
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（60件）（継続１件を含む）

●両院を通過したもの（56件）（継続１件を含む）

１ 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

２ 平成三十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

３ 所得税法等の一部を改正する法律案

４ 防衛省設置法の一部を改正する法律案

５ 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案

６ 地方税法等の一部を改正する法律案

７ 地方交付税法等の一部を改正する法律案

８ 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

９ 関税定率法等の一部を改正する法律案

10 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関

する法律の一部を改正する法律案

11 労働基準法の一部を改正する法律案

12 雇用保険法等の一部を改正する法律案

13 土地基本法等の一部を改正する法律案

14 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案

15 道路法等の一部を改正する法律案

16 電波法の一部を改正する法律案

17 裁判所職員定員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

19 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案

20 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案

21 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案

22 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案

23 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案

24 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案

25 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

26 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律

案

27 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案（修）

28 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案

29 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の

上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案

30 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関す

る法律の一部を改正する法律案

31 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維



持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案

32 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

33 復興庁設置法等の一部を改正する法律案

34 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案（修）

35 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案

36 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案

38 道路交通法の一部を改正する法律案

39 割賦販売法の一部を改正する法律案

40 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律

等の一部を改正する法律案

41 公益通報者保護法の一部を改正する法律案（修）

42 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案

43 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案

44 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案

45 森林組合法の一部を改正する法律案

46 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案

47 科学技術基本法等の一部を改正する法律案

48 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案

49 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案

50 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等

の一部を改正する法律案

51 大気汚染防止法の一部を改正する法律案

54 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法

律案

55 地方税法等の一部を改正する法律案

57 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案

58 金融機能の強化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

59 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法

律案

（第200回国会提出）

12 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

●衆議院において閉会中審査するに決したもの（３件）

37 種苗法の一部を改正する法律案

53 地方公務員法の一部を改正する法律案

56 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等の一

部を改正する法律案

●衆議院において審査未了のもの（１件）

52 国家公務員法等の一部を改正する法律案

◎本院議員提出法律案（30件）

●本院において審査未了のもの（１件）

６ 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

●本院において委員会等に付託されなかったもの（29件）



１ 公職選挙法の一部を改正する法律案

２ 政治資金規正法の一部を改正する法律案

３ 租税特別措置法の一部を改正する法律案

４ 政治資金規正法の一部を改正する法律案

５ 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

７ 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

８ 国家公務員の人件費の総額の削減の推進に関する法律案

９ 大規模災害からの復興に関する法律の一部を改正する法律案

10 地方自治法の一部を改正する法律案

11 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案

12 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

13 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案

14 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

15 公職選挙法の一部を改正する法律案

16 政策金融改革の着実な達成を図るための株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政

策投資銀行法を廃止する等の法律案

17 独立行政法人都市再生機構の完全民営化の推進に関する法律案

18 農地法の一部を改正する法律案

19 地域の事情に応じた介護サービス等の提供体制の整備に関する法律案

20 地域の事情に応じた保育サービスの提供体制の整備に関する法律案

21 児童福祉法の一部を改正する法律案

22 国家公務員法の一部を改正する法律案

23 地方自治法の一部を改正する法律案

24 地方教育行政改革の推進に関する法律案

25 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案

26 日本たばこ産業株式会社の完全民営化等に関する法律案

27 公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

28 公文書院の設置等による公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案

29 新型コロナウイルス感染症等の経済活動への影響に対する対策として消費税の税率を当分

の間引き下げるために講ずべき措置に関する法律案

30 新型コロナウイルス感染症関連支援に係る手続の迅速化に関する法律案

◎衆議院議員提出法律案（78件）（継続51件を含む）

●両院を通過したもの（８件）

２ 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

５ 養豚農業振興法の一部を改正する法律案

６ 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る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

８ 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

10 令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律案

16 公職選挙法の一部を改正する法律案

23 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法案

24 令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律案

●衆議院において閉会中審査するに決したもの（65件）（継続49件を含む）



１ 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律及び特定複合観光施設区域整備法を廃止

する法律案

３ 新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施の促進に関する法律案

４ 独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案

９ 中小企業者等の事業用不動産に係る賃料相当額の支払猶予及びその負担軽減に関する法律

案

11 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案

12 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

13 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の一部を改正する法律案

14 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための学生等の支援等に関する特別措置法

案

15 児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に関する法律案

18 業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案

19 特定給付金等の迅速かつ確実な給付のための給付名簿等の作成等に関する法律案

20 新型コロナウイルス感染症対策中小事業者等持続化給付金に係る差押禁止等に関する法律

案

21 新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金に係る差押禁止等に関する法律案

25 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた国民等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

