
８国会関係日誌(12.8. 10～12.12）

　　　【第149回国会(臨時会)閉会後】

8.10(木)○平成12年上半期国際収支速報(大蔵

　　　　　省)

　　　　　○ジェトロ貿易白書
　11（金)○日銀、ゼロ金利政策解除を決定

　15(火)○人事院勧告

　　　　○｢破綻金融機関の処理のために講じ

　　　　　た措置の内容等に関する報告｣

　　　　　○南北朝鮮離散家族相互訪問

　19 (土)○森総理、バングラデシュ、パキスタ

　　　　　ン、インド、ネパール訪問(～26日)

　20(日)○斎藤議長一行、ハンガリー、ポーラ

　　　　　ンド公式訪問(～31日)

　21(月)○ 日朝国交正常化交渉(～24日)

　22 (火)○2000年国連軍縮秋田会議(～25日)

　24 (木)○衆内閣委(人事院勧告)

　25 (金)○警察改革要綱(国家公安委員会、警

　　　　　察庁)

　28 (月)○参災害対策特委委員派遣(北海道・

　　　　　有珠山)
　　　　○国連食糧農業機関(ＦＡＯ)アジア・

　　　　　太平洋地域総会(横浜市)

　　　　○大正生命保険に業務停止命令

　29 (火)○参決算委

　30(水)○参決算委
　　　　○ＩＰＵ世界議長会議(国連本部、～

　　　　　　9月1日)
　　　　○G8下院議長会議(ニューヨーク)

　31(木)○国連アジア太平洋経済社会委員会

　　　　　　(ＥＳＣＡＰ)環境相会議(北九州

　　　　　市)

9. 1(金)○預金保険機構、日本債券信用銀行を

　　　　　企業連合へ譲渡

　　　　○菅野副議長一行、スペイン公式訪問

　　　　　　(～11日)

　　　　○｢ものづくり基盤技術基本計画｣

　　2(土)○三宅島に島外避難指示

　　3(日)○アジア・太平洋環境会議(北九州市、

　　　　　～5 日)
　　4(月)○ 日ロ首脳会談(東京、～５日)

　　　　○山本譲司衆議院議員逮捕
　　5(火)○太平洋地域陸軍管理セミナー(ＰＡ

　　　　　MS、東京、～10日)

　　6(水)○国連ミレニアムサミット(～8 日)

　　　　○ 98年参院選定数訴訟で｢配分は合憲｣

　　　　　の最高裁判決

　　7(木)○森総理、国連演説

　　8(金)○政治資金収支報告書

　　　　○山本譲司衆議院議員の辞職許可

　　　　○ムーディーズ、日本国債の格付けを

　　　　　引下げ

10(日）○ＯＰＥＣ総会、原油増産を決定(ウ

　　　　　ィーン)

　　　　○香港立法会選挙

11(月)○ 日米安全保障協議委員会

12(火)○ＥＵ加盟14カ国、対オーストリア外

　　　　交制裁解除を発表

　　　　○英国上院議長一行来日(議長招待)

　　　　○海上保安白書(海上保安庁)

13(水)○Ｇ８外相会合(ニューヨーク)

　　　　○河野外相、国連演説

14(木)○臨時会９月21日召集を閣議決定

　　　　○続総務庁長官、北方領土(択捉島)

　　　　訪問

15(金)○シドニー五輪(～10月1日）

18(月)○参災害対策特委

19(火)○参決算委

　　　　○基準地価(国土庁)

20(水)○参決算委

　　　　○衆厚生委(医原性クロイツフェルト・

　　　　ヤコブ病問題)

　　　　【第150回国会(臨時会)】

21(木)○第150回国会(臨時会)召集

　　　　○開会式

　　　　○参本会議(議席の指定、常任委員長

　　　　の選挙、５特別委員会の設置、会期

　　　　決定、所信表明演説)

　　　○衆本会議(議席の指定、会期決定、

　　　　常任委員長の選挙、6特別委員会の

　　　　設置、所信表明演説)

22(金)○警察白書

23(土)○日韓首脳会談(熱海)

　　　○G 7蔵相・中央銀行総裁会議(プラ

　　　　ハ)

25(月)○衆本会議(代表質問鳩山由紀夫君、

　　　　谷津義男君、岡田克也君、北側一雄

　　　　君)

26(火)○参本会議(代表質問北洋俊美君、鴻

　　　　池祥肇君)

　　　○衆本会議(代表質問佐藤公治君､穀

　　　　田恵二君、土井たか子君、井上喜一

　　　　君)

　　　○ IMF ・世界銀行年次総会(プラハ、

　　　　～28日)

　　　○男女共同参画審議会答申｢男女共同

　　　　参画基本計画の策定に当たっての基

　　　　本的考え方｣

27(水)○参本会議(代表質問白浜一良君、阿

　　　　部幸代君、田英夫君、千葉景子君、



　　　　　　月原茂皓君)

　28 (木)○衆予算委(基本的質疑)

