
５　委員会及び調査会等委員一覧　（初回開会日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　【内閣委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　(1 9名）

委員長　鎌田　　要人（自民）　　　上吉原　一天（自民）　　　山崎　　　力（平成）

理　事　板垣　　　正（自民）　　　村上　　正邦（自民）　　　清水　　澄子（社民）

理　事　鈴木　　貞敏（自民）　　　矢野　　哲朗（自民）　　　笠井　　　亮（共産）

理　事　鈴木　　正孝（平成）　　　依田　　智治（自民）　　　聽濤　　　弘（共産）

理　事　齋藤　　　勁（社民）　　　猪熊　　重二（平成）　　　朝日　　俊弘（民緑）

　　　　海老原　義彦（自民）　　　大久保　直彦（平成）　　　(8. 12. 5　現在）

　　　　狩野　　　安（自民）　　　永野　　茂門（平成）

　　　　　　　　　　　　　　【地方行政委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１ ９名）

委員長　渡辺　　四郎（社民）　　　鈴木　　省吾（自民）　　　有働　　正治（共産）

理　事　関根　　則之（自民）　　　谷川　　秀善（自民）　　　朝日　　俊弘（民緑）

理　事　竹山　　　裕（自民）　　　松浦　　　功（自民）　　　西川　　　潔（二院）

理　事　小山　　峰男（平成）　　　山本　　一太（自民）　　　田村　　公平（無ク）

理　事　大渕　　絹子（社民）　　　牛嶋　　　正（平成）　　　友部　　達夫（無）

　　　　岡部　　三郎（自民）　　　小林　　　元（平成）　　　（8. 12. 5　現在）

　　　　上吉原　一天（自民）　　　吉田　　之久（平成）

　　　　　　　〔暴力団員不当行為防止法及び風俗営業等に関する小委員会〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8名）

