
１　第20回参議院議員通常選挙

　平成16年（2004年）6月24日、第20回参議院議員通常選挙が公示された。今回の通

常選挙には、比例区、選挙区合わせた改選数121に対し320名が立候補し、第159回国

会において改正法が成立した年金問題やイラクにおける自衛隊の多国籍軍参加の是非

などを主な争点として争った。

　７月11日の投開票の結果、民主党が大きく議席を増やし、共産党が大きく議席を減

らした。衆議院に続いて参議院においても２大政党化の傾向が強まった。

　投票率（全国平均）は、比例区56.54％、選挙区56. 57％となり、前回の通常選挙よ

りも上回ったが、過去４番目に低い投票率となった。なお、今回の通常選挙は、従来

の不在者投票よりも手続を簡素化した「期日前投票制度」導入後初の国政選挙（補欠

選挙を除く）となったが、この制度を利用して約717万人が投票した。

　平成13年の通常選挙から始まった定数削減は、今回の選挙で比例区２、選挙区３の

計５議席削減することにより達成され、７月26日（新たに選出された議員の任期開始

日）から参議院議員定数は242となった。

　各党の獲得議席数は以下のとおりである。

政党名 獲得議席 改選前議席 増減

民主党 5 0 3 8 ＋１２

自由民主党 4 9 5 0 －　１

公明党 １１ １０ ＋１

日本共産党 ４ 1 5 －11

社会民主党 ２ ２ ±　０

みどりの会議 ０ １ －　１

無所属 ５ ４ ＋　　１

無所属の会 － ４ －　４

欠員 － ２ －　２

改選数計 12 1 12 6 －　５

※改選前議席数は第159回国会会期終了日現在の政党所属議員数であり、会派所属議員数とは

　必ずしも一致しない。また、「無所属の会」については、今回、立候補者はいなかった。



２第160回国会概観

１　会期及び活動等の概要

　第160回国会（臨時会）は、７月11日に行われた第20回参議院議員通常選挙を受け、

７月30日に召集され、8月6日に終了した。

　会期については、与党側は院の構成を決めるための短期間を提案したのに対し、野

党側は年金問題、自衛隊のイラク多国籍軍参加問題、日本歯科医師連盟による政治献

金問題等を審議するため１か月以上を要求したが、召集日当日の衆参両院の本会議に

おいてそれぞれ多数をもって8月6日までの８日間とすることを議決した。

　開会式は、召集日当日の午後２時から、参議院議場で行われた。

　召集日当日、参議院本会議において、議長及び副議長の選挙等、院の構成を決める

議事が行われた。

　今国会中、新規に提出された議案は、参法４件、衆法４件で、その内容は、第159

回国会において成立した国民年金法等改正法などをそれぞれ廃止しようとするもので

あった。衆議院においては委員会・本会議でいずれも否決され、参議院においては委

員会に付託されないまま未了となった。なお、衆議院において、坂口厚生労働大臣不

信任決議案が提出され、否決された。

　また、衆参両院の本会議において、小泉内閣総理大臣から第30回主要国首脳会議出

席について報告を聴き、これに対する質疑を行った。このほか、参議院においては、

国民年金、自衛隊のイラク多国籍軍参加、UF J銀行、ＷＴＯ交渉、北朝鮮による拉

致等の諸問題や平成16年７月梅雨前線豪雨災害等について関係委員会で国政調査が行

われた。

　会期末の８月６日、衆参両院の本会議で閉会手続が行われた。

２　院の構成

　召集日当日、参議院本会議において、議席の指定、倉田議長の辞任許可、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、特別委員会の設置、憲法調査会

委員の選任、政治倫理審査会委員の選任等が行われた。

　議長及び副議長の選挙は、無名投票の結果、第26代議長に扇千景君（自民）、第25

代副議長に角田義一君（民主）が当選した。同日、正副議長は、それぞれ所属会派を

退会した。　　

　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、従来から設置されてきた災害対策、沖縄・北方、金融経済及び倫理

選挙に加え、前国会から設置されたイラク・事態及び拉致問題の計６特別委員会が設

置され、各特別委員会においてそれぞれ特別委員長が選任された。

　憲法調査会及び政治倫理審査会においても、それぞれ会長の選任が行われた。

　なお、調査会については、今国会では設置されなかった。

　第20回参議院通常選挙の結果、召集日の会派別所属議員数は、自由民主党114、民

主党・新緑風会83、公明党24、日本共産党９、社会民主党・護憲連合５、各派に属し

ない議員７（議長及び副議長を含む）となった。

３　国政調査等

　(1）第30回主要国首脳会議出席に関する報告及び質疑

　小泉内閣総理大臣は、６月８日から12日まで米国を訪問し、シーアイランドで開か

れた第30回主要国首脳会議に出席したほか、米国、英国、フランス、ドイツ、ロシア、

ヨルダンの各国首脳と個別に会談を行い、世界経済、イラク、大量破壊兵器の拡散、

テロ、北朝鮮問題等について協議を行った。

　今国会において、８月２日に衆議院本会議で、翌３日に参議院本会議で、小泉総理

から第30回主要国首脳会議出席に関する報告を聴き、質疑が行われた。参議院におい

ては、自民及び民主の２会派が、今回の参院選挙の結果や自衛隊のイラク多国籍軍参

加、国民年金、北朝鮮による拉致等の諸問題について質疑を行った。なお、共産は、

今回の参議院通常選挙の結果、所属議員数が10名を割ったため、質疑を行うことがで

きなかった。

　（２）国民年金法等をめぐる議論

　第159回国会において成立した国民年金法等改正法の条文に多くの誤りがあったこ

とが同国会閉会後、明らかになった。

　政府は、衆参両院の議院運営委員会理事会において陳謝するとともに、厚生労働省

及び内閣法制局の幹部職員を処分した。また、坂口厚生労働大臣は、給与を自主的に

返納することを表明した。野党側は改正案の提出を求めたが、政府は、７月27日付官

報へ正誤表を掲載することで対応した。

　今国会召集日当日、民主党は、国民年金法等の一部を改正する法律を廃止する等の

法律案など４法案を衆参両院にそれぞれ提出した。

　衆議院においては、8月4日、厚生労働委員会など関係４委員会で法案審査の結果、

それぞれ否決され、翌５日、本会議において４法案はいずれも否決された。また、５

日、民主・共産・社民から年金問題をめぐる対応等を理由として坂口厚生労働大臣不



信任決議案が提出されたが、同日の本会議において否決された。

　参議院においては、８月５日、厚生労働委員会で年金問題、社会保険庁改革、日本

歯科医師連盟による政治献金問題等について調査を行った。

　なお、民主党が参議院に提出した４法案は、いずれも委員会には付託されず、未了

となった。

（3）自衛隊のイラク多国籍軍参加問題

　政府は、６月18日、「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」の変更を閣議決定し、イラクへの主権移譲後に編成される多国籍軍への自衛隊参

加を決定した。6月28日、イラク暫定政府への主権の移譲が前倒しで実施された。

　参議院イラク・事態特別委員会は、8月5日、イラクにおける自衛隊の部隊の活動

状況及び治安情勢等について政府参考人から報告を聴いた後、川口外務大臣、石破防

衛庁長官等に対して質疑を行った。

(4)平成16年７月梅雨前線豪雨災害

　７月13日以降、新潟県、福島県、福井県が相次いで豪雨災害に見舞われた。

　参議院災害対策特別委員会は、７月21日、理事会合意に基づき、豪雨災害対策に関

し、激甚災害の早期指定等、８項目について政府へ申入れを行った。

　今国会において、災害対策特別委員会は、８月４日、平成16年７月梅雨前線豪雨に

よる被害状況等の実情調査のため、福井県（第１班）及び新潟県（第２班）に委員派

遣を行うとともに、６日、派遣委員から報告を聴いた後、井上内閣府特命担当大臣等

に対して質疑を行った。

　また、8月5日、農林水産委員会は、農林水産関係の被害について亀井農林水産大

臣から報告を聴いた後、同大臣に質疑を行い、経済産業委員会は、被災事業者対策に

ついて中川経済産業大臣から報告を聴いた。



３参議院役員等一覧

役員名 召集日(16.7.30) 会期中選任

議　　　　長

副　議　長

扇　　千景（無）

角田　義一（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

高嶋　良充（民主）

景山俊太郎（自民）

渡辺　孝男（公明）

山本　一太（自民）

浅尾慶一郎（民主）

北岡　秀二（自民）

国井　正幸（自民）

岩永　浩美（自民）

谷川　秀善（自民）

田名部匡省（民主）

郡司　　彰（民主）

北澤　俊美（民主）

中曽根弘文（自民）

鴻池　祥肇（自民）

山口那津男（公明）

溝手　顕正（自民）

山下八洲夫（民主）

特

別

委

員

長

災害対策

沖縄･北方

金融経済

倫理選挙

イラク・事態

拉致問題

風間　　昶（公明）

木俣　佳丈（民主）

内藤　正光（民主）

沓掛　哲男（自民）

太田　豊秋（自民）

清水嘉与子（自民）

憲法調査会会長 関谷　勝嗣（自民）

政治倫理審査会会長 若林　正俊（自民）

事務総長 川村　良典



４会派別所属議員数一覧

(会期終了日現在)

会　　派 議員数
①19.7.28任期満了 ②22. 7.25任期満了

比例 選挙区 合計 比例 選挙区 合計

自　由　民　主　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

各派に属しない議員

114(11)

83
(11)

24
　(5)

　9　(3)

　5　(1)

　7　(2)

20(5)

12(1)

8
(1)

4
(3)

3

1
(1)

45(3)

20(3)

5
(1)

1

0

2

65(8)

32(4)

13(2)

5
(3)

3

3
(1)

15(2)

19(2)

8
(3)

4

2
(1)

0

34(1)

32(5)

3

0

0

4
(1)

49(3)

51
(7)

11(3)

4

2
(1)

4
(1)

合　　　計

　欠　　員

　定　　数

242(33)

　0

242

48
(11)

　0

48

73
(7)

0

73

121
(18)

　0

121

48
(8)

0

48

73
(7)

0

73

121(15)

　0

121

（）内は女性議員数



５会派別所属議員一覧

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(召集日現在)

無印の議員は平成19年7月28日任期満了、○印の議員は平成22年７月25日任期満了
また、（）内は、各議員の選出選挙区別　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　【自由民主党】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 14名）

　阿部　　正俊（山　形）　　愛知　　治郎（宮　城）　○青木　　幹雄（島　根）

　○秋元　　　司（比　例）　○浅野　　勝人（愛　知）　　荒井　　正吾（奈　良）

　○荒井　　広幸（比　例）　　有村　　治子（比　例）　○泉　　　信也（比　例）

　○市川　　一朗（宮　城）　　岩井　　國臣（比　例）　○岩城　　光英(福　島）

　○岩永　　浩美（佐　賀）　　魚住　　汎英（比　例）　　小野　　清子（比　例）

　尾辻　　秀久（比　例）　　大仁田　　厚（比　例）　　大野　つや子（岐　阜）

　太田　　豊秋（福　島）　○岡田　　直樹（石　川）　○岡田　　　広（茨　城）

　○荻原　　健司（比　例）　加治屋　義人（鹿児島）　○加納　　時男（比　例）

　狩野　　　安（茨　城）　　景山　俊太郎（島　根）　　柏村　　武昭（広　島）

　片山　虎之助（岡　山）　　金田　　勝年（秋　田）　○亀井　　郁夫（広　島）

　○河合　　常則（富　山）　○木村　　　仁（熊　本）　○岸　　　宏一（山　形）

　○岸　　　信夫（山　口）　　北岡　　秀二（徳　島）　○北川イッセイ（大　阪）

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

　○小池　　正勝（徳　島）　○小泉　　昭男（神奈川）　　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）

　鴻池　　祥肇（兵　庫）　○佐藤　　昭郎（比　例）　　佐藤　　泰三（埼　玉）

○坂本　由紀子（静　岡）　　桜井　　　新（比　例）　　山東　　昭子（比　例）

清水　嘉与子（比　例）　○椎名　　一保（千　葉）　　陣内　　孝雄（佐　賀）

○末松　　信介（兵　庫）　　鈴木　　政二（愛　知）　　世耕　　弘成（和歌山）

○関口　　昌一（埼　玉）　　関谷　　勝嗣（愛　媛）　　田浦　　　直（長　崎）

○田中　　直紀（新　潟）　　田村　　公平（高　知）　○田村　耕太郎（鳥　取）

　伊達　　忠一（北海道）　○竹中　　平蔵（比　例）　　竹山　　　裕（静　岡）

　武見　　敬三（比　例）　谷川　　秀善（大　阪）　　段本　　幸男（比　例）

　常田　　享詳（鳥　取）　○鶴保　　庸介(和歌山）　○中川　　雅治（東　京）

○中川　　義雄（北海道）　　中島　　啓雄（比　例）　　中島　　眞人（山　梨）

○中曽根　弘文（群　馬）　　中原　　　爽（比　例）　○中村　　博彦（比　例）

○二之湯　　智（京　都）　○西島　　英利（比　例）　　西田　　吉宏（京　都）

　西銘　順志郎（沖　縄）　　野上　浩太郎（富　山）　○野村　　哲郎（鹿児島）

○南野　知惠子（比　例）　○長谷川　憲正（比　例）　　橋本　　聖子（比　例）

　林　　　芳正（山　口）　　福島　啓史郎（比　例）　　藤井　　基之（比　例）

　藤野　　公孝（比　例）　　保坂　　三蔵（東　京）　　真鍋　　賢二（香　川）

　舛添　　要一（比　例）　○松田　　岩夫（岐　阜）　○松村　　祥史（比　例）



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

○水落　　敏栄（比　例）　　溝手　　顕正（広　島）　　森元　　恒雄（比　例）

○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）　○山谷　えり子（比　例）

　山本　　一太（群　馬）　○山本　　順三（愛　媛）　　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】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8 3名）

