９国会関係日誌（14.12.14～ 15.7.28）
【第155回国会（臨時会）閉会後】
平成14年
12. 14(土) ○H2A4号機打ち上げ成功
16(月) ○イージス艦インド洋へ出航、米支援
で初の派遣
○ 日米安全保障協議委員会
17(火) ○日米防衛首脳会談
○米、ミサイル防衛システム2004年か
ら配備を発表
18 (水) ○ 日 ロ外相会談
19(木) ○韓国大統領選、次期大統領に盧武鉉氏
20 (金) ○平成14年度補正予算閣議決定
○平成15年度予算財務省原案内示
24 (火) ○平成15年度予算政府案閣議決定
25 (水) ○保守新党発足、代表に熊谷弘氏
26 (木) ○平成13年度国民経済計算
27(金) ○自由民主党・保守党、会派名を自由
民主党・保守新党に変更
31 {火) ○上海、世界初のリニアモーターカー
営業線開通
平成15年
1. 6{月) ○小泉総理、年頭会見
7(火) ○日米韓、北朝鮮の核開発問題で共同
声明

○衆・本会議(議席の指定、国土交通
委員長の選挙、６特別委員会の設置、
財政演説)
21(火) ○衆・本会議(財政演説に対する質疑)
○南北閣僚級会談
22 (水) ○参 ・本会議(財政演説に対する質疑)
○参・予算委
○衆・予算委
○インド議会設立50周年記念国際議会
会議(ニューデリー、～26日)
23 (木) ○衆・予算委(補正予算､対総理等質疑)
○公安審査委員会、オウム真理教(ア
レフに改称)の観察処分３年延長
○世界経済フォーラム・ダボス会議
(ダボス、～28日)
24 (金) ○衆・予算委
○平成15年度予算提出を閣議決定
(一般会計予算総額81兆7,891億円)
○平成15年度の経済見通しと経済財政
運営の基本的態度
○構造改革特別区域基本方針
○｢構造改革と経済財政の中期展望 ―
2002年度改定｣
○南北閣僚級会談

8(水) ○参・議院運営委理事会
9(木) ○小泉総理、ロシア訪問(～12日)
10{金) ○第156回国会1月20日召集を閣議決定
○ 日 ロ首脳会談
○北朝鮮、ＮＰＴ(核拡散防止条約)

26(日) ○青森県知事選、木村守男氏3選
○愛媛県知事選、加戸守行氏再選
○北九州市長選、末吉興―氏５選

から脱退宣言
12( 日) ○第11回アジア・太平洋議員フォーラ
ム(ＡＰＰＦ)総会(クアラ・ルン
プール、～15日)
○川口外相、フランス訪問(～14日)
14 (火) ○小泉総理、靖国神社参拝

○衆・本会議(平成14年度補正予算可決)
○国連安保理、イラクの大量破壊兵器
査察報告
28 (火) ○参･予算委(補正予算、対総理等質疑)
○最高裁、中村喜四郎衆議院議員の斡
旋収賄被告事件で上告棄却の決定
中村喜四郎衆議院議員退職

15(水) ○参・議院運営委理事会
16(木) ○天皇陛下、前立腺がんのため入院
○川口外相、盧韓国次期大統領と会談
○自民党大会
17(金) ○参・議院運営委理事会
18(土) ○民主党大会
【第156回国会(常会)】
1.20(月) ○平成14年度補正予算閣議決定
○第156回国会(常会)召集
○開会式(天皇陛下御名代皇太子徳仁
親王殿下御臨席)
○参 ・本会議(議席の指定、５特別委
員会の設置、財政演説(平成14年度
補正予算)

27(月) ○参議院改革協議会
○衆・予算委(平成14年度補正予算可決)

○米大統領、一般教書演説
29 (水) ○参・予算委
○参議院改革協議会報告書｢決算の早
期審査のための具体策について｣
30 (木) ○ 参・予算委(平成14年度補正予算可決)
○参・本会議(平成14年度補正予算成立)
○衆・憲法調査会(4小委員会設置)
31 (金) ○参・本会議(政府４演説)
○衆・本会議(政府４演説)
2. 1(土) ○米スペースシャトル｢コロンビア｣
が地上に帰還中、空中分解し墜落
乗組員７人全員死亡
2(日) ○山梨県知事選、山本栄彦氏初当選
○愛知県知事選、神田真秋氏再選

