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（１）審議概観

第196回国会において本委員会に付託さ

、 、れた案件は 内閣提出法律案５件であり

いずれも可決した。また、本委員会付託

の請願12種類127件は、いずれも保留とし

た。

〔法律案の審査〕

規制のサンドボックス制度創設、事業再

、編の促進等 は生産性向上特別措置法案

近年の情報技術分野における急速な技術

革新の進展による産業構造及び国際的な

競争条件の変化等に対応し、我が国産業

、の生産性の向上を短期間に実現するため

新技術等の実証の促進等の革新的事業活

動による生産性の向上に関する施策を集

中的かつ一体的に行う等の措置を講じよ

うとするものである。

産業競争力強化法等の一部を改正する

は、我が国産業の持続的な発展を法律案

図るため、事業再編及び外部経営資源の

活用の支援、情報技術の発達に対応した

経営手法の導入支援、円滑な事業承継及

び企業再生に係る支援等の措置を講じよ

うとするものである。

委員会においては、両法律案を一括し

て議題とし、参考人から意見を聴取する

とともに、規制のサンドボックス制度に

期待される効果と安全性の確保等に対す

る考え方、データの共有・連携事業を促

進する必要性とサイバーセキュリティ、

個人情報保護の在り方、中小企業の生産

性向上・事業承継支援の重要性、産業革

新投資機構におけるガバナンスの在り方

等について質疑が行われ、討論の後、両

法律案はいずれも多数をもって可決され

た。なお、両法律案に対して、それぞれ

附帯決議を行った。

データの不正取得等の防止、ＪＩＳの拡

不正競争防止法等の一部を改正する大

は、我が国産業におけるデータの法律案

流通、共有及び利用を促進するため、事

業者が相手方を限定して業として提供す

るデータを不正に取得する行為の差止め

等を可能とし、また、日本工業規格を日

本産業規格に改めるとともに、データ、

サービス等に関する事項をその標準化の

対象とするほか、特許権侵害訴訟等にお

けるインカメラ手続の導入等の措置を講

じようとするものである。

委員会においては、限定提供データに

係る不正競争の具体的な内容及び国際的



なルール整備の必要性、国際標準の獲得

に向けた我が国の標準化戦略、中小企業

の知財活用に向けた更なる取組の必要性

等について質疑が行われ、討論の後、多

数をもって可決された。なお、本法律案

に対し附帯決議を行った。

企業連携による省エネ、荷主の定義見直

エネルギーの使用の合理化等に関すし

は、エネる法律の一部を改正する法律案

ルギーの使用の合理化の一層の促進を図

るため、複数の事業者が一体的に又は連

携して行うエネルギーの使用の合理化の

取組に関する認定制度を創設し、定期の

、報告等についての特例を設けるとともに

エネルギーの使用の合理化に取り組むべ

き貨物の荷主の範囲の拡大等の措置を講

じようとするものである。

委員会においては、参考人から意見を

聴取するとともに、複数事業者の連携に

よる省エネ取組の実効性確保の在り方、

中小事業者に配慮した省エネ支援を充実

する必要性、ネット通販事業における物

流の効率化に向けた課題、今後のエネル

ギー政策の在り方と省エネの位置付け等

について質疑が行われ、全会一致をもっ

。 、 、て可決された なお 本法律案に対して

附帯決議を行った。

特定代替フロンの製造及び輸入の規制

物質の規制等によるオゾン層の保護に関

は、オする法律の一部を改正する法律案

ゾン層を破壊する物質に関するモントリ

オール議定書の改正を踏まえ、地球温暖

化への影響に配慮しつつオゾン層の保護

を図るため、製造の規制等の措置を講ず

る物質に代替フロンを加えようとするも

のである。

委員会においては、代替フロンの製造

規制の具体的な運用方針、グリーン冷媒

の安全性確保の必要性、代替技術の開発

支援と我が国の国際競争力確保に向けた

取組等について質疑が行われ、全会一致

をもって可決された。なお、本法律案に

対して、附帯決議を行った。

１

〔国政調査等〕

、予算委員会から委嘱された３月23日

平成30年度経済産業省所管予算等の審査

を行い、中小企業支援体制の抜本的見直

しの必要性、表層型メタンハイドレート

の研究開発に係る予算増額の必要性、エ

ネルギー基本計画の検討の方向性、事業

者のインセンティブに配慮したベース

ロード電源市場の制度設計の必要性、Ｒ

ＣＥＰ交渉の現状と評価、地域間連系線

の利用ルールにおける原子力発電等既存

の発電設備の取扱い、下請取引適正化の

これまでの成果と今後の課題等について

質疑を行った。

、経済産業行政等の基本施策４月３日

に関する件について世耕経済産業大臣・

国務大臣（産業競争力担当、ロシア経済

分野協力担当、原子力経済被害担当 ・内）

閣府特命担当大臣（原子力損害賠償・廃

炉等支援機構）から所信を、平成29年に

おける公正取引委員会の業務の概略に関

する件について杉本公正取引委員会委員

長から説明を聴取した。

、経済産業行政等の基本施策４月５日

に関する件及び公正取引委員会の業務に

関する件について調査を行い、原子力発

電所立地自治体の避難道整備に対する取

組の必要性、諸外国の施策と比較したコ

ネクテッド・インダストリーズの特徴と

今後の方向性、商工中金における不正事

案に関する経済産業省の監督責任、米国

の鉄鋼・アルミ製品の輸入制限措置が我

が国に与える影響と我が国の対応、東京

電力福島第一原子力発電所における燃料



デブリ取出しに向けた調査結果の評価と

今後の対応、規制のサンドボックス制度

の導入の必要性とその運用方針、地域分

散型エネルギー社会の構築に向けた再生

可能エネルギーの可能性と今後の課題、

東京電力福島第一原子力発電所事故に係

