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（１）審議概観
第190回国会において、本委員会に付託

委員会の質疑においては、臨時会召集

された案件は、平成二十七年度補正予算

要求に対する政府の姿勢、一億総活躍社

２案、平成二十八年度総予算（３案）及

会の実現に向けた施策の内容、軽減税率

び平成二十八年度補正予算２案であり、

の導入における課題、年金生活者等支援

いずれも可決された。

臨時福祉給付金の趣旨と妥当性、保育・

なお、本委員会に付託された請願はな
かった。

介護の人材確保と処遇改善策、ＴＰＰ協
定の影響と対応策、政府の名目ＧＤＰ600
兆円目標の実現可能性、伊勢志摩サミッ

〔予算の審査〕
平成二十七年度補正予算

トへの取組状況と外交の展望、北朝鮮の
平成二十七年

核･ミサイル問題への対応、日韓関係の改

度補正予算２案（第１号及び特第１号）

善に向けた取組、若年者の雇用促進策、

は、１月４日に提出され、20日に成立し

子どもの貧困対策の強化、給付型奨学金

た。

制度の拡充等の問題が取り上げられた。

委員会では、衆議院からの送付の後、
１月15日に財務大臣から趣旨説明を聴取

平成二十八年度総予算

し、同日から質疑に入り、19日には内政・

総予算（３案）は、１月22日に提出され、

外交の諸問題に関する集中審議及び締め

３月29日に成立した。

くくり質疑を行い、討論の後に採決の結
果、２案は可決された。

平成二十八年度

委員会では、２月２日に財務大臣から
趣旨説明を聴取し、衆議院から送付の後、

３月２日から質疑に入り、７日には経済・

平成二十八年度補正予算

財政等に関する集中審議、14日には社会

度補正予算２案（第１号及び特第１号）

平成二十八年

保障・国民生活等に関する集中審議、18

は、５月13日に提出され、17日に成立し

日には外交・安全保障等に関する集中審

た。

議、25日には安倍内閣の基本姿勢に関す

委員会では、13日に財務大臣から趣旨

る集中審議、28日には内政・外交の諸問

説明を聴取し、衆議院から送付の後、17

題に関する集中審議を行った。

日に質疑を行い、討論の後に採決の結果、

また、３月10日には公聴会を開催し、22

２案は可決された。

日及び23日には各委員会に審査を委嘱し

質疑においては、平成28年熊本地震の

たほか、予備審査中の２月８日及び９日

復旧・復興に向けた取組、仮設住宅の早

の２日間、三重県及び愛知県に委員を派

期建設、罹災証明書発行の迅速化、中小

遣して現地調査を行った。

企業・農業・観光業等の産業復興策と雇

３月29日には締めくくり質疑を行い、

用対策の強化、被災した子供の心のケア

討論の後に採決の結果、３案は可決され

の充実、復旧復興費用の財源の在り方、

た。

アベノミクスの効果と経済動向、タック

委員会の質疑においては、経済再生と

スヘイブンをめぐる諸問題、自動車の燃

財政健全化に向けた政府の取組、消費税

費データ不正への対応等の問題が取り上

率引上げの家計消費への影響、軽減税率

げられた。

導入における財源の確保、マイナス金利
政策の効果と課題、ＴＰＰ協定の国内産

〔国政調査〕

業への影響、待機児童問題への対応、子

予算の執行状況に関する調査を議題と

どもの貧困対策の拡充、児童虐待防止に

して、第189回国会閉会後の平成27年11月

向けた取組の強化、給付型奨学金制度の

11日、ＴＰＰを始め現下の政治課題に関

必要性、平和安全法制の憲法問題、我が

する集中審議が行われた。質疑において

国の安全保障の在り方、北朝鮮の核開発

は、ＴＰＰの我が国への影響、成長戦略

及び拉致問題への対応、東日本大震災被

におけるＴＰＰの位置付け、ＴＰＰ合意

災地の産業振興策、福島第一原発事故対

内容と国会決議の関係、消費税率引上げ

応の現状と問題点、規制緩和等による地

再延期の可能性、金融緩和と実質賃金低

域活性化の取組、再生可能エネルギーの

下の関係、マイナンバー制度の課題、希

導入促進、東京オリンピック・パラリン

少難病対策の推進、拉致問題解決への取

ピックの準備状況と課題、政治資金をめ

組、南シナ海情勢への我が国の対応等の

ぐる諸問題等の問題が取り上げられた。

問題が取り上げられた。

（２）委員会経過
○平成27年11月11日(水)（第189回国会閉会後

政府参考人の出席を求めることを決定した。

第１回）

参考人の出席を求めることを決定した。

― 集中審議（ＴＰＰを始め現下の政治課題） ―

予算の執行状況に関する調査のうち、ＴＰＰ

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

を始め現下の政治課題に関する件について安

倍内閣総理大臣、甘利国務大臣、森山農林水

石橋通宏君（民主）、岡田広君（自民）、片

産大臣、岸田外務大臣、加藤国務大臣、河野

山さつき君（自民）、宇都隆史君（自民）

国務大臣、島尻国務大臣、林経済産業大臣、

○平成28年１月18日(月)（第３回）

高市国務大臣、中谷防衛大臣、 木復興大臣、

― 総括質疑 ―

石井国土交通大臣、馳文部科学大臣、麻生財

平成二十七年度一般会計補正予算（第１号）

務大臣、菅内閣官房長官、石破国務大臣、政

（衆議院送付）

府参考人及び参考人日本銀行総裁黒田東彦君

平成二十七年度特別会計補正予算（特第１号）

に対し質疑を行った。

（衆議院送付）

〔質疑者〕

以上両案について安倍内閣総理大臣、岸田外

山谷えり子君（自民）、渡辺猛之君（自民）、

務大臣、中谷防衛大臣、塩崎厚生労働大臣、

徳永エリ君（民主）、小川敏夫君（民主）、

馳文部科学大臣、高市総務大臣、石井国土交

浜田昌良君（公明）、紙智子君（共産）、井

通大臣、林経済産業大臣、麻生財務大臣、加

上義行君（元気）、アントニオ猪木君（元

藤国務大臣、菅内閣官房長官、甘利国務大臣、

気）、片山虎之助君（維新）、中野正志君（次

河野国務大臣、森山農林水産大臣、丸川環境

代）、渡辺美知太郎君（無ク）、福島みずほ

大臣、河戸会計検査院長、横畠内閣法制局長

君（社民）、荒井広幸君（改革）

官、政府参考人及び参考人日本銀行総裁黒田
東彦君に対し質疑を行った。

○平成28年１月７日(木)（第１回）

〔質疑者〕

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。

宇都隆史君（自民）、石川博崇君（公明）、
※竹谷とし子君（公明）、小池晃君（共産）、
山田太郎君（維元）、川田龍平君（維元）、
片山虎之助君（維会）、※ 藤巻健史君（維