○足立　　信也（大　分）　○浅尾　慶一郎（神奈川）　　朝日　　俊弘（比　例）

　伊藤　　基隆（比　例）　○家西　　　悟（比　例）　　池口　　修次（比　例）

○犬塚　　直史（長　崎）　　今泉　　　昭（千　葉）　　岩本　　　司（福　岡）

○江田　　五月（岡　山）　　小川　　勝也（北海道）　○小川　　敏夫（東　京）

○尾立　　源幸（大　阪）　○大石　　正光（比　例）　　大江　　康弘（比　例）

○大久保　　勉（福　岡）　　大塚　　耕平（愛　知）　　岡崎　トミ子（宮　城）

○加藤　　敏幸（比　例）　　神本　美恵子（比　例）　○木俣　　佳丈（愛　知）

○喜納　　昌吉（比　例）　○北澤　　俊美（長　野）　○工藤　堅太郎（比　例）

○郡司　　　彰（茨　城）　○小林　　正夫（比　例）　　小林　　　元（茨　城）

○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）

○芝　　　博一（三　重）　○島田　智哉子（埼　玉）　○下田　　敦子（比　例）

○主濱　　　了（岩　手）　　榛葉　賀津也（静　岡）　　鈴木　　　寛（東　京）

○田名部　匡省（青　森）　　田村　　秀昭（比　例）　○高嶋　　良充（比　例）

　高橋　　千秋（三　重）　　谷　　　博之（栃　木）　○千葉　　景子（神奈川）

　ツルネンマルテイ（比例）　○津田　弥太郎（比　例）　辻　　泰弘（兵　庫）

○富岡　由紀夫（群　馬）　○那谷屋　正義（比　例）　○内藤　　正光（比　例）

○直嶋　　正行（比　例）　　西岡　　武夫（比　例）　　羽田　雄一郎（長　野）

○白　　　眞勲（比　例）　○林　　久美子（滋　賀）　　平田　　健二（岐　阜）

　平野　　達男（岩　手）　○広中　和歌子（千　葉）　　広野　ただし（比　例）

○福山　　哲郎（京　都）　○藤末　　健三（比　例）　○藤本　　祐司（静　岡）

　藤原　　正司（比　例）　○前川　　清成（奈　良）　○前田　　武志（比　例）

　松井　　孝治（京　都）　○松岡　　　徹（比　例）　○松下　　新平（宮　崎）

○円　　より子（比　例）　　○水岡　　俊一（兵　庫）　○峰崎　　直樹（北海道）

　森　　ゆうこ（新　潟）　○簗瀬　　　進（栃　木）　○柳澤　　光美（比　例）

○柳田　　　稔（広　島）　○山下　八洲夫（岐　阜）　　山根　　隆治（埼　玉）

　山本　　孝史（大　阪）　○蓮　　　　舫（東　京）　　和田　ひろ子（福　島）

　若林　　秀樹（比　例）　○渡辺　　秀央（比　例）



　　　　　　　　　　　　　【公　　明　　党】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 4名）

○荒木　　清寛（比　例）　　　魚住　裕一郎（比　例）　　○浮島　とも子（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）　　○澤　　　雄二（東　京）　　　白浜　　一良（大　阪）

　高野　　博師（埼　玉）　　○谷合　　正明（比　例）　　遠山　　清彦（比　例）

○西田　　実仁（埼　玉）　　○浜田　　昌良（比　例）　　○浜四津　敏子（比　例）

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

　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）　　○鰐淵　　洋子（比　例）

　　　　　　　　　　　　　【日本共産党】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（9名）

　井上　　哲士（比　例）　　○市田　　忠義（比　例）　　　緒方　　靖夫（東　京）

　紙　　　智子（比　例）　　○小池　　　晃（比　例）　　小林　美恵子（比　例）

○大門　実紀史（比　例）　　○仁比　　聡平（比　例）　　　吉川　　春子（比　例）

　　　　　　　　　　　【社会民主党・護憲連合】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（5名）

　大田　　昌秀（比　例）　　　田　　　英夫（比　例）　　○福島　みずほ（比　例）

○渕上　　貞雄（比　例）　　又市　　征治（比　例）

　　　　　　　　　　　　【各派に属しない議員】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（7名）

○糸数　　慶子（沖　縄）　　　扇　　　千景（比　例）　　　黒岩　　宇洋（新　潟）

○近藤　　正道（新　潟）　　○鈴木　　陽悦（秋　田）　　　角田　　義一（群　馬）

○広田　　　一（高　知）



６議員の異動

第159回国会終了後における議員の異動

○所属会派異動

　扇　　　千景君　　　16. 7.30　自由民主党を退会

　角田　　義一君　　　16.7.30　民主党・新緑風会を退会

　倉田　　寛之君　　　16.7.30　自由民主党に入会

○会派所属

　 16.7.26自由民主党に入会

　青木　　幹雄君（島　根）　　秋元　　　司君（比　例）　　浅野　　勝人君（愛　知）

　荒井　　広幸君（比　例）　　泉　　　信也君（比　例）　　市川　　一朗君（宮　城）

　岩城　　光英君（福　島）　　岩永　　浩美君（佐　賀）　　岡田　　直樹君（石　川）

　岡田　　　広君（茨　城）　　荻原　　健司君（比　例）　　加納　　時男君（比　例）

　亀井　　郁夫君（広　島）　　河合　　常則君（富　山）　　木村　　　仁君（熊　本）

　岸　　　宏一君（山　形）　　岸　　　信夫君（山　口）　　北川イッセイ君（大　阪）

　小池　　正勝君（徳　島）　　小泉　　昭男君（神奈川）　　佐藤　　昭郎君（比　例）

　坂本　由紀子君（静　岡）　　椎名　　一保君（千　葉）　　末松　　信介君（兵　庫）

　関口　　昌一君（埼　玉）　　田中　　直紀君（新　潟）　　田村　耕太郎君（鳥　取）

　竹中　　平蔵君（比　例）　鶴保　　庸介君（和歌山）　　中川　　雅治君（東　京）

　中川　　義雄君（北海道）　　中曽根　弘文君（群　馬）　　中村　　博彦君（比　例）

　二之湯　　智君（京　都）　　西島　　英利君（比　例）　　野村　　哲郎君（鹿児島）

　南野　知惠子君（比　例）　　長谷川　憲正君（比　例）　　松田　　岩夫君（岐　阜）

　松村　　祥史君（比　例）　　水落　　敏栄君（比　例）　　矢野　　哲朗君（栃　木）

　山内　　俊夫君（香　川）　　山崎　　正昭君（福　井）　　山谷　えり子君（比　例）

　山本　　順三君（愛　媛）　　吉村　剛太郎君（福　岡）　　若林　　正俊君（長　野）

　脇　　　雅史君（比　例）

　16.7.26民主党・新緑風会に入会

　足立　　信也君（大　分）　　浅尾　慶一郎君（神奈川）　　家西　　　悟君（比　例）

　犬塚　　直史君（長　崎）　　江田　　五月君（岡　山）　　小川　　敏夫君（東　京）

　尾立　　源幸君（大　阪）　　大石　正光君（比　例）　　大久保　　勉君（福　岡）

　加藤　　敏幸君（比　例）　　木俣　　佳丈君（愛　知）　　喜納　　昌吉君（比　例）

　北澤　　俊美君（長　野）　　工藤　堅太郎君（比　例）　　郡司　　　彰君（茨　城）

　小林　正夫君（比　例）　輿石　　東君（山　梨）　佐藤　　泰介君（愛　知）

　佐藤　　雄平君（福　島）　　櫻井　　　充君（宮　城）　　芝　　博一君（三　重）

　島田　智哉子君（埼　玉）　　下田　　敦子君（比　例）　　主濱　　　了君（岩　手）

　田名部　匡省君（青　森）　　高嶋　　良充君（比　例）　　千葉　　景子君（神奈川）

　津田　弥太郎君（比　例）　　富岡　由紀夫君（群　馬）　　那谷屋　正義君（比　例）

　内藤　　正光君（比　例）　　直嶋　　正行君（比　例）　　白　　　眞勲君（比　例）



　林　　久美子君（滋　賀）　　広中　和歌子君（千　葉）　　福山　　哲郎君（京　都）

　藤末　　健三君（比　例）　　藤本　　祐司君（静　岡）　　前川　　清成君（奈　良）

　前田　　武志君（比　例）　松岡　　徹君（比　例）　松下　　新平君（宮　崎）

　円　　より子君（比　例）　　水岡　　俊一君（兵　庫）　　峰崎　　直樹君（北海道）

　簗瀬　　　進君（栃　木）　　柳澤　　光美君（比　例）　　柳田　　　稔君（広　島）

　山下　八洲夫君（岐　阜）　　蓮　　　　舫君（東　京）　　渡辺　　秀央君（比　例）

　16.7.26公明党に入会

　荒木　　清寛君（比　例）　　浮島　とも子君（比　例）　風間　　　昶君（比　例）

　澤　　　雄二君（東　京）　　谷合　　正明君（比　例）　　西田　　実仁君（埼　玉）

　浜田　　昌良君（比　例）　　浜四津敏子君（比　例）　　弘友　　和夫君（比　例）

　山下　　栄一君（大　阪）　　鰐淵　　洋子君（比　例）

　16.7.26日本共産党に入会

　市田　　忠義君（比　例）　　小池　　晃君（比　例）　　大門　実紀史君（比　例）

　仁比　　聡平君（比　例）

　16.7.26社会民主党・護憲連合に入会

　福島　みずほ君（比　例）　　渕上　　貞雄君（比　例）

○全員任期満了

　「無所属の会」　　　16.7.25　全員任期満了

　「みどりの会議」　　16.7.25　全員任期満了



１
議案審議概況

　　　　　　　　　　　　　　　【概観】

　今国会の新規提出議案は、参法４件、衆法４件であった。また、本院においては、

会期中議案の審議は行われなかった。

　閣法については、衆議院で継続審査となっていた７件が、いずれも引き続き継続審

査となった。

　参法については、新規提出４件が、いずれも本院において審査未了となった。

　衆法については、新規提出４件が、いずれも衆議院において否決された。また、衆

議院で継続審査となっていた21件が、いずれも引き続き継続審査となった。

　予備費については、衆議院で継続審査となっていた平成15年度一般会計予備費等６

件が、いずれも引き続き継続審査となった。

　決算については、平成13年度ＮＨＫ決算（第156回国会提出）及び平成14年度NHK

決算（第159回国会提出）が、いずれも審査に入るに至らなかった。

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

参　法 新規 ４ ０ ０ ０ ４ ０ ０ ０

衆　法

新規 4 ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０

衆継 21 ０ ０ ０ ０ 21 ０ ０

予備費等 衆継 　６ ０ ０ ０ ０ ６ ０ ０

決算その他
継続 ２ ０ ０ ０ ２



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159回国会提出）

　　34　児童福祉法の一部を改正する法律案

　　35　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等の一

　　　　部を改正する法律案

　　46　犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部

　　　　を改正する法律案

　　65　民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案

　　77　民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案

　　85　信託業法案

　　88　労働組合法の一部を改正する法律案

◎本院議員提出法律案（4件）

　●本院未了（4件）

　　１　国民年金法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案

　　２　国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案

　　３　地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案

　　４　私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案

◎衆議院議員提出法律案(25件）（うち衆議院において前国会から継続21件）

　●衆議院継続（21件）（いずれも衆議院において前国会から継続）

　（第159回国会提出）

　　３　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

　　９　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等の一

　　　　部を改正する法律案

　　14　国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案

　　16　臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案

　　23　牛海綿状脳症対策特別措置法の一部を改正する法律案

　　24　輸入牛肉に係る情報の管理及び伝達に関する特別措置法案

　　28　労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関する法律案

　　32　公職選挙法の一部を改正する法律案

　　33　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

　　34　政治資金規正法等の一部を改正する法律案

　　35　公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正す



　　　る法律案

　40　民法の一部を改正する法律案

　45　独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法律案

　46　国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

　48　学校教育法の一部を改正する法律案

　49　食育基本法案

　50　国民年金法の一部を改正する法律案

　51　国立国会図書館法の一部を改正する法律案

　52　無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案

　58　特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案

　59　短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案

●衆議院否決（4件）

　１　国民年金法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案

　２　国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案

　３　地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案

　４　私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案

◎予備費等承諾を求めるの件（6件）（いずれも衆議院において前国会から継続）

　●衆議院継続（６件）

　（第159回国会提出）

　　○平成十五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）

　　○平成十五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）

　　○平成十五年度特別会計予算総則第十四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）

　　○平成十五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）

　　○平成十五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）

　　○平成十五年度特別会計予算総則第十四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（2件）

　●未了（2件）

　（第156回国会提出）

　　○日本放送協会平成十三年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関す

　　　る説明書

　（第159回国会提出）

　　○日本放送協会平成十四年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関す

　　　る説明書



４議案審議表

委員会未付託議案

(内閣提出法律案)

件名(提出年月日順) 提出年月日

衆議院

(本会議趣旨説明)

