
１　本会議審議経過

○平成８年１月22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。

常任委員長辞任の件

　　本件は、地方行政委員長竹山裕君、議院運営委員長志苫裕君の辞任を許

　可することに決した。

常任委員長の選挙

　　本選挙は、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、

　地方行政委員長に菅野壽君、議院運営委員長に下稲葉耕吉君を指名した。

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、選挙制度に関する調査のため委員

20名から成る選挙制度に関する特別委員会、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、中小企業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

から成る中小企業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、地方分権の推進及び規制緩和に関する調査のため委員20名から成る地

方分権及び規制緩和に関する特別委員会、国会等の移転に関する調査のた

め委員20名から成る国会等の移転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。

休　　憩　午前10時6分

再　　開　午後５時24分

日程第２　国務大臣の演説に関する件

　橋本内閣総理大臣は施政方針に関し、池田外務大臣は外交に関し、久保

大蔵大臣は財政に関し、田中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７時11分

○平成８年１月25日（木）

　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）

　　大久保直彦君、村上正邦君は、それぞれ質疑をした。

　　残余の質疑は、延期することに決した。

散　　会　午後零時54分

○平成８年１月26日（金）

開　　会　午前10時２分

裁判官弾劾裁判所裁判員予備員及び裁判官訴追委員辞任の件

　本件は、裁判官弾劾裁判所裁判員予備員坪井一宇君、野間赳君、裁判官

訴追委員下稲葉耕吉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大島慶久君（第１順位）、佐藤静雄

君（第３順位）、裁判官訴追委員に松浦孝治君、国土審議会委員に松浦功

君、国土開発幹線自動車道建設審議会委員に青木薪次君、国会等移転調査

会委員に木宮和彦君、松浦孝治君を指名した。

国家公務員等の任命に関する件

　本件は、国家公安委員会委員に那須翔君を任命することに同意すること

に決した。

日程第１　国務大臣の演説に関する件（第３日）

　　村沢牧君、立木洋君は、それぞれ質疑をした。

休　　憩　午後零時６分

再　　開　午後１時11分

　　休憩前に引き続き、永野茂門君、武田邦太郎君は、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20分

○平成８年２月14日（水）

　開　　会　午後零時31分

　永年在職議員表彰の件

　本件は、議長発議により、国会議員として在職25年に達した議員田英夫

君を院議をもって表彰することに決し、議長は、次の表彰文を朗読した。

　　議員田英夫君　君は国会議員としてその職にあること25年に及び常に

　　憲政のために力を尽くされました

　　参議院は君の永年の功労に対しここに院議をもって表彰します



遠藤要君は、祝辞を述べた。

田英夫君は、謝辞を述べた。

日程第１　国家公務員等の任命に関する件

　　本件は、社会保険審査会委員長に大和田潔君、同委員に佐々木喜之君、

　中央社会保険医療協議会委員に井原哲夫君、森嶌昭夫君を任命することに

　同意することに決した。

平成7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、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、全会一致をもって可決された。

散　　会　午後零時45分

○平成８年２月16日（金）

開　　会　午後３時31分

平成７年度一般会計補正予算（第３号）

平成７年度特別会計補正予算（特第３号）

　　以上両案は、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

　の報告があった後、可決された。

日程第１　平成４年度一般会計歳入歳出決算、平成４年度特別会計歳入歳出

　　　　　決算、平成４年度国税収納金整理資金受払計算書、平成４年度政

　　　　　府関係機関決算書

日程第２　平成５年度一般会計歳入歳出決算、平成５年度特別会計歳入歳出

　　　　　決算、平成５年度国税収納金整理資金受払計算書、平成５年度政

　　　　　府関係機関決算書

日程第３　平成４年度国有財産増減及び現在額総計算書

日程第４　平成４年度国有財産無償貸付状況総計算書

日程第５　平成５年度国有財産増減及び現在額総計算書

日程第６　平成５年度国有財産無償貸付状況総計算書

　　以上６件は、決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、日程第１及び第２はまず委員長報告のとおり是認することに決し、次

