大阪市会議員選挙区別名簿
名前
市長
橋下 徹
北区 （定員 ３名）
小玉 隆子
美延 映夫
吉村 洋文
都島区 （定員 ３名） 井戸 正利
船場 太郎
八尾 進
福島区 （定員 ２名） 太田 晶也
広田 和美
此花区 （定員 ２名） 青江 達夫
大内 啓治
中央区 （定員 ２名） 有本 純子
村上 満由
西区 （定員 ２名）
永井 啓介
東 貴之
港区 （定員 ３名）
井上 英孝
奥野 正美
西 徳人
大正区 （定員 ３名） 出雲 輝英
金沢 一博
こはら 孝志
天王寺区 （定員 ２名） 足高 將司
福島 真治
浪速区 （定員 ２名） 冨岡 朋治
森山 よしひさ
西淀川区（定員 ３名） 荒木 幹男
北山 良三
佐々木 哲夫
淀川区 （定員 ５名） 市位 謙太
北野 妙子
杉田 忠裕
寺戸 月美
山下 昌彦
東淀川区 （定員 ６名） 岩崎 けんた
小笹 正博
床田 正勝
長尾 秀樹
村上 栄二
守島 正
東成区 （定員 ３名） 岡崎 太
川嶋 広稔
待場 康生
生野区 （定員 ５名） 角谷 庄一
木下 誠
黒田 當士
武 直樹
山田 正和
旭区 （定員 ３名）
木下 一馬
西崎 照明
福田 賢治
城東区 （定員 ５名） 明石 直樹
飯田 哲史
西川 ひろじ
ホンダ リエ
山中 智子
鶴見区 （定員 ３名） 今井 アツシ
大橋 一隆
土岐 恭生
阿倍野区 （定員 ４名） 梅園 周
木下 吉信
島田 まり
丹野 壮治
住之江区 （定員 ４名） 石原 信幸
片山 一歩

作成日：2011/12/6
よみ

はしもと とおる
こだま りゅうこ
みのべ てるお
よしむら ひろふみ
いど まさとし
せんば たろう
はちお すすむ
おおた まさや
ひろた かずみ
あおえ たつお
おおうち けいじ
ありもと じゅんこ
むらかみ まゆ
ながい けいすけ
ひがし たかゆき
いのうえ ひでたか
おくの まさみ
にし のりひと
いずも てるひで
かなざわ かずひろ
こはら たかし
あしたか まさし
ふくしま しんじ
とみおか ともじ
もりやま よしひさ
あらき みきお
きたやま りょうぞう
ささき てつお
いちい けんた
きたの たえこ
すぎた ただひろ
てらど つきみ
やました まさひこ
いわさき けんた
おざさ まさひろ
とこだ まさかつ
ながお ひでき
むらかみ えいじ
もりしま ただし
おかざき ふとし
かわしま ひろとし
まちば やすお
かくたに しょういち
きのした まこと
くろだ まさし
たけ なおき
やまだ まさかず
きのした かずま
にしざき てるあき
ふくだ けんじ
あかし なおき
いいだ さとし
にしかわ ひろじ
ほんだ りえ
やまなか ともこ
いまい あつし
おおはし かずたか
とき やすお
うめぞの まこと
きのした よしのぶ
しまだ まり
たんの しょうじ
いしはら のぶゆき
かたやま いっぽ

所属

住所
維新
〒530-8201
公明
〒530-0041
維新
〒531-0061
維新
〒530-0047
維新
〒534-0011
自民
〒534-0021
公明
〒534-0027
自民
〒553-0001
維新
〒553-0002
公明
〒554-0021
維新
〒554-0021
自民
〒542-0072
維新
〒542-0082
自民
〒550-0025
維新
〒550-0027
維新
〒552-0004
Osakaみらい 〒552-0016
公明
〒552-0003
維新
〒551-0002
公明
〒551-0002
共産
〒551-0003
自民
〒543-0013
維新
〒543-0001
維新
〒556-0012
Osakaみらい 〒556-0015
自民
〒555-0033
共産
〒555-0033
公明
〒555-0032
維新
〒532-0025
自民
〒532-0026
公明
〒532-0012
共産
〒532-0013
維新
〒532-0006
共産
〒533-0032
公明
〒533-0013
自民
〒533-0023
Osakaみらい 〒533-0005
維新
〒533-0005
維新
〒533-0011
維新
〒537-0022
自民
〒537-0022
公明
〒537-0021
維新
〒544-0013
維新
〒544-0033
自民
〒544-0021
Osakaみらい 〒544-0015
公明
〒544-0003
維新
〒535-0002
公明
〒535-0002
Osakaみらい 〒535-0013
公明
〒536-0016
維新
〒536-0016
自民
〒536-0004
維新
〒536-0013
共産
〒536-0004
維新
〒538-0052
維新
〒538-0035
公明
〒538-0051
維新
〒545-0052
自民
〒545-0021
公明
〒545-0021
維新
〒545-0051
公明
〒559-0002
維新
〒559-0001

