
３ 国務大臣等名簿

（平成26年５月20日現在）

第２次安倍内閣国務大臣

内閣総理大臣
安倍 晋三（衆・自民）

財務大臣

国務大臣
（内閣府特命担当大臣（金融 ））

麻生 太郎（衆・自民）
総務大臣

国務大臣
（内閣府特命担当大臣（国家戦略特別区域、

地方分権改革 ））

新藤 義孝（衆・自民）

法務大臣
谷垣 禎一（衆・自民）

外務大臣
岸田 文雄（衆・自民）

文部科学大臣
下村 博文（衆・自民）

厚生労働大臣
田村 憲 （衆・自民）久

農林水産大臣

林 芳正（参・自民）

経済産業大臣

国務大臣
（内閣府特命担当大臣（原子力損害賠償支援

機構 ））

茂木 敏充（衆・自民）

国土交通大臣
太田 昭宏（衆・公明）

環境大臣

国務大臣
（内閣府特命担当大臣（原子力防災 ））

石原 伸晃（衆・自民）

防衛大臣
小野寺 五典（衆・自民）

国務大臣（内閣官房長官）

菅 義偉（衆・自民）

国務大臣（復興大臣）
根本 匠（衆・自民）

国務大臣（国家公安委員会委員長）
（内閣府特命担当大臣（防災 ））

古屋 圭司（衆・自民）

国務大臣
（沖縄及び北方対策、（内閣府特命担当大臣

）科学技術政策、宇宙政策）

山本 一太（参・自民）

国務大臣
（消費者及び食品安全、（内閣府特命担当大臣

）少子化対策、男女共同参画）

森 まさこ（参・自民）

国務大臣
（内閣府特命担当大臣 ）（経済財政政策）

甘利 明（衆・自民）
国務大臣
（内閣府特命担当大臣 ）（規制改革）

稲田 朋美（衆・自民）

内閣官房副長官

加藤 勝信（衆・自民） 世耕 弘成（参・自民） 杉田 和博



副大臣

復興副大臣

（ ）谷 公一 衆・自民

（ ）浜田 昌良 参・公明

内閣府副大臣

（ ）西村 康稔 衆・自民

（ ）後藤田 正純 衆・自民

内閣府副大臣

復興副大臣

（ ）岡田 広 参・自民

総務副大臣

（ ）上川 陽子 衆・自民

総務副大臣

内閣府副大臣

（ ）関口 昌一 参・自民

法務副大臣

（ ）奥野 信亮 衆・自民

外務副大臣

（ ）岸 信夫 衆・自民

（ ）三ッ矢 憲生 衆・自民

財務副大臣

（ ）古川 禎 衆・自民久

財務副大臣

復興副大臣

（ ）愛知 治郎 参・自民

文部科学副大臣

（ ）櫻田 義孝 衆・自民

（ ）西川 京子 衆・自民

厚生労働副大臣

（ ）佐藤 茂樹 衆・公明

（ ）土屋 品子 衆・自民

農林水産副大臣

（ ）江藤 拓 衆・自民

（ ）川 貴盛 衆・自民

経済産業副大臣

内閣府副大臣

（ ）赤羽 一嘉 衆・公明

経済産業副大臣

（ ）松島 みどり 衆・自民

国土交通副大臣

（ ）木 毅 衆・自民

（ ）野上 浩太郎 参・自民

環境副大臣

内閣府副大臣

（ ）井上 信治 衆・自民

環境副大臣

（ ）北川 知克 衆・自民

防衛副大臣

（ ）武田 良太 衆・自民

大臣政務官

内閣府大臣政務官

復興大臣政務官

（ ）亀岡 偉民 衆・自民

内閣府大臣政務官

復興大臣政務官

（ ）小泉 進次郎 衆・自民

内閣府大臣政務官

復興大臣政務官

（ ）福岡 資麿 参・自民

総務大臣政務官

内閣府大臣政務官

（ ）松本 文明 衆・自民

総務大臣政務官

（ ）藤川 政人 参・自民

総務大臣政務官

内閣府大臣政務官

（ ）伊藤 忠彦 衆・自民

法務大臣政務官

（ ）平口 洋 衆・自民

外務大臣政務官

（ ）石原 宏高 衆・自民

（ ）木原 誠二 衆・自民

（ ）牧野 たかお 参・自民

財務大臣政務官

（ ）梨 康弘 衆・自民

（ ）山本 博司 参・公明

文部科学大臣政務官

（ ）冨岡 勉 衆・自民

（ ）上野 通子 参・自民

厚生労働大臣政務官

（ ）鳥 修一 衆・自民

（ ）赤石 清美 参・自民

農林水産大臣政務官

（ ）小里 泰弘 衆・自民

（ ）横山 信一 参・公明

経済産業大臣政務官

（ ）田中 良生 衆・自民

経済産業大臣政務官

内閣府大臣政務官

（ ）磯 仁彦 参・自民

国土交通大臣政務官

復興大臣政務官

（ ）坂井 学 衆・自民

国土交通大臣政務官

（ ）土井 亨 衆・自民

（ ）中原 八一 参・自民

環境大臣政務官

（ ）牧原 秀樹 衆・自民

環境大臣政務官

内閣府大臣政務官

（ ）浮島 智子 衆・公明

防衛大臣政務官

（ ）木原 稔 衆・自民

（ ）若宮 健嗣 衆・自民



政府特別補佐人

人事院総裁 一宮 なほみ 内閣法制局長官 横畠 裕介

公正取引委員会委員長 杉本 和行 原子力規制委員会委員長 田中 俊一

公害等調整委員会委員長 富越 和厚


