
【日本維新の会】 第１９３国会提出　　議員立法（101本）　
平成２９年３月９日提出

本数 提出日
法案名
（簡略名）

委員会

1 参 2 3/9 倫選

2 参 3 3/9 倫選

3 参 4 3/9 財金

4 参 5 3/9 倫選

5 参 6 3/9 議運

6 参 7 3/9 議運

7 参 8 3/9 議運

8 参 9 3/9 内閣

9 参 10 3/9 倫選

10 参 11 3/9 文科

11 参 12 3/9 倫選

12 参 13 3/9 内閣

13 参 14 3/9 倫選

14 参 15 3/9 議運

15 参 16 3/9 財金

16 参 17 3/9 国交

17 参 18 3/9 総務

18 参 19 3/9 農水

19 参 20 3/9 厚労

20 参 21 3/9 厚労

21 参 22 3/9 厚労

22 参 23 3/9 震災

23 参 24 3/9 厚労

番号 発議者

公職選挙法の一部を改正する法律案
（選挙区支部寄付禁止法案）

浅田　　均
石井　苗子

政治資金規正法の一部を改正する法律案
（政治資金使途制限法案）

浅田　　均
藤巻　健史

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
（議員歳費削減法案）

藤巻　健史
東　　　徹

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
（議員歳費・手当の返納を可能とする法案）

浅田　　均
東　　　徹

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
（国家公務員人件費2割削減法案）

藤巻　健史
渡辺　喜美

租税特別措置法の一部を改正する法律案
（寄付金等を通じた国会議員等の利益享受禁止法案）

藤巻　健史
儀間　光男

政治資金規正法の一部を改正する法律案
（企業団体献金禁止法案）

藤巻　健史
片山　大介

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
（文通費使途公開・日割支給法案）

浅田　　均
清水　貴之

外国の国籍を有する国の行政機関の職員に係る欠格事由に関する特別措置法案
（公職に係る二重国籍禁止法案）

浅田　　均
室井　邦彦

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18歳引下げ法案）

藤巻　健史
石井　　章

国会法の一部を改正する法律案
（国会での自由討議復活法案）

浅田　　均
石井　　章

衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
（衆議院議員定数削減法案）

藤巻　健史
石井　　章

教育無償化等制度改革の推進に関する法律案
（教育無償化法案）

浅田　　均
高木かおり

公職選挙法の一部を改正する法律案
（公職に係る二重国籍禁止法案）

浅田　　均
室井　邦彦

農地法の一部を改正する法律案
（農地所有解禁法案）

浅田　　均
儀間　光男

労働基準法及び労働安全衛生法の一部を改正する法律案
（成果給への転換法案）

藤巻　健史
片山　大介

労働契約の終了の円滑化に関する施策の推進に関する法律案
（解雇ルール明確化法案）

浅田　　均
片山　大介

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
（商工中金・政投銀完全民営化推進法案）

藤巻　健史
東　　　徹

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
（ＵＲ完全民営化推進法案）

藤巻　健史
東　　　徹

地方自治法の一部を改正する法律案
（地方公営企業民営化要件緩和法案）

藤巻　健史
東　　　徹

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
（介護規制の地方分権化法案）

藤巻　健史
東　　　徹

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
（「身を切る改革」による復興財源捻出法案）

浅田　　均
片山　大介

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
（保育所設置基準の分権化法案）

藤巻　健史
高木かおり
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本数 提出日
法案名
（簡略名）

