
３ 議案件名一覧

件名の前の数字は提出番号、件名の後の（修）は衆議院修正を示す。

◎内閣提出法律案（84件）（うち衆議院において前国会から継続４件）

●両院通過（57件）

１ 地方交付税法等の一部を改正する法律案（修）

８ 関税定率法等の一部を改正する法律案

10 国土交通省設置法等の一部を改正する法律案（修）

11 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案

12 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案

13 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案

15 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案

16 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

17 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案

18 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

19 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律

案

20 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案（修）

21 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置

法の一部を改正する法律案

22 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律案

23 生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律案（修）

24 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案

25 特許法等の一部を改正する法律案

26 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案（修）

27 地域再生法の一部を改正する法律案

28 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案

29 電波法の一部を改正する法律案（修）

30 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総

合法律支援法の一部を改正する法律案

31 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部

を改正する法律案（修）

32 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法

律案（修）

33 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案

34 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案

35 港湾法の一部を改正する法律案

38 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法案

39 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案

40 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改

正する法律案



41 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案

42 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

43 独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律案

46 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案

47 領海等における外国船舶の航行に関する法律案

48 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部

を改正する法律案

49 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案

51 社会教育法等の一部を改正する法律案

52 学校保健法等の一部を改正する法律案（修）

54 信用保証協会法の一部を改正する法律案

55 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案

56 中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案

57 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案

58 消費者契約法等の一部を改正する法律案

59 金融商品取引法等の一部を改正する法律案

61 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案

62 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案

63 消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案

64 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案（修）（本院同意）

65 保険法案

66 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案

67 介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案

68 少年法の一部を改正する法律案（修）

70 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案

71 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律案

72 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（修）

75 国家公務員制度改革基本法案（修）

●憲法第59条第２項の規定により衆議院再可決（１件）

４ 道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案

●憲法第59条第４項の規定により否決とみなし、同条第２項の規定により衆議院再可決（５件）

２ 平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案

３ 所得税法等の一部を改正する法律案

５ 地方税法等の一部を改正する法律案

６ 地方法人特別税等に関する暫定措置法案

７ 地方交付税法等の一部を改正する法律案

●衆議院継続（19件）（うち衆議院において前国会から継続４件）

９ 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案

14 株式会社地域力再生機構法案

37 平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康

保険組合等による支援の特例措置等に関する法律案

44 長期優良住宅の普及の促進に関する法律案

45 独立行政法人気象研究所法案



50 独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案

53 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案

69 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案

73 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び不当景品類及び不当表示防止法の一

部を改正する法律案

74 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案

76 行政不服審査法案

77 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

78 行政手続法の一部を改正する法律案

79 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案

80 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

（第163回国会提出）

22 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正す

る法律案

（第166回国会提出）

81 労働基準法の一部を改正する法律案

95 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案

97 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案

●本院未了（２件）

36 防衛省設置法等の一部を改正する法律案

60 児童福祉法等の一部を改正する法律案

◎本院議員提出法律案（35件）（うち本院において前国会から継続４件、衆議院において前国会か

