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2019年5月29～30日 

野党党首会談、市民連合と野党の協定、憲法審査会 

 

野党５党派、参院選へ「政策協定」＝増税中止など、市民連合と 

時事通信2019年05月29日20時09分 

 立憲民主、国民民主、共産、社民各党と衆院会派「社会保障を

立て直す国民会議」は２９日、野党共闘を後押しする民間団体「市

民連合」から、夏の参院選に向けた政策要望書を受け取った。事

実上の政策協定で、改憲発議阻止や安全保障関連法廃止、消費税

増税中止など１３項目。立憲の枝野幸男代表ら５党派の党首らが

署名した。  

 

参院選１人区、３０で一本化＝不信任案・衆院選準備も連携－４

野党 

時事通信2019年05月29日19時49分 

民間団体「市民連合」との意見交換会に出席

した（手前から）社民党の福島瑞穂副党首、共産党の志位和夫委

員長、立憲民主党の枝野幸男代表、国民民主党の玉木雄一郎代表、

衆院会派「社会保障を立て直す国民会議」代表の野田佳彦前首相

＝２９日午後、東京・永田町の参院議員会館 

 立憲民主、国民民主、共産、社民各党は２９日の党首会談で、

夏の参院選で３２ある改選数１の１人区のうち、決定済みを含む

計３０選挙区での候補一本化で合意した。内閣不信任決議案の扱

いなど終盤国会に向けて緊密に情報共有を図ることで一致。衆院

解散・総選挙に備え対応を急ぐ方針も確認した。 

 立憲の枝野幸男代表は会談後の記者会見で「候補者一本化はス

タートラインだ。安倍政権打倒の参院選にしていくため、大事な

一歩を踏み出せた」と強調した。 

 

 一本化する３０選挙区のうち、青森、宮城など７選挙区は立憲

が、長野、富山など５選挙区は国民が、鳥取・島根、徳島・高知

など３選挙区は共産が、それぞれ公認候補を立てる。佐賀も国民

が擁立を検討している人物に一本化される見込み。岩手、滋賀な

ど１４選挙区は無所属を支え合う形となる。 

 残る２選挙区のうち、宮崎は野党候補が未定で擁立を急ぐ。鹿

児島は競合する国民、社民両党間で協議を続ける。合意を受け、

共産は計２０選挙区で候補を取り下げる。 

 

野党、30の参院1人区で一本化 対決構図ほぼ固まる 

2019/5/29 16:14 (JST)5/29 20:46 (JST)updated共同通信社 

野党5党派による党首会談

に臨む立憲民主党の枝野代表（中央奥）ら＝29日午後、国会 

 立憲民主党など野党5党派は29日の党首会談で、夏の参院選

の勝敗を左右する32の改選1人区について、新たに19選挙区

の候補者一本化に合意した。これまでに合意した分を含めて計

30 選挙区で野党候補が内定した。事実上の与野党一騎打ちの構

図がほぼ固まった。残るのは宮崎、鹿児島両選挙区で、さらに調

整を続ける。取り沙汰される衆参同日選に備え、衆院小選挙区の

候補者調整の加速でも一致した。 

 立民の枝野幸男代表は会談後、記者団に「安倍政権打倒の参院

選にするための大事な一歩を踏み出せた」と強調した。 

 

野党、３０選挙区で候補者一本化 参院選の構図固まる 

朝日新聞デジタル2019年5月29日21時34分  

参院選「１人区」与野党対立の構図 

 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=d862b7b6d4a0ba024379d7e8d12f959c&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=d862b7b6d4a0ba024379d7e8d12f959c&c=syu
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 立憲民主党など野党５党派の党首らは２９日、国会内で会談し、

