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〇小坂委員長 それでは︑衆議院憲法調査会等 に
おける調査審議 の経緯等 に つきまして︑御意見を
伺 いた いと存じます︒
まず︑笠井亮君︑よろしくお願 いいたします︒
御着席 のまま で結構でござ います︒
Ｏ笠井議員 日本共産党 の笠井亮 です︒
私は︑二〇〇五年の総選挙後に設置された憲法

そ の安倍政権が︑ 二〇〇七年 の参議院 選挙 で改
憲 ノー の国民 の審 判を受け︑政権投げ 出 し︑ 退陣
を 余儀なくさ れた のは周知 のと おり です︒今 日に
至 るま で︑改憲勢 力が主眼とす る九条改憲を求 め
るような国 民 の声 は︑ ど の世論 調査 でも 一貫 して
少 数 であり︑多数 にな つた こと は 一度 もな いので
あ ります︒
第 二に︑改憲 手続法が︑内容 上 も︑ 不公正 で反
民主的なも のとな って いる こと です︒
国 の最高法規 であ る憲 法 の改 正 は︑主権者 であ
る国 民 の意 思が最大 限 に酌 み尽くさ れ る ことが必

改 憲案 が通 る仕組 みな のであ ります︒ 少数 の国民

調査特別委員会 の委員︑理事会 メンバーとして 一
年半余り︑改憲手続法 の審議に加わ ってきました︒
その経過を改め て振り返りながら︑憲法審査会規
程を つくるべき でな いという ことを強く意見表明
した いと思 います︒
それは︑第 一に︑改憲手続を整備するねら いが︑
九条改憲 の条件づくりにほかならな いからであり
ます︒
当時 の法案提出者は︑改憲手続法は公正中立な

憲 法 を変え て いいのか︒ 私 は︑ この最も根本的な
問 題 を繰 り返し︑ 審議 の中 でも ただ しま したが︑

倒的多数だ った のであ ります︒ にも かかわらず︑

弁護 士連合会や憲法学界な ど から も︑拙速 を避け
徹 底審議を求 め る声が︑法案 への賛 否を超え て圧

お いても︑ 世論調査や新聞 の社 説 でも︑ また 日本

だ から こそ︑ 中央︑ 地方 公聴 会や参考 人質疑 に

と と思 います︒

重大 な問題が浮き彫りにな った ことを御 記憶 のこ

にな っているな ど︑ この法律 の持 つ多 岐 にわた る

憲案 の広報や広告 が改憲推進勢 力 に有利な仕組 み

明 や 国民投 票運動 を不当 に制 限 し て いる こと︑改

そ のほか にも︑ 公務員︑教育 者 の自 由な意 見表

ん でした︒

法 案 提出者 から は︑まともな答 弁 は返 ってきませ

の意 思 しか示さ れな い国民投 票 で︑最高法規た る

か ん にかかわ りな く国民投 票が成 立す る こと にな
つて います︒ 有権者 の三割台︑ 一割台 の賛成 でも

要 不 可欠 です︒ と ころが︑ 手続 法 は︑投票率 のい

ルー ルづくりであり︑改憲の動きとは無関係だと
オウム返しに言 ってきました︒ しかし︑ 二〇〇五
年秋︑特別委員会 の審議が始まるのを待 っていた
か のように︑手続法を つくろうとする政党が︑相
次 いで九条を中心とする改憲案や改憲構想を発表
いた しました︒ そ の中 で︑自民党は︑九条 二項を
削除 し︑自衛軍 の保持ど集団的自衛権 の行使を含
む︑海外での武力行使を可能とする規定を公然と
盛り込んだ改憲案を発表した のであります︒
そ の後︑安倍総理が︑自分 の任期中 の改憲を計
指す︑参議院選挙 の争点にもす る︑ そのため の手
続法だと言明し︑時代にそぐわな い条文 の典型は
九条とまで述 べ︑ みずからの改憲 スケジ ュー ルに
沿 って改憲手続法を強行成立させた のであります﹁
こうした経過から︑何 のため︑だれ のため の手続
法 であるかは明瞭 です︒

審議も不十分なまま強行成立させた ことは︑憲政
史上に重大な汚点を残す結果とな った のでありま
す︒改憲手続法 は︑二重二重に非民主的な欠陥法

だと言わなければなりません︒
国会における改憲 の動きは︑ 一九九七年の憲法
調査委員会設置推進議員連盟 の設立以来︑憲法調
査会︑憲法調査特別委員会と十二年に及び︑改憲
勢力 の周到な準備 のもとに進められてきたかに見
えます︒ しかし︑ いかに国会 で改憲 の機運を盛り
上げようとねら つても︑国民はそれをき っば りと
拒否してきた︑ これが︑ この間 の憲法論議にかか
わ つてきた私 の実感 であります︒
憲法に改正規定がありながら︑手続法がな いの
は立法不作為だと言 って改憲手続法を強行し︑今

度は︑手続法が成立した のに憲法審査会規程を つ
くらな いのは違法だと言 いますが︑今国民が望ん
でいることは憲法改正ではありません︒そう であ
る以上︑憲法審査会規程など つくる必要はな いの
であります︒衆議院として憲法審査会を始動させ
るのではなく︑ そ の根拠法である改憲手続法を廃
上することこそ国民の要求であることを強調し︑
私 の発言とします︒
以上です︒

