
11国会関係日誌（18.12.20～19. 7. 5）

※日付は原則として現地時間

年月日 事　　　　　　　　　　　項

【第165回国会（臨時会）閉会後】

平成18年

12.20(水)

　　21(木)

　　24 (日)

　　25 (月)

　　28 (木)

平成19年

　1. 6(土)

　　9(火)

　　10(水)

　　13(土)

　　15(月)

　　19 (金)

　　21(日)

　　24 (水)

○青島幸男元参議院議員逝去

○本間正明政府税制調査会長辞任。平成19年1月22日、後任に香西泰氏就任

○平成19年度総予算案閣議決定

○再チャレンジ推進会議、「再チャレンジ支援総合プラン」策定

○佐田玄一郎内閣府特命担当大臣辞任。後任に渡辺喜美衆議院議員就任

○井上計元参議院議員逝去

○ 防衛庁から防衛省に移行

○安倍総理、イギリス、ドイツ、ベルギー、フランス、フィリピン訪問出張（～15日
　帰国）

○米国大統領、イラク新政策を発表

○宮崎県の養鶏場で大量死した鶏から高病原性鳥インフルエンザを農水省が確認。
　国内での発生5例目

○東アジア首脳会議、「東アジアのエネルギー安全保障に関するセブ宣言」採択

○「平成19年度税制改正の要綱」閣議決定

○宮崎県知事選で東国原英夫氏初当選、山梨県知事選で横内正明氏初当選、愛媛県
　知事選で加戸守行氏3選

○教育再生会議第1次報告、「社会総がかりで教育再生を　～公教育再生への第一歩
　～」

【第166回国会（常会）】

1.25(木)

　26 (金)

　28(日)

　29 (月)

　30(火)

　31(水)

2. 1(木)

　　2(金)

　　4(日)

　　5(月)

　　6(火)

○第166回国会召集

○ 参・本会議（議席の指定、常任委員長辞任・選挙、6特別委員会設置）

○衆・本会議（議席の指定、7特別委員会設置）

○「日本経済の進路と戦略」について閣議決定　　　　　　　　　　

○ 開会式

○衆・本会議（政府4演説）

○参・本会議（政府4演説）

○猪熊重二元参議院議員逝去

○衆・本会議（代表質問1日目）

○参・本会議（角田義一副議長辞任許可、今泉昭君副議長当選、代表質問1日目)

○衆・本会議（代表質問2日目）

○参・本会議（代表質問2日目）

○衆・予算委（平成18年度補正予算：基本的質疑）全大臣出席

○衆・予算委（平成18年度補正予算：締めくくり質疑、討論、採決）全大臣出席

○衆・本会議（平成18年度補正予算可決）

○愛知県知事選、神田真秋氏3選

○参・予算委（平成18年度補正予算：総括質疑、締めくくり質疑、討論、採決）全

　　大臣出席

○ 参・本会議（平成18年度補正予算可決＝成立）

○山本幸雄元自治相逝去



　7(水)

　9(金)

　13(火)

　15 (木)

　21(水)

　23 (金)

　27 (火)

　28 (水)

3. 1(木)

　2(金)

　3(土)

　5(月)

　9(金)

　13(火)

　15(木)

　16(金)

　19(月)

　20(火)

　22 (木)

　23 (金)

　25(日)

　26 (月)

4. 5(木)

　　8(日)

　11(水)

　12 (木)

　13 (金)

　16(月)

　17(火)

　20 (金)

　22 (日)

　23 (月)

