
１ 委員会審議経過

委員一覧（20名）

委員長 石井 正弘（自民） 岡田 広（自民） 相原 久美子（立憲）
理 事 藤川 政人（自民） 山東 昭子（自民） 牧山 ひろえ（立憲）
理 事 和田 政宗（自民） 豊田 俊郎（自民） 榛葉 賀津也（民主）
理 事 竹内 真二（公明） 野上 浩太郎（自民） 田村 智子（共産）
理 事 矢田 わか子（民主） 舞立 昇治（自民） 清水 貴之（維新）

有村 治子（自民） 三原じゅん子（自民） 木戸口 英司（希会）
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（１）審議概観

第197回国会において、本委員会に付託

された法律案は、内閣提出４件であり、

いずれも可決した。

また、本委員会付託の請願８種類41件

は、いずれも保留とした。

１

〔法律案の審査〕

一般職の職員の給与に関する法律等の

一部を改正する法律案は、人事院の国会

及び内閣に対する平成30年８月10日付け

の職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、

一般職の国家公務員の俸給月額、初任給

調整手当、宿日直手当及び勤勉手当の額

等を改定しようとするものである。

特別職の職員の給与に関する法律の一

部を改正する法律案は、一般職の国家公

務員の給与改定に伴い、特別職の職員の

給与の額を改定しようとするものである。

委員会においては、両法律案を一括し

て議題とし、若年層に重点を置きながら

俸給月額を引き上げる理由、給与法改正

に伴う国の非常勤職員の給与への対応、

国家公務員の働き方改革の実効性の確保、

障害者雇用に係る事案への政府の対応等

について質疑が行われ、討論の後、順次

採決の結果、いずれも多数をもって原案

どおり可決された。

サイバーセキュリティ基本法の一部を

改正する法律案は、サイバーセキュリテ

ィに対する脅威の一層の深刻化に鑑み、

サイバーセキュリティに関する施策の推

進に関し必要な協議を行うため、サイバー

セキュリティ戦略本部長及びその委嘱を

受けた国務大臣その他関係事業者等を構

成員とするサイバーセキュリティ協議会

を組織するものとするとともに、サイバー

セキュリティに関する事象が発生した場

合における国内外の関係者との連絡調整

に関する事務をサイバーセキュリティ戦

略本部の所掌事務に追加する等の措置を

講じようとするものである。

委員会においては、サイバーセキュリ

ティ協議会の体制及び運営の在り方、2020

年東京オリンピック・パラリンピック競

技大会に向けたサイバーセキュリティ対

策の取組、サイバーセキュリティ人材の

確保・育成の必要性、サイバーセキュリ

ティ対策における海外との連携及び協力



等について質疑が行われ、討論の後、採

決の結果、多数をもって原案どおり可決

された。

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の

行われる日を休日とする法律案は、天皇

の退位等に関する皇室典範特例法を踏ま

え、天皇の即位に際し、国民こぞって祝

意を表するため、即位の日及び即位礼正

殿の儀の行われる日を休日とする等の措

置を講じようとするものである。

委員会においては、即位の日を含む長

期の連休が国民生活に与える影響への対

応、即位の日を来年５月１日とした理由

等について質疑が行われ、討論の後、採

決の結果、多数をもって原案どおり可決

された。なお、附帯決議が付された。

１

〔国政調査〕

11月13日、一般職の職員の給与につい

ての報告及び勧告等について一宮人事院

総裁から説明を聴取した。

11月15日、国の行政機関における公文

書管理、クールジャパン戦略の在り方、

妊娠に係る相談・支援体制の整備、東京

オリンピック競技大会・東京パラリン

ピック競技大会等におけるテロ対策、企

業主導型保育事業の適正な運営の確保、

法の趣旨を踏まえた政治資金の管理、女

性活躍及び女性差別撤廃、ギャンブル等

依存症対策及びカジノ管理委員会に係る

予算、幼児教育の無償化に係る国と地方

の財源負担の在り方、普天間飛行場の辺

野古移設等の諸問題について質疑を行っ

