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○国民民主党 議員立法まとめ 

 

１９６通常国会（2018 年 1月 22日から 7月 22日）の国民民主党の議員立法（衆法２０、参法 3） 

 

番号（提出会次） 法案 提出者 会期末処理 提出日 

衆１４（196） 雇用対策法の一部を改正する法律

案 

（雇用の基本原則（無期、直接、フ

ルタイム）、差別的取扱いの禁止を

基本的理念に追加するなど） 

国民（衆議院） 未了 2018年 5月 8

日 

衆１５（196） 労働基準法の一部を改正する法律

案 

（高プロ非導入、時間外労働の罰則

付き上限規制、インターバル規制、

裁量労働制適用の厳格化など） 

国民（衆議院） 未了 2018年 5月 8

日 

衆１６（196） 労働契約法の一部を改正する法律

案 

（労働契約について、労働者の職務

の価値の適正な評価を踏まえ、均衡

を考慮しつつ締結すべきことを明

記） 

国民（衆議院） 未了 2018年 5月 8

日 

衆１８（196） 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 

（自律的労使関係制度が措置され

るまでの間、労働関係法を適用） 

国民/立憲/無所/共

産/自由/社民（衆議

院） 

継続 2018 年 5 月

11日 

衆１９（196） 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 

（上記法案に関連し、当該職員の給

与の特例を適用） 

国民/立憲/無所/共

産/自由/社民（衆議

院） 

継続 2018 年 5 月

11日 

衆２１（196） 公文書等の管理に関する法律の一

部を改正する法律案 

（行政文書の手続きの電子化、決済

行政文書の変更の禁止など） 

国民/立憲/無所/自

由/社民（衆議院） 

継続 2018 年 5 月

17日 

衆２２（196） 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 

（懲戒処分要求の対象拡大や懲戒

処分要求への関与の強化など） 

国民/立憲/無所/自

由/社民（衆議院） 

継続 2018 年 5 月

17日 

衆２３（196） 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 

（牛・豚マルキン法案。TPP に関わ

らず、牛豚肉への交付金措置） 

国民/立憲/無所/共

産/自由/社民（衆議

院） 

継続 2018 年 5 月

17日 

衆３０（196） 国家公務員法等の一部を改正する

法律案 

（自律的労使関係制度に伴い、人勧

廃止、人事公正委員会設置等） 

国民/立憲/無所/社

民（衆議院） 

継続 2018年 6月 1

日 

衆３１（196） 

 

国家公務員の労働関係に関する法

律案 

（自律的労使関係制度の措置のた

め、協約締結権の付与など） 

国民/立憲/無所/社

民（衆議院） 

継続 2018年 6月 1

日 

衆３２（196） 公務員庁設置法案 国民/立憲/無所/社 継続 201806 月 1
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（自律的労使関係制度措置のため、

