
委員一覧（25名）

塚田 一郎（自民） 熊谷 大（自民） 安井 美沙子（民主）委員長

伊達 忠一（自民） 長峯 誠（自民） 山本 博司（公明）理 事

鶴保 庸介（自民） 長谷川 岳（自民） 井上 義行（みん）理 事

西田 昌司（自民） 三宅 伸吾（自民） 山口 和之（みん）理 事

尾立 源幸（民主） 山本 一太（自民） 大門 実紀史（共産）理 事

西田 実仁（公明） 礒 哲史（民主） 中山 恭子（維新）理 事

愛知 治郎（自民） 大塚 耕平（民主） 平野 達男（改革）
石田 昌宏（自民） 風間 直樹（民主）

（25.10.31 現在）大沼 みずほ（自民） 金子 洋一（民主）

（１）審議概観

第185回国会において本委員会に付託さ

れた法律案は、内閣提出１件であり、可

決した。

また、本委員会付託の請願29種類208件

は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

特別会計に関する法律等の一部を改正

は、国全体の財政の一層する等の法律案

の効率化及び透明化を図るため、特別会

計及びその勘定の廃止、統合等の措置を

講ずるとともに、旧臨時軍事費特別会計

の決算等の整理についての経過措置を廃

止する等のほか、経済基盤強化のための

資金に関する法律を廃止しようとするも

のである。委員会においては、特別会計

改革の今後の方向性、特別会計の統廃合

による政策効果、外国為替資金特別会計

を見直すことの意義等について質疑が行

われ、多数をもって可決さ 。なお、附れた

帯決議が付された。

〔国政調査〕

、復興特別法人税の廃止によ11月７日

るメリットと被災地の理解を得るための

方策、マネタリーベースの拡大を銀行貸

出の増加につなげる必要性、消費税増税

が被災地の経済に与える影響、金利上昇

がもたらす我が国財政への影響に対する

。財務大臣の認識等について質疑を行った

、金融機関における反社会的11月21日

勢力との取引問題に関する件について、

参考人一般社団法人全国銀行協会会長國

部毅君、株式会社みずほ銀行取締役頭取

佐藤康博君、日本証券業協会会長稲野和

利君、一般社団法人日本クレジット協会

会長大森一廣君に対し質疑を行った。

、金融機関における反社会的11月28日

勢力との取引問題に関する件について、

民間企業の反社会的勢力との関係遮断に

向けた警察当局の支援策、生命保険会社

及び損害保険会社における反社会的勢力

への対応状況、金融機関間での反社会的

勢力等の情報共有化に向けた課題等につ

金融機能の再いて質疑を行った。また、

生のための緊急措置に関する法律第５条

の規定に基づく破綻金融機関の処理のた

平めに講じた措置の内容等に関する報告（

成25年６月７日提出）について麻生内閣

府特命担当大臣から説明を聴取した後、



経済政策パッケージの実施に当たっての

低所得者・小規模事業者・地方経済に対

する配慮の必要性、租税特別措置の適用

実態調査の結果に関する報告書の電子

データ提供等についての検討状況、無形

資産を活用した課税逃れに対する移転価

格税制の在り方、我が国の財政リスク顕

在化の可能性に対する財務大臣の見解等

について質疑を行った。

（２）委員会経過

○平成25年10月31日(木)（第１回）

理事の選任及び補欠選任を行った。

財政及び金融等に関する調査を行うことを決

定した。

○平成25年11月７日(木)（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

復興特別法人税に関する件、量的・質的金融

、 、緩和に関する件 国家公務員宿舎に関する件

金融機関の反社会的勢力への対応に関する

件、消費税率引上げと経済対策に関する件、

中小企業金融の円滑化に関する件、地震デリ

バティブに関する件、法人税の実効税率引下

げに関する件等について麻生国務大臣、愛知

財務副大臣、谷復興副大臣、松本総務大臣政

務官、福岡内閣府大臣政務官、磯 経済産業

大臣政務官、政府参考人、参考人日本銀行総

裁黒田東彦君、同銀行副総裁岩田規久男君及

び同銀行企画局審議役野村充君に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

（ ）、 （ ）、安井美沙子君 民主 大塚耕平君 民主

金子洋一君（民主 、尾立源幸君（民主 、） ）

西田昌司君（自民 、長谷川岳君（自民 、） ）

熊谷大君（自民 、西田実仁君（公明 、井） ）

上義行君（みん 、山口和之君（みん 、大） ）

門実紀史君（共産 、中山恭子君（維新 、） ）

平野達男君（改革）

○平成25年11月14日(木)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

特別会計に関する法律等の一部を改正する等

につの法律案（閣法第13号 （衆議院送付））

いて麻生財務大臣から趣旨説明を聴き、同大

臣、世耕内閣官房副長官、愛知財務副大臣、

、 、福岡内閣府大臣政務官 伊藤総務大臣政務官

政府参考人及び参考人日本銀行理事雨宮正佳

君に対し質疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

石田昌宏君（自民 、尾立源幸君（民主 、） ）

礒 哲史君（民主 、西田実仁君（公明 、） ）

（ ）、 （ ）、井上義行君 みん 大門実紀史君 共産

中山恭子君（維新 、平野達男君（改革））

（閣法第13号）

賛成会派 自民、民主、公明、維新、改革

反対会派 みん、共産

なお、附帯決議を行った。

参考人の出席を求めることを決定した。

○平成25年11月21日(木)（第４回）

金融機関における反社会的勢力との取引問題

に関する件について次の参考人に対し質疑を

行った。

〔参考人〕

一般社団法人全国銀行協会会長 國部毅君

株式会社みずほ銀行取締役頭取 佐藤康博

君

日本証券業協会会長 稲野和利君

一般社団法人日本クレジット協会会長 大

森一廣君

〔質疑者〕

三宅伸吾君（自民 、大塚耕平君（民主 、） ）

西田実仁君（公明 、井上義行君（みん 、） ）

（ ）、 （ ）、小野次郎君 みん 大門実紀史君 共産

藤巻健史君（維新 、平野達男君（改革））

○平成25年11月28日(木)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。



金融機関における反社会的勢力との取引問題

に関する件について麻生内閣府特命担当大臣

及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

三宅伸吾君（自民 、大塚耕平君（民主 、） ）

西田実仁君（公明 、井上義行君（みん 、） ）

（ ）、 （ ）、大門実紀史君 共産 中山恭子君 維新

平野達男君（改革）

金融機能の再生のための緊急措置に関する法

律第５条の規定に基づく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に

関する件について麻生内閣府特命担当大臣か

ら説明を聴いた後、同件、経済政策パッケー

ジに関する件、租税特別措置の適用実態調査

に関する件、日中の米国債保有状況に関する

件、国際収支の動向に関する件、移転価格税

制に関する件、為替相場に関する件、我が国

財政のリスクに関する件等について麻生国務

、 、 、大臣 愛知財務副大臣 伊藤総務大臣政務官

平口法務大臣政務官、髙鳥厚生労働大臣政務

官及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

長峯誠君（自民 、尾立源幸君（民主 、風） ）

間直樹君（民主 、西田実仁君（公明 、山） ）

口和之君（みん 、大門実紀史君（共産 、） ）

藤巻健史君（維新 、平野達男君（改革））

○平成25年12月６日(金)（第６回）

請願第１号外207件を審査した。

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。


