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（１）審議概観
第180回国会において本委員会に付託さ

と施行者の自助努力によるコストの削減

れた案件は、内閣提出法律案４件（うち本

余地等について質疑が行われ、多数をもっ

院先議１件、衆議院継続１件 ）、本院議員

て可決された。なお、附帯決議が付され

提出法律案２件（うち本院継続１件）合計

た。

６件である。内閣提出法律案は、いずれも

中小企業の海外展開に伴う資金調達支援

可決し、本院議員提出法律案は１件を継続

中小企業の海外における商品の需要の

審査とし、１件は審査未了となった。この

開拓の促進等のための中小企業の新たな

ほか、本委員会から法律案１件を提出する

事業活動の促進に関する法律等の一部を

ことを決定した。また、本委員会付託の請

改正する法律案 は、近年の中小企業をめ

願30種類252件は、いずれも保留とした。
〔法律案等の審査〕
競輪・オートレースの収支悪化への対応
自転車競技法及び小型自動車競走法の
一部を改正する法律案 は、近年の競輪及
び小型自動車競走（オートレース）を取
り巻く環境の変化に対応して、施行者が
競輪振興法人及び小型自動車競走振興法
人に交付すべき交付金の率を引き下げる
とともに、その事業が赤字となった施行
者に対してその赤字額に相当する金額を
還付する等の措置を講じようとするもの
である。
委員会においては、赤字還付制度導入
による収支の見通しと事業の持続可能性、
運営コストの構成における人件費の割合

ぐる経済環境の変化に鑑み、中小企業の
海外における商品の需要の開拓の促進等
を図るため、中小企業がその海外の関係
法人と共同して行う事業の実施に関し、
中小企業信用保険法、株式会社日本政策
金融公庫法、貿易保険法等の特例措置等
を講じようとするものである。
委員会においては、新たに経営革新等
支援機関を設ける理由及びその実効性を
高めるための方策、海外展開の推進と国
内雇用喪失・産業空洞化に対する取組を
両立させるための方策等について質疑が
行われ、全会一致をもって可決された。
我が国における特定多国籍企業の活動促
進

