
第152回国会概観

　第152回国会（臨時会）は第19回参議院議員通常選挙の結果を受けて、8月7日に召集

され、10 日、終了した。

　会期は、召集日の衆参両院本会議において、10日までの４日間とすることをそれぞれ全

会一致により議決した。

　開会式は、8 日午前11時から参議院議場で行われた。

　９日、両院本会議において、閉会中審査の手続等を行い、会期を1 日残し事実上閉幕し

た。

　内閣総理大臣の所信表明演説、代表質問及び議案の審議は行われなかった。

　請願は、会期が短いため、受け付けなかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　議院の構成

　召集日当日、参議院本会議において、議席の指定、井上裕参議院議長の辞任の許可、議

長及び副議長の選挙、常任委員の選任、常任委員長の選挙、特別委員会及び調査会の設置

等が行われた。

　議長及び副議長の選挙は、無名投票の結果、第24代参議院議長に井上前議長が240票を

もって再選され、また第24代参議院副議長に民主党・新緑風会の本岡昭次君が238票をも

って当選した。

　常任委員長の選挙は、その手続を省略して議長の指名によることに決し、議長は17常任

委員長を指名した。

　特別委員会は、災害対策特別委員会等５特別委員会が設置された。各特別委員会におい

て、それぞれ特別委員長を選任した。

　調査会は、国際問題に関する調査会等３調査会の設置を決定した。各調査会において、

それぞれ調査会長を選任した。

　憲法調査会は、会長を選任した。

　衆議院本会議において、議席の指定、災害対策特別委員会等５特別委員会の設置が行わ

れた。なお、常任委員長の交代はなかった。

　９日、参議院本会議において、堀川久士事務総長の辞任が許可され、後任に川村良典事

務次長が議長の指名により選任された。

　　　　　　　　　　　　　　第19回参議院議員通常選挙

　７月29 日、21世紀最初の国政選挙となる第19回参議院議員通常選挙が実施された。

　選挙は、12日公示された。小泉純一郎内閣発足後、初の国政選挙であった。今回の選挙

は、小泉総理の掲げる構造改革路線が最大の争点であり、自民、公明、保守の与党３党で

過半数を確保できるか、注目された。

　昨年の公職選挙法改正で、今回の選挙の定数は、選挙区で３、比例代表で２が削減され

た。また、比例代表選挙に非拘束名簿式比例代表制が導入された。

　選挙の結果は、自由民主党64議席（改選議席61）、民主党26議席（同22）、公明党13議席

　（同13）、日本共産党５議席（同８）、社会民主党３議席（同7）、自由党６議席（同3）、



保守党１議席（同3)、無所属３議席（同6）となった。

　非改選と合わせると、自由民主党110議席、民主党59議席、公明党23議席、日本共産党20

議席、社会民主党８議席、自由党８議席、保守党５議席、無所属の会４議席、さきがけ１

議席、第二院クラブ１議席、無所属８議席となった。

　今回の投票率（全国平均）は、過去最高の不在者投票数があったにもかかわらず、比例

代表で56.42%、選挙区で56. 44%となり、前回の第18回通常選挙の投票率に比べると、比

例代表で2.41ポイント、選挙区で2.40ポイントそれぞれ下回り、史上最低だった第17回

通常選挙の投票率を上回ったものの、参議院議員通常選挙としては３番目に低い投票率と

なった。

　また、参議院議員通常選挙では初めて行われた在外邦人による投票は２万2,054人であっ

た。

　（当選者は、Ⅶ参考資料「第19回参議院議員通常選挙結果」を参照されたい。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　会派別議員数

　会期終了日の８月10日現在における院内各会派の議員数は、自由民主党・保守党116、

民主党・新緑風会60、公明党24、日本共産党20、社会民主党・護憲連合８、自由党８、無

所属の会６、各派に属しない議員５となる。

　（Ⅱ参議院の構成「会派別所属議員数一覧」「会派別所属議員一覧」を参照されたい。）



１参議院役員等一覧
(会期終了日13.8.10現在)

役員名　　　　　　召集日（13.8.7）　　　　　　　　　　　　会期中選任

議　　　長

副　議　長

井上　　裕（無）

本岡　昭次（無）　

常

任

委

員

長

内　閣

総　務

法　務

外交防衛

財政金融

文教科学

厚生労働

農林水産

経済産業

国土交通

環　境

国家基本政策

予　算

決　算

行政監視

議院運営

懲　罰

江本　孟紀（民主）

溝手　顕正（自保）

日笠　勝之（公明）

服部三男雄（自保）

伊藤　基・（民主）

市川　一朗（自保）

中島　眞人（自保）

太田　豊秋（自保）

加藤　紀文（自保）

北澤　俊美（民主）

今泉　　昭（民主）

角田　義一（民主）

真鍋　賢二（自保）

谷川　秀善（自保）

続　　訓弘（公明）

山崎　正昭（自保）

吉岡　吉典（共産）

　

特

別

委

員

長

災害対策　　

沖縄･北方

国会移転

金融経済

倫理選挙

白浜　一良（公明）

沓掛　哲男（自保）

輿石　　東（民主）

久世　公堯（自保）

倉田　寛之（自保）

調
査

会

長

国際問題

国民生活

共生社会

関谷　勝嗣（自保）

直嶋　正行（民主）

小野　清子（自保）

憲法調査会会長 上杉　光弘（自保）

政治倫理審査会会長 中曽根弘文（自保）

事務総長 堀川　久士 川村　良典13.8.9選任



２会派別所属議員数一覧

(会期終了日13.8.10 現在)

会　　派 議員数
①16.7.25任期満了 ②19.7.28任期満了

比例 選挙区 合計 比例 選挙区 合計

　　自由民主党・保守党

　　民主党・新緑風会

　　公　　　明　　　党

　　日　本　共　産　党

社会民主党・護憲連合

　　自　　　由　　　党

　　無　所　属　の　会

　　各派に属しない議員

116
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11
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15
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5
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6
(1)

4

21
(6)

8
(1)

8
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4
(2)

3
(1)

4

0

0

45
(3)

19
(2)

5
(1)

1

0

2
(1)

0

1

66
(9)

27
(3)

13
(2)

5
(2)

3
(1)

6
(1)

0

1

合　　　計

　      欠　　員

　      定　　数

247
(38)

　    0

247

50
（10）

  0

50

76
(10)

　   0

76

126
(20)

　   0

126

48
(11)

　   0

48

73
(7)

0

73

121
(18)

　   0

121

（）　内は女性議員数



３会派別所属議員一覧　　　　　　　　　　                　（召集日13.8.7現在）

　　無印の議員は平成16年７月25日任期満了、○印の議員は平成19年７月28日任期満了
　　また、（　）内は、各議員の選出選挙区別

　　　　　　　　　　　　【自由民主党・保守党】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1 1 6名）

　　　阿南　　一成（比　例）　　○阿部　　正俊（山　形）　○愛知　　治郎（宮　城）

　　　青木　　幹雄（島　根）　　○荒井　　正吾（奈　良）　　有馬　　朗人（比　例）

○有村　　治子（比　例）　　　井上　　吉夫（鹿児島）　　泉　　　信也（比　例）

　　　市川　　一朗（宮　城）　　　入澤　　　肇（比　例）　○岩井　　國臣（比　例）

　　　岩城　　光英（福　島）　　　岩永　　浩美（佐　賀）　　上杉　　光弘（宮　崎）

　　　上野　　公成（群　馬）　　○魚住　　汎英（比　例）　○小野　　清子（比　例）

○尾辻　　秀久（比　例）　　　大島　　慶久（比　例）　○大仁田　　厚（比　例）

○大野　つや子（岐　阜）　　○太田　　豊秋（福　島）　○扇　　　千景（比　例）

○加治屋　義人（鹿児島）　　　加藤　　紀文（岡　山）　　加納　　時男（比　例）

○狩野　　　安（茨　城）　　○景山　俊太郎（島　根）　○片山　虎之助（岡　山）

○金田　　勝年（秋　田）　　　亀井　　郁夫（広　島）　　河本　　英典（滋　賀）

　　　木村　　　仁（熊　本）　　　岸　　　宏一（山　形）　　　○北岡　　秀二（徳　島）

　　　久世　　公堯（比　例）　　　久野　　恒一（茨　城）　　○沓掛　　哲男（石　川）

○国井　　正幸（栃　木）　　○倉田　　寛之（千　葉）　　○小泉　　顕雄（比　例）

○小斉平　敏文（宮　崎）　　○小林　　　温（神奈川）　　○後藤　　博子（大　分）

○高祖　　憲治（比　例）　　○鴻池　　祥肇（兵　庫）　　○近藤　　　剛（比　例）

　　　佐々木　知子（比　例）　　　佐藤　　昭郎（比　例）　　○佐藤　　泰三（埼　玉）

　　　斉藤　　滋宣（秋　田）　　　斎藤　　十朗（三　重）　　　坂野　　重信（鳥　取）

○桜井　　　新（比　例）　　○山東　　昭子（比　例）　　○清水　嘉与子（比　例）

　　　清水　　達雄（比　例）　　○陣内　　孝雄（佐　賀）　　○鈴木　　政二（愛　知）

○世耕　　弘成（和歌山）　　○関谷　　勝嗣（愛　媛）　　○田浦　　　直（長　崎）

　　　田中　　直紀（新　潟）　　○田村　　公平（高　知）　　○伊達　　忠一（北海道）

○竹山　　　裕（静　岡）　　○武見　　敬三（比　例）　　○谷川　　秀善（大　阪）

○段本　　幸男（比　例）　　　月原　　茂皓（比　例）　　○常田　　享詳（鳥　取）

　　　鶴保　　庸介（和歌山）　　　中川　　義雄（北海道）　　○中島　　眞人（山　梨）

　　　中曽根　弘文（群　馬）　　○中原　　　爽（比　例）　　　仲道　　俊哉（大　分）

○西田　　吉宏（京　都）　　○西銘　順志郎（沖　縄）　　○野上　浩太郎（富　山）

　　　野沢　　太三（比　例）　　　野間　　　赳（愛　媛）　　　南野　知惠子（比　例）

○橋本　　聖子（比　例）　　　服部　三男雄（奈　良）　　○林　　　芳正（山　口）

　　　日出　　英輔（比　例）　　○福島　啓史郎（比　例）　　○藤井　　基之（比　例）

○保坂　　三蔵（東　京）　　○真島　　一男（新　潟）　　○真鍋　　賢二（香　川）

○舛添　　要一（比　例）　　　松谷　蒼一郎（長　崎）　　　松田　　岩夫（岐　阜）

○松村　　龍二（福　井）　　○松山　　政司（福　岡）　　○三浦　　一水（熊　本）

○溝手　　顕正（広　島）　　　宮崎　　秀樹（比　例）　　　森下　　博之（高　知）

　　　森田　　次夫（比　例）　　○森元　　恒雄（比　例）　　　森山　　　裕（鹿児島）

　　　矢野　　哲朗（栃　木）　　　山内　　俊夫（香　川）　　○山崎　　　力（青　森）



　山崎　　正昭（福　井）　　○山下　　英利（滋　賀）　　　山下　　善彦（静　岡）

○山本　　一太（群　馬）　　○吉田　　博美（長　野）　　　吉村　剛太郎（福　岡）

　若林　　正俊（長　野）　　　脇　　　雅史（比　例）

　　　　　　　　　　　　　【民主党・新緑風会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６0名）

　浅尾　慶一郎（神奈川）　　○朝日　　俊弘（比　例）　　○伊藤　　基隆（比　例）

○池口　　修次（比　例）　　今井　　　澄（比　例）　　○今泉　　　昭（千　葉）

○岩本　　　司（福　岡）　　　海野　　　徹（静　岡）　　　江田　　五月（岡　山）

　江本　　孟紀（比　例）　　○小川　　勝也（北海道）　　　小川　　敏夫（東　京）

○大塚　　耕平（愛　知）　　○大橋　　巨泉（比　例）　　○岡崎　トミ子（宮　城）

　勝木　健司（比　例）　　○神本　美恵子（比　例）　　川橋　　幸子（比　例）

　木俣　　佳丈（愛　知）　　　北澤　　俊美（長　野）　　　郡司　　　彰（茨　城）

○小林　　　元（茨　城）　　　小宮山　洋子（比　例）　　　輿石　　　東（山　梨）

　佐藤　　泰介（愛　知）　　○佐藤　　道夫（比　例）　　　佐藤　　雄平（福　島）

○齋藤　　勁（神奈川）　　　櫻井　　　充（宮　城）　　○榛葉　賀津也（静　岡）

○鈴木　　　寛（東　京）　　　高嶋　　良充（比　例）　　○高橋　　千秋（三　重）

○谷　　　博之（栃　木）　　　谷林　　正昭（富　山）　　　千葉　　景子（神奈川）

○辻　　　泰弘（兵　庫）　　○角田　　義一（群　馬）　　　内藤　　正光（比　例）

直嶋　　正行（比　例）　　○羽田　雄一郎（長　野）　　　長谷川　　清（比　例）

○平田　　健二（岐　阜）　　　広中　和歌子（千　葉）　　　福山　　哲郎（京　都）

　藤井　　俊男（埼　玉）　　○藤原　　正司（比　例）　　　堀　　　利和（比　例）

　本田　　良一（熊　本）　　○松井　　孝治（京　都）　　　円　　より子（比　例）

　峰崎　　直樹（北海道）　　　簗瀬　　　進（栃　木）　　　柳田　　　稔（広　島）

　山下　八洲夫（岐　阜）　　○山　　根　　隆治（埼　玉）　　○山本　　孝史（大　阪）

○和田　ひろ子（福　島）　　○若林　　秀樹（比　例）　　　藁科　　満治（比　例）

　　　　　　　　　　　　　　　【公　明　党】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24名)

