
選挙区 議員名 よみがな
当選
回数

委員会 連絡先

大阪市
北区 久谷 眞敬

くや まさのり 2 府民文化 〒530-0015 大阪市北区中崎西4-3-44
Ｔｅｌ ０６－６３７２－１９２２

中津支援

大阪市
此花区 尾田 一郎

おだ いちろう 3 警察 〒554-0014 大阪市此花区四貫島2-7-1
Ｔｅｌ ０６－６４６４－２５５４

大阪市
中央区 坂上 敏也

さかがみ としや 1 警察 〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目2-20 エミネン
ス山口 3B Ｔｅｌ ０６－６７６８－６８７７

大手前

大阪市
西区 横倉 廉幸

よこくら やすゆき 8 府民文化 〒550-0027 大阪市西区九条2-21-3
Ｔｅｌ ０６－６５８２－５１０１

大阪市
港区 三田 勝久

みた かつひさ 3 商工労働 〒552-0004 大阪市港区夕凪2-18-7
Ｔｅｌ ０６－６５９９－１０００

港 市岡

大阪市
大正区 金城 克典

きんじょう かつの
り

1 商工労働 〒551-0013 大阪市大正区小林西2-1-3
Ｔｅｌ ０６－６５５４－１６１６

泉尾 大正

大阪市
天王寺区 和田 賢治

わだ けんじ 1 警察 〒543-0052 大阪市天王寺区大道1-3-11
Ｔｅｌ ０６－６７７２－２９５１

清水谷 高津 夕陽丘 堺支援大
手前分校

大阪市
浪速区 竹下 隆

たけした たかし 1 商工労働 〒556-0012 大阪市浪速区敷津東3-11-6 松尾ビル
303 Ｔｅｌ ０６－６６４７－５５０８

今宮

大阪市
淀川区 横山 英幸

よこやま ひでゆ
き

1 都市住宅 〒532-0023 大阪市淀川区十三東2-6-4日の出ビル
2F Ｔｅｌ ０６－６１９５－６７７２

北野 東淀川

大阪市
東淀川区 笹川 理

ささがわ おさむ 1 府民文化 〒533-0007 大阪市東淀川区相川2丁目22-2
Ｔｅｌ ０６－６３４０－１１２０

柴島 北淀

大阪市
東成区 岩谷 良平

いわたに りょうへ
い

1 健康福祉 〒537-0012 大阪市東成区大今里3丁目1番9号
Ｔｅｌ ０６－６９７２－３６７０

大阪市
生野区 荻田 ゆかり

おぎた ゆかり 1 健康福祉 〒544-0015 大阪市生野区巽南3-12-9
Ｔｅｌ ０６－６７５１－０１５０

桃谷 勝山 生野聴覚
支援

大阪市
城東区 浅田 均

あさだ ひとし 4 都市住宅 〒536-0004 大阪市城東区今福西1-1-34
Ｔｅｌ ０６－６９３３－２３００

成城

大阪市
鶴見区 徳村 聡

とくむら さとる 1 警察 〒538-0052 大阪市鶴見区横堤2-14-18
Ｔｅｌ ０６－６９１５－０７０７

茨田

大阪市
阿倍野区 置田 浩之

おきた ひろゆき 1 都市住宅 〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目9-21
ヒカタビル1階 Ｔｅｌ ０６－６６２５－０５３５

