
１ 第188回国会概観

１ 第47回衆議院議員総選挙

第187回国会開会中の平成26年11月21

日、安倍内閣の下、衆議院が解散された。

これを受けて、第47回衆議院議員総選

挙は、12月２日に公示され、同14日に行わ

れた（平成24年の公職選挙法改正により、

定数は480から475に減少した。）。

総選挙の結果、自由民主党は、前回とほ

ぼ同数の291議席を獲得して衆議院の単独

過半数を大きく上回り、連立与党であった

公明党は、35議席を得て議席を増やした。

また、民主党及び日本共産党は、それぞれ

73議席及び21議席を得て議席を増やした。

維新の党は41議席、次世代の党、生活の

党及び社会民主党は、それぞれ２議席を得

た。

今回の選挙の全国平均投票率は、小選

挙区52.66％、比例代表52.65％であった。

これは、前回（平成24年12月）の総選挙と

比べ、小選挙区及び比例代表のいずれも

6.66ポイント下回り、双方の全国平均投票

率は、戦後最低を記録した。

翌15日、自由民主党及び公明党は、連

立政権の継続を確認し、合意文書に署名

した。

また、民主党では、今回の総選挙の結

果、議席を得られなかった海江田代表が、

同15日に辞意を表明した。その後、平成27

年１月18日に行われた代表選挙において、

岡田克也衆議院議員が新代表に選出され

た。

２ 会期及び活動等の概要

（召集・会期）

第188回国会（特別会）は、12月14日に

行われた第47回衆議院議員総選挙を受

け、同24日に召集された。会期は、衆参両

院の本会議において、同26日までの３日

間とする旨議決された。

開会式は、同26日午前10時30分から参

議院議場で行われた。

（院の構成）

参議院では、召集日当日、８特別委員会

（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、原子

力問題）が設置された。

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

の町村 孝君が、副議長には民主党・無所

属クラブの川端達夫君が当選した。また、

同日、議院運営委員長の選挙が行われ

た。翌25日には、議院運営委員長を除く各

常任委員長の選挙が行われたほか、災害

対策特別委員会等９特別委員会が設置さ

れた。

なお、第187回国会閉会後の12月10日、

衆参両院に情報監視審査会が設置されて

いる。

（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

いても、投票の結果、安倍晋三衆議院議員

(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第３次

安倍内閣が発足した。

（活動等の概要）

今国会中、衆議院議員提出法律案４件が

新規に提出され、いずれも衆議院で継続審

査となった。

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26日、衆参両院の本会議で閉会手続

が行われた。

３ その他

（選挙制度協議会）

選挙制度協議会（平成25年９月の参議

院各会派代表者懇談会の合意に基づき発

足した「選挙制度の改革に関する検討会」

の下に設置された各会派の協議会）では、

第187回国会閉会後も引き続き、選挙制

度の改革について協議が行われた。

そして、第188回国会最終日の12月26

日に開かれた協議会において、これまで

の本協議会における協議を踏まえ取りま

とめられた「選挙制度協議会報告書（案）」

が示され、本報告書（案）を本協議会に

おける最終報告書とし、議長に報告する

ことが了承された。



２ 参議院役員等一覧

役員名 召集日(26.12.24) 会期中選任

議 長 山崎 正昭（ 無 ）

副 議 長 輿石 東（ 無 ）

内 閣 大島 九州男（民主)

総 務 谷合 正明（公明）

法 務 魚住 裕一郎（公明）

外交防衛 片山 さつき（自民)

財政金融 古川 俊治（自民)

文教科学 水落 敏栄（自民）

厚生労働 丸川 珠代（自民）

農林水産 山田 俊男（自民）

経済産業 吉川 沙織（民主)

国土交通 広田 一（民主)

環 境 島尻 安伊子（自民)

国家基本政策 小川 勝也（民主)

予 算 岸 宏一（自民）

決 算 小坂 憲次（自民）

行政監視 松村 祥史（自民）

議院運営 中川 雅治（自民）

懲 罰 芝 博一（民主）

災害対策 秋野 公造（公明）※

沖縄･北方 風間 直樹（民主）※

倫理選挙 牧山 ひろえ（民主）※

拉致問題 中曽根 弘文（自民）※

Ｏ Ｄ Ａ 山本 順三（自民）※

消費者問題 石井 みどり（自民）※

震災復興 櫻井 充（民主）※

原子力問題 西田 昌司（自民）※

統治機構 山崎 力（自民）

デフレ脱却 鴻池 祥肇（自民）

憲法審査会会長 柳本 卓治（自民）

情報監視審査会会長

政治倫理審査会会長 伊達 忠一（自民）

事務総長 中村 剛

※召集日選任

特

別

委

員

長

常

任

委

員

長

調
査
会
長



３ 会派別所属議員数一覧

(会期終了日 現在)

① 28.7.25 任期満了 ② 31.7.28 任期満了
会 派 議員数

比 例 選挙区 合 計 比 例 選挙区 合 計

自 由 民 主 党 114 12 37 49 18 47 65
(16) (4) (3) (7) (5) (4) (9)

民 主 党 ・ 新 緑 風 会 58 15 26 41 7 10 17
(9) (1) (4) (5) (3) (1) (4)

公 明 党 20 6 3 9 7 4 11
(3) (1) (1) (1) (1) (2)

維 新 の 党 11 5 0 5 4 2 6

日 本 共 産 党 11 3 0 3 5 3 8
(4) (1) (1) (1) (2) (3)

次 世 代 の 党 7 1 1 2 3 2 5
(1) (1) (1)

日 本 を 元 気 に す る 会 6 2 1 3 2 1 3
(1) (1) (1)

無 所 属 ク ラ ブ 4 0 2 2 1 1 2
(1) (1) (1)

社会民主党・護憲連合 3 2 0 2 1 0 1
(1) (1) (1)

新党改革・無所属の会 2 1 0 1 0 1 1

生 活 の 党 2 1 1 2 0 0 0
(1) (1) (1)

各 派 に 属 し な い 議 員 4 0 2 2 0 2 2
(1) (1) (1)

合 計 242 48 73 121 48 73 121
(38) (8) (8) (16) (11) (11) (22)

欠 員 0 0 0 0 0 0 0

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28年７月25日任期満了、 印の議員は平成31年７月28日任期満了

また、( )内は、各議員の選出選挙区別

【 自 由 民 主 党 】
（１１４名）

阿達 雅志（比 例） 愛知 治郎（宮 城） 青木 一彦（島 根）

赤池 誠章（比 例） 赤石 清美（比 例） 有村 治子（比 例）

井原 巧（愛 媛） 石井 準一（千 葉） 石井 浩郎（秋 田）

石井 正弘（岡 山） 石井 みどり（比 例） 石田 昌宏（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） 江島 潔（山 口） 衛藤 晟一（比 例）

