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本会議審議経過

○平成６年１月31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。

　散会　午前10時２分

○平成６年２月16日（水）

　開会　午前10時１分

　特別委員会設置の件

　　　本件は、議長発議により、科学技術振興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名から成る科学技術特別委員会、公害及び

　　環境保全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

　　から成る環境特別委員会、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、交通安全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名から成る交通安全対策特別委員会を設置することに全会一

　　致をもって決し、政治改革に関する調査のため、委員35名から成る政治改

　　革に関する特別委員会、地方分権の推進に関する調査のため、委員20名か

　　ら成る地方分権に関する特別委員会、規制緩和に関する調査のため、委員

　　25名から成る規制緩和に関する特別委員会を設置することに決し、議長は、

　　特別委員を指名した。

　裁判官訴追委員及び同予備員辞任の件

　　　本件は、裁判官訴追委員田沢智治君、同予備員荒木清寛君の辞任を許可

　　することに決した。

　裁判官訴追委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訴追委

　　員予備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、裁判官

　　訴追委員に寺澤芳男君、同予備員に河本英典君、国会等移転調査会委員に



　磯村修君を指名した。また、裁判官訴追委員予備員の職務を行う順序は、

　第３順位の磯村修君を第２順位に、第４順位の武田邦太郎君を第３順位に、

　河本英典君を第４順位とした。

国家公務員等の任命に関する件

　　本件は、中央社会保険医療協議会委員に井原哲夫君を任命することに全

　会一致をもって同意することに決し、同委員に館龍一郎君を任命すること

　に同意することに決した。

日程第１　平成５年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法

　　　　　人税の臨時特例に関する法律案（衆議院提出）

　　本案は、大蔵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、

　全会一致をもって可決された。

休憩　午前10時９分

再開　午後３時32分

日程第２　国務大臣の報告及び演説に関する件

　　細川内閣総理大臣は帰国報告を、藤井大蔵大臣は財政に関する演説をし

　た。

　　以上に対し、鈴木省吾君、及川一夫君、高崎裕子君は、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５時45分

○平成６年２月23日（水）

　開会　午後６時31分

　国土審議会委員の選挙

　　　本選挙は、その手続を省略して議長の指名によることに決し、議長は、

　　寺崎昭久君を指名した。

　日程第１　平成５年度一般会計補正予算（第３号）

　日程第２　平成５年度特別会計補正予算（特第３号）

　日程第３　平成５年度政府関係機関補正予算（機第３号）

　　　以上３案は、予算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、可決された。



民間都市開発の推進に関する特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する

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、日程に追加し、建設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、可決された。

散会　午後６時42分

○平成６年２月25日（金）

　開会　午後３時１分

　日程第１　水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律案

　　　　　　　　　　　　（第128回国会内閣提出、第129回国会衆議院送付）

　　　本案は、厚生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、

　　全会一致をもって可決された。

　特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措

　置法案（第128回国会内閣提出、第129回国会衆議院送付）

　　　本案は、日程に追加し、環境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、全会一致をもって可決された。

　散会　午後３時８分

○平成６年３月４日(金)

　開会　午前10時１分

　議員辞職の件

　　　本件は、石川弘君の辞職を許可することに決した。

　日程第１　常任委員長辞任の件

　　　本件は、地方行政委員長小川仁一君の辞任を許可することに決した。

　常任委員長の選挙

　　　本選挙は、選挙の手続を省略して議長の指名によることに決し、議長は、

　　地方行政委員長に岩本久人君、労働委員長に野村五男君を指名した。

　日程第２　公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(衆議院提出)

　日程第３　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(衆議院提出)



