
７ 参議院議員海外派遣一覧

○ＯＤＡ調査

派遣の目的 派遣地 派遣期間 派遣議員 派遣報告

スーダン共和国及びウガン 英国 20. 8.14 武内 則男君（民主） 20.11. 7

ダ共和国に対する我が国の ウガンダ ～ 8.25 椎名 一君（自民） 議院運営委員会

政府開発援助並びに英国及 スーダン に報告書提出

び主要先進国における海外 フランス

援助の制度と動向に関する

調査

(20. 6.19 議長決定)

ドイツ連邦共和国及びス ドイツ 20. 8.17 櫻井 充君（民主） 20.11. 7

ウェーデン王国の政府開発 スウェーデン ～ 8.25 白 眞勲君（民主） 議院運営委員会

援助政策の動向等に関する 谷川 秀善君（自民） に報告書提出

調査 魚住 裕一郎君（公明）

(20. 6.26 議長決定)

ラオス人民民主共和国、タ ラオス 20. 8.19 中村 哲治君（民主） 20.11. 7

イ王国及びカンボジア王国 タイ ～ 8.27 轟木 利治君（民主） 議院運営委員会

に対する我が国の政府開発 カンボジア 広田 一君（民主） に報告書提出

援助に関する調査 中川 雅治君（自民）

(20. 6.26 議長決定)

フィジー諸島共和国及びツ フィジー 20. 8.23 溝手 顕正君（自民） 20.11. 7

バルに対する我が国の政府 ツバル ～ 8.30 亀井 亜紀子君（民主） 議院運営委員会

開発援助に関する調査 藤田 幸久君（民主） に報告書提出

(20. 7. 2 議長決定) 水戸 将史君（民主）

森 まさこ君（自民）



○国際会議出席

派遣の目的 派遣地 派遣期間 派遣議員 派遣報告

第29回日本・ＥＵ議員会議 ベルギー 20. 6. 1 相原 久美子君（民主） 20. 9.24

出席 オーストリア ～ 6. 7 中村 博彦君（自民） 議院運営委員会

(20. 5.20 議長決定) に報告書提出

第５回アジア欧州議員会議 中国 20. 6.18 今野 東君（民主） 20. 9.24

（ＡＳＥＰ）出席 ～ 6.21 野村 哲郎君（自民） 議院運営委員会

(20. 6. 5 議長決定) に報告書提出

第29回ＡＳＥＡＮ議員会議 シンガポール 20. 8.19 鈴木 陽悦君（民主） 20.10.16

（ＡＩＰＡ）総会出席 ～ 8.23 川合 孝典君（民主） 議院運営委員会

(20. 7.30 議長決定) 浅野 勝人君（自民） に報告書提出

ＷＴＯに関する議員会議・ スイス 20. 9. 9 大河原 雅子君（民主） 20.11. 7

2008年年次会合出席 ～ 9.14 市川 一朗君（自民） 議院運営委員会

(20. 8.29 議長決定) に報告書提出

欧州評議会議員会議・第17 フランス 20. 9.28 金子 恵美君（民主） 20.11.21

回経済協力開発機構(ＯＥ ～10. 3 議院運営委員会

ＣＤ)活動拡大討議出席 に報告書提出

(20. 9.22 議長決定)



○議会間交流

派遣の目的 派遣地 派遣期間 派遣議員 派遣報告

第１回日本・米国議員会議 米国 20. 6.15 林 芳正君（自民） 20. 9.24

出席 ～ 6.20 ツルネンマルテイ君（民主） 議院運営委員会

(20. 5.30 議長決定) 室井 邦彦君（民主） に報告書提出

松村 祥史君（自民）

東ティモール民主共和国国 東ティモール 20. 6.25 (議長) 20. 9.24

民議会議長及びタイ王国上 タイ ～ 7. 4 江田 五月君（ 無 ） 議院運営委員会

院議長の招待による両国公 インド 輿石 東君（民主） に報告書提出

式訪問及び各国の政治経済 インドネシア 尾 秀久君（自民）

事情等視察 白浜 一良君（公明）

(20. 6.13 議長決定)

クロアチア共和国国会の招 フランス 20. 7. 8 (副議長) 20. 9.24

待による同国公式訪問及び イタリア ～ 7.21 山東 昭子君（ 無 ） 議院運営委員会

各国の政治経済事情等視察 クロアチア 家西 悟君（民主） に報告書提出

(20. 6.25 議長決定) 山内 俊夫君（自民）

木庭 健太郎君（公明）

スイス連邦国会公式訪問及 フランス 20. 7.11 小川 勝也君（民主） 20. 9.24

び各国の政治経済事情等視 スイス ～ 7.19 池口 修次君（民主） 議院運営委員会

察 ベルギー 榛葉 賀津也君（民主） に報告書提出

(20. 7. 3 議長決定) ドイツ 岡田 直樹君（自民）

世耕 弘成君（自民）

山下 栄一君（公明）



○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

スーダン共和国、ケニア共 スーダン 20. 7.12 矢野 哲朗君（自民） 20. 9.24

和国、タンザニア連合共和 ケニア ～ 7.22 中谷 智司君（民主） 議院運営委員会

国及びフランス共和国にお タンザニア 藤原 良信君（民主） に報告書提出

ける経済･社会保障･労働･ フランス 舟山 康江君（民主）

貧困問題等国民生活に関す 松山 政司君（自民）

る実情調査並びに各国の政

治経済事情等視察

(20. 6.26 議長決定)

ドイツ連邦共和国、デンマ ドイツ 20. 7.15 石井 一君（民主） 20. 9.24

ーク王国及び英国における デンマーク ～ 7.24 風間 直樹君（民主） 議院運営委員会

地球温暖化問題への取組に 英国 高嶋 良充君（民主） に報告書提出

関する実情調査並びに各国 愛知 治郎君（自民）

の政治経済事情等視察 荒井 広幸君（自民）

(20. 6.26 議長決定)

カナダ及びアメリカ合衆国 カナダ 20. 7.20 田名部 匡省君（民主） 20. 9.24

においての少子高齢時代に アメリカ ～ 7.27 大石 尚子君（民主） 議院運営委員会

おける外国人労働者の受入 藤谷 光信君（民主） に報告書提出

れと地域社会での共生問題 礒崎 陽輔君（自民）

に関する実情調査並びに両 島尻 安伊子君（自民）

国の政治経済事情等視察

(20. 7. 3 議長決定)

インド、シンガポール共和 インド 20. 7.30 山下 八洲夫君（民主） 20.11. 7

国及びベトナム社会主義共 シンガポール ～ 8. 8 大久保 潔重君（民主） 議院運営委員会

和国における交通政策、都 ベトナム 塚田 一郎君（自民） に報告書提出

市政策、災害対策等に関す 遠山 清彦君（公明）

る実情調査並びに各国の政 紙 智子君（共産）

治経済事情等視察

(20. 7. 7 議長決定)


