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概要
改憲議論がいよいよ高まってきた。国民投票は、国民が直接日本の未来を選択できる唯一の手
段である。護憲・改憲を問わず公正にな

2014年3月23日 . 生徒の３分の２の賛成がないと変えられない校則を、過半数の賛成で変更でき
るようにするという内容だ。 「多数派の意見を重視 . ところが、安倍晋三首相は二〇一二年十二
月の就任後、持論の憲法九条改憲をしやすくする手段として、発議要件を三分の二以上の賛成
から過半数に緩める九六条の改定を繰り返し訴えている。
2017年5月1日 . 枝野は、「最初の国民投票は成功させなければいけない」と言い、しかもそれは
「『大差』で可決されなければならない」と述べる。もし否決されると憲法論議は . 枝野は「六十九

条解散はいいが、七条解散は認められるべきではない」とし、「『解散権の制限』こそ、憲法典を変
えないとできない」と論じる。同じ民進党の細野豪志も「現実.
憲法改正の最大の目的は安全保障関連の項目であり、憲法9条が体現する平和主義の精神を
継承しつつ、時代に合わなくなった部分を是正するということです。憲法のその他の部分は、完璧で
はないにせよ戦後70年経って定着しており、まあ、そこそこうまくいっている。仮に、憲法9条だけを国
民投票にかけると負けるかもしれないので、他の雑多な.
2017年10月23日 . 他国を縛るものではありませんから、9条を持っていようとも他国から侵略は受け
ます。逆に言えば9条の有無と他国からの侵略は関係ありません。 では9条は日本の権力をどの様
に縛っているのか？それは日本から他国に戦争を仕掛けない様にしているのです。 憲法改正＝戦
争っていう考えが謎すぎるんですよね… 素人考えかも.
2006年5月2日 . かつて、江藤淳は、その著『一九四六年憲法―その拘束』（一九八〇年刊）で憲
法成立事情を徹底的に、そして精緻に研究、調査した結果、連合国最高司令部が憲法草案を
起草したという事実を提示した。江藤の真意は、九条第二項の「戦争放棄条項」は〈平和条項〉と
して偽装しているが、〈主権制限条項〉であると解すべきだとする.
店舗により取扱商品が異なる為、買取を承っていない場合がございます。 ご了承ください。 .. 現代
の理論 ２０１７秋号 時代と切り結ぶ言論空間 特集：憲法改正国民投票を考える／変える変え
ないは私たち国民が, ¥180 .. 伝統と革新 ２７号 オピニオン誌 憲法第九条と日本の防衛／憲法
守って国が滅んでもいいのか, 四宮正貴, ¥150. 天皇の国.
2016年6月1日 . ３ 憲法改正国民投票や選挙のときに、自分の. の考えでしっかりと断できる力 .
自立した個人と組織への追従. • 民主主義と立憲主義を市民のものに. –ピンチをチャンスへ. • 選
挙権行使（野党の選挙協力）と憲法訴訟. • 執行阻止（法律を使わせない）と改憲阻止. 憲法を
学ぶ .. 第2章 戦争の放棄（９条）. • 第3章 国民の権利および.
もしも国民が首相を選んだら : 憲法改正なしで首相公選は実現できる/松沢 成文… ¥ 800. (税
込) . 気高く、強く、美しくあれ 日本の繁栄は憲法改正からはじまる 櫻井よしこ. ¥ 300. 1. (税込).
「憲法改正」の真実/樋口 陽一, 小林 節. SOLD . 「9条」変えるか変えないか 憲法改正・国民投
票のルールブック/今井一. ¥ 420. (税込).
1 日前 . 海自の黄海監視は対中・対北で非常に有効＆憲法改正国民投票は早ければ年内…
. くっくり@六四天安門事件 (@boyakuri) 2018年1月9日 .. 慰安婦問題などにかかわらず、スポー
ツを愛する日本国民を代表して、平昌オリンピックの開会を韓国国民とともに祝福したい」と言って、
今すぐに参加表明すれば、韓国国民の多くは、.
2017年7月24日 . 憲法改正の行方について坂東橋なおさん（45）と奥村彩香さん（35）が大石格
編集委員… . 国民投票後の周知期間などを考えると、遅くとも19年夏ごろまでには国民投票を終
えないと間に合わないペースです。 . 自民党が12年にまとめた改憲草案は9条2項にある『戦力不保
持』は削除し、自衛隊を軍にすると書いてありました。
Amazonで今井 一の「9条」変えるか変えないか―憲法改正・国民投票のルールブック。アマゾンな
らポイント還元本が多数。今井 一作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また「9
条」変えるか変えないか―憲法改正・国民投票のルールブックもアマゾン配送商品なら通常配送
無料。
タイトル, 「9条」変えるか変えないか憲法改正・国民投票のルールブック. 著者, 今井一 編著. 著
者標目, 今井, 一, 1954-. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 現代人文社. 出版
地, [東京]. 出版社, 大学図書. 出版年, 2005. 大きさ、容量等, 119p ; 21cm. ISBN,
4877982566. 価格, 1200円. JP番号, 20930349. 出版年月日等, 2005.5.
