
１ 第182回国会概観

１ 第46回衆議院議員総選挙

第181回国会開会中の平成24年11月16

日、野田内閣の下、衆議院が解散された。

これを受けて、第46回衆議院議員総選

挙は、12月４日に公示され、16日に行われ

た。

総選挙の結果、自由民主党は、衆議院

の単独過半数を大きく上回る294議席を獲

得した一方、民主党は、議席を大幅に減ら

し、57議席となった。また、日本維新の会、

公明党及びみんなの党は、それぞれ54議

席、31議席及び1 議席を得て、議席を増や8

した。日本未来の党は９議席、日本共産党

は 議席、社会民主党は 議席、国民新８ ２

党は１議席、新党大地は１議席を得た。

今回の選挙の全国平均投票率は、小選

挙区59.32％、比例代表59.31％であった。

これは、前回（平成21年８月）の総選挙と比

べ、小選挙区及び比例代表のいずれも

9.96ポイント下回り、双方の全国平均投票

率は、最低を記録した。

今回の総選挙において議席を大幅に減

らした民主党では、総選挙当日の12月16日

に野田代表が辞意を表明し、その後、25日

に行われた代表選挙において、海江田万

里衆議院議員を新代表に選出した。

12月25日、自由民主党及び公明党は、連

立政権樹立に合意した。

２ 会期及び活動等の概要

（召集・会期）

第182回国会（特別会）は、 月16日に12

行われた第46回衆議院議員総選挙を受

け、12月26日に召集された。会期は、衆参

両院の本会議において、12月28日までの

日間とする旨議決された。３

開会式は、 月28日午前11時に参議院12

議場で行われた。

（院の構成）

参議院では、召集日当日、尾 副秀久

副議長の選挙を行議長の辞任を許可し、

また、７特別い、山崎正昭君が当選した。

委員会（災害対策、沖縄・北方、倫理選挙、

拉致問題、ＯＤＡ、消費者問題、震災復興）

が設置された。12月26日に発足した安倍内

閣の閣僚等人事に伴い２常任委員長（文教

科学、行政監視）の欠員が生じたことから、

28日、両常任委員長の選挙が行われた。

衆議院では、召集日当日、議長及び副

議長の選挙が行われ、議長に自由民主党

の 君が、副議長には民主党・無所伊吹文明

属クラブの 君が当選した。また、赤松広隆

同日、議院運営委員長の選挙を行った。翌

27日には、議院運営委員長を除く各常任

委員長の選挙を行ったほか、災害対策特

別委員会等 特別委員会が設置された。９

（内閣総理大臣の指名）

召集日当日、両院の本会議において内

閣総理大臣の指名が行われ、いずれにお

安倍晋三衆議院議員いても、投票の結果、

自由民主党総裁）が指名された。(

内閣総理大臣の指名を受け、同日、自



由民主党及び公明党の連立による 内安倍

閣が発足した。

（活動等の概要）

今国会中、参議院議員提出法律案２件が

新規に提出されたが、いずれも成立しなか

った。

内閣総理大臣の所信表明演説は行われな

かった。

請願は、会期が短いため、受け付けなか

った。

12月28日、衆参両院の本会議で閉会手続

が行われた。



２ 参議院役員等一覧

役員名 召集日(24.12.26) 会期中選任

議 長 平田 健二（ 無 ）

※副 議 長 山崎 正昭（ 無 ）

内 閣 相原 美子（民主）久

総 務 松 あきら（公明）

法 務 草川 昭三（公明）

外交防衛 加藤 敏幸（民主）

財政金融 川崎 稔（民主）

（ ）文教科学 礒崎 陽輔（自民） 24.12.26内閣総理大臣補佐官就任のため欠員
丸山 和也（自民） 24.12.28

厚生労働 武内 則男（民主）

農林水産 中谷 智司（民主）

経済産業 増子 輝彦（民主）

国土交通 石井 準一（自民）

環 境 川口 順子（自民）

国家基本政策 木 政二（自民）

予 算 石井 一（民主）

決 算 金子 原二郎（自民）

（ ）行政監視 森 まさこ（自民） 24.12.26内閣府特命担当大臣就任のため欠員
愛知 治郎（自民） 24.12.28

議院運営 岩城 光英（自民）

民主）懲 罰 北澤 俊美（

※災害対策 牧野 たかお（自民）

※沖縄･北方 猪口 邦子（自民）

※倫理選挙 轟木 利治（民主）

※拉致問題 徳永 志（民主）久

Ｏ Ｄ Ａ 伊達 忠一（自民） 山谷 えり子（自民） 24.12.28※

※消費者問題 加藤 修一（公明）

※震災復興 玉置 一弥（民主)

国際・環境・食糧 藤原 正司（民主）

国民生活 鴻池 祥肇（自民）

共生・地域 直嶋 正行（民主）

憲法審査会会長 小坂 憲次（自民）

政治倫理審査会会長 一川 保夫（民主）

事務総長 橋本 雅史

召集日選任※

特
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委
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委
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長

調

査

会

長



３ 会派別所属議員数一覧

(会期終了日 現在)

① 25.7.28 任期満了 ② 28.7.25 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 87 15 30 45 15 27 42
(13) (3) (5) (8) (1) (4) (5)

自由民主党・無所属の会 83 13 22 35 12 36 48
(15) (5) (2) (7) (5) (3) (8)

公 明 党 19 7 3 10 6 3 9
(3) (1) (1) (2) (1) (1)

み ん な の 党 11 0 1 1 7 3 10

日 本 未 来 の 党 8 3 3 6 1 1 2
(3) (1) (1) (2) (1) (1)

日 本 共 産 党 6 3 0 3 3 0 3
(2) (1) (1) (1) (1)

社会民主党・護憲連合 4 2 0 2 2 0 2
(1) (1) (1)

み ど り の 風 4 0 4 4 0 0 0
(4) (4) (4)

国 民 新 党 3 1 1 2 0 1 1

日 本 維 新 の 会 3 1 1 2 1 0 1
(1) (1) (1)

新 党 改 革 2 1 0 1 1 0 1

新 党 大 地 2 2 0 2 0 0 0

各 派 に 属 し な い 議 員 4 0 3 3 0 1 1
(1) (1) (1)

合 計 236 48 68 116 48 72 120
(43) (12) (14) (26) (9) (8) (17)

欠 員 6 0 5 5 0 1 1

定 数 242 48 73 121 48 73 121

（ ）内は女性議員数



４ 会派別所属議員一覧

（召集日 現在）

無印の議員は平成25年７月28日任期満了、 印の議員は平成28年７月25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 】
（８７名）

