
12 国会関係日誌　(16.12.4～17.8.8)　　　　　　　　　　　　　　

年 月 日 事　　　　　　　　　　項

平成16年

12. 5(日) 大野防衛庁長官、イラク・サマーワの陸上自衛隊宿営地を視察

 8(水) 第３回日朝実務者協議において北朝鮮から持ち帰った遺骨がＤＮＡ鑑定の結果、
横田めぐみさんのものではないことが判明

9(木) 「イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画の変更」を閣議
決定。自衛隊のイラク派遣を１年間延長
日・独首脳会談

10(金) 衆・拉致問題特別委(日本人拉致問題解決促進決議)

「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱について」及び「中期防衛力整備計画(平
成17年度～平成21年度)について」を閣議決定
政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部、「テロの未然防止に関する行動
計画」を決定

13(月) 衆・イラク支援特別委(イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本
計画の変更等に関する調査)

 参・イラク・事態特別委(イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基
本計画の変更に関する調査)

14(火) 参・拉致問題特別委(日本人拉致問題解決促進決議)

15(水) 与党、平成17年度税制改正大綱を決定

16(木) 参・拉致問題特別委員会委員派遣(新潟、～17日)
17(金) 日・韓首脳会談
18(土) 宣仁親王妃喜久子殿下薨去
20(月) 平成16年度補正予算閣議決定

平成17年度予算財務省原案内示

21(火) 最高裁、鎌田さゆり、今野東両衆議院議員の選挙違反事件で公選法違反容疑の元
労組幹部らの上告棄却

24(金) 平成17年度予算閣議決定
「今後の行政改革の方針」を閣議決定
鎌田さゆり衆議院議員辞職
東京地裁、詐欺罪などの罪で坂井 憲元衆議院議員に懲役２年８月の実刑判決

26(日) インドネシア・スマトラ沖地震・津波発生

30(木) 清子内親王殿下の婚約内定発表

平成17年 　 　

1. 5(水) スマトラ沖地震・津波支援として国際緊急援助隊員法に基づき航空自衛隊派遣命
令

6(木) スマトラ沖大地震・インド洋津波被害に関するＡＳＥＡＮ主催緊急首脳会議

11(火) 常会召集の閣議決定

佐藤三吾元参議院議員逝去

12(水) イラク・サマーワの陸自宿営地にロケット弾が着弾

18(火) 国連防災世界会議開幕(神戸、～22日)

19(水) 日・カナダ首脳会談(共同声明発表)

20(木) 国会議員の互助年金等に関する調査会、衆・参両院議長に改革案を答申
東京高裁、平成16年７月の参院選の定数較差(最大5.13倍)について違憲とは認め
ず、選挙無効請求を棄却

【第161回国会（臨時会）閉会後】



1.21(金) 第162回国会(常会)召集

開会式

参・本会議(議席の指定、宣仁親王妃喜久子殿下薨去につき弔詞奉呈報告、特別委
員会設置、スマトラ沖大地震支援決議、政府４演説)
衆・本会議(議席の指定、特別委員会設置、宣仁親王妃喜久子殿下薨去につき弔意
を表する件、スマトラ沖大地震支援決議、政府４演説)

23(日) 山形県知事選で斎藤弘氏、岐阜県知事選で古田肇氏がそれぞれ初当選

24(月) 衆・本会議(代表質問)

25(火) 参・本会議(代表質問)

衆・本会議(代表質問)

皇室典範に関する有識者会議初会合

海老沢勝二ＮＨＫ会長ら首脳３人が受信料不払い急増などの責任を取り辞任

26(水) 参・本会議(代表質問)
北朝鮮、拉致被害者の遺骨問題で我が国の鑑定結果をねつ造と正式回答

東京第二検察審査会、平成研究会の１億円献金隠し事件で橋本 太郎衆議院議員
の不起訴について不当の議決
最高裁、東京都が日本国籍を持たない職員の管理職試験の受験を拒否したことに
ついて合憲と判断