　小委員長　竹山　　　裕（自民）

　　　　　　関根　則之（自民）　有働　　正治（共産）　西川　　　潔（二院）

　　　　　　小山　　峰男（平成）　朝日　　俊弘（民緑）　（8. 12. 5　現在）

　　　　　　大渕　　絹子（社民）　田村　　公平（無ク）

　　　　　　　　　　　　　　　【法務委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 9名）

委員長　続　　　訓弘（平成）　　　志村　　哲良（自民）　　　及川　　一夫（社民）

理　事　久世　　公堯（自民）　　　下稲葉　耕吉（自民）　　　田　　　英夫（社民）

理　事　前田　　勲男（自民）　　　中原　　　爽（自民）　　　伊藤　　基隆（民緑）

理　事　浜四津　敏子（平成）　　　服部　三男雄（自民）　　　菅野　　久光（民緑）

理　事　橋本　　　敦（共産）　　　林田　悠紀夫（自民）　　　斎藤　　十朗（無）

　　　　遠藤　　　要（自民）　　　大森　　礼子（平成）　　　（8. 12. 5　現在）

　　　　岡　　　利定（自民）　　　山崎　　順子（平成）

　　　　　　　　　　　　　　　【外務委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 9名）

委員長　釘宮　　　磐（平成）　　　武見　　敬三（自民）　　　松前　　達郎（社民）

理　事　須藤　良太郎（自民）　　　成瀬　　守重（自民）　　　立木　　　洋（共産）

理　事　野間　　　赳（自民）　　　宮澤　　　弘（自民）　　　佐藤　　道夫（二院）

理　事　木暮　　山人（平成）　　　高野　　博師（平成）　　　椎名　　素夫（無ク）

理　事　武田　邦太郎（民緑）　　　寺澤　　芳男（平成）　　　矢田部　　理（新社）

　　　　岩崎　　純三（自民）　　　長谷川　道郎（平成）　　　（8. 12. 12　現在）

　　　　笠原　　潤一（自民）　　　田　　　英夫（社民）



　　　　　　　　　　　　　　　【大蔵委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　(2 2名）

委員長　松浦　　孝治（自民）　　　片山　虎之助（自民）　　　益田　　洋介（平成）

理　事　石川　　　弘（自民）　　　金田　　勝年（自民）　　　志苫　　　裕（社民）

理　事　河本　　英典（自民）　　　清水　　達雄（自民）　　　角田　　義一（社民）

理　事　荒木　　清寛（平成）　　　嶋崎　　　均（自民）　　　吉岡　　吉典（共産）

理　事　海野　　義孝（平成）　　　楢崎　泰昌（自民）　　　峰崎　　直樹（民緑）

理　事　鈴木　　和美（社民）　　　岩瀬　　良三（平成）　　　山口　　哲夫（新社）

　　　　阿部　　正俊（自民）　　　白浜　　一良（平成）　　　（8. 12. 17　現在）

　　　　上杉　　光弘（自民）　　　寺崎　　昭久（平成）

　　　　　　　　　　　　　　　【文教委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 9名）

委員長　清水　嘉与子（自民）　　　世耕　　政隆（自民）　　　梶原　　敬義（社民）

理　事　小野　　清子（自民）　　　田沢　　智治（自民）　　　阿部　　幸代（共産）

理　事　鹿熊　　安正（自民）　　　馳　　　　浩（自民）　　　伊藤　　基隆（民緑）

理　事　石田　　美栄（平成）　　　菅川　　健二（平成）　　　江本　　孟紀（無ク）

理　事　山本　　正和（社民）　　　田村　　秀昭（平成）　　　堂本　　暁子（さき）

　　　　井上　　　裕（自民）　　　林　　久美子（平成）　　　（8. 12. 17　現在）

　　　　釜本　　邦茂（自民）　　　山下　　栄一（平成）

　　　　　　　　　　　　　　　【厚生委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 9名）

委員長　上山　　和人（社民）　　　塩崎　　恭久（自民）　　　山本　　　保（平成）

理　事　尾辻　　秀久（自民）　　　田浦　　　直（自民）　　　和田　　洋子（平成）

理　事　南野　知惠子（自民）　　　中島　　眞人（自民）　　　渡辺　　孝男（平成）

理　事　北澤　俊美（平成）　　　長峯　　　基（自民）　　　日下部禧代子（社民）