天王寺 阿倍野 住吉

大阪市
住之江区 東 徹

あずま とおる 3 環境農林
水産

〒559-0012 大阪市住之江区東加賀屋4-6-18
Ｔｅｌ ０６－６６８１－０３５０

咲洲 港南造形

大阪市
住吉区 中野 まさし

なかの まさし 3 警察 〒558-0033 大阪市住吉区清水丘1-32-8
Ｔｅｌ ０６－６６７１－１１５１

阪南 大和川 大阪府教
育センター

視覚支援

大阪市
東住吉区 富田 武彦

とみた たけひこ 1 府民文化 〒546-0043 大阪市東住吉区駒川2丁目1番41号
Ｔｅｌ ０６－６７０９－５５５１

大阪市
平野区 岩木 均

いわき ひとし 3 環境農林
水産

〒547-0044 大阪市平野区平野本町1-13-11
Ｔｅｌ ０６－６７９６－１８５１

東住吉 平野 長吉 東住吉総
合

府立学校



大阪市
西成区 中村 麻衣

なかむら まい 1 商工労働 〒557-0051 大阪市西成区橘1丁目6番5号
Ｔｅｌ ０６－６６５１－５７１１

西成 今宮工科

堺市
堺区 永藤 英機

ながふじ ひでき 1 商工労働 〒590-0971 堺市堺区栄橋町1丁7-3 栄橋ビル4階
Ｔｅｌ ０７２－２２８－３３３１

泉陽 三国丘 堺工科 だいせん
聴覚高等
支援

堺支援

堺市
中区 西 惠司

にし けいじ 2 健康福祉 〒599-8238 堺市中区土師町5丁15-1
Ｔｅｌ ０７２－２３４－６６６８

東百舌鳥

堺市東区及
び美原区 中野 稔子

なかの としこ 1 環境農林
水産

〒599-8125 堺市東区西野484
Ｔｅｌ ０７２－２３０－３１９０

登美丘 美原 農芸

堺市
西区 紀田 馨

きだ かおる 1 府民文化 〒593-8324 堺市西区鳳東町2丁198
Ｔｅｌ ０７２－２０１－１５９３

鳳 福泉 堺上

堺市
南区 みつぎ 浩明

みつぎ ひろあき 1 健康福祉 〒５９０－０１０３ 堺市南区深阪南１７０ 藤原ビル２０２ 泉北 堺東 堺西 成美 泉北高等
支援

堺市
北区 小林 雄志

こばやし ゆうじ 1 府民文化 〒591-8044 堺市北区中長尾町3-5-23
Ｔｅｌ ０７２－２７６－４３１３

金岡 堺聴覚支
援学校

岸和田市 永野 孝男
ながの たかお 3 警察 〒596-0808 岸和田市三田町911

Ｔｅｌ ０７２－４４３－８８１８
和泉 岸和田 久米田 岸和田支

援

豊中市 うるま 譲司
うるま じょうじ 1 健康福祉 〒561-0884 豊中市岡町北1丁目 1-4 小西商工ビ

ル3階 E号室 Ｔｅｌ ０６－６８５７－７７７０
豊中 桜塚 豊島 刀根山 千里青雲 刀根山支

援
豊中支援

池田市 奥野 康俊
おくの やすとし 1 教育 〒563-0036 池田市豊島北2-11-15 1F

Ｔｅｌ ０７２－７６３－０００８
池田 渋谷 池田北 園芸

吹田市 杉江 友介
すぎえ ゆうすけ 1 都市住宅 〒564-0025 吹田市南高浜町26-3

Ｔｅｌ ０６－６３１８－００５５
吹田 吹田東 北千里 山田 千里 吹田支援

泉大津市及
び泉北郡 大橋 一功

おおはし かずの
り

3 総務 〒595-0062 泉大津市田中町10-1 千百松ビル301
Ｔｅｌ ０７２５－３２－１５３３

泉大津

高槻市及び
三島郡 池下 卓

いけした たく 1 教育 〒569-0077 高槻市野見町3-3-302号室
Ｔｅｌ ０７２－６７０－０４１０

三島 高槻北 芥川 阿武野 大冠 槻の木 島本 高槻支援

貝塚市 今井 豊
いまい ゆたか 3 健康福祉 〒597-0001 貝塚市近木1447

Ｔｅｌ ０７２－４３３－２２３３
貝塚 貝塚南

守口市 西田 薫
にしだ かおる 2 警察 〒570-0016 守口市大日東町43-9

Ｔｅｌ ０６－６９０７－３３７７
芦間 守口東 守口支援

枚方市 岡沢 健二
おかざわ けんじ 4 環境農林

水産
〒573-0106 枚方市長尾台1丁目1番1号
Ｔｅｌ ０７２－８５８－００４０

牧野 香里丘 枚方なぎさ 枚方津田 枚方 長尾

茨木市 松本 利明
まつもと としあき 2 都市住宅 〒567-0888 茨木市駅前3-7-1 ナチュール茨木4Ｆ

Ｔｅｌ ０７２－６４５－１００３
春日丘 茨木 茨木西 北摂つばさ 福井 茨木工科 茨木支援

