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　全日本不動産政治連盟は令和2年6月18日、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止要請下の状況を鑑み、原嶋和
利会長より総代議員全277名に対し報告事項を記載し
た書面の送付をもって年次大会への報告とし、年次大
会の目的事項を報告した。
　報告事項は、（1）令和元年度 活動報告に関する件、（2）
令和元年度 決算報告に関する件、（3）令和元年度 監査
報告に関する件、（4）令和２年度 活動方針に関する件、
（5）令和２年度 収支予算に関する件。

第43回年次大会開催

第121号（9月15日）掲載

第121号（9月15日）掲載

第121号（9月15日）掲載

重点活動指針
１ ．組織改革に基づく運営見直しを行い、更なる会員増強に努め、組織の充実強化を図る。
２ ．会員に当連盟の活動をより理解してもらうとともに、積極的な活動参加が得られるよう
努める。
３ ．全日本不動産政策推進議員連盟を通じ、不動産業者の権益擁護と消費者の利益に資す
る要望活動を行う。

４ ．国政選挙において、当連盟顧問議員（全日議連会員）並びに与党議員への支援活動を
積極的に行う。

５ ．政治・経済に関する調査研究活動を行う。

令和2年度活動方針

　令和2年5月14日（木）、日政連・原嶋和利会長は、自民党経
済成長戦略本部座長を務める林芳正参議院議員を訪問し、地銀
の不動産業参入への反対を要望した。自民党金融調査会内の地
銀強化プロジェクトチームがまとめる予定の提言案に、取引先
の事業再生や事業継承支援の一環としての不動産仲介業務の規
制緩和が盛り込まれるとの新聞報道を受けて、緊急事態宣言を
押して急ぎ行った。出席者は、全日議連事務局長の井上信治衆
議院議員のほか、自民党側から経済成長戦略本部事務局長の木
原誠二衆議院議員、税制調査会幹事の坂井学衆議院議員、金

融調査会事務局
長の小倉將信衆
議院議員。提言
の主査を務める
小倉議員より、原嶋会長と中村裕昌副会長が説明を受けた。原
嶋会長は「地方創生の中で、地域金融機関と連携して事業再生
に関わる不動産会社も多い。信頼関係を損ないかねない地方銀
行の不動産仲介業参入には断固反対する」と訴えた。林座長は
「ご意見は承った」と応じた。

「銀行には資金力や
顧客情報を通じた
地域経済の支配力
があり、公正な競争
は困難で地場産業としての中小不動産業者を窮地に追い込む」と
訴えた。岸田政調会長からは「地域金融機関経営力強化PTの提
言の中から、指摘の部分については外したと聞いている」との返
答があった。実際、6月16日の金融調査会の提言には、地銀の宅
建業の解禁についての記載はなかった。

　令和２年6月5日（金）、日政連の原嶋和利会長は全日議連を通
じて岸田文雄自民党政務調査会長に「銀行の不動産仲介業務等
規制緩和に関する要望書」を手交し、地銀の不動産仲介業参入
の反対を要望した。反対要望を行ったのは、野田聖子議連会長、
浜田靖一議連会長代行、井上信治事務局長、牧島かれん事務局
次長、原嶋日政連会長、中村裕昌副会長の6名。自民党側からは、
岸田政調会長のほか、木原誠二経済成長戦略本部事務局長、小
倉將信金融調査会事務局長が応じた。野田会長より日政連の紹
介が行われた後に、原嶋会長が要望書を手交した。原嶋会長は、

銀行の不動産業参入の見送り実現
自民党 林芳正経済成長戦略本部長に要望

自民党 岸田文雄政調会長より「（銀行の不動産業参入について）
外したと聞いている」と明言

　令和2年6月25日（木）、日政連は、自由民主党本部で行われた自民党主催の「住宅土地・
都市政策調査会ヒアリング」に出席した。自民党側から衆議院議員 石原伸晃同調査会長
の挨拶の後、日政連、住宅生産団体連合会、不動産協会へのヒアリングが行われた。日政
連からは、原嶋和利会長、石川康雄政務対策委員長が出席し、コロナ禍における不動産業
界の税制・融資・給付金などの要望を行った。要望は、税制関連では「事業用賃貸物件の
賃料に対する消費税の非課税化」、「賃貸用物件の特別償却（割増償却）の実施による課税
の繰延べ」。融資関連は「住宅ローンの返済猶予」、「賃貸用物件の融資に対する返済猶予」。

