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国民民主党総務会において審査した閣法・条約等 
（総務会審査日の順、＊は総務会で直接審査したもの） 

 

【2018年 5月 9 日総務会】 

案件名 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案 

委員会/審

査状況 
 衆議院農林水産委員会／【成立】 

概要 
農地について、その床面の全部がコンクリート等で覆われた農作物栽

培高度化施設を設置して行う農作物の栽培を当該農地の耕作に該当す

るものとみなし、農地転用に当たらないこととする等の措置を講ずる 

対応提案 反対 

 

案件名 気候変動適応法案 

委員会/審

査状況 
 衆議院環境員会／【成立】 

概要 
気候変動への適応に関する計画の策定、大臣による気候変動による影

響の評価の実施、独法による気候変動への適応を推進するための業務

の実施、地域気候変動適応センターによる適応に関する情報の収集及

び提供等の措置を講ずる 

対応提案 賛成 

 

案件名 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律の一部を改正する法律案 

委員会/審

査状況 
 衆議院内閣委員会／【成立】【立憲の修正案は否決】 

概要 
公共施設等運営権者が地方自治法上の公の施設の指定管理者を兼ねる

場合の利用料金に関する特例等を創設するとともに、内閣総理大臣に

対する特定事業に係る支援措置の内容等の確認に係る制度を設ける等

の措置を講ずる 

対応提案 反対（立憲民主党の修正案にも反対） 
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案件名 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する

法律案 

委員会/審

査状況 
 衆議院国土交通委員会／【成立】 

概要 
国土交通大臣による基本方針の策定について定めるとともに、独立行

政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構その他の法人に海外社会資本

事業への我が国事業者の円滑な参入に資する調査その他の業務を行わ

せる等の措置を講ずる 

対応提案 賛成 

 

案件名 土地改良法の一部を改正する法律案 

委員会/審

査状況 
 衆議院農林水産委員会／【成立】 

概要 
土地改良区の業務運営の適正化を図るため、土地改良区の准組合員及

び施設管理准組合員たる資格について定めるとともに、土地改良区の

総代会の設置及び土地改良区連合の設立に係る要件の緩和等の措置を

講ずる 

対応提案 賛成 

 

案件名 医療法及び医師法の一部を改正する法律案 

委員会/審

査状況 
 参議院厚生労働委員会／【成立】 

概要 
地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保

するため、都道府県の医療計画における医師の確保に関する事項の策

定、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県へ

の移譲等の措置を講ずる 

対応提案 賛成 

 

 

案件名 不正競争防止法等の一部を改正する法律案 

委員会/審  衆議院経済産業委員会／【成立】 
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査状況 

概要 
 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、及びデータ等の作成等の方法、品質そ

の他の事項を日本工業規格を拡張して設ける日本産業規格による標準

化の対象とするほか、特許等において、権利者の意に反してデータ等

が公開等された場合における発明等の新規性の要件の緩和、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ずる 

対応提案 賛成 

 

案件名 文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部を改正する法律案 

委員会/審

査状況 
 衆議院文部科学委員会／【成立】 

概要 
都道府県による文化財保存活用大綱の策定、市町村が作成する文化財

保存活用地域計画及び所有者等が作成する重要文化財保存活用計画等

の文化庁長官による認定並びに計画に基づく現状変更の許可等の特例

を定めるとともに、条例により地方公共団体の長が文化財の保護に関

する事務の管理等をすることができることとする等の措置を講ずる 

対応提案 賛成 

 

【2018年 5月 16日総務会】 

案件名 消費者契約法の一部を改正する法律案 

委員会/審

査状況 
衆議院消費者問題特別委員会／【修正・成立】 

概要 
消費者保護に関し、取り消し可能な不当勧誘行為の追加や無効となる

不当な契約条項の追加等をはかる。困惑類型の追加に関して「社会的

生活上の経験が乏しく」との要件をはずす等の修正協議中。 

対応提案 賛成（修正協議が整わなかった場合も） 

 

案件名 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する法律案 

委員会/ 

審査状況 
衆議院国土交通委員会／【成立】 
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概要 
所有者不明土地を円滑に利用する仕組みとして、公共事業における収

用手続きの円滑化、地域福利増進事業における利用権の設定、所有者

の探索を合理化する仕組み等を設けるもの。 

対応提案 賛成 

 

案件名 
※環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な 

協定/環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律

の整備に関する法律の一部を改正する法律案 

委員会/ 

審査状況 
協 定：衆議院外務委員会／【両院承認】 

関連法：衆議院内閣委員会／【成立】 

概要 
ＴＰＰ協定について、離脱を表明した米国以外の国の間で一部条文を

除く同協定の内容を実現するための協定及び関連国内法。 

対応提案 反対 

 