　いで全会一致をもって委員長報告のとおり内閣に対し警告することに決

　し、日程第３ないし第６は是認することに決した。

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）

　　本案は、日程に追加し、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。

平成７年度における租税収入の減少を補う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）



　本案は、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、可決された。

散　　会　午後３時57分

○平成８年２月23日（金）

開　　会　午前10時１分

議員大野明君逝去につき哀悼の件

　　本件は、議長発議により院議をもって弔詞をささげることに決し、議長

　は、弔詞を朗読した。次いで、平井卓志君が哀悼の辞を述べた。

国家公務員等の任命に関する件

　　本件は、行政改革委員会委員に宮崎勇君を任命することに同意すること

　に決した。

日程第１　国務大臣の報告に関する件（「新防衛計画大綱」及び「新中期防

　　　　　衛力整備計画」に関する報告について）

　　本件は、橋本内閣総理大臣から報告があった後、尾辻秀久君、風間・昶　君、笠井亮君がそれぞれ質疑をした。

散　　会　午前11時37分

○平成８年３月22日（金）

開　　会　午後零時１分

日程第１　公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

　　　　　関する法律の一部を改正する法律案（内閣提出）

　　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。

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法

律案（内閣提出）

　　本案は、日程に追加し、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。

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法

律案（内閣提出）

　　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、全会一致をもって可決された。

証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案（内閣提

出）

　　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。

散　　会　午後零時11分



○平成８年３月27日（水）

開　　会　午後零時５分

議長は、新たに当選した議員大野つや子君を議院に紹介した後、同君を法務

委員に指名した。

国家公務員等の任命に関する件

　　本件は、人事官に弥富啓之助君を任命することに同意することに決し

　た。

日程第１　農林漁業金融公庫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。

日程第２　中小企業の創造的事業活動の促進に関する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、中小企業対策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３　住宅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）

日程第４　大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一

　　　　　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３は全会一致をもって可決、日程第４は可決された。

日程第５　戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案（内閣提

　　　　　出、衆議院送付）

日程第６　らい予防法の廃止に関する法律案（内閣提出、衆議院送付）

日程第７　平成８年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に

　　　　　関する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　以上３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。

日程第８　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、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　午後零時23分

○平成８年３月29日（金）

開　　会　午前10時1分

日程第1　平成８年度一般会計暫定予算

日程第２　平成８年度特別会計暫定予算



日程第３　平成８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。

日程第４　皇室経済法施行法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送

　　　　　付）

日程第５　恩給法等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、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、日程第４は可決、日程第５は全会一致をもって可決された。

日程第６　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。

日程第７　交通安全施設等整備事業に関する緊急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、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８　踏切道改良促進法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送

　　　　　付）

　　本案は、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９　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、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。

日程第10　地方税法等の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

日程第11　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12　平成８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）

日程第13　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）

日程第14　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）

　　以上３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12は全会一致をもって可決、日程第13及び第14は可決された。



日程第15　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、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。

日程第16　高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化

　　　　　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17　石炭鉱害賠償等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）

　　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、日程第16は可決、日程第17は全会一致をもって可決された。

日程第18　科学技術振興事業団法案（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。

散　　会　午前10時39分

○平成８年４月10日（水）

開　　会　午後零時１分

日程第１　国務大臣の報告に関する件（高速増殖原型炉「もんじゅ」のナト

　　　　　リウム漏えい事故に関する報告について）

　　本件は、中川国務大臣から報告があった後、石田美栄君、照屋寛徳君が

　それぞれ質疑をした。

日程第２　消防団員等公務災害補償等共済基金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、可決された。

日程第３　郵政省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、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、

