全国

黒住　　忠行 くろずみ　ただゆき 男 自由民主党 第9回(昭46)繰上(昭46.7.13) 全国

黒田　　英雄 くろだ　ひでお 男 自由党 第1回(昭22) 岡山県

黒柳　　　明 くろやなぎ　あきら 男 平成会
第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15
回(平元)

東京都

桑名　　義治 くわな　よしはる 男 公明党・国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55) 福岡県

郡司　　　彰 ぐんじ　あきら 男 立憲民主・社民 第18回（平10）、第20回（平16）、第22回（平22）、第24回（平28） 茨城県 副議長(第31代)

慶松勝左衞門 けいまつ　しょうざえもん 男 日本自由党 第1回(昭22)、資格消滅[覚書](昭22.7.16) 全国

源田　　　実 げんだ　みのる 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)、第12回(昭55) 全国

剱木　　亨弘 けんのき　としひろ 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回(昭46) 福岡県

古池　　信三 こいけ　しんぞう 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) 岐阜県

小池　　正勝 こいけ　まさかつ 男 たちあがれ日本・新党改革 第20回（平16） 徳島県

小池　百合子 こいけ　ゆりこ 女 日本新党 第16回(平4)、退職[公選90](平5.7.4) 比例代表

小泉　　顕雄 こいずみ　あきお 男 自由民主党 第19回（平13） 比例代表

小泉　　昭男 こいずみ　あきお 男 自由民主党 第20回（平16）、第22回（平22） 神奈川県

小泉　　親司 こいずみ　ちかし 男 日本共産党 第18回(平10) 比例代表
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小泉　　秀吉 こいずみ　ひできち 男 日本社会党（第四控室）〔左〕 第1回(昭22) 全国

高祖　　憲治 こうそ　けんじ 男 自由民主党・保守党 第19回(平13)、辞職(平13.9.25) 比例代表

行田　　邦子 こうだ　くにこ 山 　　邦子 女 日本維新の会・希望の党 第21回（平19）、第23回（平25） 埼玉県

河野　　謙三 こうの　けんぞう 男 各派に属しない議員
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)

神奈川県
議長(第11、12代)、
副議長(第10代)

河野　　正夫 こうの　まさお 男 日本社会党 第1回(昭22)[3年任期] 全国

鴻池　　祥肇 こうのいけ　よしただ 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）、
逝去(平30.12.25)

兵庫県

河本　　三郎 こうもと　さぶろう 男 自由民主党 第16回(平4)、退職[公選90](平8.10.8) 兵庫県

高良　　とみ こうら　とみ 女 無所属クラブ 第1回(昭22)、第3回(昭28) 全国

紅露　　みつ こうろ　みつ 女 自由民主党
第1回(昭22)[3年任期]補欠(昭22.8.15)、第2回(昭25)、第4回(昭
31)、第6回(昭37)

徳島県

小枝　　一雄 こえだ　かずお 男 自由民主党 第8回(昭43) 岡山県

郡　　　祐一 こおり　ゆういち 男 自由民主党・自由国民会議
第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43)、第9回
(昭46)補欠(昭50.4.27)、第11回(昭52)

茨城県

古賀　雷四郎 こが　らいしろう 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) 比例代表

木檜　三四郎 こぐれ　さんしらう 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 群馬県

木暮　武太夫 こぐれ　ぶだゆう 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、逝去(昭42.7.10) 群馬県

木暮　　山人 こぐれ　やまと 男 自由党 第15回(平元)、第17回(平7)、逝去(平10.5.26) 比例代表

小坂　　憲次 こさか　けんじ 男 自由民主党 第22回（平22） 比例代表

小酒井　義男 こざかい　よしお 男 日本社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭37) 全国

輿石　　　東 こしいし　あずま 男 各派に属しない議員 第18回（平10）、第20回（平16）、第22回（平22） 山梨県 副議長(第30代)

小島　　慶三 こじま　けいぞう 男 民主党・新緑風会 第16回(平4)繰上(平5.7.16) 比例代表

小島　　静馬 こじま　しずま 男 自由民主党 第13回(昭58) 静岡県

小杉　　イ子 こすぎ　いね 女 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国
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小杉　　繁安 こすぎ　しげやす 男 自由党 第1回(昭22) 山形県

小斉平　敏文 こせひら　としふみ 男 自由民主党 第19回（平13） 宮崎県

小平　　芳平 こだいら　よしへい 男 公明党・国民会議 第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52) 全国

小滝　　　彬 こだき　ひん 男 自由民主党 第2回(昭25)更正決定(昭27.1.9)、第4回(昭31)、逝去(昭33.5.28) 島根県

小谷　　　守 こたに　まもる 男 日本社会党 第9回(昭46)、第11回(昭52) 兵庫県

後藤　　博子 ごとう　ひろこ 女 国民新党 第19回（平13） 大分県

後藤　　文夫 ごとう　ふみお 男 緑風会 第3回(昭28) 大分県

後藤　　正夫 ごとう　まさお 男 自由民主党 第10回(昭49)補欠(昭51.9.26)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 大分県

