
国家安全保障に関する特別委員会 委員名簿 （衆議院）
 《注意》メンバーが２名変更になりました。〔旧〕石原慎太郎（維新）、畠中光成（みんな）⇒〔新〕井出庸生（みんな）、今村洋史（維新）

No. 役職 氏名 ふりがな 会派 選挙区 会館 議員室 会館TEL 会館FAX   意見受付、問合せ等窓口（twitter、Facebook含む）

1 委員長 額賀 福志郎 ぬかが ふくしろう 自民 茨城2 2 2-824 3508-7447 3592-0468   info@nukaga-fukushiro.jphttp://www.nukaga-fukushiro.jp/faq/index.html

2 理事 今津 寛 いまず ひろし 自民 北海道6 1 1-313 3508-7204 3508-3204 http://hiroshi-i.net/?page_id=35

3 理事 岩屋 毅 いわや たけし 自民 大分3 2 2-1209 3508-7510 3509-7610   info@t-iwaya.comhttps://twitter.com/takeshi108

4 理事 城内 実 きうち みのる 自民 静岡7 2 2-623 3508-7441 3508-3921  https://www.m-kiuchi.com/support/inquiry/

5 理事 左藤 章 さとう あきら 自民 大阪2 2 2-924 3508-7511 3508-3941  https://twitter.com/310akirasato

6 理事 中谷 元 なかたに げん 自民 高知2 2 2-1222 3508-7486 3592-9032   http://www.nakatanigen.com/modules/liaise/index.php?form_id=1https://ja-jp.facebook

7 理事 大島 敦 おおしま あつし 民主 （比）北関東 1 1-420 3508-7093 3508-3380

8 理事 藤井 孝男 ふじい たかお 維新 （比）東海 2 2-204 3508-7015 3508-3815 http://www.55fujii.com/toiawase/toiawase.php

9 理事 上田 勇 うえだ いさむ 公明 神奈川6　　 1 1-802 3508-7234 3508-3234     https://www.isamu-u.com/goiken/https://twitter.com/IsamuUedahttps://www.facebook

10 委員 池田 道孝 いけだ みちたか 自民 （比）中国 2 2-1105 3508-7638 3508-3268 http://ikedamichitaka.jp/contact/

11 委員 大塚 拓 おおつか たく 自民 埼玉9 1 1-710 3508-7608 3508-3988  info@otsukataku.jp

12 委員 大野 敬太郎 おおの けいたろう 自民 香川3 1 1-1211 3508-7132 3502-5870   https://www.facebook.com/keitaro.ohnohttp://keitaro-ohno.com/?page_id=1329"

13 委員 小池 百合子 こいけ ゆりこ 自民 東京10 1 1-501 3508-7710 3503-6775 https://twitter.com/ecoyuri

14 委員 鈴木 馨祐 すずき けいすけ 自民 神奈川7 1 1-423 3508-7304 3508-3304  office@suzukikeisuke.jp

15 委員 薗浦 健太郎 そのうら けんたろう 自民 千葉5 1 1-321 3508-7305 3508-3305   sonoura@au.wakwak.comhttps://twitter.com/sonourakentaro

16 委員 津島 淳 つしま じゅん 自民 青森1 2 2-1204 3508-7073 3508-3033

17 委員 辻 清人 つじ きよと 自民 東京2 1 1-522 3508-7288 3508-3738     http://k-tsuji.jp/contact/https://www.facebook.com/kiyototsujitokyo2ndhttps://twitter

18 委員 寺田 稔 てらだ みのる 自民 広島5 1 1-1213 3508-7606 3508-3986   https://terada124.sakura.ne.jp/inquiry/https://www.facebook.com/teradaminoru

19 委員 中谷 真一 なかたに しんいち 自民 （比）南関東 2 2-215 3508-7336 3508-3336    shinichi@nakatani.tvhttps://www.facebook.com/nakatani80

20 委員 中山 泰秀 なかやま やすひで 自民 （比）近畿 1 1-1216 3508-7028 3508-3828     http://www.iloveosaka.jp/info.htmlhttps://www.facebook.com/yasuhide.nakayamahttps