　可決された。

日程第４　郵便貯金法の一部を改正する法律案（内閣提出）

日程第５　郵便振替の預かり金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関

　　　　　する法律案（内閣提出）

日程第６　簡易生命保険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、全会一致をもって可決された。

散　　会　午後１時12分



○平成８年４月12日（金）

開　　会　午後零時２分

日程第１　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）

　　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、

　全会一致をもって可決された。

日程第2　1994年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第38表（日本国

　　　　　の譲許表）の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を

　　　　　求めるの件

日程第３　インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定の締結について承認

　　　　　を求めるの件

　　以上両件は、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、日程第２は承認することに決し、日程第３は全会一致をもって承認す

　ることに決した。

日程第４　水質汚濁防止法の一部を改正する法律案（内閣提出）

　　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５　地方自治法第156条第６項の規定に基づき、公共職業安定所の

　　　　　設置に関し承認を求めるの件

日程第６　労働安全衛生法の一部を改正する法律案（内閣提出）

　　以上両件は、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、日程第５は全会一致をもって承認することに決し、日程第６は全会一

　致をもって可決された。

日程第７　廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案（内閣提

　　　　　出）

日程第８　民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省

　　　　　関係法律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７は全会一致をもって可決、日程第８は可決された。

日程第９　塩事業法案（内閣提出）

　　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。

日程第10　船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改

　　　　　正する法律案（内閣提出）

日程第11　港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案（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、日程第10は全会一致をもって可決、日程第11は可決された。

日程第12　文化財保護法の一部を改正する法律案（内閣提出）

　　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。

日程第13　産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律案（内閣提出）

日程第14　商標法等の一部を改正する法律案（内閣提出）

　　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、全会一致をもって可決された。

日程第15　植物防疫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、可決された。

日程第16　都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律案（内閣提出）

日程第17　下水道整備緊急措置法及び下水道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。

散　　会　午後零時36分

○平成８年４月22日（月）

開　　会　午後１時８分

林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法

律案、林業労働力の確保の促進に関する法律案及び木材の安定供給の確保に

関する特別措置法案（趣旨説明）

　　本件は、日程に追加し、大原農林水産大臣から趣旨説明があった後、常

　田享詳君が質疑をした。

休　　憩　午後１時41分

再　　開　午後５時６分

日程第１　国務大臣の報告に関する件（日米首脳会談及びモスクワ原子力

　　　　　安全サミットに関する報告について）

　　本件は、橋本内閣総理大臣から報告があった後、岩崎純三君、寺澤芳男

　君、伊藤基隆君、立木洋君がそれぞれ質疑をした。

散　　会　午後７時16分

○平成８年４月26日（金）

開　　会　午後５時３分

日程第１　本州四国連絡橋公団法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議

　　　　　院送付）



　本案は、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。

外務公務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、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。

大気汚染防止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、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。

林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法

律案（内閣提出、衆議院送付）

林業労働力の確保の促進に関する法律案（内閣提出、衆議院送付）

木材の安定供給の確保に関する特別措置法案（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、全会一致をもって可決された。

関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

航空法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

新東京国際空港公団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、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、第１及び第２の議案は可決、第３の議案は全会一致を

　もって可決された。

国立病院等の再編成に伴う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）

　　本案は、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、可決された。

散　　会　午後５時22分

○平成８年５月８日（水）

開　　会　午後零時３分

日程第１　生物系特定産業技術研究推進機構法の一部を改正する法律案（内

　　　　　閣提出、衆議院送付）

　　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２　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の

　　　　　整備等に関する法律等の一部を改正する法律案（内閣提出）

日程第３　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）

　　以上両案は、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、日程第２は可決、日程第３は全会一致をもって可決された。