○広島市長選、秋葉忠利氏再選
3(月) ○衆・本会議(代表質問：岡田克也君、
山崎拓君、伊藤英成君、神崎武法君)
４(火) ○参・本会議(代表質問：角田義一君、
竹山裕君)
○衆・本会議(代表質問：小沢一郎君、
穀田恵二君、土井たか子君、熊谷弘君)
○文部科学白書
5(水) ○参・本会議(代表質問：浜四津敏子
君、市田忠義君、平野貞夫君、朝日
俊弘君、泉信也君、大脇雅子君)
○参・予算委
○衆・予算委
6(木) ○衆・予算委(平成15年度予算基本的
質疑、～７日)

○ハウステンボス、会社更生法申請
27 (木) ○衆・予算委分科会(～28日)
28 (金) ○衆・本会議
○消防白書
3. 1(土) ○大和銀行、あさひ銀行が合併・分離、
りそな銀行、埼玉りそな銀行発足
○イラク、ミサイル廃棄開始
○東京航空交通管制部でシステム障害
2(日) ○日・キューバ首脳会談
3(月) ○衆・予算委(平成15年度予算可決)
4(火) ○衆・本会議(平成15年度予算、平成
15年度公債発行特例法案、所得税法
改正案、地方交付税法改正案可決)
○坂井隆憲衆議院議員政策秘書及び元
公設第２秘書、政治資金規正法違反

7(金) ○衆・本会議
○衆・予算委
12(水) ○衆・予算委
○基本政策委・合同審査会
13(木) ○衆・予算委
14(金) ○参 ・本会議(小柴昌俊君、田中耕一
君ノーベル賞受賞祝意)

容疑で逮捕(東京地検)
○リクルート事件江副浩正被告有罪、
起訴から約14年で確定(東京地裁)
5(水) ○参・予算委(平成15年度予算基本的
質疑、～６日)
○仏独ロ、イラク攻撃阻止へ共同宣言
6(木) ○衆・議院運営委(坂井隆憲衆議院議

○衆・本会議
○衆・予算委
○ＷＴＯ新ラウンド・非公式閣僚会合
(東京、～16日)
16(日) ○ＷＴＯに関する議員会議(ジュネー
ブ、～18日)
17(月) ○衆・予算委
18(火) ○衆・本会議(平成15年度地方財政計画)
○衆・予算委
○韓国大邱市で地下鉄放火、死者190人余

員逮捕許諾について秘密会)
○ブッシュ米大統領、国連決議なしで
もイラク攻撃を表明
7(金) ○参・予算委(一般質疑)
○衆・本会議(厚生労働委員長辞任・
選挙、坂井隆憲衆議院議員逮捕許諾、
地方税法改正案可決)
○参議院改革協議会
○人権教育・啓発に関する年次報告
○坂井隆憲衆議院議員、政治資金規正
法違反容疑で逮捕(東京地検)
８(土) ○川口外相、米英提出の武装解除17日
期限の修正決議案支持を表明
9(日) ○滋賀県豊郷町大野町長失職、校舎解

19(水) ○衆・予算委
20(木) ○衆・本会議
○衆・予算委(政治資金等に関する集
中審議)
21(金) ○参 ・本会議(平成13年度決算の概要
報告・質疑)(全閣僚出席)
○衆・予算委
○G
7財務相・中央銀行総裁会議(パ
リ、～22日)
23( 日) ○タイ王国下院議長一行来日(衆議院
議長招待、～28日)
24(月) ○衆・予算委(経済・財政・金融・雇
用等及び医療・福祉等に関する集中
審議)
○小泉総理、訪韓(～25
0)
25(火) ○衆・予算委公聴会(～26日)
○盧武鉉韓国大統領就任式
○ 日韓首脳会談
26 (水) ○衆・予算委
○日・ベルギー首脳会談

体をめぐる住民投票でリコール成立
10(月) ○参・決算委(平成13年度決算全般質
疑)(全閣僚出席)
11 (火) ○参・予算委(政治資金等に関する集
中審議)
○世界経済見通し(ＩＭＦ)
13(木) ○衆・本会議(日銀総裁・副総裁任命
同意)
○参・予算委(一般質疑)
○金融庁｢株式市場の適正な運営の確
保について｣
○ 日・ブルガリア外相会談
14 (金) ○参 ・本会議(日銀総裁・副総裁任命
同意、平成15年度地方財政計画)
○参 ・予算委(-般質疑)
○循環型社会形成推進基本計画

