
靖国神社問題関係国会等会議録一覧

［凡例］

・この一覧の元となる表は、「帝国議会会議録データベース」及び「国会会議録データベース」において、下記の単語を

キーワードとして全文検索を掛けた結果抽出された会議録からこの資料集に掲載する会議録を選択することを目的として

作成したものである。なお、この表において検索を行った期間は、昭和20年9月1日から平成19年1月30日までであ

る。

・したがって、「摘要」欄に記載した事項は、あくまで会議録参照の目安として記入されたものに過ぎない。このため、

実際に審議されたのもかかわらずこの欄に記載されていない事項もあり得る。また、法案名等において適宜略称を用いた。

・この一覧は、上記の表から原則として靖国神社問題に関係した質疑が行われた会議の日付、国会等の回次、議院、会議

名及び摘要を収録した。したがって、特に関係が深い発言を除き、靖国神社問題に関する議員の意見表明、何かの比喩と

して靖国神社に言及しただけのものは収録していない。

・戦没者援護関係、いわゆる「戦犯」をめぐる認識、歴史認識関係の質疑については、靖国神社問題と直接関係している

と思われるもののみを収録した。

・本文中に収録した会議録については、ゴシック体により表記した。また、番号欄に付された番号は、各文書の見出し中

の【 】内の番号と一致する。

・回次欄の「帝」は、帝国議会を示す。

［検索単語］靖国、千鳥ヶ淵、戦没者＋追悼or慰霊、合祀、無名戦士、無名軍人、戦争犠牲者、英霊、国立墓地、神社＋

参拝

番号 開 催 日 回次 議院 会 議 名 摘 要

121 昭和20年12月11日 89帝 衆議院 予算委員会
終戦後における戦死者の処遇、靖国神社への合祀

等について

87 昭和21年8月12日 90帝 衆議院
予算委員会第一分

科会
終戦後における靖国神社の処遇について

170 昭和21年10月1日 90帝 衆議院 請願委員会 海外戦没者の慰霊に関する請願の採択について

94 昭和22年3月7日 92帝 衆議院 予算委員会
新憲法下における政府の宗教に対する扱い、天皇

への崇敬、靖国神社等の存続について

昭和23年4月28日 2 参議院
財政及び金融委員
会

靖国神社の図柄が描かれている50銭紙幣の廃止
について

昭和23年11月30日 3 衆議院 文部委員会 神社仏閣の社会見学の禁止について

昭和24年12月3日 6 衆議院 厚生委員会 「公葬について」の戦没者への適用について

昭和25年7月31日 8 衆議院 文部委員会 社寺国有地払下げについて

昭和26年3月20日 10 衆議院 文部委員会 神社と宗教との関係について

昭和26年6月29日 10 参議院
在外同胞引揚問題
に関する特別委員
会

日本遺族会について

171 昭和26年10月18日 12 参議院 通商産業委員会
通産相の靖国神社参拝による委員会の遅刻の取扱

いについて

昭和26年10月22日 12 衆議院
平和条約及び日米
安全保障条約特別
委員会

連合国の領域内の日本人戦死者の墓の維持につい
て

172 昭和26年10月27日 12 衆議院 予算委員会
英霊に対しての国家の手による合同慰霊行事の必

要性に関する政府の所信について

168 昭和26年11月2日 12 衆議院 外務委員会 靖国神社への合祀、遺骨収集等の状況について

昭和26年11月26日 12 衆議院 文部委員会 世界無名戦士の墓建設に関する請願について

169 昭和26年12月12日 13 参議院

法務委員会戦争犯

罪人に対する法的

処置に関する小委

員会

戦犯遺族の現状についての公述（靖国未合祀で肩

身が狭い）

昭和27年1月31日 13 衆議院
海外同胞引揚及び
遺家族援護に関す
る調査特別委員会

戦没者遺骨の取扱いについて
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356 昭和27年2月5日 13 衆議院 予算委員会

国家による合同慰霊祭、海外の戦没者遺骨の収集、

靖国神社への合祀状況、靖国神社への参拝時の国

鉄運賃の割引について

昭和27年2月5日 13 衆議院
海外同胞引揚及び
遺家族援護に関す
る調査特別委員会

遺骨収集等の状況について（硫黄島、沖縄戦没
者）

昭和27年2月7日 13 参議院 厚生委員会
昭和28年度予算に「英霊に対するお祭」予算が
盛り込まれたことの紹介、戦没者遺骨の収集等に
ついて

357 昭和27年2月29日 13 衆議院 厚生委員会
引揚援護庁の組織、業務、旧軍人出身者等につい

て

昭和27年3月3日 13 参議院 運輸委員会
援護法の対象者を軍人軍属に限定したことについ
て（船員は靖国に合祀との発言も）

358 昭和27年3月19日 13 衆議院 厚生委員会
慰霊式典と神道指令の関係、靖国神社への社会科

見学、合同慰霊祭と憲法との関係について

359 昭和27年3月24日 13 衆議院 厚生委員会
援護法の対象範囲と戦犯死没者との関係、合同慰

霊祭等について

昭和27年3月25日 13 衆議院 厚生委員会公聴会
戦犯と国内法の関係、国家の慰霊祭の挙行、合祀
対象等の要望

昭和27年3月31日 13 衆議院

厚生・海外同胞引
揚及び遺家族援護
に関する調査特別
委員会連合審査会

戦犯と援護法の対象範囲との関係について

昭和27年4月3日 13 衆議院 厚生委員会
援護法案の社民党案の要綱の説明中、慰霊祭の費
用を国庫支出とすることを説明。

360 昭和27年4月22日 13 衆議院

海外同胞引揚及び

遺家族援護に関す

る調査特別委員会

引き取り手のない遺骨を収集して全国的な慰霊塔

を国が造ること、5月2日の慰霊祭の追悼範囲、

招待者、輸送手段について

昭和27年4月23日 13 衆議院
海外同胞引揚及び
遺家族援護に関す
る調査特別委員会

戦犯者の恩赦の適用の要望

昭和27年4月23日 13 衆議院 厚生委員会
5月3日を戦争犠牲者黙禱の日に制定することに
ついて

361 昭和27年4月25日 13 衆議院 決算委員会
靖国神社への国有地払下げ及び旧軍人会館の問題

について

362 昭和27年4月30日 13 衆議院 決算委員会
旧国防会館・旧軍人会館の問題、神社境内の撮影

拒否について

363 昭和27年6月27日 13 衆議院

大蔵・厚生・海外

同胞引揚及び遺家

族援護に関する調

査特別委員会連合

審査会

未復員者給与法等の一部改正法案（戦犯者を対象

に加える）の審議、戦地内地刑死者遺族が援護法

の対象外であること、戦犯者個人への支給の可能

性、朝鮮・台湾人への支給、戦犯者の処刑者夫人

連盟からの陳情書（靖国神社未合祀の状況説明

等）について

昭和27年7月11日 13 参議院 本会議 戦没者の遺骨収容及び送還に関する決議案の可決

364 昭和27年7月30日 13 衆議院

海外同胞引揚及び

遺家族援護に関す

る調査特別委員会

靖国神社合祀通知、合祀への国の関与の可能性に

ついて

昭和27年8月25日 13 衆議院
海外同胞引揚及び
遺家族援護に関す
る調査特別委員会

国費による靖国神社大祭復活と参拝費用国費支弁
を山口県遺族会が要望と報告

昭和27年12月9日 15 衆議院 運輸委員会 靖国神社参拝の遺族に対する運賃割引について

昭和27年12月23日 15 衆議院
海外同胞引揚及び
遺家族援護に関す
る調査特別委員会

戦犯者の公務認定、海外の戦犯刑死者の遺骨、海
外戦没者遺骨の収集・慰霊、韓国人戦犯家族の保
護について

昭和28年2月24日 15 衆議院 厚生委員会
財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付
に関する法律案の審議
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365 昭和28年3月2日 15 参議院 本会議
Ａ級戦犯でも旧軍人なので生存者は恩給の対象と

なると答弁

366 昭和28年3月3日 15 衆議院 本会議
戦犯も対象とすべきとの質問に対し、法案で結論

を出していると答弁

昭和28年3月9日 15 衆議院 内閣委員会
戦犯への恩給支給につき、拘禁が解かれたら支給
されると答弁。

昭和28年3月13日 15 衆議院 運輸委員会
靖国神社参拝の遺族に対する運賃の5割引を要望
の決議を提案

昭和28年3月14日 15 衆議院 厚生委員会
財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付
に関する法律案の審議

昭和28年5月26日 16 衆議院

昭和２８年度一般
会計暫定予算につ
き同意を求めるの
件外６件特別委員
会

戦犯の釈放交渉について

367 昭和28年5月27日 16 衆議院 予算委員会
無縁戦没者の遺骨の慰霊・施設の実施・設置につ

いて

368 昭和28年7月7日 16 衆議院 厚生委員会

戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正法案の審

議、戦犯遺族・朝鮮・台湾人戦犯への援護法適用

について

369 昭和28年7月9日 16 衆議院 厚生委員会

戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正法案の審

議、非公務死の者の戦死公報掲載及び靖国神社へ

の合祀、戦犯刑死者の靖国神社への合祀、「Ａ級

が難しいならせめてBC級だけでも救ってくれ」

との陳情者の発言について

昭和28年7月10日 16 衆議院 厚生委員会
戦犯刑死者遺族の援護、国による慰霊祭の実施及
び遺族の靖国神社参拝時の運賃割引について

昭和28年7月10日 16 衆議院 運輸委員会 遺族の靖国神社参拝時の運賃割引の決定について

370 昭和28年7月13日 16 衆議院
予算委員会第一分

科会

慰霊祭の毎年の開催、戦犯刑死者遺族の援護につ

いて

371 昭和28年7月13日 16 衆議院

内閣・厚生・海外

同胞引揚及び遺家

族援護に関する調

査特別委員会連合

審査会

恩給法の一部改正案の審議、戦犯刑死者遺族への

恩給の支給、遺族の靖国神社参拝時の運賃割引の

手続、拘禁中の戦犯への恩給の支給停止措置につ

いて

昭和28年7月14日 16 衆議院

内閣・厚生・海外
同胞引揚及び遺家
族援護に関する調
査特別委員会連合
審査会公聴会

恩給法の一部改正案に係る公述人からの意見聴取
中、拘禁中の戦犯への恩給の支給停止措置を解除
すべきとの発言があった。

372 昭和28年7月16日 16 衆議院 厚生委員会

財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付

に関する法律案の審議、在郷軍人への旧軍人会館

の利用、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正

法案の審議、戦犯刑死者遺族への援護法の適用、

巣鴨拘置所収容中の自殺者への援護法の適用につ

いて

昭和28年7月17日 16 衆議院 内閣委員会 戦犯刑死者等に対する援護措置について

昭和28年7月18日 16 衆議院 厚生委員会
財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付
に関する法律案の審議

昭和28年7月20日 16 衆議院

厚生・海外同胞引
揚及び遺家族援護
に関する調査特別
委員会連合審査会

戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正案及び未
帰還者留守家族等援護法案の審議

373 昭和28年7月21日 16 衆議院 厚生委員会

戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正案及び未

帰還者留守家族等援護法案の審議、戦犯刑死者の

援護措置により想定される国際的影響について
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374 昭和28年7月22日 16 衆議院 厚生委員会

戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正案及び未

帰還者留守家族等援護法案の審議（戦犯刑死者へ

の援護措置は政府として差し支えないと政府側が

答弁）、財団法人日本遺族会に対する国有財産の

無償貸付に関する法律案の審議、靖国神社参拝の

遺族以外の宿泊客への対応について

375 昭和28年7月23日 16 衆議院 厚生委員会

財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付

に関する法律案の審議、討論及び採決、戦傷病者

戦没者遺族等援護法の一部改正案の修正案の提案

及び採決

昭和28年7月27日 16 参議院 内閣委員会 戦犯受刑者の恩給支給実現を要望

376 昭和28年7月30日 16 参議院 本会議
Ａ級戦犯も恩給の対象とすることについて社会党

第四控室を代表して反対演説

377 昭和28年7月30日 16 参議院 厚生委員会
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正法の審議

及び採決（戦犯関連規定の追加）

昭和28年8月7日 16 参議院 厚生委員会
財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付
に関する法律案の審議及び採決