自民党に税制改正要望

第121号（9月15日）掲載

自民党の住宅土地・都市政策調査会ヒア
リングでコロナ関連の要望を行った原嶋
和利会長
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令和2年11月20日（金）、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54名、代理67名が参加、
日政連側は原嶋和利会長、松永幸久幹事長、中村裕昌副会長、堀田
健二副会長、秋山始副会長、など役職者等計10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
衆議院議員は、7月の国土交通省の組織改編において、土地・建設産業
局が「不動産」を冠した「不動産・建設経済局」に再編されたことを、議
連と日政連の成果として挙げた。続いて原嶋会長が挨拶に立った。

全日議連総会開催

原嶋和利日政連会長野田聖子全日議連会長

　原嶋会長は、全日議連と日政連の活
動により長期譲渡所得の100万円特別控
除制度が創設されたことについて「地方
の会員にとって大きな効果があった」と
感謝を述べた。また、2020年4月に全日
本不動産協会が設立した専属シンクタ
ンク「全日みらい研究所」において空き
家解決策を提示していくと抱負を述べ
た。
　続いて、日政連の松永幸久幹事長よ
り全日議連に対して「令和3年度 政策及
び税制改正要望書」の説明が行われた。
「空き家、所有者不明土地や未利用空地
の流通促進を図る政策要望」として、宅
地建物取引業者に従事する宅地建物取
引士への情報開示、空き家・所有者不
明土地・未利用空地の問題に対処する
官民連携体制の構築、空き家や未利用
空地利活用及び問題解決に向けた積極
的な政策（相続登記の義務化や土地所
有権の放棄、国庫への帰属促進など）の
実現、そして二拠点居住（デュアルライ
フ）を推進する政策の実現、の4点を要
望した。
　来年度の税制改正要望では、コロナ
禍で二拠点居住（デュアルライフ）に社
会的に関心が高まっていることを受け

て、農山漁村等において
地域社会に一定の関係を
持ちつつ生活拠点を設け
ることを推進する政策を
求めた。また、空き家状
態の既存住宅を用途変更
する要件のうち、面積要
件を300㎡以下にするよ
う求めた。地方の古民家
の中には、200㎡以上の物
件が一定数を占めるため
だ。他にも、住宅ローン
減税、登録免許税・不動産取得税など
の面積要件の現行50㎡から35㎡への引
き下げを要望した。近年、若年やファ
ミリー世帯だけでなく、シニア世帯にお
いても核家族が増加しており、コンパ
クトな2DKへの買い換え需要があるこ
とを踏まえた。固定資産税の据え置き
なども要望した。
　日政連の要望に対し、不動産関連の
税制改正要望について国土交通省の天
河宏文審議官がコメントした。天河審
議官は、固定資産税の負担調整措置等
の延長と経済状況に応じた措置を要望
するほか、土地等に係る流通税の特例
措置の延長を要望したいとした。また、

土地取引関連の税制改正要望について
は、松原明紀次長が返答した。松原次
長は、空き家関連の官民連携として、
ランドバンクの横展開を推進していき
たいと述べた。相続登記の義務化につ
いては、2020年度中に民法・不動産登記
法の改正法提出を目指して進めている
状況と説明した。住宅関連の税制改正
要望については黒田昌義審議官が、住
宅ローン減税の拡充、床面積要件の緩
和をしっかりと要望していくとした。
　質疑応答では、松島みどり衆議院議
員が床面積の引き下げについて、高齢
世帯の住み替えを促進できると評価。
また、住宅ローン減税は若い世代が将
来にわたり住宅を確保する重要な施策
だとした。和田政宗参議院議員も期限
切れ税制の延長は当然であり、住宅ロ
ーン減税の所得要件の厳格化は言語道
断とした。片山さつき参議院議員は、
コロナ禍でデュアルライフの需要が生
まれており、既存住宅の流通促進とし
て後押しすべきとし、固定資産税も自
治体に痛みが及ばないようにすれば実
現できるとコメントした。和田政宗参議院議員 片山さつき参議院議員 松島みどり衆議院議員
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政府与党に全日議連を通じ陳情活動

