
１ 第172回国会概観

１ 第45回衆議院議員総選挙

第171回国会開会中の平成21年（2009

年）７月21日、麻生内閣の下、衆議院が解

散された。

これを受けて、第45回衆議院議員総選挙

は、８月18日に公示され、30日に行われた。

総選挙の結果、民主党は選挙前の115議

席から193議席増やし、衆議院の単独過半

数を大きく上回る308議席を獲得した。一

方、自由民主党は選挙前の300議席から

181議席減らし、昭和30年の結党以来最も

少ない119議席にとどまった。また、自由民

主党との連立与党であった公明党も10議席

減らして21議席となった。日本共産党は９

議席、社会民主党は７議席、みんなの党は

５議席、国民新党は３議席を獲得し、選挙

前と比べて大きな変化はなかった。

今回の選挙の全国平均投票率は、小選

挙区69.28％、比例代表69.27％であった。

これは、前回（平成17年８月）の総選挙を小

選挙区で1.77ポイント、比例代表で1.81ポイ

ント上回り、小選挙区比例代表並立制が導

入された平成８年以降５回の総選挙では

最高の投票率であった。

今回の総選挙において議席を大幅に減

らした自由民主党では、８月31日、敗北の

責任を取って麻生総裁が辞意を表明した。

また、公明党は、９月８日、全国代表者会議

で、太田代表の辞任を認め、山口那津男参

議院議員を新代表に選出した。

９月９日、民主党、社会民主党及び国民新

党は連立政権樹立に合意した。

２ 会期及び活動等の概要

（召集・会期）

第172回国会（特別会）は、８月30日に行

われた第45回衆議院議員総選挙を受け、

９月16日に召集された。会期は、衆参両院

の本会議において、９月19日までの４日

間と議決された。

開会式は、９月18日午後２時から、参議

院議場で行われた。

（院の構成）

参議院では、召集日当日、国家基本、予

算両常任委員長を選挙し、災害対策、沖

縄・北方、倫理選挙、拉致問題、ＯＤＡ及び

消費者問題の６特別委員会が前国会に引

き続き設置された。

衆議院では、召集日当日、議長及び副

議長の選挙が行われ、議長に民主党・無所

属クラブの横路孝弘君が、副議長には自由

民主党の衛藤征士郎君が当選した。また、

議院運営委員長の選挙を行った。18日、議

院運営委員長を除く各常任委員長の選挙

を行い、前国会においても設置されていた

災害対策等７特別委員会が設置された。

（内閣総理大臣の指名）

召集日当日、両院の本会議において内

閣総理大臣の指名が行われた。投票の結

果、鳩山由紀夫民主党代表が、自由民主

党の若林正俊両院議員総会長、公明党の

山口那津男代表、共産党の志位和夫委員



長、平沼赳夫君らを退け、第93代60人目の

内閣総理大臣に指名された。獲得票数は、

衆議院本会議で327票（投票総数480票）、

参議院本会議で124票（投票総数237票）で

あった。

内閣総理大臣の指名を受け、同日、民主

党、社会民主党及び国民新党の３党の連

立による鳩山内閣が発足した。社会民主党

の福島みずほ党首は内閣府特命担当大臣

（消費者及び食品安全、少子化対策、男女

共同参画）、国民新党の亀井静香代表は内

閣府特命担当大臣（金融）として入閣した。

（活動等の概要）

今国会中、新規に提出された議案はなかっ

た。

内閣総理大臣の所信表明演説は行われな

かった。

請願は、会期が短いため、受け付けなかっ

た。

９月18日、衆参両院の本会議で閉会手続

が行われた。



２ 参議院役員等一覧

役員名 召集日(21.9.16) 会 期中 選任

議 長 江田 五月（ 無 ）

副 議 長 山東 昭子（ 無 ）

内 閣 愛知 治郎（自民）

総 務 内藤 正光（民主） (21.9.18 副大臣就任により欠員)

法 務 澤 雄二（公明）

外交防衛 榛葉 賀津也（民主） (21.9.18 副大臣就任により欠員)

財政金融 円 より子（民主）

文教科学 中川 雅治（自民）

厚生労働  泰弘（民主）

農林水産 平野 達男（民主）

経済産業 櫻井 充（民主）

国土交通 田村 耕太郎（自民）

環 境 有村 治子（自民）

国家基本政策 溝手 顕正（自民）※

予 算 大石 正光（民主）※

決 算 家西 悟（民主）

行政監視 山下 栄一（公明）

議院運営 西岡 武夫（民主）

懲 罰 藤井 孝男（自民）

災害対策 鈴木 陽悦（民主）※

沖縄･北方 市川 一朗（自民）※

倫理選挙 谷 博之（民主）※

拉致問題 藤田 幸久（民主）※

Ｏ Ｄ Ａ 若林 正俊（自民）※

消費者問題 草川 昭三（公明）※

国際・温暖化 石井 一（民主）

国民生活 矢野 哲朗（自民）

少子共生 田名部 匡省（民主）

政治倫理審査会会長 平田 健二（民主）

事務総長 小幡 幹雄
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３ 会派別所属議員数一覧

(会期終了日 現在)

① 22.7.25 任期満了 ② 25.7.28 任期満了
会 派 議員数

比 例 選挙区 合 計 比 例 選挙区 合 計

民主党・新緑風会・ 118 19 33 52 21 45 66

国民新・日本 (22) (2) (5) (7) (4) (11) (15)

自 由 民 主 党 ・ 85 15 33 48 14 23 37
改 革 ク ラ ブ (11) (3) (1) (4) (5) (2) (7)

公 明 党 21 8 3 11 7 3 10
(5) (3) (3) (1) (1) (2)

日 本 共 産 党 7 4 0 4 3 0 3
(1) (1) (1)

社会民主党・護憲連合 5 2 1 3 2 0 2
(1) (1) (1)