戦争、軍隊、この国の行方―九条改憲・国民投票を考える』 青木書店; 『住民投票Q&A』（岩
波ブックレット (No.462)） 岩波書店; 『チェシチ―うねるポーランドへ』 朝日新聞社; 『「9条」変えるか
変えないか―憲法改正・国民投票のルールブック』 現代人文社; 『大事なことは国民投票で決め
よう!―世界の常識「国民投票」のすすめ』 ダイヤモンド社.
他方、日本会議の改憲運動部門である「美しい日本の憲法をつくる国民の会―憲法改正を実現
する1000万人ネットワーク（共同代表、櫻井よしこ氏ら）」はこれまで「憲法9条の『平和主義』は世

界の常識です！ 9条1項の『平和主義』は守り、自衛隊を認めない2項を改正しましょう！」と主張
してきた。つまり自民党案では「1項2項とも変更」。日本会議.
2015年8月1日 . ただ、近い将来、日本初の国民投票が実施される可能性が高まっている。テーマ
は“憲法”だ。安倍晋三政権がどうしても集団的自衛権を行使したいというのなら、歴代の内閣法
制局長官が述べているように、無理筋の憲法解釈の変更でやるのではなく、第9条を改正（憲法第
96条の手続きに則った明文改憲）するしかない。
大宮寺跡地マンション問題：. この場所が中央公園予定地であったため、市が先行. 取得し、歴史
と自然環境を守ることができました。同. 時にしおんじ山も中央公園予定地に含まれ、市民参加.
の取り組みがされています。ここには石囲い遺跡があ. り、今後も箕面の歴史と自然を活かした地域
として研. 究していきます。 各地でおこる高層マンション問題.
り州は連邦議会と関係各州議会の同意なしに領域を変更することを制限されている。 .. のではな
い。 2.3 州憲法・州法における地方政府条項. 2.3.1 地方政府条項13. 州憲法における地方政
府や地方自治の規定は州によって異なっている。例えば、ア. ラスカ州 .. 第 9 条のホームルール権と
第 8 条の財政の規定が地方政府にとって重要である。
昔の日本人は、よくルールを守る国民だった。だから憲法を変えることはしなかった。憲法を変えない
歴史はほんとうに古く、じつは大宝律令（７０１年）までさかのぼる。この律令は平安時代でも変えら
れることがなく、犯罪の広域化や荘園の問題で律令が対応できなくなると別の行政組織を作って、
それで対処しようとしていた。元の法律をいじらない.
2013年9月4日 . 住民投票──観客民主主義を超えて』（岩波書店) 『実践の政治学』（法律文
化社／共著) 『「憲法９条」国民投票』（集英社） 『対論！戦争､軍隊､この国の行方』（青木書
店／編著) 『「９条」変えるか変えないか──憲法改正・国民投票のルールブック』（現代人文社／
編著） 『市民が広げる議会公開──傍聴を閉ざす議会とメディアの.
が、日本には郡政府はないこと、ニューヨーク州では人口の増加等に伴い村→町→市へと変化する
.. 憲法改正や州法の変更、そして地方政府の立 .. 9. 含めようと含めまいと、ニューヨーク州内にお.
いて、地方政府は、州政府と連邦政府の職員を. 足したよりはるかに多い職員を雇用している. の
である。 2005 年 6 月の非農業労働人口は推定.
2016年11月17日 . けれど、いま憲法を変えたがってる人々の考え方に賛同できないので、その方々
の意見の元に変更するのであれば、変えないほうがいい、と考えています。 .. たように、憲法は本
来、国家権力が国民を苦しめないように、権力者を制限するルールブックのはずなのに、なぜか国家
が国民を制限するためのルールブックに変えられて.
9 自衛隊について. 10 おわりに. ＊2016年5月、この本の「増補版」を以下の題名で発表しました。
ご参照ください。 増補 日本国憲法を原案（英文）から考える. 1. 最終更新日 . ときどき、「安倍政
権は憲法改正を強行しようとしている」などと非難されることもありますが、憲法の改正は憲法96条
のルールに従っておこなわれ、最終的には国民投票で.
憲法改正・国民投票のルール改善を！ テレビCMは投票運動に不公平、資金力で放映量に大
差!!「洗脳・意見映像広告で国民の思考の自由を侵害」「お金のない人には言論の自由もなくな
る」との懸念も 2017.5.30. 記事公開日：2017.5.31取材地：東京都 動画 · 一般・サポート会員は
こちら.
いまなぜ憲法改正国民投票法なのか · いまなぜ憲法改正国民投票法なのか(単行本). (単行
本)井口秀作 . 憲法九条は自治体の宝 首長たちはなぜ「頑固に九条」なのか · 憲法九条は自
治体の宝 首長たちはなぜ「頑固に九条」 . 中古. 「９条」変えるか変えないか 憲法改正・国民投
票のルールブック · 「９条」変えるか変えないか 憲法改正・国民投票.
2016年6月28日 . それを、いとも簡単に「憲法９条は集団的自衛権の行使（攻められてないけど同
盟国の戦争に参加すること）を許している」と読み替えたのは、安倍政権です。 .. 投票だ国民投票
だ繰り返していますが、憲法改正しようと思ったらその前段階として国会の発議があるわけで、「国民
が決めることです」とまるで政府はノータッチかのような.