委員会番号 発議者

24 参 25 3/9 厚労

25 参 26 3/9 内閣

26 参 27 3/9 内閣

27 参 28 3/9 総務

28 参 29 3/9 内閣

29 参 30 3/9 内閣

30 参 31 3/9 財金

31 参 32 3/9 総務

32 参 33 3/9 厚労

33 参 34 3/9 厚労

34 参 35 3/9 厚労

35 参 36 3/9 震災

36 参 37 3/9 文科

37 参 38 3/9 内閣

38 参 39 3/9 農水

39 参 40 3/9 安保

40 参 41 3/9 安保

41 参 42 3/9 安保

42 参 43 3/9 安保

43 参 44 3/9 安保

44 参 45 3/9 安保

45 参 46 3/9 文科

46 参 47 3/9 環境

児童福祉法の一部を改正する法律案
（保育士資格の多様化を図る法案）

浅田　　均
高木かおり

幹部職員の任免等に関する制度を改革するための内閣法等の一部を改正する法律案
（幹部国家公務員を特別職とする法案）

藤巻　健史
石井　苗子

国家公務員法の一部を改正する法律案
（国家公務員法改正案）

浅田　　均
石井　苗子

消費税率の引上げの凍結及び消費税の軽減税率制度の廃止に関する法律案
（消費増税凍結法案）

浅田　　均
石井　　章

電波法の一部を改正する法律案
（周波数オークション法案）

藤巻　健史
石井　　章

医療、介護及び保育に係る法人制度改革に関する法律案
（医療・介護・保育における法人制度改革法案）

浅田　　均
石井　　章

地方自治法の一部を改正する法律案
（幹部地方公務員政治任用法案）

藤巻　健史
石井　苗子

歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推
進に関する法律案
（歳入庁設置による業務効率化等推進法案）

浅田　　均
石井　苗子

道州制への移行のための改革基本法案
（道州制導入等の統治機構抜本改革法案）

藤巻　健史
石井　苗子

地方教育行政改革の推進に関する法律案
（地方教育行政改革推進法案）

浅田　　均
高木かおり

国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案
（安全保障上重要な土地取引の規制改革法案）

浅田　　均
清水　貴之

森林法の一部を改正する法律案
（水源の保全等に係る森林の土地取引の規制法案）

藤巻　健史
儀間　光男

医療法等の一部を改正する法律案
（医療・介護における株式会社の参入に係る障壁除去法案）

藤巻　健史
石井　　章

世代間格差を是正するための公的年金制度の改革の推進に関する法律案
（公的年金の積立方式移行法案）

浅田　　均
片山　大介

災害からの復旧復興に関する被災地方公共団体の長による要請に関する法律案
（災害復旧復興地方主導法案）

藤巻　健史
片山　大介

重要影響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重要影響事態
等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
（平和安全法制への対案④【周辺事態法】）

藤巻　健史
清水　貴之

国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案
（平和安全法制への対案⑤【一般法】）

浅田　　均
儀間　光男

領域等の警備に関する法律案
（国境警備法案）

藤巻　健史
清水　貴之

合衆国軍隊等防護事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案
（平和安全法制への対案①【自衛隊法等】）

浅田　　均
儀間　光男

自衛隊法の一部を改正する法律案
（平和安全法制への対案②【自衛隊法】）

藤巻　健史
清水　貴之

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
（平和安全法制への対案③【PKO法】）

浅田　　均
儀間　光男

原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案
（原発再稼働責任法案①）

浅田　　均
東　　　徹

原子力災害対策特別措置法の一部を改正する法律案
（原発再稼働責任法案②）

藤巻　健史
東　　　徹
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法案名
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委員会番号 発議者