尾 秀久（鹿児島） 大家 敏志（福 岡） 大沼 みずほ（山 形）

大野 正（岐 阜） 太田 房江（比 例） 岡田 直樹（石 川）

岡田 広（茨 城） 片山 さつき（比 例） 金子 原二郎（長 崎）

木村 義雄（比 例） 岸 宏一（山 形） 北川イッセイ（大 阪）

北村 経夫（比 例） 熊谷 大（宮 城） 小泉 昭男（神奈川）

小坂 憲次（比 例） 古賀 友一郎（長 崎） 上月 良祐（茨 城）

鴻池 祥肇（兵 庫） 佐藤 信秋（比 例） 佐藤 正久（比 例）

酒井 庸行（愛 知） 山東 昭子（比 例） 島尻 安伊子（沖 縄）

島田 三郎（島 根） 島村 大（神奈川） 末松 信介（兵 庫）

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） 高野 光二郎（高 知） 高橋 克法（栃 木）

滝沢 求（青 森） 滝波 宏文（福 井） 武見 敬三（東 京）

柘植 芳文（比 例） 塚田 一郎（新 潟） 鶴保 庸介（和歌山）

堂故 茂（富 山） 豊田 俊郎（千 葉） 中泉 松司（秋 田）

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） 長峯 誠（宮 崎） 二之湯 智（京 都）

二之湯 武史（滋 賀） 西田 昌司（京 都） 野上 浩太郎（富 山）

野村 哲郎（鹿児島） 羽生田 俊（比 例） 長谷川 岳（北海道）

馬場 成志（熊 本） 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） 堀井 巌（奈 良） 堀内 恒夫（比 例）

舞立 昇治（鳥 取） 牧野 たかお（静 岡） 松下 新平（宮 崎）

松村 祥史（熊 本） 松山 政司（福 岡） 丸川 珠代（東 京）

丸山 和也（比 例） 三木 亨（徳 島） 三原じゅん子（比 例）

三宅 伸吾（香 川） 水落 敏栄（比 例） 溝手 顕正（広 島）

宮沢 洋一（広 島） 宮本 周司（比 例） 森 まさこ（福 島）



森屋 宏（山 梨） 柳本 卓治（大 阪） 山崎 力（青 森）

山下 雄平（佐 賀） 山田 修路（石 川） 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）

吉川 ゆうみ（三 重） 吉田 博美（長 野） 若林 健太（長 野）

脇 雅史（比 例） 渡辺 猛之（岐 阜） 渡 美樹（比 例）

【 民主党・新緑風会 】
（５８名）

足立 信也（大 分） 相原 久美子（比 例） 有田 芳生（比 例）

石上 俊雄（比 例） 石橋 通宏（比 例） 礒﨑 哲史（比 例）

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） 大久保 勉（福 岡）

大島 九州男（比 例） 大塚 耕平（愛 知） 大野 元裕（埼 玉）

加藤 敏幸（比 例） 風間 直樹（新 潟） 金子 洋一（神奈川）

神本 美恵子（比 例） 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）

藤 嘉隆（愛 知） 櫻井 充（宮 城） 芝 博一（三 重）

榛葉 賀津也（静 岡） 田城 郁（比 例） 田中 直紀（新 潟）

津田 弥太郎（比 例） 徳永 エリ（北海道） 那谷屋 正義（比 例）

直嶋 正行（比 例） 長浜 博行（千 葉） 難波 奨二（比 例）

西村 まさみ（比 例） 野田 国義（福 岡） 羽田 雄一郎（長 野）

白 眞勲（比 例） 浜野 喜史（比 例） 林 久美子（滋 賀）

広田 一（高 知） 福山 哲郎（京 都） 藤末 健三（比 例）

藤田 幸久（茨 城） 藤本 祐司（静 岡） 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）

水岡 俊一（兵 庫） 森本 真治（広 島） 安井 美沙子（愛 知）

柳澤 光美（比 例） 柳田 稔（広 島） 吉川 沙織（比 例）

蓮 舫（東 京）

【 公 明 党 】

（２０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） 河野 義博（比 例） 佐々木さやか（神奈川）

杉 久武（大 阪） 竹谷 とし子（東 京） 谷合 正明（比 例）

長沢 広明（比 例） 新妻 秀規（比 例） 西田 実仁（埼 玉）

浜田 昌良（比 例） 平木 大作（比 例） 矢倉 克夫（埼 玉）

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） 若松 謙維（比 例）



【 維 新 の 党 】

（１１名）

東 徹（大 阪） 小野 次郎（比 例） 片山 虎之助（比 例）

川田 龍平（比 例） 儀間 光男（比 例） 清水 貴之（兵 庫）

柴田 巧（比 例） 寺田 典城（比 例） 藤巻 健史（比 例）

山 勇一（比 例） 室井 邦彦（比 例）

【 日 本 共 産 党 】

（１１名）

井上 哲士（比 例） 市田 忠義（比 例） 紙 智子（比 例）

吉良 よし子（東 京） 倉林 明子（京 都） 小池 晃（比 例）

田村 智子（比 例） 大門 実紀史（比 例） 辰巳 孝太郎（大 阪）

仁比 聡平（比 例） 山下 芳生（比 例）

【 次 世 代 の 党 】

（７名）

アントニオ猪木（比 例） 江口 克彦（比 例） 中野 正志（比 例）

中山 恭子（比 例） 浜田 和幸（鳥 取） 松沢 成文（神奈川）

和田 政宗（宮 城）

【 日 本 を 元 気 に す る 会 】

（６名）

井上 義行（比 例） 行田 邦子（埼 玉） 田中 茂（比 例）

松田 公太（東 京） 山口 和之（比 例） 山田 太郎（比 例）

【 無 所 属 ク ラ ブ 】

（４名）

中西 健治（神奈川） 水野 賢一（千 葉） 薬師寺みちよ（愛 知）

渡辺美知太郎（比 例）

【 社会民主党・護憲連合 】

（３名）

福島 みずほ（比 例） 又市 征治（比 例） 吉田 忠智（比 例）

【 新党改革・無所属の会 】

（２名）

荒井 広幸（比 例） 平野 達男（岩 手）



【 生 活 の 党 】

（２名）

主濱 了（岩 手） 谷 亮子（比 例）

【 各派に属しない議員 】

（４名）

糸数 慶子（沖 縄） 輿石 東（山 梨） 山崎 正昭（福 井）

山本 太郎（東 京）



５ 議員の異動

第187回国会閉会後及び今国会（26.12.24召集）中における議員の異動

○繰上補充当選

阿達 雅志君（自民・比例）

26.12. 4 任期開始（佐藤ゆかり君辞職による）

○会派結成

｢日本を元気にする会」 26.12.18 結成

松田 公太君(代表)

