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委員会別の成立した法律・条約等の要旨及び本会議における委員長報告︵議案審議表付︶

○内閣委員会

先

月 日

九︑一七

九︑一七

一〇︑三一

一〇︑三一

一〇︑三

一〇︑二二

六一︑九︑一一

議
院

衆

名

防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する
法律案

"

"

"

"

"

臨時行政改革推進審議会設置法案

国家公務員災害補償法の一部を改正する法律
案

地方公共団体の執行機関が国の機関として行
う事務の整理及び合理化に関する法律案

件

内閣提出法律案︵七件︶

番号

０
１

4

1

16

18

一般職の職員の給与等に関する法律の一部を
24 改正する法律案

特別職の職員の給与に関する法律の一部を改

防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案

25 正する法律案

26

防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案︵閣法第

を加えること︒

が武器を使用して防護することができる対象にこれら

隊は︑国賓等の輸送の用に主として供するための航空

賓等の輸送を行うことができることとし︑また︑自衛

遂行に支障を生じない限度において︑航空機による国

３ 国の機関から依頼があつた場合には︑自衛隊の任務

一〇号︶

要旨

本案の主な内容は次のとおりである︒
一︑防衛庁設置法の一部改正

４ 市町村の境界が変更されたことに伴い︑中部航空方

機を保有することができることとすること︒

備等に伴い︑自衛官の定数を海上自衛隊については三百

面隊司令部の所在地を入間市から狭山市に名称変更を

艦艇の就役︑航空機の取得及び防衛庁中央指揮所の整

五十二人増員して四万五千五百五十一人に︑航空自衛隊

行うこと︒

本法律案の主な内容は︑第一に︑艦艇の就役︑航空機の

審査の経過と結果を御報告申し上げます︒

一部を改正する法律案につきまして︑内閣委員会における

ただいま議題になりました防衛庁設置法及び自衛隊法の

委員長報告

三︑本法律は︑公布の日から施行すること︒

については二百三十一人増員して四万七千六十五人に︑
統合幕僚会議については二十三人増員して百五十二人と
し︑合わせて六百六人増加することにより︑全体として
の自衛官定数を二十七万二千七百六十八人とすること︒
二︑自衛隊法の一部改正
１ 自衛隊の予備勢力を確保するため︑予備自衛官の員
数を陸上自衛隊について千人増加し︑航空自衛隊につ
いても予備自衛官制度を新設して三百人とし︑合計四

自衛官の定数を海上自衛隊三百五十二人︑航空自衛隊二百

取得及び中央指揮所の二十四時間運用態勢の確保等に伴い︑

２ 有線電気通信設備︑無線設備及び船舶の防衛上の重

三十一人︑統合幕僚会議二十三人︑合わせて六百六人増加

万四千九百人とすること︒

要性及び防護の緊要度が高まつたことに伴い︑自衛官

め︑予備自衛官の員数を陸上自衛隊に千人増加するととも

八人とすること︒第二に︑自衛隊の予備勢力を確保するた

公明党・国民会議を代表して峯山委員より反対︑民社党・

理事より反対︑自由民主党を代表して大城理事より賛成︑

りましたところ︑日本社会党・護憲共同を代表して久保田

採決により質疑を終局することを決定した後︑討論に入

に︑航空自衛隊に三百人新設し︑合わせて千三百人増加す

国民連合を代表して柳澤委員より賛成︑日本共産党を代表

することにより︑自衛官の総定数を二十七万二千七百六十

ることにより予備自衛官の総数を四万四千九百人とするこ

して内藤委員より反対の旨の発言がありました︒

び合理化に関する法律案︵閣法第一四号︶

地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及

以上︑御報告申し上げます︒

案どおり可決すべきものと決定いたしました︒

討論を終わり︑採決の結果︑本法律案は多数をもつて原

と︒第三に︑船舶及び有線電気通信設備等の防衛上の重要
性及び防護の緊要度が高まつたことに伴い︑自衛官が武器を
使用して防護することができる対象にこれらを加えること︒
第四に︑国の機関から依頼があつた場合には︑航空機による
国賓等の輸送を行うことができることとし︑そのための航空
機を自衛隊が保有できることとしようとするものであります︒
委員会におきましては︑中曽根内閣総理大臣の出席を求
めて質疑を行うなど熱心な審査が行われました︒