15(土) ○中国、胡錦濤氏を新国家主席に選出
16日、新首相に温家宝氏を指名
16(日) ○第３回世界水フォーラム(京都市、
～23日)
17(月) ○参・予算委(一般質疑)
○三井住友銀行とわかしお銀行合併
18(火) ○参・予算委(一般質疑)
○衆・本会議
○ブッシュ米大統領、イラク政府に対
し最後通告
○小泉総理、対イラク最後通告への支
持を表明
○日・タジキスタン首脳会談
19(水) ○参 ・本会議(元議員藤田進君逝去に
つき哀悼の件)
○参・予算委(一般質疑)
○基本政策委・合同審査会
20(木) ○参 ・本会議(イラクに対する武力行
使後の事態への対応について総理報
告・質疑、午後11時53分延会)
○参・予算委公聴会
○衆・本会議(イラクに対する武力行
使後の事態への対応についての総理
報告・質疑)
○ 日銀第29代総裁に福井俊彦氏就任
○米英軍、イラク攻撃を開始
21(金) ○参・本会議(午前 〇時６分開会、総
理報告に対する質疑、１時11分散会)
22(土) ○世界水フォーラム閣僚級会議(～23日)
24(月) ○参・本会議(地方税法改正案成立)
○参・予算委(午前：外交・経済に関
する集中審議、午後：一般質疑)
○衆・予算委(イラク問題等について
集中審議)
○地価公示
25(火) ○参・予算委嘱審査(～26日)
○衆・本会議(坂井隆憲衆議院議員辞
職勧告決議案可決)
26(水) ○参 ・本会議(地方交付税法改正案成
立)
○人事院年次報告(天下り白書)
27(木) ○衆・本会議(衆議院事務局及び法制
局職員定員規程改正)
○第15回統一地方選挙開始、11都道県
知事選告示
○田嶋陽子君退職(公選法90条)
○鉢呂吉雄・松沢成文衆議院議員退職
(公選法90条)
○鳥取県知事選、告示締切後、片山善
博現知事が無投票で再選
28(金) ○参・本会議(平成15年度予算､平成15
年度公債発行特例法案、恩給法改正案

成立、平成15年度ＮＨＫ予算承認、
公害健康被害補償法改正案、社会資
本整備重点計画法案成立、参議院事
務局職員定員規程改正)
○参・予算委
○規制改革推進３か年計画(再改定)
○地方財政白書、不公正貿易報告書
○ 日本初の情報収集衛星打ち上げ
29 (土) ○新型転換炉原型炉｢ふげん｣運転終了
31(月) ○ 日韓外相会談
○大田徳島県知事、議会から不信任決
議案を受け失職(午前零時)
4. 1(火) ○衆・本会議
○大島理森農林水産大臣辞任
○亀井善之衆議院議員が農相に就任
○裁判官弾劾裁判所裁判長中曽根弘文
君退任、次期裁判長に中山正暉衆議
院議員就任
○鯨岡兵輔元衆議院副議長逝去
○ 日本郵政公社発足
○構造改革特区第１号認定申請の受付
開始
○さいたま市、13番目の政令指定都市
○外交青書
２(水) ○参・本会議(産業再生機構３法案成
立、参議院規則一部改正)
○ＷＨＯ、新型肺炎・重症急性呼吸器
症候群(ＳＡＲＳ)の拡大で香港、
広東省渡航自粛を促す
3(木) ○衆・本会議
○政府、S
ARSを新感染症に認定
○ＷＨＯ、初の｢がん報告｣
4(金) ○44道府県議選と12政令市議選告示
○国土交通白書
6(日) ○ 日中外相会談
○第108回I PU会議(サンティアゴ、
～12日)
7(月) ○川口外相、温家宝中国新首相と会談
○米英首脳会談(北アイルランド)、イ
ラクの戦後統治問題で協議
○ S ARS､世界で死者が100人を突破
8(火) ○衆・本会議(個人情報の保護に関す
る特別委員会設置、個人情報保護法
案等５法案及び野党対案４法案趣旨
説明)
○ 田英夫君繰上補充当選
○政府開発援助(ＯＤＡ)白書
9(水) ○衆・事態対処特委(有事法制関連３
法案与党修正案趣旨説明)
○米英軍、イラク・首都バグダッド制圧
○川口外相、訪欧( ～14日)
10(木) ○参院茨城選挙区補選告示