　　　　　○衆憲法調査会
　　　　　○｢平成12年度第１四半期における予

　　　　　　算使用の状況｣

　　　　　○デンマーク、国民投票でユーロ参加

　　　　　　を否決

　29 (金)○参予算委(総括質疑)

　　　　　○みずほホールディングス設立

　　　　　○｢平成12年度第１四半期国庫の状況」

　　　　　○公正取引委員会年次報告(独禁白書)

　　　　　○｢平成11年度郵便事業の損益計算等

　　　　　　に関する報告｣

10. 2(月)○｢国立国会図書館の経営及び財政状

　　　　　　態の報告｣

　　　　　○｢証券取引等監視委員会の活動状況｣

　　　　　○ＫＤＤＩ発足

　　3(火)○衆本会議

　　4(水)○国際エネルギー機関(ＩＥＡ)臨時

　　　　　　理事会(パリ)

　　5(木)○衆本会議

　　　　　○ユーゴスラビア、コシュトニツァ氏

　　　　　　が政権樹立を宣言

　　6(金)○鳥取県西部地震

　　　　　○「行政組織の新設改廃状況報告書｣

　　9(月)○富山県知事選、中沖豊氏６選

　　　　　○千代田生命、更生特例法適用申請

　　10(火)○ノーベル化学賞に白川英樹・筑波大

　　　　　　名誉教授

　　　　　○｢国の貸借対照表｣試案(大蔵省)

　　12(木)○米朝共同コミュニケ(ワシントン)

　　13(金)○森総理と朱中国首相会談(東京)

　　　　　○ ノ―ベル平和賞に金大中韓国大統領

　　15(日)○長野県知事選、田中康夫氏

　　17(火)○参災害対策特委委員派遣(鳥取県西

　　　　　　部地震)

　　18 (水)○第41委員会室設置(旧41委員会室と

　　　　　　42委員会室を統合)

　　19(木)○参本会議(議長辞任許可､議長選挙、

　　　　　　議長不信任決議案否決、公選法改正

　　　　　　案可決)

　　　　　○経済対策｢日本新生のための新発展

　　　　　　政策｣

　　20(金)○アジア欧州会議(AS EM)首脳会

　　　　　　合｢朝鮮半島の平和のためのソウル

　　　　　宣言｣

　　　　○協栄生命、更生特例法適用申請

　21(土)○オーストリア共和国上院議長一行来

　　　　　日(議長招待)

　22(日)○参院滋賀補選、山下英利氏

　　　　○衆院東京21区補選、川田悦子氏

　　　　○新潟県知事選、平山征夫氏

　　　　○岡山県知事選、石井正弘氏

　　　　○日本・シンガポール首脳会談(東京)

　23(月)○オルブライト米国務長官が朝鮮民主

　　　　　主義人民共和国訪問(～25日)

　24(火)○衆本会議

　　　　○｢21世紀に向けての社会保障」（社会

　　　　　保障構造の在り方について考える有

　　　　　識者会議）

　25(水)○基本政策委合同審査会(5月10日以

　　　　　来の党首討論)

　　　　○日米韓外相会談(ソウル、対北朝鮮

　　　　　政策について)

　26(木)○衆本会議(藤井議院運営委員長解任

　　　　　決議案否決、公選法改正案成立)

　27(金)○議会開設110年記念式典委員決定、委

　　　　　員長に西田吉宏議院運営委員長

　　　　○中川秀直官房長官辞任、後任に福田

　　　　　康夫衆議院議員

　　　　○国民経済計算の算出方法改定(22年

　　　　　ぶり)

　30(月)○｢平成11年度予算使用の状況(出納

　　　　　整理期間を含む。)｣

　　　　○日朝国交正常化交渉(北京､～31日)

　31(火)○衆本会議

　　　　○｢経済・物価の将来展望とリスク評

　　　　　価｣(日銀)

1. 1(水)○参本会議(新議員紹介、岡利定君逝

　　　　　去につき哀悼の件、人事案件、租特

　　　　　法改正案成立)

　　　　○基本政策委合同審査会

　　　　○ハタミ・イラン大統領国会演説

　　　　○河野外相、ロシア訪問(～3日)

　　　　○日･イラン首脳会談

　2(木)○衆本会議

　4(土)○公明党全国大会

　６(月)○参本会議(健保法改正案及び医療法

　　　　　改正案趣旨説明、労災保険法及び労



　　　　働保険料徴収法改正案可決)

　7(火)○衆本会議

　　　○米大統領選投票日

８(水)○参本会議(少年法改正案趣旨説明、

　　　　警察法改正案趣旨説明、家畜伝染病

　　　　予防法改正案可決、著作権等管理事

　　　　業法案可決、民事再生法改正案・外

　　　　国倒産処理手続の承認援助に関する

　　　　法律案可決)