付託日･付託委員会
委員会議決 本会議議決

児童福祉法の一部を改正する法律案(第159回
国会閣法第34号)※

16.2.10
(159回) - 7.30･厚生労働

継続審査

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等の一部を改正
する法律案(第159回国会閣法第35号)

16.2.10
(159回) - 7.30･厚生労働

継続審査

犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高

度化に対処するための刑法等の一部を改正す
る法律案(第159回国会閣法第46号)

16.2.20
(159回) - 7.30･法務

継続審査

民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正す
る法律案(第159回国会閣法第65号)

16.3.2
(159回) - 7.30･法務

継続審査

民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の
一部を改正する法律案(第159回国会閣法第77
号)

16.3.3
(159回) - 7.30･法務

継続審査

信託業法案(第159回国会閣法第85号)
16.3.5
(159回)

(16.4.22･159回)
7.30･財務金融

継続審査

労働組合法の一部を改正する法律案(第159回
国会閣法第88号)

16.3.5
(159回) - 7.30･厚生労働

継続審査

(本院議員提出法律案)

件名(提出年月日順) 提出年月日

衆議院

(本会議趣旨説明)
付託日･付託委員会

委員会議決 本会議議決

国民年金法等の一部を改正する法律を廃止す
る等の法律案(山本孝史君外2名発議)(参第1
号)

16.7.30 - - -

国家公務員共済組合法等の一部を改正する法

律を廃止する等の法律案(山本孝史君外2名発
議)(参第2号)

16.7.30 - - -

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する

法律を廃止する等の法律案(山本孝史君外2名
発議)(参第3号)

16.7.30 - - -

私立学校教職員共済法等の一部を改正する法

律を廃止する等の法律案(山本孝史君外2名発
議)(参第4号)

16.7.30 - - -
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注2☆:参議院先議　※:予算関係法律案（多）:賛成多数（全）:全会一致　附帯:附帯決議
注3本表には、内閣が衆議院に提出した議案で､参議院に送付されていないものも含む。
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(予備費等支出承諾)

件名(提出年月日順) 提出年月日

衆議院

(本会議趣旨説明)

付託日･付託委員会
委員会議決 本会議議決

平成十五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)

16.3.19
(159回) -　7.30･決算行監

継続審査

平成十五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)

16.3.19
(159回) -　7.30･決算行監

継続審査

平成十五年度特別会計予算総則第十四条に基
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)

16.3.19
(159回) -　7.30･決算行監

継続審査

平成十五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)
16.5.18
(159回) -　7.30･決算行監

継続審査

平成十五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)

16.5.18
(159回) -　7.30･決算行監

継続審査

平成十五年度特別会計予算総則第十四条に基
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)

16.5.18
(159回) -　7.30･決算行監

継続審査

(ＮＨＫ決算)

件名(提出年月日順) 提出年月日

衆議院

(本会議趣旨説明)
付託日･付託委員会

委員会議決 本会議議決

日本放送協会平成十三年度財産目録､貸借対

照表及び損益計算書並びにこれに関する説明
書

15.2.14

(156回)

-　

16.7.30･総務
- -

日本放送協会平成十四年度財産目録､貸借対
照表及び損益計算書並びにこれに関する説明
書

16.2.10
(159回) -　7.30･総務

- -
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１

本会議審議経過

○平成16年７月30日（金）

　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236、過半数119）、扇千景君が233票をもって当

　　選した。

　　事務総長は、議長扇千景君を議院に紹介した。

　　議長扇千景君は、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235、過半数118）、角田義一君が235票をもって

　　当選した。

　　議長は、副議長角田義一君を議院に紹介した。

　　副議長角田義一君は、就任の挨拶をした。

　　田英夫君は、議長及び副議長に対し祝辞を述べ、前議長に対し謝辞を述べた。

　　前議長倉田寛之君は、挨拶をした。

　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　　　　　　　高嶋　　良充君

　　　　　　　総務委員長　　　　　　　景山　俊太郎君

　　　　　　　法務委員長　　　　　　　渡辺　　孝男君

　　　　　　　外交防衛委員長　　　　　山本　　一太君

　　　　　　　財政金融委員長　　　　　浅尾　慶一郎君

　　　　　　　文教科学委員長　　　　　北岡　　秀二君

　　　　　　　厚生労働委員長　　　　　国井　　正幸君

　　　　　　　農林水産委員長　　　　　岩永　　浩美君

　　　　　　　経済産業委員長　　　　　谷川　　秀善君

　　　　　　　国土交通委員長　　　　　田名部　匡省君

　　　　　　　環境委員長　　　　　　　郡司　　　彰君

　　　　　　　国家基本政策委員長　　　北澤　　俊美君

　　　　　　　予算委員長　　　　　　　中曽根　弘文君



　　　　　　決算委員長　　　　　　鴻池　　祥肇君

　　　　　　行政監視委員長　　　　山口　那津男君

　　　　　　議院運営委員長　　　　溝手　　顕正君

　　　　　　懲罰委員長　　　　　　山下　八洲夫君

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、

　北朝鮮による拉致等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

　ら成る北朝鮮による拉致問題等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、

　イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動等並びに武力攻撃事態等への

　対処に関する調査のため委員40名から成るイラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事

　態等への対処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。

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10時56分

再開　午後３時36分

日程第８　会期の件

　本件は、８日間とすることに決した。

元議員岩崎純三君逝去につき哀悼の件

　本件は、議長発議により院議をもって弔詞をささげることに決し、議長は弔詞を朗読

　した。

元内閣総理大臣鈴木善幸君逝去につき哀悼の件

　本件は、議長発議により院議をもって弔詞をささげることに決し、議長は弔詞を朗読

　した。

散会　午後３時40分



○平成16年８月３日（火）

　開会　午前10時１分

　日程第１　国務大臣の報告に関する件（第30回主要国首脳会議出席に関する報告につい

　　　　　　て）

　　本件は、小泉内閣総理大臣から報告があった後、常田享詳君、江田五月君がそれぞれ

　　質疑をした。

　散会　午前11時

○平成16年８月６日（金）

　開会　午前10時２分

　日程第１　裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員、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清水嘉与子君、吉川春子君、同予備員山口那津男君、

　　裁判官訴追委員井上哲士君、同予備員中原爽君、羽田雄一郎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並びに裁判官弾劾裁判所裁判員

　　予備員、裁判官訴追委員予備員、皇室会議予備議員及び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、次のとおり各種委員を指名し、裁

　　判官弾劾裁判所裁判員予備員等の職務を行う順序を決定した。

　　　裁判官弾劾裁判所裁判員

　　　　　　　　　　南野　知惠子君

　　　　　　　　　　松田　　岩夫君

　　　　　　　　　　小川　　敏夫君

　　　　　　　　　　千葉　　景子君

　　　　　　　　　　簗瀬　　　進君

　　　　　　　　　　浜四津　敏子君

　　　同予備員

　　　　　　　　　　大江　　康弘君（第２順位）

　　　　　　　　　　草川　　昭三君（第３順位）

　　　　　　　　　　魚住　裕一郎君（第４順位）

　　　裁判官訴追委員

　　　　　　　　　　浅野　　勝人君

　　　　　　　　　　岩井　　國臣君

　　　　　　　　　　田浦　　　直君

　　　　　　　　　　中原　　　爽君

　　　　　　　　　　吉村　剛太郎君

　　　　　　　　　　江田　　五月君

　　　　　　　　　　佐藤　　道夫君

　　　　　　　　　　鈴木　　　寛君

　　　　　　　　　　福山　　哲郎君



　　　　　　　　　荒木　　清寛君

　　同予備員

　　　　　　　　　大野　つや子君（第１順位）

　　　　　　　　　加納　　時男君（第２順位）

　　　　　　　　　榛葉　賀津也君（第３順位）

　　　　　　　　　木庭　健太郎君（第４順位）

　　　　　　　　　山下　　栄一君（第５順位）

　　皇室会議予備議員

　　　　　　　　　青木　　幹雄君（第１順位）

　　皇室経済会議予備議員

　　　　　　　　　広野　ただし君（第２順位）

　　検察官適格審査会委員

　　　　　　　　　田村　　公平君

　　　　　　　　　松井　　孝治君

　　同予備委員

　　　　　　　　　山内　　俊夫君（田村公平君の予備委員）

　　　　　　　　　辻　　　泰弘君（松井孝治君の予備委員）

　　日本ユネスコ国内委員会委員

　　　　　　　　　南野　知惠子君

　　　　　　　　　神本　美恵子君

　　　　　　　　　松　　あきら君

　　国土審議会委員

　　　　　　　　　陣内　　孝雄君

　　　　　　　　　今泉　　　昭君

　　国土開発幹線自動車道建設会議委員

　　　　　　　　　魚住　　汎英君

　　　　　　　　　輿石　　　東君

　　　　　　　　　羽田　雄一郎君

委員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の審査及び調査を閉会中も継続することに全会一致

　をもって決した。

　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

　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

　イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会

　　一、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動等並びに武力攻撃事態

　　　　等への対処に関する調査

　北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会

　　一、北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立に関する調査

休憩　午前10時５分

再開するに至らなかった。



２国務大臣の演説・報告・質疑一覧

国務大臣の報告及び質疑

報　告 質　疑

月日　　　　　事　項 報告者 月日 質疑者

16.

　8.3

第30回主要国首脳会議出席に関

する報告について

小泉内閣総理大臣 同日 常田　　享詳君(自民)

江田　　五月君(民主)



１　委員会審議経過

内閣委員会

委員一覧（20名）

委員長　高嶋　　良充（民主）

理　事　西銘　順志郎（自民）

理　事　岡崎　トミ子（民主）

理　事　森　　ゆうこ（民主）

　　　　岡田　　　広（自民）

　　　　倉田　　寛之（自民）

　　　　鴻池　　祥肇（自民）

関口　　昌一（自民）

竹山　　　裕（自民）

中島　　眞人（自民）

森元　恒雄（自民）

山崎　　正昭（自民）

神本　美恵子（民主）

工藤　堅太郎（民主）

平田　　健二（民主）

松井　　孝治（民主）

風間　　　昶（公明）

白浜　　一良（公明）

黒岩　宇洋（無）

近藤　正道（無）

　　　　(16.8.5現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において、本委員会に付託された法律案及び請願はなかった。

　（２）委員会経過

○平成16年８月５日（木) (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。

　○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。



総務委員会

委員一覧（25名）

委員長　景山　俊太郎（自民）
理事　柏村　武昭（自民）

理事　岸　　宏一（自民）
理事　山崎　　力（自民）

理事　伊藤　　基隆（民主）
理事　山根　　隆治（民主）

　　　荒井　広幸（自民）
　　　狩野　　安（自民）

　　　片山　虎之助（自民）

小泉　　昭男（自民）

椎名　　一保（自民）
世耕　弘成（自民）

二之湯　　智（自民）
長谷川　憲正（自民）

犬塚　　直史（民主）
櫻井　　　充（民主）

高橋　　千秋（民主）
津田　弥太郎（民主）

内藤　　正光（民主）

藤本　　祐司（民主）

水岡　　俊一（民主）

荒木　　清寛（公明）

澤　　　雄二（公明）

吉川　　春子（共産）

又市　　征治（社民）

　　　　(16.8.5現在）

　(1）審議概観

　第160回国会において、本委員会に付託された法律案及び請願はなかった。

　（２）委員会経過

○平成16年８月５日（木）（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。



法務委員会

委員一覧（20名）

委員長　渡辺　　孝男（公明）

理事　松村　龍二（自民）

理事　吉田　　博美（自民）

理　事　千葉　　景子（民主）

理　事　木庭　健太郎（公明）

　　　　青木　幹雄（自民）

　　　　秋元　　　司（自民）

岩井　　國臣（自民）

小野　清子（自民）
陣内　　孝雄（自民）

竹中　　平蔵（自民）
中川　　義雄（自民）

今泉　　　昭（民主）

江田　　五月（民主）

前川　　清成（民主）

松岡　　　徹（民主）

浜四津　敏子（公明）

井上　　哲士（共産）

扇　　千景（無）

角田　　義一（無）

　　　　（16.8.5現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において、本委員会に付託された法律案及び請願はなかった。

　（２）委員会経過

○平成16年８月５日（木）（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

委員一覧（21名）

委員長　山本　　一太（自民）
理　事　佐藤　　昭郎（自民）

理事　舛添　　要一（自民）
理　事　齋藤　　　勁（民主）

理事　榛葉　賀津也（民主）
　　　　阿部　正俊（自民）

　　　　浅野　勝人（自民）

荒井　　正吾（自民）

岡田　　直樹（自民）
桜井　　新（自民）

中島　啓雄（自民）
山谷　えり子（自民）

喜納　　昌吉（民主）
佐藤　　道夫（民主）

田村　　秀昭（民主）

白　　　眞勲（民主）

若林　　秀樹（民主）

高野　　博師（公明）

谷合　　正明（公明）

緒方　　靖夫（共産）

大田　　昌秀（社民）

　　　　（16.8.5現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において、本委員会に付託された法律案及び請願はなかった。

　（２）委員会経過

○平成16年８月５日（木）（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。

　○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。



財政金融委員会

委員一覧（25名）

委員長　浅尾　慶一郎（民主）

理事　尾辻　秀久（自民）

理　事　野上　浩太郎（自民）

理　事　大塚　　耕平（民主）

理　事　峰崎　　直樹（民主）

　　　　荻原　健司（自民）

　　　　西田　　吉宏（自民）

　　　　林　　芳正（自民）

　　　　松村　祥史（自民）

松山　　政司（自民）
溝手　顕正（自民）

山内　　俊夫（自民）

山下　　英利（自民）
若林　正俊（自民）

尾立　　源幸（民主）
大久保　　勉（民主）

富岡　由紀夫（民主）
平野　　達男（民主）

広野　ただし（民主）

円　　より子（民主）

西田　　実仁（公明）

山口　那津男（公明）

大門　実紀史（共産）

糸数　慶子（無）

広田　　一（無）

　　　　（16.8.5 現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において本委員会に付託された法律案はなく、付託された請願３種類

