
香害をなくす議員の会(2022年8月30日・議員数77人）

名前 都道府県 所属議会 政党・会派 メールアドレス

鶴谷聡美 北海道 北広島市議会 市民ネットワーク北海道 hottotsuru@yahoo.co.jp

佐々木百合香 北海道 北広島市議会 市民ネットワーク北海道 yurika.sasa.kitahiro@gmail.com

石川さわ子 北海道 札幌市議会 市民ネットワーク北海道 i4s-sawakko@olive.plala.or.jp

世話人 江川 あや 北海道 旭川市議会 無所属・民主市民連合 asahikawa.egawa@gmail.com

品田登紀恵 北海道 旭川市議会 民主市民連合 humituki.7.tokie@icloud.com

鈴木哉美 北海道 東川町議会 無所属 kanamiwoouen@gmail.com

菊地ルツ 北海道 帯広市議会 立憲民主・市民連合 suiheisen.ever@gmail.com

小森谷さやか 茨城県 つくば市議会 つくば・市民ネットワーク komoneko2@yahoo.co.jp

織田伸子 茨城県 つくば市議会 つくば・市民ネットワーク（事務局） oda-kna@mail2.accsnet.ne.jp

池田ゆみこ 埼玉県 加須市議会 立憲民主党 ikeda.yumiko.kazo@gmail.com

伊藤正子 埼玉県 川越市議会 無所属 p8wqj5ksgaxqfb140p1z@docomo.ne.jp

岩田京子 埼玉県 吉川市議会 よしかわ市民ネットワーク gankyon7123f@yahoo.co.jp

上野はづき 埼玉県 滑川町議会 無所属 kameme@live.jp

野田小百合 埼玉県 鳩山町議会 無所属 syr.noda@yellow.plala.or.jp

渋谷登美子 埼玉県 嵐山町議会 無所属 shibuyatomiko@gmail.com

川口えみ 千葉県 佐倉市議会 さくら・市民ネットワーク ka.emi1617@gmail.com

増田薫 千葉県 松戸市議会 無党派　会派名=立憲民主党・無所属 matsudoshi.masuda.kaoru@gmail.com

池沢みちよ 千葉県 船橋市議会 立憲民主党 happymitchan@gmail.com

林さえこ 千葉県 柏市議会 市民ネットワーク・かしわ cosmos_health_1027_1119@yahoo.co.jp

岩永やす代 東京都 東京都議会 都議会生活者ネットワーク yasuyo_iwanaga@outlook.jp

吉田由美子 東京都 品川区議会 品川・生活者ネットワーク ysdymk1954@yahoo.co.jp

やない克子 東京都 練馬区議会 練馬・生活者ネットワーク kako9.871@gmail.com

田中みち子 東京都 世田谷区議会 生活者ネットワーク npormkmichiko@gmail.com

世話人 金井えり子 東京都 世田谷区議会 世田谷・生活者ネットワーク kanai@setagaya.seikatsusha.net



奥田雅子 東京都 杉並区議会 杉並・生活者ネットワーク（いのち・平和クラブ） masa.okuda0308@gmail.com

そね文子 東京都 杉並区議会 杉並・生活者ネットワーク（いのち・平和クラブ） fumiko110368@yahoo.co.jp

沼田たか子 東京都 葛飾区議会 葛飾・生活者ネットワーク numa.takako@gmail.com

本西光枝 東京都 江戸川区議会 江戸川・生活者ネットワーク eustim.mo@gmail.com

伊藤ひとみ 東京都 江戸川区議会 江戸川・生活者ネットワーク soreyuke.itohitomi@gmail.com

木下やすこ 東京都 調布市議会 生活者ネットワーク yaskosko@gmail.com

きだあや 東京都 八王子市議会 生活者ネットワーク mochikibipoteto@gmail.com

西園寺美希子 東京都 武蔵野市議会 生活者ネットワーク mikikosaionji@gmail.com

野村羊子 東京都 三鷹市議会 無所属 issyonokai@nomura-yoko.net

阿部美砂 東京都 立川市議会 立川生活者ネットワーク・立憲ネット緑たちかわ a.misa946@gmail.com

安田けいこ 東京都 小金井市議会 小金井・生活者ネットワーク yasuda.keiko@jcom.home.ne.jp

後藤優子 東京都 西東京市議会 生活者ネットワーク yougot297@gmail.com

