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（会期終了日 現在） 

（１）審議概観 

第208回国会において、本委員会に付託された案件は、令和四年度総予算３案及び令和四

年度補正予算２案であり、いずれも可決した。また、予算の執行状況に関する調査を行っ

た。 

なお、本委員会に付託された請願はなかった。 

 

〔予算の審査〕 

令和四年度総予算３案は、新型コロナウイルス感染症への対策に万全を期しつつ、成長

と分配の好循環による新しい資本主義の実現を図るとの方針の下に編成されたものであ

る。総予算３案は、１月 17 日国会に提出され、３月 22 日に成立した。 

 委員会では、１月 21 日に財務大臣から趣旨説明を聴取し、衆議院からの送付の後、２月

24 日から質疑に入り、基本的質疑、一般質疑に加え、３月２日にはウクライナ情勢等に関

する集中審議、７日には新型コロナウイルス感染症対応等に関する集中審議、10 日及び 14

日には現下の諸課題に関する集中審議、17 日には岸田内閣の基本姿勢に関する集中審議を

行った。 

 ３月８日には公聴会を開催し、15 日及び 16 日には各委員会に審査を委嘱した。 

 ３月 22 日には締めくくり質疑を行い、討論の後に採決の結果、総予算３案は可決され

た。 

 委員会の質疑においては、コロナ下における予算編成の在り方、原油価格高騰とトリガー



 

 

条項凍結解除の必要性、金融政策の見通し、ロシアによるウクライナ侵略への我が国の対

応、核共有及び敵基地攻撃能力への考え方、エネルギー政策の方向性、医療提供体制の強

化、コロナワクチン接種の現状と課題、コロナ困窮者への支援の在り方、デジタル田園都

市国家構想に向けた取組、看護師等の処遇改善策、少子化問題への対応、震災復興の現状

と課題、農業政策の在り方、カーボンニュートラルに向けた取組、価格転嫁対策、雇用環境

整備の必要性、経済安全保障推進法案の立案過程における問題点等が取り上げられた。 

令和四年度補正予算２案（第１号及び特第１号）は、「コロナ禍における「原油価格・物

価高騰等総合緊急対策」」（令和４年４月26日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議

決定）を踏まえ、必要な経費の追加等を行う一方、公債金の増額を行うものである。補正予

算２案は、５月25日国会に提出され、31日に成立した。 

委員会では、５月25日に財務大臣から趣旨説明を聴取し、衆議院からの送付の後、30日

から質疑に入り、翌31日、討論の後に採決の結果、補正予算２案は可決された。 

委員会の質疑においては、補正予算の意義、地方創生臨時交付金の在り方、金融緩和政

策の妥当性 、物価高騰下における年金引下げの是非、台湾有事における米国の対応、食料

安全保障の強化、コロナ対策の見直し、ヤングケアラー支援の重要性、憲法改正に対する

考え方、人獣共通感染症対策の重要性、知床遊覧船事故への対応等が取り上げられた。 

 

〔国政調査〕 

予算の執行状況に関する調査を議題として、６月３日、ウクライナ情勢等内外の諸課題

に関する集中審議が行われた。 

質疑においては、物価上昇下における国民生活への対応、ウクライナからの避難民に対

する支援策、知床遊覧船事故を踏まえた検査体制の見直し、薬剤耐性対策に関する国際協

力の推進、訪日外国人に対する航空機内等でのマスク着用に係る検討状況、ＧＤＰギャッ

プを踏まえた消費税率引下げの必要性、国費による学校給食費無償化の実現等の問題が取

り上げられた。 

（２）委員会経過

○令和４年１月21日(金)（第１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を行うことを決定した。 

令和四年度一般会計予算（予） 

令和四年度特別会計予算（予） 

令和四年度政府関係機関予算（予） 

以上３案について鈴木財務大臣から趣旨説明を聴いた。 

○令和４年２月24日(木)（第２回） 

 ― 基本的質疑 ― 

理事の補欠選任を行った。 

政府参考人の出席を求めることを決定した。 

参考人の出席を求めることを決定した。 



 