特定多国籍企業による研究開発事業

等の促進に関する特別措置法案 は、我が
国において新たに研究開発事業及び統括

事業を行おうとする特定多国籍企業の活

法律案は、火災共済事業を含めた全ての

動を促進するため、課税の特例、特許料

共済事業を一個の事業協同組合又は協同

の軽減、外国為替及び外国貿易法に係る

組合連合会で行うことができるようにす

投資手続の短縮等の措置を講じようとす

るため、火災共済協同組合の類型の廃止、

るものである。

事業協同組合又は協同組合連合会が行う

委員会においては、我が国の国際競争
力が低下した理由と産業政策の重要性、

ことができる火災共済事業の拡大等の措
置を講じようとするものである。

アジア諸国の法人実効税率引下げ等の企
業誘致策と比較した場合の本法案の評価

〔国政調査等〕

等について質疑が行われ、全会一致をもっ

３月15日 、経済産業行政等の基本施策

て可決された。なお、附帯決議が付され

について枝野経済産業大臣・内閣府特命

た。

担当大臣（原子力損害賠償支援機構 ）・国

災害時における石油の供給確保と資源開

務大臣（原子力経済被害担当）から所信

発の促進

災害時における石油の供給不

を、平成23年における公正取引委員会の

足への対処等のための石油の備蓄の確保

業務の概略について竹島公正取引委員会

等に関する法律等の一部を改正する法律

委員長から説明を聴取した。

案 は、東日本大震災の発生により石油の

３月22日 、経済産業行政等の基本施策

供給が不足した事態を踏まえ、災害時に

に関する件及び公正取引委員会の業務に

おける石油の供給不足に対処するため、

関する件について調査を行い、東日本大

特定の石油精製業者等に災害時における

震災から１年が経過した我が国の現状に

石油の供給に係る連携に関する計画の作

対する認識、東京電力福島第一原子力発

成及び届出を義務付ける等の措置を講ず

電所事故への危機対応が遅れたことに対

るとともに、石炭資源等の効果的な開発

する責任、事故収束宣言についての評価、

を促進するため、独立行政法人石油天然

原子力災害対策本部等の議事録未作成問

ガス・金属鉱物資源機構の業務に石炭資

題、2012年夏の電力需給について需給見

源等の開発に係る業務を追加する等の措

通しが示される時期とその内容、交渉参

置を講じようとするものである。

加国によるＴＰＰ交渉の進捗状況等につ

委員会においては、産投資金の活用等

いて質疑を行った。

による天然ガス、金属鉱物、石炭等の資

３月28日 、予算委員会から委嘱された

源開発促進の見通し、中核サービスステー

平成24年度経済産業省所管予算等の審査

ションの整備及び石油製品備蓄の在り方

を行い、平成24年度経済産業省関係予算

等について質疑が行われ、全会一致をもっ

の方針及び我が国経済成長のための取組、

て可決された。

東京電力福島第一原子力発電所事故発生
に係る国の責任、原子力発電所の再稼働

〔法律案の提出〕

に係る問題、被災地の地場産業に対する

８月28日 、 中小企業等協同組合法の一

復興支援、クールジャパン戦略への経済

部を改正する法律案 の草案について委員

産業省の取組状況等について質疑を行っ

長から説明を聴いた後、委員会提出の法

た。

律案として提出することを決定した。同

６月14日 、中小企業の新たな事業活動

の促進等に関する件について調査を行い、

８月28日 、経済、産業、貿易及び公正

中小・小規模企業を取り巻く環境、商工

取引等に関する調査のうち、中小企業等

会・商工会議所と経営革新等支援機関の

協同組合法の一部を改正する法律案に関

連携を図るための環境整備の必要性、伝

する件を議題とし、草案について委員長

統的工芸品産業の継承及び人材育成のた

から説明を聴いた後、委員会提出の法律

めの政府の取組等について質疑を行った。

案として提出することを決定した。

（２）委員会経過
○平成24年３月15日(木)（第１回）

業省所管）について枝野経済産業大臣及び竹

経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調

島公正取引委員会委員長から説明を聴いた

査を行うことを決定した。

後、同大臣、柳澤経済産業副大臣、北神経済

経済産業行政等の基本施策に関する件につい

産業大臣政務官、中根経済産業大臣政務官、

て枝野国務大臣から所信を聴いた。

竹島公正取引委員会委員長及び政府参考人に

平成23年における公正取引委員会の業務の概

対し質疑を行った。

略に関する件について竹島公正取引委員会委

〔質疑者〕

員長から説明を聴いた。
○平成24年３月22日(木)（第２回）
政府参考人の出席を求めることを決定した。
経済産業行政等の基本施策に関する件及び公
正取引委員会の業務に関する件について枝野

姫井由美子君（民主）、二之湯智君（自民）、
末松信介君（自民）、松あきら君（公明）、
松田公太君（みん ）、荒井広幸君（改革）
本委員会における委嘱審査は終了した。
○平成24年３月29日(木)（第５回）

経済産業大臣、牧野経済産業副大臣、中根経

政府参考人の出席を求めることを決定した。

済産業大臣政務官、北神経済産業大臣政務官

自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を

及び政府参考人に対し質疑を行った。

改正する法律案（閣法第21号）
（衆議院送付）

〔質疑者〕

について枝野経済産業大臣、牧野経済産業副

高橋千秋君（民主）、増子輝彦君（民主）、

大臣、柳澤経済産業副大臣及び政府参考人に

関口昌一君（自民）、牧野たかお君（自民）、

対し質疑を行った後、可決した。

磯﨑仁彦君（自民）、松あきら君（公明）、

〔質疑者〕

松田公太君（みん）、荒井広幸君(改革)
○平成24年３月27日(火)（第３回）
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を
改正する法律案（閣法第21号）
（衆議院送付）
について枝野経済産業大臣から趣旨説明を聴
いた。
○平成24年３月28日(水)（第４回）
政府参考人の出席を求めることを決定した。

