
衆議院議員会員

参議院議員会員

準会員

会員名簿
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衆議院副議長（現）
衆議院予算・決算・大蔵各委員長
衆議院テロ対策・国家基本政策各委員長
農林水産政務次官
外務副大臣
国務大臣防衛庁長官

清和政策研究会事務総長（現）
自民党幹事長
自民党経理局長
自民党国会対策委員長
内閣官房長官、男女参画担当大臣
国務大臣（沖縄及び北方対策担当・科学技術政策

担当・情報通信技術担当・個人情報保護担当）

自民党副幹事長（現）
衆議院決算行政監視委員会筆頭理事（現）
防衛庁副長官
衆議院安全保障委員長
農林水産大臣政務官・防衛庁長官政務官
青森県議会議員

衆議院議院運営委員会理事(現)
党国会対策委員会副委員長(現)
党原子力発電施設等立地地域振興特別措置

法改正に関する小委員会事務局長(現)
防衛庁長官政務官
党副幹事長
党外交部会長

清和政策研究会相談役（現）
内閣総理大臣
自民党幹事長（２期）
文部・通産・建設各大臣
自民党総務会長
自民党政務調査会長

自由民主党幹事長代理（現）
法務大臣
内閣官房副長官
法務副大臣
労働総括政務次官
自由民主党政務調査会筆頭副会長

自民党政務調査会副会長(現)
あしなが育英会副会長(現)
内閣官房副長官
衆議院法務委員長
文部科学大臣政務官
自民党青年局長

衆議院環境委員会理事（現）
自由民主党電源立地および原子力等

調査会会長代理（現）
環境副大臣
衆議院厚生労働委員会臓器移植小委員長
自由民主党法務部会長、文部科学大臣

政務官

自民党総務会副会長（現）
衆議院文部科学委員会筆頭理事（現）
自民党新聞出版局長（現）
文部科学副大臣
文部科学大臣政務官
参議院議員

自民党国対副委員長（現）
衆議院予算委員（現）
厚生労働副大臣
自民党政調副会長
衆議院経済産業委員長
通産政務次官

衆議院予算委員会筆頭理事（現）
内閣官房長官
外務大臣（２回）
文部大臣・文部科学大臣
自民党幹事長代理
自民党総務局長

清和政策研究会相談役（現）
内閣総理大臣
自民党総裁
内閣官房長官
自民党幹事長
内閣官房副長官

自民党政務調査会副会長（現）
衆議院予算委員会理事
衆議院拉致問題特別委員長
農林水産副大臣
福井県議会議員
鯖江青年会議所理事長

衛藤  征士郎

細田  博之

木村  太郎

髙木  毅

森  喜朗

長勢 甚遠

下村  博文

吉野  正芳

馳  浩

谷畑  孝

町村  信孝

安倍  晋三

山本  拓

えとう  せいしろう

ほそだ  ひろゆき

きむら  たろう

たかぎ  つよし

もり  よしろう

ながせ  じんえん

しもむら  はくぶん

よしの  まさよし

はせ  ひろし

たにはた  たかし

まちむら  のぶたか

あべ  しんぞう

やまもと  たく

●大分県第2選挙区

●島根県第１選挙区

●青森県第４選挙区

●福井県第3選挙区

●石川県第２選挙区

●富山県第１選挙区

●東京都第11選挙区

●比例（東北）

●石川県第１選挙区

●大阪府第14選挙区

●北海道第5選挙区

●山口県第4選挙区

●福井県第２選挙区

内閣府特命担当大臣
経済産業副大臣（3期）
通商産業政務次官
衆議院文部科学委員長
衆議院憲法調査会小委員長
近畿大学経済学部教授

高市 早苗
たかいち  さなえ
●奈良県第２選挙区

自民党科学技術立国調査会長（現）
自民党行政改革推進本部長（現）
文部科学大臣
衆議院国土交通委員長
自民党国会対策副委員長
文部科学副大臣
自治政務次官

塩谷  立
しおのや  りゅう
●静岡県第８選挙区

衆議院議員会員
Member

会員経歴のうち、（現）は現在の役職または職業を表します。
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日本トライアスロン連合会長（現）
福島県私立幼稚園協会PTA連合会長（現）
内閣官房副長官
国土交通省大臣政務官
参議院農林水産委員長
いわき市議・福島県議・いわき市長

参議院自由民主党幹事長（現）
自由民主党大阪府支部連合会会長（現）
自由民主党両院議員総会長
外務副大臣
経済産業委員長
大阪府副知事

自民党副幹事長（現）
自民党政権力委員会（ネクスト・ジャパン）無駄撲滅副担当（現）
自民党青年局・国際局各次長（現）
自民党商工・中小企業関係団体委員長（現）
衆議院法務委員会・消費者問題に関する特別委員会各委員（現）
弁護士（現）

