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衆議院憲法審査会 委員名簿（50人） 

令和 3年 12月 9日現在 

役職 氏名 ふりがな 会派 

会長 森 英介君 もり えいすけ 自民 

幹事 加藤 勝信君 かとう かつのぶ 自民 

幹事 上川 陽子君 かみかわ ようこ 自民 

幹事 柴山 昌彦君 しばやま まさひこ 自民 

幹事 新藤 義孝君 しんどう よしたか 自民 

幹事 西村 康稔君 にしむら やすとし 自民 

幹事 奥野 総一郎君 おくの そういちろう 立民 

幹事 道下 大樹君 みちした だいき 立民 

幹事 馬場 伸幸君 ばば のぶゆき 維新 

幹事 北側 一雄君 きたがわ かずお 公明 

委員 秋葉 賢也君 あきば けんや 自民 

委員 井出 庸生君 いで ようせい 自民 

委員 井野 俊郎君 いの としろう 自民 

委員 井上 貴博君 いのうえ たかひろ 自民 

委員 伊藤 信太郎君 いとう しんたろう 自民 

委員 伊藤 達也君 いとう たつや 自民 

委員 石破 茂君 いしば しげる 自民 

委員 稲田 朋美君 いなだ ともみ 自民 

委員 岩屋 毅君 いわや たけし 自民 

委員 衛藤 征士郎君 えとう せいしろう 自民 

委員 越智 隆雄君 おち たかお 自民 

委員 大串 正樹君 おおぐし まさき 自民 

委員 國場 幸之助君 こくば こうのすけ 自民 

委員 下村 博文君 しもむら はくぶん 自民 

委員 中西 健治君 なかにし けんじ 自民 

委員 船田 元君 ふなだ はじめ 自民 

委員 古屋 圭司君 ふるや けいじ 自民 

委員 細野 豪志君 ほその ごうし 自民 

委員 松本 剛明君 まつもと たけあき 自民 

委員 山下 貴司君 やました たかし 自民 

委員 山田 賢司君 やまだ けんじ 自民 

委員 山本 有二君 やまもと ゆうじ 自民 

委員 新垣 邦男君 あらかき くにお 立民 

委員 近藤 昭一君 こんどう しょういち 立民 

委員 櫻井 周君 さくらい しゅう 立民 

委員 中川 正春君 なかがわ まさはる 立民 

委員 野田 佳彦君 のだ よしひこ 立民 

委員 太 栄志君 ふとり ひでし 立民 

委員 本庄 知史君 ほんじょう さとし 立民 

委員 谷田川 元君 やたがわ はじめ 立民 

委員 吉田 はるみ君 よしだ はるみ 立民 

委員 足立 康史君 あだち やすし 維新 

委員 小野 泰輔君 おの たいすけ 維新 

委員 三木 圭恵君 みき けえ 維新 

委員 日下 正喜君 くさか まさき 公明 

委員 國重 徹君 くにしげ とおる 公明 

委員 吉田 宣弘君 よしだ のぶひろ 公明 

委員 玉木 雄一郎君 たまき ゆういちろう 国民 

委員 赤嶺 政賢君 あかみね せいけん 共産 

委員 北神 圭朗君 きたがみ けいろう 有志 
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参議院憲法審査会 委員名簿（45人） 

令和 3年 12月 9日現在  

役職 氏名 会派名（略称）   

会長 中川  雅治 （自民）   

幹事 石井  準一 （自民）   

幹事 西田  昌司 （自民）   

幹事 藤末  健三 （自民）   

幹事 熊谷  裕人 （立憲）   

幹事 小西  洋之 （立憲）   

幹事 西田  実仁 （公明）   

幹事 矢田 わか子 （民主）   

幹事 山添   拓 （共産）   

委員 青山  繁晴 （自民）   

委員 有村  治子 （自民）   

委員 衛藤  晟一 （自民）   

委員 岡田   広 （自民）   

委員 片山 さつき （自民）   

委員 古賀 友一郎 （自民）   

委員 上月  良祐 （自民）   

委員 佐藤  正久 （自民）   

委員  中曽根 弘文 （自民）   

委員 古川  俊治 （自民）   

委員 堀井   巌 （自民）   

委員 舞立  昇治 （自民）   

委員 丸川  珠代 （自民）  

委員 元榮 太一郎 （自民）   

委員  山下  雄平 （自民）   

委員 山田   宏 （自民）   

委員 山谷 えり子 （自民）   

委員  有田  芳生 （立憲）   

委員  打越 さく良 （立憲）   

委員 小沢  雅仁 （立憲）   

委員  杉尾  秀哉 （立憲）   

委員 羽田  次郎 （立憲）   

委員 白   眞勲 （立憲）   

委員 福島 みずほ （立憲）   

委員 伊藤  孝江 （公明）   

委員 平木  大作 （公明）   

委員 矢倉  克夫 （公明）   

委員 山本  香苗 （公明）   

委員 足立  信也 （民主）   

委員 川合  孝典 （民主）   

委員 浅田   均 （維新）   

委員 東    徹 （維新）   

委員 片山  大介 （維新）   

委員 吉良 よし子 （共産）   

委員 山下  芳生 （共産）   

委員 渡辺  喜美 （みん）   

 

 

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7004039.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007007.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007044.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7004051.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7019017.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7010024.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7004043.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7016041.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7016042.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7016002.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7001006.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007014.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7003002.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7010020.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7013021.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7013022.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007029.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/5986024.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007053.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7013048.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7013049.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007058.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7016040.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7013060.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7016043.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7004013.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7010004.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7019006.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7019008.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7016023.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7021002.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7004047.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/5998049.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7016005.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7013046.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7013056.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7001051.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7004004.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007022.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7016003.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7013005.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7016014.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7013017.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/5995071.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7016044.htm

