
 

 

１ 本会議審議経過 

〇令和４年１月17日(月) 

開会 午前10時７分  

日程第１ 議席の指定  

議長は、議員の議席を指定した。  

日程第２ 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、農林水産委員長に長谷川

岳君を指名した。  

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、 

東日本大震災からの復興に当たり、その総合的な対策樹立に資するため委員35名から成る東日本

大震災復興特別委員会を設置することに決し、 

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の調査並びに沖縄及び北方問題に関す

る対策樹立に資するため委員35名から成る政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員

会を設置することに決し、 

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、 

地方創生並びにデジタル社会の形成及び推進等に関する総合的な対策を樹立するため委員20名

 から成る地方創生及びデジタル社会の形成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20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13分  

再開 午後３時46分  

日程第３ 国務大臣の演説に関する件  

岸田内閣総理大臣は施政方針に関し、林外務大臣は外交に関し、鈴木財務大臣は財政に関し、山

際国務大臣は経済に関しそれぞれ演説をした。  

国務大臣の演説に対する質疑は、延期することに決した。  

散会 午後５時８分  

〇令和４年１月20日(木) 

開会 午前10時１分  

日程第１ 国務大臣の演説に関する件(第２日)  

水岡俊一君、松山政司君は、それぞれ質疑をした。  

残余の質疑は、延期することに決した。  

散会 午前11時48分  

〇令和４年１月21日(金) 

開会 午前10時１分  

日程第１ 国務大臣の演説に関する件(第３日)  

山口那津男君、舟山康江君は、それぞれ質疑をした。  



 

 

休憩 午前11時36分  

再開 午後１時１分  

休憩前に引き続き、浅田均君、小池晃君、福島みずほ君、宇都隆史君は、それぞれ質疑をした。 

議長は、質疑が終了したことを告げた。  

散会 午後３時55分 

〇令和４年２月９日(水) 

開会 午前10時１分  

元内閣総理大臣海部俊樹君逝去につき哀悼の件  

本件は、議長発議により院議をもって弔詞をささげることに決し、議長は弔詞を朗読した。  

日程第１ 国家公務員等の任命に関する件  

本件は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員に杉山治樹君、総合科学技術・イノベー

ション会議議員に篠原弘道君、公益認定等委員会委員に佐久間総一郎君、公認会計士・監査審査

会委員に吉田慶太君、情報公開・個人情報保護審査会委員に長屋聡君、中央社会保険医療協議会

公益委員に小塩隆士君、公害健康被害補償不服審査会委員に武田克彦君を任命することに同意す

ることに決し、 

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員に飯島淳子君、堀江正之君、公正取引委員会委員

に青木玲子君、情報公開・個人情報保護審査会委員に秋定裕子君、木村 麿君、佐藤郁美君、運

輸安全委員会委員に島村淳君、公害健康被害補償不服審査会委員に山 まさよ君を任命すること

に同意することに決し、 

総合科学技術・イノベーション会議議員に上山隆大君を任命することに同意することに決し、 

総合科学技術・イノベーション会議議員に波多野睦子君、公益認定等委員会委員に亀谷かをり君、

湯浅信好君、片岡麻紀君、藤井邦子君、国家公安委員会委員に竹部幸夫君、公認会計士・監査審

査会会長に松井 幸君、同委員に青木雅明君、志田薫君、玉井裕子君、 賀 弘君、上田亮子君、

皆川邦仁君、行政不服審査会委員に原優君、戸谷博子君、木村宏政君、川口貴公美君、佐 敦子

君、中原茂樹君、情報公開・個人情報保護審査会委員に合田悦三君、岡庭真由美君、太田匡彦君、

久末弥生君、電波監理審議会委員に石本雅子君、林秀弥君、労働保険審査会委員に比佐和枝君、

廣尚典君、社会保険審査会委員に大谷すみれ君、運輸審議会委員に三浦大介君、運輸安全委員会

委員長に武田展雄君、同委員に早田久子君、津田宏果君、中西美和君を任命することに全会一致

をもって同意することに決し、 

総合科学技術・イノベーション会議議員に菅裕明君、公益認定等委員会委員に佐藤彰紘君を任命

することに同意することに決し、 

公認会計士・監査審査会委員に千葉通子君、情報公開・個人情報保護審査会委員に白井玲子君を

任命することに同意することに決した。 

ウクライナを巡る憂慮すべき状況の改善を求める決議案(宮沢洋一君外８名発議)(委員会審査省略

要求）  

本案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加して議題とすることに決し、宮沢

洋一君から趣旨説明があった後、可決された。  

林外務大臣は、本決議について所信を述べた。  

散会 午前10時15分  

〇令和４年３月２日(水) 