八尾市 松井 一郎
まつい いちろう 3 総務 〒581-0081 八尾市南本町4-6-37

Ｔｅｌ ０７２－９９３－８８１１
山本 八尾 八尾翠翔 八尾北 八尾支援

学校
八尾支援
東校

泉佐野市 新田谷 修司
にったや しゅうじ 1 総務 〒598-0054 泉佐野市栄町4-2 ぎゃらりー南風内

Ｔｅｌ ０７２－４６９－２２２２
佐野 日根野 佐野工科 佐野支援

富田林市及
び南河内郡 鈴木 憲

すずき けん 2 警察 〒584-0006 富田林市旭ヶ丘町12-14 松田ビル1-1
Ｔｅｌ ０７２１－２０－００２０

河南 富田林 金剛 富田林支
援



河内長野市 西野 修平
にしの しゅうへ
い

3 都市住宅 〒586-0016 河内長野市西代町6-29
Ｔｅｌ ０７２１－５２－７６７７

長野 長野北

松原市 浦野 靖人
うらの やすと 3 健康福祉 〒580-0032 松原市天美東7-10-20 ロイヤルパレ天

美1FＴｅｌ ０７２－３３０－６７００
生野 大塚 松原

大東市 澤田 貞良
さわだ さだよし 1 都市住宅 〒574-0054 大東市新田東本町4番49号

Ｔｅｌ ０７２－８８９－５１７１
緑風冠 野崎

和泉市 森 和臣
もり かずとみ 2 総務 〒594-0065 和泉市観音寺町685北浜ビル2F

Ｔｅｌ ０７２５－４６－１０００
伯太 信太 和泉総合 和泉支援

箕面市及び
豊能郡 上島 一彦

うえしま かずひ
こ

2 総務 〒562-0003 箕面市西小路2-8-20
Ｔｅｌ ０７２－７２３－６４６９

箕面 箕面東 能勢 箕面支援

柏原市 中野 隆司
なかの りゅうじ 2 教育 〒582-0016 柏原市安堂町1-30 大清第2ビル3階

Ｔｅｌ ０７２－９７２－３６５０
柏原東

羽曳野市 やまのは 創
やまのは はじめ 1 環境農林

水産
〒583-0871 羽曳野市野々上4-6-4 クライムハウス
1F Ｔｅｌ ０７２－９３１－３１０１

懐風館 羽曳野支
援

門真市 宮本 一孝
みやもと かずた
か

2 商工労働 〒571-0030 門真市末広町34-29 ロイヤルハイツ三
喜108Ｔｅｌ ０６－６９０５－２２２５

門真西 門真なみ
はや

摂津市 阿部 賞久
あべ たかひさ 3 教育 〒566-0034 摂津市香露園8-1

Ｔｅｌ ０７２－６５７－９８７１
摂津 吹田支援

鳥飼校

高石市 奥田 康司
おくだ こうじ 6 商工労働 〒592-0011 高石市加茂4-5-26

Ｔｅｌ ０７２－２６６－１２２７
高石

東大阪市 西野 弘一
にしの こういち 3 教育 〒578-0948 東大阪市菱屋東2-4-21 相栄ロイヤル

ビル203号 Ｔｅｌ ０７２－９６５－６３３１
布施 花園 かわち野 布施北 みどり清朋

東大阪市 青野 剛曉
あおの よしあき 2 環境農林

水産
〒577-0802 東大阪市小阪本町2-9-10
Ｔｅｌ ０６－６７３６－１１７７

枚岡樟風 城東工科 布施工科 たまがわ高
等支援

東大阪支
援

泉南市 堀口 和弘
ほりぐち かずひ
ろ

1 教育 〒590-0522 泉南市信達牧野974-1 泉南アルタビル
2F Ｔｅｌ ０７２－４８０－５５０５

りんくう翔
南

佐野支援
砂川校

四條畷市 橋本 和昌
はしもと かずまさ 1 総務 〒575-0021 四條畷市南野1-12-12

Ｔｅｌ ０７２－８７７－６０６８
四條畷 交野支援

四條畷校

交野市 山本 けい
やまもと けい 1 環境農林

水産
〒576-0034 交野市天野が原町1丁目38番11号
Ｔｅｌ ０７２－８９５－５５７０

交野 交野支援

大阪狭山市 古川 照人
ふるかわ てるひ
と

2 教育 〒589-0005 大阪狭山市狭山1-2351-1-102
Ｔｅｌ ０７２－３６８－０１２０

狭山

阪南市 土井 達也
どい たつや 3 府民文化 〒599-0201 阪南市尾崎町93-6 尾崎駅山手ビル２F

Ｔｅｌ ０７２－４７１－７３５７
泉鳥取

泉南郡 藤原 敏司
ふじはら としじ 1 総務 〒590-0451 泉南郡熊取町野田2丁目11-32

Ｔｅｌ ０７２－４５３－１１６１
岬
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