関連事務を担う公務員庁を設置） 

民（衆議院） 日 

衆３３（196） 農業者戸別所得補償法案 

（米穀、麦その他の重要な農作物へ

の農業所得を補償する制度をつく

る） 

国民/立憲/無所/自

由/社民（衆議院） 

継続 2018年 6月 8

日 

衆３５（196） 性暴力被害者の支援に関する法律

案 

（性暴力被害者支援に関する基本

理念、国や地方などの責務を規定） 

国民/立憲/無所/共

産/維新/自由/社民

（衆議院） 

継続 2018 年 6 月

11日 

衆３６（196） 健康増進法の一部を改正する法律

案 

（当該施設等の区分に応じ、当該施

設等の一定の場所を除き喫煙を禁

止、管理権原者等の義務等を規定） 

国民 未了 2018 年 6 月

12日 

衆３７（196） 民法の一部を改正する法律案 

（選択的夫婦別姓制度を導入） 

国民/立憲/無所/共

産/自由/社民（衆議

院） 

継続 2018 年 6 月

14日 

衆３８（196） 介護・障害福祉従事者の人材確保に

関する特別措置法案 

（介護・障害福祉従事者の賃金改善

のための特別措置等） 

国民/立憲/無所/共

産/自由/社民（衆議

院） 

継続 2018 年 6 月

19日 

衆３９（196） 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 

（保育等従業者の賃金をはじめと

する処遇改善のための特別措置等） 

国民/立憲/無所/共

産/自由/社民（衆議

院） 

継続 2018 年 6 月

19日 

衆４０（196） 産後ケアセンターの設置の推進の

ための児童福祉法及び社会福祉法

の一部を改正する法律案 

（産後ケアセンターの開設を推進

するため、産後ケアセンターを児童

福祉法上の児童福祉施設等に位置

付ける） 

国民/立憲/無所/共

産/自由/社民（衆議

院） 

継続 2018 年 6 月

19日 

衆４１（196） 児童福祉法及び児童虐待の防止等

に関する法律の一部を改正する法

律案 

（児童相談所の児童福祉司の増員、

関係機関の連携の強化等を規定） 

国民/立憲/無所/共

産/自由/社民（衆議

院） 

継続 2018年 6月

26日 

衆４３（196） 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 

（航空機強取等防止措置に関する

基本理念、国などの責務を規定） 

国民/立憲/無所/共

産/自由/社民（衆議

院） 

継続 2018 年 6 月

29日 

参１６（196） 公職選挙法の一部を改正する法律

案 

（選挙区選挙にも政見放送の録音、

録画を適用拡大） 

国民/国民/自民/公

明/立憲/維新/希望

（参議院） 

成立 

 

2018年 6月

11日 

参２２（１９６） 公職選挙法の一部を改正する法律

案 

（２増２減法案。選挙区の定数を

増、比例選出議員の定数を減） 

国民（参議院） 未了 2018年 7月 4

日 

参２３（１９６） 国会法及び議院における証人の宣 国民（参議院） 未了 2018年 7月 5
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誓及び証言等に関する法律の一部

を改正する法律案 

（隠ぺい情報提出促進法案。情報審

関与等の仕組みを創設）） 

日 

 

１９７臨時国会（2018 年 10月 24日～12月 10日）の国民民主党の議員立法（衆法 5本、参法 3） 

 

番号（提出会次） 法案 提出者 会期末処理 提出日 

衆３（197） 公職選挙法及び地方自治法の一部

を改正する法律案 

（被選挙権年齢の５歳引き下げ） 

国民／立憲／無所／

社民／自由（衆議

院） 

継続 2018年 11月

22日 

衆４（197） 政治資金規正法の一部を改正する

法律案 

（収支報告書の名寄ネット公開） 

国民／立憲／無所／

社民／自由（衆議

院） 

継続 2018年 11月

22日 

衆１１（197） 公文書等の管理の適正化の推進に

関する法律案 

（公文書隠蔽•改ざん防止のため、

基本理念を定め、公文書等管理審議

会を設置） 

国民／立憲／無所／

自由（衆議院） 

継続 2018年 12月

5日 

衆１２（197） 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 

（ＬＧＢＴ差別解消を推進） 

国民／立憲／無所／

共産／社民／自由

（衆議院） 

継続 2018年 12月

5日 

衆１３（197） 学校教育の情報化の推進に関する

法律案 

（全児童生徒のため情報化推進） 

国民／自民／立憲／

公明／無所／日維新

（衆議院） 

継続 2018年 12月

6日 

参６９（197） 外国人労働者等の出入国及び在留

の適切な管理に関する法律案 

（人手不足が喫緊の課題、外国人労

働者の受け入れ必要と認識しつつ、

協働・共生の立場で８項目検討） 

国民（参議院） 未了（委員会

にて審議、採

決せず） 

 

2018年 11月

29日 

参７３（197） 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 

（社保料半分助成、正規採用支援） 

国民（参議院） 未付託 2018年 12月

5日 

参７２（197） 国会法及び議院における証人の宣

誓及び証言等に関する法律の一部

を改正する法律案 

（隠ぺい情報提出促進法案。情報審

関与等の仕組みを創設） 

国民（参議院） 未付託 

 

2018年 12月

5日 

 