参議院文教科学委員会理事（現）
自民党副幹事長
参議院文教科学委員長
北海道開発総括政務次官
自民党女性局長
オリンピック銅メダリスト

参議院自由民主党　幹事長
参議院政府開発援助等に関する特別委員長
内閣官房副長官
参議院議院運営委員長
参議院武力攻撃事態に関する特別委員長
大蔵政務次官

弁護士（現）
法務委員会理事（現）
法務・自治関係団体委員長（現）
女性局局長代理（現）
伝統と創造の会会長（現）
福井県支部連合会会長（現）

衆議院予算委員会委員（現）
自民党農林部会長代理（現）
自民党水産部会副部会長（現）
自民党林政委員長（現）
元農林水産大臣政務官

参議院自民党国会対策委員長（現）
自民党愛知県支部連合会会長（現）
内閣官房副長官
自民党副幹事長
運輸政務次官
愛知県議会議員

福井県山林協会会長（現）
国土交通副大臣
参議院外交防衛委員長
文部政務次官
自民党交通安全特別委員会委員長
自民党福井県支部連合会会長

参議院少子高齢化・共生社会に関する調査会理事（現）
参議院行政監視委員会理事（現）
参議院厚生労働委員（現）
自民党総務副会長（現）
法務大臣・内閣府特命担当大臣〈青少

年育成及び少子化対策〉
厚生労働副大臣

衆議院国土交通委員会委員（現）
衆議院文部科学委員会委員（現）
自民党国会対策委員会副委員長（現）
自民党石川県連幹事長
石川県議会議長
衆議院議員秘書

文部科学副大臣
厚生労働大臣政務官
自民党文部科学部会部会長
衆議院議員４期目
松下政経塾・塾員
早稲田大学法学部

岩城  光英

谷川  秀善

柴山  昌彦

橋本  聖子

山崎  正昭

稲田  朋美

谷川  弥一

鈴木  政二松村  龍二

南野  知惠子

北村  茂男

松野  博一

いわき  みつひで

たにがわ  しゅうぜん

しばやま  まさひこ

はしもと  せいこ

やまざき  まさあき

いなだ  ともみ

たにがわ  やいち

すずき  せいじまつむら  りゅうじ

のおの  ちえこ

きたむら  しげお

まつの  ひろかず

●福島県選挙区

●大阪府選挙区

●埼玉県第８選挙区

●比例代表

●福井県選挙区

●福井県第1選挙区

●長崎県第３選挙区

●愛知県選挙区●福井県選挙区

●比例代表

●石川県第３選挙区

●千葉県第３選挙区

参議院環境委員長（現）
自民党女性局長
自民党拉致問題対策特命委員会事務

局長
内閣総理大臣補佐官（教育再生担当）
内閣府大臣政務官

自民党広報本部長代理（現）
自民党報道局次長（現）
参議院総務委員会筆頭理事（現）
参議院消費者問題に関する特別委員

会筆頭理事（現）
内閣総理大臣補佐官
参議院総務委員長

山谷  えり子世耕  弘成
やまたに  えりこせこう  ひろしげ
●比例代表●和歌山県選挙区

参議院議員会員
Member

会員経歴のうち、（現）は現在の役職または職業を表します。
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参議院文教科学委員会 理事（現）
参議院政策審議会 副会長（現）
参議院議院運営委員会 委員（現）
自民党政権力委員会（ネクスト・ジャパン）教

育・人材育成・文化・スポーツ担当（現）
自民党政務調査会 文部科学部会長（現）
東北福祉大学 特任准教授（現）

医師（現）
弁護士（現）
慶應義塾大学法科大学院教授・医学

部外科教授（現）
埼玉県環境審議委員

参議院北朝鮮による拉致問題に関す
る特別委員会筆頭理事（現）

内閣総理大臣補佐官（拉致問題担当）
内閣府特命担当・公文書管理担当・拉致問題担当大臣
内閣官房参与
駐ウズベキスタン共和国兼駐タジキスタン共和国特命全権大使
大蔵省大臣官房審議官

参議院外交防衛委員会 委員（現）
参議院国家基本政策委員会 委員（現）
少子高齢化･共生社会に関する特別委員会 委員（現）
自民党 安全保障関係団体委員会 委員長（現）
自民党 社会教育･宗教関係団体委員

