
平成以降の経済制度、規制緩和などに関する法律一覧
作成：矢尾板俊平（207/06/26)

国会回数 制定年月日 法律名

第116回臨時会 平成1年12月19日 貨物運送取扱事業法
平成1年12月19日 貨物自動車運送事業法

第118回特別会 平成2年6月22日 証券取引法の一部を改正する法律
平成2年6月29日 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律
平成2年6月29日 商法等の一部を改正する法律
平成2年6月29日 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

第120回常会 平成3年4月23日 救急救命士法
平成3年4月26日 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律
平成3年4月26日 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
平成3年5月15日 貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律
平成3年5月24日 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律

平成3年5月24日
輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における
小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律

平成3年5月24日 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法
平成3年5月24日 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律

第121回臨時会 平成3年10月5日 証券取引法及び外国証券業者に関する法律の一部を改正する法律

第122回臨時会 平成3年12月24日 高圧ガス取締法の一部を改正する法律

第123回常会 平成4年6月5日 証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律
平成4年6月26日 貸金業の規制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

第125回臨時会 平成4年12月16日 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律

第126回常会 平成5年3月31日 エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律
平成5年3月31日 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法
平成5年4月28日 薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律
平成5年4月28日 診療放射線技師法の一部を改正する法律
平成5年4月28日 視能訓練士法の一部を改正する法律
平成5年5月19日 気象業務法の一部を改正する法律
平成5年5月19日 不正競争防止法
平成5年6月14日 調理師法の一部を改正する法律
平成5年6月14日 社会保険労務士法の一部を改正する法律
平成5年6月14日 商法等の一部を改正する法律
平成5年6月14日 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成5年7月1日 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律



第128回臨時会 平成5年11月19日 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律

第129回常会 平成6年2月2日 歯科技工法の一部を改正する法律
平成6年3月31日 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律
平成6年6月17日 特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律
平成6年6月24日 ガス事業法の一部を改正する法律
平成6年6月29日 薬事法の一部を改正する法律
平成6年6月29日 建築基準法の一部を改正する法律
平成6年6月29日 建設業法の一部を改正する法律
平成6年6月29日 商法及び有限会社法の一部を改正する法律
平成6年6月29日 証券取引法の一部を改正する法律
平成6年6月29日 電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律
平成6年7月1日 製造物責任法

第131回臨時会 平成6年11月11日 許可、認可等の整理及び合理化に関する法律

第132回常会 平成7年4月19日 古物営業法の一部を改正する法律
平成7年4月19日 宅地建物取引業法の一部を改正する法律
平成7年4月21日 電気事業法の一部を改正する法律
平成7年4月21日 石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律
平成7年5月8日 電気通信事業法の一部を改正する法律
平成7年5月8日 旅行業法の一部を改正する法律
平成7年5月8日 許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律
平成7年5月8日 更生保護事業法
平成7年5月8日 更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律
平成7年6月7日 保険業法
平成7年6月7日 保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成7年6月16日 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律

第134回臨時会 平成7年11月1日 繊維産業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律
平成7年11月15日 科学技術基本法

第136回常会 平成8年3月31日 高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律
平成8年5月15日 塩事業法
平成8年5月22日 訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律
平成8年6月14日 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
平成8年6月19日 労働安全衛生法の一部を改正する法律
平成8年6月19日 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律
平成8年6月21日 旅館業法の一部を改正する法律
平成8年6月21日 歯科医師法の一部を改正する法律
平成8年6月26日 薬事法等の一部を改正する法律
平成8年6月26日 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律
平成8年6月26日 民事執行法の一部を改正する法律



第140回常会 平成9年3月31日 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法
平成9年4月9日 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律
平成9年5月21日 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律
平成9年5月21日 商法の一部を改正する法律
平成9年5月23日 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律
平成9年5月30日 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律
平成9年6月6日 商法等の一部を改正する法律
平成9年6月6日 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
平成9年6月13日 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律
平成9年6月18日 行政書士法の一部を改正する法律
平成9年6月18日 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
平成9年6月18日 電気事業法の一部を改正する法律
平成9年6月20日 建築士法の一部を改正する法律
平成9年6月20日 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律
平成9年6月20日 電気通信事業法の一部を改正する法律
平成9年6月20日 電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律

第141回臨時会 平成9年12月3日 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律
平成9年12月12日 持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律
平成9年12月12日 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律
平成9年12月17日 医療法の一部を改正する法律
平成9年12月19日 精神保健福祉士法
平成9年12月19日 言語聴覚士法

第142回常会 平成10年5月8日 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
平成10年5月8日 電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律
平成10年5月27日 道路運送車両法の一部を改正する法律
平成10年5月29日 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
平成10年6月12日 建築基準法の一部を改正する法律