27(木) 衆・予算委(平成16年度補正予算：基本的質疑)全大臣出席

28(金) 衆・予算委(平成16年度補正予算：基本的質疑、可決)全大臣出席

衆・本会議(平成16年度補正予算可決)

　 名古屋高裁、詐欺罪に問われた佐藤観樹元衆議院議員の控訴を棄却

30(日) イラク国民議会選挙

31(月) 参・予算委(平成16年度補正予算：質疑)全大臣出席

2. 1(火) 参・予算委(平成16年度補正予算：質疑、可決)全大臣出席
参・本会議(平成16年度補正予算可決＝成立)

三宅島避難指示解除、第１陣帰島開始

2(水) 衆・予算委(平成17年度総予算：基本的質疑)全大臣出席
3(木) 衆・予算委(平成17年度総予算：基本的質疑)全大臣出席

4(金) 衆・予算委(平成17年度総予算：基本的質疑)全大臣出席

8(火) 衆・予算委(平成17年度総予算：政治資金等集中審議)総理出席

ライブドアがニッポン放送株を時間外取引で大量取得

イスラエルとパレスチナ両首脳が停戦宣言

10(木) 北朝鮮外務省、６者協議参加の無期限停止と自衛の核兵器保有の声明を発表

14(月) 衆・予算委(平成17年度総予算：外交・経済集中審議)総理出席

15(火) 中山文科相、｢ゆとり教育｣を掲げた学習指導要領の全面的な見直しを中央教育審
議会に要請

16(水) 気候変動枠組条約京都議定書発効

17(木) 全国知事会で初の会長選挙、麻生渡福岡県知事が新会長に当選

中部国際空港開港

那覇地裁沖縄支部、米軍機の騒音をめぐる沖縄県の新嘉手納基地爆音訴訟で国に
約28億円の損害賠償命じる、飛行差し止めは認めず

19(土) 日米安全保障協議委員会、共通の戦略目標等を掲げ、共同発表

21(月) 参・憲法調査会公聴会

衆・予算委(平成17年度総予算：社会保障集中審議)

22(火) 衆・本会議(日露関係発展決議)

23(水) 国家基本政策委員会合同審査会(党首討論)

衆・予算委公聴会（～24日）

26(土) Ｈ２Ａロケット７号機打ち上げ成功、運輸多目的衛星を分離

27(日) 三木忠雄元参議院議員逝去

【第162回国会（常会）】



3. 1(火) 衆・予算委(平成17年度総予算：三位一体その他内政問題集中審議)総理出席

改正船舶油濁損害賠償保障法が施行(無保険船舶の寄港禁止)

厚生労働省の第三者機関ハンセン病問題に関する検証会議、最終報告書を提出

2(水) 衆・予算委(平成17年度総予算：締めくくり質疑、可決)全大臣出席

衆・財務金融委(所得税法等改正案審査)総理出席

衆・本会議(平成17年度総予算可決)

3(木) 参・予算委(平成17年度総予算：基本的質疑)全大臣出席

4(金) 参・予算委(平成17年度総予算：基本的質疑)全大臣出席

6(日) 山内一郎元参議院議員(元郵政相)逝去
9(水) 参・本会議(日露関係発展決議、京都議定書推進決議)

参・憲法調査会二院・参院小委員会が報告書を憲法調査会に提出

10(木) 参・予算委(平成17年度総予算:税制・景気集中審議、年金・社会保障集中審議)総
理出席
中西一善衆議院議員、強制わいせつで逮捕

11(金) 衆・文部科学委(義務教育費国庫負担法等改正案：質疑)総理出席

13(日) 千葉県知事選で堂本暁子氏再選

14(月) マラッカ海峡で日本のタグボートが海賊に襲われ３人拉致、20日解放

15(火) 参・予算委員会公聴会

中西一善衆議院議員辞職

16(水) 島根県議会「竹島の日を定める条例」可決

17(木) 参・予算委(平成17年度総予算:外交防衛等集中審議)総理出席

国土交通省、運航ミスを重ねた日本航空に事業改善命令

韓国政府、対日政策の新原則発表

18(金) 参・本会議(防衛計画大綱等の報告・質疑)総理出席

参・平成17年度総予算委嘱審査(常任委員会)

