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2023年 2月 17日～16日～ 

衆院憲法審査会、改憲策動、自民改憲対話集会に首相出席 

 

衆院憲法審、来月２日に自由討議 今国会初開催へ 

時事通信 2023年 02月 16日20時 20分 

国会議事堂 

 衆院憲法審査会は１６日の幹事懇談会で、３月２日に今国

会初の審査会を開き、自由討議を行うことで合意した。自民党

は、改憲項目の絞り込みなど議論の進展を目指す。立憲民主党

は予算案の衆院審議中に審査会を開くことに慎重だったが、

国会で共闘する日本維新の会の意向を踏まえ応じた。 

 幹事懇終了後、与党筆頭幹事の自民党の新藤義孝元総務相

は「緊急事態条項や議員任期、安全保障について議論を再開す

べきだという強い意見が各党から出た」と説明。維新の馬場伸

幸代表は記者会見で、国会議員の任期延長に関し、「条文作成

に取りかかるべきだ」と訴えた。 

 昨年の通常国会で予算案の審議中に審査会を開いたことを

踏まえ、自民党は早期の審査会開催を模索し、８日の幹事懇を

呼び掛けた。立民は反発して欠席したため、維新は国会共闘の

解消を示唆し、立民に方針転換を迫っていた。 

 政府・与党は予算案を２月中に衆院通過させることを目指

しており、野党筆頭幹事の立民の中川正春元文部科学相は記

者団に「予算委が一段落すれば審査会を開く」と表明。審査会

では、自民党内で意見が分かれる同性婚やＬＧＢＴなど性的

少数者を巡る政策を取り上げる意向を示した。 

 

今国会初の憲法審来月 2日 立民、同性婚議論を提案 

2023年 02月 16日共同通信 

 与野党は 16日の衆院憲法審査会幹事懇談会で、今国会初と

なる憲法審を 3月 2日に開催する日程で合意した。立憲民主

党は取り扱うテーマの一つとして同性婚を挙げ、議論するよ

う提案した。緊急事態時の国会議員任期延長や、国民投票法を

巡るインターネット広告規制の論議を求める意見もあり、与

野党は引き続き協議する。 

 立民は衆院予算委員会審議中の憲法審実施に難色を示して

いたが、2023年度予算案を巡る質疑は 3月 2日には終了して

いるとの見通しから応じた。 

 幹事懇は当初 8 日に開く予定だったが、立民などが出席を

見送ったため意見交換会に切り替えた。自民は憲法審開催を

繰り返し働きかけていた。 

 

衆院憲法審が 3月 2日に自由討議 幹事懇で立憲が開催受け

入れ 

毎日新聞 2023/2/16 20:28（最終更新 2/16 23:53）  

衆院憲法審査会の幹事懇談会に臨む森英介会長

（奥中央）ら＝衆院第 1議員会館で 2023年 2月 16日午前 9

時 59分、竹内幹撮影 

 衆院憲法審査会は 16日の幹事懇談会で、3月 2日に審査会

を開き、自由討議を行うことを決めた。立憲民主党は 2023年

度予算案の審議中の開催を拒否していたが、予算案の月内の

衆院通過のめどが立ったと判断して、来月からの開催を受け

入れた。 

 昨年の通常国会では 9 年ぶりに、衆院で予算案の審議中に

審査会を開催した。だが、立憲では党内で批判が相次ぎ、予算

審議中の開催には応じない方針に再び転換。8日に予定されて

いた幹事懇も欠席した。このため、自民、公明、日本維新の会、

国民民主の 4党が反発していた。 

 16日の幹事懇で、自民の新藤義孝・与党筆頭幹事が立憲の

方針転換について「誠に残念だ」と述べ、維新の馬場伸幸代表

は「迷惑をかけている認識があるのか」と立憲を批判した。こ

れに対し、立憲の中川正春・野党筆頭幹事は「予算審議に集中

することで論点も見えてくる」などと反論した。 

 憲法審の議題については、自公など 4 党が、昨年の臨時国

会で論点整理を行った緊急事態条項などの議論再開を求めた

が、立憲は憲法改正の国民投票に関する CM 規制や同性婚の

議論を優先するよう主張。与野党の筆頭幹事が引き続き協議

する。【安部志帆子、古川宗】 

 