各派に属しない議員 4 0 1 1 1 2 3
(2) (1) (1) (2)

合 計 240 48 71 119 48 73 121
(42) (9) (6) (15) (12) (15) (27)

欠 員 2 0 2 2 0 0 0

定 数 242 48 73 121 48 73 121

（ ）内は女性議員数



４ 会派別所属議員一覧

（召集日 現在）

無印の議員は平成22年７月25日任期満了、印の議員は平成25年７月28日任期満了

また、( )内は、各議員の選出選挙区別

【 民主党・新緑風会・国民新・日本 】
（１１８名）

足立 信也（大 分） 相原 久美子（比 例） 家西 悟（比 例）

池口 修次（比 例） 石井 一（比 例） 一川 保夫（石 川）

犬塚 直史（長 崎） 岩本 司（福 岡） 植松 恵美子（香 川）

梅村 聡（大 阪） 小川 勝也（北海道） 小川 敏夫（東 京）

尾立 源幸（大 阪） 大石 尚子（比 例） 大石 正光（比 例）

大河原 雅子（東 京） 大久保 勉（福 岡） 大久保 潔重（長 崎）

大島 九州男（比 例） 大塚 耕平（愛 知） 岡崎 トミ子（宮 城）

加賀谷 健（千 葉） 加藤 敏幸（比 例） 風間 直樹（比 例）

金子 恵美（福 島） 神本 美恵子（比 例） 亀井 亜紀子（島 根）

亀井 郁夫（広 島） 川合 孝典（比 例） 川上 義博（鳥 取）

川崎 稔（佐 賀） 木俣 佳丈（愛 知） 喜納 昌吉（比 例）

北澤 俊美（長 野） 工藤 堅太郎（比 例） 郡司 彰（茨 城）

小林 正夫（比 例） 行田 邦子（埼 玉） 輿石 東（山 梨）

今野 東（比 例） 佐藤 公治（広 島） 佐藤 泰介（愛 知）

櫻井 充（宮 城） 自見 庄三郎（比 例） 芝 博一（三 重）

島田 智哉子（埼 玉） 下田 敦子（比 例） 主濱 了（岩 手）

榛葉 賀津也（静 岡） 鈴木 寛（東 京） 鈴木 陽悦（秋 田）

田中 直紀（新 潟） 田名部 匡省（青 森） 高嶋 良充（比 例）

高橋 千秋（三 重） 武内 則男（高 知） 谷 博之（栃 木）

谷岡 郁子（愛 知） 千葉 景子（神奈川） ツルネン マルテイ（比 例）

津田 弥太郎（比 例）  泰弘（兵 庫） 外山 （宮 崎）

徳永 久志（滋 賀） 轟木 利治（比 例） 富岡 由紀夫（群 馬）

友近 聡朗（愛 媛） 那谷屋 正義（比 例） 内藤 正光（比 例）

直嶋 正行（比 例） 中谷 智司（徳 島） 中村 哲治（奈 良）

長浜 博行（千 葉） 西岡 武夫（比 例） 羽田 雄一郎（長 野）

長谷川 憲正（比 例） 白 眞勲（比 例） 林 久美子（滋 賀）

姫井 由美子（岡 山） 平田 健二（岐 阜） 平野 達男（岩 手）

平山 幸司（青 森） 平山 誠（比 例） 広田 一（高 知）

広中 和歌子（千 葉） 広野 ただし（比 例） 福山 哲郎（京 都）

藤末 健三（比 例） 藤田 幸久（茨 城） 藤谷 光信（比 例）

藤本 祐司（静 岡） 藤原 正司（比 例） 藤原 良信（比 例）

舟山 康江（山 形） 前川 清成（奈 良） 前田 武志（比 例）



牧山 ひろえ（神奈川） 増子 輝彦（福 島） 松井 孝治（京 都）

松浦 大悟（秋 田） 松岡 徹（比 例） 松野 信夫（熊 本）

円 より子（比 例） 水戸 将史（神奈川） 水岡 俊一（兵 庫）

峰崎 直樹（北海道） 室井 邦彦（比 例） 森 ゆうこ（新 潟）

森田 高（富 山） 瀬 進（栃 木） 柳澤 光美（比 例）

柳田 稔（広 島） 山下 八洲夫（岐 阜） 山根 治（埼 玉）

横峯 良郎（比 例） 吉川 沙織（比 例） 米長 晴信（山 梨）

蓮 舫（東 京）

【 自 由 民 主 党 ・ 改 革 ク ラ ブ 】
（８５名）

愛知 治郎（宮 城） 青木 幹雄（島 根） 秋元 司（比 例）

浅野 勝人（愛 知） 荒井 広幸（比 例） 有村 治子（比 例）

石井 準一（千 葉） 石井 みどり（比 例） 泉 信也（比 例）

礒崎 陽輔（大 分） 市川 一朗（宮 城） 岩城 光英（福 島）

岩永 浩美（佐 賀） 衛藤 晟一（比 例） 尾 秀久（比 例）

大江 康弘（比 例） 岡田 直樹（石 川） 岡田 広（茨 城）

荻原 健司（比 例） 加治屋 義人（鹿児島） 加納 時男（比 例）

神取 忍（比 例） 川口 順子（比 例） 河合 常則（富 山）

木村 仁（熊 本） 岸 宏一（山 形） 岸 信夫（山 口）

北川 イッセイ（大 阪） 小池 正勝（徳 島） 小泉 昭男（神奈川）

鴻池 祥肇（兵 庫） 佐藤 昭郎（比 例） 佐藤 信秋（比 例）

佐藤 正久（比 例） 椎名 一（千 葉） 島尻 安伊子（沖 縄）

末松 信介（兵 庫） 木 政二（愛 知） 世耕 弘成（和歌山）

関口 昌一（埼 玉） 田村 耕太郎（鳥 取） 伊達 忠一（北海道）

谷川 秀善（大 阪） 塚田 一郎（新 潟） 鶴保 庸介（和歌山）

中川 雅治（東 京） 中川 義雄（北海道） 中曽根 弘文（群 馬）

中村 博彦（比 例） 中山 恭子（比 例） 二之湯 智（京 都）

西島 英利（比 例） 西田 昌司（京 都） 野村 哲郎（鹿児島）

南野 知惠子（比 例） 長谷川 大紋（茨 城） 橋本 聖子（比 例）

林 芳正（山 口） 藤井 孝男（岐 阜） 古川 俊治（埼 玉）