る商工業の営業損害賠償の在り方、中小

企業の設備投資に対する固定資産税の特

例措置が生産性向上に及ぼす効果等につ

いて質疑を行った。

福島県におけるスマートコ４月12日、

ミュニティ事業及びロボット研究開発事

業の実情調査のため 福島県に視察を行っ、

た。

、よろず支援拠点における伴５月29日

走型支援の成果と課題に関する件、駅ナ

カ商業施設に対する大規模小売店舗立地

法等の適用に関する件 第５次エネルギー、

基本計画案の検討に関する件、原子力発

電所の再稼働と周辺自治体の同意に関す

る件、商工中金の業務改善への取組に関

する件等について質疑を行った。

（２）委員会経過

○平成30年３月23日(金)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調

査を行うことを決定した。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

平成三十年度一般会計予算（衆議院送付）

平成三十年度特別会計予算（衆議院送付）

（ ）平成三十年度政府関係機関予算 衆議院送付

（内閣府所管（公正取引委員会）及び経済産

について世耕経済産業大臣及び杉業省所管）

本公正取引委員会委員長から説明を聴いた

後、同大臣、佐藤外務副大臣、長峯財務大臣

政務官、平木経済産業大臣政務官、政府参考

人、参考人日本銀行理事前田栄治君及び東京

電力ホールディングス株式会社代表執行役社

長小早川智明君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

渡 美樹君（自民 、青山繁晴君（自民 、） ）

大野元裕君（民進 、浜野喜史君（民進 、） ）

矢倉克夫君（公明 、岩渕友君（共産 、石） ）

井章君（維新）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○平成30年４月３日(火)（第２回）

経済産業行政等の基本施策に関する件につい

て世耕国務大臣から所信を聴いた。

平成29年における公正取引委員会の業務の概

略に関する件について杉本公正取引委員会委

員長から説明を聴いた。

○平成30年４月５日(木)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

経済産業行政等の基本施策に関する件及び公

正取引委員会の業務に関する件について世耕

国務大臣、小林総務大臣政務官、秋本国土交

、 、通大臣政務官 更田原子力規制委員会委員長

杉本公正取引委員会委員長、政府参考人、参

考人株式会社商工組合中央金庫代表取締役社

長関根正裕君及び東京電力ホールディングス

株式会社代表執行役社長小早川智明君に対し

質疑を行った。

〔質疑者〕

滝波宏文君（自民 、井原巧君（自民 、大） ）

野元裕君（民進 、石上俊雄君（民進 、伊） ）

藤孝恵君（民進 、矢倉克夫君（公明 、岩） ）

渕友君（共産 、石井章君（維新））

○平成30年４月19日(木)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

生産性向上特別措置法案（閣法第21号 （衆）

議院送付）

産業競争力強化法等の一部を改正する法律案

（閣法第22号 （衆議院送付））

以上両案について世耕経済産業大臣から趣旨

説明を聴いた後、同大臣、西銘経済産業副大



臣、大串経済産業大臣政務官、小倉総務大臣

政務官及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

浜野喜史君（民進 、大野元裕君（民進 、） ）

宮本周司君（自民 、矢倉克夫君（公明 、） ）

辰巳孝太郎君（共産 、石井章君（維新））

○平成30年５月10日(木)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

生産性向上特別措置法案（閣法第21号 （衆）

議院送付）

産業競争力強化法等の一部を改正する法律案

（閣法第22号 （衆議院送付））

以上両案について世耕経済産業大臣及び政府

参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

（ ）、 （ ）、吉川ゆうみ君 自民 矢倉克夫君 公明

大野元裕君（民主 、 山勇一君（立憲 、） ）

岩渕友君（共産 、石井章君（維新））

また、両案について参考人の出席を求めるこ

とを決定した。

○平成30年５月15日(火)（第６回）

生産性向上特別措置法案（閣法第21号 （衆）

議院送付）

産業競争力強化法等の一部を改正する法律案

（閣法第22号 （衆議院送付））

以上両案について次の参考人から意見を聴い

た後、各参考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

早稲田大学名誉教授・商学博士 松田修一

君

千葉商科大学国際教養学部専任講師 常見

陽平君

東京共同法律事務所弁護士 川上資人君

〔質疑者〕

渡 美樹君（自民 、矢倉克夫君（公明 、） ）

伊藤孝恵君（民主 、 山勇一君（立憲 、） ）

辰巳孝太郎君（共産 、石井章君（維新））

政府参考人の出席を求めることを決定した。

生産性向上特別措置法案（閣法第21号 （衆）

議院送付）

産業競争力強化法等の一部を改正する法律案

（閣法第22号 （衆議院送付））

以上両案について世耕経済産業大臣、杉本公

正取引委員会委員長及び政府参考人に対し質

疑を行い、討論の後、いずれも可決した。

〔質疑者〕

北村経夫君（自民 、矢倉克夫君（公明 、） ）

石上俊雄君（民主 、 山勇一君（立憲 、） ）

岩渕友君（共産 、辰巳孝太郎君（共産 、） ）

石井章君（維新）

（閣法第21号）

賛成会派 自民、公明、民主、立憲、維新

反対会派 共産