日程第４　政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（衆議院提出）

日程第５　政党助成法の一部を改正する法律案（衆議院提出）

　　以上４案は、政治改革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、可決された。

休憩　午前10時14分

再開　午後３時１分

日程第６　国務大臣の演説に関する件

　　細川内閣総理大臣は施政方針に関し、羽田外務大臣は外交に関し、藤井

　大蔵大臣は財政に関し、久保田国務大臣は経済に関してそれぞれ演説をし

　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４時39分

○平成６年３月８日（火）

　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）

　　　山本富雄君は、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26分

○平成６年３月９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３日）

　　　松尾官平君、立木洋君は、それぞれ質疑をした。

　休憩　午前11時36分

　再開　午後１時１分

　　　休憩前に引き続き、竹山裕君、下村泰君は、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２時50分



○平成６年３月28日（月）

　開会　午前10時１分

　議長は、新たに当選した議員増岡康治君を議院に紹介した後、同君を大蔵委

　員に指名した。

　日程第１　平成６年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例

　　　　　　に関する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、租税特別措置

　　　　　　法の一部を改正する法律案及び平成６年分所得税の特別減税のた

　　　　　　めの臨時措置法案（趣旨説明）

　　　本案は、藤井大蔵大臣から趣旨説明があった後、須藤良太郎君、吉岡吉

　　典君がそれぞれ質疑をした。

　日程第２　地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案（趣旨説明）

　　　本案は、佐藤自治大臣から趣旨説明があった後、石渡清元君が質疑をし

　　た。

　散会　午前11時33分

○平成６年３月29日（火）

　開会　午後４時１分

　裁判官弾劾裁判所裁判員辞任の件

　　　本件は、穐山篤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、

　　浜本万三君を指名した。

　日程第１　新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する

　　　　　　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２　消防施設強化促進法の一部を改正する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣提出、衆議院送付）

地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

地方交付税法等の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　以上４案（第３及び第４の議案は日程に追加）は、地方行政委員長から

　委員会審査の経過及び結果の報告があった後、日程第１及び第２は全会一



　致をもって可決、日程追加の第３及び第４の議案は可決された。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律案（衆議院提出）

児童手当法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

戦傷病者戦没者遺族等援護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、日程に追加し、厚生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、全会一致をもって可決された。

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改

正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、日程に追加し、建設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、全会一致をもって可決された。

恩給法等の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、日程に追加し、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、全会一致をもって可決された。

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、日程に追加し、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、全会一致をもって可決された。

漁港法第17条第３項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求

めるの件（衆議院送付）

　　本件は、日程に追加し、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、全会一致をもって承認することに決した。

繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、日程に追加し、商工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、全会一致をもって可決された。

相続税法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

関税定率法等の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

平成６年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法

律案（内閣提出、衆議院送付）



酒税法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

租税特別措置法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

平成６年分所得税の特別減税のための臨時措置法案（内閣提出、衆議院送付）

　　以上６案は、日程に追加し、大蔵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、第１及び第６の議案は全会一致をもって可決、第２な

　いし第５の議案は可決された。

児童の権利に関する条約の締結について承認を求めるの件

　　　　　　　　　　　（第128回国会内閣提出、第129回国会衆議院送付）

　　本件は、日程に追加し、外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、全会一致をもって承認することに決した。

放送法第37条第２項の規定に基づき、承認を求めるの件（衆議院送付）

　　本件は、日程に追加し、逓信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、全会一致をもって承認することに決した。

散会　午後４時39分

○平成６年４月１日（金）

　開会　午後10時16分

　日程第１　平成６年度一般会計暫定予算

　日程第２　平成６年度特別会計暫定予算

　日程第３　平成６年度政府関係機関暫定予算

　　　以上３案は、予算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、可決された。

　散会　午後10時21分

○平成６年４月８日（金）

　開会　午前10時31分

　日程第１　国家公務員等の任命に関する件

　　　本件は、人事官に市川惇信君、検査官に佐伯英明君、商品取引所審議会

　　会長に杉山克己君、同委員に植田守昭君、上村達男君、佐々波楊子君、竹

　　居照芳君を任命することに全会一致をもって同意することに決し、原子力

　　委員会委員に伊原義徳君、宇宙開発委員会委員に野村民也君、衆議院議員



　選挙区画定審議会委員に荒尾正浩君、石川忠雄君、内田満君、大林勝臣君、

　大宅映子君、塩野宏君、味村治君、公安審査委員会委員に青井舒一君、山

　崎惠美子君、日本銀行政策委員会委員に濃野滋君を任命することに同意す

　ることに決した。

散会　午前10時34分

○平成６年４月25日（月）

　開会　午後２時１分

　日程第１　内閣総理大臣の指名

　　　本件は、記名投票の結果（投票総数247、過半数124）、衆議院議員羽

　　田孜君が127票をもって指名された。

　散会　午後２時24分

○平成６年４月28日（木）

　開会　午前10時１分

　日程第１　保安林整備臨時措置法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、全会一致をもって可決された。

　散会　午前10時４分

○平成６年５月10日（火）

　開会　午後１時41分

　日程第１　国務大臣の演説に関する件

　　　羽田内閣総理大臣は、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２時７分

○平成６年５月13日（金）

　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）

　　　平井卓志君は、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53分

○平成６年５月16日（月）

　開会　午前10時１分

　裁判官弾劾裁判所裁判員予備員、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予備員勝木健司君、浜四津敏子君、裁

　　判官訴追委員寺澤芳男君、同予備員武田邦太郎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予備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の職務を行う順序は議長に一任