開会 午後０時11分  

日程第１ ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議案(福岡資麿君外11名発議)(委員会審査省

略要求）  

本案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略して議題とすることに決し、福岡資麿君から趣旨

説明があった後、可決された。  



 

 

林外務大臣は、本決議について所信を述べた。  

散会 午後０時18分  

〇令和４年３月４日(金) 

開会 午前10時１分  

日程第１ 所得税法等の一部を改正する法律案(趣旨説明)  

本件は、鈴木財務大臣から趣旨説明があった後、古賀之士君、宮崎勝君、大塚耕平君、浅田均君、

大門実紀史君がそれぞれ質疑をした。  

散会 午前11時54分  

〇令和４年３月９日(水) 

開会 午前10時１分  

日程第１ 国務大臣の報告に関する件(令和四年度地方財政計画について)  

日程第２ 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案(趣旨

説明)  

以上両件は、金子総務大臣から報告及び趣旨説明があった後、柘植芳文君、木戸口英司君、芳賀

道也君、柳ヶ瀬裕文君、伊藤岳君がそれぞれ質疑をした。  

散会 午前11時53分  

〇令和４年３月18日(金) 

開会 午前10時１分  

日程第１ 中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名  

本指名は、議長に一任することに決し、議長は、中央選挙管理会委員に宮里猛君、門山泰明君、

神本美恵子君、西博義君、橋本雅史君、同予備委員に元宿仁君、阿部信吾君、平川憲之君、魚住

裕一郎君、島松洋一君を指名した。 

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに

日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する

日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件(趣旨説明) 

本件は、日程に追加し、林外務大臣から趣旨説明があった後、比嘉奈津美君、小西洋之君、上田

清司君、音喜多駿君、井上哲士君がそれぞれ質疑をした。 

休憩 午前11時56分 

再開 午後１時１分 

雇用保険法等の一部を改正する法律案(趣旨説明) 

本件は、日程に追加し、後藤厚生労働大臣から趣旨説明があった後、石田昌宏君、森屋隆君、田

村まみ君、石井苗子君、倉林明子君がそれぞれ質疑をした。 

散会 午後２時41分 

〇令和４年３月22日(火) 

開会 午後３時１分 

日程第１ 令和四年度一般会計予算 

日程第２ 令和四年度特別会計予算 

日程第３ 令和四年度政府関係機関予算 

以上３案は、予算委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があって、討論の後、記名投票を

 もって採決の結果、賛成155、反対82にて可決された。 

地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

以上両案は、日程に追加し、総務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があって、討論の

後、可決された。 

所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/meisai/m208080208001.htm


 

 

本案は、日程に追加し、財政金融委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があって、討論の

後、可決された。 

散会 午後５時23分 

〇令和４年３月25日(金) 

開会 午前10時１分 

国家公務員等の任命に関する件 

本件は、人事官に伊藤かつら君を任命することに全会一致をもって同意することに決し、 

原子力規制委員会委員長に山中伸介君を任命することに同意することに決し、 

原子力委員会委員に遠藤往子君、公害等調整委員会委員に上家和子君、原子力規制委員会委員に

杉山智之君を任命することに同意することに決し、 

公益認定等委員会委員に生野考司君、公認会計士・監査審査会委員に勝尾裕子君、公害等調整委

員会委員長に永野厚郎君、同委員に加藤一実君、中央更生保護審査会委員に岡田幸之君、労働保

険審査会委員に菅野淑子君、社会保険審査会委員に遠藤真澄君を任命することに全会一致をもっ

て同意することに決し、 

公正取引委員会委員に 田安志君を任命することに同意することに決し、 

日本放送協会経営委員会委員に村田晃嗣君を任命することに同意することに決し、 

日本放送協会経営委員会委員に大草透君を任命することに同意することに決し、 

日本放送協会経営委員会委員に明石伸子君、堰八義博君を任命することに同意することに決し、 

日本放送協会経営委員会委員に 原一夫君を任命することに同意することに決し、 

日本銀行政策委員会審議委員に髙田創君を任命することに同意することに決し、 

日本銀行政策委員会審議委員に田村直樹君を任命することに同意することに決し、 

労働保険審査会委員に室井純子君、中央社会保険医療協議会公益委員に永瀬伸子君を任命するこ

とに同意することに決した。 

日程第１ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び

区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新た

な特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求

めるの件(衆議院送付) 

