
 

 

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（61件） 

●両院を通過したもの（61件） 

１ 所得税法等の一部を改正する法律案 

２ 警察法の一部を改正する法律案 

３ 地方税法等の一部を改正する法律案 

４ 地方交付税法等の一部を改正する法律案 

５ 関税定率法等の一部を改正する法律案 

６ 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 

７ 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 

８ 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 

９ 国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 

10 保険業法の一部を改正する法律案 

11 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正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 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案 

14 雇用保険法等の一部を改正する法律案 

15 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法

律案 

16 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 

17 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 

18 電波法及び放送法の一部を改正する法律案 

19 土地改良法の一部を改正する法律案 

20 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 

21 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律案 

22 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案 

23 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案 

24 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案 

25 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 

26 防衛省設置法等の一部を改正する法律案 

27 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 

28 貿易保険法の一部を改正する法律案 

29 旅券法の一部を改正する法律案 

30 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律を廃止する法律案 

31 博物館法の一部を改正する法律案 

32 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する

法律案 

33 植物防疫法の一部を改正する法律案 



 

 

34 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案 

35 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律案 

36 自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 

37 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案 

38 こども家庭庁設置法案 

39 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 

40 公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案 

41 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関

する法律の一部を改正する法律案 

42 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する

法律案 

43 安定的なエネルギー需給構造の確立を図る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 

44 航空法等の一部を改正する法律案 

45 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案（修） 

46 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 

47 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改

正する法律案 

48 電気通信事業法の一部を改正する法律案 

49 児童福祉法等の一部を改正する法律案（修） 

50 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律案 

51 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 

52 道路交通法の一部を改正する法律案 

53 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 

54 民事訴訟法等の一部を改正する法律案 

55 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案 

56 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法

律案 

57 刑法等の一部を改正する法律案（修） 

58 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案 

59 関税暫定措置法の一部を改正する法律案 

60 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案 

61 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一

部を改正する法律案 

 

◎本院議員提出法律案（35件） 

●両院を通過したもの（２件） 

７ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案 

８ 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る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（33件） 

１ 政党助成法を廃止する法律案 

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 賃金水準の上昇を伴う経済成長等を図るために講ずべき税制上の措置に関する法律案 



 

 

４ 児童福祉法の一部を改正する法律案 

５ 総合的経済安全保障施策推進法案 

６ 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた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案 

９ 財政法の一部を改正する法律案 

10 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部を改正する法律案 

11 難民等の保護に関する法律案 

12 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の

出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案 

13 消費者対応業務関連特定行為対策の推進に関する法律案 

14 公職選挙法の一部を改正する法律案 

15 政治資金規正法の一部を改正する法律案 

16 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 

17 裁判官弾劾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 

19 租税特別措置法の一部を改正する法律案 

20 政治資金規正法の一部を改正する法律案 

21 公職選挙法の一部を改正する法律案 

22 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 

23 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 

24 地方自治法の一部を改正する法律案 

25 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 

26 消費税の税率の引下げ及び適格請求書等保存方式の導入の中止のために講ずべき措置に関

する法律案 

27 遊泳者等保護水域におけるプレジャーボートの危険操縦等の禁止等に関する法律案 

28 刑法等の一部を改正する法律案 

29 水田活用作物の生産を行う農業者の農業所得を補償するための交付金の交付等に関する法

律案 

30 後期高齢者医療における一部負担金の引上げの中止のために講ずべき措置に関する法律案 

31 農業用植物の優良な品種を確保するための公的新品種育成の促進等に関する法律案 

32 児童の通学安全の確保に関する施策の推進に関する法律案 

33 こどもに関する公的給付の所得制限の撤廃等に係る施策の推進に関する法律案 

34 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の一部を改正する法律案 

35 持続可能な開発の目標の達成に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案 

 

◎衆議院議員提出法律案（69件）（継続８件を含む） 

●両院を通過したもの（15件） 

９ 津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 

11 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 

12 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案 

13 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 

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 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案 

25 こども基本法案 



 

 

