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提出 案件名 衆結果 参結果 審議時態度 備考

11/11 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための低所得者等に対する特別給付金の支給に関する法律案(長妻昭君
外十二名[立]提出第206回国会衆法第1号)

審査未了

12/06 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(足立康史君外一名[維・国]提出第207回国会
衆法第1号)

継続

12/06 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(足立康史君外二名[維・国]提出第207回国会衆法第2号)

継続

12/07 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(末松義規君外七名[立]提出第207回国会衆法第3号)

継続

12/07 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(篠原孝君外七名[立]提出第207回国会衆法第4号) 継続
12/10 新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金の支給の実施における地方公共団体の自主性の確保等に関する

法律案(森山浩行君外九名[立]提出第207回国会衆法第5号)
審査未了

12/10 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(足立康史君外四名[維]提出第207回国会衆法第6号)

審査未了

12/15 令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第207回国会衆法第7号) 省12/15可決 12/20可決 賛成 全会一致
12/15 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(衆議院議院運営委員長提出第207回国会衆法

第8号)
省12/15可決 12/20可決 賛成 参反=(れ)

12/16 自衛隊法及び海上保安庁法の一部を改正する法律案(前原誠司君外一名[維・国]提出第207回国会衆法第9号) 継続
12/17 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(中谷一馬君外十三名

[立]提出第207回国会衆法第10号)
継続

12/17 領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案(篠原豪君外十四名[立]提出第207回国会衆法第11号) 継続
01/17 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(藤田文武君外六名[維]提出第208回国会衆法

第1号)
継続

01/18 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(城井崇君外十名[立]提出第208回国会衆法第2号)

審査未了

01/31 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(山岡達丸君外九名
[立]提出第208回国会衆法第3号)

継続

02/07 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(近藤和也君外十一名[立]提出第208回国会衆法第4号) 撤回
02/07 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(中島克仁君外十六名[立]提出第208回国会衆法第5号)
4/19否決 賛成 衆反=自公維国 

02/14 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(小宮山泰子君外
七名[立]提出第208回国会衆法第6号)

継続

02/15 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(柚木道義君外七名[立・共]提出第208回国会衆法第7号)

審査未了

03/01 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(城井崇君外十一名[立]提
出第208回国会衆法第8号)

5/17否決 賛成 衆反=自公維国有 

03/10 津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第208回国会衆法第9号) 省3/15可決 3/25可決 賛成 全会一致
03/14 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(足立康史君外二名[維]提出第208回国会衆

法第10号)
4/7否決 反対 衆反=立自公国共有

れ 
03/15 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(衆議院農林水産委員長提出第208回国会衆法第

11号)
省3/17可決 3/30可決 賛成 全会一致

03/16 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第208回国会衆法第12号) 省3/17可決 附3/30可決 賛成 全会一致
03/17 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(衆議院議院運営委員長提出第208回国会衆法

第13号)
省3/17可決 4/6可決 賛成 反=れ

03/17 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(衆議院議院運営委員長提出第208回国会衆法第14号) 省3/17可決 4/6可決 賛成 反=共れ
03/17 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(衆議院議院運営委員長提出第208回国会衆法第15号) 省3/17可決 4/6可決 賛成 全会一致
03/24 日本銀行法の一部を改正する法律案(足立康史君外二名[維]提出第208回国会衆法第16号) 継続
03/24 日本放送協会改革推進法案(中司宏君外二名[維]提出第208回国会衆法第17号) 継続
03/28 特定土砂等の管理に関する法律案(足立康史君外二名[維]提出第208回国会衆法第18号) 継続
03/28 土砂等の置場の確保に関する法律案(足立康史君外二名[維]提出第208回国会衆法第19号) 継続
03/29 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(中島克仁君外十六名[立]提出第208回

国会衆法第20号)
4/19否決 賛成 衆反=自公維国共 

03/29 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(中島克仁君外十六名[立]提出第208
回国会衆法第21号)

4/19否決 賛成 衆反=自公維国共 

03/29 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(鈴木庸介君外五名[立]提出第208回国会衆
法第22号)

継続

議員提出法案（衆法）

205回臨時国会（2021年10月4日～10月14日）・206回特別国会（11月10日～11月12日）・207回臨時国会（12月6日～12月21日）・ 
208回通常国会（2022年1月17日～6月15日）
会派略称：  【衆議院】立＝立憲民主党・無所属 /自＝自由民主党 /公＝公明党 /維＝日本維新の会 /国＝国民民主党・無所属クラブ /共＝日本共産党 /有＝有志の会 /れ＝れいわ新選組 /

各＝無所属 
【参議院】立＝立憲民主・社民 /自＝自由民主党・国民の声 /公＝公明党 /国＝国民民主党・新緑風会 /維＝日本維新の会 /共＝日本共産党 /沖＝沖縄の風 /れ＝れいわ新選組
/碧＝碧水会 /み＝みんなの党 /各＝各派に属しない議員 
（会派略称）は会派の一部

204回通常国会で継続とされたものは、205回臨時国会における衆議院の解散に伴い、決算等を除き全て審査未了（廃案）となったため記載を省略（詳細は国会レポート2021参照）
案件名の末尾に☆があるものは、立憲民主党が修正案を提出した法律案

省=審査省略　附=委員会審査時に附帯決議を可決
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資料 資料立憲民主党が提出した修正案

原案の提出回次-
議案種類-議案番号 修正案名 原案提出者 主な修正内容・経過など 提出会派 結果

政府提出法案
208-閣-14 雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案 厚生労働省 ①失業等給付の国庫負担を従来の本則である4分の1とするこ

