
 

 

 

 

 

 

憲法とは、国民が政府（国家権力）を縛るものです。立憲主義とは、憲法に基づき政治を行うという考え方で

す。安倍政権は憲法の専門家である憲法学者の９９％が違憲という法案群を、数にものをいわせて国会を強引に

通過させました。これは一政府によるクーデターです。この行動に、全国で多数の市民が怒りを覚えました。マ

スコミが権力に支配され、大切な情報が市民に知らされていない現状に危機感を持ちつつ、立憲主義を市民の手

に取り戻そうと、我々は会を立ち上げました。政府の暴走をとめるてだては今のところ選挙しか我々国民にはな

いように思います。次の参院選挙、衆院選挙では今回の安保法案に賛成した議員を落とすべきだと考え、定期的

にニュースを発行することから行動を始めました。 

※趣旨に賛同いただける方は右記メールまでご連絡ください。eigajikkou@niji.net 白井 

 

安保関連保障法成立ドキュメント （朝日新聞一部抜粋） 

 9 月 19 日未明に成立した「安全保障関連法」は、「違憲性」や「歯止め」、「法文上の問題」等、問題点や課題

が満載である。その上、成立過程においても看過できない問題点がある。成立までの 5 日間を追った。 

 

15 日（火）参院特別委で中央公聴会開催。濱田邦夫・元最高裁判事、法案の違憲性を改めて指摘。 

後の理事会で、鴻池委員長が職権で首相出席の締めくくりの総括質疑を 16 日に行うことを決定 

与党が野党の強い反発ににもかかわらず締めくくり総括質疑を急ぐのは、野党の抵抗によって週内成立がずれ

込み、国会周辺のデモの激化のタイミングが重なることを避けたいためだ。自民党幹部は「我々が最も恐れるの

は、人々の熱狂だ」と漏らす。 

 16 日（水）10:30 自公両党と次世代、元気、新党改革の３党が党首会談。野党３党の求める自衛隊派遣の 

国会の関与強化について閣議決定や国会の付帯決議で担保することに合意。 

 交渉の最終局面で、首相は自ら「ある程度、譲っても良い」と指示を出した。それを受け、与党は３党との修

正協議に応じて野党分断に成功。3 党の賛成で、「強行採決」との印象を薄める狙いがある。 

13:00 安全保障関連法案を審議する参院特別委員会が横浜市で地方公聴会を開催。 

公述人の水上貴央弁護士は「公聴会が、採決のための単なるセレモニーにすぎず、茶番であるならば、わた

しはあえて申し上げるべき意見を持ち合わせておりません。」と発言。 

 本来は審議の参考にするために行われる公聴会だが、そこでの意見が参院特別委員会での審議に反映されるこ

とはなかった。締めくくりの総括質疑さえ行われないことになるのだが・・・ 

15:53 会場から鴻池委員長の乗ったとみられる車が出た瞬間、法案に反対する市民らが車道に飛

び出し、警官ともみ合いに。 

 16:14 菅官房長官が会見。「中央公聴会、地方公聴会を終え質疑時間も 100 時間を超えた。決め

るときは決めてほしいということは総理もおっしゃっている。」 

 17:07  野党 5 党１会派による野党党首会談。与党側が強行採決を強行した場合、内閣不信任案、 

首相問責決議案を含め、阻止のためのあらゆる手段をとることで合意。 

 18:05 参議委員第１理事室前に野党議員が人垣を作り「委員長はどこですか、申し入れです」 

と声を上げる。廊下まで人波で埋まり騒然  

 18:25 鴻池委員長が理事会室へ 

 18:30 参院特別委理事会が約 40 分遅れで開かれる。女性を中心とする野党議員約 20 人が「女性
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の声を聞け」と大声で連呼。 