会 副委員長（現）
防衛大臣政務官

党女性局長（現）
党青年局 次長（現）
中央政治大学院 副学院長（現）
参議院厚生労働委員会 委員（現）
参議院少子高齢化・共生社会に関す

る調査会 理事（現）
テレビ朝日アナウンサー

参議院予算委員会理事（現）
参議院外交防衛委員会（現）
参議院自民党国会対策副委員長（現）
自民党選挙対策本部　政権力委員会　

治安・法務・政治改革副担当（現）
税理士（現）
京都府議会議員

参議院環境委員会委員・災害対策特別委員会委員（現）
参議院国際・地球温暖化問題に関する調査会委員（現）
自民党政務調査会環境部会副部会長（現）
自民党女性局・青年局・国際局・広

報戦略局次長（現）
神奈川県支部連合会女性局次長（現）
川崎市支部連合会顧問（現）

自民党兵庫県連会長（現）
財務大臣政務官
自民党参議院国会対策副委員長
参議院国土交通委員会筆頭理事
兵庫県会議員（6期）
全日本空輸株式会社社員

自由民主党政権力委員会（ネクスト・ジャ
パン）治安・法務・政治改革担当（現）

自由民主党法務部会長（現）
参議院自民党副幹事長（現）
参議院　消費者問題に関する特別委員会　理事（現）
弁護士（現）
金融庁総務企画局課長補佐（貸金業法）

参議院総務委員会理事
自民党国会対策副委員長
自民党総務部会長代理
自民党税制調査会小委員会事務局長
総務省参事官・国際室長
内閣官房内閣参事官

参議院外交防衛委員会委員（現）
自民党新聞出版局次長（現）
国土交通大臣政務官
参議院議院運営委員会理事
石川県議会議員
北國新聞社記者、論説委員

参議院文教科学委員会委員（現）
参議院決算委員会委員（現）
参議院ODA特別委員会委員（現）
全日本私立幼稚園PTA連合会副会長（現）
国土交通大臣政務官
自民党愛媛県連会長

義家  弘介

古川  俊治

中山  恭子

岸  信夫

丸川  珠代

西田  昌司

神取  忍

末松  信介

森  まさこ

礒崎  陽輔

岡田  直樹

山本  順三

よしいえ  ひろゆき

ふるかわ  としはる

なかやま  きょうこ

きし  のぶお

まるかわ  たまよ

にしだ  しょうじ

かんどり  しのぶ

すえまつ  しんすけ

もり  まさこ

いそざき  ようすけ

おかだ  なおき

やまもと  じゅんぞう

●比例代表

●埼玉県選挙区

●比例代表

●山口県選挙区

●東京都選挙区

●京都府選挙区

●比例代表

●兵庫県選挙区

●福島県選挙区

●大分県選挙区

●石川県選挙区

●愛媛県選挙区

自民党環境関係団体委員長（現）
自民党憲法改正推進本部副会長（現）
参議院文教科学委員長
環境省事務次官
大蔵省理財局長
国税庁調査査察部長

参議院厚生労働委員会委員（現）
外国人材交流推進議員連盟事務局長（現）
公益社団法人全国老人福祉施設協議

会常任顧問（現）
財団法人日本ゲートボール連合理事（現）
社会福祉法人健祥会理事長（現）
総務大臣政務官

参議院文教科学委員会委員（現）
参議院国家基本政策委員会委員（現）
防衛大臣政務官
参議院経済産業委員会筆頭理事
参議院自民党副幹事長
自民党近畿圏整備委員会事務局長

中川  雅治

中村  博彦北川  イッセイ

なかがわ  まさはる

なかむら  ひろひこきたがわ  いっせい

●東京都選挙区

●比例代表●大阪府選挙区

自由民主党幹事長代理（現）
参議院自由民主党国会対策筆頭副委

員長（現）
参議院国家基本政策委員会筆頭理事（現）
自由民主党副幹事長
参議院経済産業委員長
国土交通大臣政務官

伊達  忠一
だて  ちゅういち
●北海道選挙区
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（財）日本食生活文化財団名誉会長　（現）
（社）全国服飾教育者連合会名誉会長（現）
（社）奈良県サッカー協会会長（現）
奈良県土地改良事業団体連合会会長（現）

（㈱）バンテック　顧問（現）（㈱）アル
ティア　取締役（現）

法務大臣政務官

利根川治水同盟副会長（現）
日韓協力委員会理事（現）
医師（現）
法務大臣政務官
埼玉医科大学講師

早稲田大学講師・東北福祉大学教授（現）
日本調理士連合会名誉会長（現）
内閣府大臣政務官（２期）
衆議院内閣・文部科学各委員会理事
自民党文化伝統調査会事務局長（２期）
自民党道州制調査会事務局長代理　他

