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役職 氏名 会派 議員会館室FAX 役職 氏名 会派 議員会館室FAX

委員長 渡辺 博道 自民 03-3508-3701 委員長丸川 珠代 自民 03-6551-0902

理事 赤枝 恒雄 自民 03-3508-3981 理事 大沼 みずほ 自民 03-6551-0312

理事 後藤 茂之 自民 03-3508-3452 理事 羽生田 俊 自民 03-6551-0319

理事 高鳥 修一 自民 03-3508-3987 理事 福岡 資麿 自民 03-6551-0919

理事 とかしきなおみ 自民 03-3508-3727 理事 津田 弥太郎 民主 03-3508-9160

理事 松野 博一 自民 03-3508-3329 理事 長沢 広明 公明 03-6551-0801

理事 西村 智奈美 民主 03-3508-3994 委員 赤石 清美 自民 03-6551-0601

理事 浦野 靖人 維新 03-3508-3222 委員 井原 巧 自民 03-6551-1219

理事 古屋 範子 公明 03-3508-3259 委員 石井 みどり 自民 03-5512-2206

委員 大岡 敏孝 自民 03-3508-3208 委員 木村 義雄 自民 03-6551-0305

委員 大串 正樹 自民 03-3508-3621 委員 島村 大 自民 03-6551-0415

委員 加藤 鮎子 自民 03-3508-3216 委員 高階 恵美子 自民 03-6551-0714

委員 木村 弥生 自民 03-3508-3340 委員 滝沢 求 自民 03-6551-0522

委員 小松 裕 自民 03-3508-3945 委員 三原 じゅん子 自民 03-6551-0823

委員 白須賀 貴樹 自民 03-3508-3916 委員 石橋 通宏 民主 03-6551-0523

委員 新谷 正義 自民 03-3508-3984 委員 西村 まさみ 民主 03-6551-0909

委員 田中 英之 自民 03-3508-3807 委員 羽田 雄一郎 民主 03-3507-0066

委員 田畑 裕明 自民 03-3508-3454 委員 白 眞勲 民主 03-6551-1116

委員 谷川 とむ 自民 03-3508-3944 委員 牧山 ひろえ 民主 03-6551-1007

委員 豊田 真由子 自民 03-3508-3326 委員 山本 香苗 公明 03-6551-1024

委員 中川 俊直 自民 03-3508-3505 委員 川田 龍平 維新 03-6551-0508

委員 長尾 敬 自民 03-3508-3360 委員 小池 晃 共産 03-6551-1208

委員 丹羽 雄哉 自民 03-3508-3839 委員 行田 邦子 元気 03-6551-0614

委員 橋本　岳 自民 03-3508-3816 委員 薬師寺 みちよ 無ク 03-6551-1012

委員 比嘉 奈津実 自民 03-3508-3531 委員 福島 みずほ 社民 03-6551-1111

委員 堀内 詔子 自民 03-3508-3367

委員 牧原 秀樹 自民 03-3508-3524

委員 松本 純 自民 03-3508-3455

委員 松本 文明 自民 03-3508-3330

委員 三ッ林 裕巳 自民 03-3508-3896

委員 村井 英樹 自民 03-3508-3297

委員 阿部 知子 民主 03-3508-3303

委員 大西 健介 民主 03-3508-3408

委員 岡本 充功 民主 03-3508-3212

委員 中島 克仁 民主 03-3508-3903

委員 長妻 昭 民主 03-3508-3286

委員 山井 和則 民主 03-3508-8882

委員 足立 康史 維新 03-3508-6410

委員 井坂 信彦 維新 03-3508-3250

委員 牧 義夫 維新 03-3508-3258

委員 輿水 恵一 公明 03-3508-3850

委員 角田 秀穂 公明 03-3508-3836

委員 中野 洋昌 公明 03-3508-3415

委員 高橋 千鶴子 共産 03-3508-3936

委員 堀内 照文 共産 03-3508-3284


