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　年次大会冒頭は三本皓三副会長によ
る開会の辞、司会の梅原寛克総務副委
員長から大会成立報告があった。代議
員総数262名のうち出席者数237名、委
任状提出者数18名、有効出席者数は計
255名となり、年次大会は有効に成立
した。原嶋和利会長は挨拶で、空き家
所有者情報開示に向けた制度整備の実
現について会員に対し謝辞を述べた。
　審議に際して、議長は東京都本部の
横山武仁氏、副議長は愛知県本部の萩

原幸二氏が選出され、議事録署名人に
は、神奈川県本部の佐々木富見夫氏と
山口県本部の青木伸一氏が指名された。
　千北政利総務委員長、髙木剛俊財務
委員長、齋藤晋監査役から、平成28年
度の活動報告、収支決算報告、監査報
告、平成29年度の活動計画、収支予算
の報告が行われた。質疑では、日本郵
政の不動産会社買収報道における日政
連の対応を問われ、森幸一幹事長が議
連に懸念と対応を要望したと回答した。

平成29年6月21日（水）、東京都千代田区のホテルニューオータニ「鳳凰の
間」において、全日本不動産政治連盟第40回年次大会を開催した。

第40回年次大会開催

原嶋和利会長を再選
挨拶をする原嶋和利会長

続いて、会則の変更、そして役員改選
の決議が行われ、原案通り可決、承認
された。
　第19期の新役員承認後、新会長選任
の幹事会が開かれ、原嶋和利現会長を
再選した。
　再選された原嶋和利新会長は、就任
挨拶を行った。最後に、松永幸久副会
長の閉会の辞により第40回年次大会は
滞りなく終了した。

第108号（8月15日）掲載

全日本不動産政治連盟 
第 19期委員会名簿

全日本不動産政治連盟　第 19期 幹事・監査役名簿

総務委員長 松永 幸久（熊本県）
　副委員長  南村 忠敬（兵庫県）
　委員 石川 康雄（東京都）
　委員 疋田 貞明（静岡県）
　委員 大西 剛義（大阪府）

政調委員長 上谷  進（愛媛県）
　副委員長 小竹 茂樹（富山県）
　委員 新井 晴夫（群馬県）
　委員 玉田 悦治（広島県）
　委員 田井  仁（石川県）

財務委員長 髙木 剛俊（新潟県）
　副委員長 長島 友伸（埼玉県）
　委員 高橋 正敏（千葉県）
　委員 梅原 寬克（奈良県）
　委員 小林 妙子（宮城県）

国会対策委員長 風祭 富夫（東京都）
　副委員長 川端 啓壱（大阪府）
　委員 田屋 慶一（岩手県）
　委員 矢口 則義（長野県）

選挙対策委員長 荻原 武彦（東京都）
　副委員長 村松 清美（山梨県）
　委員 森山  隆（神奈川県）
　委員 長島 芳之（埼玉県）

 組織委員長 坂本 俊一（和歌山県）
　副委員長 東辻 広行（三重県）
　副委員長 伊藤  靖（滋賀県）
　委員 鈴木 克司（神奈川県）
　委員 石田 宣明（大分県）

広報委員長 千北 政利（佐賀県）
　副委員長 稲川 知法（栃木県）
　委員 伊藤 惠一（秋田県）
　委員 池上 邦夫（大阪府）
　委員 倉田 康也（山口県）

会 長 
原嶋 和利（東京都）

副会長 
中村 裕昌（東京都）

堀田 健二（大阪府）

秋山 始（神奈川県）

幹事長・総務委員長 

松永 幸久（熊本県）

副幹事長・政調委員長 
上谷 進（愛媛県）

副幹事長・財務委員長・会計責任者 

髙木 剛俊（新潟県）

副幹事長・国会対策委員長 

風祭 富夫（東京都）

副幹事長・選挙対策委員長 

荻原 武彦（東京都）

副幹事長・組織委員長 

坂本 俊一（和歌山県）

副幹事長・広報委員長 

千北 政利（佐賀県）

常任幹事・会計責任者 
職務代行者 

長島 友伸（埼玉県）

常任幹事 

坊 雅勝（京都府）

沢田 光泰（福岡県）

梅原 寛克（奈良県）

小林 妙子（宮城県）

高橋 正敏（千葉県）

大槻 俊一郎（岡山県）

木村 勇治（島根県）

幹事

横山 鷹史（北海道）

原 勝博（青森県）

田屋 慶一（岩手県）

伊藤 惠一（秋田県）

加藤 信芝（山形県）

幹事

鍋田 岩男（福島県）

須田 洋次（茨城県）

稲川 知法（栃木県）

新井 晴夫（群馬県）

菊田 邦彦（埼玉県）

長島 芳之（埼玉県）

石川 康雄（東京都）

森山 隆（神奈川県）

鈴木 克司（神奈川県）

村松 清美（山梨県）

小竹 茂樹（富山県）

矢口 則義（長野県）

田井 仁（石川県）

吉田 啓司（福井県）

浅野 勝史（岐阜県）

疋田 貞明（静岡県）

東辻 広行（三重県）

伊藤 靖（滋賀県）

川端 啓壱（大阪府）

幹事

大西 剛義（大阪府）

池上 邦夫（大阪府）

南村 忠敬（兵庫県）

丹波 恭子（鳥取県）

玉田 悦治（広島県）

倉田 康也（山口県）

米田 久夫（徳島県）

山下 稔（香川県）

清水 正博（高知県）

鬼木 善久（長崎県）

石田 宣明（大分県）

小田原 義征（宮崎県）

福山 修（鹿児島県）

監査役

猪股 正（千葉県）

岡上 かおり（高知県）

井上 博之（会員外）
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　第48回衆議院議員総選挙は、平成29
年10月22日（日）投開票され、与党の
自民、公明両党は議席３分の２の310
議席を上回る313議席を獲得し、自民
党だけで絶対安定多数（261議席）を
超える284議席を獲得。日政連の推薦
議員は小選挙区・比例で計234名が当

選を果たした。自民党の公示前議席数
は284議席で、公示前と同じ勢力と
なった。自民党は、消費税の社会保障
への適用や安全保障の重要性を訴えた。
公明党も選挙公約で教育無償化や防
災・減災ニューディールなどを掲げた。
安倍晋三自民党総裁は、選挙後の記者

日政連推薦の234名が当選
第48回衆議院議員総選挙

会見で、少子高齢化への対応をアベノ
ミクス最大の挑戦と位置付け、生産性
革命によって地方にも賃上げの勢いを
波及させ、デフレ脱却を目指すとした。

写真：共同通信社

第109号（11月15日）掲載

（敬称略)日政連推薦の当選議員一覧
北海道──────
船橋 利実（自）  
中村 裕之（自）  
稲津 久（公）
武部 新（自）  
青森県──────
津島 淳（自）  
大島 理森（自） 
江渡 聡徳（自） 