 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 

令和四年度政府関係機関予算（衆議院送付） 

以上３案について岸田内閣総理大臣、林外務大臣、岸防衛大臣、金子総務大臣、鈴木国務大臣、萩

生田経済産業大臣、小林国務大臣、松野内閣官房長官、後藤厚生労働大臣、野田国務大臣、古川法

務大臣、山際国務大臣、斉藤国土交通大臣、末松文部科学大臣、牧島デジタル大臣、金子農林水産

大臣、若宮国務大臣、渡辺国土交通副大臣、池田文部科学副大臣、橘衆議院法制局長、川崎参議院

法制局長、近藤内閣法制局長官、政府参考人、参考人日本銀行総裁黒田東彦君及び独立行政法人地

域医療機能推進機構理事長尾身茂君に対し質疑を行った。 

〔質疑者〕 

 白眞勲君（立憲）、森ゆうこ君（立憲）、小西洋之君（立憲）、蓮舫君（立憲）、藤川政人君（自

 民）、上野通子君（自民） 

○令和４年２月25日(金)（第３回） 

 ― 基本的質疑 ― 

参考人の出席を求めることを決定した。 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 

令和四年度政府関係機関予算（衆議院送付） 

以上３案について岸田内閣総理大臣、岸防衛大臣、林外務大臣、萩生田国務大臣、牧島国務大臣、

後藤厚生労働大臣、野田国務大臣、斉藤国土交通大臣、金子総務大臣、堀内国務大臣、松野内閣官

房長官、末松文部科学大臣、鈴木国務大臣、山際国務大臣、若宮国務大臣、山口環境大臣、小林国

務大臣、古川法務大臣、金子農林水産大臣、政府参考人、参考人みらい子育て全国ネットワーク代

表・合同会社Ｒｅｓｐｅｃｔ ｅａｃｈ ｏｔｈｅｒ代表天野妙君及び医療法人聖粒会慈恵病院理

事長兼院長蓮田健君に対し質疑を行った。 

〔質疑者〕 

 朝日健太郎君（自民）、蓮舫君（立憲）、西田実仁君（公明）、伊藤孝江君（公明）、矢田わか

 子君（民主）、伊藤孝恵君（民主）、片山大介君（維新）、高木かおり君（維新）、田村智子君

 （共産）、大門実紀史君（共産） 

○令和４年２月28日(月)（第４回） 

 ― 一般質疑 ― 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 

令和四年度政府関係機関予算（衆議院送付） 

以上３案について岸田内閣総理大臣、林外務大臣、松野内閣官房長官、岸防衛大臣、後藤厚生労働

大臣、金子農林水産大臣、萩生田経済産業大臣、小林国務大臣、末松文部科学大臣、斉藤国土交通

大臣、山口環境大臣、野田内閣府特命担当大臣、堀内国務大臣、二之湯国務大臣、牧島デジタル大

臣、古川法務大臣、鈴木財務大臣、山際国務大臣、近藤内閣法制局長官及び政府参考人に対し質疑

を行った。 

〔質疑者〕 

 佐藤正久君（自民）、藤末健三君（自民）、田島麻衣子君（立憲）、※打越さく良君（立憲）、

熊谷裕人君（立憲）、杉久武君（公明）、浜口誠君（民主）、鈴木宗男君（維新）、井上哲士君

（共産）、※吉良よし子君（共産）                      ※関連質疑 



 

 

○令和４年３月１日(火)（第５回） 

 ― 一般質疑 ― 

令和四年度総予算審査のため公聴会開会承認要求書を提出することを決定した。 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 

