
役職 氏名 会派 事務所
委員長 西村　明宏君 自民 宮城県名取市
委員 秋本　真利君 自民 千葉第９区
委員 岩田　和親君 自民 比例九州（佐賀）
委員 大塚　高司君 自民 大阪府第8選挙区（豊中）
委員 大西　英男君 自民 東京都第16選挙区（江戸川）
委員 鬼木　誠君 自民 福岡2区
委員 加藤　鮎子君 自民 山形3区
委員 門　博文君 自民 比例近畿（和歌山1区）
委員 金子　恭之君 自民 熊本4区
委員 神谷　昇君 自民 比例近畿（大阪18区）
委員 工藤　彰三君 自民 愛知4区
委員 新谷　正義君 自民 広島4区
委員 鈴木　憲和君 自民 山形2区
委員 田中　英之君 自民 京都4区
委員 田中　良生君 自民 埼玉15区
委員 高木　毅君 自民 福井2区
委員 谷川　とむ君 自民 比例近畿（大阪19区）
委員 土屋　品子君 自民 埼玉13区
委員 中谷　真一君 自民 比例南関東（山梨）
委員 中村　裕之君 自民 北海道4区
委員 根本　幸典君 自民 愛知15区
委員 鳩山　二郎君 自民 福岡6区
委員 三谷　英弘君 自民 神奈川8区（横浜）
委員 宮内　秀樹君 自民 福岡４区
委員 望月　義夫君 自民 静岡４区
委員 盛山　正仁君 自民 兵庫１区
委員 簗　和生君 自民 栃木３区
委員 山本　公一君 自民 愛媛４区
委員 初鹿　明博君 立憲 東京１６区（江戸川）
委員 道下　大樹君 立憲 北海道１区
委員 森山　浩行君 立憲 大阪１６区
委員 矢上　雅義君 立憲 熊本4区
委員 早稲田　夕季君 立憲 神奈川４区
委員 伊藤　俊輔君 希望 東京２３区
委員 小宮山　泰子君 希望 埼玉７区
委員 松原　仁君 希望 東京３区
委員 もとむら　賢太郎君 希望 神奈川１４区
委員 森田　俊和君 希望 埼玉１２区
委員 赤羽　一嘉君 公明 兵庫２区
委員 北側　一雄君 公明 大阪１６区
委員 高木　陽介君 公明 比例東京
委員 広田　一君 無会 高知２区
委員 宮本　岳志君 共産 比例近畿
委員 井上　英孝君 維新 大阪１区
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