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ける審議の概要等について、速報として取りまとめたものである。

詳細については官報、衆参本会議・委員会会議録等を参照されたい。
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１ 第21回参議院議員通常選挙

第21回参議院議員通常選挙は、平成19年（2007年）７月12日に公示され、改選議員

の任期満了（同月28日）翌日の同月29日に執行された。

今回の通常選挙は、平成18年に成立した定数較差是正のための公職選挙法一部改正

（群馬及び栃木選挙区の定数は各２減員、東京及び千葉選挙区の定数は各２増員の定

数較差是正）に伴い、群馬及び栃木選挙区の改選数が１減、東京及び千葉選挙区の改

選数が１増で行われた。

比例区と選挙区を合わせた改選数121に対し377名が立候補し、年金記録問題、「政

治とカネ」、格差問題等が大きな争点となった。

７月29日投開票の結果、自民党は大きく議席を減らす一方、民主党が大きく議席を

増やして参議院における比較第一党となった。

今回の通常選挙は12年ぶりに統一地方選挙と同じ年に行われたが、投票率（全国平

均）は、比例区58.63％、選挙区58.64％となり、前回の通常選挙より２％余り上回っ

た。今回の通常選挙から、比例代表選挙だけでなく選挙区選挙でも在外投票ができる

ようになった。また、総有権者の１割超に当たる約1,080万人が期日前投票制度を利

用し、過去最高となった。

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 ６０ ３２ ＋２８

自由民主党 ３７ ６４ －２７

公明党 ９ １２ － ３

日本共産党 ３ ５ － ２

社会民主党 ２ ３ － １

国民新党 ２ ２ ± ０

新党日本 １ ０ ＋ １

無所属 ７ １ ＋ ６

欠員 － ２ － ２

改選数計 １２１ １２１

※改選前議席数は、第166回国会会期終了日現在の政党所属議員数（正副議長は離脱前の所属
政党で計算）であり、参議院における会派所属議員数とは一致しない。

1



２ 第167回国会概観

（召集・会期）

第167回国会（臨時会）は、７月29日に行われた第21回参議院議員通常選挙を受け、

８月７日に召集され、８月10日に終了した。

会期は、召集日の衆参両院の本会議において、それぞれ全会一致をもって８月10日

までの４日間とすることを議決した。

開会式は、召集日当日の午後３時から、参議院議場で行われた。

（院の構成）

第21回参議院議員通常選挙の結果、召集日の会派別所属議員数は、民主党・新緑風

会112、自由民主党84、公明党20、日本共産党７、社会民主党・護憲連合５、国民新

党４、各派に属しない議員10（議長及び副議長を含む）となった。なお、８月10日、

自由民主党は「自由民主党・無所属の会」に会派名を変更した。

参議院では、召集日の本会議において、議長及び副議長の選挙、議院運営委員長辞

任の許可、常任委員長の選挙、特別委員会の設置等が行われた。

議長及び副議長の選挙は、無名投票の結果、第27代議長に江田五月君（民主）、第27

代副議長に山東昭子君（自民）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。

議院運営委員長並びに欠員中の内閣、外交防衛、文教科学、農林水産、経済産業、

国土交通、予算、行政監視及び懲罰委員長の選挙は、その手続を省略して議長の指名

によることに決し、議長は各常任委員長を指名した。

特別委員会は、災害対策特別委員会が設置された。衆議院では、災害対策特別委員

会等６特別委員会を召集日に設置した。

なお、日本国憲法の改正手続に関する法律（平成19年法律第51号）により国会法が

改正され、今国会召集日から各議院に憲法審査会が設けられたが、今国会においては、

衆参両院とも、各議院の議決により定めることとされた憲法審査会に関する事項は議

決されず、委員の選任も行われなかった。

（活動等の概要）

今国会中、新規に提出された議案は、国民年金事業等運営改善のための国民年金法

等改正法の改正案、郵政民営化法改正案の参議院議員提出法案２件で、いずれも委員

会に付託されないまま未了となった。

なお、衆議院において継続審査となっていた閣法９件、衆法31件、平成18年度予備

費関係５件は、いずれも衆議院において継続審査となった。

内閣総理大臣の所信表明演説、代表質問及び議案の審議は行われなかった。

請願は、会期が短いため、受け付けなかった。

会期末の８月10日、衆参両院の本会議で閉会手続が行われた。
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３ 参議院役員等一覧

役員名 召集日(19.8.7) 会 期中 選任

議 長 江田 五月（ 無 ）※

副 議 長 山東 昭子（ 無 ）※

内 閣 藤原 正司（民主）※

総 務 山内 俊夫（自民）

法 務 山下 栄一（公明）

外交防衛 小川 敏夫（民主）※

財政金融 家西 悟（民主）

文教科学 市川 一朗（自民）※

厚生労働 鶴保 庸介（自民）

農林水産 加治屋 義人（自民）※

経済産業 伊達 忠一（自民）※

国土交通 大江 康弘（民主）※

環 境 大石 正光（民主）

国家基本政策 前田 武志（民主）

予 算 尾 秀久（自民）※

決 算 泉 信也（自民）

行政監視 郡司 彰（民主）※

議院運営 西岡 武夫（民主）※

懲 罰 瀬 進（民主）※

災害対策 荒木 清寛（公明）※

政治倫理審査会会長

事務総長 川村 良典

※召集日選任

特
別
委
員
長

常

任

委

員

長
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４ 会派別所属議員数一覧

(会期終了日 現在)

① 22.7.25 任期満了 ② 25.7.28 任期満了
会 派 議員数

比 例 選挙区 合 計 比 例 選挙区 合 計

民主党・新緑風会 112 19 31 50 20 42 62
(21) (2) (5) (7) (4) (10) (14)

自由民主党・無所属の会 85 14 34 48 13 24 37
(12) (3) (2) (5) (5) (2) (7)

公 明 党 20 8 3 11 7 2 9
(4) (3) (3) (1) (1)

日 本 共 産 党 7 4 0 4 3 0 3
(1) (1) (1)

社会民主党・護憲連合 5 2 1 3 2 0 2
(1) (1) (1)

国 民 新 党 4 1 1 2 1 1 2
(1) (1) (1)

各派に属しない議員 9 0 3 3 2 4 6
(2) (1) (1) (2)