立憲民主党、同性婚の議論を提案 衆議院憲法審査会 

日経新聞 2023年 2月 16日 18:33 

2022年 12月の衆院憲法審査会 

立憲民主党は 16日の衆院憲法審査会の幹事懇談会で、同性婚

についても憲法審で議論するよう提案した。更迭された前首

相秘書官、荒井勝喜氏の同性婚を巡る差別発言を踏まえた対

応だ。与野党は今国会で初の審査会を 3月 2日に開くことで

は合意した。 

憲法審で扱うテーマについては緊急時の国会議員の任期延長

などを取り上げるべきだとの意見もあり、与野党が引き続き

協議する。 

自民党は当初、2月中に審査会の議論を始めるよう野党に働き

かけた。立民が衆院予算委員会での 2023年度予算案の審議中

の実施に難色を示していた。3月には衆院での予算案を巡る質

疑が終わっているとの見通しから開会に合意した。 

 

今国会初の憲法審来月２日 立民、同性婚議論を提案 

中日新聞 2023年 2月 16日 12時 53分 (2月 16日 13時 06

分更新) 

 衆院憲法審査会の幹事懇談会に臨む幹事ら

https://www.jiji.com/jc/giin?d=edc30d4a2abf891fdd84871ac65683c9&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=1d63e777718b1e07596356b1088f596e&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=1d63e777718b1e07596356b1088f596e&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=2ce87f0d7ee0739111aa4de0e5fc1283&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023021601085&g=pol&p=20230216ds01&rel=pv
https://www.chunichi.co.jp/article_photo/list?article_id=637049&pid=3148479&rct=politics
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＝１６日午前 

 与野党は１６日の衆院憲法審査会幹事懇談会で、今国会初

となる憲法審を３月２日に開催する日程で合意した。立憲民

主党は取り扱うテーマの一つとして同性婚を挙げ、議論する

よう提案した。緊急事態時の国会議員任期延長や、国民投票法

を巡るインターネット広告規制の論議を求める意見もあり、

与野党は引き続き協議する。 

 立民は衆院予算委員会審議中の憲法審実施に難色を示して

いたが、２０２３年度予算案を巡る質疑は３月２日には終了

しているとの見通しから応じた。 

 幹事懇は当初８日に開く予定だったが、立民などが出席を

見送ったため意見交換会に切り替えた。自民は憲法審開催を

繰り返し働きかけていた。 

  

衆院憲法審査会 3 月 2 日開催で与野党合意 予算案月内通過

の場合 

NHK2023年 2月 16日 15時 59分 

  

国会での憲法論議をめぐり、与野党は新年度予算案が今月中

に衆議院を通過した場合、来月 2 日に、今の国会で初めてと

なる衆議院憲法審査会を開催することで合意しました。 

衆議院憲法審査会は 16日午前に幹事懇談会を開き、今の国会

で審査会が開催されていないことをめぐり、立憲民主党は「新

年度予算案の審議中は開かないのが原則だ」と主張したのに

対し、自民党や日本維新の会などが「そのようなルールはなく、

毎週定例日に開くべきだ」と反論しました。 

そして、来週の定例日が祝日であることも踏まえ、与野党は新

年度予算案が今月中に衆議院を通過した場合、来月 2 日に審

査会を開催することで合意しました。 

審査会で扱うテーマについては、日本維新の会などが去年秋

の臨時国会に続いて、大規模災害や戦争など、緊急事態での対

応について議論を進めるべきだと主張したのに対し、立憲民

主党は同性婚や安全保障などを取り上げるよう求めて折り合

わず、調整することになりました。 

 