在日米軍労務費負担︑日米共同統合演習︑事前協議制度等

水準達成とＧＮＰ一％との関連等のほか︑洋上防空構想︑

護できる対象の拡大理由︑防衛計画の大綱の見直し︑大綱

連︑予備自衛官の増員理由と将来構想︑武器を使用して防

しつつ︑地域の実情に合つた総合的︑効率的な行政の実現

に係る事項のうち︑地方公共団体の自主性・自律性を強化

摘された機関委任事務及び国・地方を通ずる許認可権限等

審議会の﹁行政改革の推進方策に関する答申﹂において指

本案は︑昭和六 十年七月二 十二日付臨時行政改革推進

要旨

広範多岐にわたつておりますが︑その詳細は︑会議録によ

及び事務運営の簡素化を図る観点から︑機関委任事務及び

その主な質疑の内容は︑自衛官の定数増と充足率との関

り御承知願いたいと存じます︒

国・地方を通ずる 許認可権限等について︑法律改正を要す
る十一省庁四十三法律︵重複する法律を除く純計︶︑六十

二︑国・地方を通ずる許認可権限等の整理合理化関係︵十
一法律︑十一事項︶

一の都道府県域内で事業を行う社会福祉法人の設立認

可等の権限を厚生大臣から都道府県知事に委譲するなど︑

一事項を取りまとめて整理合理化を行おうとするものであ
つて︑その主な内容は次のとおりである︒

国が直接処理していた事務十一事項を都道府県知事へ委

三︑本法律は︑一部を除き公布の日から施行すること︒

譲すること︵十一法律の改正︶︒

一︑機関委任事務の整理合理化関係︵三十四法律︑五十事
項︶
１ 調理師試験及び宅地建物取引主任者資格試験の実施
に関する事務を民間に委譲するなど︑十事項を廃止す
ること︵十法律の改正︶︒

ただいま議題となりました五件の法律案につきまして︑

委員長報告

入所等に関する事務など︑三十三事項を市町村等の事

内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し 上げま

２ 老人ホーム︑保育所及び精神薄弱者援護施設等への

務︵団体委任事務︶とすること︵十七法律の改正︶︒

す︒

まず︑地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事

３ 簡易専用水道に係る知事の給水停止命令等の権限を
保健所設置市の長に委譲するなど︑市町村において処

効率的な行政の実現及び事務運営の簡素化を図る観点から︑

務の整理及び合理化に関する法律案は︑地方公共団体の自

４ 電源開発調整審議会が関係都道府県知事から意見を

昭和六十年七月の臨時行政改革推進審議会の答申の趣旨に

理することが効率的なもの五事項を市町村に委譲する

聴取する場合に︑当該都道府県知事の出席を要しない

沿つて︑五十事項の機関委任事務及び十一事項の国・地方

主性・自律性を強化しつつ︑地域の実情に合つた総合的︑

ものとするなど︑二事項の事務を整理合理化すること

を通ずる許認可権限等の整理及び合理化を図るため︑十一

こと︵五法律の改正︶︒

︵二法律の改正︶︒

省庁四十三法律にわたる改正を一括して行おうとするもの

勤の委員七人をもつて組織することとしております︒

構成は︑両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する非常

委員会におきましては︑中曽根内閣総理大臣の出席を求

た日に廃止することとしております︒

なお︑審議会は政令で定める施行期日から三年を経過し

であります︒
委員会におきましては︑本法律案の趣旨と地方自治強化
との関連︑機関委任事務増加の原因と抑制策︑機関委任事
務を団体委任事務とする場合の留意点︑保育所の入所措置