　　することに決し、議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員予備員に足立良平

　　君（第２順位）、荒木清寛君（第３順位）、裁判官訴追委員に武田邦太郎

　　君、同予備員に山崎順子君（第３順位）、検察官適格審査会委員予備委員

　　に井上哲夫君（種田誠君の予備委員）、国会等移転調査会委員に星川保松

　　君を指名した。

　日程第１　国務大臣の演説に関する件（第３日）

　　　浜本万三君、黒柳明君は、それぞれ質疑をした。

　休憩　午後零時２分

　再開　午後１時12分

　　　休憩前に引き続き、市川正一君、吉川芳男君、糸久八重子君は、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。

　日程第２　国立学校設置法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　　本案は、文教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、

　　全会一致をもって可決された。

　散会　午後３時35分

○平成６年５月20日（金）

　開会　午後６時26分

　日程第１　平成６年度一般会計暫定補正予算（第１号）



日程第２　平成６年度特別会計暫定補正予算（特第１号）

日程第３　平成６年度政府関係機関暫定補正予算（機第１号）

　　以上３案は、予算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、可決された。

散会　午後６時33分

○平成６年６月６日（月）

　開会　午後零時５分

　日程第１　国務大臣の報告に関する件（ウルグアイ・ラウンド交渉について）

　　　本件は、羽田内閣総理大臣から報告があった後、大河原太一郎君、野別

　　隆俊君、林紀子君がそれぞれ質疑をした。

　日程第２　オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の

　　　　　　受諾について承認を求めるの件

　日程第３　国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の締結について

　　　　　　承認を求めるの件

　日程第４　国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び業務規則に係

　　　　　　る紛争の義務的解決に関する選択議定書の締結について承認を求

　　　　　　めるの件

　日程第5　1993年の国際ココア協定の締結について承認を求めるの件

　　　以上４件は、外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、全会一致をもって承認することに決した。

　日程第６　特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣提出）

　　　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、全会一致をもって可決された。

　日程第７　高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促

　　　　　　進に関する法律案（内閣提出）

　日程第８　建築基準法の一部を改正する法律案（内閣提出）

　　　以上両案は、建設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、全会一致をもって可決された。

　日程第９　消防法の一部を改正する法律案（内閣提出）



　　本案は、地方行政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、全会一致をもって可決された。

散会　午後１時53分

○平成６年６月８日（水）

　開会　午後零時11分

　日程第１　簡易生命保険法の一部を改正する法律案（内閣提出）

　日程第２　簡易生命保険の積立金の運用に関する法律及び簡易保険福祉事業

　　　　　　団法の一部を改正する法律案（内閣提出）

　日程第３　郵便貯金法の一部を改正する法律案（内閣提出）

　　　以上３案は、逓信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、日程第１は全会一致をもって可決、日程第２及び第３は可決された。

　日程第４　一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣提出、衆議院送付）

　　　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、

　　全会一致をもって可決された。

　日程第５　船員法の一部を改正する法律案（内閣提出）

　日程第６　国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振

　　　　　　興に関する法律案（内閣提出）

　　　以上両案は、運輸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、全会一致をもって可決された。

　日程第７　障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣提出）

　　　本案は、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、

　　全会一致をもって可決された。

　散会　午後零時26分

○平成６年６月10日（金）

　開会　午後零時31分

　日程第１　国務大臣の報告に関する件（衆議院議員選挙区画定審議会の「区

　　　　　　割り案の作成方針」に関する報告について）



　　本件は、石井自治大臣から報告があった。

日程第２　薬事法の一部を改正する法律案（内閣提出）

日程第３　予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律案（内閣提出）

　　以上両案は、厚生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、日程第２は全会一致をもって可決、日程第３は全会一致をもって委員

　長報告のとおり修正議決された。

日程第４　高年齢者等の雇用の安定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、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、

　可決された。

日程第５　特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改

　　　　　正する法律案（内閣提出）

　　本案は、商工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、

　全会一致をもって可決された。

放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、日程に追加し、逓信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、可決された。

特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、日程に追加し、運輸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、可決された。

散会　午後零時52分

○平成６年６月17日（金）

　開会　午後零時18分

　製造物責任法案（閣法第53号）及び製造物責任法案（参第２号）（趣旨説明）

　　　本案は、日程に追加し、寺澤国務大臣、本院議員橋本敦君から順次趣旨

　　説明があった後、宮崎秀樹君、谷畑孝君がそれぞれ質疑をした。

　日程第１　石油公団法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　日程第２　ガス事業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、商工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、可決された。

