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議員名 選挙区 所属会派 賛否 郵便番号 住所 電話 FAX Ｅメール

遠藤　いく子 青葉 共産党 ◎ 989-3128 仙台市青葉区愛子中央3-3-13 022-391-7726 022-391-7726 endou.ikuko@coral.plala.or.jp 

遠藤　伸幸 青葉 公明党 ■ 989-3123 仙台市青葉区錦ヶ丘7-7-10 022-724-7037 022-724-7037 n.endou1221@gmail.com 

菅間　進 青葉 無所属の会 ◎ 989-3203 仙台市青葉区中山吉成1-16-1 022-277-1284 022-279-4654 kanma@kanma.jp 

ゆさ　みゆき 青葉 県民の声 ◎ 981-0923 仙台市青葉区東勝山2-7-24 022-739-9757 022-739-9758 info@yusa-miyuki.jp 

中沢　幸男 青葉 自民党 ■ 983-0908 仙台市青葉区東照宮2-1-8 022-273-7018 022-273-8153 Yukio.n@cat-v.ne.jp

吉川　寛康 青葉 21世紀ク × 981-0952 仙台市青葉区中山4-2-36 022-279-9793 022-279-9793 

相沢　光哉 青葉 自民党 × 980-0803 仙台市青葉区国分町1-2-5-1202 022-221-2818 022-262-2198 

石川　光次郎 宮城野 自民党 ■ 983-0023 仙台市宮城野区福田町1-12-20 022-387-7331 022-254-3226 m-ishikawa@cocoa.plala.or.jp 

庄子　賢一 宮城野 公明党 ■ 983-0821 仙台市宮城野区岩切字水分37-14 022-255-9636 022-255-9636 gk-miyagi005@bz01.plala.or.jp

坂下　やすこ 宮城野 県民の声 ◎ 983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-1-8-900 022-257-4525 022-257-5523 yasuko@rose.ocn.ne.jp 

大内　真理 宮城野 共産党 ◎ 983-0841 仙台市宮城野区原町5-5-27 022-253-7471 022-253-7470 oouchi_mari@yahoo.co.jp 

渡辺　勝幸 若林 自民党 ■ 984-0816 仙台市若林区河原町1-7-29-101 022-398-6266 022-398-6269 

福島　かずえ 若林 共産党 ◎ 984-0826 仙台市若林区若林1-8-22 022-286-2008 022-286-2008 kaze.fuku@nifty.com 

細川　雄一 若林 自民党 × 984-0037 仙台市若林区蒲町29-21  菊長ビル105号  022-285-3715 022-294-1433 hosokawa.yuichi@gmail.com 

藤原　のりすけ 太白 県民の声 ◎ 982-0804 仙台市太白区鈎取1-2-40-105 022-243-5868 022-743-3020 hujiwara.norisuke@outlook.jp 

横山　のぼる 太白 公明党 ■ 982-0003 仙台市太白区郡山6-1-1-401 022-746-4966 022-748-4114 yokoyamanoboru0316@yahoo.co.jp 

角野　達也 太白 共産党 ◎ 982-0011 仙台市太白区長町3-8-27 022-249-9566 022-249-9575 tatsuyakadono@ybb.ne.jp 

佐々木　幸士 太白 自民党 ■ 982-0031 仙台市太白区泉崎1-33-10-111 022-796-7854 022-304-5853 post@sasakikoshi.com 

岸田　清実 太白 社民党 ◎ 982-0011 仙台市太白区長町1-7-9-401 022-248-8888 022-248-8633 info@kishida-k.com 

中嶋　廉 泉 共産党 ◎ 981-3214 仙台市泉区館6-2-136 022-376-8070 022-376-8070 ren3214@jcom.home.ne.jp 

伊藤　和博 泉 公明党 ■ 981-8004 仙台市泉区旭丘堤1-2-18 022-272-1785 022-272-1785 kazuhiro_ito3406@yahoo.co.jp

遠藤　隼人 泉 自民党 ■ 981-3133 仙台市泉区泉中央3-32-6-102 022-341-6331 022-371-8317 ryouren315@yahoo.co.jp

庄田　圭佑 泉 自民党 ■ 981-3213 仙台市泉区南中山2-2-5 022-342-1041 050-3737-4421 keisuke@shoda-k.jp 

本木　忠一 石巻・牡鹿 自民党 ■ 986-0855 石巻市大街道東1-9-6 0225-23-2511 0225-23-7414 info@moto-chu.com 

齋藤　正美 石巻・牡鹿 自民党 ― 986-0868 石巻市恵み野1-1-13 0225-22-1800 0225-94-2747 office@saitou-masami.jp 

佐々木　喜藏 石巻・牡鹿 自民党 × 986-0821 石巻市住吉町1-6-8 0225-93-2601 0225-93-2601 dumbo@k8.dion.ne.jp 

三浦　一敏 石巻・牡鹿 共産党 ◎ 986-0803 石巻市水押3-3-31 0225-94-2297 0225-94-2297 kazutoshi.m.0515@docomo.ne,jp 

坂下　賢 石巻・牡鹿 県民の声 ◎ 986-0832 石巻市泉町2-6-32 0225-23-9518 0225-23-9519 kenken@siren.ocn.ne.jp 