第143回臨時会 平成10年9月30日 労働基準法の一部を改正する法律

第145回常会 平成11年5月21日 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
平成11年5月21日 鉄道事業法の一部を改正する法律
平成11年5月21日 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律
平成11年6月23日 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律
平成11年8月6日 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律
平成11年8月13日 商法等の一部を改正する法律

第146回臨時会 平成11年12月17日 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
平成11年12月22日 民事再生法



第147回常会 平成12年4月5日 アルコール事業法
平成12年4月7日 栄養士法の一部を改正する法律
平成12年4月26日 弁理士法
平成12年5月12日 消費者契約法
平成12年5月17日 港湾運送事業法の一部を改正する法律
平成12年5月19日 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律
平成12年5月19日 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
平成12年5月19日 電気通信事業法の一部を改正する法律
平成12年5月26日 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律
平成12年5月31日 商法等の一部を改正する法律
平成12年5月31日 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
平成12年5月31日 保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律
平成12年5月31日 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律
平成12年5月31日 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律
平成12年5月31日 金融商品の販売等に関する法律
平成12年5月31日 会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律

第150回臨時会 平成12年11月29日 民事再生法等の一部を改正する法律
平成12年11月29日 著作権等管理事業法
平成12年12月8日 マンションの管理の適正化の推進に関する法律

第151回常会 平成13年6月8日 弁護士法の一部を改正する法律
平成13年6月8日 倉庫業法の一部を改正する法律
平成13年6月13日 気象業務法の一部を改正する法律
平成13年6月20日 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
平成13年6月20日 石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律
平成13年6月20日 測量法及び水路業務法の一部を改正する法律
平成13年6月20日 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
平成13年6月29日 商法等の一部を改正する等の法律
平成13年6月29日 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

第153回臨時会 平成13年11月9日 銀行法等の一部を改正する法律
平成13年11月28日 商法等の一部を改正する法律
平成13年11月28日 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
平成13年11月28日 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
平成13年12月12日 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律

平成13年12月12日
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に
伴う関係法律の整備に関する法律



第154回常会 平成14年4月19日 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律
平成14年5月29日 商法等の一部を改正する法律
平成14年5月29日 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
平成14年5月29日 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
平成14年6月19日 鉄道事業法等の一部を改正する法律
平成14年6月19日 マンションの建替えの円滑化等に関する法律
平成14年7月12日 建築基準法等の一部を改正する法律
平成14年7月31日 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律
平成14年7月31日 民間事業者による信書の送達に関する法律
平成14年7月31日 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成14年8月7日 食品衛生法の一部を改正する法律

第155回臨時会 平成14年11月22日 警備業法の一部を改正する法律
平成14年11月27日 古物営業法の一部を改正する法律
平成14年12月13日 会社更生法
平成14年12月13日 会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

第156回常会 平成15年5月9日 保険業法の一部を改正する法律
平成15年7月25日 保険業法の一部を改正する法律
平成15年7月30日 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律
平成15年8月1日 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律

第159回常会 平成16年3月31日 弁護士法の一部を改正する法律
平成16年4月16日 クリーニング業法の一部を改正する法律
平成16年5月12日 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律
平成16年5月26日 警備業法の一部を改正する法律
平成16年6月2日 旅行業法の一部を改正する法律
平成16年6月2日 破産法
平成16年6月2日 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第161回臨時会 平成16年12月8日 貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律
平成16年12月8日 金融先物取引法の一部を改正する法律

第162回常会 平成17年4月27日 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
平成17年4月27日 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
平成17年4月15日 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
平成17年5月2日 保険業法等の一部を改正する法律
平成17年5月2日 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律
平成17年5月6日 都市鉄道等利便増進法
平成17年6月10日 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律
平成17年7月26日 会社法
平成17年7月26日 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律



第163回特別会 平成17年11月2日 銀行法等の一部を改正する法律
平成17年11月2日 電波法及び放送法の一部を改正する法律
平成17年11月2日 労働安全衛生法等の一部を改正する法律
平成17年11月7日 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
平成17年11月7日 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律

第164回常会 平成18年3月31日 運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律
平成18年4月1日 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律
平成18年5月19日 道路運送法等の一部を改正する法律
平成18年5月31日 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律
平成18年6月7日 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律
平成18年6月7日 消費者契約法の一部を改正する法律
平成18年6月8日 探偵業の業務の適正化に関する法律
平成18年6月14日 証券取引法等の一部を改正する法律
平成18年6月14日 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成18年6月14日 薬事法の一部を改正する法律

平成18年6月21日
職業能力開発促進法及び中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に
関する法律の一部を改正する法律

平成18年6月21日 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及び労働基準法の一部を改正する法律
平成18年6月21日 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律

第165回臨時会 平成18年12月6日 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律
平成18年12月15日 信託法
平成18年12月20日 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
平成18年12月20日 建築士法等の一部を改正する法律

詳細の条文などについては、（http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_housei.htm）を参照のこと。
本資料は、衆議院のWEBページ、制定法律の一覧（http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_housei.htm）を元に作成


