11 国会関係日誌 (19.7.6～20.1.15)
※日付は原則として現地時間

年 月 日

事

項

【第166回国会（常会）閉会後】
平成19年
7.12(木) 

16(月) 
18(水) 
20(金) 
22(日) 
28(土) 
29(日) 

30(月) 

8. 1(水) 
3(金) 

第21回参議院議員通常選挙公示
長浜博行衆議院議員、公選法第90条により退職。19日、藤井裕久氏繰上補充当選
新潟県中越沖地震発生、柏崎刈羽原子力発電所6号機から放射性物質漏えい
宮本顕治元日本共産党議長（元参議院議員）逝去
年金記録問題への対応策や社会保険庁の業務の執行をチェックする「年金業務・
社会保険庁監視等委員会」を総務省に設置
群馬県知事選、大沢正明氏初当選
第19回参議院議員通常選挙選出議員任期満了
第21回参議院議員通常選挙執行、当選議員任期開始
衆議院議員補欠選挙、岩手1区は階猛氏、熊本3区は坂本哲志氏当選
熊本地裁、原爆症の認定申請を却下した国の処分取り消しなどを求めた訴訟で、
19人を原爆症と認定、同種訴訟で国6連敗
米国下院、従軍慰安婦問題について日本に公式謝罪を求める決議採択
赤城徳彦農林水産大臣辞任、若林正俊環境大臣兼任
臨時会召集の閣議決定

【第167回国会（臨時会）】
8. 7(火)  第167回国会召集
 参・本会議（議長選挙＝江田五月君当選、副議長選挙＝山東昭子君当選、議席の
指定、常任委員選任、10常任委員長選挙、災害対策特別委員会設置、会期の件）
 衆・本会議（議席の指定、新議員の紹介、会期の件、6特別委員会設置）
 開会式
8(水)  人事院勧告、一般職国家公務員若年層の給与を引き上げるよう勧告
10(金)  参・本会議（会期末処理）
 衆・本会議（会期末処理）
 第167回国会閉会
【第167回国会（臨時会）閉会後】
8.19(日)  安倍総理、インドネシア、インド、マレーシア訪問出張（～25日帰国）
22(水)  日・インド首脳会談、「新次元における戦略的グローバル・パートナーシップの
ロードマップに関する共同声明」発表。安倍総理、インド国会で演説
26(日)  埼玉県知事選、上田清司氏再選
27(月)  安倍総理、内閣改造と自民党の新役員選定
9. 1(土)  防衛施設庁が防衛省に統合
3(月)  遠藤武彦農林水産大臣辞任。4日、後任に若林正俊参議院議員が就任
4(火)  小林温参議院議員辞職（議長許可）、7日、松あきら氏繰上補充当選
6(木)  臨時会召集の閣議決定
7(金)  安倍総理、オーストラリア訪問出張（～10日帰国）
8(土)  ＡＰＥＣ首脳会議開幕。9日、首脳宣言「我々の共同体のつながりを強化し、持続
可能な未来を構築」等を採択

【第168回国会（臨時会）】
9.10(月)  第168回国会召集
 参・本会議（議席の指定、新議員松あきら君紹介、会期の件、安倍総理所信表明
演説、16常任委員長選挙、5特別委員会設置）
 衆・本会議（議席の指定、会期の件、常任委員長選挙、6特別委員会設置、安倍総
理所信表明演説）
 開会式
12(水)  安倍総理、記者会見で辞任すべきと決意し、次の自民党総裁を決める手続に入る
よう指示した旨表明
14(金)  宇宙航空研究開発機構、月周回衛星「かぐや」を搭載したＨ-ⅡＡロケット13号機
の打ち上げ成功
19(水)  国連安保理、アフガニスタンに展開するＩＳＡＦ（国際治安支援部隊）の権限延
長に関する決議採択。その前文にインド洋での海上阻止活動を含むＯＥＦ（自由
の不朽作戦）への多数の国の貢献を評価する内容が盛り込まれる
23(日)  自民党総裁選、福田康夫新総裁選出。4日、福田新総裁として党役員選定
25(火)  安倍内閣総辞職決定
 衆・本会議（内閣総理大臣に福田康夫君を指名）
 参・本会議（内閣総理大臣に小沢一郎君を指名）
 内閣総理大臣の指名両院協議会、成案を得ず。衆議院の指名した福田康夫君を内
閣総理大臣に指名することに決定
26(水)  福田内閣発足
 ベトナムで日本のＯＤＡで建設中のカントー橋の橋げた崩落事故発生。現地の作
業員死者54人、負傷者80人
27(木)  ミャンマーで起こった僧侶らによる大規模反政権デモの取材中、日本人ジャーナ
リスト永井健司氏がミャンマー軍兵士に発砲され死亡
29(土)  沖縄戦集団自決における旧日本軍の強制性について教科書検定に抗議し撤回を求
める沖縄県民大会が行われる
10. 1(月)  衆・本会議（福田総理所信表明演説）
 参・本会議（福田総理所信表明演説）
 日本郵政グループ発足
3(水)  衆・本会議（代表質問1日目）全大臣出席
4(木)  参・本会議（代表質問1日目）全大臣出席
 衆・本会議（代表質問2日目）全大臣出席
 韓国・北朝鮮南北首脳会談、「南北関係発展と平和繁栄のための宣言」に署名
5(金)  参・本会議（代表質問2日目、3調査会の設置、事務総長辞任・選挙）全大臣出席
9(火)  衆・予算委（予算の実施状況に関する件：基本的質疑、～10日）全大臣出席、11
日に総理出席の質疑
10(水)  石本茂元環境庁長官（元参議院議員）逝去
 萩原幽香子元参議院議員逝去
12(金)  衆・決算行政監視委（平成17年度決算：締めくくり総括質疑、議決）総理出席
 神奈川県議会、知事の任期を連続３期までとする多選禁止条例を全国で初めて可
決。施行日は地方自治体が多選制限を条例で規定できるよう地方自治法が改正さ
れた後に別途定める
15(月)  参・予算委（予算の執行状況に関する調査：総括質疑方式の質疑、～16日）全大
臣出席、17日に総理出席の質疑
18(木)  衆・本会議（平成17年度決算議決）
23(火)  衆・本会議（テロ対策補給支援活動特措法案趣旨説明・質疑）総理出席
 佐藤昭夫元参議院議員逝去
24(水)  韓国国家情報院の過去事件の真相究明委員会、1973年8月8日に東京都内のホテル
で起きたで金大中氏拉致事件について調査報告書を公表
26(金)  衆・イラク支援特別委（テロ対策補給支援活動特措法案：質疑）総理出席

