
10国会関係日誌（15.11.28～16.6.16）

　　　　【第158回国会(特別会)閉会後】

平成15年

12.2(火)○金融危機に対応するための措置の必

　　　　　　要性の認定に関する報告

　　　3(水)○参・憲法調査会

　　5(金)○通貨及び金融の調節に関する報告書

　　6(土)○近藤ひろし衆議院議員を公選法違反

　　　　　　(買収、事前運動)容疑で逮捕

　　9(火)○イラク人道復興支援特措法に基づく

　　　　　　対応措置に関する基本計画

　　　　　○近藤ひろし衆議院議員(自民・比例

　　　　　　東海)辞職

　　　　　○カルパート・オーストラリア連邦議

　　　　　　会上院議長、倉田議長訪問

　　13(土)○社民党大会

　　16(火)○参・外交防衛委(イラク人道復興支

　　　　　　援特措法に基づく対応措置に関する

　　　　　　基本計画に関する件)

　　　　　○広島平和記念都市建設事業進捗状況

　　　　　　報告書外13報告書

　　19(金)○木村隆秀衆議院議員(自民・比例東

　　　　　　海)繰上補充当選

　　　　　○破綻金融機関の処理のために講じた
　　　　　　措置の内容等に関する報告

　　24 (水)○田名部匡省君、松岡滿壽男君、無所

　　　　　　属の会を退会

　　　　　○平成15年度第２・四半期予算使用の

　　　　　　状況

　　25 (木)○平成15年度第２・四半期国庫の状況

　　26(金)○江本孟紀君、民主党・新緑風会を退

　　　　　　会

　　　　　○大脇雅子君、社会民主党・護憲連合

　　　　　　を退会

　　　　　○田名部匡省君、松岡滿壽男君、大脇

　　　　　　雅子君、民主党・新緑風会に入会

　　29 (月)○新井正則衆議院議員を公選法違反

　　　　　　(買収)容疑で逮捕

平成16年

　1. 1(木)○西村康稔衆議院議員、自民党会派入

　　　　　　り

　　８(木)○吉村眞事元議員逝去

　　9(金)○第159回国会(常会)の19日召集を閣
　　　　　　議決定

　　12(月)○民主党大会(～13日)

　　13(火)○日本共産党大会(～17日)

　　　　　○坂田道太元衆議院議長逝去

　　14(水)○13年７月の参議院選定数訴訟で最高
　　　　　　裁判決

　　15(木)○江本孟紀君(比例)退職(公選法9○条

　　　　　による)

　16(金)○参・議院運営委、庶務小委、図書小委

　　　　○自民党大会

　　　　○新井正則衆議院議員、自民党会派離

　　　　　脱

　　　　○ゴラン高原国際平和協力業務実施計

　　　　　画の変更、ゴラン高原国際平和協力

　　　　　業務の実施の状況

　　　　○阿具根登元副議長逝去

　　　　　【第159回国会(常会)】

1.19(月)○第159回国会(常会)召集

　　　　○開会式

　　　　○参・本会議(議席の指定、井上吉夫

　　　　　君逝去につき哀悼の件、哀悼演説(藁

　　　　　科満治君)、５特別委員会設置、政府

　　　　　４演説)

　　　　○衆・本会議(議席の指定、新議員紹

　　　　　介、５常任委員長辞任・選挙、６特

　　　　　別委員会設置、議員辞職の件、政府

　　　　　４演説)

　　　　○新井正則衆議院議員(埼玉８区)辞職

　　　　　許可

　　　　○国の債権の現在額総報告、物品増減

　　　　　及び現在額総報告

　21(水)○衆・本会議(代表質問：菅直人君、

　　　　　額賀福志郎君、松本剛明君)

　22(木)○参・本会議(代表質問：藁科満治君、

　　　　　竹山裕君)

　　　　○衆・本会議(代表質問：武正公一君、

　　　　　神崎武法君、志位和夫君、横光克彦

　　　　　君)

　23(金)○ 参・本会議(代表質問：浜四津敏子

　　　　　君、西山登紀子君、小川勝也君、加

　　　　　藤紀文君､福島瑞穂君　新議員紹介)