自由民主党東京都支部連合会（現）
政務調査会副会長（現）
日野市軟式野球連盟会長（現）
日野市リトル・シニア野球協会会長（現）
日野市柔道連盟顧問（現）
立川ミニテニス協会会長（現）

自民党組織本部長
自民党国会対策筆頭副委員長
自民党政務調査会総括副会長
自民党経済産業部会長
衆議院財務金融委員長
経済産業副大臣

西武沿線＆所沢市少年野球連盟会長（現）
福田＆麻生内閣・内閣府大臣政務官
安倍＆福田内閣・環境大臣政務官
自民党広報副本部長
埼玉県議会生活福祉・衛生常任委員長
所沢市議会議長（最年少）

内閣府副大臣
経済産業大臣政務官
党財務金融部会長
党住宅土地調査会　事務局長
愛知県議会議員（３期）

（社）日本青年会議所　議長

自民党長野県連副会長（現）
財務大臣政務官
衆議院財務金融委員会理事
自民党財務金融部会専任部会長
自民党畜産酪農対策小委員長
防衛・環境・厚生各大臣秘書官

外務大臣政務官
衆議院国土交通委員会　理事
自民党国防部会　部会長
日本に国連・国際機関等を誘致する

議員勉強会　事務局長
株式会社　電通
早稲田大学大学院（平田竹男研究室）卒業

自民党筆頭副幹事長・農林部会長・
離島振興委員長

自民党組織本部長
自民党経理局長
衆議院農林水産委員長
総務政務次官
厚生労働副大臣

東京医療保健大学客員教授（現）
TOKYO MX「みどりのバタミンBiz」

レポーター（現）
国土交通副大臣
外務大臣政務官
自民党経済産業部会長

衆議院安全保障委員長
内閣府副大臣
防衛庁長官政務官（２期）
内閣府大臣政務官
沖縄開発政務次官
沖縄県議会議長

総務大臣政務官
衆議院総務委員会理事
衆議院文部科学委員会理事
自民党文部科学部会長代理
瀬戸市議会議員
松下政経塾生

自民党東京都連幹事長代理（現）
文部科学大臣政務官（2期）
自民党副幹事長
自民党青年局長
東京都議会議員
八王子市議会議員

自民党総務会副会長
自民党住宅土地調査会会長
公団住宅を守る議員連盟会長
障害者支援議員連盟会長
日本パプアニューギニア議員連盟会長
国務大臣国土庁長官

奥野  信亮

三ッ林  隆志

西村  明宏

小川  友一

坂本  剛二

並木  正芳

山本  明彦

宮下  一郎

中山  泰秀

宮路  和明

松島  みどり

嘉数  知賢

鈴木  淳司

萩生田  光一

伊藤  公介

おくの  しんすけ

みつばやし  たかし

にしむら  あきひろ

おがわ  ゆういち

さかもと  ごうじ

なみき  まさよし

やまもと  あきひこ

みやした  いちろう

なかやま  やすひで

みやじ  かずあき

まつしま  みどり

かかず  ちけん

すずき  じゅんじ

はぎうだ  こういち

いとう  こうすけ

●奈良県第3選挙区支部長

●埼玉県第14選挙区支部長

●宮城県第３選挙区支部長

●東京都第21選挙区

●福島第５選挙区支部長

●衆議院比例

●愛知県第15選挙区支部長

●長野県第５選挙区支部長

●大阪府第4選挙区支部長

●鹿児島県第3選挙区

●東京都第14選挙区支部長

●沖縄県第３選挙区

●愛知県第７選挙区支部長

●東京都第24選挙区支部長

●東京都第23選挙区

準会員
Member

会員経歴のうち、（現）は現在の役職または職業を表します。
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自民党世田谷総支部長（現）
日本の未来研究所所長（現）
東京大学大学院博士課程政治専攻（現）
衆議院議員（１期）
三井住友銀行
慶應義塾大学

政策研究大学院大学客員研究員（現）
衆議院安全保障委員会委員
衆議院内閣、経済財政、科学技術、宇宙、消費者問題、少子化対策等委員会　委員
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我

が国の協力支援活動等に関する特別委員会委員
自由民主党国際局次長
2008年World Economic ForumよりYoung Global Leaderに選出

社団法人日本看護協会 常任理事
社会保険埼玉中央病院、虎ノ門病院勤

務を経て、宮城県で保健師活動。
東京医科歯科大学医学部学内講師
厚生労働省保険局医療課 課長補佐
厚生労働省老健局老人保健課 介護予防専門官
アジア地域エイズ対策専門家の資格有