３件は、いずれも保留とした。

〔国政調査等〕

　第159回国会閉会後の６月21日、財政及び金融等に関する実情調査を目的として、

愛知県にて、財務省東海財務局長及び日本銀行名古屋支店長との懇談や地元金融機関

及び企業等の代表者との意見交換を行った。

　第160回国会中の８月５日、竹中内閣府特命担当大臣の参議院選出馬会見における

発言の撤回と謝罪の要求、UF J銀行による検査忌避の意図と決算への影響、ペイオ

フ解禁に向けた金融当局の対応、三位一体改革による自治体の支出入ギャップを埋め

る方策の必要性等について質疑を行った。

　（２）委員会経過

○平成16年８月５日（木）（第１回）

　○理事を選任した。

　○財政及び金融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。

　○竹中内閣府特命担当大臣の発言に関する件、UF J銀行に関する件、ペイオフに関す

　　る件、三位一体改革に関する件等について竹中内閣府特命担当大臣、谷垣財務大臣、

　　伊藤内閣府副大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。

　　　　〔質疑者〕大塚耕平君（民主）、平野達男君（民主）、山口那津男君（公明）、大門

　　　　　　　　実紀史君（共産）、広田一君（無）

　○請願第20号外2件を審査した。

　○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。

　○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。



文教科学委員会

委員一覧（20名）

委員長　北岡　　秀二（自民）

理事　亀井　郁夫（自民）
理事　後藤　　博子（自民）
理　事　佐藤　　泰介（民主）

理　事　鈴木　　　寛（民主）
　　　有村　　治子（自民）

　　　大仁田　　厚（自民）

大野　つや子（自民）

荻原　　健司（自民）

河合　　常則（自民）

橋本　　聖子（自民）

山本　　順三（自民）

小林　　　元（民主）

下田　　敦子（民主）

那谷屋　正義（民主）

西岡　　武夫（民主）

広中　和歌子（民主）

浮島　とも子（公明）

山下　　栄一（公明）

小林　美恵子（共産）

　　　　（16. 8. 5現在）

　(1）審議概観

　第160回国会において、本委員会に付託された法律案及び請願はなかった。

　（２）委員会経過

○平成16年８月５日（木）（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

委員一覧（25名）

委員長　国井　　正幸（自民）

理事　武見　敬三（自民）
理事藤井　基之（自民)

理　事　辻　　　泰弘（民主）

理　事　山本　　孝史（民主）
理事　遠山　　清彦（公明）

　　　金田　　勝年（自民）
　　　坂本　由紀子（自民）
　　　田浦　　　直（自民）

伊達　忠一（自民）

中村　　博彦（自民）
西島　　英利（自民）

南野　知惠子（自民）

長谷川　憲正（自民）
水落　　敏栄（自民）

足立　　信也(民主）
朝日　　俊弘（民主）

家西　　　悟（民主）

小林　　正夫（民主）

柳澤　　光美（民主）

柳田　　　稔（民主）

蓮　　　　舫（民主）

草川　　昭三（公明）

小池　　　晃（共産）

福島　みずほ（社民）

　　　　（16.8.5現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において本委員会に付託された法律案はなく、付託された請願３種類11

件は、いずれも保留とした。

　〔国政調査等〕

　８月５日、長崎被爆体験者に対する支援事業の在り方、改正年金法における法文の

過誤を官報正誤で対処したことの妥当性、厚労省職員の監修料受領問題についての対

処方針、社会保険庁改革に対する社会保険庁長官の見解、改正高年齢者雇用安定法の

円滑な施行に向けた取組状況、公的年金制度一元化に向けた今後の取組の在り方、少

子化対策の在り方、厚労省が書籍の発注を随意契約で行っている経緯及びその理由、

日本歯科医師連盟による政治献金問題に関する厚労大臣の認識等について質疑を行っ

た。

　（２）委員会経過

○平成16年８月５日（木）（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。

　○原爆被爆者対策に関する件、改正年金法における法文の過誤問題に関する件、社会保

　　険庁の改革に関する件、改正高年齢者雇用安定法の円滑な施行に向けた取組に関する

　　件、年金制度一元化への取組に関する件、少子化対策に関する件、監修料及び随意契

　　約の在り方に関する件、日本歯科医師連盟による政治献金問題に関する件等について

　　坂口厚生労働大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。

　　　　〔質疑者〕田浦直君（自民）、山本孝史君（民主）、小林正夫君（民主）、辻泰弘君

　　　　　　　　　（民主）、蓮舫君（民主）、小池晃君（共産）、福島みずほ君（社民）

　○請願第11号外10件を審査した。

　○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。

　○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。



農林水産委員会

委員一覧（20名）

委員長　岩永　　浩美（自民）

理事　段本　幸男（自民）

理事　常田　　享詳（自民）

理　事　羽田　雄一郎（民主）

理　事　和田　ひろ子（民主）

　　　　市川　　一朗（自民）

　　　　太田　　豊秋（自民）

加治屋　義人（自民）

岸　　信夫（自民）
小斉平敏文（自民）

野村　　哲郎（自民）
三浦　　一水（自民）
小川　　勝也（民主）

小川　　敏夫（民主）

主濱　　　了（民主）

ツルネンマルテイ（民主）

松下　　新平（民主）

弘友　　和夫（公明）

福本　　潤一（公明）

紙　　　智子（共産）

　　　　（16.8.5現在）

　(1)審議概観

　第160回国会において、本委員会に付託された法律案及び請願はなかった。

　〔国政調査等〕

　８月５日、ＷＴＯ農業交渉に関する件及び平成16年７月豪雨災害による農林水産関

係の被害に関する件について亀井農林水産大臣から報告を聴取するとともに、WTO

農業交渉枠組み合意に対する農林水産大臣の見解、ＷＴＯ農業交渉と食料・農業・農

村基本計画見直しとの関係、平成16年７月の豪雨及び台風による被害の状況及び対策、

米国産牛肉の輸入再開条件、食品安全委員会による我が国のBSE対策の検証、食料

自給率目標（45%）達成のために講じられた対策、豚コレラ患畜の発生状況及び対策

等について質疑を行った。

　（２）委員会経過

○平成16年８月５日（木）（第１回）

　○理事を選任した。

　○農林水産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。

　○ＷＴＯ農業交渉に関する件及び平成16年７月豪雨災害による農林水産関係の被害に関

　　する件について亀井農林水産大臣から報告を聴いた。

　○ＷＴＯ農業交渉に関する件、平成16年７月豪雨災害による農林水産関係の被害に関す

　　る件、米国産牛肉輸入問題に関する件、食料・農業・農村基本計画見直しに関する件、

　　中山間地域等直接支払制度に関する件等について亀井農林水産大臣、市川農林水産副

　　大臣、福本農林水産大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行った。

　　　　〔質疑者〕小斉平敏文君（自民）、加治屋義人君（自民）、羽田雄一郎君（民主）、

　　　　　　　　和田ひろ子君（民主）、弘友和夫君（公明）、紙智子君（共産）

　○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

委員一覧（21名）

委員長　谷川　　秀善（自民）

理事　魚住　　汎英（自民）
理事加納　時男（自民）

理事　松田　　岩夫（自民）
理事　藤原　　正司（民主）

理事　渡辺　　秀央（民主）

　　　泉　　信也（自民）

小林　　温（自民）

関谷　　勝嗣（自民）

福島　啓史郎（自民）
保坂　　三蔵（自民）

松村　祥史（自民）
加藤　　敏幸（民主）

木俣　　佳丈（民主）

直嶋　　正行（民主）

藤末　　健三（民主）

簗瀬　　　進（民主）

浜田　　昌良（公明）

松　　あきら（公明）

田　　　英夫（社民）

鈴木　　陽悦（無）

　　　　（16.8.5 現在）

　(1）審議概観

　第160回国会において、本委員会に付託された法律案及び請願はなかった。

　〔国政調査等〕

　８月５日、ＷＴＯ交渉の結果に関する件及び新潟、福島及び福井豪雨に伴う被災事

業者対策に関する件について中川経済産業大臣から報告を聴取した。

　(2）委員会経過

○平成16年８月５日（木）（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を行うことを決定した。

　○ＷＴＯ交渉の結果に関する件及び新潟、福島及び福井豪雨に伴う被災事業者対策に関

　　する件について中川経済産業大臣から報告を聴いた。

　○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

委員一覧（25名）

委員長　田名部　匡省（民主）
理事　岩城　光英（自民）

理事　鈴木　　政二（自民）
理　事　大江　　康弘（民主）

理　事　佐藤　　雄平（民主）
理　事　山本　　香苗（公明）

　　　　木村　　仁（自民）
　　　　北川イッセイ（自民）

　　　　沓掛　哲男（自民）

小池　正勝（自民）

佐藤　　泰三（自民）
末松　　信介（自民）

田村　　公平（自民）

鶴保　　庸介（自民）
藤野　公孝（自民）
脇　　雅史（自民）

池口　　修次（民主）
岩本　　　司（民主）

北澤　　俊美（民主）

輿石　　　東（民主）

前田　　武志（民主）

山下　八洲夫（民主）

魚住　裕一郎（公明）

仁比　　聡平（共産）

渕上　　貞雄（社民）

　　　　（16.8.5現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において、本委員会に付託された法律案及び請願はなかった。

　（２）委員会経過

○平成16年８月５日（木）（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

委員一覧（20名）

委員長　郡司　　　彰（民主）

理　事　愛知　　治郎（自民）

理事　小泉　顕雄（自民）

理　事　谷　　　博之（民主）

理　事　山本　　　保（公明）

　　　　山東　　昭子（自民）

　　　　清水　嘉与子（自民）

田中　　直紀（自民）

中川　　雅治（自民）
真鍋　　賢二（自民）

矢野　　哲朗（自民）
吉村　剛太郎（自民）

大石　　正光（民主）
芝　　　博一（民主）

島田　智哉子（民主）

林　　久美子（民主）

福山　　哲郎（民主）

加藤　　修一（公明）

鰐淵　　洋子（公明）

市田　　忠義（共産）

　　　　（16.8.5現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において、本委員会に付託された法律案及び請願はなかった。

　（２）委員会経過

○平成16年８月５日（木）（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。

　○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。



国家基本政策委員会

委員一覧（20名）

委員長　北澤　　俊美（民主）

理事　陣内　　孝雄（自民）

理事　円　　より子（民主）

理　事　簗瀬　　　進（民主）

　　　秋元　　　司（自民）

　　　岩城　　光英（自民）

　　　太田　　豊秋（自民）

岡田　　直樹（自民）

荻原　健司（自民）
河合　　常則（自民）
桜井　　新（自民）

真鍋　　賢二（自民）

松田　　岩夫（自民）
今泉　　　昭（民主）

江田　　五月（民主）

輿石　　　東（民主）

西岡　　武夫（民主）

魚住　裕一郎（公明）

白浜　　一良（公明）

井上　　哲士（共産）

　　　　（16.8．3現在）

委員会経過

○平成16年８月３日（火）（第１回）

　○理事を選任した。



予算委員会

委員一覧（45名）

委員長　中曽根　弘文（自民）
理事小林　　温（自民）

理事伊達　忠一（自民）
理事　林　　　芳正（自民）

理事　池口　　修次（民主）
理事　小川　　勝也（民主）

理事　福山　　哲郎（民主）
理事　荒木　　清寛（公明）

　　　愛知　　治郎（自民）

　　　尾辻　　秀久（自民）
　　　木村　　　仁（自民）
　　　岸　　宏一（自民）

　　　岸　　　信夫（自民）

　　　北川イッセイ（自民）
　　　小池　正勝（自民）

小泉　昭男（自民）
坂本　由紀子（自民）

山東　　昭子（自民）
清水　嘉与子（自民）

田中　　直紀（自民）
武見　敬三（自民）

段本　　幸男（自民）

中川　　義雄（自民）
保坂　　三蔵（自民）

舛添　　要一（自民）
山崎　　　力（自民）
犬塚　　直史（民主）

小川　　敏夫（民主）

大久保　　勉（民主）

大塚　　耕平（民主）

小林　　正夫（民主）

主濱　　　了（民主）

辻　　　泰弘（民主）

白　　　眞勲（民主）

平野　　達男（民主）

前川　　清成（民主）

前田　　武志（民主）

水岡　　俊一（民主）

山本　　孝史（民主）

風間　　　昶（公明）

山本　　香苗（公明）

山本　　　保（公明）

紙　　　智子（共産）

大門　実紀史（共産）

福島　みずほ（社民）

　　　　(16.8.5現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において、本委員会に付託された案件はなかった。