2017年9月10日 . 書店業界（だけではないのはもちろんだが）の絶望的な不況のなかで、岩波ブッ
クセンター信山社も売上げは最後のころは相当に低迷していたようで、倒産は時間の .. まずそのま

えに憲法改正のための国民投票にもっていくために、国会での三分の二以上の賛成が必要という
憲法第九六条を賛成半数以上ですむようにと画策し.
2016年8月30日 . ただし、憲法9条の話などをし出すと途端に政治色が強くなってしまいますので、こ
こでは「改正方法」つまり「変え方」のルールという側面に絞って考えてみます。 . 国民投票は直接民
主主義でもあるわけですが、直接民主主義、特に多数決による意思決定は実は危険であることが
多くの研究から指摘されています。一時の「空気」に.
2014年6月25日 . 権」の行使容認に向けた憲法解釈変更と闘う決意を表明しました。 . 安倍首相
のように「俺がルールブックで俺が憲法だ」. というのは野蛮な話 ... 首相は、もはや. 憲法改正の国
民投票の結果に自信を失っています。私たちの力がそうさせているのです。これか. らの長い道のり、
もう一息です。長い道のりを追い詰めていきましょう。
日本国憲法はいわゆる「硬性憲法」であり、その改正には国会での加重要件による決議を経た発
議を受けて、国民投票を行う必要がある。この国民投票に関する法律は制定されてこなかった。 憲
法制定以来、憲法を改正すべきとする意見と、憲法は変えるべきではないとする意見が対立してき
た。日本国憲法の改正に必要な要件が通常の法律の.
2015年6月26日 . とか「（国民投票に）参加させろよなー」とか「投票行きたくなくなってきた」とか、具
体的に「憲法のここをこう変えたい」という意見もないまま「国民投票に参加したい」という改正ありき
の発言を繰り返します。一家丸ごと自民党のスポークスマンのようになってきました。（自民党の宣伝
マンガだから当たり前っちゃ当たり前だけど…）
2008年3月5日 . 私は大阪市の生まれで、大学では哲学を専攻していました。1981年、ポーランド
においてレフ・ワレサ率いる独立自治労組「連帯」を中心とした民主化運動が高揚します。 ... 著書
に『住民投票』(岩波新書)、『「憲法九条」国民投票』（集英社新書）、『「９条」変えるか変えない
か─―憲法改正・国民投票のルールブック』（現代人文社／.
2017年10月25日 . 建前かもしれないだろ憲法変えた後から、状況が変わったから、徴兵制にしま
しょう、半島は重要なので実効支配しましょうって言ったら出来るような憲法改正はどうなの .. そもそ
も九条改正と徴兵制復活を同一視、連動視してる方がおかしい世界的に見て徴兵制は廃止もし
くは停止方向にある徴兵制を維持してるのは兵力維持が.
2011年11月26日 . その後も、日本各地の住民投票や、スイス、フランスなどで実施された国民投
票の現地取材を重ねる。著書に『住民投票』(岩波新書)、『「憲法九条」国民投票』（集英社新
書）、『「原発」国民投票』（集英社新書）、『「９条」変えるか変えないか──憲法改正・国民投票
のルールブック』 （現代人文社／編著）など多数。「みんなで決め.
住民投票』(日本経済新聞社／編著). 『住民投票Ｑ＆Ａ』(岩波書店). 『住民投票─観客民主
主義を超えて』(岩波書店). 『実践の政治学』(法律文化社／共著). 『「憲法９条」国民投票』
（集英社）. 『対論！戦争､軍隊､この国の行方』(青木書店／編著). 『｢９条｣変えるか変えないか
─憲法改正・国民投票のルールブック』（現代人文社／編著）. 『市民が.
2017年10月8日 . 憲法9条改正の内容と手順はどうなるでしょう 最後には国民投票で過半数をと
らないと 憲法改正は認められないんですね 初心者でもかなりわかりや. . 国家を統治する憲法(ルー
ルブック)が古い 憲法は改正して . 憲法改正とは70年間変更されていないルールを変えようということ
なんですがなぜ今、改正が必要なのかですね。
2016年3月19日 . Ｑ１ 「現憲法は国民投票に付されていない」と安倍首相はいうが…… Ｑ２ ９条
変えないことが「立憲主義を空洞化する」とは？ Ｑ３ 自民党は９条をどう変えようとしているのか？
Ｑ４ 「自衛権を制約なしに行使するために９条変える」とは？ Ｑ５ 「新しい人権を盛り込むために
憲法改正が必要」か？ Ｑ６ 国民に憲法尊重・擁護義務を.
2001年11月23日 . アレンス・イスラエル日本友好議員連盟会長（懇談）. （エルサレム泊）. ９月４
日（火）. エルサレム発、マドリッドへ. （マドリッド泊）. ９月５日（水）. ○国務院 .. 現するためには、憲
法改正のための国民投票制度や現在の議院内閣制をどうす. るかなど、 .. 運用上の問題としてな
されていないということのか、憲法上の原則を変えずに.