11(金) ○G7財務相・中央銀行総裁会議(ワ
シントン、～12日)
13(日) ○第15回統一地方選挙前半戦投開票
○北海道知事選、高橋はるみ氏初当選
○岩手県知事選、増田寛也氏３選
○東京都知事選、石原慎太郎氏再選
○神奈川県知事選、松沢成文氏初当選
○福井県知事選、西川一誠氏初当選
○三重県知事選、野呂昭彦氏初当選
○島根県知事選、澄田信義氏５選
○福岡県知事選、麻生渡氏３選
○佐賀県知事選、古川康氏初当選
○大分県知事選、広瀬勝貞氏初当選
○札幌市長選、法定得票数獲得者なく
再選挙
14(月) ○参・決算委
○米英軍、イラク全土を掌握
○東京電力の原子炉すべて停止
15(火) ○衆・本会議
○小宮山洋子君退職(公選法90条)
○衆議院統一補選告示
16(水) ○参・本会議(国立学校設置法改正案
成立)
○産業再生機構発足
○ＷＨＯ、S ARSの病原体をコロナ
ウイルスの新種と断定､｢S ARSウ
イルス｣と命名
17(木) ○衆・本会議
18(金) ○参 ・本会議
○森林・林業白書
20(日) ○統一地方選後半戦、一般市・東京特
別区首長選及び議会選告示
○釘宮磐衆議院議員退職(公選法90条)
21(月) ○日米科技協力協定に基づく第９回合
同高級委員会(共同コミュニケ発表)
○構造改革特区第１弾57件認定
22(火) ○衆・本会議
○統一地方選後半戦、町村長・町村議
選告示
○水産白書
23(水) ○ 参 ・本会議(酒税法等改正案成立)
○基本政策委・合同審査会
○中島章夫君繰上補充当選
○北朝鮮の核開発問題を協議する米朝
中３か国高官協議(北京、～25日)
北朝鮮、核保有を表明
24(木) ○衆・本会議
○御法川英文衆議院議員逝去
○地下鉄サリン事件松本智津夫被告に
死刑求刑(東京地裁)
25(金) ○参・本会議(省エネ・リサイクル支
援法等２法案、雇用保険法改正案成

立)
○衆・個人情報特委(個人情報の保護
に関する法律案外３法案可決)
○中小企業白書
26 (土) ○小泉総理、英独仏、スペイン、ギリ
シャ歴訪(～２日)
○川口外相、中東訪問(～3日)
27(日) ○参院茨城選挙区補選、岡田広氏
○衆院茨城７区補選、永岡洋治氏
○衆院東京６区補選、小宮山洋子氏
○衆院山梨３区補選、保坂武氏
○第15回統一地方選挙後半戦投開票
659市町村長、1,601市町村議、14東京
特別区長、同21区議選
○ リコールにより失職した豊郷町大野
前町長再選
○第10回南北閣僚級会談(～29日)
28 (月) ○長田裕二元参議院議長逝去
○アジア開発銀行2003年成長予測
29 (火) ○ＯＥＣＤ閣僚理事会(パリ、～30日)
30 (水) ○地方制度調査会中間報告
5. 1(木) ○ブッシュ米大統領、イラク戦闘終結
宣言
○首都圏の私鉄ホーム、健康増進法施
行で全面禁煙
2(金) ○津島恭一衆議院議員繰上補充当選
○ 日・EU定期首脳協議
6(火) ○衆・本会議(個人情報の保護に関す
る法律案外３法案(野党提出)否決、
個人情報の保護に関する法律案外４
法案(内閣提出)可決)
○与党３党、緊急金融経済対策決定
7(水) ○参議院改革協議会
○柏崎刈羽原発６号機、運転再開
８(木) ○衆・本会議
○産業再生機構、業務開始
○ SARSによる世界の死者500人突破
9(金) ○参 ・本会議(元本院議長長田裕二君
逝去につき哀悼の件、個人情報の保
護に関する特別委員会設置、個人情
報の保護に関する法律案外４法案趣
旨説明)
○衆・本会議
12(月) ○衆・憲法調査会金沢地方公聴会
○海上保安レポート
○主要国中央銀行総裁会議(スイス・
バーゼル)
13(火) ○衆・本会議
14(水) ○参・本会議
○衆・事態対処特委(有事法制関連３
法案修正議決)
15 (木) ○衆・本会議(有事法制関連３法案修

