
８国会関係日誌(13. 12. 8～14.7.31)

　　　　【第153回国会(臨時会)閉会後】

平成13年

12. 8(土)○日・ＥＵ首脳会談(ブリュッセル)

　　10(月)○日印首脳会談

　　11(火)○参・決算委(平成11年度決算第１回

　　　　　　全般的質疑)

　　　　　○総合規制改革会議答申(15分野)

　　　　　○アフガニスタン復興ＮＧＯ東京会議

　　　　　　(～13日)

　　13(木)○衆・財務金融委

　　14(金)○平成14年度税制改正大綱

　　17(月)○衆・予算委
　　18(火)○衆院選の重複立候補制度は有効の最

　　　　　　高裁判決

　　　　　○消防白書

　　19(水)○政府経済見通し、平成14年度の実質

　　　　　　成長串を0.0%

　　　　　○衆議院議員選挙区画定審議会勧告

　　　　　○特殊法人・認可法人整理合理化計画

　　20(木)○平成13年度第２次補正予算閣議決定

　　　　　○平成14年度予算財務省原案内示

　21(金)○対中セーフガード正式発動を見送り

　22 (土)○アフガニスタン暫定行政機構発足

　　　　　○東シナ海の不審船に海上保安庁が威

　　　　　　嚇射撃、不審船は沈没

　　　　　○加藤シヅエ元参議院議員逝去

　　24(月)○平成14年度予算政府案閣議決定

　　25(火)○公務員制度改革大綱

　　　　　○平成12年度国民経済計算

　　28(金)○高齢社会対策大綱

　　　　　○政策評価に関する基本方針

平成14年

　1.1(火)○欧州12カ国でユーロ流通始まる

　　６(日)○第10回アジア･太平洋議員フォーラム

　　　　　　(ＡＰＰＦ)総会(ホノルル､～９日)

　　７(月)○参議院第19回通常選挙当選議員資産

　　　　　　等報告書閲覧開始

　　８(火)○参・議院運営委理事会

　　　　　○本岡副議長トルコ等訪問(～17日)

　　　　　○新任副大臣の認証式

　　9(水)○綿貫衆議院議長東南アジア訪問(～

　　　　　　17日)

　　　　　○小泉総理、東南アジア５カ国訪問(～

　　　　　　15日)

　　10(木)○与党３党幹事長、中東訪問(～14日)

　　　　　○衆・農林水産委

　　　　　○衆・国土交通委(九州南西海域不審

　　　　　　船事案)

　　　　　○世界経済の現状と展望(国連)、2002

　　　　　　年の日本の成長率を-1.25%と予測

　　　○元札幌国税局長を脱税容疑で逮捕

　　　　(東京地検)
11（金)○国会改革連絡会結成

　　　○第154回国会１月21日召集を閣議決定

15(火)○鹿野道彦衆議院議員の元秘書を競争

　　　　入札妨害容疑で逮捕(東京地検)

17(木)○参・農林水産委

　　　○平成14年度税制改正要綱(閣議決定)

18(金)○フランス上院議長一行来日(参議院

　　　　議長招待、～24日)

　　　○参・議院運営委、庶務小委、図書小委

　　　○衆・議院運営委、庶務小委、図書小委

　　　○自民党大会

　　　○文部科学白書

　　　○平成12年度決算閣議決定

　　　○構造改革と経済財政の中期展望(経

　　　　済財政諮問会議)

19(土)○民主党大会

20(日)○アフガニスタン復興支援ＮＧＯ会議

　　　　　【第154回国会(常会)】

1.21(月)○平成13年度第２次補正予算閣議決定

　　　　○第154回国会(常会)召集

　　　　○開会式

　　　　○参・本会議(議席の指定、５特別委

　　　　　員会の設置、財政演説(第2 次補正

　　　　　予算))

　　　　○衆・本会議(議席の指定、12常任委

　　　　　員長の選挙、６特別委員会の設置、

　　　　　財政演説)

　　　　○アフガニスタン復興支援国際会議(東

　　　　　京、～22日)

　22(火)○衆・本会議(財政演説に対する質疑)

　23(水)○参・本会議(財政演説に対する質疑)

　　　　○参・予算委

　　　　○衆・予算委

　　　　○岸本光造衆議院議員逝去

　24(木)○衆・予算委(補正予算対総理等質疑)

