日時：２０１８年１０月２１日（日）
会場：かつらぎ体育センター
主催：憲法９条を守る伊都・橋本連絡会

これからの９条改憲ＮＯ！の闘い
～国民投票をみすえた運動を～
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安倍晋三首相による改憲メッセージ（改憲提言）
２０１７年５月３日
◎読売新聞朝刊インタビュー
◎改憲派の集会（公開憲法フォーラム）へのビデオメッセージ
①９条１項、２項を残しつつ自衛隊を明文で書き込む
②高等教育無償化

２ 自民党「改憲４項目」に集約
（１）２０１７年１０月の衆議院総選挙における自民党の「公約」
「自衛隊の明記」、「教育の無償化・充実強化」、「緊急事態対応」
、
「参議院の合区解
消」という４項目を明示した上で、
「初めての憲法改正を目指します」とした。
（２）２０１８年３月２２日 自民党憲法改正推進本部「とりまとめ」
３月２５日 自民党第８５回党大会
３月２６日 自民党憲法改正推進本部「憲法改正に関する議論の状況について」
⇒【資料１】参照
同党憲法改正推進本部は「条文イメージ（たたき台素案）」と言うが。
３ 本命は９条
（１）憲法に自衛隊が明記されていないことの意味
自衛隊が「合憲」であることを政府の側で立証（説明）しなければならない。
①我が国に対する急迫不正の侵害が生じ
②これを排除するために他に適当な手段がなく
③我が国に対する武力攻撃を排除するために必要最小限度にとどまる実力の行使は
「武力の行使」にあたらない。
（旧３要件）
自衛隊は、そのような必要最小限度の実力の範囲内にとどまるので、「陸海空軍そ
の他の戦力」にあたらず合憲である。
（２０１４年６月までの政府解釈）
⇒専守防衛型自衛隊
（２）ところが、２０１４年７月「閣議決定」、１５年９月「安保法制」制定
①我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の
存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白
な危険がある場合において
②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない
ときに
③必要最小限度の実力を行使することは合憲である。（新３要件）
⇒安保法制型自衛隊
集団的自衛権の否定と一体であった自衛隊合憲論の根拠が崩れてしまった。
（３）自衛隊明記の真の目的とは
自民党による「条文イメージ（たたき台素案）」
第九条の二 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保
つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、
法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者
とする自衛隊を保持する。
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②

自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服
する。
ここで明記される「自衛隊」は、
「専守防衛型自衛隊」ではなく、
「安保法制型自
衛隊」。
安倍首相は、改憲メッセージの中で、自衛隊を違憲とする憲法学者や政党の存在
を指摘した上で、「自衛隊の存在を憲法上にしっかりと位置づけ、
『自衛隊が違憲か
もしれない』などの議論が生まれる余地をなくすべきである」などと主張している
が、そこで憲法上に位置付けられる「自衛隊」は、「専守防衛型自衛隊」ではあり
得ず、２０１４年「閣議決定」、２０１５年「安保法制」によって合憲性の理論的
根拠を失った自衛隊（安保法制型自衛隊）を、改めて合憲化するものに他ならない。
（４）「必要最小限度」に惑わされてはならない
自民党憲法改正推進本部が９条についての「条文イメージ（たたき台素案）」を
とりまとめるにあたり、最後まで有力であった別案がある。
「九条の二① 我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つための必要最
小限度の実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総
理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
② 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服
する。」
同党憲法改正推進本部は、「「条文イメージ（たたき台素案）」をたたき台とし、
衆参憲法審査会や各党・有識者の意見や議論を踏まえ、「憲法改正原案」を策定し
国会に提出する。」と明言している。ここで言う「各党」が、主に公明党や日本維
新の会を念頭に置いていることは疑いなく、上記別案が、「各党」とのネゴシエー
ションの末に（「落としどころ」として）、「憲法改正原案」として復活する可能性
は十分にあり得る。
ちなみに、「必要最小限度の」という文言が入ったとしても、「何のための」必要
最小限度なのかが問題であって、「我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全
を保つため」では何の限定にもならない。
４ 緊急事態条項は不要であるばかりか有害で危険
（１）濫用への歯止めがなく、全ては「法律で定めるところにより」
（２）自然災害に限定されていない
（３）国会議員の任期延長は無用かつ有害
（４）自然災害への備えは法律で十分
（５）世界中の憲法に「緊急事態条項」があるというけれど、「緊急事態条項」は戦争
をするためのもの
５