井上 義行君 行田 邦子君 田中 茂君

山口 和之君 山田 太郎君

○会派名変更

｢みんなの党」

26.12.18 ｢無所属クラブ」に変更

○所属会派異動

－26.12. 5 みんなの党を退会－

松沢 成文君 和田 政宗君

－26.12. 5 次世代の党に入会－

松沢 成文君 和田 政宗君

－26.12.18 みんなの党を退会－

井上 義行君 行田 邦子君 田中 茂君

松田 公太君 山口 和之君 山田 太郎君



１ 議案審議概況

衆法は、新規提出４件が、いずれも衆

議院において継続審査となった。

決算は、平成二十五年度決算外２件（第

187回国会提出）及び平成二十五年度Ｎ

ＨＫ決算（第187回国会提出）が、いず

れも審査に入るに至らなかった。

２ 議案件数表

継続 否決 未了 継続 否決 未了

衆　法 新　規 ４ ０ ０ ０ ０ ４ ０ ０

決算その他 継　続 ４ ０ ０ ０ ４

備　考成立提出
参 議 院 衆 議 院



３ 議案件名一覧

件名の前の数字は提出番号を示す。

◎衆議院議員提出法律案（４件）

●衆議院において閉会中審査するに決したもの（４件）

１ 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案

２ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

３ 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

４ 租税特別措置法の一部を改正する法律案

◎決算その他（４件）

●委員会に付託されなかったもの（４件）

（第187回国会提出）

○平成二十五年度一般会計歳入歳出決算、平成二十五年度特別会計歳入歳出決算、平成二十五

年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十五年度政府関係機関決算書

○平成二十五年度国有財産増減及び現在額総計算書

○平成二十五年度国有財産無償貸付状況総計算書

○日本放送協会平成二十五年度財産目録、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



４ 議案の要旨

決算その他

平成二十五年度一般会計歳入歳出決算、平成二十五年度特別会計歳入歳出決算、平成二十

五年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十五年度政府関係機関決算書

（衆議院 審査未了 参議院 委員会未付託 審査未了）

平成二十五年度一般会計歳入歳出決算における歳入決算額は106兆446億円、歳出決算額は100兆

1,888億円であり、差引き５兆8,557億円の剰余を生じた。この剰余金は、特別会計に関する法律等

の一部を改正する等の法律附則第15条第２項の規定による控除額（197億円）を除き、財政法第41

条の規定により、平成26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１兆4,493

億円である。

平成二十五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422兆8,505億円、支出済歳出額を合計した歳出決算額は382兆7,169億円である。

平成二十五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58兆1,085億円であ

り、資金からの一般会計等の歳入への組入額等は57兆3,898億円であるため、差引き7,187億円の残

余を生じた。

平成二十五年度政府関係機関決算書における４機関の収入済額を合計した収入決算額は１兆1,473

億円、支出済額を合計した支出決算額は１兆1,333億円である。

〈平成二十五年度一般会計歳入歳出決算の概要〉

（資料）「平成25年度決算の説明」より作成



平成二十五年度国有財産増減及び現在額総計算書

（衆議院 審査未了 参議院 委員会未付託 審査未了）

平成二十五年度国有財産増減及び現在額総計算書における25年度中の国有財産の差引純減少額は

4,416億円、25年度末現在額は104兆8,131億円である。

平成二十五年度国有財産無償貸付状況総計算書

（衆議院 審査未了 参議院 委員会未付託 審査未了）

平成二十五年度国有財産無償貸付状況総計算書における25年度中の国有財産の無償貸付の差引純

増加額は93億円、25年度末現在額は１兆262億円である。



ＮＨＫ決算

日本放送協会平成二十五年度財産目録、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
（衆議院 審査未了 参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本件は、日本放送協会の平成25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25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9,342億円、負債合

計は3,073億円、純資産合計は6,269億円となっている。また、損益計算書の一般勘定については、

経常事業収入は6,552億円、経常事業支出は6,496億円となっており、経常事業収支差金は56億円と

なっている。



５　議案審議表

委員会未付託議案

(決算その他)

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

平成二十五年度一般会計歳入歳出決算、平成二十五年度
特別会計歳入歳出決算、平成二十五年度国税収納金整理
資金受払計算書、平成二十五年度政府関係機関決算書

26.11.18
(187回)

―
12.25　決算行政

― ― ― ― ― ― ― 13

平成二十五年度国有財産増減及び現在額総計算書
26.11.18
(187回)

―
12.25　決算行政

― ― ― ― ― ― ― 14

平成二十五年度国有財産無償貸付状況総計算書
26.11.18
(187回)

―
12.25　決算行政

― ― ― ― ― ― ― 14

(ＮＨＫ決算)

趣旨説明 質疑 議決 議決 賛成会派 反対会派

日本放送協会平成二十五年度財産目録、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

26.11.21
(187回)

―
12.25　総務

― ― ― ― ― ― ― ― ― 15

継続審査

継続審査

備考本会議

議案
要旨
掲載
頁

継続審査

　　　　　注　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。

備考

衆議院

(本会議趣旨説明)
付託日 付託委員会

参議院
公布日

法律番号

議案
要旨
掲載
頁

件　名 提出年月日 (本会議趣旨説明)
付託日

委員会 本会議
委員会議決 本会議議決

件　名 提出年月日

衆議院 参議院
公布日

法律番号
(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



本会議審議経過

○平成26年12月24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阿達雅志君を議

院に紹介した。

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、

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５分

再開 午後２時41分

日程第２ 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３ 内閣総理大臣の指名

本件は、記名投票の結果(投票総数240、過

半数121)、安倍晋三君135票、岡田克也君

61票、江田憲司君11票、志位和夫君11票、

平沼赳夫君６票、吉田忠智君４票、荒井広

幸君２票、松田公太君２票、山田太郎君１

票、山本太郎君１票、白票６票にて、投票

の過半数を得た衆議院議員安倍晋三君が指

名された。

散会 午後３時７分

○平成26年12月26日(金)

開会 午後１時１分

日程第１ 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、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、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

散会 午後１時２分



１ 委員会審議経過

委員一覧（20名）

委員長 大島 九州男（民主） 岡田 広（自民） 芝 博一（民主）
理 事 石井 準一（自民） 鴻池 祥肇（自民） 蓮 舫（民主）
理 事 上月 良祐（自民） 山東 昭子（自民） 若松 謙維（公明）
理 事 藤本 祐司（民主） 世耕 弘成（自民） 浜田 和幸（次代）
理 事 山下 芳生（共産） 松下 新平（自民） 井上 義行（元気）

