
　　　　　　　　　第1 3 8回国会概観

　　　　　　　　―第２次橋本内閣の発足―

　第138回国会（特別会）は、第41回衆議院議員総選挙の結果を受けて、

11月７日に召集された。

　会期については、召集日の両院本会議において12日までの６日間とすること

を賛成多数により議決した。

　召集日当日、衆参両本会議において内閣総理大臣の指名が行われた。

　開会式は11日の午後１時から参議院議場で行われた。

　今国会は、総理の所信表明演説及び代表質問は行われず、最終日の12日、両

院本会議において、会期末手続き等が行われ、閉幕した。

　　　　　　　　　　　　【議院の構成等】

　召集日当日、参議院本会議では、議席の指定が行われた後、逓信委員長に渕

上貞雄議員（社民）が選任された。また科学技術特別委員会等の８特別委員会

が設置された。

　衆議院では、はじめに議長及び副議長の選挙が行われ、無名投票の結果

　（投票総数499票、過半数250票）、議長に自民党の伊藤宗一郎議員が497票、

副議長には新進党の渡部恒三議員が498票の、それぞれ過半数以上の投票を得

て当選した。また議院運営委員長に平沼赳夫議員が選任された。

　８日、衆議院本会議において議院運営委員長を除いた各常任委員長が選任さ

れた。また、災害対策特別委員会等の６特別委員会が設置された。

　　　　　　　【橋本内閣総理大臣の指名】

　11月７日の両院本会議において、内閣総理大臣の指名が行われた。記名投票

の結果、橋本自民党総裁が、衆議院本会議において投票総数498票のうち262

票、参議院本会議では投票総数248票のうち145票と、自民党のほか、「閣外

協力」することとなった社民党、新党さきがけ等の協力を受け、それぞれ第１

回目の投票で過半数以上の投票を得て、新進党の小沢一郎党首、民主党の菅直

人代表、共産党の不破哲三委員長らを退け、第83代53人目の内閣総理大臣に指

名された。

　橋本総理は、指名された７日夕に組閣を行い、同日夜、皇居での親任式及び

認証式を経て、３年３カ月ぶりの自民党単独政権となる第２次橋本内閣が発足

した。



　参議院からは、松浦功議員、岡野裕議員及び石井道子議員が入閣した。

　橋本総理は、発足に当たって総理談話を発表し、行政改革、金融システム改

革、経済構造改革、財政構造改革、効率的で質の高い社会保障・福祉政策実現

の５項目を優先課題として取り組む決意を表明した。特に行政改革の中で、中

央省庁の再編については最重要課題として挙げ、記者会見で行革を推進する総

理直属機関について「私自身が会長か本部長の立場に立ち、その代理を総務庁

長官にしていただく」旨述べた。

　　　　　　　　　　　　　　【その他】

　〔参議院比例代表選出議員の繰り上げ当選〕

　中央選挙管理会は、10月８日、自治省内で選挙会を開き、山東昭子議員

　（自民）の辞職（10月２日）に伴う繰り上げ当選者を嶋崎均氏とすることを決

定した。任期は平成10年７月25日までである。

　〔参議院栃木選挙区補欠選挙〕

　森山眞弓議員（自民）の辞職（９月20日）に伴う栃木選挙区補欠選挙は、

10月３日告示され、同20日に投票、即日開票され、自民党の上吉原一天氏が当

選した。任期は平成10年７月25日までである。

　〔公職選挙法第90条による退職〕

　10月８日、河本三郎議員（自民）は公職選挙法第90条により退職となった。

　〔会派の解散及び結成等〕

　11月５日、「社会民主党・護憲連合」から朝日俊弘議員、伊藤基藤議員、川

橋幸子議員、峰崎直樹議員が、また「新党さきがけ」から中尾則幸議員がそれ

ぞれ退会し、以上５名の議員をもって「民主党・市民連合」が結成された。

　また同日、「参議院フォーラム」及び「自由連合」が解散し、所属していた

江本孟紀議員、椎名素夫議員、末広真樹子議員、田村公平議員の４名をもって

　「無所属クラブ」が結成された。



１　参議院役員等一覧

　　　　　　　　　　　　　(会期終了日平成8. 11.12現在)
役　員　名 召集日 会　期　中　選　任

議　　　　　　長 斎藤　　十朗

副　　議　　長 松尾　　官平

常

任

委

員

長

内　　　　閣 鎌田　　要人

地方行政 渡辺　　四郎

法　　　　務 続　　　訓弘

外　　　　務 釘宮　　　磐

大　　　　蔵 松浦　　孝治

文　　　　教 清水　嘉与子

厚　　　　生 上山　　和人

農林水産 真島　　一男

商　　　　工 木宮　　和彦

運　　　　輸 直嶋　　正行

逓　　　　信 渕上　　貞雄

労　　　　働 勝木　　健司

建　　　　設 鴻池　　祥肇

予　　　　算 大河原太一郎

決　　　　算 野沢　　太三

議院運営 下稲葉　耕吉

懲　　　　罰 吉田　　之久

特

別

委

員

長

科学技術 広中　和歌子

環　　　境 千葉　　景子

災害対策 清水　　達雄

選挙制度 武田　　節子

沖縄・北方 楢崎　　泰昌

分権・緩和 猪熊　　重二

中小企業 大島　　慶久

国会移転 梶原　　敬義

調
査
会
長

国際問題 林田　悠紀夫

国民生活 鶴岡　　　洋

行　財　政 井上　　　孝

政治倫理審査会長 岩崎　　純三

事　務　総　長 黒澤　　隆雄



２　会派別所属議員数一覧

　　　　　　　　　　　　(会期終了日　平成8. 11.12現在)

会　　　　派 議員数

①10. 7.25　任期満了 ②13. 7.22　任期満了

比　例 選挙区 合　　計 比　例 選挙区 合　　計

自　由　民　主　党 110 （7）17 (1) 43 （1） 6 0 (2）15 （3） 3 5 (2） 5 0 (5）

平　　　成　　　会 6 7 (11）15 （3） 11(1) 2 6 (4）17 （4） 2 4 (3） 4 1 （7）

社会民主党・護憲連合 3 3 （7） 8 (1） 9（2) 17 （3) 7 (3） 9(1) 16 （4）

日　本　共　産　党 14 (4) ４ 2 （1） 6 (1) 5 (2） 3 （1） 8（3）

新　緑　風　会 5（1） ２

　　

１
３ ０ 2 （1） 2 (1）

民主党・市民連合 5（1） 1（1） ２ 3（1） ２ ０ ２

二　院　ク　ラ　ブ ４ １ ２ ３ １ ０ １

無所属クラブ 4（1） １ １ ２ ０ 2 (1） 2（1）

新党さきがけ 3 (1） ０ ０ ０ 2 （1） １ 3（1）

新社会党・平和連合 3（1） １ 2 （1） 3（1) ０ ０ ０

各派に属しない議員 ３ ０ ２ ２ １ ０ １

欠　　　　　　　　員 １ ０ １ １ ０ ０ ０

合　　　　計
252

（３４）

50

（６）

76

（６）

126

（1 2）

50

(13)