今国会初の衆院憲法審査会 来月開催で与野党合意 立憲は同

性婚をテーマに要請 

ANN2023年 2月 16日 20:26 

 今の国会で初めてとなる衆議院の憲法審査会を来月 2 日に

開くことで与野党が合意しました。立憲民主党は、同性婚をテ

ーマの一つとして取り上げるよう求めています。 

今国会初の衆院憲法審査会 来月開催で与

野党合意 立憲は同性婚をテーマに要請© テレビ朝日 

 憲法 24 条は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」

と定めています。 

 憲法が同性婚を認めるかどうかは見解が分かれていて、立

憲民主党は「喫緊に議論する必要がある」としています。 

 ただ、憲法審査会の幹事懇談会では大規模災害など緊急事

態時の国会議員の任期延長を議論すべきとした意見も出たた

め、テーマについては与野党で協議が続けられることになり

ました。 

 立憲民主党は 2023 年度予算案の審議中に憲法審査会を開

くことに難色を示していましたが、来月 2 日には衆議院で審

議が終わっているとの見通しから開催に応じることにしまし

た。 

 一方、改憲に積極的な日本維新の会は今後の立憲の対応次

第では国会での両党の連携を解消する可能性について改めて

言及し、立憲側を牽制（けんせい）しました。 

 維新・馬場代表：「3月 2日以降も色んな屁理屈をおっしゃ

って、妨害がされるということになれば、この立憲民主党さん

との協調というものも見直しをせざるを得ない」 

 

憲法審査会 今国会初 3月2日開催で合意 

FNN2023/02/16 

今の国会で初めてとなる憲法審査会

を、3月 2日に行うことで与野党が合意した。 

衆議院の憲法審査会は、予算審議中の開催に難色を示した立

憲民主党に対し、与党に加え日本維新の会などが働きかけを

続けていた。 

16日に与野党の幹事らが、2023年度予算案の質疑が終わる見

通しの 3月 2日に審査会を開くことで合意した。 

取り扱うテーマについては、立憲民主党が「同性婚」を提案し

た。 

また、「緊急事態における国会議員の任期延長」や「国民投票

をめぐる広告規制」の議論を求める意見などがあがっていて、

今後、与野党で協議することになった。 

 

維新・馬場代表、立民に「まじめに働きましょう」…憲法審妨

害なら共闘見直しも 

読売新聞 2023/02/17 07:40 

 日本維新の会の馬場代表は１６日の記者会見で、国会で「共

闘」する立憲民主党の拒否で衆院憲法審査会の開催が３月に

ずれ込んだことについて、「（３月）以降も屁理屈を言って妨害

するなら、（共闘は）見直さざるを得ない」と批判した。 

馬場伸幸氏 

 立民の泉代表が同審査会を巡って、「（維新は）すぐ与党の誘

https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E4%BB%8A%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E5%88%9D%E3%81%AE%E8%A1%86%E9%99%A2%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A-%E6%9D%A5%E6%9C%88%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%A7%E4%B8%8E%E9%87%8E%E5%85%9A%E5%90%88%E6%84%8F-%E7%AB%8B%E6%86%B2%E3%81%AF%E5%90%8C%E6%80%A7%E5%A9%9A%E3%82%92%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%81%AB%E8%A6%81%E8%AB%8B/ar-AA17yK5o?fullscreen=true#image=1
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いに乗ってしまう」などと発言したことに関しても、「バカげ

たことを言っていないで、『まじめに働きましょう』と言いた

い」と不快感を示した。 

 

【速報】維新 憲法審巡り「屁理屈言うなら立憲との協調見直

し」 

FNN2/16(木) 15:47配信 

 