本件は、外交防衛委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、承認することに決し

た。 

日程第２ 津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出) 

本案は、災害対策特別委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもっ

て可決された。 

日程第３ 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

本案は、財政金融委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可

決された。 

散会 午前10時18分 

〇令和４年３月30日(水) 

開会 午前10時１分 

日程第１ 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 

本案は、災害対策特別委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもっ

て可決された。 

日程第２ 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆

議院送付) 

本案は、財政金融委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可

決された。 



 

 

日程第３ 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関す

る法律案(内閣提出、衆議院送付) 

本案は、国土交通委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可

決された。 

日程第４ 警察法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

本案は、内閣委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決された。 

日程第５ 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付） 

本件は、総務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、承認することに決した。 

日程第６ 土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

日程第７ 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 

以上両案は、農林水産委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもっ

て可決された。 

日程第８ 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

本案は、厚生労働委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決された。 

散会 午前10時20分 

〇令和４年３月31日(木) 

開会 午後１時１分 

日程第１ 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法

律案(内閣提出、衆議院送付) 

本案は、政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長から委員会審査の経過及び結果の報告

があった後、可決された。 

日程第２ 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

本案は、政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員長から委員会審査の経過及び結果

の報告があった後、全会一致をもって可決された。 

保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

本案は、日程に追加し、財政金融委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決

された。 

二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案(内閣提出、衆議院送付) 

本案は、日程に追加し、外交防衛委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決

された。 

散会 午後１時12分 

〇令和４年４月１日(金) 

開会 午前10時１分 

日程第１ 国務大臣の報告に関する件(Ｇ７首脳会合に関する報告について) 

本件は、岸田内閣総理大臣から報告があった後、石井浩郎君、福山哲郎君、高橋光男君、大塚耕

平君、浅田均君、山下芳生君がそれぞれ質疑をした。 

散会 午後０時37分 

〇令和４年４月６日(水) 

開会 午前10時１分 

日程第１ 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(内閣提出、衆議院送付) 

日程第２ 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(内閣提出、衆議院送付) 

日程第３ 国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する

法律案(内閣提出、衆議院送付) 

以上３案は、内閣委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、日程第１は可決、日



 

 

程第２及び第３は全会一致をもって可決された。 

日程第４ 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

本案は、外交防衛委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決された。 

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出) 

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出) 

国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出) 

以上３案は、日程に追加し、議院運営委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、

第１の議案は可決、第２の議案は可決、第３の議案は全会一致をもって可決された。 

散会 午前10時13分 

〇令和４年４月８日(金) 

開会 午前10時１分 

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律案

(趣旨説明) 

本件は、日程に追加し、金子農林水産大臣から趣旨説明があった後、横沢高徳君、山﨑真之輔君、

梅村みずほ君、紙智子君がそれぞれ質疑をした。 

日程第１ 博物館法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

本案は、文教科学委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決された。 

日程第２ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 

本案は、農林水産委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可

決された。 

日程第３ 貿易保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

本案は、経済産業委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決された。 

常任委員会合同審査会規程の一部改正に関する件 

本件は、議長発議に係る常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案を全会一致をもって

可決した。 

散会 午後０時５分 

〇令和４年４月13日(水) 

開会 午前10時１分 

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案(趣旨説明) 

本件は、日程に追加し、小林国務大臣から趣旨説明があった後、宇都隆史君、杉尾秀哉君、塩田

博昭君、礒﨑哲史君、柴田巧君、田村智子君がそれぞれ質疑をした。 

日程第１ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案(厚生労働委員長提出) 

日程第２ 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案(厚

生労働委員長提出) 

以上両案は、厚生労働委員長から趣旨説明があった後、日程第１は可決、日程第２は全会一致を

もって可決された。 

日程第３ 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

本案は、外交防衛委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決された。 

日程第４ 自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 

本案は、国土交通委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決された。 

日程第５ 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出) 

本案は、内閣委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決された。 

散会 午後０時20分 

〇令和４年４月15日(金) 