正議決)
16(金) ○参 ・本会議(武力攻撃事態への対処
に関する特別委員会設置、食品安全
基本法案成立)
○衆・本会議
○主要国首脳会議財務相会合(仏・ドー
ビル、～17日)
○ 日・太平洋諸島フォーラム首脳会議
(名護、～17日)
○川辺川利水訴訟、国側逆転敗訴(熊
本高裁)、上告断念(19日)
○ 2002年分高額納税者公示
17(土) ○政府、初の金融危機対応会議招集、
りそなグループに公的資金注入決定
○関西地方を旅行した台湾人医師、帰
国後SARSと確定
18(日) ○徳島県議会に不信任された知事の失
職に伴う出直し知事選、全国最年少
の飯泉嘉門氏初当選
19(月) ○参・本会議(有事法制関連３法案趣
旨説明)
○参・個人情報特委(防衛庁関係集中
審議)
20(火) ○衆・本会議
○参・事態対処特委(総括質疑)
○第24回日・EU議員会議(東京、～
21日)
○食料・農業・農村白書
○KSD事件、元参議院議員村上正邦
被告に実刑判決(東京地裁)
21(水) ○参 ・本会議
○参・個人情報特委(警察関係集中審
議、締めくくり総括、個人情報の保
護に関する法律案外４法案可決)
○衆・政治倫理審査会(松浪健四郎衆
議院議員弁明聴取)
○日本郵政公社、行動計画発表
22(木) ○衆・本会議
○小泉総理、米国・中東訪問(～26日)
○川口外相、主要国首脳会議外相会合
出席(パリ、～23日)
23(金) ○参 ・本会議(個人情報の保護に関す
る法律案外４法案成立)
○ 日米首脳会談(米・テキサス州)
○構造改革特区第２弾60件認定
24(上) ○韓国国会議長一行来日(衆議院議長
招待、～29日)
26(月) ○ウクライナ最高会議議長一行来日
(参議院議長招待、～29日)
○岩手、宮城県で震度６弱の地震
27(火) ○衆・本会議
○防災白書

28(水) ○参 ・本会議(国家公務員退職手当法
改正案成立、下請代金支払遅延等防
止法改正案外２法案可決)
○衆・予算委(外交・経済等に関する
集中審議)
○衆・国会移転特委(中間報告書)
29(木) ○衆・本会議
○参・予算委(経済問題に関する集中
審議)
○参・事態対処特委地方公聴会(福井
市、横須賀市)
30(金) ○本会議(構造改革特別区域法改
正案、公認会計士法改正案、電波法
改正案成立)
○衆・本会議
○小泉総理、サンクトペテルブル ク建
都300周年記念行事及び主要国首脳会
議へ出発(～4 日)
○日 ロ首脳会談(サンクトペテルブル ク)
○国民生活白書、環境白書、循環型社
会白書、気象白書
○りそなホールディングス、政府に１
兆9,600億円の公的資金注入申請、
経営健全化計画発表
○ミャンマー軍事政権､アウン・サン・
スー・チー国民民主連盟書記長拘束
31(土) ○ 日中首脳会談(サンクトペテルブル ク)
6. 1(日) ○トルコ共和国大国民議会議長一行来
日(参議院議長招待、～７日)
○主要国首脳会議(仏・エビアン・サ
ミット、～３日)
２(月) ○自由党大会
3(火) ○衆・本会議
○参・法務委(心神喪失者医療観察法
案修正議決)
○交通安全白書、首都圏整備白書
4(水) ○参 ・本会議(公職選挙法改正案成立)
○参・憲法調査会公聴会
○ブッシュ米大統領、シャロン・イス
ラエル首相、アッバス・パレスチナ
自治政府首相３者会談
5(木) ○衆・本会議
○参・事態対処特委(有事法制関連３
法案可決)
6(金) ○参・本会議(サンクトペテルブル ク
訪問及び第29回主要国首脳会議出席
に関する報告、心神喪失者医療観察
法案修正議決、インターネット異性
紹介事業規制法案、地方自治法改正
案、職業安定法及び労働者派遣事業
法改正案､有事法制関連３法案成立)
○盧武鉉韓国大統領来日(～9日)