が︑その詳細は︑会議録により御承知願いたいと存じます︒

の関係︑新行革審設置の理由と諮問事項︑審議会の運営及

その主な質疑の内容は︑増税なき財政再建と行革推進と

めるなど熱心な審査が行われました︒

採決により質疑を終局することを決定した後︑討論に入

び委員選任の基本方針等広範多岐にわたつておりますが︑

等に係る基準政令の定め方等について質疑が行われました

りましたところ︑日本共産党を代表して内藤委員より反対

その詳細は会議録によつて御承知願いたいと存じます︒

討論を終わり︑採決の結果︑本法律案は多数をもつて原

した︒

国民連合を代表して柳 澤委員より賛成の旨の発言がありま

賛成︑日本共産党を代表して内藤委員より反対︑民社党・

理事より反対︑公明党・国民会議を代表して峯山委員より

りましたところ︑日本社会党・護憲共同を代表して久保田

採決により質疑を終局することを決定した後︑討論に入

の旨の発言がありました︒
討論を終わり︑採決の結果︑本法律案は多数をもつて原
案どおり可決すべきものと決定いたしました︒
なお︑本法律案に対し︑八項目にわたる附帯決議が行わ
れました︒
次に︑臨時行政改革推進審議会設置法案は︑行政改革の
推進が引き続き要請されている現下の情勢にかんがみ︑ま
た︑去る六月の臨時行政改革推進審議会の最終答申を踏ま

最後に︑給与関係三法律案について申し上げます︒

案どおり可決すべきものと決定いたしました︒
政の実現を推進するため︑総理府に︑改めて臨時行政改革

一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法

えて︑社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行

推進審議会を設置しようとするものであります︒審議会の

るほか︑筑波研究学園都市移転手当の改廃に関する措置に

する初任給調整手当及び扶養︑宿日直等の各手当を改定す

月一日から平均二・三％引き上げるとともに︑医師等に対

職の職員の給与について︑全俸給表の全俸給月額を本年四

給与法改正案は多数︑防衛庁職員給与法改正案は全会一致

の結果︑一般職職員給与法改正案は全会一致︑特別職職員

棄権する旨の発言がありました︒討論を終わり︑順次採決

別職職員給与法改正案に反対︑防衛庁職員給与法改正案に

表して内藤委員より︑一般職職員給与法改正案に賛成︑特

質疑を終わり︑討論に入りましたところ︑日本共産党を代

ついての人事院勧告の期限を昭和七十一年十二月三十一日

をも つてそれぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたし

律案は︑去る八月の人事院勧告を完全実施するため︑一般

まで︑十年間延長する等の措置を講じようとするものであ

ました︒

以上︑御報告申し上げます︒

ります︒
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

国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案︵閣法第一六

案は︑一般職の職員の給与改定に伴い︑特別職の職員の俸
給月額を改定するほか︑内閣総理大臣及び国務大臣の給与

号︶

要旨

月一日付の意見の申し出にかんがみ︑公務上の災害又は

本案は︑人事院の国会及び内閣に対する昭和六十一年八

の一部返納について︑所要の特例措置を講じようとするも
のであります︒
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は︑一般職の
職員の給与改定に準じて︑防衛庁職員の俸給月額等につい
て所要の改定を行おうとするものであります︒

官民較差五％未満の場合の勧告のあり方︑完全実施に対す

ごとの最低限度額及び最高限度額を設定する等の所要の措

償制度に関し︑年金たる補償に係る平均給与額に年齢階層

通勤による災害を受けた職員及びその遺族に対する災害補

る政府の決意等について質疑が行われましたが︑その詳細

置を講じようとするものであつて︑その主な内容は次のと

委員会におきましては︑以上三法律案を一括して審査し︑

は会議録によつて御承知願いたいと存じます︒

おりである︒
一︑年金たる補償に係る平均給与額の改正
︵一︶ 年金たる補償に係る平均給与額について︑人事院規

三︑収監中の者に対する休業補償の取り扱い

監獄等に収容されている者には︑休業補償を支給しな
い こととすること︒

年金たる補償に係る平均給与額の改正については昭和

施行期日

を定め︑被災職員の平均給与額が︑当該職員の年齢の

六十二年二月一日︑通勤の定義に関する規定の整備及び

四︑

属する年齢階層に係る最低限度額を下回り︑又は最高

収監中の者に対する休業補償の取り扱いについては昭和

則で定める年齢階層ごとに最低限度額及び最高限度額

限度額を超える場合には︑それぞれ当該最低限度額又

六十二年四月一日から施行すること︒

の経過と結果を御報告申し上げます︒

を改正する法律案につきまして︑内閣委員会における審査

ただいま議題となりました国家公務員災害補償法の一部

委員長報告

は最高限度額を当該職員の平均給与額とすること︒
なお︑最低限度額及び最高限度額は︑労働者災害補
償保険制度において用いられる額を考慮して人事院が
定めることとすること︒
︵二︶ この改正の施行時において年金たる補償を受ける権
利を有している者については︑施行時における当該年