上野 通子（自民） 山崎 力（自民） 山本 太郎（ 無 ）
岡田 直樹（自民） 相原 久美子（民主） （26.12.26 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月26日(金)（第１回）

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）

委員長 谷合 正明（公明） 柘植 芳文（自民） 林 久美子（民主）
理 事 島田 三郎（自民） 堂故 茂（自民） 片山 虎之助（維新）
理 事 藤川 政人（自民） 二之湯 智（自民） 寺田 典城（維新）
理 事 藤末 健三（民主） 長谷川 岳（自民） 吉良 よし子（共産）
理 事 横山 信一（公明） 山本 順三（自民） 渡辺美知太郎（無ク）

井原 巧（自民） 石上 俊雄（民主） 又市 征治（社民）
石井 正弘（自民） 江崎 孝（民主） 主濱 了（生活）
礒崎 陽輔（自民） 難波 奨二（民主）
関口 昌一（自民） 野田 国義（民主） （26.12.26 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月26日(金)（第１回）

行政制度、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）

委員長 魚住 裕一郎（公明） 鶴保 庸介（自民） 矢倉 克夫（公明）
理 事 熊谷 大（自民） 牧野 たかお（自民） 仁比 聡平（共産）
理 事 三宅 伸吾（自民） 溝手 顕正（自民） 和田 政宗（次代）
理 事 有田 芳生（民主） 柳本 卓治（自民） 谷 亮子（生活）
理 事 山 勇一（維新） 足立 信也（民主） 輿石 東（ 無 ）

有村 治子（自民） 江田 五月（民主） 山崎 正昭（ 無 ）
猪口 邦子（自民） 羽田 雄一郎（民主） （26.12.26 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月26日(金)（第１回）

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）

委員長 片山 さつき（自民） 宇都 隆史（自民） 小西 洋之（民主）
理 事 北村 経夫（自民） 小坂 憲次（自民） 福山 哲郎（民主）
理 事 佐藤 正久（自民） 末松 信介（自民） 石川 博崇（公明）
理 事 三木 亨（自民） 松山 政司（自民） 小野 次郎（維新）
理 事 大野 元裕（民主） 吉田 博美（自民） 井上 哲士（共産）
理 事 荒木 清寛（公明） 小川 敏夫（民主） 田中 茂（元気）

阿達 雅志（自民） 北澤 俊美（民主） 糸数 慶子（ 無 ）
（26.12.26 現在）

（１）審議概観

第188回国会において、本委員会に付託

された条約、法律案及び請願はなかった。

（２）委員会経過

○平成26年12月26日(金)（第１回）

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）

委員長 古川 俊治（自民） 塚田 一郎（自民） 風間 直樹（民主）
理 事 愛知 治郎（自民） 長峯 誠（自民） 前川 清成（民主）
理 事 若林 健太（自民） 西田 昌司（自民） 竹谷 とし子（公明）
理 事 大久保 勉（民主） 宮沢 洋一（自民） 大門 実紀史（共産）
理 事 西田 実仁（公明） 森 まさこ（自民） 中山 恭子（次代）
理 事 藤巻 健史（維新） 山本 一太（自民） 中西 健治（無ク）

石田 昌宏（自民） 礒 哲史（民主） 平野 達男（改革）
大家 敏志（自民） 尾立 源幸（民主）
伊達 忠一（自民） 大塚 耕平（民主） （26.12.26 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月26日(金)（第１回）

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）

委員長 水落 敏栄（自民） 橋本 聖子（自民） 秋野 公造（公明）
理 事 石井 浩郎（自民） 藤井 基之（自民） 新妻 秀規（公明）
理 事 二之湯 武史（自民） 堀内 恒夫（自民） 柴田 巧（維新）
理 事 神本 美恵子（民主） 丸山 和也（自民） 田村 智子（共産）
理 事 藤 嘉隆（民主） 榛葉 賀津也（民主） アントニオ猪木（次代）

赤池 誠章（自民） 那谷屋 正義（民主） 松沢 成文（次代）
衛藤 晟一（自民） 森本 真治（民主） （26.12.26 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月26日(金)（第１回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

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）

委員長 丸川 珠代（自民） 島村 大（自民） 牧山 ひろえ（民主）
理 事 大沼 みずほ（自民） 階 恵美子（自民） 山本 香苗（公明）
理 事 羽生田 俊（自民） 滝沢 求（自民） 東 徹（維新）
理 事 福岡 資麿（自民） 武見 敬三（自民） 小池 晃（共産）
理 事 津田 弥太郎（民主） 三原じゅん子（自民） 山口 和之（元気）
理 事 長沢 広明（公明） 石橋 通宏（民主） 薬師寺みちよ（無ク）

赤石 清美（自民） 西村 まさみ（民主） 福島 みずほ（社民）
石井 みどり（自民） 白 眞勲（民主）
木村 義雄（自民） 藤田 幸久（民主） （26.12.26 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月26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）

委員長 山田 俊男（自民） 古賀 友一郎（自民） 柳澤 光美（民主）
理 事 野村 哲郎（自民） 中泉 松司（自民） 柳田 稔（民主）
理 事 山田 修路（自民） 馬場 成志（自民） 平木 大作（公明）
理 事 徳永 エリ（民主） 堀井 巌（自民） 山口 那津男（公明）
理 事 紙 智子（共産） 舞立 昇治（自民） 儀間 光男（維新）

金子 原二郎（自民） 小川 勝也（民主） 山田 太郎（元気）
小泉 昭男（自民） 郡司 彰（民主） （26.12.26 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月26日(金)（第１回）

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。



委員一覧（21名）

委員長 吉川 沙織（民主） 高野 光二郎（自民） 安井 美沙子（民主）
理 事 磯 仁彦（自民） 豊田 俊郎（自民） 佐々木さやか（公明）
理 事 滝波 宏文（自民） 林 芳正（自民） 浜田 昌良（公明）
理 事 宮本 周司（自民） 松村 祥史（自民） 川田 龍平（維新）
理 事 加藤 敏幸（民主） 渡 美樹（自民） 中野 正志（次代）
理 事 倉林 明子（共産） 小林 正夫（民主） 松田 公太（元気）

岩井 茂樹（自民） 直嶋 正行（民主） 荒井 広幸（改革）
（26.12.26 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月26日(金)（第１回）

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）

委員長 広田 一（民主） 北川イッセイ（自民） 前田 武志（民主）
理 事 江島 潔（自民） 酒井 庸行（自民） 山本 博司（公明）
理 事 森屋 宏（自民） 中原 八一（自民） 室井 邦彦（維新）
理 事 田城 郁（民主） 野上 浩太郎（自民） 辰巳 孝太郎（共産）
理 事 増子 輝彦（民主） 山下 雄平（自民） 江口 克彦（次代）
理 事 河野 義博（公明） 脇 雅史（自民） 行田 邦子（元気）

