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2007.5.15 新聞社説 

 

朝日新聞  

投票法成立―「さあ改憲」とはいかぬ 

 憲法改正の是非を問う国民投票法が成立した。野党第１党の民主党も含め、政党間の幅広い

合意を目指してきたが、結局、自民と公明の与党が野党の反対を押し切った。 

 いまの憲法ができて６０年。初めて国民投票の手続きを定める法律をつくろうというのに、

こんな形の決着になったのはきわめて遺憾である。 

 衆参各院で３分の２の賛成がなければ発議すらできないという憲法改正の規定は、改正にあ

たって国民の幅広い合意形成を要請したものだ。そのルールを定める話なのに、参院選への思

惑といった政党の損得勘定が絡み、冷静な議論ができないまま終わってしまった。 

 最低投票率の問題をはじめ、公務員や教員の運動に対する規制など、詰めるべき点を残した

ままの見切り発車である。１８項目にもわたる付帯決議でそうした問題の検討を続けるとした

が、ならばじっくりと論議し、結論を出してから法律をつくるべきではなかったか。 

 さて、投票法の成立を受けて、安倍首相は７月の参院選で改憲を問う姿勢をますます強めて

いる。 

 そもそも投票法の成立を急いだのも、それが目的だった。中川秀直自民党幹事長は、今度の

選挙で選出される参院議員について「任期６年の間に必ず新憲法発議にかかわることになる」

とまで語り、自民党議員の当選には改憲への信任がかかっているとの考えを示した。 

 改憲の中身として首相が語るのは、自民党が昨年発表した新憲法草案だ。その根幹は９条を

変えるところにあると言っていいだろう。 

 自民党案の９条部分を読んでみよう。 

 ９条２項の戦力不保持や交戦権否認の規定は削除され、代わりに「我が国の平和と独立並び

に国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する」

といった文言が入る。 

 つまりは、現在の自衛隊ではなく、普通の軍隊を持つということだ。自民党は、今後つくる

安全保障基本法で自衛軍の使い方をめぐる原則を定めるとしている。だが、たとえ基本法に抑

制的な原則をうたったとしても、憲法９条とりわけ２項の歯止めがなくなれば、多数党の判断

でどこまでも変えることが可能だ。 

 集団的自衛権の行使に制約をなくし、海外でも武力行使できるようになる。いつの日か、イ

ラク戦争で米国の同盟国として戦闘正面に立った英国軍と同じになる可能性も否定されない

ということだ。 

 首相は憲法を争点にするというのならば、自衛軍を持つことの意味、自衛隊との違いをもっ

と明確に語る義務がある。「戦後レジームからの脱却」といった、ぼんやりした表現ではすま

されない。 

 投票法ができたといっても、自民党草案や自衛軍についての国民の論議は進んでいない。参

院選ではそこをあいまいにすることは許されない。 

 

 

毎日新聞  

国民投票法成立 論憲をいっそう深めよう 

 憲法改正の手続きを定める国民投票法が１４日成立した。憲法が施行されて６０年。手続き

法とはいえ戦後政治が大きな節目を迎えたことは間違いなかろう。 
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 毎日新聞は社説で憲法に改正条項がある以上、国民投票の仕組みを決めるのは当然だと主張

してきた。しかし、手続き法の制定が即、改憲につながるとも考えていない。今後、避けなけ

ればならないのは、具体的、現実的な議論もなしに「改憲か、護憲か」と単純に色分けするよ

うなムードが広がることだ。大切なのは国民が判断するに足る冷静な論議の積み重ねである。 

 国の最高法規である憲法の改正について落ち着いた議論を進めるためにも、私たちはせめて

手続き法は各党が納得ずくで結論を得るのが望ましく、そのためには与党と少なくとも野党第

１党・民主党の合意が不可欠だと再三、主張してきた。その点、参院に審議が移った後も双方

が歩み寄ることがなかったのは極めて残念だ。 

 

 ◇党利党略の結末 

 きっかけを作ったのは安倍晋三首相だ。与党と民主党の実務担当者間では国民投票法には党

利党略は絡めないとの了解があり、昨年末には合意寸前まで来ていた。ところが、首相は今年

１月、改憲を７月の参院選の争点とする考えを表明し、これが、国民投票法を参院選で「安倍

カラー」を打ち出す成果にしようとしているとの野党の批判を招いた。 

 もっと理解できないのは民主党だ。小沢一郎代表は元々、与党と合意する気などなかったと

いうほかない。参院選を控え、ここで合意しては対決姿勢がそがれる。改憲に反対の社民党な

どとの参院選での選挙協力も難しくなる。何より、民主党内で改憲に関して意見が一致してい

ない。小沢氏がこうした党内事情を優先したのは明らかだろう。 

 ちぐはぐさを象徴したのが、参院審議に入って突然、民主党の議員が、一定の投票率に達し

なければ投票を無効とする最低投票率制度の必要性を訴え始めながら、新たに提出した対案に

は盛り込まなかった点だ。最低投票率は導入しないことで実務者間では既に与党と合意してい

る。行き当たりばったりと言われても仕方あるまい。 

 もちろん、国民投票法自体にも課題は残っている。テレビ・ラジオで投票を呼びかける有料

ＣＭは投票２週間前から禁じられるが、メディアの自主性を尊重すべきだとの意見は根強い。

公務員や教育関係者の地位利用による運動は規制されるが、具体的にどんな行動を禁じるのか

も定かでない。 

 国民投票法が施行される３年後まで改憲案は審査、提出できないことになっている。与野党

とも頭を冷やして修正すべき点は修正する作業を続けるべきである。 

 国民投票の投票権者は１８歳以上となった。世界の流れからしても当然のことだろう。これ

に伴い通常選挙の選挙権年齢も今の２０歳以上から１８歳以上とするなど関連法との整合性

も検討していくことになる。民法や少年法などにもかかわる話だ。これも与野党で真剣な審議

が必要だ。 

 改憲の中身についても、きちんと論議を始める時だ。参院議員の任期は６年。７月参院選は

改憲を発議することになるかもしれない議員を選ぶ選挙となる。憲法問題はいや応なしに参院

選の争点となる。焦点はやはり９条だろう。 

 安倍首相は先の特別委で自民党が一昨年秋にまとめた同党の新憲法草案が「党としてはベス

トと考えている」と答弁し、これを参院選で掲げていく考えを示した。 

 草案は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、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」との憲法９条１項は維持し、２項を全面改定して、わ

が国の平和と独立、国・国民の安全を確保するため自衛軍を保持する内容だ。 

 発表時、自民党は現憲法で禁じられていると政府が解釈している集団的自衛権の行使も可能

になると説明したが、明記はしておらず、自衛軍の具体的な活動内容は別の法律で定めること

にしている。では隊と軍はどう違うのか。 
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 首相は国会で「海外で武力行使ができるということか」との質問に対し、草案を読み上げる

だけで明言を避けた。世論調査を見ても憲法問題は国民の関心が決して高いとはいえず、必ず

しも理解が進んでいるとはいえない状況だ。こうした答弁では、ますます国民は判断ができな

くなる。 

 

 ◇押し付け論だけでは 

 安倍首相は集団的自衛権に関する懇談会も設置している。行使ができると解釈変更した場合、

さらに憲法改正してどうしたいのか。そこも不明だ。改憲案は関連する項目ごとに区分して発

議することになったが、全面改正といえる自民党草案を、どんな手順で発議していくのかも分

からない。 

 首相が参院選の争点にするというのなら「押し付け憲法だから」とか、「時代に合わないか

ら」といった抽象論ではもう済まない。分からぬことが多いままで、賛成か反対かで世論を二

分するのではなく、いかに国民のコンセンサスを作っていくかが重要なのだ。どんな国にした

いのか、それが国民にどう影響を及ぼすのか。地道に議論を重ね、国民の判断を仰いでいく。

それが毎日新聞が提唱してきた論憲の意味である。 

 民主党も論戦から逃げてはならない。昨年末には専守防衛の原則を確認する一方で、国連の

平和活動には積極参加するとの基本方針をまとめているが、改憲の必要はないということなの

かどうか。党内議論を進めるべきだ。 

 結論を急げというのではない。だが、憲法問題が新たな段階に入ったことを正面から受け止

めたいと思う。私たちもいっそう議論を深めていきたいと考えている。 

 

 

読売新聞  

国民投票法成立 新憲法へ具体論に入る時だ 

 憲法制定以来、６０年以上も放置されてきた憲法体制の欠陥がようやく是正された。 

 憲法改正の手続きを定める国民投票法が、自民、公明の与党などの賛成多数で可決、成立し

た。国民の主権行使の中で最も重要な憲法改正にかかわる主権を行使することができるように

なる。 

 国際情勢や日本の安全保障環境の劇的な変貌（へんぼう）、日本の経済・社会の根本的な変

化など、今日の内外の姿は、憲法制定時には想像すらできなかったものだ。しかも、今後さら

に大きな変化の波を乗り切っていかねばならない。 

 

 ◆憲法審査会の責務◆ 

 その指針となる新憲法を定めるための重要な基盤が整ったと言える。 

 国民投票法は本来、与野党が対立する性格のものではない。民主党の小沢代表が、夏の参院

選に向けて与党との対決姿勢を打ち出し、国民投票法を与野党対立に巻き込んだのは残念なこ

とだ。 

 参院本会議での採決の際、民主党の渡辺秀央元郵政相が、「政治家としての信念」として賛

成した。民主党には、本心では同様の立場に立つ議員が、少なくないのではないか。不毛な対

立から一刻も早く抜け出すべきである。 

 参院選後の臨時国会から、衆参両院に憲法審査会が設置される。法施行は公布から３年後と

され、その間、憲法改正原案の提出はできない。だが、法施行後、速やかに改正作業に入るこ

とができるよう、具体的な論点を整理することは、審査会に課せられた最重要課題だ。 
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 安倍首相は、参院選で、自民党が２００５年に公表した条文形式の「新憲法草案」を有権者

に問う、と言う。民主党は「憲法提言」を発表し、公明党は「加憲」を主張しているが、いず

れも未（いま）だに条文の形にはなっていない。 

 もはや「憲法改正の是非」ではなく、変えるとすれば、どこをどう変えるのかを論じるべき

時だ。その観点から、民主、公明両党も条文化を急いでもらいたい。各党が具体的な改正案を

明示し、憲法改正原案の基本となる要綱策定の作業を促進することが大事だ。 

 関連の法整備にも早急に着手する必要がある。 

 国民投票の権利を持つのは「日本国民で年齢満１８年以上の者」とされた。これに伴い、付

則第３条は、法施行までの間に、選挙権年齢、成年年齢をそれぞれ２０歳以上と定めている公

職選挙法及び民法その他の法令を検討し、「必要な法制上の措置を講ずる」としている。 

 