　　　　○参・予算委(平成16年度予算、平成

　　　　　15年度補正予算趣旨説明)

　　　　○衆・予算委(平成16年度予算、平成

　　　　　15年度補正予算提案理由説明)

　　　　○樋口俊一君(民主・比例)繰上補充当

　　　　　選(江本孟紀君退職による)

　　　　○国民生活安定緊急措置法施行状況報

　　　　　告書

　25(日)○白木義一郎元議員逝去

　26(月)○衆・予算委(補正予算質疑)

　　　　　○ルーカス・スペイン上院議長一行来

　　　　　　日(参議院招待、～30日)

　27(火)○衆・本会議(イラクにおける自衛隊

　　　　　の部隊等支援活動実施承認案件趣旨



　　　　　説明)

　　　　○衆・予算委

　　　　○ルーカス・スペイン上院議長一行、

　　　　　倉田議長訪問

　　　　○行政組織の新設改廃状況報告書

　28､(水)○衆・予算委(補正予算質疑終了)
　　　　○衆・財務金融委(外為法改正案可決)

　　　　○池田行彦衆議院議員(自民・広島５

　　　　　区)逝去

　29 (木)○衆・本会議(外為法改正案可決)

　30 (金)○衆・予算委(補正予算可決)

　　　　○衆・イラク支援特委(イラクにおけ

　　　　　る自衛隊の部隊等支援活動実施承認

　　　　　案件承認)

　　　　○衆・本会議(延会)

　31(土)○衆・本会議(補正予算可決、イラク

　　　　　における自衛隊の部隊等支援活動実

　　　　　施承認案件承認)

2.1(日)○大阪府知事選、太田房江氏再選
　　3(火)○参・予算委(補正予算質疑)

　　4(水)○参・本会議(イラクにおける自衛隊

　　　　　の部隊等支援活動実施承認案件趣旨

　　　　　説明)

　　　　○参・予算委

　　　　○第百五十六回国会参議院において採

　　　　　択された請願の処理経過

　　5(木)○参・予算委
　　　　○チャヴシュオール・トルコ日本友好

　　　　　議員連盟会長、本岡副議長訪問

　　6(金)○参・各会派代表者懇談会(参議院議

　　　　　員選挙の定数較差問題に関する協議

　　　　　会設置について)

　　　　○平成16年度地方団体の歳入歳出総額

　　　　　の見込額

　　　　○平成15年における通信傍受に関する

　　　　　報告
　　9(月)○参・予算委(補正予算可決)

　　　　○参・イラク・事態特委(イラクにお

　　　　　ける自衛隊の部隊等支援活動実施承

　　　　　認案件承認)
　　　　○参・財政金融委(外為法改正案可決)

　　　　○参・本会議(補正予算成立、外為法

　　　　　改正案成立、イラクにおける自衛隊の部

　　　　　隊等支援活動実施承認案件承認)

　　　　○衆・予算委

　10(火)○衆・予算委(平成16年度予算基本的

　　　　　質疑)

　12(木)○衆・予算委(基本的質疑)

　13(金)○衆・本会議
　　　　○衆・予算委(基本的質疑)

　16(月)○参・本会議

　　　　　○衆・予算委

　　　　○宮崎茂一元衆院議員(元科学技術庁

　　　　　長官)逝去

　17(火)○衆・本会議(公債発行特例等法案、

　　　　　所得税法等改正案趣旨説明)

　　　　○衆・予算委
　18(水)○基本政策委合同審査会(党首討論)

　　　　○参・憲法調査会(二院・参院小委設

　　　　　置)

　　　　○参議院議員選挙の定数較差問題に関

　　　　　する協議会

　　　　○参・予算委派遣(鹿児島・熊本、大

　　　　　阪・兵庫、～20日)

　　　　○衆・予算委

　19(木)○衆・本会議(地方財政計画について
　　　　　の総務大臣発言、地方税法及び国有

　　　　　資産等所在市町村交付金納付金法改

　　　　　正案、所得譲与税法案、地方交付税

　　　　　法等改正案趣旨説明)

　　　　○衆・予算委(公聴会日程決定)