岩手県──────  
高橋 比奈子（自） 
鈴木 俊一（自）  
藤原 崇（自）  
宮城県──────
土井 亨（自） 
秋葉 賢也（自）  
西村 明宏（自）  
伊藤 信太郎（自）  
小野寺 五典（自）  
井上 義久（公）

秋田県──────
富樫 博之（自）  
金田 勝年（自）  
御法川 信英（自）  
山形県──────
遠藤 利明（自）  
加藤 鮎子（自）  
福島県──────  
亀岡 偉民（自）  
根本 匠（自）  
菅家 一郎（自）  
吉野 正芳（自）  
茨城県──────
額賀 福志郎（自）  
石井 啓一（公）

栃木県──────
船田 元（自）  
簗 和生（自）  
佐藤 勉（自）  
茂木 敏充（自）
  

群馬県──────  
小渕 優子（自） 

 埼玉県─ ─────
村井 英樹（自）  
新藤 義孝（自）  
黄川田 仁志（自）  
穂坂 泰（自）  
牧原 秀樹（自）  
中根 一幸（自）  
神山 佐市（自）  
柴山 昌彦（自）  
大塚 拓（自）  
山口 泰明（自）  
野中 厚（自）  
土屋 品子（自）  
三ツ林 裕巳（自）  
田中 良生（自）  
岡本 三成（公）

千葉県──────
門山 宏哲（自）  
小林 鷹之（自）  
松野 博一（自）  
木村 哲也（自）  
薗浦 健太郎（自）  
渡辺 博道（自）  
齋藤 健（自）  
櫻田 義孝（自）  
秋本 真利（自）  
林 幹雄（自）  
森 英介（自）  
浜田 靖一（自）  
白須賀 貴樹（自）  
神奈川県─────
松本 純（自）  
菅 義偉（自）  
小此木 八郎（自）  
坂井 学（自）  
鈴木 馨祐（自）  
中山 展宏（自）  
田中 和德（自）  
小泉 進次郎（自）  

星野 剛士（自）  
甘利 明（自）  
あかま 二郎（自）  
河野 太郎（自）  
義家 弘介（自）  
牧島 かれん（自）  
東京都────── ─
山田 美樹（自）  
辻 清人（自）  
石原 宏高（自）  
平 将明（自）  
若宮 健嗣（自）  
越智 隆雄（自）  
松本 文明（自）  
石原 伸晃（自）  
菅原 一秀（自）  
鈴木 隼人（自）  
下村 博文（自）  
太田 昭宏（公）
鴨下 一郎（自）  
松島 みどり（自）  
秋元 司（自）  
大西 英男（自）  
平沢 勝栄（自）  
松本 洋平（自）  
木原 誠二（自）  
小田原 潔（自）  
伊藤 達也（自）  
小倉 將信（自）  
萩生田 光一（自）  
井上 信治（自）  
山梨県──────
中谷 真一（自）  
堀内 詔子（自）  
新潟県──────
石﨑 徹（自）  
細田 健一（自）  
斎藤 洋明（自）  
泉田 裕彦（自）  
髙鳥 修一（自）  

富山県────── ─
田畑 裕明（自）  
宮腰 光寛（自）  
橘 慶一郎（自）  
石川県────── ─
馳 浩（自）  
佐々木 紀（自）  
西田 昭二（自）  
福井県──────
稲田 朋美（自）  
長野県──────
務台 俊介（自）  
後藤 茂之（自）  
岐阜県──────
野田 聖子（自）  
古屋 圭司（自）  
静岡県──────
上川 陽子（自）  
望月 義夫（自）  
城内 実（自）  
塩谷 立（自）  
愛知県──────
熊田 裕通（自）  
池田 佳隆（自）  
工藤 彰三（自）  
神田 憲次（自）  
丹羽 秀樹（自）  
鈴木 淳司（自）  
伊藤 忠彦（自）  
長坂 康正（自）  
江崎 鐵磨（自）  
八木 哲也（自）   
大見 正（自）  
今枝 宗一郎（自）  
根本 幸典（自）  
伊藤 渉（公）

三重県──────
三ツ矢 憲生（自）  
滋賀県──────  

大岡 敏孝（自）  
うえの賢一郎（自）  

高市 早苗（自）  
田野瀬 太道（自）  
奥野 信亮（自）  
和歌山県─────
門 博文（自）  
石田 真敏（自）  
二階 俊博（自）  
鳥取県──────
石破 茂（自）  
赤澤 亮正（自） 

 島根県──────
細田 博之（自）  
竹下 亘（自）  
岡山県 ─────
逢沢 一郎（自）  
山下 貴司（自）  
橋本 岳（自）  
加藤 勝信（自）

 広島県──────
岸田 文雄（自）  
平口 洋（自）  
新谷 正義（自）  
寺田 稔（自）  
小島 敏文（自）  
小林 史明（自）  
斉藤 鉄夫（公）

山口県──────
岸 信夫 （自）  
河村 建夫（自）  
徳島県────── 
後藤田 正純（自）  
山口 俊一（自）  
福山 守（自）  
香川県────── ─
平井 たくや（自）  
大野 敬太郎（自）  
愛媛県──────  
塩崎 恭久（自）  
高知県────── ─
中谷 元（自）  
山本 有二（自）  

武村 展英（自）  
京都府 ─────
伊吹 文明（自）  
木村 弥生（自）  
田中 英之（自）  
安藤 裕（自）  
竹内 譲（公）

大阪府──────
大西 宏幸（自）
左藤 章 （自）

佐藤 茂樹 （公）

中山 泰秀 （自）

國重 徹 （公）

伊佐 進一 （公）

とかしきなおみ（自）
大塚 高司（自）
原田 憲治 （自）

大隈 和英 （自）

佐藤 ゆかり （自）

北川 知克 （自）
宗清 皇一 （自）

長尾 敬 （自）

竹本 直一 （自）

北側 一雄 （公）

岡下 昌平 （自）

神谷 昇 （自）

谷川 とむ （自）

兵庫県 ─────
盛山 正仁（自）  
赤羽 一嘉（公）
関 芳弘（自）  
谷 公一（自）  
大串 正樹（自）  
山田 賢司（自）  
中野 洋昌（公）
西村 康稔（自）  
渡海 紀三朗（自）  
松本 剛明（自）  
濱村 進（公）