日本維新の会の馬場代表は、衆議院の憲法審査会の開催をめ

ぐる立憲民主党の対応について「屁理屈を言って妨害するな

らば、立憲との協調も見直しをせざるを得ない」とけん制した。 

衆議院の憲法審査会を巡っては、立憲民主党が、予算案が審議

中であることから、開催に難色を示しているが、予算案の質疑

が 3月 2日までに終わる見通しから、今国会初の憲法審査会

を 3月 2日で行うことで与野党が合意している。 日本維新会

の馬場代表は、16日の記者会見で立憲の憲法審査会開催をめ

ぐる態度について、「我々は早くから準備をしてきた」とした

上で、「3月 2日以降もいろんな屁理屈を言って妨害すること

になれば、立憲との協調も見直しをせざるを得ないと思う」と

述べ、立憲の態度を強くけん制した。 立憲と維新は防衛増税

などに対して一致して反対する姿勢を確認するなど、国会内

で協調路線を取っている。 

 

「改憲妨害なら関係見直す」 維新が立民に不信感 自民の「弱

腰」にも苦言 

産経新聞 2023年 2月 16日 18:09 

日本維新の会が、立憲民主党への不信感を募らせている。立民

の抵抗により、「党是」と位置付ける改憲を議論する衆院憲法

審査会の開催が３月２日に先延ばしとなったためだ。維新幹

部は政策実現に向けて立民と構築した協調関係の解消を示唆

すると同時に、自民党の弱腰ともいえる態度にいらだちを強

めている。（内藤慎二、太田泰） 

日本維新の会・馬場伸幸代表（矢島康弘撮影）

© 産経新聞 

「３月２日以降も色々なへ理屈をおっしゃって、憲法改正の

議論が妨害されることになれば、協調関係を見直さざるを得

ない」 

維新の馬場伸幸代表は１６日の記者会見で、立民をこう糾弾

した。同日、衆院憲法審の日程などを協議する幹事懇談会は開

かれたが、「予算審議を優先すべきだ」との立民の意向で今国

会初となる憲法審の開催は見送られ、堪忍袋の緒が切れたよ

うだ。 

すでに党首同士の遺恨も生まれている。馬場氏は立民が８日

に設定された幹事懇を欠席した際、「サボり癖が出てきた」と

苦言を呈した。 

その後、立民の泉健太代表が会見で維新を「すぐ与党の誘いに

乗ってしまうと野党としては戦えない」と論評。幹事懇に出席

した維新を「自民の誘いに乗った」と捉えての発言と受け止め

られた。維新幹部は「『定例日にはきちんと憲法審を開こう』

という話だ。泉氏のセンスのなさにあきれる。『給料を国民に

返せ』と言いたい」と憤る。 

次の定例日は旗日と重なるため、衆院憲法審は立民の希望通

り３月２日に開催する方向となった。昨年は予算審議中の２

月１０日に初回が開かれており、後退した印象は否めない。維

新の怒りの矛先は、立民抜きの開催に踏み切れなかった自民

にも向かう。 

維新関係者は「立民に『よさん』という最強の呪文を唱えられ

ると自民は固まって動けなくなる」と皮肉る。国会対策に携わ

る自民関係者は、憲法審を巡る自党の慎重姿勢の背景に関し

「予算委員会が開会中だからだ」と述べ、予算案をスムーズに

成立させるため、立民への配慮があったことを認めた。 

維新は次期衆院選に向けて「正真正銘の改憲政党」を証明する

ため、今国会でも自民と立民の尻をたたき続ける構えだ。 

「正直、あんまりひどいようだったら（立民との関係を）ご破

算にしたらどうかと党内で提案している」 

藤田文武幹事長は１５日の会見で立民を牽制（けんせい）する

とともに、自民の態度について「やる気がないのだろう」と批

判した。 

 