　25(金)○衆・予算委
　　　　○平成14年度予算提出を閣議決定(一

　　　　　般会計予算総額81兆2,300億円)

　　　　○平成14年度の経済見通しと経済財政

　　　　　運営の基本的態度

　　　　○構造改革と経済財政の中期展望

　28(月)○衆・予算委(平成13年度第2次補正

　　　　　予算可決)

　29(火)○衆・本会議(平成13年度第2次補正

　　　　　予算可決)

　　　　○米大統領、一般教書演説

　30(水)○参・予算委(補正予算対総理等質疑)



　　　　○田中眞紀子外相が辞任

　31(木)○参・本会議(大橋巨泉議員辞職許可、

　　　　　野依良治君のノーベル賞受賞につき

　　　　　祝意)

　　　　○参・予算委

　　　　○世界経済フォーラム・ダボス会議

　　　　　(ニューヨーク、～２月４日)

2. 1(金)○参・予算委(平成13年度第２次補正

　　　　　予算可決)

　　　　○参・本会議(平成13年度第２次補正

　　　　　予算、ＮＴＴ株式売払収入活用特措

　　　　　法等改正案成立)

　　　　○川口環境大臣が外相に就任

　　２(土)○日ロ外相会談

　　３(日)○沖縄県名護市長選、普天間飛行場代

　　　　　替施設建設推進を訴えた現職の岸本

　　　　　健男氏が再選

　　4(月)○参・本会議(政府４演説)

　　　　○衆・本会議(政府４演説、鈴木宗男

　　　　　君の議院運営委員長辞任を許可、後

　　　　　任に鳩山邦夫君)

　　5(火)○衆・本会議(武部農林水産大臣不信

　　　　　任決議案否決)

　　６(水)○衆・本会議(代表質問：鳩山由紀夫

　　　　　君、山崎拓君、川端達夫君、神崎武

　　　　　法君)

　　7(木)○参・本会議(代表質問：江田五月君、

　　　　　竹山裕君)

　　　　○衆・本会議(代表質問：都築譲君、志

　　　　　位和夫君、土井たか子君、井上喜一

　　　　　君)

　　　　　○衆・憲法調査会(4小委員会設置)

　　　　　○鹿野道彦衆議院議員、民主党・無所

　　　　　属クラブを離脱

　　８(金)○参・本会議(代表質問：草川昭三君、

　　　　　富樫練三君、西岡武夫君､柳田稔君、

　　　　　鶴保庸介君、福島瑞穂君)

　　　　　○衆・本会議

　　　　　○衆・予算委

　　　　　○大木浩衆議院議員が環境大臣に就任

　　　　　○G 7財務相・中央銀行総裁会議(オ

　　　　　タワ、～９日)

　12(火)○衆・予算委(平成14年度予算総括質

　　　　　疑、～13日)

　　　　　○外務省改革の基本方針

　13(水)○京都議定書の締結に向けた今後の方

　　　　　針(地球温暖化対策推進本部会議)

　14(木)○衆・予算委

　　　　　○日・ルーマニア首脳会談

　15(金)○衆・予算委

　　　　　○東チモール国際平和協力業務実施計

　　　　　画

　　　　○国土交通白書

　17(日)○ブッシュ米大統領来日(～19日)

　　　　○モンゴル国家大会議議長一行来日(参

　　　　　議院議長招待、～24日)

　18(月)○衆・予算委

　　　　○日米首脳会談

　19(火)○衆・本会議

　　　　○衆・予算委

　　　　○ブッシュ米大統領国会演説(参議院

　　　　　議場)

　20(水)○参・憲法調査会公聴会

　　　　○衆・予算委(外務省等問題参考人質

　　　　　疑)

　21(木)○衆・予算委

　22(金)○衆・本会議(平成14年度地方財政計

　　　　　画)

　　　　○衆・予算委

　25(月)○衆・予算委
　26(火)○衆・予算委(経済・金融問題集中審

　　　　　議)

　27(水)○衆・予算委公聴会(～28日)

　　　　○｢早急に取り組むべきデフレ対応策｣

　　　　　(経済財政諮問会議)

　28(木)○参・予算委(平成14年度予算趣旨説

　　　　　明)