　　　○裁判官弾劾裁判所裁判長に上杉光弘

　　　　議員を互選

　　　○日本赤軍最高幹部・重信房子容疑者

　　　　逮捕

9(木)○衆本会議

10(金)○参本会議(選挙特委名称変更、在日

　　　　米軍駐留経費特別協定趣旨説明、Ｉ

　　　　Ｔ基本法案趣旨説明、一般職の任期

　　　　付職員採用及び給与特例法可決、訪

　　　　販法及び割販法改正案成立、財政演

　　　　説)

　　　○衆本会議(財政演説)

　　　○平成12年度補正予算提出

　　　○国民生活白書(企画庁)

12(日)○ＡＰＥＣ閣僚会議(ブルネイ、～13

　　　　日)

13(月)○参本会議(あっせん利得処罰法案趣

　　　　旨説明)

　　　○ 地球温暖化防止ハーグ会議(ＣＯＰ

　　　　６、～25日)

14(火)○参本会議(財政演説に対する質疑、

　　　　一般職給与法改正案成立、国会議員

　　　　秘書給与法改正案成立)

　　　○衆本会議(財政演説に対する質疑)

　　　○裁判官訴追委員会

　　　○教育白書(文部省)

　　　○G 7蔵相・中央銀行総裁会議(パリ)

15(水)○ＡＰＥＣ首脳会議(ブルネイ、～16

　　　　日)

16(木)○衆本会議(家畜伝染病予防法改正案

　　　　成立、労災保険法及び労働保険料徴

　　　　収法改正案成立)

　　　○クリントン米大統領、ベトナム訪問

17(金)○参本会議(農地法改正案趣旨説明、

　　　　ヒト・クローン規制法案趣旨説明、

　　　　日米特別協定承認、書面の交付等に

　　　　関する情報通信の技術の利用のため

　　　　の関係法律の整備に関する法律案成

　　　　立、公共工事適正化法案成立）

　　　○衆本会議（オリンピック大阪招致決

　　　　議案可決、一般職の任期付職員の採

　　　　用及び給与特例法案成立）

　　　○公益法人白書（総理府）

18（土）○シンガポール共和国国会議長一行来

　　　　日（議長招待）

19（日）○栃木県知事選、福田昭夫氏

20（月）○衆予算委

　　　○衆本会議（延会）

　　　○司法制度改革審議会中間報告

21(火）○衆予算委（補正予算可決）

　　　○衆本会議（森内閣不信任案否決、補

　　　　正予算可決、民事再生法改正案・外

　　　　国倒産処理手続承認援助法案成立、

　　　　著作権等管理事業法案成立、衆院規

　　　　則改正案可決）

　　　○ペルー国会、フジモリ大統領の罷免

　　　　決議

22（水）○参予算委（補正予算可決）

　　　○参本会議（オリンピック大阪招致決

　　　　議案可決、船舶検査活動法案趣旨説

　　　　明、あっせん利得処罰法案成立、補

　　　　正予算成立）

24（木）○第22回共産党大会、新委員長に志位

　　　　和夫書記局長を選出

　　　○ASEANと日中韓の首脳会議（シ

　　　　ンガポール）

27（月）○参本会議（少年法改正案修正議決、

　　　　地方交付税法改正案成立、未成年者

　　　　喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法

　　　　改正案成立、中小企業信用保険法及

　　　　び中小企業総合事業団法改正案成

　　　　立、平成11年度決算剰余金処理特例

　　　　法案成立、酒税法改正案成立）

28（火）○衆本会議（松浪健四郎君懲罰事犯の

　　　　件（登院停止25日間）議決、少年法

　　　　改正案修正同意）

　　　○運輸白書

29(水）○参本会議（人権教育・啓発推進法案

　　　　成立、警察法改正案成立、農地法改



　　　　　正案成立、ＩＴ基本法案成立、国会

　　　　　法改正案修正議決、参議院規則改正

　　　　　案可決）

　　　　　○議会開設110年記念式典（参議院議

　　　　　場）

　30（木）○参本会議（市町村合併特例法改正案

　　　　　成立､ヒト・クローン規制法案成立、

　　　　　船舶検査活動法案成立、健保法改正

　　　　　案・医療法改正案成立、マンション

　　　　　管理適正化推進法案修正議決、NH

　　　　　Ｋ平成10年度決算是認、原発立地地

　　　　　域振興特措法案修正議決）

12. 1(金）○参本会議（国家公務員等任命同意、

　　　　　　日程請願採択、閉会中審査決定、議

　　　　　　長挨拶）

　　　　　○衆本会議（マンション管理適正化推

　　　　　　進法案修正同意、原発立地地域振興

　　　　　　特措法案修正同意、請願審議、閉会

　　　　　　中審査決定）

　　　　　○議会開設110年記念議会政治展示会

　　　　　　（憲政記念館、～7日）

　　　　　○行政改革大綱を閣議決定

　　　　　○「障害者のために講じた施策の概況

　　　　　　に関する年次報告」

　　　　　○「経済構造の変革と創造のための行

　　　　　　動計画」の第３回フォローアップ

　　　　　○尼崎公害訴訟、和解で合意