　荒木　　清寛（比　例）　　○魚住　裕一郎（比　例）　　○加藤　　修一（比　例）

風間　　　昶（比　例）　　○草川　　昭三（比　例）　　○木庭　健太郎（比　例）

　沢　　たまき（比　例）　　○白浜　　一良（大　阪）　　○高野　　博師（埼　玉）

　続　　　訓弘（比　例）　　鶴岡　　　洋（比　例）　　○遠山　　清彦（比　例）

　浜田　卓二郎（埼　玉）　　　浜四津　敏子（東　京）　　　日笠　　勝之（比　例）

　弘友　　和夫（福　岡）　　○福本　　潤一（比　例）　　○松　　あきら（神奈川）

　森本　　晃司（比　例）　　○山口　那津男（東　京）　　　山下　　栄一（大　阪）

○山本　　香苗（比　例）　　○山本　　　保（愛　知）　　○渡辺　　孝男（比　例）

　　　　　　　　　　　　　　　【日本共産党】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20名）

○井上　　哲士（比　例）　　　井上　　美代（東　京）　　　池田　　幹幸（比　例）

　市田　　忠義（比　例）　　　岩佐　　恵美（比　例）　　○緒方　　靖夫（東　京）

　大沢　　辰美（兵　庫）　　○紙　　　智子（比　例）　　　小池　　　晃（比　例）



　　小泉　　親司（比　例）　　　大門　実紀史（比　例）　　　　富樫　　練三（埼　玉）

　　西山　登紀子（京　都）　　　畑野　　君枝（神奈川）　　　　八田　ひろ子（愛　知）

　　林　　紀子（比　例）　　　　○筆坂　　秀世（比　例）　　　宮本　　岳志（大　阪）

　　吉岡　　吉典（比　例）　　　○吉川　　春子（比　例）

　　　　　　　　　　　　【社会民主党・護憲連合】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（8名）

　大渕　　絹子（新　潟）　　　大脇　　雅子（比　例）　　○大田　　昌秀（比　例）

○田嶋　　陽子（比　例）　　　福島　　瑞穂（比　例）　　　渕上　　貞雄（比　例）

○又市　　征治（比　例）　　　山本　　正和（比　例）

　　　　　　　　　　　　　　　【自　　由　　党】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（8名）

○大江　　康弘（比　例）　　○田村　　秀昭（比　例）　　○西岡　　武夫（比　例）

　平野　　貞夫（比　例）　　○平野　　達男（岩　手）　　○広野　ただし（比　例）

○森　　ゆうこ（新　潟）　　　渡辺　　秀央（比　例）

　　　　　　　　　　　　　　　　【無所属の会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（6名）

　岩本　　荘太（石　川）　　　椎名　　素夫（岩　手）　　　田名部　匡省（青　森）

　高橋　紀世子（徳　島）　　　西川　きよし（大　阪）　　　松岡　満壽男（山　口）

　　　　　　　　　　　　　【各派に属しない議員】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（5名）

　井上　　　裕（千　葉）　　○柏村　　武昭（広　島）　　　島袋　　宗康（沖　縄）

　中村　　敦夫（東　京）　　　本岡　　昭次（兵　庫）



４議員の異動

　　　　第151回国会終了日（13.6.29)以降における議員の異動

○辞職

　水野　誠一君（無会・比例）　13. 7.10　辞職

○所属会派異動

　西川きよし君　　　13.　8.　2　無所属の会に入会

　本岡　昭次君　　　13. 8. 7　民主党・新緑風会を退会

○会派所属

―13. 8.　3自由民主党・保守党に入会―

　　阿部　正俊君（山　形）　　愛知　治郎君（宮　城）　　荒井　正吾君（奈　良）

　　有村　治子君（比　例）　 岩井　國臣君（比　例）　  魚住　汎英君（比　例）

　　小野　清子君（比　例）　　尾辻　秀久君（比　例）　　大仁田　厚君（比　例）

　　大野つや子君（岐　阜）　　太田　豊秋君（福　島）　　扇　　千景君（比　例）

　　加治屋義人君（鹿児島）　　狩野　　安君（茨　城）　　景山俊太郎君（島　根）

　　片山虎之助君（岡　山）　　金田　勝年君（秋　田）　　北岡　秀二君（徳　島）

　　沓掛　哲男君（石　川）　　国井　正幸君（栃　木）　　倉田　寛之君（千　葉）

　　小泉　顕雄君（比　例）　　小斉平敏文君（宮　崎）　　小林　　温君（神奈川）

　　後藤　博子君（大　分）　　高祖　憲治君（比　例）　　鴻池　祥肇君（兵　庫）

　　近藤　　剛君（比　例）　　佐藤　泰三君（埼　玉）　　桜井　　新君（比　例）

　　山東　昭子君（比　例）　　清水嘉与子君（比　例）　　陣内　孝雄君（佐　賀）

　　鈴木　政二君（愛　知）　　世耕　弘成君（和歌山）　　関谷　勝嗣君（愛　媛）

　　田浦　　直君（長　崎）　　田村　公平君（高　知）　　伊達　忠一君（北海道）

　　竹山　　裕君（静　岡）　　武見　敬三君（比　例）　　谷川　秀善君（大　阪）

　　段本　幸男君（比　例）　　常田　享詳君（鳥　取）　　中島　眞人君（山　梨）

　　中原　　爽君（比　例）　　西田　吉宏君（京　都）　　西銘順志郎君（沖　縄）

　　野上浩太郎君（富　山）　　橋本　聖子君（比　例）　　林　　芳正君（山　口）

　　福島啓史郎君（比　例）　 藤井　基之君　（比　例） 　保坂　三蔵君（東　京）

　　真島　一男君（新　潟）　　真鍋　賢二君（香　川）　　舛添　要一君（比　例）

　　松村　龍二君（福　井）　　松山　政司君（福　岡）　　三浦　一水君（熊　本）

　　溝手　顕正君（広　島）　 森元　恒雄君（比　例）　　山崎　　力君（青　森）

　　山下　英利君（滋　賀）　　山本　一太君（群　馬）　　吉田　博美君（長　野）

―13. 8. 3民主党・新緑風会に入会―

　　朝日　俊弘君（比　例）　伊藤　基隆君（比　例）　池口　修次君（比　例）

　　今泉　　昭君（千　葉）　　岩本　　司君（福　岡）　　小川　勝也君（北海道）

　　大塚　耕平君（愛　知）　　大橋　巨泉君（比　例）　　岡崎トミ子君（宮　城）

　　神本美恵子君（比　例）　　小林　　元君（茨　城）　　佐藤　道夫君（比　例）

　　齋藤　　勁君（神奈川）　　榛葉賀津也君（静　岡）　　鈴木　　寛君（東　京）

　　高橋　千秋君（三　重）　　谷　　博之君（栃　木）　　辻　　康弘君（兵　庫）

　　角田　義一君（群　馬）　　羽田雄一郎君（長　野）　　平田　健二君（岐　阜）



　　藤原　正司君（比　例）　　松井　孝治君（京　都）　　山根　隆治君（埼　玉）

　　山本　孝史君（ 大　阪）　　和田ひろ子君（福　島）　　若林　秀樹君（比　例）

―13. 8. 3公明党に入会―

　　魚住裕一郎君（比　例）　加藤　修一君（比　例）　草川　昭三君（比　例）

　　木庭健太郎君（比　例）　　白浜　一良君（大　阪）　　高野　博師君（埼　玉）

　　遠山　清彦君（比　例）　　福本　潤一君（比　例）　　松　あきら君（神奈川）

　　山口那津男君（東　京）　　山本　香苗君（比　例）　　山本　　保君（愛　知）

　　渡辺　孝男君（比　例）

―13. 8. 3日本共産党に入会―

　　　井上　哲士君（比　例）　　緒方　靖夫君（東　京）　　紙　　智子君（比　例）

　　筆坂　秀世君（比　例）　　吉川　春子君（比　例）

―13. 8. 3社会民主党・護憲連合に入会―

　　大田　昌秀君（比　例）　　田嶋　陽子君（比　例）　　又市　征治君（比　例）

―13. 8. 3自由党に入会―

　　大江　康弘君（比　例）　　田村　秀昭君　（比　例）　　西岡　武夫君（比　例）

　　平野　達男君（岩　手）　　広野ただし君（比　例）　　森　ゆうこ君（新　潟）

○会派解消

　「さきがけ環境会議」　　13. 7.22　議員1名となり解消

○会派解散

　「二院クラブ・自由連合」13. 8. 2　解散



５委員会及び調査会等委員一覧 (初回開会日現在)

【内閣委員会】
(21名)

委員長　江本　　孟紀（民主）

理事　宮崎　　秀樹（自保）

理　事　森田　　次夫（自保）

理　事　小宮山　洋子（民主）

理　事　吉川　　春子（共産）

　　　　愛知　　治郎（自保）

　　　　荒井　正吾（自保）

有村　治子（自保）

上野　　公成（自保）

中原　　爽（自保）

仲道　俊哉（自保）

山崎　　力（自保）

山崎　　正昭（自保）

鈴木　　　寛（民主）

円　　より子（民主）

簗瀬　　　進（民主）

白浜　　一良（公明）

山口　那津男（公明）

筆坂　　秀世（共産）

田嶋　　陽子（社民）

島袋　　宗康（無）

　　　　(13.8.8 現在）

【総務委員会】
(2 5名)

委員長　溝手　　顕正（自保）

理事　入澤　　肇（自保）

理事　岩城　　光英（自保）

理　事　浅尾　慶一郎（民主）

理　事　高橋　　千秋（民主）

　　　岩井　　國臣（自保）

　　　小野　清子（自保）

　　　大仁田　　厚（自保）

　　　加治屋　義人（自保）

景山　俊太郎（自保）

久世　　公堯（自保）

世耕　弘成（自保）

関谷　　勝嗣（自保）

常田　　享詳（自保）

輿石　　　東（民主）

高嶋　　良充（民主）

松井　　孝治(民主）

山根　　隆治（民主）

鶴岡　　　洋（公明）

弘友　　和夫（公明）

八田　ひろ子（共産）

宮本　　岳志（共産）

又市　　征治（社民）

渡辺　　秀央（自由）

松岡　満壽男（無会）

　　　　（13.8.8 現在）

【法務委員会】
(2 1名)

委員長　日笠　　勝之（公明）

理事　久野　恒一（自保）

理　事　江田　　五月（民主）

理　事　魚住　裕一郎（公明）

理　事　井上　　哲士（共産）

　　　　青木　幹雄（自保）

　　　　尾辻　　秀久（自保）

小泉　　顕雄（自保）

小斉平敏文（自保）

佐々木　知子（自保）

斎藤　　十朗（自保）

竹山　　裕（自保）

中川　　義雄（自保）

小川　　敏夫（民主）

千葉　　景子（民主）

角田　　義一（民主）

浜四津　敏子（公明）

福島　　瑞穂（社民）

平野　　貞夫（自由）

柏村　武昭（無）

本岡　　昭次（無）

　　　　　（13.8.8現在）

【外交防衛委員会】
(21名)