理　事　菅野　　　壽（社民）　　　宮崎　　秀樹（自民）　　　西山　登紀子（共産）

　　　　大島　　慶久（自民）　　　風間　　　昶（平成）　　　（8. 12. 17　現在）

　　　　大野　つや子（自民）　　　水島　　　裕（平成）

　　　　　　　　　　　　　　【農林水産委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 1名）

委員長　真島　　一男（自民）　　　岩永　　浩美（自民）　　　常田　　享詳（平成）

理　事　浦田　　　勝（自民）　　　佐藤　　静雄（自民）　　　谷本　　　巍（社民）

理　事　高木　　正明（自民）　　　松村　　龍二（自民）　　　村沢　　　牧（社民）

理　事　石井　　一二（平成）　　　三浦　　一水（自民）　　　須藤　美也子（共産）

理　事　一井　　淳治（社民）　　　阿曽田　　清（平成）　　　島袋　　宗康（二院）

理　事　国井　　正幸（民緑）　　　及川　　順郎（平成）　　　（8. 12. 17　現在）

　　　　青木　　幹雄（自民）　　　高橋　　令則（平成）

　　　　井上　吉夫（自民）　　　都築　　　譲（平成）



　　　　　　　　　　　　　　　【商工委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 9名）

委員長　木宮　　和彦（自民）　　　斎藤　　文夫（自民）　　　前川　　忠夫（社民）

理　事　沓掛　　哲男（自民）　　　中曽根　弘文（自民）　　　山下　　芳生（共産）

理　事　吉村　剛太郎（自民）　　　林　　　芳正（自民）　　　今井　　　澄（民緑）

理　事　片上　　公人（平成）　　　平田　　耕一（自民）　　　小島　　慶三（民緑）

理　事　藁科　　満（社民）　　　小川　　勝也（平成）　　松尾　　官平（無）

　　　　大木　　　浩（自民）　　　加藤　　修一（平成）　　　（8. 12. 17　現在）

　　　　倉田　　寛之（自民）　　　平田　　健二（平成）

　　　　　　　　　　　　　　　【運輸委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 9名）

委員長　直嶋　　正行（平成）　　　野沢　　太三（自民）　　　瀬谷　　英行（社民）

理　事　佐藤　　泰三（自民）　　　真鍋　　賢二（自民）　　　筆坂　　秀世（共産）

理　事　二木　　秀夫（自民）　　　溝手　　顕正（自民）　　　末広　真樹子（無ク）

理　事　戸田　　邦司（平成）　　　吉川　　芳男（自民）　　　栗原　　君子（新社）

理　事　中尾　　則幸（民緑）　　　泉　　　信也（平成）　　芦尾　　長司（無）

　　　　亀谷　　博昭（自民）　　　平井　　卓志（平成）　　　（8. 12. 17　現在）

　　　　鈴木　　政二（自民）　　　横尾　　和伸（平成）

　　　　　　　　　　　　　　　【逓信委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 9名）

委員長　渕上　　貞雄（社民）　　　鈴木　　栄治（自民）　　　久保　　　亘（社民）

理　事　加藤　　紀文（自民）　　　保坂　　三蔵（自民）　　　上田　耕一郎（共産）

理　事　陣内　　孝雄（自民）　　　守住　　有信（自民）　　　山田　　俊昭（二院）

理　事　足立　　良平（平成）　　　魚住　裕一郎（平成）　　　水野　　誠一（さき）

理　事　三重野　栄子（社民）　　　鶴岡　　　洋（平成）　　　畑　　　　恵（無）

　　　　景山　俊太郎（自民）　　　西川　　玲子（平成）　　　（8. 12. 17　現在）

　　　　北岡　　秀二（自民）　　　林　　　寛子（平成）

　　　　　　　　　　　　　　　【労働委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 9名）

委員長　勝木　　健司（平成）　　　大河原太一郎（自民）　　　星野　　朋市（平成）

理　事　石渡　　清元（自民）　　　小山　　孝雄（自民）　　　大脇　　雅子（社民）

理　事　坪井　　一宇（自民）　　　佐々木　　満（自民）　　　千葉　　景子（社民）

理　事　長谷川　　清（平成）　　　西田　　吉宏（自民）　　　吉川　　春子（共産）

