
    「憲法調査推進議員連盟」規約 
 
第一条(名 称) 
 本連盟は、憲法調査推進議員連盟と称する。 
 
第二条(目 的) 
 本連盟は、憲法施行五十周年にあたり、憲法調査委員会の国会への設置を推進すること

を目的とする。 
 
第三条（会員の資格）  
 本連盟は、超党派の衆参両院議員、最高名誉顧問、名誉顧問をもって構成する。 
 
第四条（事務局） 
 本連盟の事務局は、事務総長を司る者の下に置く。 
 
第五条（役 員） 
 本連盟は、左記の役員を置く。 
   会 長     一名 
   副会長     若干名 
   幹事長     一名 
   幹 事     若干名（内一名を事務総長、若干名を会計監査とする） 
   顧 問     若干名 
   最高名誉顧問  若干名 
   名誉顧問    若干名 
 
第六条（役員の任期） 
 本連盟の役員の任期は一年とする。但し、再任は妨げない。 
 
第七条（役員の選出） 
 本連盟の役員は、総会において選出する。 
  
第八条（総 会） 
 本連盟は、随時総会を開く。 
 
第九条（幹事会） 
 本連盟は、幹事の半数以上が必要と認めた場合、幹事会を開く。 
第十条（会 計） 
 本連盟は、会費および寄付金をもって運営する。 
 会費は、月五百円とする。 
 
 
 
 



      憲法調査推進議員連盟名簿 
                 平成１６年３月３０日現在(数字は部屋番号) 
【自民党】      衆 ／１５８・ 参 ／５８  ２１６名 
  第一議員会館（７７名） 
２０１  谷本 龍哉   ２０３  近藤 基彦    ２０４  松岡 利勝 
２０５  宮路 和明   ２０８  小島 敏男    ２０９  松本 純 
２１０  麻生 太郎   ２１７  仲村 正治    ２１８  今津 寛 
２１９  小坂 憲次   ２２１  水野 賢一    ２２５  砂田 圭佑 
２４１  河本 三郎   ２４３  大村 秀章    ３０９  土屋 品子 
３１０  平沼 赳夫   ３１１  保利 耕輔    ３１２  伊藤 公介 
３１３  能勢 和子   ３１５  後藤田正純    ３１７  玉澤 徳一郎 
３２６  桜井 郁三   ３２８  井上 信治    ３３３  斎藤 斗志二 
３３７  中野 正志   ３３８  桜田 義孝    ３４１  八代 英太 
３４３  小池 百合子  ４０１  西村 康稔    ４０３  宮澤 洋一 
４０４  衛藤 晟一   ４０５  逢沢 一郎    ４０６  佐藤 錬 
４０７  長勢 甚遠   ４０８  鈴木 淳司    ４０９  三原 朝彦 
４１０  中馬 弘毅   ４１７  町村 信孝    ４３１  西銘 恒三郎 
４３２  大野 功統   ４３８  葉梨 康弘    ５０４  田中 和徳 
５０５  中川 秀直   ５０７  小林 興起    ５０８  山際 大志郎 
５１２  木村 勉    ５１３  西田 猛     ５１５  嘉数 知賢 
５１６  中山 太郎   ５１７  小里 貞利    ５１８  谷津 義男 
５２１  今井 宏    ５２３  亀井 久興    ５２４  松宮 勲 
５２６  増田 敏男   ５２７  平沢 勝栄    ５４０  村田 吉隆 
６０２  安倍 晋三   ６０８  森岡 正宏    ６１１  福田 康夫 
６１８  松島 みどり  ６１９  塩崎 恭久    ６３２  中西 一善 
６３４  三ツ矢 憲生  ６３５  亀井 静香    ６４１  林  幹雄 
７０３  後藤 茂之   ７１１  野田 聖子    ７１５  堀内 光雄 
７１７  柳本 卓治   ７１８  島村 宣伸    ７１９  宇野 治 
７２３  萩野 浩基   ７２６  谷畑 孝     ７２８  萩山 教巌 
７４１  村上 誠一郎  ７４３  石原 伸晃    
 
