
【本人出席】

衆議院議員 参議院議員
赤池　　誠章 自民 武田　　良太 自民 浅野 　勝人 自　民
赤城　　徳彦 自民 谷本　　龍哉 自民 礒崎 　陽輔 自　民
秋葉　　賢也 自民 田野瀬良太郎 自民 市川 　一朗 自　民
安次富　　修 自民 玉沢　徳一郎 無 岩城 　光英 自　民
石田　　祝稔 公明 田村　　憲久 自民 岩永 　浩美 自　民
伊藤　信太郎 自民 土屋　　正忠 自民 岡田 　　広 自　民
伊藤　　忠彦 自民 寺田 稔 自民 亀井 亜紀子 国　民
伊吹　　文明 自民 土井　　真樹 自民 河合 　常則 自　民
今井 宏 自民 永岡　　桂子 自民 岸 　　宏一 自　民
今津 寛 自民 長島　　忠美 自民 小池 　正勝 自　民
今村　　雅弘 自民 中谷 元 自民 佐藤 　信秋 自　民
岩永　　峯一 自民 仲村　　正治 自民 佐藤 　正久 自　民
岩屋 毅 自民 中山　　成彬 自民 関口 　昌一 自　民
衛藤　征士郎 自民 西 博義 公明 塚田 　一郎 自　民
大口　　善徳 公明 西川　　公也 自民 中川 　義雄 自　民
太田　　誠一 自民 西村　　明宏 自民 二之湯 　智 自　民
大野　　松茂 自民 橋本 岳 自民 西田 　昌司 自　民
大前　　繁雄 自民 早川　　忠孝 自民 野村 　哲郎 自　民
大村　　秀章 自民 平井　たくや 自民 長谷川 大紋 自　民
岡本　　芳郎 自民 平口 洋 自民 藤井 　孝男 自　民
奥野　　信亮 自民 広津　　素子 自民 松下 　新平 無所属
小野　　晋也 自民 福岡　　資麿 自民 松村 　祥史 自　民
加藤　　勝信 自民 二田　　孝治 自民 森 　まさこ
金子　　一義 自民 古屋　　圭司 自民 【三好 雅子】
金子　　恭之 自民 保坂 武 自民 山本 　順三 自　民
亀岡　　偉民 自民 細田　　博之 自民 吉田 　博美 自　民
河井　　克行 自民 町村　　信孝 自民
北側　　一雄 公明 松浪　健四郎 自民
北村　　茂男 自民 三ツ林　隆志 自民
北村　　誠吾 自民 宮澤　　洋一 自民
木村　　太郎 自民 宮路　　和明 自民
木村　　義雄 自民 宮下　　一郎 自民
倉田　　雅年 自民 森山 裕 自民
小坂　　憲次 自民 盛山　　正仁 自民
後藤田　正純 自民 山口　　俊一 自民
坂本　　剛二 自民 山本　　明彦 自民
佐田　玄一郎 自民 山本　　幸三 自民
塩谷 立 自民 山本　　有二 自民
島村　　宜伸 自民
杉田　　元司 自民
鈴木　　俊一 自民
鈴木　　恒夫 自民
鈴木　　宗男 無
高市　　早苗 自民
高木 毅 自民
竹下 亘 自民

【代理出席】
衆議院議員 参議院議員
赤澤　　亮正 自民 西村　　康稔 自民 愛知 　治郎 自　民
麻生　　太郎 自民 西本　　勝子 自民 青木 　幹雄 自　民
阿部　　俊子 自民 丹羽　　秀樹 自民 石井 　準一 自　民
飯島　　夕雁 自民 額賀　福志郎 自民 泉 　　信也 自　民
井澤　　京子 自民 野田　　聖子 自民 衛藤 　晟一 自　民
石崎 岳 自民 野田 毅 自民 神取 　　忍
石田　　真敏 自民 萩生田　光一 自民 【神取 しのぶ】
石原　　宏高 自民 葉梨　　康弘 自民 木村 　　仁 自　民
稲葉　　大和 自民 林田 彪 自民 岸 　　信夫 自　民
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井上　　信治 自民 原田　　憲治 自民 坂本 由紀子 自　民
臼井　日出男 自民 平田　　耕一 自民 白浜 　一良 公　明
漆原　　良夫 公明 福井　　　照 自民 末松 　信介 自　民
遠藤　　利明 自民 藤井　　勇治 自民 鈴木 　政二 自　民
大島　　理森 自民 古川　　禎久 自民 世耕 　弘成 自　民
大野　　功統 自民 堀内　　光雄 自民 伊達 　忠一 自　民
小川　　友一 自民 牧原　　秀樹 自民 谷川 　秀善 自　民
小此木　八郎 自民 松浪　　健太 自民 中川 　雅治 自　民
小渕　　優子 自民 松本　　　純 自民 牧野 たかお
鍵田　忠兵衛 自民 松本　　洋平 自民 【牧野 京夫】
梶山　　弘志 自民 三ッ矢　憲生 自民 松田 　岩夫 自　民
岸田　　文雄 自民 御法川　信英 自民 松村 　龍二 自　民
木原　　誠二 自民 宮腰　　光寛 自民 丸川 　珠代 自　民
木原　　　稔 自民 村田　　吉隆 自民 水落 　敏栄 自　民
久間　　章生 自民 望月　　義夫 自民 山口 那津男 公　明
小池　百合子 自民 茂木　　敏充 自民 若林 　正俊 自　民
河本　　三郎 自民 森　　　喜朗 自民 脇 　　雅史 自　民
後藤　　茂之 自民 やまぎわ大志郎 自民
近藤　　基彦 自民 山口　　泰明 自民
坂本　　哲志 自民 山崎　　　拓 自民
櫻田　　義孝 自民 山中　あき子 自民
笹川　　　堯 自民 吉川　　貴盛 自民
佐藤　　茂樹 公明 吉田六左エ門 自民
佐藤　　剛男 自民 吉野　　正芳 自民
佐藤　　　勉 自民 若宮　　健嗣 自民
七条　　　明 自民 渡部　　恒三 民主
杉浦　　正健 自民 綿貫　　民輔 国民
鈴木　　淳司 自民

園田　　博之 自民
高木　美智代 公明
武部　　　勤 自民
田中　　和徳 自民
田中　　良生 自民
棚橋　　泰文 自民
谷　　　公一 自民
谷川　　弥一 自民
津島　　雄二 自民
徳田　　　毅 自民
冨岡　　　勉 自民
中川　　秀直 自民

自　民