青木 一彦（自民） 渡辺 猛之（自民） 吉田 忠智（社民）
大野 正（自民） 金子 洋一（民主）
太田 房江（自民） 田中 直紀（民主） （26.12.26 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月26日(金)（第１回）

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）

委員長 島尻 安伊子（自民） 岸 宏一（自民） 櫻井 充（民主）
理 事 高橋 克法（自民） 佐藤 信秋（自民） 長浜 博行（民主）
理 事 中西 祐介（自民） 中川 雅治（自民） 浜野 喜史（民主）
理 事 水岡 俊一（民主） 中曽根 弘文（自民） 杉 久武（公明）
理 事 市田 忠義（共産） 山谷 えり子（自民） 清水 貴之（維新）

岩城 光英（自民） 吉川 ゆうみ（自民） 水野 賢一（無ク）
尾 秀久（自民） 小見山 幸治（民主） （26.12.26 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月26日(金)（第１回）

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）

委員長 小川 勝也（民主） 階 恵美子（自民） 羽田 雄一郎（民主）
理 事 松山 政司（自民） 鶴保 庸介（自民） 西田 実仁（公明）
理 事 林 久美子（民主） 二之湯 智（自民） 山口 那津男（公明）

青木 一彦（自民） 長谷川 岳（自民） 儀間 光男（維新）
岩井 茂樹（自民） 藤井 基之（自民） 井上 哲士（共産）
北川イッセイ（自民） 郡司 彰（民主） 浜田 和幸（次代）
小泉 昭男（自民） 榛葉 賀津也（民主） （召集日 現在）

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）

委員長 岸 宏一（自民） 佐藤 正久（自民） 田城 郁（民主）
理 事 石井 準一（自民） 島田 三郎（自民） 田中 直紀（民主）
理 事 岡田 広（自民） 島村 大（自民） 藤田 幸久（民主）
理 事 馬場 成志（自民） 高野 光二郎（自民） 水岡 俊一（民主）
理 事 堀井 巌（自民） 堂故 茂（自民） 河野 義博（公明）
理 事 那谷屋 正義（民主） 中西 祐介（自民） 矢倉 克夫（公明）
理 事 蓮 舫（民主） 二之湯 武史（自民） 横山 信一（公明）
理 事 若松 謙維（公明） 三木 亨（自民） 片山 虎之助（維新）
理 事 小野 次郎（維新） 三原じゅん子（自民） 小池 晃（共産）

石田 昌宏（自民） 三宅 伸吾（自民） 大門 実紀史（共産）
猪口 邦子（自民） 山下 雄平（自民） 行田 邦子（元気）
大野 正（自民） 小川 敏夫（民主） 山口 和之（元気）
太田 房江（自民） 大久保 勉（民主） 薬師寺みちよ（無ク）
北村 経夫（自民） 大塚 耕平（民主） 福島 みずほ（社民）
古賀 友一郎（自民） 小西 洋之（民主） 平野 達男（改革）

（26.12.26 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月26日(金)（第１回）

理事の辞任を許可し、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）

委員長 小坂 憲次（自民） 滝波 宏文（自民） 藤 嘉隆（民主）
理 事 赤石 清美（自民） 塚田 一郎（自民） 安井 美沙子（民主）
理 事 井原 巧（自民） 中原 八一（自民） 平木 大作（公明）
理 事 石井 正弘（自民） 藤川 政人（自民） 寺田 典城（維新）
理 事 相原 久美子（民主） 堀内 恒夫（自民） 藤巻 健史（維新）
理 事 石橋 通宏（民主） 吉川 ゆうみ（自民） 田村 智子（共産）
理 事 杉 久武（公明） 若林 健太（自民） 山下 芳生（共産）

磯 仁彦（自民） 足立 信也（民主） 山田 太郎（元気）
江島 潔（自民） 礒 哲史（民主） 渡辺美知太郎（無ク）
熊谷 大（自民） 江崎 孝（民主） 又市 征治（社民）

（26.12.26 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月26日(金)（第１回）

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。

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）

委員長 松村 祥史（自民） 高橋 克法（自民） 藤末 健三（民主）
理 事 柘植 芳文（自民） 滝沢 求（自民） 藤本 祐司（民主）
理 事 長峯 誠（自民） 羽生田 俊（自民） 佐々木さやか（公明）
理 事 渡 美樹（自民） 福岡 資麿（自民） 谷合 正明（公明）
理 事 難波 奨二（民主） 松下 新平（自民） 清水 貴之（維新）
理 事 柳澤 光美（民主） 山田 修路（自民） 倉林 明子（共産）

石井 浩郎（自民） 有田 芳生（民主） 江口 克彦（次代）
石井 みどり（自民） 神本 美恵子（民主） 松沢 成文（次代）
上野 通子（自民） 小林 正夫（民主） 井上 義行（元気）
木村 義雄（自民） 津田 弥太郎（民主） 主濱 了（生活）

（26.12.26 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月26日(金)（第１回）

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）

委員長 中川 雅治（自民） 大沼 みずほ（自民） 石上 俊雄（民主）
理 事 野上 浩太郎（自民） 岡田 直樹（自民） 西村 まさみ（民主）
理 事 牧野 たかお（自民） 上月 良祐（自民） 白 眞勲（民主）
理 事 渡辺 猛之（自民） 酒井 庸行（自民） 浜野 喜史（民主）
理 事 小見山 幸治（民主） 豊田 俊郎（自民） 森本 真治（民主）
理 事 前川 清成（民主） 中泉 松司（自民） 河野 義博（公明）
理 事 山本 博司（公明） 舞立 昇治（自民） 新妻 秀規（公明）
理 事 室井 邦彦（維新） 宮本 周司（自民）
理 事 仁比 聡平（共産） 森屋 宏（自民） （26.12.24 現在）

庶務関係小委員（15名）

小委員長 岡田 直樹（自民） 牧野 たかお（自民） 前川 清成（民主）
大沼 みずほ（自民） 渡辺 猛之（自民） 河野 義博（公明）
上月 良祐（自民） 石上 俊雄（民主） 山本 博司（公明）
酒井 庸行（自民） 小見山 幸治（民主） 室井 邦彦（維新）
野上 浩太郎（自民） 西村 まさみ（民主） 仁比 聡平（共産）

（召集日 現在）

図書館運営小委員（15名）

小委員長 白 眞勲（民主） 宮本 周司（自民） 前川 清成（民主）
豊田 俊郎（自民） 森屋 宏（自民） 新妻 秀規（公明）
中泉 松司（自民） 渡辺 猛之（自民） 山本 博司（公明）
野上 浩太郎（自民） 小見山 幸治（民主） 室井 邦彦（維新）
牧野 たかお（自民） 浜野 喜史（民主） 仁比 聡平（共産）

