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（１）審議概観

第187回国会において、本委員会は予算

の執行状況に関する調査を行った。

なお、本委員会に付託された請願はな

かった。

〔国政調査〕

予算の執行状況に関する調査として、

以下のとおり、予算委員会が開かれた。

第186回国会閉会後の 、集団的７月15日

自衛権及び外交安全保障をめぐる諸問題

に関する集中審議が行われた。

質疑では、集団的自衛権に関する法整

備と次期防衛大綱への反映、武力行使の

新３要件の解釈、集団的自衛権の閣議決

定による憲法解釈の変更、閣議決定過程

における内閣法制局の関与、集団的自衛

権の「密接な関係にある他国」の範囲、

日米防衛協力のための指針の改善、日米

地位協定の改定と沖縄基地負担軽減、専

守防衛及び非核３原則等の維持、ＰＫＯ

における他国との武力行使に係る判断基

準、自衛隊の活動範囲拡大に伴う人員不

足への対応、南シナ海におけるシーレー

ン防衛、防衛産業に関連した軍産官の肥

大化等の問題が取り上げられた。

第187回国会においては、安倍内閣総理

大臣の所信表明演説に対する本会議での

各党代表質問の後、 、 の２10月７日 ８日

日間、予算の執行状況に関する調査とし

て予算委員会が開かれ質疑が行われた。

質疑では、国会議員定数削減に係る総

理の所見、選挙区内で禁止される寄附の

範囲、日中・日韓・日露関係に対する外

交姿勢、集団的自衛権の解釈変更、景気

の現状認識と消費税率引上げ、消費税増

税後の経済状況と円安による影響、法人

事業税の外形標準課税化、地方創生実現

と地方税収の偏在是正、年金積立金の運



用見直し、子ども・子育て支援新制度及

び保育士の処遇改善 地方における若者・、

障害者の就労等の支援、女性活躍を妨げ

る障害除去の取組、最低賃金と法人課税

の見直し、原子力発電所の安全性評価と

再生可能エネルギー推進、原発再稼働及

び原発依存率への認識、農業に対する基

本認識と米価下落への対応、ゆうちょ銀

行の減資による復興財源の捻出、持続可

能な開発のための教育（ＥＳＤ 、優れた）

技術を持つ中小企業の販路拡大、中古住

宅市場の活性化策、国立競技場解体工事

の入札、国家公務員と地方公務員の人事

交流による地方活性化、カジノ解禁の是

非等の問題が取り上げられた。

また、 、安倍内閣の基本姿勢11月４日

。 、に関する集中審議が行われた 質疑では

アベノミクスの影響、人口減少下におけ

る財政再建、企業の地方移転に向けた優

遇措置、沖縄の基地負担軽減、拉致問題

に係る北朝鮮への制裁、火山噴火対策、

ＪＴ完全民営化、年金積立金管理運用独

（ ） 、立行政法人 ＧＰＩＦ の年金資金運用

社会福祉法人改革、母子家庭支援、高等

学校無償化に係る所得制限、再生可能エ

ネルギー固定価格買取制度、特定秘密保

護法におけるチェック体制 ヘイトスピー、

チに対する法的規制、閣僚の政治資金問

題等の問題が取り上げられた。

（２）委員会経過

○平成26年７月15日(火)（第186回国会閉会後

第１回）

集中審議（集団的自衛権及び外交安全保障―

―をめぐる諸問題）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

予算の執行状況に関する調査のうち、集団的

自衛権及び外交安全保障をめぐる諸問題に関

する件について安倍内閣総理大臣、岸田外務

大臣、小野寺防衛大臣、下村文部科学大臣、

太田国土交通大臣、菅内閣官房長官及び政府

参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

（ ）、 （ ）、佐藤正久君 自民 島尻安伊子君 自民

大塚耕平君（民主 、福山哲郎君（民主 、） ）

（ ）、 （ ）、西田実仁君 公明 片山虎之助君 維結

中西健治君（みん 、松沢成文君（みん 、） ）

小池晃君（共産 、吉田忠智君（社民 、荒） ）

井広幸君（改革 、主濱了君（生活、委員）

外議員）

○平成26年10月７日(火)（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を行うことを決

定した。

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。

予算の執行状況に関する件について安倍内閣

、 、 、総理大臣 下村文部科学大臣 有村国務大臣

高市総務大臣、松島法務大臣、小渕経済産業

大臣、石破国務大臣、麻生国務大臣、甘利国

務大臣、塩崎厚生労働大臣、望月内閣府特命

担当大臣、西川農林水産大臣、太田国土交通

大臣、山谷国務大臣、江渡防衛大臣、竹下復

興大臣、永岡厚生労働副大臣、田中原子力規

制委員会委員長、政府参考人、参考人独立行

政法人日本スポーツ振興センター理事長河野

一郎君及び日本銀行総裁黒田東彦君に対し質

疑を行った。

〔質疑者〕

蓮舫君（民主 、福山哲郎君（民主 、小川） ）

敏夫君（民主 、鶴保庸介君（自民 、岡田） ）

広君（自民 、馬場成志君（自民））

○平成26年10月８日(水)（第２回）

予算の執行状況に関する件について安倍内閣



、 、 、総理大臣 石破国務大臣 下村文部科学大臣

高市総務大臣、太田国土交通大臣、麻生財務

、 、 、大臣 小渕経済産業大臣 塩崎厚生労働大臣

、 、 、岸田外務大臣 江渡防衛大臣 望月国務大臣

松島法務大臣、菅内閣官房長官、有村国務大

臣、西川農林水産大臣、甘利内閣府特命担当

大臣、山谷国務大臣、小里環境副大臣、田中

原子力規制委員会委員長及び政府参考人に対

し質疑を行った。

〔質疑者〕

堀井巌君（自民 、荒木清寛君（公明 、佐） ）

（ ）、 （ ）、々木さやか君 公明 水野賢一君 みん

渡辺美知太郎君（みん 、片山虎之助君※ ）

（維新 、大門実紀史君（共産 、福島みず） ）

ほ君（社民 、浜田和幸君（改革））

関連質疑※

○平成26年11月４日(火)（第３回）

― ―集中審議（安倍内閣の基本姿勢）

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うち、安倍内

閣の基本姿勢に関する件について安倍内閣総

理大臣、江渡防衛大臣、山口内閣府特命担当

大臣、石破国務大臣、竹下復興大臣、太田国

土交通大臣、下村文部科学大臣、塩崎厚生労

働大臣、有村国務大臣、麻生財務大臣、望月

環境大臣、宮沢経済産業大臣、西川農林水産

大臣、上川国務大臣、山谷内閣府特命担当大

臣、岸田外務大臣及び政府参考人に対し質疑

を行った。

〔質疑者〕

岡田直樹君（自民 、藤川政人君（自民 、） ）

島田三郎君（自民 、櫻井充君（民主 、水） ）

岡俊一君（民主 、長沢広明君（公明 、松） ）

沢成文君（みん 、小野次郎君（維新 、仁） ）

比聡平君（共産 、吉田忠智君（社民 、平） ）

野達男君（改革）