昭和28年11月6日 17 衆議院
海外同胞引揚及び
遺家族援護に関す
る調査特別委員会

恩給法における公務死の範囲について

昭和28年12月7日 18 参議院 予算委員会 援護法に基づく遺族年金支給範囲の拡大について

378 昭和28年12月11日 19 衆議院 厚生委員会 引揚援護庁の内局化について

昭和29年2月16日 19 衆議院 予算委員会 恩給法等における責任自殺者等への対応について

昭和29年2月20日 19 衆議院 予算委員会 恩給法等における公務死の範囲について

昭和29年2月24日 19 衆議院 内閣委員会 恩給進達業務の現況、公務死の範囲について

昭和29年2月25日 19 衆議院
予算委員会第二分
科会

公務死の範囲拡大のための援護法改正の準備につ
いて

379 昭和29年3月16日 19 参議院 内閣委員会 戦犯者への恩給法の適用等について

昭和29年3月16日 19 衆議院
海外同胞引揚及び
遺家族援護に関す
る調査特別委員会

公務死の範囲の拡大、靖国神社未合祀者問題への
政府への対応の要望について

昭和29年3月17日 19 衆議院 厚生委員会 公務死の範囲の拡大について

昭和29年3月17日 19 衆議院 運輸委員会 戦争犠牲者への援護を船員にも及ぼすよう要望

昭和29年3月26日 19 衆議院 厚生委員会 援護法の適用範囲について

昭和29年3月27日 19 衆議院 厚生委員会 援護法一部改正案の審議及び採決

昭和29年3月27日 19 衆議院 本会議 援護法一部改正案の審議及び採決

昭和29年3月29日 19 衆議院 本会議 海外戦没者遺骨の返還について

昭和29年4月1日 19 参議院 厚生委員会 援護法一部改正案の審議

380 昭和29年4月6日 19 衆議院 内閣委員会 戦死者の国家による慰霊の方法について

昭和29年4月22日 19 衆議院 厚生委員会
京都府遺族大会からの国会議員退席要求問題につ
いて

昭和29年5月6日 19 衆議院 内閣委員会
防衛庁設置法案への賛成につき、戦死者の慰霊方
策を要望

昭和29年7月14日 19 衆議院
海外同胞引揚及び
遺家族援護に関す
る調査特別委員会

北海道の市町村での靖国神社参拝の補助金支出の
現状と遺族会からの靖国等への国庫補助の要望を
紹介

昭和29年10月12日 19 参議院 運輸委員会 洞爺丸事件等の犠牲者の慰霊について

381 昭和29年11月26日 19 衆議院 厚生委員会
援護法の施行状況等、靖国神社等の祭祀の国費支

弁、無名戦士の墓の建設計画について

382 昭和29年12月2日 20 参議院 本会議
恩給法一部改正により戦争指導者であった戦犯が

恩給を受給できるようになったことについて

383 昭和30年5月16日 22 衆議院 予算委員会
恩給制度の実施に関する質疑、靖国神社の合祀に

対する国の援助について
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昭和30年6月3日 22 衆議院
予算委員会第三分
科会

沖縄の戦争犠牲者援護の方策について

昭和30年6月9日 22 参議院 予算委員会
靖国神社の工事費が2000万計上されていると聞
くがどの項目か、と質問

384 昭和30年6月9日 22 衆議院

海外同胞引揚及び

遺家族援護に関す

る調査特別委員会

援護法等の一部改正案、援護法の適用状況、靖国

神社の合祀の現状について

昭和30年6月17日 22 衆議院
海外同胞引揚及び
遺家族援護に関す
る調査特別委員会

遺族連合会の要望の一つが靖国合祀であることに
ついて

385 昭和30年6月22日 22 参議院 予算委員会 靖国合祀への国の協力の可能性について

昭和30年6月25日 22 衆議院 本会議 恩給法の一部改正法の一部改正法案の審議

386 昭和30年6月26日 22 参議院 予算委員会
予算案の民自修正事項の中の靖国工事費の取扱い

について

昭和30年6月27日 22 衆議院 内閣委員会 恩給法の一部改正法の一部改正法案の審議

昭和30年6月28日 22 衆議院 内閣委員会
恩給法の一部改正法の一部改正法案の審議、公務
扶助料の算定根拠に大戦末期の靖国合祀者数を用
いたことについて

昭和30年6月28日 22 衆議院
海外同胞引揚及び
遺家族援護に関す
る調査特別委員会

援護法等の一部改正案、援護法の適用状況につい
ての審議

昭和30年6月29日 22 衆議院 内閣委員会 恩給法の一部改正法の一部改正法案の審議

昭和30年6月30日 22 衆議院 内閣委員会 恩給法の一部改正法の一部改正法案の審議

昭和30年7月1日 22 参議院 運輸委員会
遺族の靖国神社参拝等における国鉄負担運賃分の
国費負担について

387 昭和30年7月4日 22 衆議院

海外同胞引揚及び

遺家族援護に関す

る調査特別委員会

靖国神社合祀問題、朝鮮・台湾人戦犯の処遇、戦

犯釈放問題、沖縄学徒の恩給受給、靖国神社への

合祀について

388 昭和30年7月5日 22 衆議院

海外同胞引揚及び

遺家族援護に関す

る調査特別委員会

靖国神社合祀問題に関する参考人招致について

昭和30年7月6日 22 衆議院 内閣委員会 恩給法の一部改正法の一部改正法案の審議

昭和30年7月7日 22 衆議院 内閣委員会 恩給法の一部改正法の一部改正法案の審議

昭和30年7月8日 22 参議院 内閣委員会 恩給法の一部改正法の一部改正法案の審議

昭和30年7月8日 22 衆議院 本会議 恩給法の一部改正法の一部改正法案の審議

昭和30年7月14日 22 衆議院 社会労働委員会
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正法案の審
議

389 昭和30年7月15日 22 衆議院

海外同胞引揚及び

遺家族援護に関す

る調査特別委員会

満州及び沖縄の青年義勇隊の処遇、靖国神社への

合祀に対する国の協力、靖国神社と無名戦士の墓

との関係及び建設費用、無名戦士の墓建設の進捗

状況・敷地選定、靖国神社合祀問題に係る参考人

招致の人選について

昭和30年7月18日 22 参議院 内閣委員会
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法
律案の審議

昭和30年7月19日 22 参議院
内閣・社会労働委
員会連合審査会

恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法
律案の審議

昭和30年7月20日 22 衆議院 社会労働委員会
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正法案の審
議

昭和30年7月22日 22 参議院 内閣委員会
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法
律案の審議

390 昭和30年7月23日 22 衆議院

海外同胞引揚及び

遺家族援護に関す

る調査特別委員会

靖国神社への合祀問題について

昭和30年7月26日 22 参議院 内閣委員会 恩給法の一部を改正する法律案の審議
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昭和30年7月26日 22 参議院 社会労働委員会
戦傷病者戦没者遺族援護法等の一部改正法案の審
議

昭和30年7月27日 22 参議院 本会議
恩給法の一部を改正する法律案、恩給法の一部を
改正する法律の一部を改正する法律案の審議の審
議

昭和30年7月27日 22 参議院 内閣委員会 自衛隊員の犠牲者への措置について

391 昭和30年12月8日 23 衆議院

海外同胞引揚及び

遺家族援護に関す

る調査特別委員会

靖国神社への合祀促進について

392 昭和31年2月3日 24 衆議院

海外同胞引揚及び

遺家族援護に関す

る調査特別委員会

靖国神社への合祀について憲法との関係を中心に

参考人招致する旨を決議

393 昭和31年2月14日 24 衆議院

海外同胞引揚及び

遺家族援護に関す

る調査特別委員会

靖国神社への合祀と憲法との関係について

394 昭和31年2月16日 24 衆議院 文教委員会 靖国神社の国家管理と憲法との関係について

昭和31年2月21日 24 衆議院 文教委員会 忠魂碑の再建の動きについて

395 昭和31年2月29日 24 衆議院 文教委員会 靖国神社での祭祀の在り方について

396 昭和31年3月6日 24 衆議院 内閣委員会 靖国神社と国との関係について

昭和31年3月12日 24 参議院 予算委員会 援護法等の適用範囲の拡大について

昭和31年3月15日 24 参議院 予算委員会
現在の戦傷病者及び戦没者の数、援護法の非適用
者の範囲、第八回戦没者遺族大会の決議事項につ
いて

昭和31年3月16日 24 参議院 本会議 沖縄の戦没者遺族援護の現状について

397 昭和31年5月21日 24 衆議院 内閣委員会
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法

律案の審議、靖国神社と政府との関係について

398 昭和31年5月23日 24 衆議院

海外同胞引揚及び

遺家族援護に関す

る調査特別委員会

沖縄の戦没者遺骨収集及び慰霊の現状の調査のた

めの参考人質疑、沖縄戦没者の靖国神社合祀につ

いての要望、靖国神社の合祀基準と援護法等の適

用基準との関係について

399 昭和31年11月19日 25 衆議院
日ソ共同宣言等特

別委員会
靖国神社への合祀について

400 昭和31年11月24日 25 衆議院
日ソ共同宣言等特

別委員会

宗教法人法改正の動きと靖国神社国営化との関係、

無名戦士の墓建設の進捗状況について

401 昭和31年11月28日 25 衆議院

海外同胞引揚及び

遺家族援護に関す

る調査特別委員会

無名戦士の墓の性格、敷地等について

402 昭和31年12月3日 25 衆議院

海外同胞引揚及び

遺家族援護に関す

る調査特別委員会

無名戦士の墓の建設について

403 昭和31年12月12日 25 参議院 社会労働委員会
無名戦士の墓の性格、対象範囲等、靖国神社の国

家管理について

昭和32年2月14日 26 衆議院
海外同胞引揚及び
遺家族援護に関す
る調査特別委員会

遺族の靖国神社への参拝に係る運賃無償化につい
て

404 昭和32年2月16日 26 衆議院

海外同胞引揚及び

遺家族援護に関す

る調査特別委員会

無名戦没者の墓の対象範囲等、引揚援護局の機構

定員の縮小について

405 昭和32年3月5日 26 衆議院

海外同胞引揚及び

遺家族援護に関す

る調査特別委員会

引揚援護局の機構定員の縮小について

406 昭和32年5月7日 26 参議院 社会労働委員会 無名戦没者の墓の建設と慰霊祭の挙行について

407 昭和32年5月13日 26 衆議院 内閣委員会 靖国神社への合祀について

408 昭和33年2月18日 28 参議院 社会労働委員会 無名戦没者の墓の建設の進捗について
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昭和33年4月10日 28 衆議院 社会労働委員会
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正法案の審
議

昭和33年4月11日 28 衆議院 社会労働委員会
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正法案の審
議

昭和33年4月15日 28 衆議院 社会労働委員会
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正法案の審
議、巣鴨に拘禁中の戦犯の援護法上の取扱いにつ
いて

昭和33年4月25日 28 参議院 社会労働委員会
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正法案の審
議

409 昭和34年2月28日 31 衆議院
予算委員会第二分

科会
改憲における祭政分離の見直しの動きについて

410 昭和34年3月31日 31 衆議院 内閣委員会
千鳥ヶ淵戦没者墓苑の性格、遺骨の取扱い等につ

いて

411 昭和34年4月7日 31 参議院 内閣委員会 千鳥ヶ淵戦没者墓苑の維持管理の在り方について

昭和34年4月9日 31 衆議院
海外同胞引揚及び
遺家族援護に関す
る調査特別委員会

現地復員者に対する援護法の適用について

昭和35年2月18日 34 衆議院

決算委員会国有財
産の増減及び現況
に関する調査小委
員会

旧陸軍士官学校跡地の払い下げについて

昭和35年2月26日 34 衆議院 文教委員会 民俗博物館の遊就館への移送について

昭和35年4月28日 34 衆議院

決算委員会国有財
産の増減及び現況
に関する調査小委
員会

旧陸軍士官学校跡地の払い下げについて

昭和35年5月12日 34 衆議院

決算委員会国有財
産の増減及び現況
に関する調査小委
員会

旧陸軍士官学校跡地の払い下げについて

412 昭和35年12月22日 37 参議院 予算委員会 靖国神社や伊勢神宮の問題について

昭和36年2月27日 38 衆議院
予算委員会第二分
科会

遺骨収集及び戦犯刑死者遺家族の問題について

413 昭和36年4月28日 38 参議院 内閣委員会
千鳥ヶ淵戦没者墓苑の性格、要人来日時の参拝実

現について

昭和36年5月23日 38 衆議院 社会労働委員会 恩給法と援護法の「戦地」の定義の異同について

昭和37年2月7日 40 衆議院 社会労働委員会 動員学徒の援護問題について

414 昭和37年2月20日 40 衆議院
予算委員会第四分

科会

靖国神社等の神社奉賛会の寄附金集めの問題につ

いて

昭和37年2月27日 40 衆議院
予算委員会第二分
科会

民俗博物館の遊就館への移送について

昭和37年3月16日 40 衆議院 運輸委員会
松山から上京する靖国神社参拝遺族が26時間か
かるのに急行料金取られるのを何とかならないか
と要望

415 昭和37年4月11日 40 衆議院 社会労働委員会 準軍属犠牲者の靖国神社への合祀について

416 昭和37年4月12日 40 衆議院 社会労働委員会
戦死をしても靖国神社に祀られない人の処置、朝

鮮・台湾人の靖国神社への合祀について

417 昭和37年4月19日 40 衆議院 内閣委員会 靖国神社の国家による祭祀について

昭和37年4月26日 40 参議院 社会労働委員会 恩給法・援護法の適用対象の拡大について

418 昭和38年2月18日 43 衆議院
予算委員会第二分

科会

長崎医科大学学生への援護法適用及び靖国神社合

祀について

昭和38年2月22日 43 衆議院
予算委員会第一分
科会

宮城県予算の遺家族援護費への遺族靖国神社参拝
費等の計上について

昭和38年2月23日 43 衆議院
予算委員会第一分
科会

昨年の靖国神社での慰霊祭について
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419 昭和38年3月5日 43 参議院 社会労働委員会
戦没者追悼式の性質等、実施時期、外国の例等に