牧野 たかお（静 岡） 舛添 要一（比 例） 松下 新平（宮 崎）

松田 岩夫（岐 阜） 松村 祥史（比 例） 松村 二（福 井）

松山 政司（福 岡） 丸川 珠代（東 京） 丸山 和也（比 例）

水落 敏栄（比 例） 溝手 顕正（広 島） 森 まさこ（福 島）

矢野 哲朗（栃 木） 山内 俊夫（香 川） 山崎 正昭（福 井）

山田 俊男（比 例） 山谷 えり子（比 例） 山本 一太（群 馬）

山本 順三（愛 媛） 吉田 博美（長 野） 吉村 剛太郎（福 岡）

義家 弘介（比 例） 若林 正俊（長 野） 脇 雅史（比 例）

渡辺 秀央（比 例）



【 公 明 党 】
（２１名）

荒木 清寛（比 例） 魚住 裕一郎（比 例） 浮島 とも子（比 例）

加藤 修一（比 例） 風間 （比 例） 草川 昭三（比 例）

木庭 健太郎（比 例） 澤 雄二（東 京） 白浜 一良（大 阪）

谷合 正明（比 例） 西田 実仁（埼 玉） 浜田 昌良（比 例）

浜四津 敏子（比 例） 弘友 和夫（比 例） 松 あきら（神奈川）

山口 那津男（東 京） 山下 栄一（大 阪） 山本 香苗（比 例）

山本 博司（比 例） 渡辺 孝男（比 例） 鰐淵 洋子（比 例）

【 日 本 共 産 党 】
（７名）

井上 哲士（比 例） 市田 忠義（比 例） 紙 智子（比 例）

小池 晃（比 例） 大門 実紀史（比 例） 仁比 聡平（比 例）

山下 芳生（比 例）

【 社会民主党・護憲連合 】
（５名）

近藤 正道（新 潟） 福島 みずほ（比 例） 渕上 貞雄（比 例）

又市 征治（比 例） 山内 徳信（比 例）

【 各派に属しない議員 】
（４名）

糸数 慶子（沖 縄） 江田 五月（岡 山） 川田 龍平（東 京）

山東 昭子（比 例）



５ 議員の異動

第171回国会閉会後及び今国会（21.9.16 召集）中における議員の異動

◯公職選挙法第90条による退職

青木 愛君（民主・比例）

21. 8.18 退職

田中 康夫君（民主・比例）

21. 8.18 退職

浅尾 慶一郎君（無・神奈川）

21. 8.18 退職

◯繰上補充当選

広野 ただし君（民主・比例）

21. 8.23 任期開始（青木愛君退職による）

平山 誠君（民主・比例）

21. 8.31 任期開始（田中康夫君退職による）

◯所属会派異動・会派所属

浅尾 慶一郎君（神奈川）

21. 7.24 民主党・新緑風会・国民新・日本を退会

田中 直紀君（新潟）

21. 8.18 民主党・新緑風会・国民新・日本に入会

荒井 広幸君（比例）

21. 9.11 自由民主党・改革クラブに入会

大江 康弘君（比例）

21. 9.11 自由民主党・改革クラブに入会

松下 新平君（宮崎）

21. 9.11 自由民主党・改革クラブに入会

渡辺 秀央君（比例）

21. 9.11 自由民主党・改革クラブに入会

◯会派解散

「改革クラブ」

21. 9.11 解散

◯会派名変更

「自由民主党」

21. 9.11 「自由民主党・改革クラブ」に変更



本会議審議経過

○平成21年９月16日(水)

開会 午前10時２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広野ただし君、

同平山誠君を議院に紹介した。

元議員平井卓志君逝去につき哀悼の件

本件は、議長から既に弔詞をささげた旨報

告し、その弔詞を朗読した。

常任委員長辞任の件

本件は、国家基本政策委員長大石正光君、

予算委員長溝手顕正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、国家基本政策

委員長に溝手顕正君、予算委員長に大石正

光君を指名した。

特別委員会設置の件

本件は、議長発議により、

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、

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、

政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査

のため委員35名から成る政治倫理の確立及

び選挙制度に関する特別委員会、

北朝鮮による拉致等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

ら成る北朝鮮による拉致問題等に関する特

別委員会、

政府開発援助を始めとする国際援助・協力

に関する諸問題を調査するため委員30名か

ら成る政府開発援助等に関する特別委員

会、

消費者の利益の擁護及び増進等に関する総

合的な対策を樹立するため委員25名から成

る消費者問題に関する特別委員会を設置す

ることに全会一致をもって決し、

議長は、特別委員を指名した。

休憩 午前10時８分

再開 午後２時31分

日程第２ 会期の件

本件は、全会一致をもって４日間とするこ

とに決した。

日程第３ 内閣総理大臣の指名

本件は、記名投票の結果(投票総数237、過

半数119)、鳩山由紀夫君124票、若林正俊

君84票、山口那津男君21票、志位和夫君７

票、白票１票にて、投票の過半数を得た衆

議院議員鳩山由紀夫君が指名された。

散会 午後２時54分

○平成21年９月18日(金)