委員長　服部　三男雄（自保）

理　事　佐藤　　昭郎（自保）

理　事　海野　　　徹（民主）

理　事　高野　　博師（公明）

理　事　小泉　　親司（共産）

　　　　北岡　　秀二（自保）

　　　　小林　　　温（自保）

後藤　博子（自保）

高祖　　憲治（自保）

月原　　茂皓（自保）

森山　　裕（自保）

矢野　哲朗（自保）

山本　　一太（自保）

今井　　　澄（民主）

佐藤　　道夫（民主）

齋藤　　　勁（民主）

広中　和歌子（民主）

遠山　　清彦（公明）

吉岡　　吉典（共産）

大田　　昌秀（社民）

田村　　秀昭（自由）

　　　（13.8.8現在）



【財政金融委員会】
（25名)

委員長　伊藤　　基隆（民主）

理事林　　芳正（自保）

理　事　日出　　英輔（自保）

理　事　勝木　　健司（民主）

理　事　浜田　卓二郎（公明）

　　　　　上杉　　光弘（自保）

　　　　　河本　英典（自保）

　　　　　鴻池　祥肇（自保）

　　　　　近藤　　　剛（自保）

桜井　　新（自保）

清水　達雄（自保）

谷川　　秀善（自保）

野間　　赳（自保）

山下　　英利（自保）

若林　　正俊（自保）

大塚　　耕平（民主）

櫻井　　　充（民主）

辻　　　泰弘（民主）

峰崎　　直樹（民主）

風間　　　昶（公明）

池田　　幹幸（共産）

大門　実紀史（共産）

大渕　　絹子（社民）

平野　　達男（自由）

椎名　　素夫（無会）

　　　　（13.8.8 現在）

【文教科学委員会】

(2 1名)

委員長　市川　　一朗（自保）

理事　　亀井　　郁夫（自保）

理事松　村　龍二（自保）

理　事　佐藤　　泰介（民主）

理　事　松　　あきら（公明）

理　事　林　　　紀子（共産）

　　　　阿南　一成（自保）

有馬　　朗人（自保）

扇　　千景（自保）

佐藤　泰三（自保）

山東　　昭子（自保）

伊達　忠一（自保）

中曽根　弘文（自保）

岩本　　　司（民主）

神本　美恵子（民主）

小林　　　元（民主）

内藤　　正光（民主）

荒木　　清寛（公明）

畑野　　君枝（共産）

山本　　正和（社民）

西岡　　武夫（自由）

　　　　（13.8.8現在）

【厚生労働委員会】
(2 5名)

委員長　中島　　眞人（自保）

理事　　斉藤　滋宣（自保）

理　事　朝日　　俊弘（民主）

理　事　柳田　　　稔（民主）

理　事　沢　　たまき（公明）

　　　　阿部　正俊（自保）

　　　　大島　　慶久（自保）

　　　　狩野　　安（自保）

　　　　田浦　　　直（自保）

武見　敬三（自保）

段本　　幸男（自保）

鶴保　庸介（自保）

西銘　順志郎（自保）

野上　浩太郎（自保）

南野　知惠子（自保）

川橋　　幸子（民主）

木俣　　佳丈（民主）

谷　　　博之（民主）

長谷川　　清（民主）

山本　　　保（公明）

井上　　美代（共産）

小池　　　晃（共産）

大脇　　雅子（社民）

森　　ゆうこ（自由）

西川　きよし（無会）

　　　　（13.8.8現在）

【農林水産委員会】
(2 1名)

委員長　太田　　豊秋（自保）

理事岸　　宏一（自保）

理　事　三浦　　一水（自保）

理　事　森下　　博之（自保）

理　事　谷林　　正昭（民主）

理　事　紙　　　智子（共産）

　　　　井上　　吉夫（自保）

岩永　　浩美（自保）

大野　つや子（自保）

金田　　勝年（自保）

国井　　正幸（自保）

田中　　直紀（自保）

小川　　勝也（民主）

榛葉　賀津也（民主）

羽田　雄一郎（民主）

和田　ひろ子（民主）

山下　　栄一（公明）

渡辺　　孝男（公明）

市田　　忠義（共産）

岩本　　荘太（無会）

中村　敦夫（無）

　　　　（13.8.8現在）



【経済産業委員会】
(2 1名)

委員長　加藤　紀文（自保）

理事　保坂　　三蔵（自保）

理　事　山下　　善彦（自保）

理　事　平田　　健二（民主）

理　事　藤原　　正司（民主）

　　　　魚住　　汎英（自保）

　　　　加納　時男（自保）

倉田　　寛之（自保）

陣内　　孝雄（自保）

福島　啓史郎（自保）

松田　　岩夫（自保）

吉村　剛太郎（自保）

直嶋　　正行（民主）

本田　　良一（民主）

若林　　秀樹（民主）

藁科　　満治（民主）

草川　　昭三（公明）

木庭　健太郎（公明）

緒方　　靖夫（共産）

西山　登紀子（共産）

広野　ただし（自由）

　　　　（13.8.8現在）

【国土交通委員会】
(25名)

委員長　北澤　　俊美（民主）

理　事　野沢　　太三（自保）

理　事　山内　　俊夫（自保）

理　事　山下　八洲夫（民主）

理　事　森本　　晃司（公明）

　　　　泉　　信也（自保）

　　　　木村　　仁（自保）

　　　　坂野　　重信（自保）

　　　　鈴木　　政二（自保）

田村　　公平（自保）

藤井　基之（自保）

真島　　一男（自保）

舛添　要一（自保）

松谷　蒼一郎（自保）

脇　　雅史（自保）

池口　　修次（民主）

郡司　　　彰（民主）

佐藤　　雄平（民主）

山本　　孝史（民主）

続　　　訓弘（公明）

大沢　　辰美（共産）

富樫　　練三（共産）

渕上　　貞雄（社民）

大江　　康弘（自由）

田名部　匡省（無会）

　　　　（13.8.8現在）

【環境委員会】
(2 1名)

委員長　今泉　　　昭（民主）

理　事　清水　嘉与子（自保）

理　事　福山　　哲郎（民主）

理　事　藤井　　俊男（民主）

　　　　片山　虎之助（自保）

　　　　沓掛　　哲男（自保）

　　　　西田　　吉宏（自保）

橋本　　聖子（自保）

真鍋　　賢二（自保）

松山　　政司（自保）

森元　恒雄（自保）

吉田　　博美（自保）

大橋　　巨泉（民主）

岡崎　トミ子（民主）

堀　　　利和（民主）

加藤　　修一（公明）

福本　　潤一（公明）

山本　　香苗（公明）

岩佐　　恵美（共産）

高橋　紀世子（無会）

井上　　裕（無）

　　　(13.8.8 現在）

【国家基本政策委員会】
(２０名)

委員長　角田　　義一（民主）

理　事　河本　　英典（自保）

理事　矢野　　哲朗（自保）

理　事　藁科　　満治（民主）

理　事　木庭　健太郎（公明）

　　　　金田　　勝年（自保）

　　　　亀井　　郁夫（自保）

北岡　　秀二（自保）

佐藤　　泰三（自保）鈴

鈴木　　政二（自保）

西田　　吉宏（自保）

三浦　　一水（自保）

勝木　　健司（民主）

北澤　　俊美（民主）

直嶋　　正行（民主）

森本　　晃司（公明）

富樫　　練三（共産）

筆坂　　秀世（共産）

大渕　　絹子（社民）

西岡　　武夫（自由）

　　　（13.8.8現在）



【予算委員会】
(45名)

委員長　真鍋　　賢二（自保）

理　事　佐々木　知子（自保）

理　事　常田　　享詳（自保）

理　事　吉村　剛太郎（自保）

理　事　齋藤　　　勁（民主）

理　事　高嶋　　良充（民主）

理　事　弘友　　和夫（公明）

理　事　小池　　　晃（共産）

　　　　愛知　　治郎（自保）

　　　　荒井　　正吾（自保）

　　　　有馬　　朗人（自保）

　　　　有村　　治子（自保）

　　　　入澤　　肇（自保）

　　　　岩城　　光英（自保）

　　　　小野　清子（自保）

木村　　　仁（自保）

岸　　　宏一（自保）

佐藤　　昭郎（自保）

斉藤　滋宣（自保）

陣内　孝雄（自保）

野沢　　太三（自保）

南野　知惠子（自保）

日出　英輔（自保）

保坂　　三蔵（自保）

松谷　蒼一郎（自保）

松村　龍二（自保）

江田　　五月（民主）

小川　　敏夫（民主）

木俣　　佳丈（民主）

櫻井　　　充（民主）

内藤　　正光（民主）

藤原　　正司（民主）

堀　　　利和（民主）

峰崎　　直樹（民主）

柳田　　　稔（民主）

遠山　　清彦（公明）

浜田　卓二郎（公明）

山口　那津男（公明）

紙　　　智子（共産）

大門　実紀史（共産）

宮本　　岳志（共産）

福島　　瑞穂（社民）

平野　　貞夫（自由）

平野　　達男（自由）

松岡　　滿壽男（無会）

　　　　（13.8.8現在）

【決算委員会】
(３０名)

委員長　谷川　　秀善（自保）

理事　大島　　慶久（自保）

理事加納　時男（自保）

理事狩野　　安（自保）

理　事　今井　　　澄（民主）

理　事　川橋　　幸子（民主）

理　事　八田　ひろ子（共産）

　　　　大仁田　　厚（自保）

　　　　大野　つや子（自保）

　　　　加治屋　義人（自保）

久野　恒一（自保）

小泉　顕雄（自保）

鴻池　祥肇（自保）

清水　嘉与子（自保）

月原　　茂皓（自保）

林　　芳正（自保）

山崎　　力（自保）

朝日　　俊弘（民主）

池口　　修次（民主）

神本　美恵子（民主）

小林　　　元（民主）

佐藤　　泰介（民主）

佐藤　　雄平（民主）

魚住　裕一郎（公明）

草川　　昭三（公明）

福本　　潤一（公明）

大沢　　辰美（共産）

田嶋　　陽子（社民）

広野　ただし（自由）

岩本　　荘太（無会）

　　　　（13.8.8現在）

【行政監視委員会】
(３０名)

委員長　続　　　訓弘（公明）

理事阿南　一成（自保）

理事脇　　雅史（自保）

理　事　千葉　　景子（民主）

理事　本田　　良一（民主）

理事　荒木　　清寛（公明）

　　　阿部　正俊（自保）

　　　小斉平敏文（自保）

　　　小林　　温（自保）

　　　後藤　博子（自保）

高祖　　憲治（自保）

近藤　　　剛（自保）

桜井　　新（自保）

山東　　昭子（自保）

田村　　公平（自保）

武見　　敬三（自保）

宮崎　秀樹（自保）

山内　　俊夫（自保）

浅尾　慶一郎（民主）

岩本　　　司（民主）

大塚　　耕平（民主）

小宮山　洋子（民主）

谷　　　博之（民主）

山下　八洲夫（民主）

風間　　　昶（公明）

岩佐　　恵美（共産）

西山　登紀子（共産）

又市　　征治（社民）

渡辺　　秀央（自由）

田名部　匡省（無会）

　　　　（13. 8. 8現在）



【議院運営委員会】
(25名)

委員長　山崎　　正昭（自保）

理事　岩永　　浩美（自保）

理事　清水　達雄（自保）

理事森山　　裕（自保）

理　事　郡司　　　彰（民主）

理　事　簗瀬　　　進（民主）

理　事　山下　　栄一（公明）

理　事　畑野　　君枝（共産）

　　　　世耕　弘成（自保）

伊達　忠一（自保）

段本　　幸男（自保）

鶴保　庸介（自保）

野間　　赳（自保）

森下　博之（自保）

森田　　次夫（自保）

山下　　英利（自保）

山下　　善彦（自保）

海野　　　徹（民主）

谷林　　正昭（民主）

長谷川　　清（民主）

福山　　哲郎（民主）

藤井　　俊男（民主）

沢　　たまき（公明）

渡辺　　孝男（公明）

池田　　幹幸（共産）

　　　　(13.8.7現在）

〔庶務関係小委員会〕
(1 5名)

小委員長野間　　赳（自保）

　　　　岩永　浩美（自保）

　　　　清水　達雄（自保）

　　　　世耕　　弘成（自保）

　　　　伊達　忠一（自保）

鶴保　庸介（自保）

森下　博之（自保）

森山　　裕（自保）

郡司　　　彰（民主）

長谷川　　清（民主）

福山　　哲郎(民主）簗

瀬　　　進（民主）

山下　　栄一（公明）

渡辺　　孝男（公明）

畑野　　君枝（共産）

　　　　（13.8.9 現在）

〔図書館運営小委員会〕
(1 5名)