ついて

昭和38年3月26日 43 衆議院 社会労働委員会
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正法案の審
議

昭和38年3月28日 43 参議院 社会労働委員会
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正法案の審
議

420 昭和38年5月22日 43 衆議院 文教委員会
靖国神社の法的地位、歴史教科書への記述等につ

いて

昭和38年5月24日 43 衆議院 文教委員会
靖国神社等を教科書に取り上げるべきとの教科書
調査官の発言について

421 昭和38年6月4日 43 衆議院 内閣委員会 靖国神社の国家運営等について要望

422 昭和38年6月6日 43 衆議院 内閣委員会 戦没者追悼式について

423 昭和38年6月11日 43 衆議院 内閣委員会 戦没者追悼式について

424 昭和38年7月5日 43 衆議院 社会労働委員会 戦没者追悼式について

425 昭和39年2月21日 46 衆議院
予算委員会第一分

科会

靖国神社への国家補助の可能性、千鳥ヶ淵戦没者

墓苑の性質等について

426 昭和39年4月1日 46 衆議院 大蔵委員会
昭和35年に靖国神社に貸し付けた国有地の問題

について

427 昭和39年6月3日 46 参議院
災害対策特別委員

会
消防活動での殉職者の靖国神社への合祀について

428 昭和39年6月11日 46 衆議院 社会労働委員会
靖国神社国家護持、祭 料、靖国神社の合祀基準、

合祀決定機関について

昭和39年6月16日 46 衆議院 内閣委員会
恩給問題審議会における靖国神社国家護持につい
ての法制局との検討について

429 昭和39年6月17日 46 衆議院 社会労働委員会

援護法改正における公務の範囲、対象者の範囲拡

大の非一貫性、一般的な追悼の全国戦没者追悼

式・千鳥ヶ淵戦没者墓苑での慰霊祭における実施、

千鳥ヶ淵戦没者墓苑における象徴的遺骨、海外戦

没者遺骨の収集・慰霊等の完了について

昭和39年6月19日 46 衆議院 社会労働委員会
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正法案の審
議

430 昭和39年7月31日 46 衆議院 社会労働委員会
第2回戦没者追悼式の靖国神社境内での開催につ

いて

431 昭和40年2月26日 48 衆議院
予算委員会第三分

科会
靖国神社の性格、戦没者追悼式の会場について

昭和40年2月27日 48 衆議院
予算委員会第一分
科会

伊勢神宮式年遷宮への国庫支出について

432 昭和40年3月25日 48 衆議院 社会労働委員会
靖国神社国家護持の必要性、戦没者追悼式の靖国

神社での実施について

昭和40年8月11日 49 参議院 社会労働委員会
全国戦没者追悼式、遺骨収集事業、一般邦人、旧
軍人墓地等の遺骨の取扱いについて

433 昭和41年3月1日 51 衆議院
予算委員会第三分

科会

長崎医科大学学生への援護法適用及び靖国神社合

祀について

434 昭和41年6月9日 51 衆議院 社会労働委員会
準軍属の範囲、靖国神社の性格、合祀、国家護持

について

435 昭和41年6月24日 51 衆議院 内閣委員会 自衛官の靖国神社参拝について

436 昭和42年5月25日 55 参議院 予算委員会 靖国神社国家護持について

昭和42年6月1日 55 衆議院 社会労働委員会 慰霊祭挙行費用、戦没者の父母の実数について

昭和42年6月8日 55 衆議院 社会労働委員会 援護法適用範囲を満州事変までの拡大について

437 昭和42年7月4日 55 衆議院 内閣委員会 靖国神社の国家護持について

昭和42年7月11日 55 参議院 社会労働委員会 援護法の適用範囲について

438 昭和42年7月11日 55 衆議院 決算委員会 長崎医科大学学生の靖国神社合祀について

439 昭和42年7月13日 55 参議院 建設委員会
旧チャペルセンターをめぐる国と靖国神社との契

約について

1151



番号 開 催 日 回次 議院 会 議 名 摘 要

昭和42年12月16日 57 参議院 予算委員会 沖縄、小笠原の戦没者慰霊について

昭和43年3月14日 58 衆議院
予算委員会第一分
科会

長崎医大生の遺族は靖国合祀で感激していると発
言

440 昭和43年5月9日 58 衆議院 社会労働委員会
準軍属の範囲、遺骨収集、戦没者遺骨の収集、慰

霊のあり方について

441 昭和43年5月14日 58 参議院 社会労働委員会 旧長崎医大学生の靖国神社合祀の経緯等について

昭和43年5月15日 58 衆議院

沖縄及び北方問題
に関する特別委員
会、地方行政委員
会連合審査会

硫黄島の遺骨収集及び慰霊塔建設について

昭和43年5月16日 58 衆議院 社会労働委員会 旧長崎医大学生が靖国神社に合祀されたと発言

昭和43年8月10日 59 参議院 逓信委員会
靖国国営化法案に関する番組放送中止事件につい
て

昭和43年10月29日 59 参議院 逓信委員会
靖国国営化法案に関する番組放送中止事件につい
て

昭和44年4月3日 61 参議院 建設委員会
国の建設の際の神式起工式、国と宗教との関係に
ついて

昭和44年5月9日 61 衆議院 地方行政委員会 靖国神社法案批判と右翼の行動との関係について

昭和44年6月24日 61 参議院 社会労働委員会
未帰還者を家裁で死亡宣告を出してもらって遺族
扶助料を支給して靖国神社に祀る事を決定したと
の発言について

昭和44年6月25日 61 衆議院 外務委員会 戦没者遺骨の収集、慰霊等について

442 昭和44年8月5日 61 衆議院 内閣委員会 靖国法案が委員会に付託されたことを報告

昭和45年4月15日 63 衆議院 法務委員会
憲法20条によって靖国神社等が恩恵を受けられ
なくなったと発言

昭和45年5月8日 63 参議院 本会議 靖国神社法案を内閣委員会に付託した旨報告

昭和45年5月13日 63 参議院 本会議 靖国神社法案を内閣委員会に付託した旨報告

443 昭和45年5月13日 63 衆議院 内閣委員会 靖国神社法案の取扱いにつき報告

444 昭和46年2月8日 65 衆議院 予算委員会 靖国神社法案撤回の可能性について

昭和46年2月10日 65 参議院 予算委員会
教科書調査官が靖国神社も記述すべきと発言する
ことについて

昭和46年2月19日 65 衆議院 地方行政委員会
靖国法案等で政府に要求することから右翼の調査
も行っていると答弁

445 昭和46年2月26日 65 衆議院 内閣委員会
靖国神社法案の対外的影響と憲法との関係につい

て

446 昭和46年3月2日 65 参議院 予算委員会 靖国神社法案の取扱いについて

昭和46年3月10日 65 参議院 本会議 靖国法案を社会労働委員会に付託したと報告

447 昭和46年3月11日 65 衆議院 外務委員会 靖国法案と軍国主義復活の関係について

448 昭和46年3月25日 65 参議院
予算委員会第四分

科会
伊勢神宮奉賛金募集と首相参拝について

449 昭和46年3月25日 65 衆議院 社会労働委員会
援護法の適用範囲、海外戦没者墓苑の建設、千鳥

ヶ淵戦没者墓苑の所管について

450 昭和46年3月27日 65 参議院 予算委員会
靖国神社法案の代わりに8月15日を祝日にする

ことについて

昭和46年4月27日 65 衆議院 内閣委員会 旧防空団員、旧警防団員への援護について

昭和46年4月28日 65 衆議院 内閣委員会 援護法の適用範囲について

昭和46年5月12日 65 衆議院 内閣委員会
階級による処遇格差の改善は靖国法案よりも重要
と発言

451 昭和46年5月24日 65 衆議院 内閣委員会
靖国神社法案の提案理由説明、靖国法案について

は引き続き協議する旨の発言について

昭和46年12月17日 67 衆議院 文教委員会
靖国神社問題と絡んでの宗教の圏外の神社の取扱
いの現状について
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452 昭和47年3月22日 68 衆議院
予算委員会第三分

科会

援護局内の旧職業軍人の数、旧軍思想・靖国法案

との関係、審査手続、連名簿、兵籍簿の取扱いに

ついて

昭和47年4月13日 68 衆議院 社会労働委員会 援護法一部改正案の説明。対象拡大等

昭和47年4月20日 68 衆議院 社会労働委員会 防空監視員の援護法の適用等について

昭和47年4月25日 68 参議院 社会労働委員会 援護法一部改正案の説明。対象拡大等

453 昭和47年6月16日 68 衆議院 内閣委員会 戦没者国家慰霊の件は引き続き協議する旨発言

454 昭和47年8月17日 69 衆議院 内閣委員会 殉職自衛官合祀事件、靖国国家護持問題について

昭和48年2月27日 71 衆議院 予算委員会
軍法会議で無実の罪を被った者への措置を講じ、
その暁には靖国合祀もされるであろうと答弁

昭和48年4月5日 71 衆議院 社会労働委員会 準軍属の範囲の拡大の経緯等について

昭和48年4月9日 71 参議院
予算委員会第二分
科会

フィリピンの慰霊碑について

昭和48年4月12日 71 衆議院 社会労働委員会 援護法の適用範囲について

455 昭和48年4月12日 71 衆議院 決算委員会
靖国神社の性格、国家護持と憲法との関係につい

て

昭和48年6月7日 71 衆議院 内閣委員会
天皇の戦没者慰霊碑へのお参り等のような公的活
動は当然行って差し支えないと答弁

456 昭和48年7月3日 71 参議院 社会労働委員会

援護法の適用範囲、靖国神社の性格、援護関係職

員研修会に対する靖国神社の便宜供与、合祀取消

申請に対する靖国神社の対応、靖国神社の合祀に

対する国の協力について

457 昭和48年7月6日 71 衆議院 内閣委員会
（靖国神社法案上程に関する不規則発言に対して

速記を止めた）

458 昭和48年7月13日 71 衆議院 内閣委員会 靖国神社法案の委員会審議の開始時期について

459 昭和48年7月16日 71 衆議院 内閣委員会
靖国神社法案が政府提出法案ではない理由につい

て

460 昭和48年7月19日 71 衆議院 内閣委員会
靖国神社法案を議題とすることの決定、靖国神社

法案の趣旨説明

461 昭和48年9月25日 71 衆議院 内閣委員会 靖国神社法案の閉会中審査の議決

462 昭和48年9月27日 71 衆議院 議院運営委員会 靖国神社法案の閉会中審査の決定

463 昭和48年9月27日 71 衆議院 本会議 靖国神社法案の閉会中審査の議決

昭和49年3月28日 72 衆議院 社会労働委員会 援護法の対象範囲について

464 昭和49年4月4日 72 衆議院 内閣委員会 靖国神社法案の提案理由の聴取省略を決定

465 昭和49年4月9日 72 衆議院 内閣委員会 靖国神社法案の審議について

466 昭和49年4月10日 72 衆議院 内閣委員会 靖国神社法案の審議について

467 昭和49年4月11日 72 衆議院 内閣委員会 靖国神社法案の審議について

468 昭和49年4月12日 72 衆議院 内閣委員会 靖国神社法案の審議について

469 昭和49年5月10日 72 衆議院 内閣委員会
静岡県護国神社で開催された慰霊祭への自衛隊員

の参加について

昭和49年5月14日 72 参議院 社会労働委員会 援護法の対象範囲について

470 昭和49年5月16日 72 衆議院 内閣委員会
隊友会による殉職自衛官の護国神社への合祀につ

いて

471 昭和49年5月21日 72 参議院 文教委員会 靖国法案成立後の靖国神社の教え方について

472 昭和49年5月21日 72 衆議院 内閣委員会 千鳥ヶ淵戦没者墓苑の性質等について

473 昭和49年5月24日 72 衆議院 議院運営委員会 靖国神社法案の取扱いについて

474 昭和49年5月25日 72 衆議院 本会議
靖国神社法案の審査結果の報告、靖国神社法案成

立について政府に異議がないと答弁

昭和49年10月30日 73 衆議院 社会労働委員会 援護法の適用範囲について

497 昭和50年2月27日 75 衆議院 社会労働委員会 千鳥ヶ淵戦没者墓苑の性質等について

昭和50年2月28日 75 衆議院
予算委員会第一分
科会

昭和20年12月の旧陸軍弾薬庫撤去作業に伴う犠
牲者の援護法上の取扱いについて

498 昭和50年3月5日 75 参議院 予算委員会 戦没者の慰霊と靖国神社の存在について
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499 昭和50年3月14日 75 衆議院 内閣委員会
エリザベス英女王の靖国神社参拝、戦没者の慰霊