足立 信也（大 分） 相原 美子（比 例） 有田 芳生（比 例）久

池口 修次（比 例） 石井 一（比 例） 石橋 通宏（比 例）

一川 保夫（石 川） 岩本 司（福 岡） 植松 恵美子（香 川）

梅村 聡（大 阪） 江崎 孝（比 例） 江田 五月（岡 山）

小川 勝也（北海道） 小川 敏夫（東 京） 尾立 源幸（大 阪）

大河原 雅子（東 京） 大 保 勉（福 岡） 大 保 潔重（長 崎）久 久

大島 九州男（比 例） 大塚 耕平（愛 知） 大野 元裕（埼 玉）

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） 金子 洋一（神奈川）

神本 美恵子（比 例） 川合 孝典（比 例） 川上 義博（鳥 取）

川崎 稔（佐 賀） 北澤 俊美（長 野） 郡司 彰（茨 城）

小西 洋之（千 葉） 小林 正夫（比 例） 小見山 幸治（岐 阜）

輿石 東（山 梨） 藤 嘉隆（愛 知） 櫻井 充（宮 城）

芝 博一（三 重） 榛葉 賀津也（静 岡） 鈴木 寛（東 京）

田城 郁（比 例） 田中 直紀（新 潟） 高橋 千秋（三 重）

武内 則男（高 知） 谷 博之（栃 木） 玉置 一弥（比 例）

井 良和（比 例） （比 例） 津田 弥太郎（比 例）ツルネン マルテイ

泰弘（兵 庫） 徳永 エリ（北海道） 徳永 志（滋 賀）久

轟木 利治（比 例） 那谷屋 正義（比 例） 直嶋 正行（比 例）

中谷 智司（徳 島） 長浜 博行（千 葉） 難波 奨二（比 例）

西村 まさみ（比 例） 羽田 雄一郎（長 野） 白 眞勲（比 例）

林 美子（滋 賀） 平野 達男（岩 手） 広田 一（高 知）久

福山 哲郎（京 都） 藤末 健三（比 例） 藤田 幸 （茨 城）久

藤谷 光信（比 例） 藤本 祐司（静 岡） 藤原 正司（比 例）

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） 松浦 大悟（秋 田）

松野 信夫（熊 本） 水岡 俊一（兵 庫） 室井 邦彦（比 例）

安井 美沙子（愛 知） 柳澤 光美（比 例） 柳田 稔（広 島）

山根 治（埼 玉） 吉川 沙織（比 例） 蓮 舫（東 京）



【 自由民主党・無所属の会 】
（８３名）

愛知 治郎（宮 城） 青木 一彦（島 根） 赤石 清美（比 例）

有村 治子（比 例） 石井 準一（千 葉） 石井 浩郎（秋 田）

石井 みどり（比 例） 磯﨑 仁彦（香 川） 礒崎 陽輔（大 分）

猪口 邦子（千 葉） 岩井 茂樹（静 岡） 岩城 光英（福 島）

宇都 隆史（比 例） 上野 通子（栃 木） 衛藤 晟一（比 例）

尾 秀 （比 例） 大家 敏志（福 岡） 大江 康弘（比 例）久

岡田 直樹（石 川） 岡田 広（茨 城） 加治屋 義人（鹿児島）

片山 さつき（比 例） 金子 原二郎（長 崎） 川口 順子（比 例）

岸 宏一（山 形） 北川 イッセイ（大 阪） 熊谷 大（宮 城）

小泉 昭男（神奈川） 小坂 憲次（比 例） 鴻池 祥肇（兵 庫）

佐藤 信秋（比 例） 佐藤 正 （比 例） 佐藤 ゆかり（比 例）久

山東 昭子（比 例） 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）

伊達 忠一（北海道） 階 恵美子（比 例） 武見 敬三（比 例）

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） 中曽根 弘文（群 馬） 中西 祐介（徳 島）

中原 八一（新 潟） 中村 博彦（比 例） 二之湯 智（京 都）

西田 昌司（京 都） 野上 浩太郎（富 山） 野村 哲郎（鹿児島）

長谷川 岳（北海道） 長谷川 大紋（茨 城） 橋本 聖子（比 例）

林 芳正（山 口） 福岡 資麿（佐 賀） 藤井 基之（比 例）

藤川 政人（愛 知） 古川 俊治（埼 玉） 牧野 たかお（静 岡）

松下 新平（宮 崎） 松村 祥史（熊 本） 松村 二（福 井）

松山 政司（福 岡） 丸川 珠代（東 京） 丸山 和也（比 例）

三原 じゅん子（比 例） 水落 敏栄（比 例） 溝手 顕正（広 島）

宮沢 洋一（広 島） 森 まさこ（福 島） 山崎 力（青 森）

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） 若林 健太（長 野）

脇 雅史（比 例） 渡辺 猛之（岐 阜）

【 公 明 党 】
（１９名）

秋野 公造（比 例） 荒木 清寛（比 例） 石川 博崇（大 阪）

魚住 裕一郎（比 例） 加藤 修一（比 例） 草川 昭三（比 例）

木庭 健太郎（比 例） 白浜 一良（大 阪） 竹谷 とし子（東 京）

谷合 正明（比 例） 長沢 広明（比 例） 西田 実仁（埼 玉）

浜田 昌良（比 例） 松 あきら（神奈川） 山口 那津男（東 京）

山本 香苗（比 例） 山本 博司（比 例） 横山 信一（比 例）



渡辺 孝男（比 例）

【 み ん な の 党 】
（１１名）

江口 克彦（比 例） 小野 次郎（比 例） 川田 龍平（東 京）

柴田 巧（比 例） 寺田 典城（比 例） 中西 健治（神奈川）

藤巻 幸夫（比 例） 山 勇一（比 例） 松田 公太（東 京）

水野 賢一（千 葉） 山田 太郎（比 例）

【 日本未来の党 】
（８名）

佐藤 公治（広 島） 主濱 了（岩 手） 谷 亮子（比 例）

はた ともこ（比 例） 平山 幸司（青 森） 広野 ただし（比 例）

藤原 良信（比 例） 森 ゆうこ（新 潟）

【 日 本 共 産 党 】
（６名）

井上 哲士（比 例） 市田 忠義（比 例） 紙 智子（比 例）

田村 智子（比 例） 大門 実紀史（比 例） 山下 芳生（比 例）

【 社会民主党・護憲連合 】
（４名）

福島 みずほ（比 例） 又市 征治（比 例） 山内 徳信（比 例）

吉田 忠智（比 例）

【 み ど り の 風 】

（４名）

亀井 亜紀子（島 根） 行田 邦子（埼 玉） 谷岡 郁子（愛 知）

舟山 康江（山 形）

【 国 民 新 党 】

（３名）

自見 庄三郎（比 例） 浜田 和幸（鳥 取） 森田 高（富 山）



【 日本維新の会 】

（３名）

片山 虎之助（比 例） 中山 恭子（比 例） 水戸 将史（神奈川）

【 新 党 改 革 】

（２名）

荒井 広幸（比 例） 舛添 要一（比 例）

【 新 党 大 地 】

（２名）

平山 誠（比 例） 横峯 良郎（比 例）

【 各派に属しない議員 】
（４名）

糸数 慶子（沖 縄） 平田 健二（岐 阜） 山崎 正昭（福 井）

米長 晴信（山 梨）



５ 議員の異動

第181回国会閉会後及び今国会（24.12.26召集）中における議員の異動

辞職○

岸 信夫君（自民・山口）

24.11.30 辞職

義家 弘介君（自民・比例）

24.11.30 辞職

公職選挙法第90条による退職○

今野 東君（民主・比例）

24.12. 4 退職

上野 ひろし君（みん・比例）

24.12. 4 退職

小熊 慎司君（みん・比例）

24.12. 4 退職

桜内 文城君（みん・比例）

24.12. 4 退職

友近 聡朗君（生活・愛媛）

24.12. 4 退職

外山 斎君（生活・宮崎）

24.12. 4 退職

中村 哲治君（生活・奈良）

24.12. 4 退職

姫井 由美子君（生活・岡山）

24.12. 4 退職

藤井 孝男君（自民・岐阜）

24.12. 4 退職

繰上補充当選○

武見 敬三君（自民・比例）

24.12.14 任期開始（義家弘介君辞職による）

井 良和君（民主・比例）

24.12.14 任期開始（今野東君退職による）

山 勇一君（みん・比例）

24.12.14 任期開始

藤巻 幸夫君（みん・比例）

24.12.14 任期開始



山田 太郎君（みん・比例）

24.12.14 任期開始

（上野ひろし君、小熊慎司君及び桜内文城君退職による）

会派結成○

「国民新党」 24.12.17 結成

自見 庄三郎君（代表）

浜田 和幸君 森田 高君

「日本維新の会」 24.12.18 結成

片山 虎之助君（代表）

中山 恭子君 水戸 将史君

会派名変更○

「新党大地・真民主」

24.11.30 「新党大地」に変更

「自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会」

24.12.14 「自由民主党・無所属の会」に変更

「民主党・新緑風会・国民新党」

24.12.17 「民主党・新緑風会」に変更

「国民の生活が第一」

24.12.20 「日本未来の党」に変更

所属会派異動・会派所属○

－24.12.14 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会を退会－

片山 虎之助君（比例） 中山 恭子君（比例）

－24.12.17 民主党・新緑風会・国民新党を退会－

自見 庄三郎君（比例） 浜田 和幸君（鳥取） 森田 高君（富山）

－24.12.26 自由民主党・無所属の会に入会－

尾 秀 君（比例）久

－24.12.26 自由民主党・無所属の会を退会－

山崎 正昭君（福井）



１ 議案審議概況

は、新規提出２件が、いずれも本参法

院において審査未了となった。

は、平成22年度決算外２件（第179決算

回国会提出）は継続審査となり、平成22

年度ＮＨＫ決算（第180回国会提出）及び

（ ）平成23年度決算外２件 第181回国会提出

は審査に入るに至らなかった。

２ 議案件数表

提出 成立 備考
参 議 院 衆 議 院

継続 否決 未了 継続 否決 未了

参 法 新 規 ２ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０

継 続 ７ ０ ３ ０ ４決算その他



３ 議案件名一覧

件名の前の数字は提出番号を示す。

◎本院議員提出法律案（２件）

●本院未了（２件）

１ 公職の選挙におけるインターネットの活用の促進を図るための公職選挙法の一部を改正す

る等の法律案

２ 日本銀行法の一部を改正する法律案

◎決算その他（７件）

●継続（３件）

（第179回国会提出）

○平成二十二年度一般会計歳入歳出決算、平成二十二年度特別会計歳入歳出決算、平成二十二

年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十二年度政府関係機関決算書

○平成二十二年度国有財産増減及び現在額総計算書

○平成二十二年度国有財産無償貸付状況総計算書

●未了（４件）

（第180回国会提出）

○日本放送協会平成二十二年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及び

キャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書

（第181回国会提出）

○平成二十三年度一般会計歳入歳出決算、平成二十三年度特別会計歳入歳出決算、平成二十三

年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十三年度政府関係機関決算書

○平成二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書

○平成二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書



４ 議案の要旨

本院議員提出法律案

公職の選挙におけるインターネットの活用の促進を図るための公職選挙法の一部を改正する等

の法律案(参第１号)

（ 委員会未付託 審査未了）参議院

【要旨】

本法律案は、近時におけるインターネットの普及に鑑み、公職の選挙におけるインターネットの

活用の促進を図るため、インターネット等を利用する方法により文書図画を選挙運動のために頒布

することができること等とするとともに、公職の選挙に係るインターネットを利用する投票方法に

関する検討を行うこととするものである。

日本銀行法の一部を改正する法律案(参第２号)

（ 委員会未付託 審査未了）参議院

【要旨】

本法律案は、最近の厳しい経済情勢等を踏まえ、日本銀行が通貨及び金融の調節を行うに当たっ

て雇用の安定を図りつつ物価の安定を図ることとし、政府が指示する物価の変動に係る目標に基づ

き日本銀行の果たすべき機能及び責務等に関する日本銀行と政府との間での協定の締結並びに日本

銀行の当該目標の達成状況及び当該協定の実施状況についての政府及び国会に対する説明に関する

規定を定め、日本銀行の役員の解任に関する規定を整備し、日本銀行による資産の買入れ等を行う

ための当分の間における基金の設立及び当該基金に関する日本銀行と政府との間での協定の締結に

関する規定等を整備しようとするものである。



決算その他

平成二十二年度一般会計歳入歳出決算、平成二十二年度特別会計歳入歳出決算、平成二十

二年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十二年度政府関係機関決算書
（ 継続審査 24.12.26決算委員会付託 継続審査）衆議院 参議院

平成二十二年度一般会計歳入歳出決算における歳入決算額は100兆5,345億円、歳出決算額は95兆

、 。 、3,123億円であり 差引き５兆2,222億円の剰余を生じた この剰余金は財政法第41条の規定により

平成二十三年度一般会計歳入に繰り入れられた。なお、財政法第６条の純剰余金は１兆4,651億円

である。

平成二十二年度特別会計歳入歳出決算における18の各特別会計の収納済歳入額を合計した歳入決

算額は386兆9,849億円、支出済歳出額を合計した歳出決算額は345兆740億円である。

平成二十二年度国税収納金整理資金受払計算書における資金への収納済額は51兆3,859億円であ

り、資金からの一般会計等の歳入への組入額等は50兆7,222億円であるため、差引き6,637億円の残

余を生じた。

平成二十二年度政府関係機関決算書における３機関の収入済額を合計した収入決算額は１兆

2,044億円、支出済額を合計した支出決算額は１兆4,063億円である。

〈平成二十二年度一般会計歳入歳出決算の概要〉

（資料 「平成22年度 決算の説明」より作成）

（注）一般歳出には、表示項目のほか、平成20年度決算不足補てん繰戻の金額（7,181億円）を含んでい

る。
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公債金
42兆3,029億円
（42.1％）

（特例公債 34兆6,999億円）

租税及印紙収入
41兆4,867億円
（41.3％）

前年度剰余金受入
６兆1,408億円
（6.1％）

国債費
19兆5,439億円
（20.5％）

地方交付税交付金等
18兆7,903億円
（19.7％）

社会保障関係費
28兆2,489億円
（29.6％）

公共事業関係費
５兆8,027億円（6.1％）

文教及び科学振興費
6兆513億円
（6.3％）

防衛関係費
４兆6,696億円
（4.9％）

その他の経費
10兆6,571億円（11.9％)