小委員長長谷川　　清（民主）

　　　　岩永　　浩美（自保）

　　　　清水　達雄（自保）

　　　　段本　　幸男（自保）

　　　　鶴保　庸介（自保）

森田　　次夫（自保）

森山　　裕（自保）

山下　　英利（自保）

山下　善彦（自保）

郡司　　　彰（民主）

福山　　哲郎（民主）簗

瀬　　　進（民主）

沢　　たまき（公明）

山下　　栄一（公明）

畑野　　君枝（共産）

　　　　（13.8.9 現在）

【懲罰委員会】
(10名)

委員長　吉岡　　吉典（共産）

理事　尾辻　秀久（自保）

理　事　岡崎　トミ子（民主）

　　　　青木　幹雄（自保）

扇　　千景（自保）

倉田　　寛之（自保）

竹山　　裕（自保）

中曽根　弘文（自保）

小川　　勝也（民主）

白浜　　一良（公明）

　　　　（13.8.8現在）

【災害対策特別委員会】
(２０名)

委員長　白浜　　一良（公明）

理　事　松谷　蒼一郎（自保）

理　事　森下　　博之（自保）

理　事　木俣　　佳丈（民主）

理　事　加藤　　修一（公明）

　　　　加納　時男（自保）

　　　　金田　勝年（自保）

岸　　宏一（自保）

常田　　享詳（自保）

鶴保　庸介（自保）

西銘　順志郎（自保）

三浦　　一水（自保）

齋藤　　　勁（民主）

谷林　　正昭（民主）

辻　　　泰弘（民主）

堀　　　利和（民主）

大沢　　辰美（共産）

大門　実紀史（共産）

渕上　　貞雄（社民）

大江　　康弘（自由）

　　　　（13.8.7現在）



【沖縄及び北方問題に関する特別委員会】
(２０名)

委員長　沓掛　　哲男（自保）

理事　森田　　次夫（自保）

理　事　広中　和歌子（民主）

理　事　福本　　潤一（公明）

　　　　月原　　茂皓（自保）

　　　　中川　　義雄（自保）

　　　　西田　　吉宏（自保）

野上　浩太郎（自保）

橋本　聖子（自保）

福島　啓史郎（自保）

藤井　基之（自保）

岩本　　　司（民主）

神本　美恵子（民主）

郡司　　　彰（民主）

佐藤　　泰介（民主）

風間　　　昶（公明）

紙　　　智子（共産）

小泉　　親司（共産）

大田　　昌秀（社民）

田村　　秀昭（自由）

　　　(13.8.7現在）

【国会等の移転に関する特別委員会】
（20名)

委員長　輿石　　　東（民主）

理事　有馬　朗人（自保）

理　事　長谷川　　清（民主）

理事　渡辺　　孝男（公明）

　　　尾辻　秀久（自保）

　　　久野　恒一（自保）

　　　国井　　正幸（自保）

　鈴木　政二（自保）

　保坂　三蔵（自保）

　真島　　一男（自保）

舛添　　要一（自保）

　山下　　英利（自保）

　山下　　善彦（自保）

　江本　　孟紀（民主）

平田　　健二（民主）

福山　　哲郎（民主）

遠山　　清彦（公明）

弘友　　和夫（公明）

井上　　美代（共産）

椎名　　素夫（無会）

　　　　（13.8.7現在）

【金融問題及び経済活性化に関する特別委員会】

(2 5名)