奈良県──────
小林 茂樹（自）  

与党 3分の2を上回る議席獲得の圧勝、安定政権継続へ

福井 照（自）  
福岡県────── ─
井上 貴博（自）  
鬼木 誠（自）  
原田 義昭（自）  
鳩山 二郎（自）  
藤丸 敏（自）  
麻生 太郎（自）  
三原 朝彦（自）  
山本 幸三（自）  
武田 良太（自）  
佐賀県──────
岩田 和親（自）  
古川 康（自）  
今村 雅弘（自）  
長崎県────── ─
北村 誠吾（自）  
熊本県────── ─
木原 稔（自）
野田 毅（自）
坂本 哲志（自）
園田 博之（自）
金子 恭之（自）

大分県────── ─
穴見 陽一（自）  
衛藤 征士郎（自）  
岩屋 毅（自）  
宮崎県────── ─
武井 俊輔（自）  
鹿児島県─────  

金子 万寿夫（自）  
小里 泰弘（自）  
森山 裕（自）  
宮路 拓馬（自）  
沖縄県────── ─
國場 幸之助（自）  
西銘 恒三郎（自）  
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─平成30年度税制改正大綱の目指すとこ
ろはどのようなものでしょうか。
　今年度の税制改正大綱では、中小企業の
事業承継税制について改革をしています。
新しい事業承継税制は10年間の措置ですの
で、ぜひ活用してほしいですね。
─不動産流通税制のあり方についてお聞
かせください。
　印紙税、登録免許税、不動産取得税など
の不動産流通税は、それぞれ毎年3000億円
～5000億円の税収で、確固たる税収があり
ます。こうしたことを踏まえて、大局的に
見ていかないといけません。
─固定資産税の税率の見通しについてお
聞かせください。
　今年度の税制改正大綱では、3年毎の固定
資産税の評価替えに当たって、負担調整措
置と条例減額制度を維持しました。地価が
急上昇した都市側に配慮して、緩和措置を

講じたものです。
　また、償却資産税制も改革しています。
中小企業の一定の設備に限って、3年間税額
を２分の１軽減する措置を導入していまし
た。さらに、市町村の自主判断で、ゼロか
ら２分の１の範囲で軽減できることとしま
した。もう一つ、ものづくり・商業・サービ
ス補助金と抱き合わせで、設備投資を行っ
た企業には３年間にわたってゼロから２分
の１の範囲で軽減できます。
─所有者不明土地の対策についてはどの
ようにお考えですか。
　今年の前半にかけて各省庁で検討を行っ
て、後半にかけて税制などに反映していく
のだと思います。
─消費税についてのお考えをお聞かせく
ださい。
　消費税は2019年10月から10％に上がると
いうことでほぼ確実だと思います。現行の

消費税率で持続可能な社会保障制度を構築
することは難しいと思います。やはり、将
来的に税率引き上げをせざるをえません。
─地方創生と不動産業のかかわりについ
て先生のお考えをお聞かせください。
　地方創生は大事な政策です。均衡ある国
土をつくっていくために、息の長い政策が
求められます。不動産業の皆さまには、大
都市に住んでいる人が地方に移住しやすい
よう、良質な住宅・住環境を提供していた
だくことに期待しています。
　なお、今年度の税制改正大綱では、地方
拠点税制を工夫して、大阪・名古屋につい
ても東京からの全面移転に対してはオフィ
ス減税などの対象としています。また、昨
年の平成29年度の税制改正では、事業用資
産の買換え特例を維持しましたが、次の改
正では、対象の資産がどこからどこに移動
するかによって、繰り延べ率について差を
付けなければなりません。現在でも、東京
の資産を取得する場合には繰り延べ率を低
くしていますが、もう少し差をつけるように
したいと思います。地方の資産を取得する
際には繰り延べ率を上げるといったことが
考えられます。こうした税制によって、人や
企業の地方への移転を促したいと思います。
（インタビュアー：千北政利広報委員長、稲川知法副委員長）

　税務情報を活用した空き家対策の推進については、
全日本不動産政治連盟の皆さまより2年程前からご要望
を頂いてまいりました。以来、自民党「全日本不動産政
策推進議員連盟」から政府に働きかけるとともに、自民党「中古住宅市場
活性化小委員会」でも議論を重ねてまいりました。
　今回、国交省からガイドラインが発出されたことは、重要な第一歩であ
ると考えています。引き続き、全国の自治体がガイドラインに基づく対応を
進め、国としても空き家対策を更に推進するよう、働きかけてまいります。
　日政連の会員事業者の皆さまにおかれましても、政府・与党の取組みに
ご協力賜りますようお願い申し上げます。

空き家対策推進の重要な一歩踏み出す 
日政連・全日議連、政府への働きかけさらに推進

第107号（5月15日）掲載

interview

　平成29年3月29日（水）、国土交通省は、市町村向けの「空
き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン（試案）」を
策定・公表。同ガイドラインは、市町村が保有する空き家の所
有者情報（固定資産税支払者の住所など）を、市町村が民間
事業者に開示・提供する際の留意点をまとめたもの。国土交通
省は、同ガイドラインを全国の自治体に通知した。
　日政連は、全日議連を通じて、国土交通省、総務省、与党な
どに対して、地方自治体（市町村）の保有する空き家の所有者
情報の開示・提供を2015年頃から要望してきた。今回のガイド
ライン策定は、一連の要望活動の成果と言える。同ガイドライ
ンは、所有者本人の同意があれば、市町村が所有者情報を民

間事業者に開示・提供を行うことは地方税法や個人情報保護
条例、地方公務員法の上で違法にならないことを法的に整理し
た。市町村と民間事業者との連携については、市町村が積極
的に関与し、苦情対応やトラブル防止に配慮した仕組みづくり
が求められると結論付けた。

日政連要望の空き家情報開示に向け進展
国土交通省、市町村向けに空き家情報の提供ガイドライン発表

全日本不動産政策推進議員連盟事務局長

井上信治 衆議院議員 

自民党副幹事長、団体総局長、中古住宅市場活性化小委員会委員長

全日議連を通じ、空き家情報開示について石井啓一国土交通大臣に要望を行った

自民党税制調査会長
宮沢 洋一 参議院議員

人や企業の地方への
移転を促したい

第107号（5月15日）掲載

第111号（3月15日）掲載
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全日本不動産政策推進議員連盟事務局長

井上信治 衆議院議員 

自民党副幹事長、団体総局長、中古住宅市場活性化小委員会委員長

村裕昌副会長、堀田健二副会長、秋山
始副会長など委員長以上の役職者等計
11名が参加した。司会は議連事務局長
の井上信治衆議院議員が務めた。
　議連会長の野田聖子衆議院議員が

