
８国会関係日誌(14.8. 1～12. 13)

　　　　【第154回国会(常会)閉会後】

平成14年

8. 1(木)○ 日米外相会談(ブルネイ)

　　2(金)○日豪外相会談(ブルネイ)

　　　　　○防衛白書

　　　　　○公害紛争処理白書

　　3(土)○本岡副議長一行ブラジル訪問(～13

　　　　　　日)

　　５(月)○住民基本台帳ネットワークシステム

　　　　　　稼働

　　6(火)○原爆死没者慰霊式・平和祈念式(議

　　　　　　長出席)

　　　　　○日本ハム、牛肉偽装問題発覚

　　７(水)○衆・文部科学委

　　　　　○平成15年度予算概算要求基準(閣議

　　　　　　了解)

　　　　　○叙勲・褒章など栄典制度の見直し

　　　　　　(閣議決定)

　　８(木)○参・決算委

　　　　　○人事院勧告、初の引下げ

　　9(金)○長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典

　　　　　　(議長出席)

　　　　　○田中眞紀子衆議院議員辞職

　　12(月)○南北閣僚級会談(ソウル、～14日)

　　13(火)○ジェトロ貿易・投資白書

　　15(木)○全国戦没者追悼式(議長出席)

　　18(日)○日朝赤十字会談(平壌、～19日)

　　19(月)○綿貫衆議院議長一行、ロシア等欧州

　　　　　　各国訪問(～28日)

　　20(火)○日豪防衛首脳会談(キャンベラ)

　　　　　○ 日本ハム、牛肉偽装問題で会長辞任、

　　　　　　社長降格等の処分発表

　　21(水)○外務省、改革｢行動計画｣発表

　　22(木)○参・議院運営委理事会、庶務小委、

　　　　　　図書小委

　　23(金)○ロ朝首脳会談(ウラジオストク)

　　25(日)○香川県知事選、真鍋武紀氏再選

　　26(月)○環境開発サミット(ヨハネスブルク、

　　　　　　～4日)

　　　　　○アジア欧州議員会議(AS EPⅡ)

　　　　　　(マニラ、～28日)

　　28(水)○参・決算委

　　29(木)○参・決算委

　　　　　○東京電力、原発トラブル隠し発覚

　　30(金)○道路関係四公団民営化委、中間報告

　　31(土)○倉田議長一行、ルーマニア、ブルガ

　　　　　　リア共和国、ギリシャ共和国公式訪

　　　　　　問(～11日)

　9.1(日)○今井澄議員逝去

　　　　　○長野県知事選、田中康夫氏再選

2(月)○環境開発サミット世界首脳会議

　　　　　(～4日)行動計画、政治宣言を採

　　　　択

4(水)○南北赤十字会談(金剛山、～6 日)

5(木)○衆・予算委

6(金)○衆・総務委

　　　○古賀正浩衆議院議員逝去

　　　○郵政懇、郵政民営化に関する最終報

　　　　告提出

　　　○KSD事件、小山孝雄元参院議員に

　　　　実刑判決

7(土)○片山総務相、訪米(～13日)

8(日)○川口外相、訪中(～10日)

　　　○ＡＳＥＡＮ議員機構(ＡＩＰＯ)総

　　　　会(ハノイ、～13日)
９(月)○小泉総理、訪米(～13日)

10(火)○厚生労働白書

　　　○「Ｈ２Ａ｣３号機打ち上げ

　　　○スイス、国連加盟

11(水)○参・決算委
　　　○東シナ海沈没の不審船引揚げ

12(木)○参・決算委

　　　○ 日米首脳会談

13(金)○日米外相会談

16(月)○イラク、国連の核査察無条件受入れ
　　　　表明

17(火)○日朝、初の首脳会談(平壌)

18(水)○公益法人白書

20(金)○衆・外務委

21(土)○小泉総理、アジア欧州会議(ASE
　　　　Ｍ)首脳会合へ(コペンハーゲン、

　　　　～25日)

22(日)○ 日韓・日中首脳会談

23(月)○民主党代表選、鳩山由紀夫氏３選

24(火)○衆・農水委

　　　○欧州評議会議員会議(ストラスブー

　　　　ル、～25日)

25(水) ○参・決算委

　　　○ＩＰU(列国議会同盟)特別評議員

　　　　会(ジュネーブ、～27日)

26(木)○参・決算委

27(金)○公正取引委員会年次報告書

　　　○警察白書

28(土)○G7財務相・中央銀行総裁会議

　　　　　(ワシントン、～28日)

　　　○日中国交正常化30周年記念式典

　　　　　(北京)
29(日) ○チリ共和国上院議長一行来日(参議

　　　　　院議長招待、～３日)

30(月) ○小泉改造内閣発足



10. 1(火)○東京都千代田区、路上禁煙条例施行

　　2(水)○参･決算委

　　　　　○新任副大臣の認証式

　　　　　○アジア大会(釜山、～14日)