大阪市北区中之島1丁目3番20号
北区天神橋4-8-8
北区長柄西1-7-48
北区西天満4-11-22
都島区高倉町1-3-27（事務所）
都島区都島本通1-7-21（事務所）
都島区中野町3-5-33（事務所）
福島区海老江6-1-18（事務所）
福島区鷺州2-10-8（事務所）
此花区春日出北1-1-8
此花区春日出北1-8-5（事務所）
中央区高津3-16-13
中央区島之内1-17-16
西区九条南2-3-22（事務所）
西区九条3-8-3 1-A号（事務所）
港区夕凪2-4-24
港区三先2-1-20
港区磯路2-14-6（事務所）
大正区三軒家東5-14-11
大正区三軒家東1-21-14（事務所）
大正区千島3-20-2（事務所）
天王寺区玉造本町9-3（事務所）
天王寺区上本町8-8-3-101（事務所）
浪速区敷津東1-4-14
浪速区敷津西2-1-12
西淀川区姫島3-10-1（事務所）
西淀川区姫島4-16-6（事務所）
西淀川区大和田3-1-25
淀川区新北野1-9-27（事務所）
淀川区塚本2-28-1-2F（事務所）
淀川区木川東4-5-1
淀川区木川西2-20-4（事務所）
淀川区西三国4-8-19
東淀川区淡路4-23-14（事務所）
東淀川区豊里6-29-7
東淀川区東淡路2-17-13（事務所）
東淀川区瑞光1-3-11
東淀川区東中島1-12-7
東淀川区大桐1-9-4（事務所）
東成区中本2-12-1（事務所）
東成区中本5-11-21（事務所）
東成区東中本3-3-7
生野区巽中3-16-1（事務所）
生野区勝山北3-15-16（事務所）
生野区勝山南4-3-7（事務所）
生野区巽南1-12-10（事務所）
生野区小路東4-1-40（事務所）
旭区大宮1-8-5（事務所）
旭区大宮2-23-13（事務所）
旭区森小路1-10-11（事務所）
城東区蒲生2-11-38
城東区蒲生3-11-7（事務所）
城東区今福西3-15-22（事務所）
城東区鴫野東1-13-9
城東区今福西2-5-2（事務所）
鶴見区横堤3-10-20-708
鶴見区浜2-3-47（事務所）
鶴見区諸口2-14-13
阿倍野区阿倍野筋5-3-18
阿倍野区阪南町1-52-13（事務所）
阿倍野区阪南町1-23-8-1A（事務所）
阿倍野区旭町1-2-7-414（事務所）
住之江区浜口東2-10-12（事務所）
住之江区粉浜1-23-19（事務所）

電話
06-6363-5227（後援会）
06-4800-2600（事務所）
06-6351-1258
阪神神明ビル2階（事務所）
06-6360-7021（事務所）
06-6922-2022（事務所）
06-6928-0990（事務所）
06-6353-8055（事務所）
06-6451-1430（事務所）
06-6451-4733（事務所）
06-6468-4514
06-6461-1181（事務所）
06-6641-1133
三栄長堀ビル4階（事務所）
06-6252-0566（事務所）
06-6581-0054（事務所）
06-6583-6651（事務所）
06-6571-2752
新ミナトビル201号（事務所）
06-6573-0500（事務所）
06-6572-8900（事務所）
幸和産業ビル102（事務所）
06-6556-7903（事務所）
06-6556-1195（事務所）
06-6553-9872（事務所）
06-6763-3458（事務所）
06-6774-9160（事務所）
ニュー浪速ビル3F（事務所）
06-6646-1888（事務所）
YKビルディング1F A号室（事務所） 06-6630-8800（事務所）
06-6475-2812（事務所）
06-6471-3806（事務所）
拓工ビル４Ｆ（事務所）
06-6475-7041（事務所）
06-6309-2844（事務所）
06-6304-0928
ヴェリテ新大阪Ⅱ 203号（事務所） 06-4805-0450（事務所）
06-6306-1155（事務所）
(三国ビル内)（事務所）
06-6399-7015（事務所）
06-6323-2183（事務所）
久一ビル7F（事務所）
06-6370-1101（事務所）
06-6322-1631（事務所）
ウッディ明德2F（事務所）
06-6326-3000（事務所）
アイバレー新大阪402号室（事務所） 06-6829-6367（事務所）
06-6195-4774（事務所）
06-6785-7810（事務所）
06-6981-5353（事務所）
06-6971-4867
06-6758-0401（事務所）
06-6731-5022（事務所）
06-6731-0296
06-6753-6714（事務所）
06-6753-0777（事務所）
06-6957-5500（事務所）
06-6956-1155（事務所）
06-6953-8830
06-6936-1000（事務所）
06-4255-8051（事務所）
06-6931-0400（事務所）
06-6180-3170
06-6933-0688（事務所）
06-6912-5510
06-4257-3888（事務所）
メゾン・ド・プレセアンス 1階（事務所） 06-6911-1760
ＤＨビル1Ｆ（事務所）
06-6625-0536（事務所）
06-6641-9311
06-7896-0888（事務所）
06-7494-6064（事務所）
06-6675-1474（事務所）
06-6678-6580（事務所）
大阪市役所（本庁）
第2平川ビル5FA（事務所）