21 委員 西銘 恒三郎 にしめ こうさぶろう 自民 沖縄4 2 2-317 3508-7218 3508-3218  https://ja-jp.facebook.com/kousaburou.nishime

22 委員 野中 厚 のなか あつし 自民 埼玉12 1 1-419 3508-7041 3508-3841   http://www.nonaka-atsushi.com/contact.htmlhttps://twitter.com/nonakajimusho

23 委員 橋本 岳 はしもと がく 自民 岡山4 2 2-306 3508-7016 3508-3816     https://ga9.jp/reference/https://www.facebook.com/gaku.hashimoto.3https://twitter

24 委員 星野 剛士 ほしの つよし 自民 神奈川12 2 2-708 3508-7413 3508-3893   https://t-stars.com/contact/https://twitter.com/hossys

25 委員 牧島 かれん まきしま かれん 自民 神奈川17 1 1-322 3508-7026 3508-3826     https://www.makishimakaren.com/contact/contact@makishimakaren.comhttps://twitter

26 委員 町村 信孝 まちむら のぶたか 自民 北海道5 1 1-410 3508-7117 3502-5061  info1@machimura.net

27 委員 松本 洋平 まつもと ようへい 自民 東京19 1 1-1011 3508-7133 3508-3433     http://www012.upp.so-net.ne.jp/yohei/office.htmlyohei@rb3.so-net.ne.jphttps://twitter

28 委員 山際 大志郎 やまぎわ だいしろう 自民 神奈川18 1 1-613 3508-7477 3508-3357   https://www.yamagiwa-daishiro.jp/2012/form/feedback/index.phpyamagiwadaishiro

29 委員 近藤 昭一 こんどう しょういち 民主 （比）東海 2 2-402 3508-7402 3508-3882   g01953@shugiin.go.jphttp://www.kon-chan.org/contents/reference.html

30 委員 近藤 洋介 こんどう ようすけ 民主 （比）東北 2 2-819 3508-7605 3508-3985   http://www.kondo21.com/contact/https://www.facebook.com/kondoyosuke.official

31 委員 長島 昭久 ながしま あきひさ 民主 東京21 1 1-510 3508-7309 3508-3309     tokyo21@nagashima21.nethttps://www.facebook.com/aki.nagashima21http://gree.jp

32 委員 渡辺 周 わたなべ しゅう 民主 静岡6 2 2-1109 3508-7077 3508-3767     http://www.watanabeshu.org/contacthttps://www.facebook.com/watanabeshugiinhttps

33 委員 今村 洋史 いまむら ひろふみ 維新 (比)東京 1 1-1221 3508-7901 3508-3409

34 委員 丸山 穂高 まるやま ほだか 維新 大阪19 2 2-910 3508-7019 3508-3819 https://www.h-maruyama.jp/access/reference

35 委員 山田 宏 やまだ ひろし 維新 （比）東京 2 2-1216 3508-7082 3508-3862     https://www.facebook.com/yamadahiroshi.pagehttps://twitter.com/StaffYamadaoffice

36 委員 大口 善徳 おおぐち よしのり 公明 （比）東海 2 2-308 3508-7017 3508-8552   http://www.oguchi.gr.jp/contacthttps://www.facebook.com/OguchiYoshinori

37 委員 遠山 清彦 とおやま きよひこ 公明 （比）九州 1 1-721 3508-7225 3508-3414     http://toyamakiyohiko.com/formhttps://www.facebook.com/toyama.kiyohiko1https://

38 委員 井出 庸生 いで ようせい みんな （比）北陸信越 2 2-721 3508-7269 3508-3299

39 委員 赤嶺 政賢 あかみね せいけん 共産 （比）九州 1 1-1107 3508-7196 3508-3626   akamine.kyuoki@gmail.comhttps://twitter.com/akamineseiken

40 委員 玉城 デニー たまき でにー 生活 （比）九州 1 1-1217 3508-7284 3508-3734   https://www.facebook.com/denny.tamakihttps://twitter.com/tamakidenny


