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〜第1次安倍内閣（2006年9月 2007年9月） 〜・第2次-第4次 安倍内閣（2012年9月 2020年9月）と国会のうごき

年月日 会期・国政選・総裁選 国会の活動 国会外の政治状況など

会期 おもな立法など その他

060920 自民総裁選で、麻生、谷垣をやぶる

060926 小泉内閣総辞職 【165臨】 防衛庁設置法改正（省に昇格） 内閣不信任議決案否決（1215） 小沢一郎が民主・新代表（09）
安倍指名（第１次） ﾃﾛ特措法改正（延長・07年失効）

061219 閉会 教育基本法改正（愛国心教育）

070125 召集 【166常】 ｲﾗｸ特措法改正（2年延長） 内閣不信任決議案否決（0629） 安保法制懇設置（04）
社保庁改革関連法 内閣総理大臣問責決議案否決（0629）

070705 閉会 改憲国民投票法

070729 21 参院通常選挙 自民 改選数 64→当選数 37 「ねじれ国会」

070807 召集 【167臨】 両院に憲法審査会設置（活動 179回-） 内閣改造（08）
070810 閉会

070910 召集 【168臨】 参院で国会同意人事が否決

-20080125 久間防衛大臣辞任・赤城農水大臣更迭

070925 安倍内閣総辞職 後継 福田康夫

120926 自民総裁選で石破・町村をやぶる 「日本国憲法改正草案」（04）
121216 46 衆院総選挙 自民 改選前 119→改選後 294
121226 召集 【182特】

安倍指名(第２次)

121228 閉会

130128 召集 【183常】 公選法改正（ﾈｯﾄ選挙一部解禁） 内閣総理大臣問責決議可決（0626） 教育再生実行会議設置（01）
130626 閉会 ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ法 「ｱﾍﾞﾉﾐｸｽ」宣言（02）

安保法制懇再開（02）
黒田・日銀総裁就任（03）

130721 23 参院通常選挙 自民 改選数 34→当選数 65
130802 召集 【184臨】
130807 閉会

131015 召集 【185臨】 特定秘密保護法 内閣不信任決議案否決（1206） 内閣法制局長、異例人事（08）
131208 閉会 安全保障会議設置法改正 籾井、NHK会長就任（12）

国家戦略特区法 首相、靖国公式参拝（12）
140124 召集 【186常】 防衛省設置法改正（防衛審議官新設） 国家安全保障会議 NSC（01）
140622 閉会 内閣法改正(内閣人事局創設） 国家戦略特区諮問会議（01）

児童ﾎﾟﾙﾉ禁止法 武器装備移転三原則（04）
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9条解釈を変更（07）
消費税 8％引き上げ（04）

140929 召集 【187 臨】 ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ基本法 小淵経産・松島法務大臣の辞任（11） 消費税 10％引き上げ延期
141121 解散 ﾘﾍﾞﾝｼﾞﾎﾟﾙﾉ防止法 沖縄知事選、翁長当選（11）
141214 47 衆院総選挙 「アベノミクス解散」 「（アベノミクスへの）国民の信頼と力を得て、成長戦略を前に進め、

国民生活を豊かにしていく」 自民 改選前 295→改選後 291
141224 召集 【188特】

安倍指名（第３次）

141226 閉会

150126 召集 【189常】 公選法改正 （参院合区） 西川農水大臣辞任 日米第 3次ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（04）
150927 閉会 防衛省設置法改正（防衛装備庁） 内閣不信任決議案否決（0918） 大阪・第 1回住民投票（05）

農協法改正（JA中央廃止） 内閣総理大臣問責決議案否決（0918）
労働者派遣法改正（期間制限撤廃）

安保関連法

150920 自民総裁選挙（無投票）

151021 野党が臨時会要求 第 1次内閣改造（10）
160104 召集 【190常】 民法改正（再婚禁止規定の改正） 甘利経産大臣辞任 消費税 10％引き上げ延期
160601 閉会 野党、安保関連法廃止法案を提出 内閣不信任決議案否決（0531） 「保育園落ちた死ね」