補償法の改正に関する意見の申し出にかんがみ︑年金たる

本法律案は︑去る八月一日付の人事院の国家公務員災害

る場合には︑当該平均給与額を基礎として年金たる補

補償に係る平均給与額に年齢階層ごとの最低限度額及び最

金たる補償に係る平均給与額が ︵一︶の最高限度額を超え

償の額を算定することとし︑その超える間︑年金たる

高限度額を設定するとともに︑通勤の定義に関する規定の

を行おうとするものであります︒

休業補償を支給しないこととするほか︑所要の規定の整備

整備を行い︑あわせて監獄等に収容されている者に対して

補償の額の自動改定は行わないこととすること︒
二︑通勤の定義に関する規定の整備
通勤災害について︑保護の対象となる通勤の範囲を人
事院規則で具体的に定めることとすること︒

％未満の場合の人事院勧告のあり方についても質疑が行わ

の取り扱い等のほか行政監察のあり方及び官民給与較差五

の拡大︑収監中の職員に対して休業補償を支給しないこと

定の是非︑社会経済情勢の変化に即応する通勤災害の範囲

委員会におきましては︑災害補償の法的性格︑限度額設

一︑社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行政

主な内容は次のとおりである︒

臨時行政改革推進審議会を設置しようとするものであ つて︑

行政改革推進審議会の最終答申を踏まえ︑総理府に改めて

の情勢にかんがみ︑また︑本年六月十日に提出された臨時

本案は︑行政改革の推進が引き続き要請されている現下

の実現を推進するため︑総理府に︑臨時行政改革推進審

れましたが︑その詳細は会議録によ つて御承知願いたいと
存じます︒

議会を設置すること︒

二︑審議会は︑行政改革に関し臨時行政調査会の行つた答

質疑を終わり︑討論に入りましたところ︑日本共産党を
代表して内藤委員より反対の旨の発言がありました︒次い

申並びに存置期間を迎え解散した臨時行政改革推進審議

制度及び行政運営の改善に関する施策に係る重要事項に

で︑採決の結果︑本法律案は多数をも つて原案どおり可決

なお︑本法律案に対し︑災害の予防及び職業病の発生防

ついて調査審議し︑その結果に基づいて内閣総理大臣に

会の述べた意見及び行つた答申を受けて講ぜられる行政

止のため努力すること等二項目にわたる自由民主党︑日本

意見を述べるほか︑内閣総理大臣の諮問に応じて答申す

すべきものと決定いたしました︒

社会党︑公明党・国民会議︑日本共産党及び民社党・国民

ること︒

必要な協力を求めることができるほか︑行政機関等の運

四︑審議会は︑行政機関の長等に対して︑資料の提出等の

任命する非常勤の委員七人をもつて組織すること︒

る者のうちから︑両議院の同意を得て︑内閣総理大臣が

三︑審議会は︑行政の改善問題に関して優れた識見を有す

連合の各派共同提案に係る附帯決議が付されました︒
以上︑御報告を申し上げます︒

臨時行政改革推進審議会設置法案︵閣法第一八号︶

要旨

営状況を調査することができるものとすること︒
五︑審議会は︑本法律施行日から起算して三年を経過した

九円引き上げること︒
二︑諸手当の改定

受ける医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を

１ 初任給調整手当について︑医療職俸給表 ︵一︶の適用を

六︑本法律は︑一部の規定を除き︑公布の日から起算して

二十三万五千円︵現行二十三万円︶に引き上げるとと

日に廃止すること︒

四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

もに︑医療職俸給表 ︵一︶以外の俸給表の適用を受ける医

千円︵現行一万四千円︶に︑配偶者のない職員の扶養

２ 扶養手当について︑配偶者に係る支給月額を一万五

上げること︒

の限度額を四万二千五百円︵現行四万二千円︶に引き

知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額

師及び歯科医師のうち︑医学又は歯学に関する専門的

すること︒

委員長報告
二七ページ参照

一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
︵閣法第二四号︶

親族のうち一人に係る支給月額を一万円︵現行九千五