案件名 災害救助法の一部を改正する法律案 

委員会/ 

審査状況 
衆議院災害対策特別委員会／【成立】 

概要 
災害救助の円滑かつ迅速な実施を図るため、救助実施都市が自らの事

務として被災者の救助を行うことを可能にする制度を創設する。 

対応提案 賛成 

 

案件名 ※卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正 

する法律案 

委員会/ 

審査状況 
衆議院農林水産委員会／【成立】 

概要 
農林水産大臣が卸売市場に関する基本方針、食品等の流通に関する基

本方針を定め、中央卸売市場又は地方卸売市場を食品流通の核として

堅持し、食品流通の合理化と生鮮食料品等の公正な取引環境を確保。 

対応提案 反対 
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案件名 
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 

委員会/ 

審査状況 
衆議院経済産業委員会／【成立】 

概要 
企業連携による省エネの評価の導入、荷主の定義の見直し、荷受側を

準荷主と位置付ける等の改正を行う。 

対応提案 賛成 

 

案件名 文部科学省設置法の一部を改正する法律案 

委員会/ 

審査状況 
衆議院文部科学委員会／【成立】 

概要 
京都への全面的な移転に向けて、所掌事務の追記や芸術に関する教育

に関する事務の移管等、文化庁の組織改革・機能強化を図るもの。 

対応提案 賛成 

 

案件名 
平成 28 年度予備費（平成二十八年度一般会計熊本地震復旧

等予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書/平成二十八

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/

平成二十八年度特別会計予算総則第二十条第一項の規定に

よる経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書） 

委員会/ 

審査状況 
衆議院決算行政監視委員会／【両院承諾】 

概要 
訟務費の不足を補うための必要経費、熊本地震緊急支援に必要な経費

等に関する予備費の支出について承認を求める件。 

対応提案 賛成 

 

【2018年 5月 23日総務会】 

案件名 
※働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する 

法律案 

委員会/ 

審査状況 
衆議院厚生労働委員会／【成立】 

概要 
働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟

な働き方の実現、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保等のための
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措置を講ずるもの。 

対応提案 反対（与党等の修正案にも反対） 

 

 

案件名 ※民法の一部を改正する法律案（成年年齢関係） 

委員会/ 

審査状況 
衆議院法務委員会／【成立】 

概要 
成年年齢を「二十歳」から「十八歳」に改め、女性の婚姻適齢を「十六

歳」から「十八歳」に改める。 

対応提案 反対 

   

案件名 

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８次地方分権一括

法案） 

委員会/ 

審査状況 
参議院内閣委員会／【成立】 

概要 
提案募集方式による地方からの提案に基づき、地方公共団体への事務・

権限の移譲（3法）や地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し

（14法）等の関係法律の整備を行うもの。 

対応提案 賛成 

 

案件名 
※地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出に 

よる若者の修学及び就業の促進に関する法律案 

委員会/ 

審査状況 
衆議院地方創生特別委員会、参議院内閣委員会／【成立】 

概要 
地域における若者の就学及び就業を促進するため、交付金制度の創設、

特定地域内の大学等の学生の収容定員の抑制、地域における若者の雇用

機会の創出等の措置を講ずるもの。 

対応提案 反対 
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案件名 農薬取締法の一部を改正する法律案 

委員会/ 

審査状況 
衆議院農林水産委員会／【成立】 

概要 
従来の再登録制度を廃止し、同一の有効成分を含む農薬について一括

して定期的に再評価する制度を導入。ジェネリック農薬の登録申請で

は、先発薬と成分が同等であれば試験データ提出の一部免除認める。 

対応提案 賛成 

   

案件名 
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 

委員会/ 

審査状況 
衆議院経済産業委員会／【成立】 

概要 
モントリオール議定書改正に伴い、代替フロンについても生産量・消

費量の削減義務が課されることになったことから、代替フロンの製造

及び輸入を規制する等の措置を講ずる。 

対応提案 （議定書原文の訂正が確定することを条件に）賛成 

 

案件名 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案 

委員会/ 

審査状況 
衆議院国土交通委員会／【成立】 

概要 

シップリサイクル条約に基づき、安全・環境に配慮した船舶リサイク

ル制度を構築すべく、有害物質一覧表の作成義務付けやリサイクル目

的での船舶の譲渡等の手続を定める。 

対応提案 賛成 

 