開会 午前10時１分 



 

 

裁判官訴追委員辞任の件 

本件は、野村哲郎君の辞任を許可することに決した。 

裁判官訴追委員の選挙 

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、古川俊治君を指名した。 

関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(趣

旨説明) 

本件は、日程に追加し、鈴木財務大臣から趣旨説明があった後、小野田紀美君、熊谷裕人君、大

塚耕平君、浅田均君、大門実紀史君がそれぞれ質疑をした。 

日程第１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律案(内閣提出) 

本案は、地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員長から委員会審査の経過及び結果

の報告があった後、全会一致をもって可決された。 

日程第２ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

日程第３ 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

以上両案は、法務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、日程第２は可決、日

程第３は全会一致をもって可決された。 

国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出) 

本案は、日程に追加し、議院運営委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決

された。 

散会 午後０時13分 

〇令和４年４月20日(水) 

開会 午前10時１分 

議長は、新たに当選した議員中田宏君を議院に紹介した後、同君を経済産業委員に指名した。 

教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案(趣旨説明) 

本件は、日程に追加し、末松文部科学大臣から趣旨説明があった後、勝部賢志君、伊藤孝恵君、

片山大介君、吉良よし子君がそれぞれ質疑をした。 

日程第１ 旅券法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

日程第２ 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律を廃止する法律案(内

閣提出、衆議院送付) 

以上両案は、外交防衛委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもっ

て可決された。 

日程第３ 関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

日程第４ 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

以上両案は、財政金融委員会理事から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、日程第３は

可決、日程第４は全会一致をもって可決された。 

散会 午前11時42分 

〇令和４年４月22日(金) 

開会 午前10時１分 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(趣

旨説明) 

本件は、日程に追加し、後藤厚生労働大臣から趣旨説明があった後、小川克巳君、川田龍平君、

足立信也君、梅村聡君、倉林明子君がそれぞれ質疑をした。 

日程第１ 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する

法律案(内閣提出、衆議院送付) 



 

 

本案は、総務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可決さ

れた。 

日程第２ 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関

する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

日程第３ 植物防疫法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

以上両案は、農林水産委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもっ

て可決された。 

散会 午前11時59分 

〇令和４年４月27日(水)  

開会 午前10時１分  

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の

一部を改正する法律案(趣旨説明)  

本件は、日程に追加し、萩生田経済産業大臣から趣旨説明があった後、青山繁晴君、宮口治子君、

山﨑真之輔君、石井章君、岩渕友君がそれぞれ質疑をした。  

日程第１ 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案(内閣提出、衆議

院送付)  

本案は、地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員長から委員会審査の経過及び結果

の報告があった後、可決された。  

日程第２ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提

出、衆議院送付)  

本案は、国土交通委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可

決された。 

散会 午前11時48分 

〇令和４年５月11日(水) 

開会 午前10時１分  

議長は、新たに当選した議員宮本周司君を議院に紹介した後、同君を文教科学委員に指名した。 

宅地造成等規制法の一部を改正する法律案(趣旨説明)  

本件は、日程に追加し、斉藤国土交通大臣から趣旨説明があった後、足立敏之君、羽田次郎君、

榛葉賀津也君、室井邦彦君、武田良介君がそれぞれ質疑をした。  

日程第１ 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案(内閣提

出、衆議院送付)  

本案は、内閣委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があって、討論の後、可決された。 

日程第２ 公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)  

本案は、財政金融委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可

決された。  

日程第３ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案

(内閣提出、衆議院送付)  

本案は、環境委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可決さ

れた。  

日程第４ 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

本案は、文教科学委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決された。  

散会 午後０時55分 

〇令和４年５月13日(金) 

開会 午前10時１分  

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(趣旨説明)  



 

 

本件は、日程に追加し、山口環境大臣から趣旨説明があった後、青木愛君、芳賀道也君、清水貴

之君、山下芳生君がそれぞれ質疑をした。  

日程第１ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一

部を改正する法律案(衆議院提出)  

本案は、災害対策特別委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもっ

て可決された。  

日程第２ 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関す

る法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)  

本案は、経済産業委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決された。  

日程第３ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正す

る法律案(内閣提出、衆議院送付)  

本案は、厚生労働委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可

決された。  

散会 午前11時44分  

〇令和４年５月18日(水) 

開会 午前10時１分  

こども家庭庁設置法案及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(趣旨

説明)  