合区解消と教育について

６ 草の根「改憲に向けた動き」
（１）「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の１０００万人「署名」
彼らの署名用紙には、住所だけでなく郵便番号や電話番号を書く欄がある。
（２）「憲法おしゃべりカフェ」
和歌山でも開催されている（実行委員会の所在場所は県神社庁内）
。
（３）全国の神社が改憲派の拠点に
神社本庁・神社庁の指示で神社が改憲署名集め。
７ 発議させないための闘い
（１）「改憲派」とは何か？
公明党は？日本維新の会は？国民民主党は？単純で一色の「改憲派」がある訳では
ない。共闘できる可能性のある者を、「改憲派」だとレッテル貼りをして、わざわざ
「あちら側」に押しやる（排除する）愚は避けねばならない。
（２）世論喚起のために
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①３０００万人署名の達成を
②今まで話しかけたことのない層への働きかけ
③ＳＮＳ活用の抜本的強化
２０１７年総選挙における立憲民主党の公式 Twitter の成果を見習おう。
８ もしも改憲が発議されたら？
（１）国民投票運動は誰でもできる。
（２）公職選挙法は適用されず、
「買収」以外はほとんど罰則もない。
（３）投票期日前１４日間はテレビやラジオのＣＭは流せないが、それ以外の広告は金
さえあれば何でも出来る。
２０１６年７月１０日の参議院通常選挙の当日、自民党が新聞に掲出した大きな広
告を想起して欲しい。同党は全国紙５紙全てに「今日は、日本を前へ進める日。」と
いう広告を出した。
（４）日本会議、神社本庁、青年会議所など、改憲を強力に主導している団体は言うに
及ばず、各種業界団体や企業なども、政党などからの強い要請により、改憲運動のお
先棒をかつぐと見なければならない。
（５）仮に「自衛隊明記」が発議されたら、改憲派は「もしも改正案が否決されたら自
衛隊が無くなってしまう。それでもいいのか？」と国民を脅しにかかると見なければ
ならない。従って、我々も、否決した後の自衛隊についてのイメージをしっかりと持
つべきである。
[第１案]２０１４年７月１日「閣議決定」の前（従前の自民党政権、民主党政権時代
の「専守防衛型自衛隊」に戻る⇒立憲民主党？
[第２案]湾岸戦争（１９９１年）、ＰＫＯ協力法（１９９２年）の前、自衛隊の海外
派遣を一切認めていなかった時代の自衛隊に戻る⇒共産党？
（６）改憲案は「内容において関連する事項ごとに区分」（国会法６８条の３）されて
おり、その改憲案に「賛成」か「反対」かが問われる。そして、１票でも「反対が「賛
成」を上回れば改憲を阻止できる（無効票は棄権と同じ扱いとなる）
。
選挙では野党共闘がうまくいかない地域であっても、結論として「安倍改憲に反対」
であれば、その理由は問うところではない。立憲的改憲論者の国民民主党支持者であ
ろうが、自衛隊違憲論者の共産党支持者であろうが、専守防衛型自衛隊に共鳴する立
憲民主党支持者であろうが、投票所に足を運んで「反対」票を投じてくれれば良いの
である。
「改憲阻止」の共闘が不要ということではなく、その共闘の仕方が、選挙などとは
大きく異なるということである。
（７）４項目まとめて改憲発議される事態となったら、「自衛隊明記」と「緊急事態条
項」に絞って反対運動に注力するという選別が必要になるかもしれない。
（８）「発議させないための運動」は、基本的に「発議された後の運動」にとっても有
効である。
（９）それぞれが得意な分野・方法で訴える。従来型の護憲運動にも自信を持つべき。
その上で、新たな工夫を積み上げる。
例えば、大坂都構想にＮＯの審判をくだした住民投票や、中央からの金・人・物の
大量投入に抗し、様々な立場の住民の意思を結集して勝利を勝ちとった沖縄県知事選
などから学ぶことも多いだろう。
（予告）
安倍改憲阻止！和歌山県民集会（仮称） 企画進行中
日時 ２０１９年１月１９日（土）午後１時３０分～
会場 和歌山県民文化会館大ホール
ゲスト 小林 節氏（慶應義塾大学名誉教授、弁護士）
主催 実行委員会（憲法９条を守る和歌山弁護士の会他共同呼びかけ団体から近日中に
県下の諸団体に参加要請予定）
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【資料１】自民党「改憲４項目」条文素案全文（2018 年 3 月 26 日付・自由民主党憲法
改正推進本部「憲法改正に関する議論の状況について」より）
［自衛隊の明記について］
第九条の二 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため
に必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定める
ところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持
する。
② 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
（※第９条全体を維持した上で、その次に追加）
［緊急事態対応について］
第七十三条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定
を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところ
により、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
② 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会
の承認を求めなければならない。
（※内閣の事務を定める第７３条の次に追加）
第六十四条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又
は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で
定めるところにより、各議院の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を
定めることができる。
（※国会の章の末尾に特例規定として追加）
［合区解消・地方公共団体について］
第四十七条 両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、
行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区におい
て選挙すべき議員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙につい
て、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選
挙区において少なくとも１人を選挙すべきものとすることができる。
② 前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する
事項は、法律でこれを定める。
第九十二条 地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公
共団体とすることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自
治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
［教育の充実］
第二十六条 ①・②（現行のまま）
③ 国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことので
きないものであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであ
ることに鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを
含め、教育環境の整備に努めなければならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しく
は維持のため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これ
を支出し、又はその利用に供してはならない。
※自民党憲法改正推進本部は、この「憲法改正に関する議論の状況について」の末尾（憲
法改正の発議に向けて）において、以下のように述べている。
「憲法改正は、国民の幅広い支持が必要であることに鑑み、４テーマを含め、各党各会
派から具体的な意見・提案があれば真剣に検討するなど、建設的な議論を行っていく。
現在議論中の「条文イメージ（たたき台素案）」は、完成された条文ではなく、この
案をもとに衆参の憲法審査会で党の考え方を示し、憲法審査会で活発な議論が行われる
よう努める。
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「条文イメージ（たたき台素案）」をたたき台とし、衆参憲法審査会や各党・有識者
の意見や議論を踏まえ、「憲法改正原案」を策定し国会に提出する。そのため、衆参憲
法審査会では、これまでの丁寧な運営方針を継承し幅広い合意形成を図るとともに、国
民各層への幅広い理解に努める。
」