第１９８通常国会（2019年 1月 28日～6月 26日）の国民民主党の議員立法（提出衆法 19、参法 12） 

 

番号（提出会次） 法案 提出者 会期末処理 提出日 

衆２、３、４（198） ①業務等における性的加害言動の

禁止等に関する法律案／②雇用の

分野における男女の均等な機会及

び待遇の確保等に関する法律の一

部を改正する法律案／③労働安全

衛生法の一部を改正する法律案 

（ハラスメント規制を強化する 3

法案（セクハラ規制強化法案、「セ

クハラ」禁止法案、パワハラ規制

国民/立憲/社保/社民

（衆議院） 

否決 2019 年 4 月

10日 
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法案） 

衆５（198） 司法試験法等の一部を改正する等

の法律案 

（法曹界を改善。受験資格の制限

等廃止、司法試験の方法・試験科

目改正、司法修習の延長•弁護士会

の研修促進など裁判所法•弁護士

法の改正） 

国民/社保（衆議院） 

（政府案への対案） 

否決 

 

2019 年 4 月

17日 

衆６（198） 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 

（法律等の「平成」を「令和」と表

記する法案） 

国民（衆議院） 継続 2019 年 4 月

25日 

衆７（198） 児童虐待を防止し、児童の権利利

益の擁護を図るための児童福祉法

等の一部を改正する法律案 

（児童虐待防止対策を抜本的に強

化する法案） 

国民/立憲/共産/社保

/社民(衆議院) 

撤回 

（政府案、野

党案を同時審

議。野党提案

受け、政府案

修正実現。） 

2019 年 4 月

26日 

衆９（198） 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 

（公正な運動の実施(資金力の多

寡等による不公正防止)、広報の充

実強化(国民の判断に資する情報

提供・環境整備)、国民投票と国政

選挙の重複回避(政権を争う国政

選挙との混淆防止)） 

国民（衆議院） 継続 2019 年 5 月

21日 

衆２１、２３、２４

（198） 

①分散型エネルギー利用の促進に

関する法律案／②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／③エネルギ

ー協同組合法案」 

（「分散型エネルギー社会推進関

連法案」など一連のエネルギー関

連法案） 

国民/立憲/共産/社民

/社保（衆議院） 

継続 2019 年 6 月

14日 

衆２５（198） 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 

（「重大通商交渉情報提供促進法

案」） 

国民（衆議院） 

 

継続 2019 年 6 月

14日 

衆２６、２７（198） ①手話言語法案／②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 

（「手話言語法案」「情報コミュニ

ケーション法案」） 

国民/立憲/共産/社民

（衆議院） 

継続 2019 年 6 月

14日 

衆３１、３２（198） ①行政監視院法案／②国会法の一

部を改正する法律案 

（「行政監視院法案」（日本版ＧＡ

Ｏ法案）） 

国民/立憲/共産/社保

/社民（衆議院） 

継続 2019 年 6 月

20日 

衆３３（198） 地域人口の急減に対処するための

特定地域づくり事業の推進に関す

国民/自民/公明/立憲

/希望（衆議院） 

継続 2019 年 6 月

21日 
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る法律案 

（「特定地域づくり事業推進法

案」） 

衆３４、３５（198） ①家畜伝染病予防法の一部を改正

する法律案／②出入国管理及び難

民認定法の一部を改正する法律案 

（アフリカ豚熱等、悪性家畜伝染

病の海外からの流入を水際阻止す

るための体制整備を図る） 

国民（衆議院） 継続 2019 年 6 月

21日 

衆３６（198） 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 

（委員長提案で成立した法律をふ

まえ、災害関連死の認定や災害被

災者の支援等を検討する） 

国民/立憲/共産/維新

/社保/社民（衆議

院） 

継続 2019 年 6 月

21日 

参２（198） 公職選挙法の一部を改正する法律

案 

（参院定数を６人削減する公選法

改正案） 

国民（参議院） 未了 2019年 2月 8

日 

参１８、１９（198） ①自衛隊法等の一部を改正する法

律案／②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 

（安保法制を実質上廃止。平和安

全法制整備法・国際平和支援法廃

止案） 

国民/自由/立憲/社民

/共産(衆議院) 