委員長　久世　　公堯（自保）

理事　河本　英典（自保）

理事　山内　　俊夫（自保）

理　事　櫻井　　　充（民主）

理　事　木庭　健太郎（公明）

　　　　岩城　　光英（自保）

　　　　狩野　　安（自保）

　　　　佐藤　　昭郎（自保）

　　　　中曽根　弘文（自保）

野沢　　太三（自保）

日出　　英輔（自保）

松山　　政司（自保）

森元　恒雄（自保）

吉田　　博美（自保）

浅尾　慶一郎（民主）

海野　　　徹（民主）

千葉　　景子（民主）

本田　　良一（民主）

峰崎　　直樹（民主）

日笠　　勝之（公明）

池田　　幹幸（共産）

小池　　　晃（共産）

大脇　　雅子（社民）

平野　　達男（自由）

岩本　　荘太（無会）

　　　　（13.8.7現在）

【政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会】

　　　　　　　　　　（3 5名）
委員長　倉田　　寛之（自保）

理事　野間　　赳（自保）

理事　矢野　　哲朗（自保）

理　事　佐藤　　雄平（民主）

理　事　山下　八洲夫（民主）

理　事　森本　　晃司（公明）

　　　　阿南　一成（自保）

　　　　愛知　　治郎（自保）

　　　　荒井　　正吾（自保）

　　　　泉　　信也（自保）

　　　　入澤　　　肇（自保）

　　　　亀井　　郁夫（自保）

木村　　　仁（自保）

佐々木　知子（自保）

斉藤　滋宣（自保）

仲道　俊哉（自保）

林　　芳正（自保）

宮崎　秀樹（自保）

吉村　剛太郎（自保）

脇　　雅史（自保）

池口　　修次（民主）

榛葉　賀津也（民主）

鈴木　　　寛（民主）

高嶋　　良充（民主）

羽田　雄一郎（民主）

柳田　　　稔（民主）

山本　　孝史（民主）

遠山　　清彦（公明）

弘友　　和夫（公明）

井上　　哲士（共産）

池田　　幹幸（共産）

八田　ひろ子（共産）

又市　　征治（社民）

広野　ただし（自由）

松岡　満壽男（無会）

　　　　(13.8.7現在）



【国際問題に関する調査会】

　　　　　（25名）
会長　関谷　　勝嗣（自保）

理事　佐々木　知子（自保）

理事　山本　　一太（自保）

理事　今井　　　澄（民主）

理　事　高野　　博師（公明）

理　事　緒方　　靖夫（共産）

　　　有村　治子（自保）

　　　泉　　信也（自保）

　　　入澤　　肇（自保）

大仁田　　厚（自保）

亀井　郁夫（自保）

田中　　直紀（自保）

松谷　蒼一郎（自保）

山内　　俊夫（自保）

山下　　善彦（自保）

木俣　　佳丈（民主）

佐藤　　雄平（民主）

広中　和歌子（民主）

本田　　良一（民主）

柳田　　　稔（民主）

山根　　隆治（民主）

沢　　たまき（公明）

井上　　哲士（共産）

大田　　昌秀（社民）

田村　　秀昭（自由）

　　　　（13.8.7現在）

【国民生活・経済に関する調査会】

　　　　　　　(2 5名）
会　長　直嶋　　正行（民主）

理事　中原　　爽（自保）

理　事　内藤　　正光（民主）

理事　山本　　保（公明）

理事　西山　登紀子（共産）

　　　魚住　　汎英（自保）

　　　加治屋義人（自保）

　　　加納　時男（自保）

　　　岸　　宏一（自保）

久世　公堯(自保）

久野　恒一（自保）

小泉　顕雄（自保）

佐藤　　昭郎（自保）

斉藤　滋宣（自保）

日出　　英輔（自保）

吉村　剛太郎（自保）

勝木　　健司（民主）

佐藤　　泰介（民主）

辻　　　泰弘（民主）

藁科　　満治（民主）

松　　あきら（公明）

畑野　　君枝（共産）

山本　　正和（社民）

森　　ゆうこ（自由）

松岡　滿壽男（無会）

　　　　（13.8.7現在）

【共生社会に関する調査会】

　　　　　（2 5名）
会長小野　清子（自保）

理事　有馬　　朗人（自保）

理　事　橋本　　聖子（自保）

理　事　小宮山　洋子（民主）

理　事　渡辺　　孝男（公明）

理　事　吉川　　春子（共産）

　　　　阿部　　正俊（自保）

　　　大島　　慶久（自保）

　　　　小斉平　敏文（自保）

小林　　温（自保）

竹山　　裕（自保）

鶴保　庸介（自保）

仲道　俊哉（自保）

南野　知惠子（自保）

森下　博之（自保）

岡崎　トミ子（民主）

郡司　　　彰（民主）

高橋　　千秋（民主）

谷林　　正昭（民主）

千葉　　景子（民主）

山口　那津男（公明）

山本　　香苗（公明）

林　　　紀子（共産）

田嶋　　陽子（社民）

高橋　紀世子（無会）

　　　　（13.8.7現在）



【憲法調査会】

　　（45名）
会　長　上杉　　光弘（自保）

幹事　武見　敬三（自保）

幹　事　野沢　　太三（自保）

幹事　野間　　赳（自保）

幹　事　江田　　五月（民主）

幹　事　堀　　　利和（民主）

幹　事　山下　　栄一（公明）

幹　事　小泉　　親司（共産）

　　　　阿南　　一成（自保）

　　　　岩城　　光英（自保）

　　　　扇　　千景（自保）

　　　　木村　　　仁（自保）

　　　　北岡　秀二（自保）

　　　　久世　　公堯（自保）

　　　　後藤　博子（自保）

高祖　　憲治（自保）

近藤　　　剛（自保）

桜井　　新（自保）

陣内　　孝雄（自保）

世耕　弘成（自保）

中川　　義雄（自保）

中曽根　弘文（自保）

服部　三男雄（自保）

松村　龍二（自保）

森田　　次夫（自保）

脇　　雅史（自保）

小川　　敏夫（民主）

大塚　　耕平（民主）

神本　美恵子（民主）

川橋　　幸子（民主）

北澤　　俊美（民主）

鈴木　　　寛（民主）

直嶋　　正行（民主）

松井　　孝治（民主）簗

瀬　　　進（民主）

魚住　裕一郎（公明）

高野　　博師（公明）

山口　那津男（公明）

宮本　　岳志（共産）

吉岡　　吉典（共産）

吉川　　春子（共産）

大脇　　雅子（社民）

福島　　瑞穂（社民）

平野　　貞夫（自由）

椎名　　素夫（無会）

　　　　（13.8.7現在）

【政治倫理審査会】

　　　（1 5名）
会長　中曽根　弘文（自保）

幹　事　上杉　　光弘（自保）

幹事　大島　　慶久（自保）

幹　事　北澤　　俊美（民主）

　　　　鴻池　祥肇（自保）

清水　嘉与子（自保）

竹山　　裕（自保）

野沢　太三（自保）

吉村　剛太郎（自保）

小川　　勝也（民主）

輿石　　　東（民主）

角田　　義一（民主）

鶴岡　　　洋（公明）

浜四津　敏子（公明）

吉岡　　吉典（共産）

　　　　（13.8.7 現在）



本会議審議経過

○平成13年8月7日（火）

　開会　午前10時１分

　日程第１　議席の指定

　　議長は、議員の議席を指定した。

　事務総長は、国会法第７条の規定により、暫時、議長の職務を行うことを宣告した。

　日程第２　議長辞任の件

　　本件は、これを許可することに決した。

　議長の選挙

　　本選挙は、無名投票の結果（投票総数247、過半数124）、井上裕君が240票をもって当

　　選した。

　　事務総長は、議長井上裕君を議院に紹介した。

　　議長井上裕君は、就任の挨拶をした。

　日程第３　副議長の選挙

　　本選挙は、無名投票の結果（投票総数246、過半数124）、本岡昭次君が238票をもって

　　当選した。

　　議長は、副議長本岡昭次君を議院に紹介した。

　　副議長本岡昭次君は、就任の挨拶をした。

　　佐藤泰三君は、議長及び副議長に対し祝辞を述べた。

　日程第４　常任委員の選任

　　議長は、本院規則第30条の規定により各常任委員を指名した。

　日程第５　常任委員長の選挙

　　本選挙は、その手続を省略して議長の指名によることに決し、議長は、次のとおり各

　　常任委員長を指名した。

　　　　　　　内閣委員長　　　　　　江本　　孟紀君

　　　　　　　総務委員長　　　　　　溝手　　顕正君

　　　　　　　法務委員長　　　　　　日笠　　勝之君

　　　　　　　外交防衛委員長　　　　服部　三男雄君

　　　　　　　財政金融委員長　　　　伊藤　　基隆

　　　　　　　文教科学委員長　　　　市川　　一朗君

　　　　　　　厚生労働委員長　　　　中島　　眞人君

　　　　　　　農林水産委員長　　　　太田　　豊秋君

　　　　　　　経済産業委員長　　　　加藤　　紀文君

　　　　　　　国土交通委員長　　　　北澤　　俊美君

　　　　　　　環境委員長　　　　　　今泉　　　昭君

　　　　　　　国家基本政策委員長　　角田　　義一君

　　　　　　　予算委員長　　　　　　真鍋　　賢二君

　　　　　　　決算委員長　　　　　　谷川　　秀善君

　　　　　　　行政監視委員長　　　　続　　　訓弘君



　　　　　　議院運営委員長　　　　山崎　　正昭君

　　　　　　懲罰委員長　　　　　　吉岡　　吉典君

特別委員会設置の件

　本件は、議長発議により、

　災害に関する諸問題を調査しその対策樹立に資するため委員20名から成る災害対策特

　別委員会、

　沖縄及び北方問題に関する対策樹立に資するため委員20名から成る沖縄及び北方問題

　に関する特別委員会、

　金融問題及び経済活性化に関する調査のため委員25名から成る金融問題及び経済活性

　化に関する特別委員会、

　政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査のため委員35名から成る政治倫理の確立及

　び選挙制度に関する特別委員会を設置することに全会一致をもって決し、

　国会等の移転に関する調査のため委員20名から成る国会等の移転に関する特別委員会

　を設置することに決し、

　議長は、特別委員を指名した。

調査会設置の件

　本件は、議長発議により、

国際問題に関し長期的かつ総合的な調査を行うため委員25名から成る国際問題に関す

　る調査会、

　国民生活・経済に関し長期的かつ総合的な調査を行うため委員25名から成る国民生

　活・経済に関する調査会、

　共生社会に関し長期的かつ総合的な調査を行うため委員25名から成る共生社会に関す

　る調査会を設置することに全会一致をもって決し、

　議長は、調査会委員を指名した。

日程第６　憲法調査会委員の選任

　議長は、参議院憲法調査会規程第４条の規定により憲法調査会委員を指名した。

日程第７　政治倫理審査会委員の選任

　議長は、参議院政治倫理審査会規程第７条の規定により政治倫理審査会委員を指名し

　た。

休憩　午前11時３分

再開　午後１時１分

日程第８　会期の件

　本件は、全会一致をもって4 日間とすることに決した。

永年在職議員表彰の件

　本件は、議長発議により、国会議員として在職24年に達した前議員岩崎純三君、松前

　達郎君、橋本敦君、久保亘君、矢田部理君を院議をもって表彰することに決した。

散会　午後１時３分



○平成13年８月９日（木）

　開会　午前10時１分

　日程第１　裁判官弾劾裁判所裁判員、裁判官訴追委員及び同予備員辞任の件

　　本件は、裁判官弾劾裁判所裁判員千葉景子君、裁判官訴追委員山本正和君、同予備員

　　小泉親司君、大脇雅子君の辞任を許可することに決した。

　日程第２　裁判官弾劾裁判所裁判員等各種委員の選挙

　　本選挙は、その手続を省略して議長の指名によること及び裁判官弾劾裁判所裁判員予

　　備員、裁判官訴追委員予備員、皇室会議予備議員、皇室経済会議予備議員の職務を行

　　う順序は議長に一任することに決し、議長は、

　　裁判官弾劾裁判所裁判員に清水嘉与子君、陣内孝雄君、吉川春子君、

　　同予備員に大野つや子君（第２順位）、魚住裕一郎君（第３順位）、

　　裁判官訴追委員に鴻池祥肇君、荒木清寛君、井上哲士君、

　　同予備員に久野恒一君、佐藤道夫君、山口那津男君、

　　皇室会議予備議員に竹山裕君（第１順位）、海野徹君（第２順位）、

　　皇室経済会議予備議員に桜井新君（第１順位）、郡司彰君（第２順位）を指名した。

　　また、裁判官訴追委員予備員の職務を行う順序は、久野恒一君を第２順位とし、佐藤

　　道夫君を第３順位とし、山口那津男君を第４順位とし、第４順位の大沢辰美君を第５

　　順位とした。

　委員会及び調査会の審査及び調査を閉会中も継続するの件

　　本件は、次の案件について委員会及び調査会の審査及び調査を閉会中も継続すること

　　に決した。

　　内閣委員会

　　　一、内閣の重要政策及び警察等に関する調査

　　総務委員会

　　　一、行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に

　　　　　関する調査

　　法務委員会

　　　一、法務及び司法行政等に関する調査

　　外交防衛委員会

　　　一、外交、防衛等に関する調査

　　財政金融委員会

　　　一、財政及び金融等に関する調査

　　文教科学委員会

　　　一、教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査

　　厚生労働委員会

　　　一、社会保障及び労働問題等に関する調査

　農林水産委員会

　　　一、農林水産に関する調査



　経済産業委員会

　　一、経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査

　国土交通委員会

　　一、国土の整備、交通政策の推進等に関する調査

　環境委員会

　　一、環境及び公害問題に関する調査

　予算委員会

　　一、予算の執行状況に関する調査

　決算委員会

　　一、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査

　行政監視委員会

　　一、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査

　議院運営委員会

　　一、議院及び国立国会図書館の運営に関する件

　災害対策特別委員会

　　一、災害対策樹立に関する調査

　沖縄及び北方問題に関する特別委員会

　　一、沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査

　国会等の移転に関する特別委員会

　　一、国会等の移転に関する調査

　金融問題及び経済活性化に関する特別委員会

　　一、金融問題及び経済活性化に関する調査

　政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

　　一、政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査

　国際問題に関する調査会

　　一、国際問題に関する調査

　国民生活・経済に関する調査会

　　一、国民生活・経済に関する調査

　共生社会に関する調査会

　　一、共生社会に関する調査

事務総長辞任の件

　本件は、これを許可することに決した。

事務総長の選挙

　本選挙は、その手続を省略して議長の指名によることに決し、議長は川村良典君を指

　名した。

散会　午前10時８分



１委員会審議経過

【内閣委員会】

○平成13年８月８日（水）（第１回）

　○理事を選任した。

　○内閣の重要政策及び警察等に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定し

　　た。

【総務委員会】

○平成13年８月８日（水）（第１回）

　○理事を選任した。

　○行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する

　　調査を行うことを決定した。

　○政府参考人の出席を求めることを決定した。

　○一般職の職員の給与についての報告及び給与の改定についての勧告等に関する件につ

　　いて政府参考人から説明を聴いた。

　○行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する

　　調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

　　　　　　　　　　　　　【法務委員会】

○平成13年８月８日（水）（第１回）

　○理事を選任した。

　○法務及び司法行政等に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

　○閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。

　　　　　　　　　　　　【外交防衛委員会】

○平成13年８月８日（水）（第１回）

　○理事を選任した。

　○外交、防衛等に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

【財政金融委員会】

○平成13年８月８日（水）（第１回）

　○理事を選任した。

　○財政及び金融等に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。



　　　　　　　　　　　　　【文教科学委員会】

○平成13年８月８日（水）（第１回）　　　　

　○理事を選任した。

　○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査の継続調査要求書を提出する

　　ことを決定した。

　　　　　　　　　　　　　【厚生労働委員会】

○平成13年８月８日（水）（第１回）

　○理事を選任した。

　○社会保障及び労働問題等に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

　　　　　　　　　　　　　【農林水産委員会】

○平成13年８月８日（水）（第１回）

　○理事を選任した。

　○農林水産に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

　○閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。

　　　　　　　　　　　　　【経済産業委員会】

○平成13年８月８日（水）（第１回）

　○理事を選任した。

　○経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査の継続調査要求書を提出することを決

　　定した。

　○閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。

　　　　　　　　　　　　　【国土交通委員会】

○平成13年８月８日（水）（第１回）　

　○理事を選任した。

　○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定

　　した。

　○閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。



　　　　　　　　　　　　【環境委員会】

○平成13年８月８日（水）(第１回）

　○理事を選任した。

　○環境及び公害問題に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

【国家基本政策委員会】

○平成13年８月８日（水）（第１回）

　○理事を選任した。

　　　　　　　　　　　　　【予算委員会】

○平成13年８月８日（水）（第１回）

　○理事を選任した。

　○予算の執行状況に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

　○閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。

【決算委員会】

○平成13年８月８日（水）（第１回）

　○理事を選任した。

　○国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査の継続調査要求書を提出することを

　　決定した。

　○閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。

　　　　　　　　　　　　【行政監視委員会】

○平成13年８月８日（水）（第１回）

　○理事を選任した。

　○行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査の継続調査要求書を提出する

　　ことを決定した。



　　　　　　　　　　　　　【議院運営委員会】

○平成13年８月７日（火）（第１回）

　一、理事を選任した。

　一、次の構成により庶務関係小委員会及び図書館運営小委員会を設置することを決定し

　　　た後、それぞれ小委員及び小委員長を選任した。

　　　　自由民主党・保守党８人、民主党・新緑風会４人、公明党２人及び日本共産党１

　　　　人　計15人

　　　　なお、各小委員の変更の件については、委員長に一任することに決定した。

　一、会期を４日間とすることに決定した。

　一、国会議員として24年以上在職し、任期満了により退職した後再び国会議員とならな

　　　い前議員岩崎純三君、久保亘君、松前達郎君、橋本敦君及び矢田部理君を院議をもっ

　　　て表彰することに決定した。

　一、さきがけを立法事務費の交付を受ける会派と認定した。

　一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成13年８月９日（木）（第２回）

　一、裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員、裁判官訴追委員、同予備員、皇室会議予備議

　　　員及び皇室経済会議予備議員の選任について決定した。

　一、島袋宗康政経研究会を立法事務費の交付を受ける会派と認定した。

　一、議院及び国立国会図書館の運営に関する件の継続審査要求書を提出することに決定

　　　した。

　一、閉会中における本委員会所管事項の取扱いについてはその処理を委員長に、小委員

　　　会所管事項の取扱いについてはその処理を小委員長にそれぞれ一任することに決定

　　　した。

　一、事務総長の辞任及びその補欠選任について決定した。

　一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

　　　　　　　　　　　　　　【庶務関係小委員会】

○平成13年８月９日（木）（第１回）

　○平成14年度参議院予算に関する件について協議を行った。

　　　　　　　　　　　　　【図書館運営小委員会】

○平成13年８月９日（木）（第１回）

　○平成14年度国立国会図書館予算に関する件について協議を行った。

【懲罰委員会】

○平成13年８月８日（水）（第１回）

　○理事を選任した。



　　　　　　　　　　　　【災害対策特別委員会】

　○平成13年８月７日（火）（第１回）

　　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成13年８月８日（水）（第２回）

　　○災害対策樹立に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

　　○閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。

【沖縄及び北方問題に関する特別委員会】

○平成13年８月７日（火）（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成13年８月８日（水）（第２回）

　○沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査の継続調査要求書を提出すること

　　を決定した。

　○閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。

【国会等の移転に関する特別委員会】

○平成13年８月７日（火）（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成13年８月８日（水）（第２回）

　○国会等の移転に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

　○閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。

　　　　　　　【金融問題及び経済活性化に関する特別委員会】

○平成13年８月７日（火）（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成13年８月８日（水）（第２回）

　○金融問題及び経済活性化に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

【政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会】

○平成13年８月７日（火）（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成13年８月８日（水）（第２回）

　○政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定し

　　た。
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律案

衆
2.20

　　8.7

厚生労働
継続審査

○第151回国会衆本会議趣旨説明

151
回
60

銀行法等の一部を改正する法律案 衆

3. 6
　8. 7

財務金融　継続審査

○第151回国会衆本会議趣旨説明

151

回

64

地方自治法等の一部を改正する法律案 衆
3. 9

8. 7
総務

継続審査

○第151回国会衆本会議趣旨説明

151

回

65

地方公共団体の特定の事務の郵政官署における
取扱いに関する法律案

衆 3. 9
8. 7

総務　　継続審査

151

回

74

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する
法律案

衆 3.16
8. 7

総務　　継続審査

151
回
90

個人情報の保護に関する法律案 衆 3.27
8. 7

内閣
継続審査



・衆議院議員提出法律案（36件）

番

号
件　　　名

　提出者

(提出月日)

予備

送付

本院

への

提出

参議院 衆議院

委員会

付託

委員会

議決

本会議

議決

委員会

付託

委員会

議決

本会議

議決

148

回

１

永住外国人に対する地方公共団体の

議会の議員及び長の選挙権等の付与

に関する法律案

冬柴　鐵三君

　　　外1名

　　(12.7.5)

13.