前衆議院議員
私塾「日本ベンチャー大學」理事（現）
社団法人山梨県専修学校各種学校協会会長（現）
NPO山梨県青年海外協力隊を育てる

会顧問（現）
松下政経塾第７期生

専修大学客員講師（現）
衆議院財務金融委員会委員
自民党国会対策委員会委員
自民党青年局次長
自民党厚生関係団体委員会副委員長

H22年（株）ジョイフル顧問（現）
S44年7月24日大分県佐伯市生まれ
H6年（株）ジョイフル入社
H15年（株）ジョイフル代表取締役社長
H20年（株）ジョイフル代表取締役会長

内閣府政策統括官（防災担当）
国土交通省住宅局長
国土交通審議官
内閣官房地域活性化統合事務局長
東京大学法学部卒

前衆議院議員
（社）日本空手協会新潟県会長（現）
新潟県バイアスロン連盟顧問（現）
新潟県相撲連盟顧問（現）
上越市手をつなぐ育成会顧問（現）
上越市消防第一分団員（現）

兵庫県生活衛生同業組合顧問（現）
慶応大学医学部卓球部顧問（現）
兵庫県トライアスロン連盟副会長（現）
兵庫県ボーイスカウト神戸垂水第二

団育成会長（現）
兵庫県全日本不動産協会顧問（現）
兵庫県神戸西支部宅建協会顧問（現）

社団法人 日本衛生検査所協会 顧問（現）
社団法人 日本臨床衛生検査技師会　

理事（現）
一般社団法人 HECTEF 監事（現）
臨床検査技師（現）

財務大臣政務官
予算委員会理事
財政金融委員会理事
参議院自民党国会対策副委員長
富山県議会議員
三井不動産株式会社

越智  隆雄

大塚  拓

髙階  恵美子

赤池  誠章

中根  一幸

穴見  陽一

山本  繁太郎

高鳥  修一

関  芳弘

赤石  清美

野上  浩太郎

おち  たかお

おおつか  たく

たかがい  えみこ

あかいけ  まさあき

なかね  かずゆき

あなみ  よういち

やまもと  しげたろう

たかとり  しゅういち

せき  よしひろ

あかいし  きよみ

のがみ  こうたろう

●東京都第６選挙区支部長

●埼玉県第９選挙区支部長

●参議院比例代表立候補予定者

●山梨県第１選挙区

●埼玉県第6選挙区

●衆議院大分県第1選挙区支部長

●衆議院山口県第2選挙区支部長

●新潟県第6選挙区支部長

●兵庫県第3選挙区支部長

●参議院比例代表立候補予定者

●参議院富山県選挙区立候補予定者

共立株式会社代表取締役（現）
伊丹商工会議所議員（現）
自民党商工・中小企業関係団体委員会副委員長
自民党教育・文化・スポーツ関係団

体委員会副委員長
衆議院経済産業委員会委員
衆議院環境委員会委員

衆議院内閣委員会・総務委員会委員
自民党法務・自治関係団体委員会副委員長
自民党国土・建設関係団体委員会副委員長
自民党出版局次長
自民党道州制調査会道州の組織・権

限に関する小委員会事務局長
 自民党宮城県連幹事長

衆議院厚生労働委員会委員
衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会委員
自民党厚生関係団体委員会副委員長
自民党農林水産関係団体委員会副委員長
自民党運輸・交通関係団体委員会副委員長
自民党社会保障制度調査会・医療委員会歯科診

療に関するプロジェクトチーム副主査

木挽  司土井  亨新井  悦二
こびき  つかさどい  とおるあらい  えつじ
●兵庫県第６選挙区支部長●宮城県第1選挙区支部長●埼玉県第11選挙区

福島県幼児教育懇談会会長（現）
（財）日本さくらの会　評議員（現）
日本ティーボール協会　顧問（現）
衆議院国土交通委員会　委員
自民党広報本部文化スポーツ局　次長
早稲田大学野球部　助監督

衆議院国土交通委員会委員
衆議院テロ対策防止イラク支援特別

委員会委員
自民党国会対策委員会委員
愛知県議会議員
衆議院議員秘書

自民党国会対策委員会委員
衆議院国土交通委員会委員
衆議院政治倫理の確立及び公職選挙

法改正に関する特別委員会委員
東京都議会議員（４期）
衆議院議員秘書
故参議院議員秘書

亀岡  偉民杉田  元司松本  文明
かめおか  よしたみすぎた  もとしまつもと  ふみあき
●福島県第1選挙区支部長●愛知県第14選挙区支部長●東京都第７選挙区支部長