○科学技術白書、土地白書
7（土) ○ 日韓首脳会談
○欧州安全保障協力機構（ＯＳＣＥ）
中央アジアの安全保障に関する議員
会議（カザフスタン、～９日）
8 （日）○札幌市長選再選挙、上田文雄氏初当
選
9（月） ○参・本会議
○衆・憲法調査会高松地方公聴会
○盧武鉉韓国大統領国会演説（衆議院
議場）
10（火） ○衆・本会議
○久保哲司衆議院議員逝去
○高齢社会白書、観光白書
11(水） ○参 ・本会議（電気事業法及びガス事
業法改正案成立）
○基本政策委・合同審査会
○参・国会移転特委（中間報告）
12（木) ○衆・本会議（下請代金支払遅延等防
止法改正案外２法案成立）
○三村申吾衆議院議員退職（公選法90条）
13（金） ○参 ・本会議（絶滅危惧種保存法改正
案成立、国会移転特委、国際問題調
査会中間報告）
○参・財金委（りそな銀行に関する件）
○男女共同参画白書、製造基盤白書
16（月） ○参・本会議（平成13年度決算調整資
金からの歳入組入れに関する調書、
平成13年度決算外２件是認、参議院
規則一部改正規則案可決）
○参・決算委（締めくくり総括、平成
13年度決算外２件等議決）
○国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）総会（ベ
ルリン、～19日）
○柏崎刈羽原発７号機、運転再開
17（火） ○参・常任委員長懇談会
○衆・常任委員長会議
○衆・本会議（40日間会期延長可決）
○政府税制調査会中期答申「少子・高
齢社会における税制のあり方」
○ASEAN十日中韓外相会議（プノ
ンペン）
○障害者白書
18(水） ○経済財政諮問会議、国・地方の税財
政改革「三位一体の改革」
○ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲＦ）
○ SARSによる死者800人を突破
22(日） ○インドネシア・メガワティ大統領来
日（～25 日）
23（ 月） ○衆・予算委（構造改革問題等に関す
る集中審議）
○沖縄全戦没者追悼式（糸満市、議長

出席)
○佐藤茂樹衆議院議員繰上補充当選
24 (火) ○衆・本会議(イラク人道復興支援並
びに国際テロリズムの防止及び我が
国の協力支援活動等に関する特別委
員会設置、イラク復興支援法案、テ
ロ対策特措法改正案趣旨説明)
○衆・イラク支援特委(趣旨説明)
○衆・沖縄北方特委(沖縄県金武町におけ
る在沖米軍軍人による事件等)
○ 日・インドネシア首脳会談
○青少年白書
○久保亘元参議院議員逝去
25 (水) ○衆・イラク支援特委(総理出席)
○参・金融経済特委‘
26 (木) ○経済財政運営と構造改革に関する基
本方針2003(閣議決定)
○公益法人制度の抜本的改革に関する
基本方針(閣議決定)
27 (金) ○参 ・本会議(筆坂秀世君議員辞職許
可、労働基準法改正案成立、母子家
庭の母の就業の支援に関する特措法
案可決、主要食糧需給及び価格安定
法改正案成立、共生社会調査会中間
報告)
29 (日) ○青森県知事選、三村申吾氏初当選
30 (月) ○国会議員所得・資産補充報告書公開
7. 1(火) ○食品安全委員会発足
○たばこ増税で主要銘柄値上げ
○通商白書
2(水) ○参・本会議(性同一性障害者性別取
扱特例法案可決)
○ＩＴ戦略本部｢e
- J a p a n戦略 Ⅱ｣
3(木) ○衆・イラク支援特委(イラク復興支
援法案可決)
4(金) ○衆・本会議(イラク復興支援法案可
決)
○情報通信白書、国家公務員白書
5(土) ○ＷＨＯ、S ARS終息宣言
○アジア欧州会議(ＡＳＥＭ)財務相
会合(バリ､～６日)
○桜内義雄元衆議院議長逝去
6(日) ○ 日野市朗衆議院議員逝去
○群馬県知事選、小寺弘之氏４選
7(月) ○参・本会議(イラク復興支援法案趣
旨説明、国民生活調査会中間報告)
○小林美恵子君繰上補充当選
８(火) ○参・外防委(イラク復興支援法案趣
旨説明)
○知的財産の創造、保護及び活用に関
する推進計画
○奥谷通衆議院議員逝去

