
歴代参議院議員一覧

議員氏名 読み方
議員氏名
（本名）

性
別 会派（最終） 選挙回次等

選挙区
（最終）

備考

前川　　清成 まえかわ　きよしげ 男 民進党・新緑風会 第20回（平16）、第22回（平22） 奈良県

前川　　忠夫 まえかわ　ただお 男 民主党・新緑風会 第17回(平7) 比例代表

前川　　　旦 まえかわ　たん 男 日本社会党 第7回(昭40)、第9回(昭46) 香川県

前島　英三郎 まえじま　えいざぶろう 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元) 比例代表

前田　　勲男 まえだ　いさお 男 自由民主党
第10回(昭49)補欠(昭53.2.19)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、第
16回(平4)

和歌山県

前田　佳都男 まえだ　かづお 男 自由民主党・自由国民会議
第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43)、第10回(昭49)、逝去
(昭53.1.4)

和歌山県 副議長(第13代)

前田　　武志 まえだ　たけし 男 民進党・新緑風会 第20回（平16）、第22回（平22） 比例代表

前田　　久吉 まえだ　ひさきち 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34) 全国

前田　　　穰 まえだ　みのる 男 新緑風会 第2回(昭25)、逝去(昭30.6.28) 三重県

前之園喜一郎 まえのその　きいちろう 男 自由党 第1回(昭22)補欠(昭22.8.15) 鹿児島県

前畑　　幸子 まえはた　さちこ 女 各派に属しない議員 第15回(平元) 愛知県

増子　　輝彦 ましこ　てるひこ 男 各派に属しない議員 第20回（平16）補、第22回（平22）、第24回（平28） 福島県

真島　　一男 まじま　かずお 男 自由民主党・保守党
第14回(昭61)補欠(平2.12.9)、第16回(平4)、第19回(平13)、逝去
(平13.11.22)

新潟県

増岡　　康治 ますおか　こうじ 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)繰上(平6.3.23) 比例代表

舛添　　要一 ますぞえ　よういち 男 新党改革・無所属の会 第19回（平13）、第21回（平19） 比例代表

増田　　　盛 ますだ　さかり 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) 岩手県

益田　　洋介 ますだ　ようすけ 男 公明党 第17回(平7) 比例代表

増原　　恵吉 ますはら　けいきち 男 自由民主党
第3回(昭28)補欠(昭32.6.28)、第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回
(昭46)

愛媛県

又市　　征治 またいち　せいじ 男 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

町村　　金五 まちむら　きんご 男 自由民主党・自由国民会議 第9回(昭46)、第11回(昭52) 全国

町村　　敬貴 まちむら　けいき 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 北海道
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松　　　あきら まつ　あきら 西川　玲子 女 公明党 第17回（平7）、第19回（平13）、第21回（平19）繰上（平19.9.7） 神奈川県

松井　　　孝冶 まつい　こうじ 男 民主党・新緑風会 第19回（平13）、第21回（平19） 京都府

松井　　　誠 まつい　まこと 男 日本社会党 第8回(昭43)、逝去(昭47.11.10) 新潟県

松井　　道夫 まつい　みちお 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国

松浦　　　功 まつうら　いさお 男 自由民主党 第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4) 比例代表

松浦　　孝治 まつうら　こうじ 男 自由民主党 第14回(昭61)、第16回(平4) 徳島県

松浦　　定義 まつうら　さだよし 男 無所属クラブ 第2回(昭25)、辞職(昭30.2.1) 北海道

松浦　　清一 まつうら　せいいち 男 民主社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 兵庫県

松浦　　大悟 まつうら　だいご 男 民主党・新緑風会 第21回（平19） 秋田県

松尾　　官平 まつお　かんぺい 男 各派に属しない議員
第11回(昭52)補欠(昭55.6.1)、第13回(昭58)、第14回(昭61)補欠
(平3.2.24)、第16回(平4)

青森県 副議長(第22代)