 18:40 参院特別委理事会が休憩に。野党理事が理事会室を出る 

 18:54 首相、参院特別委出席のため国会へ。エレベーターに乗り込む 

 19:20  参院特別委理事会が再開。その後、断続的に休憩、再開を繰り返す 

 19:54 参院特別委理事会が再び休憩に 

 20:44  首相、特別委が行われる参議院第 1 会議室に入る 

 特別委が開けない膠着状態が明け方まで続き、委員会室で待機していた安倍首相は腕と足を組んでじっと目を 

閉じていた。世耕官房副長官はいら立った様子で、参院国対幹部に電話をかけ、「（委員会を開くため与党理事を） 

引っぱり出せ」との指示。自民党の衆院国対の会議でも「アホじゃねえか、参院は。なんで閉じ込められたまま 

なんだ！」と怒号が飛び交った。 

 17 日（木）03:40 民主党福山議員が記者団に「鴻池委員長から、午前 9 時から 2 時間、締めくくり総括質 

疑を立てさせてほしいと言ってきた」と説明 

 鴻池氏本人は、「参院は衆院の下部組織であってはならない」との思いから最後まで夜中の採決を考えていな 

かった。しかし、17 日未明「どんなことがあっても 17 日午前には採決する。そうしないと、衆院が 60 日ルー 

ルを使ってくる」と宣言した。  

  04:26  首相が国会を出て、公邸に入る。 

 08:36 委員会室の看板が、理事会の看板に掛け替えられる。与党が野党に「委員会室で理事会を 

やりたい」と提案。野党は看板の外された理事会室へ。「だましうちはやめろ」「原状復帰しろ」

などと抗議。 

        08:45 理事会室に陣取っていた民主党議員らが委員会室に向かう。委員長席の周りで与野党議員

がもめる。 

08:50 首相が委員会室に入る。 

09:00 委員会室の開会ランプが点灯。野党議員が「だって向こう（理事会室）で（理事会）やる 

って言ったじゃないか」。鴻池委員長「委員長職権でここ(理事会開催場所を委員会室)にする」 

09:09 委員会室の看板が「理事会」から「委員会」に戻る。 

 09:45 鴻池委員長が委員会再開を宣言。与党議員から拍手が起き、野党議員から怒号が飛ぶ。 

福山委員が委員長席に座る鴻池氏に紙を提出。鴻池氏が「私に対する不信任の動議が提出されま

した。佐藤正久理事に委員長の職務を委託します」。鴻池氏が席を立ち、代わりに佐藤氏が座る。

野党議員が議長席に詰め寄る。委員会は休憩に。 

鴻池氏は朝、理事会室に閉じ込められないよう、理事会を委員会室で開く「奇策」を弄し、不信任動議提出の

際は、佐藤理事に委員長の職務委託を行う手はずだったが、野党の反発であっさり仕切り直した。 

   10:10 参院自民、民主の国会対策委員長が国会内で会談 

   10:50 参院特別委の理事会が開催 

11:02 菅官房長官が記者会見で「鴻池委員長が理事会室から委員会室に移動しようというところ

を野党議員に妨害されるという事態が生じたことは非常に残念だ」 

 11:19 理事会休憩 

11:42 理事会再開。鴻池氏の不信任動議を処理するため、午後 1 時から委員会を開くことに 

13:00 委員会再開。鴻池氏の不信任動議について与野党が反対、賛成の立場で討論。 

 15:30 社民党の福島瑞穂氏の討論中に、与党席から「もういいよ」とヤジ。福島氏は「もういい

なんてことはない。日本がどれだけのことに、これから踏み込むのか」 

    16:23  生活の党と山本太郎となかまたちの山本太郎氏が討論を始めて４０分余り経過。委員長席

の佐藤氏が「とりまとめるようにお願いします」。山本氏は「急にまとめろと言われましても」 

       16:28 鴻池氏の不信任動議を採決し、賛成少数で否決。 
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     16:29 周到に準備された８分余りの強行劇が始まる。 