日程第４　社会保障研究所の解散に関する法律案（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。

散　　会　午後零時13分

○平成８年５月９日（木）

開　　会　午後11時51分

議長は、本日は延会することとし、次会は、明日午前10時より開会する旨を

宣告した。

延　　会　午後11時52分

○平成８年５月10日（金）

開　　会　午前10時１分

日程第１　平成８年度一般会計予算

日程第２　平成８年度特別会計予算

日程第３　平成８年度政府関係機関予算

　　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

　り、日程第１に対する、勝木健司君外１名提出の修正案について白浜一良

　君から、山口哲夫君外１名提出の修正案について山口哲夫君からそれぞれ

　趣旨説明があって、討論の後、まず勝木健司君外１名提出の修正案を記名

　投票をもって採決の結果、賛成73、反対170にて否決、次いで山口哲夫君

　外１名提出の修正案を記名投票をもって採決の結果、賛成24、反対218に

　て否決、次いで日程第１ないし第３は記名投票をもって採決の結果、賛成

　145、反対99にて可決された。

日程第４　平成８年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関す

　　　　　る法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　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、

　可決された。

休　　憩　午前11時54分

再開するに至らなかった。

○平成８年５月15日（水）

開　　会　午前10時１分

日程第１　国務大臣の報告に関する件（平成６年度決算の概要について）

　　本件は、久保大蔵大臣から報告があった後、武田節子君、前川忠夫君が

　それぞれ質疑をした。

日程第２　国務大臣の報告に関する件（規制緩和推進計画の改定について）



本件は、中西国務大臣から報告があった後、続訓弘君が質疑をした。

公営住宅法の一部を改正する法律案（趣旨説明）

　本件は、日程に追加し、中尾建設大臣から趣旨説明があった後、片上公

人君が質疑をした。

日程第３　労働者災害補償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、

　全会一致をもって可決された。

散　　会　午前11時53分

○平成８年５月17日（金）

開　　会　午前10時１分

防衛庁設置法の一部を改正する法律案（趣旨説明）

　　本件は、日程に追加し、臼井国務大臣から趣旨説明があった後、鈴木正

　孝君、笠井亮君がそれぞれ質疑をした。

日程第１　航空業務に関する日本国とエティオピア連邦民主共和国との間の

　　　　　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２　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

　　　　　の日本国とメキシコ合衆国との間の条約の締結について承認を求

　　　　　めるの件（衆議院送付）

　　以上両件は、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、日程第１は全会一致をもって承認することに決し、日程第２は承認す

　ることに決した。

日程第３　幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律案

　　　　　　（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、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４　訪問販売等に関する法律及び通商産業省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、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　午前11時11分

○平成８年５月22日（水）

開　　会　午前10時１分

警察法の一部を改正する法律案（趣旨説明）

　　本件は、日程に追加し、倉田国務大臣から趣旨説明があった後、和田洋



　子君が質疑をした。

日程第１　日本学術振興会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。

日程第２　農畜産業振興事業団法案（内閣提出、衆議院送付）

　　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３　自動車ターミナル法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院

　　　　　送付）

　　本案は、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、

　可決された。

日程第４　防衛庁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、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、

　可決された。

散　　会　午前10時48分

○平成８年５月24日（金）

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、金融、税制、財政制度及び経済構造全般にわ

たる改革並びに金融機関等の諸問題を調査するため委員35名から成る金融

問題等に関する特別委員会、海洋法に関する国際連合条約及び1982年12月

10日の海洋法に関する国際連合条約第11部の実施に関する協定の締結につ

いて承認を求めるの件、領海法の一部を改正する法律案、排他的経済水域

及び大陸棚に関する法律案、海上保安庁法の一部を改正する法律案、排他

的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律案、

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律案、水産資源保護法の一部を改

正する法律案、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正す

る法律案及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する

法律案を審査するため委員30名から成る海洋法条約等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。

日程第１　公営住宅法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、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、