8. 7

倫理

選挙

継続審査

148

回

２

永住外国人に対する地方公共団体の

議会の議員及び長の選挙権等の付与

に関する法律案

北橋　健治君

　　　外6名

　　(12.7.5)

8. 7

倫理

選挙

継続審査

150

回

18

国立国会図書館法の一部を改正する

法律案

鳩山由紀夫君

　　　外5名

　(12.11.20)

8. 7

議院

運営

継続審査

150

回

19

被災者生活再建支援法の一部を改正

する法律案

前原　誠司君

　　   外２名

　(12.11.20)

8. 7

災害

対策

継続審査

150

回

20

災害弔慰金の支給等に関する法律の

一部を改正する法律案

前原　誠司君

　　　外2名

　(12.11.20)

8. 7

災害

対策

継続審査

151

回

６

犯罪被害者基本法案

細川　律夫君

　　　外４名

　(13.3.13)

8. 7

内閣
継続審査

151

回

13

医薬品副作用被害救済・研究振興調

査機構法の一部を改正する法律案

中川　智子君

　　　外８名

　　(13.3.30)

8. 7

厚生

労働

継続審査

151

回

17

建築物における衛生的環境の確保に

関する法律の一部を改正する法律案

熊代　昭彦君

　　　外４名

　　(13.4.6)

8. 7

厚生

労働

継続審査

151

回

20

農業経営再建特別措置法案

小平　忠正君

　　　外２名

　　(13.4.12)

8. 7

農林

水産

継続審査

151

回

23

民法の一部を改正する法律案

枝野　幸男君

　　　外７名

　　(13.5.8)

8. 7

法務
継続審査

151

回

25

公職選挙法の一部を改正する法律案

中野　寛成君

　　　外15名

　　(13.5.18)

8. 7

倫理

選挙

継続審査

151

回

31

商法及び株式会社の監査等に関する

商法の特例に関する法律の一部を改

正する法律案

太田　誠一君

　　　外4名

　　(13.5.30)

8. 7

法務
継続審査

151

回

32

商法及び株式会社の監査等に関する

商法の特例に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係法律の

整備に関する法律案

太田　誠一君

　　　外4名

　　(13.5.30)

8. 7

法務
継続審査



番

号
件　　　名

　提出者

(提出月日)

予備

送付

本院

への

提出

参議院 衆議院

委員会

付託

委員会

議決

本会議

議決

委員会

付託

委員会

議決

本会議

議決

151

回

33

証券取引委員会設置法案

海江田万里君

　　外10名

　(13.6.4)

13.

8. 7

財務　

金融

継続審査

151

回

36

公共事業基本法案

前原　誠司君

　　　外1名

　　(13.6.5)

8. 7

国土

交通

継続審査

151

回

37

公共事業関係費の量的縮減に関する

臨時措置法案

前原　誠司君

　　　外1名

　　(13.6.5)

8. 7

国土

交通

継続審査

151

回

38

公共事業一括交付金法案

前原　誠司君

　　　外１名

　　(13.6.5)

8. 7

国土

交通

継続審査

151

回

39

ダム事業の抜本的な見直し及び治水

のための森林の整備の推進等のため

の緊急措置法案

前原　誠司君

　　　外1名

　　(13.6.5)

8. 7

国土

交通

継続審査

151

回

40

国会法の一部を改正する法律案

前原　誠司君

　　　外１名

　　(13.6.5)

8. 7

議院

運営

継続審査

151
回

41

育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法

律の一部を改正する法律案

山花　郁夫君

　　　外５名

　　(13.6.6)

8. 7

厚生

労働

継続審査

○第151回国会衆本会議趣旨説明

151

回

42

児童福祉法の一部を改正する法律案
金田　誠一君

　　　外5名

　　(13.6.6)

8. 7

厚生

労働

継続審査

151

回

45

衆議院議員選挙区画定審議会設置法

の一部を改正する法律案

鹿野　道彦君

　　　外3名

　　(13.6.8)

8. 7

倫理

選挙

継続審査

151

回

49

ホームレスの自立の支援等に関する

臨時措置法案

鍵田　節哉君

　　　外9名

　　(13.6.14)

8. 7

厚生

労働

継続審査

151

回

50

芸術文化振興基本法案

斉藤　鉄夫君

　　　外2名

　　(13.6.14)

8. 7

文部

科学

継続審査

151

回

53

少子化社会対策基本法案

中山　太郎君

　　　外８名

　　(13.6.19)

8. 7

内閣
継続審査

151

回

54

民法の一部を改正する法律案

漆原　良夫君

　　　外2名

　　(13.6.20)

8. 7

法務
継続審査



番

号
件　　　　名

提出者

(提出月日)

予備

送付

本院

への

提出

参議院 衆議院

委員会

付託

委員会

議決

本会議

議決

委員会

付託

委員会

議決

本会議

議決

151

回

55

医療法の一部を改正する法律案

今野　　東君

　　　外12名

　　(13.6.25)

13.

8. 7

厚生

労働

継続審査

151

回

56

政治資金規正法等の一部を改正する

法律案

鹿野　道彦君

　　　外3名

　　(13.6.27)

8. 7

倫理

選挙
継続審査

151

回

57

道路交通法の一部を改正する法律案

長妻　　昭君

　　　外1名

　　(13.6.27)

8. 7

内閣　継続審査

151

回

58

国家公務員法及び自衛隊法の一部を

改正する法律案

石井　紘基君

　　　外６名

　　(13.6.27)

8. 7

総務　継続審査

151

回

59

独立行政法人通則法の一部を改正す

る法律案

石井　紘基君

　　　外６名

　　(13.6.27)

8. 7

総務　継続審査

151

回

60

特殊法人の役員等の報酬等の規制に

関する法律案

石井　紘基君

　　　外６名

　　(13.6.27)

8. 7

総務　継続審査

151

回

61

日本銀行法の一部を改正する法律案

石井　紘基君

　　　外６名

　　(13.6.27)

8. 7

財務

金融
継続審査

151

回

62

公職選挙法及び衆議院議員選挙区画

定審議会設置法の一部を改正する法

律案

中井　　洽君

　　(13.6.28)

8. 7

倫理

選挙
継続審査

151

回

63

道路交通法の一部を改正する法律案
西村　眞悟君

　　(13.6.28)

8. 7

内閣　継続審査

151

回

64

防衛省設置法案
野田　　毅君

　　(13.6.28)

8. 7

内閣　継続審査



・条約（3件）

番

号
件　　　　名

先

議

院

提出

月日

参議院 衆議院

委員会

付託

委員会

議決

本会議

議決

委員会

付託

委員会

議決

本会議

議決

151

回

４

1994年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第38表

(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する2000年11月27日

に作成された確認書の締結について承認を求めるの件

衆

13.

　3. 9

13.

　8. 7

外務

継続審査

151

回

５

投資の促進及び保護に関する日本国とモンゴル国との間の

協定の締結について承認を求めるの件
衆 3.19

8. 7
外務

継続審査

151

回

６

投資の促進及び保護に関する日本国とパキスタン・イスラ

ム共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
衆 3.19

　

8. 7
外務

継続審査

・予備費等承諾を求めるの件（7件）

件　　　名 提出月日

参　議　院 衆議院

委員会

付託

委員会

議決

本会議

議決

委員会

付託

委員会

議決

本会議

議決

平成12年度一般会計公共事業等予備費使用総調書及

び各省各庁所管使用調書

13. 3.30

(151回)

13.

8. 7
決算

行監

継続審査

平成12年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁

所管使用調書（その1）
13. 3.30

(151回)

8. 7
決算

行監
継続審査

平成12年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁

所管使用調書（その1）
13. 3.30

(151回)

8. 7
決算

行監
継続審査

平成12年度特別会計予算総則第13条に基づく経費増

額総調書及び各省各庁所管経費増額調書（その1）

13. 3.30

(151回)

8. 7
決算

行監
継続審査

平成12年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁

所管使用調書（その2)

13. 5.29

(151回)

8. 7
決算

行監

継続審査

平成12年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁

所管使用調書（その2)

13. 5.29

(151回)

8. 7
決算

行監

継続審査

平成12年度特別会計予算総則第13条に基づく経費増

額総調書及び各省各庁所管経費増額調書（その2）

13. 5.29

(151回)

8. 7
決算

行監

継続審査



・決算その他（3件）

件　　　名 提出月日

参議院 衆議院

委員会

付託

委員会

議決

本会議

議決

委員会

付託

委員会

議決

本会議

議決

平成11年度一般会計歳入歳出決算、平成11年度特

別会計歳入歳出決算、平成11年度国税収納金整理

資金受払計算書、平成11年度政府関係機関決算書

13. 1.31
(151回）

　13.

　8. 7

決算行監

継続審査

平成11年度国有財産増減及び現在額総計算書
13. 1.31

(151回)

　8. 7

決算行監
継続審査

平成11年度国有財産無償貸付状況総計算書
13. 1.31

(151回)

　8. 7
決算行監

継続審査

・NHK決算（1件）

件　　　名 提出月日

参議院 衆議院

委員会

付託

委員会

議決

本会議

議決

委員会

付託

委員会

議決

本会議

議決

日本放送協会平成11年度財産目録、貸借対照表

及び損益計算書並びにこれに関する説明書
13. 2. 9
(151回)

13.