　20(金)○衆・予算委
　　　　○山中貞則衆議院議員(自民・鹿児島５

　　　　　区)逝去

　23(月)○衆・予算委
　24(火)○アナン国連事務総長国会演説(参議

　　　　　院議場)

　　　　○衆・予算委(集中審議)

　　　　○二千三年の国際連合教育科学文化機
　　　　　関第三十二回総会において採択され

　　　　　た条約及び勧告に関する報告書

　　　　○平成十四年度国有林野事業に係る債

　　　　　務の処理に関する施策の実施の状況

　　　　　に関する報告
　　　　○平成十四年度日本国有鉄道清算事業

　　　　　団の債務等の処理に関する法律に定

　　　　　める施策の実施の状況に関する報告

　25(水)○参・憲法調査会

　　　　○衆・予算委(集中審議)

　26(木)○衆・予算委公聴会(～27日)

　　　　○マテオ・バルメリ・パラグアイ上院

　　　　　議長、倉田議長訪問

　27(金)○参・本会議(平成14年度決算の概要

　　　　　について財務大臣報告)、
　　　　○衆・本会議(義務教育費国庫負担法

　　　　　及び公立養護学校整備特措法改正案

　　　　　趣旨説明)

　　　　○参議院議員選挙の定数較差問題に関

　　　　　する協議会

　　　　○平成13年度決算に関する参議院の議

　　　　　決について講じた措置

　28 (土)○大隈信幸元議員逝去

3.1(月)○衆・予算委分科会(～2 日)

　　2(火)○人権教育及び人権啓発に関する施策



　　　　についての年次報告

3(水)○衆・予算委(集中審議)

　　　　○参・憲法調査会

4(木)○衆・予算委(集中審議)

5(金)○衆・予算委(締めくくり質疑、平成

　　　　16年度予算可決)

　　　○衆・本会議(平成16年度予算可決、

　　　　所得譲与税法案等可決、公債発行特

　　　　例等法案、所得税法等改正案可決)

　　　○佐藤観樹衆議院議員(民主・比例東

　　　　海)辞職許可

7(日)○佐藤観樹前衆議院議員を詐欺容疑で

　　　　逮捕

8(月)○参・決算委(平成14年度決算全般質

　　　　疑)

9(火)○参・予算委(平成16年度予算基本的
　　　　質疑)

　　　○地方財政の状況

10(水)○参・予算委(基本的質疑)

11(木)○参・予算委

　　　　○衆・本会議(金融機能強化特措法案、

　　　　預金保険法改正案趣旨説明)

12(金)○参・本会議(公債発行特例等法案、

　　　　所得税法等改正案趣旨説明、平成16

　　　　年度地方財政計画について総務大臣

　　　　報告、所得譲与税法案等趣旨説明)

　　　○参・予算委(公聴会日程決定)

　　　○参・憲法調査会二院・参院小委

　　　○衆・本会議(児童虐待防止法改正案

　　　　可決､中小企業金融公庫法等改正案、

　　　　中小企業等投資事業有限責任組合契

　　　　約法改正案趣旨説明)

　　　○独立行政法人の常勤職員数に関する

　　　　報告

15(月)○参・予算委

　　　○参・決算委(○ＤＡについて参考人
　　　　質疑)

16(火)○参・予算委(経済・金融、年金・社

　　　　会保障集中審議)

　　　○衆・本会議(裁判員法案趣旨説明)

17(水)○参・予算委

　　　○参･憲法調査会

　　　○津川祥吾衆議院議員(民主・比例東
　　　　海)繰上補充当選(佐藤観樹君辞職に

　　　　よる)

　　　○大木正吾元議員逝去

18(木)○参・予算委公聴会

　　　○衆・本会議(義務教育費国庫負担法

　　　　等改正案可決、総合法律支援法案趣

　　　　旨説明)

19(金)○参・本会議(義務教育費国庫負担法

　　　　等改正案趣旨説明、日米租税条約承

　　　　　認)

　　　　○参・予算委

　　　　○イェウ・ベトナム国会副議長、本岡
　　　　　副議長訪問

　22(月)○参・予算委(委嘱審査日程決定)

　　　　○参・決算委(決算審査の在り方につ

　　　　　いて参考人質疑)