松岡　　克由 まつおか　かつよし 男 各派に属しない議員 第9回(昭46) 全国

松岡　　　徹 まつおか　とおる 男 民主党・新緑風会 第20回（平16） 比例代表

松岡　　平市 まつおか　へいいち 男 自由民主党 第3回(昭28) 佐賀県

松岡　滿壽男 まつおか　ますお 男 民主党・新緑風会 第13回(昭58)、第18回(平10) 山口県

松崎　　俊久 まつざき　としひさ 男 民主党・新緑風会 第17回(平7)繰上(平10.6.3) 比例代表

松澤　　兼人 まつざわ　けんじん 男 日本社会党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 兵庫県

松澤　　靖介 まつざわ　やすすけ 男 日本社会党 第4回(昭31)、逝去(昭34.6.18) 山形県

松下　松治郎 まつした　しょうじろう 男 日本社会党 第1回(昭22)[3年任期] 福井県

松下　　正寿 まつした　まさとし 男 民社党 第8回(昭43) 東京都

松嶋　　喜作 まつしま　きさく 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期] 全国 副議長(第2代)

松田　　岩夫 まつだ　いわお 男 各派に属しない議員 第18回（平10）、第20回（平16） 岐阜県
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松田　　公太 まつだ　こうた 男 日本を元気にする会・無所属会 第22回（平22） 東京都

松平　　勇雄 まつだいら　いさお 男 自由民主党
第2回(昭25)補欠(昭26.2.12)、第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回
(昭43)

福島県

松平　　恒雄 まつだいら　つねお 男 緑風会 第1回(昭22)、逝去(昭24.11.14) 福島県 議長(初代)

松谷　蒼一郎 まつたに　そういちろう 男 自由民主党 第16回(平4)、第18回(平10) 長崎県

松永　　忠二 まつなが　ちゅうじ 男 日本社会党 第4回(昭31)、第7回(昭40)、第9回(昭46) 静岡県

松永　　義雄 まつなが　よしお 男 日本社会党 第2回(昭25)、逝去(昭30.4.14) 埼玉県

松野　　喜内 まつの　きない 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期] 全国

松野　　孝一 まつの　こういち 男 自由民主党
第3回(昭28)補欠(昭33.6.22)、第5回(昭34)、第7回(昭40)、逝去
(昭42.7.29)

秋田県

松野　　鶴平 まつの　つるへい 男 自由民主党
第1回(昭22)補欠(昭27.10.20)、第3回(昭28)、第5回(昭34)、逝去
(昭37.10.18)

熊本県 議長(第5～7代)

松野　　信夫 まつの　のぶお 男 民主党・新緑風会 第21回（平19） 熊本県

松原　　一彦 まつばら　かずひこ 男 自由民主党 第2回(昭25) 全国

松前　　達郎 まつまえ　たつろう 男 民主党・新緑風会 第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元)、第17回(平7) 比例代表

松村　　秀逸 まつむら　しゅういつ 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、逝去(昭37.9.7) 全国

松村　眞一郎 まつむら　しんいちろう 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国

松村　　龍二 まつむら　りゅうじ 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13）、第21回（平19） 福井県

松本　　英一 まつもと　えいいち 男 日本社会党・護憲民主連合
第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16
回(平4)、逝去(平6.7.19)

比例代表

松本　　賢一 まつもと　けんいち 男 日本社会党 第6回(昭37)、第8回(昭43) 広島県

松本　治一郎 まつもと　じいちろう 男 日本社会党
第1回(昭22)、資格消滅[覚書](昭24.2.25)、第3回(昭28)、第5回
(昭34)、第7回(昭40)、逝去(昭41.11.22)

全国 副議長(初代)