76

（９）

126

（2 2）

（）　内は女性議員の数を示す。



３　会派別所属議員一覧　（召集日平成8. 11. 7現在）

　　　無印の議員は平成10年７月25日任期満了を、○印の議員は平成13年７月22日任

　　期満了を示す。

　　　また、（　）内は、各議員の選出選挙区別を示す。

　　　　　　　　　　　　　　　【自由民主党】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１ １０名）

○阿部　　正俊（山　形）　　　青木　　幹雄（島　根）　　　井上　　吉夫（鹿児島）

　井上　　　孝（比　例）　　　井上　　　裕（千　葉）　　○石井　　道子（比　例）

○石川　　　弘（比　例）　　○石渡　　清元（神奈川）　　　板垣　　　正（比　例）

○岩井　　國臣（比　例）　　○岩崎　　純三（栃　木）　　　岩永　　浩美（佐　賀）

　上杉　　光弘（宮　崎）　　　上野　　公成（群　馬）　　　浦田　　　勝（熊　本）

○海老原　義彦（比　例）　　　遠藤　　　要（宮　城）　　　小野　　清子（東　京）

○尾辻　　秀久（比　例）　　　大河原太一郎（比　例）　　　大木　　　浩（愛　知）

　大島　　慶久（比　例）　　○大野　つや子（岐　阜）　　○太田　　豊秋（福　島）

　岡　　　利定（比　例）　　○岡野　　　裕（比　例）　　　岡部　　三郎（比　例）

　加藤　　紀文（岡　山）　　○狩野　　　安（茨　城）　　○鹿熊　　安正（富　山）

○景山　俊太郎（島　根）　　　笠原　　潤一（岐　阜）　　○片山　虎之助（岡　山）

○金田　　勝年（秋　田）　　○釜本　　邦茂（比　例）　　○鎌田　　要人（鹿児島）

　上吉原　一天（栃　木）　　○亀谷　　博昭（宮　城）　　　河本　　英典（滋　賀）

　木宮　　和彦（静　岡）　　○北岡　　秀二（徳　島）　　　久世　　公堯（比　例）

　沓掛　　哲男（石　川）　　○倉田　　寛之（千　葉）　　○小山　　孝雄（比　例）

○鴻池　　祥肇（兵　庫）　　　佐々木　　満（秋　田）　　　佐藤　　静雄（福　島）

○佐藤　　泰三（埼　玉）　　　斎藤　　文夫（神奈川）　　　坂野　　重信（鳥　取）

　志村　　哲良（山　梨）　　○清水　嘉与子（比　例）　　　清水　　達雄（比　例）

○塩崎　　恭久（愛　媛）　　　嶋崎　　　均（比　例）　　　下稲葉　耕吉（比　例）

○陣内　　孝雄（佐　賀）　　○須藤　良太郎（比　例）　　　鈴木　　栄治（東　京）

　鈴木　　省吾（福　島）　　○鈴木　　政二（愛　知）　　　鈴木　　貞敏（山　形）

○世耕　　政隆（和歌山）　　　関根　　則之（埼　玉）　　　田沢　　智治（比　例）

　高木　　正明（北海道）　　○竹山　　　裕（静　岡）　　○武見　　敬三（比　例）

○谷川　　秀善（大　阪）　　　坪井　　一宇（大　阪）　　○中島　　眞人（山　梨）

　中曽根　弘文（群　馬）　　○中原　　　爽（比　例）　　　永田　　良雄（富　山）

○長峯　　　基（宮　崎）　　　楢崎　　泰昌（比　例）　　○成瀬　　守重（比　例）

○西田　　吉宏（京　都）　　　野沢　　太三（比　例）　　　野間　　　赳（愛　媛）

　野村　　五男（茨　城）　　　南野　知惠子（比　例）　　○橋本　　聖子（比　例）

○馳　　　　浩（石　川）　　　服部　三男雄（奈　良）　　○林　　　芳正（山　口）

　林田　悠紀夫（京　都）　　○平田　　耕一（三　重）　　　二木　　秀夫（山　口）

○保坂　　三蔵（東　京）　　　真島　　一男（新　潟）　　○真鍋　　賢二（香　川）

　前田　　勲男（和歌山）　　　松浦　　　功（比　例）　　　松浦　　孝治（徳　島）

　松谷　蒼一郎（長　崎）　　○松村　　龍二（福　井）　　○三浦　　一水（熊　本）

○溝手　　顕正（広　島）　　　宮崎　　秀樹（比　例）　　　宮澤　　　弘（広　島）

　村上　　正邦（比　例）　　　守住　　有信（熊　本）　　　矢野　　哲朗（栃　木）



　山崎　　正昭（福　井）　　○山本　　一太（群　馬）　　○依田　　智治（比　例）

○吉川　　芳男（新　潟）　　　吉村　剛太郎（福　岡）

　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６８名）

○足立　　良平（比　例）　　○阿曽田　　清（熊　本）　　　荒木　　清寛（愛　知）

○石井　　一二（兵　庫）　　○石田　　美栄（岡　山）　　　泉　　　信也（比　例）

○市川　　一朗（宮　城）　　　猪熊　　重二（比　例）　　○今泉　　　昭（比　例）

○岩瀬　　良三（千　葉）　　○魚住　裕一郎（東　京）　　　牛嶋　　　正（比　例）

○海野　　義孝（比　例）　　○小川　　勝也（北海道）　　　及川　　順郎（比　例）

　大久保　直彦（比　例）　　○大森　　礼子（比　例）　　○加藤　　修一（比　例）

　風間　　　昶（北海道）　　　片上　　公人（兵　庫）　　　勝木　　健司（比　例）

　北澤　　俊美（長　野）　　　釘宮　　　磐（大　分）　　○小林　　　元（茨　城）

○小山　　峰男（長　野）　　○木暮　　山人（比　例）　　○木庭　健太郎（福　岡）

○白浜　　一良（大　阪）　　○菅川　　健二（広　島）　　○鈴木　　正孝（静　岡）

○田浦　　　直（長　崎）　　○田村　　秀昭（比　例）　　○高野　　博師（埼　玉）

○高橋　　令則（岩　手）　　　武田　　節子（比　例）　　　都築　　　譲（愛　知）

　続　　　訓弘（比　例）　　○常田　　享詳（鳥　取）　　　鶴岡　　　洋（比　例）

○寺崎　　昭久（比　例）　　　寺澤　　芳男（比　例）　　○戸田　　邦司（比　例）

○友部　　達夫（比　例）　　　直嶋　　正行（比　例）　　　永野　　茂門（比　例）

○西川　　玲子（神奈川）　　　長谷川　　清（比　例）　　○長谷川　道郎（新　潟）

○畑　　　　恵（比　例）　　　浜四津　敏子（東　京）　　○林　　久美子（比　例）

○林　　　寛子（比　例）　　　平井　　卓志（香　川）　　○平田　　健二（岐　阜）

　平野　　貞夫（高　知）　　　広中　和歌子（比　例）　　○福本　　潤一（比　例）

○星野　　朋市（比　例）　　○益田　　洋介（比　例）　　○水島　　　裕（比　例）

○山崎　　　力（青　森）　　　山崎　　順子（比　例）　　　山下　　栄一（大　阪）

○山本　　　保（愛　知）　　　横尾　　和伸（福　岡）　　○吉田　　之久（奈　良）

○和田　　洋子（福　島）　　○渡辺　　孝男（比　例）

　　　　　　　　　　　　【社会民主党・護憲連合】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3 3名）

　青木　　薪次（静　岡）　　　赤桐　　　操（千　葉）　　　一井　　淳治（岡　山）

　今井　　　澄（長　野）　　　及川　　一夫（比　例）　　　大渕　　絹子（新　潟）

　大脇　　雅子（比　例）　　○梶原　　敬義（大　分）　　　上山　　和人（鹿児島）

　萱野　　　茂（比　例）　　○菅野　　　壽（比　例）　　○久保　　　亘（鹿児島）

○日下部禧代子（比　例）　　○藤　　　勁（神奈川）　　　志苫　　　裕（比　例）

○清水　　澄子（比　例）　　○菅野　　久光（北海道）　　　鈴木　　和美（比　例）

　瀬谷　　英行（埼　玉）　　○竹村　　泰子（比　例）　　○谷本　　　巍（比　例）

　千葉　　景子（神奈川）　　○角田　　義一（群　馬）　　○照屋　　寛徳（沖　縄）

○田　　　英夫（東　京）　　　渕上　　貞雄（比　例）　　○前川　　忠夫（比　例）

○松前　　達郎（比　例）　　○三重野　栄子（福　岡）　　○村沢　　　牧（長　野）

　山本　　正和（比　例）　　　渡辺　　四郎（福　岡）　　　藁科　　満治（比　例）



　　　　　　　　　　　　　     　【日本共産党】

　　　　　　　　　　　　　　　　　(1 4名）

○阿部　　幸代（埼　玉）　　　有働　　正治（比　例）　　　上田　耕一郎（東　京）

○緒方　　靖夫（東　京）　　○笠井　　　亮（比　例）　　　聽濤　　　弘（比　例）

○須藤　美也子（比　例）　　　立木　　　洋（比　例）　　　西山　登紀子（京　都）

○橋本　　　敦（比　例）　　○筆坂　　秀世（比　例）　　○山下　　芳生（大　阪）

　吉岡　　吉典（比　例）　　○吉川　　春子（比　例）

　　　　　　　　　　　　       　　【新緑風会】

　　　　　　　　　　　　　　      　　（5　名）

○国井　　正幸（栃　木）　　　小島　　慶三（比　例）　　○笹野　　貞子（京　都）

　武田　邦太郎（比　例）　　　本岡　　昭次（兵　庫）

　　　　　　　　　　　     　【民主党・市民連合】

　　　　　　　　　　　　　　　　       （5　名）

○朝日　　俊弘（比　例）　　○伊藤　　基隆（比　例）　　　川橋　　幸子（比　例）

　中尾　　則幸（北海道）　　　峰崎　　直樹（北海道）

　　　　　　　　　　　　　     　【二院クラブ】

　　　　　　　　　　　　　　       　　　（4　名）

○佐藤　　道夫（比　例）　　　島袋　　宗康（沖　縄）　　　西川　　　潔（大　阪）

　山田　　俊昭（比　例）

　　　　　　　　　　　　      　【無所属クラブ】

　　　　　　　　　　　　　      　　　　（4　名）

　江本　　孟紀（比　例）　　　椎名　　素夫（岩　手）　　○末広　真樹子（愛　知）

○田村　　公平（高　知）

　　　　　　　　　　　    　【新党さきがけ】

　　　　　　　　　　　　　　    　（３　名）

○奥村　　展三（滋　賀）　　○堂本　　暁子（比　例）　　○水野　　誠一（比　例）

　　　　　　　　　　    　【新社会党・平和連合】

　　　　　　　　　　　　　　　　    　（3　名）

　栗原　　君子（広　島）　　　矢田部　　理（茨　城）　　　山口　　哲夫（比　例）

　　　　　　　　　　　    【各派に属しない議員】

　　　　　　　　　　　　     　　　　（ 2　名）

　斎藤　　十朗（三　重）　　　松尾　　官平（青　森）

　　　　　　　　　　　　     　　　　【欠員】

　　　　　　　　　　　　　      　　　（１　名）



４　議員の異動

　　第137回国会終了日（平成８年９月27日）以降における議員の異動である。

○辞職

　　山東　　昭子君（自　民・比　例）　8.10. 2

○公職選挙法第90条による退職

　　河本　三郎君（自　民・兵庫）8.10. 8

○補欠当選

　　上吉原　一天君（栃　木）　　　　　8. 10.23森山眞弓君の補欠

○繰上補充当選

　　嶋崎　　　均君（比　例）　　　　　8.10. 9山東昭子君の繰り上げ

○会派解散

　　「参議院フォーラム」　　　　　　　8.11. 5

　　「自由連合」　　　　　　　　　　　　11. 5

○会派結成

　　「無所属クラブ」　　　8.11. 5　江本　　孟紀君（自　連・比　例）

　　　　　　　　　　　　　　　椎名　　素夫君（参　フ・岩　手）（代表）

　　　　　　　　　　　　　　　末広　真樹子君（参　フ・愛　知）

　　　　　　　　　　　　　　　田村　　公平君（自　連・高　知）

　　「民主党・市民連合」　　11. 5　朝日　　俊弘君（社　民・比　例）

　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　　基隆君（社　民・比　例）

　　　　　　　　　　　　　　　川橋　幸子君（社　民・比　例）

　　　　　　　　　　　　　　　中尾　則幸君（さ　き・北海道）

　　　　　　　　　　　　　　　峰崎　　直樹君（社　民・北海道）（代表）

○所属会派異動・会派所属

　　大野　つや子君（　無　・岐　阜）8.10.21「自由民主党」へ入会

　　上吉原　一天君（　無　・栃　木）　10.23「自由民主党」へ入会

　　田　　　英夫君（参　フ・東　京）　11. 1「参議院フォーラム」を退会、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「社会民主党・護憲連合」へ入会

　　中尾　　則幸君（さ　き・北海道）　11. 5「新党さきがけ」を退会

　　朝日　　俊弘君（社　民・比　例）　11. 5「社会民主党・護憲連合」を退会

　　伊藤　　基隆君（社　民・比　例）　１１. 5　「社会民主党・護憲連合」を退会



川橋　　幸子君（社　民・比　例）8.11.5「社会民主党・護憲連合」を退会

峰崎　　直樹君（社　民・北海道）　11.5「社会民主党・護憲連合」を退会

友部　　達夫君（平　成・比　例）　11.12「平成会」を退会



５　委員会及び調査会等委員一覧　（初回開会日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　【内閣委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　(19名）

委員長　鎌田　　要人（自民）　　　狩野　　　安（自民）　　　山崎　　　力（平成）

理　事　板垣　　　正（自民）　　　村上　　正邦（自民）　　　梶原　　敬義（社民）

理　事　鈴木　　貞敏（自民）　　　矢野　　哲朗（自民）　　　萱野　　　茂（社民）

理　事　鈴木　　正孝（平成）　　　依田　　智治（自民）　　　笠井　　　亮（共産）

理　事　齋藤　　　勁（社民）　　　猪熊　　重二（平成）　　　聽濤　　　弘（共産）

　　　　海老原　義彦（自民）　　　大久保　直彦（平成）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　岡野　　　裕（自民）　　　永野　　茂門（平成）

　　　　　　　　　　　　　【地方行政委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 9名）

委員長　渡辺　　四郎（社民）　　　鈴木　　省吾（自民）　　　吉田　　之久（平成）

理　事　関根　　則之（自民）　　　谷川　　秀善（自民）　　　竹村　　泰子（社民）

理　事　竹山　　　裕（自民）　　　松浦　　　功（自民）　　　有働　　正治（共産）

理　事　小山　　峰男（平成）　　　山本　　一太（自民）　　　西川　　　潔（二院）

理　事　谷本　　　巍（社民）　　　牛嶋　　　正（平成）　　　田村　　公平（無ク）

　　　　岡部　　三郎（自民）　　　小林　　　元（平成）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　上吉原　一天（自民）　　　友部　　達夫（平成）

　　　　　　　〔暴力団員不当行為防止法及び風俗営業等に関する小委員会〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７名）

　小委員長　竹山　　　裕（自民）

　　　　　　関根　　則之（自民）　谷本　　　巍（社民）　西川　　　潔（二院）

　　　　　　小山　　峰男（平成）　有働　　正治（共産）　田村　　公平（無ク）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　　　　　　　　　　　　【法務委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　(1 9名）

委員長　続　　　訓弘（平成）　　　下稲葉　耕吉（自民）　　　菅野　　久光（社民）

理　事　久世　　公堯（自民）　　　中原　　　爽（自民）　　　千葉　　景子（社民）

理　事　前田　　勲男（自民）　　　服部　三男雄（自民）　　　田　　　英夫（社民）

理　事　浜四津　敏子（平成）　　　林田　悠紀夫（自民）　　　本岡　　昭次（新緑）

理　事　橋本　　　敦（共産）　　　魚住　裕一郎（平成）　　　斎藤　　十朗（無）

　　　　遠藤　　　要（自民）　　　大森　　礼子（平成）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　志村　　哲良（自民）　　　山崎　　順子（平成）

　　　　　　　　　　　　　　　【外務委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 9名）

委員長　釘宮　　　磐（平成）　　　武見　　敬三（自民）　　　立木　　　洋（共産）

理　事　須藤　良太郎（自民）　　　成瀬　　守重（自民）　　　武田　邦太郎（新緑）

理　事　野間　　　赳（自民）　　　宮澤　　　弘（自民）　　　佐藤　　道夫（二院）

理　事　木暮　　山人（平成）　　　寺澤　　芳男（平成）　　　椎名　　素夫（無ク）

理　事　高野　　博師（平成）　　　長谷川　道郎（平成）　　　矢田部　　理（新社）

　　　　岩崎　　純三（自民）　　　青木　　薪次（社民）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　笠原　　潤一（自民）　　　照屋　　寛徳（社民）