15日。「9条変えるか変えないか 憲法改正・国民投票のルールブック」出版記念講演会＆パー
ティー開催。 行事が重なり出席者が少ないことを心配していたが、予想外に40名以上の方が参

加。みなさん、忙しい中ほんとうにありがとうございました。 来たる憲法改正論議の条文以外のもう
ひとつ大切なことは、いかなるルールで国民投票が行われるか.
2017年12月20日 . 自民党憲法改正推進本部（細田博之本部長）が２０日の全体会合に提示
する「中間取りまとめ」の概要が１９日、分かった。焦点となっている自衛隊の明記に関しては（１）現
行憲法９条１、２項を変えず、自衛隊を明記する条文を新設する安倍晋三首相（党総裁）の提
案（２）９条２項を削除して「国防軍」を盛り込む平成２４年の党改憲.
2017年10月9日 . 今回の9条に限らず時勢に合わせて法律を変えるということにアレルギー起こして
ること自体が不健全. 16: 名無し .. 憲法改正して自衛隊が軍隊なっても30万に満たない兵力じゃ
絶望的やし軍備増強も非現実的結局アメリカ頼りなのは変わらんもんな . そもそも改正がいやなら
国民投票で反対票を突きつければ良いだけや。
2014年6月22日 . 憲法九条の解釈変更によって日本の軍事行動への制約を解除し、集団的自
衛権を容認しようとする彼の動きは安倍が日本のデモクラシーを破壊しつつあることの直近の . され
ているのは、日本のデモクラシー・システムの基幹的なルールが不当に政治問題化されたり、恣意
的に変更されたりすることがないようにするためである。
. た各国の国民投票を現場で見届ける。また、０４年、０５年にはスイス、フランス、オランダで実施さ
れたさまざまな国民投票を現地取材。９６年より日本各地でまき起こった住民投票の現地取材を
進める。主な著書に『住民投票』(岩波新書)、『憲法９条」国民投票』（集英社新書）、『「９条」
変えるか変えないか―─憲法改正・国民投票のルールブック』（.
2008年4月15日 . 国内では一般的に、現憲法は一切変える必要はないと考える勢力を「護憲派」
と称する一方、環境権やプライバシー権といった新たな権利の付加や、とりわけ９条の改正を目指す
勢力を「改憲派」といいます。そして、この間の憲法改正論議の焦点は９条改憲問題であり続けて
います。 旧来からの「９条護憲派」とは、憲法９条を変え.
ヤフオク!は、日本NO.1の利用者数と常時約5000万点以上の商品数を誇る、誰でもかんたんに国
民の憲法などの売り買いが楽しめるサービスです。圧倒的人気のオークションに加え、フリマ出品で
すぐ売れる、買える商品もたくさん！
2012年6月18日 . 『「９条」変えるか変えないか─憲法改正・国民投票のルールブック』（現代人文
社／編著） 『市民が広げる議会公開─傍聴を閉ざす議会とメディアの欺瞞』（現代人文社／編
著） 『「原発」国民投票』（集英社） 『原発をどうするか、みんなで決める 国民投票に向けて』(岩
波書店／編著) 2.立候補に際して、当会の活動その他についての.
2007年3月19日 . まずは、憲法９条のもつ「規制」、改正すべきだという理由、９条のもつメッセージ
を通して、憲法９条と向き合ってみてください。「憲法９条は . 憲法９条を変えて（or変えないで）どの
ように安全保障をしていくべきですか」. 本日の目標 .. 「（９条２項について）はっきりと自衛のための
軍隊であると認めていいのではないか。自衛隊を違憲.
2015年7月29日 . んな規定を置いている国はない。 選挙運動こそ有権者となる事前学習. 公職
選挙法第137条の２は、公職選挙法制定後. 選挙運動に関する初の大幅改正となった昭和27.
年法律第307号で新設された。この法律は、自由党、. 改進党、社会党の議員が協議を重ね、選
挙運動の. 新ルール（禁止事項）を取りまとめたもので、会.
2015年2月10日 . 戦争、軍隊、この国の行方―九条改憲・国民投票を考える ※ 住民投票
Q&A』（岩波ブックレット ※ チェシチ―うねるポーランドへ ※ 「9条」変えるか変えないか―憲法改
正・国民投票のルールブック ※ 大事なことは国民投票で決めよう!―世界の常識「国民投票」のす
すめ ※ 革命後の風景―モスクワ発バルト経由ワルシャワ行き
323.01||KE51 『「9条」変えるか変えないか : 憲法改正・国民投票のルールブック』今井一編著. 現
代人文社, 2005. 323.142||I43 『9条と日中韓』加藤周一著. かもがわ出版, 2005(かもがわブック
レット:157). 323.142||KA86 『日本国憲法第9条成立の思想的淵源の研究 : 「戦争非合法化」論
と日本国憲法の平和主義』河上暁弘著. 専修大学出版局,.
2016年6月30日 . 自民党の中でもタカ派の最右翼である稲田朋美政調会長が、ＮＨＫの日曜討
論で「自民党の出している憲法草案も、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重、これ . 稲田
政調会長は基本的人権の尊重は変えないというけれども、全く変えちゃってる自民党憲法「改正」

草案。 . だから、改憲には厳格な「作法」、ルールが存在する。
2017年10月2日 . また，憲法改正をめぐる議論が深まっていないという人が67％にのぼるなど，憲.
