
役職 議員名 衆参議員 選挙区
1 顧問 谷垣　禎一 衆議院 京都５区
2 顧問 田村　憲久 〃 三重４区
3 会長 川崎　二郎 〃 三重１区
4 会長代理 鈴木　俊一 〃 岩手２区
5 副会長 今津　寬 〃 北海道６区
6 副会長 岩城　光英 参議院 参院福島
7 副会長 上杉　光弘 衆議院 比例中国
8 副会長 遠藤　利明 〃 山形１区
9 副会長 小坂　憲次 参議院 参院比例

10 副会長 脇　雅史 〃 参院比例
11 幹事長 盛山　正仁 衆議院 兵庫１区
12 幹事 秋元　司 〃 比例東京
13 幹事 安藤　裕 〃 比例近畿
14 幹事 伊東　良孝 〃 北海道７区
15 幹事 井上　貴博 〃 福岡１区
16 幹事 井林　辰憲 〃 静岡２区
17 幹事 大串　正樹 〃 兵庫６区
18 幹事 大塚　高司 〃 比例近畿
19 幹事 小倉　將信 〃 東京２３区
20 幹事 小此木　八郎 〃 神奈川３区
21 幹事 小里　泰弘 〃 鹿児島４区
22 幹事 北村　誠吾 〃 長崎４区
23 幹事 桜井　宏 〃 比例東海
24 幹事 櫻田　義孝 〃 千葉８区
25 幹事 佐藤　信秋 参議院 参院比例
26 幹事 左藤　章 衆議院 大阪２区
27 幹事 菅原　一秀 〃 東京９区
28 幹事 関　芳弘 〃 兵庫３区
29 幹事 高鳥　修一 〃 新潟６区
30 幹事 谷　公一 〃 兵庫５区
31 幹事 とかしき　なおみ 〃 大阪７区
32 幹事 長島　忠美 〃 新潟５区
33 幹事 橋本　岳 〃 岡山４区
34 幹事 福井　照 〃 高知１区
35 幹事 福岡　資麿 参議院 参院佐賀
36 幹事 船橋　利実 衆議院 北海道１区
37 幹事 牧原　秀樹 〃 比例北関東
38 幹事 丸川　珠代 参議院 参院東京
39 幹事 三ツ林　裕巳 衆議院 埼玉１４区
40 幹事 森山　裕 〃 鹿児島５区
41 幹事 八木　哲也 〃 比例東海
42 幹事 山下　雄平 参議院 参院佐賀
43 赤石　清美 〃 参院比例
44 赤澤　亮正 衆議院 鳥取２区
45 麻生　太郎 〃 福岡８区
46 石﨑　徹 〃 新潟１区
47 大岡　敏孝 〃 滋賀１区
48 門　博文 〃 比例近畿
49 金子　恵美 〃 新潟４区
50 上川　陽子 〃 静岡１区
51 神田　憲次 〃 愛知５区
52 北川　知克 〃 大阪１２区
53 後藤　茂之 〃 長野４区
54 小松　裕 〃 比例北信越
55 島村　大 参議院 参院神奈川
56 清水　誠一 衆議院 比例北海道
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57 末松　信介 参議院 参院兵庫
58 武部　新 〃 北海道１２区
59 武村　展英 〃 滋賀３区
60 土屋　品子 〃 埼玉１３区
61 鶴保　庸介 参議院 参院和歌山
62 中川　郁子 衆議院 北海道１１区
63 中村　裕之 〃 北海道４区
64 西川　京子 〃 比例九州
65 野上　浩太郎 参議院 参院富山
66 馳　浩 衆議院 石川１区
67 福山　守 〃 徳島１区
68 藤井　比早之 〃 兵庫４区
69 船田　元 〃 栃木１区
70 武藤　貴也 〃 滋賀４区
71 武藤　容治 〃 岐阜３区
72 村井　英樹 〃 埼玉１区
73 義家　弘介 〃 神奈川１６区
74 渡辺　猛之 参議院 参院岐阜
75 事務局長 務台　俊介 衆議院 長野２区
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