
役職 氏名 よみがな 会派 選挙区 会館 室番号 FAX
後藤田　正純　 ごとうだ 　まさずみ 自民 徳島1 1 315 3508-3315
務台　　俊介　 むたい 　しゅんすけ 自民 （比）北陸信越 1 403 3508-3334

幹事 小林　　鷹之　 こばやし 　たかゆき 自民 千葉2 1 417 3508-3997
幹事 北側　　一雄　 きたがわ 　かずお 公明 大阪16 1 508 3508-3533

長島　　昭久　 ながしま 　あきひさ 自民 東京21 1 510 3508-3309
馬場　　伸幸　 ばば 　のぶゆき 維新 大阪17 1 511 3508-3322
中川　　正春　 なかがわ 　まさはる 立国社 三重2 1 519 3508-3428
藤井　比早之　 ふじい 　ひさゆき 自民 兵庫4 1 615 3508-3615
大串　　正樹　 おおぐし 　まさき 自民 兵庫6 1 616 3508-3621
源馬　謙太郎 げんま　けんたろう 立国社 （比）東海 1 624 3508-3710
玉木　雄一郎　 たまき 　ゆういちろう 立国社 香川2 1 706 3508-3213
鬼木　　　誠　 おにき 　まこと 自民 福岡2 1 715 3508-3612
田所　　嘉德　 たどころ 　よしのり 自民 茨城1 1 716 3508-3848
浜地　　雅一 はまち 　まさかず 公明 （比）九州 1 803 3508-3235
前原　　誠司　 まえはら 　せいじ 立国社 京都2 1 809 3592-6696

幹事 新藤　　義孝　 しんどう 　よしたか 自民 埼玉2 1 810 3508-3313
黄川田　仁志　 きかわだ 　ひとし 自民 埼玉3 1 816 3508-3423

幹事 齋藤　　　健　 さいとう 　けん 自民 千葉7 1 822 3508-3221
衛藤　征士郎　 えとう 　せいしろう 自民 大分2 1 1101 3595-0003
越智　　隆雄　 おち 　たかお 自民 （比）東京 1 1105 3508-3359
本村　　伸子　 もとむら 　のぶこ 共産 （比）東海 1 1106 3508-3730
赤嶺　　政賢　 あかみね 　せいけん 共産 沖縄1 1 1107 3508-3626
平沢　　勝栄　 ひらさわ 　かつえい 自民 東京17 1 1115 3508-3527

幹事 奥野　総一郎　 おくの 　そういちろう 立国社 （比）南関東 1 1119 3508-3526
森　　　英介　 もり 　えいすけ 自民 千葉11 1 1210 3592-9036
中山　　泰秀　 なかやま 　やすひで 自民 大阪4 1 1216 3508-3828
階　　　　猛　 しな 　たけし 立国社 岩手1 2 203 3508-3824
野田　　　毅　 のだ 　たけし 自民 熊本2 2 303 3501-7538
上川　　陽子　 かみかわ 　ようこ 自民 静岡1 2 305 3508-3290
近藤　　昭一　 こんどう 　しょういち 立国社 愛知3 2 402 3508-3882
辻元　　清美　 つじもと 　きよみ 立国社 大阪10 2 504 3508-3855
石破　　　茂　 いしば 　しげる 自民 鳥取1 2 515 3502-5174
道下　　大樹 みちした　だいき 立国社 北海道1 2 516 3508-3946
逢坂　　誠二　 おおさか 　せいじ 立国社 北海道8 2 517 3508-3947
照屋　　寛徳　 てるや 　かんとく 立国社 沖縄2 2 519 3508-3849
船田　　　元　 ふなだ 　はじめ 自民 栃木1 2 605 3508-3706
城内　　　実　 きうち 　みのる 自民 静岡7 2 623 3508-3921
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幹事 山花　　郁夫 やまはな　いくお 立国社 （比）東京 2 704 3508-3894
國重　　　徹　 くにしげ 　とおる 公明 大阪5 2 716 3508-3885

幹事 山下　　貴司　 やました 　たかし 自民 岡山2 2 719 3508-3857
山尾　志桜里　 やまお 　しおり 立国社 愛知7 2 724 3508-3365

幹事 柴山　　昌彦　 しばやま 　まさひこ 自民 埼玉8 2 822 3508-7715
会長 佐藤　　　勉　 さとう 　つとむ 自民 栃木4 2 902 3597-2740

丹羽　　秀樹　 にわ 　ひでき 自民 愛知6 2 916 3508-3825
古川　　元久　 ふるかわ 　もとひさ 立国社 愛知2 2 1006 3597-2758
福井　　　照　 ふくい 　てる 自民 （比）四国 2 1114 3519-7713
稲田　　朋美　 いなだ 　ともみ 自民 福井1 2 1115 3508-3835
井上　　一徳 いのうえ　かずのり 希望 （比）近畿 2 1123 3508-3736

幹事 岩屋　　　毅　 いわや 　たけし 自民 大分3 2 1209 3509-7610
中谷　　　元　 なかたに 　げん 自民 高知1 2 1222 3592-9032
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