 ◆１８歳投票の法整備を◆ 

 国会図書館の調査では、米英仏独など欧米はもちろん、ロシアや中国も含め、１８６国・地

域のうち１６２国・地域が、１８歳以上だ。これが世界の標準だ。１８歳以上とするのは自然

なことだ。 

 人口減の下で、国の将来への若い世代の責任意識を高めることにもなる。 

 無論、法整備は容易ではあるまい。 

 成年年齢を１８歳以上に見直す場合、関係する法律は１００本を超える。国民の権利・義務、

保護など、社会のあり方に大きな影響を及ぼす可能性がある。 

 例えば、１８歳になって犯罪を犯せば、少年ではなく、成人としての刑事責任を負う。実質

的な厳罰化となる。 

 未成年者の法律行為は、原則として法定代理人の同意が要る。１８歳で民法上の契約ができ

ることになれば、若年世代の経済活動の範囲が広がる。それに伴い、責任も負うことになる。 

 広範な影響を考慮し、日本社会のあるべき姿を見据えた検討が必要だ。 

 先の参院憲法調査特別委員会での採決に当たって、自民、公明、民主３党の賛成で付帯決議

を採択した。法施行までの間、憲法審査会で憲法改正上の課題について十分調査することなど

１８項にわたるが、全体として妥当な内容である。 

 与党には、民主党に一定の配慮をすることで、将来の憲法改正での共同歩調の可能性を残し

たい、という判断もあったのだろう。 

 気掛かりなのは、憲法審査会で、法施行までに、いわゆる最低投票率の制度の「意義・是非」

について検討を加える、としている点だ。 

 一定の投票率に達しないと、国民投票自体を無効とする最低投票率制度の導入は、従来、共

産、社民両党などが主張してきた。憲法改正を阻止するための方策という政治的な意図が背景

にある。 

 

 ◆最低投票率は不要だ◆ 

 だが、外国を見ても、最低投票率制度を導入している国は少数派だ。欧米先進国では、米独

には憲法改正に関する国民投票制度はない。フランスやイタリアには、最低投票率の規定がな

い。 

 衆院で否決された民主党提出の国民投票法案にも、最低投票率の規定はなかった。最低投票

率制度の導入にこだわるべきではあるまい。 

 憲法審査会の論議が進めば、有権者は現実の課題として憲法改正に向き合うことになるだろ

う。時代の要請に応えて、新憲法へ、大きな一歩をしっかりと踏み出さねばならない。 
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東京新聞  

国民投票法 ぎらつく『改憲ありき』 

 十八件もの付帯決議の多さが、うさんくささを物語ってはいまいか。改憲の手続きを定める

国民投票法が与党多数の状況下で成立した。「国民の権利確立」と言うには、精緻（せいち）

な詰めをなお残す。 

 「与党の責任を果たした」「与党の成果だ」と、参院本会議での可決・成立後、安倍晋三首

相ら政府・与党の首脳が口をそろえている。 

 もとより改憲の発議には、衆参各議院総員の三分の二以上の賛同を要する。常識的には与党

だけでの発議など困難なことを、わかったうえでのことだろう。 

 首相らがあえて「与党」を力説するところには、目先の参院選へ政権の「実績」をアピール

する思惑が露骨である。改憲、護憲いずれの立場の人であろうとも、憲法に関連する法がその

ように扱われることに疑問なしとしないのではなかろうか。 

 本来ならば党派を超え、静かな環境で丁寧に時間をかけて細部を詰めるべき手続き法であっ

た。さらに言うなら、憲法論議と並行して手続き法を定めてもけっして遅くはなかったのであ

る。そうした私たちの考えは法が成立した今も変わらない。 

 衆院の採決強行に続いて、参院の審議も多くの問題を提起した。それが採決にあたっての十

八件の付帯決議に表れている。 

 たとえば決議は最低投票率の是非を検討するとした。衆参両院に憲法調査会が設置された二

〇〇〇年以来の議論の最後になって、有権者総数のうちのわずかな賛成だけで改憲がなされか

ねない、との疑念が内外から強く指摘されたからだ。 

 決議の中で奇異の思いをぬぐえないのが、憲法審査会での改憲案審議は少数会派にも十分配

慮するとの留意事項だ。あるいは、公務員や教育者の運動規制に意見表明と学問・教育の自由

を侵害しない慎重運用を求めている。民主社会なら当たり前のことが決議されねばならない怪

しさを一体どう考えればよいか。 

 重ねられた公聴会も、結論ありきの流れの中で、公述人の意見がまともに採用された形跡は

ない。審議時間の消化に使われただけ、という印象を持たれたとしても仕方ない。 

 与党は現行憲法九六条の改正条項を具体化したことで「国民の権利が確立した」と誇る。そ

うだろうか。むしろ「改憲ありき」がぎらつくことに世論は慎重な運びを求めたのではないか。 

 新たな局面に入った憲法論議を国民みんなのものにする上で、手続き法も公正公平の観点か

ら常に見直し対象であることを確認したい。改憲へはやる政権に異論を挟む人たちの権利も確

立されなければいけない。 

 

 

北海道新聞  

国民投票法成立＊合意努力なき見切り発車 

 改憲手続きを定める国民投票法が、多くの欠陥を残したまま成立した。 

 安倍晋三首相が執念を燃やす、軍隊を持つ憲法への改憲論議が、この手続き法を前提に新た

な段階を迎える。 

 平和主義を掲げてきた戦後の日本が大きくかじを切ったと言えるだろう。 

 法案は衆院と同様、与野党の一致が得られない中、参院憲法調査特別委員会、本会議とも、

自民、公明などの賛成多数で可決された。 

 与党は首相の強い意向を受けて、参院選という政治日程に絡めて採決を急ぎ、数による決着

へと突き進んだ。 



 6

 国民投票法制定の趣旨は、国民意思を公正にとらえるルールを、どうつくるかにあった。与

野党は、そのために論議を尽くし、幅広い合意を目指す責任があったはずだ。 

 だが、公聴会でも多くの疑問が出され、国民の意見も割れていることが明確になったのに、

それを受けた真摯（しんし）な検討がなされたとは言い難い。 

 国の最高法規である憲法にかかわる重要法が、このような経緯で成立したことは異常であり、

遺憾と言わざるを得ない。将来に禍根を残すものだ。 

 

＊問題点がそのまま残った 

 私たちは、改憲への国民意思を公正に問う上で、法案の中身と審議の過程に問題があると指

摘し、いったん廃案にすべきだと主張してきた。 

 問題点は、数え上げるのに苦労するほどある。 

 極めて重要な議論として、憲法を変えるというのに投票率がいくら低くてもいいのかという

ことがあった。 

 あまりに低い投票率で憲法が改定されるなら、承認自体の正当性が問われる。低投票率はそ

もそも、改憲機運が高まっていないことの表れだろう。 

 ところが投票法は最低投票率規定を持たず、ごく少数の賛成でも容易に改憲を承認できる仕

組みになっている。 

 改憲を発議する側の国会が国民への広報まで担うことや、内容が関連する事項（条文）ごと

の投票では正確な民意が示せない点にも疑問を呈した。 

 このほか、投票までの周知期間が最長百八十日で十分なのかや、公務員の国民投票運動の制

限が意見表明の自由を侵害しかねないこと、資金力のある側に有利になる有料テレビＣＭのあ

り方なども、大事な論点だった。 

 こうした点について、論議は深まらなかった。与野党の合意が得られないのも当然のことだ。 

 

＊参議院の独自性見られず 

 参院特別委では約五十三時間の審議が行われたが、一カ月足らずでせかされるように日程を

消化し、地方公聴会も事実上、聞き置くだけだった。 

 まず成立ありきで進んだと言える。 

 投票法は、投票権者の年齢を十八歳にする法制上の措置についても付則で処理を先送りする

など、完成度の低いものになった。 

 与党と民主党の合意で、最低投票率の是非の検討や、公務員・教育者の投票運動規制の慎重

運用など十八項目の付帯決議も行われたが、それは投票法が欠陥を含んでいることを、立法機

関自らが認めたことにほかならない。 

 ならば、なぜもっと時間をかけて修正を含めた論議を続けなかったのか。与党は「審議が尽

くされた」として中央公聴会の開催にも応じなかった。 

 憲法にかかわる重要法案であってさえ、主張の違いを詰めるより成立を優先し徹底審議をし

ようとしないのでは、参院の良識や独自性は発揮されなかったと言っていい。 

 施行までの間にさらに論議を続け、法改正を行うことも可能だ。不備を認識している以上、

抜本的な見直しを行うことは、国会の責務であろう。 

＊具体的改憲論議に関心を 

 国民投票は改憲の是非一般を問うものではない。そのときの国会が発議する個別の改憲案に、

改正権を持つ国民が賛成するかどうかを問うものだ。 

 見落としてならないのは、強引な成立過程の背後にある、改憲への具体的な動きである。 
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 首相は自民党の「新憲法草案」を基本に改憲を参院選の争点とするとし、戦争の反省から生

まれた九条を「時代にそぐわない」とやり玉に挙げる。 

 草案は、戦力不保持、交戦権の否認を定めた九条二項を削除し、海外でも軍事力を行使でき

る「自衛軍」を保持することをうたっている。 

 投票法の施行は三年後だが、参院選後の国会で両院に憲法審査会が置かれる。改憲案の審

査・提出は法施行まで行わないが、自民党は改憲案骨子や要綱の作成は可能との見解を示して

いる。改憲論議は加速されるだろう。 

 ただ現状では、世論は平和主義の基本である九条の改憲について否定的だ。与党と民主党と

の協調関係も崩れた。すぐに九条改憲に持ち込むことが難しいとなると、その他の条文を先行

する段階的な改憲もあり得る。 

 その場合、各議院の三分の二以上の賛成を必要とする改憲発議の高いハードルを、まず一般

の法律並みの二分の一以上に引き下げ、その上で九条改憲を発議する道筋も想定される。 

 この夏の参院選以降、国政選挙の当選者は投票法施行後の具体的な改憲発議にかかわる可能

性が高い。 

 改憲が選挙の直接の争点か否かによらず、有権者の選択の一つ一つが結果として改憲を方向

づけるようになる。国民の投票行動にも覚悟が必要だ。 

 

 

