
３議案件名一覧

件名の前の数字は提出番号、（修）は衆議院修正を示す。

◎内閣提出法律案(127件）

　●両院通過（120件）

　　１　平成十四年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案

　　２　農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成十五年度の再保険金の支払財源

　　　　の不足に充てるために行う積立金の歳入への繰入れに関する法律案

　　３　平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案

　　４　被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案

　　５　所得税法等の一部を改正する法律案

　　６　関税定率法等の一部を改正する法律案

　　７　中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する

　　　　法律案

　　８　中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律案

　　９　商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律案

　　10　奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正す

　　　　る法律案

　　11　国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法

　　　　の一部を改正する法律案

　　12　東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法案

　　13　裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

　　14　裁判所法の一部を改正する法律案

　　15　弁護士法の一部を改正する法律案

　　16　警察法の一部を改正する法律案

　　17　防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案

　　18　金融機能の強化のための特別措置に関する法律案

　　19　預金保険法の一部を改正する法律案

　　20　地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正

　　　　する法律案

　　21　所得譲与税法案

　　22　地方交付税法等の一部を改正する法律案

　　23　新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改

　　　　正する法律案

　　24　児童福祉法等の一部を改正する法律案

　　25　植物防疫法の一部を改正する法律案

　　26　外務省設置法の一部を改正する法律案

　　27　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

　　　　律等の一部を改正する法律案



28　平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案

29　日本学術会議法の一部を改正する法律案

30　国民年金法等の一部を改正する法律案（修）

31　年金積立金管理運用独立行政法人法案

32　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案

33　児童手当法の一部を改正する法律案（修）

36　森林法の一部を改正する法律案

37　特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案

38　景観法案

39　景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

40　都市緑地保全法等の一部を改正する法律案

41　破産法案

42　破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

43　電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案

44　電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案

45　義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案

47　国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案

48　私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案

49　農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案

50　農業改良助長法の一部を改正する法律案

51　青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する

　　法律案

52　国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一

　　部を改正する法律案

53　国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律案

54　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案

55　油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案

56　卸売市場法の一部を改正する法律案

57　特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案

58　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

59　私立学校法の一部を改正する法律案

60　道路交通法の一部を改正する法律案

61　出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案

62　知的財産高等裁判所設置法案

63　裁判所法等の一部を改正する法律案

64　労働審判法案

66　行政事件訴訟法の一部を改正する法律案

67　裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案（修）

68　刑事訴訟法等の一部を改正する法律案（修）

69　総合法律支援法案（修）



　70　判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律案

　71　廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案

　72　工業標準化法の一部を改正する法律案

　73　独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案

　74　鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案

　75　不動産登記法案

　76　不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

　78　建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部

　　　を改正する法律案

　79　不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一

　　　部を改正する法律案

　80　旅行業法の一部を改正する法律案

　81　海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律案

　82　自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一

　　　部を改正する法律案

　83　証券取引法等の一部を改正する法律案

　84　株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一

　　　部を改正する法律案

　86　学校教育法等の一部を改正する法律案

　87　文化財保護法の一部を改正する法律案

　89　農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案

90　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案

　91　著作権法の一部を改正する法律案

　92　競馬法の一部を改正する法律案

　93　社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保

　　　険法等の特例等に関する法律案

　94　社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等

　　　の特例等に関する法律案

　 95　独立行政法人医薬基盤研究所法案

　96　結核予防法の一部を改正する法律案

　97　薬剤師法の一部を改正する法律案

　98　武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案（修）

　99　武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措

　　　置に関する法律案

　100武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案（修）

　101国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案

　102武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案