3. 1(金)○衆・予算委分科会

　　３(日)○スイスの国民投票で国連加盟賛成が

　　　　　過半数

　　4(月)○参・予算委(ＮＧＯ問題参考人質疑)

　　　　○衆・予算委分科会

　　　　○北方四島住民支援に関する調査報告

　　　　　書(外務省)

　　　　○カンボジア国民議会議長一行来日(衆

　　　　　議院議長招待、～８日)

　　　　○圓藤徳島県知事を収賄容疑で逮捕(東

　　　　　京地検)

　　5(火)○衆・予算委(外務省問題に関する集

　　　　　中審議)

　　６(水)○衆・予算委(平成14年度予算可決)

　　　　○衆・本会議(予算委員長津島雄二君

　　　　　解任決議案否決、平成14年度予算、

　　　　　地方税法改正案、地方交付税法改正

　　　　　案、平成14年度公債発行特例法案、

　　　　　租税特措法等改正案可決)

　　7(木)○参・予算委(平成14年度予算基本的

　　　　　質疑、～８日)

　　８(金)○加藤紘一衆議院議員の元秘書を脱税

　　　　　の疑いで逮捕(東京地検)

　11(月)○参・予算委(一般質疑)

　　　　○衆・予算委(鈴木宗男衆議院議員証

　　　　　人喚問)

　12(火)○参・予算委(外務省問題に関する集



　　　　中審議)

　　　○衆・本会議

　　　○ムシャラフ・パキスタン大統領来日

　　　　(～15日)
　　　○内閣官房機密費流用事件で判決(東

　　　　京地裁)

　　　○国連安保理、パレスチナ国家樹立を

　　　　容認

13(水)○参・本会議(平成14年度公債発行特

　　　　例法・租特法改正案趣旨説明、参改

　　　　協設置報告)

　　　○参・予算委(一般質疑、公聴会開催

　　　　を決定)

　　　○議員会館自治委員会(委員長選任)

　　　○日ロ次官級協議、ロシア側は｢並行

　　　　協議｣を否定

　　　○世界経済見通し(世界銀行)

14(木)○衆・本会議

　　　○参・予算委(一般質疑)

15(金)○参・本会議(平成14年度地方財政計

　　　　画についての総務大臣の報告)

　　　○参・予算委(一般質疑)

　　　○徳島県議会、収賄容疑で逮捕された

　　　　圓藤知事の辞職に同意

　　　○人権教育・啓発に関する基本計画

17(日)○石川県知事選、谷本正憲氏３選

　　　○中田宏衆議院議員退職(公選法90条)

　　　○第107回ＩＰＵ会議(マラケシュ、～

　　　　23日)
18(月)○参・予算委(財政・経済・雇用に関

　　　　する集中審議)

　　　○加藤紘一・鈴木宗男衆議院議員、自

　　　　民党離党

19(火)○参・予算委(委嘱審査議決)

　　　○参・予算委公聴会

　　　○衆・本会議

　　　○司法制度改革推進計画を閣議決定

20(水)○参・本会議(地方自治法等改正案可

　　　　決)

　　　○参・予算委嘱審査

　　　○参議院改革協議会初会合

22(金)○参・予算委嘱審査

　　　○ 日韓首脳会談(ソウル)

　　　○衆・本会議(都市再開発法等改正案、

　　　　都市再生特措法案可決)

　　　○地方財政白書

25(月)○参・本会議

　　　○参・予算委

　　　○国会議員資産公開規程改正

　　　○カナダ連邦議会下院議長一行来日(衆

　　　　議院議長招待、～30日)

　　　○地価公示

　　　　○アフガニスタン東北部で強い地震

　26(火)○参・予算委(食品安全及び医療問題

　　　　　に関する集中審議)

　　　　○衆・本会議

　　　　○外形標準課税訴訟で東京都が敗訴

　　　　○ＫＳＤ前理事長・古関忠男被告に有

　　　　　罪判決(東京地裁)

　　　　○国民生活白書

　　　　○水産基本計画、漁港漁場整備長期計

　　　　　画を閣議決定

　27(水)○参・予算委(締めくくり質疑、平成

　　　　　14年度予算可決)

　　　　○参・本会議(平成14年度予算、地方

　　　　　税法改正案、地方交付税法等改正案

　　　　　成立)