と、②育児休業給付について費用の全額を国庫が負担する新制
度に移行することを検討すること等を盛り込む修正。

立・国・有 否決

208-閣-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
に対する修正案

環境省 自分達の将来に必要な選択を行う機会を持つため、国民からく
じで選定された委員200人より組織する地球温暖化対策討議会
を置き、政策提案を行うことを定める等の修正。

立・国 否決

208-閣-34 教育公務員特例法及び教員職員免許法の一部を改正する法律
案の一部を改正する法律案に対する修正案

文部科学省 「新たな研修制度」に関する部分を削除し、教育職員の資質の保
持と向上のための施策の効果的な実施の在り方についての検討
条項を加える修正。

立 否決

208-閣-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
に関する法律案に対する修正案

内閣官房 政府による過度な規制を防ぐため、安全確保と自由・公正な経
済活動の促進との両立、規制を必要最小限にして事業者の自主
性を尊重すること等、経済安保の推進にあたっての基本理念を
定め、関連事業者等からの意見聴取を義務付ける等の修正。

立 否決

208-閣-38 こども家庭庁設置法案に対する修正案 内閣官房 こども施策に係る十分な予算確保、初等中等教育などこどもに
関する施策を一元的に行う行政組織の在り方に係る検討規定
を追加する等の修正。

立 否決

208-閣-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に対する修正案

厚生労働省 法施行後に検討すべき事項として、緊急承認に係る制度の在り
方を明記する修正。

立 否決

208-閣-45 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案に対する修正案 国土交通省 宅地造成等に関する工事等の許可に係る要件の追加や工事等
の許可に当たっての審議会の意見聴取、特定盛土等規制区域に
係る見直し、検討条項の追加を行う修正。

立・共・有
れ

撤回

208-閣-45 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案に対する修正案 国土交通省 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域以外の土地
における盛土等の状況、盛土等に関する工事、土砂の管理等に
係る規制の在り方について検討した上で、必要な場合に所要の
措置を講ずるように検討条項を改める修正。

立・維・国
共・有・れ

可決

208-閣-48 電気通信事業法の一部を改正する法律案に対する修正案 総務省 特定利用者情報や対象となる電気通信事業者の拡大、外部送信
の事前同意の義務付け、施行後3年を経過した場合の検討対象
の拡大など、利用者保護の前進を図る条項を加える修正。

立 否決

208-閣-49 児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する修正案 厚生労働省 保育所等の運営について、国が定める基準に従い、条例で基準
を定めるべき事項として「児童の安全の確保」を追加する修正。

立・自・公
維・国・共
有

可決

208-閣-57 刑法等の一部を改正する法律案に対する修正案 法務省 侮辱罪の法定刑引上げについて、1年以下の懲役・禁錮を削除す
る修正。

立 否決

208-閣-57 刑法等の一部を改正する法律案に対する修正案 法務省 附則に、3年後外部有識者を交えた検証と必要な措置を講ずる
旨の条項を加える修正。

立・自・公
維・国

可決

会派略称：立＝立憲民主党・無所属、立憲民主・社民/自＝自由民主党/公＝公明党/維＝日本維新の会/国＝国民民主党・無所属クラブ/共＝日本共産党/有＝有志の会/れ＝れいわ新選組
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提出 案件名 衆結果 参結果 審議時態度 備考

03/30 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(末松義規君外九名[立]提出第208回国会衆法第23号) 継続
04/04 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(落合貴之君

外九名[立]提出第208回国会衆法第24号)
継続

04/04 こども基本法案(加藤勝信君外十名[自・公]提出第208回国会衆法第25号) 附5/17可決 附6/15可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
04/06 情報通信行政の改革の推進に関する法律案(中司宏君外二名[維]提出第208回国会衆法第26号) 4/21否決 反対 衆反=立自公国共有れ 
04/11 子ども育成基本法案(三木圭恵君外二名[維]提出第208回国会衆法第27号) 5/17否決 反対 衆反=立自公国共有れ 
04/11 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(岡本あき子君外十二名[立・国]提出第208回国

会衆法第28号)
継続

04/14 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(衆議院議院運営委員長提出第208
回国会衆法第29号)

省4/14可決 4/15可決 賛成 反=共

04/18 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(早稲田ゆき君外十六名[立]提出第208回国会衆法第30号) 継続
04/20 刑法等の一部を改正する法律案(米山隆一君外二名[立]提出第208回国会衆法第31号) 5/19否決 賛成 衆反=自公維国共有れ 
04/21 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(足立康史君外二名[維]提出第208回国会衆法第32号)
継続

04/21 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(衆議院災
害対策特別委員長提出第208回国会衆法第33号)

省4/26可決 附5/13可決 賛成 全会一致

04/27 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(新藤義孝君外六名[自・公・維・有]提出第208回国会衆法
第34号)

継続

04/27 自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案(重徳和彦君外十五名[立・国・有]提出第208回国会衆法第35号) 継続
05/12 インターネット誹謗中傷対策の推進に関する法律案(岩谷良平君外五名[維]提出第208回国会衆法第36号) 継続
05/13 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(衆議院環境委員長提出第208回国会衆法第37号) 省5/17可決 附6/13可決 賛成 全会一致
05/17 国立国会図書館法等の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第208回国会衆法第38号) 省5/17可決 5/25可決 賛成 全会一致
05/20 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名[立]提出第208回国会衆法第39号) 継続
05/20 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(落合貴之君外六名[立]提出第