　8. 7
総務

未　了



３調査会審議経過

　　　　　　　　　　【国際問題に関する調査会】

○平成13年８月７日（火）（第１回）

　○調査会長を選任した後、理事を選任した。

○平成13年８月８日（水）（第２回）

　○国際問題に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

　　　　　　　　【国民生活・経済に関する調査会】

○平成13年８月７日（火）（第１回）

　○調査会長を選任した後、理事を選任した。

　○国民生活・経済に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

　　　　　　　　　　【共生社会に関する調査会】

○平成13年８月７日（火）（第１回）

　○調査会長を選任した後、理事を選任した。

○平成13年８月８日（水）（第２回）

　○共生社会に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

　○閉会中における委員派遣については会長に一任することに決定した。



４憲法調査会審議経過

　　　　　　　　　　　　【憲法調査会】

○平成13年８月７日（火）（第１回）

　○会長を選任した後、幹事を選任した。

　○なお、会長は会長代理に江田五月君を指名した。



１議案審議概況

　　　　　　　　　　　　　　【概　観】

　今国会、新規に提出された議案はなく、会期中議案の審議は行われなかった。

　前国会に提出された平成11年度決算及び平成11年度ＮＨＫ決算については、いずれも審

査に入るに至らなかった。

　なお、衆議院において継続審査となっていた議案（閣法７件、衆法36件、条約３件、予

備費等７件）は、すべて引き続き継続審査となった。

２議案件数表

提出 成立

参議院 衆議院 備考

継続 否決 未了 継続 否決 未了

閣　法 衆継 ７ ０ ０ ０ ０ ７ ０ ０

衆　法 衆継 36 ０ ０ ０ ０ 36 ０ ０

条　約 衆継 ３ ０ ０ ０ ０ ３ ０ ０

予備費等 衆継 ７ ０ ０ ０ ０ ７ ０ ０

決　算

その他
継続 ４ ０ ０ ０ ４



３議案件名一覧

件名の前の数字は提出番号を示す。

◎内閣提出法律案（7件）（いずれも衆議院において前国会から継続）

　●衆議院継続（7件）

　（第151回国会提出）

　　35　予防接種法の一部を改正する法律案

　　36　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部

　　　　を改正する法律案

　　60　銀行法等の一部を改正する法律案

　　64　地方自治法等の一部を改正する法律案

　　65　地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案

　　74　独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律案

　　90　個人情報の保護に関する法律案

◎衆議院議員提出法律案(36件）（いずれも衆議院において前国会から継続）

　●衆議院継続(36件）

　（第148回国会提出）

　　１　永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する

　　　　法律案

　　２　永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する

　　　　法律案

　（第150回国会提出）

　　18　国立国会図書館法の一部を改正する法律案

　　19　被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案

　　20　災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案

　（第151回国会提出）

　　６　犯罪被害者基本法案

　　13　医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部を改正する法律案

　　17　建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案

　　20　農業経営再建特別措置法案

　　23　民法の一部を改正する法律案

　　25　公職選挙法の一部を改正する法律案

　　31　商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法

　　　　律案

　　32　商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法

　　　　律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案

　　33　証券取引委員会設置法案



36　公共事業基本法案

37　公共事業関係費の量的縮減に関する臨時措置法案

38　公共事業一括交付金法案

39　ダム事業の抜本的な見直し及び治水のための森林の整備の推進等のための緊急措

　　　置法案

40　国会法の一部を改正する法律案

41　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部

　　　を改正する法律案

42　児童福祉法の一部を改正する法律案

45　衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案

49　ホームレスの自立の支援等に関する臨時措置法案

50　芸術文化振興基本法案

53　少子化社会対策基本法案

54　民法の一部を改正する法律案

55　医療法の一部を改正する法律案

56　政治資金規正法等の一部を改正する法律案

57　道路交通法の一部を改正する法律案

58　国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律案

59　独立行政法人通則法の一部を改正する法律案

60　特殊法人の役員等の報酬等の規制に関する法律案

61　日本銀行法の一部を改正する法律案

　62　公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案

　63　道路交通法の一部を改正する法律案

　64　防衛省設置法案

◎条約（3件）（いずれも衆議院において前国会から継続）

　●衆議院継続（３件）

　（第151回国会提出）

　　4　1994年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第38表（日本国の譲許表）の修

　　　　正及び訂正に関する2000年11月27日に作成された確認書の締結について承認を求

　　　　めるの件

　　５　投資の促進及び保護に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承

　　　　認を求めるの件

　　６　投資の促進及び保護に関する日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の協定

　　　　の締結について承認を求めるの件

◎予備費等承諾を求めるの件(7件）（いずれも衆議院において前国会から継続）

　●衆議院継続（7件）

　（第151回国会提出）

　　○平成12年度一般会計公共事業等予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書



○平成12年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その1）

○平成12年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その1）

○平成12年度特別会計予算総則第13条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費

　増額調書（その1）

○平成12年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その２）

○平成12年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その２）

○平成12年度特別会計予算総則第13条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費

　増額調書（その2）

◎決算その他（4件）

　●未了（4件）

　（第151回国会提出）

　　○平成11年度一般会計歳入歳出決算、平成11年度特別会計歳入歳出決算、平成11年度

　　　国税収納金整理資金受払計算書、平成11年度政府関係機関決算書

　　○平成11年度国有財産増減及び現在額総計算書

　　○平成11年度国有財産無償貸付状況総計算書

　　○日本放送協会平成11年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する

　　　説明書



質問主意書一覧

【第152回国会(臨時会)】

番

号
件　　　　名 提出者

提出

月日

転送

月日

答弁書

受領
備　考

１

２

３

４

５

６

米国・デンバー前総領事の公金流用に対する

告発文書の処理に関する質問主意書

金融問題に関する質問主意書

選挙における投票に関する質問主意書

年金福祉事業団の行った事業に関する質問主

意書

内閣総理大臣及び閣僚の靖国神社参拝に関す

る質問主意書

咽喉部や気管カニューレ、気管内チューブなど

の中の痰や分泌物を吸引する行為をヘルパー

に特例として認めることに関する質問主意書

櫻井　　充君

峰崎　直樹君

櫻井　　充君

櫻井　　充君

大脇　雅子君

渡辺　孝男君

13.

8. 8

8. 8

8. 9

8. 9

8. 9

8. 9

13.

8.10

8.10

8.10

8.10

8.10

8.10

13.

　8.16

13.8.14内閣から通知書受

領(13.9.3まで答弁延期)

8.14内閣から通知書受領

(9. 5まで答弁延期)

8.14内閣から通知書受領

(9.19まで答弁延期)

8.14内閣から通知書受領

(9. 5まで答弁延期)

8.14内閣から通知書受領

(9.12まで答弁延期)

【第151回国会（常会）答弁書未受領分】

番

号
件　　　名 提出者

提出

月日

転送

月日

答弁書

受領
備　考

28

32

33

34

36

37

39

40

41

被収容者の増加と刑務官等の労働条件に関す

る質問主意書

刑事拘禁施設における懲罰の手続等に関する

質問主意書

刑事拘禁施設における懲罰の内容等に関する

質問主意書

被収容者に対する懲罰制度の運用等に関する

質問主意書

出入国管理及び難民認定法の旅券等証明書常

時携帯義務違反の運用に関する質問主意書

タイ国ヒンクルート石炭火力発電所への経済

協力問題に関する質問主意書

診療放射線技師の業務範囲の在り方に関する

再質問主意書

日米地位協定の改定に関する質問主意書

公正取引委員会の「著作物再販制度の取扱い

について」に関する質問主意書

福島　瑞穂君

福島　瑞穂君

福島　瑞穂君

福島　瑞穂君

福島　瑞穂君

中村　敦夫君

櫻井　　充君

齋藤　　勁君

大脇　雅子君

13.

　5.21

　6. 8

　6. 8

　6. 8

　6.18

　6.21

　6.26

　6.26

　6.28

13.

　5.23

　6.13

　6.13

　6.13

　6.20

　6.25

　6.29

　6.29

　6.29

13.

　7.23

　7.23

　7.31

　7.23

　7.31

13.5.29内閣から通知書受

領(13.7.25まで答弁延期)

　6.19内閣から通知書受領

(9.26まで答弁延期)

　6.19内閣から通知書受領

(9.26まで答弁延期)

　6.19内閣から通知書受領

(9.26まで答弁延期)

6.26内閣から通知書受領

(9.28まで答弁延期)

6.29内閣から通知書受領

(7.30まで答弁延期)

7. 5内閣から通知書受領

(8. 1まで答弁延期)

7. 5内閣から通知書受領

(7.24まで答弁延期)

7. 5内閣から通知書受領

(8. 1まで答弁延期)



番
号

件　　　名 提出者
提出

月日

転送

　月日

答弁書

受領
備　考

42

43

44

45

46

霞ヶ浦における環境ホルモンについての調査
研究及び解明等に関する質問主意書

横須賀港の原子力空母母港化問題に関する質
問主意書

高レベル放射性廃棄物地層処分の研究開発に
関する再質問主意書

民法改正の世論調査に関する再質問主意書

トラック輸送の安全確保と公正取引の確立に
関する質問主意書

加藤　修一君

福島　瑞穂君

福島　瑞穂君

福島　瑞穂君

筆坂　秀世君

　　　外３名

13.
6.28

6.28

6.28

6.28

6.28

13.

　6.29

　6.29

　6.29

　6.29

　6.29

13.
7.17

8.10

8.10

7.23

7.10

13.7.5内閣から通知書受

領(7.23まで答弁延期)

　7. 5内閣から通知書受領

(8.22まで答弁延期)

　7. 5内閣から通知書受領

(8.27まで答弁延期)

7. 5内閣から通知書受領

(7.24まで答弁延期)

7. 5内閣から通知書受領

(7.11まで答弁延期)

※なお、第151回及び第152回国会提出の質問主意書の答弁書未受領分については、次回「第153回

　　国会参議院審議概要」の「質問主意書一覧」を参照されたい。



１　国会会期一覧

国会回次 召集日 開会式 会期終了日
会　　期

当初日数 延長日数 総日数

第138回
(特別会)

8.11. 7(木) 8.11.11(月) 8.11. 12(火)    ６   
           -          ６

第139回
(臨時会)

8. 11.29(金) 8. 11.29(金) 8.12.18(水) 20 - 20

第140回
(常会)

9.1.20(月) 9.1.20(月) 9.6. 18(水)     150         -       150

第141回
(臨時会)

9.9. 29(月） 9. 9. 29(月) 9. 12. 12(金) 75 - 75

第142回
(常会)

10. 1. 12(月) 10. 1. 12(月) 10. 6. 18(木) 150 ８ 158

第143回
(臨時会)

10. 7. 30(木) 10. 8. 7(金) 10. 10. 16(金) 70 ９ 79

第144回
(臨時会)

10.11.27(金) 10. 11.27 (金) 10. 12. 14（月） 18 - 18

第145回
(常会)

11. 1. 19(火) 11. 1. 19(火) 11. 8. 13(金) 150 57 207

第146回
(臨時会)

11.10.29(金) 11.10.29(金) 11. 12. 15(水) 48 - 48

第147回
(常会)

12. 1.20(木) 12. 1.20(木) 12. 6. 2(金)

　衆議院解散

150 - 135

第148回
(特別会)

12. 7. 4(火) 12. 7. 6(木) 12. 7. 6(木) ３ -
３

第149回
(臨時会)

12. 7. 28(金) 12. 7. 28(金) 12. 8. 9(水) 13 - 13

第150回
(臨時会)

12. 9. 21(木) 12. 9. 21(木) 12.12. 1(金) 72 - 72

第151回
(常会)

13.  1.31(水) 13. 1.31(水) 13. 6.29(金) 150 - 150

第152回
(臨時会)

13. 8. 7(火) 13. 8. 8(水) 13. 8. 10(金) ４ - ４

直近15国会を掲載した。



２参議院議員通常選挙関係一覧

通常選挙

　回次
通常選挙期日 任期開始日 任期終了日 選挙後最初の

　国会回次
召集日

第１回
昭和
　22. 4.20(日) 22. 5. 3

25. 5. 2※

28. 5. 2
第１回（特別会） 22. 5.20(火)

第２回 25. 6. 4(日) 25. 6. 4 31. 6. 3 第８回（臨時会） 25. 7.12(水)

第3回 28. 4.24(金) 28. 5. 3 34. 5. 2 第16回（特別会） 28.5. 18(月)

第４回 31. 7. 8(日) 31. 7. 8 37. 7. 7 第25回（臨時会） 31.11.12(月)

第5回 34. 6. 2(火) 34. 6. 2 40. 6. 1 第32回（臨時会） 34. 6. 22(月）

第6回 37. 7. 1(日） 37. 7. 8 43. 7. 7 第41回（臨時会） 37. 8. 4(土)

第７回 40. 7. 4(日) 40. 7. 4 46. 7. 3 第49回（臨時会） 40. 7. 22(木)

第8回 43. 7. 7(日) 43. 7. 8 49. 7. 7 第59回（臨時会） 43. 8. 1(木)

第9回 46. 6.27(日) 46. 7. 4 52. 7. 3 第66回(臨時会） 46. 7. 14(水)

第10回 49. 7. 7(日) 49. 7. 8 55. 7. 7 第73回（臨時会） 49. 7. 24(水)

第11回 52. 7.10(日) 52. 7.10 58. 7. 9 第81回（臨時会） 52. 7. 27(水)

第12回 55. 6.22(日) 55. 7.8 61.　7. 7 第92回（特別会） 55. 7.17(木)

第13回 58. 6. 26(日) 58. 7. 10

平成

　元. 7. 9 第99回（臨時会） 58. 7.18（月）

第14回 61. 7. 6(日) 61. 7. 8 4. 7. 7 第106回（特別会） 61. 7.22(火)

第15回
平成

　元. 7.23(日)

平成

　元. 7.23 7. 7.22 第115回（臨時会）

平成

元. 8. 7（月）

第16回 4.7.26(日) 4. 7.26 10. 7.25 第124回（臨時会） 4. 8. 7(金)

第17回 7. 7.23(日) 7. 7.23 13. 7.22 第133回（臨時会） ７.8. 4(金)

第18回 10. 7. 12 (日) 10. 7.26 16. 7.25 第143回（臨時会） 10. 7. 30(木)

第19回 13. 7.29(日) 13. 7.29 19. 7.28 第152回（臨時会） 13. 8. 7(火)