本件は、日程に追加し、野田国務大臣から趣旨説明があった後、自見はなこ君、宮沢由佳君、高

瀬弘美君、矢田わか子君、高木かおり君、田村智子君がそれぞれ質疑をした。  

日程第１ 令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所

管使用調書(第207回国会内閣提出、第208回国会衆議院送付) 

日程第２ 令和二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(第207回国会内閣提

出、第208回国会衆議院送付) 

日程第３ 令和二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(第207回国会内閣提

出、第208回国会衆議院送付）  

日程第４ 令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各

庁所管経費増額調書(第207回国会内閣提出、第208回国会衆議院送付) 

以上４件は、決算委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、日程第１は承諾する

ことに決し、日程第２は承諾することに決し、日程第３及び第４は全会一致をもって承諾するこ

とに決した。  

日程第５ 民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)  

本案は、法務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決された。  

日程第６ 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律案(内閣

提出、衆議院送付)  

 本案は、文教科学委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決された。   

散会 午後０時24分  

〇令和４年５月20日(金) 

開会 午前10時１分  

刑法等の一部を改正する法律案及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等

に関する法律案(趣旨説明)  

本件は、日程に追加し、古川法務大臣から趣旨説明があった後、 山勇一君、川合孝典君、東徹

君、山添拓君がそれぞれ質疑をした。   

日程第１ 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改

正する議定書の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)  



 

 

日程第２ 二千二十五年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際

事務局との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)  

日程第３ 万国郵便連合憲章の第十追加議定書、万国郵便連合憲章の第十一追加議定書、万国郵便

連合一般規則の第二追加議定書、万国郵便連合一般規則の第三追加議定書及び万国郵便

条約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)  

以上３件は、外交防衛委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、日程第１は承認

することに決し、日程第２は承認することに決し、日程第３は全会一致をもって承認することに

決した。  

日程第４ 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)  

本案は、東日本大震災復興特別委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決さ

れた。  

日程第５ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

本案は、国土交通委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可

決された。  

日程第６ 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)  

日程第７ 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正す

る法律案(内閣提出、衆議院送付)  

以上両案は、農林水産委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、日程第６は可決、

日程第７は全会一致をもって可決された。  

散会 正午 

〇令和４年５月25日(水) 

開会 午後３時41分  

日程第１ 国務大臣の演説に関する件  

鈴木財務大臣は、財政について演説をした。  

本件に対し、白眞勲君、藤末健三君、西田実仁君、浜口誠君、浅田均君、田村智子君は、それぞ

れ質疑をした。  

議長は、質疑が終了したことを告げた。  

日程第２ 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)  

本案は、地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員長から委員会審査の経過及び結果

の報告があった後、可決された。  

 日程第３ 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例

に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)  

本案は、消費者問題に関する特別委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決

された。  

日程第４ 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)  

本案は、環境委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可決さ

れた。  

国立国会図書館法等の一部を改正する法律案(衆議院提出)  

  本案は、日程に追加し、議院運営委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会

  一致をもって可決された。  

散会 午後６時18分 

〇令和４年５月31日(火)  

開会 午後４時１分  

日程第１ 令和四年度一般会計補正予算(第１号)  

日程第２ 令和四年度特別会計補正予算(特第１号) 



 

 

以上両案は、予算委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があって、討論の後、可決された。 

散会 午後４時44分 

〇令和４年６月１日(水) 

開会 午前10時１分  

日程第１ 電波法及び放送法の一部を改正する法律案(趣旨説明)  

本件は、金子総務大臣から趣旨説明があった後、岸真紀子君、芳賀道也君、柳ヶ瀬裕文君、伊藤

岳君がそれぞれ質疑をした。  

参議院規則の一部を改正する規則案(江島潔君外３名発議)(委員会審査省略要求)  

本案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加して議題とすることに決し、江島

潔君から趣旨説明があった後、可決された。  

散会 午前11時28分  

〇令和４年６月３日(金) 

開会 午前10時１分  

日程第１ 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部

を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付）  

本案は、財政金融委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可

決された。  

日程第２ 航空法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)  

本案は、国土交通委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可

決された。  

日程第３ 電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)  

本案は、総務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決された。  

散会 午前10時９分 

〇令和４年６月８日(水) 

開会 午前10時１分  

日程第１ 刑事に関する共助に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の締結につ

いて承認を求めるの件(衆議院送付)  