26 労働者協同組合法案

27 電子署名及び認証業務に関する法律の一部を改正する法律案

（第195回国会提出）

４ 公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

５ 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

８ 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

（第196回国会提出）

２ 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案

４ 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案

５ 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

６ 対象発電用原子炉施設等に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の

特例に関する法律案

７ 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案

13 主要農作物種子法案

18 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

19 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

21 公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

22 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

23 畜産経営の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 国家公務員法等の一部を改正する法律案

31 国家公務員の労働関係に関する法律案



32 公務員庁設置法案

33 農業者戸別所得補償法案

35 性暴力被害者の支援に関する法律案

37 民法の一部を改正する法律案

39 保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案

42 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

43 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

（第197回国会提出）

２ 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案

３ 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案

４ 政治資金規正法の一部を改正する法律案

11 公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案

12 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

（第198回国会提出）

６ 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日の翌日以後における平成の元号を用いた

法律の表記の取扱い等に関する法律案

９ 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

15 民法の一部を改正する法律案

19 公職の候補者となる労働者の雇用の継続の確保のための立候補休暇に関する法律案

20 青少年自然体験活動等の推進に関する法律案

21 分散型エネルギー利用の促進に関する法律案

22 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

23 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

24 エネルギー協同組合法案

25 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

26 手話言語法案

27 視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案

28 多文化共生社会基本法案

29 自動車に係る国民負担の軽減及び道路交通の安全のために講ずべき措置に関する法律案

30 認知症基本法案

31 行政監視院法案

32 国会法の一部を改正する法律案

34 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

35 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案

36 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

（第200回国会提出）

10 大学等における修学の支援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（２件）

17 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための休業者、離職者等の生活の支援に関

する特別措置法案

22 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案



●撤回されたもの（３件）（継続２件を含む）

７ 年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案

（第196回国会提出）

38 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案

（第200回国会提出）

５ 独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案

◎予算（12件）

●両院を通過したもの（12件）

１ 令和元年度一般会計補正予算（第１号）

２ 令和元年度特別会計補正予算（特第１号）

３ 令和元年度政府関係機関補正予算（機第１号）

４ 令和二年度一般会計予算

５ 令和二年度特別会計予算

６ 令和二年度政府関係機関予算

７ 令和二年度一般会計補正予算（第１号）

８ 令和二年度特別会計補正予算（特第１号）

９ 令和二年度政府関係機関補正予算（機第１号）

10 令和二年度一般会計補正予算（第２号）

11 令和二年度特別会計補正予算（特第２号）

12 令和二年度政府関係機関補正予算（機第２号）

◎条約（16件）

●両院を通過したもの（16件）

１ 投資の促進及び保護に関する日本国とアラブ首長国連邦との間の協定の締結について承認

を求めるの件

２ 投資の促進及び保護に関する日本国とヨルダン・ハシェミット王国との間の協定の締結に

ついて承認を求めるの件

３ 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正す

る第一議定書の締結について承認を求めるの件

４ 投資の促進及び保護に関する日本国とモロッコ王国との間の協定の締結について承認を求

めるの件

５ 投資の相互促進及び相互保護に関する日本国政府とコートジボワール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

６ 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

とアルゼンチン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

７ 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

とウルグアイ東方共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

８ 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

とペルー共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

９ 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

とジャマイカとの間の条約の締結について承認を求めるの件

10 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

とウズベキスタン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件



11 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

とモロッコ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件

12 社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定の締結について承認を求めるの

件

13 社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定の締結について承認を求める

の件

14 刑を言い渡された者の移送に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の締結

について承認を求めるの件

15 専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書ⅩⅤⅢの締結について承認を求めるの件

16 国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所の特権及び免除に関する日本国政府と国際獣

疫事務局との間の協定の締結について承認を求めるの件

◎議決を求めるの件（１件）

●両院を通過したもの（１件）

１ 日本国憲法第八条の規定による議決案

◎承認を求めるの件（１件）

●両院を通過したもの（１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

◎予備費等承諾を求めるの件（５件）（継続２件を含む）

●両院を通過したもの（継続２件）

（第198回国会提出）

○平成三十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）

○平成三十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（３件）

○令和元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）

○令和元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）

○令和元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

◎決算その他（５件）

●是認すると議決したもの（３件）

（第200回国会提出）

○平成三十年度一般会計歳入歳出決算、平成三十年度特別会計歳入歳出決算、平成三十年度国

税収納金整理資金受払計算書、平成三十年度政府関係機関決算書

○平成三十年度国有財産増減及び現在額総計算書

○平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算書

●委員会に付託されなかったもの（２件）

（第197回国会提出）

○日本放送協会平成二十九年度財産目録、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200回国会提出）

○日本放送協会平成三十年度財産目録、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（１件）

●未了のもの（１件）

１ 世界保健機関（ＷＨＯ）の台湾への対応に関する決議案