法改正 . 国民の祝日. 国民主権※. 戦争の放棄. 憲法の理念. 基本的人権の尊重. 調査は，憲
法に対する基本的な考え，憲法. 改正や9条に対する考え，安全保障に対する. 考え，新たな ..
国民の間で憲法を変えるか変えないかにつ. いての議論が.
私たちは、9条に自衛隊を明記する安倍首相の提案とどう向き合うべきか ──憲法改正要否の基
本ルールとの関連で──… . 敗北を喫し、安倍内閣の支持率は急落したが、自民党憲法改正推
進本部は、本年秋の臨時国会に自民党改憲案を提出、二〇一八年に国会による発議、国民投
票、二〇二〇年に施行というスケジュールを変えていない。
2013年3月30日 . 憲法や改正案に対しての批判ではなく芦部を知ってるか知らないかというところを
批判するのは 本質的ではない .. 憲法改正のための国民投票をする日本国民はたんぶんこんなこ
と分からないと思いますよ . その三人知らなくても、憲法9条がおかしいことは普通の人ならわかるし、
憲法を変えなきゃいかんのも分かるだろ
「９条」変えるか変えないか. 憲法改正・国民投票のルールブック. 「９条」変えるか変えないか. 社会
の「安全」を守るためとされている生活安全条例の制定の背景・実態に迫り、意図を考える。
2017年10月26日 . アメリカや中国は戦争しまくりやんか. 8： 名無しさん ： 2017/10/25(水)
14:12:01.69 ID:YapRR0lE0.net. >>3 だから防衛力高めようって話じゃないの、これ？ 29： 名無しさ
ん ： 2017/10/25(水) 14:15:36.20 ID:Z+esx8AI0.net. >>8 建前かもしれないだろ 憲法変えた後か
ら、状況が変わったから、徴兵制にしましょう、半島は重要.
2008年3月25日 . この憲法改正の発議や国民投票に関する手続きについて定めた法律が、憲法
調査会や憲法調査特別委員会での約２年にわたる議論を経て、2007年５月18日に制定・ ... 著
書に『住民投票』(岩波新書)、『「憲法九条」国民投票』（集英社新書）、『「９条」変えるか変えな
いか─―憲法改正・国民投票のルールブック』（現代人文社／.
2017年10月14日 . 国民の中から憲法を変えるべきだ！っていう声が多数にもなっていないにもかか
わらず、憲法を尊重擁護する義務を負った権力側が「憲法を変えろ」「憲法を変えたい」って言い出
すって、図々しいにも程がある。 おまけに憲法改正の国民投票では、最低投票率が決められてい
ないので、投票率がビックリするほど低くても憲法が変え.
2013年7月7日 . 96条を変えるなら投票率を最低でも60%にしないとマジでやばいよ。 日本人の大
多数(主に女と団塊）はバカだから流行廃りで投票行動を起す。 憲法を変えやすくするって事は天
皇制破棄や9条強化も容易だということ分かってないのかな？ 96条を変えたいと言ってる奴は全員
売国奴と言っても過言ではない。 憲法改正をやるの.
国民投票の現地取材を重ねる。 著書に『住民投票』(岩波新書)、『「憲法九条」国民投票』（集
英社新書）、 『「９条」変えるか変えないか―憲法改正・国民投票のルールブック』（現代人文社／
編著） など多数。 あの総選挙は、“国民投票”とはまったく違う. 編集部. この度の選挙で大勝した
自民党が、よく選挙期間中に「これは郵政民営化を問う“国民.
2006年2月2日 . タイム・オブ・イノセンス ある日系二世少女の物語, サナエ・カワグチ 著､堤 江実
訳, 清流出版, 2005.11, \2,400. 刀水歴史全書73 白人とは何か? ホワイトネス・スタディーズ入門,
藤川 隆男 編､藤川 隆男〔ほか執筆〕, 刀水書房, 2005.1, \2,200. 憲 法. ｢9条｣変えるか変えない
か 憲法改正・国民投票のルールブック, 今井 一 編著.
第３章：「日本国憲法改正国民投票法案」の反民主的性格. 60. 第４章：おわりに ... 9 Only part

II because part I of the Italian Constitution includes values, principles and fundamental rights
which none of the two sides .. な改正を目指し、憲法的法律で憲法改正手続きを一部変更し
て、正式な憲法改正案作成権を付. 与された両院合同.
2005年12月19日 . 「9条」変えるか変えないか憲法改正・国民投票のルールブック [ 今井一 ](楽
天ブックス)のレビュー・口コミ情報がご覧いただけます。商品に集まるクチコミや評価を参考に楽しい
お買い物を！(未購入を含む)
【無料試し読みあり】「憲法とは何か」（長谷部恭男）のユーザーレビュー・感想ページです。 . 憲法
典を変えたからといって憲法が変わるとはかぎらない。 . 憲法については、左右どちらかの立場から感

情的に論じられることが多く、左の立場からは、憲法改正は絶対に認めない、まして9条改正など
もっての他、右の立場からは、アメリカが短期間で.