行事への公の関与について

500 昭和50年4月1日 75 参議院 予算委員会 国による戦没者の表敬塔の建設について

501 昭和50年5月29日 75 参議院 内閣委員会
侍従の伊勢神宮参拝問題、千鳥ヶ淵戦没者墓苑の

性質等、靖国神社に関するアンケートについて

502 昭和50年7月1日 75 衆議院 内閣委員会
国政調査の項目に戦没者等の慰霊等に関する項目

の追加を決定

503 昭和50年7月2日 75 衆議院 内閣委員会 戦没者等の慰霊等に関する参考人質疑

504 昭和50年7月4日 75 衆議院 本会議
戦没者等の慰霊等について内閣委員会の閉会中審

査を認める決議

505 昭和50年8月19日 75 衆議院 内閣委員会 三木首相の靖国神社参拝について

506 昭和50年9月19日 76 参議院 本会議 三木首相の靖国神社参拝について

507 昭和50年11月20日 76 参議院 内閣委員会

天皇の靖国神社参拝、宮内庁の靖国神社に関する

見解、三木首相の靖国神社参拝、靖国神社参拝に

関する公私の区別、靖国神社に関する一万人アン

ケート、表敬法案について

508 昭和50年12月9日 76 参議院 内閣委員会 天皇の靖国神社参拝について

509 昭和51年1月28日 77 参議院 本会議 三木首相の靖国神社参拝の意図等について

昭和51年5月6日 77 衆議院 社会労働委員会
対馬丸遭難者が昭和41年に異例ながら靖国合祀
されたことについて

昭和51年5月13日 77 参議院 内閣委員会 樺太原住民の戦争従事者の援護について

昭和51年5月19日 77 衆議院 農林水産委員会 報国農兵隊への援護法の適用について

510 昭和51年8月12日 77 参議院 内閣委員会
全国戦没者追悼式の「全国戦没者追悼之標」を

「之霊」に改めたことについて

511 昭和51年9月27日 78 衆議院 本会議 靖国神社国家護持について

昭和51年10月13日 78 参議院 決算委員会
日本国籍を有しない日本人の戦争犠牲者への援護
法の適用について

昭和51年10月27日 78 衆議院 法務委員会 戦前の国家神道体制の内容及び宗教弾圧について

512 昭和52年2月4日 80 参議院 本会議 靖国国家護持の実現について

昭和52年4月8日 80 衆議院 社会労働委員会 援護法の適用範囲について

昭和52年4月14日 80 参議院
予算委員会第四分
科会

援護法の適用範囲について

513 昭和52年11月18日 82 衆議院 内閣委員会
殉職公務員の慰霊、靖国神社の今後のあり方につ

いて

514 昭和53年2月16日 84 衆議院 内閣委員会 千鳥ヶ淵戦没者墓苑の性質等について

515 昭和53年4月18日 84 参議院 社会労働委員会

靖国神社の合祀と厚生省との関係、朝鮮・台湾人

の合祀、日赤の従軍看護婦への援護法の適用、援

護局調査課の廃止について

516 昭和53年4月25日 84 参議院 内閣委員会
福田首相の靖国神社参拝、靖国神社の合祀取り下

げの可能性について

517 昭和53年6月1日 84 参議院 内閣委員会 荒舩長官の靖国神社参拝について

518 昭和53年8月15日 84 衆議院 内閣委員会 福田首相の靖国神社参拝について

519 昭和53年8月16日 84 衆議院 内閣委員会 福田首相、安倍官房長官の靖国神社参拝について

520 昭和53年8月17日 84 参議院 内閣委員会 福田首相の靖国神社参拝について

昭和53年8月29日 84 参議院 文教委員会
肩書きの付与と公私の区別の問題の事例として福
田首相の靖国神社参拝を挙げた

521 昭和53年10月17日 85 参議院 内閣委員会
閣僚の靖国神社参拝に関する統一見解、福田首相

の靖国神社参拝について

522 昭和54年3月27日 87 参議院 予算委員会 殉職自衛官合祀事件訴訟第一審判決について

昭和54年4月10日 87 衆議院 内閣委員会
公式制度連絡調査会と靖国神社問題との関係につ
いて

昭和54年4月11日 87 衆議院 内閣委員会
公式制度連絡調査会と靖国神社問題との関係につ
いて

1148



番号 開 催 日 回次 議院 会 議 名 摘 要

昭和54年4月17日 87 衆議院 内閣委員会
神道政治連盟の靖国国家護持の要求に福田首相が
「善処したい」と回答したことについて

523 昭和54年4月19日 87 衆議院 内閣委員会
大平首相の靖国神社参拝、靖国神社へのＡ級戦犯

の合祀について

524 昭和54年4月20日 87 衆議院 内閣委員会 天皇、大平首相の靖国神社参拝について

525 昭和54年4月24日 87 参議院 社会労働委員会
大平首相の靖国神社参拝、Ａ級戦犯の合祀につい

て

526 昭和54年4月24日 87 衆議院 法務委員会 靖国神社へのＡ級戦犯合祀について

527 昭和54年4月27日 87 参議院 本会議 大平首相の靖国神社参拝について

528 昭和54年4月27日 87 衆議院 外務委員会 Ａ級戦犯の合祀とＡ級戦犯の犯罪について

529 昭和54年5月8日 87 参議院 内閣委員会
靖国神社の社紋が菊紋であることと天皇家との関

係について

530 昭和54年5月22日 87 参議院 内閣委員会
靖国神社の社紋が菊紋であることと天皇家との関

係、天皇・勅使の靖国神社参拝について

531 昭和54年5月24日 87 参議院 内閣委員会

大平首相の靖国神社参拝、殉職自衛官合祀事件訴

訟第一審判決、靖国神社の合祀基準、Ａ級戦犯の

合祀について

532 昭和54年5月29日 87 参議院 内閣委員会 靖国神社の非宗教法人化について

昭和54年5月30日 87 参議院

内閣委員会、地方
行政委員会、法務
委員会、文教委員
会連合審査会

Ａ級戦犯の合祀について

533 昭和54年6月5日 87 参議院 内閣委員会

旭川護国神社の例祭への自衛官の参加、靖国神社

の合祀対象と全国戦没者追悼式の追悼対象、合祀

の上奏の性格、大平首相の靖国神社参拝、Ａ級戦

犯が合祀される靖国神社への参拝とＡ級戦犯に対

する認識、信教との関係、靖国神社の国家護持に

ついて

534 昭和55年2月21日 91 衆議院 内閣委員会

天皇・首相の靖国神社参拝、市町村での公式参拝

要請議決、靖国神社と宗教法人法との関係、合祀

対象、天皇の千鳥ヶ淵戦没者墓苑への行幸につい

て

535 昭和55年3月6日 91 衆議院 社会労働委員会 在日韓国人戦没者の靖国神社への合祀について

536 昭和55年3月25日 91 参議院 社会労働委員会 Ａ級戦犯合祀について

昭和55年3月26日 91 参議院 決算委員会 援護法の適用範囲について

昭和55年4月21日 91 衆議院 地方行政委員会 地方各地の慰霊行事への国の助成について

昭和55年5月14日 91 衆議院
沖縄及び北方問題
に関する特別委員
会

沖縄の6歳以下の幼児の援護法適用、対馬丸乗員
の援護法適用拡大について

537 昭和55年8月12日 92 参議院 内閣委員会

首相の靖国神社参拝、法律による宗教団体の性質

の剥奪の可能性、首相の靖国神社参拝、国家護持

法案について

538 昭和55年8月27日 92 衆議院 法務委員会 靖国神社への参拝について

539 昭和55年10月7日 93 参議院 本会議 靖国神社参拝、無宗教の慰霊塔建設について

540 昭和55年10月17日 93 衆議院 文教委員会 文相の靖国神社参拝について

541 昭和55年10月30日 93 参議院 法務委員会 靖国神社法案の提出について

542 昭和55年11月5日 93 衆議院 法務委員会 靖国国家護持法案と憲法との関係について

543 昭和55年11月7日 93 衆議院 本会議 奥野法相の靖国関係発言について

544 昭和55年11月7日 93 衆議院 法務委員会 奥野法相の靖国関係発言について

545 昭和55年11月12日 93 衆議院 法務委員会
昭和50年の法制局長官答弁の確認、奥野法相の

靖国関係発言について

546 昭和55年11月19日 93 参議院
科学技術振興対策

特別委員会
中川長官の靖国神社参拝について

547 昭和55年11月20日 93 参議院 法務委員会 靖国神社参拝に対する内閣の統一見解について
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昭和55年11月20日 93 参議院 内閣委員会 自衛官の護国神社例大祭への参列について

548 昭和55年11月26日 93 衆議院 法務委員会
靖国神社の性格、公式参拝、靖国神社と宗教との

関係について

549 昭和55年12月18日 93 参議院 法務委員会 閣僚の靖国神社参拝について

550 昭和56年1月29日 94 参議院 本会議
Ａ級戦犯の合祀、靖国国家護持と公式参拝の方針

について

551 昭和56年2月12日 94 参議院 予算委員会 首相の靖国神社参拝について

昭和56年2月25日 94 衆議院 法務委員会
靖国法案に関連して神社と宗教法人法との関係に
ついて質問

552 昭和56年3月9日 94 参議院 予算委員会 鈴木首相の靖国神社参拝について

553 昭和56年3月31日 94 参議院
予算委員会第二分

科会
旭川護国神社の例祭への自衛官の参加について

554 昭和56年4月1日 94 参議院
予算委員会第一分

科会

国内外人将兵墓地及び慰霊祭並びに閣僚靖国神社

参拝との関係について

昭和56年4月9日 94 衆議院 社会労働委員会 昭和42年の戦後処理終了合意文書について

555 昭和56年4月17日 94 参議院
安全保障特別委員

会
自衛隊員及び閣僚の靖国神社参拝について

556 昭和56年5月28日 94 参議院 内閣委員会 旭川護国神社の例祭への自衛官の参加について

557 昭和56年7月28日 94 参議院 内閣委員会 首相の靖国神社参拝について

558 昭和56年8月18日 94 衆議院 内閣委員会
首相・閣僚の靖国神社参拝、戦没者追悼の日懇談

会について

559 昭和56年8月20日 94 参議院 内閣委員会 閣僚の靖国神社参拝について

560 昭和56年10月1日 95 衆議院 本会議 靖国神社国営化、閣僚の靖国神社参拝について

561 昭和56年10月14日 95 衆議院 法務委員会
靖国神社参拝に関して政教分離は占領軍のミスリ

ードとの発言について

562 昭和57年3月10日 96 参議院 予算委員会 靖国神社が宗教に該当しないという見解について

563 昭和57年3月24日 96 衆議院 文教委員会
靖国神社国家護持・公式参拝と憲法との関係、靖

国神社国家護持運動と教育行政との関係について

564 昭和57年3月30日 96 衆議院 内閣委員会
戦没者追悼の日の制定手続、戦没者追悼式、靖国

神社への公式参拝について

565 昭和57年3月31日 96 参議院 内閣委員会
都道府県の玉串料支出、靖国神社への公式参拝、

戦没者追悼の日懇談会報告書について

566 昭和57年3月31日 96 参議院 地方行政委員会 箕面忠魂碑訴訟第一審判決について

567 昭和57年3月31日 96 衆議院 法務委員会 閣僚の靖国神社参拝について

568 昭和57年4月1日 96 参議院 法務委員会 閣僚の靖国神社参拝について

569 昭和57年4月1日 96 衆議院 内閣委員会 戦没者追悼の日及び靖国神社参拝について

570 昭和57年4月1日 96 衆議院 社会労働委員会 厚相の靖国神社参拝、戦没者追悼の日について

571 昭和57年4月6日 96 衆議院 内閣委員会

外国における戦没者追悼、戦没者追悼の日の追悼

対象に外国人が含まれるか、戦没者追悼の日と靖

国神社参拝との関係、靖国神社の合祀対象、地方

自治体の玉串料奉賛、戦没者追悼の日、戦没者追

悼の日と靖国神社参拝との関係について

572 昭和57年4月8日 96 衆議院 社会労働委員会 戦没者追悼の日、厚相の靖国神社参拝について

573 昭和57年8月5日 96 参議院 法務委員会 法相の靖国神社参拝について

574 昭和57年8月19日 96 参議院 文教委員会 文相の靖国神社参拝について

575 昭和57年8月19日 96 衆議院 法務委員会
法相の靖国神社参拝、靖国神社の性格等、靖国神

社への公式参拝の要件等について

576 昭和57年8月20日 96 衆議院 外務委員会 靖国神社参拝による対外的な影響について

577 昭和57年12月10日 97 参議院 本会議 靖国神社公式参拝の要望について

578 昭和57年12月14日 97 衆議院 予算委員会 中曽根首相の靖国神社参拝について

579 昭和58年3月2日 98 衆議院 文教委員会
箕面忠魂碑訴訟第一審判決、閣僚の靖国神社参拝

について
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580 昭和58年3月3日 98 衆議院 予算委員会
箕面忠魂碑訴訟第一審判決、靖国神社参拝の有無