松本　　　昇 まつもと　のぼる 男 自由党 第2回(昭25)、逝去(昭29.6.9) 全国

円   より子まどか よりこ 山﨑 順子 女 民主党・新緑風会
第16回（平4）繰上（平5.7.16）、第18回（平10）、第20回
（平16）

比例代表

真鍋　　賢二 まなべ　けんじ 男 自由民主党 第11回（昭52）、第13回（昭58）、第17回（平7）、第19回（平13） 香川県
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山　　勇一 まやま　ゆういち 男 立憲民主・社民 第22回（平22）繰辞、第24回（平28） 神奈川県

丸谷　　金保 まるたに　かねやす 男 日本社会党・護憲共同 第11回(昭52)、第13回(昭58) 北海道

丸茂　　重貞 まるも　しげさだ 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)、逝去
(昭57.7.23)

全国

丸山　　和也 まるやま　かずや 男 自由民主党・国民の声 第21回（平19）、第23回（平25） 比例代表

円山　　雅也 まるやま　まさや 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52) 全国

三池　　　信 みいけ　まこと 男 自由民主党・自由国民会議 第13回(昭58)補欠(昭61.8.10)、逝去(昭63.2.20) 佐賀県

三浦　　一水 みうら　いっすい 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13） 熊本県

三浦　　辰雄 みうら　たつを 男 緑風会 第2回(昭25) 全国

三浦　　八水 みうら　はっすい 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)補欠(昭54.4.22) 熊本県

三浦　　義男 みうら　よしお 男 自由民主党 第3回(昭28)、退職[公選90](昭34.2.4) 全国

三重野　栄子 みえの　しげこ 女 社会民主党・護憲連合 第15回(平元)補欠(平2.6.10)、第17回(平7) 福岡県

三上　　隆雄 みかみ　たかお 男 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 青森県

三木　　治朗 みき　じろう 男 日本社会党 第1回(昭22)、第3回(昭28) 神奈川県 副議長(第3代)

三木　　忠雄 みき　ただお 男 公明党・国民会議 第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 東京都

三木　與吉郎 みき　よきちろう 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 徳島県

三島　　通陽 みしま　みちはる 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国

水落　　敏栄 みずおち　としえい 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） 比例代表

水久保　甚作 みずくぼ　じんさく　 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期] 全国

水島　　　裕 みずしま　ゆたか 男 自由民主党・保守党 第17回(平7) 比例代表

水谷　　　力 みずたに　つとむ 男 自由民主党・自由国民会議 第13回(昭58) 三重県

水野　　賢一 みずの　けんいち 男 民進党・新緑風会 第22回（平22） 千葉県
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水野　　誠一 みずの　せいいち 男 無所属の会 第17回(平7)、辞職(平13.7.10) 比例代表

水橋　　藤作 みずはし　とうさく 男 労働者農民党 第1回(昭22) 全国

溝口　　三郎 みぞぐち　さぶろう 男 緑風会 第2回(昭25) 全国

溝手　　顕正 みぞて　けんせい 男 自由民主党・国民の声
第15回（平元）補欠（平5.12.5）、第17回（平7）、第19回（平13）、
第21回（平19）、第23回（平25）

広島県

溝淵　　春次 みぞぶち　はるじ 男 自由党 第1回(昭22)補欠(昭26.5.16) 大阪府

三石　　久江 みついし　ひさえ 女 各派に属しない議員 第15回(平元) 比例代表

三橋　八次郎 みつはし　はちじろう 男 日本社会党 第2回(昭25) 愛媛県

光村　　甚助 みつむら　じんすけ 男 日本社会党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 全国

水戸　　将史 みと　まさし 男 日本維新の会 第21回（平19） 神奈川県

水口　　宏三 みなくち　こうぞう 男 日本社会党 第9回(昭46)、逝去(昭48.3.1) 全国

峰崎　　直樹 みねざき　なおき 男 民主党・新緑風会 第16回（平4）、第18回（平10）、第20回（平16） 北海道

峯山　　昭範 みねやま　あきのり 男 公明党・国民会議 第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 大阪府