　　　　○裁判官弾劾裁判所裁判員会議(次期

　　　　　裁判長に中曽根弘文君を互選)

　　　　○議員会館自治委員会

　　　　○新・生物多様性国家戦略(地球環境

　　　　　保全に関する関係閣僚会議)

　　　　○人事院年次報告(天下り白書)

　28(木)○衆・本会議(辻元清美衆議院議員辞

　　　　　職許可、地方自治法等改正案成立)

　29(金)○参・本会議(平成14年度公債発行特

　　　　　例法案、租税特措法等改正案、都市

　　　　　再開発法等改正案、都市再生特措法

　　　　　案、国会議員歳費旅費法改正案成立、

　　　　　参議院事務局職員定員規程改正)

　　　　○衆・本会議

　　　　○規制改革推進３か年計画改定、行政

　　　　　委託型公益法人改革実施計画を閣議

　　　　　決定

　31(日)○横浜市長選、中田宏・前衆議院議員

　　　　　が当選

4. 1(月)○ペイオフの凍結解除

　　　　○第一勧業、富士、日本興業銀行が統

　　　　　合したみずほ銀行でＡＴＭにシステ

　　　　　ム障害発生

　　　　○小中学校が原則完全週５日制に

　　２(火)○衆・本会議

　　　　○李鵬全人代委員長訪日(両院議長招

　　　　　待、～9日)

　　　　○ＢＳＥ問題調査検討委最終報告

　　3(水)○参・本会議(国立学校設置法改正案

　　　　　成立)

　　4(木)○参・予算委(ＢＳＥ問題に関する調

　　　　　査検討委員会報告)

　　　　○衆・本会議(農業近代化資金助成法

　　　　　改正案、農業法人投資円滑化特措法

　　　　　案可決、道路関係四公団民営化推進

　　　　　委員会設置法案趣旨説明)

　　5(金)○参・本会議(武部農林水産大臣問責



　　　　決議案否決)

　　　○衆・本会議(防衛庁設置法及び自衛

　　　　隊法改正案可決)

　７(日)○京都府知事選、山田啓二・前副知事

　８(月)○衆・予算委(加藤紘一・鹿野道彦衆

　　　　議院議員参考人質疑)

　９(火)○衆・本会議(加藤紘一議員辞職許可、

　　　　土壌汚染対策法案可決)

　　　○原子力安全白書

10(水)○参・本会議

　　　○基本政策委・合同審査会

11（木)○衆・本会議(パレスチナ和平に関す

　　　　る決議、北朝鮮拉致疑惑に関する決

　　　　議、特定電子メール送信適正化法案

　　　　成立)

12(金)○参・本会議(パレスチナ和平に関す

　　　　る決議、北朝鮮拉致疑惑に関する決

　　　　議)

　　　○博鰲アジア・フォーラム(海南島、

　　　　　～13日)

15(月)○参議院特別体験プログラム開始

16(火)○衆・本会議

　　　○裁判官訴追委員会

17(水)○参・本会議(防衛庁設置法及び自衛

　　　　隊法改正案趣旨説明)

　　　○坂野重信議員逝去

18(木)○衆・本会議(独禁法改正案､マンショ

　　　　ン建替え円滑化法案可決)

　　　○中教審中間報告

　　　○世界経済見通し(ＩＭＦ)

19(金)○衆・本会議(健保法等改正案・健康

　　　　増進法案趣旨説明)

　　　○井上参議院議長、辞表提出

　　　○Ｇ７財務相・中央銀行総裁会議(ワ

　　　　シントン、～20日)

21(日)○小泉総理、靖国神社参拝

22(月)○参・本会議(井上裕議長辞任許可、

　　　　議長選挙で倉田寛之君当選)

　　　○衆・憲法調査会沖縄公聴会

　　　○大阪高検公安部長を詐欺などの疑い

　　　　で逮捕(大阪地検)

23(火)○衆・本会議(事態対処特別委員会設

　　　　置、道路関係四公団民営化推進委員

　　　　会設置法案可決)

　　　○森林・林業白書

24(水)○参・本会議(人権擁護法案趣旨説明、

　　　　防衛庁設置法及び自衛隊法改正案成

　　　　立)

