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衆院憲法審査会 与党側幹事懇談会  

週 1回の定例開催、27日からの開催を立民・共産に呼びかけ 
衆議院憲法審査会の与党側の幹事懇談会が開かれ、憲法論議を加速させるため、週 1回の定例日

に審査会を着実に開くべきだとして、立憲民主党と共産党に呼びかけていくことを確認しました。 

懇談会には自民・公明両党の幹事のほか、日本維新の会の馬場共同代表や国民民主党の玉木代表

らも出席して、今の国会での対応を協議しました。 

 その結果、去年 12月の臨時国会では、会期が 2週間余りと限られていたにもかかわらず、各党

の自由討議が行われており、通常国会でも憲法論議を加速させるのが国会としての責任だという認

識で一致しました。 

 そして、毎週木曜日の定例日に審査会を着実に開くべきだとして、まずは、27日開催できるよう

与野党の幹事による懇談会での協議を、立憲民主党と共産党に呼びかけることを確認しました。 

 このあと、与党筆頭幹事の新藤義孝氏（自民）は野党筆頭幹事の奥野総一郎氏（立民）に 27日

の自由討議実施を申し入れました。奥野氏は持ち帰りましたが、予算委員会の最中であることを理

由に難色を示し、結局、拒否しました。そのため、27日(本日)の衆院憲法審査会は開催されません

でした。 

 本予算案の衆院審議中に自由討議を行った例は平成 24、25両年のみですが、議員間で討議する

憲法審査会は閣僚出席の必要もなく、「『予算委があるから開けない』という理屈はない」（幹事の

北側一雄公明党副代表）との声が強まっていました。 

 国民民主は、テーマごとに議論を具体化する分科会設置を求めました。自民内でも「憲法全般の

自由討議ばかりやっていても仕方がない。絞るべきだ」との意見は多く、テーマとして新型コロナ

ウイルス禍を受けた緊急事態対応が有力視されています。 

 しかし、分科会設置は立民が「一定の価値観が入る」（奥野氏）と反対し、公明も必要性は認め

ながら「幅広い合意が必要だ。野党第一党の立民の理解が欠かせない」（山口那津男代表）として

います。 

 改憲の発議には衆参それぞれで総議員の 3分の 2以上の賛成が必要。最終的に国民投票で決まる

ことも踏まえ、野党第一党の議論への参加が必要だとの認識は自民内でもほぼ共通してます。新藤

氏は記者団に「まずは憲法審を安定的に開催していくことが重要だ」と述べました。 

 

<再掲>予算委員会と並行での憲法審査会開催反対 

の FAX要請に取り組みましょう! 
 このように、自民・公明両党、日本維新の会、国民民主党は、27日からの開催を求め、週 1回の

の開催を狙っています。これを許してはなりません。憲法審査会は憲法改正原案を作成する、改憲
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に直結する機関であり、憲法審査会を動かすこと、とりわけ通常国会開会直後から予算委員会と並

行して開催に反対の声をあげるとともに、開催反対の FAX要請行動にとりくみましょう。 

2022年度当初予算案は、約 3割を新規国債で充当する「大借金予算」。社会保障費の増額は抑制

され、文教・科学費、公共事業費、コロナ対策費はほぼ前年度と同額に過ぎず、一方で、軍事費は

10年連続の増加となり、21年度補正予算と合わせると初めて 6兆円の大台にのせ、対国内総生産

（GDP）比 1％枠を超え 1・09%です。このような 2022年度当初予算案は到底認められません。徹底

して審議し、国民の生活を守る予算を編成すべきです。 

是非、全国各地から、憲法共同センター等との共同で、当面は衆院の憲法審査会の委員にＦＡＸ

による要請・激励・抗議行動に取り組まれますよう呼びかけます。 

 下記の衆院憲法審査会委員名簿をもとに、 

①立憲民主党、共産党の委員には要請・激励ＦＡＸを送ろう。 

②会長と、立憲以外の幹事には、要請ＦＡＸを送ろう。  

③他の委員には、地元出身議員を中心に、要請ＦＡＸを送ろう。 

※要請・激励文は、是非、各憲法会議・参加団体、あるいは個人で作成して送りましょう。一応、

例文を掲載します。 

<例文> 

憲法審査会は憲法改正原案を作成する、改憲に直結する機関であり、憲法審査会を動かすこと、

とりわけ通常国会開会直後から予算委員会と並行して開催することは反対です。 

2022年度当初予算案は、約 3割を新規国債で充当する「大借金予算」。軍事費は 10年連続の増加と

なり、21年度補正予算と合わせると 6兆円の大台に、対国内総生産（GDP）比 1％枠を超える 1・

09%です。このような 2022年度当初予算案は到底認められません。  

予算委員会開催中は予算審議に集中し、疲弊しきった国民の生活を守る予算を編成してくださ

い。 (プラス立憲・共産には、激励も)  

