
委員一覧（25名）

委員長 西岡 武夫（民主） 大久保 潔重（民主） 古川 俊治（自民）
理 事 池口 修次（民主） 川崎 稔（民主） 松下 新平（自民）
理 事 羽田 雄一郎（民主） 行田 邦子（民主） 丸川 珠代（自民）
理 事 松野 信夫（民主） 島田 智哉子（民主） 山田 俊男（自民）
理 事 秋元 司（自民） 武内 則男（民主） 吉田 博美（自民）
理 事 世耕 弘成（自民） 外山 （民主） 義家 弘介（自民）
理 事 魚住 裕一郎（公明） 徳永 久志（民主） 山本 博司（公明）

大石 尚子（民主） 島尻 安伊子（自民）
大河原 雅子（民主） 長谷川 大紋（自民） （21.10.26 現在）

庶務関係小委員（15名）

小委員長 大石 尚子（民主） 外山 （民主） 世耕 弘成（自民）
池口 修次（民主） 羽田 雄一郎（民主） 古川 俊治（自民）
大久保 潔重（民主） 松野 信夫（民主） 松下 新平（自民）
行田 邦子（民主） 秋元 司（自民） 山田 俊男（自民）
島田 智哉子（民主） 島尻 安伊子（自民） 魚住 裕一郎（公明）

（召集日 現在）

図書館運営小委員（15名）

小委員長 吉田 博美（自民） 武内 則男（民主） 世耕 弘成（自民）
池口 修次（民主） 徳永 久志（民主） 長谷川 大紋（自民）
大河原 雅子（民主） 羽田 雄一郎（民主） 丸川 珠代（自民）
川崎 稔（民主） 松野 信夫（民主） 義家 弘介（自民）
島田 智哉子（民主） 秋元 司（自民） 魚住 裕一郎（公明）

