
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（38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21件）

●両院通過（13件 （うち衆議院において前国会から継続３件））

１ 東日本大震災復興特別区域法案（修）

２ 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案

３ 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の

確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案（修）

４ 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措

置法案（修）

５ 特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案（修）

６ 津波防災地域づくりに関する法律案

７ 津波防災地域づくり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

８ 復興庁設置法案（修）

10 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法

律案

11 地方税法の一部を改正する法律案

（第177回国会提出）

２ 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法

律案（修）

４ 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法

律案（修）

22 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（修）

●衆議院継続（23件 （うち衆議院において前国会から継続17件））

９ 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改

正する法律案

12 裁判所法の一部を改正する法律案

13 刑法等の一部を改正する法律案

14 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案

15 国民年金法の一部を改正する法律案

16 労働安全衛生法の一部を改正する法律案

（第174回国会提出）

49 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

60 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の

一部を改正する法律案

（第176回国会提出）

１ 郵政改革法案

２ 日本郵政株式会社法案

３ 郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

４ 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案



５ 地球温暖化対策基本法案

（第177回国会提出）

26 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

33 交通基本法案

60 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案

74 国家公務員法等の一部を改正する法律案

75 国家公務員の労働関係に関する法律案

76 公務員庁設置法案

77 国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

78 国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案

79 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

80 検察官の俸給等に関する法律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177回国会提出）

21 防衛省設置法等の一部を改正する法律案

●衆議院未了（１件 （衆議院において前国会から継続））

（第174回国会提出）

36 賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て

行為の規制等に関する法律案

◎本院議員提出法律案（18件 （うち本院において前国会から継続７件、衆議院において前国会か）

ら継続３件）

●両院通過（１件 （衆議院において前国会から継続））

（第177回国会提出）

12 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案（修）

●本院継続（８件 （うち本院において前国会から継続７件））

３ 雨水の利用の推進に関する法律案

（第176回国会提出）

１ インド洋におけるテロ対策海上阻止活動及び海賊行為等対処活動に対する補給支援活動の

実施に関する特別措置法案

３ 子宮頸がん予防措置の実施の推進に関する法律案

４ 郵政民営化の確実な推進のための日本郵政株式会社、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を廃止する等の法律案

（第177回国会提出）

７ 会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案

８ 国家公務員等が不正に資金を保管するために虚偽の請求書の提出を要求する行為等の処罰

に関する法律案

10 原子力発電所等の緊急安全評価等に関する法律案

23 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律等の一部を改正

する法律案

●衆議院継続（１件 （衆議院において前国会から継続））

（第177回国会提出）

21 東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する

特別の助成措置等に関する法律案



●本院未了（７件）

１ 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

２ 国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律案

４ 特定原子力被災地域の土地等の利用に関する施策及びこれに関連して必要となる地域住民

等の生活再建等の促進に資する施策の国の取組による推進に関する法律案

５ エネルギー政策の見直し及びこれに関する原子力発電の継続についての国民投票に関する

法律案

６ 実用発電用原子炉等の運転の再開についての関係都道府県知事の同意及びこれに係る住民

投票に関する法律案

７ 平成二十三年東京電力原子力事故に係る健康調査等事業の実施等に関する法律案

８ 放射線業務従事者の被ばく線量の管理に関する法律案

●衆議院未了（１件 （衆議院において前国会から継続））

（第177回国会提出）

16 東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復興のための臨時の交付金の交付に関する法

律案

◎衆議院議員提出法律案（26件 （うち衆議院において前国会から継続25件））

●衆議院継続（26件 （うち衆議院において前国会から継続25件））

１ 一般職の国家公務員の給与の改定及び臨時特例等に関する法律案

（第173回国会提出）

３ 政治資金規正法及び政党助成法の一部を改正する法律案

５ 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

11 地域住民等による安全で安心して暮らせるまちづくりの推進に関する法律案

12 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

（第174回国会提出）

２ 政党助成法の一部を改正する法律案

４ 教育公務員特例法の一部を改正する法律案

７ 低炭素社会づくり推進基本法案

11 北海道観光振興特別措置法案

15 気候変動対策推進基本法案

18 公職選挙法の一部を改正する法律案

24 国際平和協力法案

25 国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案

30 死因究明推進法案

31 自衛隊法の一部を改正する法律案

32 国家公務員法の一部を改正する法律案

33 離島の振興に関する施策の拡充のための離島振興法等の一部を改正する法律案

34 離島航路航空路整備法案

35 農業等の有する多面的機能の発揮を図るための交付金の交付に関する法律案

（第176回国会提出）

５ 国家公務員法等の一部を改正する法律案

６ 幹部国家公務員法案

17 地下水の利用の規制に関する緊急措置法案



（第177回国会提出）

10 農業の担い手の育成及び確保の促進に関する法律案

23 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

31 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案

32 アレルギー疾患対策基本法案

◎予算（３件）

●両院通過（３件）

１ 平成二十三年度一般会計補正予算（第３号）

２ 平成二十三年度特別会計補正予算（特第３号）

３ 平成二十三年度政府関係機関補正予算（機第２号）

◎条約（６件 （うち衆議院において前国会から継続４件））

●両院通過（６件 （うち衆議院において前国会から継続４件））

１ 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの

件

２ 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ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

（第177回国会提出）

２ 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定の締

結について承認を求めるの件

３ 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結

について承認を求めるの件

４ 原子力の開発及び平和的利用における協力のための日本国政府とベトナム社会主義共和国

政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

14 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府

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（１件 （衆議院において前国会から継続））

●衆議院継続（１件）

（第177回国会提出）

６ 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事

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（10件 （いずれも衆議院において前国会から継続））

●両院通過（４件）

（第174回国会提出）

○平成二十一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）

○平成二十一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）

○平成二十一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）

○平成二十一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）



●衆議院継続（６件）

（第177回国会提出）

○平成二十二年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費使用総調書及び各省各庁所管使用

調書

○平成二十二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）

○平成二十二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）

○平成二十二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２）

○平成二十二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

○平成二十二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）

◎決算その他 （６件）

●是認すると議決（１件）

（第176回国会提出）

○平成二十一年度国有財産無償貸付状況総計算書

●是認しないと議決（２件）

（第176回国会提出）

○平成二十一年度一般会計歳入歳出決算、平成二十一年度特別会計歳入歳出決算、平成二十一

年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十一年度政府関係機関決算書

○平成二十一年度国有財産増減及び現在額総計算書

●未了（３件）

○平成二十二年度一般会計歳入歳出決算、平成二十二年度特別会計歳入歳出決算、平成二十二

年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十二年度政府関係機関決算書

○平成二十二年度国有財産増減及び現在額総計算書

○平成二十二年度国有財産無償貸付状況総計算書

◎決議案（５件）

●可決（４件）

１ 難民の保護と難民問題の解決策への継続的な取組に関する決議案

２ 第三十二回オリンピック競技大会及び第十六回パラリンピック競技大会東京招致に関する

決議案

３ 防衛大臣一川保夫君問責決議案

４ 国務大臣山岡賢次君問責決議案

●未了（１件）

５ 内閣総理大臣野田佳彦君問責決議案

◎規程案（２件）

●可決（２件）

○東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会規程案

○参議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案