　103武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案

　104自衛隊法の一部を改正する法律案

　105構造改革特別区域法の一部を改正する法律案



　106警備業法の一部を改正する法律案

　107地方自治法の一部を改正する法律案

　108市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案

　109市町村の合併の特例等に関する法律案（修）

　110 公益通報者保護法案

　111地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案

　112高速道路株式会社法案

　113独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法案

　114日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律案

　115日本道路公団等民営化関係法施行法案

　116商品取引所法の一部を改正する法律案（修）

　117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

　118不正競争防止法の一部を改正する法律案

　119海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案

　120大気汚染防止法の一部を改正する法律案

　121 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に

　　　関する法律案

　122消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案

　123地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部

　　　を改正する法律案

　124行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案

　125特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案

　126地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案

　127家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

●衆議院継続（7件）

　34　児童福祉法の一部を改正する法律案

　35　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一

　　　部を改正する法律案

　46　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

　65　民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案

　77　民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案

　85　信託業法案

　88　労働組合法の一部を改正する法律案



◎本院議員提出法律案（24件）

　●両院通過（1件）

　　13　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案

　●本院未了（22件）

　　１　政治資金規正法の一部を改正する法律案

　　２　政党助成法を廃止する法律案

　　３　国の行政機関等の職員等の営利企業等への就職の制限等に関する法律案

　　４　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及び被選挙権等の

　　　　付与に関する法律案

　　５　地域金融の活性化に関する法律案

　　６　中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案

　　７　短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案

　　８　国の行政運営の適正化のための公益通報に関する法律案

　　10　外来生物種規制法案

　　11　乳幼児医療費の支給に関する法律案

　　12　青少年健全育成基本法案

　　14　難民等の保護に関する法律案

　　15　身体障害者福祉法の一部を改正する法律案

　　16　民法の一部を改正する法律案

　　17　国会議員未納付国民年金保険料に係る公表及び特例保険料の納付に関する法律案

　　18　地域金融の円滑化に関する法律案

　　19　高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するための公的

　　　　年金制度の抜本的改革を推進する法律案

　　20　長時間にわたる時間外労働等から労働者を保護するための労働基準法及び労働時

　　　　間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

　　21　解雇等の規制に関する法律案

　　22　解雇等の規制に関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

　　23　戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案

　　24　干潟海域の保全等に関する法律案

　●撤回（1件）

　　９　食育基本法案



◎衆議院議員提出法律案（59件）

　●両院通過（14件）

　　１　外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案

　　２　平成十五年度の水田農業経営確立助成補助金等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

　　８　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

　　　　法案

　　11　児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案

　　15　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

　　17　クリーニング業法の一部を改正する法律案

　　18　公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

　　29　国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

　　37　障害者基本法の一部を改正する法律案

　　38　消費者保護基本法の一部を改正する法律案

　　39　コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案

　　42　旅券法の一部を改正する法律案

　　43　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

　　44　特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法案

　●衆議院継続（21件）

　　３　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等の付与に関する

　　　　法律案

　　9　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一

　　　　部を改正する法律案

　14　国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案

　　16　臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案

　　23　牛海綿状脳症対策特別措置法の一部を改正する法律案

　　24　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

　　28　労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関する法律案

　　32　公職選挙法の一部を改正する法律案

　　33　衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案

　　34　政治資金規正法等の一部を改正する法律案

　　35　公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正す

　　　　る法律案

　　40　民法の一部を改正する法律案

　　45　独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法律案

　　46　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

　　48　学校教育法の一部を改正する法律案

　　49　食育基本法案



　50　国民年金法の一部を改正する法律案

　51　国立国会図書館法の一部を改正する法律案

　52　無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案

　58　特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案

　59　短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案

●衆議院否決（８件）

　５　金融機能の再生のための緊急措置に関する法律等の一部を改正する等の法律案

　６　金融再生委員会設置法案

　10　平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例等に関する法律

　　　案

　19　刑事訴訟法の一部を改正する法律案

