
役職 氏名 会派 部屋番号  FAX番号 選挙区

会長 森　英介 自民 衆1-1210 3592-9036 千葉11区

幹事 伊藤　達也 自民 　　2-524 3508-3253 東京22区

幹事 柴山　昌彦 自民 　　2-822 3508-7715 埼玉8区

幹事 中谷　元 自民 　　2-1222 3592-9032 高知1区

幹事 根本　匠 自民 　　2-1213 3508-3312 福島2区

幹事 船田　元 自民      2-605 3508-3706 栃木1区

幹事 山田　賢司 自民     　1-617 3508-3957 兵庫7区

幹事 山花　郁夫 立憲 　　２-704 3508-3894 比例東京

幹事 階　　猛 国民 　　２-203 3508－3285 岩手1区

幹事 北側　一雄 公明 　 １-508 3508-3533 大阪16区

委員 秋葉　賢也 自民     1-823 3508-3632 宮城2区

委員 石破　茂 自民     2-515 3502-5174 鳥取1区

委員 稲田　朋美 自民     2-1115 3508-3835 福井1区

委員 岩屋　毅 自民    2-1209 3509-7610 大分3区

委員 衛藤　征士郎 自民    1-1101 3595-0003 大分2区

委員 大塚　拓 自民  　 1-710 3508-3988 埼玉9区

委員 鬼木　誠 自民 　　1-７１５ 3508-3612 福岡2区

委員 門山　宏哲 自民 　　2-1121 3508-3512 千葉1区

委員 黄川田　仁志 自民 　　1-816 3508-3423 埼玉3区

委員 岸　信夫 自民 　　1-1203 3508-3237 山口2区

委員 小林　鷹之 自民 　　1-417 3508-3997 千葉2区

委員 後藤田　正純 自民 　　１－315 3508-3315 徳島1区

委員 佐藤　ゆかり 自民 　　2-815 3508-3255 比例近畿

委員 下村　博文 自民 　　2-622 3597-2772 東京11区

委員 関　芳弘 自民 　　1-603 3508-3603 兵庫3区

委員 田所　嘉徳 自民 　　1-716 3508-3848 茨城1区

委員 長尾　敬 自民 　　2-1102 3508-3360 大阪14区

委員 野田　毅 自民 　　2-303 3501-7538 熊本2区

委員 平沢　勝栄 自民 　　1-1115 3508-3527 東京17区

委員 松本　剛明 自民 　　1-707 3508-3214 兵庫11区

委員 務台　俊介 自民 　　1-403 3508-3334 比例北陸信越

委員 盛山　正仁 自民     1-904 3508-3629 兵庫1区
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委員 山本　拓 自民     1-713 3507-8727 比例北陸信越

委員 生方　幸夫 立憲 　　1-906 3508-3314 比例南関東

委員 近藤　昭一 立憲 　　2-402 3508-3882 愛知3区

委員 辻元　清美 立憲 　  2-504 3508-3855 大阪10区

委員 道下　大樹 立憲 　　2-516 3508-3946 北海道1区

委員 山尾　志桜里 立憲 　　2-724 3508-3365 愛知7区

委員 今井　雅人 国民 　　1-1015 3508-3866 比例東海

委員 奥野　総一郎 国民      1-1119 3508-3526 比例南関東

委員 古本　伸一郎 国民 　　2-419 3502-5075 愛知11区

委員 國重　徹 公明 　　2-716　　3508-3885 大阪5区

委員 遠山　清彦 公明 　　1-721 3508-3414 比例九州

委員 大串　博志 無会 　　1-308　 3508-3335 比例九州

委員 中川　正春 無会 　　1-519　 3508-3428 三重2区

委員 赤嶺　政賢 共産 　　1-1107 3508-3626 沖縄1区

委員 本村　伸子 共産 　　1-1106 3508-3730 比例東海

委員 馬場　伸幸 維新 　　1-511 3508-3322 大阪17区

委員 玉城　デニー 自由 　　1-1217 3508-3734 沖縄３区

委員 照屋　寛徳 社民 　　2-519 3508-3849 沖縄2区

50
自民　　３０
公明　　　３
維新　　　１

立憲民主　　６
国民民主　　４
共産　　　　　２
自由　　　　　１
社民　　　　　１
無会 ２　(*無会…無所属
の会）
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