理　事　笹野　　貞子（民緑）　　　野村　　五男（自民）　　　川橋　　幸子（民緑）

　　　　石井　　道子（自民）　　　今泉　　　昭（平成）　　　（8. 12. 17　現在）

　　　　上野　　公成（自民）　　　武田　　節子（平成）



　　　　　　　　　　　　　　　　【建設委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1 9名）

委員長　鴻池　祥肇（自民）　　　太田　　豊秋（自民）　　　福本　　潤一（平成）

理　事　永田　　良雄（自民）　　　坂野　　重信（自民）　　　青木　　薪次（社民）

理　事　山崎　　正昭（自民）　　　橋本　　聖子（自民）　　　赤桐　　　操（社民）

理　事　市川　　一朗（平成）　　　松谷　蒼一郎（自民）　　　萱野　　　茂（民緑）

理　事　緒方　　靖夫（共産）　　　木庭　健太郎（平成）　　　奥村　　展三（さき）

　　　　井上　　　孝（自民）　　　平野　　貞夫（平成）　　　（8. 12. 17　現在）

　　　　岩井　　國臣（自民）　　　広中　和歌子（平成）

　　　　　　　　　　　　　　　　【予算委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4 5名）

委員長　大河原太一郎（自民）　　　久世　　公堯（自民）　　　菅川　　健二（平成）

理　事　片山　虎之助（自民）　　　小山　　孝雄（自民）　　　鈴木　　正孝（平成）

理　事　佐藤　　静雄（自民）　　　関根　　則之（自民）　　　高野　　博師（平成）

理　事　斎藤　　文夫（自民）　　　竹山　　　裕（自民）　　　高橋　　令則（平成）

理　事　田沢　　智治（自民）　　　武見　　敬三（自民）　　　長谷川　道郎（平成）

理　事　木庭　健太郎（平成）　　　谷川　　秀善（自民）　　　大渕　　絹子（社民）

理　事　都築　　　譲（平成）　　　野間　　　赳（自民）　　　久保　　　亘（社民）

理　事　横尾　　和伸（平成）　　　真鍋　　賢二（自民）　　　清水　　澄子（社民）

理　事　前川　　忠夫（社民）　　　山崎　　正昭（自民）　　　照屋　　寛徳（社民）

理　事　有働　　正治（共産）　　　依田　　智治（自民）　　　山本　　正和（社民）

　　　　阿部　　正俊（自民）　　　石田　　美栄（平成）　　　上田　耕一郎（共産）

　　　　板垣　　　正（自民）　　　市川　　一朗（平成）　　　緒方　　靖夫（共産）

　　　　上杉　　光弘（自民）　　　魚住　裕一郎（平成）　　　川橋　　幸子（民緑）

　　　　加藤　　紀文（自民）　　　牛嶋　　　正（平成）　　　小島　　慶三（民緑）

　　　　金田　　勝年（自民）　　　及川　　順郎（平成）　　　西川　　　潔（二院）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8. 12. 10　現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　【決算委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3 0名）

委員長　野沢　　太三（自民）　　　景山　俊太郎（自民）　　　星野　　朋市（平成）

理　事　塩崎　　恭久（自民）　　　清水　嘉与子（自民）　　　益田　　洋介（平成）

理　事　松谷　蒼一郎（自民）　　　須藤　良太郎（自民）　　　大脇　　雅子（社民）

理　事　吉川　　芳男（自民）　　　中島　　眞人（自民）　　　上山　　和人（社民）

理　事　山崎　順子（平成）　　　長峯　　　基（自民）　　　田　　　英夫（社民）

理　事　山下　　栄一（平成）　　　松村　　龍二（自民）　　　今井　　　澄（民緑）

理　事　筆坂　　秀世（共産）　　　守住　　有信（自民）　　　本岡　　昭次（民緑）

　　　　岩井　　國臣（自民）　　　海野　　義孝（平成）　　　椎名　　素夫（無ク）

　　　　海老原　義彦（自民）　　　加藤　　修一（平成）　　　水野　　誠一（さき）

　　　　大木　　　浩（自民）　　　小山　　峰男（平成）　　　栗原　　君子（新社）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8. 12. 17　現在）