危惧する。議連に対応をお願いしたい」
と要望。国交省は「総務省と連携して
対応したい」と回答。郵政大臣、総務
大臣を務めた野田議連会長は、「私が
責任をもって、郵政関係議員と連絡を
取り合って、返答すると語った。

一定期間の利用を可能とする、③所有
者の探索の円滑化、を盛り込んだ法案
を準備中とした。期限を迎える不動産
取得税、印紙税の特例も存続を要望す
るとした。
　また、国交省は空き家の所有者情報
の開示は、同意を前提に情報提供する
方法を展開したいと表明。住宅版ノン
リコースローンは、住宅ストック維
持・向上促進事業において、金融機関・
不動産業者と連携した仕組みづくりを
支援しているとした。「安心R住宅」制
度の推進にも言及した。消費税への対
応は、住宅ローン減税と住まい給付金
の拡充、贈与税の非課税枠の大幅拡充
の閣議決定があるため、引き続き負担
軽減を図る方向。登録免許税の住宅へ
の特例も継続を要望すると述べた。

不動産業界の懸念を表明した。
　続いて、司会を務めた自民党中古住
宅活性化小委員長の井上信治衆議院議
員より、同委員会が５月16日に公表し
た「空き家・空地の利活用・流通の促
進に関する提言」の説明があった。
　国土交通省からは開示ガイドライン
や「安心R住宅（仮称）」、空き家流通モ
デル事業の公募、全国版空き家・空き
地バンクの説明があった。
　日政連の森幸一幹事長は、日本郵政
の野村不動産買収報道について「日本
郵政は不動産事業の展開で有利。大変

拡充、の３点を要望した。
　不動産流通の促進関連の税制として、
登録免許税・不動産取得税の住宅優遇
措置の延長と恒久化・軽減拡充と、消
費税率10％への引き上げ時に住宅取得
への軽減税率・軽減の特例措置、印紙
税の廃止、住宅ローン控除の床面積・
築年数要件の緩和などを要望。
　また、良好な住宅ストック形成のた

めの税制として、登録免
許税の定額制への移行、
平成30年度固定資産税等
の課税標準の見直しなど
を要望した。
　国土交通省は、所有者
不明土地は、国土審議会
で利活用を検討し、①公
共事業の際の手続きの合
理化、②公共的な事業の

　平成29年6月1日（木）、全日本不動産
政策推進議員連盟総会が衆議院第一議
員会館で開催された。
　議連所属の自由民主党議員は本人・
代理あわせ178名が参加、日政連から
は全国の幹事など計76名が参加した。
議連会長の野田聖子衆議院議員は「日
政連、全日議連で取り組んできた空き
家対策は大きな進展があった」と挨拶
した。
　空き家情報開示のガイドラインへの
謝辞と、情報開示の一層の進展を要望。
また日本郵政の不動産業進出に関して

　総会では、日政連の松永幸久幹事長
より「平成30年度 政策及び税制改正要
望」の説明が行われた。
　地方創生関連の政策・税制要望とし
て、①商業地等に係る固定資産税の負
担調整措置及び条例減額制度の存続、
②市町村長が宅地建物取引士に所有者
情報を開示、③戸建て住宅版ノンリ
コースローン（非遡及型ローン）の制度

野田聖子議連会長、議連総会で
郵政問題への対応を約束

固定資産税の負担調整措置、
条例減額継続など税制・政策要望

固定資産税の負担調整・減額措置の継続を重点項目

開会の挨拶を行った全日議連会長の野田聖子衆議院議員

地方への政策を要望した原嶋和利・日政連会長

全日議連総会

第108号（8月15日）掲載

第110号（1月15日）掲載

　平成29年11月2日（木）、全日本不動
産政策推進議員連盟総会が自由民主党
本部で開催された。自由民主党議員は
本人66名、代理77名が参加、日政連側
は原嶋和利会長、松永幸久幹事長、中

「このたびの選挙で、いろいろな場所
で日政連のみなさまの顔を見ることが
できた。大変な御尽力をいただき感謝
している」と挨拶。
　続いて挨拶した日政連の原嶋会長は、
多くの全日議連の衆議院議員の当選の
祝辞を述べたうえで、地方における不
動産流通の厳しさを訴え、政策・税制
要望の実現に対する支援を求めた。
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総務大臣に政策・税制要望
　平成29年11月17日（金）、平成30年度政策及び税制改正要望
などの政策実現のため、全日議連を通じて野田聖子総務大臣に、
陳情活動を行った。要望を行ったのは議連側から、井上信治議
連事務局長、牧島かれん議連事務局次長。日政連側からは、原
嶋和利会長、中村裕昌副会長、風祭富夫副幹事長の計５名が出
席した。井上事務局長、原嶋会長が固定資産税の負担調整措置
や条例減額制度の継続などについて要望した。　
 第110号（1月15日）掲載

自民党政調会長に固定資産税の 
減額措置継続など要望
　平成29年11月
28日（火）、平
成30年度政策及
び税制改正要望
などの政策実現
のために、全日
議連を通じ、自
民党本部におい
て岸田文雄政務
調査会長に陳情を行った。岸田衆議院議員は全日議連副会長・
顧問。要望を行ったのは井上信治議連事務局長、佐藤信秋議連
事務局次長、西村明宏議連事務局次長、原嶋和利日政連会長、
松永幸久日政連幹事長、山田達也全日常務理事・法務税制委員
長の６名。井上議連事務局長が冒頭に全日議連の説明を行った
のち、松永幹事長が要望の説明を行った。　
	 第110号（1月15日）掲載

国交省、財務省に政策・税制要望
　平成29年11月28日
（火）、平成30年度
政策及び税制改正要
望について、全日議
連を通じて簗和生国
土交通大臣政務官及
び今枝宗一郎財務大
臣政務官に陳情を
行った。税制改正の
要望を行ったのは、
浜田靖一議連会長代
行、井上信治議連事
務局長、原嶋和利日
政連会長、松永幸久
日政連幹事長、山田
達也全日常務理事・法務税制委員長の5名。井上事務局長が議
連の説明を行い、松永幸久幹事長が政策及び税制改正要望を説
明した。　 第110号（1月15日）掲載

　平成29年11月15日（水）、自民党の「予算・
税制等に関する政策懇談会（国土・建設）」
が党本部にて開かれ、日政連はヒアリングを
受けた。日政連からは、松永幸久幹事長、上
谷進政調委員長が出席した。自民党から全
日議連の事務局長でもある井上信治団体総
局長、山口泰明組織運動本部長、盛山正仁
国土交通部会長ほかの議員が出席した。