　（２）委員会経過

○平成16年８月５日（木）（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。



決算委員会

委員一覧（30名）

委員長　鴻池　　祥肇（自民）

理事　岩井　　國臣（自民）

理事　三浦　　一水（自民）

理事　神本　美恵子（民主）

理事　松井　　孝治（民主）

理事　山下　　栄一（公明）

　　　　大野　つや子（自民）

　　　　加治屋　義人（自民）

　　　　柏村　　武昭（自民）

　　　　後藤　　博子（自民）

末松　信介（自民）
常田　　享詳（自民）

中川　　雅治（自民）
中原　　爽（自民）

南野　知惠子（自民）
藤井　基之（自民）

山内　　俊夫（自民）
尾立　　源幸（民主）

加藤　　敏幸（民主）
佐藤　　雄平（民主）齋藤

　　　勁（民主）

高橋　　千秋（民主）

谷　　　博之（民主）

林　　久美子（民主）

藤末　　健三（民主）

峰崎　　直樹（民主）

遠山　　清彦（公明）

西田　　実仁（公明）

小林　美恵子（共産）

又市　　征治（社民）

　　　　（16.8.5現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において、本委員会に付託された案件はなかった。

　（２）委員会経過

○平成16年８月５日（木）（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。



行政監視委員会

委員一覧（30名）

委員長　山口　那津男（公明）

理事　田浦　　直（自民）

理事　橋本　　聖子（自民）

理　事　福島　啓史郎（自民）

理　事　岩本　　　司（民主）

理　事　浜田　　昌良（公明）

理　事　松　　あきら（公明）

　　　加納　　時男（自民）

　　　亀井　　郁夫（自民）

　　　沓掛　　哲男（自民）

椎名　　一保（自民）
中村　　博彦（自民）

西島　　英利（自民）
藤野　公孝（自民）

松村　　龍二（自民）

吉田　　博美（自民）
吉村　剛太郎（自民）
脇　　雅史（自民）

岡崎　トミ子（民主）

鈴木　　　寛（民主）

千葉　　景子（民主）

ツルネンマルテイ（民主）

津田　弥太郎（民主）

松岡　　　徹（民主）

蓮　　　　舫（民主）

和田　ひろ子（民主）

渡辺　　秀央（民主）

浮島　とも子（公明）

吉川　　春子（共産）

渕上　　貞雄（社民）

　　　　（16.8.5現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において、不適正行政による具体的権利・利益の侵害の救済を求める

ことを内容とする苦情請願は付託されなかった。

　（２）委員会経過

○平成16年８月５日（木）(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。

　○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。



議院運営委員会

委員一覧（25名）

委員長　溝手　　顕正（自民）

理事　金田　　勝年（自民）

理事　小斉平敏文（自民）

理事　松山　　政司（自民）

理　事　櫻井　　　充（民主）

理事　平田　　健二（民主）

理　事　弘友　　和夫（公明）

　　　有村　　治子（自民）

　　　大仁田　　厚（自民）

岡田　　広（自民）

小泉　顕雄（自民）

関口　　昌一（自民）

田村　公平（自民）

田村　耕太郎（自民）

西銘　順志郎（自民）

野上　浩太郎（自民）

大江　　康弘（民主）

工藤　堅太郎（民主）

芝　　　博一（民主）

下田　　敦子（民主）

藤本　　祐司（民主）

藤原　　正司（民主）

柳澤　　光美（民主）

谷合　　正明（公明）

鰐淵　　洋子（公明）

　　　（16. 7.30現在）

庶務関係小委員（15名）

小委員長　田村　　公平（自民）

　　　　大仁田　　厚（自民）

　　　　岡田　　広（自民）

　　　　金田　　勝年（自民）

　　　　小斉平　敏文（自民）

関口　　昌一（自民）
野上　浩太郎（自民）

松山　　政司（自民）
工藤　堅太郎（民主）

櫻井　　　充（民主）

下田　　敦子（民主）

平田　　健二（民主）

藤原　　正司（民主）

谷合　　正明（公明）

弘友　　和夫（公明）

　　　　（16.8.6現在）

図書館運営小委員（15名）

小委員長　大江　　康弘（民主）

　　　　有村　　治子（自民）

　　　　岡田　　広（自民）

　　　　金田　　勝年（自民）

　　　　小泉　　顕雄（自民）

小斉平敏文（自民）

田村　耕太郎（自民）

西銘　順志郎（自民）

松山　政司（自民）

櫻井　　　充（民主）

芝　　　博一（民主）

平田　　健二（民主）

柳澤　　光美（民主）

弘友　　和夫（公明）

鰐淵　　洋子（公明）

　　　　（16.8.6現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において本委員会に付託された法律案はなく、付託された請願１種類

１件は、保留とした。

　（２）委員会経過

○平成16年７月30日（金）（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８人、民主党・新緑風会５人、公明党２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８日間とすることに決定した。

　一、元議員故岩崎純三君に対し、院議をもって弔詞をささげることに決定した。

　一、元内閣総理大臣故鈴木善幸君に対し、院議をもって弔詞をささげることに決定した。

　一、本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成16年８月３日（火）（第２回）

　一、本会議における内閣総理大臣の第30回主要国首脳会議出席に関する報告に対し、次

　　　の要領により質疑を行うことに決定した。

　　　イ、時　間　自由民主党15分、民主党・新緑風会20分

　　　ロ、人　数　各派１人

　　　ハ、順　序　大会派順

　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16年８月６日（金）（第３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、皇室経済会議予備議員、検察官適格審査会委員、同予備委員、日本ユネスコ国

　　　内委員会委員、国土審議会委員及び国土開発幹線自動車道建設会議委員の選任につ

　　　いて決定した。

　一、国土審議会特別委員及び地方制度調査会委員の推薦について決定した。

　一、沖縄トータルネット、近藤正道とともに歩むうみの会、すずき陽悦政策研究会及び

　　　広田一改新の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、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16年８月６日（金）(第１回）

　○平成17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16年８月６日（金)（第１回）

　○平成17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

委員一覧（10名）

委員長　山下　八洲夫（民主）

理事　西田　　吉宏（自民）

理事　柳田　　稔（民主）

　　　青木　幹雄（自民）

竹山　　裕（自民）
二之湯　　智（自民）

野村　　哲郎（自民）
佐藤　　泰介（民主）

森　　ゆうこ（民主）
草川　　昭三（公明）

　　　（16.8.5現在）

　委員会経過

○平成16年８月５日（木）（第１回）

　○理事を選任した。



災害対策特別委員会

委員一覧（20名）

委員長　風間　　　昶（公明）

理事　大仁田　　厚（自民）

理　事　柏村　　武昭（自民）

理　事　小林　　　元（民主）

理　事　高橋　　千秋（民主）

　　　　太田　　豊秋（自民）

　　　　加治屋　義人（自民）

小泉　　顕雄（自民）
田浦　　　直（自民）

田村　　公平（自民）
鶴保　庸介（自民）

長谷川　憲正（自民）
松村　祥史（自民）

足立　　信也（民主）

芝　　　博一（民主）

那谷屋　正義（民主）

水岡　　俊一(民主）

森　　ゆうこ（民主）

山本　　香苗（公明）

仁比　　聡平（共産）

　　　（16.7.30現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において、本特別委員会に付託された法律案及び請願はなかった。

　〔国政調査等〕

　第159回国会閉会後の７月21日、理事会の合意に基づき、「平成16年７月豪雨災害対

策に関する政府への申入れ」を行った。

　７月30日、平成16年７月梅雨前線豪雨災害について、井上内閣府特命担当大臣から

報告を聴取した。

　８月４日、平成16年７月梅雨前線豪雨による被害状況等の実情調査のため、福井県

及び新潟県に、それぞれ委員派遣を行った。

　８月６日、前記委員派遣について、それぞれ派遣委員の報告を聴取した後、質疑を

行い、平成16年７月梅雨前線豪雨による被害に関する激甚災害の早期指定の見通し、

被災者生活再建支援制度の弾力的運用と積極的活用の必要性、J R越美北線の代替交

通の確保と全面復旧の見通し、被災中小零細企業に対する金融・税制対策と相談窓口

の設置、ＴＶ放送や携帯電話等を利用した避難・防災情報の伝達の迅速化と徹底化、

農作物・農業機械被害の実態と農業共済金の早期支払い、災害廃棄物処理事業の補償

対象拡大と地元負担の軽減の必要性、高齢者・児童・生徒等災害弱者の安全確保策、

地元自治体・商工団体と連携した地場産業の復興促進策などの諸問題が取り上げられ

た。

　（２）委員会経過

○平成16年７月30日（金）（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

　○平成16年７月梅雨前線豪雨災害について井上内閣府特命担当大臣から報告を聴いた。

○平成16年８月３日（火）（第２回）

　○平成16年７月梅雨前線豪雨による被害状況等の実情調査のため委員派遣を行うことを



　　決定した。

○平成16年８月５日（木）（第３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。

○平成16年８月６日（金）（第４回）

　○政府参考人の出席を求めることを決定した。

　○派遣委員から報告を聴いた。

　○平成16年７月梅雨前線豪雨による被害状況等に関する件、激甚災害の指定に関する件、

　　災害時の情報伝達体制及び高齢者等の避難体制の整備に関する件、被災中小企業に対

　　する支援策に関する件、災害廃棄物の処理に関する件、被災者の生活再建支援に関す

　　る件、農業被害への支援策に関する件、平成16年台風第10号、第11号及び関連する大

　　雨による被害状況に関する件等について井上内閣府特命担当大臣及び政府参考人に対

　　し質疑を行った。

　　　　〔質疑者〕長谷川憲正君（自民）、松村祥史君（自民）、小林元君（民主）、高橋千

　　　　　　　　秋君（民主）、山本香苗君（公明）、仁比聡平君（共産）



沖縄及び北方問題に関する特別委員会

委員一覧（20名）

委員長　木俣　　佳丈（民主）

理事　中川　　義雄（自民）

理　事　西銘　順志郎（自民）

理　事　榛葉　賀津也（民主）

理事　ツルネンマルテイ（民主）

　　　　浅野　勝人（自民）

　　　　後藤　　博子（自民）

伊達　　忠一（自民）

西田　　吉宏（自民）
橋本　　聖子（自民）

三浦　　一水（自民）
水落　敏栄（自民）
山本　　順三（自民）

池口　　修次（民主）

喜納　　昌吉（民主）

藤本　　祐司（民主）

峰崎　　直樹（民主）

遠山　　清彦（公明）

渡辺　　孝男（公明）

紙　　　智子（共産）

　　　（16.7.30 現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において、本特別委員会に付託された法律案及び請願はなかった。

　（２）委員会経過

○平成16年７月30日（金）（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成16年８月５日（木) (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。

　○閉会中に委員派遣を行うことを決定した。



金融問題及び経済活性化に関する特別委員会

委員一覧（25名）

委員長　内藤　　正光（民主）

理　事　吉村　剛太郎（自民）

理　事　辻　　　泰弘（民主）

理　事　直嶋　　正行（民主）

　　　　秋元　　　司（自民）

　　　　荒井　　広幸（自民）

　　　　岡田　　直樹（自民）

　　　　岸　　　宏一（自民）

　　　　小林　　温（自民）

関口　　昌一（自民）

田中　　直紀（自民）
野上　浩太郎（自民）

林　　芳正（自民）
福島　啓史郎（自民）

山谷　えり子（自民）
小川　　勝也（民主）
大石　　正光（民主）

大久保　　勉（民主）

工藤　堅太郎（民主）

前田　　武志（民主）

柳澤　　光美（民主）

加藤　　修一（公明）

西田　　実仁（公明）

山本　　保（公明）

大門　実紀史（共産）

　　　（16.7.30現在）

　(1）審議概観

　第160回国会において、本特別委員会に付託された法律案及び請願はなかった。

　（２）委員会経過

○平成16年７月30日（金）（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成16年８月５日（木）（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。

　○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。



政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

委員一覧（35名）

委員長　沓掛　　哲男（自民）
理事有村　治子（自民）

理　事　木村　　　仁（自民）
理事　田村　公平（自民）

理　事　朝日　　俊弘（民主）
理　事佐藤　　泰介（民主）

理　事佐藤　　道夫（民主）
理　事　弘友　　和夫（公明）

　　　愛知　　治郎（自民）
　　　岩井　　國臣（自民）

　　　岩城　　光英（自民）
　　　尾辻　秀久（自民）

岡田　　　広（自民）

荻原　　健司（自民）

柏村　　武昭（自民）
河合　　常則（自民）
陣内　　孝雄（自民）

段本　　幸男（自民）

藤井　基之（自民）
矢野　　哲朗（自民）
吉田　　博美（自民）

伊藤　　基隆（民主）

家西　　　悟（民主）
島田　智哉子（民主）

下田　　敦子(民主）

千葉　　景子（民主）

羽田　雄一郎（民主）

平田　　健二（民主）

松下　　新平（民主）

山根　　隆治（民主）

澤　　　雄二（公明）

福本　　潤一（公明）

仁比　　聡平（共産）

渕上　　貞雄（社民）

又市　　征治（社民）

　　　　（16.7.30 現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において、本特別委員会に付託された法律案及び請願はなかった。

　（２）委員会経過

○平成16年７月30日（金）(第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成16年８月５日（木）（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。



イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等

への対処に関する特別委員会

委員一覧（40名）

委員長　太田　　豊秋（自民）
理事　田村　公平（自民）
理　事　常田　　享詳（自民）
理事　舛添　　要一（自民）
理事　山内　　俊夫（自民）
理　事　平野　　達男（民主）
理事　柳田　　　稔（民主）
理事　若林　　秀樹（民主）
理　事　高野　　博師（公明）