【資料２ 現行憲法】
［９条］
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動た
る戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永
久にこれを放棄する。
２ 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦
権は、これを認めない。
［緊急事態条項］
現行規定なし
［参院選「合区」解消等］
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこ
れを定める。
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、
法律でこれを定める。
［教育の充実］
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく
教育を受ける権利を有する。
２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさ
せる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しく
は維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これ
を支出し、又はその利用に供してはならない。
［憲法改正］
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、こ
れを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の
国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要
とする。
２ 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体
を成すものとして、直ちにこれを公布する。

【資料３ 国会法】
第六章の二 日本国憲法の改正の発議
第六十八条の二 議員が日本国憲法の改正案（以下「憲法改正案」という。）の原案（以
下「憲法改正原案」という。）を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわら
ず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要す
る。
第六十八条の三 前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項
ごとに区分して行うものとする。
第六十八条の四 憲法改正原案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、第五
十七条の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員
五十人以上の賛成を要する。
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第六十八条の五 憲法改正原案について国会において最後の可決があつた場合には、そ
の可決をもつて、国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正（以
下「憲法改正」という。）の発議をし、国民に提案したものとする。この場合におい
て、両議院の議長は、憲法改正の発議をした旨及び発議に係る憲法改正案を官報に公
示する。
２ 憲法改正原案について前項の最後の可決があつた場合には、第六十五条第一項の規
定にかかわらず、その院の議長から、内閣に対し、その旨を通知するとともに、これ
を送付する。
第六十八条の六 憲法改正の発議に係る国民投票の期日は、当該発議後速やかに、国会
の議決でこれを定める。
第十一章の二 憲法審査会
第百二条の六 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ
総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関
する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける。
第百二条の七 憲法審査会は、憲法改正原案及び日本国憲法に係る改正の発議又は国民
投票に関する法律案を提出することができる。この場合における憲法改正原案の提出
については、第六十八条の三の規定を準用する。
２ 前項の憲法改正原案及び日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案
については、憲法審査会の会長をもつて提出者とする。
第百二条の八 各議院の憲法審査会は、憲法改正原案に関し、他の議院の憲法審査会と
協議して合同審査会を開くことができる。
２ 前項の合同審査会は、憲法改正原案に関し、各議院の憲法審査会に勧告することが
できる。
３ 前二項に定めるもののほか、第一項の合同審査会に関する事項は、両議院の議決に
よりこれを定める。
第百二条の九 第五十三条、第五十四条、第五十六条第二項本文、第六十条及び第八十
条の規定は憲法審査会について、第四十七条（第三項を除く。
）、第五十六条第三項か
ら第五項まで、第五十七条の三及び第七章の規定は日本国憲法に係る改正の発議又は
国民投票に関する法律案に係る憲法審査会について準用する。
２ 憲法審査会に付託された案件についての第六十八条の規定の適用については、同条
ただし書中「第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」とあるのは、「憲
法改正原案、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」とする。
第百二条の十 第百二条の六から前条までに定めるもののほか、憲法審査会に関する事
項は、各議院の議決によりこれを定める。
※１０２条の９の準用規定が重要
特に、５６条２項本文「議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委
員会に付託し、その審査を経て会議に付する。」が準用されながら、同項ただし書「但
し、特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の
審査を省略することができる。」を準用していないことは重要。これにより、憲法改正
原案が提出された後、議長は必ず憲法審査会への付託を行わなければならず、憲法審査
会での審査を省略することはできないことになっている。
また、１０２条の９第２項により、会期不継続の原則は、憲法改正原案の審査につい
ては適用されない。