立民の憲法審対応、維新「理解不能」 

時事通信 2/15(水) 16:58配信 

藤田文武 日本維新の会幹事長 

 日本維新の会の藤田文武幹事長は 15日の記者会見で、2023

年度予算案の審議中、衆院憲法審査会の開催に消極的な立憲

民主党の姿勢について「理解不能だ」と批判した。  その上

で「われわれがかなり大事にしている憲法審をおもちゃにす

れば、党と党の話し合い自体に（影響が）及ぶ」と述べ、国会

での共闘見直しの可能性に言及した。  

 

立・共は「先祖返り」 自民幹事長、憲法審対応を批判 

時事通信 2023年 02月 09日18時 29分 

自民党の茂木敏充幹事長＝６日、同党本部 

 自民党の茂木敏充幹事長は９日の茂木派会合で、８日に予

定されていた衆院憲法審査会の幹事懇談会を欠席した立憲民

主、共産両党について「先祖返りで、審議拒否の姿勢が明確に

なってきている」と批判した。憲法審の定例日開催を主張する

日本維新の会や国民民主党と連携して討議促進を図る考えも

https://news.yahoo.co.jp/articles/723b46725c596512b8e09b4ac1e2095d1600ebb3/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/723b46725c596512b8e09b4ac1e2095d1600ebb3/images/000
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B6%AD%E6%96%B0%E3%81%AE%E4%BC%9A&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2&fr=link_kw_nws_direct
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示した。８日は幹事懇開催が見送られた。 

 立民は予算案審議中の憲法審開催に否定的。これに関し、公

明党の北側一雄中央幹事会長は９日の記者会見で、「憲法審は

予算委員会をしている間は開かないのが慣例というのは全く

当たらない」と指摘した。 

 

自民党、改憲対話集会に岸田首相出席へ 26日党大会前日に

開催 

朝日新聞デジタル 2023年 2月 16日 20時 25分 

自民党本部 

 自民党の憲法改正実現本部（古屋圭司本部長）は、今月 26

日の党大会にあわせ、前日 25日に対話集会を開く。改憲に向

けて各地で集会を開いている大学生らが活動の報告をすると

いう。当日は岸田文雄首相も出席する予定。 

 

自民、２５日に憲法改正の対話集会 首相も出席予定 

産経新聞 2/16(木) 16:02配信 

自民党の憲法改正実現本部（古屋圭司本部長）は２５日、党本

部で対話集会を開く。「憲法改正実現に向けて若者の声を聞

く！」がテーマで、理解を深める活動をしている学生らが報告

を行う。岸田文雄首相（党総裁）も出席する予定。衆院憲法審

査会の与党筆頭幹事の新藤義孝元総務相が１６日、明らかに

した。 

 

自民改憲 4 項目は「やり直す必要ある」 安倍派会長代理の

下村博文氏 

朝日新聞デジタル森岡航平 2023年 2月 16日 21時 00分 

自民党の下村博文元政調会長=2020 年 11

月 30日 

 自民党の下村博文元政調会長は 16日、会長代理を務める安

倍派（清和政策研究会）の会合で、自民が掲げる自衛隊明記な

どの「改憲 4項目」を見直すべきだとの考えを示した。「時代

に合わせた憲法議論をやり直す必要がある」と語った。 

 下村氏は憲法 9 条改正について、自衛隊明記だけでは不十

分との認識を示し、緊急事態条項についてもパンデミックや

テロなども想定に入れるべきだと主張。「法律の基本法である

憲法を解釈（変更する）だけでなく、改正することが本当の立

憲主義だ」と訴えた。 

 議論の場については「党で議論を始めると、特に立憲（民主

党）から『自民党がまとまらないのに憲法審（憲法審査会）で

議論することはいかがなものか』と利用される可能性がある」

として、まずは安倍派内で議論を進めるべきだとの考えを示

した。（森岡航平） 

 

衆院憲法審査会の開催へ 自民と維新 “立民に働きかけ続け

る” 

NHK2023年 2月 8日 17時58分 

  