　　　有村　治子（自民）
　　　大野　つや子（自民）
　　　岸　　信夫（自民）
　　　小泉　顕雄（自民）
　　　後藤　博子（自民）

田浦　　　直（自民）
中原　　　爽（自民）
西銘　順志郎（自民）
野上　浩太郎（自民）
福島　啓史郎（自民）
藤野　公孝（自民）
松村　龍二（自民）
三浦　　一水（自民）
山崎　　　力（自民）
浅尾　慶一郎（民主）
犬塚　　直史（民主）
岩本　　　司（民主）
尾立　　源幸（民主）
大江　　康弘（民主）

大塚　　耕平（民主）

齋藤　　　勁（民主）

主濱　　　了（民主）

榛葉　賀津也（民主）

富岡　由紀夫（民主）

広野　ただし（民主）

福山　　哲郎（民主）

荒木　　清寛 （公明）

谷合　　正明(公明）

遠山　　清彦（公明）

緒方　　靖夫（共産）

大田　　昌秀（社民）

　　　（16. 7.30 現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において本特別委員会に付託された法律案はなく、付託された請願１

種類９件は、保留とした。

　〔国政調査等〕

　８月５日、イラクにおける自衛隊の部隊の活動状況及び治安情勢等に関する件につ

いて政府参考人から報告を聴取した後、質疑を行った。

　（２）委員会経過

○平成16年７月30日（金）（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成16年８月５日（木）（第２回）

○政府参考人の出席を求めることを決定した。

　○イラクにおける自衛隊の部隊の活動状況及び治安情勢等に関する件について政府参考

　　人から報告を聴いた後、川口外務大臣、石破防衛庁長官、秋山内閣法制局長官及び政

　　府参考人に対し質疑を行った。

　　　　〔質疑者〕舛添要一君（自民）、若林秀樹君（民主）、犬塚直史君（民主）、遠山清

　　　　　　　　彦君（公明）、緒方靖夫君（共産）、大田昌秀君（社民）

　○請願第２号外８件を審査した。

　○イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動等並びに武力攻撃事態等への

　　対処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。



北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会

委員一覧（20名）

委員長　清水　嘉与子（自民）

理事小林　　温（自民）

理事　保坂　三蔵（自民）

理　事　小川　　敏夫（民主）

理　事　広野　ただし（民主）

　　　岩井　　國臣（自民）

　　　柏村　　武昭（自民）

北川イッセイ（自民）
小池　正勝（自民）

小泉　昭男（自民）
山東　　昭子（自民）

松山　　政司（自民）
今泉　　　昭（民主）

田村　　秀昭(民主）

津田　弥太郎(民主）

白　　　眞勲（民主）

林　　久美子（民主）

加藤　　修一（公明）

木庭　健太郎（公明）

緒方　　靖夫（共産）

　　　　（16.7.30現在）

　（１）審議概観

　第160回国会において、本特別委員会に付託された法律案及び請願はなかった。

　〔国政調査等〕

　８月５日、特定失踪者問題、日朝国交正常化交渉、日朝平壌宣言、日本人拉致問題、

北朝鮮に対する人道支援等の諸問題について質疑を行った。

　（２）委員会経過

○平成16年７月30日（金）（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成16年８月５日（木）（第２回）

　○政府参考人の出席を求めることを決定した。

　○特定失踪者問題に関する件、日朝国交正常化交渉に関する件、日朝平壌宣言に関する

　　件、日本人拉致問題に関する件、北朝鮮に対する人道支援に関する件等について川口

　　外務大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。

　　　　〔質疑者〕小川敏夫君（民主）、白眞勲君（民主）、木庭健太郎君（公明）、緒方靖

　　　　　　　　夫君（共産）、松村龍二君（自民）

　○北朝鮮による拉致問題等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。



２委員会未付託議案の要旨

　　　　　　　　　　　　※　内閣が衆議院に提出した議案で、参議院に送付されていないものも含む。

(内閣提出法律案)

　　　　　　児童福祉法の一部を改正する法律案(第159回国会閣法第34号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、次世代育成支援対策を推進するため、児童虐待等の問題に適切に対応でき

るよう児童相談所及び市町村の役割並びに児童福祉施設の在り方の見直し等を行うととも

に、慢性疾患にかかっている児童に対する医療の給付を創設する等の措置を講ずるほか、

児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締

結及び保育料の収納事務の私人への委託を行うために必要な規定の整備を行おうとするも

のである。

　　　　　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

　　　　　法律等の一部を改正する法律案（第159回国会閣法第35号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、総合的な次世代育成支援

対策を推進する等の観点から、労働者が就業しつつ子の養育又は家族の介護を行うことを

容易にするための環境を整備し、その雇用の継続を図るため、育児休業制度及び介護休業

制度の見直しを行うとともに、子の看護休暇に関する制度を設けるほか、雇用保険制度等

において育児休業給付等の見直しを行おうとするものである。

　　　　　犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための

　　　　　刑法等の一部を改正する法律案（第159回国会閣法第46号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、組織的な犯

罪の共謀罪の新設等をするとともに、組織的に実行される強制執行妨害事犯等についての

処罰規定を整備し、サイバー犯罪に関する条約の締結に伴い、不正指令電磁的記録作成等

の行為についての処罰規定、電磁的記録に係る記録媒体に関する証拠収集手続の規定等を

整備しようとするものである。

　　民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案（第159回国会閣法第65号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、弁護士等の訴訟代理人の報酬に係る費用について、当事者の双方共同の申

立てがある場合に、これを訴訟費用として敗訴者の負担とする制度を設けようとするもの

である。



　　　　　民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案

　　　　　(第１59回国会閣法第77号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、民事関係手続の一層の迅速化及び効率化等を図るため、民事訴訟手続等に

おける申立て等を電子情報処理組織を用いて行うことを可能とするとともに、簡易裁判所

における少額訴訟に関する債権執行制度の創設、不動産競売における最低売却価額の売却

基準価額への変更、扶養義務等に基づく金銭債務についての間接強制制度の創設、公示催

告手続の迅速化等の措置を講じようとするものである。

　　　　　　　　　　　　信託業法案（第159回国会閣法第85号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、金融資本市場の基盤整備を進める観点から、信託の引受け対象となる財産

の範囲の制限を撤廃し、信託業等を営む者に関し新たな資格要件等を定めて多様な担い手

の参入を可能とする等、所要の制度整備を行おうとするものである。

　　　　　　労働組合法の一部を改正する法律案（第159回国会閣法第88号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、不当労働行為事件の迅速かつ的確な処理を図るため、労働委員会の行う審

査の手続及び体制を整備する等の措置を講じようとするものである。

　(本院議員提出法律案)

　　　　国民年金法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案(参第１号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、第159回国会において成立した国民年金法等の一部を改正する法律等を廃

止するとともに、基礎年金に係る国庫負担の割合を段階的に引き上げ、社会保険庁を廃止

し、公的年金制度の一元化を実施できるようにするために必要な整備を平成18年度中に行

おうとするものである。

　　　国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案(参第2号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、第159回国会において成立した国家公務員共済組合法等の一部を改正する

法律を廃止するとともに、基礎年金拠出金の納付に要する費用に係る国等の負担の割合を

段階的に引き上げる等の措置を講ずるものである。

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案（参第３号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

本法律案は、第159回国会で成立した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律



を廃止するとともに、基礎年金拠出金に係る負担に要する費用についての地方公共団体の

負担の割合を段階的に引き上げる等の措置を講ずるものである。

　　私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案（参第４号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、第159回国会において成立した私立学校教職員共済法等の一部を改正する

法律を廃止するとともに、基礎年金拠出金に係る国の補助の割合を段階的に引き上げる等

の措置を講ずるものである。

　（予備費等支出承諾）

　　　平成十五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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　一般会計予備費予算額2,500億円のうち、平成15年４月22日から16年１月27日までの間

に使用を決定した金額は1, 189億円余で、その内訳は、衆議院総選挙及び最高裁判所裁判

官国民審査に必要な経費742億円余、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援

活動の実施に必要な経費268億円余などである。

　　平成十五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)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　特別会計予備費予算総額２兆214億円余のうち、平成15年12月９日に使用を決定した金

額は110億円で、これは農業共済再保険特別会計農業勘定における再保険金の不足を補う

ために必要な経費である。

　　平成十五年度特別会計予算総則第十四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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　平成15年8月5日から同年９月26日までの間に決定した経費増額総額は281億円余で、そ

の内訳は、道路整備特別会計における道路事業の調整等に必要な経費の増額212億円余、治

水特別会計治水勘定における河川事業の調整等に必要な経費の増額55億円余などである。

　　　平成十五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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　一般会計予備費予算額2,500億円のうち、平成16年３月１日から同年３月30日までの間

に使用を決定した金額は130億円余で、その内訳は、退職手当の不足を補うために必要な

経費109億円、矯正収容費の不足を補うために必要な経費13億円などである。また、平成15

年度一般会計予備費使用総額は1, 319億円である。



　　　平成十五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)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　特別会計予備費予算総額２兆214億円余のうち、平成16年３月26日に使用を決定した金

額は１億円で、これは国立病院特別会計療養所勘定における退職手当の不足を補うために

必要な経費である。また、平成15年度特別会計予備費使用総額は111億円である。

　平成十五年度特別会計予算総則第十四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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　平成16年３月26日から同年3月30日までの間に決定した経費増額総額は110億円余で、そ

の内訳は、国立病院特別会計療養所勘定における退職手当の不足を補うために必要な経費

の増額109億円などである。また、平成15年度特別会計予算総則第14条に基づく経費増額

総額は392億円余である。

（ＮＨＫ決算）

　　日本放送協会平成十三年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに

　　関する説明書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本件は、日本放送協会（ＮＨＫ）の平成13年度の決算書類である。この決算書類によれ

ば、日本放送協会の平成13年度末の資産及び負債の状況は、一般勘定における資産総額

6,981億円に対し負債総額2,698億円、資本総額4,282億円となっている。また、当年度中

の損益の状況は、事業収入が6,576億円、事業支出が6,445億円で当期事業収支は131億円

の黒字となっている。

　　　日本放送協会平成十四年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに

　　　関する説明書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本件は、日本放送協会（ＮＨＫ）の平成14年度の決算書類である。この決算書類によれ

ば、日本放送協会の平成14年度末の資産及び負債の状況は、一般勘定における資産総額

7,112億円に対し負債総額2,726億円、資本総額4,385億円となっている。また、当年度中

の損益の状況は、事業収入が6,647億円、事業支出が6,545億円で当期事業収支は102億円

の黒字となっている。



３憲法調査会審議経過

委員一覧(45名）

会　長　関谷　　勝嗣（自民）

幹事武見　　敬三（自民）
幹事　保坂　　三蔵（自民）

幹事　吉田　博美（自民）
幹事　若林　　正俊（自民）

幹　事　鈴木　　　寛（民主）
幹　事　簗瀬　　　進（民主）

幹　事　若林　　秀樹（民主）
幹　事　山下　　栄一（公明）

　　　岩井　　國臣（自民）

　　　亀井　　郁夫（自民）
　　　坂本　由紀子（自民）

　　　桜井　　新（自民）
　　　椎名　　一保（自民）

　　　末松　　信介（自民）

鈴木

　　政二（自民）

常田　　享詳（自民）

中川　　雅治（自民）

中曽根　弘文（自民）

福島　啓史郎（自民）

藤野　公孝（自民）

舛添　　要一（自民）

松田　　岩夫（自民）

松村　龍二（自民）

松山　　政司（自民）

山崎　　　力（自民）

江田　　五月（民主）

喜納　　昌吉（民主）

郡司　　　彰（民主）

佐藤　　道夫（民主）

　田名部　匡省（民主）

高嶋　　良充（民主）

富岡　由紀夫（民主）

那谷屋　正義（民主）

直嶋　　正行（民主）

前川　清成（民主）

松井　　孝治（民主）

松岡　　　徹（民主）

松下　　新平（民主）

魚住　裕一郎（公明）

白浜　　一良（公明）

山口　那津男（公明）

仁比　　聡平（共産）

吉川　　春子（共産）

田　　　英夫（社民）

　　　（16.7.30 現在）

調査会経過

○平成16年７月30日（金）（第１回）

　○会長を選任した後、幹事を選任した。

　○なお、会長は会長代理に簗瀬進君を指名した。



４政治倫理審査会

委員一覧（15名）

会長　若林　　正俊（自民）
幹事尾辻　　秀久（自民）

幹　事　今泉　　　昭（民主）

　　　清水　嘉与子（自民）
　　　竹山　　裕（自民）

中村　　博彦（自民）
二之湯　　智（自民）

西島　　英利（自民）
保坂　三蔵（自民）

輿石　　　東（民主）

佐藤　　泰介（民主）

千葉　　景子（民主）

峰崎　　直樹（民主）

柳田　　　稔（民主）

浜四津　敏子（公明）

　　　（16.7.30現在）

審査会経過

○平成16年７月30日（金）（第１回）

　○会長を選任した後、幹事を選任した。



１

請願審議概況

　今国会に紹介提出された請願は、24件（８種類）であり、このうち件数の多かった

ものは、「国民が安心して暮らせる年金制度確立のために、年金改革法の実施を中止

することに関する請願」９件、「イラク多国籍軍からの自衛隊の撤退に関する請願」

９件であった。

　各委員会への付託件数は、財政金融３件、厚生労働11件、議院運営１件、イラク・

事態９件であった。

　請願者の総数は１万8,701人に上っている。

　８月５日、各委員会において請願の審査が行われたが、いずれも審査未了となった。

２請願件数表

委　　　員　　　会 本会議

備　　　考

委員会名 付　託 採　択 不採択 未　了 採　択

財政金融 ３ ０ ０ ３ ０

厚生労働 11 ０ ０ 11 ０

議院運営 １ ０ ０ １ ０

イラク･事態 ９ ０ ０ ９ ０

計 24 ０ ０ 24 ０ 提出総数　24件



質問主意書一覧

第160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※

　掲載

会議録

１ 長野県白骨温泉における入浴剤添加に関する質問主

意書

福山　哲郎君

16.