第二議員会館 

２０３  西野 あきら   ２０４  増原 義剛   ２０６  河野 太郎 
２０８  船田 元     ２０９  河村 健夫   ２１４  谷川 弥一 
２１９  三ツ林 隆志   ２２０  浜田 靖一   ２２１  植竹 繁雄 
２２３  二階 俊博    ２２５  金田 英行   ２３０  西村 明宏 
２３１  自見 庄三郎   ２４１  綿貫 民輔   ２４３  鳩山 邦夫 
３０１  田中 英夫    ３０３  野呂田 芳成  ３０４  山口 俊一 
３０６  尾身 幸次    ３０７  保坂 武    ３０９  森  喜朗 
３１１  宮腰 光寛    ３１３  熊代 昭彦   ３１４  橘  康太郎 
３１５  松下 忠洋    ３１６  北川 知克   ３２６  小西 理 
３２９  木村 義雄    ３３１  滝  実    ３３３  小野 晋也 
３３４  下村 博文    ３３５  藤井 孝男   ３３６  岡本 芳郎 



４０８  佐藤 勉     ４１０  金子 恭之   ４１１  保岡 興治 
４１２  上川 陽子    ４１３  原田 令嗣   ４１５  野田 毅 
４２２  坂本 剛二    ４２３  奥野 信亮   ４２５  武部 勤 
４２６  渡辺 喜美    ４２９  棚橋 泰文   ４３０  西川 公也 
４３４  岩永 峯一    ４３５  伊藤 達也   ４４０  古屋 圭司 
４４１  山本 明彦    ５１０  岩屋 毅    ５１９  中野 清 
５２５  石破 茂     ５２６  笹川 曉    ５２７  村井 仁 
５２８  甘利 明     ５２９  梶山 弘志   ５３０  津島 恭一 
５３６  菅  義偉    ５３７  額賀 福志郎  ５４０  海部 俊樹   
６０９  井上 喜一    ６１０  今村 雅弘   ６１１  亀井 善之 
６１５  伊吹 文明    ６１８  衛藤 征士郎  ６１９  竹下 宣 
６２０  大野 松茂    ６２１  左藤 章    ６２３  原田 義昭  
６２５  佐藤 剛男    ６２７  北村 誠吾   ６２８  蓮実 進 
６３１  渡辺 具能    ６３４  菅原 一秀   ６３９  茂木 敏充 
６４３  津島 雄二    ７０１  中山 成彬   ７１９  早川 忠孝  
７３５  小此木 八郎   ７３６  中谷 元    ７３７  山口 泰明 
 
参議院議員（５８名） 
２０１  魚住 汎英    ２０６  中原 爽    ２１３  河本 英典 
２１９  舛添 要一    ２２０  泉  信也   ２２２  岩井 國臣 
２２８  久世 公堯    ２３６  北岡 秀二   ３０４  村松 龍二  
３０９  福島 啓史郎   ３１３  鶴保 庸介   ３１５  山崎 力  
３２３  片山 虎之助   ３２５  森元 恒雄   ３２６  中島 啓雄  
３２８  佐藤 泰三    ４０１  岩永 浩美   ４０４  太田 豊秋   
４０９  世耕 弘成    ４１５  竹山 裕    ４２０  中川 義雄  
４２６  入澤 肇     ４２９  仲道 俊哉   ４３６  扇  千景 
４３８  関谷 勝嗣    ４３９  常田 享詳   ４０４  谷川 秀善 
５０３  保坂 三蔵    ５１３  椎名 一保   ５１４  荒井 正吾 
５２１  武見 敬三    ５２２  清水 嘉与子  ５２３  上杉 光弘 
５２７  吉村 剛太郎   ５２９  大島 慶久   ５３０  尾辻 秀久 
５３４  青木 幹雄    ６０３  吉田 博美   ６０４  山本 一太 
６１６  月原 茂皓    ６１９  阿部 正俊   ６２１  山下 英利 
６３０  中曽根 弘文   ６３１  森田 次夫   ６３３  若林 正俊 
６３４  亀井 郁夫    ６３６  愛知 治郎   ６３９  野沢 太三 
７０１  中島 眞人    ７０８  金田 勝年   ７１２  加藤 紀文  
７１３  藤野 公孝    ７１４  野間 赳    ７１９  狩野 安 
７２１  三浦 一水    ７２８  清水 達雄   ７３４  松谷 蒼一郎 
７３５  林  芳正     
 