　　　　　　　　　　　　　　【大蔵委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 2名）

委員長　松浦　　孝治（自民）　　　片山　虎之助（自民）　　　寺崎　　昭久（平成）

理　事　石川　　　弘（自民）　　　金田　　勝年（自民）　　　益田　　洋介（平成）

理　事　河本　　英典（自民）　　　清水　　達雄（自民）　　　志苫　　　裕（社民）

理　事　荒木　　清寛（平成）　　　嶋崎　　　均（自民）　　　角田　　義一（社民）

理　事　海野　　義孝（平成）　　　楢崎　　泰昌（自民）　　　吉岡　　吉典（共産）

理　事　鈴木　　和美（社民）　　　岩瀬　　良三（平成）　　　山口　　哲夫（新社）

　　　　上杉　　光弘（自民）　　　風間　　　昶（平成）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　上野　　公成（自民）　　　白浜　　一良（平成）

　　　　　　　　　　　　　　　【文教委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９名）

委員長　清水　嘉与子（自民）　　　世耕　　政隆（自民）　　　三重野　栄子（社民）

理　事　小野　　清子（自民）　　　田沢　　智治（自民）　　　阿部　　幸代（共産）

理　事　鹿熊　　安正（自民）　　　馳　　　　浩（自民）　　　伊藤　　基隆（民主）

理　事　石田　　美栄（平成）　　　菅川　　健二（平成）　　　江本　　孟紀（無ク）

理　事　山本　　正和（社民）　　　田村　　秀昭（平成）　　　堂本　　暁子（さき）

　　　　井上　　　裕（自民）　　　林　　久美子（平成）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　釜本　　邦茂（自民）　　　山下　　栄一（平成）

　　　　　　　　　　　　　　　【厚生委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　(1 9名）

委員長　上山　　和人（社民）　　　大野　つや子（自民）　　　山本　　　保（平成）

理　事　尾辻　　秀久（自民）　　　塩崎　　恭久（自民）　　　和田　　洋子（平成）

理　事　南野　知惠子（自民）　　　中島　　眞人（自民）　　　渡辺　　孝男（平成）

理　事　北澤　　俊美（平成）　　　長峯　　　基（自民）　　　日下部禧代子（社民）

理　事　菅野　　　壽（社民）　　　宮崎　　秀樹（自民）　　　西山　登紀子（共産）

　　　　阿部　　正俊（自民）　　　田浦　　　直（平成）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　大島　　慶久（自民）　　　水島　　　裕（平成）

　　　　　　　　　　　　　【農林水産委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 1名）

委員長　真島　　一男（自民）　　　井上　　吉夫（自民）　　　都築　　　譲（平成）

理　事　浦田　　　勝（自民）　　　岩永　　浩美（自民）　　　常田　　享詳（平成）

理　事　高木　　正明（自民）　　　佐藤　　静雄（自民）　　　今井　　　澄（社民）

理　事　石井　　一二（平成）　　　松村　　龍二（自民）　　　村沢　　　牧（社民）

理　事　高橋　　令則（平成）　　　三浦　　一水（自民）　　　須藤　美也子（共産）

理　事　一井　　淳治（社民）　　　阿曽田　　清（平成）　　　国井　　正幸（新緑）

　　　　青木　　幹雄（自民）　　　及川　　順郎（平成）　　　島袋　　宗康（二院）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8. 11.　12　現在）



　　　　　　　　　　　　　　　【商工委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19名）

委員長　木宮　　和彦（自民）　　　斎藤　　文夫（自民）　　　及川　　一夫（社民）

理　事　沓掛　　哲男（自民）　　　中曽根　弘文（自民）　　　藁科　　満治（社民）

理　事　吉村　剛太郎（自民）　　　林　　　芳正（自民）　　　山下　　芳生（共産）

理　事　片上　　公人（平成）　　　平田　　耕一（自民）　　　小島　　慶三（新緑）

理　事　前川　　忠夫（社民）　　　小川　　勝也（平成）　　　松尾　　官平（無）

　　　　大木　　　浩（自民）　　　加藤　　修一（平成）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　倉田　　寛之（自民）　　　平田　　健二（平成）

　　　　　　　　　　　　　　　【運輸委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 9名）

委員長　直嶋　　正行（平成）　　　野沢　　太三（自民）　　　筆坂　　秀世（共産）

理　事　佐藤　　泰三（自民）　　　溝手　　顕正（自民）　　　川橋　　幸子（民主）

理　事　二木　　秀夫（自民）　　　吉川　　芳男（自民）　　　末広　真樹子（無ク）

理　事　真鍋　　賢二（自民）　　　泉　　　信也（平成）　　　栗原　　君子（新社）

理　事　戸田　　邦司（平成）　　　平井　　卓志（平成）　　　　―欠員１名―

　　　　亀谷　　博昭（自民）　　　横尾　　和伸（平成）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　鈴木　　政二（自民）　　　瀬谷　　英行（社民）

　　　　　　　　　　　　　　　【逓信委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 9名）

委員長　渕上　　貞雄（社民）　　　北岡　　秀二（自民）　　　林　　　寛子（平成）

理　事　加藤　　紀文（自民）　　　鈴木　　栄治（自民）　　　久保　　　亘（社民）

理　事　陣内　　孝雄（自民）　　　保坂　　三蔵（自民）　　　上田　耕一郎（共産）

理　事　足立　　良平（平成）　　　守住　　有信（自民）　　　山田　　俊昭（二院）

理　事　松前　　達郎（社民）　　　鶴岡　　　洋（平成）　　　水野　　誠一（さき）

　　　　岡　　　利定（自民）　　　西川　　玲子（平成）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　景山　俊太郎（自民）　　　畑　　　　恵（平成）

　　　　　　　　　　　　　　　【労働委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1 9名）

委員長　勝木　　健司（平成）　　　小山　　孝雄（自民）　　　清水　　澄子（社民）

理　事　石渡　　清元（自民）　　　佐々木　　満（自民）　　　吉川　　春子（共産）

理　事　坪井　　一宇（自民）　　　西田　　吉宏（自民）　　　笹野　　貞子（新緑）

理　事　長谷川　　清（平成）　　　野村　　五男（自民）　　　朝日　　俊弘（民主）

理　事　大脇　　雅子（社民）　　　今泉　　　昭（平成）　　　中尾　　則幸（民主）

　　　　石井　　道子（自民）　　　武田　　節子（平成）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　大河原太一郎（自民）　　　星野　　朋市（平成）



　　　　　　　　　　　　　　　【建設委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1 9名）

委員長　鴻池　　祥肇（自民）　　　太田　　豊秋（自民）　　　福本　　潤一（平成）

理　事　永田　　良雄（自民）　　　坂野　　重信（自民）　　　赤桐　　　操（社民）

理　事　山崎　　正昭（自民）　　　橋本　　聖子（自民）　　　大渕　　絹子（社民）

理　事　市川　　一朗（平成）　　　松谷　蒼一郎（自民）　　　峰崎　　直樹（民主）

理　事　緒方　　靖夫（共産）　　　木庭　健太郎（平成）　　　奥村　　展三（さき）

　　　　井上　　　孝（自民）　　　平野　　貞夫（平成）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　岩井　　國臣（自民）　　　広中　和歌子（平成）

　　　　　　　　　　　　　　　【予算委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５名）

委員長　大河原太一郎（自民）　　　久世　　公堯（自民）　　　田村　　秀昭（平成）

理　事　片山　虎之助（自民）　　　鴻池　　祥肇（自民）　　　高野　　博師（平成）

理　事　佐藤　　静雄（自民）　　　清水　　達雄（自民）　　　高橋　　令則（平成）

理　事　斎藤　　文夫（自民）　　　関根　　則之（自民）　　　長谷川　道郎（平成）

理　事　田沢　　智治（自民）　　　武見　　敬三（自民）　　　浜四津　敏子（平成）

理　事　木庭　健太郎（平成）　　　谷川　　秀善（自民）　　　赤桐　　　操（社民）

理　事　都築　　　譲（平成）　　　野間　　　赳（自民）　　　大渕　　絹子（社民）

理　事　横尾　　和伸（平成）　　　真鍋　　賢二（自民）　　　久保　　　亘（社民）

理　事　及川　　一夫（社民）　　　山崎　　正昭（自民）　　　日下部禧代子（社民）

理　事　有働　　正治（共産）　　　依田　　智治（自民）　　　山本　　正和（社民）

　　　　阿部　　正俊（自民）　　　石田　　美栄（平成）　　　藁科　　満治（社民）

　　　　板垣　　　正（自民）　　　市川　　一朗（平成）　　　上田　耕一郎（共産）

　　　　上杉　　光弘（自民）　　　魚住　裕一郎（平成）　　　緒方　　靖夫（共産）

　　　　加藤　　紀文（自民）　　　牛嶋　　　正（平成）　　　小島　　慶三（新緑）

　　　　金田　　勝年（自民）　　　菅川　　健二（平成）　　　佐藤　　道夫（二院）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　　　　　　　　　　　　【決算委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０名）

委員長　野沢　　太三（自民）　　　景山　俊太郎（自民）　　　星野　　朋市（平成）

理　事　塩崎　　恭久（自民）　　　清水　嘉与子（自民）　　　益田　　洋介（平成）

理　事　松谷　蒼一郎（自民）　　　須藤　良太郎（自民）　　　上山　　和人（社民）

理　事　吉川　　芳男（自民）　　　中島　　眞人（自民）　　　菅野　　　壽（社民）

理　事　山崎　　順子（平成）　　　長峯　　　基（自民）　　　清水　　澄子（社民）

理　事　山下　　栄一（平成）　　　松村　　龍二（自民）　　　国井　　正幸（新緑）

理　事　筆坂　　秀世（共産）　　　守住　　有信（自民）　　　朝日　　俊弘（民主）

　　　　岩井　　國臣（自民）　　　海野　　義孝（平成）　　　椎名　　素夫（無ク）

　　　　海老原　義彦（自民）　　　加藤　　修一（平成）　　　水野　　誠一（さき）

　　　　大木　　　浩（自民）　　　小山　　峰男（平成）　　　栗原　　君子（新社）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8. 11. 12　現在）



　　　　　　　　　　　　　　【議院運営委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 5名）

委員長　下稲葉　耕吉（自民）　　　釜本　　邦茂（自民）　　　平田　　健二（平成）

理　事　中曽根　弘文（自民）　　　陣内　　孝雄（自民）　　　福本　　潤一（平成）

理　事　溝手　　顕正（自民）　　　鈴木　　政二（自民）　　　山本　　　保（平成）

理　事　矢野　　哲朗（自民）　　　中原　　　爽（自民）　　　大脇　　雅子（社民）

理　事　風間　　　昶（平成）　　　林　　　芳正（自民）　　　谷本　　　巍（社民）

理　事　寺崎　　昭久（平成）　　　保坂　　三蔵（自民）　　　三重野　栄子（社民）

理　事　角田　　義一（社民）　　　山本　　一太（自民）　　　笠井　　　亮（共産）

理　事　吉岡　　吉典（共産）　　　岩瀬　　良三（平成）　　　（8. 11. 7　現在）

　　　　岩永　　浩美（自民）　　　常田　　享詳（平成）

　　　　　　　　　　　　　　〔庶務関係小委員会〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1 5名）

　小委員長　陣内　　孝雄（自民）

　　　　　　岩永　　浩美（自民）　矢野　　哲朗（自民）　　　大脇　　雅子（社民）

　　　　　　大野　つや子（自民）　風間　　　昶（平成）　　　谷本　　　巍（社民）

　　　　　　中曽根　弘文（自民）　寺崎　　昭久（平成）　　　角田　　義一（社民）

　　　　　　中原　　　爽（自民）　平田　　健二（平成）　　　吉岡　　吉典（共産）

　　　　　　溝手　　顕正（自民）　福本　　潤一（平成）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　　　　　　　　　　　〔図書館運営小委員会〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 5名）