　　　　　　　　　　　　　【議院運営委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 5名）

委員長　下稲葉　耕吉（自民）　　　岩永　　浩美（自民）　　　常田　　享詳（平成）

理　事　中曽根　弘文（自民）　　　釜本　　邦茂（自民）　　　平田　　健二（平成）

理　事　溝手　　顕正（自民）　　　陣内　　孝雄（自民）　　　福本　　潤一（平成）

理　事　矢野　　哲朗（自民）　　　鈴木　　政二（自民）　　　山本　　　保（平成）

理　事　風間　　　昶（平成）　　　中原　　　爽（自民）　　　菅野　　　壽（社民）

理　事　寺崎　　昭久（平成）　　　林　　　芳正（自民）　　　三重野　栄子（社民）

理　事　角田　　義一（社民）　　　保坂　　三蔵（自民）　　　国井　　正幸（民緑）

理　事　吉岡　　吉典（共産）　　　山本　　一太（自民）　　　（8. 11. 29　現在）

理　事　伊藤　　基隆（民緑）　　　岩瀬　　良三（平成）

　　　　　　　　　　　　　　〔庶務関係小委員会〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 5名）

　小委員長　陣内　　孝雄（自民）

　　　　　　岩永　　浩美（自民）　矢野　　哲朗（自民）　　　角田　　義一（社民）

　　　　　　釜本　　邦茂（自民）　風間　　　昶（平成）　　　三重野　栄子（社民）

　　　　　　中曽根　弘文（自民）　寺崎　　昭久（平成）　　　吉岡　　吉典（共産）

　　　　　　中原　　　爽（自民）　平田　　健二（平成）　　　伊藤　　基隆（民緑）

　　　　　　溝手　　顕正（自民）　福本　　潤一（平成）　　　（8. 12. 18　現在）

　　　　　　　　　　　　　　〔図書館運営小委員会〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1 5名）

　小委員長　岩瀬　　良三（平成）

　　　　　　鈴木　　政二（自民）　矢野　　哲朗（自民）　　　菅野　　　壽（社民）

　　　　　　中曽根　弘文（自民）　山本　　一太（自民）　　　角田　　義一（社民）

　　　　　　林　　　芳正（自民）　風間　　　昶（平成）　　　吉岡　　吉典（共産）

　　　　　　保坂　　三蔵（自民）　常田　　享詳（平成）　　　伊藤　　基隆（民緑）

　　　　　　溝手　　顕正（自民）　寺崎　　昭久（平成）　　　　　（召集日　現在）

　　　　　　　　　　　　　　　【懲罰委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1 0名）

委員長　吉田　　之久（平成）　　　佐々木　　満（自民）　　　武田　邦太郎（民緑）

理　事　井上　　吉夫（自民）　　　宮澤　　　弘（自民）　　　山田　　俊昭（二院）

理　事　永野　　茂門（平成）　　　瀬谷　　英行（社民）　　　　　（召集日　現在）

　　　　遠藤　　　要（自民）　　　立木　　　洋（共産）



　　　　　　　　　　　　【科学技術特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 0名）

委員長　広中　和歌子（平成）　　　木宮　　和彦（自民）　　　長谷川　道郎（平成）

理　事　鹿熊　　安正（自民）　　　沓掛　　哲男（自民）　　　水島　　　裕（平成）

理　事　吉川　　芳男（自民）　　　志村　　哲良（自民）　　　大渕　　絹子（社民）

理　事　及川　　順郎（平成）　　　松谷　蒼一郎（自民）　　　阿部　　幸代（共産）

理　事　松前　　達郎（社民）　　　松村　　龍二（自民）　　　立木　　　洋（共産）

　　　　岩永　　浩美（自民）　　　大久保　直彦（平成）　　　川橋　　幸子（民緑）

　　　　海老原　義彦（自民）　　　高橋　　令則（平成）　　　（8. 11. 29　現在）