合 計 242 48 73 121 48 73 121
(42) (9) (7) (16) (12) (14) (26)

欠 員 0 0 0 0 0 0 0

定 数 242 48 73 121 48 73 121

（ ）内は女性議員数
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５ 会派別所属議員一覧

（召集日 現在）

無印の議員は平成22年７月25日任期満了、印の議員は平成25年７月28日任期満了

また、( )内は、各議員の選出選挙区別

【 民主党・新緑風会 】
（１１２名）

足立 信也（大 分） 相原 久美子（比 例） 青木 愛（比 例）

浅尾 慶一郎（神奈川） 家西 悟（比 例） 池口 修次（比 例）

石井 一（比 例） 一川 保夫（石 川） 犬塚 直史（長 崎）

岩本 司（福 岡） 植松 恵美子（香 川） 梅村 聡（大 阪）

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） 大河原 雅子（東 京）

大久保 勉（福 岡） 大久保 潔重（長 崎） 大島 九州男（比 例）

大塚 耕平（愛 知） 岡崎 トミ子（宮 城） 加賀谷 健（千 葉）

加藤 敏幸（比 例） 風間 直樹（比 例） 金子 恵美（福 島）

神本 美恵子（比 例） 川合 孝典（比 例） 川上 義博（鳥 取）

川崎 稔（佐 賀） 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） 行田 邦子（埼 玉） 輿石 東（山 梨）

今野 東（比 例） 佐藤 公治（広 島） 佐藤 泰介（愛 知）

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） 高嶋 良充（比 例）

高橋 千秋（三 重） 武内 則男（高 知） 谷 博之（栃 木）

谷岡 郁子（愛 知） 千葉 景子（神奈川） ツルネン マルテイ（比 例）

津田 弥太郎（比 例）  泰弘（兵 庫） 外山 （宮 崎）

徳永 久志（滋 賀） 轟木 利治（比 例） 富岡 由紀夫（群 馬）

友近 聡朗（愛 媛） 那谷屋 正義（比 例） 内藤 正光（比 例）

直嶋 正行（比 例） 中谷 智司（徳 島） 中村 哲治（奈 良）

長浜 博行（千 葉） 西岡 武夫（比 例） 羽田 雄一郎（長 野）

白 眞勲（比 例） 林 久美子（滋 賀） 姫井 由美子（岡 山）

平田 健二（岐 阜） 平野 達男（岩 手） 平山 幸司（青 森）

広田 一（高 知） 広中 和歌子（千 葉） 福山 哲郎（京 都）

藤末 健三（比 例） 藤田 幸久（茨 城） 藤谷 光信（比 例）

藤本 祐司（静 岡） 藤原 正司（比 例） 藤原 良信（比 例）

舟山 康江（山 形） 前川 清成（奈 良） 前田 武志（比 例）

牧山 ひろえ（神奈川） 増子 輝彦（福 島） 松井 孝治（京 都）

松岡 徹（比 例） 松野 信夫（熊 本） 円 より子（比 例）
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水戸 将史（神奈川） 水岡 俊一（兵 庫） 峰崎 直樹（北海道）

室井 邦彦（比 例） 森 ゆうこ（新 潟） 瀬 進（栃 木）

柳澤 光美（比 例） 柳田 稔（広 島） 山下 八洲夫（岐 阜）

山根 治（埼 玉） 山本 孝史（比 例） 横峯 良郎（比 例）

吉川 沙織（比 例） 米長 晴信（山 梨） 蓮 舫（東 京）

渡辺 秀央（比 例）

【 自 由 民 主 党 】
（８４名）

愛知 治郎（宮 城） 青木 幹雄（島 根） 秋元 司（比 例）

浅野 勝人（愛 知） 有村 治子（比 例） 石井 準一（千 葉）

石井 みどり（比 例） 泉 信也（比 例） 礒崎 陽輔（大 分）

市川 一朗（宮 城） 岩城 光英（福 島） 岩永 浩美（佐 賀）

衛藤 晟一（比 例） 尾 秀久（比 例） 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） 神取 忍（比 例） 川口 順子（比 例）

河合 常則（富 山） 木村 仁（熊 本） 岸 宏一（山 形）

岸 信夫（山 口） 北川 イッセイ（大 阪） 小池 正勝（徳 島）

小泉 昭男（神奈川） 小林 温（神奈川） 鴻池 祥肇（兵 庫）

佐藤 昭郎（比 例） 佐藤 信秋（比 例） 佐藤 正久（比 例）

坂本 由紀子（静 岡） 椎名 一（千 葉） 島尻 安伊子（沖 縄）

末松 信介（兵 庫） 木 政二（愛 知） 世耕 弘成（和歌山）

関口 昌一（埼 玉） 田中 直紀（新 潟） 田村 耕太郎（鳥 取）

伊達 忠一（北海道） 谷川 秀善（大 阪） 塚田 一郎（新 潟）

鶴保 庸介（和歌山） 中川 雅治（東 京） 中川 義雄（北海道）

中曽根 弘文（群 馬） 中村 博彦（比 例） 中山 恭子（比 例）

二之湯 智（京 都） 西島 英利（比 例） 西田 昌司（京 都）

野村 哲郎（鹿児島） 南野 知惠子（比 例） 長谷川 大紋（茨 城）

橋本 聖子（比 例） 林 芳正（山 口） 藤井 孝男（岐 阜）

古川 俊治（埼 玉） 牧野 たかお（静 岡） 舛添 要一（比 例）

松田 岩夫（岐 阜） 松村 祥史（比 例） 松村 二（福 井）

松山 政司（福 岡） 丸川 珠代（東 京） 丸山 和也（比 例）

水落 敏栄（比 例） 溝手 顕正（広 島） 森 まさこ（福 島）

矢野 哲朗（栃 木） 山内 俊夫（香 川） 山崎 正昭（福 井）

山田 俊男（比 例） 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）

義家 弘介（比 例） 若林 正俊（長 野） 脇 雅史（比 例）
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【 公 明 党 】
（２０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 （比 例） 木庭 健太郎（比 例）

澤 雄二（東 京） 白浜 一良（大 阪） 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） 山口 那津男（東 京）

