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 政務調査会役員・部会長等一覧

政務調査会役員
 政務調査会長
 小川　淳也

 政務調査会長代行
 階　猛
 城井　崇

 政務調査会長代理
 川田　龍平（参議院政策審議会長）

 政務調査会筆頭副会長
 重徳　和彦

 政務調査会副会長
 小西　洋之（参議院政策審議会長代理）
 稲富　修二 落合　貴之 鎌田　さゆり 小山　展弘
 白石　洋一 谷田川　元 山崎　誠 櫻井　周
 早稲田　ゆき 岸　真紀子

 政務調査会長補佐
 荒井　優 梅谷　守 おおつき紅葉 神津　たけし
 末次　精一 鈴木　庸介　 堤　かなめ　 馬場　雄基
 藤岡　隆雄 太　栄志 本庄　知史 山岸　一生
 山田　勝彦 吉田　はるみ 渡辺　創 石川　大我
 小沢　雅仁 小沼　巧 勝部　賢志 羽田　次郎

政務調査会部会
  部会長 副部会長
 内閣部会 森山　浩行 江崎　孝
 災害対策部会 野田　国義 近藤　和也
 消費者部会 吉田　統彦 川田　龍平
 総務部会 吉川　元 木戸口　英司
 法務部会 有田　芳生 階　猛
 外務部会 青山　大人 小西　洋之
 安全保障部会 篠原　豪 小西　洋之
 財務金融部会 末松　義規 牧山　ひろえ
 文部科学部会 宮沢　由佳 牧　義夫
 厚生労働部会 山井　和則 川田　龍平
 農林水産部会 田名部　匡代 金子　恵美
 経済産業部会 山岡　達丸 森本　真治
 国土交通部会 小宮山　泰子 長浜　博之
 環境・原子力部会 田嶋　要 青木　愛
 行政改革部会 杉尾　秀哉 松原　仁
  古賀　之士
 政治改革部会 篠原　孝 牧山　ひろえ
 拉致問題対策部会 森　ゆうこ 渡辺　周
 震災復興部会 金子　恵美 江崎　孝

調査会
  会長 事務局長
 憲法調査会 中川　正春 奥野　総一郎
 税制調査会 大串　博志 伴野　豊
 経済・産業政策調査会 大島　敦 落合　貴之
 社会保障調査会 牧　義夫 中島　克仁
 環境エネルギー調査会 田嶋　要 山崎　誠
 外交・安保・主権調査会 末松　義規 吉田　統彦
 教育調査会 菊田　真紀子 笠　浩史
 地域活性化調査会 福田　昭夫 篠原　豪

本部
  本部長 事務局長
 新型コロナウイルス対策本部 長妻　昭 中谷　一馬

プロジェクトチーム（PT）
  座長 事務局長
 SOGIに関するＰＴ 大河原まさこ 石川　大我
 子ども・子育てＰＴ 城井　崇 岡本　あき子
 障がい・難病ＰＴ 早稲田　ゆき 道下　大樹
 外国人受け入れ制度及び多文化共生

社会のあり方に関する検討PT 石橋　通宏 岸　真紀子

 デジタル政策ＰＴ 中谷　一馬 井坂　信彦
 生殖補助医療ＰＴ 中島　克仁 田島　麻衣子
孤独・孤立支援PT

 （コロナ禍における孤独・孤立対策と、
おひとり様の将来不安の解消）

 徳永　エリ 横沢　高徳

 豪雪対策ＰＴ 近藤　和也 岸　真紀子
 離島対策ＰＴ 松原　仁 松木けんこう
 経済安全保障ＰＴ 岡田　克也 篠原　豪
 フリーランス支援ＰＴ 小宮山　泰子 井坂　信彦
 公務員制度改革ＰＴ 大島　敦 岸　真紀子

ワーキングチーム（WT）
  座長 事務局長
グリーンインフラ・木材活用推進ＷＴ 小宮山　泰子 神津　たけし

 国家安全保障戦略ＷＴ 渡辺　周 太　栄志
インド太平洋地域に対する積極外交ＷＴ 小熊　慎司 青山　大人
人権外交・国際貢献力強化ＷＴ 松原　仁 徳永　久志

 日米地位協定改定ＷＴ 末松　義規 野間　健
 ＳＤＧｓに関するＷＴ 櫻井　周 堤　かなめ
 水産政策検討ＷＴ 田名部　匡代 神谷　裕
 金融政策検討ＷＴ 階　猛 櫻井　周
中小事業者債務問題検討ＷＴ（※） 落合　貴之 藤岡　隆雄

