議案件名一覧

改正する法律案

八 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を

・修 ・ ︵衆議院同意︶

六 農林水産省設置法の一部を改正する法律案

五 租税特別措置法の一部を改正する法律案

四 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

保を図るための特別措置に関する法律案︵修︶

三 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確

二 地方交付税法等の一部を改正する法律案

法律案

てるための一般会計からする繰入金に関する

漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充

一 漁船再保険及漁業共済保険特別会計における

●両院通過︵七五件︶

おいて前国会から継続八件︶

内閣提出法律案︵九一件︶︵うち衆議院に

(2)

件名の上の数字は提出番号︑件名の
下の ・修 ・は本院修正︑︵修︶は衆
議院修正を示す︒

九 恩給法等の一部を改正する法律案︵修︶

一〇 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︶

一一 国立学校設置法の一部を改正する法律案︵修︶

一二 義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改

正する法律案︵修︶

一三 中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公

庫法の一部を改正する法律案

一四 異分野中小企業者の知識の融合による新分野

の開拓の促進に関する臨時措置法案

一五 通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律
案

一六 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路

整備臨時措置法の一部を改正する法律案

一七 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時

措置法の一部を改正する法律案

二七 平和祈念事業特別基金等に関する法律案

二八 漁港法の一部を改正する法律案

一八 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適
正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改

二九 森林開発公団法の一部を改正する法律案

三一 産業技術に関する研究開発体制の整備に関す

の促進に関する法律案

三〇 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積

正する法律案
一九 国民健康保険法の一部を改正する法律案︵修︶
二〇 特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関す
る特別措置法の一部を改正する法律案

る法律案

三二 港湾法の一部を改正する法律案

二 一 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

三三 労働組合法等の一部を改正する法律案︵修︶

三八 教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及

する法律案

三七 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正

三六 港湾労働法案︵修︶

三五 農用地開発公団法の一部を改正する法律案

三四 地方交付税法の一部を改正する法律案

法の一部を改正する法律案
二 二 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案
︵修︶
二三 住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法
律案︵修︶
二四 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法
の一部を改正する法律案

四〇 放送法及び電波法の一部を改正する法律案

び運営に関する法律の一部を改正する法律案
水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸

四一 船舶整備公団法の一部を改正する法律案

二五 原材料の供給事情の変化に即応して行われる

付けに関する臨時措置に関する法律の一部を

四二 郵便法の一部を改正する法律案

四三 郵便年金法の一部を改正する法律案

改正する法律案
二六 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律案

四四 郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する
法律案
四七 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業

する法律案

五九 特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律
案

六〇 民間事業者の能力の活用による特定施設の整

備の促進に関する臨時措置法の一部を改正す

法の一部を改正する法律案
四八 刑事補償法の一部を改正する法律案

る法律案

る法律案

六五 都市再開発法及び建築基準法の一部を改正す

する緊急措置法案

六四 大都市地域における優良宅地開発の促進に関

六三 船員法の一部を改正する法律案︵修︶

を改正する法律案

六二 船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部

四九 公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改
正する法律案
五〇 消防法の一部を改正する法律案
五一 核原料物質︑核燃料物質及び原子炉の規制に
関する法律の一部を改正する法律案
五二 不動産登記法及び商業登記法の一部を改正す
る法律案
五四 社会福祉・医療事業団法の一部を改正する法

六六 土地区画整理法の一部を改正する法律案

六七 労働安全衛生法の一部を改正する法律案

律案
五五 漁業災害補償法の一部を改正する法律案

六八 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律

七〇 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法

︵修︶

六九 児童扶養手当法等の一部を改正する法律案

案

五六 農村地域工業導入促進法の一部を改正する法
律案
五七 訪問販売等に関する法律の一部を改正する法
律案︵修︶
五八 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関

律の一部を改正する法律案︵修︶

七八 多極分散型国土形成促進法案

七九 証券取引法の一部を改正する法律案

八〇 金融先物取引法案

七一 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者の父
母等に対する特別給付金支給法の一部を改正

八一 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法

六件︶

三九 学校教育法の一部を改正する法律案

法律案

七 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する

●衆議院継続︵一四件︶︵うち衆議院において前国会から継続

律案

する法律案︵修︶
七二 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟
に伴う措置に関する法律の一部を改正する法
律案
七三 昭和六十二年度における国家公務員等共済組
合法の年金の額の改定の特例に関する法律の
一部を改正する法律案︵修︶