208回国会衆法第40号)
継続

05/20 労働者協同組合法等の一部を改正する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第208回国会衆法第41号) 省5/25可決 6/13可決 賛成 全会一致
05/20 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(衆議院厚生労働委員長提出第208回国

会衆法第42号)
省5/25可決 6/13可決 賛成 全会一致

05/25 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(衆議院内閣委員長提出第208回国会衆
法第43号)

省5/27可決 附6/15可決 賛成 衆=全会一致 
参反=(み)

05/31 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(金子恵美君外四名[立・国・共・有]提出第208回国会衆法第44号)

継続

05/31 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(金子恵美君外四名[立・国・共・有]提出第208回国会衆法第
45号)

継続

06/02 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(後藤祐一君外八名[立]提出第208回国会衆法第46号) 継続
06/03 地方自治法の一部を改正する法律案(中司宏君外四名[維]提出第208回国会衆法第47号) 継続
06/03 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(落合貴之君外四名[立]提出第208回国会衆法第48号) 継続
06/03 政治資金規正法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名[立]提出第208回国会衆法第49号) 継続
06/03 インターネット投票の導入の推進に関する法律案(井坂信彦君外十七名[立]提出第208回国会衆法第50号) 継続
06/03 在外教育施設における教育の振興に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第208回国会衆法第51号) 省6/7可決 附6/13可決 賛成 全会一致
06/07 国家賠償法の一部を改正する法律案(階猛君外五名[立]提出第208回国会衆法第52号) 継続
06/08 民法の一部を改正する法律案(枝野幸男君外十名[立・国・共・れ]提出第208回国会衆法第53号) 継続
06/08 性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外十一名[立・維・国・共・れ]提出第208回国会衆法第54号) 継続
06/08 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(大河原まさこ君外十名[立・国・共・れ]提出第

208回国会衆法第55号)
継続

06/08 分散型エネルギー利用の促進に関する法律案(山崎誠君外六名[立]提出第208回国会衆法第56号) 継続
06/08 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(田嶋要君外

五名[立]提出第208回国会衆法第57号)
継続

06/10 多文化共生社会基本法案(中川正春君外七名[立]提出第208回国会衆法第58号) 継続
06/10 消費税の減税その他の税制の見直しに関する法律案(小川淳也君外七名[立・共・れ]提出第208回国会衆法第59号) 継続
06/10 特定人権侵害行為への対処に関する法律案(松原仁君外五名[立]提出第208回国会衆法第60号) 継続
06/15 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(馬場伸幸君外二名[維]提出第208回国会衆

法第61号)
継続

議員提出法案（参法）
10/07 特定土砂等の管理に関する法律案（音喜多駿君外一名[維]提出第205回国会参法第1号） 未付託未了

衆議院解散
による未了

10/07 土地の掘削等に伴う土砂災害の防止に関する法律案（音喜多駿君外一名[維]提出第205回国会参法第2号） 未付託未了
衆議院解散
による未了

10/07 土砂等の置場の確保に関する法律案（音喜多駿君外一名[維]提出第205回国会参法第3号） 未付託未了
衆議院解散
による未了

12/16 公職選挙法の一部を改正する法律案(片山大介君外三名[国・維]提出第207回国会参法第1号) 未付託未了

省=審査省略　附=委員会審査時に附帯決議を可決
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12/17 現下の経済状況を好転させるための当分の間の措置として消費税の税率を引き下げるために講ずべき措置に関する法律
案(大塚耕平君外一名[国]提出第207回国会参法第2号)

未付託未了

12/20 新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けた事業者を事業規模に応じて支援するための給付金の支給等に関
する法律案(舟山康江君外六名[立・国・碧]提出第207回国会参法第3号)

未付託未了

02/04 政党助成法を廃止する法律案(井上哲士君外二名[共]提出第208回国会参法第1号) 未付託未了
02/04 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(東徹君外一名[維]提出第208回国会参法第2号) 未付託未了
02/04 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(礒崎哲史君外一名[国]提出第

208回国会参法第3号)
未付託未了

02/09 児童福祉法の一部を改正する法律案(伊藤孝恵君外二名[国]提出第208回国会参法第4号) 未付託未了
03/11 総合的経済安全保障施策推進法案(大塚耕平君外二名[国]提出第208回国会参法第5号) 未付託未了
03/23 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(大塚耕平君外二名[国]提出第208回国会参法第6号)
未付託未了

04/12 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案(参議院厚生労働委員長提出第208回国会参法第7号) 5/19可決 省4/13可決 賛成 衆=全会一致 参反=碧
04/12 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(参議院厚生労働委員長提出第

208回国会参法第8号)
附5/19可決 省4/13可決 賛成 全会一致

04/26 財政法の一部を改正する法律案(大塚耕平君外一名[国]提出第208回国会参法第9号) 未付託未了
04/26 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(大塚耕平君外一名[国]提出第208

回国会参法第10号)
未付託未了

05/10 難民等の保護に関する法律案(石橋通宏君外四名[立・共・沖・れ]提出第208回国会参法第11号) 未付託未了
05/10 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(石橋通宏君外四名[立・共・沖・れ]提出第208回国会参法第12号)
未付託未了

05/19 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(川合孝典君外一名[国]提出第208回国会参法第13号) 未付託未了
05/20 公職選挙法の一部を改正する法律案(片山大介君外三名[国・維]提出第208回国会参法第14号) 未付託未了
05/23 政治資金規正法の一部を改正する法律案(井上哲士君外二名[共]提出第208回国会参法第15号) 未付託未了
05/26 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(東徹君外一名[維]提出第208回