佐藤　光樹 塩釜 自民党 ■(議長) 985-0002 塩竈市海岸通10-13 グリーンビル1F 022-362-8615 022-367-6287 heart@hkg.odn.ne.jp 

天下　みゆき 塩釜 共産党 ◎ 985-0022 塩竈市新富町33-3 022-364-3222 022-366-0139 m_amasita@yahoo.co.jp 

守屋　守武 気仙沼・本吉 自民党 ― 988-0231 気仙沼市長磯浜28-1 0226-27-2205 0226-27-2205 moritake08@sky.hi-ho.ne.jp 

畠山　和純 気仙沼・本吉 自民党 ― 988-0824 気仙沼市川原崎182 0226-22-2048 0226-22-2048 rias@kazu44.com 

境　　恒春 気仙沼・本吉 県民の声 ◎ 988-0086 気仙沼市福美町2-33 0226-23-9071 0226-23-9071 sakai@sakai-tsuneharu.net 

横山　隆光 白石・刈田 自民党 × 989-0225 白石市東町2-1-6-101 0224-39-3214 0224-39-3180 s.p3214@ab.auone-net.jp 

安藤　俊威 白石・刈田 自民党 × 989-0247 白石市八幡町12-14 0224-25-5028 0224-25-5955 

太田　稔郎 名取 県民の声 ◎ 981-1226 名取市植松4-15-2 022-382-3666 022-382-5192 ota1113@m7.dion.ne.jp 

村上　久仁 名取 自民党 ■ 981-1232 名取市大手町4-13-4 050-1459-6186 050-1459-6186 h-murakami@enisi-kaigo.com 

長谷川　洋一 角田・伊具 自民党 ■ 981-1533 角田市平貫字住吉28 0224-69-2165 0224-69-2165 info@haseyou.jp 
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深谷　晃祐 多賀城・七ヶ浜 自民党 ■ 985-0845 多賀城市町前2丁目4-27 サンライズ加藤101号 022-361-8022 022-361-8023 piapiano777@yahoo.co.jp

仁田　和廣 多賀城・七ヶ浜 自民党 × 985-0802 宮城郡七ヶ浜町吉田浜字上ノ台11-1 022-357-4351 022-357-4351 

村上　智行 岩沼 自民党 ■ 989-2444 岩沼市本町8-1-303 0223-23-4194 0223-23-4194 tomoyuki8909@me.com 

渡辺　忠悦 登米 無所属の会 ◎ 987-0511 登米市迫町字大網534 0220-23-7757 0220-58-2274

只野　九十九 登米 自民党 ■ 987-0367 登米市豊里町川前198-6 0225-76-2960 0225-76-2960 

熊谷　義彦 栗原 社民党 ◎ 987-2264 栗原市築館薬師台4-10 0228-22-4511 0228-22-8218 

長谷川　敦 栗原 自民党 ■ 987-2245 栗原市築館字荒田沢41-294 0228-23-6846 0228-23-6846 miyagi@hasegawa-atsushi.com 

高橋　宗也 東松島 自民党 ■ 981-0504 東松島市小松字上浮足115 0225-83-5880 0225-25-4733 shuya@kind.ocn.ne.jp 

中島　源陽 大崎 自民党 △ 989-6402 大崎市岩出山字下真山馬伏谷15 0229-77-2350 0229-77-2350 minna@motoharu-smile.jp 

菊地　恵一 大崎 自民党 ■ 989-6136 大崎市古川穂波8-5-2 0229-22-0084 0229-21-8766 kikuchi-84@excite.co.jp

佐々木　賢司 大崎 自民党 △ 989-6321 大崎市三本木蒜袋字向屋敷10-1 0229-87-5918 0229-87-5919 sasaki5918@ic-net.or.jp 

内藤　隆司 大崎 共産党 ◎ 989-6164 大崎市古川荒川小金町3-36-1 0229-22-1252 0229-23-1304 takaji-naitou@nifty.com 

藤倉　知格 富谷・黒川 自民党 ■ 981-3412 黒川郡大和町鶴巣鳥屋字町場1-5 022-343-2408 022-343-2408 

中山　耕一 富谷・黒川 自民党 × 981-3328 富谷市上桜木1-42-2 022-348-1731 022-348-1727 nakayama.kouichi@jcom.home.ne.jp 

髙橋　伸二 柴田 自民党 ■ 989-1601 柴田郡柴田町船岡中央1-9-12 0224-87-6322 0224-87-6323 shinji@ji.jet.net.jp 

すどう　　哲 柴田 県民の声 ◎ 989-1233 柴田郡大河原町字上川原47-31 0224-52-3854 0224-52-3854 sudou-satoshi@sky.sannet.ne.jp 

渡辺　和喜 亘理 自民党 × 989-2371 亘理郡亘理町逢隈鹿島字吹田24-1  0223-34-2610 0223-34-8747 

安部　　孝 宮城 自民党 × 981-0212 宮城郡松島町磯崎字長田80-56 022-276-9329 022-276-9329 

高橋　啓 加美 県民の声 ◎ 981-4265 加美郡加美町字旧舘一番69-10 0229-63-4799 0229-25-8496 kr9ff2@gmail.com 

佐々木　功悦 遠田 県民の声 ◎ 987-0011 遠田郡美里町字桜木町133 0229-32-2708 0229-32-2708 
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