　　3(木)○参・農水委

　　　　　○参・決算委

　　６(日)○佐賀県植樹祭(議長出席)

　　7(月)○国立国会図書館関西館開館

　　８(火)○ノーベル物理学賞に小柴昌俊東大名

　　　　　　誉教授

　　9(水)○参・議院運営委理事会

　　　　　○ ノーベル化学賞に島津製作所研究者

　　　　　　田中耕一氏

　　10(木)○参・外交防衛委

　　　　　○参・議院運営委理事会

　　　　　○衆・外務委

　　11(金)○衆・経済産業委

　　　　　○第155回国会10月18日召集を閣議決定

　　　　　○川口外相、訪ロ(～15日)

　　12(土)○インドネシア・バリ島で爆弾テロ

　　15(火)○参・議院運営委理事会

　　　　　○古賀一成衆議院議員退職

　　　　　○北朝鮮による日本人拉致被害者５人

　　　　　　帰国

　　16(水)○参・決算委

　　　　　○米政府、北朝鮮が核開発継続と発表

　　17(木)○参・議院運営委理事会

　　　　　○久野恒一議員逝去

　　　　　　【第155回国会(臨時会)】

10. 18(金)○第155回国会(臨時会)召集

　　　　　○開会式

　　　　　○参・本会議(議席の指定、６常任委

　　　　　　員長の選挙、５特別委員会の設置、

　　　　　　会期の件、所信表明演説)

　　　　　○衆・本会議(議席の指定、会期の件、

　　　　　　15常任委員長の選挙、６特別委員会

　　　　　　の設置、所信表明演説)

　　19(土)○南北閣僚級会談(平壌、～22日)

　　21(月)○衆・本会議(代表質問：鳩山由紀夫

　　　　　　君、堀内光雄君、中野寛成君、太田

　　　　　　昭宏君)

　　　　　○衆・予算委

　　22(火)○参・本会議(代表質問：千葉景子君、

　　　　　　青木幹雄君)

　　　　　○参・予算委

　　　　　○衆・本会議(特殊法人改革特別委員会

　　　　　　設置、代表質問：藤井裕久君、志位

　　　　　　和夫君、中西績介君、小池百合子君)

　　23(水)○参・本会議(代表質問：荒木清寛君、

　　　　　　市田忠義君、松岡滿壽男君、朝日俊

　　　　　　弘君、月原茂皓君)

　　24(木)○衆・予算委(総理出席)

　　　　　○野党４党、衆予算委に竹中経済財政

　　　　　　・金融担当大臣問責決議案を提出

　25 (金)○ 参･予算委(総理出席)

　　　　　○石井紘基衆議院議員、暴漢に殺害

　26 (土)○ＡＰＥＣ首脳会議(メキシコ･ロス

　　　　　　カボス、～27 日)

　　　　　 ○日米韓首脳会談

　27 (日)○衆参７選挙区で統一補選

　　　　　○参院千葉選挙区補選、椎名一保氏

　　　　　○参院鳥取選挙区補選、田村耕太郎氏

　　　　　○衆院山形４区補選、齋藤淳氏

　　　　　○衆院神奈川８区補選、江田憲司氏

　　　　　○衆院新潟５区補選、星野行男氏

　　　　　○衆院大阪10区補選、松浪健太氏

　　　　　○衆院福岡６区補選、荒巻隆三氏

　　　　　○日中首脳会談

　28 (月)○大渕絹子議員、社民党に離党届

　29 (火)○衆・本会議

　　　　　○日朝国交正常化交渉(クアラルンプ

　　　　　　ール、～30日)

　30 (水)○基本政策委・合同審査会

　　　　　○｢改革加速のための総合対応策｣

　　　　　○地方分権改革推進会議最終報告

11. 1(金)○参・本会議(新議員紹介、各種委員

　　　　　　選挙)

　　　　　○衆・本会議(新議員紹介等)

　　　　　○衆・憲法調査会中間報告

　　2(土)○公明党大会

　　3(日)○ ASEAN (東南アジア諸国連合)

　　　　　　首脳会議(カンボジア、～６日)

　　4(月)○日中韓首脳会議(プノンペン)

　　5(火)○衆・本会議

　　　　　○経済財政白書

　　　　　○米、中間選挙

　　6(水)○基本政策委・合同審査会

　　7(木)○衆・本会議

　　８(金)○衆・本会議

　　10(日)○川口外相、第２回民主主義閣僚級会

　　　　　　合(ソウル、～11日)

　　11(月)○衆・特殊法人改革特委(総理出席)

　　12(火)○衆・本会議

　　13(水)○参・本会議(母子及び寡婦福祉法案、

　　　　　　法科大学院関係３法案趣旨説明、社

　　　　　　会保険労務士法案成立)