た。

11月27日、東京オリンピック競技大会・

東京パラリンピック競技大会関連施設の

建設工事従事者の安全対策、組織的なサ

イバー攻撃に対する現状認識、放課後児

童クラブに係る施策の在り方、企業主導

型保育事業に係る事務体制の在り方、幼

児教育・保育の無償化に伴う諸課題、保

育人材の確保に向けた取組の抜本的な見

直しの必要性、国際リニアコライダーの

誘致、日米物品貿易協定交渉への対応方

針、クールジャパン関連事業の課題、Ａ

Ｉの研究開発に係る戦略及び普及促進策、

ソーシャル・インパクト・ボンドの活用

促進策、消費税増税対策としてのポイン

ト還元制度等の諸問題について質疑を

行った。

12月６日、ハラスメント防止対策、国

の行政機関における障害者雇用に係る事

案の真相究明及び再発防止策、訪日外国

人旅行者の受入環境整備等に向けた交通

系ＩＣカードの利便性向上、国家戦略特

別区域における農業分野での外国人材の

受入れと新たな外国人材の受入れとの関

係、クールジャパン政策における担当大

臣の役割、普天間飛行場の辺野古移設等

の諸問題について質疑を行った。

（２）委員会経過

○平成30年11月13日(火)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

内閣の重要政策及び警察等に関する調査を行

うことを決定した。

一般職の職員の給与についての報告及び勧告

等に関する件について一宮人事院総裁から説

明を聴いた。

○平成30年11月15日(木)（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

国の行政機関における公文書管理に関する

件、クールジャパン戦略の在り方に関する件、

妊娠に係る相談・支援体制の整備に関する

件、東京オリンピック競技大会・東京パラリ

ンピック競技大会等におけるテロ対策に関す

る件、企業主導型保育事業の適正な運営の確

保に関する件、法の趣旨を踏まえた政治資金



の管理に関する件、女性活躍及び女性差別撤

廃に関する件、ギャンブル等依存症対策及び

カジノ管理委員会に係る予算に関する件、幼

児教育の無償化に係る国と地方の財源負担の

在り方に関する件、普天間飛行場の辺野古移

設に関する件等について宮腰国務大臣、平井

国務大臣、片山国務大臣、櫻田国務大臣、山

本国家公安委員会委員長、石井国務大臣、菅

内閣官房長官及び政府参考人に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

岡田広君（自民）、和田政宗君（自民）、西

田実仁君（公明）、竹内真二君（公明）、相

原久美子君（立憲）、杉尾秀哉君（立憲）、

矢田わか子君（民主）、田村智子君（共産）、

清水貴之君（維新）、木戸口英司君（希会）

○平成30年11月20日(火)（第３回）

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を

改正する法律案（閣法第３号）（衆議院送付）

特別職の職員の給与に関する法律の一部を改

正する法律案（閣法第４号）（衆議院送付）

以上両案について宮腰国務大臣から趣旨説明

を聴いた。

○平成30年11月22日(木)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を

改正する法律案（閣法第３号）（衆議院送付）

特別職の職員の給与に関する法律の一部を改

正する法律案（閣法第４号）（衆議院送付）

以上両案について宮腰国務大臣、上野厚生労

働大臣政務官、一宮人事院総裁、政府参考人

及び参議院事務局当局に対し質疑を行い、討

論の後、いずれも可決した。

〔質疑者〕

和田政宗君（自民）、竹内真二君（公明）、

牧山ひろえ君（立憲）、矢田わか子君（民

主）、田村智子君（共産）、清水貴之君（維

新）、木戸口英司君（希会）

（閣法第３号）

賛成会派 自民、公明、立憲、民主、共産、

希会

反対会派 維新

（閣法第４号）

賛成会派 自民、公明、立憲、民主、希会

反対会派 共産、維新

○平成30年11月27日(火)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