　小委員長　岩瀬　　良三（平成）

　　　　　　鈴木　　政二（自民）　矢野　　哲朗（自民）　　　大脇　　雅子（社民）

　　　　　　中曽根　弘文（自民）　山本　　一太（自民）　　　谷本　　　巍（社民）

　　　　　　林　　　芳正（自民）　風間　　　昶（平成）　　　角田　　義一（社民）

　　　　　　保坂　　三蔵（自民）　常田　　享詳（平成）　　　吉岡　　吉典（共産）

　　　　　　溝手　　顕正（自民）　寺崎　　昭久（平成）　　　　　（召集日　現在）

　　　　　　　　　　　　　　　【懲罰委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０名）

委員長　吉田　　之久（平成）　　　佐々木　　満（自民）　　　立木　　　洋（共産）

理　事　井上　　吉夫（自民）　　　宮澤　　　弘（自民）　　　中尾　　則幸（民主）

理　事　永野　　茂門（平成）　　　石井　　一二（平成）　　　（8. 11. 11　現在）

　　　　遠藤　　　要（自民）　　　瀬谷　　英行（社民）

　　　　　　　　　　　　【科学技術特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０名）

委員長　広中　和歌子（平成）　　　海老原　義彦（自民）　　　畑　　　　恵（平成）

理　事　鹿熊　　安正（自民）　　　木宮　　和彦（自民）　　　大渕　　絹子（社民）

理　事　吉川　　芳男（自民）　　　沓掛　　哲男（自民）　　　阿部　　幸代（共産）

理　事　及川　　順郎（平成）　　　志村　　哲良（自民）　　　立木　　　洋（共産）

理　事　松前　　達郎（社民）　　　松村　　龍二（自民）　　　川橋　　幸子（民主）

　　　　岩永　　浩美（自民）　　　大久保　直彦（平成）　　　奥村　　展三（さき）

　　　　上杉　　光弘（自民）　　　高橋　　令則（平成）　　　（8. 11. 7　現在）



　　　　　　　　　　　　　【環境特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０名）

委員長　千葉　　景子（社民）　　　佐藤　　泰三（自民）　　　長谷川　　清（平成）

理　事　狩野　　　安（自民）　　　西田　　吉宏（自民）　　　竹村　　泰子（社民）

理　事　成瀬　　守重（自民）　　　野村　　五男（自民）　　　山本　　正和（社民）

理　事　山下　　栄一（平成）　　　馳　　　　浩（自民）　　　有働　　正治（共産）

　　　　石川　　　弘（自民）　　　足立　　良平（平成）　　　峰崎　　直樹（民主）

　　　　河本　　英典（自民）　　　常田　　享詳（平成）　　　末広　真樹子（無ク）

　　　　鴻池　　祥肇（自民）　　　寺澤　　芳男（平成）　　　（8. 11. 7　現在）

　　　　　　　　　　　　【災害対策特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０名）

委員長　清水　　達雄（自民）　　　鎌田　　要人（自民）　　　戸田　　邦司（平成）

理　事　佐藤　　静雄（自民）　　　須藤　良太郎（自民）　　　長谷川　道郎（平成）

理　事　陣内　　孝雄（自民）　　　竹山　　　裕（自民）　　　赤桐　　　操（社民）

理　事　山崎　　　力（平成）　　　依田　　智治（自民）　　　梶原　　敬義（社民）

理　事　村沢　　　牧（社民）　　　市川　　一朗（平成）　　　山下　　芳生（共産）

　　　　岩井　　國臣（自民）　　　北澤　　俊美（平成）　　　本岡　　昭次（新緑）

　　　　釜本　　邦茂（自民）　　　田浦　　　直（平成）　　　（8. 11. 7　現在）

　　　　　　　　　【選挙制度に関する特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０名）

委員長　武田　　節子（平成）　　　鈴木　　貞敏（自民）　　　釘宮　　　磐（平成）

理　事　岡　　　利定（自民）　　　中原　　　爽（自民）　　　白浜　　一良（平成）

理　事　関根　　則之（自民）　　　松浦　　　功（自民）　　　上山　　和人（社民）

理　事　平野　　貞夫（平成）　　　村上　　正邦（自民）　　　橋本　　　敦（共産）

理　事　三重野　栄子（社民）　　　吉村　剛太郎（自民）　　　佐藤　　道夫（二院）

　　　　片山　虎之助（自民）　　　大森　　礼子（平成）　　　江本　　孟紀（無ク）

　　　　下稲葉　耕吉（自民）　　　勝木　　健司（平成）　　　（8. 11. 7　現在）

　　　　　　【沖縄及び北方問題に関する特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０名）

委員長　楢崎　　泰昌（自民）　　　長峯　　　基（自民）　　　萱野　　　茂（社民）

理　事　尾辻　　秀久（自民）　　　橋本　　聖子（自民）　　　谷本　　　巍（社民）

理　事　永田　　良雄（自民）　　　三浦　　一水（自民）　　　吉岡　　吉典（共産）

理　事　星野　　朋市（平成）　　　加藤　　修一（平成）　　　武田　邦太郎（新緑）

理　事　照屋　　寛徳（社民）　　　風間　　　昶（平成）　　　島袋　　宗康（二院）

　　　　板垣　　　正（自民）　　　高野　　博師（平成）　　　矢田部　　理（新社）

　　　　高木　　正明（自民）　　　福本　　潤一（平成）　　　（8. 11. 7　現在）



　　　　　【地方分権及び規制緩和に関する特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０名）

委員長　猪熊　　重二（平成）　　　北岡　　秀二（自民）　　　続　　　訓弘（平成）

理　事　久世　　公堯（自民）　　　陣内　　孝雄（自民）　　　和田　　洋子（平成）

理　事　斎藤　　文夫（自民）　　　谷川　　秀善（自民）　　　今井　　　澄（社民）

理　事　小林　　　元（平成）　　　野沢　　太三（自民）　　　角田　　義一（社民）

理　事　大脇　　雅子（社民）　　　服部　三男雄（自民）　　　吉川　　春子（共産）

　　　　阿部　　正俊（自民）　　　泉　　　信也（平成）　　　小島　　慶三（新緑）

　　　　亀谷　　博昭（自民）　　　小山　　峰男（平成）　　　（8. 11. 7　現在）

　　　　　　　　　　　【中小企業対策特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 0名）

委員長　大島　　慶久（自民）　　　塩崎　　恭久（自民）　　　西川　　玲子（平成）

理　事　石渡　　清元（自民）　　　中曽根　弘文（自民）　　　渡辺　　孝男（平成）

理　事　二木　　秀夫（自民）　　　平田　　耕一（自民）　　　齋藤　　　勁（社民）

理　事　今泉　　　昭（平成）　　　真鍋　　賢二（自民）　　　藁科　　満治（社民）

理　事　一井　　淳治（社民）　　　阿曽田　　清（平成）　　　西山　登紀子（共産）

　　　　景山　俊太郎（自民）　　　荒木　　清寛（平成）　　　国井　　正幸（新緑）

　　　　小山　　孝雄（自民）　　　鈴木　　正孝（平成）　　　（8. 11. 7　現在）

　　　　　　　　【国会等の移転に関する特別委員会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０名）

委員長　梶原　　敬義（社民）　　　鈴木　　政二（自民）　　　寺崎　　昭久（平成）

理　事　中曽根　弘文（自民）　　　保坂　　三蔵（自民）　　　平田　　健二（平成）

理　事　溝手　　顕正（自民）　　　真島　　一男（自民）　　　山本　　　保（平成）

理　事　山崎　　順子（平成）　　　松浦　　孝治（自民）　　　赤桐　　　操（社民）

理　事　瀬谷　　英行（社民）　　　矢野　　哲朗（自民）　　　緒方　　靖夫（共産）

　　　　上杉　　光弘（自民）　　　小川　　勝也（平成）　　　伊藤　　基隆（民主）

　　　　太田　　豊秋（自民）　　　片上　　公人（平成）　　　（8. 11. 7　現在）

　　　　　　　　　　　【国際問題に関する調査会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 5名）

会　長　林田　悠紀夫（自民）　　　木宮　　和彦（自民）　　　直嶋　　正行（平成）

理　事　板垣　　　正（自民）　　　北岡　　秀二（自民）　　　山崎　　　力（平成）

理　事　南野　知惠子（自民）　　　塩崎　　恭久（自民）　　　及川　　一夫（社民）

理　事　魚住　裕一郎（平成）　　　馳　　　　浩（自民）　　　梶原　　敬義（社民）

理　事　益田　　洋介（平成）　　　林　　　芳正（自民）　　　上山　　和人（社民）

理　事　松前　　達郎（社民）　　　山本　　一太（自民）　　　笠井　　　亮（共産）

理　事　上田　耕一郎（共産）　　　石井　　一二（平成）　　　田村　　公平（無ク）

　　　　尾辻　　秀久（自民）　　　今泉　　　昭（平成）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　笠原　　潤一（自民）　　　小川　　勝也（平成）



　　　　　　　　　【国民生活・経済に関する調査会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 5名）

会　長　鶴岡　　　洋（平成）　　　太田　　豊秋（自民）　　　浜四津　敏子（平成）

理　事　小野　　清子（自民）　　　金田　　勝年（自民）　　　林　　久美子（平成）

理　事　片山　虎之助（自民）　　　鈴木　　省吾（自民）　　　前川　　忠夫（社民）

理　事　牛嶋　　　正（平成）　　　中島　　眞人（自民）　　　山本　　正和（社民）

理　事　水島　　　裕（平成）　　　橋本　　聖子（自民）　　　笹野　　貞子（新緑）

理　事　三重野　栄子（社民）　　　平田　　耕一（自民）　　　朝日　　俊弘（民主）

理　事　聽濤　　　弘（共産）　　　三浦　　一水（自民）　　　水野　　誠一（さき）

　　　　上杉　　光弘（自民）　　　海野　　義孝（平成）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　大野　つや子（自民）　　　小林　　　元（平成）

　　　　　　【行財政機構及び行政監察に関する調査会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2 5名）

会　長　井上　　　孝（自民）　　　亀谷　　博昭（自民）　　　都築　　　譲（平成）

理　事　加藤　　紀文（自民）　　　小山　　孝雄（自民）　　　一井　　淳治（社民）

理　事　守住　　有信（自民）　　　佐々木　　満（自民）　　　渡辺　　四郎（社民）

理　事　岩瀬　　良三（平成）　　　武見　　敬三（自民）　　　小島　　慶三（新緑）

理　事　菅川　　健二（平成）　　　宮澤　　　弘（自民）　　　伊藤　　基隆（民主）

理　事　瀬谷　　英行（社民）　　　矢野　　哲朗（自民）　　　山田　　俊昭（二院）

理　事　山下　　芳生（共産）　　　石田　　美栄（平成）　　　山口　　哲夫（新社）

　　　　井上　　吉夫（自民）　　　猪熊　　重二（平成）　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　石渡　　清元（自民）　　　鈴木　　正孝（平成）

　　　　　　　　　　　　　【政治倫理審査会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　(1 5名）

会　長　岩崎　　純三（自民）　　　大木　　　浩（自民）　　　林　　　寛子（平成）

幹　事　青木　　幹雄（自民）　　　高木　　正明（自民）　　　吉田　　之久（平成）

幹　事　宮澤　　　弘（自民）　　　真鍋　　賢二（自民）　　　及川　　一夫（社民）

幹　事　平井　　卓志（平成）　　　大久保　直彦（平成）　　　梶原　　敬義（社民）

　　　　板垣　　　正（自民）　　　鶴岡　　　洋（平成）　　　橋本　　　敦（共産）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8. 11. 12　現在）

　　　　　　　　　　　【参議院制度改革検討会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　(1 1名）

座　長　前田　　勲男（自民）　　　泉　　　信也（平成）　　　藁科　　満治（社民）

　　　　斎藤　　文夫（自民）　　　鶴岡　　　洋（平成）　　　吉川　　春子（共産）

　　　　宮崎　　秀樹（自民）　　　寺崎　　昭久（平成）　　　椎名　　素夫（無ク）

　　　　矢野　　哲朗（自民）　　　及川　　一夫（社民）　　　（8. 11. 12　現在）



１本会議審議経過

○平成８年11月７日（木）

　開　　会　午前10時４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嶋崎均君、同上吉原一天君を議院に紹介した。

　日程第２　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、

　　逓信委員長に渕上貞雄君を指名した。

　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９分

　再　　開　午後２時31分

　日程第３　会期の件

　　　本件は、６日間とすることに決した。

　日程第４　内閣総理大臣の指名

　　　本件は、記名投票の結果（投票総数248、過半数125）、衆議院議員橋

　　本龍太郎君が145票をもって指名された。

　散　　会　午後２時58分

○平成８年11月12日（火）

　開　　会　午前11時６分

　裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員、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千葉景子君、同予備員大島慶久君、上

　野公成君、筆坂秀世君、裁判官訴追委員服部三男雄君、松浦孝治君、猪熊

　重二君、同予備員清水達雄君、岡利定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、皇室会議予備議員、皇室経済

