
参議院憲法審査会         2022年 8 月 3 日現在 

 

役職  氏名     会派名  委員  打越 さく良  （立憲） 

会長  石井 準一  （自民） 委員  小沢 雅仁   （立憲） 

幹事  有村 治子  （自民） 委員  熊谷 裕人   （立憲） 

幹事  西田 昌司  （自民） 委員  羽田 次郎   （立憲） 

幹事  小西 洋之  （立憲） 委員  福島 みずほ  （立憲） 

幹事  杉尾 秀哉  （立憲） 委員  森屋 隆    （立憲） 

幹事  西田 実仁  （公明） 委員  伊藤 孝江   （公明） 

幹事  音喜多 駿  （維新） 委員  平木 大作   （公明） 

幹事  伊藤 孝恵  （民主） 委員  矢倉 克夫   （公明） 

幹事  山添 拓   （共産） 委員  山本 香苗   （公明） 

委員  青山 繁晴  （自民） 委員  浅田 均     (維新） 

委員   衛藤 晟一  （自民） 委員  東 徹     （維新） 

委員  片山 さつき （自民） 委員  猪瀬 直樹     （維新） 

委員  古賀 友一郎 （自民） 委員  川合 孝典     （民主） 

委員  上月 良祐  （自民） 委員  仁比 聡平     （共産） 

委員  佐藤 正久  （自民） 委員  山本 太郎     （れ新） 

委員  中曽根 弘文 （自民） 委員  高良 鉄美   （沖縄） 

委員  広瀬 めぐみ （自民）  

委員  藤井 一博  （自民） 

委員  古川 俊治  （自民） 

委員  星 北斗   （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  山下 雄平  （自民） 

委員  山田 宏   （自民） 

委員  山谷 えり子 （自民） 

委員  山本 啓介  （自民） 

委員  山本 佐知子 （自民） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



衆議院憲法審査会 委員名簿   2022年 2 月 10 日現在 

 

役職   氏名       会派  

 

委員  古屋 圭司   自民  

会長  森 英介     自民 委員  細野 豪志   自民 

幹事  井上 貴博   自民 委員  松本 剛明   自民 

幹事  加藤 勝信   自民 委員  山下 貴司   自民 

幹事  上川 陽子   自民 委員  山田 賢司   自民 

幹事  柴山 昌彦   自民 委員  山本 有二   自民 

幹事  新藤 義孝   自民 委員  新垣 邦男   立民 

幹事  奥野 総一郎 立民 委員  近藤 昭一   立民 

幹事  道下 大樹   立民 委員  櫻井 周    立民 

幹事  馬場 伸幸   維新 委員  中川 正春   立民 

幹事  北側 一雄   公明 委員  野田 佳彦   立民  

委員  秋葉 賢也   自民 委員  太 栄志     立民 

委員  井出 庸生   自民 委員  本庄 知史   立民 

委員  井野 俊郎   自民 委員  谷田川 元   立民 

委員  伊藤 信太郎 自民 委員  吉田 はるみ 立民 

委員  伊藤 達也   自民 委員  足立 康史   維新 

委員  石破 茂     自民 委員  小野 泰輔   維新 

委員  稲田 朋美   自民 委員  三木 圭恵   維新 

委員  岩屋 毅     自民 委員  國重 徹     公明 

委員  衛藤 征士郎 自民 委員  中野 洋昌  公明 

委員  越智 隆雄   自民 委員  吉田宣弘    公明 

委員  大串 正樹   自民 委員  玉木雄一郎  国民 

委員  國場 幸之助 自民 委員  赤嶺政賢    共産 

委員  下村 博文   自民 委員  北神圭朗    有志 

委員  中西 健治   自民  

委員  西村 康稔   自民 

委員  船 田 元    自民 

 

 