財政法第41条の剰余金
５兆2,222億円

歳入決算総額 100兆5,345億円

プライマリーバランス

△約22.7兆円

一般歳出
56兆9,781億円
（59.8％）

歳出決算総額 95兆3,123億円

その他収入
10兆6,039億円
（10.5％）

中小企業対策費
8,301億円
（0.9％）



平成二十二年度国有財産増減及び現在額総計算書

（ 継続審査 24.12.26決算委員会付託 継続審査）衆議院 参議院

平成二十二年度国有財産増減及び現在額総計算書における22年度中の国有財産の差引純減少額は

６兆1,808億円、22年度末現在額は101兆1,939億円である。

平成二十二年度国有財産無償貸付状況総計算書

（ 継続審査 24.12.26決算委員会付託 継続審査）衆議院 参議院

平成二十二年度国有財産無償貸付状況総計算書における22年度中の国有財産の無償貸付の差引純

減少額は236億円、22年度末現在額は１兆598億円である。

平成二十三年度一般会計歳入歳出決算、平成二十三年度特別会計歳入歳出決算、平成二十

三年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十三年度政府関係機関決算書

（ 継続審査 委員会未付託 審査未了）衆議院 参議院

平成二十三年度一般会計歳入歳出決算における歳入決算額は109兆9,795億円、歳出決算額は100

兆7,154億円であり、差引き９兆2,641億円の剰余を生じた。この剰余金は財政法第41条の規定によ

、 。 、 。り 平成24年度の歳入に繰り入れられた なお 財政法第６条の純剰余金は１兆9,790億円である

平成二十三年度特別会計歳入歳出決算における17の各特別会計の収納済歳入額を合計した歳入決

算額は409兆9,236億円、支出済歳出額を合計した歳出決算額は376兆4,631億円である。

平成二十三年度国税収納金整理資金受払計算書における資金への収納済額は52兆3,357億円であ

り、資金からの一般会計等の歳入への組入額等は51兆6,066億円であるため、差引き7,291億円の残

余を生じた。

平成二十三年度政府関係機関決算書における３機関の収入済額を合計した収入決算額は１兆

1,711億円、支出済額を合計した支出決算額は１兆2,736億円である。



〈平成二十三年度一般会計歳入歳出決算の概要〉

（資料 「平成23年度決算の説明」より作成）

平成二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書

（ 継続審査 委員会未付託 審査未了）衆議院 参議院

平成二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書における23年度中の国有財産の差引純増加額は

１兆6,603億円、23年度末現在額は102兆8,543億円である。

平成二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書

（ 継続審査 委員会未付託 審査未了）衆議院 参議院

平成二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書における23年度中の国有財産の無償貸付の差引純

減少額は156億円、23年度末現在額は１兆442億円である。

公債金
54兆479億円
（49.1％）

（特例公債 34兆4,299億円）

租税及印紙収入
42兆8,326億円
（38.9％）

前年度剰余金受入
５兆2,222億円
（4.7％）

国債費
19兆6,277億円
（19.5％）

地方交付税交付金等
19兆4,506億円
（19.3％）

社会保障関係費
29兆7,777億円
（29.6％）

公共事業関係費
５兆9,147億円（5.9％）

文教及び科学振興費
6兆358億円
（6.0％）

防衛関係費
４兆8,181億円
（4.8％）

その他の経費
12兆8,997億円（12.8％)

財政法第41条の剰余金
９兆2,641億円

歳入決算総額 10９兆9,795億円

プライマリーバランス

△約34.4兆円

一般歳出
61兆6,370億円
（61.2％）

歳出決算総額 100兆7,154億円

その他収入
７兆8,767億円
（7.2％）

中小企業対策費
２兆1,908億円
（2.2％）



ＮＨＫ決算

日本放送協会平成二十二年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及び

キャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書
（ 審査未了 委員会未付託 審査未了）衆議院 参議院

【要旨】

本件は、日本放送協会の平成22年度決算について、放送法の定めにより、会計検査院の検査を経

て、内閣から提出されたものである。

平成22年度の貸借対照表の一般勘定については、同年度末現在、資産合計は8,772億円、負債合

計は3,105億円、純資産合計は5,667億円となっている。また、損益計算書の一般勘定については、

経常事業収入は6,801億円、経常事業支出は6,495億円となっており、経常事業収支差金は306億円

となっている。



５　議案審議表

決算委員会

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

平成二十二年度一般会計歳入歳出決算、平成二十二年度
特別会計歳入歳出決算、平成二十二年度国税収納金整理
資金受払計算書、平成二十二年度政府関係機関決算書

23.11.22
(179回)

―
24.12.27 決算行政

(24.2.24 財務大臣
の報告聴取・180

回)
24.12.26

― ― 14

平成二十二年度国有財産増減及び現在額総計算書
23.11.22
(179回)

―
24.12.27 決算行政

―
24.12.26

― ― 15

平成二十二年度国有財産無償貸付状況総計算書
23.11.22
(179回)

―
24.12.27 決算行政

―
24.12.26

― ― 15

継続審査

24.2.24
（180回）

（180回）
3.9 全般質疑
4.13 質疑
7.30質疑
8.1 質疑
8.20 質疑
8.22 質疑
8.27 質疑
9.3 准総括質疑

継続審査

（180回）8.20の
質疑は平成22年
度予備費関係６
件と一括

継続審査 継続審査

継続審査 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
(本会議趣旨説明)

付託日

委員会 本会議

　　　　　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。
　　　　　注３　件名は、原則として、付託議案は参議院の委員会への付託順、未付託議案は提出年月日順に掲載。
　　　　　凡例　☆：参議院先議　※：予算関係法律案　　(多)：賛成多数　　(全)：全会一致

件　名 提出年月日

衆議院 参議院
公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考



委員会未付託議案

(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

公職の選挙におけるインターネットの活用の促進を図るため
の公職選挙法の一部を改正する等の法律案(松田公太君発
議)(参第１号)

24.12.27 ― ― ― ― ― ― ― ― 13

日本銀行法の一部を改正する法律案(中西健治君発議)(参
第２号)

24.12.27 ― ― ― ― ― ― ― ― 13

(決算その他)

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

平成二十三年度一般会計歳入歳出決算、平成二十三年度
特別会計歳入歳出決算、平成二十三年度国税収納金整理
資金受払計算書、平成二十三年度政府関係機関決算書

24.11.16
（181回）

―
12.27 決算行政

― ― ― ― ― ― ― 15

平成二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書
24.11.16
（181回）

―
12.27 決算行政

― ― ― ― ― ― ― 16

平成二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書
24.11.16
（181回）

―
12.27 決算行政

― ― ― ― ― ― ― 16

(ＮＨＫ決算)

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

日本放送協会平成二十二年度財産目録、貸借対照表、損
益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書
並びにこれらに関する説明書

24.2.14
（180回）

―
12.27 総務

― ― ― ― ― ― ― ― ― 17

参議院
公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考(本会議趣旨説明)
付託日

委員会 本会議

継続審査

継続審査

継続審査

件　名 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

公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

備考(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

審査未了

審査未了

件　名 提出年月日

衆議院 参議院

本会議

備考(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

衆議院 参議院
公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁



本会議審議経過

○平成24年12月26日(水)

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。

議長は、新たに当選した議員武見敬三君、同

井良和君、同 山勇一君、同藤巻幸夫君、

同山田太郎君を議院に紹介した。

日程第２ 副議長辞任の件

本件は、これを許可することに決した。

副議長の選挙

本選挙は、無名投票の結果(投票総数233、

過半数117)、山崎正昭君が233票をもって

当選した。

議長は、副議長山崎正昭君を議院に紹介し

た。

副議長山崎正昭君は、就任のあいさつをし

た。

草川昭三君は、副議長に対し祝辞を述べ、

前副議長に対し謝辞を述べた。

前副議長尾 秀久君は、あいさつをした。

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、

東日本大震災からの復興に当たり、その総

合的な対策樹立に資するため委員40名から

成る東日本大震災復興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31分

再開 午後２時31分

日程第３ 会期の件

本件は、全会一致をもって３日間とするこ

とに決した。

日程第４ 内閣総理大臣の指名

本件は、記名投票の結果(投票総数234、過

半数118)、安倍晋三君107票、海江田万里

君87票、渡辺喜美君11票、森ゆうこ君８票、

志位和夫君６票、福島みずほ君５票、自見

庄三郎君３票、石原慎太郎君３票、亀井静

香君１票、白票３票にて、いずれも投票の

過半数を得たものがないので、その最多数

を得た安倍晋三君、海江田万里君について

決選投票を行った結果(投票総数234）、安

倍晋三君107票、海江田万里君96票、無効

１票、白票30票にて、衆議院議員安倍晋三

君が指名された。

散会 午後３時14分

○平成24年12月28日(金)

開会 午後２時１分

日程第１ 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、文教科学委員

長に丸山和也君、行政監視委員長に愛知治

郎君を指名した。

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、平成二十二年度一般会計歳入歳出決

算、平成二十二年度特別会計歳入

歳出決算、平成二十二年度国税収

納金整理資金受払計算書、平成二

十二年度政府関係機関決算書(第179

回国会提出)

一、平成二十二年度国有財産増減及び現

在額総計算書(第179回国会提出)

一、平成二十二年度国有財産無償貸付状

況総計算書(第179回国会提出)