　7.30

16.

　8. 4

16.

　8.10

２ 平成一六年年金改正法に関する質問主意書 小川　敏夫君 7.30 8. 4 8.10

３ 年金改正法にかかわる総理大臣等の発言等に関する

質問主意書

小川　敏夫君 7.30 8. 4 8.10

４ わが国金融業界の再編に対する政府の基本姿勢に関

する質問主意書

大塚　耕平君 7.30 8. 4 8.10

５ UF Jグループと三菱東京フィナンシャルグループ

との経営統合に対する政府の基本姿勢に関する質問

主意書

大塚　耕平君 7.30 8. 4 8.10

６ 金融システム安定化のために投入した公的資金に関

する質問主意書

大塚　耕平君 7.30 8. 4 8.10

７ 配偶者暴力防止法に関する質問主意書 平野　達男君 7.30 8. 4 8.10

８ 郵政民営化に関する政府の方針等に関する質問主意

書

松井　孝治君 7.30 8. 4 8.10

９ 三位一体改革における税源移譲額等に関する質問主

意書

松井　孝治君 7.30 8. 4 8.10

10 社会保険庁のホームページにおける「年金額簡易試

算」の誤表示に関する質問主意書

山本　孝史君 8. 3 8. 5 8.10

11 財団法人日本原子力文化振興財団のプレスレリーズ

　「劣化ウラン弾による環境影響」に関する質問主意

書

福島みずほ君 8. 4 8. 6 9.13ま

で延期



番

号
件　　　　　名 提出者

提出

月日

転送

月日
答弁書
受領※

　掲載

会議録

12 日本人外交官殺害事件の被害車両の取扱いに関する

質問主意書

若林　秀樹君

16.

　8. 5

16.

　8. 6

16.

8.11

13 法律条文の過誤訂正の在り方に関する質問主意書 浅尾慶一郎君 8. 5 8. 6 8.10

14 タクシーの台数規制廃止による弊害に関する質問主

意書

櫻井　　充君 8. 5 8. 6 8.11

15 国立大学法人化後の問題点に関する質問主意書 櫻井　　充君 8. 5 8. 6 8.25ま

で延期

16 社会保険庁予算の開示の在り方に関する質問主意書 山本　孝史君 8. 5 8. 6 　9. 6ま

で延期

17 社会保険庁の広報関係経費をめぐる不祥事に関する

質問主意書

山本　孝史君 8. 5 8. 6 　9. 6ま

で延期

18 厚生労働省職員の監修料受領による補助金還流問題

に関する質問主意書

山本　孝史君 8. 5 8. 6 8.11

19 MMRワクチンの接種中止に関する質問主意書 小池　　晃君 8.6 8. 6 8.11

※答弁書未受領分については、内閣から通知があった答弁することができる期限を記載している。



第159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

掲載

会議録

　

　

23 日本郵政公社設立時の会計に関する質問主意書 大渕　絹子君

16.

　5.21

16.

　5.24

16.

　6.29

16.

　7.27

追録

26 港湾運送事業法における関連下請契約に関する質問

主意書

又市征治君 6. 10 6. 14 7.16 　7.27

追録

27 行政書士法に関する質問主意書 又市征治君 6.10 6.14 7. 6 　7.27

追録

28 イラクにおいて拘束された邦人三名の解放から現在

に至るまでの政府の対応に関する質問主意書

紙　　智子君 6.10 6. 14 6.29 　7.27

追録

29 国際連合女性差別撤廃条約選択議定書の批准等に関

する質問主意書

畑野　君枝君

　　　外4名

6. 11 6. 16 6.29 　7.27

追録

30 合計特殊出生率の発表の在り方等に関する質問主意

書

山本　孝史君 6.11 6. 16 6.22 　7.27

追録

31 大阪の星ヶ丘厚生年金病院など全国十か所の厚生年

金病院の整理合理化に関する質問主意書

小林美恵子君

　　　外1名

6.11 6. 16 6.29 　7.27

追録

32 地方公務員の給与制度の在り方に関する質問主意書 浅尾慶一郎君 6.14 6. 16 6.29 　7.27

追録

33 沖縄のジュゴンの保護に関する質問主意書 岩佐　恵美君 6.14 6. 16 7. 13 　7.27

追録

34 風力発電の鳥類に与える影響（バードストライク）

の防止に関する質問主意書

岩佐　恵美君 6.14 6. 16 7. 13 　7.27

追録

35 鉛弾の全面禁止に関する質問主意書 谷　　博之君 6.15 6. 16 7.27 　7.27

追録

36 タクシー事業の現状改善等に関する質問主意書 富樫　練三君

　　　外６名

6. 15 6. 16 7. 6 　7.27

追録

37 人身売買に関する質問主意書 井上　哲士君

　　　外６名

6. 16 6. 16 7. 6 　7.27

追録

（注）なお、第160回国会提出の質問主意書の答弁書未受領分については、次回の「参議院審議概要」

　　を参照されたい。



国会議員の互助年金等に関する調査会

　本調査会は、国会議員の互助年金等に関する調査・検討等を行うため、第159回国

会において設置され、平成16年６月16日から協議を開始した。

　第159回国会閉会後から今国会中において、本調査会は４回協議を行った。

　（１）調査会経過

○平成16年６月25日（金）（第2回）

　○互助年金と公的年金の比較等について国立国会図書館、厚生労働省及び財務省から説

　　明を聴取した後、協議を行った。

○平成16年７月16日（金）（第３回）

　○諸外国の議員年金制度について渡部委員、国立国会図書館から説明を聴取した後、協

　　議を行った。

○平成16年７月22日（木）（第4回）

　　○憲法における国会議員の権能について大石委員から説明を聴取した後、協議を行った。

○平成16年７月30日（金）（第5回）

　　○委員からの要求資料等について事務局から説明を聴取した後、協議を行った。

　(2）調査会設置要綱

　　　　　　　　　国会議員の互助年金等に関する調査会設置要綱

１　調査会の設置

　　衆議院議長及び参議院議長（以下、「両院議長」という。）の下に、国会議員の互助年

　金等に関する調査・検討等を行うため、有識者による諮問機関を置く。

２　名称

　　両院議長の下に置く諮問機関の名称は、「国会議員の互助年金等に関する調査会」と

　する。

３　構成

　一　調査会は、委員６名をもって組織する。

　二　委員は、議員以外の学識経験のある者のうちから、両院議長がこれを委嘱する。

　三　調査会に座長を置く。

　四　座長は、委員の推薦によって、これを定める。

４　諮問事項

　　国会議員互助年金制度等に関する諸問題について。

５　諮問期間

　　概ね６箇月



６　運営

　一　調査会の招集は、座長が行う。

　二　調査会の会議は、座長が主宰する。

７　参考意見の聴取

　　調査会は、議員その他必要と認めた者から参考意見を聴取することができる。

８　答申

　　調査会は、諮問事項について調査、検討し、その意見を両院議長に答申するものとす

　る。

９　調査会の事務

　　調査会の事務は、衆議院及び参議院の事務局がこれを掌る。

（3）調査会委員

　座　　長　　中島　忠能　　前人事院総裁

　座長代理　　貝塚　啓明　　中央大学教授

　委　　員　　中島　　勝　　政治評論家

　　　同　　　渡部　記安　　立正大学大学院教授

　　　同　　　大石　　眞　　京都大学大学院教授

　　　同　　　猪口　邦子　　上智大学法学部教授



１　国会会期一覧

(直近15国会を掲載)

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

第153回
(臨時会)

13. 9.27(木) 13. 9.27(木) 13.12. 7(金) 72 - 72

第154回
(常会)

14. 1.21(月) 14. 1.21(月) 14. 7.31(水) 150 42 192

第155回
(臨時会)

14.10.18 (金) 14.10. 18(金) 14.12.13(金) 57 - 57

第156回
(常会)

15. 1. 20（月） 15. 1.20(月) 15. 7.28(月) 150 40 190

第157回
(臨時会)

15. 9.26(金) 15. 9.26(金) 15. 10.10(金)
　衆議院解散

36 - 15

第158回
(特別会)

15.11.19(水) 15.11.21(金) 15. 11.27(木) ９ - ９

第159回
(常会)

16. 1.19(月) 16. 1.19(月) 16. 6.16(水) 150 - 150

第160回
(臨時会)

16. 7.30(金) 16. 7.30(金) 16. 8. 6(金) ８ - ８



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)

第20回 16. 7.11(日) 16. 7.26 22. 7.25 第160回（臨時会） 16. 7.30(金)

※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20回参議院議員通常選挙結果

第20回参議院議員通常選挙は、平成16年６月24日に公示され、７月11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……

中川　　義雄（自民・現）

峰崎　　直樹（民主・現）

　……青森……

田名部　匡省（民主・現）

　……岩手……

主濱　　　了（民主・新）

　……宮城……

市川　　一朗（自民・現）

櫻井　　　充（民主・現）

　……秋　田……

鈴木　　陽悦（無　・新）

　……山形……

岸　　　宏一（自民・現）

　……福島……

佐藤　　雄平（民主・現）

岩城　　光英（自民・現）

　……茨城……

岡田　　　広（自民・現）

郡司　　　彰（民主・現）

　……栃木……簗 

瀬　　　進（民主・現）

矢野　　哲朗（自民・現）

　……群馬……

富岡　由紀夫（民主・新）

中曽根　弘文（自民・現）

　……埼玉……

島田　智哉子（民主・新）

関口　　昌一（自民・現）

西田　　実仁（公明・新）

　……千葉……

広中　和歌子（民主・現）

椎名　　一保（自民・現）

　　……東京……

中川　　雅治（自民・新）

小川　　敏夫（民主・現）

蓮　　　　舫（民主・新）

澤　　　雄二（公明・新）

　　……神奈川……

小泉　　昭男（自民・新）

浅尾　慶一郎（民主・現）

千葉　　景子（民主・現）

　　……新潟……

近藤　　正道（無・新）

田中　　直紀（自民・現）

　　……富　山……

河合　　常則（自民・新）

　　……石川……

岡田　　直樹（自民・新）

　　……福井……

山崎　　正昭（自民・現）

　　……山　梨……

輿石　　　東（民主・現）

　　……長野……

北澤　　俊美（民主・現）

若林　　正俊（自民・現）

　　……岐阜……

松田　　岩夫（自民・現）

山下　八洲夫（民主・現）

　　……静　岡……

坂本　由紀子（自民・新）

藤本　　祐司（民主・新）

　　……愛知……

浅野　　勝人（自民・新）

佐藤　　泰介（民主・現）

木俣　　佳丈（民主・現）

　　……三重……

　芝　　　博一（民主・新）

　　……滋賀……

　林　　久美子（民主・新）

　　……京都……

　福山　　哲郎（民主・現）

　二之湯　　智（自民・新）

　　……大阪……

　尾立　　源幸（民主・新）

　山下　　栄一（公明・現）

　北川イッセイ（自民・新）

　　……兵庫……

　水岡　　俊一（民主・新）

　末松　　信介（自民・新）

　　……奈　良……

　前川　　清成（民主・新）

　　……和歌山……

　鶴保　　庸介（自民・現）

　　……鳥取……

　田村　耕太郎（自民・現）

　　……島根……

　青木　　幹雄（自民・現）

　　……岡　山……

　江田　五月（民主・現）

　　……広島……

　柳田　　　稔（民主・現）

　亀井　　郁夫（自民・現）

　　……山　口……

岸　　　信夫（自民・新）

　　……徳島……

　小池　　正勝（自民・新）

　　……香川……

　山内　　俊夫（自民・現）



　……愛媛……

山本　　順三（自民・新）

　……高知……

広田　　　一（無　・新）

　……福岡……

大久保　　勉（民主・新）

吉村　剛太郎（自民・現）

　……佐　賀……

岩永　　浩美（自民・現）

　……長崎……

犬塚　　直史（民主・新）

　……熊本……

木村　　　仁（自民・現）

　……大分……

足立　　信也（民主・新）

　……宮崎……

松下　　新平（無・新）

　……鹿児島……

野村　　哲郎（自民・新）

　……沖縄……

糸数　　慶子（無・新）

【比例代表】

　(48名)