　可決された。

日程第２　勤労者財産形成促進法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、

全会一致をもって可決された。

休　　憩　午前10時８分

再　　開　午後２時18分

厚生年金保険法等の一部を改正する法律案（趣旨説明）

　　本件は、日程に追加し、菅厚生大臣から趣旨説明があった後、山本保

　君、竹村泰子君がそれぞれ質疑をした。

散　　会　午後３時11分

○平成８年５月29日（水）

開　　会　午後零時１分

元本院議長藤田正明君逝去につき哀悼の件

　　本件は、議長発議により院議をもって弔詞をささげることに決し、議長

　は、弔詞を朗読した。

日程第１　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、可決された。

散　　会　午後零時６分

○平成８年５月31日（金）

開　　会　午前11時６分

海洋法に関する国際連合条約及び1982年12月10日の海洋法に関する国際連合

条約第11部の実施に関する協定の締結について承認を求めるの件、領海法の

一部を改正する法律案、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律案、海上保

安庁法の一部を改正する法律案、排他的経済水域における漁業等に関する主

権的権利の行使等に関する法律案、海洋生物資源の保存及び管理に関する法

律案、水産資源保護法の一部を改正する法律案、海洋汚染及び海上災害の防

止に関する法律の一部を改正する法律案及び核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関

する法律の一部を改正する法律案（趣旨説明）

　　本件は、日程に追加し、池田外務大臣、亀井運輸大臣、大原農林水産大

　臣、中川国務大臣から順次趣旨説明があった後、青木幹雄君、戸田邦司

　君、須藤美也子君がそれぞれ質疑をした。

日程第１　地方公務員災害補償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。

日程第２　電気通信基盤充実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）

日程第３　通信・放送機構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、可決された。

散　　会　午後零時31分

○平成８年６月５日（水）

開　　会　午前10時１分

日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役

務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締

結について承認を求めるの件及び自衛隊法の一部を改正する法律案（趣旨説

明）

　　本件は、日程に追加し、池田外務大臣、臼井国務大臣から順次趣旨説明

　があった後、田村秀昭君、川橋幸子君、聽濤弘君がそれぞれ質疑をした。

日程第１　電波法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、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、

　全会一致をもって可決された。

日程第２　外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関

　　　　　する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、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。

散　　会　午前11時12分

○平成８年６月7日（金）

開　　会　午前10時１分

海上運送法の一部を改正する法律案（趣旨説明）

　　本件は、日程に追加し、亀井運輸大臣から趣旨説明があった後、横尾和

　伸君が質疑をした。

日程第１　海洋法に関する国際連合条約及び1982年12月10日の海洋法に関す

　　　　　る国際連合条約第11部の実施に関する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２　領海法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

日程第３　排他的経済水域及び大陸棚に関する法律案（内閣提出、衆議院送

　　　　　付）



日程第４　海上保安庁法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

日程第５　排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関

　　　　　する法律案（内閣提出、衆議院送付）

日程第６　海洋生物資源の保存及び管理に関する法律案（内閣提出、衆議院

　　　　　送付）

日程第７　水産資源保護法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送

　　　　　付）

日程第８　海洋汚染及び海上災害の防止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９　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射

　　　　　性同位元素等による放射線障害の防止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９件は、海洋法条約等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、日程第１は全会一致をもって承認することに決

　し、日程第２ないし第９は全会一致をもって可決された。

国連海洋法条約の実施に伴う体制の確立等に関する決議案（野沢太三君外９

名発議）（委員会審査省略要求事件）

　　本案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加して議題

　とすることに決し、野沢太三君から趣旨説明があった後、可決された。

　　池田外務大臣、大原農林水産大臣、亀井運輸大臣は、本決議についてそ

　れぞれ所信を述べた。

日程第10　特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置

　　　　　に関する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、災害対策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11　厚生年金保険法等の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送

　　　　　付）

日程第12　医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構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、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11は可決、日程第12は全会一致をもって可決された。

日程第13　私的独占の禁止及び公正取引の確保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14　地方自治法第156条第６項の規定に基づき、公正取引委員会事