山下 栄一（大 阪） 山本 香苗（比 例） 山本 博司（比 例）

渡辺 孝男（比 例） 鰐淵 洋子（比 例）

【 日 本 共 産 党 】
（７名）

井上 哲士（比 例） 市田 忠義（比 例） 紙 智子（比 例）

小池 晃（比 例） 大門 実紀史（比 例） 仁比 聡平（比 例）

山下 芳生（比 例）

【 社会民主党・護憲連合 】
（５名）

近藤 正道（新 潟） 福島 みずほ（比 例） 渕上 貞雄（比 例）

又市 征治（比 例） 山内 徳信（比 例）

【 国 民 新 党 】
（４名）

亀井 亜紀子（島 根） 亀井 郁夫（広 島） 自見 庄三郎（比 例）

長谷川 憲正（比 例）

【 各派に属しない議員 】
（１０名）

荒井 広幸（比 例） 糸数 慶子（沖 縄） 江田 五月（岡 山）

川田 龍平（東 京） 山東 昭子（比 例） 鈴木 陽悦（秋 田）

田中 康夫（比 例） 松浦 大悟（秋 田） 松下 新平（宮 崎）

森田 高（富 山）
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６ 議員の異動

第166回国会閉会後及び今国会（19.8.7 召集）中における議員の異動

（議員氏名として許可されたものは、それによる。）

◯所属会派異動

松下 新平君（宮 崎）

19. 8. 3 民主党・新緑風会を退会

友近 聡朗君（愛 媛）

19. 8. 6 民主党・新緑風会に入会

江田 五月君（岡 山）

19. 8. 7 民主党・新緑風会を退会

山東 昭子君（比 例）

19. 8. 7 自由民主党を退会

荒井 広幸君（比 例）

19. 8.10 自由民主党・無所属の会に入会

◯会派所属

― 19. 8. 3 民主党・新緑風会に入会 ―

相原 久美子君（比 例） 青木 愛君（比 例） 池口 修次君（比 例）

石井 一君（比 例） 一川 保夫君（石 川） 岩本 司君（福 岡）

植松 恵美子君（香 川） 梅村 聡君（大 阪） 小川 勝也君（北海道）

大江 康弘君（比 例） 大河原 雅子君（東 京） 大久保 潔重君（長 崎）

大島 九州男君（比 例） 大塚 耕平君（愛 知） 岡崎 トミ子君（宮 城）

加賀谷 健君（千 葉） 風間 直樹君（比 例） 金子 恵美君（福 島）

神本 美恵子君（比 例） 川合 孝典君（比 例） 川上 義博君（鳥 取）

川崎 稔君（佐 賀） 行田 邦子君（埼 玉） 今野 東君（比 例）

佐藤 公治君（広 島） 榛葉 賀津也君（静 岡） 鈴木 寛君（東 京）

高橋 千秋君（三 重） 武内 則男君（高 知） 谷 博之君（栃 木）

谷岡 郁子君（愛 知） ツルネン マルテイ君（比 例）  泰弘君（兵 庫）

外山 君（宮 崎） 徳永 久志君（滋 賀） 轟木 利治君（比 例）

中谷 智司君（徳 島） 中村 哲治君（奈 良） 長浜 博行君（千 葉）

西岡 武夫君（比 例） 羽田 雄一郎君（長 野） 姫井 由美子君（岡 山）

平田 健二君（岐 阜） 平野 達男君（岩 手） 平山 幸司君（青 森）

藤田 幸久君（茨 城） 藤谷 光信君（比 例） 藤原 正司君（比 例）

藤原 良信君（比 例） 舟山 康江君（山 形） 牧山 ひろえ君（神奈川）

松井 孝治君（京 都） 松野 信夫君（熊 本） 水戸 将史君（神奈川）

室井 邦彦君（比 例） 森 ゆうこ君（新 潟） 山根 治君（埼 玉）

山本 孝史君（比 例） 横峯 良郎君（比 例） 吉川 沙織君（比 例）

米長 晴信君（山 梨）
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― 19. 8. 3 自由民主党に入会 ―

愛知 治郎君（宮 城） 有村 治子君（比 例） 石井 準一君（千 葉）

石井 みどり君（比 例） 礒崎 陽輔君（大 分） 衛藤 晟一君（比 例）

尾 秀久君（比 例） 加治屋 義人君（鹿児島） 川口 順子君（比 例）

小林 温君（神奈川） 鴻池 祥肇君（兵 庫） 佐藤 信秋君（比 例）

佐藤 正久君（比 例） 山東 昭子君（比 例） 島尻 安伊子君（沖 縄）

木 政二君（愛 知） 世耕 弘成君（和歌山） 伊達 忠一君（北海道）

谷川 秀善君（大 阪） 塚田 一郎君（新 潟） 中山 恭子君（比 例）

西田 昌司君（京 都） 長谷川 大紋君（茨 城） 橋本 聖子君（比 例）

林 芳正君（山 口） 藤井 孝男君（岐 阜） 古川 俊治君（埼 玉）

牧野 たかお君（静 岡） 舛添 要一君（比 例） 松村 二君（福 井）

松山 政司君（福 岡） 丸川 珠代君（東 京） 丸山 和也君（比 例）

溝手 顕正君（広 島） 森 まさこ君（福 島） 山田 俊男君（比 例）

山本 一太君（群 馬） 吉田 博美君（長 野） 義家 弘介君（比 例）

― 19. 8. 3 公明党に入会 ―

魚住 裕一郎君（比 例） 加藤 修一君（比 例） 木庭 健太郎君（比 例）

白浜 一良君（大 阪） 遠山 清彦君（比 例） 山口 那津男君（東 京）

山本 香苗君（比 例） 山本 博司君（比 例） 渡辺 孝男君（比 例）

― 19. 8. 3 日本共産党に入会 ―

井上 哲士君（比 例） 紙 智子君（比 例） 山下 芳生君（比 例）

― 19. 8. 3 社会民主党・護憲連合に入会 ―

又市 征治君（比 例） 山内 徳信君（比 例）

― 19. 8. 3 国民新党に入会 ―

亀井 亜紀子君（島 根） 自見 庄三郎君（比 例）

◯会派名変更

｢自由民主党」

19. 8.10 ｢自由民主党・無所属の会」に変更
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１ 議案審議概況