デーリー東北  

国民投票法が成立 改憲の機運、いまだ熟さず 

 憲法改正の承認手続きを定めた国民投票法が十四日、参院本会議で可決、成立した。戦後の

「五五年体制」当時から最も先鋭的な政治テーマとされ、長く与野党対決の基軸を形成してき

た「護憲か改憲か」という大争点について、国民が主体的に審判を下す法的条件が整ったこと

になる。 

 しかし、成立に至る国会運営は政党の憲法感覚を疑わせるものだった。与野党間のしこりが

容易に解けるとは思えない上、国民の不信感も高まっている。手続き法が制定されたからと

いっても、改憲に向けて一瀉（いっしゃ）千里に突き進むような政治状況が出現したとは言え

ない。 

 国会はまず冷静さを取り戻し、本来の責任を果たすべきだ。次期国会で衆参両院に設置され

る予定の「憲法審査会」で、同法の付則や最低投票率制度の導入など付帯決議に関する調査、

審査を誠実に進め、三年後の施行までに国民の納得のいく法改正を目指すべきだろう。 

 ところが、政治の現場から伝わってくるのは、前のめりの騒々しさばかりだ。同法の成立を

利用して日程を一気に加速させ、なりふりかまわず改憲を急ごうとする自民党が発生源だ。そ

の先頭に、約二カ月後に迫った参院選の争点に改憲を持ち込む考えを繰り返す安倍晋三首相の

姿がある。 

 だが、国政選挙は国民の生活や国の将来に直結する政策課題のトータルをぶつけ合う場であ

り、争点を絞って是非を問うのは議会制民主主義になじまない。もちろん、政権の恣意（しい）

など許されない。二年前に小泉純一郎前首相が断行した「郵政民営化」総選挙などあってはな

らなかった。 

 次の参院選が「改憲の是非」に染め上げられる展開になれば、国民投票のリハーサルと化し、

近い将来に行われるかもしれない国民投票の意義を失わせてしまう。安倍首相の突出によって

破たんした自民、民主、公明の三党提携に代わるべき体制としてささやかれている、「改憲」

を結集軸とする新たな政界再編構想も、耳障りだ。 
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 民主党の党内多数は改憲派であり、与党の自公両党間では改憲への手順に温度差が表面化し

つつある。与野党の内部は一様ではなく、政界再編の下地がないわけではない。 

 しかし、改憲だけを目的とする離合集散はあまりにも便宜的に過ぎる。危険な大政翼賛会的

政治を招きかねない。 

 国民主権の下で憲法を不磨の大典としてタブー視することは禁物だ。だが、日本国民は自ら

の手で憲法を制定した経験や実績を持たないだけに、慎重の上にも慎重さが求められるのは当

然である。 

 その国民の意識を各種世論調査からうかがうと、総論としての「改憲賛成」と、各論の最大

の焦点である「九条堅持」が、混然と同居しているのが特徴だ。ねじれというか、衝突という

か、世論の複雑な内実が読み取れる。 

 この点一つをとってみても、改憲の機運が熟しているとは到底思えない。 

 

 

岩手日報  

国民投票法が成立 この「中身」で大丈夫か 

 国民投票法は、１４日に開かれた参院本会議で与党の賛成多数で可決され、成立した。 

 １９４７年の日本国憲法施行から６０年を経て、憲法九六条に示されながら、具体的な法律

がなかった憲法改正の手続き法が整備されたことになる。これにより、憲法改正が現実味を帯

び、国民一人一人が改正の是非を含めて、憲法の在り方を考えなければならない時期に来たと

いえる。 

 だがもう１つ、この重要な法律が、参院選を２カ月後に控えた時期に与党だけの賛成で成立

した背景を考えざるを得ない。 

 国民投票法は、国会の発議する憲法改正案への賛否を国民に直接問いかける仕組みづくり。

改憲論議とは切り離し、本来はどうすれば適切な国民の意見をくみ取れる内容にするか、与野

党が十分に話し合ったうえで合意を達成すべきだった。 

 その意味で「憲法改正を参院選の争点にしたい」として、与野党対立の中で同法の成立を急

いだ安倍政権の姿勢は厳しく問われなければならない。 

 

 １８にも上る付帯決議 

 法律の内容自体も審議を尽くしたとは言い難い。１８項目におよぶ付帯決議の多さがそれを

物語っている。 

 特に、一定の投票率に達しない場合に投票を無効とする「最低投票率」制度導入の是非は参

院憲法調査特別委員会の中でも最後まで問題点として残った。 

 最低投票率導入を求める議員らは「例えば全体の２５％、３０％という少数の賛成で憲法改

正を承認すれば正当性、信頼性に疑義が生じる」と主張している。 

 一方で、最低投票率を導入することで賛成者が多いケースでも無効となってしまう問題点も

浮上。仮に最低投票率を５０％とした場合、国民の４８％が賛成、１％が反対の改正案も無効

になってしまう。逆に賛成２６％、反対２５％の案は国民のほぼ４人に１人の賛成で有効とな

る。 

 また、投票権者を「１８歳以上」とする法整備や、公務員・教育者の地位利用による国民投

票運動の禁止規定は「何をしていいのか悪いのか、具体的に全くわからない」とあいまいさを

懸念する意見は多い。 

 国民投票法では施行までの３年間は改憲案の提出、審査は行わない－としており、３年間で
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徹底的に議論を尽くし、国民に納得がいく内容整備が求められる。 

 

 解釈改憲先行するな 

 国民投票法成立で憲法論議の焦点は具体的な改正内容の是非に移る。当面、与野党が論議を

交わす場は今秋にも衆参両院に設置される憲法審査会となる。 

 自民党は結党５０年の２００５年に新憲法草案を発表。九条に「自衛軍」の保持を明記して

集団的自衛権行使を容認する方向を打ち出した。 

 安倍首相にとって改憲の主な狙いは、九条改正による日米同盟の双務性強化にある。現行の

憲法解釈で禁じられている集団的自衛権行使に関する有識者会議を設置し、解釈変更により行

使を可能にする検討を進めることを決めたのも、この意向に沿った措置といえる。 

 しかし、各種の世論調査では、改憲賛成は過半数を占めているものの、九条改正には否定的

な意見が多い。集団的自衛権の解釈でも共同通信社が今月実施した世論調査で「今のままでよ

い」とする人が６２％に達した。 

 有識者会議はもともと安倍首相に近い考えのメンバーがほとんどで「結論ありき」とする見

方が多い。法律ができた以上、集団的自衛権行使は解釈変更ではなく、明文改正で対応するの

が筋だろう。 

小笠原裕 

 

 

秋田魁新報  

国民投票法成立 あまりにも急ぎ過ぎだ 

 国民投票法が１４日、参院本会議で可決、成立した。昭和２２年の施行以来、６０年間にわ

たり手付かずだったわが国の憲法の改正手続法が成立するという歴史的出来事である。 

 にもかかわらず、国民の多くは案外クールに受け止めているのではないか。憲法改正といっ

ても、実感を伴って響いてこない。それより日々の生活をどうするかに追われている。 

 こうした生活者としての国民と一部政治家との意識のギャップをまず、指摘しなければなら

ない。 

 だからこそ、国会審議は慎重かつ広範で深みのあるものでなければならなかったはずだ。憲

法は言うまでもなく、国民生活の土台をなす国の最高法規であり、その改正につながる重要な

法律だからである。 

 それを、なぜ今制定しようとするのか。安倍政権は国会審議を通じ、こうした点も国民に分

かりやすく説明する責任があった。 

 現実はどうか。一言でいえば、内容よりも成立時期を優先させたと断じていい。 

 ９条を含む改憲の是非を夏の参院選の争点にしたい安倍晋三首相の思惑を反映した結果で

あろう。任期中の憲法改正を公言する安倍首相は、国民投票法の成立を突破口に改憲へとひた

走ろうとしている。 

 しかしながら、国の根幹にかかわる重要な事柄を、目先の政局にとらわれて急いでいいはず

はない。何より参院憲法調査特別委員会で採択された付帯決議が１８項目にも及んだことは、

裏を返せば審議が尽くされていない証左ではないか。 

 中でも「最低投票率」の問題は重大である。この制度導入の是非をめぐる議論は、導入推進

派にしろ慎重派にしろ、一定の説得力はある。 

 しかし、例えば投票率４０％の場合、有権者の２０％余りの賛成で憲法改正が成立する計算

になる。わずか２０％ほどの民意で国家の重大事が決定することは、どう考えても危うさが払
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拭（ふっしょく）できない。 

 公務員や教職員の地位利用による運動規制にしても、具体的にどんな行為が禁止されるのか。

現在の条文のままではあいまいだ。 

 こうした重要事項は付帯決議として先送りするのではなく、本来はしっかりと審議し、採決

前に固めるべきであろう。これでは後先が逆というものだ。 

 憲法改正案の採決も、「関連する事項ごと」に分けて行うとしているが、どこまで「関連」

するのか、必ずしも明確になっていない。第一、重要法案というのに中央公聴会も開催されな

かったのは、慎重さを欠いた対応と言わざるを得ない。 

 その結果として、憲法学者からも「未完成」と指摘される法律が成立した。強引な国会運営

に終始した安倍首相には今後、厳しい目が注がれるであろう。 

 同法の施行は３年後だが、夏の参院選後には、衆参両院に憲法審査会が設置される。その論

議の行方を注視する必要性はますます高まった。 

 もともと憲法は、権力を縛り、個人の権利を守ることに眼目がある。この意味を、今こそ胸

に刻まなければならない。 

 

 

福島民報  

国民投票法の今後に関心を 

 現行憲法の改正の手続きを定めた国民投票法が成立した。夏の参院選後の臨時国会で衆参両

院にそれぞれ憲法審査会が設置され、具体的な憲法改正のための論点整理に入る。国民投票法

の施行は３年間の凍結期間を置くことになっているため、直ちに改憲が動きだす―ということ

ではないが、長年にわたって政治、経済、外交、防衛などの各面で論議の的になってきたこの

問題が、大きなヤマを越えたようだ。 

 ただし、ここに至る国民投票法成立の経過を検証すると、国論（国民世論）が１つに統一さ

れたとはちょっと言い難いと思われる。今後の具体的な改正作業の中では、法に基づく手続き

に加えて憲法そのものの理念や各条項についてさらに議論を深め、国の将来像を描くのに間違

いのない選択をしていきたい。 

 今年は日本国憲法が施行されてちょうど６０年の節目の年である。いわば“還暦”だというば

かりでなく、安倍首相が先に在任中の改憲実現を目指す考えを表明し、今年の今月３日の憲法

記念日までに国民投票法案の成立を図り、しかもこれを夏の参院選の最大の争点にしようとも

くろんだらしいことから、与野党の国会での対決が先鋭化し、最近の憲法改正に関する論議は

全国的にかつてないほどの盛り上がりとなった。 

 県内でも３日を中心に各政党、団体が憲法をテーマにした街頭演説やパレード、学習会、模

擬投票などを繰り広げた。企画の趣旨はさまざまで、改憲推進派、護憲派それぞれだった。か

つては憲法についてまず論議しようという“論憲”派や創憲、加憲などもあったそうだ。国民投

票法が成立したことでもあるし、憲法と憲法改正問題に寄せる関心をこれまで以上に持ち続け

たい。 

 経済成長や地球規模での環境問題、情報公開と個人情報の保護、冷戦の終結や国際社会で果

たす役割の比重の増大、社会生活の多様化など、この６０年の間に日本を取り巻く情勢は大き

く変化したから、国の基本法である憲法だけが昔のままで良いはずはないが、憲法論議の最大

の焦点は、昔も今もこれからも第９条の「戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認」の条項であろ

