
魚 津 市 議 会 議 員 議 席 順 名 簿 令和3年3月1日　現在

議席
番号

氏名 備考

1

会派 自民党議員会

住所 〒937-0001 魚津市浜経田3238-1

電話番号 090-6524-4270

所属委員会等 民生委員

公共施設再編整備特別委員

議会だより編集委員

（てらぐち　ともゆき） 当選回数 １回

寺口　智之

2

会派 しおかぜ

住所 〒937-0865 魚津市上口2-18-15

電話番号 0765-55-4251

所属委員会等 議会運営副委員長

総務文教委員

地域振興とまちづくり特別委員

（いしさき　かずなり） 当選回数 ２回

石﨑　一成

3

会派 雄心会

住所 〒937-0066 魚津市北鬼江976-6

電話番号 0765-22-5964

所属委員会等 議会運営委員

総務文教委員

公共施設再編整備特別副委員長

（やぐらまき　まさおみ） 議会だより編集委員

八倉巻　正臣 当選回数 ２回

4

会派 自民党議員会

住所 〒937-0063 魚津市青島835-3

電話番号 0765-22-3215

所属委員会等 産業建設副委員長

公共施設再編整備特別委員

議会だより編集委員長

（みずた　まきこ） 当選回数 ２回

水田　万輝子

5

会派 自民党議員会

住所 〒937-0066 魚津市北鬼江2-14-24

電話番号 0765-22-1070

所属委員会等 議会運営委員

総務文教委員

地域振興とまちづくり特別副委員長

（くぼた　みつひろ） 当選回数 ３回

久保田　満宏



魚 津 市 議 会 議 員 議 席 順 名 簿 令和3年3月1日　現在

議席
番号

氏名 備考

6

会派 自民党議員会

住所 〒937-0826 魚津市北山715

電話番号 0765-33-9293

所属委員会等 民生副委員長

公共施設再編整備特別委員

議会だより編集委員

（はやし　ひさつぐ） 当選回数 ３回

林　久嗣

7

会派 日本共産党

住所 〒937-0006 魚津市経田西町17-45

電話番号 0765-22-3547

所属委員会等 議会運営委員

総務文教副委員長

地域振興とまちづくり特別委員

（おかだ　たつろう） 当選回数 ３回

岡田　龍朗

8

会派 雄心会

住所 〒937-0041 魚津市吉島394-15

電話番号 0765-24-5811

所属委員会等 産業建設委員

地域振興とまちづくり特別委員長

当選回数 ３回

（まつくら　いさむ）

松倉　勇

9

会派 自民党議員会

住所 〒937-0021 魚津市蛇田313-3

電話番号 0765-31-7731

所属委員会等 議会運営委員

総務文教委員長

公共施設再編整備特別委員

（かながわ　としこ） 当選回数 ３回

金川　敏子

10

会派 しおかぜ

住所 〒937-0857 魚津市三ケ1228

電話番号 0765-23-1982

所属委員会等 民生委員

公共施設再編整備特別委員長

議会だより編集副委員長

（はまだ　やすとも） 当選回数 ４回

浜田　泰友



魚 津 市 議 会 議 員 議 席 順 名 簿 令和3年3月1日　現在

議席
番号

氏名 備考

11

会派 公明党

住所 〒937-0066 魚津市北鬼江2-20-11

電話番号 0765-22-3811

所属委員会等 民生委員長

公共施設再編整備特別委員

当選回数 ４回

（なかせ　としみ）

中瀬　淑美

12

会派 自民党議員会

住所 〒937-0844 魚津市下椿26

電話番号 0765-24-7088

所属委員会等 総務文教委員

地域振興とまちづくり特別委員

当選回数 ４回

（いしくら　あきら）

石倉　彰

13

会派 自民党議員会

住所 〒937-0042 魚津市六郎丸1314-3

電話番号 0765-24-6665

所属委員会等 議会運営委員長

産業建設委員

地域振興とまちづくり特別委員

（せきぐち　まさはる） 当選回数 ４回

関口　雅治

14

会派 越川隆文

住所 〒937-0862 魚津市文化町8-15

電話番号 0765-24-5454

所属委員会等 民生委員

地域振興とまちづくり特別委員

議会だより編集委員

（こしかわ　たかふみ） 当選回数 ５回

越川　隆文

15

会派 民進

住所 〒937-0068 魚津市本新町3-2

電話番号 0765-24-3151

所属委員会等 産業建設委員

公共施設再編整備特別委員

当選回数 ５回

（てらさき　たかひろ）

寺﨑　孝洋



魚 津 市 議 会 議 員 議 席 順 名 簿 令和3年3月1日　現在

議席
番号

氏名 備考

16

会派 立憲民主党議員会

住所 〒937-0856 魚津市川縁1060

電話番号 0765-24-8281

所属委員会等 産業建設委員長

地域振興とまちづくり特別委員

当選回数 ５回

（とびせ　えつお）

飛世　悦雄

17

会派 自民党議員会

住所 〒937-0816 魚津市大海寺野277

電話番号 0765-24-8564・0765-22-8567

所属委員会等 産業建設委員

地域振興とまちづくり特別委員

当選回数 ６回

（ひろた　としなり）

廣田　俊成