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

東日本大震災復興特別委員会

一、東日本大震災復興の総合的対策に関

する調査

国際・地球環境・食糧問題に関する調査会

一、国際問題、地球環境問題及び食糧問

題に関する調査

国民生活・経済・社会保障に関する調査会

一、国民生活・経済・社会保障に関する

調査

共生社会・地域活性化に関する調査会

一、共生社会・地域活性化に関する調査

散会 午後２時３分



１ 委員会審議経過

委員一覧（20名）

相原 美子（民主） 徳永 志（民主） 山谷 えり子（自民）委員長 久 久
岡崎 トミ子（民主） 平野 達男（民主） 谷合 正明（公明）理 事

松井 孝治（民主） 有村 治子（自民） 江口 克彦（みん）理 事

岡田 広（自民） 山東 昭子（自民） 糸数 慶子（ 無 ）理 事

神本 美恵子（民主） 中曽根 弘文（自民） 米長 晴信（ 無 ）
芝 博一（民主） 松村 二（自民） ― 欠員１名 ―

（24.12.28 現在）井 良和（民主） 宮沢 洋一（自民）

（１）審議概観

第182回国会において、本委員会に付託され

た法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月28日(金)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

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）

松 あきら（公明） 難波 奨二（民主） 寺田 典城（みん）委員長

林 美子（民主） 藤末 健三（民主） 主濱 了（未来）理 事 久
吉川 沙織（民主） 藤本 祐司（民主） 山下 芳生（共産）理 事

藤川 政人（自民） 片山 さつき（自民） 又市 征治（社民）理 事

山本 順三（自民） 金子 原二郎（自民） 行田 邦子（み風）理 事

木庭 健太郎（公明） 末松 信介（自民） 森田 高（国民）理 事

江崎 孝（民主） 世耕 弘成（自民） 片山 虎之助（維新）
高橋 千秋（民主） 中西 祐介（自民）

（24.12.28 現在）泰弘（民主） 二之湯 智（自民）

（１）審議概観

第182回国会において、本委員会に付託され

た法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月28日(金)（第１回）

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。



委員一覧（20名）

草川 昭三（公明） 谷 博之（民主） 魚住 裕一郎（公明）委員長

江田 五月（民主） 松野 信夫（民主） 森 ゆうこ（未来）理 事

磯﨑 仁彦（自民） 尾 秀 （自民） 井上 哲士（共産）理 事 久
山 勇一（みん） 長谷川 大紋（自民） 平田 健二（ 無 ）理 事

有田 芳生（民主） 松下 新平（自民） 山崎 正昭（ 無 ）
小川 敏夫（民主） 丸山 和也（自民） ― 欠員１名 ―

（24.12.28 現在）金子 恵美（民主） 溝手 顕正（自民）

（１）審議概観

第182回国会において、本委員会に付託され

た法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月28日(金)（第１回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

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）

加藤 敏幸（民主） 風間 直樹（民主） 島尻 安伊子（自民）委員長

福山 哲郎（民主） 北澤 俊美（民主） 山本 一太（自民）理 事

山根 治（民主） 榛葉 賀津也（民主） 山本 香苗（公明）理 事

武見 敬三（自民） 猪口 邦子（自民） 小野 次郎（みん）理 事

荒木 清寛（公明） 宇都 隆史（自民） 佐藤 公治（未来）理 事

石井 一（民主） 岡田 直樹（自民） 山内 徳信（社民）
大野 元裕（民主） 佐藤 正 （自民） 舛添 要一（改革）久

（24.12.28 現在）

（１）審議概観

第182回国会において、本委員会に付託され

た法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月28日(金)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

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。



委員一覧（25名）

川崎 稔（民主） 川上 義博（民主） 森 まさこ（自民）委員長

大塚 耕平（民主） 玉置 一弥（民主） 若林 健太（自民）理 事

田中 直紀（民主） 藤田 幸 （民主） 山口 那津男（公明）理 事 久
野上 浩太郎（自民） 愛知 治郎（自民） 中西 健治（みん）理 事

竹谷 とし子（公明） 鴻池 祥肇（自民） 広野 ただし（未来）理 事

尾立 源幸（民主） 佐藤 ゆかり（自民） 大門 実紀史（共産）
大 保 勉（民主） 西田 昌司（自民） 中山 恭子（維新）久
加賀谷 健（民主） 林 芳正（自民）

（24.12.28 現在）金子 洋一（民主） 古川 俊治（自民）

（１）審議概観

第182回国会において、本委員会に付託され

た法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月28日(金)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

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。

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）

鈴木 寛（民主） 水岡 俊一（民主） 山本 博司（公明）理 事

藤谷 光信（民主） 蓮 舫（民主） 柴田 巧（みん）理 事

上野 通子（自民） 石井 浩郎（自民） 谷 亮子（未来）理 事

水落 敏栄（自民） 礒崎 陽輔（自民） 自見 庄三郎（国民）理 事

藤 嘉隆（民主） 熊谷 大（自民） 横峯 良郎（大地）
那谷屋 正義（民主） 橋本 聖子（自民） ― 欠員１名 ―

（24.12.28 現在）白 眞勲（民主） 石川 博崇（公明）

（１）審議概観

第182回国会において、本委員会に付託され

た法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月28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。



委員一覧（25名）

武内 則男（民主） 川合 孝典（民主） 丸川 珠代（自民）委員長

大 保 潔重（民主） 小西 洋之（民主） 三原じゅん子（自民）理 事 久
津田 弥太郎（民主） 櫻井 充（民主） 浜田 昌良（公明）理 事

赤石 清美（自民） 牧山 ひろえ（民主） 川田 龍平（みん）理 事

中村 博彦（自民） 石井 みどり（自民） 田村 智子（共産）理 事

渡辺 孝男（公明） 衛藤 晟一（自民） 福島 みずほ（社民）理 事

足立 信也（民主） 大家 敏志（自民） 谷岡 郁子（み風）
石橋 通宏（民主） 階 恵美子（自民）

（24.12.28 現在）梅村 聡（民主） 藤井 基之（自民）

（１）審議概観

第182回国会において、本委員会に付託され

た法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月28日(金 （第１回））

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）

中谷 智司（民主） 徳永 エリ（民主） 福岡 資麿（自民）委員長

岩本 司（民主） 広田 一（民主） 白浜 一良（公明）理 事

小川 勝也（民主） 松浦 大悟（民主） 横山 信一（公明）理 事

野村 哲郎（自民） 青木 一彦（自民） 山田 太郎（みん）理 事

山田 俊男（自民） 加治屋 義人（自民） 平山 幸司（未来）理 事

一川 保夫（民主） 鶴保 庸介（自民） 紙 智子（共産）
（24.12.28 現在）郡司 彰（民主） 長谷川 岳（自民）

（１）審議概観

第182回国会において、本委員会に付託され

た法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月28日(金)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

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。

右決議する。



委員一覧（21名）

増子 輝彦（民主） 轟木 利治（民主） 牧野 たかお（自民）委員長

大島 九州男（民主） 直嶋 正行（民主） 松山 政司（自民）理 事

前川 清成（民主） 藤原 正司（民主） 長沢 広明（公明）理 事

柳澤 光美（民主） 岩城 光英（自民） 松田 公太（みん）理 事

岩井 茂樹（自民） 岸 宏一（自民） はた ともこ（未来）理 事

松村 祥史（自民） 関口 昌一（自民） 浜田 和幸（国民）理 事

小林 正夫（民主） 塚田 一郎（自民） 荒井 広幸（改革）
（24.12.28 現在）

（１）審議概観

第182回国会において、本委員会に付託され

た法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月28日(金)（第１回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

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）

石井 準一（自民） 田城 郁（民主） 秋野 公造（公明）委員長

前田 武志（民主） 羽田 雄一郎（民主） 藤巻 幸夫（みん）理 事

室井 邦彦（民主） 安井 美沙子（民主） 藤原 良信（未来）理 事

小泉 昭男（自民） 大江 康弘（自民） 吉田 忠智（社民）理 事

渡辺 猛之（自民） 佐藤 信秋（自民） 水戸 将史（維新）理 事

西田 実仁（公明） 伊達 忠一（自民） ― 欠員２名 ―理 事

植松 恵美子（民主） 山崎 力（自民）
大河原 雅子（民主） 吉田 博美（自民）

（24.12.28 現在）輿石 東（民主） 脇 雅史（自民）

（１）審議概観

第182回国会において、本委員会に付託され

た法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月28日(金)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

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。



委員一覧（20名）

川口 順子（自民） 長浜 博行（民主） 水野 賢一（みん）委員長

（民主） 西村 まさみ（民主） 市田 忠義（共産）理 事 ツルネンマルテイ
柳田 稔（民主） 北川イッセイ（自民） 亀井 亜紀子（み風）理 事

中川 雅治（自民） 小坂 憲次（自民） 舟山 康江（み風）理 事

中原 八一（自民） 木 政二（自民） 平山 誠（大地）理 事

池口 修次（民主） 谷川 秀善（自民） ― 欠員１名 ―
（24.12.28 現在）小見山 幸治（民主） 加藤 修一（公明）

（１）審議概観

第182回国会において、本委員会に付託され

た法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月28日(金)（第１回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

環境及び公害問題に関する調査を行うことを

決定した。

派遣委員の報告は、これを会議録に掲載する

ことに決定した。

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）

木 政二（自民） 輿石 東（民主） 林 芳正（自民）委員長

藤田 幸 （民主） 福山 哲郎（民主） 木庭 健太郎（公明）理 事 久
関口 昌一（自民） 藤原 正司（民主） 山口 那津男（公明）理 事

江口 克彦（みん） 前田 武志（民主） 広野 ただし（未来）理 事

池口 修次（民主） 世耕 弘成（自民） 森田 高（国民）
一川 保夫（民主） 谷川 秀善（自民） 水戸 将史（維新）

（召集日 現在）郡司 彰（民主） 中村 博彦（自民）

審議概観

委員会及び合同審査会を開くに至らなかっ

た。



委員一覧（45名）

石井 一（民主） 泰弘（民主） 三原じゅん子（自民）委員長

植松 恵美子（民主） 徳永 エリ（民主） 山崎 力（自民）理 事

小川 敏夫（民主） 藤谷 光信（民主） 山田 俊男（自民）理 事

小林 正夫（民主） 牧山 ひろえ（民主） 山谷 えり子（自民）理 事

松浦 大悟（民主） 山根 治（民主） 脇 雅史（自民）理 事

北川イッセイ（自民） 赤石 清美（自民） 草川 昭三（公明）理 事

谷合 正明（公明） 有村 治子（自民） 横山 信一（公明）理 事

小野 次郎（みん） 片山 さつき（自民） 渡辺 孝男（公明）理 事

江崎 孝（民主） 岸 宏一（自民） 中西 健治（みん）
大河原 雅子（民主） 佐藤 正 （自民） 平山 幸司（未来）久
大 保 潔重（民主） 佐藤 ゆかり（自民） 森 ゆうこ（未来）久
小西 洋之（民主） 末松 信介（自民） 大門 実紀史（共産）
田中 直紀（民主） 鶴保 庸介（自民） 福島 みずほ（社民）
高橋 千秋（民主） 西田 昌司（自民） 谷岡 郁子（み風）
津田 弥太郎（民主） 丸山 和也（自民） 荒井 広幸（改革）