10.28(日)  藤波孝生元内閣官房長官逝去
29(月)  衆・イラク支援特別委（守屋武昌前防衛事務次官証人喚問）
30(火)  衆・イラク支援特別委（テロ対策補給支援活動特措法案：質疑）総理出席
 福田総理、小沢民主党代表と党首会談
 政府、人事院勧告の完全実施を見送り、指定職は据え置くことを決定
31(水)  衆参の議院運営委員長、新たな国会同意人事案件の手順について合意
 年金記録問題検証委員会、最終報告書
11. 1(木)  テロ対策特措法失効。インド洋における海上自衛隊の給油活動等が終了
2(金)  参・本会議（民主提案の国民年金事業等運営改善法改正案可決）
 参・外交防衛委（守屋武昌前防衛事務次官の証人出頭要求議決）、9日、証人出頭
の期日変更議決
 福田総理、小沢民主党代表と党首会談。連立協議合意に至らず
 江田参議院議長、各会派代表者懇談会を開催
 両院議院運営委員会合同代表者会議、官房長官から同意人事案件について説明
8(木)  民主・自民・公明が修正協議を経て被災者生活再建支援法改正案を参議院に提
出。9日、成立
 日本ミライズ前社長（山田洋行元専務）宮崎元伸氏、業務上横領などで逮捕
9(金)  参・本会議（民主提案の農業者戸別所得補償法案可決）
 衆・本会議（会期35日間延長議決)
11(日)  林田悠紀夫元法相(元参議院議員)逝去
12(月)  衆・イラク支援特別委（テロ対策補給支援活動特措法案：質疑、可決）総理出席
13(火)  衆・本会議（同意人事案件同意、テロ対策補給支援活動特措法案可決）
14(水)  参・本会議（同意人事案件のうち3名を不同意）
15(木)  参・外交防衛委（山田洋行社長米津佳彦君参考人質疑、守屋武昌前防衛事務次官
証人喚問）
 福田総理、米国訪問出張（～17日帰国）。16日、日米首脳会談
16(金)  政府は、防衛省改革に関する有識者会議を設置することを発表。12/3、防衛省改
革会議初会合
19(月)  福田総理、シンガポール訪問出張（～22日帰国）
 西田吉宏元参議院議員逝去
20(火)  政府、平成18年度決算を国会提出
 改正入管難民法施行、16歳以上の外国人に入国審査で指紋、顔写真の提供義務付
け
21(水)  東アジア首脳会議、「気候変動、エネルギー及び環境に関するシンガポール宣
言」を採択
22(木)  福田総理、各党党首と個別に会談して出張報告と諸問題について議論
 江藤隆美元総務庁長官逝去
25(日)  高知県知事選、尾崎正直氏初当選
26(月)  参・本会議（平成18年度決算概要報告・質疑）全大臣出席
27(火)  参・財政金融委（守屋武昌前防衛事務次官及び額賀財務大臣の証人出頭要求議
決）、30日、証人喚問の見送り決定
参・経済産業委、新潟中越沖地震後の柏崎刈羽原子力発電所の状況や地域経済の
影響等を視察
28(水)  参・本会議（テロ対策補給支援活動特措法案趣旨説明・質疑、民主提案のイラク
人道復興支援特措法廃止法案可決）総理出席
 守屋武昌前防衛事務次官とその妻を収賄容疑で逮捕
 国家公務員退職手当の支給の在り方等に関する検討会初会合、不祥事を起こした
者への退職手当の制限や返納制度について法制上の課題について検討

