
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》は本院修正、（修）は衆議院修正を示す。

◎内閣提出法律案（106件）（うち衆議院において前国会から継続23件）

●両院通過（61件）（うち衆議院において前国会から継続６件）

１ 東日本大震災に対処するための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

律の一部を改正する法律案

３ 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

４ 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する

法律案

５ 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案

６ 保険業法等の一部を改正する法律案

７ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

８ 租税特別措置法等の一部を改正する法律案

９ 現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及

び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

10 児童手当法の一部を改正する法律案（修）

13 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

14 地方交付税法等の一部を改正する法律案

15 関税定率法等の一部を改正する法律案

16 地域再生法の一部を改正する法律案

17 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案

18 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）

19 国民健康保険法の一部を改正する法律案（修）

20 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法案（修）

21 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

22 都市再生特別措置法の一部を改正する法律案

23 福島復興再生特別措置法案（修）

24 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案（修）

25 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

（修）

27 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の

一部を改正する法律案

31 内閣府設置法等の一部を改正する法律案（修）

34 消費者安全法の一部を改正する法律案（修）

37 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案

38 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案

39 海上運送法の一部を改正する法律案

40 海洋汚染等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

41 船員法の一部を改正する法律案《修》

42 競馬法の一部を改正する法律案



43 都市の低炭素化の促進に関する法律案

45 海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律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 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案（修）

48 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案《修》

49 消防法の一部を改正する法律案

50 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等

の一部を改正する等の法律案

51 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

58 新型インフルエンザ等対策特別措置法案

60 地方自治法の一部を改正する法律案（修）

64 著作権法の一部を改正する法律案（修）

65 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（修）

66 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案

67 金融商品取引法等の一部を改正する法律案

68 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の

整備に関する法律案（修）

71 労働契約法の一部を改正する法律案

72 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を

改正する等の法律案（修）

73 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交

付税法の一部を改正する法律案（修）

74 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正す

る法律案（修）

75 子ども・子育て支援法案（修）

77 子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

（修）

78 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（修）

81 災害対策基本法の一部を改正する法律案（修）

82 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案

（第174回国会提出）

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（修）

（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

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（修）

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（修）

（第179回国会提出）

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（修）

●衆議院継続（33件）（うち衆議院において前国会から継続13件）

26 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



28 経済社会課題対応事業の促進に関する法律案

30 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案

32 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案

33 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等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

35 地方公共団体情報システム機構法案

36 農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律案

44 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案

52 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案

53 国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する法律案

54 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律案

59 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律案

61 電波法の一部を改正する法律案

62 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案

63 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

69 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

70 ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特別措置法案

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に関する法律案

83 年金生活者支援給付金の支給に関する法律案

（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

（第176回国会提出）

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）

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

（第179回国会提出）

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

●本院未了（４件）

２ 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案

55 少年院法案

56 少年鑑別所法案

57 少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

●衆議院未了（３件）（うち衆議院において前国会から継続１件）



29 防衛省設置法等の一部を改正する法律案

76 総合こども園法案

（第177回国会提出）

78 国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案

●撤回（５件）（うち衆議院において前国会から継続３件）

11 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正

する法律案

12 原子力安全調査委員会設置法案

（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

◎本院議員提出法律案（47件）（うち本院において前国会から継続８件、衆議院において前国会か

ら継続１件）

●両院通過（７件）

11 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の一部を改正す

る法律案

21 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律案

22 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるため

の被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律案

26 消費者教育の推進に関する法律案

27 消費者基本法の一部を改正する法律案

33 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案

35 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律案

●本院継続（16件）（うち本院において前国会から継続４件）

９ 歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率

化等の推進に関する法律案

14 道州制への移行のための改革基本法案

15 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

17 内閣総理大臣の指名に係る国民投票制度の創設に関する法律案

23 資源の確保の推進に関する法律案

24 公職の選挙におけるインターネットの活用の促進を図るための公職選挙法の一部を改正す

る等の法律案

25 無人国境離島の適切な管理の推進に関する法律案

28 首都直下地震対策特別措置法案

30 下水道法等の一部を改正する法律案

31 放射線業務従事者の被ばく線量の管理に関する法律案

32 化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための調査その他の施策の推進に関する

法律案

34 防災・減災体制再構築推進基本法案

（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

（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

●衆議院継続（３件）（うち衆議院において前国会から継続１件）

29 雨水の利用の推進に関する法律案

36 公職選挙法の一部を改正する法律案

（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（14件）（うち本院において前国会から継続２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