美濃部　亮吉 みのべ　りょうきち 男 参議院の会 第12回(昭55)、逝去(昭59.12.24) 全国

宮城　タマヨ みやぎ　たまよ 女 緑風会 第1回(昭22)、第3回(昭28) 全国

宮崎　　秀樹 みやざき　ひでき 男 自由民主党
第14回(昭61)、第16回(平4)繰上(平5.6.23)、第18回(平10)繰上
(平13.3.6)

比例代表

宮崎　　正雄 みやざき　まさお 男 自由民主党 第7回(昭40)、第9回(昭46) 鳥取県

宮崎　　正義 みやざき　まさよし 男 公明党・国民会議 第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52) 全国

宮澤　　喜一 みやざわ　きいち 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34) 広島県

宮澤　　　弘 みやざわ　ひろし 男 自由民主党 第12回(昭55)補欠(昭56.11.29)、第14回(昭61)、第16回(平4) 広島県

宮沢　　由佳 みやざわ　ゆか 女 立憲民主・社民 第24回（平28） 山梨県

宮島　　　滉 みやじま　ひろし 男 自由民主党・自由国民会議 第13回(昭58) 長崎県
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宮島　　喜文 みやじま　よしふみ 男 自由民主党・国民の声 第24回（平28） 比例代表

宮田　　重文 みやた　しげふみ 男 自由民主党 第1回(昭22)補欠(昭25.11.3)、第3回(昭28) 茨城県

宮田　　　輝 みやた　てる 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)、逝去(平2.7.15) 比例代表

宮之原　貞光 みやのはら　さだみつ 男 日本社会党 第9回(昭46)、第11回(昭52) 全国

宮本　　邦彦 みやもと　くにひこ 男 自由民主党 第2回(昭25) 全国

宮本　　顕治 みやもと　けんじ 男 日本共産党 第11回(昭52)、第13回(昭58) 比例代表

宮本　　岳志 みやもと　たけし 男 日本共産党 第18回(平10) 大阪府

三善　　信二 みよし　しんじ 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)、逝去(昭54.3.7) 熊本県

三好　　　始 みよし　はじめ 男 改進党 第1回(昭22) 香川県

三好　　英之 みよし　ひでゆき　 男 自由民主党 第3回(昭28)、逝去(昭31.2.14) 鳥取県

三輪　　貞治 みわ　さだはる 男 日本社会党 第2回(昭25) 宮崎県

向井　　長年 むかい　ながとし 男 民社党
第5回(昭34)[3年任期]、第6回(昭37)、第8回(昭43)、第10回(昭
49)、逝去(昭55.6.23)

全国

向山　　一人 むかいやま　かずと 男 自由民主党 第14回(昭61) 長野県

武藤　　常介 むとう　つねすけ 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、逝去(昭38.8.6) 茨城県

村尾　　重雄 むらお　しげお 男 民社党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、第5回(昭34)、第8回(昭43) 大阪府

村上　　義一 むらかみ　ぎいち 男 緑風会 第1回(昭22)、第3回(昭28)、第5回(昭34) 滋賀県

村上　孝太郎 むらかみ　こうたろう 男 自由民主党 第9回(昭46)、逝去(昭46.9.8) 全国

村上　　春藏 むらかみ　はるぞう 男 自由民主党 第5回(昭34)、第7回(昭40) 大分県

村上　　正邦 むらかみ　まさくに 男 各派に属しない議員
第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4)、第18回(平10)、辞職
(平13.2.26)

比例代表

村沢　　　牧 むらさわ　まき 男 社会民主党・護憲連合
第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元)、第17回(平7)、逝去
(平11.9.8)

長野県

村田　　誠醇 むらた　せいじゅん 男 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 比例代表

6 / 8 ページ



歴代参議院議員一覧

議員氏名 読み方
議員氏名
（本名）

性
別 会派（最終） 選挙回次等

選挙区
（最終）

備考

村田　　秀三 むらた　ひでぞう 男 日本社会党
第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭58)、逝去
(昭60.1.5)