　会議予備議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に一井淳治君、同予備員に佐藤泰三君、加藤紀文君、

　長谷川清君、裁判官訴追委員に石渡清元君、須藤良太郎君、星野朋市君、

　同予備員に南野知惠子君（第１順位）、矢野哲朗君（第２順位）、鈴木栄

　治君（第３順位）、皇室会議予備議員に坂野重信君（第１順位）、皇室経

　済会議予備議員に永野茂門君（第２順位）、検察官適格審査会委員予備委

　員に佐藤静雄君（前田勲男君の予備委員）、国土審議会委員に大木浩君、

　北海道開発審議会委員に高木正明君、岡部三郎君、日本ユネスコ国内委員

　会委員に南野知惠子君、日下部禧代子君を指名した。また、裁判官弾劾裁

　判所裁判員予備員の職務を行う順序は、佐藤泰三君を第１順位とし、第３

　順位の佐藤静雄君を第２順位とし、加藤紀文君を第３順位とし、長谷川清

　君を第４順位とした。

日程第１　国家公務員等の任命に関する件

　　本件は、公安審査委員会委員長に堀田勝二君、同委員に青井舒一君、中

　谷瑾子君、山崎敏夫君、電波監理審議会委員に辻井重男君、労働保険審査

　会委員に飯田康夫君、氣賀澤克己君、中央労働委員会委員に猪瀬愼一郎君、

　今野浩一郎君、岡部晃三君、小野旭君、神代和俊君、菅野和夫君、諏訪康

　雄君、谷口隆志君、西田典之君、花見忠君、山口浩一郎君、山口俊夫君、

　若菜允子君を任命したことを承認又は同意することに決した。

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

　○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

散　　会　午前11時14分



１　委員会審議経過

　　　　　　　　　　　【内閣委員会】

　（１）審議概観

　〔国政調査等〕

　11月12日、第136回国会閉会中に実施された委員派遣の報告を行った。委員

派遣は、国の地方支分部局及び自衛隊の業務運営等の実情調査を目的に９月18

日から20日までの３日間、沖縄県及び鹿児島県において、航空自衛隊那覇基地、

防衛施設庁那覇防衛施設局、沖縄開発庁沖縄総合事務局、陸上自衛隊国分駐屯

地等を視察した。

　（２）委員会経過

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する

　　調査を行うことを決定した。

　○派遣委員から報告を聴いた。

　○国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する

　　調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

　　　　　　　　　　【地方行政委員会】

　（１）審議概観

　〔地方行政委員打合会〕

　第137回国会閉会中の10月31日、警察庁長官狙撃事件の捜査状況について倉

田国家公安委員会委員長から説明を聴いた後、同委員長及び警察庁当局に対し、

オウム信者である現職警察官による事件関与の供述とその事実関係の確認状況、

捜査事案の公開の時期とその在り方、週刊誌による被疑警察官に関する報道と

人権擁護問題、警視庁捜査本部と警察庁警備局の間における連携体制と供述の

取扱方針、警察の持つ隠蔽・秘密主義が全国の捜査担当者に与えた不信感、警

視庁公安部長の更迭とその手続問題、警察組織に及ぼす警察庁長官狙撃事件の

影響と責任問題等の諸問題について質疑が行われた。

　〔国政調査等〕

　11月12日、第136回国会閉会中の９月11日から13日までの３日間にわたり実

施された大分県及び福岡県における行財政状況及び地域振興対策等の実情調査

について派遣委員の報告が行われた。



　（２）委員会経過

○平成８年10月31日（木）　（第137回国会閉会後第１回）

　（地方行政委員打合会）

　○警察庁長官狙撃事件の捜査状況について倉田国家公安委員会委員長から

　　説明を聴いた後、同委員長及び警察庁当局に対し質疑を行った。

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○地方行政の改革に関する調査を行うことを決定した。

　○暴力団員不当行為防止法及び風俗営業等に関する小委員会を設置すること

　　を決定した後、小委員及び小委員長を選任した。

　　　なお、小委員及び小委員長の変更の件並びに小委員会における参考人の

　　出席要求の件については委員長に一任することに決定した。

　○派遣委員から報告を聴いた。

　○地方行政の改革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。

　　　　　　　　　　　　【法務委員会】

　（１）審議概観

　〔国政調査等〕

　第136回国会閉会後の９月10日から12日までの３日間、司法及び法務行政に

関する実情調査のため、京都府、兵庫県及び大阪府に委員派遣を行い、11月12

日にその報告を行った。派遣委員からは、視察先（京都地方裁判所、京都家庭

裁判所、京都地方検察庁、京都刑務所、神戸地方裁判所、神戸家庭裁判所、神

戸地方法務局及び大阪入国管理局関西空港支局）の各管内の概況、阪神・淡路

大震災による被害の状況等が報告された。

　（２）委員会経過

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○法務及び司法行政等に関する調査を行うことを決定した。

　○派遣委員から報告を聴いた。

　○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。



　　　　　　　　　　　　【外務委員会】

　（１）審議概観

　〔国政調査等〕

　11月12日、委員派遣の報告を聴いた。

　委員派遣は、第136回国会閉会後の９月11日から13日までの３日間、国の安

全保障、日韓・日中漁業協定、地方公共団体の国際交流等に関する実情調査の

ため、長崎県及び大分県において行い、両県当局、米海軍佐世保基地及び陸上

自衛隊湯布院駐屯地より説明を聴取するとともに、陸上自衛隊日出生台演習場

等を視察した。

　（２）委員会経過

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○国際情勢等に関する調査を行うことを決定した。

　○派遣委員から報告を聴いた。

　○国際情勢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。

　　　　　　　　　　　　【大蔵委員会】

　（１）審議概観

　〔国政調査等〕

　委員会の国政調査の一環として、地方における経済・財政・金融情勢、税務

・税関行政の状況等に関する実情調査を目的に、９月11日から13日までの３日

間（第136回国会閉会後）大阪府及び兵庫県に委員派遣を行い、その派遣委員

の報告が11月12日に行われた。

　報告では、近畿財務局、造幣局、大阪国税局、大阪・神戸の両税関及び関西

国際空港株式会社から概況説明を、兵庫県及び神戸市から阪神・淡路大震災の

被災状況と復旧・復興の状況についての情勢報告をそれぞれ聴取するとともに、

近畿地区の金融機関との意見交換を行い、関西空港税関支署、関西空港貨物地

区、造幣局工場、明石海峡大橋のほか、長田地区及び灘五郷における震災復興

状況並びにひょうご輸入住宅総合センターを視察した旨の概要説明があった。

　（２）委員会経過

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○租税及び金融等に関する調査を行うことを決定した。



　○派遣委員から報告を聴いた。

　○租税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。

　　　　　　　　　　　　【文教委員会】

　（１）審議概観

　〔国政調査等〕

　第136回国会閉会中の７月９日から11日の３日間、長野オリンピック施設整

備状況並びに長野県、新潟県における初等中等教育、大学の教育・研究及び社

会教育等に関する実情調査のため、長野県及び新潟県に委員派遣を行い、その

報告を11月12日に行った。

　なお、視察先は長野県庁、長野オリンピック競技施設、長野市立犀陵中学校、

国立妙高少年自然の家、上越教育大学、新潟市立養護学校、新潟県庁、新潟県

立生涯学習推進センターである。

　（２）委員会経過

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○教育、文化及び学術に関する調査を行うことを決定した。

　○派遣委員から報告を聴いた。

　○教育、文化及び学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。

　　　　　　　　　　　　【厚生委員会】

　（１）審議概観

　〔国政調査等〕

　11月12日、第136回国会閉会後の８月21日から23日にかけて実施した委員派

遣の報告を行った。

　この委員派遣では、保健医療・福祉等に関する実情調査のため宮崎県及び鹿

児島県に赴き、宮崎県においては特別養護老人ホーム「ゴールデンレイク」等

を、鹿児島県においては国立療養所星塚敬愛園等を視察した。

　（２）委員会経過

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○社会保障制度等に関する調査を行うことを決定した。



　○派遣委員から報告を聴いた。

　○社会保障制度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。

　　　　　　　　　　　【農林水産委員会】

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○農林水産政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。

　○閉会中に委員派遣を行うことを決定した。

　　　　　　　　　　　　【商工委員会】

　（１）審議概観

　〔国政調査等〕

　山梨県及び静岡県における地域経済及び産業活動等の実情に関する調査のた

め、平成８年９月11日から13日までの３日間、山梨県及び静岡県に委員派遣を

行い、その派遣委員の報告が11月12日に行われた。

　（２）委員会経過

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○産業貿易及び経済計画等に関する調査を行うことを決定した。

　○派遣委員から報告を聴いた。

　○産業貿易及び経済計画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。

　　　　　　　　　　　　【運輸委員会】

　（１）審議概観

　〔国政調査等〕

　第136回国会閉会後の９月25日から26日にかけて、中部・関西地方における

空港及び港湾の整備状況等運輸事情に関する実情調査のため、愛知県、兵庫県

及び大阪府に委員派遣を行い、その報告が11月12日に行われた。

　（２）委員会経過

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。



　○運輸事情等に関する調査を行うことを決定した。

　○派遣委員から報告を聴いた。

　○運輸事情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。

　　　　　　　　　　　　【逓信委員会】

　（１）審議概観

　〔国政調査等〕

　11月12日、第136回国会閉会中に実施された委員派遣の報告を行った。委員

派遣は、郵政事業の運営、電気通信行政の現状並びに電気通信事業及び放送事

業等の実情調査を目的に北海道について９月11日から13日までの３日間並びに

愛知県及び岐阜県について９月９日及び10日の２日間行われた。

　（２）委員会経過

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○郵政事業、通信、放送及び電波等に関する調査を行うことを決定した。

　○派遣委員から報告を聴いた。

　○郵政事業、通信、放送及び電波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。

　　　　　　　　　　　　【労働委員会】

　（１）審議概観

　〔国政調査等〕

　第136回国会閉会中の９月24、25の両日に実施された委員派遣の報告が11月

12日に行われた。派遣では、雇用失業情勢と雇用対策等に関する調査のため熊

本県に赴き、県の労働行政の概況説明を聴取するとともに、女性の就労環境整

備に努めている事業所、障害者雇用の促進に取り組む施設及び事業所、熊本テ

クノポリス等の視察を行っている。

　（２）委員会経過

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○労働問題に関する調査を行うことを決定した。



　○派遣委員から報告を聴いた。

　○労働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。

　　　　　　　　　　　　【建設委員会】

　（１）審議概観

　〔国政調査等〕

　第136回国会閉会中の９月10日から12日までの３日間、阪神・淡路大震災の

被災地における復旧・復興状況並びに兵庫県及び香川県下における建設諸事業

の実情調査のため、兵庫県及び香川県に委員派遣を行い、11月12日、派遣委員

から報告を聴いた。

　主な視察箇所は、六甲砂防事業、阪神高速道路神戸線、公営住宅、明石海峡

大橋、四国横断自動車道、高松東道路、高松港頭地区、国営讃岐まんのう公園

等である。

　また、兵庫県においては、被災者の住宅再建に係る支援措置の拡充、震災復

興事業費の確保及び地方負担等に係る財政支援措置等について、香川県におい

ては、高松以東の高速道路網の整備、治水・利水事業の促進等について、それ

ぞれ要望があった。

　（２）委員会経過

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○建設事業及び建設諸計画等に関する調査を行うことを決定した。

　○派遣委員から報告を聴いた。

　○建設事業及び建設諸計画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。

　　　　　　　　　　　　【予算委員会】

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○予算の執行状況に関する調査を行うことを決定した。

　○証人佐佐木吉之助君告発後の経過について委員長から報告があった。

　○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。



　　　　　　　　    　　【決算委員会】

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○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。

　○平成６年度決算外２件の継続審査要求書を提出することを決定した。

　○平成６年度決算外２件の審査並びに国家財政の経理及び国有財産の管理に

　　関する調査のため政府関係機関等の役職員を閉会中必要に応じ参考人とし

　　て出席を求めることを決定した。

　　　　　　　　  　【議院運営委員会】

○平成８年11月７日（木）　（第１回）

　○事務総長から内閣総辞職の報告を聴いた。

　○逓信委員長の補欠選任について決定した。

　○科学技術特別委員会、環境特別委員会、災害対策特別委員会、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特別委員会、地方分権及