　21　電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案

　22　通信・放送委員会設置法案

　25　高病原性鳥インフルエンザ対策緊急措置法案

　36　高速道路事業改革基本法案

●衆議院未了（10件）

　４　中小企業者に対する銀行等の資金の貸付けの適正な運営の確保に関する法律案

　27　高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するための公的

　　　年金制度の抜本的改革を推進する法律案

　31　犯罪被害者基本法案

　41　難民等の保護に関する法律案

　47　道路交通法の一部を改正する法律案

　53　特定非営利活動の促進のための法人税法等の一部を改正する法律案

　54　特定非営利活動の促進のための地方税法の一部を改正する法律案

　55　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

　56　戦後強制抑留者に対する特別給付金の支給に関する法律案

　57　証券取引委員会設置法案

●撤回（6件）

　７　コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案

　12　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

　13　消費者保護基本法の一部を改正する法律案

　20　特定船舶等の入港の禁止に関する特別措置法案

　26　特定船舶の入港の禁止に関する法律案

　30　消費者保護基本法の一部を改正する法律案



◎予算(6件）

　●両院通過（6件）

　　１　平成十五年度一般会計補正予算（第１号）

　　２　平成十五年度特別会計補正予算（特第１号）

　　３　平成十五年度政府関係機関補正予算（機第１号）

　　４　平成十六年度一般会計予算

　　５　平成十六年度特別会計予算

　　６　平成十六年度政府関係機関予算

◎条約（21件）

　●両院通過（21件）

　　１　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政府と

　　　　アメリカ合衆国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件

　　２　投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の

　　　　協定の締結について承認を求めるの件

　　３　刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について

　　　　承認を求めるの件

　　４　サイバー犯罪に関する条約の締結について承認を求めるの件

　　５　無形文化遺産の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件

　　６　国際原子力機関憲章第十四条の改正の受諾について承認を求めるの件

　　７　全権委員会議（千九百九十四年京都及び千九百九十八年ミネアポリス）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（二千二年マラケシュ）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及び千九百九十八年ミネアポリス）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（二千二年マラケシュ）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

　　８　地中海漁業一般委員会に関する協定の改正の受諾について承認を求めるの件

　　９　航空業務に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定の締結について承

　　　　認を求めるの件

　　10　日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の

　　　　相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協

　　　　定の締結について承認を求めるの件

　　11　千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保

　　　　護に関する追加議定書（議定書Ⅰ）の締結について承認を求めるの件

　　12　千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の

　　　　保護に関する追加議定書（議定書Ⅱ）の締結について承認を求めるの件

　　13　児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議

　　　　定書の締結について承認を求めるの件



　　14　武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締

　　　　結について承認を求めるの件

　　15　東南アジアにおける友好協力条約の締結について承認を求めるの件

　　16　欧州復興開発銀行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

　　17　たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件

　　18　社会保障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

　　19　社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の締結について承認を求めるの

　　　　件

　　20　千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際

　　　　条約の二千三年の議定書の締結について承認を求めるの件

　　21　千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八

　　　　年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締結

　　　　について承認を求めるの件

◎承認を求めるの件（２件）

　●両院通過（2件）

　　１　イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置

　　　　法第六条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による人道復興支援活動及び安

　　　　全確保支援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件

　　２　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

◎予備費等承諾を求めるの件（9件）

　●両院通過（３件）

　　○平成十四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

　　○平成十四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

　　○平成十四年度特別会計予算総則第十五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

　●衆議院継続(6件）

　　○平成十五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）

　　○平成十五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）

　　○平成十五年度特別会計予算総則第十四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）

　　○平成十五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）

　　○平成十五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）

　　○平成十五年度特別会計予算総則第十四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2）



◎決算その他（5件）

　●是認すると議決（3件）

　　○平成十四年度一般会計歳入歳出決算、平成十四年度特別会計歳入歳出決算、平成十

　　　四年度国税収納金整理資金受払計算書、平成十四年度政府関係機関決算書

　　○平成十四年度国有財産増減及び現在額総計算書

　　○平成十四年度国有財産無償貸付状況総計算書

　●未了（2件）

　　○日本放送協会平成十四年度財産目録、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156回国会提出）

　　○日本放送協会平成十三年度財産目録、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(14件）

　●可決(1件）

　　14　ユニバーサル社会の形成促進に関する決議案

　●否決（4件）

　　１　厚生労働委員長国井正幸君解任決議案

　　２　議長不信任決議案

　　３　厚生労働大臣坂口力君問責決議案

　　13　事務総長川村良典君不信任決議案

　●撤回（9件）

　　４　国務大臣茂木敏充君問責決議案

　　５　国務大臣竹中平蔵君問責決議案

　　６　総務大臣麻生太郎君問責決議案

　　７　財務大臣谷垣禎一君問責決議案

　　８　経済産業大臣中川昭一君問責決議案

　　９　防衛庁長官石破茂君問責決議案

　　10　厚生労働副大臣森英介君問責決議案

　　11　厚生労働副大臣谷畑孝君問責決議案

　　12　議院運営委員長宮崎秀樹君解任決議案



◎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