（召集日 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月24日(水)（第１回）

一、事務総長から内閣総辞職の報告を聴いた。

一、理事の補欠選任を行った。

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、東日本大震災復興特別委員会及び

原子力問題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

自由民主党10人、民主党・新緑風会５人、

公明党２人、維新の党、日本共産党及び次

世代の党各１人 計20人

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

自由民主党10人、民主党・新緑風会５人、

公明党２人、維新の党、日本共産党及び次

世代の党各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

自由民主党17人、民主党・新緑風会８人、

公明党３人、維新の党１人、日本共産党２

人、日本を元気にする会、無所属クラブ、

新党改革・無所属の会及び生活の党各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

自由民主党９人、民主党・新緑風会５人、

公明党２人、維新の党、日本共産党、次世

代の党及び新党改革・無所属の会各１人

計20人

政府開発援助等に関する特別委員会

自由民主党14人、民主党・新緑風会７人、

公明党及び維新の党各２人、日本共産党、

次世代の党、日本を元気にする会、社会民

主党・護憲連合及び生活の党各１人 計30

人

消費者問題に関する特別委員会

自由民主党12人、民主党・新緑風会６人、

公明党２人、維新の党、日本共産党、日本

を元気にする会、無所属クラブ及び社会民

主党・護憲連合各１人 計25人

東日本大震災復興特別委員会

自由民主党19人、民主党・新緑風会10人、

公明党３人、維新の党及び日本共産党各２

人、次世代の党、日本を元気にする会、無

所属クラブ及び社会民主党・護憲連合各１

人 計40人

原子力問題特別委員会

自由民主党12人、民主党・新緑風会６人、

公明党２人、維新の党、日本共産党、次世

代の党、日本を元気にする会及び無所属ク

ラブ各１人 計25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。

自由民主党７人、民主党・新緑風会４人、

公明党２人、維新の党及び日本共産党各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、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、外国派遣議員の報告書を本委員会の会議録

に掲載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26年12月26日(金)（第２回）

一、日本を元気にする会を立法事務費の交付を

受ける会派と認定した。

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）

委員長 芝 博一（民主） 山東 昭子（自民） 魚住 裕一郎（公明）

理 事 岩城 光英（自民） 伊達 忠一（自民） 中野 正志（次代）

理 事 江田 五月（民主） 吉田 博美（自民）

尾 秀久（自民） 北澤 俊美（民主） （召集日 現在）



委員一覧（20名）

委員長 秋野 公造（公明） 柘植 芳文（自民） 大野 元裕（民主）
理 事 古賀 友一郎（自民） 長峯 誠（自民） 那谷屋 正義（民主）
理 事 松下 新平（自民） 羽生田 俊（自民） 水岡 俊一（民主）
理 事 野田 国義（民主） 馬場 成志（自民） 東 徹（維新）
理 事 山本 博司（公明） 舞立 昇治（自民） 仁比 聡平（共産）

磯 仁彦（自民） 吉川 ゆうみ（自民） 和田 政宗（次代）
高野 光二郎（自民） 大島 九州男（民主） （26.12.24 現在）

（１）審議概観

第188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。

〔国政調査〕

第187回国会閉会後の11月28日、長野県

北部を震源とする地震の被害状況及びそ

の対応について、山谷内閣府特命担当大

臣（防災担当大臣）から報告を聴取した。

また、質疑を行い、長野県北部を震源と

する地震についての激甚災害の早期指定、

宿泊施設の活用等による被災者の居住の

確保、スキー場等への風評被害防止のた

めの取組、災害救助法が適用されていな

い被災地域における救助の在り方、道路・

水道等の早期復旧の必要性、活断層に係

る調査・観測体制の強化、被災者生活再

建支援法の適用対象を見直す必要性、災

害に備えて共助を浸透させることの重要

性、豪雪・過疎・観光依存等の被災地の

特性に応じた支援の必要性などの諸問題

が取り上げられた。

（２）委員会経過

○平成26年11月28日(金)（第187回国会閉会後

第１回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

長野県北部を震源とする地震の被害状況及び

その対応に関する件について山谷内閣府特命

担当大臣から報告を聴いた。

激甚災害の指定基準の見直し及び早期指定に

関する件、宿泊施設の活用等による被災者の

居住確保に関する件、道路、水道等の早期復

旧に関する件、スキー場等への風評被害対策

に関する件、活断層の調査・観測体制の強化

に関する件、災害救助法及び被災者生活再建

支援法の適用に関する件等について山谷内閣

府特命担当大臣、世耕内閣官房副長官、藤井

文部科学副大臣、 階厚生労働大臣政務官、

石川防衛大臣政務官及び政府参考人に対し質

疑を行った。

〔質疑者〕

小坂憲次君（自民）、若林健太君（自民）、

大野元裕君（民主）、山本博司君（公明）、

薬師寺みちよ君（みん）、東徹君（維新）、

井上哲士君（共産）

○平成26年12月24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26年12月26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）

委員長 風間 直樹（民主） 島尻 安伊子（自民） 林 久美子（民主）
理 事 石田 昌宏（自民） 野村 哲郎（自民） 藤本 祐司（民主）
理 事 末松 信介（自民） 長谷川 岳（自民） 竹谷 とし子（公明）
理 事 藤田 幸久（民主） 橋本 聖子（自民） 儀間 光男（維新）
理 事 河野 義博（公明） 三宅 伸吾（自民） 紙 智子（共産）

江島 潔（自民） 山本 一太（自民） 江口 克彦（次代）
鴻池 祥肇（自民） 尾立 源幸（民主） （26.12.24 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月24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26年12月26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）

委員長 牧山 ひろえ（民主） 山東 昭子（自民） 前田 武志（民主）
理 事 石井 正弘（自民） 関口 昌一（自民） 吉川 沙織（民主）
理 事 大野 正（自民） 武見 敬三（自民） 魚住 裕一郎（公明）
理 事 末松 信介（自民） 中川 雅治（自民） 西田 実仁（公明）
理 事 山下 雄平（自民） 福岡 資麿（自民） 室井 邦彦（維新）
理 事 足立 信也（民主） 丸山 和也（自民） 井上 哲士（共産）
理 事 難波 奨二（民主） 溝手 顕正（自民） 吉良 よし子（共産）
理 事 長沢 広明（公明） 森屋 宏（自民） 行田 邦子（元気）

井原 巧（自民） 渡辺 猛之（自民） 中西 健治（無ク）
磯 仁彦（自民） 江田 五月（民主） 平野 達男（改革）
礒崎 陽輔（自民） 芝 博一（民主） 主濱 了（生活）
岩井 茂樹（自民） 直嶋 正行（民主） （26.12.24 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月24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26年12月26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）

