
本会議審議経過１

○平成26年９月29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 水岡 俊一君

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 大久保 勉君

国土交通委員長 藤本 祐司君

環境委員長 佐藤 信秋君

国家基本政策委員長 長浜 博行君

予算委員長 山崎 力君

決算委員長 金子 原二郎君

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２ 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 大島 九州男君

総務委員長 谷合 正明君

法務委員長 魚住 裕一郎君

外交防衛委員長 片山 さつき君

財政金融委員長 古川 俊治君

文教科学委員長 水落 敏栄君

厚生労働委員長 丸川 珠代君

農林水産委員長 山田 俊男君

経済産業委員長 吉川 沙織君

国土交通委員長 広田 一君

環境委員長 島尻 安伊子君

国家基本政策委員長 小川 勝也君

予算委員長 岸 宏一君

決算委員長 小坂 憲次君

行政監視委員長 松村 祥史君

議院運営委員長 中川 雅治君

懲罰委員長 芝 博一君

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

災害対策立に資するため委員20名から成る

、特別委員会

沖縄及び北方問題に関する対策樹立に資す

沖縄及び北方問題るため委員20名から成る

、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

政治倫理の確立及のため委員35名から成る

、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

北朝鮮による拉致問題等に関する特ら成る

、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

政府開発援助等に関する特別委員ら成る

、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 を設置原子力問題特別委員会

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９分

再開 午後２時36分

日程第３ 会期の件

本件は、全会一致をもって63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

安倍内閣総理大臣は、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３時



○平成26年10月１日(水)

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２

日)

田中直紀君、伊達忠一君は、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 午前11時45分

○平成26年10月２日(木)

開会 午前10時21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、行田邦子君は、それぞれ質

疑をした。

休憩 午前11時59分

再開 午後１時１分

休憩前に引き続き、寺田典城君、山下芳生

、 、 、 、君 加藤敏幸君 野村哲郎君 田城郁君は

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。

散会 午後３時50分

○平成26年10月29日(水)

開会 午前10時１分

裁判官弾劾裁判所裁判員、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有村治子

君、二之湯智君、松村祥史君、魚住裕一郎

君、裁判官訴追委員片山さつき君、北川イ

ッセイ君、佐藤ゆかり君、中川雅治君、谷

合正明君、同予備員山田俊男君、 山勇一

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、皇室経済会

議予備議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

岡田 広君

末松 信介君

関口 昌一君

荒木 清寛君

裁判官訴追委員

武見 敬三君

野上 浩太郎君

山本 一太君

脇 雅史君

横山 信一君

同予備員

福岡 資麿君(第１順位)

石井 準一君(第２順位)

皇室経済会議予備議員

伊達 忠一君(第１順位)

検察官適格審査会委員

野村 哲郎君

同予備委員

石井 みどり君(野村哲郎君

の予備委員)

国土審議会委員

鶴保 庸介君

吉田 博美君

国土開発幹線自動車道建設会議委員

岩城 光英君

林 芳正君

各種委員の順位変更

裁判官弾劾裁判所裁判員予備員

井上 義行君(第３順位を

第２順位に変更)

川田 龍平君(第２順位を

第３順位に変更)

日程第１ サイバーセキュリティ基本法案

（第186回国会衆議院提出)

本案は、内閣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214、反対

16にて可決された。

日程第２ 専門的知識等を有する有期雇用労

働者等に関する特別措置法案（第

186回国会内閣提出衆議院送付）

本案は、厚生労働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77にて可決された。

散会 午前10時10分



○平成26年11月５日(水)

開会 午前10時６分

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律の一部を改正する法律

案(趣旨説明)

本件は、日程に追加し、太田国土交通大臣

から趣旨説明があった後、古賀友一郎君、

森本真治君、山本博司君、和田政宗君、室

井邦彦君、辰已孝太郎君がそれぞれ質疑を

した。

日程第１ 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を

改正する法律案（内閣提出)

本案は、内閣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211、反対

16にて可決された。

散会 午後０時15分

○平成26年11月７日(金)

開会 午後０時21分

特別委員会設置の件

本件は、議長発議により、

地方創生に関する総合的な対策を樹立する

地方創生に関する特ため委員30名から成る

を設置することに決し、議長は、別委員会

追って特別委員を指名する旨を告げた。

まち・ひと・しごと創生法案及び地域再生法

の一部を改正する法律案(趣旨説明)

本件は、日程に追加し、石破国務大臣から

趣旨説明があった後、中原八一君、藤本祐

司君、横山信一君、山田太郎君、儀間光男

君、吉良よし子君がそれぞれ質疑をした。

日程第１ 経済上の連携に関する日本国とオ

ーストラリアとの間の協定の締結

について承認を求めるの件(衆議

院送付)

本件は、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、賛成206、

反対16にて承認することに決した。

日程第２ 感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律の一部を

改正する法律案(内閣提出)

本案は、厚生労働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220、

反対１にて可決された。

日程第３ 鳥獣による農林水産業等に係る被

害の防止のための特別措置に関す

る法律の一部を改正する法律案

（農林水産委員長提出）

本案は、農林水産委員長から趣旨説明が

あった後、押しボタン式投票をもって採決

、 、 。の結果 賛成220 反対１にて可決された

散会 午後２時11分

○平成26年11月12日(水)

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、

原子力委員会委員長に岡芳明君を任命する

ことに賛成200、反対32にて同意すること

に決し、

原子力委員会委員に阿部信泰君、中西友子

君、公安審査委員会委員に川野辺充子君を

任命することに賛成215、反対16にて同意

することに決し、

国家公安委員会委員に川本裕子君を任命す

ることに賛成232、反対０にて全会一致を

もって同意することに決し、

特定個人情報保護委員会委員に嶋田実名子

、 、君 加藤久和君を任命することに賛成226

反対５にて同意することに決し、

公安審査委員会委員に板澤幸雄君を任命す

ることに賛成222、反対11にて同意するこ

とに決した。

日程第１ 社会保険労務士法の一部を改正す

る法律案（第186回国会衆議院提

出)