　また、11月14日（火）、公明党の「政
策要望懇談会」が衆議院第二議員会館に
て行われ、日政連から松永幸久幹事長、
上谷進政調委員長、風祭富夫国会対策委
員長が出席。公明党から、北側一雄衆議
院議員、斉藤鉄夫衆議院議員、赤羽一嘉
衆議院議員など国会議員26名が出席した。

　　　　　   第110号（1月15日）掲載

自民党税制調査会長に税制要望
　平成29年11月28日（火）、平成30年度政策及び税制改正要望
について、全日議連を通じて宮沢洋一自民党税制調査会長に陳
情を行った。税制改正の要望を行ったのは、浜田靖一議連会長
代行、井上信治議連事務局長、西村明宏議連事務局次長、原嶋
和利日政連会長、松永幸久日政連幹事長、山田達也全日常務理
事・法務税制委員長の6名。松永幹事長が税制改正要望を説明
した。宮沢税制調査会長は、固定資産税について障害は大きく
ないとの見解を述べた。 第110号（1月15日）掲載

自民党、公明党よりヒアリング

政府与党に全日議連を通じ陳情活動

野田聖子総務大臣に政策・税制要望

宮沢洋一自民党税制調査会長に政策・税制要望

岸田文雄自民党政務調査会長に政策・税制要望

簗和生国土交通大臣政務官に政策・税制要望

今枝宗一郎財務大臣政務官に政策・税制要望

自民党 予算・税制等に関する政策懇談会で挨拶する松永
幹事長
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秋田・大阪・熊本で政経セミナーを開催

　日政連は平成29年9月24日（日）、
秋田県秋田市の秋田市文化会館「政経
セミナー秋田県大会」を開催した。会
員、一般市民など約180名が参加し、
熱気あふれるセミナーとなった。冒頭、
伊藤惠一秋田県本部長、続いて原嶋和

秋田県大会 平成29年9月24日

秋田県の地価上昇には地域の創意工夫

利会長が挨拶を行った。
　セミナーでは、全日議連会員の自民
党の御法川信英衆議院議員、冨樫博之
衆議院議員、中泉松司参議院議員がそ
れぞれ国政報告を行った。御法川議員
は、秋田県の地価上昇のために、地域

経済の活性化
を強調。県内
各地域の創意
工夫を政治が
実現していく
と力説した。
冨樫議員は、

秋田県での自動運転の実証実験やド
ローンの国際大会、医療ツーリズム推
進などの国家戦略特区といった先進的
な取り組みを紹介し、新産業と雇用の
好循環を生み出したいとした。中泉議
員は、所有者不明土地問題について、
党内での特命委員会が発足したことを
紹介。「都市のスポンジ化」について
も説明した。主要行事として、ジャー
ナリストの江川紹子氏による「混迷の
時代を生きる　～私の取材ノートから
～」と題した講演が行われた。秋田県
議会の工藤嘉範議員が挨拶に立ち、セ
ミナー開催につき感謝を述べた。最後
に、松永幸久幹事長の閉会の挨拶によ
り、政経セミナー秋田県大会は盛会裏
に終了した。　	第109号（11月15日）掲載

日政連が要望した主な住宅・不動産関連の税制改正

●土地
・住宅および土地の取得（売買、家屋の建築、増改築）　 
　不動産取得税を本則4％→特例3％
・宅地評価土地の取得　
　 不動産取得税の課税標準を1/2とする特例の3年間の延長

●住宅
・新築および一般住宅を取得　
　１戸につき1,200万円を不動産取得税の課税標準から控除

・認定長期優良住宅を取得　
　１戸につき1,300万円を不動産取得税の課税標準から控除

・ 既存住宅（自己居住用）を取得　
　新築時期に応じ不動産取得税の課税標準から一定額を控除の2年間の延長

● 宅地建物取引業者が既存住宅を取得して一定の質の向上を図る改修工事
を経て販売

・ 買主が買取再販の住宅を取得した場合　
　 移転登記の登録免許税：本則2％→0.1%の2年間の延長
・ 宅地建物取引業者が買取再販にかかる既存住宅（安心Ｒ住宅または瑕疵
担保保険付として販売もしくは耐震改修で販売）を取得した場合　不動
産取得税について築年数に応じて課税標準から一定額を控除する特例措
置の対象を敷地部分に拡充

　平成29年12月14日、自民党・公明党は与党政策責任者会議を開き、
「平成30年度税制改正大綱」を正式決定した。日政連が地方創生のた
めの政策・税制要望としてきた固定資産税の負担調整措置および条

例減額制度の存続や、不動産流通の促進のために要望してきた不動
産取得税・登録免許税の軽減措置の延長が認められるなど、住宅・
不動産関連の延長と拡充はほぼすべてが認められた。

【国土交通省の告示改正について】国土交通省は、平成29年12月8日「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」を改正し、
平成30年1月1日より施行した（国交省告示第1155号）。告示改正により、400万円以下の空家等の売買・交換の媒介・代理においては、18万円を上限に、仲介手数
料に現地調査等に要する費用を加えた額を報酬として受け取れることとなった。

●登記
・認定長期優良住宅／認定低炭素住宅の登録免許税　
　保存　本則0.4%→0.1%　移転　本則2％→戸建0.2　マンション0.1%　
　の2年間の延長

●不動産保有
・ 商業地および住宅地における負担調整措置、固定資産税の負担急増土地
にかかる条例減額措置

・ 新築住宅および新築認定長期優良住宅の保有、既存住宅の耐震改修にか
かる固定資産税額の減額措置の2年間の延長

●不動産売却
・特定の居住用財産の買換えの特例
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除制度
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除制度の2年間の延長

●土地譲渡
・ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特例の3年間の延
長
・ 不動産の譲渡に関する契約書、および請負契約書の印紙税の軽減の特例
措置の2年間の延長

熱弁をふるう御法川信英衆議
院議員

送電網整備について意気込み
を語る冨樫博之衆議院議員

都市のスポンジ化について言
及した中泉松司参議院議員

主な住宅・不動産関連の税制改正・延長

第110号（1月15日）掲載

日政連の活動成果！

07日政連ニュース 平成29年度 総集編



　日政連は平成29年11月29日（水）、熊
本県熊本市のホテル日航熊本において、
「政経セミナー熊本県大会」を開催した。
全日会員や一般市民など1000名以上が
参加し盛況となった。司会は南村忠敬日
政連総務副委員長が務めた。松永幸久
熊本県本部長が挨拶。続いて、原嶋和
利会長が熊本地震の復興を激励した。
　セミナーは二部構成で、第一部では
蒲島郁夫・熊本県知事が「逆境の中に
こそ夢がある」をテーマに講演した。蒲
島知事は、貧しい中で幼少期から小説
家か政治家、阿蘇の牧場主になる夢が
あったと自己紹介。農業研修生として
21歳で渡米。畜産の大学から政治学の