牧野たかお君（自民）、磯﨑仁彦君（自民）、
松あきら君（公明）、松田公太君（みん）、
荒井広幸君（改革）
（閣法第21号）
賛成会派

民主、自民、公明、国民、改革

反対会派

みん

なお、附帯決議を行った。
○平成24年４月17日(火)（第６回）

平成二十四年度一般会計予算（衆議院送付）

中小企業の海外における商品の需要の開拓の

平成二十四年度特別会計予算（衆議院送付）

促進等のための中小企業の新たな事業活動の

平成二十四年度政府関係機関予算（衆議院送

促進に関する法律等の一部を改正する法律案

付）

（閣法第51号）について枝野経済産業大臣か

（内閣府所管（公正取引委員会）及び経済産

ら趣旨説明を聴いた。

○平成24年４月19日(木)（第７回）

（第177回国会閣法第26号）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

賛成会派

中小企業の海外における商品の需要の開拓の
促進等のための中小企業の新たな事業活動の
促進に関する法律等の一部を改正する法律案
（閣法第51号）について枝野経済産業大臣、

民主、自民、公明、生活、みん、
国民、改革

反対会派

なし

なお、附帯決議を行った。
○平成24年８月28日(火)（第11回）

柳澤経済産業副大臣及び政府参考人に対し質

政府参考人の出席を求めることを決定した。

疑を行った後、可決した。

災害時における石油の供給不足への対処等の

〔質疑者〕

ための石油の備蓄の確保等に関する法律等の

安井美沙子君（民主）、松あきら君（公明）、

一部を改正する法律案（閣法第27号 ）（衆議

松田公太君（みん）

院送付）について枝野経済産業大臣から趣旨

（閣法第51号）

説明を聴き、同大臣、北神経済産業大臣政務

賛成会派

民主、公明、みん、国民

官及び政府参考人に対し質疑を行った後、可

反対会派

なし

決した。

欠席会派

自民、改革

〔質疑者〕

○平成24年６月14日(木)（第８回）

安井美沙子君（民主）、末松信介君（自民）、

政府参考人の出席を求めることを決定した。

牧野たかお君（自民）、松あきら君（公明）、

中小企業の新たな事業活動の促進等に関する

姫井由美子君（生活）、松田公太君（みん）、

件について枝野経済産業大臣、

厚生労働副

大臣、北神経済産業大臣政務官及び政府参考
人に対し質疑を行った。

荒井広幸君（改革）
（閣法第27号）
賛成会派

〔質疑者〕
二之湯智君（自民）、磯﨑仁彦君（自民）、
荒井広幸君（改革）
○平成24年６月19日(火)（第９回）
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進
に関する特別措置法案
（第177回国会閣法第26
号 ）（衆議院送付） について枝野経済産業大
臣から趣旨説明を聴いた。
○平成24年７月26日(木)（第10回）

民主、自民、公明、生活、みん、
国民、改革

反対会派

なし

中小企業等協同組合法の一部を改正する法律
案 の草案について委員長から説明を聴いた
後、委員会提出の法律案として提出すること
を決定した。
○平成24年９月７日(金)（第12回）
請願第15号外251件を審査した。
資源の確保の推進に関する法律案（参第23号）

理事の補欠選任を行った。

の継続審査要求書を提出することを決定し

政府参考人の出席を求めることを決定した。

た。

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進

経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調

に関する特別措置法案
（第177回国会閣法第26

査の継続調査要求書を提出することを決定し

号 ）（衆議院送付） について枝野経済産業大

た。

臣及び政府参考人に対し質疑を行った後、可

閉会中における委員派遣については委員長に

決した。

一任することに決定した。

〔質疑者〕
轟木利治君（民主）、関口昌一君（自民）、
磯﨑仁彦君（自民）、松あきら君（公明）、
姫井由美子君（生活）、松田公太君（みん）、
荒井広幸君（改革）