○平成28年１月15日(金)（第２回）
― 総括質疑 ―

会）、中山恭子君（日本）、中西健治君（無

政府参考人の出席を求めることを決定した。

ク）、福島みずほ君（社民）、荒井広幸君（改

参考人の出席を求めることを決定した。

革）

平成二十七年度一般会計補正予算（第１号）
（衆議院送付）

※関連質疑

○平成28年１月19日(火)（第４回）
― 集中審議（内政・外交の諸問題）・締めく

平成二十七年度特別会計補正予算（特第１号）

くり質疑 ―

（衆議院送付）

平成二十七年度一般会計補正予算（第１号）

以上両案について麻生財務大臣から趣旨説明

（衆議院送付）

を聴いた後、安倍内閣総理大臣、馳文部科学

平成二十七年度特別会計補正予算（特第１号）

大臣、菅内閣官房長官、中谷防衛大臣、高市

（衆議院送付）

総務大臣、石破国務大臣、麻生財務大臣、森

以上両案について安倍内閣総理大臣、菅内閣

山農林水産大臣、塩崎厚生労働大臣、加藤国

官房長官、麻生財務大臣、石井国土交通大臣、

務大臣、林経済産業大臣、丸川環境大臣、島

加藤国務大臣、塩崎厚生労働大臣、馳文部科

尻内閣府特命担当大臣、河野国務大臣、

学大臣、島尻内閣府特命担当大臣、中谷防衛

木

復興大臣、石井国土交通大臣、甘利国務大臣、

大臣、岸田外務大臣、河野国務大臣、甘利国

岸田外務大臣、田所法務大臣政務官、政府参

務大臣、石破内閣府特命担当大臣、高市総務

考人及び参考人日本銀行総裁黒田東彦君に対

大臣、遠藤国務大臣、丸川環境大臣、林経済

し質疑を行った。

産業大臣、岩城法務大臣、政府参考人及び参

〔質疑者〕

考人日本銀行総裁黒田東彦君に対し質疑を行

長浜博行君（民主）、水野賢一君（民主）、

い、討論の後、いずれも可決した。

・集中審議

行総裁黒田東彦君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

〔質疑者〕

阿達雅志君（自民）、

藤嘉隆君（民主）、

小川敏夫君（民主）、蓮舫君（民主）、大塚

山本香苗君（公明）、仁比聡平君（共産）、

耕平君（民主）、鶴保庸介君（自民）、宮沢

山田太郎君（維元）、東徹君（維会）、中山
恭子君（日本）、薬師寺みちよ君（無ク）、
福島みずほ君（社民）、荒井広幸君（改革）
・締めくくり質疑
〔質疑者〕

洋一君（自民）
○平成28年３月３日(木)（第８回）
― 基本的質疑 ―
参考人の出席を求めることを決定した。
平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

高橋克法君（自民）、大久保勉君（民主）、

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

河野義博君（公明）、小池晃君（共産）、川

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

田龍平君（維元）、東徹君（維会）、中山恭

付）

子君（日本）、薬師寺みちよ君（無ク）、福

以上３案について安倍内閣総理大臣、石原国

島みずほ君（社民）、荒井広幸君（改革）

務大臣、麻生財務大臣、林経済産業大臣、塩

（平成二十七年度補正予算）

崎厚生労働大臣、遠藤国務大臣、石破国務大

賛成会派 自民、公明、日本、改革

臣、石井国土交通大臣、馳文部科学大臣、河

反対会派 民主、共産、維元、維会、無ク、

野国務大臣、高市総務大臣、加藤国務大臣、

社民

菅内閣官房長官、岸田外務大臣、森山農林水

○平成28年１月28日(木)（第５回）

産大臣、中谷防衛大臣、岡田財務副大臣、田

平成二十八年度総予算審査のため委員派遣を

中原子力規制委員会委員長、政府参考人、参

行うことを決定した。

考人日本銀行総裁黒田東彦君及び東京電力株

○平成28年２月２日(火)（第６回）

式会社代表執行役社長廣瀬直己君に対し質疑

平成二十八年度一般会計予算（予）

を行った。

平成二十八年度特別会計予算（予）

〔質疑者〕

平成二十八年度政府関係機関予算（予）

宮沢洋一君（自民）、中川雅治君（自民）、

以上３案について麻生財務大臣から趣旨説明

西田実仁君（公明）、秋野公造君（公明）、

を聴いた。

小池晃君（共産）、松田公太君（維元）、山

○平成28年３月２日(水)（第７回）
― 基本的質疑 ―

田太郎君（維元）、片山虎之助君（維会）、
※清水貴之君（維会）、中山恭子君（日本）、

政府参考人の出席を求めることを決定した。

吉田忠智君（社民）、薬師寺みちよ君（無

参考人の出席を求めることを決定した。
平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）
平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

