１ 本会議審議経過
○平成21年10月26日(月)
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。
常任委員長辞任の件
本件は、次の各常任委員長の辞任を許可す
ることに決した。
内閣委員長
愛知
治郎君
法務委員長
澤
雄二君
財政金融委員長
円
より子君
文教科学委員長
中川
雅治君

泰弘君
厚生労働委員長
農林水産委員長
平野
達男君
経済産業委員長
櫻井
充君
国土交通委員長
田村 耕太郎君
環境委員長
有村
治子君
予算委員長
大石
正光君
決算委員長
家西
悟君
行政監視委員長
山下
栄一君
日程第２ 常任委員長の選挙
右の選挙は、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、次のとおり
各常任委員長を指名した。
内閣委員長
河合
常則君
総務委員長
佐藤
泰介君
法務委員長
松
あきら君
外交防衛委員長
田中
直紀君
財政金融委員長
大石
正光君
文教科学委員長
水落
敏栄君
厚生労働委員長
柳田
稔君
農林水産委員長
小川
敏夫君
経済産業委員長
木俣
佳丈君
国土交通委員長
椎名
一君
環境委員長
山谷 えり子君
瀬
進君
予算委員長
決算委員長
神本 美恵子君
行政監視委員長
渡辺
孝男君
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、
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、
政府開発援助を始めとする国際援助・協力
に関する諸問題を調査するため委員30名か
ら成る政府開発援助等に関する特別委員
会、
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総
合的な対策を樹立するため委員25名から成
る消費者問題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、
議長は、特別委員を指名した。
休憩 午前10時７分
再開 午後３時６分
日程第３ 会期の件
本件は、全会一致をもって36日間とするこ
とに決した。
日程第４ 国務大臣の演説に関する件
鳩山内閣総理大臣は、所信について演説を
した。
国務大臣の演説に対する質疑は、延期する
ことに決した。
散会 午後４時１分
○平成21年10月29日(木)
開会 午前10時１分
議長は、新たに当選した議員土田博和君を議
院に紹介した後、同君を総務委員に指名した。
議長は、新たに当選した議員金子洋一君を議
院に紹介した後、同君を国土交通委員に指名
した。
日程第１ 国務大臣の演説に関する件（第２
日）
林芳正君、輿石東君は、それぞれ質疑をし
た。
残余の質疑は、延期することに決した。

散会 午後０時16分
○平成21年10月30日(金)
開会 午前10時１分
日程第１ 国務大臣の演説に関する件（第３
日）
山口那津男君、小池正勝君は、それぞれ質
疑をした。
休憩 午前11時56分
再開 午後１時１分
休憩前に引き続き、円より子君、島尻安伊
子君、亀井亜紀子君、松下新平君、市田忠
義君、近藤正道君は、それぞれ質疑をした。
議長は、質疑が終了したことを告げた。
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千葉景子
君、瀬進君、岩永浩美君、同予備員松岡
徹君、今野東君、山口那津男君、裁判官訴
追委員大塚耕平君、工藤堅太郎君、同予備
員島田智哉子君、尾立源幸君、松あきら君
の辞任を許可することに決した。
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
によること及び裁判官弾劾裁判所裁判員予
備員、裁判官訴追委員予備員の職務を行う
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。
各種委員の選任
裁判官弾劾裁判所裁判員
今野
東君
松岡
徹君
鴻池
祥肇君
同予備員
平山
幸司君（第１順位）
友近
聡朗君（第２順位）
加藤
修一君（第４順位）
裁判官訴追委員
尾立
源幸君
島田 智哉子君
同予備員
梅村
聡君（第３順位）
加納
時男君（第４順位）

山下
栄一君（第５順位）
検察官適格審査会委員
白
眞勲君
二君
松村
同予備委員
藤末
健三君（白眞勲君の
予備委員）
脇
雅史君（松村二君
の予備委員）
国土審議会委員
広田
一君
林
芳正君
各種委員の順位変更
裁判官訴追委員予備員
牧山 ひろえ君（第３順位を
第１順位に変更）
松浦
大悟君（第４順位を
第２順位に変更）
散会 午後４時15分
○平成21年11月18日(水)
開会 午前10時１分
日程第１ 国家公務員等の任命に関する件
本件は、押しボタン式投票をもって採決の
結果、人事官に江利川毅君を任命すること
に賛成124、反対102にて同意することに決
した。
散会 午前10時３分
○平成21年11月30日(月)
開会 午前10時１分
国家公務員等の任命に関する件
本件は、押しボタン式投票をもって採決の
結果、
総合科学技術会議議員に本庶佑君、青木玲
子君、
地方財政審議会委員に神野直彦君、松本克
夫君、木内征司君、
電波監理審議会委員に山本隆司君、山田攝
子君、
日本銀行政策委員会審議委員に宮尾龍蔵
君、
宇宙開発委員会委員に井上一君、野本陽代
君、
社会保険審査会委員に木村格君、
公害健康被害補償不服審査会委員に鎌倉惠