【民主党】      衆 ／６８ ・参 ／１９  ８７名 
第一議員会館 
２２０  石井 一    ２３８  原口 一博    ２３９  松崎 公昭 
３０４  楠田 大蔵   ３２２  加藤 尚彦    ３２４  羽田 孜 
３２５  鈴木 康友   ３３４  鳩山 由紀夫   ３３５  大谷 信盛 



４１９  樽床 伸二   ４２０  笠  浩史    ４２８  中川 正春 
４３３  牧  義夫   ４３４  武山 百合子   ４３６  田中 慶秋  
４４１  野田 佳彦   ４４３  岡田 克也    ５０２  市村 浩一郎   
５１１  北橋 健治   ５２２  玄葉 光一郎   ６０１  前原 誠司  
６０５  小沢 一郎   ６０７  藤井 裕久    ６１４  小宮山 泰子 
６２０  鈴木 克昌   ６２１  伴野 豊     ６２２  岡本 充功 
６２３  園田 康博   ６３８  奥田 建     ７０６  岩国 哲人 
７３６  梶原 康弘   ７３７  中村 哲治    ７４０  中塚 一宏 
 
第二議員会館 
２２７  神風 英男   ２３２  室井 邦彦    ２３６  高山 智司 
２３９  小泉 俊明   ３１０  大島 敦     ３１２  武正 公一  
３１７  木下 厚    ３２４  藤村 修     ３２７  渡辺 周  
３３０  平野 博文   ３３２  前田 雄吉    ３４１  平岡 秀夫 
４０２  近藤 昭一   ４１７  西村 眞悟    ４１８  田島 一成 
４１９  中野 寛成   ４２０  高木 義明    ４２１  川端 達夫 
４２７  大石 尚子   ５０１  小林 憲司    ５１４  中根 康浩 
５２４  菊田 まきこ  ５３２  中山 義活    ６０１  石田 勝之 
６０４  城井 崇    ６１３  鹿野 道彦    ６３７  川内 博史 
６４０  玉置 一弥   ７０５  中津川 博郷   ７０６  長妻 昭 
７１０  鮫島 宗明   ７１４  長島 昭久    ７２９  計屋 圭宏 
７３１  米澤 隆    ７３２  城島 正光 
 
参議院議員 
２０４  長谷川 清   ２１０  若林 秀樹    ２２５  平野 貞夫 
２２６  小川 勝也   ３０１  本田 良一    ３１７  木俣 佳丈 
３３４  梁瀬 進    ４０３  広中 和歌子   ４３４  田村 秀昭 
４３５  小林 元    ５０４  田名部 匡省   ５０９  和田 ひろ子 
５１０  北澤 俊美   ５１１  大江 康弘    ５３１  佐藤 道夫 
６０７  今泉 昭    ６３５  鈴木 寛     ７２２  渡辺 秀央 
７３６  直嶋 正行 
 
【公明党】    衆 ／７ ・ 参 ／５  １２名 
第一議員会館 
３０８  斎藤 鉄夫   ４１２  赤松 正雄    ４１４  神埼 武法 
５１９  東  順治   ６１６  太田 昭宏    ６１７  坂口 力 
６３９  漆原 良夫    
 
参議院議員 
４２７  荒木 清寛   ５１６  続  訓弘    ７０４  白浜 一良 
７２３  木庭 健太郎  ７３３  渡辺 孝男 
 
【グループ改革】   衆 ／２    ２名 
２１６  坂本 哲志  ６２６  川上 義博 