（召集日 現在）

（１）審議概観

第173回国会において本委員会に付託さ

れた法律案は、衆議院議院運営委員会提出

の３件であり、いずれも可決した。

また、本委員会付託の請願８種類19件

は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

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は、内閣総

理大臣等の特別職の国家公務員の給与改定

に伴い、各議院の議長、副議長及び議員の

歳費月額を改定する等の措置を講ずるもので

ある。

本法律案は、11月26日に衆議院から提出、

同日、本委員会に付託され、30日に全会一

致をもって可決された。

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は、一般職の国家

公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書

の給与の額を改定する等の措置を講ずるもの



である。

本法律案は、11月26日に衆議院から提出、

同日、本委員会に付託され、30日に全会一

致をもって可決された。

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は、一般職の国家公務

員の育児休業制度の拡充に準じて、国会職

員について、その配偶者が育児休業をしてい

る場合においても育児休業をすることができる

ようにする等の措置を講ずるものである。

本法律案は、11月26日に衆議院から提出、

同日、本委員会に付託され、30日に全会一

致をもって可決された。

（２）委員会経過

○平成21年10月26日(月)（第１回）

一、理事の補欠選任を行った。

一、内閣委員長、法務委員長、財政金融委員長、

文教科学委員長、厚生労働委員長、農林水産

委員長、経済産業委員長、国土交通委員長、

環境委員長、予算委員長、決算委員長及び行

政監視委員長の辞任並びに内閣委員長、総務

委員長、法務委員長、外交防衛委員長、財政

金融委員長、文教科学委員長、厚生労働委員

長、農林水産委員長、経済産業委員長、国土

交通委員長、環境委員長、予算委員長、決算

委員長及び行政監視委員長の補欠選任につい

て決定した。

一、災害対策特別委員会、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

制度に関する特別委員会、北朝鮮による拉致

問題等に関する特別委員会、政府開発援助等

に関する特別委員会及び消費者問題に関する

特別委員会を設置し、委員の会派割当をそれ

ぞれ次のとおりとすることに決定した。

災害対策特別委員会

民主党・新緑風会・国民新・日本10人、自

由民主党・改革クラブ７人、公明党２人、

日本共産党１人 計20人

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

民主党・新緑風会・国民新・日本９人、自

由民主党・改革クラブ７人、公明党２人、

日本共産党及び社会民主党・護憲連合各１

人 計20人

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委

員会

民主党・新緑風会・国民新・日本17人、自

由民主党・改革クラブ13人、公明党３人、

日本共産党及び社会民主党・護憲連合各１

人 計35人

北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会

民主党・新緑風会・国民新・日本10人、自

由民主党・改革クラブ７人、公明党２人、

日本共産党１人 計20人

政府開発援助等に関する特別委員会

民主党・新緑風会・国民新・日本17人、自

由民主党・改革クラブ11人、公明党２人

計30人

消費者問題に関する特別委員会

民主党・新緑風会・国民新・日本12人、自

由民主党・改革クラブ９人、公明党２人、

日本共産党及び社会民主党・護憲連合各１

人 計25人

一、次の構成により庶務関係小委員会及び図書

館運営小委員会を設置することを決定した

後、それぞれ小委員及び小委員長を選任した。

民主党・新緑風会・国民新・日本８人、自

由民主党・改革クラブ６人、公明党１人

計15人

なお、各小委員の変更の件については、委員

長に一任することに決定した。

一、本会議における内閣総理大臣の演説に対し、

次の要領により質疑を行うことに決定した。

イ、日取り 10月29日及び30日

ロ、時 間 民主党・新緑風会・国民新・日

本50分、自由民主党・改革クラブ85分、公

明党30分、日本共産党及び社会民主党・護

憲連合各10分

ハ、人 数 民主党・新緑風会・国民新・日

本３人、自由民主党・改革クラブ４人、公

明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連



合各１人

ニ、順 序 １自由民主党・改革クラブ ２

民主党・新緑風会・国民新・日本 ３公明党

４自由民主党・改革クラブ ５民主党・

新緑風会・国民新・日本 ６自由民主党・

改革クラブ ７民主党・新緑風会・国民

新・日本 ８自由民主党・改革クラブ ９

日本共産党 10社会民主党・護憲連合

一、会期を36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21年10月29日(木)（第２回）

一、理事の補欠選任を行った。

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21年10月30日(金)（第３回）

一、裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員、裁判

官訴追委員、同予備員、検察官適格審査会委

員、同予備委員及び国土審議会委員の選任に

ついて決定した。

一、国土審議会特別委員の推薦について決定し

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21年11月10日(火)（第４回）

一、参考人の出席を求めることを決定した。

一、人事官の任命同意に関する件について次の

参考人から所信を聴いた後、同参考人に対し

質疑を行った。

〔参考人〕

人事官候補者

埼玉医科大学特任教授 江利川毅君

〔質疑者〕

石井準一君（自民）、魚住裕一郎君（公明）、

武内則男君（民主）、丸川珠代君（自民）、

加賀谷健君（民主）、義家弘介君（自民）

○平成21年11月18日(水)（第５回）

一、人事官の任命同意に関する件について松井

内閣官房副長官から説明を聴いた後、同意す

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21年11月20日(金)（第６回）

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について本会議

においてその趣旨の説明を聴取しないことに

決定した。

○平成21年11月26日(木)（第７回）

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、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、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、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、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、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、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、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、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、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

及び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について

本会議においてその趣旨の説明を聴取しない

ことに決定した。

○平成21年11月30日(月)（第８回）

一、次の件について古川内閣府副大臣、渡辺総

務副大臣、松井内閣官房副長官、鈴木文部科

学副大臣、長浜厚生労働副大臣、元国土交

通副大臣及び田島環境副大臣から説明を聴い

た後、同意することに決定した。

イ、総合科学技術会議議員の任命同意に関す

る件

ロ、原子力委員会委員長及び同委員の任命同

意に関する件

ハ、公正取引委員会委員の任命同意に関する

件

ニ、国家公安委員会委員の任命同意に関する

件

ホ、地方財政審議会委員の任命同意に関する

件

ヘ、電波監理審議会委員の任命同意に関する

件

ト、日本銀行政策委員会審議委員の任命同意

に関する件



チ、宇宙開発委員会委員長及び同委員の任命

同意に関する件

リ、中央社会保険医療協議会委員の任命同意

に関する件

ヌ、社会保険審査会委員の任命同意に関する

件

ル、運輸審議会委員の任命同意に関する件

ヲ、公害健康被害補償不服審査会委員の任命

同意に関する件

一、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（衆第８号）（衆

議院提出）を可決した。

（衆第８号）

賛成会派 民主、公明

反対会派 なし

欠席会派 自民

一、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（衆第９号）（衆議院

提出）を可決した。

（衆第９号）

賛成会派 民主、公明

反対会派 なし

欠席会派 自民

一、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（衆第10号）（衆議院提出）

を可決した。

（衆第10号）

賛成会派 民主、公明

反対会派 なし

欠席会派 自民

一、国会職員の給与等に関する規程等の一部改

正に関する件について決定した。

一、外国派遣議員の報告書を本委員会の会議録

に掲載することに決定した。

一、元議員故田英夫君に対し、院議をもって弔

詞をささげることに決定した。

一、本会議における平成二十年度決算の概要に

ついての財務大臣の報告に対し、次の要領に

より質疑を行うことに決定した。

イ、時 間 民主党・新緑風会・国民新・日

本、自由民主党・改革クラブ及び公明党各

15分、日本共産党及び社会民主党・護憲連

合各５分

ロ、人 数 各派１人

ハ、順 序 大会派順

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21年12月１日(火)（第９回）

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

について本会議においてその趣旨の説明を聴

取しないことに決定した。

○平成21年12月４日(金)（第10回）

一、法制局長の辞任及び任命に関する件につい

て決定した。

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、小委員会所

管事項の取扱いについてはその処理を小委員

長にそれぞれ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。