　　　　　務局の地方事務所の管轄区域の変更及び支所の設置に関し承認を

　　　　　求めるの件（衆議院送付）



　　以上両件は、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、日程第13は可決され、日程第14は承認することに決した。

散　　会　午前11時３分

○平成８年６月10日（月）

開　　会　午前10時２分

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案、金

融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律案、金融

機関の更生手続の特例等に関する法律案、預金保険法の一部を改正する法律

案、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案及び特定住宅金融

専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案（趣旨説明）

　　本件は、日程に追加し、久保大蔵大臣、大原農林水産大臣、衆議院議員

　永井哲男君から順次趣旨説明があった後、前田勲男君、平井卓志君、上山

　和人君、吉岡吉典君がそれぞれ質疑をした。

日程第１　商業的造船業における正常な競争条件に関する協定の締結につい

　　　　　て承認を求めるの件（衆議院送付）

日程第２　商標法条約の締結について承認を求めるの件（衆議院送付）

　　以上両件は、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。

散　　会　午前11時56分

○平成８年６月12日（水）

開　　会　午後零時６分

民事訴訟法案及び民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

　（趣旨説明）

　　本件は、日程に追加し、長尾法務大臣から趣旨説明があった後、魚住裕

　一郎君が質疑をした。

日程第１　自衛隊法の一部を改正する法律案（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、

　可決された。

日程第２　歯科医師法の一部を改正する法律案（厚生委員長提出）

　　本案は、厚生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。

散　　会　午後零時43分

○平成８年６月14日（金）

開　　会　午後零時２分

日程第１　日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、



物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国

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）

　　本件は、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、

　承認することに決した。

日程第２　旅館業法の一部を改正する法律案（衆議院提出）

　　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。

日程第３　海上運送法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

　　本案は、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、

　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。

行財政機構及び行政監察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、行財政機構及び行政監察に関

　する調査会長から報告があった。

休　　憩　午後零時21分

再開するに至らなかった。

○平成８年６月17日（月）

開　　会　午後零時47分

中国の核実験に抗議し、反対する決議案（下稲葉耕吉君外７名発議）（委員

会審査省略要求事件）

　　本案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加して議題

　とすることに決し、下稲葉耕吉君から趣旨説明があった後、全会一致をも

　って可決された。

　　橋本内閣総理大臣は、本決議について所信を述べた。

日程第１　北方地域旧漁業権者等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（衆議院提出）

　　本案は、沖縄及び北方問題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、全会一致をもって可決された。

まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法案（衆議院提出）

　　本案は、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、全会一致をもって可決された。

散　　会　午後零時59分



○平成８年６月18日（火）

開　　会　午後１時52分

日程第１　公職選挙法の一部を改正する法律案（衆議院提出）

　　本案は、選挙制度に関する特別委員会理事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　特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措

　　　　　置法案（内閣提出、衆議院送付）

日程第３　金融機関等の経営の健全性確保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４　金融機関の更生手続の特例等に関する法律案（内閣提出、衆議院

　　　　　送付）

日程第５　預金保険法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

日程第６　農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案（内閣提

　　　　　出、衆議院送付）

日程第７　特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別

　　　　　措置法案（内閣提出、衆議院送付）

　　以上６案は、金融問題等に関する特別委員長から委員会審査の経過及び

　結果の報告があって、討論の後、日程第２は記名投票をもって採決の結

果、賛成148、反対99にて可決、日程第３ないし第７は可決された。

日程第８　優生保護法の一部を改正する法律案（衆議院提出）

日程第９　薬事法等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、可決された。

日程第10　内閣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、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、