　　　　○パウラウスカス・リトアニア国会議

　　　　　長、倉田議長訪問

　23 (火)○参・予算委(外交・防衛等集中審議)

　　　　○衆・本会議(地方自治法改正案、市

　　　　　町村合併特例法改正案、市町村合併

　　　　　特例等法案趣旨説明)

　24 (水)○参・予算委嘱審査(～25日)

　　　　○裁判官弾劾裁判所裁判員会議(次期

　　　　　裁判長に真鍋賢二君を互選)

　　　　○営利企業への就職の承認に関する年
　　　　　次報告(天下り白書)

　　　　○官民人事交流に関する年次報告

　25 (木)○参・共生社会調査会(ＤＶ防止法改

　　　　　正案提出決定)

　　　　　○平成15年度第３・四半期予算使用の

　　　　　状況

　26 (金)○参・予算委(締めくくり質疑、平成

　　　　　16年度予算可決)

　　　　○参・本会議(平成16年度予算成立、

　　　　　　DＶ防止法改正案可決、公債発行特

　　　　　例等法案、所得税法等改正案成立、

　　　　　地方税法及び国有資産等所在市町村

　　　　　交付金納付金法改正案、所得譲与税

　　　　　法案、地方交付税法等改正案成立、

　　　　　参議院事務局職員定員規程改正規程

　　　　　案可決)

　　　　○国会議員資産等公開規程改正規程、

　　　　　議院に出頭する証人等旅費日当支給

　　　　　規程改正規程(両院議長決定)

　　　　○平成15年度第３・四半期国庫の状況

　30(火)○衆・本会議(児童の売買等に関する

　　　　　児童の権利条約選択議定書承認、道

　　　　　路公団民営化関連法案趣旨説明)

　31 (水)○参・本会議(義務教育費国庫負担法

　　　　　等改正案成立、国会議員歳費旅費手

　　　　　当等法改正案成立)

　　　　○参・決算委

　　　　○参議院議員選挙の定数較差問題に関

　　　　　する協議会

4．1(木)○衆・本会議(中小企業金融公庫法等

　　　　　改正案、中小企業等投資事業有限責

　　　　　任組合契約法改正案可決、国民年金

　　　　　法等改正案、年金積立金管理運用法

　　　　　人法案、高年齢者雇用安定等法改正

　　　　　案趣旨説明)



2(金)○参・本会議(特定外来生物による生
　　　　態系等被害防止法案、外来生物種規

　　　　制法案趣旨説明)
　　　○衆・本会議(行政事件訴訟法改正案
　　　　趣旨説明)
　　　○自衛隊員の営利企業への就職の承認
　　　　に関する報告
　　　○防衛庁と民間企業との間の人事交流

　　　　に関する報告
　　　○平沢勝栄総務大臣政務官辞任

5(月)○参・決算委
6(火)○参・厚生労働委(児童虐待防止法改

　　　　正案可決)
　　　○総務大臣政務官に小西理衆議院議員

7(水)○参・本会議(入管法改正案、難民等
　　　　保護法案趣旨説明、中小企業金融公
　　　　庫法等改正案、中小企業等投資事業
　　　　有限責任組合契約法改正案趣旨説
　　　　明、児童虐待防止法改正案成立)

　　　○参・憲法調査会
8(木)○衆・本会議(農協法等改正案、家畜

　　　　伝染病予防法改正案趣旨説明)

9{金)○参・本会議
　　　○衆・本会議(国会議員秘書給与法改
　　　　正案可決、公的年金制度改革推進法
　　　　案趣旨説明)

　　　○両院議長会談(国会議員互助年金に
　　　　ついて)

10(土)○社民党臨時大会
　　　○内藤健元議員逝去

12(月)○参・決算委
13(火)○衆・本会議(有事関連議案10件趣旨

　　　　説明)
　　　○森山裕君(鹿児島)退職(公選法90条)
　　　○木下厚衆議院議員(民主・比例北関

　　　　東)退職(公選法90条)
14(水)○参・本会議(中小企業金融公庫法等

　　　　改正案、中小企業等投資事業有限責
　　　　任組合契約法改正案成立)
　　　○基本政策委合同審査会(党首討論)
　　　○参・憲法調査会二院・参院小委

　　　○参議院改革協議会
16(金)○参・本会議(特定外来生物による生

　　　　態系等被害防止法案可決、入管法改

　　　　正案成立)
　　　○衆・本会議(構造改革特区法改正案
　　　　趣旨説明、特許審査迅速化等のため
　　　　の特許法等改正案趣旨説明)
　　　○無差別大量殺人行為を行った団体の
　　　　規制に関する法律の施行状況に関す

