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【衆議院】

1 会長 逢沢一郎 あいざわ 自民 岡山１区 48 佐々木　紀 ささき 自民 石川２区

2 赤澤亮正 あかざわ 自民 鳥取２区 49 太田昌孝 おおた 公明 比例（北陸信越）

3 池田道孝 いけだ 自民 比例（中国） 50 岡本三成 おかもと 公明 比例（北関東）

4 伊藤信太郎 いとう 自民 宮城４区 51 北側一雄 きたがわ 公明 大阪16区

5 稲田朋美 いなだ 自民 福井１区 52 副会長 斉藤鉄夫 さいとう 公明 比例（中国）

6 今村雅弘 いまむら 自民 比例（九州） 53 濱村　進 はまむら 公明 比例（近畿）

7 上野宏史 うえの 自民 比例（南関東） 54 荒井　聰 あらい 立憲 比例（北海道３区）

8 遠藤利明 えんどう 自民 山形１区 55 泉　健太 いずみ 立憲 京都３区

9 大西英男 おおにし 自民 東京16区 56 逢坂誠二 おおさか 立憲 北海道８区

10 小里泰弘 おざと 自民 鹿児島３区 57 吉良州司 きら 立憲 比例（九州）

11 勝俣孝明 かつまた 自民 比例（東海） 58 幹事 津村啓介 つむら 立憲 比例（中国）

12 上川陽子 かみかわ 自民 静岡１区 59 平野博文 ひらの 立憲 大阪11区

13 亀岡偉民 かめおか 自民 比例（東北） 60 森　浩行 もり 立憲 比例（近畿）

14 神田憲次 かんだ 自民 比例（東海） 61 山川百合子 やまかわ 立憲 比例（北関東）

15 城内　実 きうち 自民 静岡７区 62 山崎　誠 やまざき 立憲 比例（東北）

16 岸　信夫 きし 自民 山口２区 63 屋良朝博 やら 立憲 沖縄３区

17 副会長 岸田文雄 きしだ 自民 広島１区 64 西岡秀子 にしおか 国民 長崎１区

18 北村誠吾 きたむら 自民 長崎４区 65 前原誠司 まえはら 国民 京都２区

19 木原誠二 きはら 自民 東京20区 66 穀田恵二 こくた 共産 比例（近畿）

20 工藤彰三 くどう 自民 愛知４区 67 馬場伸幸 ばば 日本維新 大阪17区

21 後藤茂之 ごとう 自民 長野４区 68 串田誠一 くしだ 日本維新 比例南関東

22 櫻田義孝 さくらだ 自民 千葉８区 69 幹事 照屋寛徳 てるや 社民 沖縄２区

23 佐藤明男 さとうあきお 自民 比例（北関東）

24 左藤　章 さとうあきら 自民 大阪２区

25 佐藤　勉 さとうつとむ 自民 栃木４区 【参議院】

26 塩崎恭久 しおざき 自民 愛媛１区 1 足立敏之 あだち 自民 比例

27 塩谷　立 しおのや 自民 静岡８区 2 石井正弘 いしい 自民 岡山

28 新藤義孝 しんどう 自民 埼玉２区 3 上野通子 うえの 自民 栃木

29 菅　義偉 すが 自民 神奈川２区 4 太田房江 おおた 自民 比例

30 武井俊輔 たけい 自民 宮崎１区 5 小野田紀美 おのだ 自民 岡山

31 竹本直一 たけもと 自民 大阪15区 6 加田裕之 かだ 自民 兵庫

32 橘　慶一郎 たちばな 自民 富山３区 7 櫻井　充 さくらい 自民 宮城

33 事務局長 田畑裕明 たばた 自民 富山１区 8 末松信介 すえまつ 自民 兵庫

34 津島　淳 つしま 自民 青森１区 9 高橋克法 たかはし 自民 栃木

35 西村明宏 にしむら 自民 宮城３区 10 鶴保庸介 つるほ 自民 和歌山

36 根本幸典 ねもと 自民 愛知15区 11 二之湯　智 にのゆ 自民 京都

37 野中　厚 のなか 自民 埼玉12区 12 野上浩太郎 のがみ 自民 富山

38 馳　　浩 はせ 自民 石川１区 13 松下新平 まつした 自民 宮崎

39 平井たくや ひらい 自民 香川１区 14 山田修路 やまだ 自民 石川

40 福井　照 ふくい 自民 比例（四国） 15 安達　澄 あだち 公明 大分

41 藤井比早之 ふじい 自民 兵庫４区 16 谷合正明 たにあい 公明 比例

42 顧問 船田　元 ふなだ 自民 栃木１区 17 西田実仁 にしだ 公明 埼玉

43 星野剛士 ほしの 自民 比例（南関東） 18 平木大作 ひらき 公明 比例

44 宮内秀樹 みやうち 自民 福岡４区 19 福山哲郎 ふくやま 立憲 京都

45 村井英樹 むらい 自民 埼玉１区 20 横沢たかのり よこざわ 立憲 岩手

46 幹事 山下貴司 やました 自民 岡山２区 21 榛葉賀津也 しんば 国民 静岡

47 山田賢治 やまだ 自民 兵庫７区 22 浜田　聡 はまだ 古い党 比例

 新交通システム推進議員連盟（通称：ＬＲＴ推進議連）会員名簿

氏　　名 氏　　名