（24.12.28 現在）

（１）審議概観

第182回国会において、本委員会に付託され

。た案件はなかった

（２）委員会経過

○平成24年12月28日(金)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

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。



委員一覧（30名）

金子 原二郎（自民） 大島 九州男（民主） 藤川 政人（自民）委員長

尾立 源幸（民主） 鈴木 寛（民主） 松村 二（自民）理 事

安井 美沙子（民主） 谷 博之（民主） 山本 順三（自民）理 事

蓮 舫（民主） 林 美子（民主） 若林 健太（自民）理 事 久
宇都 隆史（自民） 室井 邦彦（民主） 加藤 修一（公明）理 事

二之湯 智（自民） 青木 一彦（自民） 柴田 巧（みん）理 事

石川 博崇（公明） 熊谷 大（自民） 主濱 了（未来）理 事

岩本 司（民主） 小泉 昭男（自民） 井上 哲士（共産）
江田 五月（民主） 塚田 一郎（自民） 又市 征治（社民）
大 保 勉（民主） 中川 雅治（自民） 舟山 康江（み風）久

（24.12.28 現在）

（１）審議概観

第182回国会において、本委員会に付託され

た案件は、平成二十二年度決算外２件（第179

） 、 。回国会提出 であり いずれも審査継続とした

（２）委員会経過

○平成24年12月28日(金)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

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。

平成二十二年度決算外２件の継続審査要求書

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（30名）

足立 信也（民主） 藤本 祐司（民主） 水落 敏栄（自民）理 事

有田 芳生（民主） 柳澤 光美（民主） 宮沢 洋一（自民）理 事

川合 孝典（民主） 吉川 沙織（民主） 森 まさこ（自民）理 事

福岡 資麿（自民） 岩井 茂樹（自民） 秋野 公造（公明）理 事

寺田 典城（みん） 階 恵美子（自民） 荒木 清寛（公明）理 事

大塚 耕平（民主） 中原 八一（自民） はた ともこ（未来）
岡崎 トミ子（民主） 野上 浩太郎（自民） 田村 智子（共産）

（民主） 藤井 基之（自民） 山下 芳生（共産）ツルネンマルテイ
那谷屋 正義（民主） 松下 新平（自民） 浜田 和幸（国民）
白 眞勲（民主） 松村 祥史（自民） 中山 恭子（維新）

（24.12.28 現在）

（１）審議概観

第182回国会において、不適正行政による具

体的権利・利益の侵害の救済を求めることを内

容とする苦情請願は、付託されなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月28日(金)（第１回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

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。



委員一覧（25名）

岩城 光英（自民） 大野 元裕（民主） 上野 通子（自民）委員長

小見山 幸治（民主） 金子 洋一（民主） 中西 祐介（自民）理 事

広田 一（民主） 藤 嘉隆（民主） 野村 哲郎（自民）理 事

水岡 俊一（民主） 田城 郁（民主） 長谷川 岳（自民）理 事

大家 敏志（自民） 難波 奨二（民主） 吉田 博美（自民）理 事

岡田 直樹（自民） 西村 まさみ（民主） 渡辺 猛之（自民）理 事

長沢 広明（公明） 松井 孝治（民主） 石川 博崇（公明）理 事

水野 賢一（みん） 石井 浩郎（自民）理 事

（24.12.26 現在）石橋 通宏（民主） 磯﨑 仁彦（自民）

庶務関係小委員（15名）

野村 哲郎（自民） 広田 一（民主） 岡田 直樹（自民）小委員長

小見山 幸治（民主） 水岡 俊一（民主） 中西 祐介（自民）
藤 嘉隆（民主） 石井 浩郎（自民） 吉田 博美（自民）

田城 郁（民主） 上野 通子（自民） 長沢 広明（公明）
西村 まさみ（民主） 大家 敏志（自民） 水野 賢一（みん）

（24.12.26 現在）

図書館運営小委員（15名）

松井 孝治（民主） 広田 一（民主） 岡田 直樹（自民）小委員長

大野 元裕（民主） 水岡 俊一（民主） 長谷川 岳（自民）
金子 洋一（民主） 石井 浩郎（自民） 渡辺 猛之（自民）
小見山 幸治（民主） 磯﨑 仁彦（自民） 長沢 広明（公明）
難波 奨二（民主） 大家 敏志（自民） 水野 賢一（みん）

（24.12.26 現在）

（１）審議概観

第182回国会において、本委員会に付託され

た法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月26日(水)（第１回）

一、事務総長から副議長の辞任願に関する報告

を聴いた。

一、事務総長から内閣総辞職の報告を聴いた。

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、消費者問題に関する特

別委員会及び東日本大震災復興特別委員会を

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８人、自由民主党・無所



属の会７人、公明党２人、みんなの党、日

本未来の党及び日本共産党各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・新緑風会及び自由民主党・無所属

の会各７人、公明党２人、みんなの党、日

本未来の党、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・新緑風会及び自由民主党・無所属

、 、 、の会各13人 公明党３人 みんなの党２人

日本未来の党、日本共産党、みどりの風及

び新党大地各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８人、自由民主党・無所

属の会７人、公明党２人、みんなの党、日

本未来の党及び日本維新の会各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10人、自由民主党・無所

属の会11人、公明党２人、みんなの党、日

本未来の党、社会民主党・護憲連合、みど

りの風、国民新党、新党改革及び新党大地

各１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10人、自由民主党・無所

属の会９人、公明党２人、みんなの党、日

本未来の党、日本共産党及び新党改革各１

人 計25人

東日本大震災復興特別委員会

民主党・新緑風会15人、自由民主党・無所

、 、 、属の会14人 公明党３人 みんなの党２人

日本未来の党、日本共産党、社会民主党・

護憲連合、みどりの風、国民新党及び日本

維新の会各１人 計40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。

議院運営委員会庶務関係小委員会

民主党・新緑風会６人、自由民主党・無所

属の会７人、公明党及びみんなの党各１人

計15人

議院運営委員会図書館運営小委員会

民主党・新緑風会７人、自由民主党・無所

属の会６人、公明党及びみんなの党各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、国民新党及び日本維新の会を立法事務費の

交付を受ける会派と認定した。

一、議院運営委員会のオブザーバーに関する件

について決定した。

一、会期を３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24年12月28日(金)（第２回）

一、文教科学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、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。



委員一覧（10名）

北澤 俊美（民主） 柳田 稔（民主） 川田 龍平（みん）委員長

山東 昭子（自民） 尾 秀 （自民） 平山 誠（大地）理 事 久

小川 勝也（民主） 中曽根 弘文（自民）

（召集日 現在）神本 美恵子（民主） 白浜 一良（公明）



委員一覧（20名）

牧野 たかお（自民） 高橋 千秋（民主） 若林 健太（自民）委員長

藤 嘉隆（民主） 西村 まさみ（民主） 秋野 公造（公明）理 事

林 美子（民主） 福山 哲郎（民主） 渡辺 孝男（公明）理 事 久
小坂 憲次（自民） 前田 武志（民主） 柴田 巧（みん）理 事

末松 信介（自民） 青木 一彦（自民） 平山 幸司（未来）理 事

田城 郁（民主） 加治屋 義人（自民） 山下 芳生（共産）
（24.12.26 現在）田中 直紀（民主） 佐藤 信秋（自民）

（１）審議概観

第182回国会において、本特別委員会に付託

された法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月26日(水)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成24年12月28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。



委員一覧（20名）

猪口 邦子（自民） 大 保 潔重（民主） 木庭 健太郎（公明）委員長 久
尾立 源幸（民主） 徳永 エリ（民主） 横山 信一（公明）理 事

難波 奨二（民主） 室井 邦彦（民主） 江口 克彦（みん）理 事

島尻 安伊子（自民） 宇都 隆史（自民） 主濱 了（未来）理 事

長谷川 岳（自民） 橋本 聖子（自民） 紙 智子（共産）理 事

石橋 通宏（民主） 吉田 博美（自民） 山内 徳信（社民）
（24.12.26 現在）岩本 司（民主） 脇 雅史（自民）

（１）審議概観

第182回国会において、本特別委員会に付託

された法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月26日(水)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成24年12月28日(金)（第２回）

沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関す

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。



委員一覧（35名）

轟木 利治（民主） 直嶋 正行（民主） 松村 祥史（自民）委員長

足立 信也（民主） 藤田 幸 （民主） 宮沢 洋一（自民）理 事 久
泰弘（民主） 松井 孝治（民主） 吉田 博美（自民）理 事

牧山 ひろえ（民主） 安井 美沙子（民主） 長沢 広明（公明）理 事

西田 昌司（自民） 吉川 沙織（民主） 西田 実仁（公明）理 事

丸山 和也（自民） 磯﨑 仁彦（自民） 小野 次郎（みん）理 事

山崎 力（自民） 岩井 茂樹（自民） 中西 健治（みん）理 事

荒木 清寛（公明） 岡田 広（自民） 佐藤 公治（未来）理 事

石井 一（民主） 岸 宏一（自民） 井上 哲士（共産）
植松 恵美子（民主） 佐藤 ゆかり（自民） 行田 邦子（み風）
江田 五月（民主） 山東 昭子（自民） 平山 誠（大地）

（24.12.26 現在）鈴木 寛（民主） 藤川 政人（自民）

（１）審議概観

第182回国会において、本特別委員会に付託

された法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月26日(水)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成24年12月28日(金)（第２回）