　　〔民主党〕

小林　　正夫（新）

加藤　　敏幸（新）

内藤　　正光（現）

家西　　　悟（新）

柳澤　　光美（新）

直嶋　　正行（現）

大石　　正光（新）

白　　　眞勲（新）

那谷屋　正義（新）

藤末　　健三（新）

喜納　　昌吉（新）

高嶋　　良充（現）

津田　弥太郎（新）

工藤　堅太郎（新）

円　　より子（現）

下田　　敦子（新）

松岡　　　徹（新）

前田　　武志（新）

渡辺　　秀央（現）

　〔自由民主党〕

竹中　　平蔵（新）

秋元　　　司（新）

長谷川　憲正（新）

脇　　　雅史（現）

西島　　英利（新）

山谷　えり子（新）

中村　　博彦（新）

泉　　　信也（現）

荻原　　健司（新）

加納　　時男（現）

荒井　　広幸（新）

水落　　敏栄（新）

佐藤　　昭郎（現）

南野　知惠子（現）

松村　　祥史（新）

　　〔公明党〕

浜四津　敏子（現）

弘友　　和夫（現）

谷合　　正明（新）

荒木　　清寛（現）

風間　　　昶（現）

浮島　とも子（新）

浜田　　昌良（新）

鰐淵　　洋子（新）

　〔日本共産党〕

市田　　忠義（現）

小池　　　晃（現）

仁比　　聡平（新）

大門　実紀史（現）

　〔社会民主党〕

福島　みずほ（現）

渕上　　貞雄（現）

（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　　無　無所属



４国務大臣等名簿

(平成16年8月6日現在)
第２次小泉内閣国務大臣

内閣総理大臣

　　　　小泉　純一郎（衆･自民）

　総務大臣

　　　　麻生　　太郎（衆･自民）

　法務大臣

　　　　野沢　　太三

　外務大臣

　　　　川口　　順子

　財務大臣

　　　　谷垣　　禎一（衆･自民）

　文部科学大臣

　　　　河村　　建夫（衆･自民）

　厚生労働大臣

　　　　坂口　　　力（衆･公明）

　農林水産大臣

　　　　亀井　　善之（衆･自民）

　経済産業大臣

　　　　中川　　昭一（衆･自民）

　国土交通大臣

　　　　石原　　伸晃（衆･自民）

　環境大臣

　　　　小池　百合子（衆･自民）

国務大臣（内閣官房長官）

（内閣府特命担当大臣（男女共同参画））

　　　細田　　博之（衆･自民）

国務大臣（国家公安委員会委員長）

（内閣府特命担当大臣（青少年育成及び少子

　化対策、食品安全））

　　　小野　清子（参･自民）

国務大臣（防衛庁長官）

　　　石破　　　茂（衆･自民）

国務大臣

（内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策、

　個人情報保護、科学技術政策））

　　　茂木　　敏充（衆･自民）

国務大臣

（内閣府特命担当大臣（金融､経済財政政策））

　　　竹中　　平蔵（参･自民）

国務大臣

（内閣府特命担当大臣（規制改革、産業再生

　機構））

　　　金子　　一義（衆･自民）

国務大臣

（内閣府特命担当大臣（防災））

　　　井上　　喜一（衆･自民）

内閣官房副長官

　山崎　正昭（参･自民）　　　杉浦　正健（衆･自民）　　二橋　正弘



副大臣

内閣府副大臣

　伊藤　達也（衆･自民）

佐藤　剛男（衆･自民）

　中島　眞人（参･自民）

防衛庁副長官

　浜田　靖一（衆･自民）

総務副大臣

　田端　正広（衆･公明）

　山口　俊一（衆･自民）

法務副大臣

　実川　幸夫（衆･自民）

外務副大臣

　逢沢　一郎（衆･自民）

　阿部　正俊（参･自民）

財務副大臣

　石井　啓一（衆･公明）

　山本　有二（衆･自民）

文部科学副大臣

　稲葉　大和（衆･自民）

　小野　晋也（衆･自民）

厚生労働副大臣

　谷畑　　孝（衆･自民）

　森　　英介（衆･自民）

農林水産副大臣

　金田　英行（衆･自民）

　市川　一朗（参･自民）

経済産業副大臣

　坂本　剛二（衆･自民）

　泉　　信也（参･自民）

国土交通副大臣

　林　　幹雄（衆･自民）

　佐藤　泰三（参･自民）

環境副大臣

　加藤　修一（参･公明）

大臣政務官

内閣府大臣政務官

　西川　公也（衆･自民）

　宮腰　光寛（衆･自民）

　森元　恒雄（参･自民）

防衛庁長官政務官

　嘉数　知賢（衆･自民）

　中島　啓雄（参･自民）

総務大臣政務官

　松本　　純（衆･自民）

　世耕　弘成（参･自民）

　小西　　理（衆･自民）

法務大臣政務官

　中野　　清（衆･自民）

外務大臣政務官

　田中　和徳（衆･自民）

　松宮　　勲（衆･自民）

　荒井　正吾（参･自民）

財務大臣政務官

　七条　　明(衆･自民）

　山下　英利（参･自民）

文部科学大臣政務官

　田村　憲久（衆･自民）

　馳　　　浩（衆･自民）

厚生労働大臣政務官

　竹本　直一（衆･自民）

農林水産大臣政務官

　木村　太郎（衆･自民）

　福本　潤一（参･公明）

経済産業大臣政務官

　江田　康幸（衆･自民）

　菅　　義偉（衆･自民）

国土交通大臣政務官

　佐藤　茂樹（衆･自民）

　鶴保　庸介（参･自民）

環境大臣政務官

　砂田　圭佑（衆･自民）

※厚生労働大臣政務官佐々木知子16. 7.20辞任

※国土交通大臣政務官斉藤滋宣16.7.30辞任

政府特別補佐人

人事院総裁　　　　　　佐藤　壮郎　　　内閣法制局長官　　　　　秋山　　收

公正取引委員会委員長　竹島　一彦　　　公害等調整委員会委員長　加藤　和夫



５本会議・委員会等傍聴者数

(会期終了日現在)

回次
　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　訳

　総計　　　　　　　本会議　　　　委員会等

平成11年 145 （常会） 6,108　　　　　　　1, 837　　　　　　4, 271

146　（臨時会） 1,115　　　　　　　362　　　　　　753

12年 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

13年 151　（常会） 4,788　　　　　　　1,351　　　　　　3,437

152　（臨時会） 122　　　　　　　　　　78　　　　　　　44

153　（臨時会） 3,041　　　　　　　　　　913　　　　　　　2,128

14年 154 （常会） 7,202　　　　　　　2,438　　　　　4,764

155 (臨時会） 2,374　　　　　　　　788　　　　　　1,586

15年 156 （常会） 7,374　　　　　　　1,814　　　　　5,560

157 （臨時会） 489　　　　　　　　　　295　　　　　　194

158 （特別会） 264　　　　　　　　40　　　　　　224

16年 159 （常会） 6,061　　　　　　1,990　　　　　4,071

160 （臨時会） 196　　　　　　　180　　　　　　　16

（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

(会期終了日現在)

　　　　　　　参　　　観　　　内　　　訳

総計

　（人）　　　一般　　　小･中学生　　高校生　外国人

特別参観

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

８年 176,414　　32, 030　　138, 823　　2,668　　2,893 55

９年 180,875　　41,617　　134, 748　　2,287　　2,223 10

10年 187,652　　34, 734　　149, 878　　1,515　　1,525 ５

11年 190,554　　　　36,580　　　　149,835　　　2,727　　1,412 ５

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

13年 204,028　　45, 943　　152,822　　3,063　　2,200 97

14年 215,057　　54, 388　　 154,841　　3,297　　2,531 24

15年 229,835　　48, 690　　170,603　　6,850　　3,622 133

16年 141,659　　30, 699　　107,362　　1,084　　2,514 53

（注）特別参観は、国会閉会中の第1 ･第３日曜日に限り実施している。

７参議院特別体験プログラム体験者数・体験団体数

体験者数

　　(人)

　　　　　　　　　　（団体内訳）
団体数

　（件）　　小学校　　中学校　　その他

平成14年度 23,144 355　　　　262　　　　83　　　　10

平成15年度 33,371 493　　　　353　　　　132　　　　　8

平成16年度

４月 2,334 50　　　　　8　　　　41　　　　　1

５月 3,733 69　　　　28　　　　41　　　　　0

６月 3,241 54　　　　25　　　　29　　　　　0

（年度途中計）

　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　7月 　　　　　　　　158
　　　　　　　　　　　　　４　　　　　２　　　　２　　　　0

　　　　　　　　　　　　　　　9,466　　　　　　177　　　　63　　　　113　　　　　1

　　　　　(注）その他とは、地域の子ども会等の団体である。



８参議院議員海外派遣一覧

○重要事項調査

派遣の目的 派遣地 派遣期間 派遣議員 派遣報告

シンガポール共和国、スイス

連邦、ドイツ連邦共和国及び

フランス共和国における有

事・緊急事態対処体制、民間

防衛制度等に関する実情調査

並びに各国の政治経済事情等

視察

　(16. 6.23議長決定)

シンガポール

スイス

ドイツ

フランス

16. 7.13
　～7.24

田村　公平君(自民)

常田　享詳君(自民)

舛添　要一君(自民)

齋藤　　勁君(民主)

若林　秀樹君(民主)

高野　博師君(公明)

次国会の議院

運営委員会に

報告書を提出

予定

９参議院委員派遣一覧

○災害対策特別委員会　（16.8.3議長承認）

目　的 平成16年７月梅雨前線豪雨による被害状況等の実情調査

派遣委員 第

１

班

風間昶君（公明）、小林元君（民主）、長谷川憲正君（自民）、芝博一君（民主）、

仁比聡平君（共産）

第

２

班

柏村武昭君(自民)、大仁田厚君(自民)、高橋千秋君(民主)、松村祥史君(自民)、

山本香苗君(公明)

派遣地 第１班　福井県

第２班　新潟県

期　間 両班とも平成16年８月４日　１日間



10国会関係日誌　（16.6.17～16.8.6）
　　　　　

　　　　【第159回国会(常会)閉会後】

平成16年

6.18(金)○政府は｢イラクの主権回復後の自衛

　　　　　　隊の人道復興支援活動等について｣

　　　　　　を閣議了解、イラクの主権回復後も

　　　　　　自衛隊は多国籍軍の中で活動継続

　　　　　○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の変更

　　24 (木)○第20回参議院議員通常選挙公示

　26 (土)○柳川覺治元議員逝去

　　28 (月)○米英占領当局はイラク暫定政府へ主

　　　　　　権移譲

　　　　　○｢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の変更

　　　　　　について｣の変更7. 1(木)○国家公務員災害補償法の改正に関す

　　　　　　る意見の申出(人事院)

　　10(土)○岩崎純三元議員(元総務庁長官)逝去

　　11(日)○第20回参議院議員通常選挙投開票

　　　　　○鹿児島県知事選、伊藤祐一郎氏

　　　　　○林大幹元環境庁長官逝去

　　13(火)○新潟県、福島県において豪雨災害

　　　　　○国民生活安定緊急措置法施行状況報

　　　　　　告書

　　14 (水)○平成研究会が平成13年度政治資金収

　　　　　　支報告書を訂正

　　15(木)○業務上横領容疑で吉田幸弘前衆議院

　　　　　　議員、日本歯科医師連盟前会長ら３

　　　　　　人逮捕

　　16(金)○三菱東京フィナンシャル・グループ

　　　　　　とUF Jホールディングスが経営統
　　　　　　合を目指して協議を始めると発表

　　　　　○川村清一元議員逝去

　　18 (日)○福井県において豪雨災害
　　19(月)○鈴木善幸元内閣総理大臣逝去

　　21 (水)○参・災害対策特委理事会(豪雨災害対

　　　　　　策に関し政府へ申入れ)

　　　　　○小泉総理大臣、韓国訪問(～22日)

　　22 (木)○参・議院運営委理事会

　　　　　○平成15年度第４･四半期における予算

　　　　　　使用の状況

　　23 (金)○平成15年度第4 ･四半期における国庫
　　　　　　の状況

　　25(ロ)○第18回参議院議員通常選挙選出議員

　　　　　　任期満了

　　26 (月)○第20回参議院議員通常選挙選出議員

　　　　　　任期開始

　　　　　○参・議院運営委理事会

　　　　　○自民、議員会長に青木幹雄君を選出

　　　　○民主、議員会長に江田五月君を選出

　　　　○共産、議員団長に吉川春子君を選出

　27 (火)○臨時会７月30日召集を閣議決定

　　　　○第159回国会で成立した国民年金法等

　　　　　改正法の条文誤りを官報訂正

　28 (水)○参・議院運営委理事会

　29 (木)○参・議院運営委理事会

　　　　　【第160回国会(臨時会)】

7.30(金)○第160回国会(臨時会)召集

　　　　○開会式

　　　　○参・本会議(議席の指定､議長の辞任

　　　　　　・選挙、副議長の選挙、常任委員の

　　　　　選任、常任委員長の選挙、6特別委

　　　　　員会の設置､憲法調査会委員の選任、

　　　　　政治倫理審査会委員の選任、会期の

　　　　　件、元議員岩崎純三君・元内閣総理

　　　　　大臣鈴木善幸君哀悼の件)

　　　　○衆・本会議(議席の指定、会期の件、

　　　　　６特別委員会の設置等)

　　　　○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

　　　　○東ティモール国際平和協力業務の実

　　　　　施の結果

８．１(日)○ＷＴＯ一般理事会で交渉の枠組み合

　　　　　意

　　2(月)○衆・本会議(小泉総理の第30回主要国

　　　　　首脳会議出席に関する報告、質疑)

　　3(火)○参・本会議(小泉総理の第30回主要国

　　　　　首脳会議出席に関する報告、質疑)

　　　　○行政組織の新設改廃状況報告書

　　　　○公害等調整委員会年次報告

　　4(水)○参・衆災害対策特委、福井県及び新

　　　　　潟県へ委員派遣

　　5(木)○衆・本会議(国民年金改正法廃止法案

　　　　　等関連４法案否決、議員津村啓介君

　　　　　懲罰事犯の件議決(戒告)、坂口厚生

　　　　　労働大臣不信任決議案否決)

　　　　○日本郵政公社平成15年度財務諸表の

　　　　　承認に関する報告

　　６(金)○参・本会議(閉会手続)

　　　　　○衆・本会議(閉会手続)

　　　　　○人事院勧告

　　　　　○第160回国会閉会
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