11.30(金)  参議院改革協議会の設置決定

12. 4(火) 


5(水) 
7(金) 

10(月) 
11(火) 
12(水) 
13(木) 




14(金) 
15(土) 
17(月) 
18(火) 
19(水) 


政府の地域活性化統合本部会合、地域再生戦略を決定
参・外交防衛委（テロ対策補給支援活動特措法案：質疑）総理出席
参議院改革協議会（第1回）
平成20年度予算編成の基本方針閣議決定
衆・拉致問題特別委（米国の北朝鮮に対するテロ支援国家指定解除の動きに反対
する決議）、7日、参・拉致問題特別委においても同様の決議
政府と与党、道路特定財源の見直しについて合意
法務省、死刑執行に際し初めて氏名、犯罪事実等を公表
参・決算委（平成18年度決算：全般質疑）全大臣出席
舛添厚生労働大臣、年金記録問題への対応の進捗状況について、5,000万件のう
ち、特定が困難な記録が1,975万件と発表
参・本会議（民主・社民提案の日本郵政株式会社等の株式処分停止法案可決）
参・外交防衛委（補給支援特別措置法案：防衛省問題集中審議）総理出席
平成20年度与党税制改正大綱決定
薬害Ｃ型肝炎訴訟の控訴審で大阪高裁、原告と国・製薬会社の双方に「和解骨子
案」と「所見・説明書」を提示。原告は受け入れられないことを表明し、政府に
政治決断を求める
楠正俊元参議院議員逝去
衆・本会議（会期31日間再延長議決)
気候変動枠組み条約締約国会議（ＣＯＰ１３）、京都議定書後の枠組み作りの行
程表「バリ・ロードマップ」を採択
年金記録の本人確認を求める「ねんきん特別便」の郵送開始
政府、社会保障の在り方を検討する国民会議の設置を表明
衆・倫理選挙特別委（政治資金規正法改正案委員会提出決定）
平成20年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度を閣議決定

20(木)  参・外交防衛委（日本ミライズ前社長宮崎元伸君の院外における証人証言要求議
決）25日、東京地裁からの接見等禁止の一部解除を認めるのは相当でない旨の判
断を受けて見送り決定。日時等について引き続き理事会で協議
 政府、薬害Ｃ型肝炎訴訟問題で和解修正案を提示。原告は全員一律救済を求めて
受け入れられないことを表明
 平成19年度補正予算案閣議決定
21(金)  参・本会議（政治資金規正法改正案可決＝成立）
22(土)  山本孝史参議院議員逝去、28日、大石尚子氏繰上補充当選
23(日)  福田総理、議員立法により薬害Ｃ型肝炎患者の一律救済を実現させる考えを表明
24(月)  平成20年度総予算案を閣議決定
 独立行政法人整理合理化計画を閣議決定、16の独立行政法人を削減
 渡辺四郎元参議院議員逝去
25(火)  教育再生会議、第3次報告「社会総がかりで教育再生を・第三次報告～学校、家
庭、地域、企業、団体、メディア、行政が一体となって、全ての子供のために公
教育を再生する～」
 ＮＨＫ経営委員会、次期ＮＨＫ会長に、元アサヒビール会長の福地茂雄氏を決定
26(水)  民主党次の内閣、党の税制改革大綱を決定
27(木)  参・外交防衛委（民主提案のアフガニスタン復興支援等特措法案趣旨説明）
 福田首相、中国訪問出張（～30日帰国）

平成20年
1. 4(金)  田村秀昭元参議院議員逝去
8(火)  参・外交防衛委（社団法人日米平和・文化交流協会理事秋山直紀君参考人質疑）
 衆・厚生労働委（薬剤肝炎救済法案の委員会提出決定、ウイルス性肝炎問題全面
解決に関する決議）
 常会召集の閣議決定
9(水)  国会基本政策委員会両院合同審査会（第1回）
10(木)  参・外交防衛委（テロ対策補給支援活動特措法案・アフガニスタン復興支援等特
措法案：質疑、両案とも否決）総理出席
 参・厚生労働委（薬剤肝炎救済法案可決、肝炎対策における総合的施策の推進に
関する決議）
11(金)  参・本会議（薬剤肝炎救済法案可決=成立、テロ対策補給支援活動特措法案否決、
アフガニスタン復興支援等特措法案可決）
 衆・本会議（テロ対策補給支援活動特措法案の再可決＝成立）
 平成20年度税制改正の要綱閣議決定
15(火)  衆・イラク支援特別委及び参・外交防衛委（証人守屋武昌君告発）
 参・決算委（政府開発援助(技術協力)の実施状況及びその効果に関する会計検査
要請議決）
 参・本会議（会期末処理）
 衆・本会議（会期末処理）
 第168回国会閉会

