
※　役職は2021年12月10日の議連にて承認された新役職を記載。 2021年12月17日時点

No. 氏名（敬称略） 所属 議連役職 選挙区 FAX 備考

1 高村　正彦 - 顧問 - - -

2 野田　聖子 衆 会長 岐阜1区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 504号室 03-3591-2143

3 浜田　靖一 衆 会長代行 千葉12区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 315号室 03-3508-7644

4 そのだ　修光 参 会長代理 比例全国 東京都千代田区永田町2-1-1　参議院議員会館 607号室 03-6551-0607

5 山口　俊一 衆 副会長 徳島2区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 412号室 03-3503-2138

6 田中　和徳 衆 副会長 神奈川10区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 1010号室 03-3508-3504

7 平沢　勝栄 衆 副会長 東京17区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 1115号室 03-3508-3527

8 森山　裕 衆 副会長 鹿児島4区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 515号室 03-3508-3714

9 三原　じゅん子 参 幹事長 神奈川 東京都千代田区永田町2-1-1　参議院議員会館 823号室 03-6551-0823

10 青山　周平 衆 事務局長 愛知12区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 616号室 03-3508-3089

11 田野瀬　太道 衆 事務局次長 奈良3区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 314号室 03-3591-6569

12 三ツ林　裕巳 衆 事務局次長 埼玉14区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 522号室 03-3508-3896

13 高村　正大 衆 事務局次長 山口1区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 701号室 03-3502-5044

14 山本　左近 衆 事務局次長 比例東海 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 304号室 03-3508-3302 新規入会

15 金子　恭之 衆 幹事 熊本4区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 410号室 03-3504-8776

16 北村　誠吾 衆 幹事 長崎4区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 714号室 03-3508-3257

17 後藤　茂之 衆 幹事 長野4区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 704号室 03-3508-3452

18 あべ　俊子 衆 幹事 岡山3区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 514号室 03-3508-3436

19 城内　実 衆 幹事 静岡7区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 623号室 03-3508-3921

20 うえの　賢一郎 衆 幹事 滋賀2区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 621号室 03-3508-3804

21 牧原　秀樹 衆 幹事 埼玉5区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 1116号室 03-3508-3524

22 武藤　容治 衆 幹事 岐阜3区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 1212号室 03-3508-3362

23 木原　稔 衆 幹事 熊本1区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 1116号室 03-3508-3970

24 笹川　博義 衆 幹事 群馬3区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 316号室 03-3508-3338

25 中村　裕之 衆 幹事 北海道4区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 406号室 03-3508-3886

26 藤原　崇 衆 幹事 岩手3区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 1015号室 03-3508-3721

27 宮路　拓馬 衆 幹事 鹿児島1区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 311号室 03-3508-3206

28 小寺　裕雄 衆 幹事 滋賀4区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 601号室 03-3508-3419

29 松下　新平 参 幹事 宮崎 東京都千代田区永田町2-1-1　参議院議員会館 824号室 03-6551-0824

30 猪口　邦子 参 幹事 千葉 東京都千代田区永田町2-1-1　参議院議員会館 1105号室 03-6551-1105

31 島村　大 参 幹事 神奈川 東京都千代田区永田町2-1-1　参議院議員会館 415号室 03-6551-0415

32 舞立　昇治 参 幹事 鳥取 東京都千代田区永田町2-1-1　参議院議員会館 603号室 03-6551-0603

33 三宅　伸吾 参 幹事 香川 東京都千代田区永田町2-1-1　参議院議員会館 604号室 03-6551-0604

34 朝日　健太郎 参 幹事 東京 東京都千代田区永田町2-1-1　参議院議員会館 620号室 03-6551-0620

35 今井　絵理子 参 幹事 比例全国 東京都千代田区永田町2-1-1　参議院議員会館 315号室 03-6551-0315

36 小川　克巳 参 幹事 比例全国 東京都千代田区永田町2-1-1　参議院議員会館 405号室 03-6551-0405

37 自見　はなこ 参 幹事 比例全国 東京都千代田区永田町2-1-1　参議院議員会館 504号室 03-6551-0504

38 柿沢 未途 衆 東京15区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 611号室 03-3508-8807 新規入会

39 宮澤　博行 衆 静岡3区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 1021号室 03-3508-3435 新規入会

40 山田 賢司 衆 兵庫7区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 617号室 03-3508-7908 新規入会

41 杉田　水脈 衆 比例中国 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 907号室 03-3508-3829

42 井原 巧 衆 愛媛3区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 207号室 03-3508-3201 新規入会
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43 上杉　謙太郎 衆 福島3区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 1111号室 03-3508-3764

44 金子　俊平 衆 岐阜4区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 913号室 03-3502-5853

45 川崎　秀人 衆 三重2区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 702号室 03-3502-7153 新規入会

46 中曽根　康隆 衆 群馬1区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 923号室 03-3508-3722

47 西田　昭二 衆 石川3区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 523号室 03-3508-3439

48 本田　太郎 衆 京都5区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 210号室 03-3508-3812

49 石橋　林太郎 衆 比例中国 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 1221号室 03-3508-3409 新規入会

50 勝目　康 衆 京都1区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 615号室 03-3508-3995 新規入会

51 鈴木　英敬 衆 三重4区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 614号室 03-3508-3539 新規入会

52 東　国幹 衆 北海道6区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 1020号室 03-3508-3264 新規入会

53 石井 拓 衆 愛知13区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 209号室 03-3508-3813 新規入会

54 石原 正敬 衆 三重3区 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 910号室 03-3508-3321 新規入会

55 尾崎 正直 衆 高知2区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 901号室 03-3508-3999 新規入会

56 中野 英幸 衆 埼玉7区 東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第２議員会館 220号室 03-3508-3220 新規入会

57 保岡 宏武 衆 比例九州 東京都千代田区永田町2-2-1　衆議院第１議員会館 815号室 03-3508-3263 新規入会

57名

15名

入会者

うち2021年11月・12月新規入会者

2 / 2 ページ