19(土) 清子内親王殿下納采の儀

20(日) 福岡県西方沖地震発生

アナン国連事務総長が国連改革の指針となる勧告を発表

22(火) 参・平成17年度総予算委嘱審査(特別委員会)

参・予算委(平成17年度総予算:証券・金融・規制緩和集中審議)総理出席

片山正英元参議院議員逝去

23(水) 参・予算委(平成17年度総予算:政治・政治資金集中審議、締めくくり質疑、可決)
総理出席
参・本会議(平成17年度総予算可決＝成立)

24(木) 愛知万博開会式（25日開幕）

内田善利元参議院議員逝去

25(金) 参・災害対策特別委(福岡県西方沖地震等調査)

「国民の保護に関する基本方針」を閣議決定

「規制改革・民間開放推進３か年計画」を閣議決定

27(日) 日・仏首脳会談(新パートナーシップ宣言発表)

28(月) 参・財政金融委(所得税法等改正案外１件審査)総理出席

スマトラ沖で再び大地震発生

4. 1(金) 参・本会議(社会保障制度改革決議)

衆・本会議(社会保障制度改革決議)

ペイオフ全面解禁

2(土) ローマ法王ヨハネ・パウロ２世逝去

6(水) 国家基本政策委員会合同審査会(党首討論)

韓国外交通商省、日本の中学校用教科書の検定結果に抗議する声明を発表

7(木) 日・韓外相会談

8(金) 年金制度をはじめとする社会保障制度改革に関する両院合同会議初会合

9(土) 中国北京で１万人規模の反日デモ集会、日本大使館等に被害



10(日) 町村外相が駐日中国大使に反日デモについて抗議、謝罪と補償を要求

12(火) 参・経済産業委(関西電力株式会社美浜発電所３号機蒸気噴出事故問題調査)

15(金) 衆・憲法調査会（最終報告書議決）

16(土) 中国上海で反日デモ発生、日本総領事館で窓を割られるなどの被害

17(日) 日・中外相会談

秋田県知事選で寺田典城氏三選

19(火) 参・国土交通委(航空機の運航における安全確保問題調査)

20(水) 参・憲法調査会（最終報告書議決）

国家基本政策委員会合同審査会(党首討論)

日・豪首脳会談

22(金) アジア・アフリカ会議50周年記念首脳会議(新アジア・アフリカ戦略的パートナー
シップ宣言採択、～23日)

23(土) 日・中首脳会談

24(日) 衆議院議員補欠選挙、宮城２区で秋葉賢也氏、福岡２区で山崎拓氏当選

25(月) ＪＲ西日本福知山線で脱線事故発生

参・災害対策特別委員会委員派遣(福岡県西方沖地震実情調査)

26(火) 参・国土交通委(ＪＲ西日本福知山線列車事故報告)

27(水) 参・本会議(ＪＲ西日本福知山線列車事故報告・質疑)
仙台高裁、平成15年衆院選での宮城１区今野東衆議院議員派の選挙違反事件をめ
ぐる連座制訴訟で今野議員に当選無効と５年間立候補禁止の判決

28(木) 今野東衆議院議員辞職

　 日・インド首脳会談（共同声明発表）

イラク新政権発足

30(土) 日・パキスタン首脳会談（円借款の再開を含む共同宣言発表）

5. 1(日) 北朝鮮、日本海に向けて短距離ミサイル１発を発射したことが米軍の情報で判
明、日本海に落下

5(木) 片岡勝治元参議院議員逝去

6(金) 内閣府食品安全委員会がＢＳＥ対策の見直しで全頭検査の緩和容認を決定

ＡＳＥＡＮ＋日中韓外相会議(京都)

　 アジア欧州会議(ＡＳＥＭ)外相会議(京都、～７日)

7(土) 和泉覚元参議院議員逝去

9(月) 第二次世界大戦終了60周年記念式典(モスクワ)