　令和2年12月1日（火）、令和3年度政策及び税制改正要望に
ついて、全日議連を通じて麻生太郎財務大臣に陳情した。麻
生大臣に要望を行ったのは、野田聖子議連会長、井上信治議
連事務局長、佐藤信秋議連事務局次長、原嶋和利会長、松永
幸久幹事長、山田達也全日常務理事・法務税制委員長の6名。
野田会長が議連の説明を行い、松永幹事長が政策及び税制改

正要望を説明した。麻生財務大臣は、アベノミクスの好景気
時に自宅周辺の高級住宅地の空き地が開発されたことに触れ、
「日本の個人金融資産1900兆円のうち半分が現金だが、お金
を動かす先がない。土地などの不動産を動かすのは一案だろ
う」と日政連の政策要望に理解を示した。

財務大臣に政策・税制要望

総務大臣に政策・税制要望

国土交通大臣政務官に政策・税制要望

武田良太総務大臣

朝日健太郎国土交通大臣政務官

　令和2年12月1日（火）、令和3年度政策及び税制改正要望
について、全日議連を通じて武田良太総務大臣に陳情した。
武田大臣に要望を行ったのは、野田聖子議連会長、井上信
治議連事務局長、原嶋和利会長、松永幸久幹事長、山田達
也全日常務理事・法務税制委員長の５名。野田会長が議連
の説明を行い、松永幹事長が政策及び税制改正要望を説明
した。武田大臣は、固定資産税の据え置きについては、「事
情が変わったので柔軟に対応していきたい」と述べた。

　令和2年12月1日（火）、令和3年度政策及び税制改正要望
について、全日議連を通じて朝日健太郎国土交通大臣政務
官に陳情を行った。要望を行ったのは、野田聖子議連会長、
牧島かれん議連事務局次長、原嶋和利会長、松永幸久幹事
長の4名。野田会長より全日議連の説明があったのち、原
嶋会長が税制改正要望を説明した。日政連の税制要望につ
いて朝日大臣政務官は住宅ローン減税などの面積要件を
「何とか引き下げられるようにしたい」とした。

麻生太郎財務大臣フェイスガード越しに笑顔を見せる麻生財務大臣

第122号（1月15日）掲載
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の緩和は折衝中とした。
　下村政調会長に要望したのは、野田聖子議連会長、井上信
治議連事務局長、佐藤信秋事務局次長、西村明宏事務局次長、
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7名。下村政務調査会長は、二
拠点居住（デュアル居住）関連の政策要望を高く評価した。

第122号（1月15日）掲載

第122号（1月15日）掲載

第122号（1月15日）掲載

自民党甘利税調会長、下村政調会長に要望

自民党に税制改正要望

公明党に税制改正要望

挨拶をする公明党石井啓一幹事長

挨拶する平口洋自民党国土交通部会長

　令和2年12月1日（火）、令和3年度政策及び税制改正要望に
ついて、全日議連を通じて甘利明自民党税制調査会長、下村
博文自民党政務調査会長陳情を行った。甘利税調会長に要望
を行ったのは、野田聖子議連会長、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。甘利税制調査会長は、固
定資産税の税額据え置きと住宅ローン減税などの床面積要件

　令和2年11月10日（火）、日政連は、自由民主党本部で行われた自民党主催の「予
算・税制等に関する政策懇談会」に出席した。
　小野寺五典組織運動本部長、平口洋国土交通部会長の挨拶の後、日政連を含
む16団体のヒアリングが行われた。日政連からは松永幸久幹事長、石川康雄政務
対策委員長が出席した。令和３年度政策及び税制改正について、新型コロナウイ
ルスの影響下における不動産流通の促進を図る政策（特に二拠点居住の推進）と、
不動産業を衰退させないための税制面のサポート（固定資産税の負担据置き措置、
住宅ローン控除の床面積要件の緩和など）を強く要望した。