 最低賃金アップ問題ＷＴ 末松　義規 落合　貴之
 カジノ問題対策検討ＷＴ 櫻井　周 山岸　一生
 地域公共交通に関するＷＴ 江崎　孝 近藤　和也

（※）目的を達成したため、2022年4月7日の政調審議会で廃止
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提出 案件名 衆結果 参結果 審議時態度 備考

12/06 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(内閣提出第207回国会承諾) 4/12承諾 5/18承諾 賛成 全会一致
12/06 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(内閣提出

第207回国会承諾)
4/12承諾 5/18承諾 賛成 全会一致

03/18 令和三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（その１）（内閣提出
第208回国会承諾）

継続

03/18 令和三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（その１）（内閣提出第208回国会承諾） 継続
03/18 令和三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（その１）（内閣提出第208回国会承諾） 継続
03/18 令和三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（その１）

（内閣提出第208回国会承諾）
継続

05/20 令和三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（その２）（内閣提出
第208回国会承諾）

継続

05/20 令和三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（その２）（内閣提出第208回国会承諾） 継続
05/20 令和三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（その２）（内閣提出第208回国会承諾） 継続
05/20 令和三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（その２）

（内閣提出第208回国会承諾）
継続

継続 日本放送協会平成三十年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣
提出第200回国会ＮＨＫ決算)

審査未了 議了

継続 日本放送協会令和元年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提
出第203回国会ＮＨＫ決算)

審査未了 議了

12/21 日本放送協会令和二年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提
出第207回国会ＮＨＫ決算)

審査未了 審査未了

決議（衆議院）
01/31 新疆ウイグル等における深刻な人権状況に対する決議案(古屋圭司君外四名[立・自・公・維・国]提出第208回国会決議第

1号)
省2/1可決 賛成 衆反=れ 

02/07 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(森英介君外六名[立・自・公・維・国・共・有]提出第208回国会決議
第2号)

省2/8可決 賛成 衆反=れ 

03/01 ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議案(山口俊一君外十二名[立・自・公・維・国・共・有]提出第208回国会決議第
3号)

省3/1可決 賛成 衆反=れ 

04/27 強い沖縄経済と平和創造の拠点としての沖縄をつくる本土復帰五十周年に関する決議案(國場幸之助君外九名[立・自・
公・維・国・有]提出第208回国会決議第4号)

省4/28可決 賛成 衆反=共 

06/08 衆議院議長細田博之君不信任決議案(馬淵澄夫君外二名[立]提出第208回国会決議第5号) 省6/9否決 賛成 衆反=自公 
06/08 岸田内閣不信任決議案(西村智奈美君外二名[立]提出第208回国会決議第6号) 省6/9否決 賛成 衆反=自公維国有 
06/15 議員吉川赳君の議員辞職勧告に関する決議案(青柳陽一郎君外一名[立]提出第208回国会決議第7号) 審査未了
決議（参議院）

02/07 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（宮沢洋一君外八名[立・自・公・国・維・共・沖・碧・み]提出第208
回国会決議第1号）

省2/9可決 賛成 参反＝少数

03/01 ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議案（福岡資麿君外十一名[立・自・公・国・維・共・碧・み]提出第208回国会決議
第2号）

省3/2可決 賛成 参反＝少数

04/07 衆議院規則の一部を改正する規則案(衆議院議院運営委員長提出第208回国会規則第1号) 省4/7可決 賛成 衆=全会一致 
規則（参議院）

05/31 参議院規則の一部を改正する規則案（江島潔君外三名[自・公]提出第208回国会規則第1号） 省6/1可決 賛成 参反＝少数
規程（衆議院）

04/07 衆議院憲法審査会規程の一部を改正する規程案(衆議院議院運営委員長提出第208回国会規程第1号) 省4/7可決 賛成 衆=全会一致 
04/07 衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案(衆議院議院運営委員長提出第208回国会規程第2号) 省4/7可決 賛成 衆=全会一致 
04/07 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案(衆議院議院運営委員長提出第208回国会規程第3号) 省4/7可決 賛成 衆=全会一致 
規程（参議院）

04/08 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案(参議院議長提出第208回国会規程第1号) 4/8可決 賛成 参＝全会一致

規則（衆議院）

NHK決算

省=審査省略　附=委員会審査時に附帯決議を可決
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