　　　　　　　　　　　　　【環境特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０名）

委員長　千葉　　景子（社民）　　　鴻池　　祥肇（自民）　　　寺澤　　芳男（平成）

理　事　狩野　　　安（自民）　　　田浦　　　直（自民）　　　長谷川　　清（平成）

理　事　成瀬　　守重（自民）　　　西田　　吉宏（自民）　　　清水　　澄子（社民）

理　事　山下　　栄一（平成）　　　野村　　五男（自民）　　　有働　　正治（共産）

理　事　谷本　　　巍（社民）　　　馳　　　　浩（自民）　　　竹村　　泰子（民緑）

　　　　石川　　　弘（自民）　　　足立　　良平（平成）　　　末広　真樹子（無ク）

　　　　河本　　英典（自民）　　　常田　　享詳（平成）　　　（8. 11. 29　現在）

　　　　　　　　　　　　【災害対策特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０名）

委員長　清水　　達雄（自民）　　　鎌田　　要人（自民）　　　横尾　　和伸（平成）

理　事　佐藤　　静雄（自民）　　　須藤　良太郎（自民）　　　青木　　薪次（社民）

理　事　陣内　　孝雄（自民）　　　竹山　　　裕（自民）　　　渡辺　　四郎（社民）

理　事　山崎　　　力（平成）　　　依田　　智治（自民）　　　山下　　芳生（共産）

理　事　村沢　　　牧（社民）　　　市川　　一朗（平成）　　　菅野　　久光（民緑）

　　　　岩井　　國臣（自民）　　　北澤　俊美（平成）　　　本岡　　昭次（民緑）

　　　　釜本　　邦茂（自民）　　　戸田　　邦司（平成）　　　（8. 11. 29　現在）

　　　　　　　　　【選挙制度に関する特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０名）

委員長　武田　　節子（平成）　　　下稲葉　耕吉（自民）　　　釘宮　　　磐（平成）

理　事　須藤　良太郎（自民）　　　鈴木　　貞敏（自民）　　　渕上　　貞雄（社民）

理　事　関根　　則之（自民）　　　中原　　　爽（自民）　　　橋本　　　敦（共産）

理　事　平野　　貞夫（平成）　　　村上　　正邦（自民）　　　中尾　　則幸（民緑）

理　事　久保　　　亘（社民）　　　吉村　剛太郎（自民）　　　江本　　孟紀（無ク）

　　　　片山　虎之助（自民）　　　大森　　礼子（平成）　　　矢田部　　理（新社）

　　　　上吉原　一天（自民）　　　勝木　　健司（平成）　　　（8. 11. 29　現在）



　　　　　　【沖縄及び北方問題に関する特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 0名）

委員長　楢崎　泰昌（自民）　　　高木　　正明（自民）　　　福本　　潤一（平成）

理　事　鈴木　　栄治（自民）　　　長峯　　　基（自民）　　　鈴木　　和美（社民）

理　事　永田　　良雄（自民）　　　橋本　　聖子（自民）　　　吉岡　　吉典（共産）

理　事　星野　　朋市（平成）　　　三浦　　一水（自民）　　　萱野　　　茂（民緑）

理　事　照屋　　寛徳（社民）　　　加藤　　修一（平成）　　　島袋　　宗康（二院）

　　　　板垣　　　正（自民）　　　風間　　　昶（平成）　　　奥村　　展三（さき）

　　　　尾辻　　秀久（自民）　　　高野　　博師（平成）　　　（8. 11. 29　現在）

　　　　【地方分権及び規制緩和に関する特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 0名）

委員長　猪熊　　重二（平成）　　　北岡　　秀二（自民）　　　和田　　洋子（平成）

理　事　久世　　公堯（自民）　　　陣内　　孝雄（自民）　　　大脇　　雅子（社民）

理　事　斎藤　　文夫（自民）　　　谷川　　秀善（自民）　　　上山　　和人（社民）