日程第２ 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結について承認を求めるの件(衆議院送

付)  

日程第３ 千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年

のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定の締結に

ついて承認を求めるの件(衆議院送付)  

以上３件は、外交防衛委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもっ

て承認することに決した。  

日程第４ 児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 

本案は、厚生労働委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可

決された。  

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中間報告 

本件は、中間報告を聴取することに決し、行政監視委員長から行政監視の実施の状況等に関する

報告があった。  

国際経済・外交に関する調査の報告  

本件は、報告を聴取することに決し、国際経済・外交に関する調査会長から報告があった。  

国民生活・経済に関する調査の報告  

本件は、報告を聴取することに決し、国民生活・経済に関する調査会長から報告があった。  

原子力等エネルギー・資源に関する調査の報告  



 

 

本件は、報告を聴取することに決し、資源エネルギーに関する調査会長から報告があった。  

情報監視審査会の調査及び審査の報告  

本件は、報告を聴取することに決し、情報監視審査会会長から報告があった。  

散会 午前10時30分 

〇令和４年６月10日(金) 

開会 午前10時１分  

日程第１ 国務大臣の報告に関する件(令和三年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策

への反映状況に関する報告について)  

本件は、金子総務大臣から報告があった後、そのだ修光君、小沢雅仁君、若松謙維君、大塚耕平

君、清水貴之君、吉良よし子君がそれぞれ質疑をした。  

散会 午後０時13分 

〇令和４年６月13日(月) 

開会 午前10時１分  

日程第１ 労働者協同組合法等の一部を改正する法律案(衆議院提出)  

日程第２ 令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院提

出)  

以上両案は、厚生労働委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもっ

て可決された。  

日程第３ 在外教育施設における教育の振興に関する法律案(衆議院提出)  

本案は、文教科学委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可

決された。  

日程第４ 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)  

本案は、環境委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可決さ

れた。  

日程第５ 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等

の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)  

本案は、国土交通委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、全会一致をもって可

決された。  

日程第６ 刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)  

日程第７ 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提

出、衆議院送付)  

以上両案は、法務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があって、討論の後、可決された。 

 日程第８ 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)  

本案は、総務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決された。  

散会 午前10時45分 

〇令和４年６月15日(水) 

開会 午前11時31分  

議員辞職の件  

本件は、藤末健三君の辞職を許可することに決した。  

日程第１ 令和二年度一般会計歳入歳出決算、令和二年度特別会計歳入歳出決算、令和二年度国税

収納金整理資金受払計算書、令和二年度政府関係機関決算書  

日程第２ 令和二年度国有財産増減及び現在額総計算書  

日程第３ 令和二年度国有財産無償貸付状況総計算書  

以上３件は、決算委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があって、討論の後、日程第１は

まず委員長報告のとおり是認することに決し、次いで全会一致をもって委員長報告のとおり内閣



 

 

に対し警告することに決し、日程第２は委員長報告のとおり是認することに決し、日程第３は委

員長報告のとおり是認することに決した。  

 岸田内閣総理大臣は、本内閣に対する警告について所信を述べた。  

日程第４ こども家庭庁設置法案(内閣提出、衆議院送付)  

日程第５ こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院送

付)  

日程第６ こども基本法案(衆議院提出)  

日程第７ 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物へ

の出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する

特則等に関する法律案(衆議院提出)  

以上４案は、内閣委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があって、日程第４ないし第６に

対する討論の後、日程第４及び第５は可決、日程第６は可決、日程第７は可決された。  

日程第８ 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)  

本案は、経済産業委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、可決された。  

裁判所の人的・物的充実に関する請願外303件の請願  

本請願は、日程に追加し、法務委員長及び厚生労働委員長の報告を省略し、全会一致をもって両

委員会決定のとおり採択することに決した。  

委員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、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  

政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会  

 一、政府開発援助等及び沖縄・北方問題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  

地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会  

 一、地方創生及びデジタル社会の形成等に関しての総合的な対策樹立に関する調査  

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  

東日本大震災復興特別委員会  

 一、東日本大震災復興の総合的対策に関する調査  

議長は、議員の半数の任期満了に当たり挨拶をした。  

副議長小川敏夫君は、挨拶をした。  

山崎正昭君は、謝辞を述べた。  

散会 午後１時31分 