未了 2019 年 4 月

22日 

参２０、２１、２２

（198） 

①領域等の警備に関する法律案／

②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／③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 

（上記案とセットの「領域警備法

案」「周辺事態法改正案」「ＰＫＯ

法改正案」の安保法制３法案） 

国民（参議院） 未了 2019 年 4 月

23日 

参２３（198） 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 

（「悪質クレーム対策推進法案」。

消費者利益の擁護に配慮し、基本

理念を定め、対策を総合的推進） 

国民（参議院） 未了 2019 年 5 月

10日 

参２４（198） 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 

（ハイジャック防止等に資する

「航空保安法案」） 

国民/立憲（参議院） 未了 2019 年 5 月

17日 

参３０、３１（198） ①我が国の経済及び財政等に関す

る将来の推計を信頼性のある統計

等の情報に基づき中立公正に実施

するための経済財政等将来推計委

員会の設置に関する法律案／②国

会法の一部を改正する法律案 

国民（参議院） 未了 2019 年 6 月

14日 
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（「経済財政等将来推計委員会設

置法案」） 

参３３、３４（198） ①「国家戦略特別区域法の適用の

停止等に関する法律案／②「国家

戦略特区域等に関する制度の運用

における公正性及び透明性の確保

を図るための法律案 

（国家戦略特区の運用の適正化の

ための２法案） 

国民（参議院） 未了 2019 年 6 月

20日 

 
 

第２００回臨時国会（2019 年 10月 4 日から 12月 9日）の国民民主党の議員立法（衆法 3） 

 

番号（提出会次） 法案 提出者 会期末処理 提出日 

衆１（200） 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 

＜英語民間試験導入延期法案＞ 

（大学入学共通テストの英語民間

試験を延期し、調査・検討を行う） 

立国社／共産（衆

議院） 

未了 2019年 10月

24日 

衆５（200） 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 

＜記述式試験導入中止法案＞ 

（共通テストの記述式試験は採点

体制など問題あり、中止すべき） 

立国社／共産（衆

議院） 

継続 2019年 11月

14日 

衆１０（200） 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 

＜「高等教育未婚のひとり親支援

法案」（寡婦控除のみなし適用）＞ 

（未婚ひとり親家庭に寡婦（夫）

控除適用、授業料減免、奨学金拡

充） 

立国社／共産（衆

議院） 

継続 2019年 12月

5日 

 

第２０１回通常国会（2020 年 1月 20 日から 6月 17日）の国民民主党の議員立法（衆法 19、参法 1） 

 

番号（提出会次） 法律案 提出者 会期末処理 提出日 

衆１（201） 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 

（（ＩＲ推進法・整備法廃止法案）

特定複合観光施設区域の整備の推

進法律及び整備法を廃止） 

立国社/共産（衆

議院） 

継続 2020 年 1 月

20日 

衆３（201） 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 

(検査体制の検証、実施体制の整

備、医師の意見の尊重、必要な財

政上の措置など) 

立国社/共産（衆

議院） 

継続 2020年 3月 3

日 

衆４（201） 

 

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 

（大学入学共通テストの記述式試

験導入中止•民間英語試験活用中

止、データベース事業廃止） 

立国社/共産（衆

議院） 

継続 2020年 3月 5

日 

衆７（201） 年金積立金管理運用独立行政法人 立国社/共産（衆 5 月 8 日に撤 2020 年 4 月
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法等の一部を改正する法律案 