委員長 中曽根 弘文（自民） 猪口 邦子（自民） 柳田 稔（民主）
理 事 塚田 一郎（自民） 衛藤 晟一（自民） 平木 大作（公明）
理 事 三原じゅん子（自民） 北村 経夫（自民） 藤巻 健史（維新）
理 事 白 眞勲（民主） 二之湯 武史（自民） 山下 芳生（共産）
理 事 矢倉 克夫（公明） 有田 芳生（民主） 中山 恭子（次代）

赤池 誠章（自民） 長浜 博行（民主） 荒井 広幸（改革）
石井 浩郎（自民） 柳澤 光美（民主） （26.12.24 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月24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26年12月26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）

委員長 山本 順三（自民） 大沼 みずほ（自民） 長浜 博行（民主）
理 事 高橋 克法（自民） 木村 義雄（自民） 藤末 健三（民主）
理 事 中西 祐介（自民） 島村 大（自民） 石川 博崇（公明）
理 事 松山 政司（自民） 伊達 忠一（自民） 小野 次郎（維新）
理 事 西村 まさみ（民主） 藤川 政人（自民） 柴田 巧（維新）
理 事 安井 美沙子（民主） 丸川 珠代（自民） 辰巳 孝太郎（共産）
理 事 杉 久武（公明） 水落 敏栄（自民） アントニオ猪木（次代）

赤石 清美（自民） 石橋 通宏（民主） 山田 太郎（元気）
石井 準一（自民） 小川 敏夫（民主） 又市 征治（社民）
大家 敏志（自民） 津田 弥太郎（民主） 谷 亮子（生活）

（26.12.24 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月24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26年12月26日(金)（第２回）

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）

委員長 石井 みどり（自民） 島田 三郎（自民） 森本 真治（民主）
理 事 上野 通子（自民） 鶴保 庸介（自民） 山本 香苗（公明）
理 事 太田 房江（自民） 三木 亨（自民） 清水 貴之（維新）
理 事 江崎 孝（民主） 山田 修路（自民） 大門 実紀史（共産）
理 事 佐々木さやか（公明） 若林 健太（自民） 松田 公太（元気）

阿達 雅志（自民） 加藤 敏幸（民主） 薬師寺みちよ（無ク）
青木 一彦（自民） 金子 洋一（民主） 福島 みずほ（社民）
尾 秀久（自民） 藤 嘉隆（民主）
金子 原二郎（自民） 野田 国義（民主） （26.12.24 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月24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26年12月26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）

委員長 櫻井 充（民主） 佐藤 正久（自民） 田城 郁（民主）
理 事 岩城 光英（自民） 階 恵美子（自民） 田中 直紀（民主）
理 事 熊谷 大（自民） 豊田 俊郎（自民） 増子 輝彦（民主）
理 事 中泉 松司（自民） 宮本 周司（自民） 谷合 正明（公明）
理 事 堀内 恒夫（自民） 森 まさこ（自民） 浜田 昌良（公明）
理 事 礒 哲史（民主） 山崎 力（自民） 川田 龍平（維新）
理 事 小林 正夫（民主） 山田 俊男（自民） 寺田 典城（維新）
理 事 若松 謙維（公明） 吉田 博美（自民） 田村 智子（共産）
理 事 紙 智子（共産） 脇 雅史（自民） 中野 正志（次代）

愛知 治郎（自民） 渡 美樹（自民） 山口 和之（元気）
岡田 広（自民） 相原 久美子（民主） 渡辺美知太郎（無ク）
片山 さつき（自民） 小川 勝也（民主） 吉田 忠智（社民）
上月 良祐（自民） 神本 美恵子（民主）
佐藤 信秋（自民） 小西 洋之（民主） （26.12.24 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月24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26年12月26日(金)（第２回）

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。



委員一覧（25名）

委員長 西田 昌司（自民） 堂故 茂（自民） 蓮 舫（民主）
理 事 酒井 庸行（自民） 林 芳正（自民） 新妻 秀規（公明）
理 事 滝沢 求（自民） 古川 俊治（自民） 山 勇一（維新）
理 事 中原 八一（自民） 堀井 巌（自民） 井上 哲士（共産）
理 事 浜野 喜史（民主） 松村 祥史（自民） 浜田 和幸（次代）
理 事 横山 信一（公明） 石上 俊雄（民主） 田中 茂（元気）

宇都 隆史（自民） 大久保 勉（民主） 水野 賢一（無ク）
滝波 宏文（自民） 徳永 エリ（民主）
塚田 一郎（自民） 福山 哲郎（民主） （26.12.24 現在）

（１）審議概観

第188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26年12月24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26年12月26日(金)（第２回）

原子力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。



２ 調査会審議経過

委員一覧（25名）

会 長 山崎 力（自民） 衛藤 晟一（自民） 風間 直樹（民主）
理 事 猪口 邦子（自民） 古賀 友一郎（自民） 浜野 喜史（民主）
理 事 島村 大（自民） 酒井 庸行（自民） 吉川 沙織（民主）
理 事 渡 美樹（自民） 高橋 克法（自民） 秋野 公造（公明）
理 事 長浜 博行（民主） 武見 敬三（自民） 松沢 成文（次代）
理 事 横山 信一（公明） 柘植 芳文（自民） 井上 義行（元気）
理 事 清水 貴之（維新） 堀井 巌（自民） 荒井 広幸（改革）
理 事 倉林 明子（共産） 足立 信也（民主）

井原 巧（自民） 江田 五月（民主） （26.12.26 現在）

調査会経過

○平成26年12月26日(金)（第１回）

理事の辞任を許可した。

国の統治機構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会長に一

任することに決定した。



委員一覧（25名）

会 長 鴻池 祥肇（自民） 関口 昌一（自民） 江崎 孝（民主）
理 事 大野 正（自民） 鶴保 庸介（自民） 広田 一（民主）
理 事 舞立 昇治（自民） 西田 昌司（自民） 安井 美沙子（民主）
理 事 森 まさこ（自民） 宮本 周司（自民） 河野 義博（公明）
理 事 尾立 源幸（民主） 山田 俊男（自民） 中山 恭子（次代）
理 事 平木 大作（公明） 山本 順三（自民） 中西 健治（無ク）
理 事 藤巻 健史（維新） 吉川 ゆうみ（自民） 吉田 忠智（社民）
理 事 辰巳 孝太郎（共産） 石上 俊雄（民主）