衆議院で憲法審査会の開催について、立憲民主党が予算案の

審議中は応じられないと主張し、自民党や日本維新の会の審

査会の幹事らは開催に向けて働きかけを続けることにしてい

ます。 

衆議院憲法審査会をめぐって、立憲民主党は、新年度予算案の

審議中は関連法案を審議する委員会以外は開かないのが原則

だとして、8日に予定されていた幹事懇談会に共産党とともに

出席せず、幹事懇談会の開催は見送られました。 

これを受けて自民・公明両党と日本維新の会、国民民主党の幹

事らが会合を開き、立憲民主党の対応に批判が相次ぎました。 

そして、日本維新の会などから、「立憲民主党などが出席しな

くても、毎週の定例日に審査会を開催すべきだ」という意見が

出されましたが、自民党は立憲民主党との協議を続けたいと

して、開催に向けて働きかけを続けていくことになりました。 

自民 新藤政調会長代行「安定的な開催へ協議続ける」 

会合のあと、与党側の筆頭理事を務める自民党の新藤政務調

査会長代行は記者団に対し、「新年度予算案の審議中は審査会

を開催しないというルールはない。安定的な開催に向けて立

憲民主党との協議を続けていく」と述べました。 

立民 中川憲法調査会長「審議を拒否しているわけではない」 

  

衆議院憲法審査会で野党側の筆頭幹事を務める立憲民主党の

中川憲法調査会長は、予定されていた幹事懇談会に出席しま

せんでした。 

中川氏は記者団に対し、「予算委員会が一段落してから、ほか

の委員会などを開いていくという原則に基づいて憲法審査会

も運営するのが私たちの考え方だ。審議を拒否しているわけ

ではない。予算委員会が一段落したらやりましょうと言って

いる」と述べました。 

維新 馬場代表「立民との協調関係に暗雲も」 

  

日本維新の会の馬場代表は党の役員会で、「立憲民主党は『予

算委員会が終わるまで憲法審査会を開くことはならない』と

言い始めた。またサボリ癖が出てきている。憲法改正はわが党

https://www.jiji.com/jc/giin?d=0f7d06b9ea24333cdccedd57ca0ab2cc&c=syu
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20230216003564.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%86%B2%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%9C%AD%E5%8F%B8.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%B2%B8%E7%94%B0%E6%96%87%E9%9B%84.html
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%9C%AD%E5%8F%B8&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%B2%B8%E7%94%B0%E6%96%87%E9%9B%84&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E6%96%B0%E8%97%A4%E7%BE%A9%E5%AD%9D&fr=link_kw_nws_direct
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20230216003618.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20230216003618.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E4%B8%8B%E6%9D%91%E5%8D%9A%E6%96%87.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%94%BF%E8%AA%BF%E4%BC%9A%E9%95%B7.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%B8%85%E5%92%8C%E6%94%BF%E7%AD%96%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A.html
https://www.asahi.com/politics/kenpo/
https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20230216003564.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20230216003618.html
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の党是の一つであり、立憲民主党との協調関係に暗雲が垂れ

こめてくるのではないか」と述べました。 

共産 穀田国対委員長「予算委を尊重するのが本来」 

  

共産党の穀田国会対策委員長は記者会見で、「予算委員会では

憲法議論を行っており、それを尊重するのが本来の在り方だ。

憲法審査会は与野党の合意のもとに行うことが慣例で、一方

的にやること自体に問題があるので、幹事懇談会に参加しな

い」と述べました。 

国民 古川国対委員長「憲法審査会も定例日に開くのが当然」 

  

国民民主党の古川国会対策委員長は記者会見で、「憲法審査会

は、大臣が出席する必要はなく議員間討議なので、『予算委員

会中はやらない』という立憲民主党や共産党の理由が分から

ない。国会の活性化という意味で議員どうしの議論は非常に

大事であり、憲法審査会も定例日に開くのが当然だ」と述べま

した。 

 