う。 

 今となってはうろ覚えなのだが、筆者が中学、高校生のころに教わった日本国憲法の特色は
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国の主権は国民が持っているという主権在民主義、基本的人権の尊重をうたっていること、そ

れに第９条に明文化された平和憲法であること―の３項目だった。平和憲法は特に「世界に冠

たる」と強調された記憶が残るが、昨今のように世界各地で民族紛争や宗教対立が続発し、政

治体制の異なる近隣国がミサイルや核爆弾を抱え込もうとしている時代に、現況に即した条項

といえるのかどうか。 

 同じく中学時代に教わった憲法改正の手続きの説明では、衆参両院の３分の２の議員の賛成

で発議し、国民投票で過半数の賛成が必要だ―との内容だった。これは憲法自体に記されてい

る（第９６条）。これまではこの後半部分が欠けていた。いわば２階はあるが、階段がないよ

うな状態だったわけだ。今回、ようやく階段が作られた。ただし、いずれ２階に上がるにして

も、拙速となることだけは十分に避けたいものだと思う。（渡辺 智衛） 

 

 

神奈川新聞  

国民投票法成立 拙速は許されぬ憲法論議 

 憲法改正手続きを定める国民投票法が、与党の賛成多数で成立した。同法は国民主権を具現

化する極めて重要な法律であり、可能な限り多数の合意で成立させるべきものだった。ところ

が、与党の強引な対応で、与野党が鋭く対立したままの採決となった。 

 最低投票率、最低得票率の検討を先送りにするなど、多くの難題も未解決のまま残された。

十八項目にもわたる異例の付帯決議がそれを物語っている。まさに拙速であり、同法の下で憲

法改正手続きが行われることに大きな懸念を抱かざるを得ない。 

 同法は憲法改正案の提出、審査を三年間「凍結」した。また、今回の採決で自民、公明と民

主が対立。安倍晋三首相が憲法改正を参院選の争点とする考えを表明していることもあり、国

会での憲法改正論議は当面ストップ状態だろう。とはいえ、同法成立で、憲法改正をめぐる動

きが新たな段階を迎えたことは間違いない。新たに衆参両院に設置される憲法審査会で、自公

民三党が「改正案」作成に向けたすり合わせを進めていくことも予想される。 

 共同通信社の世論調査では、憲法改正に賛成は 57％、反対は 34％だった。ただし「九条」

については、改正賛成 26％に対し反対 44％と逆転する。集団的自衛権の行使を禁じた政府解

釈についても、62％が「今のままでよい」としている。国民は、新しい人権の明記などには賛

成だが、九条については現状維持を望んでいる。 

 ところが、自民、民主の憲法改正論議は、九条改正が大きな眼目となっている。米軍の世界

戦略を受け、日米の軍事的一体化が急速に進んでいることが背景にある。国民を置き去りにし

たまま、日本の安全保障政策、平和主義は大きく転換しようとしている。 

 国民は国会の動きを厳しく監視しつつ、日本の針路について徹底した議論を行う必要がある。

米国の世界戦略を金科玉条にし、そこから日本の役割を考えるような米国追従の外交政策に終

始してはならない。米国のイラク戦争の大失敗は、国連の役割、多国間主義の重要性を再認識

させた。日本の平和主義、国連中心主義を発展させる道を考えるべきだ。 

 憲法審査会で最初にすべきことは、イラク戦争の総括である。なぜ日本は米国を批判できな

かったのか。もし九条が変えられていたら自衛隊はイラクで何をしていたか。それは望ましい

ことなのか。徹底的に検証すべきだろう。 

 東アジア情勢も、今後数年の間に大きく変動する可能性がある。米国が柔軟姿勢に転じたこ

とで、米朝の国交正常化、北朝鮮の核廃棄も視野に入ってきている。六カ国協議の行方を注視

しながら、じっくりと時間をかけて、世界の平和と憲法の意義、日本のあるべき姿について考

えていきたい。 
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新潟日報  

国民投票法成立 憲法語り尽くしてこそ 

 憲法改正の是非を国民に直接問う手続きを定めた国民投票法が、十四日の参院本会議で与党

などの賛成多数で可決、成立した。 

 施行から六十年にして初めて憲法改正の手続き法は整った。憲政史の一大転換点である。こ

の歴史的法律が、審議を尽くさぬまま、与党だけの賛成で可決されたことは極めて遺憾である。 

 施行は三年後で、早ければ二〇一〇年秋には国民投票が可能となる。投票法はあくまで手続

き法だ。改憲、護憲の動きに加えて加憲、創憲といった言葉が飛び交っている。国民の意識に

も変化が見られる。 

 憲法改正論議は、今後ますます高まろう。国民はそれと真正面から向き合うことを求められ

る。憲法は「国民主権」をうたう。国民が主人公だという大原則を自覚すべき時だ。 

 自民、公明の与党と民主党は昨年五月、それぞれ投票法案を通常国会に提出していた。継続

審議が繰り返される中で、三党はじっくりと修正協議を重ねてきた。ところが、今国会で与党

側は急に拙速なまでの対応に変わり、三党合意による成立はあっさり崩れた。 

 衆院憲法調査特別委員会での採決は怒号が飛び交う中で強行された。国会が目指した「幅広

い合意」とは一体何だったのか。 

 

☆首相の責任は重大だ 

 手続き法は公正、中立であるべきだ。憲法改正の発議と同じくらい多数の支持を得るのがあ

るべき姿だろう。それが政争の具となった。この責任はひとえに安倍晋三首相にある。 

 任期中の改憲を目指す安倍首相は新年早々、自民党の新憲法草案を参院選の争点にすると発

言した。さらに、五月三日の憲法記念日までに投票法の成立を図るとも述べた。 

 首相は本来、憲法尊重義務を担う立場にある。にもかかわらず、改憲の日程から逆算するか

のように投票法の成立を急いだ。拙速審議は将来に大きな禍根を残したと言わざるを得ない。 

 夏の参院選後に衆参両院に設置される憲法審査会は、投票法の付則で施行までの三年間は

「調査」に専念する。この間は改憲案を国会で審議しないことも決めている。 

 落ち着いた議論を行い、国民に呼び掛ける準備をするという趣旨だ。改憲を参院選の争点に

するという首相のもくろみは前のめり過ぎる。 

 

☆付帯決議は何を語る 

 審議の拙速ぶりは参院の付帯決議の異様な多さにも表れている。成立最優先で与党側が妥協

した側面はある。だが、要は審議が十分でなかったのだ。 

 参院特別委では、最低投票率の導入の是非が最後まで議論となった。与党は投票ボイコット

運動が起きることを懸念して反対した。 

 国民投票では過半数の賛成で改正案が承認される。この分母も「有権者数」ではなく「投票

総数」に決まった。 

 棄権した有権者は権利放棄であり、投票参加者に白紙委任したとの考えは理解できる。しか

し、改憲を判断する材料が乏しいために投票に行かないこともあるはずだ。棄権も民意とみる

べきだろう。 

 何より闊達（かったつ）な論議や国民運動が行われることが重要である。国民の二割、三割

程度の賛成で改正が決まるようでは重大な問題をはらむ。 

 最低投票率は、憲法審査会で施行までに検討することになった。明確なルールづくりに向け

てきちんと論議を尽くすべきである。 
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☆自由な議論が不可欠だ 

 国民投票では原則満十八歳以上が有権者となる。自民党は反対だったが、民主党の要求に応

じた形だ。欧米では十八歳以上に投票権を与えている国が多い。公選法や民法など関係法の改

正が条件となるが、次代を担う若者が国民投票に参加することを歓迎したい。 

 教育現場からは不安や戸惑いの声が出ている。投票法は公務員や教育者が地位を利用して国

民投票の運動を行うことを禁じている。 

 罰則規定はないものの、何が地位利用に当たるかは明らかではない。憲法を教えること自体

がためらわれるという事態にもなりかねない。 

 付帯決議はこの点の明確化を求めているが、当然だろう。大切なのは、国民が自由に声を上

げられるよう配慮することだ。発言や行動を萎縮させる規定は極力排すべきだ。 

 憲法の柱は国民主権のほか平和主義、基本的人権の尊重だ。いずれも、国の内外に甚大な被

害と犠牲をもたらした先の大戦への反省から生まれたものだ。あらためて肝に銘じたい。 

 日本国憲法は「硬性憲法」と呼ばれるように改正手続きのハードルが高くなっている。政権

を握る政治勢力が安易に改正することを防ぐ機能を持たせたからでもある。 

 国会がとことん議論した上で、国民の多数の理解を得る。これが改正の大前提だ。その前段

となる手続き法が、こんな拙速に成立していいはずがない。与野党も国民も、もう一度腰を据

えて憲法を見つめたい。 

 

 

信濃毎日新聞  

投票法成立 政治を厳しく見守ろう 

 国民投票法が成立した。憲法改正の手続きを定めた法律である。 

 憲法を変えるには、衆参各議院の総議員の３分の２以上の賛成で発議し、国民投票の過半数

の賛成を必要とする。憲法は改正手続きをそう定めるものの、国民投票を実際に行うための法

律は整備されていなかった。 

 今の憲法が施行されてから６０年になる。国民投票法の成立により、改正は政治のテーマに

具体的に位置付けられたことになる。論議は新しいステージに立った。 

 憲法は国民の意思を反映すべきものである。時代に合わなくなった規定は見直して当然だし、

国民生活に必要になった条項は新たに盛り込むことを考えていい。その点は、ほかの法律と変

わらない。 

 ただし、憲法は社会の成り立ちの基礎になる。時の政権の都合でころころ変えられるようで

は、役目を果たせない。 

 そこで大事になるのが、改正手続きの組み立て方だ。国民の意思が可能な限り正確に反映さ

れるよう、政治の思惑から離れた安定的、中立的な仕組みにする必要がある。 

 

 ＜論議は生煮え＞ 

 今回は、自民党と民主党が対立する中での可決である。主な原因は安倍晋三首相にある。 

 ことしの年頭記者会見で、改正を夏の参院選の争点にする考えを打ち出し、国民投票法案に

ついての民主党との協議を難しくした。残念な展開をたどってきた。 

 その結果、法律には詰め切れていない論点が幾つも残る。 

 例えば、最低投票率の規定が盛り込まれていないことだ。条文の上では、投票率がいくら低

くても過半数の賛成で憲法は変えられる。例えば投票率が５０％の場合、その半数、つまり有

権者の４分の１の賛成でＯＫだ。一部の国民の意思で改定される結果を招きかねない。 
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 憲法の場合、多くの国が普通の法律よりも変えにくい仕組みにしている。時々の政治家が間