　　　○諫早湾水門を５年ぶりに開放

25(木)○衆・本会議(教育職員免許法改正案

　　　　可決、個人情報保護法案等趣旨説明)

　　　○衆・予算委(辻元清美前衆議院議員

　　　　　参考人招致)

　　　　○ ＩＷＣ年次会合(下関市、総会は５

　　　　　月20～24日)

　26(金)○参・本会議(道路関係四公団民営化

　　　　　推進委員会設置法案趣旨説明、建築

　　　　　基準法改正案、高齢者身体障害者等

　　　　　円滑利用特定建築物建築促進法改正

　　　　　案可決)

　　　　○衆・本会議(政策金融機関検査権限

　　　　　委任のための関係法律整備法案可決、

　　　　　有事法制関連３法案趣旨説明)

　　　　○プローディ欧州委員会委員長国会演

　　　　　説(衆議院議場)

　　　　○日本航空と日本エアシステムの統合

　　　　　を公取委が承認

　　　　○雪印食品、株主総会で解散決議

　　　　○銃器対策推進計画

　　　　○中小企業白書、水産白書

　27(土)○小泉総理、ベトナム、東チモール、

　　　　　オーストラリア及びニュージーラン

　　　　　ド訪問(～５月３日)

　28(日)○参院新潟選挙区補選、黒岩宇洋氏

　　　　○衆院和歌山２区補選、石田真敏氏

　　　　○徳島県知事選、大田正氏

　30(火)○鈴木宗男衆議院議員秘書を偽計業務

　　　　　妨害容疑で逮捕(東京地検)

5. 1(水)○世界経済の潮流

　　２(木)○井上裕前参議院議長の政策秘書を競

　　　　　売入札妨害容疑で逮捕(千葉地検)

　　5(日)○仏大統領選決選投票、シラク大統領

　　　　　が再選

　　６(月)○アウン・サン・スー・チー氏の自宅

　　　　　軟禁を解除

　　7(火)○衆・本会議

　　８(水)○参・本会議(井上裕議員辞職許可、

　　　　　平成12年度決算報告)

　　　　○国連子供特別総会(～10日)

　　　　○北朝鮮の５人が瀋陽市の日本総領事

　　　　　館に駆け込みを図り、敷地内で中国

　　　　　の武装警察官に拘束される

　　９(木)○あっせん利得処罰法を初適用、和歌

　　　　　山県橋本市市議を逮捕

　10(金)○衆・本会議(平成10年度・11年度決

　　　　　算議決)

　　　　○衆・予算委(鈴木宗男衆議院議員偽

　　　　　証告発否決)

　　　　○外交青書、政府開発援助(ＯＤＡ)

　　　　　白書

　13(月)○海上保安レポート

　14(火)○衆・本会議(瀋陽総領事館事件に関

　　　　　する報告)

　　　　○衆・議院運営委(鈴木宗男君辞職勧



　　　　　告決議案質疑終局動議否決)

　15(水)○参・本会議(瀋陽総領事館事件に関

　　　　　する報告)

　　　　○衆・本会議(鳩山議院運営委員長解

　　　　　任決議案否決)

　16(木)○衆・本会議

　17(金)○参・本会議(テロ資金供与防止条約

　　　　　承認)

　　　　○衆・本会議

　　　　○食料・農業・農村白書

　　　　○自衛隊の対テロ支援活動の派遣期間

　　　　　延長を閣議決定

　19(日)○沖縄本土復帰30周年記念式典(宜野

　　　　　湾市、正副議長出席)

　20(月)○参・本会議

　　　　○東チモール独立

　21(火)○衆・本会議(気候変動国際連合枠組

　　　　　条約京都議定書承認、地球温暖化対

　　　　　策推進法改正案可決、日本郵政公社

　　　　　法案等４法案趣旨説明)

　22(水)○参・本会議(独禁法改正案、身体障

　　　　　害者補助犬法案､土壌汚染対策法案、

　　　　　農業近代化資金助成法改正案、農業

　　　　　法人投資円滑化特措法案成立)

　　　　○衆・予算委(外務省問題集中審議)

　24(金)○参・本会議(気候変動国際連合枠組

　　　　　条約京都議定書趣旨説明、政策金融
　　　　　機関検査権限委任のための関係法律

　　　　　整備法案、教育職員免許法改正案成

　　　　　立)