　 イラクの武装勢力、邦人を拘束したとする犯行声明をインターネットに掲載

日・露首脳会談

10(火) 参・厚生労働委(母体保護法一部改正案提出決定)

11(水) 参・イラク・事態特別委(イラクにおける邦人行方不明事件等調査)

13(金) 衆・国土交通委(ＪＲ西日本福知山線列車脱線事故問題についてＪＲ西日本社長ら
を参考人招致)

16(月) 参・決算委(平成15年度決算：締めくくり総括的質疑)

衆・予算委(外交等集中審議)総理出席

参・国土交通委員会視察(ＪＲ西日本福知山線脱線事故)

         福岡高裁、国営諫早湾干拓事業の工事を差し止めた佐賀地裁の仮処分決定をめぐ
り、国の保全抗告を認め、地裁の仮処分決定を取り消す
日・パレスチナ首脳会談

日・独等が国連安保理改革枠組決議案の草案を提示

17(火) 参・国土交通委(ＪＲ西日本福知山線列車脱線事故についてＪＲ西日本社長らを参
考人招致)

18(水) 東京地裁、最大5.13倍だった平成16年7月参院選の選挙区選挙の定数配分は憲法違
反として選挙の無効を求めた訴訟について請求を棄却

20(金) 参・予算委(外交等集中審議)総理出席

衆・本会議(郵政民営化特別委員会設置)



23(月)
公正取引委員会、国発注の橋梁建設工事で談合を繰り返したとして独占禁止法違
反の疑いでメーカー８社を刑事告発

26(木) 衆・本会議(郵政民営化関連６法案の趣旨説明・質疑)

ブラジル大統領国会演説(衆・議場)

日・ブラジル首脳会談

28(土) イラクの武装勢力、拘束している邦人の死亡をインターネットに掲載

29(日) イラク移行政府、首都バグダッドの武装勢力掃討作戦を開始
30(月) 最高裁、ナトリウム漏れ事故後、運転停止中の高速増殖炉「もんじゅ」を巡り、

住民らが設置許可の無効確認を求めた訴訟の上告審で、許可処分を無効とした二
審判決を破棄

31(火) 長崎県対馬沖で違法操業容疑の韓国漁船が日本の海上保安官を乗せたまま逃走。
６月２日、船長が検査忌避認め担保金を払うことを条件に、船や船長の身柄の韓
国側への引き渡しで合意
東京地裁、日本歯科医師連盟事件で前日本歯科医師会会長に懲役３年、執行猶予
５年の判決
政府の「社会保険庁の在り方に関する有識者会議」が最終報告提出
国連安全保障委員会理事会、イラク移行政府からの多国籍軍の駐留延長要請に対
し、延長を決定

6. 2(木) 衆・予算委(経済・財政・郵政集中審議)総理出席

日・インドネシア首脳会談(共同声明「新たな挑戦へのパートナー」発表)

3(金) 衆・郵政特別委(郵政民営化関連６法案：質疑)総理出席

7(火) 参・決算委(平成15年度決算等：締めくくり総括質疑、議決)全大臣出席

河野衆院議長、小泉首相と会談し靖国神社参拝に慎重な対応を要請

8(水) 参・本会議(平成15年度決算等議決)

10(金) 参・拉致問題特別委(北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表等を参考人招致)

沓脱タケ子元参議院議員逝去

11(土) Ｇ８財務相会合、アフリカ最貧国の国際金融機関への債務全額削減に合意

杉山令 元参議院議員逝去

13(月) 参・行政監視委(政策評価制度の見直しに関する決議)

参・経済産業雇用調査会(中間報告書議決)

15(水) 参・本会議(経済産業雇用調査会中間報告)

衆・郵政特別委(郵政民営化関連６法案：質疑)総理出席

16(木) 自民、公明両党幹事長が衆参両院議長に会期延長の申入れ

17(金) 衆・本会議(議院運営委員長解任決議案否決、会期延長議決)