開会 午後４時31分

日程第１ 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

に全会一致をもって決した。

内閣委員会

一、内閣の重要政策及び警察等に関する

調査

総務委員会

一、行政制度、公務員制度、地方行財政、

選挙、消防、情報通信及び郵政事業

等に関する調査

法務委員会

一、法務及び司法行政等に関する調査

外交防衛委員会

一、外交、防衛等に関する調査

財政金融委員会

一、財政及び金融等に関する調査

文教科学委員会

一、教育、文化、スポーツ、学術及び科

学技術に関する調査

厚生労働委員会

一、社会保障及び労働問題等に関する調

査

農林水産委員会

一、農林水産に関する調査

経済産業委員会

一、経済、産業、貿易及び公正取引等に



関する調査

国土交通委員会

一、国土の整備、交通政策の推進等に関

する調査

環境委員会

一、環境及び公害問題に関する調査

予算委員会

一、予算の執行状況に関する調査

決算委員会

一、国家財政の経理及び国有財産の管理

に関する調査

行政監視委員会

一、行政監視、行政評価及び行政に対す

る苦情に関する調査

議院運営委員会

一、議院及び国立国会図書館の運営に関

する件

災害対策特別委員会

一、災害対策樹立に関する調査

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

一、沖縄及び北方問題に関しての対策樹

立に関する調査

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別

委員会

一、政治倫理の確立及び選挙制度に関す

る調査

北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会

一、北朝鮮による拉致問題等に関しての

対策樹立に関する調査

政府開発援助等に関する特別委員会

一、政府開発援助等に関する調査

消費者問題に関する特別委員会

一、消費者問題に関しての総合的な対策

樹立に関する調査

国際・地球温暖化問題に関する調査会

一、国際問題及び地球温暖化問題に関す

る調査

国民生活・経済に関する調査会

一、国民生活・経済に関する調査

少子高齢化・共生社会に関する調査会

一、少子高齢化・共生社会に関する調査

散会 午後４時32分



１ 委員会審議経過

委員一覧（20名）

委員長 愛知 治郎（自民） 芝 博一（民主） 市川 一朗（自民）
理 事 徳永 久志（民主） 島田 智哉子（民主） 岩城 光英（自民）
理 事 柳澤 光美（民主） 藤本 祐司（民主） 木 政二（自民）
理 事 岡田 広（自民） 藤原 良信（民主） 山谷 えり子（自民）
理 事 中川 義雄（自民） 松井 孝治（民主） 山本 香苗（公明）

工藤 堅太郎（民主） 森 ゆうこ（民主） 糸数 慶子（ 無 ）
自見 庄三郎（民主） 浅野 勝人（自民） （21.9.18 現在）

委員会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

内閣の重要政策及び警察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。

委員一覧（25名）

委員長 内藤 正光（民主） 武内 則男（民主） 溝手 顕正（自民）
理 事 加藤 敏幸（民主） 外山 （民主） 吉村 剛太郎（自民）
理 事 高嶋 良充（民主） 林 久美子（民主） 魚住 裕一郎（公明）
理 事 長谷川 憲正（民主） 吉川 沙織（民主） 弘友 和夫（公明）
理 事 河合 常則（自民） 泉 信也（自民） 山下 芳生（共産）
理 事 二之湯 智（自民） 礒崎 陽輔（自民） 又市 征治（社民）

大島 九州男（民主） 世耕 弘成（自民） ― 欠員１名 ―

加賀谷 健（民主） 谷川 秀善（自民）
行田 邦子（民主） 中村 博彦（自民） （21.9.18 現在）

委員会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、

消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査

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。



委員一覧（20名）

委員長 澤 雄二（公明） 千葉 景子（民主） 丸山 和也（自民）
理 事 松浦 大悟（民主） 前川 清成（民主） 山崎 正昭（自民）
理 事 松岡 徹（民主） 松野 信夫（民主） 仁比 聡平（共産）
理 事 松村 二（自民） 瀬 進（民主） 福島 みずほ（社民）
理 事 木庭 健太郎（公明） 青木 幹雄（自民） 江田 五月（ 無 ）

小川 敏夫（民主） 秋元 司（自民） 山東 昭子（ 無 ）
今野 東（民主） 林 芳正（自民） （21.9.18 現在）

委員会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

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。

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。

委員一覧（21名）

委員長 榛葉 賀津也（民主） 犬塚 直史（民主） 佐藤 正久（自民）
理 事 一川 保夫（民主） 風間 直樹（民主） 橋本 聖子（自民）
理 事 谷岡 郁子（民主） 平田 健二（民主） 山本 一太（自民）
理 事 白 眞勲（民主） 広中 和歌子（民主） 浜田 昌良（公明）
理 事 木村 仁（自民） 藤田 幸久（民主） 山口 那津男（公明）
理 事 小池 正勝（自民） 岸 信夫（自民） 井上 哲士（共産）

石井 一（民主） 鴻池 祥肇（自民） 山内 徳信（社民）
（21.9.18 現在）

委員会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

外交、防衛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。



委員一覧（25名）

委員長 円 より子（民主） 富岡 由紀夫（民主） 中山 恭子（自民）
理 事 尾立 源幸（民主） 藤末 健三（民主） 藤井 孝男（自民）
理 事 大久保 勉（民主） 牧山 ひろえ（民主） 舛添 要一（自民）
理 事 大塚 耕平（民主） 水戸 将史（民主） 森 まさこ（自民）
理 事 小泉 昭男（自民） 峰崎 直樹（民主） 荒木 清寛（公明）
理 事 椎名 一（自民） 山下 八洲夫（民主） 白浜 一良（公明）

池口 修次（民主） 尾 秀久（自民） 大門 実紀史（共産）
川上 義博（民主） 末松 信介（自民）
喜納 昌吉（民主） 鶴保 庸介（自民） （21.9.18 現在）