令和四年度政府関係機関予算（衆議院送付） 

以上３案について林外務大臣、後藤厚生労働大臣、斉藤国土交通大臣、松野内閣官房長官、山際国

務大臣、鈴木財務大臣、萩生田経済産業大臣、野田内閣府特命担当大臣、森田会計検査院長、古谷

公正取引委員会委員長及び政府参考人に対し質疑を行った。 

〔質疑者〕 

 小西洋之君（立憲）、※森屋隆君（立憲）、田村まみ君（民主）、柳ヶ瀬裕文君（維新）、岩渕

 友君（共産）                                ※関連質疑 

○令和４年３月２日(水)（第６回） 

― 集中審議（ウクライナ情勢等） ― 

参考人の出席を求めることを決定した。 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 

令和四年度政府関係機関予算（衆議院送付） 

以上３案について岸田内閣総理大臣、林外務大臣、萩生田経済産業大臣、岸防衛大臣、松野内閣官

房長官、金子農林水産大臣、鈴木財務大臣、後藤厚生労働大臣、斉藤国土交通大臣、堀内国務大臣、

二之湯国務大臣、小林国務大臣、野田内閣府特命担当大臣、牧島デジタル大臣、中山国土交通副大

臣、佐藤厚生労働副大臣、政府参考人及び参考人独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂

君に対し質疑を行った。 

〔質疑者〕 

 猪口邦子君（自民）、佐藤啓君（自民）、田名部匡代君（立憲）、青木愛君（立憲）、杉尾秀哉

 君（立憲）、竹谷とし子君（公明）、熊野正士君（公明）、川合孝典君（民主）、石井章君（維

 新）、石井苗子君（維新）、井上哲士君（共産）、山添拓君（共産） 

○令和４年３月３日(木)（第７回） 

― 一般質疑 ― 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 

令和四年度政府関係機関予算（衆議院送付） 

以上３案について林外務大臣、萩生田経済産業大臣、後藤厚生労働大臣、野田内閣府特命担当大臣、

山際国務大臣、金子総務大臣、斉藤国土交通大臣、鈴木内閣府特命担当大臣、牧島デジタル大臣、

西銘国務大臣、末松文部科学大臣、鈴木外務副大臣、石井経済産業副大臣、島村厚生労働大臣政務

官及び政府参考人に対し質疑を行った。 

〔質疑者〕 

 和田政宗君（自民）、本田顕子君（自民） 

○令和４年３月４日(金)（第８回） 

 ― 一般質疑 ― 

参考人の出席を求めることを決定した。 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 



 