（年金積立金株式割合の法定化、

年金積立金の運用リスク情報の公

表の義務化、産前産後・育児期に

おける国民年金等の保険料の免

除、年金生活者支援給付金の拡充） 

議院） 回 

（マクロ経済

スライドの在

り方の検討は

年金の財政検

証で基礎年金

の所得代替率

の減少が示さ

れていること

等を踏まえて

行うものとす

る等の規定を

閣法に盛り込

む修正が実現

したため） 

10日 

衆９（201） 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 

（中小企業者等が負担する賃料額

の支払を猶予し、負担軽減により

中小企業者等を支援する） 

立国社・共産・

維新（衆議院） 

継続 2020 年 4 月

28日 

衆１１（201） 介護・障害福祉従事者の人材確保

に関する特別措置法案 

（介護・障害福祉従事者の賃金の

改善のための特別の措置等を定め

る） 

立国社・共産

（衆議院） 

継続 2020年 5月 8

日 

衆１２（201） 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 

（食事提供体制加算及び食事提供

加算について廃止や利用者に不利

な内容の改定をしてはならない、

送迎加算について利用者に不利な

内容の改定をしてはならないこと

を定める） 

立国社・共産

（衆議院） 

継続 2020年 5月 8

日 

衆１３（201） 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 

（職場での介護・通勤移動中の介

護を重度訪問介護の対象とするな

ど） 

立国社・共産

（衆議院） 

継続 2020年 5月 8

日 

衆１４（201） 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 

（大学生、専門学校生等への支援

措置として、授業料の半額免除、

一時金支給、奨学金の返還免除） 

立国社・共産

（衆議院） 

継続 2020 年 5 月

11日 

衆１５（201） 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 

（コロナ困窮子ども支援法案（半

年間、児童扶養手当の全部支給額

相当の臨時特別給付金を支給）） 

立国社・共産・

維新（衆議院） 

継続 2020 年 5 月

15日 

衆１６（201） 公職選挙法の一部を改正する法律 立国社•自民•公 成立 2020 年 5 月
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案 

（町村議選立候補をポスター作製

や街宣車費用などを公費負担で促

進） 

明•維新（衆議

院） 

29日 

衆１７（201） 

 

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 

（（新型コロナウイルス休業者•失

業者支援法）、労働者生活支援給付

金の支給、臨時職業訓練受講給付

金の支給、雇用保険法の特例、生

活保護法上の要保護者の生活支援

のための措置） 

立国社/共産（衆

議院） 

未了 2020年 6月 5

日 

衆１８（201） 業務等における性的加害言動の禁

止等に関する法律案 

（（「セクハラ」禁止法案）、業務等

のセクハラの禁止、被害従業者等

に対する支援を定める） 

立国社/共産（衆

議院） 

継続 2020年 6月 8

日 

衆２０（201） 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 

（中小企業などを対象とした持続

化給付金について、金融機関等に

よる差し押さえを禁止） 

立国社/共産（衆

議院） 

継続 2020年 6月 8

日 

衆２１（201） 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 

（地方自治体が独自に支給する給

付金について、金融機関等による

差し押さえを禁止） 

立国社/共産（衆

議院） 

継続 2020年 6月 8

日 

衆２２（201） 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 

（業務完了期限を５年延長に加

え、ＲＥＶＩＣの支援対象に大規

模事業者を２年間限定で追加） 

立国社（衆議

院） 

未了 2020年 6月 8

日 

衆２５（201） 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 

（日本司法センターの業務に新型

コロナウイルス感染症関連法律援

助事業を追加） 

立国社（衆議

院） 

継続 2020 年 6 月

12日 

衆２６（201） 労働者協同組合法案 

（組合員が出資し、それぞれの意

見を反映して事業が行われ、組合

員自らが事業に従事することを基

本原理とする組織について、設立、

管理、必要な事項を定める） 

立国社/自民/公

明/共産/維新/希

望（衆議院） 

継続 2020 年 6 月

12日 

衆２７（201） 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 

（（テレワーク促進法案）電子署名

に「リモート署名」を含む。当面、

電子送信の特例を規定） 

立国社（衆議

院） 

継続 2020 年 6 月

15日 
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参３０（201） 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 

（（新型コロナ関連支援手続迅速

化法案）本人確認簡素化、押印省

略等について人的体制・連携体制

の充実など、公的支援機関等が講

ずべき措置） 

立国社（参議

院） 

 

 

未了 2020 年 6 月

12日 

  
 

 