○衆・予算委（「少子化その他」集中審議）総理出席、～8日

○大阪地裁、衆議院議員西村真悟被告に弁護士法違反として執行猶予付き有罪判決

○衆・予算委（平成19年度総予算：基本的質疑）全大臣出席、13日及び14日

○第5回六者会合第三次会合、「共同声明の実施のための初期段階の措置」採択

○参・厚生労働委（少子化等に関する件：質疑）総理出席

○衆・予算委公聴会（平成19年度総予算）～22日

○日銀政策委員会・金融政策決定会合、短期金利の誘導目標である無担保コール翌

　日物金利を0. 25%引き上げて年0. 5%とすることを決定

○衆・予算委（平成19年度総予算：「雇用・労働問題等」集中審議）総理出席

○エンフバヤル・モンゴル大統領国会訪問演説（参議院議場）

○衆・予算委分科会（平成19年度総予算) ～3月１日

○ 池端清一元国土庁長官逝去

○衆・予算委（平成19年度総予算：「地域格差等」集中審議）総理出席

○神沢浄元参議院議員逝去

○衆・予算委（平成19年度総予算：締めくくり質疑、採決）全大臣出席

○衆・本会議（平成19年度総予算可決）

○参・予算委（平成19年度総予算：基本的質疑）全大臣出席、～6日

○荒井正吾参議院議員辞職（本会議許可）

○参・予算委（平成19年度総予算：「外交・防衛等」集中審議）総理出席

○参・予算委（平成19年度総予算：「農業・食の安全等」集中審議) 総理出席

○参・予算委公聴会（平成19年度総予算）

○荒井聰衆議院議員辞職（本会議許可）

○椎名素夫元参議院議員逝去

○参・予算委（平成19年度総予算：「社会保障・雇用・格差等」集中審議）総理出

　席

○参・平成19年度予算委嘱審査（常任委、22日に特別委）

○衆・憲法特別委公聴会

○達増拓也衆議院議員、公選法第90条により退職

○第1回日中議員会議、26日

○柏村武昭参議院議員、公選法第90条により退職

○能登半島地震発生

○参・予算委（平成19年度総予算：「安全・安心等」集中審議、締めくくり質疑、

　討論、採決）全大臣出席

○参・本会議（平成19年度総予算可決＝成立）

○衆・憲法特別委公聴会（日本国憲法改正手続法案）

○統一地方選前半、13都道府県知事選、4政令指定都市市長選、44道府県議選、15政

　令指定都市市議選

○日中首脳会談

○衆・憲法特別委（日本国憲法改正手続法案修正議決）

○温家宝・中国国務院総理め国会訪問演説（衆議院議場）

○衆・本会議（教育再生特別委員会設置、日本国憲法改正手続法案修正議決、米軍

　再編特措法案可決）

○参・本会議（日本国憲法改正手続法案趣旨説明質疑）

○衆・本会議（教育改革関連法案趣旨説明質疑）総理出席

○長崎市長選の選挙運動中、現職の伊藤長崎市長が銃撃される

○衆・教育再生特別委（教育改革関連法案質疑）総理出席

○参議院議員補欠選挙、沖縄選挙区で島尻安伊子氏、福島選挙区で増子輝彦氏が当

　選

○ 統一地方選後半、市長選、市議選等

○ 政府は平成20年の主要国首脳会議（サミット）を北海道洞爺湖町で開催と決定



　24 (火)

　25 (水)

　26 (木)

　27 (金)

5. 3(木)

　　７(月)

　　８(火)

　　9(水)

　10(木)

　11(金)
　14 (月)

　15(火)

　16(水)

　17(木)

　18(金)

　19(土)

　21 (月)

　22 (火)

　23 (水)

　25(金)

　28 (月)

　30 (水)

6. 1(金)

　4(月)