「解釈改憲＝大人の知恵」という欺瞞 九条国民投票で立憲主義をとりもどそう/今井 一（法学・
法律） - 「戦争放棄・軍隊不保持」を謳う九条を是としながら、私たちはこれまで、歴代政権が進
める再軍備のための解釈 . 原発をどうするか、みんなで決める 国民投票へ向けて(岩波ブックレット
. 「９条」変えるか変えないか 憲法改正・国民投票のルール.
倉持麟太郎(弁護士) ジャーナリズム、報道の根拠たる表現の自由（憲法２１条）には、一私人の
表現行為とは異なり、あえて憲法が報道主体＝マスコミに与えた特殊な役割が . だからこそ、国民
が負託した権力を適切に運用しているかどうかを国民の代わりに常に監視する責務を課されたの
が、マスコミが享有する表現の自由の内実の一つである。
2016年7月11日 . ただ、公明党は拙速な議論に慎重。首相の自民党総裁任期は２０１８年９月
までで、実際に改憲発議や国民投票にまでこぎ着けられるかは見通せない。 「わが党の案をベース
にしながら３分の２を（どう）構築していくか。これがまさに政治の技術だ」。会見で首相はこう強調。
９条改正による「国防軍」創設を明記するなどした自民草案.
憲法改正（けんぽうかいせい、英:Constitutional amendment）とは、成文法で示される憲法の条文
を修正、追加または削除することで、改憲（かいけん）ともいう。国の成り立ち（世界中で望まれる国
家の姿、統治者(三権の長)を選出する方法、法の支配、国民が国家に生活の基盤を委ねる信
託のあり方）を再検証するもので、憲法改正の問題点は、.
でも、まだ何も起きていない平時に憲法を変えるっていうのは、何かおかしい。 ルールがあってその上
に秩序を作り、どんな権力者であろうと憲法を守る。 じゃなきゃスポーツ競技なんて成立しないよ。
74 ：. 2017/10/29(日) 19:48:49.87. >>49 冗談じゃない緊急事態条項で国民投票なしの実質憲
法追加ができるようになるんだぞ平時から決めとくべき.
2017年11月2日 . 基礎的なこと 例えば、「憲法とは国民から権力者に宛てたルールブック」である事
とかですね。 安倍さんは96条改憲について「憲法改正で、初めて国民の手に取り戻せる」と言ってい
ましたが、これは大間違いです。 発議要件を2/3→過半数に変えるというのは、国民が握ってる安全
装置を権力者の側に一部譲歩する事になります。
本稿では，台湾の民主化を憲法改正という視点から整理し，憲法規定の側面から台湾の民主化
の意味と問題点を探っていきたい。 . 1946年12月に制定された中華民国憲法は，孫文の三民主
義思想に基づき，国民大会，総統(大統領)，五権分立の国家体制を規定している。 ... 増修条
文第9条では，総統の大政方針権を次のように定めている。
「９条」変えるか変えないか 憲法改正・国民投票のルールブック：本・コミックならセブンネットショッピ
ング 。 7net、西武・そごう、イトーヨーカドー、アカチャンホンポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanaco
ポイントが貯まりセブン-イレブンでの店舗受取・返品が可能、セブン＆アイの安心安全なネットショッ
ピングです。
2016年11月18日 . 対談というよりも、政治家だろうが学者だろうが一般聴衆だろうが、相手によって
自説を変えない井上さんらしい、フェアな議論の場になった。 . いわく「安倍政権の目的は憲法9条
の解釈を変えることではなく、改憲手続きによる9条自体の変更」であり、ならば集団的自衛権を
堂々と行使できるよう、国会で憲法改正を発議して、国民.
2016年6月28日 . ここから考えると、護憲派がよく振りかざしている「改憲派の主戦場は憲法9条と
自衛隊」という見立ては間違っていることわかる。 日本会議は早々に、9条改憲に見切りをつけてい
る。なぜなら、現状では国民投票で勝てると思っていないからだ。「仮に安保法制で国民投票をやっ
たら負けていただろう」（百地さん）と考えている。
階候補は憲法問題に触れ、「私たち希望の党が憲法９条を変えるのではないか、そういう噂も飛び
交っているが、決してそんなことはない」 .. 秋葉原や柏駅前で、民進党や韓国シバキ隊の極左反
日団体が、安倍総理の演説妨害を組織的に行うことに田崎氏が選挙妨害ではと言うと、一般国
民の声だからと玉川徹がドンドンやるべきだと反論してい.
2017年9月14日 . 憲法は国民を守るものであって政権とは敵対するものでもある。 権力抑制、権
力監視の意味がある。 だから憲法は国民投票でしか変えられない。 それすらわかってない人が「安

倍政権の暴走」とか言ってて頭痛がする。 +67. -2. 68. 匿名 2017/09/11(月) 20:04:04. >>54 9条
のおかけで関わらなくて済んだ戦争もあるので…一応。
2016年7月13日 . @fj_333. 反ＴＰＰ、反原発、反集団的自衛権、反解釈改憲、反武器輸出解
禁、反軍学共同、反カジノ法案。辺野古移設、憲法９条改悪、特定秘密保護法、盗聴法、共
謀罪、派遣法改悪、残業代ゼロ法案、どれも民意を蔑視する悪魔のような法律ばかり。安倍晋三
の根底にある価値観、薄っぺらな人間性に強い疑問を持つ。 Tokyo.