四六 著作権法の一部を改正する法律案

四五 教育職員免許法等の一部を改正する法律案

組合法の年金の額の改定の特例に関する法律

五三 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

七四 昭和六十二年度における私立学校教職員共済

の一部を改正する法律案︵修︶

一部を改正する法律案

六一 臨時教育改革推進会議設置法案

七五 昭和六十二年度における農林漁業団体職員共
済組合法の年金の額の改定の特例に関する法

八二 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個

第百八回
国会八五

地方自治法の一部を改正する法律案

法律案

八三 統計法及び統計報告調整法の一部を改正する

人情報の保護に関する法律案

律の一部を改正する法律案︵修︶
七六 昭和六十二年度における地方公務員等共済組
合法の年金の額の改定の特例に関する法律の
一部を改正する法律案︵修︶
七七 厚生年金保険法の一部を改正する法律案

第百八回
国会九〇
第百八回
国会九六
第百八回
国会九七
第百八回
国会九八
第百八回
国会九九

後天性免疫不全症候群の予防に関する法律案
刑事施設法案
刑事施設法施行法案
留置施設法案
海上保安庁の留置施設に関する法律案

●衆議院未了︵二件︶︵いずれも衆議院において前国会から継

第百八回
国会六五

職業安定法等の一部を改正する法律案

厚生年金保険法等の一部を改正する法律案

続︶

第百八回
国会六六

本院議員提出法律案︵八件︶︵うち前国会
から継続五件︶
●本院継続︵八件︶

一 積雪又は寒冷の度が著しく高い地域における
建設業等関係労働者の通年雇用の促進に関す
る法律案
二 林業労働法案

第百八回
国会 二

国際開発協力基本法案

宇宙開発基本法案

三 戦時災時援護法案

第百八回
国会 三

第百九回
国会 一

第百九回
国会 二

第百九回
国会 三

学校教育法及び教育職員免許法の一部を改正
する法律案

女子教職員の出産に際しての補助教職員の確

保に関する法律の一部を改正する法律案

育児休業法案

衆議院議員提出法律案︵三四件︶︵うち衆
議院において前国会から継続一九件︶
●両院通過︵九件︶

一 昭和六十二年度の水田農業確立助成補助金に

ついての所得税及び法人税の臨時特例に関す
る法律案

三 漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法
律案

五 国会議員の歳費︑旅費及び手当等に関する法

律の一部を改正する法律案

八 半島振興法の一部を改正する法律案

一〇 無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正
する法律案

一一 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部

を改正する法律案
一二 柔道整復師法の一部を改正する法律案
一三 あん摩マ ツサージ指圧師︑はり師︑き ゆう師
等に関する法律の一部を改正する法律案
一四 クリーニング業法の一部を改正する法律案
●衆議院継続︵二二件︶︵うち衆議院において前国会から継続
一九件︶
四 刑事訴訟法の一部を改正する法律案
九 都市における公共交通の環境整備に関する特
別措置法案