ク）、荒井広幸君（改革）

※関連質疑

派遣委員から報告を聴いた。
○平成28年３月４日(金)（第９回）

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

― 一般質疑 ―

付）

平成二十八年度総予算審査のため公聴会開会

以上３案について安倍内閣総理大臣、中谷防

承認要求書を提出することを決定した。

衛大臣、林経済産業大臣、石原国務大臣、麻

平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

生国務大臣、岸田外務大臣、森山農林水産大

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

臣、高市国務大臣、丸川環境大臣、岩城国務

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

大臣、加藤国務大臣、塩崎厚生労働大臣、石

付）

井国土交通大臣、河野国務大臣、馳文部科学

以上３案について石原国務大臣、馳文部科学

大臣、中村参議院事務総長及び参考人日本銀

大臣、遠藤国務大臣、森山農林水産大臣、塩

崎厚生労働大臣、菅内閣官房長官、石井国土

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

交通大臣、中谷防衛大臣、岸田外務大臣、林

付）

経済産業大臣、麻生国務大臣、石破内閣府特

以上３案について塩崎厚生労働大臣、石井国

命担当大臣、河野国務大臣、高市総務大臣、

土交通大臣、麻生財務大臣、馳文部科学大臣、

岩城法務大臣、丸川環境大臣、田中原子力規

加藤国務大臣、岩城法務大臣、菅内閣官房長

制委員会委員長、政府参考人及び参考人日本

官、島尻国務大臣、中谷防衛大臣、林経済産

銀行総裁黒田東彦君に対し質疑を行った。

業大臣、高市総務大臣、遠藤国務大臣、丸川

〔質疑者〕

環境大臣、岸田外務大臣、横畠内閣法制局長

二之湯武史君（自民）、藤田幸久君（民主）、
※大久保勉君（民主）、山本香苗君（公明）、

官、田中原子力規制委員会委員長、政府参考

倉林明子君（共産）、山田太郎君（維元）、

長廣瀬直己君に対し質疑を行った。

藤巻健史君（維会）、浜田和幸君（日本）、

〔質疑者〕

吉田忠智君（社民）、薬師寺みちよ君（無
ク）、平野達男君（改革）

※関連質疑
○平成28年３月７日(月)（第10回）
― 集中審議（経済・財政等） ―

人及び参考人東京電力株式会社代表執行役社

山下雄平君（自民）、西村まさみ君（民主）、
※風間直樹君（民主）、河野義博君（公明）
※関連質疑
○平成28年３月９日(水)（第12回）

平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

― 一般質疑 ―

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

付）

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

以上３案について安倍内閣総理大臣、石原国

付）

務大臣、麻生国務大臣、森山農林水産大臣、

以上３案について石井国土交通大臣、塩崎厚

林経済産業大臣、馳文部科学大臣、高市総務

生労働大臣、菅内閣官房長官、石破国務大臣、

大臣、丸川環境大臣、岸田外務大臣、塩崎厚

高市総務大臣、馳文部科学大臣、麻生財務大

生労働大臣、加藤国務大臣、石破国務大臣、

臣、林経済産業大臣、丸川国務大臣、岸田外

石井国土交通大臣、岩城法務大臣、島尻国務

務大臣、河野国務大臣、

大臣、横畠内閣法制局長官、政府参考人及び

農林水産大臣、太田厚生労働大臣政務官、田

参考人日本銀行総裁黒田東彦君に対し質疑を

中原子力規制委員会委員長及び政府参考人に

行った。

対し質疑を行った。

〔質疑者〕

〔質疑者〕

木復興大臣、森山

山崎力君（自民）、渡辺猛之君（自民）、増

辰巳孝太郎君（共産）、儀間光男君（維会）、

子輝彦君（民主）、藤末健三君（民主）、浜

川田龍平君（維党）、和田政宗君（日本）、

田昌良君（公明）、紙智子君（共産）、東徹

山口和之君（元気）、福島みずほ君（社民）、

君（維会）、川田龍平君（維党）、和田政宗

渡辺美知太郎君（無ク）、平野達男君（改

君（日本）、山田太郎君（元気）、福島みず

革）

ほ君（社民）、渡辺美知太郎君（無ク）、荒
井広幸君（改革）
○平成28年３月８日(火)（第11回）

○平成28年３月10日(木)（公聴会 第１回）
平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）
平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