2016年12月21日 . 対論！戦争､軍隊､この国の行方』（青木書店／編著). 『「９条」変えるか変え
ないか──憲法改正・国民投票のルールブック』（現代人文社／編著）. 『市民が広げる議会公開
──傍聴を閉ざす議会とメディアの欺瞞』（現代人文社／編著）. 『「原発」国民投票』（集英社）.
『原発をどうするか、みんなで決める──国民投票へ向けて（岩波.
価格：1,630円＋税 □ISBN978-4-86354-212-9 □ 本のサイズ：B6判／ソフトカバー □ 著者：南部義
典 2017年、日本国憲法は、施行から70年という節目を迎えます。国会では、憲法を改正すべきか
否か、与野党の立場を超えて今も活発な議論が続いています。私たちも、日本の主権者として憲
法改正を最終的に決定するためには、国民投票法の.
2017年8月30日 . 現在の日本国憲法には、大日本帝国憲法改正手続き無効論やGHQ押し付
け憲法論、貴族院審議介入不適切論といった批判が向けられている。 . を見出すのだから、改正
案についてだけの国民投票でも十分だし、護憲派も憲法の中身自体には全く影響のない1文字だ
けの変更案を示してでも国民投票の洗礼を受けるべきだ。
2017年12月20日 . 一覧にすると、. こんな感じ！ 憲法や行政法みたいに、. 国や役所と国民との.
間の法律関係を. 公法って呼ぶよ！ 行政組織や. 行政法の. 基本ルール. 時事ネタも .. 6 憲法改
正. その他総合問題. 択2. 択 択 択 択 択 択. 傾向と対策. SECTIONごとの出題履歴. 6. 7. ○全
体像. 科目の全体像を示す重要な骨格を図. 示しています.
憲法改正の手続きを定める９６条は、衆参各議院で総議員の３分の２以上の賛成で改憲を発議
し、国民投票で過半数の賛成を得ることと定めている。自民党は「３分 . 安倍政治」を問う ２０１７
衆院選：４）改憲ありき、際立つ性急さ(2017/9/30) 安倍晋三首相は、憲法９条に自衛隊を明記
する改憲案を自民党の公約に盛り込む考えだ。自衛隊違憲論を.
2005, 978-4-87798-256-0, 今井 一, 「9条」変えるか変えないか―憲法改正・国民投票のルール
ブック. '' 978-4-87798-270-6, 法と心理学会・目撃ガイドライン作成委員会, 目撃供述・識別手続
に関するガイドライン. '' 978-4-87798-272-0, 大阪弁護士会裁判員制度実施大阪本部, コンメン
タール公判前整理手続. 2006, 978-4-87798-275-1, 原田.
2017年7月7日 . 今、９条の改正は考えない」と述べ、憲法改正以前に安保法案の有用性を確認
するべきだと強調。 自民党憲法改正推進本部の船田元・本部長代行も自身が主催している政
治パーティーで、「（国民投票否決）その危険性を感じながら、丁寧に議論を進めるべきだ」などと発
言し、国民投票で否決される恐れがあるとコメントしました。
戦争、軍隊、この国の行方―九条改憲・国民投票を考える』 青木書店 ISBN 978-4250204098;
『住民投票Q&A』（岩波ブックレット (No.462)） 岩波書店 ISBN 978-4000034029; 『チェシチ―うね
るポーランドへ』 朝日新聞社 ISBN 978-4022561237; 『「9条」変えるか変えないか―憲法改正・国
民投票のルールブック』 現代人文社 ISBN 978-.
2011年9月21日 . 『｢9条｣変えるか変えないか─憲法改正・国民投票のルールブック』（現代人文社
／編著） 『市民が広げる議会公開─傍聴を閉ざす議会とメディアの欺瞞』（現代人文社／編著）
『「原発」国民投票』(集英社). ◇今井一氏の最新刊『「原発」国民投票』は、集英社から好評発
売中です。◇. 政治家任せではなく、国の未来は自分で決める.
2015年8月27日 . . され、国民投票のルールや諸外国での実態などについて陳述。著書に、『「原
発」国民投票』(集英社、2011年)、『市民が広げる議会公開 : 傍聴を閉ざす議会とメディアの欺
瞞』(現代人文社、2008年)、『「9条」変えるか変えないか 憲法改正・国民投票のルールブック』
(同、2005年)、『「憲法九条」国民投票』(集英社、2003年)など。
特集１ 憲法改正国民投票を考える加憲論は九条を死文化し壊憲する 清水雅彦（日本体育大
学教授） 国民投票法――公正なルールと運用が必要 梓澤和幸（弁護士） 棄教者の覚悟――

護憲的改憲論の立場から 加藤典洋（文芸評論家） 憲法改正国民投票条項はどのようにして誕
生したか 古川純（専修大学名誉教授） ナチズムへの敗北の.