笹倉みどり 東京都 町田市議会 町田・生活者ネットワーク midoliya@yahoo.co.jp

名切文梨 神奈川県 厚木市議会 立憲民主党 f.antoinette1755@icloud.com

嶋村真友子 新潟県 十日町市議会 無所属 shimaco2021@gmail.com

大久保恵子 福井県 越前市議会 無所属　無党派 ke51ik.o.okubo@bf.wakwak.com

世話人 小林純子 長野県 安曇野市議会 無所属 junko@childnet.ne.jp

関島百合 長野県 飯田市議会 会派みらい yuu-ri.12@docomo.ne.jp

上條美智子 長野県 松本市議会 公明党 a-kumo@cream.plala.or.jp

神津ゆかり 長野県 松本市議会 立憲民主党 wagonaigo@gmail.com

石合祐太 長野県 上田市議会 社会民主党 ishiai.yuta.2015@gmail.com

林和明 長野県 上田市議会 立憲民主党 kazuaking2000@gmail.com

桂川雅信 長野県 中川村議会 無所属 kattun2005@gmail.com

大島歩 長野県 中川村議会 無所属 gobouz831616@gmail.com

島崎敏一 長野県 中川村議会 無所属 shima165cm@gmail.com

伊波ゆかり 長野県 大鹿村議会 無所属 linacchipiudy0903@gmail.com



坂本紀子 長野県 飯島町議会 無所属 nikoniko2245@icloud.com

宮崎栄樹 三重県 伊賀市議会 地域政党　草の根運動いが miyazaki1021@hotmail.co.jp

百上真奈 三重県 伊賀市議会 日本共産党伊賀市議団 manamomo@ict.ne.jp

黄野瀬明子 滋賀県 滋賀県議会 日本共産党 kinoko0325@outlook.jp

島田敬子 京都府 京都府議会 日本共産党 usaginomimi2@amail.plala.or.jp

次田のり子 京都府 京田辺市議会 無所属 n.tsugita@kcn.jp

吉高裕佳子 京都府 京田辺市議会 無所属・市民とともに歩む女性議員の会 yossy.1113@icloud.com

井上健太郎 大阪府 狭山市議会 改新さやま kentarou@inoue.name

増田京子 大阪府 箕面市議会 市民派くらぶ hiroba@paw.hi-ho.ne.jp

小林昌子　　　 大阪府 和泉市議会 無所属 masakokob@yahoo.co.jp

永山優子 大阪府 島本町議会 無所属 oliveblue85@gmail.com

難波希美子 大阪府 能勢町議会 無所属 namba.abman@gmail.com

山下けいき 大阪府 茨木市議会 新社会党 yamasitakeiki@gmail.com

丸尾 牧 兵庫県 兵庫県議会 緑の党グリーンズジャパン mb5m-mro@asahi-net.or.jp

代表世話人 寺本さなえ 兵庫県 宝塚市議会 市民ネット宝塚 sanae-t@jttk.zaq.ne.jp

北野聡子 兵庫県 宝塚市議会 市民ネット宝塚 satokodesu211@gmail.com

川口じゅん 兵庫県 宝塚市議会 立憲民主党 jun20021122@gmail.com

今里朱美 兵庫県 姫路市議会 無所属 tokinokaze21@gmail.com

丸谷さとこ 兵庫県 明石市議会 無所属・1人会派（かけはしSDGs） marutanisatoko@gmail.com

矢野浩慈 兵庫県 神戸市議会 立憲民主党 yano.koji2018@gmail.com

高橋あこ 兵庫県 伊丹市議会 立憲民主党・フォーラム伊丹 gakotakahashi@gmail.com

吉村始 奈良県　 葛城市議会 無所属 hajime@kinjudo.co.jp

稲生茉莉子 福岡県 那珂川市議会 ふくおか市民政治ネットワーク phiphimariko0123@yahoo.co.jp

笠井香奈枝 福岡県 宗像市議会 ふくおか市民政治ネットワーク munakata@fnet.gr.jp

森本由美 福岡県 北九州市議会 立憲民主党/ハートフル北九州 you-me@gamma.ocn.ne.jp

村上博 熊本県 熊本市議会 社民党 bari-free-mura74@docomo.ne.jp



福島みずほ 参議院 社民党 mizuho-office@jca.apc.org

大河原まさこ 衆議院 立憲民主党 info-om@ookawaramasako.com

塩田三恵子 衆議院議員秘書 立憲民主党 shioda_6901@yahoo.co.jp

　　　　