委員会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

財政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。

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。

委員一覧（20名）

委員長 中川 雅治（自民） 亀井 郁夫（民主） 中曽根 弘文（自民）
理 事 佐藤 泰介（民主） 友近 聡朗（民主） 西田 昌司（自民）
理 事 鈴木 寛（民主） 那谷屋 正義（民主） 山内 俊夫（自民）
理 事 関口 昌一（自民） 西岡 武夫（民主） 義家 弘介（自民）
理 事 水落 敏栄（自民） 広野 ただし（民主） 浮島 とも子（公明）

大石 尚子（民主） 藤谷 光信（民主） 山下 栄一（公明）
神本 美恵子（民主） 横峯 良郎（民主） （21.9.18 現在）

委員会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に

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。

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。



委員一覧（25名）

委員長  泰弘（民主） 小林 正夫（民主） 西島 英利（自民）
理 事 川合 孝典（民主） 下田 敦子（民主） 南野 知惠子（自民）
理 事 中村 哲治（民主） 谷 博之（民主） 古川 俊治（自民）
理 事 柳田 稔（民主） 森田 高（民主） 丸川 珠代（自民）
理 事 衛藤 晟一（自民） 蓮 舫（民主） 渡辺 孝男（公明）
理 事 山本 博司（公明） 石井 準一（自民） 小池 晃（共産）

足立 信也（民主） 石井 みどり（自民） 近藤 正道（社民）
家西 悟（民主） 岸 宏一（自民）
梅村 聡（民主） 島尻 安伊子（自民） （21.9.18 現在）

委員会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

社会保障及び労働問題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。

委員一覧（20名）

委員長 平野 達男（民主） 金子 恵美（民主） 野村 哲郎（自民）
理 事 岩本 司（民主） 亀井 亜紀子（民主） 牧野 たかお（自民）
理 事 郡司 彰（民主） 主濱 了（民主） 山田 俊男（自民）
理 事 加治屋 義人（自民） 高橋 千秋（民主） 風間 （公明）
理 事 佐藤 昭郎（自民） 姫井 由美子（民主） 草川 昭三（公明）

小川 勝也（民主） 舟山 康江（民主） 紙 智子（共産）
大河原 雅子（民主） 岩永 浩美（自民） （21.9.18 現在）

委員会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

農林水産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。



委員一覧（21名）

委員長 櫻井 充（民主） 鈴木 陽悦（民主） 塚田 一郎（自民）
理 事 藤原 正司（民主） 田中 直紀（民主） 松下 新平（自民）
理 事 増子 輝彦（民主） 津田 弥太郎（民主） 松田 岩夫（自民）
理 事 山根 治（民主） 直嶋 正行（民主） 松村 祥史（自民）
理 事 荻原 健司（自民） 中谷 智司（民主） 渡辺 秀央（自民）
理 事 北川 イッセイ（自民） 平山 誠（民主） 谷合 正明（公明）

木俣 佳丈（民主） 前田 武志（民主） 松 あきら（公明）
（21.9.18 現在）

委員会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調

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。

委員一覧（25名）

委員長 田村 耕太郎（自民） 輿石 東（民主） 佐藤 信秋（自民）
理 事 長浜 博行（民主） 田名部 匡省（民主） 長谷川 大紋（自民）
理 事 室井 邦彦（民主） 羽田 雄一郎（民主） 吉田 博美（自民）
理 事 伊達 忠一（自民） 平山 幸司（民主） 脇 雅史（自民）
理 事 山本 順三（自民） 広田 一（民主） 西田 実仁（公明）
理 事 鰐淵 洋子（公明） 米長 晴信（民主） 渕上 貞雄（社民）

植松 恵美子（民主） 大江 康弘（自民） ― 欠員１名 ―
川崎 稔（民主） 岡田 直樹（自民）
北澤 俊美（民主） 加納 時男（自民） （21.9.18 現在）

委員会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

国土の整備、交通政策の推進等に関する調査

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。



委員一覧（20名）

委員長 有村 治子（自民） 大久保 潔重（民主） 矢野 哲朗（自民）
理 事 岡崎 トミ子（民主） 佐藤 公治（民主） 若林 正俊（自民）
理 事 ツルネン マルテイ（民主） 轟木 利治（民主） 加藤 修一（公明）
理 事 神取 忍（自民） 福山 哲郎（民主） 浜四津 敏子（公明）
理 事 松山 政司（自民） 水岡 俊一（民主） 市田 忠義（共産）

相原 久美子（民主） 荒井 広幸（自民） 川田 龍平（ 無 ）
大石 正光（民主） 川口 順子（自民） （21.9.18 現在）

委員会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

環境及び公害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。

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。

委員一覧（20名）

委員長 溝手 顕正（自民） 輿石 東（民主） 末松 信介（自民）
理 事 小川 敏夫（民主） 芝 博一（民主） 中村 博彦（自民）
理 事 佐藤 公治（民主） 平田 健二（民主） 野村 哲郎（自民）
理 事 山谷 えり子（自民） 広中 和歌子（民主） 木庭 健太郎（公明）
理 事 脇 雅史（自民） 福山 哲郎（民主） 西田 実仁（公明）

亀井 郁夫（民主） 瀬 進（民主） 井上 哲士（共産）
北澤 俊美（民主） 岸 信夫（自民） （召集日 現在）



委員一覧（45名）

委員長 大石 正光（民主） 大塚 耕平（民主） 岡田 直樹（自民）
理 事 犬塚 直史（民主） 郡司 彰（民主） 木村 仁（自民）
理 事 小林 正夫（民主） 自見 庄三郎（民主） 北川 イッセイ（自民）
理 事 前川 清成（民主） 下田 敦子（民主） 佐藤 信秋（自民）
理 事 峰崎 直樹（民主） 鈴木 寛（民主） 関口 昌一（自民）
理 事 森 ゆうこ（民主） 富岡 由紀夫（民主） 谷川 秀善（自民）
理 事 岩永 浩美（自民） 広田 一（民主） 南野 知惠子（自民）
理 事 鶴保 庸介（自民） 藤末 健三（民主） 林 芳正（自民）
理 事 荒木 清寛（公明） 藤本 祐司（民主） 山田 俊男（自民）