― 一般質疑 ―

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

参考人の出席を求めることを決定した。

付）

平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

以上３案について次の公述人から意見を聴き

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

質疑を行った。

〔公述人〕

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

経済評論家

林健二郎君

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

東短リサーチ株式会社代表取締役社長

付）

チーフエコノミスト

以上３案について安倍内閣総理大臣、石破国

加藤出君

元統合幕僚会議議長
公益社団法人隊友会会長

務大臣、加藤国務大臣、馳文部科学大臣、河
西元徹也君

野国務大臣、塩崎厚生労働大臣、島尻内閣府

慶應義塾大学名誉教授

特命担当大臣、丸川環境大臣、林経済産業大

弁護士

臣、麻生財務大臣、石井国土交通大臣、森山

水戸市長

小林節君
高橋靖君

日本労働組合総連合会事務局長

農林水産大臣、石原国務大臣、岩城法務大臣、
逢見直人

君
・公述人（林健二郎君、加藤出君）に対する質
疑（経済・財政）
〔質疑者〕

遠藤国務大臣、田中原子力規制委員会委員長、
政府参考人及び参考人東京電力株式会社代表
執行役社長廣瀬直己君に対し質疑を行った。
〔質疑者〕
山谷えり子君（自民）、藤井基之君（自民）、