 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 

令和四年度政府関係機関予算（衆議院送付） 

以上３案について古川法務大臣、後藤厚生労働大臣、斉藤国土交通大臣、山際国務大臣、林外務大

臣、萩生田経済産業大臣、松野内閣官房長官、金子総務大臣、牧島デジタル大臣、西銘復興大臣、

鈴木財務大臣、小林国務大臣、金子農林水産大臣、鈴木外務副大臣、森田会計検査院長、政府参考

人及び参考人独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君に対し質疑を行った。 

〔質疑者〕 

 石垣のりこ君（立憲）、※森本真治君（立憲）、若松謙維君（公明）、矢倉克夫君（公明）、礒

 哲史君（民主）、梅村聡君（維新）、紙智子君（共産）            ※関連質疑 

○令和４年３月７日(月)（第９回） 

 ― 集中審議（新型コロナウイルス感染症対応等） ― 

参考人の出席を求めることを決定した。 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 

令和四年度政府関係機関予算（衆議院送付） 

以上３案について岸田内閣総理大臣、岸防衛大臣、牧島国務大臣、山際国務大臣、斉藤国土交通大

 臣、萩生田経済産業大臣、後藤厚生労働大臣、末松文部科学大臣、金子総務大臣、林外務大臣、野

 田国務大臣、小林国務大臣、西銘復興大臣、山口環境大臣、鈴木財務大臣、渡辺国土交通副大臣、

 政府参考人及び参考人独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君に対し質疑を行った。 

〔質疑者〕 

 阿達雅志君（自民）、そのだ修光君（自民）、水岡俊一君（立憲）、小西洋之君（立憲）、宮沢

  由佳君（立憲）、三浦信祐君（公明）、横山信一君（公明）、浜口誠君（民主）、浅田均君（維

  新）、片山大介君（維新）、武田良介君（共産）、倉林明子君（共産） 

○令和４年３月８日(火)（公聴会 第１回） 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 

令和四年度政府関係機関予算（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質疑を行った。 

〔公述人〕 

慶應義塾大学総合政策学部教授 中室牧子君 

東京財団政策研究所研究主幹 森信茂樹君 

公益財団法人笹川平和財団理事長 角南篤君 

名古屋大学名誉教授 松井芳郎君 

国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授 和田耕治君 

インターパーク倉持呼吸器内科院長 倉持仁君 

・公述人（中室牧子君、森信茂樹君）に対する質疑（経済・財政） 

 〔質疑者〕 

山下雄平君（自民）、熊谷裕人君（立憲）、杉久武君（公明）、浜口誠君（民主）、音喜多駿君

  （維新）、大門実紀史君（共産） 

・公述人（角南篤君、松井芳郎君）に対する質疑（外交・安全保障） 

 〔質疑者〕 

堀井巌君（自民）、田島麻衣子君（立憲）、安江伸夫君（公明）、礒 哲史君（民主）、片山大



 

 

  介君（維新）、山添拓君（共産） 

・公述人（和田耕治君、倉持仁君）に対する質疑（新型コロナウイルス感染症が内政に与える影響） 

 〔質疑者〕 

こやり隆史君（自民）、打越さく良君（立憲）、若松謙維君（公明）、田村まみ君（民主）、柳

  ヶ瀬裕文君（維新）、小池晃君（共産） 

○令和４年３月９日(水)（第10回） 

 ― 一般質疑 ― 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 

令和四年度政府関係機関予算（衆議院送付） 

以上３案について若宮国務大臣、野田国務大臣、末松文部科学大臣、鈴木国務大臣、金子総務大臣、

松野内閣官房長官、後藤厚生労働大臣、牧島デジタル大臣、古川法務大臣、二之湯国務大臣、林外

務大臣、小林国務大臣、山際国務大臣、萩生田経済産業大臣、斉藤国土交通大臣、山口環境大臣、

渡辺国土交通副大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。 

〔質疑者〕 

 竹内功君（自民）、福島みずほ君（立憲）、※小沼巧君（立憲）、山本香苗君（公明）、浜口誠

 君（民主）、音喜多駿君（維新）、山添拓君（共産）              ※関連質疑 

○令和４年３月10日(木)（第11回） 

 ― 一般質疑・集中審議（現下の諸課題） ― 

参考人の出席を求めることを決定した。 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 

令和四年度政府関係機関予算（衆議院送付） 

以上３案について岸田内閣総理大臣、後藤厚生労働大臣、鈴木財務大臣、金子農林水産大臣、萩生

田経済産業大臣、末松文部科学大臣、西銘国務大臣、野田内閣府特命担当大臣、若宮国務大臣、林

外務大臣、松野内閣官房長官、岸防衛大臣、小林国務大臣、古川法務大臣、山際国務大臣、斉藤国

土交通大臣、金子総務大臣、牧島デジタル大臣、中西総務副大臣、鰐淵文部科学大臣政務官、近藤

内閣法制局長官、政府参考人、参考人日本放送協会副会長正籬聡君及び東京電力ホールディングス

株式会社代表執行役副社長文挾誠一君に対し質疑を行った。 

・一般質疑 

 〔質疑者〕 

  藤木眞也君（自民）、岸真紀子君（立憲） 

・集中審議（現下の諸課題） 

 〔質疑者〕 

  松川るい君（自民）、白眞勲君（立憲）、川田龍平君（立憲）、石川博崇君（公明）、山 真之 

輔君（民主）、高木かおり君（維新）、岩渕友君（共産） 

以上３案について政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会、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、消費者問題に関する特別委員会及び東日本大震災復興特別委員