政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査の

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）

徳永 志（民主） 柳澤 光美（民主） 三原じゅん子（自民）委員長 久
江崎 孝（民主） 柳田 稔（民主） 谷合 正明（公明）理 事

川合 孝典（民主） 山根 治（民主） 浜田 昌良（公明）理 事

塚田 一郎（自民） 石井 浩郎（自民） 柴田 巧（みん）理 事

山谷 えり子（自民） 衛藤 晟一（自民） はた ともこ（未来）理 事

有田 芳生（民主） 野上 浩太郎（自民） 中山 恭子（維新）
（24.12.26 現在）白 眞勲（民主） 松村 二（自民）

（１）審議概観

第182回国会において、本特別委員会に付託

された法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月26日(水)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成24年12月28日(金)（第２回）

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（30名）

伊達 忠一（自民） （民主） 松山 政司（自民）委員長 ツルネンマルテイ
石橋 通宏（民主） 津田 弥太郎（民主） 山本 順三（自民）理 事

大塚 耕平（民主） 藤谷 光信（民主） 竹谷 とし子（公明）理 事

安井 美沙子（民主） 柳澤 光美（民主） 松田 公太（みん）理 事

中村 博彦（自民） 赤石 清美（自民） 森 ゆうこ（未来）理 事

水落 敏栄（自民） 大江 康弘（自民） 吉田 忠智（社民）理 事

山本 香苗（公明） 北川イッセイ（自民） 亀井 亜紀子（み風）理 事

江田 五月（民主） 小泉 昭男（自民） 浜田 和幸（国民）
小川 敏夫（民主） 中原 八一（自民） 舛添 要一（改革）
武内 則男（民主） 長谷川 岳（自民） 横峯 良郎（大地）

（24.12.26 現在）

（１）審議概観

第182回国会において、本特別委員会に付託

された法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月26日(水)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成24年12月28日(金)（第２回）

特別委員長の辞任を許可し、補欠選任を行っ

た。

政府開発援助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）

加藤 修一（公明） 尾立 源幸（民主） 松下 新平（自民）委員長

金子 洋一（民主） 大河原 雅子（民主） 丸川 珠代（自民）理 事

谷 博之（民主） 藤 嘉隆（民主） 渡辺 猛之（自民）理 事

中西 祐介（自民） 難波 奨二（民主） 川田 龍平（みん）理 事

二之湯 智（自民） 松井 孝治（民主） 谷 亮子（未来）理 事

山本 博司（公明） 石井 みどり（自民） 大門 実紀史（共産）理 事

足立 信也（民主） 上野 通子（自民） 荒井 広幸（改革）
江崎 孝（民主） 片山 さつき（自民）

（24.12.26 現在）小川 敏夫（民主） 末松 信介（自民）

（１）審議概観

第182回国会において、本特別委員会に付託

された法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月26日(水)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成24年12月28日(金)（第２回）

消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関

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。



委員一覧（40名）

玉置 一弥（民主） 平野 達男（民主） 山田 俊男（自民）委員長

岡崎 トミ子（民主） 福山 哲郎（民主） 吉田 博美（自民）理 事

金子 恵美（民主） 藤原 正司（民主） 石川 博崇（公明）理 事

神本 美恵子（民主） 増子 輝彦（民主） 渡辺 孝男（公明）理 事

田城 郁（民主） 蓮 舫（民主） 川田 龍平（みん）理 事

愛知 治郎（自民） 赤石 清美（自民） 寺田 典城（みん）理 事

熊谷 大（自民） 岩城 光英（自民） 藤原 良信（未来）理 事

階 恵美子（自民） 上野 通子（自民） 山下 芳生（共産）理 事

秋野 公造（公明） 岡田 広（自民） 吉田 忠智（社民）理 事

小西 洋之（民主） 佐藤 信秋（自民） 谷岡 郁子（み風）
田中 直紀（民主） 佐藤 正 （自民） 浜田 和幸（国民）久
井 良和（民主） 関口 昌一（自民） 水戸 将史（維新）

徳永 エリ（民主） 福岡 資麿（自民）
（24.12.26 現在）那谷屋 正義（民主） 森 まさこ（自民）

（１）審議概観

第182回国会において、本特別委員会に付託

された法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成24年12月26日(水)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成24年12月28日(金 （第２回））

理事の補欠選任を行った。

東日本大震災復興の総合的対策に関する調査

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。



２ 調査会審議経過

委員一覧（25名）

藤原 正司（民主） 加藤 敏幸（民主） 水落 敏栄（自民）会 長

尾立 源幸（民主） 津田 弥太郎（民主） 若林 健太（自民）理 事

大河原 雅子（民主） 増子 輝彦（民主） 加藤 修一（公明）理 事

青木 一彦（自民） 安井 美沙子（民主） 藤原 良信（未来）理 事

有村 治子（自民） 熊谷 大（自民） 紙 智子（共産）理 事

石川 博崇（公明） 佐藤 正 （自民） 舟山 康江（み風）理 事 久
松田 公太（みん） 島尻 安伊子（自民） 浜田 和幸（国民）理 事

江崎 孝（民主） 野村 哲郎（自民）
（24.12.28 現在）大島 九州男（民主） 橋本 聖子（自民）

調査会経過

○平成24年12月28日(金)（第１回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

国際問題、地球環境問題及び食糧問題に関す

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会長に一

任することに決定した。



委員一覧（25名）

鴻池 祥肇（自民） 小林 正夫（民主） 福岡 資麿（自民）会 長

小西 洋之（民主） 藤 嘉隆（民主） 松村 祥史（自民）理 事

徳永 エリ（民主） 田城 郁（民主） 山崎 力（自民）理 事

藤井 基之（自民） 林 美子（民主） 魚住 裕一郎（公明）理 事 久
三原じゅん子（自民） 山根 治（民主） 谷 亮子（未来）理 事

山本 博司（公明） 蓮 舫（民主） 荒井 広幸（改革）理 事

寺田 典城（みん） 岸 宏一（自民） 横峯 良郎（大地）理 事

石橋 通宏（民主） 鶴保 庸介（自民）
（24.12.28 現在）金子 洋一（民主） 中原 八一（自民）

調査会経過

○平成24年12月28日(金)（第１回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

国民生活・経済・社会保障に関する調査の継

続調査要求書を提出することを決定した。



委員一覧（25名）

直嶋 正行（民主） 川崎 稔（民主） 中西 祐介（自民）会 長

西村 まさみ（民主） 中谷 智司（民主） 渡辺 猛之（自民）理 事

松浦 大悟（民主） 難波 奨二（民主） 山本 香苗（公明）理 事

石井 浩郎（自民） 柳澤 光美（民主） 佐藤 公治（未来）理 事

岡田 広（自民） 石井 みどり（自民） 田村 智子（共産）理 事

横山 信一（公明） 岩井 茂樹（自民） 福島 みずほ（社民）理 事

柴田 巧（みん） 大江 康弘（自民） 中山 恭子（維新）理 事

相原 美子（民主） 加治屋 義人（自民）久
（24.12.28 現在）有田 芳生（民主） 階 恵美子（自民）

（１）活動概観

〔調査の経過〕

本調査会は、共生社会・地域活性化に関し、

長期的かつ総合的な調査を行うため、第176回

国会の平成22年11月12日に設置され、調査テー

マ「地域活力の向上と共生社会の実現」の下、

「 」、調査の１年目は 元気で活力ある地域の構築

２年目は「活力ある共生・共助の地域社会・ま

ちづくり―被災地の復興に向けて―」について

鋭意調査を進めてきた。

調査の３年目である今国会においては、理事

会等で協議を行った結果 「次世代へつなげる、

活力ある地域社会」について調査を進めること

を決定した。

（２）調査会経過

○平成24年12月28日(金)（第１回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

共生社会・地域活性化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会長に一

任することに決定した。



３ 憲法審査会

委員一覧（45名）

小坂 憲次（自民） 直嶋 正行（民主） 古川 俊治（自民）会 長

江田 五月（民主） 広田 一（民主） 丸山 和也（自民）幹 事

鈴木 寛（民主） 福山 哲郎（民主） 山谷 えり子（自民）幹 事

松井 孝治（民主） 藤原 正司（民主） 魚住 裕一郎（公明）幹 事

中川 雅治（自民） 前田 武志（民主） 白浜 一良（公明）幹 事

西田 昌司（自民） 増子 輝彦（民主） 谷合 正明（公明）幹 事

江口 克彦（みん） 有村 治子（自民） 西田 実仁（公明）幹 事

足立 信也（民主） 磯﨑 仁彦（自民） 松田 公太（みん）
尾立 源幸（民主） 宇都 隆史（自民） はた ともこ（未来）
大河原 雅子（民主） 衛藤 晟一（自民） 井上 哲士（共産）
大 保 潔重（民主） 片山 さつき（自民） 福島 みずほ（社民）久
大島 九州男（民主） 佐藤 正 （自民） 行田 邦子（み風）久
加賀谷 健（民主） 中曽根 弘文（自民） 森田 高（国民）
金子 洋一（民主） 野上 浩太郎（自民） 水戸 将史（維新）
小西 洋之（民主） 藤川 政人（自民） 舛添 要一（改革）

（召集日 現在）

活動概観

審査会を開くに至らなかった。



４ 政治倫理審査会

委員一覧（15名）

一川 保夫（民主） 羽田 雄一郎（民主） 溝手 顕正（自民）会 長

松 あきら（公明） 藤原 正司（民主） 宮沢 洋一（自民）幹 事

池口 修次（民主） 柳田 稔（民主） 吉田 博美（自民）
岡崎 トミ子（民主） 世耕 弘成（自民） 脇 雅史（自民）
高橋 千秋（民主） 関口 昌一（自民） 川田 龍平（みん）

（召集日 現在）



質問主意書一覧

番 提出 転送 掲載答弁書
受領件 名 提出者

号 月日 月日 会議録月日

24. 24. 25.