金子 原二郎（自民） 礒 哲史（民主） （26.12.26 現在）

調査会経過

○平成26年12月26日(金)（第１回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に

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）

会 長 柳本 卓治（自民） 大沼 みずほ（自民） 野田 国義（民主）
幹 事 愛知 治郎（自民） 木村 義雄（自民） 福山 哲郎（民主）
幹 事 高野 光二郎（自民） 北村 経夫（自民） 藤末 健三（民主）
幹 事 堂故 茂（自民） 熊谷 大（自民） 前川 清成（民主）
幹 事 豊田 俊郎（自民） 小坂 憲次（自民） 牧山 ひろえ（民主）
幹 事 丸山 和也（自民） 上月 良祐（自民） 魚住 裕一郎（公明）
幹 事 金子 洋一（民主） 佐藤 正久（自民） 佐々木さやか（公明）
幹 事 小西 洋之（民主） 滝波 宏文（自民） 矢倉 克夫（公明）
幹 事 西田 実仁（公明） 中曽根 弘文（自民） 儀間 光男（維新）
幹 事 仁比 聡平（共産） 中西 祐介（自民） 清水 貴之（維新）

阿達 雅志（自民） 山下 雄平（自民） 吉良 よし子（共産）
赤池 誠章（自民） 有田 芳生（民主） 江口 克彦（次代）
石井 正弘（自民） 石橋 通宏（民主） 松田 公太（元気）
石田 昌宏（自民） 徳永 エリ（民主） 渡辺美知太郎（無ク）
宇都 隆史（自民） 那谷屋 正義（民主） 福島 みずほ（社民）

（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）

会 長 伊達 忠一（自民） 鶴保 庸介（自民） 小見山 幸治（民主）
幹 事 関口 昌一（自民） 野村 哲郎（自民） 田城 郁（民主）
幹 事 松山 政司（自民） 溝手 顕正（自民） 荒木 清寛（公明）
幹 事 柳田 稔（民主） 吉田 博美（自民） 川田 龍平（維新）

愛知 治郎（自民） 大野 元裕（民主） 市田 忠義（共産）
（召集日 現在）



質問主意書一覧

番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

26. 26. 27. 27.

１ 国連における北朝鮮人権非難決議の採択に関する質 浜田 和幸君 12.24 12.26 1. 9 1. 9

問主意書

２ 第四十七回衆議院議員総選挙の投票のトラブルに関 浜田 和幸君 12.24 12.26 1. 9 1. 9

する質問主意書

３ 第四十七回衆議院議員総選挙を踏まえた投票率の改 浜田 和幸君 12.24 12.26 1. 9 1. 9

善に関する質問主意書

４ アメリカとキューバの国交正常化交渉に関する質問 浜田 和幸君 12.24 12.26 1. 9 1. 9

主意書

５ ジャパン・ハウスの設置に関する質問主意書 浜田 和幸君 12.24 12.26 1. 9 1. 9

６ ロシアの通貨ルーブルの暴落によるロシアに進出し 浜田 和幸君 12.24 12.26 1. 9 1. 9

ている日系企業への支援に関する質問主意書

７ エボラ出血熱対策への自衛隊による支援に関する質 浜田 和幸君 12.24 12.26 1. 9 1. 9

問主意書

８ ソニー・ピクチャーズエンタテインメントに対する 浜田 和幸君 12.24 12.26 1. 9 1. 9

サイバー攻撃により生じた損害賠償請求訴訟に関す

る質問主意書

９ ソニー・ピクチャーズエンタテインメントに対する 浜田 和幸君 12.24 12.26 1. 9 1. 9

サイバー攻撃に関する質問主意書

10 アベノミクスの失政と中小企業の信用保証に関する 川田 龍平君 12.24 12.26 1. 9 1. 9

質問主意書

11 年金積立金管理運用独立行政法人における年金積立 藤田 幸久君 12.24 12.26 1. 9 1. 9

金の運用に関する質問主意書

12 安倍首相の「会食」に関する質問主意書 山本 太郎君 12.24 12.26 1. 9 1. 9



番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

26. 26. 27. 27.

13 特定秘密保護法施行に関する質問主意書 山本 太郎君 12.24 12.26 1. 9 1. 9

14 九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイ 山本 太郎君 12.24 12.26 1. 9 1. 9

ルによる武力攻撃に対する国民保護計画に関する質

問主意書

15 安倍内閣の参議院憲法審査会附帯決議違反による憲 小西 洋之君 12.26 12.26 1. 9 1. 9

法第九条解釈変更の強行の更なる追及に関する質問

主意書

16 憲法の平和主義及び憲法前文の趣旨等に関する質問 小西 洋之君 12.26 12.26 1. 9 1. 9

主意書

17 難病新法と診療報酬に関する質問主意書 田村 智子君 12.26 12.26 1. 9 1. 9

外１名

18 新国立競技場の建設及び維持等に関する質問主意書 田村 智子君 12.26 12.26 1. 9 1. 9

19 日本年金機構の有期雇用職員の雇止めの中止に関す 田村 智子君 12.26 12.26 1. 9 1. 9

る質問主意書



選挙制度の改革に関する検討会

選挙制度の改革に関する検討会名簿（12名）

議 長 山崎 正昭（ 無 ） 片山 虎之助（維新） 荒井 広幸（改革）
副議長 輿石 東（ 無 ） 市田 忠義（共産） 主濱 了（生活）

溝手 顕正（自民） 中山 恭子（次代）
郡司 彰（民主） 水野 賢一（無ク）
魚住 裕一郎（公明） 福島 みずほ（社民） （召集日 現在）

選挙制度協議会名簿（14名）

座 長 伊達 忠一（自民） 西田 実仁（公明） 中西 健治（無ク）
岩城 光英（自民） 柴田 巧（維新） 又市 征治（社民）
岡田 直樹（自民） 井上 哲士（共産） 平野 達男（改革）
足立 信也（民主） 中野 正志（次代） 谷 亮子（生活）
羽田 雄一郎（民主） 行田 邦子（元気） （26.12.22 現在）

（１）検討の経緯

選挙制度の改革に関する検討会は、平成

28年の通常選挙に向けた選挙制度の改革に

ついて協議を行うため、第184回国会閉会

後の平成25年９月12日に開かれた各会派代

表者懇談会での合意を経て、設置された。

第187回国会閉会後及び第188回国会にお

いて、本検討会は開かれなかった。

なお、本検討会の下に設置された選挙制

度協議会は、平成26年11月22日以降、第18

8回国会までの間、２回開かれ、協議を行

った。平成26年12月26日の協議会（第31回）

において、「選挙制度協議会報告書」を議

長に報告することを決定した。

（２）検討会経過

○平成26年11月28日（金）（第30回）

平成26年参議院定数訴訟最高裁判所判決につ

いて事務局から報告を聴取した。

本協議会における意見集約について協議を行

った。

「選挙制度協議会報告書」の取りまとめにつ

いて協議を行った。

○平成26年12月26日（金）（第31回）

「選挙制度協議会報告書」を議長に報告する

ことを決定した。