百円︶に引き上げること︒

を︑通常の宿日直勤務にあ つては二千三百円︵現行千

要旨

の職員の給与に関する勧告にかんがみ︑一般職の職員の給

六百円︶︑入院患者の病状の急変等に対処するための

３ 宿日直手当について︑勤務一回当たりの支給限度額

与等に関する法律について所要の改正を行おうとするものであつて︑そ

医師又は歯科医師の宿日直勤務にあ つては一万二千円

本案は︑昭和六十一年八月十二日付の人事院の一般職

の主な内容は次のとおりである︒

︵現行一万円︶に︑人事院規則で定めるその他の特殊な

業務を主として行う宿日直勤務にあ つては四千二百円

一︑俸給表の改定
全俸給表の全俸給月額を平均二・三％︑五千六百二十

︵現行三千二百円︶に引き上げ︑また︑これらの宿日
直勤務が土曜日等の退庁時から引き続いて行われる場
合にあつては︑その支給の限度額をそれぞれ三千四百
五十円︵現行二千四百円︶︑一万八千円︵現行一万五
千円︶︑六千三百円︵現行四千八百円︶に引き上げる
こと︒また︑常直的な宿日直勤務についての支給月額
の限度額を一万三千円︵現行一万千円︶に引き上げる
こ と︒
４ 非常勤の委員︑顧問︑参与等に支給する手当につい
て︑支給の限度額を日額二万五千四百円︵現行二万四

二七ページ参照

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
︵閣法第二五号︶

要旨

本案は︑一般職の国家公務員の給与改定に伴い︑特別職

の職員の給与の額を改定しようとするものであつて︑その

主な内容は次のとおりである︒

一︑内閣総理大臣の俸給月額を百七十六万六千円︵現行百

八千円︵現行百二十五万八千円︶︑内閣法制局長官等の

七十二万五千円︶︑国務大臣等の俸給月額を百二 十八万

５ 筑波研究学園都市移転手当の改廃に関する措置につ

俸給月額を百二十三万千円︵現行百二十万二千円︶とし︑

千八百円︶に引き上げること︒

いての人事院の勧告の期限を昭和七十一年十二月三十

その他政務次官以下の俸給月額を百四万九千円から九十

三︑秘書官の俸給月額を四十一万三千二百円から二十万三

で改定すること︒

万円︵現行百二十万二千円から七十九万千円︶の範囲内

二︑大使及び公使の俸給月額を百二十三万千円から八十一

で改定すること︒

一万千円︵現行百二万五千円から八十九万円︶の範囲内

一日に改めること︒
三︑施行期日
本法律は︑公布の日から施行し︑昭和六十一年四月一
日から適用すること︒ただし︑宿日直手当に関する改正
規定は︑昭和六十二年一月一日から施行すること︒

委員長報告

千百円︵現行四 十万三千九百円から十九万八千五百円︶
の範囲内で改定すること︒

本案は︑一般職の国家公務員の給与改定に準じて︑防衛

庁職員の俸給月額等を改定しようとするものであ つて︑そ

一︑事務次官︑参事官︑書記官及び部員に適用される参事

の主な内容は次のとおりである︒

度額を四万五千二百円︵現行四万四千二百円︶及び二万

官等俸給表の俸給月額を平均二・三％並びに自衛官に適

四︑委員会の常勤委員及び非常勤委員の日額手当の支給限

五千四百円︵現行二万四千八百円︶にそれぞれ改定する

用される自衛官俸給表の俸給月額を平均二・四％それぞ

二七ページ参照

委員長報告

日から適用すること︒

四︑本法律は︑公布の日から施行し︑昭和六十一年四月一

三︑営舎外居住を許可された自衛官に支給される営外手当
の月額を六千百六十円︵現行六千九十円︶に増額するこ と︒

増額すること︒

手当の月額を六万六千八百円︵現行六万四千九百円︶に

二︑防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に支給する学生

れ引き上げること︒

こ と︒
五︑内閣総理大臣及び国務大臣の給与の一部返納について︑
所要の特例措置を講ずること︒
六︑旧国際科学技術博覧会政府代表の俸給月額については︑
昭和六十一年九月十五日までの間は︑百三万九千円︵現
行百一万五千円︶であつたものとすること︒
七︑本法律は︑公布の日から施行し︑昭和六十一年四月一
日から適用する︒

委員長報告
二七ページ参照

防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案︵閣法第二六号︶

要旨