堀井巌君（自民）、長浜博行君（民主）、石

櫻井充君（民主）、小林正夫君（民主）、長

川博崇君（公明）、小池晃君（共産）、東徹

沢広明君（公明）、田村智子君（共産）、江

君（維会）、小野次郎君（維党）、中山恭子

口克彦君（維会）、川田龍平君（維党）、中

君（日本）、山田太郎君（元気）、吉田忠智

野正志君（日本）、松田公太君（元気）、福

君（社民）、渡辺美知太郎君（無ク）、平野

島みずほ君（社民）、薬師寺みちよ君（無

達男君（改革）

ク）、荒井広幸君（改革）

・公述人（西元徹也君、小林節君）に対する質

○平成28年３月15日(火)（第14回）

疑（外交・安全保障）

― 一般質疑 ―

〔質疑者〕

参考人の出席を求めることを決定した。

宇都隆史君（自民）、長浜博行君（民主）、

平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

新妻秀規君（公明）、井上哲士君（共産）、

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

東徹君（維会）、小野次郎君（維党）、中山

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

恭子君（日本）、山田太郎君（元気）、福島

付）

みずほ君（社民）、渡辺美知太郎君（無ク）、

以上３案について石破国務大臣、河野内閣府

平野達男君（改革）

特命担当大臣、馳文部科学大臣、遠藤国務大

・公述人（高橋靖君、逢見直人君）に対する質

臣、麻生財務大臣、林経済産業大臣、丸川環

疑（社会保障・国民生活）

境大臣、菅内閣官房長官、石井国土交通大臣、

〔質疑者〕

高市総務大臣、島尻国務大臣、中谷防衛大臣、

高橋克法君（自民）、長浜博行君（民主）、

岸田外務大臣、

荒木清寛君（公明）、井上哲士君（共産）、

大臣、山本国土交通副大臣、佐藤農林水産大

清水貴之君（維会）、川田龍平君（維党）、

臣政務官、田中原子力規制委員会委員長、政

和田政宗君（日本）、山口和之君（元気）、

府参考人及び参考人独立行政法人都市再生機

福島みずほ君（社民）、薬師寺みちよ君（無

構理事長上西郁夫君に対し質疑を行った。

ク）、荒井広幸君（改革）

〔質疑者〕

○平成28年３月14日(月)（第13回）

木復興大臣、森山農林水産

― 集中審議（社会保障・国民生活等） ―

高野光二郎君（自民）、大塚耕平君（民主）、
野田国義君（民主）、※広田一君（民主）、

参考人の出席を求めることを決定した。

矢倉克夫君（公明）

平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

○平成28年３月16日(水)（第15回）

※関連質疑

― 一般質疑 ―

〔質疑者〕

平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

大野

正君（自民）、櫻井充君（民主）、新

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

妻秀規君（公明）、田村智子君（共産）、清

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

水貴之君（維会）、川田龍平君（維党）、和

付）

田政宗君（日本）、山口和之君（元気）、福

以上３案について沖縄及び北方問題に関する

島みずほ君（社民）、渡辺美知太郎君（無

特別委員会、政府開発援助等に関する特別委

ク）、平野達男君（改革）

員会、地方・消費者問題に関する特別委員会

○平成28年３月18日(金)（第17回）

及び東日本大震災復興及び原子力問題特別委

― 集中審議（外交・安全保障等） ―

員会については３月22日の１日間、内閣委員

平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

会、総務委員会、法務委員会、外交防衛委員

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