相原 久美子（民主） 牧山 ひろえ（民主） 山本 一太（自民）
石井 一（民主） 蓮 舫（民主） 加藤 修一（公明）
尾立 源幸（民主） 荒井 広幸（自民） 草川 昭三（公明）
大石 尚子（民主） 泉 信也（自民） 澤 雄二（公明）
大河原 雅子（民主） 市川 一朗（自民） 大門 実紀史（共産）
大久保 勉（民主） 岩城 光英（自民） 近藤 正道（社民）

（21.9.18 現在）

委員会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

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。

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。



委員一覧（30名）

委員長 家西 悟（民主） 外山 （民主） 塚田 一郎（自民）
理 事 神本 美恵子（民主） 徳永 久志（民主） 牧野 たかお（自民）
理 事 那谷屋 正義（民主） 中谷 智司（民主） 松村 二（自民）
理 事 松野 信夫（民主） 舟山 康江（民主） 松山 政司（自民）
理 事 岸 宏一（自民） 森田 高（民主） 丸山 和也（自民）
理 事 西島 英利（自民） 柳澤 光美（民主） 山本 順三（自民）
理 事 浜田 昌良（公明） 吉川 沙織（民主） 弘友 和夫（公明）

大久保 潔重（民主） 石井 みどり（自民） 松 あきら（公明）
金子 恵美（民主） 衛藤 晟一（自民） 仁比 聡平（共産）
行田 邦子（民主） 荻原 健司（自民） 又市 征治（社民）

（21.9.18 現在）

委員会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

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。

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。

委員一覧（30名）

委員長 山下 栄一（公明） 武内 則男（民主） 小池 正勝（自民）
理 事 足立 信也（民主） 千葉 景子（民主） 小泉 昭男（自民）
理 事 喜納 昌吉（民主） 長谷川 憲正（民主） 佐藤 正久（自民）
理 事 林 久美子（民主） 白 眞勲（民主） 中川 義雄（自民）
理 事 川口 順子（自民） 松井 孝治（民主） 中山 恭子（自民）
理 事 山本 香苗（公明） 松岡 徹（民主） 二之湯 智（自民）

岡崎 トミ子（民主） 水戸 将史（民主） 古川 俊治（自民）
島田 智哉子（民主） 石井 準一（自民） 森 まさこ（自民）
主濱 了（民主） 大江 康弘（自民） 山下 芳生（共産）
田名部 匡省（民主） 加治屋 義人（自民） 渕上 貞雄（社民）

（21.9.18 現在）

委員会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に

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。



委員一覧（25名）

委員長 西岡 武夫（民主） 風間 直樹（民主） 伊達 忠一（自民）
理 事 池口 修次（民主） 川合 孝典（民主） 西田 昌司（自民）
理 事 小川 勝也（民主） 谷岡 郁子（民主） 長谷川 大紋（自民）
理 事 水岡 俊一（民主） 友近 聡朗（民主） 松下 新平（自民）
理 事 秋元 司（自民） 羽田 雄一郎（民主） 丸川 珠代（自民）
理 事 世耕 弘成（自民） 姫井 由美子（民主） 義家 弘介（自民）
理 事 魚住 裕一郎（公明） 米長 晴信（民主） 山本 博司（公明）

大島 九州男（民主） 礒崎 陽輔（自民）
加賀谷 健（民主） 島尻 安伊子（自民） （21.9.16 現在）

庶務関係小委員（15名）

小委員長 羽田 雄一郎（民主） 谷岡 郁子（民主） 島尻 安伊子（自民）
池口 修次（民主） 姫井 由美子（民主） 世耕 弘成（自民）
小川 勝也（民主） 水岡 俊一（民主） 西田 昌司（自民）
大島 九州男（民主） 秋元 司（自民） 松下 新平（自民）
加賀谷 健（民主） 礒崎 陽輔（自民） 魚住 裕一郎（公明）

（召集日 現在）

図書館運営小委員（15名）

小委員長 伊達 忠一（自民） 川合 孝典（民主） 世耕 弘成（自民）
池口 修次（民主） 友近 聡朗（民主） 長谷川 大紋（自民）
小川 勝也（民主） 水岡 俊一（民主） 丸川 珠代（自民）
大島 九州男（民主） 米長 晴信（民主） 義家 弘介（自民）
風間 直樹（民主） 秋元 司（自民） 魚住 裕一郎（公明）