【2018年 5月 30日総務会】 

案件名 ※特定複合観光施設区域整備法案（ＩＲ法案） 

委員会/ 

審査状況 
衆議院内閣委員会／【成立】 

概要 
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に基づく措置として、

区域整備計画の作成・認定の手続、カジノ事業者の業務に関する規制措
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置等を定める。 

対応提案 反対 

 

案件名 
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立 

支援法等の一部を改正する法律案に対する修正案 

委員会/ 

審査状況 
参議院厚生労働委員会／【否決】 

概要 
参議院段階で立憲民主党より提案された修正案。医療扶助のうち、医師

等が医学的知見から問題ないと判断するものについて、後発医薬品の使

用を原則化する規定を削除し、現行法通りとする修正を行うもの。 

対応提案 反対 

 

案件名 モントリオール議定書改正案 

委員会/ 

審査状況 
衆議院外務委員会／【両院承認】 

概要 
代替フロンとして使用・排出が急増したハイドロフルオロカーボン

（HFC）を、議定書が定める規制物質に追加し、HFCの生産量規制、消費

量規制、貿易規制の導入等について定めるもの。 

対応提案 賛成（条約の正文が確定することを確認したのち） 

   

【2018年 6月 6 日総務会】 

案件名 
※日本放送協会財産目録、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（平成 24・25

年度）/日本放送協会財産目録、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 

（平成 26～28年度） 

委員会/ 

審査状況 

参議院総務委員会／衆議院総務委員会 

（平成 24・25年度）【両院異議なし】 

（平成 26～28年度）【参議院異議なし】【衆で継続】 

 

 

概要 
平成 24年度は受信料値下げ、平成 25年度は給与抑制等の取り組みをす

るなかでも、200 億円近い収支差金を計上。平成 26 年度以降は、籾井

会長の失言や子会社の不祥事等ガバナンスのあり方が課題となった。 
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対応提案 平成 24・25年度は異議なし、平成 26～28年度は異議あり 

 

【2018年 6月 13日総務会】 

案件名 
※健康増進法の一部を改正する法律案（受動喫煙防止対策

の強化に関するもの） 

委員会/ 

審査状況 
衆議院厚生労働委員会／【成立】 

概要 
望まない受動喫煙を防止するため、施設等の区分に応じ、一定の場所を

除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権原を有する者が講ずべき

措置等を定める。 

対応提案 （国民民主党案否決の場合）賛成 

 

案件名 
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案／法務局

における遺言書の保管等に関する法律案 

委員会/ 

審査状況 
衆議院法務委員会／【成立】 

概要 
高齢化社会の進展に伴い、配偶者の死亡により残された他方配偶者の生

活への配慮等の必要が生じていることから、配偶者の居住権を保護する

方策や、遺産分割・遺言・遺留分等の見直しを定めるもの。 

対応提案 賛成 

 

案件名 
平成二十八年度一般会計歳入歳出決算／平成二十八年度 

特別会計歳入歳出決算／平成二十八年度国税収納金整理 

資金受払計算書／平成二十八年度政府関係機関決算書／ 

平成二十八年度国有財産増減及び現在額総計算書／ 

平成二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書 

委員会/ 

審査状況 
参議院決算委員会／【参議院で是認】【衆院で継続】 

概要 
一般会計の収納済歳入額は 102 兆 7,740 億円、支出済歳出額は、97 兆

5,417億円で、決算上の剰余金は、5兆 2,322億円等とするもの。 

対応提案 反対 

 

案件名 
参議院平成二十八年度決算警告決議案／ 

参議院平成二十八年度措置要求決議案／ 



10 
 

参議院平成二十八年度会計検査院への検査要請案 

委員会/ 

審査状況 
参議院決算委員会／【議決】 

概要 
決算警告決議案には、森友学園に対する国有地売却等における不適切

事項、自衛隊における不適切な日報管理等、措置要求決議案には、会

計検査院の検査体制強化等を盛り込む予定。 

対応提案 賛成 

 
 

【2018年 6月 13日総務会】 

案件名 水道法の一部を改正する法律案 

委員会/ 

審査状況 
衆議院厚生労働委員会／【衆で可決】【継続】 

概要 
水道の基盤強化を図るため、ＰＦＩの一類型として、水道施設に関する

運営権を民間事業者に設定できる仕組みの導入等の措置を講ずるもの。

わが党は、本法による措置を前提としたＰＦＩ法改正案に反対した。 

対応提案 反対 

 

案件名 
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用

の促進に関する法律案 

委員会/ 

審査状況 
衆議院内閣委員会、【未了】 

概要 
長期にわたり海域を占用する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備

を促進するため、基本方針の策定、促進区域の指定、当該区域内の海域

の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずるもの。 

対応提案 賛成 

 