【 概 観 】

今国会の新規提出議案は、参法２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９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２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、衆議院で継続審査となっていた31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18年度予備費関係５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17年度ＮＨＫ決算（第166回国会提出）が、審査に入るに至

らなかった。
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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 ９ ０ ０ ０ ０ ９ ０ ０

参 法 新 規 ２ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０

衆 法 衆 継 ３１ ０ ０ ０ ０ ３１ ０ ０

予備費等 衆 継 ５ ０ ０ ０ ０ ５ ０ ０

決算その他 継 続 １ ０ ０ ０ １
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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（９件）（いずれも衆議院において前国会から継続）

●衆議院継続（９件）

（第163回国会提出）

22 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166回国会提出）

80 労働契約法案

81 労働基準法の一部を改正する法律案

82 最低賃金法の一部を改正する法律案

87 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案

93 安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案

94 放送法等の一部を改正する法律案

95 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

案

97 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案

◎本院議員提出法律案（２件）

●本院未了（２件）

１ 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部

を改正する法律案

２ 郵政民営化法の一部を改正する法律案

◎衆議院議員提出法律案（31件）（いずれも衆議院において前国会から継続）

●衆議院継続（31件）

（第163回国会提出）

６ 人身取引等の防止及び人身取引等の被害者の保護に関する法律案

７ 牛海綿状脳症対策特別措置法の一部を改正する法律案

８ 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

12 道路交通法の一部を改正する法律案

14 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の付与に関する法

律案

（第164回国会提出）

13 刑事訴訟法の一部を改正する法律案

14 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案

15 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案

26 消費生活用製品等及び特定生活関連物品に係る危険情報の提供の促進等に関する

法律案

27 国立国会図書館法の一部を改正する法律案

35 民法の一部を改正する法律案
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40 公職選挙法等の一部を改正する法律案

（第165回国会提出）

２ 学校教育法の一部を改正する法律案

６ 交通基本法案

７ 電気通信事業法の一部を改正する法律案

（第166回国会提出）

１ 障害者自立支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律案

29 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案

33 借地借家法の一部を改正する法律案

34 最低賃金法の一部を改正する法律案

38 環境健康被害者等救済基本法案

41 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案

43 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行

為の処罰に関する法律及び刑法の一部を改正する法律案

44 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案

45 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案

47 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う

投票方法等の特例に関する法律及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正す

る法律案

48 債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律案

50 宇宙基本法案

51 非自然死体の死因等の究明の適正な実施に関する法律案

52 法医科学研究所設置法案

53 公立の小中学校等における地震防災上改築又は補強を要する校舎等の整備の促進

に関する臨時措置法案

54 老人福祉法の一部を改正する法律案

◎予備費等承諾を求めるの件（５件）（いずれも衆議院において前国会から継続）

●衆議院継続（５件）

（第166回国会提出）

○平成十八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）

○平成十八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）

○平成十八年度特別会計予算総則第十二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）

○平成十八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）

○平成十八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）

◎決算その他（１件）

●未了（１件）

（第166回国会提出）

○日本放送協会平成十七年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関す

る説明書
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４　議案審議表

委員会未付託議案

(内閣提出法律案)

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

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163回国会閣法第22号）

17.10.4
(163回)

―
19.8.7 法務

― ― ― ― ― ― ― ―

労働契約法案（第166回国会閣法第80号）
19.3.13
(166回)

(5.24・166回）
8.7 厚生労働

― ― ― ― ― ― ― ―

労働基準法の一部を改正する法律案（第166回
国会閣法第81号）

19.3.13
(166回)

(5.24・166回）
8.7 厚生労働

― ― ― ― ― ― ― ―

最低賃金法の一部を改正する法律案（第166回
国会閣法第82号）

19.3.13
(166回)

(5.24・166回）
8.7 厚生労働

― ― ― ― ― ― ― ―

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改
正する法律案（第166回国会閣法第87号）☆

19.3.14
(166回)

―
8.7 厚生労働

― ― ― ― ― ― ― ―

第166回国
会参議院に
おいて修正
議決

安全保障会議設置法等の一部を改正する法律
案（第166回国会閣法第93号）

19.4.6
(166回)

―
8.7 安全保障

― ― ― ― ― ― ― ―

放送法等の一部を改正する法律案（第166回国
会閣法第94号）

19.4.6
(166回)

(5.22・166回）
8.7 総務

― ― ― ― ― ― ― ―

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生
年金保険法等の一部を改正する法律案（第166
回国会閣法第95号）

19.4.13
(166回)

―
8.7 厚生労働

― ― ― ― ― ― ― ―

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一
部を改正する法律案（第166回国会閣法第97
号）

19.5.29
(166回)

―
8.7 総務

― ― ― ― ― ― ― ―

(本院議員提出法律案)

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

国民年金事業等の運営の改善のための国民年
金法等の一部を改正する法律の一部を改正す
る法律案（足立信也君外５名発議）（参第１号）

19.8.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

郵政民営化法の一部を改正する法律案（山下
八洲夫君外５名発議）（参第２号）

19.8.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

　　　　　注１　衆議院議員提出法律案は、参議院に提出されたもののみ掲載。
　　　　　注２　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。

　　　　　凡例　☆：参議院先議

備考委員会 本会議(本会議趣旨説明)
付託日

(本会議趣旨説明)
付託日

公布日

法律番
号

備考

継続審査

継続審査

公布日

法律番
号

参議院

件　名（提出年月日順） 提出年月日

継続審査

継続審査

衆議院

継続審査

(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

件　名（提出年月日順） 提出年月日
委員会議決 本会議議決

衆議院

(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

継続審査

継続審査

継続審査

参議院

委員会 本会議

継続審査
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(予備費等支出承諾)

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

平成十八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）

19.3.20
(166回)

―
8.7 決算行政監視

― ― ― ― ― ― ―

平成十八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）

19.3.20
(166回)

―
8.7 決算行政監視

― ― ― ― ― ― ―

平成十八年度特別会計予算総則第十二条に
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）

19.3.20
(166回)

―
8.7 決算行政監視

― ― ― ― ― ― ―

平成十八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）

19.5.22
(166回)

―
8.7 決算行政監視

― ― ― ― ― ― ―

平成十八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）

19.5.22
(166回)

―
8.7 決算行政監視

― ― ― ― ― ― ―

(ＮＨＫ決算)