国会参法第16号)
未付託未了

05/26 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案(東徹君外一名[維]提出第208回国会参法第17号) 未付託未了
05/26 政治資金規正法の一部を改正する法律案(石井章君外一名[維]提出第208回国会参法第18号) 未付託未了
05/26 租税特別措置法の一部を改正する法律案(浅田均君外一名[維]提出第208回国会参法第19号) 未付託未了
05/26 政治資金規正法の一部を改正する法律案(浅田均君外一名[維]提出第208回国会参法第20号) 未付託未了
05/26 公職選挙法の一部を改正する法律案(浅田均君外一名[維]提出第208回国会参法第21号) 未付託未了
05/26 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(東徹君外一名[維]提出第208回国会参法第

22号)
未付託未了

05/26 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(浅田均君外一名[維]提出第208回国会参法第23号) 未付託未了
05/26 地方自治法の一部を改正する法律案(浅田均君外一名[維]提出第208回国会参法第24号) 未付託未了
05/26 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(東徹君外一名[維]提出第208回国会参法第25号) 未付託未了
05/30 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(岩渕友君外二

名[共]提出第208回国会参法第26号)
未付託未了

06/03 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(片山大介君外一名[維]提出第208
回国会参法第27号)

未付託未了

06/06 刑法等の一部を改正する法律案(有田芳生君外二名[立・沖・碧]提出第208回国会参法第28号) 未付託未了
06/06 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(田名部匡代君外五名

[立・国]提出第208回国会参法第29号)
未付託未了

06/07 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(倉林明子君外二名[共]提
出第208回国会参法第30号)

未付託未了

06/08 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(田名部匡代君外三名[立・国]提出
第208回国会参法第31号)

未付託未了

06/08 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(小西洋之君外一名[立]提出第208回国会参法第32号) 未付託未了
06/10 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(矢田わか子君外二名[国]提出第208回

国会参法第33号)
未付託未了

06/10 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(矢田わか子君外二名[国]提出第208回国会
参法第34号)

未付託未了

06/10 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(福山哲郎君外一名[立]提出
第208回国会参法第35号)

未付託未了

政府提出法案（閣法）
12/06 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(第207回国会閣法第1号) 12/15可決 12/20可決 賛成 反=共れ
12/06 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及び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(第207回国会閣法第2号)
附12/15可決 附12/20可決 賛成 衆反=共有れ 

参反=共沖れ
01/25 所得税法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第1号) 附2/22可決 附3/22可決 反対 衆反=立維共有れ 

参反=立維共沖れ碧各(国)
01/28 警察法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第2号) 附3/3可決 附3/30可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
01/28 地方税法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第3号) 2/22可決 3/22可決 反対 衆反=立共有れ 

参反=立共沖れ碧各(国)
01/28 地方交付税法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第4号) 2/22可決 3/22可決 反対 衆反=立共有れ 

参反=立共沖れ碧各(国)

省=審査省略　附=委員会審査時に附帯決議を可決
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03/30 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(末松義規君外九名[立]提出第208回国会衆法第23号) 継続
04/04 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(落合貴之君

外九名[立]提出第208回国会衆法第24号)
継続

04/04 こども基本法案(加藤勝信君外十名[自・公]提出第208回国会衆法第25号) 附5/17可決 附6/15可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
04/06 情報通信行政の改革の推進に関する法律案(中司宏君外二名[維]提出第208回国会衆法第26号) 4/21否決 反対 衆反=立自公国共有れ 
04/11 子ども育成基本法案(三木圭恵君外二名[維]提出第208回国会衆法第27号) 5/17否決 反対 衆反=立自公国共有れ 
04/11 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(岡本あき子君外十二名[立・国]提出第208回国

会衆法第28号)
継続

04/14 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(衆議院議院運営委員長提出第208
回国会衆法第29号)

省4/14可決 4/15可決 賛成 反=共

04/18 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(早稲田ゆき君外十六名[立]提出第208回国会衆法第30号) 継続
04/20 刑法等の一部を改正する法律案(米山隆一君外二名[立]提出第208回国会衆法第31号) 5/19否決 賛成 衆反=自公維国共有れ 
04/21 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(足立康史君外二名[維]提出第208回国会衆法第32号)
継続

04/21 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(衆議院災
害対策特別委員長提出第208回国会衆法第33号)

省4/26可決 附5/13可決 賛成 全会一致

04/27 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(新藤義孝君外六名[自・公・維・有]提出第208回国会衆法
第34号)

継続

04/27 自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案(重徳和彦君外十五名[立・国・有]提出第208回国会衆法第35号) 継続
05/12 インターネット誹謗中傷対策の推進に関する法律案(岩谷良平君外五名[維]提出第208回国会衆法第36号) 継続
05/13 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(衆議院環境委員長提出第208回国会衆法第37号) 省5/17可決 附6/13可決 賛成 全会一致
05/17 国立国会図書館法等の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第208回国会衆法第38号) 省5/17可決 5/25可決 賛成 全会一致
05/20 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名[立]提出第208回国会衆法第39号) 継続
05/20 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(落合貴之君外六名[立]提出第

208回国会衆法第40号)
継続

05/20 労働者協同組合法等の一部を改正する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第208回国会衆法第41号) 省5/25可決 6/13可決 賛成 全会一致
05/20 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(衆議院厚生労働委員長提出第208回国

会衆法第42号)
省5/25可決 6/13可決 賛成 全会一致

05/25 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(衆議院内閣委員長提出第208回国会衆
法第43号)