【資料４ 日本国憲法の改正手続に関する法律】
第二章 国民投票の実施
第一節 総則
（国民投票の期日）
第二条 国民投票は、国会が憲法改正を発議した日（国会法（昭和二十二年法律第七十
九号）第六十八条の五第一項の規定により国会が日本国憲法第九十六条第一項に定め
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る日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。第百条の二
において同じ。）から起算して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期
日に行う。
２ 内閣は、国会法第六十五条第一項の規定により国民投票の期日に係る議案の送付を
受けたときは、速やかに、総務大臣を経由して、当該国民投票の期日を中央選挙管理
会に通知しなければならない。
３ 中央選挙管理会は、前項の通知があったときは、速やかに、国民投票の期日を官報
で告示しなければならない。
（投票権）
第三条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。
第七節 国民投票運動
（公務員の政治的行為の制限に関する特例）
第百条の二 公務員（日本銀行の役員（日本銀行法（平成九年法律第八十九号）第二十
六条第一項に規定する役員をいう。）を含み、第百二条各号に掲げる者を除く。以下
この条において同じ。）は、公務員の政治的目的をもって行われる政治的行為又は積
極的な政治運動若しくは政治活動その他の行為（以下この条において単に「政治的行
為」という。）を禁止する他の法令の規定（以下この条において「政治的行為禁止規
定」という。）にかかわらず、国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日まで
の間、国民投票運動（憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘
する行為をいう。以下同じ。）及び憲法改正に関する意見の表明をすることができる。
ただし、政治的行為禁止規定により禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、こ
の限りでない。
（投票事務関係者の国民投票運動の禁止）
第百一条 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その
関係区域内において、国民投票運動をすることができない。
２ 第六十一条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位
を利用して国民投票運動をすることができない。
（特定公務員の国民投票運動の禁止）
第百二条 次に掲げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない。
一 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選
挙管理委員会の委員及び職員
二 国民投票広報協議会事務局の職員
三 裁判官
四 検察官
五 国家公安委員会又は都道府県公安委員会若しくは方面公安委員会の委員
六 警察官
（公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止）
第百三条 国若しくは地方公共団体の公務員若しくは行政執行法人（独立行政法人通則
法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。第百十
一条において同じ。）若しくは特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十
五年法律第百十八号）第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。第百十
一条において同じ。）の役員若しくは職員又は公職選挙法第百三十六条の二第一項第
二号に規定する公庫の役職員は、その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に
行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。
２ 教育者（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する学校及び就学前の
子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第
七十七号）に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。）は、学校の児
童、生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行
い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。
（投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限）
第百五条 何人も、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日までの間に
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おいては、次条の規定による場合を除くほか、放送事業者の放送設備を使用して、国
民投票運動のための広告放送をし、又はさせることができない。
第三章 国民投票の効果
第百二十六条 国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第
二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲
法第九十六条第一項の国民の承認があったものとする。
２ 内閣総理大臣は、第九十八条第二項の規定により、憲法改正案に対する賛成の投票
の数が同項に規定する投票総数の二分の一を超える旨の通知を受けたときは、直ちに
当該憲法改正の公布のための手続を執らなければならない。
※投票総数＝憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数

【資料５ 衆参両院の会派状況】
［衆議院（２０１８年１０月１８日現在）
］
定数 ４６６人
欠員 １人
自由民主党
２８３人
立憲民主党・市民クラブ
５７人
国民民主党・無所属クラブ
３８人
公明党
２９人
無所属の会
１３人
日本共産党
１２人
日本維新の会
１１人
社会民主党・市民連合
２人
希望の党
２人
未来日本
２人
自由党
２人
無所属
１３人
※現在の総議員４６５人の２／３は３１０人
［参議院（２０１８年１０月１９日現在）
］
定数 ２４２人
欠員
０人
自由民主党・こころ
１２５人
公明党
２５人
国民民主党・新緑風会
２４人
立憲民主党・民友会
２４人
日本共産党
１４人
日本維新の会
１１人
希望の会（自由・社民）
６人
希望の党
３人
無所属クラブ
２人
沖縄の風
２人
国民の声
２人
各派に属しない議員
４人
※現在の総議員２４２人の２／３は１６２人
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