○衆・本会議（イラク人道復興支援特措法改正案趣旨説明質疑）総理出席

○参・憲法特別委地方公聴会（名古屋、仙台）

○「公務員制度改革」について閣議決定

○参・本会議（米軍再編特措法案趣旨説明質疑) 総理出席

○ 日本国憲法施行60周年記念式（衆議院憲政記念館）

○安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会設置。5月18日初会合

○参・厚生労働委（救急医療用ヘリ確保法案の委員会提出決定、救急医療体制確保
　に関する決議）

○安倍総理、米国、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、カタール、

　エジプト訪問出張。～5月３日帰国

○参・本会議（新議員紹介、少年法等改正案趣旨説明質疑）

○山田勇元参議院議員逝去

○参・憲法特別委地方公聴会（福岡、札幌）

○ 法務省が民法第772条の婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の

　届出の取扱いを変更する通達。懐胎時期に関する医師の証明書添付の場合は、民

　法第772条の推定が及ばないものとして、現在の夫を父とする嫡出子出生届出を受

　理する運用を5月21日から開始

○衆・本会議（社会保険庁改革関連法案趣旨説明質疑）総理出席

○参・本会議（短時間労働者雇用管理改善法改正案趣旨説明質疑）総理出席

○ 参・憲法特別委地方公聴会（さいたま、横浜）

○参・憲法特別委(日本国憲法改正手続法案：質疑、討論、採決）総理出席
○参・本会議（日本国憲法改正手続法案可決＝成立）

○衆・イラク支援特別委（イラク人道復興支援特措法改正案：質疑、採決）総理出席

○伊江朝雄元参議院議員（元北海道・沖縄開発庁長官）逝去

○衆・本会議（イラク人道復興支援特措法改正案可決、国家公務員法等改正案趣旨
　説明質疑）総理出席

○国家基本政策委員会合同審査会（第1回）

○衆・教育再生特別委公聴会（教育改革関連法案）

○アジア・ゲートウェイ戦略会議、「アジア・ゲートウェイ構想」取りまとめ

○衆・教育再生特別委（教育改革関連法案：質疑、討論、採決）総理出席

○衆・本会議（教育改革関連法案可決）

○参議院60周年記念特別参観、高校生特別体験プログラム実施、～20 日

○参・本会議（教育改革関連法案趣旨説明質疑）総理出席

○ 参・外交防衛委（駐留軍再編円滑実施特措法案：質疑、採決）総理出席

○参・文教科学委（教育改革関連法案：質疑）総理出席

○参・本会議（イラク人道復興支援特措法改正案趣旨説明質疑、米軍再編特措法案
　可決＝成立）

○衆・予算委（「政治資金問題等」集中審議）総理出席

○参・本会議（短時間労働者雇用管理改善法改正案可決＝成立、少年法等改正案可

　決＝成立）

○衆・厚生労働委（社会保険庁改革関連法案：質疑、採決）総理出席

○北修二元参議院議員（元沖縄開発庁長官）逝去

○参・決算委（平成17年度決算：締めくくり総括的質疑）

○松岡利勝農林水産大臣逝去

○国家基本政策委員会合同審査会（第2回）

○衆・本会議（社会保険庁改革関連法案可決）

○農林水産大臣に赤城徳彦衆議院議員就任

○長期戦略指針「イノベーション25」閣議決定

○教育再生会議第2次報告、「社会総がかりで教育再生を　～公教育再生に向けた更

　なる一歩と「教育新時代」のための基盤の再構築～」

○参・本会議（社会保険庁改革関連法案趣旨説明質疑) 総理出席



　5(火)

　6(水)

　7(木)

　8(金)

　10(日)

　11 (月)

　12(火)

　13(水)

　14 (木)

　15(金)

　19(火)

　20(水)

　21(木)

　22 (金)

　26 (火)

　28 (木)

　29 (金)

　30 (土)

7. 4(水)

　　5(木)

○安倍総理、ドイツ訪問出張（～9日帰国）

○第33回主要国首脳会議.（ハイリゲンダム・サミット）～8日、議長総括等8文書を

　発出して閉幕

○衆・本会議（国家公務員法等改正案可決）

○年金記録問題の原因や責任の所在を検証する「年金記録問題検証委員会」を総務
　省に設置

○自殺総合対策会議、「自殺総合対策大綱」策定

○ 柳澤錬造元参議院議員逝去

○参・本会議（国家公務員法等改正案趣旨説明質疑）総理出席

○参・決算委（平成17年度決算審査措置要求決議、平成17年度決算議決、会計検査
　要請決議）

○参・文教科学委地方公聴会（水戸、横浜）

○参・文教科学委地方公聴会（いわき、名古屋）

○参・本会議（平成17年度決算議決、3調査会報告、ワーク・ライフ・バランス推進
　決議）

○参・ＯＤＡ特別委（中間報告書議決、質疑）総理出席

○最高裁判決、1票の較差を理由とした平成17年9月11日の衆議院小選挙区選挙無効

　訴訟に関する原告の上告について、憲法に違反しないとして棄却

○参・厚生労働委（社会保険庁改革関連法案質疑）総理出席

○参・本会議（ＯＤＡ特別委員会中間報告）

○参・文教科学委公聴会（教育改革関連法案）

○参・外交防衛委（イラク人道復興支援特措法改正案：質疑、採決）

○参・文教科学委（教育改革関連法案：質疑、採決）総理出席

○参・法務委（配偶者からの暴力防止・被害者保護法改正案の委員会提出決定）

○衆・本会議（内山晃君懲罰事犯の件）

○「経済財政改革の基本方針2007」について閣議決定

○年金記録の訂正に関し公正な判断を示すため「年金記録確認第三者委員会」を総

　務省に設置

○参・本会議（田浦外交防衛委員長解任決議案否決、イラク人道復興支援特措法改

　正案可決＝成立、狩野文教科学委員長解任決議案否決、教育改革関連法案可決＝

　成立）

○衆・本会議（河野議長不信任決議案否決）

○与党幹事長、衆参議長に会期延長の申入れ

○衆・本会議（会期12日間延長議決）

○「規制改革推進のための3か年計画」について閣議決定　　　　　　　　　．．

○米下院外交委員会、従軍慰安婦問題について日本に公式謝罪を求める決議案を可

　決

○参・厚生労働委（社会保険庁改革関連法案質疑、採決）

○宮澤喜一元総理逝去（元参議院議員、元衆議院議員）

○参・本会議（政治資金規正法改正案可決＝成立、柳澤厚生労働大臣問責決議案否

　決、安倍内閣総理大臣問責決議案否決、鶴保厚生労働委員長解任決議案否決、延

　会）

○衆・本会議（安倍内閣不信任決議案否決）

○参・本会議（社会保険庁改革関連法案可決＝成立、国家公務員法等改正案：中間報
　告、可決＝成立）

○ 久間章生防衛大臣辞任、後任に小池百合子衆議院議員就任

○参・本会議（会期末処理）

○衆・本会議（会期末処理）

○第166回国会閉会




