
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（65件）（継続９件を含む）

●両院を通過したもの（54件）（継続４件を含む）

１ 地方交付税法の一部を改正する法律案

２ 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

３ 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

４ 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

５ 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

６ 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

７ 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

置法及び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の一部

を改正する法律案

８ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律案

９ 雇用保険法等の一部を改正する法律案

10 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の

一部を改正する法律案《修》（衆議院同意）

11 サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案

12 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

13 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案

14 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律案

15 地域再生法の一部を改正する法律案《修》（衆議院同意）

16 所得税法等の一部を改正する法律案

17 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律

の一部を改正する法律案（修）

18 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案

19 港湾法の一部を改正する法律案

20 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案（修）

21 地方税法等の一部を改正する等の法律案

22 地方交付税法等の一部を改正する法律案

23 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

24 関税定率法等の一部を改正する法律案

25 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案

26 児童扶養手当法の一部を改正する法律案

27 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の一部を改正する法律案

28 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する

法律案

29 独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案

30 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案

（修）



31 独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の

一部を改正する法律案

32 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法案（修）

34 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案

35 国立大学法人法の一部を改正する法律案

36 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を

改正する等の法律案

37 海上交通安全法等の一部を改正する法律案

38 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を

改正する等の法律案

39 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改

正する法律案

40 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

案

43 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案

44 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案

45 消費者契約法の一部を改正する法律案

46 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案

48 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活

力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案

49 民法の一部を改正する法律案（修）

50 森林法等の一部を改正する法律案

51 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

52 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

53 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案

55 児童福祉法等の一部を改正する法律案

（第189回国会提出）

42 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案

57 総合法律支援法の一部を改正する法律案（修）

67 社会福祉法等の一部を改正する法律案《修》

70 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案《修》

●衆議院において閉会中審査するに決したもの（11件）（継続５件を含む）

33 人事訴訟法等の一部を改正する法律案

41 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案

42 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案

47 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案

54 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案

56 臨床研究法案

（第189回国会提出）

30 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案

31 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案

63 民法の一部を改正する法律案

64 民法の一部を改正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



69 労働基準法等の一部を改正する法律案

◎本院議員提出法律案（14件）（継続３件を含む）

●両院を通過したもの（２件）

１ 自殺対策基本法の一部を改正する法律案

６ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案《修》

●本院において審査未了のもの（継続２件）

（第189回国会提出）

２ 臨床研究の実施の適正化等に関する施策の推進に関する法律案

６ 労働基準法等の一部を改正する法律案

●本院において否決したもの（２件）（継続１件を含む）

２ 平成二十八年度における公債の発行の特例に関する法律案

（第189回国会提出）

７ 人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案

●本院において委員会等に付託されなかったもの（８件）

３ 法人税法の一部を改正する法律案

４ 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部を改正する法律案

５ 国の財務書類等の作成及び財務情報の開示等に関する法律案

７ 会社法の一部を改正する法律案

８ 女性の健康の包括的支援に関する法律案

９ 金融商品取引法の一部を改正する法律案

10 航空機強取等防止措置に係る体制の強化のための施策の推進に関する法律案

11 民法の一部を改正する法律案

◎衆議院議員提出法律案（86件）（継続25件を含む）

●両院を通過したもの（18件）（継続２件を含む）

１ 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

２ 公職選挙法の一部を改正する法律案

17 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案

18 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措

置法案

20 成年後見制度の利用の促進に関する法律案《修》（衆議院同意）

21 成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案

24 公職選挙法の一部を改正する法律案

26 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案

29 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案

35 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案

36 発達障害者支援法の一部を改正する法律案

44 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案

45 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部

を改正する法律案

46 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案

47 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案

49 真珠の振興に関する法律案



（第189回国会提出）

24 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所

の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案《修》

40 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案《修》

●衆議院において閉会中審査するに決したもの（54件）（継続14件を含む）

３ 国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るための財政の健全化の推進に関する

法律案

４ 領域等の警備に関する法律案

５ 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び周辺事態

に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部を改正する法律案

６ 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案

７ 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法

律を廃止する法律案