9(水) ○参 ・本会議(国立大学法人法案外５
法案､次世代育成支援対策推進法案、
児童福祉法改正案、裁判迅速化法案
成立)
○参・外防、内閣委連合審査会(イラ
ク復興支援法案、総理出席)
○柏崎刈羽原発４号機安全宣言

20（日) ○九州各地で集中豪雨、死者22人
22（火） ○イラク元フセイン大統領長男､次男、
米軍により殺害
23（水） ○参 ・本会議（行政書士法改正案、商
法特例法改正案、少子化対策基本法
案成立）
○基本政策委・合同審査会

10(木) ○衆・本会議(心神喪失者医療観察法
案、性同一性障害者性別取扱特例法
案成立)

○民主党菅代表､自由党小沢党首会談、
９月末までに合併で合意
24（木） ○参・本会議（外務大臣川口順子君問

○参・財金委公聴会(保険業法改正案)
○土屋義彦埼玉県知事の長女、政治資
金規正法違反容疑で逮捕
○福島県知事、福島第一原発６号機の
再開を容認(13日再稼働)
11 （ 金) ○ 参 ・本会議(成田国際空港株式会社

責決議案否決、防衛庁長官石破茂君
問責決議案否決、国務大臣福田康夫
君問責決議案討論、午後11時49分延
会）
25（金） ○参 ・本会議（午前 〇時11分開会、国

法案、航空法改正案、刑法改正案成
立)
○参・予算委(経済・金融問題に関す
る集中審議)
14(月) ○衆・決算行監委(総理出席、平成13
年度決算外２件等議決)
○土屋義彦埼玉県知事辞表提出
15(火) ○衆・本会議(平成13年度決算外２件
等是認)
○参・財金委(総理出席、保険業法改
正案可決)
16(水) ○参 ・本会議(国務大臣竹中平蔵君問
責決議案否決)
○参・行監委(政策評価に関する決議)
○参・沖縄北方特委(沖縄県民に対す
る米国軍人等の犯罪の防止等に関す
る決議)
○田名部匡代衆議院議員繰上補充当選
北川知克衆議院議員繰上補充当選
○日豪首脳会談
17(木) ○衆・本会議(母子家庭の母の就業の
支援に関する特措法案成立、祝日法
改正案、貸金業規制法改正案可決)
18(金) ○参 ・本会議(政策評価に関する決議、
公選法改正案､保険業法改正案成立)
○衆・予算委(経済問題等に関する集
中審議)
○参・外防委公聴会(イラク復興支援
法案)
○海事レポート
○辻元清美前衆議院議員、秘書給与に
絡む詐欺容疑で逮捕
○埼玉県臨時県議会、土屋知事の辞職
願同意
○ブレア英首相来日(～20日)
19(土) ○日英首脳会談(箱根)

務大臣福田康夫君問責決議案否決、
午前 〇時48分休憩、午後 11時１分再
開、貸金業規制法改正案成立、イラ
ク復興支援法案日程に追加議決、外
交防衛委員長松村龍 二君解任決議案
討論、午後11時43分延会）
○衆・本会議（小泉内閣不信任決議案
否決）
○参・外防委（イラク復興支援法案可
決）
○参・災害対策特委（7月梅雨前線豪
雨被害状況等について）
26（土） ○参・本会議（午前 〇時11分開会、外
交防衛委員長松村龍二君解任決議案
否決、イラク復興支援法案成立、午
前１時44分散会）
○宮城県北部で震度６弱以上の地震３
回続発、負傷者600人余
27（日） ○山田敏雅衆議院議員退職（公選法90条）
○宮崎県知事選、安藤忠恕氏初当選
28（月） ○参 ・ 本会議（閉会手続）
○衆・本会議（閉会手続）
○参議院改革協議会報告書「当面の課
題について 」
○中村敦夫君、高橋紀世子君「みどり
の会議」結成
○第156回国会閉会