会については３月15日の１日間、内閣委員会、総務委員会、法務委員会、外交防衛委員会、財政金

融委員会、文教科学委員会、厚生労働委員会、農林水産委員会、経済産業委員会、国土交通委員会

及び環境委員会については３月16日の１日間、当該委員会の所管に係る部分の審査を委嘱すること

を決定した。 



 

 

○令和４年３月11日(金)（第12回） 

 ― 一般質疑 ― 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 

令和四年度政府関係機関予算（衆議院送付） 

以上３案について西銘復興大臣、末松文部科学大臣、野田国務大臣、萩生田経済産業大臣、斉藤国

土交通大臣、堀内国務大臣、金子農林水産大臣、鈴木財務大臣、後藤厚生労働大臣、若宮内閣府特

命担当大臣、古川法務大臣、金子総務大臣、松野内閣官房長官、下野農林水産大臣政務官、加田法

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〕 

 ※横沢高徳君（立憲）、安江伸夫君（公明）、田村まみ君（民主）、※川合孝典君（民主）、梅

 村みずほ君（維新）、伊藤岳君（共産）                    ※関連質疑 

○令和４年３月14日(月)（第13回） 

 ― 集中審議（現下の諸課題） ― 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 

令和四年度政府関係機関予算（衆議院送付） 

以上３案について岸田内閣総理大臣、萩生田経済産業大臣、金子農林水産大臣、金子総務大臣、末

松文部科学大臣、後藤厚生労働大臣、野田国務大臣、斉藤国務大臣、林外務大臣、鈴木財務大臣、

岸防衛大臣、松野内閣官房長官、小林内閣府特命担当大臣、山口環境大臣、山際国務大臣、若宮国

務大臣、西銘復興大臣、佐藤厚生労働副大臣、岡村参議院事務総長、更田原子力規制委員会委員長、

近藤内閣法制局長官、政府参考人及び参議院事務局当局に対し質疑を行った。 

〔質疑者〕 

 青山繁晴君（自民）、宮島喜文君（自民）、櫻井充君（自民）、福山哲郎君（立憲）、森ゆうこ

 君（立憲）、長浜博行君（立憲）、秋野公造君（公明）、竹内真二君（公明）、舟山康江君（民

 主）、石井章君（維新）、石井苗子君（維新）、大門実紀史君（共産）、井上哲士君（共産） 

○令和４年３月17日(木)（第14回） 

 ― 集中審議（岸田内閣の基本姿勢） ― 

各委員長からの委嘱審査報告書は、これを会議録に掲載することに決定した。 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 

令和四年度政府関係機関予算（衆議院送付） 

以上３案について岸田内閣総理大臣、後藤厚生労働大臣、萩生田経済産業大臣、末松文部科学大臣、

林外務大臣、鈴木財務大臣、斉藤国土交通大臣、古川法務大臣、山際国務大臣、更田原子力規制委

員会委員長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。 

〔質疑者〕 

 こやり隆史君（自民）、蓮舫君（立憲）、里見隆治君（公明）、小林正夫君（民主）、浅田均君

 （維新）、山添拓君（共産） 

○令和４年３月18日(金)（第15回） 

 ― 一般質疑 ― 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 



 

 