29 国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 

33 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部

を改正する法律案 

37 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案 

38 国立国会図書館法等の一部を改正する法律案 

41 労働者協同組合法等の一部を改正する法律案 

42 令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案 

43 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出

演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に

関する法律案 

51 在外教育施設における教育の振興に関する法律案 

●衆議院において閉会中審査するに決したもの（42件）（継続７件を含む） 

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 

３ 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている中小事業者等に対する緊急の支援に関す

る法律案 

６ 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている観光関連事業者に対する緊急の支援に関

する法律案 

16 日本銀行法の一部を改正する法律案 

17 日本放送協会改革推進法案 

18 特定土砂等の管理に関する法律案 

19 土砂等の置場の確保に関する法律案 

22 戦争等避難者に係る出入国管理及び難民認定法の特例等に関する法律案 

23 所得税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 

24 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている中小事業者に対する金融の円滑化の促進

に関する法律案 

28 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 

30 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案 

32 現下の物価の高騰による国民生活及び国民経済への悪影響を緩和するために講ずべき国民

負担の軽減等に関する措置に関する法律案 

34 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 

35 自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案 

36 インターネット誹謗中傷対策の推進に関する法律案 

39 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案 

40 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 

44 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 

45 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 

46 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 

47 地方自治法の一部を改正する法律案 

48 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 

49 政治資金規正法の一部を改正する法律案 

50 インターネット投票の導入の推進に関する法律案 

52 国家賠償法の一部を改正する法律案 

53 民法の一部を改正する法律案 



 

 

54 性暴力被害者の支援に関する法律案 

55 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 

56 分散型エネルギー利用の促進に関する法律案 

57 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等の実施等

に関する法律案 

58 多文化共生社会基本法案 

59 消費税の減税その他の税制の見直しに関する法律案 

60 特定人権侵害行為への対処に関する法律案 

61 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案 

（第207回国会提出） 

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 揮発油等の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るための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及び地方税法の一部を改正する等の法律案 

３ 現下の揮発油等の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るための揮発油税等に関する

法律の臨時特例等に関する法律案 

４ 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 

９ 自衛隊法及び海上保安庁法の一部を改正する法律案 

10 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた低所得者に対する特別給付金の支給に関する

法律案 

11 領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案 

●衆議院において審査未了のもの（３件）（継続１件を含む） 

２ 令和三年度子育て世帯臨時特別給付金の支給を受けていない特定養育者を支援するための

特定養育者支援給付金の支給等に関する法律案 

７ 消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための

消費者契約法等の一部を改正する法律案 

（第207回国会提出） 

６ 新型コロナウイルス感染症等による経済活動への影響に対する当面の対策として消費税の

税率を引き下げる等のために講ずべき措置に関する法律案 

●衆議院において否決したもの（８件） 

５ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び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 

８ 子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律

案 

10 経済安全保障に関する諸施策の実効的かつ総合的な推進に関する法律案 

20 新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案 

21 新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案 

26 情報通信行政の改革の推進に関する法律案 

27 子ども育成基本法案 

31 刑法等の一部を改正する法律案 

●撤回されたもの（１件） 

４ 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案 

 

◎予算（５件） 

●両院を通過したもの（５件） 



 

 

１ 令和四年度一般会計予算 

２ 令和四年度特別会計予算 

３ 令和四年度政府関係機関予算 

４ 令和四年度一般会計補正予算（第１号） 

５ 令和四年度特別会計補正予算（特第１号） 

 

◎条約（７件） 

●両院を通過したもの（７件） 

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 刑事に関する共助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 

３ 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とスイス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 

４ 二千二十五年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務

局との間の協定の締結について承認を求めるの件 

５ 強制労働の廃止に関する条約（第百五号）の締結について承認を求めるの件 

６ 千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のト

レモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定の締結について承

認を求めるの件 

７ 万国郵便連合憲章の第十追加議定書、万国郵便連合憲章の第十一追加議定書、万国郵便連

合一般規則の第二追加議定書、万国郵便連合一般規則の第三追加議定書及び万国郵便条約

の締結について承認を求めるの件 

 

◎承認を求めるの件（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（12件）（継続４件を含む） 

●両院を通過したもの（継続４件） 

（第207回国会提出） 

○令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用

調書 

○令和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 

○令和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 

○令和二年度特別会計予算総則第十九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 

●衆議院において閉会中審査するに決したもの（８件） 

○令和三年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策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） 

○令和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（その１） 

○令和三年度特別会計予算総則第十九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） 

○令和三年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策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） 

○令和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（その２） 

○令和三年度特別会計予算総則第十九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） 

●是認すると議決したもの（３件） 

（第207回国会提出） 

○令和二年度一般会計歳入歳出決算、令和二年度特別会計歳入歳出決算、令和二年度国税収納

金整理資金受払計算書、令和二年度政府関係機関決算書 

○令和二年度国有財産増減及び現在額総計算書 

○令和二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（１件） 

（第207回国会提出） 

○日本放送協会令和二年度財産目録、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（２件） 

●可決したもの（２件） 

１ ウクライナを巡る憂慮すべき状況の改善を求める決議案 

２ ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議案 

 

◎規則案（１件） 

●可決したもの（１件） 

○参議院規則の一部を改正する規則案 

 

◎規程案（１件） 

●可決したもの（１件） 

○常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案 