について

581 昭和58年3月4日 98 衆議院 法務委員会
箕面判決と靖国神社参拝との関係、靖国神社参拝

の有無について

582 昭和58年3月10日 98 参議院 予算委員会
箕面忠魂碑訴訟第一審判決と靖国神社参拝との関

係について

583 昭和58年3月23日 98 参議院 大蔵委員会 靖国神社境内地が国から譲与された経緯について

584 昭和58年3月24日 98 衆議院 社会労働委員会 千鳥ヶ淵戦没者墓苑への外国要人参列について

585 昭和58年5月10日 98 参議院 内閣委員会 中曽根首相の靖国神社参拝について

586 昭和58年5月12日 98 参議院 大蔵委員会 中曽根首相の靖国神社参拝について

587 昭和58年5月19日 98 衆議院 決算委員会

靖国神社参拝に対する首相の見解、福岡旧陸軍墓

地にある「大東亜戦争戦没者之碑」の碑文につい

て

588 昭和58年8月9日 99 参議院 内閣委員会
閣僚の靖国神社参拝、箕面忠魂碑訴訟第一審判決

について

589 昭和58年8月10日 99 衆議院 法務委員会 閣僚の靖国神社参拝について

590 昭和58年8月18日 99 衆議院 内閣委員会
靖国神社参拝に関する政府見解見直し指示の有無

と米大統領訪日時の参拝について

591 昭和58年9月13日 100 参議院 本会議
靖国神社参拝に関する政府見解見直しの指示につ

いて

592 昭和59年3月10日 101 衆議院
予算委員会第一分

科会
閣僚の靖国神社参拝について

昭和59年4月5日 101 衆議院 内閣委員会 献穀祭の合憲性について

593 昭和59年4月7日 101 参議院 内閣委員会 閣僚の靖国神社参拝、戦没者追悼の日について

594 昭和59年4月12日 101 参議院 内閣委員会

閣僚の靖国神社参拝、靖国神社の法的性質、津地

鎮祭最高裁判決と靖国神社参拝との関係、自民党

靖国小委報告書について

595 昭和59年4月17日 101 参議院 内閣委員会 自民党靖国小委報告書、靖国懇等について

596 昭和59年4月18日 101 衆議院 法務委員会

群馬県農業委員会による護国神社の奉納米の要求、

閣僚の靖国神社参拝に関する政府見解、靖国神社

公式参拝に対する法相の見解、靖国神社の法的性

質、閣僚の靖国神社公式参拝、殉職自衛官の合祀

について

597 昭和59年4月19日 101 衆議院 内閣委員会 閣僚の靖国神社公式参拝について

598 昭和59年4月24日 101 衆議院 内閣委員会 閣僚の靖国神社参拝に関する政府見解について

599 昭和59年5月8日 101 参議院 内閣委員会
閣僚の靖国神社参拝に関する政府見解、靖国神社

の法的性質について

600 昭和59年5月19日 101 衆議院 内閣委員会 靖国神社参拝の意義について

601 昭和59年7月5日 101 衆議院 農林水産委員会 農水相の靖国神社参拝について

602 昭和59年8月7日 101 参議院 社会労働委員会 厚相の靖国神社参拝について

603 昭和60年2月20日 102 衆議院 法務委員会 閣僚の靖国神社公式参拝について

604 昭和60年3月11日 102 参議院 予算委員会 閣僚の靖国神社公式参拝について

605 昭和60年3月27日 102 参議院 予算委員会 靖国懇の審議の今後の見通し

606 昭和60年4月2日 102 参議院 内閣委員会 靖国懇の審議の今後の見通しと要望

607 昭和60年4月11日 102 衆議院

大蔵委員会，内閣

委員会，地方行政

委員会，文教委員

会，社会労働委員

会，農林水産委員

会連合審査会

殉職自衛官の合祀について

608 昭和60年4月16日 102 衆議院 内閣委員会
国の戦没者慰霊事業、千鳥ヶ淵、靖国国営化問題

について

609 昭和60年6月19日 102 衆議院 法務委員会
靖国懇の検討状況、閣僚の靖国神社参拝に関する

政府見解について
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610 昭和60年8月20日 102 衆議院 内閣委員会 中曽根首相の靖国神社参拝について

611 昭和60年8月27日 102 参議院 内閣委員会 中曽根首相の靖国神社参拝について

612 昭和60年9月6日 102 衆議院 法務委員会

法相の靖国神社参拝、靖国神社の戦前前後の状況

の差異、閣僚の靖国神社公式参拝に関する政府見

解について

613 昭和60年9月19日 102 参議院 決算委員会

中国のデモと靖国神社公式参拝、外国の日本人戦

没者墓地の維持管理との関係、靖国懇での靖国公

式参拝合憲の結論に従ったこと、中曽根首相の公

式参拝に対する政府見解、公式参拝に関する諸外

国への説明について

614 昭和60年9月20日 102 参議院 決算委員会

中国のデモと靖国神社公式参拝との関係、靖国神

社公式参拝の外交への影響、今後の公式参拝の継

続について

615 昭和60年10月8日 102 衆議院
安全保障特別委員

会

中曽根首相の靖国神社公式参拝の内外の影響につ

いて

616 昭和60年10月16日 103 衆議院 本会議
今後の公式参拝の取り止め、靖国神社への公式参

拝について

617 昭和60年10月17日 103 参議院 本会議
靖国神社公式参拝の理由、Ａ級戦犯合祀の評価、

対外的影響について

618 昭和60年10月17日 103 衆議院 本会議

閣僚の靖国神社参拝に関する政府見解の変更、対

外的影響、ひとしく戦没者を追悼できる場所の建

設、戦犯合祀と靖国神社公式参拝の関係について

619 昭和60年10月18日 103 参議院 本会議

公式参拝の意図と中国への影響、靖国神社への公

式参拝、公式参拝に関する政府見解の変更、記念

廟建設、中曽根首相の靖国神社公式参拝について

620 昭和60年10月22日 103 参議院 決算委員会

中国における防衛費１％枠と靖国神社問題との関

係、中曽根首相の靖国神社公式参拝に対する中国

政府の批判、例大祭への参拝取りやめについて

621 昭和60年10月29日 103 衆議院 予算委員会 公式参拝の意図、Ａ級戦犯合祀との関係

622 昭和60年10月30日 103 衆議院 予算委員会

公式参拝の政府見解の変更、Ａ級戦犯の合祀取り

下げの働き掛け、靖国廟の建設、靖国神社の宗教

的性質、靖国神社公式参拝と憲法との関係につい

て

623 昭和60年10月31日 103 衆議院 予算委員会
靖国懇、政府見解、靖国懇会長、靖国神社公式参

拝の対外的影響などについて

624 昭和60年11月6日 103 参議院 予算委員会

国の合祀協力事務、津地鎮祭最高裁判決と靖国神

社参拝との関係、Ａ級戦犯分祀、Ａ級戦犯合祀に

ついての諸外国への説明、靖国神社を民族の霊場

にするという過去の発言、対外的影響について

625 昭和60年11月8日 103 衆議院 外務委員会

靖国神社参拝に関する中国への対応、戦犯合祀と

公式参拝、靖国神社参拝と日中関係との関係、靖

国神社参拝に対する世論の支持、宗教との関係、

閣僚の靖国神社参拝に関する政府見解の変遷につ

いて

626 昭和60年11月21日 103 参議院 文教委員会
Ａ級戦犯の合祀に留意せよとの靖国懇の見解、文

相の靖国神社参拝について

627 昭和60年11月26日 103 参議院 法務委員会

靖国神社参拝に関しての外務省の意見具申、靖国

神社公式参拝の政府見解と津地鎮祭判決との関係

について

昭和60年11月26日 103 衆議院 内閣委員会
靖国懇を始めとする私的諮問機関による決定につ
いて

628 昭和60年11月27日 103 衆議院 外務委員会

靖国懇の審議内容の公開及び再審議、靖国公式参

拝反対の宗教団体の意見、靖国神社が合祀を自由

にできる根拠、Ａ級戦犯を合祀する靖国神社への

参拝の正当性、合祀事務手続への政府の関与、靖

国神社公式参拝の中国への影響、靖国神社問題に

ついての小委員会設置の提案について
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昭和60年12月6日 103 参議院 内閣委員会
靖国懇のような私的諮問機関の設置の是非につい
て

629 昭和60年12月6日 103 衆議院 外務委員会
朝鮮及び台湾出身者の靖国神社合祀、盛岡地裁で

の神野藤禰宜の合祀手続に関する証言について

630 昭和60年12月9日 103 衆議院 決算委員会
靖国神社公式参拝問題についての日中の会談につ

いて

631 昭和60年12月10日 103 参議院 外務委員会 靖国神社公式参拝に関する日中問題について

632 昭和60年12月12日 103 参議院 内閣委員会 翌年の靖国神社公式参拝について

633 昭和60年12月13日 103 衆議院 外務委員会

Ａ級戦犯合祀の正当性、桜内会談はＡ級分祀を前

提としたものかの確認、Ｂ・Ｃ級戦犯の分祀と公

式参拝に対する政府の見解、朝鮮・台湾人の靖国

神社への合祀と厚生省の関与について

634 昭和61年1月29日 104 衆議院 本会議 中曽根首相の靖国神社公式参拝について

635 昭和61年1月30日 104 参議院 本会議 中曽根首相の靖国神社公式参拝について

636 昭和61年1月31日 104 参議院 本会議 中曽根首相の靖国神社公式参拝について

637 昭和61年2月3日 104 衆議院 予算委員会

中曽根首相が参拝時のＡ級戦犯合祀の認識、Ａ級

戦犯合祀の根拠となった公務認定、以後の靖国神

社公式参拝について

638 昭和61年2月10日 104 衆議院 予算委員会

閣僚の靖国神社への公式参拝、靖国神社公式参拝

に関する日中問題、Ａ級戦犯の合祀と靖国神社の

参拝、靖国神社への団体での閣僚の参拝について

639 昭和61年2月19日 104 衆議院 外務委員会 外交問題としての靖国神社公式参拝について

640 昭和61年3月6日 104 衆議院
予算委員会第一分

科会
天皇の靖国神社参拝、幣帛料の支出について

641 昭和61年3月6日 104 衆議院 内閣委員会

Ａ級戦犯の合祀に関する政府側の見解、公式参拝、

無宗教の追悼の場の建設、靖国懇の報告書に対す

る政府の取扱いの是非について

642 昭和61年3月15日 104 参議院 予算委員会
今後の公式参拝の是非及び靖国懇等の私的諮問機

関について

643 昭和61年4月2日 104 参議院 内閣委員会
中曽根首相の春の例大祭への公式参拝の有無につ

いて

644 昭和61年4月2日 104 参議院 地方行政委員会
小沢大臣の靖国神社参拝、公式参拝・Ａ級合祀に

対する認識について

昭和61年4月3日 104 衆議院 社会労働委員会 援護法の適用範囲について

645 昭和61年4月10日 104 衆議院 内閣委員会

靖国神社への参拝、靖国神社公式参拝の対外的影

響に関する外務省の認識、中曽根首相の公式参拝

取り止めの理由、首相経験者の退任後の参拝、靖

国神社の公式参拝に対する諸外国への説明につい

て

646 昭和61年4月15日 104 参議院 内閣委員会

援護や恩給の対象拡大と戦犯合祀範囲拡大の関係、

戦犯処刑者の合祀に関連して戦犯処刑者の位置づ

け、Ａ級戦犯の合祀の問題について

647 昭和61年4月16日 104 衆議院 文教委員会 文相の靖国神社公式参拝について

648 昭和61年4月16日 104 衆議院 大蔵委員会
新しい追悼施設の建設、首相の靖国神社への参拝

について

649 昭和61年4月22日 104 衆議院 法務委員会 法相の靖国神社参拝について

650 昭和61年4月23日 104 衆議院 法務委員会

8月15日の法相の靖国神社参拝、閣僚の靖国神

社参拝に関する政府見解の変更、靖国懇の報告書、

法制局の役割、靖国懇の法的根拠、中曽根首相の

靖国神社公式参拝が合憲である理由、供花料の公

費負担と憲法との関係、新しい追悼施設の建設、

千鳥ヶ淵戦没者墓苑、アジアの人々を含めた慰霊

祭の実施について

651 昭和61年5月6日 104 衆議院 内閣委員会
閣僚の靖国神社参拝に関する政府見解、新しい追

悼施設の建設について
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652 昭和61年8月19日 106 衆議院 内閣委員会