令和四年度政府関係機関予算（衆議院送付） 

以上３案について後藤厚生労働大臣、林外務大臣、岸防衛大臣、野田内閣府特命担当大臣、堀内国

務大臣、小林国務大臣、萩生田経済産業大臣、山際国務大臣、斉藤国土交通大臣、金子農林水産大

臣、鈴木財務大臣、松野内閣官房長官、政府参考人及び会計検査院当局に対し質疑を行った。 

〔質疑者〕 

 田島麻衣子君（立憲）、※熊谷裕人君（立憲）、田村まみ君（民主）、清水貴之君（維新）、山

 下芳生君（共産）                              ※関連質疑 

○令和４年３月22日(火)（第16回） 

 ― 締めくくり質疑 ― 

参考人の出席を求めることを決定した。 

令和四年度一般会計予算（衆議院送付） 

令和四年度特別会計予算（衆議院送付） 

令和四年度政府関係機関予算（衆議院送付） 

以上３案について岸田内閣総理大臣、金子農林水産大臣、堀内国務大臣、林外務大臣、鈴木国務大

臣、斉藤国土交通大臣、萩生田経済産業大臣、後藤厚生労働大臣、二之湯国務大臣、山口環境大臣、

松野内閣官房長官、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い、討論の後、

いずれも可決した。 

〔質疑者〕 

 山下雄平君（自民）、福山哲郎君（立憲）、白眞勲君（立憲）、安江伸夫君（公明）、浜口誠君

 （民主）、鈴木宗男君（維新）、田村智子君（共産） 

（令和四年度総予算） 

 賛成会派 自民、公明、民主 

 反対会派 立憲、維新、共産 

○令和４年５月25日(水)（第17回） 

理事の補欠選任を行った。 

令和四年度一般会計補正予算（第１号）（予） 

令和四年度特別会計補正予算（特第１号）（予） 

以上両案について鈴木財務大臣から趣旨説明を聴いた。 

○令和４年５月30日(月)（第18回） 

 ― 総括質疑 ― 

政府参考人の出席を求めることを決定した。 

参考人の出席を求めることを決定した。 

令和四年度一般会計補正予算（第１号）（衆議院送付） 

令和四年度特別会計補正予算（特第１号）（衆議院送付） 

以上両案について岸田内閣総理大臣、鈴木財務大臣、野田国務大臣、金子総務大臣、後藤厚生労働

大臣、末松文部科学大臣、山際国務大臣、林外務大臣、岸防衛大臣、山口国務大臣、萩生田経済産

業大臣、金子農林水産大臣、更田原子力規制委員会委員長、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。 

〔質疑者〕 

 蓮舫君（立憲）、小西洋之君（立憲）、有田芳生君（立憲）、森ゆうこ君（立憲）、藤木眞也君

 （自民）、自見はなこ君（自民）、三浦信祐君（公明） 

○令和４年５月31日(火)（第19回） 



 

 

 ― 総括質疑 ― 

参考人の出席を求めることを決定した。 

令和四年度一般会計補正予算（第１号）（衆議院送付） 

令和四年度特別会計補正予算（特第１号）（衆議院送付） 

以上両案について岸田内閣総理大臣、後藤厚生労働大臣、斉藤国土交通大臣、金子農林水産大臣、

金子総務大臣、古川法務大臣、末松文部科学大臣、萩生田経済産業大臣、山際国務大臣、林外務大

臣、鈴木財務大臣、松野内閣官房長官、岸防衛大臣、鈴木外務副大臣、政府参考人、参議院事務局

当局及び参考人日本郵政株式会社取締役衣川和秀君に対し質疑を行い、討論の後、いずれも可決し

た。 

〔質疑者〕 

 三浦信祐君（公明）、伊藤孝江君（公明）、伊藤孝恵君（民主）、東徹君（維新）、柳ヶ瀬裕文

 君（維新）、鈴木宗男君（維新）、小池晃君（共産） 

（令和四年度補正予算） 

 賛成会派 自民、公明、民主 

 反対会派 立憲、維新、共産 

○令和４年６月３日(金)（第20回） 

 ― 集中審議（ウクライナ情勢等内外の諸課題） ― 

政府参考人の出席を求めることを決定した。 

参考人の出席を求めることを決定した。 

予算の執行状況に関する調査のうち、ウクライナ情勢等内外の諸課題に関する件について岸田内閣

総理大臣、萩生田経済産業大臣、斉藤国土交通大臣、鈴木財務大臣、後藤厚生労働大臣、小林国務

大臣、末松文部科学大臣、金子総務大臣、佐藤厚生労働副大臣、古谷公正取引委員会委員長、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。 

 〔質疑者〕 

  片山さつき君（自民）、福山哲郎君（立憲）、白眞勲君（立憲）、秋野公造君（公明）、礒 哲

 史君（民主）、音喜多駿君（維新）、山添拓君（共産） 

○令和４年６月15日(水)（第21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。 