省5/27可決 附6/15可決 賛成 衆=全会一致 
参反=(み)

05/31 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(金子恵美君外四名[立・国・共・有]提出第208回国会衆法第44号)

継続

05/31 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(金子恵美君外四名[立・国・共・有]提出第208回国会衆法第
45号)

継続

06/02 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(後藤祐一君外八名[立]提出第208回国会衆法第46号) 継続
06/03 地方自治法の一部を改正する法律案(中司宏君外四名[維]提出第208回国会衆法第47号) 継続
06/03 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(落合貴之君外四名[立]提出第208回国会衆法第48号) 継続
06/03 政治資金規正法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名[立]提出第208回国会衆法第49号) 継続
06/03 インターネット投票の導入の推進に関する法律案(井坂信彦君外十七名[立]提出第208回国会衆法第50号) 継続
06/03 在外教育施設における教育の振興に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第208回国会衆法第51号) 省6/7可決 附6/13可決 賛成 全会一致
06/07 国家賠償法の一部を改正する法律案(階猛君外五名[立]提出第208回国会衆法第52号) 継続
06/08 民法の一部を改正する法律案(枝野幸男君外十名[立・国・共・れ]提出第208回国会衆法第53号) 継続
06/08 性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外十一名[立・維・国・共・れ]提出第208回国会衆法第54号) 継続
06/08 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(大河原まさこ君外十名[立・国・共・れ]提出第

208回国会衆法第55号)
継続

06/08 分散型エネルギー利用の促進に関する法律案(山崎誠君外六名[立]提出第208回国会衆法第56号) 継続
06/08 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(田嶋要君外

五名[立]提出第208回国会衆法第57号)
継続

06/10 多文化共生社会基本法案(中川正春君外七名[立]提出第208回国会衆法第58号) 継続
06/10 消費税の減税その他の税制の見直しに関する法律案(小川淳也君外七名[立・共・れ]提出第208回国会衆法第59号) 継続
06/10 特定人権侵害行為への対処に関する法律案(松原仁君外五名[立]提出第208回国会衆法第60号) 継続
06/15 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(馬場伸幸君外二名[維]提出第208回国会衆

法第61号)
継続

議員提出法案（参法）
10/07 特定土砂等の管理に関する法律案（音喜多駿君外一名[維]提出第205回国会参法第1号） 未付託未了

衆議院解散
による未了

10/07 土地の掘削等に伴う土砂災害の防止に関する法律案（音喜多駿君外一名[維]提出第205回国会参法第2号） 未付託未了
衆議院解散
による未了

10/07 土砂等の置場の確保に関する法律案（音喜多駿君外一名[維]提出第205回国会参法第3号） 未付託未了
衆議院解散
による未了

12/16 公職選挙法の一部を改正する法律案(片山大介君外三名[国・維]提出第207回国会参法第1号) 未付託未了

省=審査省略　附=委員会審査時に附帯決議を可決
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01/28 関税定率法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第5号) 附3/10可決 附3/25可決 賛成 全会一致
01/28 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（第208回国会閣法第6号) 附3/15可決 附3/30可決 賛成 全会一致
02/01 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（第208回国会閣法第7号) 3/10可決 4/6可決 賛成 反=共れ
02/01 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（第208回国会閣法第8号) 3/10可決 4/6可決 賛成 全会一致
02/01 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（第208回国会閣法第9号)
3/10可決 4/6可決 賛成 全会一致

02/01 保険業法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第10号) 3/24可決 3/31可決 賛成 反=共
02/01 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（第208回国会閣法第11号)
4/12可決 4/22可決 賛成 全会一致

02/01 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第12号) 附3/10可決 4/15可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/01 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（第208回国会閣法第13号) 3/10可決 4/15可決 賛成 全会一致
02/01 雇用保険法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第14号)☆ 附3/17可決 附3/30可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/01 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（第208回国会閣法第

15号)
3/10可決 3/30可決 賛成 全会一致

02/01 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（第208回国会閣法第16号) 3/29可決 4/6可決 賛成 反=維共れ
02/04 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（第208回国会閣法第17号) 3/24可決 3/31可決 賛成 反=れ
02/04 電波法及び放送法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第18号) 附4/21可決 附6/3可決 賛成 衆反=維共れ 

参反=維共沖れみ
02/04 土地改良法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第19号) 附3/17可決 附3/30可決 賛成 全会一致
02/04 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（第208回国会閣法第20号) 附3/31可決 附4/27可決 賛成 全会一致
02/08 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第21号) 附3/10可決 附3/31可決 賛成 全会一致
02/08 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（第208回国会閣法第22号) 附3/17可決 4/27可決 賛成 反=れ
02/08 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第23号) 附5/12可決 附5/20可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/08 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（第208回国会閣法第24号) 3/17可決 3/31可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/08 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（第208回国会閣法第25号)☆ 附4/7可決 附5/25可決 賛成 衆反＝有 参=全会一致
02/08 防衛省設置法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第26号) 附3/17可決 4/13可決 賛成 衆反=共 参反=共沖
02/18 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第27号) 3/17可決 5/25可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/18 貿易保険法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第28号) 附3/17可決 附4/8可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/22 旅券法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第29号) 附4/7可決 4/20可決 賛成 全会一致
02/22 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（第208回国会閣法第30号) 4/7可決 4/20可決 賛成 全会一致
02/22 博物館法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第31号) 附3/24可決 附4/8可決 賛成 反=れ
02/22 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（第208回国会閣法第