　　び規制緩和に関する特別委員会、中小企業対策特別委員会及び国会等

　　の移転に関する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。

　　科学技術特別委員会

　　　自由民主党……………………９人　平成会…………………………５人

　　　社会民主党・護憲連合………２人　日本共産党……………………２人

　　　民主党・市民連合…………1人　新党さきがけ…………………１人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           計20人

　　環境特別委員会

　　　自由民主党……………………９人　平成会…………………………５人

　　　社会民主党・護憲連合………３人　　日本共産党……………………１人

　　　民主党・市民連合……………１人　無所属クラブ………………１人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計20人

　　災害対策特別委員会

　　　自由民主党………………………９人　平成会……………………………６人

　　　社会民主党・護憲連合………３人　日本共産党……………………１人

　　　新緑風会……………………１人　　　　　　                 　計20人



　選挙制度に関する特別委員会

　　自由民主党……………………９人　平成会………………………６人

　　社会民主党・護憲連合………２人　　日本共産党…………………１人

　　二院クラブ……………………１人　無所属クラブ………………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……………………８人　平成会………………………５人

　　社会民主党・護憲連合………３人　　日本共産党…………………１人

　　新緑風会………………………１人　二院クラブ…………………１人

　　新社会党・平和連合…………１人　　　　　　　　　　　　　　　計20人

　地方分権及び規制緩和に関する特別委員会

　　自由民主党……………………９人　平成会………………………６人

　　社会民主党・護憲連合………３人　　日本共産党…………………１人

　　新緑風会………………………１人　　　　　　             　計２０人

　中小企業対策特別委員会

　　自由民主党……………………９人　平成会………………………６人

　　社会民主党・護憲連合………３人　　日本共産党…………………１人

　　新緑風会………………………１人　　　              　　　　計20人

　国会等の移転に関する特別委員会

　　自由民主党……………………９人　平成会………………………６人

　　社会民主党・護憲連合……　３人　　日本共産党…………………１人

　　民主党・市民連合……………１人　　　　              　　　計20人

○民主党・市民連合及び無所属クラブを立法事務費の交付を受ける会派と認

　定した。

○ 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　平成会………………………４人

　　社会民主党・護憲連合………３人　　日本共産党…………………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。

○会期を６日間とすることに決定した。

○本日の本会議の議事に関する件について決定した。



○平成８年11月12日（火）　（第２回）

　○裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員、裁判官訴追委員、同予備員、皇室会

　　議予備議員、皇室経済会議予備議員、検察官適格審査会委員予備委員、国

　　土審議会委員、北海道開発審議会委員及び日本ユネスコ国内委員会委員の

　　選任について決定した。

　○国土審議会特別委員、社会保障制度審議会委員及び地方制度調査会委員の

　　推薦について決定した。

　○次の件について各政務次官から説明を聴いた後、承認又は同意を与えるこ

　　とに決定した。

　　イ　公安審査委員会委員長及び同委員の任命承認に関する件

　　ロ　電波監理審議会委員の任命同意に関する件

　　ハ　労働保険審査会委員の任命承認に関する件

　　ニ　中央労働委員会委員の任命承認に関する件

　○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。

　○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。

　○本日の本会議の議事に関する件について決定した。

○平成８年11月12日（火）　（庶務関係小委員会第１回）

　○議員宿舎の整備計画について協議を行った。

　　　　　　　　　　　　【懲罰委員会】

○平成８年11月11日（月）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　　　　　　　　　　【科学技術特別委員会】

　（１）審議概観

　〔国政調査等〕

　11月７日、科学技術振興対策樹立に関し、第136回国会閉会中に行った委員

派遣について派遣委員より報告を聴取した。

　派遣委員は、９月９日、10日の２日間、京都府及び兵庫県において、関西文

化学術研究都市の開発状況及び播磨科学公園都市に建設中の大型放射光施

設S P r i n g－8の現況について視察した。



　（２）委員会経過

○平成８年11月７日（木）　（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

　○派遣委員から報告を聴いた。

○平成８年11月12日（火）　（第２回）

　○科学技術振興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。

　　　　　　　　　　【環境特別委員会】

　（１）審議概観

　〔国政調査等〕

　11月12日、派遣委員の報告を聴取した。委員派遣は、第136回国会閉会後、

８月28日から30日までの３日間、東北海道に、国立公園等の自然公園及びラム

サール条約登録湿地の管理状況等の自然環境保全対策に関する実情調査のため、

行われた。

　（２）委員会経過

○平成８年11月７日（木）　（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成８年11月12日（火）　（第２回）

　○派遣委員から報告を聴いた。

　○公害及び環境保全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。

　　　　　　　　　【災害対策特別委員会】

○平成８年11月７日（木）　（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成８年11月12日（火）　（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。

　　　　　【選挙制度に関する特別委員会】

○平成８年11月７日（木）　（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。



○平成８年11月12日（火）　（第２回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○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。

　　　【沖縄及び北方問題に関する特別委員会】

　（１）審議概観

　〔国政調査等〕

　11月12日、第136回国会閉会後の９月19日及び20日に実施した北方領土及び

隣接地域の諸問題等に関する実情調査のための委員派遣について、派遣委員か

ら報告を聴取した。

　（２）委員会経過

○平成８年11月７日（木）　（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成８年11月12日（火）　（第２回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○派遣委員から報告を聴いた。

　○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。

　　　【地方分権及び規制緩和に関する特別委員会】

○平成８年11月７日（木）　（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成８年11月12日（火）　（第２回）

　○地方分権の推進及び規制緩和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。

　　　　　【中小企業対策特別委員会】

　　　（１）審議概観

　〔国政調査等〕

　北海道における中小企業等の実情に関する調査のため、平成８年９月17日か

ら19日までの３日間、北海道に委員派遣を行い、その派遣委員の報告が11月12

日に行われた。



　（２）委員会経過

○平成８年11月７日（木）　（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成８年11月12日（火）　（第２回）

　○派遣委員から報告を聴いた。

　○中小企業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。

　　　【国会等の移転に関する特別委員会】

○平成８年11月７日（木）　（第１回）

　○特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成８年11月12日（火）　（第２回）

　○国会等の移転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

　　　　　【国際問題に関する調査会】

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○国際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。

　　　　【国民生活・経済に関する調査会】

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○国民生活・経済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。

　　　　【行財政機構及び行政監察に関する調査会】

○平成８年11月12日（火）　（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○行財政機構及び行政監察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。



３　参議院制度改革検討会

（１）検討の経緯

　斎藤議長の諮問機関である「参議院制度改革検討会」（前田勲男座長）は、

各会派１名のメンバーから成るワーキンググループにおいて「決算審査の充

実」「本会議表決における押しボタン方式の導入」「議員立法の充実」「情報

公開」についての協議を行った。

　（２）検討会経過

○平成８年10月31日（金）（ワーキンググループ会合　第17回）

　○次の件について協議を行った。

　　・我が国の二院制下における参議院の在り方に関する諸問題とその改善策

　　　に関する件（決算審査の充実について、情報公開について、議員立法の

　　　充実について、本会議表決における押しボタン方式の導入について）

　　・本検討会の運営に関する件

○平成８年11月８日（金）（ワーキンググループ会合　第18回）

　○次の件について協議を行った。

　　・我が国の二院制下における参議院の在り方に関する諸問題とその改善策

　　　に関する件（決算審査の充実について、情報公開について、議員立法の

　　　充実について、本会議表決における押しボタン方式の導入について）

　　・本検討会の運営に関する件



１　議案審議概況

　　　　　　　　　　　　　【概　観】

　今国会中、衆参両院議員及び内閣から新たに提出された議案はなく、会期中

に議案の審議は行われなかった。

　本院で継続審査とした議案は、平成６年度本決算外２件である。

　衆議院においても、平成６年度本決算外２件を継続審査とした。

２　議案件数表

提出 成立

参議院 衆議院

備　　考

継続 未了 継続 未了

決　算

その他
継続 ４ ０ ３ １＼

３　議案件名一覧

◎決算その他（4件）

　●継続（３件）

　（第136回国会提出）

　　○平成６年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

　●未了（１件）

　（第136回国会提出）

　　○日本放送協会平成６年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこ

　　　れに関する説明書



　質問主意書一覧

【第1 38回国会（特別会）】

番

号
件　　　　　名 提　出　者 提出月日 転送月日

答弁書

受領月日
備　　考

１
愛知万博開催候補地に関する質問主意

書
末広真樹子君 8.11. 7 8.11.11

8.11.15

内閣から通知書受領

　（11.27まで答弁延期）

※なお、第１38回国会提出の質問主意書の答弁書未受領分については、次回「第139回国会参議院審議概要」の「質問主

意書一覧」を参照されたい。



１　国会会期一覧

国会回次 召　集　日 開会式 会期終了日

会　　期

当初日数 延長日数 総日数

第1 2 4回

　(臨時会)
4. 8. 7（金） 4. 8.10（月） 4. 8.11（火） ５ - ５

第1 2 5回

　(臨時会)
4.10.30（金） 4.10.30（金） 4.12.10（木） 4 0 ２ 4 2

第1 2 6回

　(常会)
5. 1.22（金） 5. 1.22（金）

　5. 6.18（金）

衆議院解散
1 5 0 - 1 4 8

第1 2 7回

　(特別会)
5. 8. 5（木） 5. 8.12（木） 5. 8.28（土） 1 0 1 4 2 4

第1 2 8回

　(臨時会)
5. 9.17（金） 5. 9.21（火） 6. 1.29（土） 9 0 4 5 1 3 5

第1 2 9回

　(常会)
6. 1.31（月） 6. 2. 8（火） 6. 6.29（水） 1 5 0 - 1 5 0

第１３０回

　(臨時会)
6. 7.18（月） 6. 7.18（月） 6. 7.22（金） ５ - ５

第1 3 1回

　(臨時会)
6. 9.30（金） 6. 9.30（金） 6.12. 9（金） 6 5 ６ 7 1

第1 3 2回

　(常会)
7. 1.20（金） 7. 1.20（金） 7. 6.18（日） 1 5 0 - 1 5 0

第1 3 3回

　(臨時会)
7. 8. 4（金） 7. 8. 4（金） 7. 8. 8（火） ５ - ５

第1 3 4回

(臨寺会)
7. 9.29（金） 7. 9.29（金） 7.12.15（金） 4 6 3 2 7 8

第1 3 5回

　(臨寺会)
8. 1.11（木） ８.1.11 （木） 8. 1.13（土） ３ - ３

第1 3 6回

　(常会)
8. 1.22（月） 8. 1.22（月） 8. 6.19（水） 1 5 0 - 1 5 0

第1 3 7回

　(臨時会)

８.9.27 （金） - 　8. 9.27（金）

衆議院解散

- - １

第1 3 8回

　(特別会)

8.11. 7（木） 8.11.11（月） ８.11.12（火） ６ - ６

※直近15国会を掲載した。



２　参議院議員通常選挙関係一覧

通常選挙

回　　次
通常選挙期日 任期開始日 任期終了日

選挙後最初

の国会回次
国会召集日

第　１　回
昭和

22. 4.20 （日）
22. 5. 3

※25. 5. 2

　28. 5. 2

第　１　回

　(特別会)
22. 5.20 （火）

第　２　回 25. 6. 4（日） 25. 6. 4 31. 6. 3
第　８　回

　(臨時会)
25. 7. 12（水）

第　３　回 28. 4.24 （金） 28. 5. 3 34. 5. 2
第　1 6回

　(特別会)
28. 5. 18（月）

第　４　回 31. 7. 8（日） 31. 7. 8 37.　７．７
第　2 5回

　(臨時会)
31.11.12 （月）

第５回 34. 6. 2（火） 34. 6. 2 40. 6. 1
第　3 2回

　(臨時会)
34. 6.22 （月）

第　６　回 37. 7. 1（日） 37. 7. 8 43. 7. 7
第　4 1回

　(臨時会)
37. 8. 4（土）

第７回 40. 7. 4（日） 40. 7. 4 46. 7. 3
第　4 9回

　(臨時会)
40. 7.22 （木）

第８回 43. 7. 7（日） 43. 7. 8 49. 7. 7
第　5 9回

　(臨時会)
43. 8. 1（木）

第９回 46. 6.27 （日） 46. 7. 4 52. 7. 3
第　6 6回

　(臨時会)
46. 7. 14（水）

第１０回 49. 7. 7（日） 49. 7. 8 55. 7. 7
第　7 3回

　(臨時会)
49. 7.24 （水）

第11回 52. 7. 10（日） 52. 7. 10 58. 7. 9
第　8 1回

　(臨時会)
52. 7.27 （水）

第12回 55. 6.22 （日） 55. 7. 8 61. 7. 7
第　9 2回

　(特別会)
55. 7. 17（木）

第13回 58. 6.26 （日） 58. 7. 10
平成

　元. 7. 9

第　9 9回

　(臨時会)
58. 7. 18（月）

第1 4回 61. 7. 6（日） 61. 7. 8 4. 7. 7
第1 0 6回

　(特別会)
61. 7.22 （火）

第1 5回
平成

元. 7. 23（日）

平成

　元. 7.23
7. 7.22

第1 1 5回

　(臨時会)