　令和2年11月17日（火）、日政連は、衆議院第１議員会館で行
われた公明党主催の「公明党政策要望懇談会」に出席した。懇
談会では、衆議院議員・北側一雄副代表、同・古屋範子副代表、
同・石井啓一幹事長、参議院議員・西田実仁税制調査会長な
どが出席した。日政連側からは、松永幸久幹事長、石川康雄
政務対策委員長が出席し、令和3年度政策及び税制改正の要望
を行った。冒頭、松永幹事長は、日政連が要望してきた長期
譲渡所得の100万円特別控除の創設と、所有者不明土地等にお
いて現行の所有者を申告させる制度と、使用者へ課税できる
制度の創設について感謝の言葉を述べた。続いて石川政務対
策委員長が日政連の政策・税制改正要望の説明を行った。北

側副代表からは、
床面積要件の引き
下げについて「消
費者の要望は強い
のか」との質問が
あり、石川委員長
は「実態として2DKの物件は40㎡弱のことが多く、コンパクト
なマンションは高齢者のニーズも強い」と返答した。石井幹事
長からは、「空き家・所有者不明土地問題、地方の居住促進な
どはポストコロナの重要な課題だと思う。要望を受け止めて党
内で検討していきたい」との言葉があった。

税制改正大綱決定 
日政連要望の住宅ローン減税
床面積要件引き下げ

　令和2年12月10日（木）、自民党・公明党は与党政策責任者会議を開き、「令和3年度税制改正大
綱」を正式決定した。日政連が求めてきた住宅ローン控除等の要件緩和が認められ、床面積要件
が40㎡に引き下げられた。また、日政連が強く要望してきた固定資産税の負担調整措置の3年延
長や、評価替えの結果、課税額が上昇するすべての土地については、据え置きが決まった。

甘利明自民党税制調査会長 下村博文自民党政調会長
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地方本部の活動レポート Activity Reporting

［神奈川県本部］

令和3年度予算要望を国、県に併せて提出
神奈川県本部は、令和2
年7月14日（火）に自由民
主党神奈川県支部連合会、
7月28日（金）に公明党神
奈川県本部が主催する
「令和3年度　予算要望
ヒアリング」に参加し、
要望書を提出した。

第121号（9月15日）掲載

自民党神奈川県連へ要望事項を説明してい
る様子

［福岡県本部］

公明党福岡県連にコロナ関連の政策要望
福岡県本部は、令和2
年8月7日（金）、公明
党・福岡県本部にて公
明党福岡県連が主催す
る政策要望懇談会に、
伊藤明本部長・宮本英
修副本部長・田中賢治
幹事長が出席した。

第121号（9月15日）掲載

公明党福岡県連の政策要望懇談会

［兵庫県本部］

衆議院議員西村康稔氏との面談 

兵庫県本部は、新型コロナウイ
ルス感染症対策担当大臣として
ご活躍されている衆議院議員西
村康稔氏（当連盟顧問議員）を応
援すべく、令和2年9月12日（土）
に開催された「衆議院議員西村
康稔特別セミナー」に当連盟よ
り2名参加した。

第122号（1月15日）掲載

西村康稔衆議院議員（右）と
南村忠敬本部長

［愛知県本部］

公明党愛知県本部  団体懇談会に出席

愛知県本部は令和２年
11月14日（土）、公明党
愛知県本部にて開催され
た公明党愛知県本部団体
懇談会に役員6名で出席
し要望書を提出しました。

第122号（1月15日）掲載

公明党愛知県本部団体懇談会

［大阪府本部］

自民党大阪府連に表記など要望

大阪府本部は令和2年7月6日（月）、全日大阪会館5階大会議
室において、自民党大阪府連との意見交換会を行った。

第121号（9月15日）掲載

自民党大阪府連との意見交換会

［福岡県本部］

福岡県へ義援金の贈呈

福岡県本部は、令和２
年９月29日（火）、福
岡県庁を訪問し、県本
部及び関連団体の会員
等から寄せられた「令
和２年・７月豪雨災害
に対する義援金」を、
福岡県へ贈呈しました。