（閣法第22号）

賛成会派 自民、公明、民主、立憲、維新

反対会派 共産

なお、両案についてそれぞれ附帯決議を行っ

た。

○平成30年５月17日(木)（第７回）

不正競争防止法等の一部を改正する法律案

について世耕（閣法第30号 （衆議院送付））

経済産業大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成30年５月22日(火)（第８回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

不正競争防止法等の一部を改正する法律案

について世耕（閣法第30号 （衆議院送付））

経済産業大臣、平木経済産業大臣政務官及び

政府参考人に対し質疑を行い、討論の後、可

決した。

〔質疑者〕

井原巧君（自民 、矢倉克夫君（公明 、石） ）

上俊雄君（民主 、 山勇一君（立憲 、岩） ）

渕友君（共産 、石井章君（維新））

（閣法第30号）

賛成会派 自民、公明、民主、立憲、維新

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○平成30年５月29日(火)（第９回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

よろず支援拠点における伴走型支援の成果と

課題に関する件、駅ナカ商業施設に対する大

規模小売店舗立地法等の適用に関する件、第



５次エネルギー基本計画案の検討に関する

件、原子力発電所の再稼働と周辺自治体の同

意に関する件、商工中金の業務改善への取組

に関する件等について世耕経済産業大臣、政

府参考人、参考人東京電力ホールディングス

株式会社代表執行役社長小早川智明君及び株

式会社商工組合中央金庫代表取締役社長関根

正裕君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

矢倉克夫君（公明 、大野元裕君（民主 、） ）

（ ）、 （ ）、山勇一君 立憲 辰巳孝太郎君 共産

石井章君（維新）

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の

一部を改正する法律案（閣法第51号 （衆議）

について世耕経済産業大臣から趣旨院送付）

説明を聴いた。

また、同法律案について参考人の出席を求め

ることを決定した。

○平成30年５月31日(木)（第10回）

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の

一部を改正する法律案（閣法第51号 （衆議）

について次の参考人から意見を聴い院送付）

た後、各参考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学

科教授・工学博士 田辺新一君

公益財団法人自然エネルギー財団常務理事

大野輝之君

龍谷大学政策学部教授・経済学博士 大島

堅一君

〔質疑者〕

（ ）、 （ ）、吉川ゆうみ君 自民 矢倉克夫君 公明

石上俊雄君（民主 、鉢呂吉雄君（立憲 、） ）

岩渕友君（共産 、石井章君（維新））

○平成30年６月５日(火)（第11回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の

一部を改正する法律案（閣法第51号 （衆議）

について世耕経済産業大臣、佐藤外院送付）

務副大臣、平木経済産業大臣政務官、更田原

子力規制委員会委員長、政府参考人及び参考

人東京電力ホールディングス株式会社代表執

行役社長小早川智明君に対し質疑を行った

後、可決した。

〔質疑者〕

滝波宏文君（自民 、矢倉克夫君（公明 、） ）

大野元裕君（民主 、 山勇一君（立憲 、） ）

岩渕友君（共産 、石井章君（維新））

（閣法第51号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 公明 民主 立憲 共産

維新

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成30年６月14日(木)（第12回）

理事の補欠選任を行った。

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関

する法律の一部を改正する法律案（閣法第41

について世耕経済産業大号 （衆議院送付））

臣から趣旨説明を聴いた。

○平成30年６月19日(火)（第13回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関

する法律の一部を改正する法律案（閣法第41

について世耕経済産業大号 （衆議院送付））

臣、政府参考人、参考人東京電力ホールディ

ングス株式会社代表執行役社長小早川智明君

及び株式会社日本貿易保険代表取締役社長板

東一彦君に対し質疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

矢倉克夫君（公明 、石上俊雄君（民主 、） ）

鉢呂吉雄君（立憲 、岩渕友君（共産 、石） ）

井章君（維新）

（閣法第41号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 公明 民主 立憲 共産

維新

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成30年７月20日(金)（第14回）

請願第22号外126件を審査した。

経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調

査の継続調査要求書を提出することを決定し

た。



閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。