違った判断で、大事な法律を変えてしまう心配がぬぐい切れないからだ。 

 憲法の重みを踏まえれば、最低投票率についてもっと踏み込んだ論議が本来、必要だった。 

 

 ＜「表現の自由」に懸念＞ 

 公務員や教育者に対し地位を利用する国民投票運動を禁じた規定も、問題をはらむ。例えば

国立大学の教員が新聞などの求めに応じ、憲法改正問題を寄稿することも制約を受けかねない。

憲法が保障する「表現の自由」にかかわる。 

 テレビＣＭの規制にも懸念が残る。投票期日の２週間前からは禁止、という規定を逆からと

らえれば、２週間前まではＣＭを流し放題ということになる。カネの力で投票結果を左右しよ

うとする団体が現れないとも限らない。 

 論議が足りない点はほかにもある。▽国会による発議から投票までの期間が「６０日から１

８０日以内」とされているのは短すぎないか▽法案では発議は「関連する事項ごとに」行う旨

がうたわれているものの、何と何が関連すると考えるのかあいまい－などである。 

 参院では投票の対象、投票年齢などについて１８項目の付帯決議が採択された。広い範囲に

わたる付帯決議がなされたこと自体、法案が問題を抱えていることを裏書きする。 

 

 ＜３年間をどう使う＞ 

 法案の中身の前に、基本的な疑問がある。なぜ今、国民投票法を定める必要があるのか。そ

こが分かりにくいのだ。 

 憲法改正の発議には衆参各議院の３分の２以上の賛成を必要とする。国会が改正の是非を国

民に問うときは、国民投票法も問題なく制定できるはずである。 

 なのに安倍首相は民主党との修正協議を振り切って与党案を成立させた。国民投票法を政権

の求心力強化のてこにしようとしていると見なされても仕方ない。 

 公布から３年間は、国会は改正を発議できない決まりになっている。この３年間は重要だ。 

 参院選後の臨時国会で、衆参両院に憲法審査会が設置される。最低投票率やＣＭ規制の問題

について論議を進めることになる。 

 向こう３年間、国会は改憲案そのものは発議できないものの、政党や民間団体が改憲の是非

を論じることには何の制約もない。 

 今の憲法には、時代に合わない面が本当にあるのか。仮に憲法が自衛隊の存在など「現実」

と適合していないとして、変えるのは憲法か、あるいは「現実」の方か。国民の暮らしにとり、

改正はメリットとデメリットどちらが大きいか。深い論議を重ねなければならない。 

 差し当たりは夏の参院選である。憲法を争点に掲げる安倍首相の姿勢には賛否両論あり得る

としても、首相が争点化を明言している以上、改憲論議の行方は選挙の結果に左右される。間

違いのない選択が有権者に求められる。 

 政界再編にも注意が要る。自民党は現状では、単独で３分の２を確保できそうにない。連立

与党の公明党は首相の改憲路線に複雑な目を向けている。民主党を巻き込んだ再編が政治課題

になりそうだ。 

 緊張感をもった論戦の日々が、これから始まる。 

 

 

 

 



 15

北日本新聞  

国民投票法／あいまいさ詰める努力を 

 憲法改正手続きを定める国民投票法が参院本会議で成立した。昭和二十二年の憲法施行から

六十年を経て、九六条の改正条項が初めて整備されることになった。だが、最低投票率導入の

是非など十八項目に上る付帯決議が同時に採択されたことをみても、「再考の府」の参院で十

分な審議がなされたとは到底思われない。国の最高法規改正にかかわる法律であるにもかかわ

らず、拙速の感は否めない。 

 国民投票法は▽投票の対象を憲法改正に限定▽投票権者は十八歳以上（当面は二十歳以上）

▽衆参両院に憲法審査会を設置するが、公布から三年間は憲法改正案を提出、審査しない－な

どが柱になっている。 

 審議過程で焦点になったのは最低投票率の扱いだった。同法には一定の得票率に達しない場

合、投票自体を無効にする最低投票率の規定がない。「低投票率の場合、投票の正当性が損な

われる」「少数の賛成で改憲を押し通す狙いがある」と野党から導入を求める意見が出された。

与党は「（導入すれば）ボイコット運動を誘発する」「憲法で規定されていない」と反論。議論

はかみ合わなかった。 

 公務員や教育者は地位などを利用して投票運動をすることができないとしたことについて

も、どういう行為が地位利用に当たるのか、基準が不明確で、あいまいさが残った。テレビ・

ラジオで投票を呼び掛ける有料ＣＭは二週間前から禁止されるが、どのようなＣＭが規制対象

となるのかといった踏み込んだ議論も聞かれないままだった。詰め切れない多くの問題点を付

帯決議に押し込んだように見える。 

 そもそも国民投票法は主権者である国民の意思を公正に問い、正確に把握するのが趣旨であ

る。それだけに与野党を超えて幅広い合意が必要だった。だが政治的な思惑で混乱に陥ってし

まった。昨年五月に自民、公明両党と民主党がそれぞれ衆院に法案を提出し、三党は共同修正

を目指し協議してきたが、今年初め、安倍晋三首相が「憲法改正を七月の参院選の争点に掲げ

る」と発言したためだ。 

 憲法改正の手続きが三年後から可能となる。改憲は現実の政治課題となった。安倍首相は参

院選で九条改正を盛り込んだ自民党新憲法草案の実現を訴えていく意向だ。衆院通過からわず

か一カ月の成立は短兵急にすぎると感じている国民は多いはずだ。先月末、北日本新聞社が

行った県民アンケートでも、憲法改正を問うスケジュールについては「じっくり論議すべき」

が６０パーセントに上っている。 

 世論の盛り上がりがないにもかかわらず、任期中に改憲を見届けたい首相の「前のめり」の

姿勢が反映され、早期の成立に結びついたと言えないか。 

 参院選後から議論が始まる憲法審査会では、「改正案の骨子や要綱までなら作成可能」との

見解が自民党側から伝わってきている。まずは施行までの三年間で、あいまいなままに持ち越

された多くのことをしっかり詰める必要がある。 

 

 

福井新聞  

「国民投票法」成立 論議不十分で大丈夫か 

 憲法改正手続きを定める国民投票法が成立した。安倍晋三首相の下、ひたすら改憲実現を目

指す自民党内では３年後の同法施行をにらみ、「２０１１年には初めての国民投票が実現する」

との見方が早くも浮上している。果たしてこの法で憲法改正案を問う国民投票がスムーズにい

くのだろうか。 
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 成立した国民投票法はその中身を十分に論議し切ったとは到底いえない。今後の検討課題と

して１８項目もの付帯決議があること自体、法律にもっと詰めるべき問題が残っている証しだ。

憲法の専門家からも「未完成の法律」（江橋崇法政大教授）などと厳しい指摘が出ている。 

 例えば、投票権者の年齢を原則１８歳以上とし、施行までに民法の成年年齢や公職選挙法の

選挙権年齢を現在の２０歳から１８歳に引き下げることを検討する規定が盛られた。これが実

現しないと、国民投票の有権者は２０歳以上になる。 

 日本社会は２０歳以上を大人とする見方が根強く、それを前提にした関係法は公選法、民法

以外にも少年法など「２８本ある」（中山太郎衆院憲法調査特別委員長）。これらの法体系の整

合性を崩さず、国民投票法に直接関係する法律に絞って改正するにしても、施行には容易に間

に合わない。だからといって２０歳以上で実施するようでは条文の意義が問われよう。 

 １８歳以上の場合、高校生も投票権を持つ。自民党の一部には中学、高校での憲法教育充実

を強調する声がある。しかし、間違っても「改憲教育」を持ち込み、いたずらに教育現場を混

乱させるようなことがあってはならない。 

 公務員や教育者の国民投票運動の禁止もあいまいさがぬぐえない。同法に違反しても刑事罰

の対象にはならないが、国家公務員法などで処分される公算が大きい。憲法専門の国立大教授

が講義で改正案を取り上げた場合、言及次第で違反になるのか。憲法尊重義務（憲法９９条）

のある公務員がその立場を周囲に訴えたらどうなるのか、想定されるさまざまなケースに明確

な線引きをするには難しい判断に迫られる。 

 本来なら、これらの問題点を十分論議し、きっちり詰めてから法案の成立に持ち込むのが筋

なのに、今後の検討課題へと持ち越されてしまった。与党には１つ１つの改善に取り組む重大

な責任がある。 

 安倍首相は「自民党は新憲法草案をつくって改正の意思表示をし、９条は変えると決めてい

る。選挙を１つの機会に、私の内閣において憲法改正を考えていきたいと訴えていく」と９条

を含む改憲の是非を参院選の争点にしたいと表明した。集団的自衛権の憲法解釈見直し作業を

本格化させる姿勢を鮮明にしている。 

 首相の「戦後レジーム（体制）からの脱却」は、改憲を最大の政治目標に絞ったといえる。

７月の参院選に続き、国民投票実施までには衆院選も行われる。有権者は改憲の意味と現政権

の方向性をよく見極めた上で、今後の選挙では投票する責任が求められる。 

 

 

岐阜新聞  

国民投票法成立 焦点は改憲に絞られた 

 果たしてこの法律で、憲法改正案の是非を問う国民投票が混乱なく、スムーズに実現するの

だろうか。 

 憲法改正の手続きを定める国民投票法が成立した。安倍晋三首相の下、改憲路線をひた走る

自民党からは、３年後の法施行をにらみ「早ければ２０１１年には初めての国民投票が実現」

との見方も表面化している。 

 しかし、成立した国民投票法は中身を十分に詰め切ったとはいえず、憲法の専門家からは「未

完成の法律」（江橋崇法政大教授）と厳しい評価も出ている。任期中に改憲を見届けたい首相

の「前のめり」の姿勢が投影されているようだ。 

 例えば投票権者年齢。法律では投票権を原則１８歳以上に与えるとし、施行までの間に、民

法の成年（成人）年齢や公選法の選挙権年齢などを現在の２０歳から１８歳に引き下げること

を検討する規定が盛り込まれた。引き下げが実現しないと、国民投票の有権者年齢は２０歳以
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上になる。 