理　事　小林　　　元（平成）　　　野沢　　太三（自民）　　　吉川　　春子（共産）

理　事　一井　　淳治（社民）　　　服部　三男雄（自民）　　　小島　　慶三（民緑）

　　　　阿部　　正俊（自民）　　　小山　　峰男（平成）　　　椎名　　素夫（無ク）

　　　　亀谷　　博昭（自民）　　　続　　　訓弘（平成）　　　（8. 11. 29　現在）

　　　　　　　　　　【中小企業対策特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 0名）

委員長　大島　　慶久（自民）　　　塩崎　　恭久（自民）　　　渡辺　　孝男（平成）

理　事　石渡　　清元（自民）　　　中曽根　弘文（自民）　　　齋藤　　　勁（社民）

理　事　二木　　秀夫（自民）　　　平田　　耕一（自民）　　　藁科　　満治（社民）

理　事　今泉　　　昭（平成）　　　真鍋　　賢二（自民）　　　西山　登紀子（共産）

理　事　前川　　忠夫（社民）　　　阿曽田　　清（平成）　　　国井　　正幸（民緑）

　　　　景山　俊太郎（自民）　　　鈴木　　正孝（平成）　　　西川　　　潔（二院）

　　　　小山　　孝雄（自民）　　　西川　　玲子（平成）　　　（8. 11. 29　現在）

　　　　　　　【国会等の移転に関する特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 0名）

委員長　梶原　　敬義（社民）　　　鈴木　　政二（自民）　　　平田　　健二（平成）

理　事　中曽根　弘文（自民）　　　保坂　　三蔵（自民）　　　山本　　　保（平成）

理　事　溝手　　顕正（自民）　　　真島　　一男（自民）　　　赤桐　　　操（社民）

理　事　山崎　順子（平成）　　　松浦　　孝治（自民）　　　緒方　　靖夫（共産）

理　事　瀬谷　　英行（社民）　　　矢野　　哲朗（自民）　　　伊藤　　基隆（民緑）

　　　　太田　　豊秋（自民）　　　小川　　勝也（平成）　　　江本　　孟紀（無ク）

　　　　佐藤　　泰三（自民）　　　片上　　公人（平成）　　　（8. 11. 29　現在）



　　　　【行財政改革・税制等に関する特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4 5名）

委員長　遠藤　　　要（自民）　　　沓掛　　哲男（自民）　　　小山　　峰男（平成）

理　事　片山　虎之助（自民）　　　嶋崎　　　均（自民）　　　菅川　　健二（平成）

理　事　倉田　　寛之（自民）　　　関根　　則之（自民）　　　鈴木　　正孝（平成）

理　事　永田　　良雄（自民）　　　竹山　　　裕（自民）　　　浜四津　敏子（平成）

理　事　松谷　蒼一郎（自民）　　　中島　　眞人（自民）　　　和田　　洋子（平成）

理　事　荒木　　清寛（平成）　　　長峯　　　基（自民）　　　久保　　　亘（社民）

理　事　寺澤　芳男（平成）　　　保坂　　三蔵（自民）　　　日下部禧代子（社民）

理　事　一井　　淳治（社民）　　　三浦　　一水（自民）　　　清水　　澄子（社民）

理　事　筆坂　　秀世（共産）　　　宮澤　弘（自民）　　　角田　　義一（社民）

理　事　今井　　　澄（民緑）　　　吉村　剛太郎（自民）　　　聽濤　　　弘（共産）

　　　　石川　　　弘（自民）　　　石田　　美栄（平成）　　　吉岡　　吉典（共産）

　　　　岩井　　國臣（自民）　　　泉　　　信也（平成）　　　笹野　　貞子（民緑）

　　　　狩野　　　安（自民）　　　岩瀬　　良三（平成）　　　中尾　　則幸（民緑）

　　　　亀谷　　博昭（自民）　　　牛嶋　　　正（平成）　　　佐藤　　道夫（二院）

　　　　久世　　公堯（自民）　　　小林　　　元（平成）　　　田村　　公平（無ク）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8. 11. 29　現在）

