
「国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びに 

イラク人道復興支援活動等に関する特別委員会」委員名簿 
 

２００７年 9 月 26 日現在 

役職 氏 名 ふりがな 会 派 会 館 会 館 Tel 会 館 Fax 

委員長 深谷 隆司 ふかや たかし 自民 1-202 3508-7202 3508-3202 

理事 鉢呂 吉雄 はちろ よしお 民主 1-207 3508-7704 3593-7272 

 矢野 隆司 やの たかし 自民 1-212 3508-7212 3501-8818 

 西本 勝子 にしもと かつこ 自民 1-213 3508-7213 3508-3213 

 田端 正広 たばた まさひろ 公明 1-227 3508-7227 3508-3227 

 阿部 知子 あべ ともこ 社民 1-303 3508-7303 3508-3303 

 古賀 一成 こが いっせい 民主 1-330 3508-7330 3508-3330 

理事 西村 康稔 にしむら やすとし 自民 1-401 3508-7101 3508-3401 

 宮澤 洋一 みやざわ よういち 自民 1-403 3508-7103 3580-0829 

 三原 朝彦 みはら あさひこ 自民 1-409 3508-7901 3508-3409 

 田嶋 要 たじま かなめ 民主 1-411 3508-7229 3508-3411 

理事 赤松 正雄 あかまつ まさお 公明 1-412 3508-7112 3508-3412 

 鈴木 馨祐 すずき けいすけ 自民 1-425 3508-7125 3508-3425 

理事 西銘 恒三郎 にしめ こうざぶろう 自民 1‐431 3508-3431 3508-7131 

理事 田中 和徳 たなか かずのり 自民 1-504 3508-7294 3508-3504 

 中根 一幸 なかね かずゆき 自民 1-535 3508-7265 3508-3535 

 石原 宏高 いしはら ひろたか 自民 1-604 3508-7174 3508-3604 

 伴野 豊 ばんの ゆたか 民主 1-621 3508-7191 3508-3621 

 赤嶺 政賢 あかみね せいけん 共産 1-626 3508-7196 3508-3626 

 大塚 拓 おおつか たく 自民 1-636 3508-7146 3508-3636 

 新井 悦二 あらい えつじ 自民 1-637 3508-7147 3508-3637 

 越智 隆雄 おち たかお 自民 1-643 3508-7903 3508-3643 

 北村 茂男 きたむら しげお 自民 1-710 3508-7160 3508-3710 

 野田 聖子 のだ せいこ 自民 1-711 3508-7161 3591-2143 

 増原 義剛 ますはら よしたけ 自民 2-204 3508-7004 3519-7714 

 河野 太郎 こうの たろう 自民 2-206 3508-7006 3500-5360 

 伊藤 忠彦 いとう ただひこ 自民 2-207 3508-7007 3508-3807 

 伊藤 信太郎 いとう しんたろう 自民 2-215 3508-7015 3502-5051 

 冨岡 勉 とみおか つとむ 自民 2-216 3508-7016 3508-3816 

理事 浜田 靖一 はまだ せいいち 自民 2-220 3508-7020 3508-7644 

 松野 頼久 まつの よりひさ 民主 2-240 3508-7040 3508-8989 

 富田 茂之 とみた しげゆき 公明 2-302 3508-7052 3508-3852 

 大島 敦 おおしま あつし 民主 2-310 3508-7093 3508-3380 

理事 渡辺 周 わたなべ しゅう 民主 2-327 3508-7077 3508-3767 

 近藤 昭一 こんどう しょういち 民主 2-402 3508-7402 3508-3882 

 橋本 岳 はしもと がく 自民 2-409 3508-7409 3502-5827 

 中森 ふくよ なかもり ふくよ 自民 2-522 3508-7522 3508-3952 

 吉川 貴盛 よしかわ たかもり 自民 2-527 3508-7908 3508-3223 

 北村 誠吾 きたむら せいご 自民 2-627 3508-7627 3508-3257 

 川内 博史 かわうち ひろし 民主 2-637 3508-7637 3597-2716 

 長島 昭久 ながしま あきひさ 民主 2-714 3508-7464 3508-3294 

 杉田 元司 すぎた もとし 自民 2-715 3508-7465 3508-3277 

 三谷 光男 みたに みつお 民主 2-726 3508-7476 3508-3356 

 松本 洋平 まつもと ようへい 自民 2-728 3508-7478 3508-3358 

理事 中谷 元 なかたに げん 自民 2-736 3508-7486 3592-9032 

100-8981 千代田区永田町２－２－１ 衆議院第一議員会館 Tel: 03-3581-5111 

100-8982 千代田区永田町２－１－２ 衆議院第二議員会館 Tel: 03-3581-5111 