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

日本放送協会平成十七年度財産目録、貸借対
照表及び損益計算書並びにこれに関する説明
書

19.2.9
(166回)

―
8.7 総務

― ― ― ― ― ― ― ― ―

備考

継続審査

継続審査

継続審査

件　名（提出年月日順） 提出年月日

衆議院 参議院

(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
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会 本会議

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

参議院

備考委員会 本会議(本会議趣旨説明)
付託日

継続審査

継続審査
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本会議審議経過

○平成19年８月７日（火）

事務総長は、国会法第７条の規定により、議長及び副議長が選挙されるまで、議長の職

務を行うことを宣告した。

開会 午前10時１分

日程第１ 議長の選挙

本選挙は、無名投票の結果（投票総数240、過半数121）、江田五月君が240票をもって

当選した。

日程第２ 副議長の選挙

本選挙は、無名投票の結果（投票総数240、過半数121）、山東昭子君が240票をもって

当選した。

事務総長は、議長江田五月君を議院に紹介した。

議長江田五月君は、就任のあいさつをした。

事務総長は、副議長山東昭子君を議院に紹介した。

副議長山東昭子君は、就任のあいさつをした。

亀井郁夫君は、議長及び副議長に対し祝辞を述べた。

日程第３ 議席の指定

議長は、議員の議席を指定した。

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、新たに当選した議員を各常任委員に指名した。

常任委員長辞任の件

本件は、議院運営委員長市川一朗君の辞任を許可することに決した。

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 藤原 正司君

外交防衛委員長 小川 敏夫君

文教科学委員長 市川 一朗君

農林水産委員長 加治屋 義人君

経済産業委員長 伊達 忠一君

国土交通委員長 大江 康弘君

予算委員長 尾 秀久君

行政監視委員長 郡司 彰君

議院運営委員長 西岡 武夫君

懲罰委員長 瀬 進君
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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を設置することに全会一致をもって決し、議長

は、特別委員を指名した。

休憩 午前10時45分

再開 午後１時１分

日程第６ 会期の件

本件は、全会一致をもって４日間とすることに決した。

散会 午後１時２分

○平成19年８月10日（金）

開会 午前11時１分

日程第１ 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
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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

休憩 午前11時２分

再開するに至らなかった。
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１ 委員会審議経過

委員一覧（20名）

委員長 藤原 正司（民主） 神本 美恵子（民主） 藤井 孝男（自民）
理 事 木俣 佳丈（民主） 郡司 彰（民主） 山谷 えり子（自民）
理 事 工藤 堅太郎（民主） 松井 孝治（民主） 白浜 一良（公明）
理 事 秋元 司（自民） 鴻池 祥肇（自民） 自見 庄三郎（国民）

相原 久美子（民主） 木 政二（自民） 荒井 広幸（ 無 ）
青木 愛（民主） 田村 耕太郎（自民） 糸数 慶子（ 無 ）
石井 一（民主） 林 芳正（自民） （19.8.10 現在）

委員会経過

○平成19年８月10日（金）（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。

委員一覧（25名）

委員長 山内 俊夫（自民） 大久保 潔重（民主） 河合 常則（自民）
理 事 那谷屋 正義（民主） 大島 九州男（民主） 木村 仁（自民）
理 事 内藤 正光（民主） 芝 博一（民主） 世耕 弘成（自民）
理 事 二之湯 智（自民） 高嶋 良充（民主） 山本 順三（自民）
理 事 遠山 清彦（公明） 高橋 千秋（民主） 澤 雄二（公明）

一川 保夫（民主） 増子 輝彦（民主） 山下 芳生（共産）
植松 恵美子（民主） 有村 治子（自民） 又市 征治（社民）
梅村 聡（民主） 衛藤 晟一（自民）
大河原 雅子（民主） 尾 秀久（自民） （19.8.10 現在）

委員会経過

○平成19年８月10日（金）（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。
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委員一覧（20名）

委員長 山下 栄一（公明） 松岡 徹（民主） 木庭 健太郎（公明）
理 事 千葉 景子（民主） 瀬 進（民主） 仁比 聡平（共産）
理 事 前川 清成（民主） 青木 幹雄（自民） 近藤 正道（社民）
理 事 岡田 広（自民） 石井 準一（自民） 江田 五月（ 無 ）

加賀谷 健（民主） 谷川 秀善（自民） 山東 昭子（ 無 ）
風間 直樹（民主） 松村 二（自民） 松浦 大悟（ 無 ）
金子 恵美（民主） 若林 正俊（自民） （19.8.10 現在）

委員会経過

○平成19年８月10日（金）（第１回）

理事の辞任を許可した。

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。

委員一覧（21名）

委員長 小川 敏夫（民主） 川上 義博（民主） 小泉 昭男（自民）
理 事 浅尾 慶一郎（民主） 川崎 稔（民主） 関口 昌一（自民）
理 事 喜納 昌吉（民主） 榛葉 賀津也（民主） 山本 一太（自民）
理 事 柳田 稔（民主） 白 眞勲（民主） 風間 （公明）
理 事 岡田 直樹（自民） 浅野 勝人（自民） 浜田 昌良（公明）

犬塚 直史（民主） 川口 順子（自民） 井上 哲士（共産）
川合 孝典（民主） 北川 イッセイ（自民） 山内 徳信（社民）

（19.8.10 現在）

委員会経過

○平成19年８月10日（金）（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。
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委員一覧（25名）

委員長 家西 悟（民主） 今野 東（民主） 佐藤 信秋（自民）
理 事 大久保 勉（民主） 富岡 由紀夫（民主） 椎名 一（自民）
理 事 峰崎 直樹（民主） 平野 達男（民主） 田中 直紀（自民）
理 事 中川 雅治（自民） 広田 一（民主） 舛添 要一（自民）
理 事 山口 那津男（公明） 円 より子（民主） 西田 実仁（公明）

池口 修次（民主） 石井 みどり（自民） 大門 実紀史（共産）
尾立 源幸（民主） 泉 信也（自民） 長谷川 憲正（国民）
大塚 耕平（民主） 礒崎 陽輔（自民）
行田 邦子（民主） 岸 信夫（自民） （19.8.10 現在）