Web上のコンタクト
06-6208-8181（市役所代表）
http://www.city.osaka.lg.jp/main/site_policy/0000000001.html
電話・手紙・訪問のみ
office@minobe-teruo.com
http://www.yoshimura-hirofumi.com/cgi-bin/contact.html
idomasatoshi@gmail.com
電話・手紙・訪問のみ
電話・手紙・訪問のみ
http://ohta-masaya.ldblog.jp/
hirotaosaka.ishin@gmail.com
06-6464-2055（事務所） 電話・手紙・訪問のみ
http://www.o-keiji.net/
http://www.arimotojunko.net/contact/index.html
http://ameblo.jp/murakamimayu-osaka/
nagaikai@athena.ocn.ne.jp
info@nishikarahigashi.com
hidetaka-i@osaka.zaq.jp
okuno-m@jade.plala.or.jp
@nishinorihito
teruhide@bf7.so-net.ne.jp
電話・手紙・訪問のみ
sigidan@jcp-osakasikai.jp
http://ashitaka-masashi.jp/form.html
shinji@fukushima32.com
電話・手紙・訪問のみ
電話・手紙・訪問のみ
電話・手紙・訪問のみ
sigidan@jcp-osakasikai.jp
電話・手紙・訪問のみ
http://ichii-osaka.jp/massage
06-6302-8281（事務所） http://www.taecom.net/staticpages/index.php/contact
sugitatadahiro@estate.ocn.ne.jp
sigidan@jcp-osakasikai.jp
http://www.yamashita-m-office.jp/yamashita/contact/
mail@jcp-kenta.com
電話・手紙・訪問のみ
tokoda@sea.plala.or.jp
nagao@minsyu.jp
http://ameblo.jp/murakamiblog/
https://ssl.form-mailer.jp/fms/178ba70e134252
http://futoshi-ishin.com/mail.html
info@h-kawashima.com
06-6971-2282（事務所） http://www.machiba.net/meyasubako.html
info@kakutani-shoichi.com
電話・手紙・訪問のみ
06-6731-7890（事務所） 電話・手紙・訪問のみ
http://www.take-naoki.com/contact.html
@yamadamasakazu7
info@kinosita.info
@nishizakiasahi
06-6956-3939（事務所） 電話・手紙・訪問のみ
@akashinaoki
info@i-satoshi.jp
mail@n-hiroji.jp
http://honda-ishin.com/mail.html
sigidan@jcp-osakasikai.jp
imaiatsushi.info@gmail.com
k-0084@i-next.ne.jp
06-4257-9990（事務所） http://toki-yasuo.no-blog.jp/top/
info@umezono-makoto.com
06-6621-2651（事務所） http://www.kinoshita-yoshinobu.com/pages/contact/index.html
電話・手紙・訪問のみ
http://www.tanno-oneosaka.com/category/1459364.html
電話・手紙・訪問のみ
ippo2011@gmail.com

大阪市政・区政へのご意見等

ライブドアアカウントがあればメール可能

右上区民意見受付で意見送付可
ブログでコメント可能

ツイッター
電話のみ
共産党大阪市会議員団

共産党大阪市会議員団

共産党大阪市会議員団

ブログでコメント可能

ツイッター
ツイッター
ツイッター

共産党大阪市会議員団
http://ameblo.jp/kazutakaoohashi/
ブログでコメント可能

高野 伸生
松崎 孔
住吉区 （定員 ５名） 伊藤 良夏
井上 浩
河崎 大樹
多賀谷 俊史
高山 仁
東住吉区 （定員 ５名） 加藤 仁子
坂井 良和
田辺 信広
辻 義隆
山本 修子
平野区 （定員 ６名） 漆原 良光
小川 陽太
改発 康秀
杉村 幸太郎
田中 ひろき
新田 孝
西成区 （定員 ５名） 尾上 康雄
小林 道弘
辻 淳子
前田 修身
柳本 顕