　　　　○循環型社会白書、環境白書

　26(日)○ＡＩＰＯ議長(ヴェトナム国会議長)

　　　　　一行来日(参議院議長招待、～31日)

　27(月)○参・本会議(故坂野重信君哀悼演説)

　　　　○参・予算委(瀋陽総領事館などの集

　　　　　中審議)

　28(火)○衆・本会議(エネルギー政策基本法

　　　　　案修正議決)

　　　　○経団連と日経連が統合、日本経済団

　　　　　体連合会が発足

　　　　○首都圏整備白書

　29(水)○参・本会議
　30(木)○衆・本会議(法人税法改正案可決、

　　　　　平成12年度一般会計公共事業等予備

　　　　　費使用総調書承諾)

　　　　○サッカーワールドカップ(～６月30

　　　　　日)

　31(金)○参・本会議(気候変動国際連合枠組

　　　　　条約京都議定書承認、地球温暖化対

　　　　　策推進法改正案成立)

　　　　○観光白書

6. 3(月)○自由党大会

　4(火)○衆・本会議(牛海綿状脳症対策特別

　　　　措置法案可決)

　　　　○京都議定書を批准

　　　　○防災白書、土地白書

　5(水)○参・本会議(法人税法等改正案趣旨

　　　　説明、薬事法及び採血供血あつせん

　　　　業取締法改正案修正議決)

　　　　○参議院自民党特別総会、竹山議員会

　　　　長と青木幹事長の再任を承認

　６(木)○衆・本会議(平成12 ・13年度予備費

　　　　関係11件承諾、あっせん利得処罰法

　　　　改正案可決)

　７(金)○参・本会議(エネルギー政策基本法

　　　　案、道路関係四公団民営化推進委員

　　　　会設置法案、牛海綿状脳症対策特別

　　　　措置法案成立)

　　　○科学技術白書

10(月)○衆・事態対処特委(集中審議)

11（火)○衆・本会議(使用済自動車再資源化

　　　　法案可決)

　　　○裁判官訴追委員会

　　　○今後の食品安全行政のあり方につい

　　　　て(関係閣僚会議)

　　　○交通安全白書、製造基盤白書

12(水)○参・本会議(マンション建替え円滑

　　　　化法案成立)

　　　○基本政策委・合同審査会

　　　○Ｇ８外相会合(カナダ・ウィスラー、

　　　　～13日)

13(木)○アフガニスタンの緊急ロヤ・ジルガ

　　　　(国民大会議)で､移行政権の国家元

　　　　首にカルザイ暫定行政機構議長が当

　　　　選

14(金)○高齢社会白書

　　　○G7財務相会合(カナダ・ハリファ

　　　　クス、～15日)

17(月)○地方分権改革推進会議中間報告

18(火)○衆・議院運営委(鈴木宗男衆議院議

　　　　員逮捕許諾について秘密会)

　　　○男女共同参画白書

19(水)○参・常任委員長懇談会

　　　○衆・常任委員長会議

　　　○衆・本会議(会期延長可決、鈴木宗

　　　　男衆議院議員逮捕許諾)

　　　○鈴木宗男衆議院議員をあっせん収賄

　　　　容疑で逮捕(東京地検)

20(木)○衆・本会議(厚生労働委員長解任決

　　　　議案否決)

21(金)○衆・本会議(健保法等改正案・健康

　　　　増進法案可決、鈴木宗男衆議院議員

　　　　辞職勧告決議案可決)

23(日)○岡山県新見市の市長・市議会選挙で



　　　　　初の電子投票

　　　　○沖縄全戦没者追悼式(糸満市、議長

　　　　　出席)

　24 (月)○参・本会議(健保法等改正案・健康

　　　　　増進法案趣旨説明、共生社会調査中

　　　　　間報告)

　　　　○衆・事態対処特委(防衛庁情報公開

　　　　　請求者リスト問題集中審議)

　　　　○衆・憲法調査会地方公聴会(札幌)

　25 (火)○経済財政運営と構造改革に関する基

　　　　　本方針2002(閣議決定)

　　　　○通商白書

　26 (水)○参・本会議(法人税法改正案成立)

　　　　○主要国首脳会議(カナナスキス・サ

　　　　　　ミット、～27 日)