１ インターネットを利用した選挙運動に関する質問主 松田 公太君 12.27 12.28 1.11

意書

２ 国民年金保険料の追納の周知及び申込みに関する質 田村 智子君 12.27 12.28 1.11

問主意書

３ オスプレイの普天間飛行場配備及び安全性に対する 糸数 慶子君 12.27 12.28 1.11

安倍内閣の基本姿勢等に関する質問主意書

４ 原子炉の原則四十年廃炉に関する質問主意書 水野 賢一君 12.28 12.28 1.11

５ 事務次官等会議の復活に関する質問主意書 水野 賢一君 12.28 12.28 1.11

６ 内閣総理大臣と国務大臣の国会議員との兼務につい 水野 賢一君 12.28 12.28 1.11

て定めた憲法第六十七条及び第六十八条に関する質

問主意書



１ 国会会期一覧

（直近15国会を掲載）

会 期
国会回次 召集日 開会式 会期終了日

当初日数 延長日数 総日数

66 128第168回 19. 9.10(月) 19. 9.10(月) 20. 1.15(火) 62
(臨時会)

6 156第169回 20. 1.18(金) 20. 1.18(金) 20. 6.21(土) 150
(常 会)

25 93第170回 20. 9.24(水) 20. 9.29(月) 20.12.25(木) 68
(臨時会)

48 198第171回 21. 1. 5(月) 21. 1. 5(月) 21. 7.21(火) 150
衆議院解散(常 会)

第172回 21. 9.16(水) 21. 9.18(金) 21. 9.19(土) 4 4―
(特別会)

36 4 40第173回 21.10.26(月) 21.10.26(月) 21.12. 4(金)
(臨時会)

150 ― 150第174回 22. 1.18(月) 22. 1.18(月) 22. 6.16(水)
(常 会)

8 ― 8第175回 22. 7.30(金) 22. 7.30(金) 22. 8. 6(金)
(臨時会)

64 ― 64第176回 22.10. 1(金) 22.10. 1(金) 22.12. 3(金)
(臨時会)

150 70 220第177回 23. 1.24(月) 23. 1.24(月) 23. 8.31(水)
(常 会)

4 14 18第178回 23. 9.13(火) 23. 9.13(火) 23. 9.30(金)
(臨時会)

51 ― 51第179回 23.10.20(木) 23.10.21(金) 23.12. 9(金)
(臨時会)

150 79 229第180回 24. 1.24(火) 24. 1.24(火) 24. 9. 8(土)
(常 会)

33 ― 19第181回 24.10.29(月) 24.10.29(月) 24.11.16(金)
衆議院解散(臨時会)

3 ― 3第182回 24.12.26(水) 24.12.28(金) 24.12.28(金)
(特別会)



２ 参議院議員通常選挙関係一覧

通常選挙 選挙後最初の通常選挙期日 任期開始日 任期終了日 召集日
回 次 国会回次

昭和 ※25. 5. 2第１回 22. 4.20(日) 22. 5. 3 第１回（特別会） 22. 5.20(火)28. 5. 2

第２回 25. 6. 4(日) 25. 6. 4 31. 6. 3 第８回（臨時会） 25. 7.12(水)

第３回 28. 4.24(金) 28. 5. 3 34. 5. 2 第16回（特別会） 28. 5.18(月)

第４回 31. 7. 8(日) 31. 7. 8 37. 7. 7 第25回（臨時会） 31.11.12(月)

第５回 34. 6. 2(火) 34. 6. 2 40. 6. 1 第32回（臨時会） 34. 6.22(月)

第６回 37. 7. 1(日) 37. 7. 8 43. 7. 7 第41回（臨時会） 37. 8. 4(土)

第７回 40. 7. 4(日) 40. 7. 4 46. 7. 3 第49回（臨時会） 40. 7.22(木)

第８回 43. 7. 7(日) 43. 7. 8 49. 7. 7 第59回（臨時会） 43. 8. 1(木)

第９回 46. 6.27(日) 46. 7. 4 52. 7. 3 第66回（臨時会） 46. 7.14(水)

第10回 49. 7. 7(日) 49. 7. 8 55. 7. 7 第73回（臨時会） 49. 7.24(水)

第11回 52. 7.10(日) 52. 7.10 58. 7. 9 第81回（臨時会） 52. 7.27(水)

第12回 55. 6.22(日) 55. 7. 8 61. 7. 7 第92回（特別会） 55. 7.17(木)

平成
第13回 58. 6.26(日) 58. 7.10 元. 7. 9 第99回（臨時会） 58. 7.18(月)

第14回 61. 7. 6(日) 61. 7. 8 4. 7. 7 第106回（特別会） 61. 7.22(火)

平成 平成 平成
第15回 元. 7.23(日) 元. 7.23 7. 7.22 第115回（臨時会） 元. 8. 7(月)

第16回 4. 7.26(日) 4. 7.26 10. 7.25 第124回（臨時会） 4. 8. 7(金)

第17回 7. 7.23(日) 7. 7.23 13. 7.22 第133回（臨時会） 7. 8. 4(金)

第18回 10. 7.12(日) 10. 7.26 16. 7.25 第143回（臨時会） 10. 7.30(木)

第19回 13. 7.29(日) 13. 7.29 19. 7.28 第152回（臨時会） 13. 8. 7(火)

第20回 16. 7.11(日) 16. 7.26 22. 7.25 第160回（臨時会） 16. 7.30(金)

第21回 19. 7.29(日) 19. 7.29 25. 7.28 第167回（臨時会） 19. 8. 7(火)

第22回 22. 7.11(日) 22. 7.26 28. 7.25 第175回（臨時会） 22. 7.30(金)

任期３年議員（第１回通常選挙のみ）の任期終了日を示す。※



３ 国務大臣等名簿

（平成24年12月27日現在）

第２次安倍内閣国務大臣

内閣総理大臣
安倍 晋三（衆・自民）

財務大臣

国務大臣
（内閣府特命担当大臣（金融 ））

麻生 太郎（衆・自民）
総務大臣

国務大臣
（内閣府特命担当大臣（地方分権改革 ））

新藤 義孝（衆・自民）

法務大臣
谷垣 禎一（衆・自民）

外務大臣
岸田 文雄（衆・自民）

文部科学大臣
下村 博文（衆・自民）

厚生労働大臣
田村 憲 （衆・自民）久

農林水産大臣

林 芳正（参・自民）

経済産業大臣

国務大臣
（内閣府特命担当大臣（原子力損害賠償支援

機構 ））

茂木 敏充（衆・自民）

国土交通大臣
太田 昭宏（衆・公明）

環境大臣

国務大臣
（内閣府特命担当大臣（原子力防災 ））

石原 伸晃（衆・自民）

防衛大臣
小野寺 五典（衆・自民）

国務大臣（内閣官房長官）

菅 義偉（衆・自民）

国務大臣（復興大臣）
根本 匠（衆・自民）

国務大臣（国家公安委員会委員長）
（内閣府特命担当大臣（防災 ））

古屋 圭司（衆・自民）

国務大臣
（沖縄及び北方対策、（内閣府特命担当大臣

）科学技術政策、宇宙政策）

山本 一太（参・自民）

国務大臣
（消費者及び食品安全、（内閣府特命担当大臣

）少子化対策、男女共同参画）

森 まさこ（参・自民）

国務大臣
（内閣府特命担当大臣 ）（経済財政政策）

甘利 明（衆・自民）
国務大臣
（内閣府特命担当大臣 ）（規制改革）

稲田 朋美（衆・自民）

内閣官房副長官

加藤 勝信（衆・自民） 世耕 弘成（参・自民） 杉田 和博



副大臣

復興副大臣

（ ）谷 公一 衆・自民

（ ）浜田 昌良 参・公明

内閣府副大臣

（ ）西村 康稔 衆・自民

（ ）伊達 忠一 参・自民

内閣府副大臣

復興副大臣

（ ）寺田 稔 衆・自民

総務副大臣

（ ）柴山 昌彦 衆・自民

総務副大臣

内閣府副大臣

（ ）坂本 哲志 衆・自民

法務副大臣

（ ）後藤 茂之 衆・自民

外務副大臣

（ ）鈴木 俊一 衆・自民

（ ）松山 政司 参・自民

財務副大臣

（ ）小渕 優子 衆・自民

（ ）山口 俊一 衆・自民

文部科学副大臣

（ ）谷川 弥一 衆・自民

（ ）福井 照 衆・自民

厚生労働副大臣

（ ）桝屋 敬悟 衆・公明

厚生労働副大臣

復興副大臣

（ ）秋葉 賢也 衆・自民

農林水産副大臣

（ ）江藤 拓 衆・自民

（ ）加治屋 義人 参・自民

経済産業副大臣

（ ）菅原 一秀 衆・自民

経済産業副大臣

内閣府副大臣

（ ）赤羽 一嘉 衆・公明

国土交通副大臣

（ ）梶山 弘志 衆・自民

（ ）鶴保 庸介 参・自民

環境副大臣

（ ）田中 和德 衆・自民

環境副大臣

内閣府副大臣

（ ）井上 信治 衆・自民

防衛副大臣

（ ）江渡 聡徳 衆・自民

大臣政務官

内閣府大臣政務官

（ ）山際 大志郎 衆・自民

内閣府大臣政務官

復興大臣政務官

（ ）亀岡 偉民 衆・自民

内閣府大臣政務官

復興大臣政務官

（ ）島尻 安伊子 参・自民

総務大臣政務官

（ ）橘 慶一郎 衆・自民

（ ）片山 さつき 参・自民

総務大臣政務官

内閣府大臣政務官

（ ）北村 茂男 衆・自民

法務大臣政務官

（ ）盛山 正仁 衆・自民

外務大臣政務官

（ ）あべ 俊子 衆・自民

（ ）城内 実 衆・自民

（ ）若林 健太 参・自民

財務大臣政務官

（ ）伊東 良孝 衆・自民

（ ）竹内 譲 衆・公明

文部科学大臣政務官

（ ）丹羽 秀樹 衆・自民

（ ）義家 弘介 衆・自民

厚生労働大臣政務官

とかしき なおみ

（ ）衆・自民

（ ）丸川 珠代 参・自民

農林水産大臣政務官

（ ）稲津 衆・公明久

農林水産大臣政務官

復興大臣政務官

（ ）長島 忠美 衆・自民

経済産業大臣政務官

（ ）佐藤 ゆかり 参・自民

経済産業大臣政務官

内閣府大臣政務官

（ ）平 将明 衆・自民

国土交通大臣政務官

（ ）赤澤 亮正 衆・自民

（ ）松下 新平 参・自民

国土交通大臣政務官

復興大臣政務官

（ ）德田 毅 衆・自民

環境大臣政務官

（ ）齋藤 健 衆・自民

環境大臣政務官

内閣府大臣政務官

（ ）秋野 公造 参・公明

防衛大臣政務官

（ ）左藤 章 衆・自民

（ ）佐藤 正 参・自民久



４ 本会議･委員会等傍聴者数

内 訳

回 次 総 計
本会議 委員会等(人)