　　　　る報告
　　　○団体規制状況の年次報告

18(日)○穐山篤元議員逝去
　　　○野坂浩賢元衆院議員(元官房長官、

　　　　建設相)逝去

20(火)○衆・本会議(イラクにおける邦人人

　　　　質事件等について外務大臣発言、景

　　　　観法案、景観法施行に伴う関係法律

　　　　整備法案、都市緑地保全法等改正案

　　　　趣旨説明)

　　　○森林・林業白書
21(水)○参・本会議(イラクにおける邦人人

　　　　質事件等について外務大臣報告、私

　　　　立学校法改正案趣旨説明、児童の売

　　　　買等に関する児童の権利条約選択議

　　　　定書承認)

　　　○参・憲法調査会

　　　○参・決算委

　　　○本田平直衆議院議員(民主・比例北関

　　　　東)繰上補充当選

22(木)○衆・本会議(信託業法案趣旨説明)

　　　○チョントウ・ルーマニア下院副議長

　　　　（ルーマニア・日本友好議員連盟会

　　　　長)、倉田議長訪問

23(金)○参・本会議

　　　○衆・財務金融委(金融機能強化特措

　　　　法案、預金保険法改正案可決)

　　　○衆・本会議(裁判員法案修正議決、

　　　　金融機能強化特措法案、預金保険法

　　　　改正案可決、地方教育行政組織運営

　　　　法改正案趣旨説明)

　　　○テロ対策特措法に基づく対応措置に

　　　　関する基本計画の変更

　　　○水産白書

　　　○八百板正元議員逝去

25(日)○衆議院埼玉８区補欠選挙、柴山昌彦

　　　　氏

　　　○衆議院広島５区補欠選挙、寺田稔氏

　　　○衆議院鹿児島５区補欠選挙、森山裕

　　　　氏(前参議院議員)

　　　　○三塚博元衆議院議員逝去

26(月)○参・決算委

27(火)○衆・本会議(構造改革特区法改正案
　　　　可決､道路公団民営化関連法案可決、

　　　　市町村合併特例等法案修正議決、総

　　　　合法律支援法案修正議決、公益通報

　　　　者保護法案趣旨説明)

　　　　 ○中小企業白書

28(水)○参・本会議(道路公団民営化関連法
　　　　案趣旨説明、裁判員法案趣旨説明、

　　　　市町村合併特例等法案等趣旨説明)

　　　○参議院議員選挙の定数較差問題に関

　　　　する協議会
　　　　○参議院改革協議会○ＤＡ派遣に関す



　　　　　る打合会

　　　　○衆・厚生労働委(国民年金法等改正

　　　　　案修正議決、年金積立金管理運用法

　　　　　人法案、高年齢者雇用安定等法改正

　　　　　案可決)

5. 7(金)○衆・本会議(家畜伝染病予防法改正

　　　　　案可決)

　　　　○福田康夫官房長官辞任、後任に細田

　　　　　博之官房副長官

　　　　○官房副長官に杉浦正健衆議院議員

　10(月)○参・決算委(平成十四年度決算外２

　　　　　件について意見交換)

　　　　○菅民主党代表辞任

　11(火)○衆・本会議(国民年金法等改正案修

　　　　　正議決、年金積立金管理運用法人法

　　　　　案、高年齢者雇用安定等法改正案可

　　　　　決、特許審査迅速化等のための特許

　　　　　法等改正案可決)

　12(水)○参・議院運営委(国会議員秘書給与

　　　　　等法改正案可決)

　　　　○参・本会議(国民年金法等改正案、

　　　　　年金積立金管理運用法人法案、高年

　　　　　齢者雇用安定等法改正案趣旨説明、

　　　　　国会議員秘書給与等法改正案成立)

