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【参考資料】 衆議院内閣委員会 委員一覧        ２０２０年４月２３日  

 

役職  議員名  ふりがな 会派  選挙区  議員会館

事務所  

事務所ＦＡＸ番号  

委員長  松本 文明 まつもと ふみあき 自民  東京比例  1-409 03-3508-3330 

理事  井上 信治 いのうえ しんじ 自民  東京２５区  1-317 03-3508-3328 

理事  関  芳弘 せき よしひろ 自民  兵庫３区  1-603 03-3508-3603 

理事  長坂 康正 ながさか やすまさ 自民  愛知９区  1-1007 03-3508-3863 

理事  牧島 かれん まきしま かれん 自民  神奈川１７区  1-322 03-3508-3826 

理事  宮内 秀樹 みやうち ひでき 自民  福岡４区  1-604 03-3508-3604 

理事  今井 雅人 いまい まさと 立国社  東海比例  1-1015 03-3508-3866 

理事  大島  敦 おおしま あつし 立国社  埼玉６区  1-420 03-3508-3380 

理事  太田 昌孝 おおた まさたか 公明  北陸信越比例  1-922 03-3508-7149 

委員  安藤  裕 あんどう ひろし 自民  京都６区  2-705 03-3508-3889 

委員  池田 佳隆 いけだ よしたか 自民  東海比例  2-511 03-3508-3996 

委員  泉田 裕彦 いずみだ ひろひこ 自民  新潟５区  2-914 03-3508-3270 

委員  大西 宏幸 おおにし ひろゆき 自民  大阪１区  1-815 03-3508-3263 

委員  岡下 昌平 おかした しょうへい 自民  近畿比例  1-608 03-3508-3608 

委員  金子 俊平 かねこ しゅんぺい 自民  岐阜４区  2-913 03-3502-5853 

委員  神田 憲次 かんだ けんじ 自民  東海比例  1-1124 03-3508-3523 

委員  小寺 裕雄 こてら ひろお 自民  滋賀４区  1-601 03-3508-3419 

委員  杉田 水脈 すぎた みお 自民  中国比例  2-907 03-3508-3829 

委員  高木  啓 たかぎ けい 自民  東京比例  2-310 03-3508-3981 

委員  長尾  敬 ながお たかし 自民  大阪１４区  2-1102 03-3508-3360 

委員  丹羽 秀樹 にわ ひでき 自民  愛知６区  2-916 03-3508-3825 

委員  西田 昭二 にしだ しょうじ 自民  石川３区  1-523 03-3508-3439 

委員  平井 卓也 ひらい たくや 自民  香川１区  1-1024 03-3508-3307 

委員  藤原  崇 ふじわら たかし 自民  東北比例  2-1015 03-3508-3721 

委員  本田 太郎 ほんだ たろう 自民  京都５区  2-210 03-3508-3812 

委員  三谷 英弘 みたに ひでひろ 自民  南関東比例  2-1120 03-3508-3952 

委員  村井 英樹 むらい ひでき 自民  埼玉１区  1-911 03-3508-3297 

委員  泉  健太 いずみ けんた 立国社  京都３区  1-817 03-3508-3805 

委員  大河原 雅子 おおかわら まさこ 立国社  北関東比例  1-517 03-3508-3531 

委員  源馬 謙太郎 げんま けんたろう 立国社  東海比例  1-624 03-3508-3710 

委員  中島 克仁 なかじま かつひと 立国社  山梨１区  2-723 03-3508-3903 

委員  中谷 一馬 なかたに かずま 立国社  南関東比例  1-509 03-3508-3310 

委員  森田 俊和 もりた としかず 立国社  北関東比例  2-1003 03-3508-3899 

委員  柚木 道義 ゆのき みちよし 立国社  中国比例  2-1217 03-3508-3301 
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委員  吉田 統彦 よしだ つねひこ 立国社  東海比例  2-322 03-3508-3404 

委員  早稲田 夕季 わせだ ゆき 立国社  神奈川４区  2-1012 03-3508-3406 

委員  江田 康幸 えだ やすゆき 公明  九州比例  1-507 03-3508-3339 

委員  佐藤 茂樹 さとう しげき 公明  大阪３区  1-908 03-3508-3510 

委員  塩川 鉄也 しおかわ てつや 共産  北関東比例  2-905 03-3508-3937 

委員  浦野 靖人 うらの やすと 維新  近畿比例  1-405 03-3508-3271 

 