後藤　　義隆 ごとう　よしたか 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 大分県

小西　　英雄 こにし　ひでお 男 自由民主党
第2回(昭25)補欠(昭31.1.15)、第4回(昭31)[3年任期]、退職[当選
無効](昭34.2.20)、第6回(昭37)、逝去(昭39.12.8)

全国

小西　　博行 こにし　ひろゆき 男 民社党・スポーツ・国民連合 第12回(昭55)、第14回(昭61) 広島県

木庭　健太郎 こば　けんたろう 男 公明党 第15回（平元）、第17回（平7）、第19回（平13）、第21回（平19） 比例代表

小畑　　哲夫 こばた　てつお 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 兵庫県

小林　　　章 こばやし　あきら 男 自由民主党 第7回(昭40) 全国

小林　　英三 こばやし　えいぞう 男 自由民主党 第1回(昭22)、第3回(昭28)、第5回(昭34) 埼玉県

小林　　勝馬 こばやし　かつま 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 全国

小林　　国司 こばやし　くにじ 男 自由民主党・自由国民会議 第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55)補欠(昭56.11.1) 鳥取県

小林　　孝平 こばやし　こうへい 男 日本社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31)、退職[公選90](昭36.11.12) 全国

小林　　　武 こばやし　たけし 男 日本社会党 第6回(昭37)、第8回(昭43) 全国

小林　　武治 こばやし　たけじ 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 静岡県

小林　　　正 こばやし　ただし 男 平成会 第15回(平元) 神奈川県
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小林　　篤一 こばやし　とくいち 男 自由民主党 第6回(昭37) 北海道

小林　　正夫 こばやし　まさお 男 国民民主党・新緑風会 第20回（平16）、第22回（平22）、第24回（平28） 比例代表

小林　　政夫 こばやし　まさお 男 緑風会 第2回(昭25) 全国

小林　　亦治 こばやし　またじ 男 日本社会党 第2回(昭25) 山形県

小林　美恵子 こばやし　みえこ 女 日本共産党 第19回（平13）繰上（平15.7.7） 比例代表

小林　　　元 こばやし　もと 男 民主党・新緑風会 第17回（平7）、第19回（平13） 茨城県

小林　　　温 こばやし　ゆたか 男 自由民主党・無所属の会 第19回（平13）、第21回（平19）、辞職（平19.9.4） 神奈川県

小林　米三郎 こばやし　よねさぶろう 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期] 北海道

駒井　　藤平 こまい　とうへい 男 自由党 第1回(昭22) 奈良県

小巻　　敏雄 こまき　としお 男 日本共産党 第10回(昭49) 全国

小松　　正雄 こまつ　まさお 男 日本社会党 第2回(昭25) 福岡県

小宮　市太郎 こみや　いちたろう 男 日本社会党 第5回(昭34)補欠(昭38.4.9) 福岡県

小宮山　常吉 こみやま　つねきち 男 緑風会 第1回(昭22) 山梨県

小宮山　洋子 こみやま　ようこ 根岸　　洋子 女 民主党・新緑風会 第18回(平10)、退職[公選90](平15.4.15) 比例代表

小見山　幸治 こみやま　よしはる 男 民進党・新緑風会 第22回（平22） 岐阜県

小柳　　　勇 こやなぎ　いさむ 男 日本社会党
第4回(昭31)補欠(昭33.8.24)、第6回(昭37)、第8回(昭43)、第10
回(昭49)、第12回(昭55)

福岡県

小柳　　牧衞 こやなぎ　まきえ 男 自由民主党 第2回(昭25)補欠(昭30.5.15)、第4回(昭31)、第6回(昭37) 新潟県

小山　　一平 こやま　いっぺい 男 各派に属しない議員 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 長野県 副議長(第20代)

小山　邦太郎 こやま　くにたろう 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 長野県

小山　　孝雄 こやま　たかお 男 各派に属しない議員 第17回(平7)、辞職(平13.1.29) 比例代表

小山　　峰男 こやま　みねお 男 民主党・新緑風会 第17回(平7) 長野県
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今　　　春聴 こん　しゅんちょう 男 自由民主党 第8回(昭43) 全国

近藤　　　剛 こんどう　たけし 男 自由民主党・保守新党 第19回(平13)、辞職(平15.11.17) 比例代表

近藤　英一郎 こんどう　えいいちろう 男 自由民主党 第7回(昭40) 群馬県

近藤　　信一 こんどう　しんいち 男 日本社会党
第3回(昭28)、第5回(昭34)、退職[公選90](昭40.4.5)、第7回(昭
40)

愛知県

近藤　　忠孝 こんどう　ちゅうこう 男 日本共産党 第10回(昭49)[3年任期]、第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表

近藤　　鶴代 こんどう　つるよ 女 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 岡山県

近藤　　正道 こんどう　まさみち 男 社会民主党・護憲連合 第20回（平16） 新潟県

今野　　　東 こんの　あずま 今野　東吾 男 民主党・新緑風会 第21回（平19）、退職［公選90］（平24.12.4） 比例代表
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