　　　　○参・議院運営委理事会(議員秘書の

　　　　　氏名等の公表に係る各会派申合せに

　　　　　関する件)

　　　　○参・憲法調査会

　14(金)○参・会議(3常任委員長の選挙、
　　　　　構造改革特区法改正案趣旨説明)

　　　　○衆・本会議(決算行監委員長の選挙、

　　　　　障害者基本法改正案、消費者保護基

　　　　　本法改正案可決、景観法案、景観法

　　　　　施行に伴う関係法律整備法案、都市

　　　　　緑地保全法等改正案可決)

　　　　○エネルギー白書

　17(月)○参・決算委

　　　　○参・法務委地方公聴会

　18 (火)○衆・本会議(行政事件訴訟法改正案
　　　　　可決)

　　　　○民主党代表に岡田克也衆議院議員

　　　　○マジャーリ-・ヨルダン下院議長、

　　　　　倉田議長訪問

　　　　○食料・農業・農村白書

　19 (水)○参・本会議(行政事件訴訟法改正案

　　　　　趣旨説明、市町村合併特例等法案等

　　　　　成立)

　　　○参・決算委(締めくくり総括的質疑)
　　　　　○参・憲法調査会二院・参院小委

　20 (木)○参・法務委(裁判員法案可決)

　　　　○衆・本会議(地方教育行政組織運営

　　　　　法改正案可決、有事関連議案10件可

　　　　　決)

　　　　○原田義昭文部科学副大臣辞任、後任

　　　　　に小野晋也衆議院議員

　21(金)○参・本会議(証券取引法等改正案、

　　　　　株式等取引決済合理化を図るための

　　　　　社債等振替法改正案趣旨説明、裁判

　　　　　員法案成立、構造改革特区法改正案

　　　　　成立)

　　　　　○衆・本会議(農協法等改正案可決)

　　　　　○国会議員秘書給与支給等規程改正規
　　　　　程(両院議長決定)

　　　　　○議員秘書の兼職に係る文書の提出及

　　　　　び公開に関する件(議長決定)

　22 (土)○小泉総理大臣北朝鮮訪問

　24(月)○参・国土交通委地方公聴会

　　　　　○松崎俊久前議員逝去

　25 (火)○衆・本会議(公益通報者保護法案可

　　　　　決、北朝鮮訪問に関する報告のため

　　　　　内閣総理大臣発言)

　　　　　○母子家庭白書

　　　　○防災白書

　26 (水)○参・本会議(有事関連議案10件趣旨

　　　　　説明、北朝鮮訪問に関する報告につ

　　　　　いて内閣総理大臣報告、消費者保護

　　　　　基本法改正案成立、家畜伝染病予防

　　　　　法改正案成立、総合法律支援法案成

　　　　　立)

　　　　　○参・憲法調査会(二院・参院小委報

　　　　　告)

　　　　　○衆・法務委(ＤＶ防止法改正案可決)

　27 (木)○衆・本会議(特定外来生物による生

　　　　　態系等被害防止法案成立、ＤＶ防止
　　　　　法改正案成立)

　28 (金)○参・本会議(金融機能強化特措法案、

　　　　　　預金保険法改正案趣旨説明、農協法

　　　　　　等改正案趣旨説明、障害者基本法改

　　　　　　正案成立、特許審査迅速化等のため

　　　　　　の特許法等改正案成立)

　　　　　○参議院議員選挙の定数較差問題に関

　　　　　　する協議会(報告決定)

　　　　　○環境白書

　　　　　○循環型社会の形成の状況に関する年

　　　　　　次報告、循環型社会の形成に関する

　　　　　施策

　29 (土)○ジャクソン・メキシコ上院議長一行

　　　　　　来日(参議院招待、～6月３日)

　31 (月)○参・決算委(締めくくり総括質疑、

　　　　　平成14年度決算議決、要請決議)

　　　　　○参・厚生労働委地方公聴会

　　　　　○大塚喬元議員逝去

6. 1(火)○参・国土交通委(道路公団民営化関
　　　　　　連法案可決)



　　　○参・各会派代表者懇談会(参議院議

　　　　員選挙の定数較差問題に関する協議

　　　　会報告について)