第122号（1月15日）掲載

義捐金を贈呈する伊藤本部長（左から２人目）と小
川知事（左から3人目）

［兵庫県本部］

赤羽一嘉国土交通大臣のご来訪
兵庫県本部は令和2年10月16
日（金）、日政連兵庫県本部幹
事会開催時に、当本部顧問で
ある赤羽一嘉国土交通大臣の
ご来訪を受けました。サブリー
ス関連の法案の施行に係る留
意点など、不動産業界に関連
するお話を多数頂きました。

第122号（1月15日）掲載

兵庫県本部に来訪された赤羽一嘉国土
交通大臣（前列中央）

　［静岡県本部］

公明党議員団と意見交換を開催

静岡県本部は令和２年12
月12日（土）、公明党静岡
県本部事務所にて、疋田本
部長他役員計５名が出席し、
大口善德衆議院議員、蓮池
章平静岡県議会議員、井上
智仁静岡市議会議員と意見
交換会を行いました。

第122号（1月15日）掲載

大口善德衆議院議員（左から3人目）と
疋田貞明本部長（左から4人目）
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奈良2区 高市 早苗	 副会長
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 神谷 昇
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4区 新谷 正義
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
高知1区 中谷 元
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
石川3区 西田 昭二
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 深澤 陽一
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 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9区 原田 憲治
大坂13区 宗清 皇一
大阪14区 長尾 敬
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
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

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
比例北海道 鈴木 貴子
青森1区 津島 淳
青森2区 大島 理森
青森3区 木村 次郎
宮城1区 土井 亨
宮城2区 秋葉 賢也	 幹事
宮城3区 西村 明宏	 事務局次長
宮城6区 小野寺 五典
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
山形2区 鈴木 憲和
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 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
比例南関東 三谷 英弘
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① 岩本 剛人
北海道① 高橋 はるみ
北海道㉘ 長谷川 岳
秋田㉘ 石井 浩郎
福島① 森 まさこ
栃木① 高橋 克法
群馬① 清水 真人
群馬㉘ 中曽根 弘文	 顧問
埼玉① 古川 俊治
千葉㉘ 猪口 邦子
千葉① 豊田 俊郎
千葉① 石井 準一
神奈川㉘ 三原 じゅん子
神奈川㉘ 中西 健治
神奈川① 島村 大
東京㉘ 中川 雅治
東京① 丸川 珠代
東京① 武見 敬三
富山㉘ 野上 浩太郎	 幹事
富山① 堂故 茂
石川㉘ 岡田 直樹	 幹事
石川① 山田 修路
福井① 滝波 宏文
岐阜㉘ 渡辺 猛之
岐阜① 大野 泰正
静岡㉘ 岩井 茂樹
愛知㉘ 藤川 政人
愛知① 酒井 庸行
滋賀㉘ こやり 隆史
京都㉘ 二之湯 智
京都① 西田 昌司	 幹事
大阪㉘ 松川 るい
比例① 太田 房江
兵庫① 加田 裕之
奈良① 堀井 巌
和歌山㉘ 鶴保 庸介	 幹事長
岡山① 石井 正弘
広島㉘ 宮沢 洋一
徳島・高知㉘ 中西 祐介
香川㉘ 磯﨑 仁彦
香川① 三宅 伸吾
福岡㉘ 大家 敏志
福岡① 松山 政司
佐賀① 山下 雄平
長崎㉘ 金子 原二郎
熊本㉘ 松村 祥史
熊本① 馬場 成志
宮崎㉘ 松下 新平	 幹事
宮崎① 長峯 誠
鹿児島㉘ 野村 哲郎
鹿児島① 尾辻 秀久	 顧問
比例㉘ 片山 さつき	 幹事
比例㉘ 足立 敏之
比例① 柘植 芳文
比例① 和田 政宗
比例① 佐藤 正久
比例① 佐藤 信秋	 事務局次長
比例① 宮本 周司
比例① 北村 経夫
比例① 山東 昭子

参議院

（令和3年3月25日現在）

（敬称略）

衆議院

衆議院 197　参議院 61　合計 258
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政策・税制要望資料に目を通す武田総務大臣（2020.12.01）
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