32号)
附3/31可決 附4/22可決 賛成 全会一致

02/22 植物防疫法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第33号) 3/31可決 4/22可決 賛成 全会一致
02/25 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（第208回国会閣法第34号)☆ 附4/12可決 附5/11可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/25 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（第208回国会閣法第35号) 附4/28可決 附5/18可決 反対 衆反=立共有れ 

参反=立共沖れ各
02/25 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（第208回国会閣法第36号) 附6/9可決 附4/13可決 賛成 衆反=共有れ 参反=共み
02/25 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（第208回国会閣法第37号)☆ 附4/7可決 附5/11可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/25 こども家庭庁設置法案（第208回国会閣法第38号)☆ 附5/17可決 附6/15可決 反対 衆反=立維共有れ 

参反=立維共沖れ碧各
02/25 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（第208回国会閣法第39号) 附5/17可決 附6/15可決 反対 衆反=立維共有れ 

参反=立維共沖れ碧各
03/01 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（第208回国会閣法第40号) 4/12可決 5/11可決 賛成 全会一致
03/01 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（第208回国会閣法第41号)
附4/21可決 附5/25可決 賛成 反=れ

03/01 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（第208回国会閣法第42号)☆ 附4/19可決 附5/13可決 賛成 全会一致
03/01 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

（第208回国会閣法第43号)
附4/26可決 附5/13可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ

03/01 航空法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第44号) 4/26可決 附6/3可決 賛成 全会一致
03/01 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第45号)☆ 附4/21修正 附5/20可決 賛成 全会一致
03/01 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（第208回国会閣法第46号) 附4/26可決 附5/11可決 賛成 全会一致
03/04 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（第208回国

会閣法第47号)
5/19可決 6/3可決 賛成 全会一致

03/04 電気通信事業法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第48号)☆ 附5/13可決 附6/13可決 賛成 反=共れ
03/04 児童福祉法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第49号)☆ 附5/17修正 附6/8可決 賛成 全会一致
03/04 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第50号) 附5/12可決 附6/15可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
03/04 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（第208回国会閣法第

51号)
5/13可決 4/15可決 賛成 全会一致

03/04 道路交通法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第52号) 附4/19可決 附4/13可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
03/04 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（第208回国会閣法第53号) 附5/19可決 附4/8可決 賛成 全会一致
03/08 民事訴訟法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第54号) 附4/21可決 附5/18可決 反対 衆反=立共れ 

参反=立共沖れ各
03/08 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第55号) 附4/21可決 附5/20可決 賛成 反=共
03/08 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（第208回国会閣法第

56号)
附4/21可決 附5/20可決 賛成 全会一致

省=審査省略　附=委員会審査時に附帯決議を可決
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03/08 刑法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第57号)☆ 附5/19修正 附6/13可決 反対 衆反=立共れ 
参反=立共沖れ碧各

03/08 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（第208回国会閣法第58号) 5/19可決 6/13可決 反対 衆反=立共れ 
参反=立共沖れ碧各

04/05 関税暫定措置法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第59号) 4/14可決 4/20可決 賛成 反=れ
04/05 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第60号) 4/14可決 4/20可決 賛成 全会一致
04/22 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（第208

回国会閣法第61号)
附5/25可決 附6/13可決 賛成 全会一致

条約
02/08 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（第208回国会条約第1号)

3/15承認 3/25承認 賛成 衆反=共れ 
参反=共沖れ各

03/08 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（第208回
国会条約第2号)

5/12承認 6/8承認 賛成 全会一致

03/08 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（第208回国会条約第3号)

4/28承認 5/20承認 賛成 反=共

03/08 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（第208回国会条約第4号)

4/28承認 5/20承認 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ

03/08 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（第208回国会条約第5号) 5/12承認 6/8承認 賛成 全会一致
03/08 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（第208回国会条約第6号)
5/12承認 6/8承認 賛成 全会一致

03/08 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（第208回国会条約第7号)