（召集日 現在）

委員会経過

○平成21年９月16日(水)（第１回）

一、事務総長から内閣総辞職の報告を聴いた。

一、国家基本政策委員長及び予算委員長の辞任

及びその補欠選任について決定した。

一、災害対策特別委員会、沖縄及び北方問題に

関する特別委員会、政治倫理の確立及び選挙

制度に関する特別委員会、北朝鮮による拉致

問題等に関する特別委員会、政府開発援助等

に関する特別委員会及び消費者問題に関する

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。

災害対策特別委員会

民主党・新緑風会・国民新・日本10人、自

由民主党・改革クラブ７人、公明党２人、

日本共産党１人 計20人

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

民主党・新緑風会・国民新・日本９人、自

由民主党・改革クラブ７人、公明党２人、

日本共産党及び社会民主党・護憲連合各１

人 計20人

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委

員会

民主党・新緑風会・国民新・日本17人、自

由民主党・改革クラブ13人、公明党３人、



日本共産党及び社会民主党・護憲連合各１

人 計35人

北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会

民主党・新緑風会・国民新・日本10人、自

由民主党・改革クラブ７人、公明党２人、

日本共産党１人 計20人

政府開発援助等に関する特別委員会

民主党・新緑風会・国民新・日本17人、自

由民主党・改革クラブ11人、公明党２人

計30人

消費者問題に関する特別委員会

民主党・新緑風会・国民新・日本12人、自

由民主党・改革クラブ９人、公明党２人、

日本共産党及び社会民主党・護憲連合各１

人 計25人

一、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。

民主党・新緑風会・国民新・日本８人、自

由民主党・改革クラブ６人、公明党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。

一、派遣議員の報告書を本委員会の会議録に掲

載することに決定した。

一、会期を４日間とすることに決定した。

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

○平成21年９月18日(金)（第２回）

一、理事の補欠選任を行った。

一、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。

一、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。

一、本日の本会議の議事に関する件について決

定した。

委員一覧（10名）

委員長 藤井 孝男（自民） 榛葉 賀津也（民主） 吉村 剛太郎（自民）

理 事 山下 八洲夫（民主） 谷 博之（民主） 白浜 一良（公明）

理 事 山崎 正昭（自民） 内藤 正光（民主）

櫻井 充（民主） 平野 達男（民主） （召集日 現在）



委員一覧（20名）

委員長 鈴木 陽悦（民主） 高橋 千秋（民主） 佐藤 正久（自民）
理 事 前田 武志（民主） 直嶋 正行（民主） 塚田 一郎（自民）
理 事 室井 邦彦（民主） 藤谷 光信（民主） 山田 俊男（自民）
理 事 加治屋 義人（自民） 松浦 大悟（民主） 西田 実仁（公明）
理 事 神取 忍（自民） 吉川 沙織（民主） 山本 博司（公明）

一川 保夫（民主） 浅野 勝人（自民） 仁比 聡平（共産）
川崎 稔（民主） 佐藤 信秋（自民） （21.9.16 現在）

委員会経過

○平成21年９月16日(水)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

平成21年７月21日の大雨による被害状況等に

関する実情調査のための派遣議員の報告書に

ついては、これを会議録に掲載することに決

定した。

○平成21年９月18日(金)（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。

委員一覧（20名）

委員長 市川 一朗（自民） 高嶋 良充（民主） 水落 敏栄（自民）
理 事 岩本 司（民主） ツルネン マルテイ（民主） 義家 弘介（自民）
理 事 今野 東（民主） 藤原 正司（民主） 木庭 健太郎（公明）
理 事 北川 イッセイ（自民） 円 より子（民主） 西田 実仁（公明）
理 事 伊達 忠一（自民） 横峯 良郎（民主） 紙 智子（共産）

喜納 昌吉（民主） 島尻 安伊子（自民） 山内 徳信（社民）
佐藤 泰介（民主） 中川 義雄（自民） （21.9.16 現在）

委員会経過

○平成21年９月16日(水)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成21年９月18日(金)（第２回）

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。

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。



委員一覧（35名）

委員長 谷 博之（民主） 谷岡 郁子（民主） 二之湯 智（自民）
理 事 芝 博一（民主）  泰弘（民主） 古川 俊治（自民）
理 事 津田 弥太郎（民主） 中村 哲治（民主） 牧野 たかお（自民）
理 事 平山 幸司（民主） 長浜 博行（民主） 松下 新平（自民）
理 事 山下 八洲夫（民主） 林 久美子（民主） 松村 二（自民）
理 事 川口 順子（自民） 平山 誠（民主） 丸川 珠代（自民）
理 事 西島 英利（自民） 瀬 進（民主） 丸山 和也（自民）
理 事 弘友 和夫（公明） 柳田 稔（民主） 荒木 清寛（公明）

足立 信也（民主） 石井 準一（自民） 山口 那津男（公明）
梅村 聡（民主） 礒崎 陽輔（自民） 井上 哲士（共産）
尾立 源幸（民主） 河合 常則（自民） 又市 征治（社民）
亀井 郁夫（民主） 岸 宏一（自民） （21.9.16 現在）

委員会経過

○平成21年９月16日(水)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成21年９月18日(金)（第２回）

政治倫理の確立及び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。

委員一覧（20名）

委員長 藤田 幸久（民主） 外山 （民主） 中山 恭子（自民）
理 事 川上 義博（民主） 徳永 久志（民主） 松山 政司（自民）
理 事 山根 治（民主） 白 眞勲（民主） 山崎 正昭（自民）
理 事 山谷 えり子（自民） 前川 清成（民主） 魚住 裕一郎（公明）
理 事 山本 一太（自民） 森 ゆうこ（民主） 風間 （公明）

風間 直樹（民主） 衛藤 晟一（自民） 山下 芳生（共産）
川合 孝典（民主） 関口 昌一（自民） （21.9.16 現在）

委員会経過

○平成21年９月16日(水)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成21年９月18日(金)（第２回）

北朝鮮による拉致問題等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。

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。



委員一覧（30名）

委員長 若林 正俊（自民） 加藤 敏幸（民主） 柳澤 光美（民主）
理 事 木俣 佳丈（民主） 亀井 亜紀子（民主） 石井 みどり（自民）
理 事 工藤 堅太郎（民主） 武内 則男（民主） 木村 仁（自民）
理 事 藤末 健三（民主） 轟木 利治（民主） 佐藤 昭郎（自民）
理 事 小泉 昭男（自民） 姫井 由美子（民主） 西田 昌司（自民）
理 事 椎名 一（自民） 藤原 良信（民主） 長谷川 大紋（自民）
理 事 浜田 昌良（公明） 牧山 ひろえ（民主） 森 まさこ（自民）

犬塚 直史（民主） 増子 輝彦（民主） 山本 順三（自民）
植松 恵美子（民主） 松岡 徹（民主） 渡辺 秀央（自民）
小川 敏夫（民主） 森田 高（民主） 谷合 正明（公明）