委員会経過

○平成19年８月10日（金）（第１回）

理事を選任した。

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。

委員一覧（20名）

委員長 市川 一朗（自民） 西岡 武夫（民主） 水落 敏栄（自民）
理 事 佐藤 泰介（民主） 林 久美子（民主） 吉村 剛太郎（自民）
理 事 蓮 舫（民主） 広中 和歌子（民主） 山本 香苗（公明）
理 事 中川 義雄（自民） 水岡 俊一（民主） 鰐淵 洋子（公明）

佐藤 公治（民主） 荻原 健司（自民） 亀井 郁夫（国民）
鈴木 寛（民主） 神取 忍（自民） 森田 高（ 無 ）
武内 則男（民主） 中曽根 弘文（自民） （19.8.10 現在）

委員会経過

○平成19年８月10日（金）（第１回）

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。

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。
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委員一覧（25名）

委員長 鶴保 庸介（自民） 外山 （民主） 中山 恭子（自民）
理 事 足立 信也（民主） 徳永 久志（民主） 西島 英利（自民）
理 事 津田 弥太郎（民主） 森 ゆうこ（民主） 南野 知惠子（自民）
理 事  泰弘（民主） 柳澤 光美（民主） 浮島 とも子（公明）
理 事 中村 博彦（自民） 山本 孝史（民主） 浜四津 敏子（公明）

櫻井 充（民主） 岸 宏一（自民） 小池 晃（共産）
島田 智哉子（民主） 佐藤 正久（自民） 福島 みずほ（社民）
下田 敦子（民主） 坂本 由紀子（自民）
谷岡 郁子（民主） 塚田 一郎（自民） （19.8.10 現在）

委員会経過

○平成19年８月10日（金）（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。

委員一覧（20名）

委員長 加治屋 義人（自民） 友近 聡朗（民主） 野村 哲郎（自民）
理 事 主濱 了（民主） 中谷 智司（民主） 長谷川 大紋（自民）
理 事 谷 博之（民主） 中村 哲治（民主） 古川 俊治（自民）
理 事 岩城 光英（自民） 長浜 博行（民主） 渡辺 孝男（公明）

小川 勝也（民主） 姫井 由美子（民主） 紙 智子（共産）
ツルネン マルテイ（民主） 岩永 浩美（自民） 亀井 亜紀子（国民）
轟木 利治（民主） 西田 昌司（自民） （19.8.10 現在）

委員会経過

○平成19年８月10日（金）（第１回）

理事を選任した。

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。
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委員一覧（21名）

委員長 伊達 忠一（自民） 直嶋 正行（民主） 松田 岩夫（自民）
理 事 岩本 司（民主） 平山 幸司（民主） 松村 祥史（自民）
理 事 藤末 健三（民主） 藤田 幸久（民主） 松山 政司（自民）
理 事 渡辺 秀央（民主） 藤谷 光信（民主） 弘友 和夫（公明）
理 事 加納 時男（自民） 藤原 良信（民主） 山本 博司（公明）
理 事 佐藤 昭郎（自民） 舟山 康江（民主） 鈴木 陽悦（ 無 ）

小林 正夫（民主） 小林 温（自民） 松下 新平（ 無 ）
（19.8.10 現在）

委員会経過

○平成19年８月10日（金）（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。

委員一覧（25名）

委員長 大江 康弘（民主） 羽田 雄一郎（民主） 溝手 顕正（自民）
理 事 藤本 祐司（民主） 前田 武志（民主） 森 まさこ（自民）
理 事 山下 八洲夫（民主） 牧山 ひろえ（民主） 吉田 博美（自民）
理 事 末松 信介（自民） 松野 信夫（民主） 魚住 裕一郎（公明）
理 事 脇 雅史（自民） 水戸 将史（民主） 谷合 正明（公明）

加藤 敏幸（民主） 小池 正勝（自民） 渕上 貞雄（社民）
北澤 俊美（民主） 牧野 たかお（自民） 田中 康夫（ 無 ）
輿石 東（民主） 丸川 珠代（自民）
田名部 匡省（民主） 丸山 和也（自民） （19.8.10 現在）

委員会経過

○平成19年８月10日（金）（第１回）

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。

23



委員一覧（20名）

委員長 大石 正光（民主） 横峯 良郎（民主） 山田 俊男（自民）
理 事 岡崎 トミ子（民主） 吉川 沙織（民主） 義家 弘介（自民）
理 事 福山 哲郎（民主） 米長 晴信（民主） 荒木 清寛（公明）
理 事 橋本 聖子（自民） 愛知 治郎（自民） 加藤 修一（公明）

平田 健二（民主） 島尻 安伊子（自民） 市田 忠義（共産）
室井 邦彦（民主） 矢野 哲朗（自民） 川田 龍平（ 無 ）
山根 治（民主） 山崎 正昭（自民） （19.8.10 現在）

委員会経過

○平成19年８月10日（金）（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。

委員一覧（20名）

委員長 前田 武志（民主） 小川 敏夫（民主） 世耕 弘成（自民）
理 事 北澤 俊美（民主） 木俣 佳丈（民主） 関口 昌一（自民）
理 事 円 より子（民主） 輿石 東（民主） 松山 政司（自民）

相原 久美子（民主） 河合 常則（自民） 荒木 清寛（公明）
青木 愛（民主） 木村 仁（自民） 魚住 裕一郎（公明）
石井 一（民主） 北川 イッセイ（自民） 井上 哲士（共産）
一川 保夫（民主） 椎名 一（自民） （召集日 現在）
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委員一覧（45名）

委員長 尾 秀久（自民） 大塚 耕平（民主） 加納 時男（自民）
理 事 小林 正夫（民主） 加賀谷 健（民主） 佐藤 昭郎（自民）
理 事 櫻井 充（民主） 風間 直樹（民主） 島尻 安伊子（自民）
理 事 下田 敦子（民主） 金子 恵美（民主） 中川 雅治（自民）
理 事 白 眞勲（民主） 喜納 昌吉（民主） 中川 義雄（自民）
理 事 坂本 由紀子（自民） 島田 智哉子（民主） 南野 知惠子（自民）
理 事 吉村 剛太郎（自民） 主濱 了（民主） 松村 祥史（自民）
理 事 澤 雄二（公明） 広田 一（民主） 松村 二（自民）