　可決された。

民事訴訟法案（内閣提出、衆議院送付）

民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案（内閣提出、衆議

院送付）

民事執行法の一部を改正する法律案（衆議院提出）

　　以上３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、可決された。

国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律案（衆議院提出）

　　本案は、日程に追加し、国会等の移転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。

国民生活・経済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・経済に関する調査

　会長から報告があった。

散　　会　午後３時18分

○平成８年６月19日（水）

開　　会　午前11時16分

国家公務員等の任命に関する件

　　本件は、公正取引委員会委員長に根來泰周君、公害等調整委員会委員に

　大塚正名君、南博方君、土地鑑定委員会委員に安藝哲郎君、川井健君、桑

　島二郎君、定森一君、高山朋子君、中央更生保護審査会委員長に梅田晴亮

　君、同委員に増井清彦君、漁港審議会委員に植村正治君、内田恒助君、大

　海原宏君、佐藤稔夫君、高山庸一君、西村新子君、藤野慎吾君、松岡敬祐

　君、吉田健三君、労働保険審査会委員に岡田潤君、松本康子君を任命する

　ことに全会一致をもって同意することに決し、土地鑑定委員会委員に中嶋

　計廣君、升本達夫君、労働保険審査会委員に奥平雅彦君を任命することに

　同意することに決した。

日程第１ないし第25の請願

　　本請願は、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

　○法務及び司法行政等に関する調査

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

　○学校図書館法の一部を改正する法律案（参第４号）

　○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、通信、放送及び電波等に関する調査

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６年度度一般会計歳入歳出決算、平成６年度特別会計歳入歳出決

　算、平成６年度国税収納金整理資金受払計算書、平成６年度政府関係

　機関決算書

○平成６年度国有財産増減及び現在額総計算書

○平成６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

選挙制度に関する特別委員会

　○選挙制度に関する調査

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

地方分権及び規制緩和に関する特別委員会

　○地方分権の推進及び規制緩和に関する調査



中小企業対策特別委員会

　○中小企業対策樹立に関する調査

国会等の移転に関する特別委員会

　○国会等の移転に関する調査

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・経済に関する調査会

　○国民生活・経済に関する調査

行財政機構及び行政監察に関する調査会

　○行財政機構及び行政監察に関する調査

常任委員長辞任の件

本件は、次の各常任委員長の辞任を許可することに決した。

内閣委員長　　　　　　宮崎　秀樹君

地方行政委員長　　　　　　　菅野　　　壽君

法務委員長　　　　　　及川　順郎君

外務委員長　　　　　　木庭　健太郎君

大蔵委員長　　　　　　片山　虎之助君

文教委員長　　　　　　小野　清子君

厚生委員長　　　　　　今井　　澄君

農林水産委員長　　　　　　　鈴木　　貞敏君

商工委員長　　　　　　沓掛　哲男君

運輸委員長　　　　　　寺崎　昭久君

逓信委員長　　　　　　及川　　一夫君

労働委員長　　　　　　足立　良平君

建設委員長　　　　　　永田　良雄君

予算委員長　　　　　　井上　　裕君

決算委員長　　　　　　浦田　　勝君

懲罰委員長　　　　　　永野　茂門君

常任委員長の選挙

　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、

次のとおり各常任委員長を指名した。

内閣委員長　　　　　　鎌田　　要人君

地方行政委員長　　　　　　　渡辺　　四郎君

法務委員長　　　　　　続　　訓弘君

外務委員長　　　　　　釘宮　　磐君

大蔵委員長　　　　　　松浦　孝治君



文教委員長　　　　　　清水　嘉与子君

厚生委員長　　　　　　上山　和人君

農林水産委員長　　　　　　　真島　　一男君

商工委員長　　　　　　木宮　和彦君

運輸委員長　　　　　　直嶋　正行君

逓信委員長　　　　　　峰崎　直樹君

労働委員長　　　　　　勝木　健司君

建設委員長　　　　　　鴻池　祥肇君

予算委員長　　　　　　大河原太一郎君

決算委員長　　　　　　野沢　太三君

懲罰委員長　　　　　　吉田　之久君

議長は、今国会の議事を終了するに当たり挨拶をした。

休　　憩　午前11時25分

再開するに至らなかった。