熊本県大会 平成29年11月29日

創造的復興に注力する熊本県

ハーバード大学大学院に入学したこと。
東大教授から知事選出馬などの経歴を
語り「夢を持つことが必要」と強調した。
また、知事就任以降に行った財政再建
と、職員意識改革の２点を説明。財政
再建は、自らの給料カットが成果に繋
がったとした。意識改革は「リスクを
取って行動することをお願いしてい
る」と述べ、意識改革が熊本地震での
迅速な対応に繋がったと振り返った。
　震災対応では、初動時でも長期的な
視点が必要との観点から、発災２日目
には復興と発展について職員に訓示。
現在では、住まいの提供や仕事の保障、
熊本城や阿蘇山、「くまモン」など県が

持つ「宝」の活用、熊本空港への民間
活力導入やクルーズ船の入港促進など、
創造的復興に注力していると紹介した。
　第二部では、落語家の三遊亭圓楽師
匠が「笑いある人生」をテーマにして
講演し、セミナーに詰めかけた来場者
から大きな笑いが起きた。
　最後に南村総務副委員長が閉会の挨
拶を行い、政経セミナー熊本県大会は
盛会のうちに幕を閉じた。
 第110号（1月15日）掲載

　平成29年12月14日（木）、日政連選挙
対策委員会は井上信治衆議院議員およ
び外務省総合外交政策局政策企画室長
の髙橋直樹氏を招き、10月の第48回衆
議院議員総選挙の総括と、内外情勢に
ついての勉強会を行った。日政連側か
らは原嶋和利会長、松永幸久幹事長、
荻原武彦選挙対策委員長、村松清美副
委員長、森山隆委員、長島芳之委員の

６名が出席した。自民党団体総局長・
全日議連事務局長・都連の第25区選挙
区の支部長を務
める井上信治衆
議院議員より、
衆議院総選挙の
総括と、消費税

増税などの今後の政策についての講演
があった。　　 第110号（1月15日）掲載

衆院選総選挙を終えて選挙対策委員会の勉強会開催

選挙対策委員会の勉強会で講演
した井上信治衆議院議員（中央）

蒲島郁夫・熊本県知事 落語家の三遊亭圓楽師匠

橋下氏は大阪府と大阪市の関係性にお
ける問題点の例として、大阪府と東京
都の鉄道網を比較した。また、知事就
任時から大阪全体の成長戦略として、
大阪をヒト・モノ・カネが経由する中
継都市、付加価値の高い価値創造都市
にすることを目指したことを強調。こ
の目的を実現するために「大阪都構
想」を提唱し、住民投票を実施した経
緯の解説があった。講演終盤では、
「大阪都構想」のさらに先、日本全体
が成長するための改革として、日本全
国を9～13の地域とする「道州制」を
提唱・解説した。
　最後に、松永幸久日政連幹事長が閉
会の挨拶を行い、政経セミナー大阪府
大会は成功裏に終わった。　
	 第110号（1月15日）掲載

斉唱を行い、堀田健二大阪府本部長が
挨拶し、大阪への万博誘致への協力を
求めた。続いて原嶋和利会長が挨拶し
た。
　講演は二部構成で、第一部では、観
光庁長官を務めた公益財団法人大阪観
光局理事長（大阪観光局長）の溝畑宏
氏が講演した。溝畑観光局長は、大阪
は国際都市としての認知度が高まって
おり、観光客数は成長するとした。ま
た、観光を突破口に大阪経済を復活さ
せるための大阪観光局の取組みへの理
解と協力を求めた。
　第二部は、橋下弁護士が講演した。

　日政連は平成29年11月24日（金）、
大阪市中央公会堂にて「政経セミナー
大阪府大会」を開催した。820名超の
会員が参加した。オープニングでは、
大阪の名所とともに日政連を紹介する
映像を上映。この後、南村忠敬日政連
総務副委員長の司会進行のもと、国歌

大阪府大会 平成29年11月24日

大阪都構想から日本の道州制まで

溝畑宏大阪観光局理事長 橋下徹弁護士
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［宮城県本部］

元防衛大臣・小野寺衆議院議員と
意見交換会主催
平成29年2月10日
（金）、顧問議員で
ある元防衛大臣の
小野寺五典衆議院
議員との意見交換
会を開催しました。

第107号（5月15日）掲載

［兵庫県本部］

現神戸市長に立候補要請書を提出
平成29年6月12日（月）、日政
連兵庫県本部は選挙を前に、
現神戸市長の久元喜造氏に
立候補要請書を提出しまし
た。「不利用空き家」解消等
の要望を伝えました。

第108号（8月15日）掲載［広島県本部］

砂原県議を迎え県本部政経セミナー開催
平成29年３月７日（火）、
リーガロイヤルホテル
広島（広島市中区）にて、
県本部顧問の砂原克規
県議を迎え、広島県本
部主催の「政経セミ
ナー」を行いました。

第107号（5月15日）掲載

［神奈川県本部］

自民党県本部の予算要望ヒアリングで
国・県へ要望
平成29年７月12日（水）に
自民党団会議室において
自由民主党神奈川県支部
連合会との予算要望ヒア
リングが開催され、国及
び県へ９項目の要望を行
いました。

第108号（8月15日）掲載［広島県本部］

小林史明自民党国土交通部会副部会長と対談
平成29年5月13日（土）、
福山キャッスルホテ
ルで自民党国土交通
部会の副部会長を務
める小林史明衆議院
議員と対談を行いま
した。

第108号（8月15日）掲載

［兵庫県本部］

西宮市議会長招き兵庫県本部主催の
政経セミナー
平成29年8月2日（水）、
西宮市民会館にて、西
宮市議会議長の田中正
剛氏を迎え、県本部主
催「政経セミナー」を開
催しました。

第109号（11月15日）掲載［佐賀県本部］

県議5名と意見交換会開催
平成29年7月3日（月）、
ホテルマリターレ創世
にて県議5名と懇話会
を開催しました。既存
住宅の売買時における
付随小規模農地の名義
変更について要望しま
した。

第109号（11月15日）掲載

［埼玉県本部］

上田県知事、大久保前東北楽天監督
招き県本部主催の政経懇談会を開催
平成29年3月17日（金）、ラ
フォーレ清水園にて、講師
に上田清司埼玉県知事と前
東北楽天監督の大久保博元
氏を迎えて政経懇談会を開
催しました。