日程第３　警察法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、地方行政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、全会一致をもって可決された。

散会　午後１時18分

○平成６年６月20日（月）

　開会　午後零時41分

　水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律案（建設委員長提出）

　農住組合法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　都市緑地保全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、日程に追加し、建設委員長から第１の議案については趣旨

　　説明、第２及び第３の議案については委員会審査の経過及び結果の報告が

　　あった後、全会一致をもって可決された。

　休憩　午後零時47分

　再開するに至らなかった。

○平成６年６月22日（水）

　開会　午後零時16分

　日程第１　戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案（内閣提出）

　　　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、

　　可決された。

　日程第２　公職選挙法等の一部を改正する法律案（松浦功君外7名発議）

　　　本案は、政治改革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、可決された。

　農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産委員長提出）

　　　本案は、日程に追加し、農林水産委員長から趣旨説明があった後、全会

　　一致をもって可決された。

　日程第３　健康保険法等の一部を改正する法律案（趣旨説明）



　　以上は、大内厚生大臣から趣旨説明があった後、大浜方栄君、菅野久光

　君、西山登紀子君がそれぞれ質疑をした。

休憩　午後１時55分

再開　午後５時31分

国家公務員等の任命に関する件

　　本件は、科学技術会議議員に高原須美子君、運輸審議会委員に石川雅嗣

　君を任命することに同意することに決し、宇宙開発委員会委員に末松安晴

　君、公害等調整委員会委員に武石章君、漁港審議会委員に池尻文二君、上

　原宜成君、坂井溢郎君、佐藤一誠君、土屋孟君、藤野慎吾君、松井規矩雄

　君、山下ミヤ子君、渡邊行雄君を任命することに全会一致をもって同意す

　ることに決した。

日程第４　航空業務に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協

　　　　　定の締結について承認を求めるの件（衆議院送付）

日程第５　航空業務に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の協定の締

　　　　　結について承認を求めるの件（衆議院送付）

日程第６　航空業務に関する日本国政府とハンガリー共和国政府との間の協

　　　　　定の締結について承認を求めるの件（衆議院送付）

日程第７　航空業務に関する日本国と南アフリカ共和国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）

日程第８　航空業務に関する日本国とジョルダン・ハシェミット王国との間

　　　　　の協定の締結について承認を求めるの件（衆議院送付）

日程第９　航空業務に関する日本国政府とヴィエトナム社会主義共和国政府

　　　　　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）

日程第10　所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のため

　　　　　の日本国政府とシンガポール共和国政府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）

1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の議定書の

締結について承認を求めるの件（衆議院送付）

1971年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約

の議定書の締結について承認を求めるの件（衆議院送付）



1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する

1992年の議定書の締結について承認を求めるの件（衆議院送付）

1971年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約

を改正する1992年の議定書の締結について承認を求めるの件（衆議院送付）

　　以上11件（第８ないし第11の議案は日程に追加）は、外務委員長から委

　員会審査の経過及び結果の報告があった後、日程第４ないし第９及び日程

　追加の第８ないし第11の議案は全会一致をもって承認することに決し、日

　程第10は承認することに決した。

日程第11　航空法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

日程第12　道路運送車両法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

日程第13　地方自治法第156条第６項の規定に基づき、関東運輸局神奈川陸

　　　　　運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（衆議院送付）

油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　以上４件（第４の議案は日程に追加）は、運輸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、日程第11は可決され、日程第12及び日程

　追加の第４の議案は全会一致をもって可決され、日程第13は全会一致をも

　って承認することに決した。

日程第14　地方自治法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

日程第15　地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に

　　　　　関する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　以上両案は、地方行政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、可決された。

日程第16　電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣提出、衆議院送付）

日程第17　放送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、逓信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、日程第16は全会一致をもって可決、日程第17は可決された。

日程第18　特定放射光施設の共用の促進に関する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣提出、衆議院送付）



　　本案は、科学技術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、全会一致をもって可決された。

日程第19　建設業法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

日程第20　不動産特定共同事業法案（内閣提出、衆議院送付）

　　以上両案は、建設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、日程第19は全会一致をもって可決、日程第20は可決された。

日程第21　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存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、環境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、全会一致をもって可決された。

日程第22　更生緊急保護法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

商法及び有限会社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（第２の議案は日程に追加）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、日程第22は全会一致をもって可決、日程

　追加の第２の議案は可決された。

日程第23　雇用保険法等の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、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、

　可決された。

日程第24　平成６年度における財政運営のための国際整理基金に充てるべき

　　　　　資金の繰入れの特例等に関する法律案（内閣提出、衆議院送付）

日程第25　証券取引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、大蔵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、日程第24は可決、日程第25は全会一致をもって可決された。