平成

元. 8. 7 (月）

第16回 4. 7.26 （日） 4. 7.26 10. 7. 25
第1 24回

　(臨時会)
4. 8. 7（金）

第1 7回 7. 7.23 （日） 7. 7.23 13. 7.22
第1 33回

　(臨時会)
7. 8. 4（金）

※任期３年議員（第１回通常選挙のみ］の任期終了日を示す。



３　国務大臣等名簿

　　　　　　　　(137回国会会期終了日　平成8. 9. 2 7現在)

内閣総理大臣
橋本　龍太郎

　（衆　・　自民）
建　設　大　臣

中尾　　　栄一

　（衆　・　自民）

［副総理］

大　蔵　大　臣

久保　　　　亘

　（参　・　社民）

自　治　大　臣

国家公安委員会委員長

倉田　　　寛之

　（参　・　自民）

法　務　大　臣
長尾　　　立子

　（　民　　間　）
内閣官房長官

梶山　　　静六

　（衆　・　自民）

外　務　大　臣
池田　　　行彦

　（衆　・　自民）
総務庁長官

中西　　　績介

　（衆　・　社民）

文　部　大　臣
奥田　　　幹生

　（衆　・　自民）

北海道開発庁長官

沖縄開発庁長官

岡部　　　三郎

　（参　・　自民）

厚　生　大　臣
菅　　　　直人

　（衆　・さきがけ）
防衛庁長官

臼井　　日出男

　（衆　・　自民）

農林水産大臣
大原　　　一三

　（衆　・　自民）
経済企画庁長官

田中　　　秀征

　（衆　・さきがけ）

通商産業大臣
塚原　　　俊平

　（衆　・　自民）
科学技術庁長官

中川　　　秀直

　（衆　・　自民）

運　輸　大　臣
亀井　　　善之

　（衆　・　自民）
環境庁長官

岩垂　寿喜男

　（衆　・　社民）

郵　政　大　臣
日野　　　市朗

　（衆　・　社民）
国土庁長官

鈴木　　　和美

　（参　・　社民）

労　働　大　臣
永井　　　孝信

　（衆　・社民）
内閣法制局長官 大森　　　政輔



４　国務大臣等名簿

　　　　　　　(138回国会会期終了日　平成8. 11.12現在)

内閣総理大臣
橋本　龍太郎

　（衆　・　自民）
建　設　大　臣

亀井　　　静香

　（衆　・　自民）

法　務　大　臣
松浦　　　　功

　(参　・　自民)

自　　治　　大　　臣

国家公安委員会委員長

白川　　　勝彦

　（衆　・　自民）

外　務　大　臣
池田　　　行彦

　（衆　・　自民）
内閣官房長官

梶山　　　静六

　（衆　・　自民）

大　蔵　大　臣
三塚　　　　博

　（衆　・　自民）
総務庁長官

武藤　　　嘉文

　（衆　・　自民）

文　部　大　臣
小杉　　　　隆

　（衆　・　自民）

北海道開発庁長官

沖縄開発庁長官

稲垣　　　実男

　（衆　・　自民）

厚　生　大　臣
小泉　純一郎

　（衆　・　自民）
防衛庁長官

久間　　　章生

　（衆　・　自民）

農林水産大臣
藤本　　　孝雄

　（衆　・　自民）
経済企画庁長官

麻生　　　太郎

　（衆　・　自民）

通商産業大臣
佐藤　　　信二

　（衆　・　自民）
科学技術庁長官

近岡　理一郎

　（衆　・　自民）

運　輸　大　臣
古賀　　　　誠

　（衆　・　自民）
環境庁長官

石井　　　道子

　（参　・　自民）

郵　政　大　臣
堀之内　久男

　（衆　・　自民）
国土庁長官

伊藤　　　公介

　（衆　・　自民）

労　働　大　臣
岡野　　　　裕

　(参　・　自民)
内閣法制局長官 大森　　　政輔



５　衆議院役員等一覧

　　　　　（137回国会会期終了日　平成8 . 9 . 27現在）

役　　員　　名 召　集　日 会　期　中　選　任

議　　　　　　　　　長 土井　たか子

副　　　　議　　　　長 鯨岡　　兵輔

常

任

委

員

長

内　　　　　　　閣 大木　　正吾

地　方　行　政 平林　　鴻三

法　　　　　　務 加藤　　卓二

外　　　　　　務 関谷　　勝嗣

大　　　　　　蔵 久間　　章生

文　　　　　　教 柳沢　　伯夫

厚　　　　　生 和田　　貞夫

農　林　水　産 松前　　　仰

商　　　　　工 甘利　　　　明

運　　　　　輸

逓　　　　　信 中川　　昭一

労　　　　　　働 岡島　　正之

建　　　　　　設 二見　　伸明

安　全　保　障 松岡　滿壽男

科　学　技　術 井上　　喜一

環　　　　　　境

予　　　　　　算 上原　　康助

決　　　　　　算 中島　　　　衛

議　院　運　営 谷垣　　禎一

懲　　　　　　　罰 藤本　　孝雄

政治倫理審査会長 奥野　　誠亮

事　　務　　総　　長 谷　　　福丸



６　衆議院役員等一覧

　　　　　（138回国会会期終了日　平成8 . 11. 12現在）

役　　員　　名 召　集　日 会　期　中　選　任

議　　　　　　　　　長 伊藤　宗一郎

副　　　　議　　　　長 渡部　　恒三

常

任

委

員

長

内　　　　　　　閣 伊藤　　忠治

地　方　行　政 穂積　　良行

法　　　　　　務 八代　　英太

外　　　　　　務逢沢　　一郎

大　　　　　　蔵 額賀　福志郎

文　　　　　　教 二田　　孝治

厚　　　　　　生 町村　　信孝

農　林　水　産 石橋　　大吉

商　　　　　工 武部　　　　勤

運　　　　　　輸 杉山　　憲夫

逓　　　　　信 木村　　義雄

労　　　　　　働 青山　　　丘

建　　　　　　設 市川　　雄一

安　全　保　障 伊藤　　英成

科　学　技　術 佐藤　　敬夫

環　　　　　　境 佐藤　謙一郎

予　　　　　　算 深谷　　隆司

決　　　　　　算 草川　　昭三

議　院　運　営 平沼　　赳夫

懲　　　　　　罰 奥田　　敬和

特

別

委

員

長

災　害　対　策 川端　　達夫

公　職　選　挙 中馬　　弘毅

石　炭　対　策 鉢呂　　吉雄

消費者問題等 中村　　鋭一

沖縄・北方 仲村　　正治

国　会　移　転 松本　　　龍

政治倫理審査会長 奥野　　誠亮

事　　務　　総　　長 谷　　　福丸



７　本会議・委員会傍聴者数の推移

　　　　　　　　(第138回国会終了日　平成8年11月12日現在)

国会回次 総　　計

内　　　　　　訳

本　会　議 委　員　会

１３０（臨時会） 3 9 2 2 7 0 1 2 2

1 3 1 （臨時会） 2,007 7 2 1 1,286

1 3 2 （常　会） 1,389 3 5 4 1,035

1 3 3 （臨時会） 1 5 2 7 8 7 4

1 3 4 (臨時会） 1,347 7 2 7 6 2 0

1 3 5 （臨時会） 2 4 2 4 ０

1 3 6 （常　会） 2,732 1,068 1,664

1 3 7 （臨時会） ９ ８ １

1 3 8 （特別会） 4 8 4 8 ０

（注）直近の国会は開会中の数、それ以前の国会は閉会中を含んだ数である。

８　参議院参観者数の推移

　　　　　　　　　(第138回国会終了日　平成8年11月12日現在)