 日本の社会では２０歳以上を成人とする見方が根強い。それを前提にした関係法も公選法、

民法にとどまらず、少年法など「２８本ある」（中山太郎衆院憲法調査特別委員長）といわれ

る。 

 法体系の整合性を損なわずに、直接関係する法律に絞って改正するにしても、施行に間に合

わせるのは容易でない。結局「２０歳以上」で実施するのでは条文の意義が問われるだろう。 

 １８歳以上の場合、高校生も投票権を持つため、自民党の一部に今後「中学、高校での憲法

教育の充実」を強調する向きもある。間違っても「改憲教育」を持ち込んで、いたずらに教育

現場を混乱させないよう、くぎを刺しておきたい。 

 禁止された公務員・教育者の地位利用による国民投票運動も、あいまいさはぬぐえない。国

民投票法では違反しても刑事罰の対象にならないが、国家公務員法などで懲戒処分される公算

が大きいとみられる。 

 憲法担当の国立大教授が講義で改正案を取り上げると、言及の仕方次第で違反になるのか。

憲法９９条で「憲法尊重義務」のある公務員が、その立場を周辺に訴えたりする場合はどうか。 

 想定されるさまざまなケースについて、違反になるかどうかの明確な線引きは可能なのだろ

うか。 

 法の成立を受けて、夏の参院選後にも衆参両院に設置される憲法審査会にもそれはいえる。

施行までの３年間、憲法審査会は調査に専念し、憲法改正原案の提出・審査は行わないことに

なっているが、自民党からは「改正案の骨子や要綱までなら作成可能」との見解も伝わってき

ている。 

 本来であれば、これらの点を詰めてから成立に持ち込むのが筋だが、あいまいなまま今後に

持ち越されてしまった。法制定を推進した与党には、改善策に取り組む重大な責任があること

を指摘しておきたい。 

 安倍首相は、同法制定で改憲への道筋を整える一方、集団的自衛権の憲法解釈見直し作業を

本格化させる姿勢を鮮明にしている。「戦後レジーム（体制）からの脱却」の最大の政治目標

は改憲に絞られたといえる。 

 夏の参院選に続き、国民投票の実施までには衆院選もある。有権者はこの政権の性格を踏ま

えた上で、投票することが求められよう。 

 

 

中国新聞  

国民投票法 まだ整備の余地がある 

 憲法改正の手続きを定める国民投票法が成立した。国の根幹にかかわる憲法への国民の意思

を問う大切な法律なのに、政治的な思惑や党利党略が優先された感は否めない。国民が十分納

得できる議論がされたとは言い難く、拙速な成立は遺憾だ。 

 そのうえ、内容にも不備が多く、整備する余地がある。将来に禍根を残してはならない。国

民一人一人が憲法について冷静に判断する心構えがいる。 

 

 問題点は先送り 

 安倍晋三首相は「十分に議論した結果。憲法九六条で定められた改正手続きについて法的に

整ってきたということだ」と述べた。自民、公明の与党幹部からは、この六十年間、立法府が

手をつけなかった経緯にふれ、法の成立を成果として強調する声が相次いだ。 

 いずれはつくらなくてはならない法律である。私たちはこれまで何度となく慎重で深みのあ
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る議論を求めてきた。しかし、あまりにも不備が目立つ法案に対して「良識の府」である参院

も、なんら修正することなく素通りさせてしまった。問題点が解決されなかったのはきわめて

残念である。 

 それは十八項目もの付帯決議が象徴している。次期国会から衆参両院に設置される憲法審査

会で検討するというが、成立を急ぐあまりに不十分になってしまった。 

 最大の問題は最低投票率制度の規定がないことだ。「制度の意義・是非について検討する」

と付帯決議に盛り込むが、具体的な方策はない。低投票率だと、有権者の一、二割の賛成で改

正される懸念は消えない。 

 テレビなど有料スポットＣＭのメディア規制や公務員、教育者の投票運動規制について、法

案のあいまいさに疑問の声も依然多い。 

 国会の発議から国民投票までの期間が六十日以降百八十日以内と比較的短いのも気掛かり

だ。多数派といえども、短期的な実利を図る憲法改正であってはならない。 

 もともと国民に賛否を問う投票のルールである手続き法は中立的で、与野党の合意で成立す

るのが望ましい。そのため妥協点を探る協議が重ねられてきた。 

 ところが安倍首相が憲法改正を参院選の争点に掲げると表明し、民主党が反発に転じたいき

さつがある。党利党略が前に出て、衆院憲法調査特別委員会での強行採決や、衆参両院本会議

でも賛成多数で成立となった。憲法をめぐり一枚岩ではない民主党や、現憲法を高く評価する

共産、社民両党は押し切られた形だ。 

 成立を受け、安倍首相や自民党幹部は憲法九条の改正を盛り込んだ自民党の新憲法草案に基

づく改憲を参院選で訴える考えを示した。ムードに乗って、一気呵成（かせい）にとのつもり

なのだろうか。 

 

 国民も覚悟いる 

 首相は憲法が敗戦後の米軍占領下で成立した経緯に、我慢できないようだ。このため常々改

憲への意欲を示す。だが、首相らがどんな国づくりを進めようとしているのか、具体的な全体

像が見えないだけに危うさがつきまとう。 

 自民党の新憲法草案は、冷戦後で変わった国際社会の平和と安全の確保への協力を掲げる。

九条を改正し、自衛軍を保持することが明記されている。しかし、「専守防衛」の枠組みが外

れた場合、同盟国の要請に応じて、海外での戦闘行為に加わる可能性も捨てきれない。 

 国民投票法は公布後三年間は憲法改正案を提出、審査できないとする。改正に至る道筋は容

易ではあるまい。それでも参院選など国政選挙の争点になった場合、国民にも厳しい覚悟が求

められる。 

 あのムードに流された「郵政選挙」の二の舞いを演じてはならない。有権者には「憲法改正

まで託したつもりはない」との思いがあるかもしれない。だが、現実には、あの結果が国民投

票法の成立に少なからず結び付いたのだから。 

 

 

山陰中央日報 5/16  

国民投票法成立／あまりに検討課題が多い 

  憲法改正の手続きを定めた国民投票法が成立した。改憲路線を突っ走る自民党からは、三

年後の法施行をにらみ「早ければ二〇一一年には初めての国民投票が実 現」との見方も出て

いる。果たして、この法律で憲法改正案の是非を問う国民投票が混乱なく、スムーズに実現す

るのだろうか。 
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 成立した国民投票法は中身を十分に詰め切ったとはいえず、憲法の専門家からは「未完成の

法律」（江橋崇法政大教授）と厳しい評価も出ている。 

 例えば投票権者年齢。法律では投票権を原則十八歳以上に与えるとし、施行までに民法の成

年（成人）年齢や公選法の選挙権年齢などを現在の二十歳から十八歳に引き下げることを検討

する規定が盛り込まれた。引き下げが実現しないと、国民投票の有権者年齢は二十歳以上にな

る。 

 日本社会では二十歳以上を大人（成人）とする見方が根強く、それを前提にした関係法も公

選法、民法にとどまらず、少年法など「二十八本ある」（中山太郎 衆院憲法調査特別委員長）

といわれる。法体系の整合性を損なわず、直接関係する法律に絞って改正するにしても施行に

間に合わせるのは容易でないし、結局「二十歳以上」で実施するのでは条文の意義が問われる

ことになる。 

 別の心配もある。十八歳以上の場合、高校生も投票権を持つことから自民党の一部には今後

「中学、高校での憲法教育の充実」を強調する向きもある。それを口実に「改憲教育」を持ち

込み、いたずらに教育現場を混乱させないよう、くぎを刺しておきたい。 

 禁止された公務員・教育者の地位利用による国民投票運動についても、あいまいさはぬぐえ

ない。国民投票法では違反しても刑事罰の対象にならないが、国家公務員法などで懲戒処分さ

れる公算が大きいとみられる。 

 憲法担当の国立大教授が講義で改正案を取り上げると、言及の仕方次第で違反になるのか。

憲法九九条で「憲法尊重義務」のある公務員が、その立場を周辺に 訴えたりする場合はどう

か。想定されるさまざまなケースについて、違反になるかどうかの明確な線引きは可能なのだ

ろうか。 

 法の成立を受けて、七月の参院選後にも衆参両院に設置される憲法審査会にも、それはいえ

る。施行までの三年間、憲法審査会は調査に専念し、憲法改正原案の提出・審査は行わないこ

とになっているが、自民党からは「改正案の骨子や要綱までなら作成可能」との見解もある。 

 本来であれば、これらの点を詰めてから成立に持ち込むのが筋だが、あいまいなまま今後に

持ち越されてしまった。法制定を推進した与党には、改善策に取り組む重大な責任があること

を指摘しておきたい。 

 安倍首相は同法制定で改憲への道筋を整える一方、集団的自衛権の憲法解釈見直し作業を本

格化させる姿勢を鮮明にしている。「戦後レジーム（体制）からの 脱却」の最大の政治目標は

改憲に絞られた。夏の参院選に続き、国民投票の実施までに衆院選もある。有権者は、この国

の行く末に思いをはせ、進路を誤ること がないよう慎重に一票を投じよう。 

 

 

徳島新聞  

国民投票法が成立まだ多くの課題がある 

 憲法改正手続きを定めた国民投票法案が十四日、参院本会議で可決され、成立した。 

 一九四七年の憲法施行から六十年。憲法改正を定めた九六条を受けた改正手続き法が初めて

整備され、体系的な法として完成したことになる。三年後に施行される。 

 国民投票法は＜１＞適用を憲法改正だけに限定＜２＞投票権者は十八歳以上（当面は二十歳

以上）＜３＞公布から三年間は憲法改正案を提出、審査しない－などの内容だ。 

 夏の参院選後の臨時国会で、衆参両院に憲法改正案を審議できる「憲法審査会」を設置し、

投票法で積み残された具体的な基準の明確化や関連法の整備について議論する。 

 舞台は「憲法審査会」に移る。憲法改正が現実的なテーマになっただけに、各党とも改憲に
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どういう姿勢で臨むのか、国民を巻き込んだ議論をしっかりと深めてもらいたい。 