第百八回
国会 八
第百八回
国会 九

第百八回
国会一〇

第百八回
国会一六
第百八回
国会一七
第百八回
国会一八

雇用保険法の一部を改正する法律案

雇用保険法に基づく失業給付等についての臨

時特例に関する法律案

短期労働者及び短時間労働者の保護に関する
法律案

海洋開発基本法案

海洋開発委員会設置法案

官公需についての中小企業者の受注の確保に

関する法律の一部を改正する法律案

下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する

水俣病問題総合調査法案

第百八回
国会一九

第
国百
会九回
二

義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改

法律案

義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施

第百九回
国会 三

中水道の整備の促進に関する法律案

第百九回
国会 五

第百九回
国会 四

学校教育法等の一部を改正する法律案

学校教育法の一部を改正する法律案

正する法律案

北海道旧土人保護法及び旭川市旧土人保護地

公立幼稚園の学級編制及び教職員定数の標準

員定数の標準等に関する法律案

公立の障害児教育諸学校の学級編制及び教職

に関する法律案

第百九回
国会 六

本邦漁業者の漁業生産活動の確保に関する法
律案
雇用対策法の一部を改正する法律案

第百九回
国会 七

処分法の一部を改正する法律案

休業に関する法律の一部を改正する法律案

設︑社会福祉施設等の看護婦︑保母等の育児

一五 土地基本法案
第百七回
国会 四

第百七回
国会 五
第百七回
国会 七

第百八回
国会 一

第百八回
国会 七

第百十一回
国会
一

国土利用計画法の一部を改正する法律案

●衆議院未了︵一件︶

る法律案

二 被抑留者等に対する特別給付金の支給に関す

●撤回︵二件︶
六 訪問販売等に関する法律の一部を改正する法
律案
七 原子爆弾被爆者等援護法案

予算︵九件︶

九 昭和六十三年度政府関係機関暫定予算
条約︵八件︶
●両院通過︵八件︶

一 国際復興開発銀行協定第八条 ︵a︶の改正の受諾

について承認を求めるの件

二 日本国政府と国際熱帯木材機関との間の本部

協定の締結について承認を求めるの件

三 千九百八十七年の国際天然ゴム協定の締結に

ついて承認を求めるの件

四 オゾン層の保護のためのウィーン条約及びオ

ゾン層を破壊する物質に関するモントリオー

●両院通過︵九件︶

一 昭和六十二年度一般会計補正予算︵第２号︶

ル議定書の締結について承認を求めるの件

五 核物質の防護に関する条約の締結について承

二 昭和六十二年度特別会計補正予算︵特第２号︶
三 昭和六十二年度政府関係機関補正予算︵機第

六 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地

認を求めるの件

四 昭和六十三年度一般会計予算

に関する条約第六条及び第七条の改正の受諾

２号︶

五 昭和六十三年度特別会計予算

七 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及

について承認を求めるの件
七 昭和六十三年度一般会計暫定予算

び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域

六 昭和六十三年度政府関係機関予算

八 昭和六十三年度特別会計暫定予算

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
を改正する議定書の締結について承認を求め
るの件
八 原子力の平和的利用に関する協力のための日
本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定
の締結について承認を求めるの件

承認を求めるの件︵三件︶
●両院通過︵三件︶
一 漁港法第十七条第三項の規定に基づき︑漁港
整備計画の変更について承認を求めるの件
二 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
三 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ
き︑中部運輸局愛知陸運支局の自動車検査登
録事務所の設置に関し承認を求めるの件

予備費等承諾を求めるの件︵七件︶︵うち
衆議院において前国会から継続三件︶
●両院通過︵七件︶

○昭和六十一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︶︵第百八回国会提出︶

○昭和六十一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︶︵第百八回国会提出︶

○昭和六十一年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費

増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書︵その１︶
︵第百八回国会提出︶

○昭和六十一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︶

○昭和六十一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︶

○昭和六十二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︶

○昭和六十二年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費

増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書︵その１︶

決算その他︵九件︶
●議決︵二件︶
○日本放送協会昭和六十年度財産目録︑貸借対照表及び損
益計算書並びにこれに関する説明書︵第百八回国会提出︶
○昭和六十一年度一般会計国庫債務負担行為総調書︵その
１︶︵第百八回国会提出︶
●継続︵六件︶

○昭和六十一年度国有財産無償貸付状況総計算書
●未了︵一件︶

○日本放送協会昭和六十一年度財産目録︑貸借対照表及び

損益計算書並びにこれに関する説明書

決議案︵三件︶
●可決︵一件︶

三 第三回国際連合軍縮特別総会に関する決議案
●未了︵二件︶

一 米国の軍事費大幅削減要求に関する決議案

○昭和六十年度一般会計歳入歳出決算︑昭和六十年度特別
会計歳入歳出決算︑昭和六十年度国税収納金整理資金受

二 農畜産物十二品目の市場開放問題に関する決

○参議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案

●可決︵一件︶

規程案︵一件︶

議案

払計算書︑昭和六十年度政府関係機関決算書︵第百八回
国会提出︶
○昭和六十年度国有財産増減及び現在額総計算書︵第百八
回国会提出︶
○昭和六十年度国有財産無償貸付状況総計算書︵第百八回
国会提出︶
○昭和六十一年度一般会計歳入歳出決算︑昭和六十一年度
特別会計歳入歳出決算︑昭和六十一年度国税収納金整理
資金受払計算書︑昭和六十一年度政府関係機関決算書
○昭和六十一年度国有財産増減及び現在額総計算書