4/28承認 5/20承認 賛成 全会一致

予算
12/06 令和三年度一般会計補正予算（第１号）（第207回国会予算第1号) 12/15可決 12/20可決 反対 衆反=立維国共有れ 

参反=立国維共沖れ碧各
12/06 令和三年度特別会計補正予算（特第１号）（第207回国会予算第2号) 12/15可決 12/20可決 反対 衆反=立維国共有れ 

参反=立国維共沖れ碧各
01/17 令和四年度一般会計予算（第208回国会予算第1号) 2/22可決 3/22可決 反対 衆反=立維共有れ 

参反=立維共沖れ碧各(国)
01/17 令和四年度特別会計予算（第208回国会予算第2号) 2/22可決 3/22可決 反対 衆反=立維共有れ 

参反=立維共沖れ碧各(国)
01/17 令和四年度政府関係機関予算（第208回国会予算第3号) 2/22可決 3/22可決 反対 衆反=立維共有れ 

参反=立維共沖れ碧各(国)
05/25 令和四年度一般会計補正予算（第１号）（第208回国会予算第4号) 5/27可決 5/31可決 反対 衆反=立維共有れ 

参反=立維共沖れ碧各(国)
05/25 令和四年度特別会計補正予算（特第１号）（第208回国会予算第5号) 5/27可決 5/31可決 反対 衆反=立維共有れ 

参反=立維共沖れ碧各(国)
決算

継続 平成三十年度一般会計歳入歳出決算(第200回国会決算) 継続 議了
継続 平成三十年度特別会計歳入歳出決算(第200回国会決算) 継続 議了
継続 平成三十年度国税収納金整理資金受払計算書(第200回国会決算) 継続 議了
継続 平成三十年度政府関係機関決算書(第200回国会決算) 継続 議了
継続 令和元年度一般会計歳入歳出決算(第203回国会決算) 継続 議了
継続 令和元年度特別会計歳入歳出決算(第203回国会決算) 継続 議了
継続 令和元年度国税収納金整理資金受払計算書(第203回国会決算) 継続 議了
継続 令和元年度政府関係機関決算書(第203回国会決算) 継続 議了
12/06 令和二年度一般会計歳入歳出決算(第207回国会決算) 継続 6/15是認 反対 参反＝少数
12/06 令和二年度特別会計歳入歳出決算(第207回国会決算) 継続 6/15是認 反対 参反＝少数
12/06 令和二年度国税収納金整理資金受払計算書(第207回国会決算) 継続 6/15是認 反対 参反＝少数
12/06 令和二年度政府関係機関決算書(第207回国会決算) 継続 6/15是認 反対 参反＝少数

継続 平成三十年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第200回国会国有財産) 継続 議了
継続 平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第200回国会国有財産) 継続 議了
継続 令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第203回国会国有財産) 継続 議了
継続 令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第203回国会国有財産) 継続 議了
12/06 令和二年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第207回国会国有財産) 継続 6/15是認 反対 参反＝少数
12/06 令和二年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第207回国会国有財産) 継続 6/15是認 賛成 参反＝少数

02/04 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(内閣提出第208回国会承認第1号) 附3/25承認 附3/30承認 賛成 衆反=維共れ 
参反=維共沖れみ

承諾
12/06 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(内閣提出第207回

国会承諾)
4/12承諾 5/18承諾 反対 衆反=立共有れ 

参反=立共沖れ碧各
12/06 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(内閣提出第207回国会承諾) 4/12承諾 5/18承諾 反対 衆反=立共有れ 

参反=立共沖れ碧各

国有財産

承認
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提出 案件名 衆結果 参結果 審議時態度 備考

01/28 関税定率法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第5号) 附3/10可決 附3/25可決 賛成 全会一致
01/28 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（第208回国会閣法第6号) 附3/15可決 附3/30可決 賛成 全会一致
02/01 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（第208回国会閣法第7号) 3/10可決 4/6可決 賛成 反=共れ
02/01 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（第208回国会閣法第8号) 3/10可決 4/6可決 賛成 全会一致
02/01 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（第208回国会閣法第9号)
3/10可決 4/6可決 賛成 全会一致

02/01 保険業法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第10号) 3/24可決 3/31可決 賛成 反=共
02/01 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（第208回国会閣法第11号)
4/12可決 4/22可決 賛成 全会一致

02/01 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第12号) 附3/10可決 4/15可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/01 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（第208回国会閣法第13号) 3/10可決 4/15可決 賛成 全会一致
02/01 雇用保険法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第14号)☆ 附3/17可決 附3/30可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/01 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（第208回国会閣法第

15号)
3/10可決 3/30可決 賛成 全会一致

02/01 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（第208回国会閣法第16号) 3/29可決 4/6可決 賛成 反=維共れ
02/04 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（第208回国会閣法第17号) 3/24可決 3/31可決 賛成 反=れ
02/04 電波法及び放送法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第18号) 附4/21可決 附6/3可決 賛成 衆反=維共れ 

参反=維共沖れみ
02/04 土地改良法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第19号) 附3/17可決 附3/30可決 賛成 全会一致
02/04 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（第208回国会閣法第20号) 附3/31可決 附4/27可決 賛成 全会一致
02/08 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第21号) 附3/10可決 附3/31可決 賛成 全会一致
02/08 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（第208回国会閣法第22号) 附3/17可決 4/27可決 賛成 反=れ
02/08 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第23号) 附5/12可決 附5/20可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/08 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（第208回国会閣法第24号) 3/17可決 3/31可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/08 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（第208回国会閣法第25号)☆ 附4/7可決 附5/25可決 賛成 衆反＝有 参=全会一致
02/08 防衛省設置法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第26号) 附3/17可決 4/13可決 賛成 衆反=共 参反=共沖
02/18 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第27号) 3/17可決 5/25可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/18 貿易保険法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第28号) 附3/17可決 附4/8可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/22 旅券法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第29号) 附4/7可決 4/20可決 賛成 全会一致
02/22 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（第208回国会閣法第30号) 4/7可決 4/20可決 賛成 全会一致
02/22 博物館法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第31号) 附3/24可決 附4/8可決 賛成 反=れ
02/22 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（第208回国会閣法第

32号)
附3/31可決 附4/22可決 賛成 全会一致

02/22 植物防疫法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第33号) 3/31可決 4/22可決 賛成 全会一致
02/25 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（第208回国会閣法第34号)☆ 附4/12可決 附5/11可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/25 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（第208回国会閣法第35号) 附4/28可決 附5/18可決 反対 衆反=立共有れ 

参反=立共沖れ各
02/25 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（第208回国会閣法第36号) 附6/9可決 附4/13可決 賛成 衆反=共有れ 参反=共み
02/25 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（第208回国会閣法第37号)☆ 附4/7可決 附5/11可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
02/25 こども家庭庁設置法案（第208回国会閣法第38号)☆ 附5/17可決 附6/15可決 反対 衆反=立維共有れ 

参反=立維共沖れ碧各
02/25 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（第208回国会閣法第39号) 附5/17可決 附6/15可決 反対 衆反=立維共有れ 