　29 (土)○韓国と北朝鮮の警備艇が黄海で銃撃

　　　　　戦

7. 1(月)○国会議員所得・資産補充報告書公開

　　　　○日韓首脳会談

　　　　○日・ヨルダン首脳会談

　　　　○田中眞紀子衆議院議員、自民党離脱

　　２(火)○情報通信白書

　　3(水)○参・本会議(サミット報告)

　　　　○国家公務員白書

　　4(木)○外務省、瀋陽総領事館事件で関係者

　　　　　を処分

　　5(金)○参・本会議(使用済自動車再資源化

　　　　　法案成立、国際問題調査中間報告)

　　　　○衆・本会議(建築基準法改正案、高

　　　　　齢者身体障害者等円滑利用特定建築

　　　　　物建築促進法改正案成立、石油公団

　　　　　法等廃止法案可決)

　　　　○長野県議会、田中知事不信任決議案

　　　　　を可決

　　　　○福島県議会、核燃税増税条例を可決

　　　　○ＡＳＥＭ財務相会議(コペンハーゲ

　　　　　ン、～６日)

　　６(土)○天皇皇后両陛下、ポーランド、ハン

　　　　　ガリー御訪問(～20日)

　　7(日)○滋賀県知事選、國松善次氏再選

　　８(月)○日・ＥＵ定期首脳協議

　　9(火)○衆・本会議(日本郵政公社法案修正

　　　　　議決、民間事業者信書送達法案可決)

　　　　○労働経済白書

　　　　○ＡＵ(アフリカ連合)発足

　10(水)○参・本会議(日本郵政公社法案等４

　　　　　法案趣旨説明)

　　　　○参・予算委(経済、外交、防衛に関

　　　　　する集中審議)

　11(木)○参・厚生労働委(医療事故問題参考

　　　　　人質疑)

　12(金)○参・本会議(離島振興法改正案成立)

15(月)○参・決算委

　　　○宮路厚生労働副大臣が大学入試口利

　　　　き問題で辞任

16(火)○衆・本会議(東南海・南海地震防災

　　　　対策推進特措法案可決)

　　　○「政・官の在り方｣(閣僚懇談会申合

　　　　せ)

　　　○環境基本計画の進捗状況の点検結果

17(水)○参・倫理選挙特委(あっせん利得処

　　　　罰法改正案可決)

　　　○基本政策委・合同審査会

18(木)○衆・本会議(公選法改正案、入札談

　　　　合等関与行為排除防止法案、ホーム

　　　　レス自立支援特措法案可決、国会図

　　　　書館長に黒澤隆雄・元参議院事務総

　　　　長を承認)

　　　○参議院改革協議会

19(金)○参・本会議(国会図書館長に黒澤隆

　　　　雄・元参議院事務総長を承認、平成

　　　　12 ・ 13年度予備費関係12件承諾、

　　　　あっせん利得処罰法改正案、石油公

　　　　団法等廃止法案成立、国民生活・経

　　　　済調査中間報告)

　　　○都市再生基本方針(閣議決定)

　22(月)○衆・予算委(経済、財政、金融問題

　　　　集中審議)

　　　○「変える会」 (外相の私的諮問機関)

　　　　最終報告

23(火)○衆・本会議(衆議院法制局長に窪田

　　　　勝弘君を任命)

　　　○青少年白書

24(水)○参・本会議(公選法改正案、入札談

　　　　合等関与行為排除防止法案、日本郵

　　　　政公社法案等４法案成立)

　　　○衆・政倫審(田中眞紀子君審査)

25(木)○参・厚生労働委(健保法等改正案・

　　　　健康増進法案可決)

　　　○衆・本会議

　　　○水資源白書

26(金)○参・本会議(健保法等改正案・健康

　　　　増進法案成立)

　　　○ 5か国農相会議(奈良、～27日)

30(火)○衆・本会議(小泉内閣不信任決議案

　　　　否決)

　　　○日中韓外相会談(ブルネイ)

31(水)○参・本会議(議長不信任決議案、内

　　　　閣総理大臣問責決議案否決、ホーム

　　　　レス自立支援特措法案成立、閉会手

　　　　続、９常任委員長の選挙)

　　　○衆・本会議(閉会手続)

　　　○第154回国会閉会

　　　○ 日朝外相会談