今年の公式参拝を見送ったこと、Ａ級戦犯の合祀

の問題、靖国神社参拝と戦没者追悼式、千鳥ヶ淵

の拝礼式の関係、官房長官談話の性格、公式参拝

に関連して第二次大戦に対する政府の認識等につ

いて

653 昭和61年8月22日 106 参議院 決算委員会
靖国神社参拝と東京裁判をめぐる藤尾文相の発言

について

654 昭和61年8月28日 106 参議院 内閣委員会
東京裁判とＡ級戦犯合祀、靖国神社公式参拝、靖

国神社の宗教性等の問題について

昭和61年9月9日 106 参議院 決算委員会
靖国神社問題等によって悪化した日韓関係の正常
化について

655 昭和61年9月16日 107 衆議院 本会議
靖国神社参拝を中止に追い込まれた事態への対処

について

656 昭和61年9月17日 107 衆議院 本会議
靖国神社参拝の国際的影響力とＡ級戦犯分祀の可

能性について

657 昭和61年10月6日 107 参議院 予算委員会
藤尾文相の発言、中曽根首相の靖国神社公式参拝

の可能性について

658 昭和61年10月17日 107 衆議院 本会議 Ａ級戦犯分祀による靖国神社問題解決について

昭和61年10月17日 107 衆議院 外務委員会 藤尾文相の発言について

659 昭和61年10月21日 107 衆議院 内閣委員会 公式参拝見送り、Ａ級分祀の動向について

660 昭和61年10月21日 107 衆議院 決算委員会
公式参拝見送り、Ａ級戦犯の合祀、合祀手続、新

たな追悼施設の建立について

661 昭和61年10月22日 107 衆議院 法務委員会

Ａ級戦犯合祀の経緯、Ｂ・Ｃ級戦犯の合祀取扱い

等、Ａ級戦犯合祀と恩給法との関係、分祀の働き

かけについて

昭和61年10月22日 107 衆議院
安全保障特別委員
会

靖国神社問題解決のための特使の派遣の事実につ
いて

昭和61年10月28日 107 衆議院 内閣委員会
靖国神社問題等の歴史認識問題に対する見解につ
いて

昭和61年11月6日 107 衆議院 予算委員会 靖国神社問題等の歴史認識問題への対応について

昭和61年11月10日 107 参議院 予算委員会 靖国神社問題等の中国との歴史認識問題について

662 昭和62年3月13日 108 衆議院 予算委員会 靖国神社への公式参拝について

663 昭和62年3月24日 108 衆議院 法務委員会 戦争犯罪人の犯罪者性について

昭和62年5月20日 108 参議院 予算委員会 靖国神社参拝をはじめとする日中問題について

664 昭和62年5月21日 108 参議院 内閣委員会 靖国神社への公式参拝の断行について

665 昭和62年5月25日 108 衆議院 外務委員会 靖国神社公式参拝と諸外国との関係について

666 昭和62年5月26日 108 衆議院
安全保障特別委員

会

靖国神社参拝等に対する中国からの軍国主義批判

への対応について

667 昭和62年7月9日 109 衆議院 本会議
靖国神社参拝と広島平和祈念堂への参拝の両立に

ついて

668 昭和62年7月20日 109 参議院 予算委員会 靖国神社への公式参拝の継続について

669 昭和62年7月30日 109 衆議院 本会議 靖国神社への公式参拝の挙行について

670 昭和62年8月18日 109 衆議院 本会議 靖国神社への公式参拝について

671 昭和62年8月18日 109 衆議院 大蔵委員会 靖国神社への公式参拝及び参拝作法について

昭和62年8月19日 109 衆議院 外務委員会 朝鮮半島出身の元日本軍人の遺骨の慰霊について

昭和62年8月20日 109 衆議院 内閣委員会 靖国神社への公式参拝について

672 昭和62年8月21日 109 衆議院 内閣委員会 閣僚の靖国神社の参拝作法の合憲性について

昭和62年9月10日 109 参議院 内閣委員会
日中会談の話題として靖国神社問題が出たことに
ついて

673 昭和62年11月30日 111 衆議院 本会議 靖国神社への公式参拝の復活について

674 昭和62年12月1日 111 参議院 本会議 靖国神社への公式参拝の復活について

675 昭和62年12月4日 111 衆議院 外務委員会 靖国神社への公式参拝の復活について
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676 昭和63年2月1日 112 衆議院 予算委員会
靖国神社公式参拝と憲法との関係、公式参拝の挙

行について

677 昭和63年2月29日 112 衆議院 予算委員会 靖国神社の参拝作法について

昭和63年3月30日 112 参議院
沖縄及び北方問題
に関する特別委員
会

沖縄戦没者の慰霊について

678 昭和63年4月21日 112 衆議院 内閣委員会
一般戦災者と靖国神社合祀、全国戦没者追悼式と

の関係について

679 昭和63年4月22日 112 衆議院 外務委員会 8月15日の靖国神社参拝について

680 昭和63年4月25日 112 衆議院
土地問題等に関す

る特別委員会

靖国神社公式参拝に対する奥野国土庁長官の発言

について

681 昭和63年4月25日 112 衆議院 決算委員会
靖国神社公式参拝に対する奥野国土庁長官の発言

について

682 昭和63年4月26日 112 参議院 内閣委員会
靖国神社公式参拝に対する奥野国土庁長官の発言

について

683 昭和63年4月26日 112 衆議院 本会議
靖国神社公式参拝に対する奥野国土庁長官の発言

について

684 昭和63年4月26日 112 衆議院 内閣委員会
靖国神社公式参拝に対する奥野国土庁長官の発言

について

685 昭和63年4月27日 112 参議院 本会議
靖国神社公式参拝に対する奥野国土庁長官の発言

について

686 昭和63年4月27日 112 衆議院 外務委員会
靖国神社公式参拝に対する奥野国土庁長官の発言

について

687 昭和63年5月9日 112 衆議院 決算委員会
靖国神社公式参拝に対する奥野国土庁長官の発言

について

昭和63年5月10日 112 参議院 商工委員会 奥野国土庁長官の発言に顕れる歴史認識について

昭和63年5月10日 112 参議院 外務委員会 奥野国土庁長官の発言に顕れる歴史認識について

688 昭和63年5月10日 112 衆議院 内閣委員会
靖国神社公式参拝に対する奥野国土庁長官の発言

について

昭和63年5月11日 112 参議院 本会議 奥野国土庁長官の発言に顕れる歴史認識について

689 昭和63年5月12日 112 参議院 内閣委員会
奥野国土庁長官の発言と憲法等との関係、戦争犠

牲者の慰霊の場について

昭和63年5月12日 112 参議院 外務委員会 奥野国土庁長官の発言に顕れる歴史認識について

昭和63年5月16日 112 参議院
土地問題等に関す
る特別委員会

奥野国土庁長官の発言に顕れる歴史認識について

690 昭和63年5月16日 112 参議院
外交・総合安全保

障に関する調査会
靖国神社の公式参拝に対する態度について

691 昭和63年5月18日 112 参議院 本会議 靖国神社の公式参拝に対する態度について

692 昭和63年9月6日 113 参議院 内閣委員会 戦争犠牲者の慰霊の場について

693 平成元年11月1日 116 参議院 決算委員会 靖国神社の公式参拝を行わない理由について

694 平成元年11月22日 116 衆議院 法務委員会 後藤法相の靖国神社参拝に対する見解について

平成元年11月24日 116 衆議院 文教委員会
靖国神社参拝等の歴史認識問題が教科書で取り上
げられた際の整合性の整理について

平成2年4月19日 118 衆議院 内閣委員会 沖縄戦没者慰霊の日について

平成2年6月14日 118 参議院 外務委員会
朝鮮出身の旧軍人軍属の死亡者名簿の取扱いにつ
いて

695 平成2年11月6日 119 衆議院

国際連合平和協力

に関する特別委員

会

平和協力隊員、自衛官等の殉職と靖国神社合祀と

の関係について

696 平成3年4月10日 120 参議院 予算委員会 靖国神社の公式参拝について

697 平成3年9月6日 121 衆議院 法務委員会 靖国神社が菊紋を使用していることについて

698 平成4年5月21日 123 衆議院 安全保障委員会 殉職自衛官の靖国神社への合祀について

699 平成5年2月18日 126 衆議院 予算委員会 箕面慰霊祭判決と靖国神社公式参拝について

1141



番号 開 催 日 回次 議院 会 議 名 摘 要

700 平成5年11月4日 128 衆議院
政治改革に関する

調査特別委員会

戦没者の慰霊、戦没者や殉職者の慰霊のための国

立施設の建設、靖国神社への参拝について

701 平成5年12月14日 128 参議院 予算委員会 靖国神社の性格及び公式参拝について

702 平成6年5月23日 129 衆議院 予算委員会 靖国神社の参拝について

703 平成6年5月27日 129 衆議院 予算委員会 靖国神社の公式参拝について

704 平成6年6月17日 129 参議院 予算委員会 靖国神社の公式参拝について

705 平成6年7月20日 130 衆議院 本会議 靖国神社の公式参拝について

706 平成6年7月22日 130 参議院 本会議 靖国神社の公式参拝について

707 平成6年9月2日 130 参議院 決算委員会 殉職自衛官の慰霊について

708 平成6年9月16日 130 参議院 決算委員会 靖国神社の公式参拝に対する見解について

平成7年2月21日 132 衆議院
予算委員会第四分
科会

戦没者追悼平和祈念館の建設、近衛師団の慰霊碑
の靖国神社への移設について

平成7年12月6日 134 参議院
宗教法人等に関す
る特別委員会公聴
会

かつての靖国神社問題と宗教法人法改正の関係に
ついて

709 平成9年2月3日 140 衆議院 予算委員会
8月15日に靖国神社に参拝しなかった理由につ

いて

710 平成9年2月5日 140 衆議院 予算委員会 橋本首相の靖国神社参拝と憲法との関係について

平成9年3月11日 140 参議院 予算委員会 愛媛玉串料訴訟の裁判内容に関する報道について

平成9年3月18日 140 参議院 予算委員会 愛媛玉串料訴訟の裁判内容に関する報道について

平成9年3月25日 140 参議院 予算委員会 愛媛玉串料訴訟の裁判内容に関する報道について

711 平成9年3月27日 140 参議院 内閣委員会 靖国神社への参拝について

712 平成9年5月27日 140 衆議院
決算委員会第二分

科会
愛媛玉串料訴訟最高裁判決について

713 平成9年10月30日 141 衆議院 予算委員会
8月15日に靖国神社に参拝しなかった理由につ

いて

714 平成10年3月19日 142 参議院 総務委員会 Ａ級戦犯への恩給の支給について

715 平成10年3月31日 142 参議院 外交・防衛委員会 靖国神社への参拝について

716 平成10年8月19日 143 衆議院 予算委員会
小渕首相が靖国神社に参拝しなかった理由、太田

総務庁長官の靖国神社参拝等について

717 平成10年8月20日 143 参議院 予算委員会 靖国神社を軍国主義の象徴とする見解について

718 平成11年1月22日 145 参議院 本会議
戦没者追悼施設への参拝及び外国要人の参拝の要

請について

719 平成11年8月24日 145 衆議院 内閣委員会 太田総務庁長官の靖国神社参拝について

720 平成11年11月16日 146 衆議院 厚生委員会 靖国神社の特殊法人化について

721 平成12年2月1日 147 参議院 本会議 靖国神社の参拝について

722 平成12年3月14日 147 参議院 総務委員会 首相の靖国神社の参拝について

723 平成12年4月12日 147 参議院
国際問題に関する

調査会

靖国神社問題の解決について当時の中国の胡耀邦

総書記と行った会談の内容を紹介

724 平成12年4月21日 147 衆議院
決算行政監視委員

会第二分科会
内外の戦没者追悼施設及び管理団体について

725 平成12年5月22日 147 衆議院
決算行政監視委員

会
8月15日の靖国神社参拝について

726 平成12年8月2日 149 衆議院 予算委員会 8月15日の靖国神社参拝について

727 平成12年8月9日 149 参議院 法務委員会 靖国神社への参拝について

平成13年5月9日 151 衆議院 本会議 小泉首相の靖国神社参拝について

平成13年5月10日 151 衆議院 本会議
小泉首相の靖国神社参拝、靖国神社の公式参拝と
憲法との関係について

平成13年5月11日 151 参議院 本会議 小泉首相の靖国神社参拝について

平成13年5月14日 151 衆議院 予算委員会
小泉首相の靖国神社参拝、閣僚の靖国神社参拝と
憲法との関係について

平成13年5月15日 151 衆議院 予算委員会 戦没者追悼式と靖国神社参拝との関係について
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平成13年5月17日 151 衆議院 総務委員会 閣僚の靖国神社の参拝について

平成13年5月18日 151 衆議院 外務委員会 閣僚の靖国神社の参拝について

平成13年5月21日 151 参議院 予算委員会 小泉首相の靖国神社参拝について

平成13年5月23日 151 衆議院 経済産業委員会 閣僚の靖国神社の公式参拝について

平成13年5月23日 151 衆議院 外務委員会
靖国神社問題について中国側に発言する内容につ
いて

平成13年5月24日 151 参議院 内閣委員会
Ａ級戦犯死没者遺族の処遇、小泉首相の靖国神社
参拝について

平成13年5月28日 151 衆議院 予算委員会
靖国神社問題等に関する中国との会談に臨む姿勢
について

平成13年5月29日 151 参議院 外交防衛委員会
小泉首相の靖国神社参拝、靖国神社参拝に対する
中国の見解、田中外相の靖国神社参拝について

平成13年5月29日 151 衆議院 厚生労働委員会
千鳥ヶ淵戦没者墓苑の六角堂に収納できない遺骨
があふれていることについて

平成13年5月30日 151 参議院 予算委員会

中国での外交活動の結果についての首相への報告
内容、公明党としての靖国神社公式参拝について
の見解、閣僚の靖国神社公式参拝に関する政府見
解、靖国神社参拝に関する中韓との会談内容、小
泉首相の靖国神社参拝、Ａ級戦犯の分祀について

