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役員名簿 

 

平成 27 年２月２５日現在 
 

顧 問       石破   茂 [衆]（鳥取１） 

会   長       額賀 福志郎 [衆]（茨城２） 

副 会 長      逢沢  一郎 [衆]（岡山１） 

幹 事 長     渡海 紀三朗 [衆]（兵庫 10） 

事 務 局 長     山本   有二 [衆]（高知３） 

事務局次長     古川  禎久 [衆]（宮崎３） 

事務局次長     盛山  正仁 [衆]（兵庫１） 

幹 事 

（北海道・東北）  鈴木  俊一 [衆]（岩手２） 

（関東甲信越）  佐田 玄一郎 [衆]（群馬１） 

（ 〃  ）  萩生田 光一 [衆]（東京 24） 

（東海・北陸）  井林  辰憲 [衆]（静岡２） 

（近   畿）  西村  康稔 [衆]（兵庫９） 

（中  四  国） 塩崎  恭久 [衆]（愛媛１） 

（九州・沖縄）  保岡  興治 [衆]（鹿児島１） 

                                                

各都道府県世話人 

（北海道）  町村  信孝（５）    （青 森）     

（岩 手）  鈴木  俊一（２）     （宮 城）   

（秋 田）               （山 形）    

（福 島）               （茨 城）  額賀 福志郎（２）   

（栃 木）   佐藤   勉（４）     （群 馬）  佐田 玄一郎（１）   

（埼 玉）             （千 葉）     

（東 京） 萩生田光一（24）     （神奈川）  甘利   明（13）  

（新 潟）               （長 野）     

（山 梨）                       （富 山）     

（石 川）              （福 井）  山崎  正昭（参 22） 

（静 岡）   井林  辰憲（２）  （愛 知）      

（三 重）   田村  憲久（４）  （滋 賀） 

（京 都）   （大 阪） 

（兵 庫）   鴻池  祥肇（参 25） （奈 良） 

（和歌山）   世耕  弘成（参 25） （鳥 取）  石破     茂（１） 

（島 根）    （岡 山）  逢沢  一郎（１） 

（広 島）   岸田   文雄（１）  （山 口）  高村   正彦（１） 

（徳 島）   （香 川） 

（愛 媛）   塩崎  恭久（１）  （高 知）  山本  有二（３） 

（福 岡）     （佐 賀） 

（長 崎）  （熊 本） 

（大 分）   衛藤 征士郎（２）  （宮 崎）  古川  禎久（３） 

（鹿児島）   保岡  興治（１） （沖 縄）                         

 

※（ ）内は衆議院議員は選挙区、 参議院議員は当選年を示す  



平成27年2月25日現在

都道府県 参議院議員
○内は当選年、（　　）内は当選回数

北 海 道  町村 　信孝（12）  前田　 一男（２）

青　  森  木村　 太郎（７）

岩　　手  鈴木　 俊一（８）

 小野寺 五典（６）  伊藤 信太郎（５）  秋葉　 賢也（５）  25 愛知　 治郎（３）

 西村　 明宏（４）  土井　　 亨（３）  22 熊谷　 　大（１）

秋　　田  金田　 勝年（３）(参２)  冨樫　 博之（２）  25 中泉　 松司（１）

山　　形  遠藤　 利明（７）

福  　島  根本  　 匠（７）  亀岡　 偉民（３）

茨 　 城  額賀 福志郎（11）  梶山　 弘志（６）  田所　 嘉徳（２）

栃  　木  佐藤　 　勉（７）

群 　 馬  佐田 玄一郎（９）

埼  　玉  土屋　 品子（６）  豊田 真由子（２）  神山　 佐市（２）

千 　 葉  櫻田   義孝（６）  渡辺   博道（６）  秋本   真利（２）

 萩生田 光一（４）  井上   信治（５）  若宮   健嗣（３）

 若狭 　  勝（１）

神 奈 川  甘利 　  明（11）

新　  潟  長島　 忠美（４）  石﨑　 　徹（２）  25 佐藤　 信秋（２）比

 後藤　 茂之（５）  宮下　 一郎（４）  務台　 俊介（２）  25 吉田　 博美（３）

 22 小坂　 憲次（１）（衆６）

山　  梨

 宮腰　 光寛（７）  橘　 慶一郎（３）  田畑　 裕明（２）  22 野上 浩太郎（２）

 25 堂故　　 茂（１）

 馳　 　　浩（６）  25 山田　 修路（１）

 25 宮本　 周司（１）比

福　　井  稲田　 朋美（４）  22 山崎　 正昭（４）

静　　岡  望月　 義夫（７）  上川　 陽子（５）  井林　 辰憲（２）

愛　  知  鈴木　 淳司（４）  25 酒井 　庸行（１）

 川崎　 二郎（11）  田村   憲久（７）  三ツ矢 憲生（５）  25 吉川 ゆうみ（１）

 島田　 佳和（２）

滋　  賀  上野 賢一郎（３）  武村　 展英（２）

京  　都  谷垣　 禎一（12）  田中　 英之（２）

大　　阪  中山　 泰秀（４）  大塚　 高司（３）  原田　 憲治（３）  25 柳本　 卓治（１）(衆６)

 渡海 紀三朗（８）  西村　 康稔（５）  盛山　 正仁（３）  25 鴻池　 祥肇（４）

 22 末松　 信介（２）

奈　  良

 二階　 俊博（11）  石田　 真敏（６）  門　　 博文（２）  25 世耕　 弘成（４）

 22 鶴保　 庸介（３）

鳥 　 取  石破     茂（10）  赤澤   亮正（４）  25 舞立　 昇治（１）

島  　根  竹下     亘（６）  22 青木　 一彦（１）

岡　  山  逢沢　 一郎（10）  山下　 貴司（２）  25 石井　 正弘（１）

広  　島  岸田   文雄（８）

 高村   正彦（12）  河村   建夫（９）  岸　　 信夫（２）(参２)  25 林　　 芳正（４）

 25 北村　 経夫（１）比

 22 江島　 　潔（１）

徳  　島  後藤田 正純（６）

香　  川  大野 敬太郎（２）

愛  　媛  塩崎　 恭久（７）(参１)

高　  知  山本　 有二（９）  中谷　　 元（９）  福井   　照（６）

 三原   朝彦（７）  古賀　　 篤（２）  藤丸　 　敏（２）  25 松山　 政司（３）

 井上　 貴博（２）  22 大家 　敏志（１）

佐　  賀  今村　 雅弘（７）

長  　崎  冨岡　　 勉（３）

熊 　 本  金子　 恭之（６）  木原　　稔（３）  25 馬場　 成志（１）

大  　分  衛藤 征士郎（11）

宮 　 崎  古川　 禎久（５）

 保岡　 興治（13）  森山　 　裕（５）(参１)  小里　 泰弘（４）  25 尾辻　 秀久（５）

 金子 万寿夫（２）  22 野村　 哲郎（２）

沖 　 縄  西銘 恒三郎（４）  國場 幸之助（２）

合計 参議院議員29名

合計121名

自由民主党建築設計議員連盟名簿

衆議院議員92名
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