参反=立維共沖れ碧各
03/01 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（第208回国会閣法第40号) 4/12可決 5/11可決 賛成 全会一致
03/01 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（第208回国会閣法第41号)
附4/21可決 附5/25可決 賛成 反=れ

03/01 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（第208回国会閣法第42号)☆ 附4/19可決 附5/13可決 賛成 全会一致
03/01 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

（第208回国会閣法第43号)
附4/26可決 附5/13可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ

03/01 航空法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第44号) 4/26可決 附6/3可決 賛成 全会一致
03/01 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第45号)☆ 附4/21修正 附5/20可決 賛成 全会一致
03/01 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（第208回国会閣法第46号) 附4/26可決 附5/11可決 賛成 全会一致
03/04 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（第208回国

会閣法第47号)
5/19可決 6/3可決 賛成 全会一致

03/04 電気通信事業法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第48号)☆ 附5/13可決 附6/13可決 賛成 反=共れ
03/04 児童福祉法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第49号)☆ 附5/17修正 附6/8可決 賛成 全会一致
03/04 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第50号) 附5/12可決 附6/15可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
03/04 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（第208回国会閣法第

51号)
5/13可決 4/15可決 賛成 全会一致

03/04 道路交通法の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第52号) 附4/19可決 附4/13可決 賛成 衆反=共れ 参反=共沖れ
03/04 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（第208回国会閣法第53号) 附5/19可決 附4/8可決 賛成 全会一致
03/08 民事訴訟法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第54号) 附4/21可決 附5/18可決 反対 衆反=立共れ 

参反=立共沖れ各
03/08 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案（第208回国会閣法第55号) 附4/21可決 附5/20可決 賛成 反=共
03/08 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（第208回国会閣法第

56号)
附4/21可決 附5/20可決 賛成 全会一致

省=審査省略　附=委員会審査時に附帯決議を可決
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12/06 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(内閣提出第207回国会承諾) 4/12承諾 5/18承諾 賛成 全会一致
12/06 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(内閣提出

第207回国会承諾)
4/12承諾 5/18承諾 賛成 全会一致

03/18 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）（内閣提出
第208回国会承諾）

継続

03/18 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）（内閣提出第208回国会承諾） 継続
03/18 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）（内閣提出第208回国会承諾） 継続
03/18 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）

（内閣提出第208回国会承諾）
継続

05/20 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）（内閣提出
第208回国会承諾）

継続

05/20 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）（内閣提出第208回国会承諾） 継続
05/20 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）（内閣提出第208回国会承諾） 継続
05/20 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）

（内閣提出第208回国会承諾）
継続

継続 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(内閣
提出第200回国会ＮＨＫ決算)

審査未了 議了

継続 日本放送協会令和元年度財産目録、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(内閣提
出第203回国会ＮＨＫ決算)

審査未了 議了

12/21 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(内閣提
出第207回国会ＮＨＫ決算)

審査未了 審査未了

決議（衆議院）
01/31 新疆ウイグル等における深刻な人権状況に対する決議案(古屋圭司君外四名[立・自・公・維・国]提出第208回国会決議第

1号)
省2/1可決 賛成 衆反=れ 

02/07 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(森英介君外六名[立・自・公・維・国・共・有]提出第208回国会決議
第2号)

省2/8可決 賛成 衆反=れ 

03/01 ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議案(山口俊一君外十二名[立・自・公・維・国・共・有]提出第208回国会決議第
3号)

省3/1可決 賛成 衆反=れ 

04/27 強い沖縄経済と平和創造の拠点としての沖縄をつくる本土復帰五十周年に関する決議案(國場幸之助君外九名[立・自・
公・維・国・有]提出第208回国会決議第4号)

省4/28可決 賛成 衆反=共 

06/08 衆議院議長細田博之君不信任決議案(馬淵澄夫君外二名[立]提出第208回国会決議第5号) 省6/9否決 賛成 衆反=自公 
06/08 岸田内閣不信任決議案(西村智奈美君外二名[立]提出第208回国会決議第6号) 省6/9否決 賛成 衆反=自公維国有 
06/15 議員吉川赳君の議員辞職勧告に関する決議案(青柳陽一郎君外一名[立]提出第208回国会決議第7号) 審査未了
決議（参議院）

02/07 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（宮沢洋一君外八名[立・自・公・国・維・共・沖・碧・み]提出第208
回国会決議第1号）

省2/9可決 賛成 参反＝少数

03/01 ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議案（福岡資麿君外十一名[立・自・公・国・維・共・碧・み]提出第208回国会決議
第2号）

省3/2可決 賛成 参反＝少数

04/07 衆議院規則の一部を改正する規則案(衆議院議院運営委員長提出第208回国会規則第1号) 省4/7可決 賛成 衆=全会一致 
規則（参議院）

05/31 参議院規則の一部を改正する規則案（江島潔君外三名[自・公]提出第208回国会規則第1号） 省6/1可決 賛成 参反＝少数
規程（衆議院）

04/07 衆議院憲法審査会規程の一部を改正する規程案(衆議院議院運営委員長提出第208回国会規程第1号) 省4/7可決 賛成 衆=全会一致 
04/07 衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案(衆議院議院運営委員長提出第208回国会規程第2号) 省4/7可決 賛成 衆=全会一致 
04/07 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案(衆議院議院運営委員長提出第208回国会規程第3号) 省4/7可決 賛成 衆=全会一致 
規程（参議院）

04/08 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案(参議院議長提出第208回国会規程第1号) 4/8可決 賛成 参＝全会一致

規則（衆議院）

NHK決算

省=審査省略　附=委員会審査時に附帯決議を可決
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