平成13年6月13日 151 衆議院 内閣委員会 閣僚の靖国神社参拝に関する内閣の方針について

平成13年6月15日 151 衆議院 外務委員会
8月15日に小泉首相が靖国神社参拝した場合の
対外的影響及び首相への意見具申について

平成13年6月20日 151 両院
国家基本政策委員
会合同審査会

新たな戦没者追悼施設の建設と靖国神社参拝につ
いて

平成13年6月25日 151 参議院 決算委員会
海外要人が靖国神社参拝しないことと小泉首相の
靖国神社参拝との関係、新たな戦没者追悼施設の
建設、小泉首相の靖国神社参拝について

平成13年6月26日 151 参議院 外交防衛委員会
小泉首相の靖国神社参拝、靖国神社の東京裁判史
観、新たな戦没者追悼施設の建設について

平成13年6月27日 151 衆議院 外務委員会
靖国神社問題等に関する日韓問題についての外相
の見解について

平成13年9月18日 152 衆議院 外務委員会 小泉首相の靖国神社参拝に対する見解について

平成13年10月1日 153 衆議院 本会議 小泉首相の靖国神社参拝の対外的説明について

平成13年10月2日 153 衆議院 本会議 小泉首相の靖国神社参拝について

平成13年10月4日 153 衆議院 予算委員会
8月15日参拝の公約を守らなかったことについ
て

平成13年10月9日 153 参議院 予算委員会

小泉首相の靖国神社参拝に対する中国側の反応、
小泉首相が8月15日の靖国神社参拝にこだわっ
た理由、靖国神社参拝のわだかまりが訪中で解け
るかどうかについて

平成13年10月30日 153 参議院 内閣委員会 国立の戦没者追悼施設の建設について

平成13年10月30日 153 衆議院 本会議 小泉首相の靖国神社の参拝について

平成13年11月12日 153 衆議院 予算委員会 国立の戦没者追悼施設の建設について

平成14年1月24日 154 衆議院 予算委員会 8月15日の靖国神社参拝について

平成14年2月7日 154 参議院 本会議
本年の靖国神社参拝、国立戦没者追悼施設の建設
について

平成14年3月19日 154 参議院 内閣委員会 追悼・平和懇の審議経過について

平成14年3月28日 154 参議院 厚生労働委員会 閣僚の靖国神社参拝に関する政府見解について

平成14年4月15日 154 参議院 行政監視委員会 千鳥ヶ淵戦没者墓苑の現状等について

平成14年4月19日 154 衆議院 本会議 国立の戦没者追悼施設の建設について

平成14年4月23日 154 参議院 外交防衛委員会
小泉首相の靖国神社参拝に関する中国への説明に
ついて
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平成14年4月24日 154 参議院 憲法調査会
靖国神社参拝の合憲性、靖国神社参拝の政教分離
の領域への当てはめ、政治が靖国神社を利用して
いることについて

平成14年4月24日 154 衆議院 外務委員会 小泉首相の靖国神社参拝について

平成14年4月25日 154 参議院 外交防衛委員会
小泉首相の靖国神社参拝と防衛庁長官の訪中延期
との関係、小泉首相・閣僚の靖国神社参拝につい
て

平成14年4月26日 154 参議院 本会議
靖国神社参拝と国立の戦没者追悼施設の建設、小
泉首相の靖国神社参拝について

平成14年4月26日 154 衆議院 本会議 小泉首相の靖国神社参拝について

平成14年5月7日 154 衆議院
武力攻撃事態への
対処に関する特別
委員会

靖国神社への参拝の意図について

平成14年5月8日 154 参議院 本会議 小泉首相の靖国神社参拝について

平成14年5月8日 154 衆議院
決算行政監視委員
会

小泉首相の靖国神社参拝、国立戦没者追悼施設の
建設について

平成14年5月8日 154 衆議院 外務委員会 小泉首相の靖国神社参拝について

平成14年5月9日 154 衆議院
武力攻撃事態への
対処に関する特別
委員会

小泉首相の靖国神社参拝について

平成14年5月20日 154 衆議院
武力攻撃事態への
対処に関する特別
委員会

国立の戦没者追悼施設の建設について

平成14年5月22日 154 衆議院 厚生労働委員会 千鳥ヶ淵戦没者墓苑での納骨の現状について

平成14年5月28日 154 参議院 外交防衛委員会
小泉首相の靖国神社参拝に対する政府の見解、靖
国神社問題につき外務省顧問が政府と食い違った
発言を行ったことについて

平成14年6月5日 154 衆議院
決算行政監視委員
会

国立の戦没者追悼施設と千鳥ヶ淵戦没者墓苑の関
係、旧厚生省による合祀協力について

平成14年7月10日 154 参議院 予算委員会 小泉首相の靖国神社の参拝について

平成14年7月16日 154 参議院 内閣委員会
戦前の靖国神社と軍国主義との関係、Ａ級戦犯の
合祀について

平成14年7月26日 154 衆議院 外務委員会 靖国神社参拝に対する中国の態度表明について

平成14年9月12日 154 参議院 決算委員会
追悼・平和懇の審議経過・審議の見通し、全国戦
没者追悼式とＡ級戦犯との関係について

平成14年10月30日 155 衆議院 外務委員会
靖国神社参拝に対する中国要人の発言が内政干渉
かどうかについて

平成14年11月5日 155 参議院 内閣委員会
政府における靖国神社の位置づけ、追悼・平和懇
の審議経過について

平成14年11月21日 155 衆議院 内閣委員会 小泉首相の靖国神社参拝について

平成14年12月6日 155 衆議院
決算行政監視委員
会

追悼・平和懇の審議の見通し、国立戦没者追悼施
設の建設について

平成15年1月21日 156 衆議院 本会議 小泉首相の靖国神社参拝について

平成15年1月22日 156 参議院 本会議 小泉首相の靖国神社参拝について

平成15年1月23日 156 衆議院 予算委員会 小泉首相の靖国神社参拝について

平成15年1月28日 156 参議院 予算委員会 小泉首相の靖国神社参拝、追悼・平和懇について

平成15年1月30日 156 参議院 予算委員会
昭和61年の後藤田官房長官談話、小泉首相の靖
国神社参拝に対する近隣諸国の反応について

平成15年2月3日 156 衆議院 本会議 小泉首相の靖国神社参拝について

平成15年2月4日 156 参議院 本会議 小泉首相の靖国神社参拝について

平成15年2月4日 156 衆議院 本会議 小泉首相の靖国神社参拝について

平成15年2月5日 156 参議院 本会議 小泉首相の靖国神社参拝について

平成15年2月6日 156 衆議院 予算委員会 小泉首相の靖国神社参拝について
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平成15年2月14日 156 衆議院 予算委員会
追悼・平和懇の報告書、小泉首相の靖国神社参拝
に対する中韓の反応、追悼・平和懇の報告書と小
泉首相の靖国神社参拝との関係について

平成15年3月17日 156 参議院 予算委員会
靖国神社参拝によって金大統領との会談がキャン
セルになったことについて

平成15年4月23日 156 両院
国家基本政策委員
会合同審査会

小泉首相の靖国神社参拝について

平成15年4月23日 156 衆議院 外務委員会 日中会談と靖国神社参拝との関係について

平成15年6月5日 156 衆議院 本会議 靖国神社問題を含めた日中問題の解決について

平成15年7月17日 156 参議院 環境委員会
千鳥ヶ淵戦没者墓苑の問題、国立の戦没者追悼施
設の建設について

平成15年11月25日 158 衆議院 予算委員会 小泉首相の靖国神社参拝について

平成16年1月22日 159 衆議院 本会議
小泉首相の靖国神社参拝及び国立戦没者追悼施設
の建設について

平成16年1月23日 159 参議院 本会議 小泉首相の靖国神社参拝について

平成16年2月10日 159 衆議院 予算委員会
Ａ級戦犯の合祀、靖国神社参拝、対外的説明につ
いて

平成16年2月13日 159 衆議院 予算委員会
Ａ級戦犯の合祀及び靖国神社参拝、殉職自衛官の
靖国神社への合祀、国立戦没者追悼施設の建設、
靖国神社参拝と憲法との関係について

平成16年2月27日 159 衆議院 外務委員会
靖国神社参拝と対外的影響、Ａ級戦犯の分祀、小
泉首相の靖国神社参拝の対外的説明について

平成16年3月9日 159 参議院 予算委員会 小泉首相の靖国神社参拝について

平成16年3月11日 159 衆議院
憲法調査会基本的
人権の保障に関す
る調査小委員会

政教分離原則と靖国神社問題との関係について

平成16年3月12日 159 参議院 予算委員会
閣僚の靖国神社の公式参拝についての政府見解、
大阪地裁の判決が示した公的資格の基準について

平成16年3月16日 159 参議院 外交防衛委員会 靖国神社参拝に対する日中での問題について

平成16年3月18日 159 衆議院 憲法調査会 政教分離原則と靖国神社問題との関係について

平成16年3月23日 159 参議院 予算委員会 日中関係と靖国神社参拝との関係について

平成16年4月8日 159 衆議院 憲法調査会 政教分離原則と靖国神社問題との関係について

平成16年4月13日 159 参議院 法務委員会
小泉首相の靖国神社参拝に関する福岡地裁の違憲
判決に対する見解について

平成16年4月14日 159 衆議院 法務委員会
小泉首相の靖国神社参拝に関する福岡地裁の違憲
判決に対する見解について

平成16年5月11日 159 参議院 外交防衛委員会 靖国神社参拝に関する中国との議論について

平成16年10月18日 161 衆議院 予算委員会
靖国神社と国立戦没者追悼祈念施設の関係につい
て

平成16年10月20日 161 参議院 予算委員会
靖国神社参拝と中国との関係、Ａ級戦犯分祀及び
国立戦没者追悼祈念施設の建設について

平成16年10月27日 161 参議院 憲法調査会 戦前の靖国神社の財政について

平成16年10月29日 161 衆議院 内閣委員会 国立の戦没者追悼平和祈念施設の建設について

平成16年11月5日 161 衆議院 財務金融委員会 靖国神社参拝と日中関係について

平成16年11月9日 161 参議院 外交防衛委員会 靖国神社参拝と日中関係について

平成16年11月11日 161 衆議院 憲法調査会公聴会 靖国神社参拝とアジア外交との関係について

平成16年11月12日 161 衆議院 外務委員会 靖国神社参拝と日中関係について

平成16年11月18日 161 参議院 外交防衛委員会 小泉首相の靖国神社参拝について

平成16年11月24日 161 参議院
国際問題に関する
調査会

靖国神社参拝と日中関係について
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平成16年11月25日 161 衆議院

国際テロリズムの
防止及び我が国の
協力支援活動並び
にイラク人道復興
支援活動等に関す
る特別委員会

中国首脳との靖国神社参拝に関する会談について

平成16年11月26日 161 参議院 本会議 小泉首相の靖国神社の参拝について

平成16年11月26日 161 参議院

イラク人道復興支
援活動等及び武力
攻撃事態等への対
処に関する特別委
員会

靖国神社参拝と日中関係、Ａ級戦犯の分祀につい
て

平成16年11月30日 161 参議院 外交防衛委員会 靖国神社参拝と日中関係について

平成16年12月2日 161 参議院 決算委員会 靖国神社参拝と日中関係について

平成17年1月25日 162 参議院 本会議 小泉首相の靖国神社の参拝について

平成17年1月27日 162 衆議院 予算委員会
小泉首相の靖国神社の参拝、靖国神社の歴史につ
いて

平成17年1月28日 162 衆議院 予算委員会 小泉首相の靖国神社の参拝について

平成17年2月4日 162 衆議院 予算委員会
小泉首相の靖国神社の参拝、Ａ級戦犯合祀につい
て

平成17年2月9日 162 参議院
国際問題に関する
調査会

靖国神社問題などの日中間の歴史認識問題につい
て

平成17年2月14日 162 衆議院 予算委員会 小泉首相の靖国神社の参拝について

平成17年2月16日 162 参議院
国際問題に関する
調査会

靖国神社参拝に関する中国の見解について

平成17年2月23日 162 衆議院 内閣委員会 国立の戦没者追悼祈念施設の建設について

平成17年2月23日 162 衆議院 外務委員会
靖国神社問題に関する日中首脳のやり取りについ
て

平成17年2月25日 162 衆議院
予算委員会第五分
科会

戦没者の遺骨の収納について

平成17年3月14日 162 参議院 予算委員会 日韓関係と靖国神社参拝との関係について

平成17年3月22日 162 衆議院 法務委員会
靖国神社参拝、戦没者追悼施設の建設、Ａ級戦犯
合祀について

平成17年3月30日 162 衆議院 外務委員会
日韓における靖国神社問題の見通し、小泉首相の
靖国神社参拝について

平成17年4月12日 162 参議院 外交防衛委員会 靖国神社参拝と日中関係について

平成17年4月14日 162 参議院 外交防衛委員会 靖国神社参拝と日中韓の関係について

平成17年4月21日 162 参議院 外交防衛委員会
日中間の靖国神社問題の解決策、国立戦没者追悼
施設の建設について

平成17年4月22日 162 衆議院 外務委員会
靖国神社参拝と日中関係、小泉首相の靖国神社参
拝について

平成17年4月26日 162 参議院 外交防衛委員会
靖国神社参拝と日中関係、小泉首相の靖国神社参
拝について

平成17年4月26日 162 衆議院
決算行政監視委員
会第四分科会

小泉首相の靖国神社の参拝について

平成17年4月28日 162 参議院 外交防衛委員会 日中間の靖国神社参拝に関する紳士協定について

平成17年5月10日 162 参議院 外交防衛委員会 日中間の靖国神社参拝問題について

平成17年5月16日 162 衆議院 予算委員会 小泉首相の靖国神社の参拝について

平成17年5月18日 162 衆議院 外務委員会
日中間の靖国神社問題の解決策、小泉首相の靖国
神社参拝について

平成17年5月20日 162 参議院 予算委員会
小泉首相の靖国神社参拝、靖国神社の公式参拝に
対する政府見解について

平成17年6月2日 162 参議院 外交防衛委員会
神道とは何か、分祀とは何かについての参考人招
致の要請、小泉首相の靖国神社の参拝について

1136



番号 開 催 日 回次 議院 会 議 名 摘 要

平成17年6月2日 162 衆議院 予算委員会
東京裁判の評価、小泉首相の靖国神社参拝、森岡
大臣政務官の靖国神社問題関連発言、靖国神社の
歴史観に対する小泉首相の認識について