47 参 48 3/9 経産

48 参 49 3/9 経産

49 参 50 3/9 経産

50 参 51 3/9 法務

51 参 52 3/9 経産

52 参 53 3/9 環境

53 参 54 3/9 総務

54 参 55 3/9 倫選

55 参 56 3/9 議運

56 参 57 3/9 議運

57 参 58 3/9 議運

58 参 59 3/9 議運

59 参 60 3/9 厚労

60 参 61 3/9 倫選

61 参 62 3/9 倫選

62 参 63 3/9 倫選

63 参 64 3/9 倫選

64 参 65 3/9 倫選

65 参 66 3/9 倫選

66 参 67 3/9 厚労

67 参 68 3/9 内閣

68 参 69 3/9 倫選

69 参 70 3/9 財金

電気事業法等の一部を改正する法律案
（原発再稼働責任法案④）

藤巻　健史
東　　　徹

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部を改正する法律案
（原発再稼働責任法案⑤）

浅田　　均
東　　　徹

民法の一部を改正する法律案
（個人保証廃止法案）

藤巻　健史
高木かおり

発電用原子炉施設の使用の開始又は再開に係る特定都道府県の同意に関する法律案
（原発再稼働責任法案③）

浅田　　均
東　　　徹

公職の選挙における開票の結果に関する選挙人等の請求に基づく得票数の調査に係る制度の整備に
関する法律案
（開票結果透明化法案）

浅田　　均
石井　　章

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
（立法事務費の一人会派への交付廃止法案）

藤巻　健史
東　　　徹

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
（各議院役員等の議会雑費廃止法案）

浅田　　均
東　　　徹

中小企業に対する必要な事業資金の融通のための措置に関する法律案
（個人保証なしの事業用融資確保法案）

藤巻　健史
高木かおり

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案
（廃棄物改正法案）

藤巻　健史
石井　苗子

地方自治法の一部を改正する法律案
（政務活動費使途公開法案）

浅田　　均
石井　苗子

公職選挙法の一部を改正する法律案
（選挙における戸別訪問解禁法案）

藤巻　健史
石井　　章

公職選挙法の一部を改正する法律案
（選挙における合同演説会解禁法案）

浅田　　均
石井　　章

公職選挙法の一部を改正する法律案
（地方議員の選挙におけるビラ頒布解禁法案）

藤巻　健史
石井　　章

裁判官弾劾法の一部を改正する法律案
（訴追委員長・弾劾裁判長の職務雑費廃止法案）

浅田　　均
東　　　徹

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
（国会議員秘書交通費適正化法案）

藤巻　健史
清水　貴之

労働基準法の一部を改正する法律案
（管理職・秘書の深夜割増廃止法案）

浅田　　均
片山　大介

労働基準監督行政の機能強化のための地方労働基準部局の効率的な業務運営の確保に関する法律案
（労働基準監督署等の業務民間委託・職員配置適正化法案）

藤巻　健史
片山　大介

個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律案
（個人情報保護法改正）

浅田　　均
片山　大介

公職の選挙に係る高等学校、大学等における期日前投票の促進に関する法律案
（高等学校、大学等における期日前投票促進法案）

浅田　　均
石井　　章

公職選挙法の一部を改正する法律案
（選挙に関する人気投票公表解禁法案）

浅田　　均
石井　　章

公職の選挙に係るインターネットを利用する投票方法の導入に係る措置に関する法律案
（インターネット投票法案）

藤巻　健史
石井　　章

公職の選挙に係る情報通信技術の利用による選挙運動用ポスターに記載される情報の提供に係る措
置に関する法律案
（選挙運動用ポスターデジタル化法案）

浅田　　均
石井　　章

財政法の一部を改正する法律案
（文教・科学振興費の財源のための国債発行を可能にする法案）

浅田　　均
高木かおり
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本数 提出日
法案名
（簡略名）