第107号（5月15日）掲載

［千葉県本部］

野田衆議院議員、薗浦衆議院議員招き
県本部主催の政経セミナー開催
平成29年２月25日（土）、
船橋グランドホテルを会
場に千葉県本部主催の
「政経セミナー」を催しま
した。

第107号（5月15日）掲載

全日議連会長・野田聖子衆議院議員

上田清司埼玉県知事

広島県本部主催の政経セミナーの様子

出席した執行部対談を行った小林史明衆議院議員（左）

久元喜造神戸市長（右）

中央に座る小野寺五典衆議院議員、左に立つ小林妙子
宮城県本部長

県議（手前）との意見交換会 市政報告を行う田中正剛西宮市議会議長

地方本部の
活動レポート
Activity Reporting
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［大阪府本部］

松井府知事を表敬訪問
平成29年7月31日
（月）、大阪府庁
知事室に松井一郎
大阪府知事を表敬
訪問し、大阪万博
の誘致や空き家対
策等の要望につい
て懇談しました。

第109号（11月15日）掲載

握手をする松井一郎大阪府知事（右から4人目）と堀田健
二本部長

［東京都本部］

都議会自民党に予算要望
平成29年9月4日（月）、
都議会自民党に向け
て、都市整備推進や
税制、空家対策など、
平成30年度東京都予
算に関する要望を行
いました。

第109号（11月15日）掲載

都議会自民党に予算要望を行った都本部

［愛知県本部］

自民県連、公明県本部に政策要望
平成29年8月26日（土）に
公明党愛知県本部での団
体懇談会、9月12日（火）に
自民党愛知県連での国
土・建設関係団体政策懇
談会に出席し、平成30年
度政策及び税制要望を提
出・説明しました。

第109号（11月15日）掲載

自由民主党愛知県支部連合会　国土・建設関
係団体「政策懇談会」

［京都府本部］

公明党京都府本部に政策要望
平成29年9月30日（土）、
京都東急ホテルで開催
された公明党との政策
懇談会に出席し、山本
かなえ参議院議員、府
議、市議に政策・税制
要望を行いました。

第110号（1月15日）掲載

右から山口勝府議、山本かなえ参議院議員、日置文
章市議

［宮城県本部］

衆参顧問議員との意見交換会を開催
平成30年1月23日（火）、ホテル法華クラブ仙台で顧問議員との
意見交換会を開催しました。土井亨衆議院議員や桜井充参議
院議員、和田政宗参議院議員、県議、大崎市議が参加されま
した。

第111号（3月15日）掲載

顧問議員との
意見交換会

［大阪府本部］

吉村洋文大阪市長を表敬訪問
平成29年11月30日（木）、
堀田健二本部長をはじ
めとする役員6名で吉村
洋文大阪市長へ表敬訪
問し、大阪万博開催の
誘致活動に全面的に協
力する旨を伝えました。

第111号（3月15日）掲載

吉村市長（中央）と大阪府本部役員

［東京都本部］

自民党都議との懇談会・意見交換会を実施
平成29年11月27日（月）、
東京都議会棟第一会議
室で第23回都議会自民
党日政連関係議員懇談
会を開催しました。懇
談会では宇田川聡史会
長など新役員が選任さ
れました。

第111号（3月15日）掲載

都議会自民党日政連関係議員および自民党関係者と
の意見交換会

［千葉県本部］

森英介衆議院憲法審査会会長による
国政報告会を開催
平成30年１月18日（木）、京成
ホテルミラマ－レで千葉県本
部顧問である森英介衆議院議
員による国政報告会を開催し
ました。

第111号（3月15日）掲載

森英介衆議院憲法審査会会長

［北海道本部］

経済ジャーナリスト・須田慎一郎氏を迎え
政経セミナーを開催
平成30年1月25日（木）、札
幌プリンスホテル国際館パ
ミールで、経済ジャーナリ
ストの須田慎一郎氏を招い
て道本部主催の「政経セミ
ナー」を開催しました。

第111号（3月15日）掲載

須田慎一郎氏を招いた政経セミナー

［神奈川県本部］

川崎市議会議員との地域政経懇談会開催
平成29年12月１日（金）
川崎市総合福祉セン
ター（エポックなかは
ら）で、川崎市議会の
市議会4会派から8名の
議員を招き、地域政経
懇談会を開催しました。

第110号（1月15日）掲載

政経懇談会の様子
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兵庫6区 大串正樹
兵庫9区 西村康稔 幹事
兵庫10区 渡海紀三朗
兵庫11区 松本剛明
奈良2区 高市早苗 副会長
奈良3区 田野瀬太道
和歌山2区 石田真敏
和歌山3区 二階俊博 顧問
比例近畿 奥野信亮
比例近畿 佐藤ゆかり
比例近畿 岡下昌平
比例近畿 谷川とむ
比例近畿 門　博文
比例近畿 大隈和英
鳥取1区 石破茂 顧問
鳥取2区 赤澤亮正 幹事
島根1区 細田博之
島根2区 竹下　亘 副会長
岡山1区 逢沢一郎 顧問
岡山3区 あべ俊子
岡山4区 橋本　岳
岡山5区 加藤勝信
広島1区 岸田文雄 副会長
広島5区 寺田　稔
広島7区 小林史明
山口2区 岸　信夫
山口3区 河村建夫 顧問
比例中国 小島敏文
徳島1区 後藤田正純
徳島2区 山口俊一
香川1区 平井卓也 副会長
香川3区 大野敬太郎
愛媛1区 塩崎恭久 副会長
比例四国 福井照 幹事長代行
比例四国 福山　守
比例四国 山本有二
福岡1区 井上貴博
福岡2区 鬼木　誠
福岡3区 古賀　篤
福岡4区 宮内秀樹
福岡5区 原田義昭
福岡7区 藤丸　敏
福岡8区 麻生太郎 顧問
福岡9区 三原朝彦 副会長
長崎2区 加藤寛治
長崎4区 北村誠吾
熊本1区 木原　稔
熊本2区 野田　毅 顧問
熊本3区 坂本哲志
熊本4区 金子恭之
大分1区 穴見陽一
大分2区 衛藤征士郎 顧問
宮崎1区 武井俊輔
鹿児島2区 金子万寿夫
鹿児島4区 小里泰弘
鹿児島5区 森山　裕 副会長
沖縄4区 西銘恒三郎 幹事
比例九州 宮路拓馬
比例九州 今村雅弘
比例九州 國場幸之助
比例九州 冨岡　勉