20(月) 日・韓首脳会談

21(火) 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」を閣議決定

政府税制調査会、給与所得控除の縮小や配偶者控除廃止などの方向を打ち出した
所得課税改革に関する報告書を発表

22(水) 参・本会議(行政評価制度の見直しに関する決議)
23(木) イラク・サマーワで走行中の陸上自衛隊車列脇で爆発、車両１両が破損。宿営地

外での被害は初
26(日) 農林水産省、茨城県水海道市の養鶏場で国内初のＨ５Ｎ２亜型の高病原性鳥イン

フルエンザウイルスを検出と発表
27(月) 参・農林水産委(牛海綿状脳症(ＢＳＥ)対策に関する決議)

天皇・皇后両陛下、サイパン訪問(～28日)

28(火) 衆・郵政特別委員会地方公聴会(北海道、新潟、佐賀)
国際熱核融合実験炉計画に参加する日、米、ロ、ＥＵなどが閣僚級会合を開き、
実験炉を南フランスに建設することで合意

7. 1(金) 衆・郵政特別委(郵政民営化関連６法案：質疑)総理出席

3(日) 兵庫県知事選で井戸敏三氏再選

東京都議選投開票

4(月) 衆・郵政特別委(郵政民営化関連６法案：質疑、可決)総理出席
5(火) 衆・本会議(郵政民営化関連６法案可決)



6(水) 第31回主要国首脳会議(サミット)開幕(英国グレンイーグルズ、～８日)

7(木) 自民党新憲法起草委員会、要綱案を発表

英国ロンドン市内において同時テロ発生。21日、２度目の爆破テロ

8(金) 参・少子高齢調査会(中間報告書議決)

10(日) 岡田広元参議院議員逝去

11(月) 参・本会議(郵政民営化特別委員会設置、サミット報告・質疑、少子高齢調査会中
間報告)

12(火) 日・米外相会談

13(水) 参・本会議(郵政民営化関連６法案の趣旨説明・質疑)

14(木) ユネスコの世界遺産委員会、北海道の知床を世界自然遺産に決定

15(金) 参・郵政特別委(郵政民営化関連６法案：総括質疑)総理出席

19(火) 参・厚生労働委(自殺総合対策推進決議)

20(水) 参・国際問題調査会(中間報告書議決)
衆・厚生労働委(アスベスト問題調査)
東京地裁、日本歯科医師連盟をめぐる事件で、業務上横領と公選法違反に問われ
た自民党の元衆議院議員吉田幸弘被告に有罪判決
全国知事会等地方６団体、国庫補助負担金等に関する改革案を小泉総理に提出

22(金) 参・本会議(国際問題調査会中間報告)
24(日) 静岡県知事選で石川嘉延氏４選

25(月) 東京地検、日本道路公団副総裁内田道雄を独占禁止法違反等の容疑で逮捕
26(火) 衆・本会議(サミット報告・質疑)

北朝鮮６カ国協議が開始
27(水) 参・郵政特別委員会委員派遣（～28日）

東京第二検察審査会、日本歯科医師連盟の自民党議員に対する資金提供疑惑をめ
ぐり、山崎拓衆議院議員について起訴相当と議決

28(木) 参・郵政特別委員会地方公聴会(京都、岩手)

衆・拉致問題特別委(元北朝鮮工作員等を参考人招致)

30(土) 初村滝一郎元参議院議員(元労働相)逝去

8. 1(月) 永岡洋治衆議院議員逝去

2(火) 参・郵政特別委(郵政民営化関連６法案：総括質疑)総理出席

参・決算委(会計検査院法一部改正案提出決定)

衆・本会議(終戦・被爆60周年決議)

3(水) 参・厚生労働委(アスベスト問題調査)

5(金) 参・郵政特別委(郵政民営化関連６法案：締めくくり総括質疑、採決)総理出席

田中正巳元参議院議員(元厚生相)逝去

6(土) 広島原爆死没者慰霊式・平和祈念式(扇参議院議長出席)

8(月) 参・本会議(郵政民営化関連６法案否決)

衆・本会議(解散詔書朗読)

衆議院解散(第162回国会閉会)