ら継続４件）

●両院通過（３件）

20 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進

等に関する法律案

21 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案

26 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律案

●衆議院継続（５件）（うち本院において前国会から継続１件、衆議院において前国会から継続

３件）

17 後期高齢者医療制度の廃止等及び医療に係る高齢者の負担の軽減等のために緊急に講ずべ

き措置に関する法律案

（第168回国会提出）

１ 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正す

る法律案

７ 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案

11 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案

13 国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置

法案

●衆議院否決（１件）（衆議院において前国会から継続）

（第168回国会提出）

６ 農業者戸別所得補償法案



●本院未了（22件）（うち本院において前国会から継続２件）

１ 揮発油税等の税率の特例の廃止、道路特定財源諸税の一般財源化及び地方公共団体の一般

財源の確保のための関係法律の一部を改正する等の法律案

２ 所得税法等の一部を改正する法律案

３ 租税特別措置法の一部を改正する法律案

４ 国公立の高等学校における教育の実質的無償化の推進及び私立の高等学校等における教育

に係る負担の軽減のための高等学校等就学支援金の支給等に関する法律案

５ 標準教科用拡大図書の発行等に関する法律案

６ 小中学校及び高等学校に在学する視覚障害を有する児童及び生徒の教科用拡大図書等の使

用の支援に関する法律案

７ 特別支援学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案

８ 揮発油税等の税率の特例の廃止に伴う調整措置の実施に関する法律案

10 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

12 民法の一部を改正する法律案

13 子ども手当法案

15 銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一部を改正する法律案

16 下水道法及び建築基準法の一部を改正する法律案

18 学校安全対策基本法案

19 学校教育の環境の整備の推進による教育の振興に関する法律案

22 歯の健康の保持の推進に関する法律案

23 身体障害者福祉法の一部を改正する法律案

24 法人税法の一部を改正する法律案

25 地球温暖化対策基本法案

27 戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案

（第168回国会提出）

３ 障害者自立支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律案

４ 特定肝炎対策緊急措置法案

●衆議院未了（３件）（うち本院において前国会から継続１件）

９ 租税特別措置の整理及び合理化を推進するための適用実態調査及び正当性の検証等に関す

る法律案

11 財政が破綻状態にある市町村の義務教育関係事務の国への移管制度の創設に関する法律案
たん

（第168回国会提出）

10 刑事訴訟法の一部を改正する法律案

●撤回（１件）

14 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

◎衆議院議員提出法律案（65件）（うち本院において前国会から継続１件、衆議院において前国会

から継続32件）

●両院通過（14件）

７ 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案

８ 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案

15 国立国会図書館法の一部を改正する法律案

16 介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律案



17 宇宙基本法案

19 生物多様性基本法案

22 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

24 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案

25 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案

26 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防

止に関する法律の一部を改正する法律案

27 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案

29 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律案

30 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案

31 地方自治法の一部を改正する法律案

●衆議院継続（37件）（うち衆議院において前国会から継続26件）

５ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案

10 基礎年金番号を用いての把握がされていない年金個人情報に係る本人の特定に関する調査

の実施等に関する法律案

11 国民年金の任意加入被保険者であった者が納付した超過分保険料の額に相当する金額の還

付のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

12 食品情報管理伝達システムの導入の促進に関する法律案

13 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律等の一部を改正する法律案

14 食品の安全性の確保を図るための農林水産省設置法等の一部を改正する法律案

20 国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律案

21 特定連合国裁判被拘禁者等に対する特別給付金の支給に関する法律案

23 国民年金法等の一部を改正する法律案

28 離島振興法等の一部を改正する法律案

32 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正す

る法律案

（第163回国会提出）

６ 人身取引等の防止及び人身取引等の被害者の保護に関する法律案

７ 牛海綿状脳症対策特別措置法の一部を改正する法律案

８ 輸入牛肉に係る情報の管理及び伝達に関する特別措置法案

12 道路交通法の一部を改正する法律案

14 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権の付与に関する法律案

（第164回国会提出）

13 刑事訴訟法の一部を改正する法律案

14 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案

15 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案

26 消費生活用製品等及び特定生活関連物品に係る危険情報の提供の促進等に関する法律案

27 国立国会図書館法の一部を改正する法律案

35 民法の一部を改正する法律案

40 公職選挙法等の一部を改正する法律案

（第165回国会提出）

２ 学校教育法の一部を改正する法律案

６ 交通基本法案



（第166回国会提出）

29 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案

38 環境健康被害者等救済基本法案

41 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案

43 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰

に関する法律及び刑法の一部を改正する法律案

44 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案

48 債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律案

51 非自然死体の死因等の究明の適正な実施に関する法律案

52 法医科学研究所設置法案

（第168回国会提出）

６ 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正す

る法律案

８ 肝炎対策基本法案

９ 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

18 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案

●衆議院否決（１件）（衆議院において前国会から継続）

（第168回国会提出）

14 児童扶養手当法の一部を改正する法律案

●本院未了（１件）（本院において前国会から継続）

（第166回国会提出）