３ 沖縄における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法案

５ 違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律案

６ 会計検査院法の一部を改正する法律案

７ 国家賠償法の一部を改正する法律案

10 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

16 日本銀行法の一部を改正する法律案

18 国の財政運営における不要資産の活用、透明性の向上等に関する法律案

19 地方教育行政改革の推進に関する法律案

37 児童の通学安全対策の推進に関する法律案

38 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案

（第176回国会提出）

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）

10 原子力発電所等の緊急安全評価等に関する法律案

●撤回（７件）（うち本院において前国会から継続２件）

４ 地方自治法の一部を改正する法律案

８ 平成二十三年東京電力原子力事故による被害からの子どもの保護の推進に関する法律案

12 放射線業務従事者の被ばく線量の管理に関する法律案

13 東京電力原子力事故の被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律案

20 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律案

（第177回国会提出）

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

（第179回国会提出）

３ 雨水の利用の推進に関する法律案

◎衆議院議員提出法律案（65件）（うち衆議院において前国会から継続26件）

●両院通過（24件）



１ 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案（修）

２ 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の一部を改正する法律案

３ 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案

４ 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する

法律案

５ 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案

６ 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案

８ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律案

11 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律案

12 死因究明等の推進に関する法律案

13 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案

16 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案

17 国立国会図書館法の一部を改正する法律案

19 原子力規制委員会設置法案

20 離島振興法の一部を改正する法律案

21 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案

23 養ほう振興法の一部を改正する法律案

24 社会保障制度改革推進法案

25 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正す

る法律案

28 大都市地域における特別区の設置に関する法律案

30 古典の日に関する法律案

31 カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案

33 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案

34 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を救済

するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案

38 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法案

●衆議院継続（33件）（うち衆議院において前国会から継続22件）

７ 行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律案

14 刑法の一部を改正する法律案

15 国土強靱化基本法案

26 南海トラフ巨大地震対策特別措置法案

27 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法

及び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

29 公職選挙法の一部を改正する法律案

32 地方公務員の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部を改正する法律案

35 医薬品等行政評価・監視委員会設置法案

36 大都市制度に関する提案に係る手続に関する法律案

37 公職選挙法の一部を改正する法律案

39 脱原発基本法案

（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

（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

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

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

●本院未了（１件）

22 公職選挙法及び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

●撤回（７件）（うち衆議院において前国会から継続４件）

９ 地方自治法の一部を改正する法律案

10 原子力規制委員会設置法案

18 大都市地域における地方公共団体の設置等に関する特例法案

（第173回国会提出）

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）

30 死因究明推進法案

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

（第179回国会提出）

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

◎予算（８件）

●両院通過（５件）

１ 平成二十三年度一般会計補正予算（第４号）

２ 平成二十三年度特別会計補正予算（特第４号）

６ 平成二十四年度一般会計暫定予算

７ 平成二十四年度特別会計暫定予算



８ 平成二十四年度政府関係機関暫定予算

●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（３件）

▼本院において否決（３件）

３ 平成二十四年度一般会計予算

４ 平成二十四年度特別会計予算

５ 平成二十四年度政府関係機関予算

◎条約（11件）

●両院通過（４件）

８ 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

９ 偽造品の取引の防止に関する協定の締結について承認を求めるの件

10 二千六年の海上の労働に関する条約の締結について承認を求めるの件

11 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確認書の締結について承認を求めるの件

●衆議院継続（７件）

１ 投資の促進及び保護に関する日本国政府とパプアニューギニア独立国政府との間の協定の

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コロンビ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 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のた

めの日本国政府とジャージー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

４ 租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日

本国政府とガーンジー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

５ 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ポルトガル共

和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

６ 租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改

正する議定書の締結について承認を求めるの件

７ 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締結について承認を求めるの件

◎承認を求めるの件（６件）（うち衆議院において前国会から継続１件）

●両院通過（２件）

２ 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件

５ 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事

務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件

●衆議院継続（３件）（うち衆議院において前国会から継続１件）

３ 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

４ 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出

及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき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

（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

●撤回（１件）



１ 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事

務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署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（13件）（うち衆議院において前国会から継続６件）

●両院通過（いずれも衆議院において前国会から継続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）

●本院継続（７件）

○平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調

書（その１）（予備審査）

○平成二十三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）（予備審査）

○平成二十三年度特別会計予算総則第十七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）（予備審査）

○平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調

書（その２）（予備審査）

○平成二十三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）（予備審査）

○平成二十三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（予備審査）

○平成二十三年度特別会計予算総則第十七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）（予備審査）

●衆議院継続（７件）

○平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調

書（その１）

○平成二十三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）

○平成二十三年度特別会計予算総則第十七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）

○平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調

書（その２）

○平成二十三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）

○平成二十三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

○平成二十三年度特別会計予算総則第十七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（４件）

●継続（３件）

（第179回国会提出）

○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

●未了（１件）

○日本放送協会平成二十二年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキ

ャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書

◎決議案（14件）

●可決（７件）

１ 北朝鮮による「人工衛星」の打ち上げ発表に抗議し強く自制を求める決議案

２ 北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議案

３ 国土交通大臣前田武志君問責決議案

４ 防衛大臣田中直紀君問責決議案

12 李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案

13 香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸を厳しく糾弾し、厳重に抗議する決議案

14 内閣総理大臣野田佳彦君問責決議案

●否決（１件）

８ 議長不信任決議案

●未了（２件）

５ 関西電力大飯発電所の拙速な再稼働方針の白紙撤回を政府に求める決議案

９ 内閣総理大臣野田佳彦君問責決議案

●撤回（４件）

６ 内閣総理大臣野田佳彦君問責決議案

７ 内閣総理大臣野田佳彦君問責決議案

10 李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案

11 香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸を厳しく糾弾し、厳重に抗議する決議案