会、財政金融委員会、文教科学委員会、厚生

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

労働委員会、農林水産委員会、経済産業委員

付）

会、国土交通委員会及び環境委員会について

以上３案について安倍内閣総理大臣、岸田外

は３月23日の１日間、当該委員会の所管に係

務大臣、馳文部科学大臣、遠藤国務大臣、高

る部分の審査を委嘱することを決定した。

市総務大臣、麻生財務大臣、中谷防衛大臣、

以上３案について

塩崎厚生労働大臣、島尻内閣府特命担当大臣、

木復興大臣、河野国務大

臣、石井国土交通大臣、石破国務大臣、加藤

岩城法務大臣、菅内閣官房長官、河野国家公

国務大臣、石原国務大臣、麻生財務大臣、馳

安委員会委員長、林経済産業大臣、加藤国務

文部科学大臣、森山農林水産大臣及び政府参

大臣、鈴木経済産業副大臣、若宮防衛副大臣、

考人に対し質疑を行った。

竹内厚生労働副大臣、義家文部科学副大臣、

〔質疑者〕

濱地外務大臣政務官、牧島内閣府大臣政務官、

紙智子君（共産）、室井邦彦君（維会）、寺

横畠内閣法制局長官及び政府参考人に対し質

田典城君（維党）、中山恭子君（日本）、松

疑を行った。

田公太君（元気）、又市征治君（社民）、渡

〔質疑者〕

辺美知太郎君（無ク）、平野達男君（改革）
○平成28年３月17日(木)（第16回）

猪口邦子君（自民）、宇都隆史君（自民）、
白眞勲君（民主）、有田芳生君（民主）、谷

― 一般質疑 ―

合正明君（公明）、井上哲士君（共産）、儀

参考人の出席を求めることを決定した。

間光男君（維会）、小野次郎君（維党）、中

平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

山恭子君（日本）、アントニオ猪木君（元

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

気）、吉田忠智君（社民）、薬師寺みちよ君

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

（無ク）、荒井広幸君（改革）

付）

○平成28年３月25日(金)（第18回）

以上３案について岸田外務大臣、林経済産業

― 集中審議（安倍内閣の基本姿勢） ―

大臣、馳文部科学大臣、石井国土交通大臣、

各委員長からの委嘱審査報告書は、これを会

麻生財務大臣、塩崎厚生労働大臣、石原内閣

議録に掲載することに決定した。

府特命担当大臣、中谷防衛大臣、森山農林水

参考人の出席を求めることを決定した。

産大臣、高市総務大臣、石破国務大臣、丸川

平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

環境大臣、岩城法務大臣、

木復興大臣、土

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

屋総務副大臣、一宮人事院総裁、政府参考人

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

及び参考人日本銀行総裁黒田東彦君に対し質

付）

疑を行った。

以上３案について安倍内閣総理大臣、麻生財

務大臣、高市総務大臣、石井国土交通大臣、

― 締めくくり質疑 ―

森山農林水産大臣、石破国務大臣、加藤国務

参考人の出席を求めることを決定した。

大臣、馳文部科学大臣、岸田外務大臣、河野

平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

国務大臣、塩崎厚生労働大臣、岩城法務大臣、

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

中谷防衛大臣、林経済産業大臣、石原国務大

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

臣、福岡内閣府副大臣、土井国土交通副大臣、

付）

田中原子力規制委員会委員長、杉本公正取引

以上３案について安倍内閣総理大臣、塩崎厚