※任期３年議員（第１回通常選挙のみ）の任期終了日を示す。



３第19回参議院議員通常選挙結果

　第19回参議院議員通常選挙は、７月12日公示され、29日に投開票された。

　当選者は、以下のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　【選挙区】

　　　　　　　　　　　　　　（73名）

　……北海道……

伊達　　忠一 （自民・新）

小川　　勝也（民主・前）

　……青　森……

山崎　　　力（自民・前）

　……岩　手……

平野　　達男（自由・新）

　……宮　城……

岡崎　トミ子(民主・前）

愛知　　治郎（無　・新）

　……秋　田……

金田　　勝年（自民・前）

　……山　形……

阿部　　正俊（自民・前）

　……福　島……

太田　　豊秋（自民・前）

和由　ひろ子（民主・前）

　……茨　城……

狩野　　　安（自民・前）

小林　　　元（民主・前）

　……栃　木……

国井　　正幸（自民・前）

谷　　　博之（民主・新）

　……群　馬……

山本　　一太（自民・前）

角田　　義一（民主・前）

　……埼　玉……

佐藤　　泰三（自民・前）

高野　　博師（公明・前）

山根　　隆治（民主・新）

　……千　葉……

倉田　　寛之（自民・前）

今泉　　　昭（民主・前）

　……東　京……

保坂　　三蔵（自民・前）

山口　那津男（公明・新）

鈴木　　　寛（民主・新）

緒方　　靖夫（共産・前）

　……神奈川……

小林　　　温（自民・新）

松　　あきら（公明・前）

齋藤　　　勁（民主・前）

　……新　潟……

真島　　一男（自民・元）

森　　ゆうこ（自由・新）

　……富　山……

野上　浩太郎（自民・新）

　……石　川……

沓掛　　哲男（自民・前）

　……福　井……

松村　　龍二（自民・前）

　……山　梨……

中島　　眞人（自民・前）

　……長　野……

吉田　　博美（自民・新）

羽田　雄一郎（民主・前）

　……岐阜……

大野　つや子（自民・前）

平田　　健二（民主・前）

……静　岡……

竹山　　　裕（自民・前）

榛葉　賀津也（民主・新）

　……愛　知……鈴

木　　政二（自民・前）

大塚　　耕平（民主・新）

山本　　　保（公明・前）

　……三　重……

高橋　　千秋（無・前）

　……滋　賀……

山下　　英利（自民・前）

　……京　都……

西田　　吉宏（自民・前）

松井　　孝治（民主・新）

　……大　阪……

谷川　　秀善（自民・前）

白浜　　一良（公明・前）

山本　　孝史（民主・新）

　……兵　庫……

鴻池　　祥肇（自民・前）

辻　　　泰弘（民主・新）

　……奈　良……

荒井　　正吾（自民・新）

　……和歌山……

世耕　　弘成（自民・前）

　……鳥　取……

常田　　享詳（自民・前）

　……島　根……

景山　俊太郎（自民・前）

　……岡　山……

片山　虎之助（自民・前）

　……広　島……

柏村　　武昭（無・新）

溝手　　顕正（自民・前）

　……山　口……

林　　　芳正（自民・前）

　……徳　島……

北岡　　秀二（自民・前）

　……香　川……

真鍋　　賢二（自民・前）



‥……愛　媛……

関谷　　勝嗣（自民・前）

　……高　知……

田村　　公平（自民・前）

　……福　岡……

松山　　政司（自民・新）

岩本　　　司（民主・新）

　……佐　賀……

陣内　　孝雄（自民・前）

　……長　崎……

田浦　　　直（自民・前）

　……熊　本……

三浦　　一水（自民・前）

　……大　分……

後藤　　博子（自民・新）

　……宮　崎……

小斉平　敏文（自民・新）

　……鹿児島……

加治屋　義人（自民・新）

　……沖　縄……

西銘　順志郎（自民・新）

【比例代表】
　　（48名）

　［自由民主党］

舛添　　要一（新）

高祖　　憲治（新）

大仁田　　厚（新）

小野　　清子（元）

岩井　　國臣（前）

橋本　　聖子（前）

尾辻　　秀久（前）

武見　　敬三（前）

桜井　　　新（新）

段本　　幸男（新）

魚住　　汎英（前）

清水　嘉与子（前）

福島　啓史郎（新）

近藤　　　剛（新）

森元　　恒雄（新）

藤井　　基之（新）

山東　　昭子（元）

小泉　　顕雄（新）

有村　　治子（新）

中原　　　爽（前）

　　［民主党］

大橋　　巨泉（新）

藤原　　正司（新）

池口　　修次（新）

朝日　　俊弘（前）

若林　　秀樹（新）

伊藤　　基隆（前）

佐藤　　道夫（前）

神本　美恵子（新）

　　［公明党］

山本　　香苗（新）

木庭　健太郎（前）

遠山　　清彦（新）

草川　　昭三（新）

渡辺　　孝男（前）

魚住　裕一郎（前）

福本　　潤一（前）

加藤　　修一（前）

　［日本共産党］

紙　　　智子（新）

筆坂　　秀世（前）

井上　　哲士（新）

吉川　　春子（前）

　　［自由党］

西岡　　武夫（新）

田村　　秀昭（前）

広野　ただし（新）

大江　　康弘（新）

　［社会民主党］

田嶋　　陽子（新）

大田　　昌秀（新）

又市　　征治（新）

　　［保守党］

扇　　　千景（前）

(注)選挙区の所属政党名の略称は次のとおり。

　自民　自由民主党　　民主　民主党　　　　公明　公明党

　自由　自由党　　　　共産　日本共産党　　無　無所属



４国務大臣等名簿

　　小泉内閣
　　（平成13年4月26日認証式）

内閣総理大臣　　　　　小泉　純一郎（衆・自民）

　総務大臣　　　　　　片山　虎之助（参・自保）

　法務大臣　　　　　　森山　　眞弓（衆･自民）

　外務大臣　　　　　　田中眞紀子（衆･自民）

　財務大臣　　　　　　塩川　正十郎（衆･自民）

　文部科学大臣　　　　遠山　　敦子

　厚生労働大臣　　　　坂口　　　力（衆･公明）

　農林水産大臣　　　　武部　　　勤（衆･自民）

　経済産業大臣　　　　平沼　　赳夫（衆･自民）

　国土交通大臣　　　　扇　　　千景（参･自保）

　環境大臣　　　　　　川口　順子

　国務大臣　　　　　　福田　　康夫（衆･自民）

　（内閣官房長官）
　（男女共同参画担当大臣）

　国務大臣　　　　　　村井　　仁（衆・自民）

　（国家公安委員会委員長）
　（防災担当大臣）

　国務大臣　　　　　　中谷　　元（衆･自民）

　（防衛庁長官）

　国務大臣　　　　　　尾身　幸次（衆･自民）

　（沖縄及び北方対策担当大臣）
　（科学技術政策担当大臣）

　国務大臣　　　　　　柳澤　伯夫（衆･自民）

　（金融担当大臣）

　国務大臣　　　　　　竹中　平蔵

　（経済財政政策担当大臣）

　国務大臣　　　　　　石原　伸晃（衆・自民）

　（行政改革担当）
　（規制改革担当大臣）

　内閣法制局長官　　　津野　　　修



５本会議・委員会等傍聴者数
(会期終了日13.8.10現在)

回次 総計
内　　　訳

本会議 委員会等

138 （特別会）　　　　　　149　　　　　　　　　48　　　　　　　101

139 （臨時会）　　　　　　424　　　　　　　　267　　　　　　　157

140（常会）　　　　　5, 108　　　　　　　1,451　　　　　3,657

141 (臨時会）　　　　　1,668　　　　　　　　410　　　　　　1,258

142（常会）　　　　　3,301　　　　　　　　999　　　　　2,302

143 （臨時会）　　　　　1,621　　　　　　　　665　　　　　　　956

144 (臨時会）　　　　　　506　　　　　　　　269　　　　　　　237

145（常会）　　　　　6,108　　　　　　　1,837　　　　　4,271

146 （臨時会）　　　　　1, 115　　　　　　　　362　　　　　　　753

147（常会）　　　　　4,497　　　　　　1,340　　　　　3, 157

148 （特別会）　　　　　　　45　　　　　　　　　32　　　　　　　　13

149 （臨時会）　　　　　　432　　　　　　　　193　　　　　　　239

150 (臨時会）　　　　　2,028　　　　　　　　902　　　　　　1,126

151（常会）　　　　　4,788　　　　　　　1,351　　　　　3,437

152 (臨時会）　　　　　　　78　　　　　　　　　78　　　　　　　　0

（注）直近の国会は開会中の数､それ以前の国会は閉会中を含んだ数である。

６参議院参観者数
(会期終了日13.8.10現在)

　
年

(平成)
総計

参　　　観　　　　内　　　　訳

一般 小･中学 高校 外国人 特別参観

6　　　　166,708　　　38,331　　125,641　　1,817　　　876　　　　43

7　　　　　178, 174　　　　28,198　　　147, 063　　　1,521　　　1,392　　　　　0

8　　　　176,469　　　32,030　　138,823　　2,668　　2,893　　　　55

9　　　　180,885　　　41,617　　134,748　　2,287　　2,223　　　　10

10　　　　187,657　　　　34,734　　149, 878　　　1,515　　　1,525　　　　　5

11　　　　190,559　　　36, 580　　149, 835　　　2,727　　1,412　　　　　5

12　　　　185,764　　　　31,630　　150, 391　　　1,996　　　1,694　　　　53

13　　　　129,812　　　　22,772　　104, 438　　　1,188　　　1,414　　　　　0

＊特別参観とは､｢議場内特別参観｣のことで､国会閉会後の毎月第1及び第3日曜日に限り

　実施している参観である。



７国会関係日誌(13.6.30～13.8. 10)

　　　　【第151回国会(常会)閉会後】

平成13年

6.30(土)○日米首脳会談

7. 2(月)○日英首脳会談

　　　4(水)○日仏首脳会談

　　　7(土)○主要国首脳会議財務相会合(ローマ)

　　10(火)○情報通信白書

　　12(木)○第19回参議院議員通常選挙公示

　　　　　○国の行政機関での職員の旧姓使用に

　　　　　　ついての申合せ(各省庁人事担当課

　　　　　　長会議)

　　13(金)○自衛隊情報の公開訴訟、国側の敗訴

　　　　　　が決定

　　　　　○ 2008年夏季五輪、北京に決定

　　16(月)○「中露善隣友好協力条約｣調印

　　　　　○九州・沖縄サミットに絡むハイヤー

　　　　　　代水増し請求疑惑で、警視庁は外務

　　　　　　省職員らを詐欺の疑いで逮捕

　　　　　○気候変動枠組み条約第６回締約国会

　　　　　　議(ＣＯＰ６)再開会合(ボン、～

　　　　　　27日)

　　17(火)○ほぼ２年半ぶりのインド・パキスタ

　　　　　　ン首脳会談、物別れに終わる

　　18 (水)○主要国首脳会議外相会合(ローマ、

　　　　　　～19日)

　　19(木)○筑豊じん肺訴訟の控訴審、福岡高裁

　　　　　　が国の責任認定の初判断

　　20(金)○主要国首脳会議(ジェノバ・サミッ

　　　　　　ト、～22日)

　　21(土)○ 日ロ首脳会談

　　23 (月)○青少年白書

　　　　　○国際捕鯨委員会(ＩＷＣ)年次総会

　　　　　　(ロンドン、～27日)

　　　　　○インドネシア国民協議会、ワヒド大

　　　　　　統領を罷免、メガワティ副大統領が

　　　　　　大統領に昇格

　　　　　○ＷＴＯ農業分野特別会合(～27 日)

　　24(火)○ＡＳＥＡＮ＋3(日中韓)外相会議

　　25(水)○ASEAN地域フォーラム(ＡＲＦ)

　　26 (木)○ＡＳＥＡＮ拡大外相会議

　　　　　○米デンバー総領事が公金を私的に流

　　　　　　用、懲戒免職。関係職員も懲戒

　　29(日)○参院選投開票

　　　　　○静岡県知事選、石川嘉延氏が３選

　　　　　○兵庫県知事選、井戸敏三氏(前副知

　　　　　　事)

8. 1(水)○政府開発援助改革懇談会(外相の私

　　　　　　的諮問機関)提言

　　　3(金)○臨時国会召集を閣議決定

　　　　　○路線価、９年連続で下落

　　　　○ 日豪首脳会談

　　4(土)○露朝首脳会談(モスクワ)

　　　　　【第152回国会(臨時会)】

8. 7(火)○第152回国会(臨時会)召集

　　　　　○参本会議(議席の指定､議長の選挙、

　　　　　　副議長の選挙、常任委員の選任、常

　　　　　　任委員長の選挙、５特別委員会の設

　　　　　　置、３調査会の設置、憲法調査会委

　　　　　　員の選任、政倫審委員の選任、会期

　　　　　　の件、永年在職議員表彰)

　　　　　○衆本会議(議席の指定、会期の件、５

　　　　　　特別委員会の設置等)

　　　　　○平成14年度予算概算要求基準の大枠

　　　　　　(経済財政諮問会議)

　　　　　○公害等調整委員会年次報告

　　8(水)○開会式

　　　　　○人事院勧告

　　9(木)○参本会議(閉会手続、事務総長の選

　　　　　　挙)
　　　　　○衆本会議(閉会手続)

　　　　　○裁判官弾劾裁判所裁判員会議

　　　　　○裁判官訴追委員会(村木東京高裁判

　　　　　　事の訴追決定)

　10 (金)○小泉純一郎総裁を再選(自由民主党
　　　　　両院議員総会)

　　　　　○平成14年度予算概算要求基準(閣議

　　　　　了解)

　　　　　○第152回国会閉会
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