東京13区 鴨下一郎
東京14区 松島みどり
東京15区 秋元　司
東京16区 大西英男
東京17区 平沢勝栄
東京19区 松本洋平
東京20区 木原誠二
東京22区 伊藤達也
東京23区 小倉將信
東京24区 萩生田光一
東京25区 井上信治 事務局長
比例東京 越智隆雄
比例東京 小田原潔
比例東京 山田美樹
比例東京 松本文明
新潟6区 髙鳥修一
富山1区 田畑裕明
富山2区 宮腰光寛
石川1区 馳　浩
石川2区 佐々木紀
福井1区 稲田朋美 幹事
福井2区 髙木毅
長野4区 後藤茂之 副会長
比例北陸信越 斎藤洋明
比例北陸信越 石﨑徹
比例北陸信越 務台俊介
比例北陸信越 細田健一
岐阜1区 野田聖子 会長
岐阜2区 棚橋泰文
岐阜3区 武藤容治
静岡1区 上川陽子
静岡2区 井林辰憲
静岡4区 望月義夫 副会長
静岡7区 城内　実
静岡8区 塩谷　立 顧問
愛知1区 熊田裕通
愛知4区 工藤彰三
愛知6区 丹羽秀樹
愛知8区 伊藤忠彦
愛知9区 長坂康正
愛知10区 江﨑鐵磨 副会長
愛知14区 今枝宗一郎
愛知15区 根本幸典
三重4区 三ツ矢憲生 幹事
比例東海 勝俣孝明
比例東海 鈴木淳司
比例東海 大見　正
比例東海 神田憲次
比例東海 八木哲也
滋賀1区 大岡敏孝
滋賀2区 うえの賢一郎
滋賀3区 武村展英
京都4区 田中英之
京都5区 本田太郎
京都6区 安藤裕
大阪1区 大西宏幸
大阪2区 左藤　章
大阪4区 中山泰秀
大阪7区 とかしきなおみ
大阪8区 大塚高司
大阪9区 原田憲治
大阪12区 北川知克 幹事
大阪15区 竹本直一 副会長
兵庫1区 盛山正仁
兵庫3区 関　芳弘
兵庫5区 谷　公一

北海道2区 吉川貴盛
北海道4区 中村裕之
北海道5区 和田義明
北海道12区 武部　新
青森1区 津島　淳
青森2区 大島理森
宮城1区 土井　亨
宮城2区 秋葉賢也 副会長
宮城3区 西村明宏 事務局次長
秋田1区 冨樫博之
秋田2区 金田勝年 副会長
秋田3区 御法川信英
山形1区 遠藤利明
福島2区 根本　匠 副会長
福島4区 菅家一郎
福島5区 吉野正芳
比例東北 江渡聡徳
比例東北 亀岡偉民
栃木1区 船田　元 顧問
栃木3区 簗　和生
栃木5区 茂木敏充
群馬5区 小渕優子 副会長
埼玉3区 黄川田仁志
埼玉7区 神山佐市
埼玉8区 柴山昌彦 幹事
埼玉9区 大塚　拓
埼玉10区 山口泰明
埼玉12区 野中厚
埼玉14区 三ツ林裕巳
比例北関東 中根一幸
比例北関東 牧原秀樹
千葉1区 門山宏哲
千葉2区 小林鷹之
千葉5区 薗浦健太郎
千葉6区 渡辺博道
千葉7区 齋藤　健
千葉8区 櫻田義孝
千葉9区 秋本真利
千葉10区 林　幹雄
千葉11区 森　英介
千葉12区 浜田靖一 会長代行
神奈川1区 松本　純
神奈川2区 菅　義偉 副会長
神奈川3区 小此木八郎
神奈川5区 坂井　学
神奈川7区 鈴木馨祐
神奈川10区 田中和德
神奈川13区 甘利　明 顧問
神奈川14区 あかま二郎
神奈川15区 河野太郎
神奈川16区 義家弘介
神奈川17区 牧島かれん 事務局次長
神奈川18区 山際大志郎
山梨2区 堀内詔子
比例南関東 宮川典子
比例南関東 中山展宏
比例南関東 星野剛士
比例南関東 上野宏史
比例南関東 山本ともひろ
東京2区 辻　清人
東京3区 石原宏高
東京4区 平　将明
東京5区 若宮健嗣
東京8区 石原伸晃 顧問
東京9区 菅原一秀
東京11区 下村博文 副会長

全日本不動産政策推進議員連盟名簿

北海道㉘ 長谷川岳
秋田㉕ 中泉松司
秋田㉘ 石井浩郎
福島㉕ 森まさこ
栃木㉕ 高橋克法
群馬㉕ 山本一太
群馬㉘ 中曽根弘文 顧問
埼玉㉕ 古川俊治
千葉㉕ 豊田俊郎
千葉㉕ 石井準一
千葉㉘ 猪口邦子
神奈川㉕ 島村　大
神奈川㉘ 三原じゅん子
東京㉕ 武見敬三
東京㉕ 丸川珠代
東京㉘ 中川雅治
新潟㉕ 塚田一郎
富山㉕ 堂故　茂
富山㉘ 野上浩太郎 幹事
石川㉕ 山田修路
石川㉘ 岡田直樹 幹事
福井㉕ 滝波宏文
長野㉕ 吉田博美
岐阜㉕ 大野奏正
岐阜㉘ 渡辺猛之
静岡㉘ 岩井茂樹
愛知㉕ 酒井庸行
愛知㉘ 藤川政人
滋賀㉘ こやり隆史
京都㉕ 西田昌司 幹事
京都㉘ 二之湯智
大阪㉕ 柳本卓治
大阪㉘ 松川るい
兵庫㉕ 鴻池祥肇
奈良㉕ 堀井　巌
和歌山㉘ 鶴保庸介 幹事長
岡山㉕ 石井正弘
広島㉕ 溝手顕正
広島㉘ 宮沢洋一
徳島・高知㉘ 中西祐介
香川㉕ 三宅伸吾
香川㉘ 磯﨑仁彦
愛媛㉕ 井原　巧
福岡㉕ 松山政司
福岡㉘ 大家敏志
佐賀㉕ 山下雄平
長崎㉘ 金子原二郎
熊本㉕ 馬場成志
熊本㉘ 松村祥史
大分㉕ 礒崎陽輔
宮崎㉕ 長峯　誠
宮崎㉘ 松下新平 幹事
鹿児島㉕ 尾辻秀久 顧問
鹿児島㉘ 野村哲郎
比例㉕ 太田房江
比例㉕ 木村義雄
比例㉕ 佐藤信秋 事務局次長
比例㉕ 佐藤正久
比例㉕ 山東昭子
比例㉕ 宮本周司
比例㉕ 北村経夫
比例㉘ 片山さつき 幹事
比例㉘ 足立敏之

参議院

（平成30年2月27日現在）

（敬称略）
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