年 総　　計
参　　観　　内　　訳

一　　般 小・中学 高　　校 外国人 特　　別

平成３ 178,861 39,347 136,779 1,827 400 508

４ 187,510 44,437 139,428 2,521 760 364

５ 181,231 46,833 130,828 2,197 1,306 67

６ 166,708 38,331 125,641 1,817 876 43

７ 178,174 28,198 147,063 1,521 1,392 ０

８ 156,674 28,891 122,787 2,294 2,647 55

※特別参観とは、「議場内特別参観」のことで、国会閉会後の毎月第１及び第３

　日曜日に限り実施している参観である。



９　参議院議員海外派遣一覧
目　　　　　　的 議長決定 派　遣　議　員 派遣地 日数 派遣報告

英国上下両院議長の招

待による同国公式訪問

並びに各国の政治経済

事情等視察

8. 6. 14

高木　正明君

風間　　昶君

齋藤　　勁君

ｲｷﾞﾘｽ

ﾌﾗﾝｽ

ｲﾀﾘｱ

ｵｰｽﾄﾘｱ

12

12

12

次期常会

の議院運

営委員会

に報告書

提出の予

定
第５回欧州安全保障協

力機構（ＯＳＣＥ）議

員会議出席並びに各国

の政治経済事情等視察

6. 19
鎌田　要人君鈴

木　正孝君

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ

ｲｷﾞﾘｽ

ドｲﾂ

12

12

カナダ、メキシコ合衆

国並びにチリ共和国の

各国議会上院議長の招

待による各国公式訪問

6. 21

斎藤　十朗君
井上　吉夫君

永野　茂門君菅
野　久光君

橋本　　敦君

ｶﾅﾀﾞ

ﾒｷｼｺ

ﾁﾘ

ｱﾒﾘｶ

13

13

13

13

13

第17回日本・ＥＵ議員

会議出席並びに各国の

政治経済事情等視察

6.26

木宮　和彦君

佐藤　静雄君

横尾　和伸君

ﾌﾗﾝｽ

ﾃﾞﾝﾏｰｸ

ｽﾍﾟｲﾝ

８

８

７

議会によるオンブズマ

ン等行政統制の調査 6. 27

井上　　孝君

矢野　哲朗君

亀谷　博昭君

猪熊　重二君

伊藤　基隆君

ｲｷﾞﾘｽ

ｵﾗﾝﾀﾞ

ドｲﾂ

ﾌﾗﾝｽ

14

14

14

14

14

ポーランド共和国国会

訪問並びに各国の議会

制度等調査
7. 3

下稲葉耕吉君

溝手　顕正君

北澤　俊美君

ﾎﾟｰﾗﾝド

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ

ｽﾍﾟｲﾝ

10

10
9

トルコ共和国大国民議

会議長の招待による同

国公式訪問並びに各国

の政治経済事情等視察

7. 8

松尾　官平君

中曽根弘文君

寺崎　昭久君

吉岡　吉典君

ドｲﾂ

ﾄﾙｺ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

　南ｱﾌﾘｶ

14

8

14

14

欧米先進諸国における

社会資本整備に関する

制度・施策の調査

7. 8

鶴岡　　洋君

太田　豊秋君

牛嶋　　正君

山本　正和君

聽濤　　弘君

ドｲﾂ

ﾃﾞﾝﾏｰｸ

ｲｷﾞﾘｽ

ﾌﾗﾝｽ

13

13

13

13

13

米国、メキシコにおけ

る情報通信・新産業創
出問題調査

7. 10

岡野　　裕君

野村　五男君

山崎　　力君

水野　誠一君

末広真樹子君

ｱﾒﾘｶ

ﾒｷｼｺ

14
8

14

13

14



目　　　　　　的 議長決定 派　遣　議　員 派遣地 日数 派遣報告

フランス、オランダ、

イタリア、ベルギー、

ルクセンブルグにおけ

る福祉・医療・年金問

題に関する調査

8. 7. 10

真鍋　賢二君

尾辻　秀久君

小林　　元君

国井　正幸君

島袋　宗康君

ﾌﾗﾝｽ

ｵﾗﾝﾀﾞ

ｲﾀﾘｱ

ﾍﾞﾙｷﾞｰ

ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ

12

10

12

11

12

次期常会

の議院運

営委員会

に報告書

提出の予

定

ニュー・ジーランド、

オーストラリアにおけ

る規制緩和問題調査

7. 15

上杉　光弘君

石川　　弘君

友部　達夫君

山口　哲夫君

ﾆｭｰ・ｼﾞｰ

ﾗﾝド

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

10

10

10

10

アジアにおける安全保

障及び経済協力等に係

る諸問題調査

7. 15

林田悠紀夫君

板垣　　正君

木庭健太郎君

梶原　敬義君

上田耕一郎君

ヴｨｴトナﾑ

ﾀｲ

ﾏﾚｲｼｱ

ｲﾝドﾈｼｱ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

14

14

14

13

14

第96回列国議会同盟会

議（北京）出席並びに

各国の政治経済事情等

視察

8. 13

浦田　　勝君

狩野　　安君

和田　洋子君

　中国

ヴｨｴトナﾑ

　香港

11

11

11

欧州評議会議員会議・

第５回ＯＥＣＤ活動拡

大討議出席並びに各国

の政治経済事情等視察

8. 14 竹山　　裕君
ﾌﾗﾝｽ

ｽｲｽ
９

フランス共和国上院議

長招待による同国公式

訪問並びに各国の政治

経済事情等視察

8.23

井上　吉夫君

海野　義孝君

萱野　　茂君

ﾌﾗﾝｽ

ドｲﾂ

ｽｲｽ

11

11

11



１０　国会関係日誌（8. 6.20～8. 11.12 ）

　　　　　　　　　　　【第136回国会（常会）閉会後】

6.20（木）○参決算委（平成６年度決算の全般的質疑）

　　　　○衆厚生委（臓器移植法案の地方公聴会―仙台市、福岡市）

　21（金）○沖縄県議会、日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する

　　　　　県民投票条例可決

　22（土）○橋本総理、韓国訪問（22～23日）

　25（火）○消費税率5 %を閣議決定（平成９年４月より）

　28（金）○第22回先進国首脳会議（リョン・サミット）開幕（～29日）

　30（日）○斎藤参議院議長一行、ｶﾅﾀﾞ、ﾒｷｼｺ、ﾁﾘ等訪問（～７月12日）

7.1（月）○平成７年分衆参両院議員の資産等報告書等を公開

　　4（木）○エリツィン大統領、再選

　　5（金）○第５回欧州安全保障協力機構（OSCE）議員会議（～9日ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ）

　　8（月）○国際司法裁判所、一般的には核兵器使用・威嚇は違法と判断しな

　　　　　　がら、自衛での使用については判断を回避

　12（金）○衆厚生委（薬害エイズ問題についての参考人招致）

　14（日）○大阪府堺市で、病原性大腸菌0-157による集団食中毒発生、児童

　　　　　　多数発症

　15（月）○第17回日本・ＥＵ議員会議（～17日　ストラスブール）

　18（木）○衆金融特委（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）

　20（土）○松尾参議院副議長一行、トルコ等訪問（～８月２日）

　23（火）○参決算委（平成６年度決算の全般的質疑）

　　　　　○衆厚生委（薬害エイズ　証人喚問　安部英、塩川優一、郡司篤晃

　　　　　　　　　　　の３証人）

　　　　　　　　（病原性大腸菌0-157による食中毒の発生状況及び対応）

　24（水）○参決算委（運輸省、労働省、建設省、住宅金融公庫）

　26（金）○ 0-157対策関係閣僚会議設置を閣議決定

　29（月）○中国政府、ことし２回目の核実験実施、今後は停止と発表

8. 1（木）○人事院勧告（ベア0.95％）

　　　　　○沖縄の県道越え実弾砲撃演習の分散移転で日米合意

　　2（金）○参厚生委（病原性大腸菌0-157問題）

　　4（日）○新潟県巻町で原発建設計画に対する住民投票実施、反対票６割

　　6（火）○斎藤参議院議長、鯨岡衆議院副議長、橋本総理、広島市の平和記

　　　　　　念式出席

　　　　　○橋本総理、病原性大腸菌0-157による食中毒で堺市を視察



　　　○厚生省、0-157を含む腸管出血性大腸菌による感染症を伝染病予

　　　　防法上の伝染病に指定

7（水）○土井衆議院議長、議員立法の活性化についての指針発表

8（木）○衆厚生委（病原性大腸菌0-157問題）

9（金）○参議運委

　　　○参議運委庶務小（平成９年度参議院予算に関する件）

　　　○参議運委図書小（平成９年度国立国会図書館予算に関する件）

　　　○土井衆議院議長及び松尾参議院副議長、橋本総理、長崎市の平和

　　　　　祈念式出席

16（金）○村山喜一元衆議院副議長、死去

20（火）○橋本総理、中南米歴訪（ﾒｷｼｺ、ﾍﾟﾙｰ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ｺｽﾀﾘｶ）（～30日）

21（水）○衆内閣委（人事院勧告）

29（木）○東京地検、薬害エイズ事件で安部英帝京大学前副学長を業務上過

　　　　　失致死容疑で逮捕

9.3（火）○参決算委（外務省、防衛庁及び科学技術庁）

　4（水）○土井衆議院議長、ﾄﾞｲﾂ、ｵｰｽﾄﾘｱ、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ、英国の４カ国歴訪（～

　　　　　　13日）

　8（日）○日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する沖縄県民投票

　　　　　　実施（投票率59.53％・賛成票89％）

　9（月）○衆議院議員164名から臨時国会召集要求書提出

　10（火）○参内閣委（人事院勧告）

　　　　　○橋本総理、大田沖縄県知事と会談

　　　　　○橋本総理、「首相談話」として沖縄対策の基本方針発表

　11（水）○参決算委（大蔵省、農林水産省、北海道開発庁、沖縄開発庁等）

　　　　　○参議院議員68名から臨時国会召集要求書提出

　　　　　○最高裁、平成４年７月の参院選挙区選挙定数訴訟上告審で、１票

　　　　　　の格差6.69倍は違憲状態と判断、選挙無効請求は棄却

　　　　　○国連総会特別本会議、包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）案を賛

　　　　　　成多数で採択

　12（木）○参決算委（厚生省、環境庁及び環境衛生金融公庫）

　13（金）○自治省、「平成７年分政治資金収支報告書（中央分）」及び「平

　　　　　　　　　　　成７年分政党交付金使途報告書」を公表

　　　　　○大田沖縄県知事、米軍用地強制使用のための公告・縦覧の代行応

　　　　　　諾を表明

　16（月）○第96回列国議会同盟（ＩＰＵ）会議（～21日　北京）

　17（火）○橋本総理、沖縄県訪問、大田知事と会談

　18（水）○院内団体「市民リーグ・民改連」解散

　　　　　○院内団体「民主党設立委員会」結成（代表・鳩山由紀夫衆議院議員）

　　　　　○院内団体「民主改革連合」結成（代表者・吉岡賢治衆議院議員）



　19（木）○大阪地検、薬害エイズ事件でミドリ十字社長らを業務上過失致死

　　　　　　容疑で逮捕

　20（金）○森山眞弓議員、辞職

　　　　　○第137回国会（臨時会）の27日召集を閣議決定

　　　　　○人事院勧告完全実施を閣議決定

　23（月）○橋本総理訪米（～25日）

　24（火）○日中外相会談（尖閣諸島問題で協議）

　　　　　○欧州評議会議員会議第５回ＯＥＣＤ活動拡大討議

　　　　　　（～25日　ストラスブール）

　25（水）○橋本総理、国連総会演説後、日米首脳会談（普天間飛行場ヘリポ

　　　　　　ートの海上移設案推進で合意）

　　　　　○衆政倫審（加藤紘一衆議院議員からの審査中出に関する件）

　26（木）○社会民主党・護憲連合より26名離脱、新党さきがけより４名離脱、

　　　　　　民主党設立委員会へ28名入会

　　　　　　　　　　【第137回国会（臨時会）】

9.27（金）○第137回国会（臨時会）召集

　　　　　○参本会議（議席の指定）

　　　　　○新進党、消費税率据え置き法案を衆議院に提出

　　　　　○衆本会議（議席の指定、解散詔書朗読）解散

　　　　　○第41回総選挙日程（10月８日公示、20日投票）を閣議決定

　　　　　　　　　【第137回国会（臨時会）閉会後】

　28（土）○民主党結党大会（前衆議院議員52名、参議院議員５名参加）

　　　　　　（代表に鳩山由紀夫、菅直人の両氏）

　29（日）○土井たか子前衆議院議長、社民党党首に就任

10. 2（水）○山東昭子議員、辞職

　　3（木）○参議院議員栃木選挙区補欠選挙告示

　　4（金）○東京地検、薬害エイズ事件で厚生省元課長を業務上過失致死容疑

　　　　　　で逮捕

　　8（火）○第41回衆議院議員総選挙公示、小選挙区と比例代表の立候補者合

　　　　　　計は1503人、現憲法下で最多

　　　　　○最高裁判所９裁判官の国民審査告示

　　　　　○河本三郎議員、公選法第90条により退職

　　9（水）○山東昭子議員（自民）の辞職により、嶋崎均氏が繰上補充当選

　　　　　○嶋崎均議員、「自由民主党」へ入会

　　20（日）○第41回衆議院議員総選挙投開票、自民党は239議席獲得



　　　　○参議院議員栃木選挙区補欠選挙投開票、上吉原一天氏当選

22（火）○大野つや子議員、自民党へ入会

　　　　○新党さきがけ、臨時総務会で井出正一代表の辞任を了承、議員団

　　　　　座長に堂本暁子議員を決定

23（水）○上吉原一天議員、自民党へ入会

30（水）○院内団体「21世紀」結成（代表・船田元衆議院議員）

31（木）○参・地方行政委員打合会、警察庁長官狙撃事件の捜査状況につい

　　　　　て説明聴取、質疑

　　　　○峰崎直樹議員、逓信委員長辞職

　　　　○参議院議員兵庫選挙区補欠選挙告示

11.1（金）○政府、第138回国会（特別会）の11月７日召集を閣議決定

　　　　　○田英夫議員、参議院フォーラムを退会

　　　　　○コール独首相来日（～11月２日）

　　　　　○田英夫議員、社民党・護憲連合へ入会

　5（火）○朝日俊弘、伊藤基隆、川橋幸子、峰崎直樹の４議員、社民党・護

　　　　　　憲連合を退会

　　　　　○中尾則幸議員、新党さきがけを退会

　　　　　○朝日俊弘、伊藤基隆、川橋幸子、中尾則幸、峰崎直樹の５議員、

　　　　　　「民主党・市民連合」結成（代表・峰崎直樹議員）

　　　　　○「参議院フォーラム」解散

　　　　　○「自由連合」解散

　　　　　○江本孟紀、椎名素夫、末広真樹子、田村公平の４議員、「無所属

　　　　　　クラブ」結成（代表・椎名素夫議員）

　6(水）○米大統領選挙で圧勝したクリントン米大統領が勝利演説（アーカ

　　　　　　ンソー州リトルロック）

　　　　　　　　　　【第138回国会（特別会）】

　7（木）○第138回国会（特別会）召集

　　　　　○参本会議（議席の指定、常任委員長の選挙、６日間の会期決

　　　　　　定、８特別委員会の設置、内閣総理大臣の指名）

　　　　　○第２次橋本内閣、組閣

　11（月）○開会式

　12（火）○参本会議（国家公務員等の任命、閉会中審査手続き）

　　　　　○平成会、友部達夫議員の退会届提出、同議員は無所属に

　　　　　○友部達夫議員の関連団体「オレンジ共済組合」を出資法違反容疑

　　　　　　で家宅捜索

　　　　　○第138回国会（特別会）終了

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日付はいずれも日本時間）
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