 投票法は、これまでの国会論議を踏まえ、自民、公明の与党が民主の意見を取り入れた修正

案を提出、可決した。しかし、双方にはまだ隔たりがあった。それを詰めず、成立を急いだの

は残念である。 

 その妥協策として、十一日の参院特別委で自民、公明、民主が十八項目に及ぶ投票法の付帯

決議を可決した。数の多さからして、課題が積み残されたことを示すものだ。審議が尽くされ

ていない証しでもある。 

 付帯決議では、国民投票の対象・範囲について、憲法審査会で十分な検討を加え、適切な措

置を講じるよう努めるとしている。その上で、最低投票率制度、十八歳以上とする投票権者の

民法などとの整合性、公務員・教育者の国民投票運動の規制などについて議論し、法整備も含

め検討する。 

 最も重要なのが、最低投票率の設定だろう。投票は「賛成」「反対」の文字を丸印で囲む方

式が取られるが、投票の成立ラインをどこに設けるのか、棄権者を消極的な反対・賛成のどち

らに考えるのか、考慮しないのか、まだまだ議論の余地がある。低投票率であれば、国民の多

数の意見が反映されないまま改憲が決まる可能性もある。 

 また、投票権者を十八歳にすることで、刑法や民法などの関連法は約三十あるとされる。見

直しが済まなければ、二十歳以上のまま据え置かれる。さらに、公務員の運動は、与党は制限、

民主はできるだけ自由という立場だ。付帯決議は「意見表明・運動が委縮、制約されることの

ないよう運用する」としているが、合意できるかどうか。インターネットの活用はまったく触

れられていない。解決しなければならない課題が山積している。 

 改憲論議は、一九九七年に超党派の憲法調査推進議員連盟が設立。二〇〇〇年に両院で憲法

調査会が設置され、曲折はありながらも議論が進められてきたといえる。 

 だが、安倍晋三首相が今年初め、憲法改正を参院選の公約に掲げるとしたことで、野党は対

立軸を示さざるをえず、共同歩調が崩れ、先行きは極めて不透明な状態になった。 

 憲法は、わが国のかたちを決めるもので、改憲に関しては、国民の総意に基づいた結論が導

き出せる制度を目指すべきだ。 

 そのために、冷静な状態で国家のあるべき姿を丁寧に議論する必要がある。それが国会の責

務であり、国民も求めている。 

 憲法審査会は、拙速を避けるべきだ。中立・公正な手続き法の制定に全力を挙げてもらいた

い。 

 

 

愛媛新聞  

国民投票法成立 不十分な審議で禍根を残した 

 憲法改正の手続きを定めた国民投票法（憲法改正手続き法）が成立した。憲法施行から六十

年を経て、大きな節目を迎えたといえる。 

 国民投票法の施行は公布から三年後で、その間は改憲案の提出や審査は行わない。が、具体

的論議が進むのは避けられず、改憲問題が現実に国民に突きつけられることになろう。 

 安倍晋三首相は任期中の改憲実現を再三にわたって訴えており、今夏の参院選でも九条を含

む改憲の是非を争点としたい考えだ。国民投票法成立はそうした首相に追い風となる。 

 それほど重要な法律なのに、与党が強引に押し切った形で、十分に内容を煮詰めることがで

きなかった。将来に禍根を残したのは確かだ。 

 「未完成の法律」と評する識者がいるように、あいまいな点の多い法律であり、これで公正
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な投票が実施できるのか、国民の真意を正確に把握できるのか、疑問もつきまとう。 

 例えば議論の的になった最低投票率の問題がある。国民投票で改憲賛成が過半数を超えたと

しても、極端に投票率が低ければ民意を正確に反映したものとは言いにくい。もっともな主張

である。 

 その一方、では最低投票率をどの水準に設定するかという難問が出てくる。最近の各種選挙

は投票率が低下傾向にあり、あまりに厳しい水準設定は現実的でなかろう。 

 「棄権も有権者の意思」という慎重論もそれなりの説得力を持っているだけに、導入の是非

については時間をかけて十分論議すべきだ。 

 公務員、教職員は「地位を利用した国民投票運動」をしてはならないという規定もある。ど

こからが「地位利用」に当たるのか、境界線は非常にあいまいだ。罰則は設けられなかったも

のの、自由な議論を抑圧する恐れが強く、恣意（しい）的な運用がされないよう明確な歯止め

をかける必要がある。 

 投票年齢にしても十八歳以上としたが、公選法の改正など必要な法整備が済むまでは従来通

り二十歳以上のままである。自民党内には年齢引き下げに根強い慎重論があるといわれ、本当

に十八歳以上になるのか心もとない限りだ。 

 不十分な点はほかにもある。こうした制度内容のままで改憲論議だけが突っ走るようなこと

があってはなるまい。中身をじっくり練り直すべきだ。 

 今回の国民投票法をめぐっては与党と民主党が共同修正案づくりの協議を進めてきたが、最

終段階になって決裂した。安倍首相が改憲を参院選の争点にすると表明したことや、民主党の

小沢一郎代表が与党との対決姿勢を鮮明にして共同案作成を拒否したためだ。 

 改憲をめぐる与党と民主党の協調体制は崩れた格好であり、今後の見通しは不透明だ。場合

によっては政界再編もあり得るだろう。予断を許さない状況が続く。国民の側も一人一人が憲

法について真剣に考え、的確な判断を下していきたい。 

 

 

西日本新聞  

憲法の意味考える契機に 国民投票法成立 

 日本国憲法が施行６０年を迎えた節目の年に、憲法改正手続きを定めた国民投票法が成立し

た。 

 この国の戦後の歴史は、「護憲」か「改憲」かをめぐる２つの思想潮流のせめぎ合いに彩ら

れてきたものの、つい最近まで、改憲が具体論として語られることはほとんどなかった。 

 だが、自民党が一昨年秋に新憲法草案を取りまとめたのに続いて、安倍晋三首相は戦後の首

相としては初めて、改憲を政治日程に乗せる意向を表明した。 

 首相は夏の参院選で、改憲を争点にする考えも示している。 

 そうした政治状況のもとで国民投票法が成立したことは、憲法改正が現実的なテーマになっ

てきたことを意味する。 

 作家の高村薫さんは本紙に寄せた社会時評の中で、こう書いている。 

 「この６０年、私たちにとって憲法は、ほとんど空気のようにそこにあり、時代に合うか否

かを考えることもなかった」。国民の多くが、同じような感慨を抱いているに違いない。 

 現行憲法は日本の歴史上初めて、主権在民と基本的人権の尊重を国家の最高法規として明文

化し、先の戦争への反省から、高らかに戦争の放棄を宣言した。 

 その精神が、今日の日本の平和と繁栄に寄与したことは間違いない。 

 そうした憲法が空気のように無意識に受け入れられていた時代は、幸福な時代だったともい
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える。 

 だが、改憲が現実味を帯び始めた今、私たちは憲法に対して無自覚では済まされない。 

 現行憲法が国民に保障した諸権利や、その平和主義がもたらした繁栄の意味をあらためて見

つめ直し、あえて憲法を変える必要があるのか、変えるならどこをどう変えるのか、私たち１

人１人が真剣に考えるべき局面を迎えた。 

 自民党の新憲法草案は、戦力不保持を定めた９条２項を全面改正し、自衛軍の保持を明記し

ている。 

 近年の日米軍事同盟強化の流れの中で、自衛隊を普通の軍隊と位置付け、その活動範囲を拡

大していく狙いが込められているのは間違いない。 

 憲法は本来、権力の乱用を封じ、主権者である国民の権利を守るためのルールであるはずだ

が、改憲論者たちの間では「国民の義務をもっと明確に書き込むべきだ」との声も強い。 

 そうした方向が、私たち国民にとって有意義なことなのか、不利益をもたらすことはないの

か、自分自身の問題として考えてみる必要がある。 

 もちろん、憲法は国民のものであり、国民多数が欲するなら変えて当然だ。 

 ただ、憲法を変えることは国の姿を変えることを意味し、ひいては私たちの日々の暮らしの

ありさままでも変える可能性をはらんでいることを、肝に銘じておかなければならない。 

 

 

佐賀新聞  

国民投票法成立 憲法論議を深めよう 

 憲法改正の手続きとして必要な国民投票法案が、参院本会議で可決、成立した。これで有効

投票総数の過半数があれば改正が可能となった。焦点は憲法９条である。国民１人１人が内容

をよく知った上で、変えた方がいいかどうか、論議を深めたい。 

 日本国憲法第９６条には、憲法の改正には衆参両議院で３分の２以上の賛成が必要であるこ

とと、特別の国民投票で過半数以上の賛成が必要なことが明記されている。ところが、国民投

票を行うための法律がなかった。 

 それは、これまで憲法を変えようとする動きがあっても「護憲派」の反対意見が強く、立ち

消えになっていたからだ。国民にも戦争に対する嫌悪感が強かった。 

 なぜ、憲法施行から６０年もたって改正の動きが出てきたか。憲法は９条で「陸海空軍その

他の戦力は、これを保持しない」とうたっているが、自衛隊の存在と現実的に矛盾が生じてき

たからだ。改憲派は集団的自衛権行使禁止の解釈が、国連軍などへの自衛隊派遣の足かせとも

なっている、と主張する。 

 安倍晋三首相は「戦後レジーム（体制）からの脱却」という表現で、憲法改正に並々ならぬ

意欲を見せている。米国の押し付けでない、日本人が発案した憲法でありたいとしている。民

主党も憲法の改正自体には賛成しており、両議院の３分の２以上の賛成も実現性を帯びてきた。 

 しかし、共同通信社世論調査などでは、憲法改正に賛成が反対を上回ってもいるが、９条に

関しては今のままでよいという意見が多い。 

 国民投票法のポイントは、【１】投票権者は１８歳以上の日本国民（選挙権年齢が引き下げ

られるまでは２０歳以上）【２】有効投票総数の過半数の賛成で承認【３】公務員や教育者の

地位を利用した運動は禁止【４】施行は公布から３年後―などである。 

 特に問題となったのは、過半数の賛成に、最低投票率を設けなかったことだ。もし、投票率

が低ければ少数の意見で憲法改正が決まることになる、と危惧（きぐ）する意見があった。し

かし、これは賛成派か反対派のどちらかが有利になるというものでもない。 
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 マスコミの責任も重大である。国民の大多数が意思を表明できるように、冷静で中立的な報

道を心がけねばならない。郵政民営化を争点とした解散総選挙では、マスコミが「小泉劇場」

をあおり、刺客と抵抗勢力の図式をつくりあげた。憲法改正では、こうした扇情的な報道があっ

てはならない。 

 ドイツは憲法改正のために、国民投票を必要としない。上院と下院のそれぞれ３分の２の賛

成があればよい。ナチス時代にヒトラーは国民投票でオーストリア併合を決めた。ドイツ国民

の大多数が賛成した。こうした苦い経験から、国民投票を封印している。 

 当時のドイツ国民が愚かだったということではない。ナチスの情報操作が、国民を扇動した

のだ。多数決は、時として誤った方向に導かれやすい。マスコミは冷静に情報を伝えたい。 

 自民党の改憲案は、もし北朝鮮が米国に向けてミサイルを放ったら、それを撃ち落とすこと

が可能な集団的自衛権の行使を念頭に置いている。公明党は集団的自衛権行使には反対だ。民

主党内にもさまざまな意見がある。 

 改憲を参議院選挙の争点としたりするのではなく、憲法のどこをどう変えるのか、国会で

しっかり議論し、内容を国民に分かりやすく示してもらいたい。（園田 寛） 

 

 