足立 信也（民主） 前川 清成（民主） 山本 一太（自民）
浅尾 慶一郎（民主） 峰崎 直樹（民主） 木庭 健太郎（公明）
植松 恵美子（民主） 蓮 舫（民主） 遠山 清彦（公明）
梅村 聡（民主） 愛知 治郎（自民） 鰐淵 洋子（公明）
大河原 雅子（民主） 石井 準一（自民） 大門 実紀史（共産）
大久保 潔重（民主） 石井 みどり（自民） 福島 みずほ（社民）
大島 九州男（民主） 岩城 光英（自民） 自見 庄三郎（国民）

（19.8.10 現在）

委員会経過

○平成19年８月10日（金）（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。

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。
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委員一覧（30名）

委員長 泉 信也（自民） 川崎 稔（民主） 小泉 昭男（自民）
理 事 高橋 千秋（民主） 行田 邦子（民主） 佐藤 信秋（自民）
理 事 直嶋 正行（民主） 津田 弥太郎（民主） 西島 英利（自民）
理 事 柳澤 光美（民主） 福山 哲郎（民主） 矢野 哲朗（自民）
理 事 小池 正勝（自民） 藤末 健三（民主） 山谷 えり子（自民）
理 事 弘友 和夫（公明） 藤本 祐司（民主） 吉田 博美（自民）

犬塚 直史（民主） 松井 孝治（民主） 加藤 修一（公明）
神本 美恵子（民主） 礒崎 陽輔（自民） 山下 栄一（公明）
川合 孝典（民主） 岡田 広（自民） 仁比 聡平（共産）
川上 義博（民主） 岸 信夫（自民） 又市 征治（社民）

（19.8.10 現在）

委員会経過

○平成19年８月10日（金）（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。

委員一覧（30名）

委員長 郡司 彰（民主） 武内 則男（民主） 西田 昌司（自民）
理 事 鈴木 寛（民主） 谷岡 郁子（民主） 長谷川 大紋（自民）
理 事 田名部 匡省（民主） 千葉 景子（民主） 橋本 聖子（自民）
理 事 松岡 徹（民主） 外山 （民主） 松田 岩夫（自民）
理 事 風間 （公明） 内藤 正光（民主） 山内 俊夫（自民）

家西 悟（民主） 小林 温（自民） 脇 雅史（自民）
大江 康弘（民主） 佐藤 正久（自民） 山口 那津男（公明）
岡崎 トミ子（民主） 塚田 一郎（自民） 山下 芳生（共産）
今野 東（民主） 中曽根 弘文（自民） 近藤 正道（社民）
佐藤 公治（民主） 中山 恭子（自民） 長谷川 憲正（国民）

（19.8.10 現在）

委員会経過

○平成19年８月10日（金）（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。
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委員一覧（25名）

委員長 西岡 武夫（民主） 大久保 勉（民主） 荻原 健司（自民）
理 事 加藤 敏幸（民主） 榛葉 賀津也（民主） 神取 忍（自民）
理 事 高嶋 良充（民主） 富岡 由紀夫（民主） 末松 信介（自民）
理 事 岩永 浩美（自民） 那谷屋 正義（民主） 中村 博彦（自民）
理 事 山本 順三（自民） 林 久美子（民主） 二之湯 智（自民）
理 事 西田 実仁（公明） 平田 健二（民主） 野村 哲郎（自民）

池口 修次（民主） 水岡 俊一（民主） 谷合 正明（公明）
小川 勝也（民主） 秋元 司（自民）
尾立 源幸（民主） 岡田 直樹（自民） （19.8.7 現在）

委員会経過

○平成19年８月７日（火）（第１回）

一、会期を４日間と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。

○平成19年８月10日（金）（第２回）

一、理事を選任した。

一、日本政策研究会、龍の風、宮崎新政会、沖縄トータルネット、未来への決断を支え

る会及び新党日本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。

委員一覧（10名）

委員長 瀬 進（民主） 山本 孝史（民主） 舛添 要一（自民）
佐藤 泰介（民主） 青木 幹雄（自民） 白浜 一良（公明）
徳永 久志（民主） 古川 俊治（自民）
轟木 利治（民主） 牧野 たかお（自民） （召集日 現在）
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委員一覧（20名）

委員長 荒木 清寛（公明） 那谷屋 正義（民主） 中川 義雄（自民）
理 事 羽田 雄一郎（民主） 中谷 智司（民主） 松村 祥史（自民）
理 事 水岡 俊一（民主） 中村 哲治（民主） 丸川 珠代（自民）
理 事 西島 英利（自民） 長浜 博行（民主） 丸山 和也（自民）

郡司 彰（民主） 広田 一（民主） 山本 香苗（公明）
榛葉 賀津也（民主） 岩永 浩美（自民） 仁比 聡平（共産）
友近 聡朗（民主） 小池 正勝（自民） （19.8.7 現在）

委員会経過

○平成19年８月７日（火）（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成19年８月10日（金）（第２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。
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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）

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163回国会閣法第22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。

労働契約法案（第166回国会閣法第80号）

【要旨】

就業形態の多様化、個別労働関係紛争の増加等に対応し、労働者の保護を図りつつ、個

別の労働関係の安定に資するようにするため、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、

労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則及び労働契約と就業規則

との関係等を定めようとするものである。

労働基準法の一部を改正する法律案（第166回国会閣法第81号）

【要旨】

長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していること等に対応し、労働

以外の生活のための時間を確保しながら働くことができるようにするため、一定の時間を

超える時間外労働について割増賃金の率を引き上げるとともに、年次有給休暇について一

定の範囲で時間を単位として取得できることとするものである。

最低賃金法の一部を改正する法律案（第166回国会閣法第82号）

【要旨】

就業形態の多様化の進展等の社会経済情勢の変化の中で、最低賃金制度が十全に機能す

るようにするため、国内の各地域ごとにすべての労働者に適用される最低賃金を決定しな

ければならないこととするとともに、その考慮要素について見直しを行うほか、罰則の整

備等の措置を講じようとするものである。
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社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案