平成16年 6,061 1,990 4,071159 (常 会)

209 180 29160 (臨時会)

1,675 436 1,239161 (臨時会)

17年 6,484 1,668 4,816162 (常 会)

1,474 515 959163 (特別会)

18年 7,147 2,263 4,884164 (常 会)

3,681 1,127 2,554165 (臨時会)

19年 6,439 2,274 4,165166 (常 会)

119 119 0167 (臨時会)

2,747 779 1,968168 (臨時会)

20年 4,573 1,823 2,750169 (常 会)

1,368 663 705170 (臨時会)

21年 5,906 2,129 3,777171 (常 会)

173 172 1172 (特別会)

1,447 723 724173 (臨時会)

22年 6,345 2,690 3,655174 (常 会)

540 121 419175 (臨時会)

2,324 629 1,695176 (臨時会)

23年 4,326 1,484 2,842177 (常 会)

710 388 322178 (臨時会)

2,059 743 1,316179 (臨時会)

24年 5,466 1,518 3,948180 (常 会)

227 174 53181 (臨時会)

44 44 0182 (特別会)

（注）直近の国会は開会中の数、それ以前の国会は閉会中を含んだ数である｡



５ 参議院参観者数

参 観 内 訳
特別参観件 数 総 計

（人） （人）一 般 小学生 中学生 高校生 外国人

平成

９年 5,350 180,875 41,617 92,382 42,366 2,287 2,223 10

10年 5,888 190,272 35,709 93,500 57,964 1,515 1,584 5

11年 5,710 190,554 36,580 87,329 62,506 2,727 1,412 5

12年 5,821 185,764 31,683 90,037 60,354 1,996 1,694 53

13年 9,566 204,028 45,943 91,509 61,313 3,063 2,200 97

14年 10,535 215,057 54,388 91,014 63,827 3,297 2,531 24

15年 10,399 229,835 48,690 109,307 61,366 6,850 3,622 133

16年 11,987 234,882 54,866 111,832 58,012 5,759 4,413 74

17年 13,114 258,096 56,777 127,531 63,978 5,808 4,002 124

18年 17,424 282,398 79,864 133,216 58,224 6,855 4,239 398

19年 20,506 297,876 85,503 138,063 61,821 7,587 4,902 113

20年 25,657 316,381 99,820 142,118 60,016 11,147 3,280 209

21年 26,600 340,006 101,179 154,592 68,253 13,382 2,600 267

22年 24,442 357,554 104,002 167,500 68,216 13,975 3,861 369

23年 16,339 270,069 65,353 160,843 33,085 9,090 1,698 570

24年 18,585 344,230 77,166 179,746 73,721 11,262 2,335 708

（注）特別参観は、国会閉会中の第１・第３日曜日に限り実施している。
平成24年の数は、第182回国会終了日(12月28日)現在。



６ 参議院特別体験プログラム参加者数・参加団体数

団 体 内 訳

参加者数 団体数
小学校 中学校 その他（人） （件）

平成15年度 33,371 494 354 132 8

平成16年度 44,035 681 516 151 14

平成17年度 55,539 832 636 159 37

平成18年度 65,548 975 738 183 54

平成19年度 65,926 1,019 808 154 57

平成20年度 71,336 1,047 840 149 58

平成21年度 90,306 1,278 1,089 138 51

平成22年度 95,487 1,355 1,120 171 64

平成23年度 88,871 1,238 1,125 73 40

平成24年度 ４月 2,474 37 3 33 1

５月 6,812 100 37 61 2

６月 9,447 119 91 24 4

７月 2,622 32 25 4 3

８月 518 21 2 2 17

９月 3,166 42 35 7 0

10月 8,050 114 106 4 4

11月 16,139 212 203 9 0

12月 12,618 174 171 1 2

（年度途中計） 61,846 851 673 145 33

（注）その他とは、地域の子ども会、高校生等の団体である｡



７ 外国議会議長等招待一覧

議長が招待したもの○

招待状宛先 団 長 及 び 一 行 滞在期間

ベトナム社会主義共和国 団長 国会議長 グエン・シン・フン君 24.12. 5

国会議長一行 ～12. 8

(24.10.30 招待状発送) 団員 国会常務委員会委員

国会対外委員長 チャン・ヴァン・ハン君

同 国会常務委員会委員

国会事務局長 グエン・ハイン・フック君

同 国会常務委員会委員

国会科学技術環境委員長 ファン・スアン・ズン君

同 国会常務委員会委員

国会財政予算委員長 フン・クオック・ヒエン君

同 国会常務委員会委員

国会議員関係事務担当部門長

グエン・ティ・ヌオン君

同 交通運輸大臣

国会議員 ディン・ラー・タン君

同 ハウザン省党委員会書記

国会議員 フイン・ミン・チャック君

同 ニントゥアン省党委員会書記

グエン・チー・ズン君

同 国会対外委員会副委員長

国会議員 グエン・マイン・ティエン君

同 外務副大臣 グエン・タイン・ソン君

同 国会議員 グエン・ヴァン・ビン君



８ 国会に対する報告等　(24.11.17～12.28)

　第181回国会閉会後から第182回国会中、法令に基づいて提出された報告等は、以下のとおりである。

報　　告　　等　　の　　名　　称

平成24年

11. 22(木) 東日本大震災からの復興の状況に関する報告（平成24年11月）

11. 30(金) 独立行政法人日本学術振興会平成23年度先端研究助成業務及び研究者海外派遣業務に
関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見

11. 30(金) 独立行政法人日本学術振興会平成23年度学術研究助成業務に関する報告書及び同報告
書に付する文部科学大臣の意見

11. 30(金) 独立行政法人日本スポーツ振興センター平成23年度スポーツ振興投票に係る収益の使途に
関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見

11. 30(金) 広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書

11. 30(金) 長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書

11. 30(金) 旧軍港市転換事業進捗状況報告書

11. 30(金) 別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

11. 30(金) 伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

11. 30(金) 熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

11. 30(金) 横浜国際港都建設事業進捗状況報告書

11. 30(金) 神戸国際港都建設事業進捗状況報告書

11. 30(金) 奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

11. 30(金) 京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

11. 30(金) 松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

11. 30(金) 芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書

11. 30(金) 松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

11. 30(金) 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

12. 6(木) 国と地方の協議の場（平成24年度第２回）における協議の概要に関する報告書

12. 7(金) 平成24年度第２・四半期予算使用の状況

12. 7(金) 平成24年度第２・四半期国庫の状況

12. 7(金) 破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告（平成24年12月）

12. 7(金) 通貨及び金融の調節に関する報告書（平成24年12月）

12 18(火) ハイチ国際平和協力業務実施計画の変更（平成24年12月）

12 18(火) ハイチ国際平和協力業務の実施の状況（平成24年12月）

年月日



９ 国会関係日誌（24.11.17～12.28）

【第181回国会（臨時会）閉会後】

平成24年

11. 18(日) 栃木県知事選、福田富一氏３選

11. 18(日) 野田総理、カンボジア訪問（ASEAN関連首脳会議等出席、～21日）

11. 25(日) 山田英介元衆議院議員死去

11. 30(金) 岸信夫参議院議員、義家弘介参議院議員辞職（議長許可）

11. 30(金) 参・「新党大地・真民主」、「新党大地」に会派名変更

12. 4(火) 第46回衆議院議員総選挙公示

12. 5(水) ベトナム社会主義共和国国会議長一行、平田議長訪問

12. 7(金) 石井道子元参議院議員死去

12. 14(金) 片山虎之助参議院議員、中山恭子参議院議員、自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会
を退会

12. 14(金) 参・「自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会」、「自由民主党・無所属の会」に会派名変更

12. 14(金) 井良和氏繰上補充当選（今野東参議院議員退職による）、民主党・新緑風会・国民新党に
入会

12. 14(金) 武見敬三氏繰上補充当選（義家弘介参議院議員辞職による）、自由民主党・無所属の会に
入会

12. 14(金) 山勇一氏、藤巻幸夫氏、山田太郎氏繰上補充当選（上野ひろし参議院議員、小熊慎司参
議院議員、桜内文城参議院議員退職による）、みんなの党に入会

12. 16(日) 東京都知事選、猪瀬直樹氏当選

12. 16(日) 第46回衆議院議員総選挙

12. 17(月) 自見庄三郎参議院議員、浜田和幸参議院議員、森田高参議院議員、民主党・新緑風会・国
民新党を退会

12. 17(月) 自見庄三郎参議院議員、浜田和幸参議院議員、森田高参議院議員、「国民新党」を結成

12. 17(月) 参・「民主党・新緑風会・国民新党」、「民主党・新緑風会」に会派名変更

12. 18(火) 片山虎之助参議院議員、中山恭子参議院議員、水戸将史参議院議員、「日本維新の会」を
結成

12. 19(水) 中村茂元衆議院議員死去

12. 20(木) 参・「国民の生活が第一」、「日本未来の党」に会派名変更

12. 20(木) 中尾辰義元参議院議員死去

12. 21(金) 特別会召集を閣議決定

【第182回国会（特別会）】
12. 26(水) 衆・本会議（議長に伊吹文明君当選、副議長に赤松広隆君当選、会期の件、議院運営委員

長選挙、内閣総理大臣に安倍晋三君を指名）

12. 26(水) 参・本会議（副議長辞任許可、副議長に山崎正昭君当選、７特別委員会設置、会期の件、内
閣総理大臣に安倍晋三君を指名）

12. 27(木) 衆・本会議（16常任委員長選挙、９特別委員会設置）

12. 28(金) 開会式

12. 28(金) 亀井静香衆議院議員、阿部知子衆議院議員、日本未来の党を退会

12. 28(金) 鳩山 夫衆議院議員、自由民主党へ入会

12. 28(金) 衆・「日本未来の党」、「生活の党」に会派名変更

12. 28(金) 衆・本会議

12. 28(金) 参・本会議（２常任委員長（文教科学、行政監視）選挙）

12. 28(金) 第182回国会閉会

年月日 事　　　　　　　　項