　　　　　○イラク、大量破壊兵器査察受入れを

　　　　　　国連に通達

　　14(木)○衆・本会議

　　　　　○ＷＴＯ非公式閣僚会合(シドニー、

　　　　　　～15日)川口外相出席

　　　　　○中教審、中間報告

　　15(金)○参・本会議(国家公務員等任命同意、



　　　　　　知的財産基本法案趣旨説明、警備業

　　　　　　法案、一般職及び特別職職員給与法

　　　　　　改正案、中小企業関係２法案成立)

　17(日)○南アフリカ共和国全国州評議会議長

　　　　　　一行来日(参議院議長招待、～25日)

　　　　　○沖縄県知事選、稲嶺恵一氏再選

　　18(月)○衆・特殊法人改革特委(総理出席)

　　19(火)○衆・本会議(特殊法人改革関連46法

　　　　　　案可決)

　20 (水)○参・本会議(特殊法人改革関連46法
　　　　　　案趣旨説明、裁判官等給与関係２法

　　　　　　案、防衛庁職員給与法案、古物営業

　　　　　　法案、国会議員の歳費及び秘書給与
　　　　　　法案成立)

　　　　　○参議院改革協議会

　21 (木)○衆・本会議

　　　　　○高円宮憲仁親王殿下薨去

　22 (金)○参・本会議(ペイオフ関連３法案、

　　　　　　構造改革特別区域法案趣旨説明、銀

　　　　　　行等株式保有制限法案、オンライン

　　　　　　3法案、母子及び寡婦福祉法案、学

　　　　　　校教育法案、有明海及び八代海再生

　　　　　　特別措置法案成立)

　25(月)○参・予算委(経済問題に関する集中

　　　　　　審議、総理出席)

　26 (火)○衆・本会議

　27 (水)○参・本会議(憲仁親王殿下薨去弔詞

　　　　　　朗読、郵便法、独立行政法人農畜産

　　　　　　業振興機構法案外８法案、知的財産

　　　　　　基本法案成立)

　　　　　○国連、イラクの大量破壊兵器査察開

　　　　　　始

　28 (木)○衆・本会議(憲法調査会中間報告書

　　　　　　について)
　29 (金)○参・本会議(原子炉規制法改正案等

　　　　　　趣旨説明、独立行政法人北方領土問

　　　　　　題対策協会法案外５法案、法科大学

　　　　　　院等２法案成立)

　　　　　○衆・本会議

　　　　　○障害者白書

　　　　　○高円宮憲仁親王殿下斂葬の儀

12. 1(日)○ ロシア連邦国家院議長一行来日(衆
　　　　　　議院議長招待、～５日)

　　２(月)○衆・予算委(経済・外交問題等に関

　　　　　　する集中審議、総理出席)

　　３(火)○アロヨ・フィリピン大統領国会演説

　　　　　　(参議院議場)

　　4(水)○参・本会議(マンション建替え円滑

　　　　　　化法案、有線電気通信法案、北朝鮮

　　　　　　拉致被害者支援法案、独立行政法人

　　　　　　日本貿易振興機構法案外４法案、農
　　　　　　薬取締法案、自然再生推進法案成立)

5(木)○与党３党党首会談、次期常会を１月

　　　　2O日召集で合意

6(金)○参・本会議(公職選挙法改正案等２

　　　　法案、放送大学学園法案外７法案、

　　　　会社更生法等2 法案、独立行政法人

　　　　労働者健康福祉機構法案外７法案成

　　　　立)

　　　○衆・本会議

　　　○日銀、通貨及び金融の調節に関する

　　　　報告書

　　　○道路関係四公団民営化委、最終報告

7(土)○イラク、軍事プログラムに関する申

　　　　告書、国連査察団に提出

9(月)○参・決算委(平成11・12年度決算締

　　　　めくくり質疑・議決、総理出席)

10(火)○衆・本会議

　　　○民主党両院議員総会で菅前幹事長を

　　　　新代表に選出

11（水)○参・本会議(平成11 ・ 12年度決算、

　　　　金融関係２法案、農協貯金保険法等

　　　　２法案、平成11 ・ 12年度ＮＨＫ決算、

　　　　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整

　　　　備支援機構法案外８法案、構造改革

　　　　特別区域法案、ＮＰＯ法案、戸籍法

　　　　案、電気事業法改正案等２法案成立)

　　　○参議院改革協議会

12(木)○衆・本会議

　　　○総合規制改革会議、第二次答申

　　　○北朝鮮、米朝合意以来凍結中の核施

　　　　設の稼働再開を表明

13(金)○参・本会議(独立行政法人国立病院

　　　　機構法案、独立行政法人医薬品医療

　　　　機器総合機構法案成立、閉会手続)

　　　○衆・本会議(閉会手続)

　　　○第155回国会閉会