日程第26　地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣提出、衆議院送付）

日程第27　原子爆弾被爆者に対する特別措置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、厚生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、日程第26は可決、日程第27は全会一致をもって可決された。

農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）



林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣提出、衆議院送付）

農業改良助長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、日程に追加し、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、第１及び第２の議案は全会一致をもって可決、第

　３の議案は可決された。

製造物責任法案（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、日程に追加し、商工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、全会一致をもって可決された。

散会　午後６時25分

○平成６年６月23日（水）

　開会　午後３時６分

　平成６年度一般会計予算

　平成６年度特別会計予算

　平成６年度政府関係機関予算

　　　以上３案は、日程に追加し、予算委員長から委員会審査の経過及び結果

　　の報告があって、討論の後、記名投票をもって採決の結果、賛成130、反

　　対110にて可決された。

　日程第１　裁判官の介護休暇に関する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置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（第２の議案は日程に追加）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、日程第１は全会一致をもって可決、日程

　　追加の第２の議案は可決された。

　日程第２　健康保険法等の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　　本案は、厚生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、

　　可決された。

　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（衆議院送付）

　国会職員法の一部を改正する法律案（衆議院送付）



国立国会図書館法の一部を改正する法律案（衆議院送付）

　　以上３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、全会一致をもって可決された。

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関す

る法律の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、日程に追加し、外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、全会一致をもって可決された。

国際問題に関する調査の中間報告

　　本件は、中間報告を聴取することに決し、国際問題に関する調査会長か

　ら報告があった。

国民生活に関する調査の中間報告

　　本件は、中間報告を聴取することに決し、国民生活に関する調査会長か

　ら報告があった。

産業・資源エネルギーに関する調査の中間報告

　　本件は、中間報告を聴取することに決し、産業・資源エネルギーに関す

　る調査会長から報告があった。

散会　午後４時42分

○平成６年６月29日（水）

　開会　午後８時26分

　日程第１　内閣総理大臣の指名

　　　本件は、記名投票の結果（投票総数244、過半数123）、衆議院議員村

　　山富市君が148票をもって指名された。

　休憩　午後８時58分

　再開　午後10時16分

　元日赤及び元陸海軍従軍看護婦に対する処遇に関する請願外696件の請願

　　　本請願は、日程に追加し、内閣委員長外８委員長の報告を省略し、全会

　　一致をもって各委員会決定のとおり採択することに決した。

　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

　　継続することに決した。



内閣委員会

　国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査

　国の防衛に関する調査

地方行政委員会

　地方行政の改革に関する調査

法務委員会

　検察及び裁判の運営に関する調査

外務委員会

　国際情勢等に関する調査

大蔵委員会

　租税及び金融等に関する調査

文教委員会

　教育、文化及び学術に関する調査

厚生委員会

　社会保障制度等に関する調査

農林水産委員会

　農林水産政策に関する調査

商工委員会

　産業貿易及び経済計画等に関する調査

運輸委員会

　運輸事情等に関する調査

逓信委員会

　郵政事業及び電気通信事業の運営並びに電波に関する調査

労働委員会

　労働問題に関する調査

建設委員会

　建設事業及び建設諸計画等に関する調査

予算委員会

　予算の執行状況に関する調査



決算委員会

　平成３年度一般会計歳入歳出決算、平成３年度特別会計歳入歳出決算、

　平成３年度国税収納金整理資金受払計算書、平成３年度政府関係機関決

　算書

　平成３年度国有財産増減及び現在額総計算書

　平成３年度国有財産無償貸付状況総計算書

　国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査

議院運営委員会

　議院及び国立国会図書館の運営に関する件

科学技術特別委員会

　科学技術振興対策樹立に関する調査

環境特別委員会

　公害及び環境保全対策樹立に関する調査

災害対策特別委員会

　災害対策樹立に関する調査

政治改革に関する特別委員会

　政治改革に関する調査

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

　沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査

地方分権に関する特別委員会

　地方分権の推進に関する調査

規制緩和に関する特別委員会

　許可、認可等の整理及び合理化に関する法律案（閣法第73号）

　規制緩和に関する調査

交通安全対策特別委員会

　交通安全対策樹立に関する調査

国際問題に関する調査会

　国際問題に関する調査

国民生活に関する調査会

　国民生活に関する調査



　産業・資源エネルギーに関する調査会

　　産業・資源エネルギーに関する調査

議長は、今国会の議事を終了するに当たりあいさつをした。

散会　午後10時19分