　　　　　　　　　　【国際問題に関する調査会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 5名）

会　長　林田　悠紀夫（自民）　　　笠原　　潤一（自民）　　　小川　　勝也（平成）

理　事　板垣　　　正（自民）　　　木宮　　和彦（自民）　　　木庭　健太郎（平成）

理　事　南野　知惠子（自民）　　　北岡　　秀二（自民）　　　直嶋　　正行（平成）

理　事　魚住　裕一郎（平成）　　　塩崎　　恭久（自民）　　　梶原　　敬義（社民）

理　事　益田　　洋介（平成）　　　馳　　　　浩（自民）　　　田　　　英夫（社民）

理　事　赤桐　　　操（社民）　　　林　　　芳正（自民）　　　笠井　　　亮（共産）

理　事　上田　耕一郎（共産）　　　山本　　一太（自民）　　　田村　　公平（無ク）

理　事　武田　邦太郎（民緑）　　　石井　　一二（平成）　　　（8. 12. 9　現在）

　　　　尾辻　　秀久（自民）　　　今泉　　　昭（平成）

　　　　　　　　【国民生活・経済に関する調査会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 5名）

会　長　鶴岡　　　洋（平成）　　　大野　つや子（自民）　　　小林　　　元（平成）

理　事　小野　　清子（自民）　　　太田　　豊秋（自民）　　　浜四津　敏子（平成）

理　事　片山　虎之助（自民）　　　金田　　勝年（自民）　　　林　　久美子（平成）

理　事　牛嶋　　　正（平成）　　　鈴木　　省吾（自民）　　　角田　　義一（社民）

理　事　水島　　　裕（平成）　　　中島　　眞人（自民）　　　三重野　栄子（社民）

理　事　日下部禧代子（社民）　　　橋本　　聖子（自民）　　　笹野　　貞子（民緑）

理　事　聽濤　　　弘（共産）　　　平田　　耕一（自民）　　　水野　　誠一（さき）

理　事　朝日　　俊弘（民緑）　　　三浦　　一水（自民）　　　（8.12. 13　現在）

　　　　上杉　　光弘（自民）　　　海野　　義孝（平成）



　　　　　【行財政機構及び行政監察に関する調査会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 5名）

会　長　井上　　　孝（自民）　　　石渡　　清元（自民）　　　猪熊　　重二（平成）

理　事　加藤　　紀文（自民）　　　上吉原　一天（自民）　　　鈴木　　正孝（平成）

理　事　守住　　有信（自民）　　　亀谷　　博昭（自民）　　　都築　　　譲（平成）

理　事　岩瀬　　良三（平成）　　　小山　　孝雄（自民）　　　千葉　　景子（社民）

理　事　菅川　　健二（平成）　　　佐々木　　満（自民）　　　渡辺　　四郎（社民）

理　事　一井　　淳治（社民）　　　武見　　敬三（自民）　　　山田　　俊昭（二院）

理　事　山下　　芳生（共産）　　　宮澤　　弘（自民）　　　山口　　哲夫（新社）

理　事　峰崎　　直樹（民緑）　　　矢野　　哲朗（自民）　　　（8. 12. 12　現在）

　　　　井上　　吉夫（自民）　　　石田　　美栄（平成）

　　　　　　　　　　　　　【政治倫理審査会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15名）

会　長　岩崎　　純三（自民）　　　大木　　　浩（自民）　　　林　　　寛子（平成）

幹　事　青木　　幹雄（自民）　　　高木　　正明（自民）　　　及川　　一夫（社民）

幹　事　宮澤　　弘（自民）　　　真鍋　　賢二（自民）　　　梶原　　敬義（社民）

幹　事　平井　　卓志（平成）　　　大久保　直彦（平成）　　　橋本　　　敦（共産）

　　　　板垣　　　正（自民）　　　鶴岡　　　洋（平成）　　　伊藤　　基隆（民緑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（召集日　現在）

　　　　　　　　　　　【参議院制度改革検討会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 1名）

座　長　前田　　勲男（自民）　　　泉　　　信也（平成）　　　吉川　　春子（共産）

　　　　斎藤　　文夫（自民）　　　鶴岡　　　洋（平成）　　　伊藤　　基隆（民緑）

　　　　宮崎　　秀樹（自民）　　　寺崎　　昭久（平成）　　　椎名　　素夫（無ク）

　　　　矢野　　哲朗（自民）　　　及川　　一夫（社民）　　　（8. 12. 3　現在）




