
８ 参議院議員海外派遣一覧

○ＯＤＡ調査

派 遣 の 目 的 派 遣 地 派遣期間 派 遣 議 員 派 遣 報 告

アルゼンチン共和国及びパ アルゼンチン 27.10.21 松山 政司君（自民） 28. 3.16

ラグアイ共和国に対する我 パラグアイ ～10.30 鶴保 庸介君（自民） 議院運営委員会

が国の政府開発援助に関す 西村 まさみ君（民主） に報告書を提出

る調査

(27.10. 6 議長決定)

インド、マレーシア及びベ インド 27.11.29 高橋 克法君（自民） 28. 3.16

トナム社会主義共和国に対 マレーシア ～12. 8 井原 巧君（自民） 議院運営委員会

する我が国の政府開発援助 ベトナム 安井 美沙子君（民主） に報告書を提出

に関する調査 矢倉 克夫君（公明）

(27.11.10 議長決定)

ジブチ共和国、エチオピア ジブチ 27.12. 6 大野 正君（自民） 28. 3.16

連邦民主共和国及びマダガ エチオピア ～12.17 石田 昌宏君（自民） 議院運営委員会

スカル共和国に対する我が マダガスカル 小川 敏夫君（民主） に報告書を提出

国の政府開発援助に関する

調査

(27.11.12 議長決定)

パラオ共和国及びミクロネ パラオ 27.12.13 赤石 清美君（自民） 28. 3.16

シア連邦に対する我が国の ミクロネシア ～12.21 石井 正弘君（自民） 議院運営委員会

政府開発援助に関する調査 長浜 博行君（民主） に報告書を提出

(27.10.20 議長決定) 辰巳 孝太郎（共産）



○国際会議出席

派 遣 の 目 的 派 遣 地 派遣期間 派 遣 議 員 派 遣 報 告

欧州評議会議員会議・第24 フランス 27. 9.28 石井 みどり君（自民） 28. 1.20

回経済協力開発機構（ＯＥ ～10. 3 議院運営委員会

ＣＤ）活動拡大討議（本会 に報告書を提出

議）出席

(27. 8.12 議長決定)

第133回ＩＰＵ会議出席 スイス 27.10.16 加藤 敏幸君（民主） 28. 1.20

(27. 9.29 議長決定) ～10.23 議院運営委員会

に報告書を提出

気候変動枠組条約第21回締 フランス 27.12. 4 木村 義雄君（自民） 28. 3.16

約国会議（ＣＯＰ21）の際 ～12. 8 倉林 明子君（共産） 議院運営委員会

の議員会議出席 に報告書を提出

(27.11.12 議長決定)

第24回アジア・太平洋議員 カナダ 28. 1.16 柳本 卓治君（自民） 28. 5.27

フォーラム（ＡＰＰＦ）総 ～ 1.22 田中 茂君（ 無 ） 議院運営委員会

会出席 に報告書を提出

(27.12.21 議長決定)

第134回ＩＰＵ会議出席 ザンビア 28. 3.15 古賀 友一郎君（自民） 28. 5.27

(28. 2.16 議長決定) ～ 3.25 山本 太郎君（生活） 議院運営委員会

に報告書を提出

第９回アジア欧州議員会議 モンゴル 28. 4.20 直嶋 正行君（民進） 28. 5.27

（ＡＳＥＰ）出席 ～ 4.23 三木 亨君（自民） 議院運営委員会

(28. 3.25 議長決定) に報告書を提出



○議会間交流

派 遣 の 目 的 派 遣 地 派遣期間 派 遣 議 員 派 遣 報 告

ドイツ連邦共和国連邦参議 ドイツ 27. 9.28 （議院運営委員長） 28. 1.20

院の招待による同国公式訪 ～10. 2 中川 雅治君（自民） 議院運営委員会

問 野上 浩太郎君（自民） に報告書を提出

(27. 9.15 議長決定) 牧野 たかお君（自民）

渡辺 猛之君（自民）

小見山 幸治君（民主）

前川 清成君（民主）

山本 博司君（公明）

室井 邦彦君（維新）

井上 哲士君（共産）

ブラジル連邦共和国上院の ブラジル 27.10. 5 （副議長） 28. 1.20

招待による同国公式訪問 ～10.12 輿石 東君（ 無 ） 議院運営委員会

(27. 9.14 議長決定) 吉田 博美君（自民） に報告書を提出

榛葉 賀津也君（民主）

メキシコ合衆国上院議長及 メキシコ 27.10.21 （議長） 28. 1.20

びパナマ共和国国会議長の パナマ ～10.30 山崎 正昭君（ 無 ） 議院運営委員会

招待による各国公式訪問 米国 溝手 顕正君（自民） に報告書を提出

(27. 9.17 議長決定) 市田 忠義君（共産）

第６回日中議員会議出席 中国 28. 2.21 溝手 顕正君（自民） 28. 5.27

(28. 2.12 議長決定) ～ 2.23 江田 五月君（民主） 議院運営委員会

愛知 治郎君（自民） に報告書を提出

柘植 芳文君（自民）

三宅 伸吾君（自民）

堀井 巌君（自民）

柳澤 光美君（民主）

大久保 勉君（民主）

魚住 裕一郎君（公明）

辰巳 孝太郎君（共産）



○重要事項調査

派 遣 の 目 的 派 遣 地 派遣期間 派 遣 議 員 派 遣 報 告

ベルギー王国、イタリア共 ベルギー 27. 9.29 金子 原二郎君（自民） 28. 1.20

和国及びフランス共和国に イタリア ～10. 7 石井 準一君（自民） 議院運営委員会

おける秘密保全制度、議会 フランス 上月 良祐君（自民） に報告書を提出

による同制度への関与の在 大野 元裕君（民主）

り方等に関する実情調査並 藤本 祐司君（民主）

びに各国の政治経済事情等 荒木 清寛君（公明）

視察 儀間 光男君（維新）

(27. 9.14 議長決定)

ベトナム社会主義共和国及 ベトナム 27.12. 9 山田 俊男君（自民） 28. 3.16

びオーストラリア連邦にお オーストラリ ～12.16 山田 修路君（自民） 議院運営委員会

ける経済連携及び地域協力 ア 小川 勝也君（民主） に報告書を提出

に関する実情調査並びに両 佐々木さやか君（公明）

国の政治経済事情等視察 浜田 和幸君（次代）

(27.12. 1 議長決定)