（第166回国会閣法第87号）

【要旨】

近年の社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化を踏まえ、社会福祉士及び介護福祉士の

資質の確保及び向上並びに社会福祉士の活用の場の充実を図るため、これらの資格の取得

方法及び身体障害者福祉司等の任用の資格の見直し等を行おうとするものである。

安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案（第166回国会閣法第93号）

【要旨】

本法律案は、安全保障会議設置法等の一部を改正し、安全保障会議の名称を国家安全保

障会議に改め、その審議事項を国家安全保障に関する事項に拡充し、国家安全保障に関す

る外交政策及び防衛政策の基本方針等の一定の事項について内閣総理大臣、外務大臣、防

衛大臣、内閣官房長官等により同会議の審議を行うことができることとするとともに、同

会議に特定の事項を専門的に調査審議する専門会議を置くことができることとするほか、

同会議に事務局を設置すること等を定めようとするものである。

放送法等の一部を改正する法律案（第166回国会閣法第94号）

【要旨】

通信・放送分野の改革を推進するため、日本放送協会（ＮＨＫ）について、監査委員会

の設置等、業務の適正な執行を確保するための内部組織の強化等の措置を講ずるほか、２

以上の地上系一般放送事業者を子会社とする持株会社の制度を創設するとともに、無線局

の開設に関するあっせん・仲裁手続の創設等、電波の有効利用を促進するための制度を設

ける等の改正を行おうとするものである。

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正

する法律案（第166回国会閣法第95号）

【要旨】

今後の被用者年金制度の成熟化、少子高齢化の一層の進展等に備え、当該制度について、

公的年金制度の一元化を展望しつつ、制度の安定性を高めるとともに、民間被用者及び公

務員を通じ、将来に向けて、保険料負担及び保険給付の公平性を確保することにより、公

的年金制度全体に対する国民の信頼を高めるため、公務員及び私立学校教職員についても

厚生年金保険制度を適用する措置を講ずる等のほか、短時間労働者への厚生年金保険制度

の適用拡大、厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度の改善等の

措置を講じようとするものである。
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地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案

（第166回国会閣法第97号）

【要旨】

本法律案は、地方公務員に係る制度の改革を進めるため、人事評価制度の導入等により

能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るとともに、再就職者による依頼等の規制の導

入等により退職管理の適正を確保しようとするものである。

（本院議員提出法律案）

国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正す

る法律の一部を改正する法律案（参第１号）

【要旨】

本法律案は、国民年金事業及び厚生年金保険事業の適切な財政運営に資するため、国民

年金及び厚生年金保険の保険料を原資とする資金が、これらの事業に係る事務の執行に要

する費用、これらの事業の円滑な実施を図るための措置に要する費用等の支出に充てられ

ないようにするものである。

郵政民営化法の一部を改正する法律案（参第２号）

【要旨】

本法律案は、郵政民営化法の施行を延期するため、同法の施行期日を別に法律で定める

日に改めようとするものである。

（予備費等支出承諾）

平成十八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18年４月18日から19年１月30日までの間

に使用を決定した金額は224億円で、その内訳は、①国際的なテロリズムの防止及び根絶

のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与するため自衛隊が実施する協力支援活

動等に必要な経費93億円、②賠償償還及払戻金の不足を補うために必要な経費51億円など

である。

平成十八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１兆7,212億円のうち、平成18年12月20日に使用を決定した金

額は13億円で、その内訳は、森林保険特別会計における保険金等の不足を補うために必要

な経費13億円である。
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平成十八年度特別会計予算総則第十二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18年６月30日から18年12月１日までの間に決定した経費増額総額は736億円で、そ

の内訳は、①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267億円、

②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167億円などであ

る。

平成十八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19年３月６日から19年３月９日までの間

に使用を決定した金額は74億円で、その内訳は、①新型インフルエンザ対策強化に必要な

経費72億円、②訟務費の不足を補うために必要な経費１億円などである。

平成十八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１兆7,212億円のうち、平成19年３月15日に使用を決定した金

額は0.6億円で、その内訳は、森林保険特別会計における保険金等の不足を補うために必

要な経費0.6億円である。

（ＮＨＫ決算）

日本放送協会平成十七年度財産目録、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17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17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

7,203億円に対し負債総額2,584億円、資本総額4,619億円となっている。また、当年度中

の損益の状況は、事業収入が6,749億円、事業支出が6,660億円で当期事業収支は88億円の

黒字となっている。
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３ 憲法審査会

日本国憲法の改正手続に関する法律（平成19年法律第51号）による国会法の一部改

正により、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について調査し、憲

法改正原案、日本国憲法の改正手続に係る法律案等を審査するため、各議院に憲法審

査会を設けることとされた。ただし、公布の日（平成19年５月18日）から３年間は憲

法改正原案に関する審査は行われないことになっている。また、憲法改正原案に関し、

合同審査会の開催が可能であり、衆参各審査会への勧告機能が付与されている。

改正された国会法は、今国会召集の日から施行されたが、今国会においては、各議

院の議決により定めることとされた憲法審査会に関する事項は議決されず、委員の選

任も行われなかった。
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４ 政治倫理審査会

委員一覧（15名）

幹 事 輿石 東（民主） 藤田 幸久（民主） 森 まさこ（自民）
幹 事 松田 岩夫（自民） 柳田 稔（民主） 矢野 哲朗（自民）

北澤 俊美（民主） 山下 八洲夫（民主） 山田 俊男（自民）
姫井 由美子（民主） 渡辺 秀央（民主） 脇 雅史（自民）
平山 幸司（民主） 舛添 要一（自民） 浜四津 敏子（公明）

（召集日 現在）
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質問主意書一覧

番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者

号 月日 月日 受領 会議録

19. 19. 19. 19.

１ 司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関す 前川 清成君 8. 8 8.10 8.15 8.31

る質問主意書 追 録

２ 基礎年金番号へ未統合である共済年金過去記録に関す 小池 晃君 8. 9 8.10 8.15 8.31

る質問主意書 追 録

３ 新潟県中越沖地震と原子力発電所に関する質問主意書 近藤 正道君 8. 9 8.10 8.15 8.31

追 録

４ 海外に派遣される自衛隊員への抗マラリア薬「塩酸メ 小池 晃君 8. 9 8.10 8.15 8.31

フロキン」予防投与の実態と副作用に関する質問主意 追 録

書

５ 国税通則法の適用に関する質問主意書 前川 清成君 8. 9 8.10 8.15 8.31

追 録

６ 日本年金機構業務システムの業務委託に関する質問主 峰崎 直樹君 8.10 8.10 8.31 8.31

意書 追 録
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