　　　○ジャクソン・メキシコ上院議長、倉

　　　　田議長訪問

　　　○交通安全白書

　　　○製造基盤白書
２(水)○参・本会議(拉致問題特委設置、景

　　　　観法案、景観法施行に伴う関係法律

　　　　整備法案、都市緑地保全法等改正案

　　　　趣旨説明、公益通報者保護法案趣旨

　　　　説明、平成14年度決算是認、内閣に

　　　　対し警告、行政事件訴訟法改正案成

　　　　立、証券取引法等改正案、株式等取

　　　　引決済合理化を図るための社債等振

　　　　替法改正案成立、道路公団民営化関

　　　　連法案成立、地方教育行政組織運営

　　　　法改正案成立)

　　　○国際問題に関する調査報告書

3(木)○衆・本会議(特定船舶入港禁止法案

　　　　可決、平成14年度決算議決)

　　　○参・厚生労働委(国民年金法等改正

　　　　案､年金積立金管理運用法人法案、

　　　　高年齢者雇用安定等法改正案可決)

4(金)○参・本会議(国井厚生労働委員長解

　　　　任決議案趣旨説明、延会)

　　　○衆・本会議(衛藤厚生労働委員長解

　　　　任決議案否決)

　　　○衆のグループ改革、会派解散

　　　○川上義博、坂本哲志、武田良太、御

　　　　法川信英の各衆議院議員、自民党会

　　　　派入り

　　　○障害者白書

　　　○二千三年の国際労働機関第九十一回

　　　　総会において採択された条約に関す

　　　　る報告書

　　　○通貨及び金融の調節に関する報告書

　　　○科学技術白書

5(土)○参・本会議(国井厚生労働委員長解

　　　　任決議案否決、倉田議長不信任案否

　　　　決、国民年金法等改正案、年金積立

　　　　金管理運用法人法案、高年齢者雇用

　　　　安定等法改正案成立)

7(月)○下村泰元議員逝去

8(火)○衆・本会議
　　　○主要国首脳会議(米ジョージア州、

　　　　～10 日)

　　　○高齢社会白書

　　　○首都圏白書

10(木)○衆・本会議
　　　○両院議長、国会議員の互助年金等に

　　　　関する調査会の設置を発表

11（金）○参・本会議（農協法等改正案成立、

　　　　景観法案、景観法施行に伴う関係法

　　　　律整備法案、都市緑地保全法等改正

　　　　案成立）

　　　○参議院改革協議会（ＯＤＡ派遣に関

　　　　する打合会報告書）

　　　○参・内閣委（公益通報者保護法案可

　　　　決）

　　　○参・国土交通委（特定船舶入港禁止

　　　　特措法案可決）

　　　○共生社会に関する調査報告書

　　　○男女共同参画白書

　　　○破綻金融機関の処理のために講じた

　　　　措置の内容等に関する報告

　　　○政策評価等の実施状況及びこれらの

　　　　結果の政策への反映状況に関する報

　　　　告

　　　○土地白書

　　　○公務員白書

14（月）○参・イラク・事態特委（有事関連議

　　　　案10件可決）

　　　○参・本会議（特定船舶入港禁止特措

　　　　法案成立､公益通報者保護法案成立、

　　　　有事関連議案10件成立、金融機能強

　　　　化特措法案、預金保険法改正案につ

　　　　いて中間報告を求め、成立）

　　　○国民生活・経済に関する調査報告書

15（火）○衆・本会議（小泉内閣不信任決議案

　　　　否決）

　　　○参・拉致問題特委

　　　○証券取引法等の一部を改正する法律

　　　　の施行に伴う関係政令の整備等に関

　　　　する政令における自衛隊員倫理規程

　　　　の一部改正に関する報告

　　　○国家公務員倫理規程及び職員の職務

　　　　に係る倫理に関する規則に関する報

　　　　告

　　　○観光白書

16（水）○参・本会議（３調査会報告､ユニバー

　　　　サル社会の形成促進に関する決議、

　　　　閉会手続）

　　　○衆・本会議（閉会手続）

　　　○国会議員の互助年金等に関する調査

　　　　会（第１回）

　　　○臨時閣議で参議院議員通常選挙日程

　　　　決定

　　　○第159回国会閉会