ﾍｲﾄｽﾋﾟｰﾁ規制法 伊勢志摩サミット（05）
刑訴法改正（司法取引など）

160710 24参院通常選挙 自民 改選数 50→当選数 56
160801 召集 【191臨】 都知事選、小池当選（07）
160803 閉会 ﾘｵ五輪閉会式（08）

第 2次内閣改造（08）
160926 召集 【192臨】 ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ活用推進基本法 所信表明演説でｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｵﾍﾞｰｼｮﾝ 「新三本の矢」発表（09）
161217 閉会 ｶｼﾞﾉ推進法 内閣不信任決議案否決（1215） 未来投資会議発足（09）

ﾊﾟﾘ協定国会承認

170120 召集 【193常】 種子法廃止 南ｽｰﾀﾞﾝ日誌廃棄など 日米首脳会談（02）
170618 閉会 皇室典範改正（天皇退位） 森友国有地売却問題 文科省 前川辞職

共謀罪法 今村復興・稲田防衛大臣辞任

内閣不信任決議案否決（0615）
1706 野党が臨時会要求

170928 召集・解散 【194臨】 第 3次内閣改造（08）
希望の党結成（09）

171022 48 衆院総選挙 「国難突破解散」 「急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝鮮の脅威

に対して、国民の命と平和な暮らしを守り抜く」 自民 改選前 284→改選後 284 首相「こんな人たち」発言

171101 召集 【195特】
安倍指名（第４次）
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171209 閉会

180122 召集 【196常】 男女共同参画推進法（選挙ﾊﾟﾘﾃｨ） 裁量労働制と厚労省の情報操作 改憲「たたき台」4項目（03）
180722 閉会 ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ依存対策法・IR整備法 森友事件・佐川証人喚問 立憲民主党結成（01）

働き方改革法（裁量労働を削除） 加計事件・柳瀬参考人招致（0510） 国民民主党結成（05）
TPP（国会承認） 森友事件で内閣に参院警告決議（0627）

江崎沖縄・北方大臣辞任

内閣不信任決議案否決（0720）
180920 自民総裁選で石破をやぶる

181024 召集 【197臨】 入管難民法改正（特定技能） 内閣不信任決議案否決（1207） 沖縄知事選、ﾃﾞﾆｰ当選（09）
181210 閉会 内閣総理大臣問責決議案否決（207） 「防衛計画の大綱(30大綱)」（12）
190128 召集 【198常】 ｱｲﾇ新法 勤労統計調査不正で参院警告決議 維新と希望が統一会派（01）
190626 閉会 旧優生保護法被害者救済法 内閣総理大臣問責決議案否決（0624） 沖縄県民投票（02）

子育て支援法(幼保無償） 内閣不信任決議案否決（0625） ｼﾅｲ半島 MFO自衛官派遣
ﾄﾞﾛｰﾝ規制法改正 桜田五輪大臣辞任 表現の不自由展

統一地方選（04）
桜をみる会問題（05〜）

190721 25参院通常選挙 自民 改選数 66→当選数 57
190801 召集 【199臨】 都知事選・小池再選（08）
190805 閉会

191004 召集 【200臨】 日米貿易協定（国会承認） 河井法務大臣・菅原経産大臣辞任 全世代型社会保障検討会議（09）
191209 閉会 大幅な内閣改造（09）

消費税 10％へ増税（10）
衆院憲法審査会で自由討議（11）

200120 召集 【201常】 新型ｲﾝﾌﾙ対策特措法改正 2次補正で 10兆円の予備費 中東自衛隊派遣(01)
200617 閉会 政府は検察庁法改正を断念 河井夫妻・選挙違反問題

国家戦略特区法改正（ｽｰﾊﾟｰｼﾃｨ整備） ｺﾛﾅ緊急事態宣言（04-05）
自衛隊に宇宙作戦隊設置（05）
ｲｰｼﾞｽｱｼｮｱ断念（06）

200731 野党が会期延長・臨時会要求 法務・検察刷新会議（07）
200916 召集 【202臨】

安倍内閣総辞職 後継 菅義偉

200918 閉会

【 】は会期番号。常＝常会、臨＝臨時会、特＝特別会