福島県

村松　　久義 むらまつ　ひさよし 男 自由民主党 第5回(昭34) 宮城県

村山　　道雄 むらやま　みちお 男 自由民主党 第5回(昭34) 山形県

目黒今朝次郎 めぐろ　けさじろう 男 日本社会党 第10回(昭49)、第12回(昭55) 全国

最上　　　進 もがみ　すすむ 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、第13回(昭58) 群馬県

最上　　英子 もがみ　ひでこ 女 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34) 群馬県

望月　　邦夫 もちづき　くにお 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49) 滋賀県

基　　　政七 もとい　まさしち 男 民主社会党 第5回(昭34) 全国

元榮　太一郎 もとえ　たいちろう 男 自由民主党・国民の声 第24回（平28） 千葉県

本岡　　昭次 もとおか　しょうじ 男 各派に属しない議員 第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4)、第18回(平10) 兵庫県 副議長(第24代)

本村　　和喜 もとむら　かずき 男 自由民主党・自由国民会議 第14回(昭61)、逝去(平3.8.17) 福岡県

森　　　勝治 もり　かつじ 男 日本社会党 第7回(昭40)、第9回(昭46) 埼玉県

森　　　暢子 もり　のぶこ 女 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 岡山県

森　　元治郎 もり　もとじろう 男 日本社会党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 茨城県

森　　八三一 もり　やそいち 男 各派に属しない議員 第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 全国 副議長(第12代)

森　　ゆうこ もり　ゆうこ 森　　　裕子 女 立憲民主・社民 第19回（平13）、第21回（平19）、第24回（平28） 新潟県

森崎　　　隆 もりさき　たかし　 男 日本社会党 第2回(昭25) 香川県

森下　　昭司 もりした　しょうじ 男 日本社会党 第10回(昭49) 愛知県

森下　　　泰 もりした　たい 男 自由民主党
第10回(昭49)[3年任期]、第11回(昭52)、第13回(昭58)、逝去(昭
62.11.14)

大阪府

森下　　博之 もりした　ひろゆき 男 自由民主党 第18回(平10) 高知県

森下　　政一 もりした　まさかず 男 日本社会党 第1回(昭22)、辞職(昭26.3.31)、第3回(昭28)、逝去(昭32.3.5) 大阪府
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守住　　有信 もりずみ　ゆうしん 男 自由民主党 第12回(昭55)補欠(昭60.10.20)、第14回(昭61)、第16回(平4) 熊本県

森田　　健作 もりた　けんさく 鈴木　　栄治 男 自由民主党 第16回(平4)、退職[公選90](平10.3.17) 東京都

森田　　重郎 もりた　じゅうろう 男 自由民主党 第11回(昭52)、第13回(昭58) 埼玉県

森田　　　高 もりた　たかし 男 各派に属しない議員 第21回（平19） 富山県

森田　　タマ もりた　たま 女 自由民主党 第6回(昭37) 全国

森田　　次夫 もりた　つぐお 男 自由民主党 第18回(平10) 比例代表

森田　　豊壽 もりた　とよひさ 男 自由民主党 第1回(昭22)、第3回(昭28) 静岡県

森田　　義衞 もりた　よしえ 男 自由民主党 第3回(昭28) 全国

森中　　守義 もりなか　もりよし 男 日本社会党 第4回(昭31)、第7回(昭40)、第9回(昭46) 熊本県

森部　　隆輔 もりべ　りゅうすけ 男 自由民主党 第6回(昭37) 福岡県

森元　　恒雄 もりもと　つねお 男 自由民主党 第19回（平13） 比例代表

森本　　晃司 もりもと　こうじ 男 公明党 第18回(平10) 比例代表

森山　　　裕 もりやま　ひろし 男 自由民主党 第18回(平10)、退職[公選90](平16.4.13) 鹿児島県

森山　　眞弓 もりやま　まゆみ 女 自由民主党 第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4)、辞職(平8.9.20) 栃木県
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