
 

６ 議員の異動  

第208回国会閉会後及び今国会（ 4. 8. 3召集）中における議員の異動 

 

○繰上補充当選 

 田城   郁君（無・比例） 

   4. 6.27 任期開始（藤末健三君辞職による） 

 

○会派解消 

 ｢沖縄の風｣ 

   4. 7.25 解消（任期満了により所属議員が１名となったため） 

｢みんなの党｣ 

   4. 7.25 解消（任期満了により所属議員が１名となったため） 

 

○会派結成 

 ｢ＮＨＫ党」 4. 7.26 結成 

  浜田   聡君（代表） 

  ガ ー シ ー 君 

｢沖縄の風」 4. 7.26 結成 

  伊波  洋一君（代表） 

  良  鉄美君 

 

○会派名変更 

 ｢自由民主党・国民の声」 

   4. 7.26 ｢自由民主党」に変更 

 

○所属会派異動 

－ 4. 7. 1 自由民主党・国民の声に入会－ 

 橋本  聖子君 

－ 4. 8. 3 自由民主党に入会－ 

 山東  昭子君 

－ 4. 8. 3 自由民主党を退会－ 

 尾   秀久君 

－ 4. 8. 3 立憲民主・社民を退会－ 

 長浜  博行君 

 

〇会派所属 

－ 4. 7.26 自由民主党に入会－ 

足立  敏之君    阿達  雅志君    青木  一彦君 

青山  繁晴君    赤松   健君    浅尾 慶一郎君 



 

朝日 健太郎君    井上  義行君    生稲  晃子君 

石井  浩郎君    磯   仁彦君    猪口  邦子君 

今井 絵理子君    上野  通子君    臼井  正一君 

江島   潔君    小野田 紀美君    越智  俊之君 

大家  敏志君    岡田  直樹君    加藤  明良君 

梶原  大介君    片山 さつき君    神谷  政幸君 

こやり 隆史君    小林  一大君    古庄  玄知君 

佐藤   啓君    櫻井   充君    自見 はなこ君 

進藤 金日子君    末松  信介君    関口  昌一君 

鶴保  庸介君    友納  理緒君    中曽根 弘文君 

中西  祐介君    永井   学君    野上 浩太郎君 

野村  哲郎君    長谷川  岳君    長谷川 英晴君 

広瀬 めぐみ君    福岡  資麿君    藤井  一博君 

藤川  政人君    藤木  眞也君    船橋  利実君 

星   北斗君    松川  るい君    松下  新平君 

松村  祥史君    三原じゅん子君    宮沢  洋一君 

山崎  正昭君    山田   宏君    山谷 えり子君 

山本  啓介君    山本 佐知子君    山本  順三君 

井   章君    若林  洋平君    渡辺  猛之君 

－ 4. 7.26 公明党に入会－ 

秋野  公造君    伊藤  孝江君    石川  博崇君 

上田   勇君    窪田  哲也君    熊野  正士君 

里見  隆治君    竹内  真二君    竹谷 とし子君 

谷合  正明君    西田  実仁君    三浦  信祐君 

横山  信一君 

－ 4. 7.26 日本維新の会に入会－ 

 青島  健太君    浅田   均君    石井   章君 

 石井  苗子君    猪瀬  直樹君    片山  大介君 

 金子  道仁君    串田  誠一君    高木 かおり君 

 中条 きよし君    松沢  成文君    松野  明美君 

－ 4. 7.26 日本共産党に入会－ 

 岩渕   友君    田村  智子君    仁比  聡平君 

 山添   拓君 

－ 4. 7.27 立憲民主・社民に入会－ 

青木   愛君    石橋  通宏君    鬼木   誠君 

小西  洋之君    古賀  千景君    古賀  之士君 

藤  嘉隆君    柴   愼一君    杉尾  秀哉君 

田名部 匡代君    高木  真理君    元  清美君 

徳永  エリ君    福島 みずほ君    福山  哲郎君 

水野  素子君    村田  享子君    蓮    舫君 



 

－ 4. 7.27 国民民主党・新緑風会に入会－ 

 伊藤  孝恵君    上田  清司君    川合  孝典君 

 竹詰   仁君    浜口   誠君    舟山  康江君 

－ 4. 7.27 れいわ新選組に入会－ 

 水道橋 博士君    天畠  大輔君    山本  太郎君 

 