         委員会室の外で待機していた鴻池氏が委員長席に腰を下ろした。 

民主党福山理事が「これからの議題は何ですか」と話しかけながら委員長席に近づこうとした

瞬間、約 10 人の自民党議員（議員秘書も含む）が鴻池氏をガードするために取り囲んだ。 

同時に、安倍首相も閣僚席に座り、中谷防衛相、岸田外務相が続く。 

16:30  虚を突かれた野党議員は、一瞬遅れて委員長席に押し寄せた。鴻池氏の横に陣取った自民党

の佐藤筆頭理事が、手で合図する。すると、同党の山本一太議員が法案の質疑を終え、直ちに

採決に入る緊急動議を読み上げた。 

混乱を尻目に、安倍首相は採決の結果を見ることもなく、委員会室を足早に立ち去った。 

鴻池氏は採決の進行を記した紙を読み上げるが、聞こえない。佐藤氏が与党議員に起立を促

す。こうして、関連法案は可決された。 

安全保障関連法案の採決劇は、前夜からねられていた。自民党参院国会対策委員会では、鴻池特別委員長

に対する不信任動議の提出を想定。幹部は「否決後、採決のための関連法案などの読み上げに 1 分半くらい

かかるので、与党議員が委員長席を囲んで野党から守ると決めていた」と明かす。 

 幹部らは首相官邸とも連絡を取り、動議否決後、鴻池氏が委員長席に戻ると同時に安倍首相が委員会室に入

る段取りも決めていた。参院幹部らは「委員会を開けば質疑する」と各方面に吹聴。委員会が始まっても、

すぐに採決にならないと受け止めた野党を油断させた。 

   

9 月 18 日に各議員に示された正式な議事録前の未定稿    参院ホームページに公開された 

   9 月 17 日の特別委員会議事録 

 採決を宣告したと主張する委員長発言を「聴取不 

能」と認めておきながら、安保法を「可決すべきもの 

と決定した」と付け加えた。採決に続き、議事録の内 

容まで与党側が決めたと、野党は反発している。また 

公述人を務めた水上貴央氏等による採決不存在の確認 

を求めて、訴訟を起こすことも検討されている。 

※アンダーラインが追加部分 

※（略）の部分は関連法案の読み上げ部分 

○理事（佐藤正久君） 

 （前略）特別委員長鴻池祥肇君不信任の動議に 

 賛成の方の規律を願います。 

 ［賛成者起立］ 

○理事（佐藤正久君） 

 起立少数と認めます。よって、本動議は賛成少数 

により否決されました。鴻池委員長の復席を願い 

ます。速記を止めてください。 

［速記中止］ 

［理事佐藤正久君退席、委員長着席］ 

○委員長（鴻池祥肇君） 

 ・・・（発言するもの多く、場内騒然、聴取不能） 

 ［委員長退席］ 

 午後四時三十六分 

○理事（佐藤正久君） 

 （前略）特別委員長鴻池祥肇君不信任の動議に 

 賛成の方の規律を願います。 

 ［賛成者起立］ 

○理事（佐藤正久君） 

 起立少数と認めます。よって、本動議は賛成少数 

により否決されました。鴻池委員長の復席を願い 

ます。速記を止めてください。 

［速記中止］ 

［理事佐藤正久君退席、委員長着席］ 

○委員長（鴻池祥肇君） 

 ・・・（発言するもの多く、場内騒然、聴取不能） 

 ［委員長退席］ 

 午後四時三十六分 

 本日の本委員会における委員長（鴻池祥肇君）復 

席後の議事経過は、次のとおりである 

速記を開始し、 

（略） 

（安全保障法制の）質疑を終局した後、いずれも可 

決すべきものと決定した。 

なお、（安全法制について）付帯決議を行った。 

 