子君、柳憲一郎君を任命することに賛成
151、反対０にて全会一致をもって同意す
ることに決し、
総合科学技術会議議員に中鉢良治君、
原子力委員会委員に鈴木達治郎君、
地方財政審議会委員に中村玲子君を任命す
ることに賛成145、反対７にて同意するこ
とに決し、
原子力委員会委員長に近藤駿介君、
同委員に尾本彰君、
地方財政審議会委員に佐藤信君、
宇宙開発委員会委員長に池上徹彦君、
運輸審議会委員に上野文雄君を任命するこ
とに賛成145、反対８にて同意することに
決し、
原子力委員会委員に秋庭悦子君、大庭三枝
君を任命することに賛成152、反対１にて
同意することに決し、
公正取引委員会委員に細川清君、
国家公安委員会委員に髙木剛君、
中央社会保険医療協議会委員に関原健夫君
を任命することに賛成152、反対０にて全
会一致をもって同意することに決した。
日程第１ 万国郵便連合憲章の第八追加議定
書、万国郵便連合一般規則の第一
追加議定書及び万国郵便条約の締
結について承認を求めるの件（衆
議院送付）
日程第２ 郵便送金業務に関する約定の締結
について承認を求めるの件（衆議
院送付）
日程第３ 南東大西洋における漁業資源の保
存及び管理に関する条約の締結に
ついて承認を求めるの件（衆議院
送付）
日程第４ 防衛省の職員の給与等に関する法
律等の一部を改正する法律案（内
閣提出、衆議院送付）
以上４件は、外交防衛委員長から委員会審
査の経過及び結果の報告があった後、押し
ボタン式投票をもって採決の結果、日程第
１ないし第３は賛成153、反対０にて全会
一致をもって承認することに決し、日程第
４は賛成145、反対７にて可決された。

日程第５
日程第６

肝炎対策基本法案（衆議院提出）
新型インフルエンザ予防接種によ
る健康被害の救済等に関する特別
措置法案（内閣提出、衆議院送付）
日程第７ 原爆症認定集団訴訟の原告に係る
問題の解決のための基金に対する
補助に関する法律案（厚生労働委
員長提出）
以上３案は、厚生労働委員長から日程第５
及び第６については委員会審査の経過及び
結果の報告、日程第７については趣旨説明
があった後、押しボタン式投票をもって採
決の結果、日程第５及び第７は賛成154、
反対０にて全会一致をもって可決、日程第
６は賛成153、反対１にて可決された。
日程第８ 中小企業者等に対する金融の円滑
化を図るための臨時措置に関する
法律案（内閣提出、衆議院送付）
本案は、財政金融委員長から委員会審査の
経過及び結果の報告があった後、押しボタ
ン式投票をもって採決の結果、賛成153、
反対０にて全会一致をもって可決された。
日程第９ 裁判官の報酬等に関する法律等の
一部を改正する法律案（内閣提出、
衆議院送付）
日程第10 検察官の俸給等に関する法律等の
一部を改正する法律案（内閣提出、
衆議院送付）
日程第11 裁判官の育児休業に関する法律の
一部を改正する法律案（内閣提出、
衆議院送付）
以上３案は、法務委員長から委員会審査の
経過及び結果の報告があった後、押しボタ
ン式投票をもって採決の結果、日程第９及
び第10は賛成146、反対７にて可決、日程
第11は賛成153、反対０にて全会一致をもっ
て可決された。
日程第12 一般職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律案（内閣
提出、衆議院送付）
日程第13 特別職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律案（内閣
提出、衆議院送付）
日程第14 国家公務員の育児休業等に関する

法律の一部を改正する法律案（内
閣提出、衆議院送付）
以上３案は、総務委員長から委員会審査の
経過及び結果の報告があった後、押しボタ
ン式投票をもって採決の結果、日程第12は
賛成147、反対７にて可決、日程第13及び
第14は賛成154、反対０にて全会一致をもっ
て可決された。
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（衆議院提出）
国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一
部を改正する法律案（衆議院提出）
国会職員の育児休業等に関する法律の一部を
改正する法律案（衆議院提出）
以上３案は、日程に追加し、議院運営委員
長から委員会審査の経過及び結果の報告が
あった後、押しボタン式投票をもって採決
の結果、第１及び第３の議案は賛成154、
反対０にて全会一致をもって可決、第２の
議案は賛成147、反対７にて可決された。
休憩 午前10時39分
再開 午後２時２分
元議員田英夫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。
日程第15 国務大臣の報告に関する件（平成
二十年度決算の概要について）
本件は、藤井財務大臣から報告があった後、
広田一君、秋元司君、西田実仁君、仁比聡
平君、又市征治君がそれぞれ質疑をした。
散会 午後４時17分
○平成21年12月４日(金)
開会 午前10時１分
日程第１ 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行
及び郵便保険会社の株式の処分の
停止等に関する法律案（内閣提出、
衆議院送付）
本案は、総務委員長から委員会審査の経過
及び結果の報告があった後、押しボタン式
投票をもって採決の結果、賛成132、反対21
にて可決された。
日程第２ないし第16の請願
以上の請願は、法務委員長外４委員長の報

告を省略し、全会一致をもって各委員会決
定のとおり採択することに決した。
委員会及び調査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及び調査
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、平成二十年度一般会計歳入歳出決
算、平成二十年度特別会計歳入歳
出決算、平成二十年度国税収納金
整理資金受払計算書、平成二十年
度政府関係機関決算書

一、平成二十年度国有財産増減及び現在
額総計算書
一、平成二十年度国有財産無償貸付状況
総計算書
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
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
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
政府開発援助等に関する特別委員会
一、政府開発援助等に関する調査
消費者問題に関する特別委員会
一、消費者問題に関しての総合的な対策
樹立に関する調査
国際・地球温暖化問題に関する調査会
一、国際問題及び地球温暖化問題に関す
る調査
国民生活・経済に関する調査会
一、国民生活・経済に関する調査
少子高齢化・共生社会に関する調査会
一、少子高齢化・共生社会に関する調査
法制局長の辞任に関する件
本件は、大島稔彦君の辞任を承認すること
に決した。
法制局長の任命に関する件
本件は、伊藤誠君の任命を承認することに
決した。
休憩 午前10時６分
再開するに至らなかった。