自民
〒559-0013
Osakaみらい 〒559-0011
維新
〒558-0024
いのうえ ひろし
共産
〒558-0031
かわさき だいき
維新
〒558-0033
たがや としふみ
自民
〒558-0003
たかやま まさし
公明
〒558-0042
かとう よしこ
自民
〒546-0043
さかい よしかず
維新
〒546-0041
たなべ のぶひろ
維新
〒546-0043
つじ よしたか
公明
〒546-0032
やまもと しゅうこ
Osakaみらい 〒546-0032
うるしはら よしてる 公明
〒547-0031
おがわ ようた
共産
〒547-0024
かいはつ やすひで 維新
〒547-0032
すぎむら こうたろう 維新
〒547-0041
たなか ひろき
Osakaみらい 〒547-0021
にった たかし
自民
〒547-0015
おのうえ やすお
共産
〒557-0051
こばやし みちひろ Osakaみらい 〒557-0031
つじ じゅんこ
維新
〒557-0044
まえだ おさみ
公明
〒557-0011
やなぎもと あきら
自民
〒557-0001
こうの のぶお

まつざき とおる
いとう よしか

住之江区御崎1-6-29（事務所）
住之江区北加賀屋2-13-11（事務所）
住吉区山之内元町5-5-102（事務所）
住吉区沢之町1-10-11（事務所）
住吉区清水丘2-4-16（事務所）
住吉区長居3-14-7（事務所）
住吉区殿辻1-8-26
東住吉区駒川3-1-10
東住吉区桑津5-10-5（事務所）
東住吉区駒川5-22-22-201（事務所）
東住吉区東田辺1-1-10
東住吉区東田辺2-5-1（事務所）
平野区平野南1-12-25（事務所）
平野区瓜破2-7-13（事務所）
平野区流町3-2-9（事務所）
平野区平野北1-10-29 1階（事務所）
平野区喜連東2-1-58（事務所）
平野区長吉長原西2-2-12（事務所）
西成区橘1-12-19（事務所）
西成区鶴見橋3-1-12（事務所）
西成区玉出中2-6-18（事務所）
西成区天下茶屋東1-17-29（事務所）
西成区山王1-12-4

サンフラワー殿辻101号（事務所）

正光マンション203号室（事務所）

06-6613-1028
06-6683-7885
06-6696-0740（事務所）
06-4700-1612
06-4701-8800（事務所）
06-6691-5337（事務所）
06-6674-0274
06-6621-1840・6100
06-6713-3363（事務所）
06-4700-1511（事務所）
06-6706-1499
06-6606-3966（事務所）
06-6704-1812
06-6707-8801（事務所）
06-6708-2233（事務所）
06-6796-1139（事務所）
06-7893-8040（事務所）
06-6709-1138
06-6652-1938
06-6563-2020（事務所）
06-6658-1616
06-6653-7724（事務所）
06-6631-8070

06-6681-1300（事務所）
06-6683-0255（事務所）
06-6673-3630（事務所）

06-6690-2811（事務所）

06-6624-8875（事務所）
06-6706-6771（事務所）

06-6707-8005（事務所）
06-6657-0675（事務所）
06-6657-3722（事務所）
06-6641-3465

n-kohno@jasmine.ocn.ne.jp
電話・手紙・訪問のみ
http://www.ito-yoshika.com/contact.html
sigidan@jcp-osakasikai.jp
@kawasakidaiki
tagaya-812@m2.dion.ne.jp
@takayamamasashi
yoshiko@kato-yoshiko.jp
sakai3363@ninus.ocn.ne.jp
@tnbn1
@ytsuji2001
hello@shuko-y.com
http://urushihara.sakura.ne.jp/
sigidan@jcp-osakasikai.jp
電話・手紙・訪問のみ
osakaishin_kotaro@yahoo.co.jp
http://hiroki84.com/contact
info@nitta-takashi.jp
http://onoue.nishinari.or.jp/
http://www.n-kobayashi.jp/contents/community/mail.html
電話・手紙・訪問のみ
電話・手紙・訪問のみ
http://www.yanagimotoakira.com/mailto/index.html

共産党大阪市会議員団
ツイッター
ツイッター

ツイッター
ツイッター

共産党大阪市会議員団

http://www.nitta-takashi.jp/postmail/postmail.html
ブログでコメント可能