住民投票』(日本経済新聞社／編著) 『住民投票Ｑ＆Ａ』（岩波書店) 『住民投票──観客民主
主義を超えて』（岩波書店) 『実践の政治学』（法律文化社／共著) 『「憲法９条」国民投票』（集
英社） 『対論！戦争､軍隊､この国の行方』（青木書店／編著) 『「９条」変えるか変えないか──
憲法改正・国民投票のルールブック』（現代人文社／編著） 『市民が.
2013年5月7日 . 「96条」は「ライジング」号外でも詳述したように、憲法改正のルールの規定であ
り、番組でもわしはその改正案の危険性を話した。 自民党や . 過ぎない。 だが自民党はすでに国
民投票のハードルを「全有権者」ではなく「有効投票」の過半数と、下げるだけ下げている。 . ない。
ルールを変えようぜ」と言い出してるようなものなのだ。
23 July, 1:30 PM - かでる２・７ 北海道立道民活動センター - Sapporo-shi - Japan - 「国民投票」
勉強会 第４弾 日本国憲法改正の発議が現実味を帯びてきた今、私たちはシビアな現実からも、
難しい議論からも逃げずに具体的な行動を始めるしかないと考えます。 国民投票とは何なのか、ど
うすれば公正な条件で実施できるのか。 書籍『国.
これは必ずしも意味のないことではないのですが、要するに重要な国の基本的なルール、これを憲
法と呼ぼうではないかということです。これを「実質的憲法概念」と ... いくら９６条の所定の手続を経
ても、つまり国会で３分の２の多数で発議をし、国民投票でかけて国民が賛成しても憲法９条変え
られないという話です。 主権者国民が変えようと思って.
国民投票は国民が直接日本の未来を選択できる唯一の手段。護憲・改憲を問わず、公正に…
Pontaポイント使えます！ | ｢9条｣変えるか変えないか憲法改正･国民投票のルールブック | 今井一
| 発売国:日本 | 書籍 | 9784877982560 | HMV&BOOKS online 支払い方法､配送方法もいろい
ろ選べ､非常に便利です！
また、2004、2005年には、スイス、フランス、オランダへ赴き、国民投票の実施実態を調査。2006
年〜2007年には、衆参両院の「憲法調査特別委員会」に5度にわたり参考人及び公述人として
招致され、国民投票のあるべきルールや諸外国での実態などについて陳述する。 自民党が日本
国憲法改正の発議要件（第96条）緩和案（3分の2を維持し.
世界中のあらゆる情報を検索するためのツールを提供しています。さまざまな検索機能を活用して、
お探しの情報を見つけてください。
2007年4月10日 . （２）国民投票の実施手続. 国会が憲法改正を発議した日から起算して60日
以後180日以内におい. 国民投票の期日. て、国会が議決した期日とする。 日本国民で年齢満
18歳 . 投票者は投票用紙に印刷された賛成、反対の文字のいずれか ... えるか変えないか憲法
改正・国民投票のルールブック』(現代人文社、平17.5)ほか。 、.
2017年6月1日 . 今井氏の論理でいえば、自民党憲法改正草案に示された9条及び9条の２につい
て国民投票にはかり承認されればＯＫということになりますが、それが自民党の改正草案ではダメで、
何故、あなたの珍論で .. 河野氏は「憲法は現実に合わせて変えていくのではなく、現実を憲法に
合わせる努力をまずしてみることが先ではないか。
2014年5月15日 . 日本の民主主義の真価が試される～安倍の解釈改憲、勝手なルール変更が
許されないわけ . 要は、安倍首相が「憲法９条は自分の考えに合わないから、わたしの内閣で変え
ちゃいますよ」「９条の条文は無視して、自衛隊は、海外でも武力行使をできるようにしちゃいます ..
国民が国家に与えたルールブックのようなものだから。
2008年4月11日 . 改憲幻想論―壊れていない車は修理するな（佐柄木俊郎著 朝日新聞社
2001）. 本書は、昨今かまびすしくメディアや政界で議論されている憲法改正論について、その実態
を批判的に分析し、そして現行憲法の可能性を探求したものである。 まず始めに、「環境権」 . 必
ず「どの条項を変えるか」と問われる。けれども国民の過半数.
アメリカは忘れない 記憶のなかのパールハーバー／. ／法政大学出版局／. Ｒ. Emily
S.Rosenberg. 319.8-. 9. 323.1-I. ・｢ 条｣変えるか変えないか憲法改正・国民投票のルールブック／
今井一編著現代人文社／. 1. 323.1-Ke-01. ＊(岩波講座)憲法. 立憲主義の哲学的問題地平
／長谷部恭男／岩波書店／. 6. 323.1-Ke-06. ＊(岩波講座)憲法.

2016年7月14日 . イギリスとの違いは、イギリスの国民投票に法的拘束力はないが、日本の憲法改
正の国民投票は、その法的手続き上、法的拘束力を持ち確定するので、その時点 .. しかし、野
党のみならず、マスコミも、憲法9条改正について、戦争に巻き込まれ、徴兵制が始まる等という扇
情的なことは挙げるが、イギリスのEU離脱で議論された.