47 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法

等の特例に関する法律及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案

●衆議院未了（２件）（うち衆議院において前国会から継続１件）

６ 後期高齢者医療制度を廃止する等医療に係る高齢者の負担の増加を回避する等のための健

康保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

（第165回国会提出）

７ 電気通信事業法の一部を改正する法律案

●撤回（10件）（うち衆議院において前国会から継続４件）

１ 国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための租税特別措置法の一部を

改正する法律案

２ 国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための関税暫定措置法の一部を

改正する法律案

３ 国民生活等の混乱を回避し、地方団体における予算の円滑な執行等に資するための地方税

法の一部を改正する法律案

４ オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案

９ 生物多様性基本法案

18 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

（第166回国会提出）

50 宇宙基本法案

53 公立の小中学校等における地震防災上改築又は補強を要する校舎等の整備の促進に関する

臨時措置法案

（第168回国会提出）



19 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案

24 介護労働者の人材確保に関する特別措置法案

◎予算（６件）

●憲法第60条第２項の規定により衆議院の議決が国会の議決となり成立（６件）

▲

本院において否決（６件）

１ 平成十九年度一般会計補正予算（第１号）

２ 平成十九年度特別会計補正予算（特第１号）

３ 平成十九年度政府関係機関補正予算（機第１号）

４ 平成二十年度一般会計予算

５ 平成二十年度特別会計予算

６ 平成二十年度政府関係機関予算

◎条約（16件）（うち衆議院において前国会から継続３件）

●両院通過（６件）（うち衆議院において前国会から継続３件）

２ 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定の締結

について承認を求めるの件

６ 全権委員会議（千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケ

シュ）において改正された国際電気通信連合憲章（千九百九十二年ジュネーブ）を改正す

る文書（全権委員会議（二千六年アンタルヤ）において採択された改正）及び全権委員会

議（千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ）におい

て改正された国際電気通信連合条約（千九百九十二年ジュネーブ）を改正する文書（全権

委員会議（二千六年アンタルヤ）において採択された改正）の締結について承認を求める

の件

10 刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国との間の条約の締結について承認を求

めるの件

（第168回国会提出）

１ 経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の締結について承

認を求めるの件

２ 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求

めるの件

３ 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とカンボジア王国との間の協定の締結につい

て承認を求めるの件

●憲法第61条の規定により衆議院の議決が国会の議決となり成立（10件）

▲

本院において承認しないと議決（１件）

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

▲

本院において30日以内に議決せず（９件）

３ 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表（日本国の譲許表）

の修正及び訂正に関する二千八年一月二十二日に作成された確認書の締結について承認を

求めるの件

４ 国際物品売買契約に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件



５ 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の改正の受諾について承認

を求めるの件

７ 千九百四十九年のアメリカ合衆国とコスタリカ共和国との間の条約によって設置された全

米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約（アンティグア条約）の締結について承認を求

めるの件

８ 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定の締結について承認を求めるの件

９ 社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

11 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリ

アとの間の条約の締結について承認を求めるの件

12 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・

イスラム共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

13 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定の締結に

ついて承認を求めるの件

◎承認を求めるの件（３件）

●両院通過（３件）

１ 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件

２ 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港

禁止の実施につき承認を求めるの件

３ 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認

義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

◎予備費等承諾を求めるの件（10件）（うち衆議院において前国会から継続５件）

●衆議院継続（５件）

○平成十九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）

○平成十九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）

○平成十九年度特別会計予算総則第七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）

○平成十九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）

○平成十九年度特別会計予算総則第七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）

●国会の承諾がなかったもの（５件）（いずれも衆議院において前国会から継続）

（第166回国会提出）

○平成十八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）

○平成十八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）

○平成十八年度特別会計予算総則第十二条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額

調書（その１）

○平成十八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）

○平成十八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）

◎決算その他（５件）

●是認すると議決（２件）

○日本放送協会平成十八年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書



（第168回国会提出）

○平成十八年度国有財産無償貸付状況総計算書

●是認しないと議決（３件）

（第166回国会提出）

○日本放送協会平成十七年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書

（第168回国会提出）

○平成十八年度一般会計歳入歳出決算、平成十八年度特別会計歳入歳出決算、平成十八年度国

税収納金整理資金受払計算書、平成十八年度政府関係機関決算書

○平成十八年度国有財産増減及び現在額総計算書

◎決議案（４件）

●可決（３件）

１ 国民読書年に関する決議案

２ アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議案

４ 内閣総理大臣福田康夫君問責決議案

●否決（１件）

３ 厚生労働委員長岩本司君解任決議案

◎規程案（１件）

●可決（１件）

○参議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案