（21.9.16 現在）

委員会経過

○平成21年９月16日(水)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成21年９月18日(金)（第２回）

政府開発援助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。

委員一覧（25名）

委員長 草川 昭三（公明） 島田 智哉子（民主） 塚田 一郎（自民）
理 事 藤本 祐司（民主） 下田 敦子（民主） 松下 新平（自民）
理 事 松井 孝治（民主） 徳永 久志（民主） 森 まさこ（自民）
理 事 柳澤 光美（民主） 姫井 由美子（民主） 山田 俊男（自民）
理 事 岩城 光英（自民） 藤原 良信（民主） 山本 香苗（公明）
理 事 小池 正勝（自民） 森 ゆうこ（民主） 大門 実紀史（共産）

大河原 雅子（民主） 石井 みどり（自民） 近藤 正道（社民）
金子 恵美（民主） 礒崎 陽輔（自民）
自見 庄三郎（民主） 佐藤 信秋（自民） （21.9.16 現在）

委員会経過

○平成21年９月16日(水)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成21年９月18日(金)（第２回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関

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。



２ 調査会審議経過

委員一覧（25名）

会 長 石井 一（民主） 郡司 彰（民主） 西田 昌司（自民）
理 事 島田 智哉子（民主） 長浜 博行（民主） 牧野 たかお（自民）
理 事 主濱 了（民主） 広中 和歌子（民主） 丸山 和也（自民）
理 事 富岡 由紀夫（民主） 福山 哲郎（民主） 水落 敏栄（自民）
理 事 川口 順子（自民） 増子 輝彦（民主） 山下 栄一（公明）
理 事 小池 正勝（自民） 峰崎 直樹（民主） 山本 香苗（公明）
理 事 加藤 修一（公明） 神取 忍（自民） 山内 徳信（社民）

木俣 佳丈（民主） 佐藤 正久（自民）
喜納 昌吉（民主） 島尻 安伊子（自民） （21.9.18 現在）

調査会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

国際問題及び地球温暖化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。

委員一覧（25名）

会 長 矢野 哲朗（自民） 加藤 敏幸（民主） 佐藤 信秋（自民）
理 事 大石 尚子（民主） 川合 孝典（民主） 長谷川 大紋（自民）
理 事 亀井 亜紀子（民主） 川上 義博（民主） 森 まさこ（自民）
理 事 藤本 祐司（民主） 川崎 稔（民主） 山田 俊男（自民）
理 事 岩城 光英（自民） 行田 邦子（民主） 若林 正俊（自民）
理 事 吉田 博美（自民） 鈴木 寛（民主） 澤 雄二（公明）
理 事 松 あきら（公明） 広田 一（民主） 山下 芳生（共産）

一川 保夫（民主） 松井 孝治（民主）
大久保 勉（民主） 石井 準一（自民） （21.9.18 現在）

調査会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

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。



委員一覧（25名）

会 長 田名部 匡省（民主） 神本 美恵子（民主） 古川 俊治（自民）
理 事 相原 久美子（民主） 佐藤 泰介（民主） 松下 新平（自民）
理 事 下田 敦子（民主） 千葉 景子（民主） 丸川 珠代（自民）
理 事 羽田 雄一郎（民主） 那谷屋 正義（民主） 義家 弘介（自民）
理 事 岡田 広（自民） 松浦 大悟（民主） 浮島 とも子（公明）
理 事 南野 知惠子（自民） 柳田 稔（民主） 紙 智子（共産）
理 事 鰐淵 洋子（公明） 石井 みどり（自民） 福島 みずほ（社民）

梅村 聡（民主） 礒崎 陽輔（自民）
岡崎 トミ子（民主） 塚田 一郎（自民） （21.9.18 現在）

調査会経過

○平成21年９月18日(金)（第１回）

少子高齢化・共生社会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会長に一

任することに決定した。



３ 憲法審査会

日本国憲法の改正手続に関する法律（平成19年法律第51号）による国会法の一部改正により、

日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について調査し、憲法改正原案、日本

国憲法の改正手続に係る法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設けることとされた。

ただし、公布の日（平成19年５月18日）から３年間は憲法改正原案に関する審査は行われないこと

になっている。また、憲法改正原案に関し、合同審査会の開催が可能であり、衆参各審査会への

勧告機能が付与されている。

改正された国会法は、第167回国会召集の日から施行されたが、今国会においても、各議院の

議決により定めることとされた憲法審査会に関する事項は議決されず、委員の選任も行われなかっ

た。



４ 政治倫理審査会

委員一覧（15名）

会 長 平田 健二（民主） 小川 勝也（民主） 林 芳正（自民）
幹 事 輿石 東（民主） 高嶋 良充（民主） 山崎 正昭（自民）
幹 事 瀬 進（民主） 水岡 俊一（民主） 吉村 剛太郎（自民）
幹 事 佐藤 昭郎（自民） 山下 八洲夫（民主） 脇 雅史（自民）

池口 修次（民主） 木 政二（自民） 浜四津 敏子（公明）
（召集日 現在）



質問主意書一覧

番 提出 転送 答弁書 掲載
件 名 提出者 受領

号 月日 月日 月日 会議録

21. 21. 21. 21.

１ 社会保険新宿診療所の売却問題に関する質問主意書 小池 晃君 9.17 9.18 10. 1 10. 1

追 録

２ 生活保護の母子加算・老齢加算復活に関する質問主 小池 晃君 9.17 9.18 10. 1 10. 1

意書 追 録

３ 出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度に 小池 晃君 9.17 9.18 10. 1 10. 1

関する質問主意書 追 録

４ ｢原子力の平和的利用における協力のための日本国政 近藤 正道君 9.18 9.18 10. 1 10. 1

府とロシア連邦政府との間の協定」に関する質問主 追 録

意書
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