16:40  鴻池氏が委員会室を出る。記者団に「採決したのですか」と問われ、「採決しました。全部決」 

と明言。委員会室を出た福山氏は「強行採決が行われた。断じて認められない。民主主義の終わりだ」 

     こ   ☆これまでの安保法制をめぐる国会質疑を締めくくる総括質疑を、こともあろうか省略 

こ   ☆採決の瞬間、こともあろうに可決を目指す与党が、委員会に無関係の与党議員・秘書を使っ 

が       てスクラムを組み、議事進行の妨害をした。 

問    ☆実体のない「採決」「可決」を、後付けの議事録であったかのように取り繕うのは偽造、ねつ造 

題       以外の何物でもない。 

       20:10 参院本会議が開会。民主党提出の中川雅治議運委員長の解任決議案を審議 

    20:30 野党５党による国対委員長会談が終了。衆院で内閣不信任決議案を共同提出することで一致 

    21:05 民主党が中谷防衛相の問責決議案を参院に提出 

    21:25 中川議運委員長の解任決議案が参院本会議で反対多数で否決 

18(金)00:10  中谷防衛相の問責決議案をめぐり、参院本会議を再開。壇上での発言時間を制限する動議を与 

党が提出、可決。「言論封殺の国会だろ」とヤジが飛ぶ 

    02:03 中谷防衛相の問責決議案が否決。賛成８９、反対１４３。参院本会議は休憩 

    09:00 民主、維新、共産、社民、生活の党と山本太郎となかまたちの５党の党首らが国会内で会談。 

衆院に内閣不信任決議案、参院に安倍晋三首相の問責決議案を提出することで一致 

10:00 参院本会議が再開。山崎正昭参院議長の不信任決議案を審議。壇上での発言時間を制限する動 

議を与党が提出、可決 

11:03 民主党が安倍首相に対する問責決議案を参院に提出 

    11:25 山崎議長の不信任決議案が否決。参院本会議は休憩 

      13:01  本会議が再開 

    13:57 野党５党が衆院に内閣不信任決議案を提出 

    14:12 民主党が鴻池祥肇参院特別委委員長の問責決議案を参院に提出 

       14:43  参院が安倍首相に対する問責決議案を否決。投票時には山本太郎議員が１人で牛歩 

       16:15  民主党の代議士会で枝野幸男幹事長があいさつ。内閣不信任決議案の趣旨説明に向け「全国各 

地で怒りの声を上げている国民の思いを少しでも言葉に乗せて訴えたい」と意気込む 

16:30  内閣不信任決議案を審議する衆院本会議が開会。枝野氏が趣旨説明で、１時間４５分にわたり 

政権批判を展開 

20:00  衆院が内閣不信任決議案を否決 

       20:30  鴻池委員長の問責決議案を審議する参院本会議が開会。壇上での発言時間を制限する動議を与 

党が提出、可決。小西洋之議員（民主）が１時間近くかけて趣旨説明し、議長から何度も注意を受ける 

23:02  鴻池委員長の問責決議案を否決 

19(土)00:10 安保関連法案を審議する参院本会議が開会。採決に先立ち、自民、公明、民主、維新、共産五党 

が賛成、反対の立場からそれぞれ討論を行った。 

 国会議事堂前や周辺は、安全保障関連法案に反対する市民４万人以上。抗議行動は１４日から５日連続。ペン

ライトの光が連なる人波は日付が変わっても絶えることはなく、人々は「まだ決まってない」「憲法守れ」と訴

え続けた。 

    02:18 賛成 148、反対 90、退席 2、欠席 1 で法案可決・成立。与党のほか、次世代、元気、改革の野党

三党が賛成に回った。民主、維新、共産、社民、生活の野党五党は反対した。 

 

 野党があらゆる手段を講じても、多数を持つ与党は必要な手続きを粛々と進めれば法案は成立するはずだっ

た。ところが、あらゆる手段（違法行為も含め）を講じたのは与党だった。異様な採決劇を決して忘れない。 

次の選挙で安倍政権を退陣に追い込もう。 
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