委員会委員長、政府参考人及び参考人日本郵

生労働大臣、馳文部科学大臣、河野国務大臣、

政株式会社取締役兼代表執行役上級副社長鈴

麻生財務大臣、加藤国務大臣、林経済産業大

木康雄君に対し質疑を行った。

臣、森山農林水産大臣、石原国務大臣、高市

〔質疑者〕

総務大臣、丸川環境大臣及び参考人日本銀行

金子原二郎君（自民）、青木一彦君（自民）、

情報サービス局長

水岡俊一君（民主）、尾立源幸君（民主）、

い、討論の後、いずれも可決した。

石川博崇君（公明）、仁比聡平君（共産）、

〔質疑者〕

室井邦彦君（維会）、

橋経一君に対し質疑を行

山勇一君（維党）、

前川清成君（民主）、藤川政人君（自民）、

和田政宗君（日本）、山田太郎君（元気）、

荒木清寛君（公明）、小池晃君（共産）、東

福島みずほ君（社民）、渡辺美知太郎君（無

徹君（維会）、川田龍平君（維党）、中野正

ク）、平野達男君（改革）

志君（日本）、松田公太君（元気）、福島み

○平成28年３月28日(月)（第19回）

ずほ君（社民）、薬師寺みちよ君（無ク）、

― 集中審議（内政・外交の諸問題） ―
参考人の出席を求めることを決定した。

荒井広幸君（改革）
（平成二十八年度総予算）

平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

賛成会派 自民、公明、日本、改革

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

反対会派 民主、共産、維会、維党、元気、

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送
付）

社民、無ク
○平成28年５月13日(金)（第21回）

以上３案について安倍内閣総理大臣、加藤内

理事の補欠選任を行った。

閣府特命担当大臣、塩崎厚生労働大臣、石井

平成二十八年度一般会計補正予算（第１号）

国土交通大臣、麻生国務大臣、森山農林水産

（予）

大臣、馳文部科学大臣、高市総務大臣、林経

平成二十八年度特別会計補正予算（特第１号）

済産業大臣、横畠内閣法制局長官、政府参考

（予）

人、参考人独立行政法人都市再生機構理事長

以上両案について麻生財務大臣から趣旨説明

上西郁夫君、日本銀行総裁黒田東彦君及び日

を聴いた。

本放送協会会長籾井勝人君に対し質疑を行っ

○平成28年５月17日(火)（第22回）

た。

― 総括質疑 ―

〔質疑者〕

政府参考人の出席を求めることを決定した。

中川雅治君（自民）、安井美沙子君（民主）、

参考人の出席を求めることを決定した。

小西洋之君（民主）、河野義博君（公明）、

平成二十八年度一般会計補正予算（第１号）

辰巳孝太郎君（共産）、藤巻健史君（維会）、

（衆議院送付）

柴田巧君（維党）、浜田和幸君（日本）、松

平成二十八年度特別会計補正予算（特第１号）

田公太君（元気）、吉田忠智君（社民）、薬

（衆議院送付）

師寺みちよ君（無ク）、荒井広幸君（改革）

以上両案について安倍内閣総理大臣、麻生財

○平成28年３月29日(火)（第20回）

務大臣、菅内閣官房長官、河野内閣府特命担

当大臣、高市総務大臣、林経済産業大臣、石
井国土交通大臣、森山農林水産大臣、塩崎厚
生労働大臣、丸川環境大臣、馳文部科学大臣、
山本国土交通副大臣、中村参議院事務総長、
田中原子力規制委員会委員長、政府参考人及
び参考人公益財団法人日本オリンピック委員
会会長竹田恆和君に対し質疑を行い、討論の
後、いずれも可決した。
〔質疑者〕
櫻井充君（民進）、福山哲郎君（民進）、松
村祥史君（自民）、秋野公造君（公明）、仁
比聡平君（共産）、片山虎之助君（維新）、
山田太郎君（元気）、中山恭子君（日本）、
福島みずほ君（社民）、薬師寺みちよ君（無
ク）、平野達男君（改革）
（平成二十八年度補正予算）
賛成会派 自民、民進、公明、共産、維新、
元気、日本、社民、無ク、改革
反対会派 なし
○平成28年６月１日(水)（第23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。