８ 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等

に関する法律を廃止する法律案

10 格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案

11 中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給に関する法律案

13 国家公務員法等の一部を改正する法律案

14 国家公務員の労働関係に関する法律案

15 公務員庁設置法案

22 保育等従業者の人材確保等に関する特別措置法案

23 政官接触記録の作成等に関する法律案

27 労働基準法の一部を改正する法律案

28 畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法

律案

30 分散型エネルギー利用の促進に関する法律案

31 熱についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源及び廃熱の利用を促進する等のた

めのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案

32 国等によるその設置する施設の省エネルギー・再生可能エネルギー源利用改修の実施等に

関する法律案

33 エネルギー協同組合法案

34 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案

37 民法の一部を改正する法律案

38 性暴力被害者の支援に関する法律案

39 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案

40 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案

41 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案

42 東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑

化に関する法律案

43 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案

48 部落差別の解消の推進に関する法律案

50 幼児教育振興法案

51 道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案

52 消費税率の引上げの期日の延期及び給付付き税額控除の導入等に関する法律案



53 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案

54 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

55 公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

56 特別養子縁組の促進等のための児童の養子縁組に関する法律案

57 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案

58 官民連携事業の推進に関する法律案

59 チーム学校運営の推進等に関する法律案

60 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律案

61 公職選挙法の一部を改正する法律案

（第189回国会提出）

１ 政党助成法を廃止する法律案

10 放送法の一部を改正する法律案

13 農業者戸別所得補償法案

14 農地・水等共同活動の促進に関する法律案

15 中山間地域その他の条件不利地域における農業生産活動の継続の促進に関する法律案

16 環境保全型農業の促進を図るための交付金の交付に関する法律案

17 政治資金規正法の一部を改正する法律案

19 国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の

提供の促進に関する法律案

20 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案

30 原子力災害対策特別措置法の一部を改正する法律案

31 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

32 国有林野事業に従事する職員の労働関係を円滑に調整するための行政執行法人の労働関係

に関する法律の一部を改正する法律案

33 国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法案

34 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律

案

●衆議院において審査未了のもの（継続７件）

（第188回国会提出）

１ 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

２ 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

３ 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

４ 租税特別措置法の一部を改正する法律案

（第189回国会提出）

２ 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

３ 政治資金規正法の一部を改正する法律案

18 政治資金規正法の一部を改正する法律案

●衆議院において否決したもの（３件）

12 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案

16 児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案

25 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案

●撤回されたもの（４件）（継続２件を含む）

９ 消費税の逆進性を緩和するための給付付き税額控除の導入等に関する法律案



19 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部

を改正する法律案

（第189回国会提出）

23 公職選挙法の一部を改正する法律案

41 公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案

◎予算（７件）

●両院を通過したもの（７件）

１ 平成二十七年度一般会計補正予算（第１号）

２ 平成二十七年度特別会計補正予算（特第１号）

３ 平成二十八年度一般会計予算

４ 平成二十八年度特別会計予算

５ 平成二十八年度政府関係機関予算

６ 平成二十八年度一般会計補正予算（第１号）

７ 平成二十八年度特別会計補正予算（特第１号）

◎条約（11件）（継続３件を含む）

●両院を通過したもの（10件）（継続３件を含む）

１ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域

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新たな特別の

措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件

２ 投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とオマーン国との間の協定の締結について承

認を求めるの件

３ 投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の協定の締

結について承認を求めるの件

４ 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避

の防止のための日本国とドイツ連邦共和国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除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国

とチリ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 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インド共

和国政府との間の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 社会保障に関する日本国とフィリピ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

（第189回国会提出）

13 航空業務に関する日本国とカンボジア王国との間の協定の締結について承認を求めるの件

14 航空業務に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定の締結について承認を求め

るの件

15 刑を言い渡された者の移送に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の条約の締結

について承認を求めるの件

●衆議院において閉会中審査するに決したもの（１件）

８ 環太平洋パートナーシップ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（３件）

●両院を通過したもの（３件）



１ 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

２ 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

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

◎予備費等承諾を求めるの件（４件）（継続２件を含む）

●両院を通過したもの（継続２件）

（第189回国会提出）

○平成二十六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）

○平成二十六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）

●衆議院において閉会中審査するに決したもの（２件）

○平成二十七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）

○平成二十七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）

◎決算その他（７件）

●是認すると議決したもの（５件）

○平成二十六年度一般会計歳入歳出決算、平成二十六年度特別会計歳入歳出決算、平成二十六

年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十六年度政府関係機関決算書

○昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳

入歳出決算

○平成二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書

○平成二十六年度国有財産無償貸付状況総計算書

（第189回国会提出）

○平成二十六年度一般会計国庫債務負担行為総調書（その１）

●委員会に付託されなかったもの（２件）

○日本放送協会平成二十六年度財産目録、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

（第187回国会提出）

○日本放送協会平成二十五年度財産目録、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（４件）

●可決したもの（３件）

１ 北朝鮮による四度目の核実験に対する抗議決議案

２ 北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議案

４ 我が国の国連加盟六十周年にあたり更なる国際平和の構築への貢献を誓約する決議案

●未了のもの（１件）

３ 議員丸山和也君の議員辞職勧告に関する決議案