熊本日日新聞  

国民投票法成立 今後の協議が難しくなった 

 自民、公明両党が提出した憲法改正手続きを定める国民投票法（憲法改正手続き法）が十四

日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。 

 憲法施行から六十年、改正のための具体的な手順が初めて整備された。安倍晋三首相は在任

中の改憲実現に意欲を示し、七月の参院選で自民党新憲法草案を軸に改憲を訴えていく意向だ。

憲法改正はいつの間にか現実の政治課題として急浮上した。 

 憲法九六条は改正について衆参各院の総議員の三分の二以上の賛成で発議し、国民の過半数

の賛成で承認すると規定している。規定に沿って法整備をするのは当然だろう。だが、内容よ

りも成立時期を優先したような国会審議を見る限り、幅広い合意づくりに努力したとはとても

言えず、今後の協議を困難にしたとの印象である。 

 同法の内容は（１）国民投票の対象を憲法改正に限定（２）投票権者は十八歳以上の日本国

民（当面は二十歳以上）（３）両院に憲法審査会を設置、公布から三年間は改憲案を提出、審

査しないなどが柱だ。参院の論議では、最低投票率制度の是非が最後まで問題となったが、こ

の問題の検討を含め、投票権者の年齢を十八歳に引き下げる法整備など、今後の課題として十

八項目に上る付帯決議を採択した。付帯決議の多さを見ても、問題先送りで論議が尽くされた

とは思えない。 

 与党と民主党は昨年五月、それぞれ独自案を提出、共同修正を目指して協議してきた。国の

最高法規の改正にかかわる最重要法案であり、「与野党を超えた幅広い合意が重要」との共通

認識があった。しかし、首相が今年一月に改憲を参院選の争点にする発言をしたことに野党が

反発、協議は破たんした。首相はできる限り合意を得るよう努力すべきだったのに、続いてい

た協議を壊してしまった。その責任は重い。一方、共同修正を拒否した民主党の小沢一郎代表

の責任も問われよう。 

 今年一月の共同通信社の全国電話世論調査では、通常国会の最重要テーマとして「憲法改正」

を挙げた人は３・１％しかいなかった。国民の関心は極めて低かった。憲法は国民が権力を委

ねるにあたって権力側を縛るものだ。縛られる側の首相が改憲の旗を振る姿は、憲法に基づい

て政治を行う立憲主義からも疑問である。 
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 参院選の争点にする理由は何なのだろう。党内の意見がまとまっていない民主党に揺さぶり

を掛ける狙いもあるのではないか。憲法が政争の駆け引きに使われるとしたら不幸なことだ。

こうした強引とも思える手法で将来、改正の合意が得られるのだろうか。 

 同法成立で論議の主舞台は両院に設置される憲法審査会に移る。三年間は改憲案の提出、審

査は凍結されるが、与党は直ちに調査に着手する構えだ。 

 首相は「戦後レジーム（体制）からの脱却」を掲げ改正へひた走る。野党の力量が問われる

場面でもある。政治の流れがどうあれ、最終的に決めるのは主権者の国民である。六十年を迎

えた憲法をどうするのか、厳しく政治を見つめ一人ひとりが真剣に考えたい。 

 

 

宮崎日日新聞  

国民投票法成立 あいまいさ多くぬぐえぬ疑問 

 「郵政解散」で巨大化した与党が、改憲にあと一歩のところまで押し切った、というのが率

直な印象だ。 

 憲法改正の手続きを定める国民投票法が１４日成立した。 

 安倍晋三首相の下、改憲路線をひた走る自民党からは「早ければ２０１１年には初めての国

民投票が実現する」という勇ましい声も出ている。 

 しかし、成立した国民投票法は中身を十分に詰めたとは到底言い難く、憲法の専門家からは

「未完成の法律」という厳しい評価も出ている。 

 任期中に改憲を見届けたい安倍首相の「前のめり」姿勢が理由だとしたらこれほど不謹慎な

ことはない。 

 

■改憲教育導入の恐れ■ 

 問題はいくつもある。例えば投票権者年齢だ。 

 法律では投票権を原則１８歳以上に与えるとし、施行までの間に、民法の成年（成人）年齢

や公選法の選挙権年齢などを、現在の２０歳から１８歳に引き下げることを検討する規定が盛

り込まれた。 

 引き下げが実現しないと、国民投票の有権者年齢は２０歳以上になる。 

 日本の社会では２０歳以上を成人とする見方が根強い。これを前提にした関係法も公選法、

民法にとどまらず、少年法など数多くあると言われる。 

 法体系の整合性を損なわずに、直接関係する法律に絞って改正するにしても、施行に間に合

わせるのは容易ではなく、結局「２０歳以上」で実施するのでは条文の意義が問われる。 

 別の心配もある。１８歳以上の場合は高校生も投票権を持つ。自民党の一部には今後「中学、

高校での憲法教育の充実」を強調する向きもある。 

 間違っても「改憲教育」を持ち込んで、いたずらに教育現場を混乱させないよう、くぎを刺

しておきたい。 

 

■見えぬ明確な線引き■ 

 禁止された公務員・教育者の地位利用による国民投票運動についても、あいまいさはぬぐえ

ない。 

 国民投票法では違反しても刑事罰の対象にならないが、国家公務員法などで懲戒処分される

公算は大きい。 

 憲法担当の国立大教授が講義で改正案を取り上げると、言及の仕方次第で違反になるのか。 
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 憲法９９条で「憲法尊重義務」のある公務員が、改憲の立場を周辺に訴えたりした場合はど

うか…。 

 想定される多くのケースについて、明確な線引きができるのか疑問だ。 

 法の成立を受けて、夏の参院選後にも衆参両院に設置される憲法審査会についてもそれはい

える。 

 施行までの３年間、憲法審査会は調査に専念し、憲法改正原案の提出・審査は行わないこと

になっている。しかし、自民党からは「改正案の骨子や要綱までなら作成可能」との見解も伝

わってきている。 

 本来ならこれらを詰めてから成立に持ち込むのが筋だが、あいまいなまま今後に持ち越され

てしまった。法制定を推進した与党には、改善策に取り組む重大な責任があろう。 

 安倍首相は同法制定で改憲への道筋を整える一方、集団的自衛権の憲法解釈見直し作業を本

格化させる姿勢を鮮明にしている。 

 「戦後レジームからの脱却」の最大の政治目標は、改憲に絞られた。 

 夏の参院選に続き、国民投票の実施までには衆院選もある。有権者はこの政権の性格を見極

める必要がある。 

 

 

沖縄タイムス 5/12  

［国民投票法案］ 民意をくみ取るべきだ 衆参の「数の力」は理不尽 

 参院憲法調査特別委員会は十一日、憲法改正手続きを定める与党提出の国民投票法案（憲法

改正手続き法案）を自民、公明の賛成多数で可決した。 

 先月十三日の衆院通過に続き、十四日の参院本会議で与党の賛成多数で可決され、成立する

見通しだ。 

 国民投票法案は手続き法とはいえ、 

憲法改正、特に「戦争放棄と戦力の不保持」をうたう九条の変更と密接に絡む重要法案である。 

 本来、与野党が民意をくみ取りつつ、十分に審議を重ねて「公正、公平、中立」な制度の実

現に向け合意を達成するのが筋だったはずだ。 

 それが衆参両院とも「数の力」で採決されるのは理不尽であり、極めて遺憾と言わざるを得

ない。 

 参院特別委では「審議は十分尽くした」とする与党側に対し、民主、共産、社民、国民新の

野党四党は「中央公聴会も実施されていない。審議が不十分」と主張し、採択に反対した。 

 しかし、与党が付帯決議をすることで譲歩したことを評価、採決では衆院可決時のような混

乱は回避された。 

 付帯決議は、最低投票率制度の是非の検討や投票権者の年齢を十八歳に引き下げる法整備な

ど、今後の検討課題として十八項目を挙げている。 

 投票権を二十歳以上ではなく、十八歳以上に引き下げているが、国民の意思を確認するため

に行われるのだから、まず投票率が問題となる。十八項目の中で、最も重大な論点といえる。 

 参院の審議では野党側から、一定の投票率に達しない場合は投票を無効とする「最低投票率」

を設けるべきだとの指摘が相次いだ。 

 憲法九六条は、国会の憲法改正の発議について「（衆参両議院の）総議員の三分の二以上の

賛成」と厳格に定める一方で、国民投票の承認については「その過半数の賛成」としている。 

 その過半数とは、実際に投票所に行き、賛成・反対の明確な意思を表示した投票権者、つま

り有効投票の過半数であることは明白だ。 
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 だが、法案には何の制約もない。投票率がどうあろうと有効投票総数の過半数が賛成すれば

改憲案が承認されることになっている。 

 

地方公聴会では賛否両論 

 現憲法には、最低投票率を法律で定めるようには書いていないからという理由で、最低投票

率を設定することは違憲だという主張さえある。 

 しかし、現憲法には国民投票法をつくること自体も明記されていないのであり、それらの解

釈も含めて今後の論点となろう。 

 参院特別委の地方公聴会では、最低投票率について公述人から賛否両論の意見が出された。 

 「投票のボイコット運動で多数決による民主主義が影響されるのではないか」「一部の意思

のみで憲法が変更されると正当性を損なう。少なくとも過半数の投 票が成立要件になるべき

だ」「ボイコット運動などで要求される投票率を超えられないなら、改正の機が熟していない

と判断すべき」などだ。 

 いずれにせよ、最低投票率の定めがないことが大きな問題であり、最低投票率、あるいは絶

対得票率を定めるのは避けて通れないはずだ。 

 公務員や教員がその地位を利用して国民投票に関する運動を禁止するのも問題である。 

 罰則がないとはいえ、「団体の力で学生に影響を与える恐れがある」と運動禁止を支持する

人もいれば、逆に「職種による人権や人格権の否定につながりかねない」との声も強い。 

 

憲法改正、現実の政治課題に 

 法案では、投票日の二週間前まで改憲についての有料意見広告をテレビやラジオに出すこと

が許されている。 

 資金力があればいくらでも改憲の主張がマスメディアを通じて国民にアピールできるわけ

であり、改憲に有利に働くのは明らかだ。 

 今後の論議は、国民投票法成立を受け、七月の参院選後の臨時国会で衆参両院に設置される

憲法審査会に主舞台が移る。 

 三年間は改憲案の提出、審査は凍結され、現行憲法の問題点などの調査が進められることに

なる。 

 安倍首相は「自民党は新憲法草案をつくって改正の意思表示をし九条は変えると決めてい

る」と述べ、憲法九条を含む改憲の是非を夏の参院選で争点としたい考えをあらためて表明し

た。 

 憲法改正が現実の政治課題となり、国民一人一人が真剣に向き合わなければならない局面に

入っている。 
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