東京オリンピック競技大会・東京パラリン

ピック競技大会関連施設の建設工事従事者の

安全対策に関する件、組織的なサイバー攻撃

に対する現状認識に関する件、放課後児童ク

ラブに係る施策の在り方に関する件、企業主

導型保育事業に係る事務体制の在り方に関す

る件、幼児教育・保育の無償化に伴う諸課題

に関する件、保育人材の確保に向けた取組の

抜本的な見直しの必要性に関する件、国際リ

ニアコライダーの誘致に関する件、日米物品

貿易協定交渉への対応方針に関する件、クー

ルジャパン関連事業の課題に関する件、ＡＩ

の研究開発に係る戦略及び普及促進策に関す

る件、ソーシャル・インパクト・ボンドの活

用促進策に関する件、消費税増税対策として

のポイント還元制度に関する件等について櫻

田国務大臣、宮腰国務大臣、菅内閣官房長官、

平井内閣府特命担当大臣、茂木国務大臣、新

谷厚生労働大臣政務官、滝波経済産業大臣政

務官、門山法務大臣政務官及び政府参考人に

対し質疑を行った。

〔質疑者〕

豊田俊郎君（自民）、和田政宗君（自民）、

相原久美子君（立憲）、田村智子君（共産）、

木戸口英司君（希会）、矢田わか子君（民

主）、竹内真二君（公明）、清水貴之君（維

新）

○平成30年11月29日(木)（第６回）

サイバーセキュリティ基本法の一部を改正す

る法律案（第196回国会閣法第45号）（衆議院

送付）について櫻田国務大臣から趣旨説明を

聴いた。

○平成30年12月４日(火)（第７回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

サイバーセキュリティ基本法の一部を改正す

る法律案（第196回国会閣法第45号）（衆議院

送付）について櫻田国務大臣、磯 経済産業



副大臣及び政府参考人に対し質疑を行い、討

論の後、可決した。

〔質疑者〕

藤末健三君（自民）、竹内真二君（公明）、

牧山ひろえ君（立憲）、矢田わか子君（民

主）、田村智子君（共産）、清水貴之君（維

新）、木戸口英司君（希会）

（第196回国会閣法第45号）

賛成会派 自民、公明、立憲、民主、維新

反対会派 共産、希会

○平成30年12月６日(木)（第８回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

ハラスメント防止対策に関する件、国の行政

機関における障害者雇用に係る事案の真相究

明及び再発防止策に関する件、訪日外国人旅

行者の受入環境整備等に向けた交通系ＩＣ

カードの利便性向上に関する件、国家戦略特

別区域における農業分野での外国人材の受入

れと新たな外国人材の受入れとの関係に関す

る件、クールジャパン政策における担当大臣

の役割に関する件、普天間飛行場の辺野古移

設に関する件等について片山国務大臣、櫻田

国務大臣、平井内閣府特命担当大臣、菅内閣

官房長官、古賀総務大臣政務官、田中国土交

通大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

相原久美子君（立憲）、牧山ひろえ君（立

憲）、榛葉賀津也君（民主）、田村智子君（共

産）、清水貴之君（維新）、木戸口英司君（希

会）

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われ

る日を休日とする法律案（閣法第13号）（衆

議院送付）について菅内閣官房長官から趣旨

説明を聴き、同長官、上野厚生労働大臣政務

官及び政府参考人に対し質疑を行い、討論の

後、可決した。

〔質疑者〕

三原じゅん子君（自民）、相原久美子君（立

憲）、矢田わか子君（民主）、田村智子君（共

産）、清水貴之君（維新）、木戸口英司君（希

会）

（閣法第13号）

賛成会派 自民、公明、立憲、民主、維新、

希会

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○平成30年12月10日(月)（第９回）

請願第44号外40件を審査した。

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。