委員会番号 発議者

70 参 71 3/9 厚労

71 参 72 3/9 厚労

72 参 73 3/9 内閣

73 参 74 3/9 厚労

74 参 75 3/9 国交

75 参 76 3/9 国交

76 参 77 3/9 国交

77 参 78 3/9 厚労

78 参 79 3/9 総務

79 参 80 3/9 農水

80 参 81 3/9 経産

81 参 82 3/9 経産

82 参 83 3/9 国交

83 参 84 3/9 文科

84 参 85 3/9 国交

85 参 86 3/9 厚労

86 参 87 3/9 決算

87 参 88 3/9 財金

88 参 89 3/9 決算

89 参 90 3/9 防衛

90 参 91 3/9 防衛

91 参 92 3/9 厚労

92 参 93 3/9 総務

国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案
（民泊に関する規制改革法案）

浅田　　均
清水　貴之

保育士給与の官民格差の是正に関する法律案
（保育士給与官民格差是正法案）

藤巻　健史
片山　大介

特定土砂等の管理に関する法律案
（特定土砂等管理（トレーサビリティ）法案）

藤巻　健史
室井　邦彦

健康保険法の一部を改正する法律案
（健康保険の診療報酬決定方式改善法案）

藤巻　健史
片山　大介

高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案
（後期高齢者医療制度の診療報酬決定方式改善法案）

藤巻　健史
片山　大介

当せん金付証票法の一部を改正する法律案
（当せん金付証票法の改正案）

浅田　　均
片山　大介

競馬法の一部を改正する法律案
（競馬法の改正案）

浅田　　均
片山　大介

自転車競技法の一部を改正する法律案
（自転車競技法の改正案）

浅田　　均
片山　大介

土地の掘削等の規制に関する法律案
（土地の掘削等・土砂等の堆積規制法案）

藤巻　健史
室井　邦彦

土砂等の置場の確保に関する法律案
（土砂等置場確保法案）

藤巻　健史
室井　邦彦

生活保護法の一部を改正する法律案
（生活保護法の改正案）

浅田　　均
片山　大介

マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
（危険有害マンションの建替え促進法案）

藤巻　健史
室井　邦彦

母子及び父子並びに寡婦福祉法の一部を改正する法律案
（離婚後の養育費支払確保法案）

浅田　　均
高木かおり

違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律案
（国民監査請求・国民訴訟法案）

藤巻　健史
石井　苗子

小型自動車競走法の一部を改正する法律案
（小型自動車競走法の改正案）

浅田　　均
片山　大介

モーターボート競走法の一部を改正する法律案
（モーターボート競走法の改正案）

浅田　　均
片山　大介

スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案
（スポーツ振興投票実施法の改正案）

浅田　　均
片山　大介

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
（防衛省職員給与法改正案（自衛官の給与体系その他の給与の在り方についての検討））

藤巻　健史
儀間　光男

独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び業務の見直しに関する法律案
（労働者健康安全機構の組織・業務見直し法案）

浅田　　均
東　　　徹

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案
（海外通信・放送・郵便事業支援機構法改正案）

藤巻　健史
石井　　章

国の財政運営における不要資産の活用、透明性の向上等に関する法律案
（国の財政運営における不要資産の活用・透明性向上法案）

藤巻　健史
石井　苗子

会計検査院法の一部を改正する法律案
（会計検査院法改正案）

藤巻　健史
石井　苗子

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
（防衛省職員給与法改正案（防衛出動基本手当の支給に係る考慮事項の追加））

藤巻　健史
儀間　光男
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95 参 96 3/9 文科
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99 参 100 3/9 経産

100 参 101 3/9 内閣

101 参 102 3/9 法務

雇用保険法の一部を改正する法律案
（教育訓練給付金の給付割合の上限引下げ法案）

浅田　　均
東　　　徹

地方法人税の廃止に関する法律案
（地方法人税廃止法案）

浅田　　均
儀間　光男

社会経済活動に関するあらゆる分野における徹底した規制の撤廃及び緩和のための措置に関する法
律案
（徹底的な規制改革の推進に関する法律案）

浅田　　均
清水　貴之

地域再生法の一部を改正する法律案
（地域再生法改正案）

浅田　　均
清水　貴之

まち・ひと・しごと創生法を廃止する法律案
（まち・ひと・しごと創生法廃止法案）

浅田　　均
清水　貴之

国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案
（ＪＳＴ法改正案）

藤巻　健史
高木かおり

産業競争力強化法の一部を改正する法律案
（企業支援組織・制度の整理統合法案）

藤巻　健史
石井　　章

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
（PFI法改正案）

藤巻　健史
清水　貴之

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
（日系４世の入国容易化法案）

浅田　　均
清水　貴之
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