
Ｎｏ 氏　名 出身県 ﾌﾞﾛｯｸ 政党 FAX 氏　名 出身県 ﾌﾞﾛｯｸ 政党 FAX

1 神山　佐市 埼玉 関東甲信越 自民 03-3508-3846 理事 1 赤池　誠章 山梨 関東甲信越 自民 03-6551-0524 理事

2 村井　英樹 埼玉 関東甲信越 自民 03-3508-3297 理事 2 上野　通子 栃木 関東甲信越 自民 03-6551-0918

3 菊田真紀子 新潟 関東甲信越 立憲 03-3508-3954 理事 3 水落　敏栄 新潟 関東甲信越 自民 03-6551-1013

4 安藤　　裕 東京 関東甲信越 自民 03-3508-3889 4 熊谷　裕人 埼玉 関東甲信越 立憲 03-6551-1217

5 石川　昭政 茨城 関東甲信越 自民 03-3508-3709 5 蓮舫 東京 関東甲信越 立憲 03-6551-0411

6 小此木八郎 神奈川 関東甲信越 自民 03-3508-3291 6 新妻　秀規 埼玉 関東甲信越 公明 03-6551-1112

7 下村　博文 東京 関東甲信越 自民 03-3508-2772 7 松沢　成文 神奈川 関東甲信越 維新 03-6551-0903

8 白須賀貴樹 千葉 関東甲信越 自民 03-3508-3916 8 吉良よし子 東京 関東甲信越 共産 03-6551-0509

9 高木　　啓 東京 関東甲信越 自民 03-3508-3981 9 水岡　俊一 兵庫 近畿 立憲 03-6551-0305 理事

10 船田　　元 栃木 関東甲信越 自民 03-3508-3706 10 浜田　昌良 大阪 近畿 公明 03-6551-0316

11 松本　　純 神奈川 関東甲信越 自民 03-3508-3455 11 梅村みずほ 大阪 近畿 維新 03-6551-1004

12 初鹿　明博 東京 関東甲信越 立憲 03-3508-3241 12 江島　　潔 山口 中四九 自民 03-6551-1103 理事

13 畑野　君枝 南関東 関東甲信越 共産 03-3508-3707 13 今井絵理子 比沖縄 中四九 自民 03-6551-0315

14 笠　　浩史 神奈川 関東甲信越 無 03-3508-7120 14 衛藤　晟一 大分 中四九 自民 03-6551-1216

15 鰐淵　洋子 近畿 近畿 公明 03-3508-3850 理事 15 小野田紀美 岡山 中四九 自民 03-6551-0318

16 大串　正樹 兵庫 近畿 自民 03-3508-3621 16 伊藤　孝恵 愛知 中部北陸東海 民主 03-6551-1014

17 小林　茂樹 奈良 近畿 自民 03-3508-3870 17 船後　靖彦 岐阜 中部北陸東海 れ新 03-6551-0302

18 中川　正春 三重 近畿 立憲 03-3508-3428 18 石井　浩郎 秋田 北海道東北 自民 03-6551-0713 委員長

19 村上　史好 近畿 近畿 立憲 03-3508-3520 19 芳賀　道也 山形 北海道東北 民主 03-6551-0917

20 浮島　智子 近畿 近畿 公明 03-3508-3740 20 橋本　聖子 比北海道 北海道東北 自民 03-6551-0803

21 濱村　　進 近畿 近畿 公明 03-3508-3412

22 城井　　崇 九州 中四九 国民 03-3508-3509 理事

23 福井　　照 四国 中四九 自民 03-3508-7713

24 古田　圭一 中国 中四九 自民 03-3508-3539

25 宮内　秀樹 福岡 中四九 自民 03-3508-3604

26 宮路　拓馬 九州 中四九 自民 03-3508-3206

27 森山　　裕 鹿児島 中四九 自民 03-3508-3714

28 川内　博史 鹿児島 中四九 立憲 03-3508-3409

29 吉良　州司 九州 中四九 国民 03-3508-3892

30 吉川　　元 九州 中四九 社民 03-3508-3856

31 馳　　浩 石川 中部東海北陸 自民 03-3508-3609 理事

32 青山　周平 東海 中部北陸東海 自民  03-3508-3089

33 池田　佳隆 東海 中部北陸東海 自民 03-3508-3996

34 工藤　彰三 愛知 中部北陸東海 自民 03-3508-3818

35 根本　幸典 愛知 中部北陸東海 自民 03-3508-3300

36 牧　　義夫 東海 中部北陸東海 国民 03-3508-3258

37 杉本　和巳 東海 中部北陸東海 維新 03-3508-3536

38 上杉謙太郎 東北 北海道東北 自民 03-3508-3764

39 中村　裕之 北海道 北海道東北 自民 03-3508-3886

衆議院文部科学委員会 参議院文教科学委員会

10月4日に国会が開会され委員の変更が

予想されます。 

変更があった分について、後日訂正をHP

にもUPします。 


