
１ 本会議審議経過

○平成25年８月２日(金)

事務総長は、議長が選挙されるまで、議長の

職務を行うことを宣告した。

開会 午前10時２分

日程第１ 副議長辞任の件

本件は、これを許可することに決した。

日程第２ 議長の選挙

本選挙は、無名投票の結果(投票総数241、

過半数121)、山崎正昭君が241票をもって

当選した。

事務総長は、議長山崎正昭君を議院に紹介

した。

議長山崎正昭君は、就任の挨拶をした。

日程第３ 議席の指定

議長は、議員の議席を指定した。

副議長の選挙

本選挙は、無名投票の結果、投票総数243、

名刺数240にて、投票の数が名刺の数を超

過したため、更に無名投票を行った結果(投

票総数238、過半数120)、輿石東君226票、

無効１票、白票11票にて、投票の過半数を

得た輿石東君が当選した。

議長は、副議長輿石東君を議院に紹介した。

副議長輿石東君は、就任の挨拶をした。

片山虎之助君は、議長及び副議長に対し祝

辞を述べた。

日程第４ 常任委員の選任

議長は、本院規則第30条の規定により、新

たに当選した議員を各常任委員に指名し

た。

日程第５ 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、次のとおり各

常任委員長を指名した。

内閣委員長 相原 久美子君

総務委員長 山本 香苗君

法務委員長 荒木 清寛君

財政金融委員長 藤田 幸久君

文教科学委員長 丸山 和也君

厚生労働委員長 石井 みどり君

農林水産委員長 野村 哲郎君

国土交通委員長 石井 準一君

国家基本政策委員長 江口 克彦君

予算委員長 山崎 力君

行政監視委員長 愛知 治郎君

日程第６ 憲法審査会委員の選任

議長は、参議院憲法審査会規程第３条の規

定により、新たに当選した議員を憲法審査

会委員に指名した。

日程第７ 政治倫理審査会委員の選任

議長は、参議院政治倫理審査会規程第７条

の規定により、新たに当選した議員を政治

倫理審査会委員に指名した。

休憩 午後０時15分

再開 午後１時１分

日程第８ 会期の件

本件は、６日間とすることに決した。

散会 午後１時２分

○平成25年８月７日(水)

開会 午後０時51分

議長は、新たに当選した議員堀内恒夫君を議

院に紹介した後、同君を環境委員に指名した。

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 相原 久美子君

総務委員長 山本 香苗君

法務委員長 荒木 清寛君

外交防衛委員長 加藤 敏幸君

財政金融委員長 藤田 幸久君

文教科学委員長 丸山 和也君

厚生労働委員長 石井 みどり君

農林水産委員長 野村 哲郎君

経済産業委員長 増子 輝彦君

国土交通委員長 石井 準一君

環境委員長 北川イッセイ君

国家基本政策委員長 江口 克彦君

予算委員長 山崎 力君

決算委員長 金子 原二郎君

行政監視委員長 愛知 治郎君

議院運営委員長 岩城 光英君

懲罰委員長 北澤 俊美君

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、次のとおり各

常任委員長を指名した。

内閣委員長 相原 久美子君

総務委員長 山本 香苗君

法務委員長 荒木 清寛君

外交防衛委員長 末松 信介君

財政金融委員長 塚田 一郎君

文教科学委員長 丸山 和也君

厚生労働委員長 石井 みどり君

農林水産委員長 野村 哲郎君

経済産業委員長 増子 輝彦君

国土交通委員長 加藤 敏幸君

環境委員長 佐藤 信秋君

国家基本政策委員長 藤田 幸久君

予算委員長 山崎 力君

決算委員長 金子 原二郎君

行政監視委員長 江口 克彦君

議院運営委員長 岩城 光英君

懲罰委員長 北澤 俊美君

日程第１ 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、

原子力に関する諸問題を調査するため委員

25名から成る原子力問題特別委員会を設置

することに決し、議長は、追って特別委員

を指名する旨を告げた。

調査会設置の件

本件は、議長発議により、立法府、行政府

等国の統治機構の在り方及び国と地方との

関係に関し、長期的かつ総合的な調査を行

うため委員25名から成る国の統治機構に関

する調査会、

国民生活の安定及び向上の観点からデフレ

脱却及び財政再建に関し、長期的かつ総合

的な調査を行うため委員25名から成る国民

生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関

する調査会を設置することに決し、議長は、

追って調査会委員を指名する旨を告げた。

休憩 午後０時59分

再開 午後２時46分

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（第181回国

会提出）

一、平成二十三年度国有財産増減及び現

在額総計算書（第181回国会提出）

一、平成二十三年度国有財産無償貸付状

況総計算書（第181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

原子力問題特別委員会

一、原子力問題に関する調査

国の統治機構に関する調査会

一、国の統治機構等に関する調査

国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建

に関する調査会

一、国民生活のためのデフレ脱却及び財

政再建に関する調査

法制局長の辞任に関する件

本件は、伊藤誠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、岩崎隆二君の任命を承認すること

に決した。

議長は、今国会の議事を終了するに当たり挨

拶をした。

散会 午後２時49分