平成17年6月3日 162 衆議院
郵政民営化に関す
る特別委員会

小泉首相の靖国神社の参拝について

平成17年6月3日 162 衆議院 外務委員会
日本の常任理事国入りと靖国神社問題との関係に
ついて

平成17年6月8日 162 衆議院 厚生労働委員会 森岡大臣政務官の靖国関連発言について

平成17年6月9日 162 参議院 厚生労働委員会 森岡大臣政務官の靖国関連発言について

平成17年6月13日 162 参議院
沖縄及び北方問題
に関する特別委員
会

小泉首相の靖国神社参拝について

平成17年6月14日 162 衆議院 安全保障委員会 小泉首相の靖国神社参拝について

平成17年6月22日 162 衆議院
決算行政監視委員
会

日韓関係と小泉首相の靖国神社参拝との関係、追
悼施設について

平成17年6月29日 162 衆議院 外務委員会
日中間の靖国神社問題、国立戦没者追悼祈念施設
の建設、閣僚の靖国神社参拝に関する政府見解に
ついて

平成17年6月30日 162 参議院 外交防衛委員会
日韓関係と小泉首相の靖国神社の参拝との関係に
ついて

平成17年7月5日 162 参議院 外交防衛委員会 日中間の靖国神社問題の解決策について

平成17年7月20日 162 参議院
国際問題に関する
調査会

Ａ級戦犯合祀と靖国神社について

平成17年7月26日 162 衆議院 本会議 小泉首相の靖国神社の参拝について

平成17年8月3日 162 衆議院

国際テロリズムの
防止及び我が国の
協力支援活動並び
にイラク人道復興
支援活動等に関す
る特別委員会

靖国神社の参拝、国立戦没者追悼施設の建設につ
いて

平成17年8月3日 162 衆議院 外務委員会 外相の靖国神社参拝について

平成17年9月28日 163 衆議院 本会議 靖国神社問題を含めた日中問題の解決について

平成17年9月30日 163 衆議院 予算委員会 大阪高裁の違憲判決、今後の参拝について

平成17年10月3日 163 衆議院 予算委員会 大阪高裁の違憲判決について

平成17年10月5日 163 衆議院 法務委員会 大阪高裁の違憲判決について

平成17年10月7日 163 衆議院
郵政民営化に関す
る特別委員会

小泉首相の靖国神社の参拝について

平成17年10月7日 163 衆議院 外務委員会 靖国神社問題を含めた日中問題の解決について

平成17年10月11日 163 衆議院 法務委員会 靖国神社問題をめぐる裁判の進行等について

平成17年10月13日 163 参議院 外交防衛委員会
外務省ホームページの靖国神社問題関係Ｑ＆Ａに
ついて

平成17年10月17日 163 衆議院

国際テロリズムの
防止及び我が国の
協力支援活動並び
にイラク人道復興
支援活動等に関す
る特別委員会

小泉首相の靖国神社の参拝、靖国神社参拝に対す
る中国政府の反応、靖国神社参拝による訪中への
影響について

平成17年10月18日 163 衆議院 国土交通委員会 小泉首相の靖国神社の参拝について

平成17年10月18日 163 衆議院

国際テロリズムの
防止及び我が国の
協力支援活動並び
にイラク人道復興
支援活動等に関す
る特別委員会

小泉首相の靖国神社の参拝の影響について
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平成17年10月19日 163 両院
国家基本政策委員
会合同審査会

小泉首相の靖国神社の参拝の影響について

平成17年10月19日 163 衆議院 経済産業委員会 小泉首相の靖国神社の参拝の影響について

平成17年10月20日 163 参議院 財政金融委員会
小泉首相の靖国神社の参拝の影響、谷垣財務相の
靖国神社参拝について

平成17年10月20日 163 参議院 厚生労働委員会 旧厚生省の靖国神社合祀協力について

平成17年10月20日 163 参議院 外交防衛委員会
小泉首相の靖国神社の参拝の影響、小泉首相の靖
国神社の参拝に対する中韓の反応、日中間の靖国
神社問題の打開策について

平成17年10月21日 163 衆議院 安全保障委員会 靖国神社参拝後の中国艦船の動向について

平成17年10月25日 163 参議院 内閣委員会 国立戦没者追悼施設の建設について

平成17年10月25日 163 参議院 経済産業委員会 小泉首相の靖国神社の参拝の影響について

平成17年10月25日 163 参議院 外交防衛委員会 小泉首相の靖国神社参拝について

平成17年10月26日 163 参議院
国際問題に関する
調査会

靖国神社問題に対する中国政府の対応について

平成17年10月26日 163 衆議院
決算行政監視委員
会

日中間における靖国神社問題の影響について

平成17年10月26日 163 衆議院 外務委員会 国立の戦没者追悼施設の建設について

平成17年10月28日 163 衆議院

国際テロリズムの
防止及び我が国の
協力支援活動並び
にイラク人道復興
支援活動等に関す
る特別委員会

靖国神社参拝に関する政府見解について

平成17年11月17日 163 衆議院
北朝鮮による拉致
問題等に関する特
別委員会

靖国神社参拝に関する見解について

平成17年11月24日 163 参議院
北朝鮮による拉致
問題等に関する特
別委員会

遊就館の展示に現れる靖国神社の歴史観について

平成17年12月12日 163 参議院

イラク人道復興支
援活動等及び武力
攻撃事態等への対
処に関する特別委
員会

小泉首相、麻生大臣の靖国神社参拝について

平成18年1月24日 164 参議院 本会議
小泉首相の靖国神社参拝、国立戦没者追悼施設の
建設について

平成18年1月24日 164 衆議院 本会議 靖国神社参拝と米国での受け止め方について

平成18年1月25日 164 参議院 本会議
靖国神社参拝に対する各国の反応、小泉首相の靖
国神社参拝について

平成18年1月26日 164 衆議院 予算委員会 靖国神社参拝と日中関係について

平成18年2月1日 164 参議院 予算委員会 靖国神社参拝と日中韓の関係について

平成18年2月2日 164 参議院 予算委員会 天皇・首相の靖国神社参拝に対する見解について

平成18年2月3日 164 参議院 国土交通委員会
天皇の靖国神社参拝に対する麻生大臣の発言につ
いて

平成18年2月7日 164 衆議院 予算委員会

アジア外交と靖国神社参拝の関係、天皇陛下の靖
国神社参拝に対する見解、遊就館の展示に現れる
靖国神社の歴史観と米知識人にみられる懸念につ
いて

平成18年2月8日 164 衆議院 予算委員会
小泉首相の靖国神社参拝及び諸外国の反応につい
て

平成18年2月14日 164 衆議院 予算委員会 靖国神社問題に対する見解について

平成18年2月15日 164 参議院
国際問題に関する
調査会

沖縄の「平和の礎」について

平成18年2月24日 164 衆議院 経済産業委員会 靖国神社問題に対する見解について
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平成18年2月24日 164 衆議院 外務委員会
靖国神社問題と日中関係、靖国神社問題に対する
諸外国の反応について

平成18年3月1日 164 衆議院
予算委員会第四分
科会

靖国神社問題に対する見解及び教科書への記述に
ついて

平成18年3月3日 164 参議院 決算委員会 靖国神社問題と日中関係について

平成18年3月8日 164 参議院 予算委員会
靖国神社参拝と国益との関係、靖国神社問題に関
する未公表の世論調査、天皇の靖国神社参拝につ
いて

平成18年3月9日 164 参議院 予算委員会 靖国神社問題に対する中韓政府の発言について

平成18年3月10日 164 衆議院 外務委員会 靖国神社問題に対する中国要人の発言について

平成18年3月14日 164 参議院 予算委員会
靖国神社問題と日中関係、戦犯の靖国神社合祀に
対する評価、首相就任後の靖国神社参拝について

平成18年3月16日 164 参議院 外交防衛委員会 靖国神社参拝に対する中国要人の発言について

平成18年3月17日 164 参議院 予算委員会 靖国神社問題と日中関係について

平成18年3月23日 164 参議院 予算委員会 首相就任後の靖国神社参拝について

平成18年3月27日 164 参議院 予算委員会 小泉首相の靖国神社参拝について

平成18年4月3日 164 衆議院
行政改革に関する
特別委員会

靖国神社問題と日中関係について

平成18年4月4日 164 参議院 外交防衛委員会 靖国神社参拝に対する中国要人の発言について

平成18年4月5日 164 参議院 決算委員会 韓国大統領の遊就館訪問発言について

平成18年4月6日 164 参議院 経済産業委員会 靖国神社参拝に対する中国要人の発言について

平成18年4月24日 164 参議院 決算委員会 靖国神社参拝に対する政府見解について

平成18年4月25日 164 参議院 外交防衛委員会 竹島問題と靖国神社問題との関係について

平成18年4月26日 164 参議院
行政改革に関する
特別委員会

次期首相の靖国神社参拝について

平成18年5月12日 164 衆議院 外務委員会
経済同友会の靖国神社参拝反対意見に対する見解
について

平成18年5月16日 164 参議院 外交防衛委員会 靖国神社問題と日中関係について

平成18年5月17日 164 参議院 本会議
経済同友会の靖国神社参拝反対意見に対する見解
について

平成18年5月19日 164 衆議院 外務委員会 靖国神社問題に対する見解について

平成18年5月26日 164 衆議院
教育基本法に関す
る特別委員会

首相就任後の靖国神社参拝及び海外からの批判に
ついて

平成18年5月30日 164 参議院 外交防衛委員会 靖国神社問題と日中関係について

平成18年5月31日 164 参議院 本会議 小泉首相の靖国神社参拝について

平成18年6月2日 164 衆議院 厚生労働委員会 国立追悼施設と戦没者遺骨との関係について

平成18年6月2日 164 衆議院
教育基本法に関す
る特別委員会

小泉首相の靖国神社参拝、宗教教育における靖国
神社の取り上げ方について

平成18年6月5日 164 衆議院
教育基本法に関す
る特別委員会

「他国を尊重する」との文言と靖国神社問題との
関係について

平成18年6月7日 164 衆議院 外務委員会
靖国神社問題に対する米知識人の懸念への見解に
ついて

平成18年6月12日 164 衆議院
決算行政監視委員
会

靖国神社参拝を総裁選の争点とすること、靖国神
社参拝に関する見解、靖国神社の在り方、Ａ級戦
犯の分祀について

平成18年8月11日 164 参議院 外交防衛委員会

靖国神社の非宗教法人化、靖国神社非宗教法人化
提案と憲法との関係、著書の中での靖国神社問題
関係の米大学教授の見解の引用、遊就館の歴史観
に対する評価について

平成18年10月2日 165 衆議院 本会議 靖国神社への参拝について

平成18年10月3日 165 参議院 本会議 靖国神社への参拝について

平成18年10月3日 165 衆議院 本会議 靖国神社の歴史観の評価、靖国神社参拝について

平成18年10月6日 165 衆議院 予算委員会 靖国神社の歴史観の評価について
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平成18年10月10日 165 衆議院 予算委員会
日中会談と靖国神社問題との関係、靖国神社参拝
に関する見解、日中韓における靖国神社問題の解
決策について

平成18年10月31日 165 参議院 財政金融委員会 靖国神社参拝に関する見解について

平成18年11月1日 165 衆議院
教育基本法に関す
る特別委員会

授業中に靖国神社に関して取り扱うことについて
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