衆院憲法審査会委員 

役職 氏名 よみがな 会派 選挙区 会館 室番号 FAX番号 

幹事 道下 大樹 みちした だいき 立民 北海道 1 2 516 03-3508-3946 

 秋葉 賢也   あきば  けんや  自民 宮城 2  1 823 03-3508-3632 

 伊藤 信太郎 いとう しんたろう 自民 宮城 4 2 205 03-3508-3871 

 船田 元   ふなだ  はじめ  自民 栃木 1  2 605 03-3508-3706 

 井野 俊郎 いの  としろう 自民 群馬 2 2 921 03-3508-3219 

幹事 新藤 義孝   しんどう よしたか  自民 埼玉 2  1 810 03-3508-3313 

幹事 柴山 昌彦   しばやま まさひこ  自民 埼玉 8  2 822 03-3508-7715 

 野田 佳彦 のだ よしひこ 立民 千葉 4 1 821 03-3508-3441 

 本庄 知史 ほんじょう さとし 立民 千葉 8 2 1219 03-3508-3949 

会長 森  英介   もり  えいすけ  自民 千葉 11  1 1210 03-3592-9036 

 中西 健治 なかにし けんじ 自民 神奈川 3 1 303 03-3508-3377 

 太 栄志 ふとり ひでし 立民 神奈川 13 1 409 03-3508-3330 

 谷田川 元 やたがわ はじめ 立民 （比）南関東  1 1208 03-3508-3502 

幹事 奥野 総一郎   おくのそういちろう  立民 （比）南関東  1 1119 03-3508-3526 

 吉田 はるみ よしだ  はるみ 立民 東京 8 2 607 03-3508-3250 

 下村 博文 しもむら はくぶん 自民 東京 11 2 622 03-3597-2772 

 伊藤 達也 いとう たつや 自民 東京 22 2 524 03-3508-3253 

 越智 隆雄 おち たかお 自民 （比）東京 1 1105 03-3508-3359 

 小野 泰輔 おの  たいすけ 維新 （比）東京 1 513 03-3508-3340 



 井出 庸生 いで ようせい 自民 長野 3 2 721 03-3508-3299 

 稲田 朋美   いなだ  ともみ  自民 福井 1  2 1115 03-3508-3835 

 古屋 圭司 ふるや けいじ 自民 岐阜 5 2 423 03-3592-9040 

幹事 上川 陽子 かみかわ ようこ 自民 静岡 1 2 305 03-3508-3290 

 細野 豪志 ほその ごうし 自民 静岡 5 1 620 03-3508-3416 

 近藤 昭一   こんどうしょういち  立民 愛知 3  2 402 03-3508-3882 

 中川 正春   なかがわ まさはる  立民 三重 2  1 519 03-3508-3428 

 北神 圭朗 きたがみ けいろう 有志 京都 4 2 519 03-3508-3849 

 國重 徹   くにしげ  とおる  公明 大阪 5  2 716 03-3508-3885 

幹事 北側 一雄   きたがわ  かずお  公明 大阪 16  1 508 03-3508-3533 

幹事 馬場 伸幸   ばば  のぶゆき  維新 大阪 17  1 511 03-3508-3322 

 大串 正樹   おおぐし  まさき  自民 兵庫 6  1 616 03-3508-3621 

 山田 賢司 やまだ けんじ 自民 兵庫 7 1 617 03-3508-3957 

幹事 西村 康稔 にしむら やすとし 自民 兵庫 9 1 611 03-3508-3401 

 松本 剛明 まつもと たけあき 自民 兵庫 11 1 707 03-3508-3214 

 櫻井 周 さくらい しゅう 立民 （比）近畿 2 409 03-3508-3295 

 足立 康史 あだち  やすし  維新 （比）近畿  1 1016 03-3508-6410 

 三木 圭恵 みき けえ 維新 （比）近畿 2 1105 03-3508-3268 

 石破 茂   いしば  しげる  自民 鳥取 1  2 515 03-3502-5174 

 山下 貴司   やました  たかし  自民 岡山 2  2 719 03-3508-3857 

幹事 加藤 勝信 かとう かつのぶ 自民 岡山 5 2 1104 03-3508-3289 

 日下 正喜 くさか  まさき 公明 （比）中国 2 920 03-3508-3821 

 玉木 雄一郎 たまきゆういちろう 国民 香川 2 1 706 03-3508-3213 

 山本 有二 やまもと ゆうじ 自民 （比）四国 1 316 03-3592-9069 

 井上 貴博 いのうえ たかひろ 自民 福岡 1 1 323 03-3508-3239 

 衛藤 征士郎 えとう せいしろう 自民 大分 2 1 1101 03-3595-0003 

 岩屋 毅   いわや  たけし  自民 大分 3  2 1209 03-3509-7610 

 赤嶺 政賢   あかみね せいけん  共産 沖縄 1  1 1107 03-3508-3626 

 新垣 邦男 あらかき くにお 立民 沖縄 2 2 711 03-3508-3703 

 國場 幸之助 こくば こうのすけ 自民 （比）九州 2 1016 03-3508-3061 

 吉田 宣弘 よしだ  のぶひろ 公明 （比）九州 1 1114 03-3508-3726 

 

9条改憲 NO！全国市民アクション＠新潟 「再度の緊急なお願い」発す 

市民アクション@新潟の事務局である平和運動センターと憲法共同センターは、このような情勢

の下で 26日、「再度の緊急なお願い」を発し、「国会の予算委員会と並行での憲法審査会開催反対

の FAX要請行動」を改めて呼びかけました。 

〇自・公が憲法審査会の早期開催を画策！ 

〇自・公及び同調する維新・国民に抗議し、「国民が望んでいない審査会開催に反対」で一致する

立民、共産に激励を送ろう。 

〇コロナ禍でのドサクサ紛れの中での改憲策動を許さない。国会は予算案審議に集中しろ！ 

 ※詳細は、憲法しんぶん速報 1237号をご覧ください。 

⇒この新潟のとりくみに学び、各地で FAX要請行動が始まっています。 