本案は、厚生労働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232、

反対０にて全会一致をもって可決された。

日程第２ 関税暫定措置法の一部を改正する

法律案（内閣提出、衆議院送付）

日程第３ 経済上の連携に関する日本国とオ

ーストラリアとの間の協定に基づ

く申告原産品に係る情報の提供等

に関する法律案(内閣提出、衆議



院送付)

以上両案は、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217、

反対16にて可決された。

日程第４ 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５ 特別職の職員の給与に関する法律

の一部を改正する法律案(内閣提

出、衆議院送付)

日程第６ 国家公務員退職手当法の一部を改

正する法律案（内閣提出、衆議院

送付）

以上３案は、内閣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194、

反対34にて可決された。

日程第７ 土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律

の一部を改正する法律案（内閣提

出、衆議院送付）

本案は、国土交通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233、

反対０にて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の一部

を改正する法律案（衆議院提出）

本案は、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、賛成195、反対34にて可決された。

散会 午前10時20分

○平成26年11月14日(金)

開会 午前10時１分

日程第１ 災害対策基本法の一部を改正する

法律案（内閣提出、衆議院送付)

本案は、災害対策特別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

228、反対０にて全会一致をもって可決さ

れた。

日程第２ 公衆等脅迫目的の犯罪行為のため

の資金の提供等の処罰に関する法

律の一部を改正する法律案（第183

回国会内閣提出、第187回国会衆

議院送付)

本案は、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、賛成214、反対

14にて可決された。

散会 午前10時７分

○平成26年11月19日(水)

開会 午前10時１分

日程第１ 原子力損害の補完的な補償に関す

る条約の締結について承認を求め

るの件(衆議院送付)

本件は、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、賛成207、

反対30にて承認することに決した。

日程第２ 北朝鮮当局によって拉致された被

害者等の支援に関する法律の一部

を改正する法律案(衆議院提出)

本案は、北朝鮮による拉致問題等に関する

特別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238、反対０にて

全会一致をもって可決された。

日程第３ 地方公共団体の議会の議員及び長

の選挙期日等の臨時特例に関する

法律案(内閣提出、衆議院送付)

本案は、政治倫理の確立及び選挙制度に関

する特別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239、反対０に

て全会一致をもって可決された。

日程第４ 空家等対策の推進に関する特別措

置法案(衆議院提出)

本案は、国土交通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239、

反対０にて全会一致をもって可決された。

日程第５ 外国人漁業の規制に関する法律及

び排他的経済水域における漁業等

に関する主権的権利の行使等に関

する法律の一部を改正する法律案

(衆議院提出)



本案は、農林水産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237、

反対０にて全会一致をもって可決された。

日程第６ 犯罪による収益の移転防止に関す

る法律の一部を改正する法律案

(内閣提出、衆議院送付)

日程第７ 国際連合安全保障理事会決議第

千二百六十七号等を踏まえ我が国

が実施する国際テロリストの財産

の凍結等に関する特別措置法案

(内閣提出、衆議院送付)

以上両案は、内閣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233、

反対５にて可決された。

日程第８ 私事性的画像記録の提供等による

被害の防止に関する法律案(衆議

院提出)

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236、反対

１にて可決された。

日程第９ 財団法人日本遺族会に対する国有

財産の無償貸付に関する法律の一

部を改正する法律案（第186回国

会衆議院提出）

日程第10 医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律の一部を改正する法律案(衆議

院提出)

日程第11 ハンセン病問題の解決の促進に関

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、厚生労働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は賛成224、反対15にて可決、日程第10

及び第11は賛成238、反対０にて全会一致

をもって可決された。

日程第12 日本環境安全事業株式会社法の一

部を改正する法律案(内閣提出、

衆議院送付)

本案は、環境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211、反対

28にて可決された。

日程第13 不当景品類及び不当表示防止法の

、一部を改正する法律案(内閣提出

衆議院送付)

本案は、消費者問題に関する特別委員長か

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238、反対０にて全会一致をもっ

て可決された。

散会 午前10時33分

○平成26年11月21日(金)

開会 午前10時１分

議員辞職の件

本件は、佐藤ゆかり君の辞職を許可するこ

とに決した。

日程第１ まち・ひと・しごと創生法案(内

閣提出、衆議院送付)

日程第２ 地域再生法の一部を改正する法律

案（内閣提出、衆議院送付）

以上両案は、地方創生に関する特別委員長

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137 反対１にて可決された

日程第３ 裁判官の報酬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)

日程第４ 検察官の俸給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)

以上両案は、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、賛成133、

反対１にて可決された。

日程第５ 防衛省の職員の給与等に関する法

律の一部を改正する法律案(内閣

提出、衆議院送付)

本案は、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、賛成138、

反対１にて可決された。

日程第６ 原子力損害の補完的な補償に関す

る条約の実施に伴う原子力損害賠



償資金の補助等に関する法律案

（内閣提出、衆議院送付）

日程第７ 原子力損害の賠償に関する法律及

び原子力損害賠償補償契約に関す

る法律の一部を改正する法律案

（内閣提出、衆議院送付）

以上両案は、文教科学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

139、反対０にて全会一致をもって可決さ

れた。

委員会の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の調査を

閉会中も継続することに全会一致をもって

決した。

災害対策特別委員会

一、災害対策樹立に関する調査

散会 午前10時15分