夏の参院選で全国に３２ある「１人区」のうち計３０選挙区での

候補者を一本化した。与党との対決構図がほぼ固まったが、野党

の候補者の大多数は新顔。各党の協力態勢づくりや知名度向上が

課題だ。 

 野党５党派はすでに１１選挙区で一本化。２９日の会談で新た

に１９選挙区で合意した。３０選挙区の公認予定者の内訳は立憲

７、国民民主党５、共産党３。佐賀は国民が擁立作業中だ。 

 無所属が１４選挙区を占めた。旧民進党が立憲と国民に分裂し

た中、両党で支援態勢をつくるため、公認を外す地域が相次いだ。

共産は３年前の参院選は香川のみだったが、３選挙区を得た。志

位和夫委員長は「私どもにとって前進だ」と語った。 

 合意に至らなかったのは国民と社民党が競合する鹿児島と、擁

立作業が進んでいない宮崎。国民と社民を中心に調整を急ぐ。 

 立憲の枝野幸男代表は会談後、「候補者の一本化はスタートラ

インだ。地域事情に応じて、各党とも最大限の努力をする」。国

民の玉木雄一郎代表も「応援態勢を一つにして当選につなげる」

と述べ、野党間の協力態勢の構築が必要だとの認識を示した。 

 改選数１の１人区で、野党は６年前に２勝２９敗と惨敗。全選

挙区で候補者を一本化した３年前は１１勝２１敗と持ち直した。

複数区のように与党と議席を分け合うことがないため、野党は

「１人区の趨勢（すうせい）が参院選の勝敗に大きく影響する」

（立憲の福山哲郎幹事長）と重視してきた。国民幹部は「前回の

１１勝が最低目標だ」と語る。 

 ただ、５月の連休明けを目指した一本化の決着は大幅にずれ込

んだ。さらに６年前に大敗した影響で、野党の現職の立候補予定

者は国民の１人のみ。野党内では「新顔は地域への浸透に時間が

かかる。一本化は遅すぎた」（閣僚経験者）との懸念が出ている。 

 これに対し、自民党は現職２８人、新顔４人。全員が公明党の

推薦を受ける。３年前に敗れた１１選挙区と、野党陣営の統一候

補擁立の動きなどを踏まえ、１６選挙区を激戦区に指定。二階俊

博幹事長らが入り、選挙準備を進めている。 

衆院小選挙区、野党は調整加速 

 立憲民主党など野党５党派の党首らは２９日の会談で、衆参同

日選に備え、衆院小選挙区の候補者調整を加速させることを確認

した。内閣不信任決議案の提出については、立憲の枝野幸男代表

が「政治状況を判断し、状況によって相談する」と伝えた。 

 党首らは、野党共闘を呼びかける「安保法制の廃止と立憲主義

の回復を求める市民連合」とも会談。安倍政権が進める改憲発議

の阻止▽安全保障関連法の廃止▽原発ゼロの実現▽消費税率引

き上げの中止――などを盛り込んだ政策要望書を受け取り、署名

した。 

 

参院選 戦術、野党手探り １人区、３０選挙区一本化の効果読

めず 複数区、立憲と国民の「対立」表面化 

毎日新聞2019年5月30日 東京朝刊 

 立憲民主など主要野党が夏の参院選で全国に３２ある１人区

（改選数１）の候補予定者の一本化をほぼ終えた。参院選の勝敗

を左右する１人区で自民党に対抗する狙いだが、野党各党には協

力態勢を巡る温度差もあり、効果は読み切れない。全国１３の改

選数２以上の複数区では野党の候補予定者が乱立する選挙区も

多く、共倒れ懸念も出ている。手探りの状態は続いている。【浜

中慎哉、野間口陽、東久保逸夫】  

 

 立憲、国民民主、共産、社民各党と衆院会派「社会保障を立て

直す国民会議」の党首らは２９日、国会内で会…  

残り1195文字（全文1432文字） 

 

野党、30の1人区で統一候補 参院選構図ほぼ固まる  

日経新聞2019/5/29 19:30 

立憲民主党など野党5党派の党首らは29日、国会内で会談した。

夏の参院選で 32ある改選定数 1の 1人区のうち、30で候補を

一本化した。宮崎と鹿児島を除き、ほぼ与野党の構図が固まった。

参院選に合わせた衆参同日選の観測があり、野党党首は衆院選で

の候補者調整の加速も確認した。 

立民、国民民主、共産、社民各党と衆院会派「社会保障を立て直

す国民会議」の党首らが青森や長野など新たに19選挙区で統一

候補を確認した。既に決まっていた山形などを含め30選挙区に

上る。 

30 人の野党統一候補のうち、各党が相乗りしやすい無所属での

立候補が最も多く、14人に上った。立民公認は7人、国民民主

公認は5人だ。共産党公認は3人で、福井に加え、合区の鳥取・

島根と徳島・高知でも立てる。佐賀は国民民主が最終調整中の候

補に決め、近く名前を公表する。 

宮崎は各党とも候補のめどが立っていない。鹿児島は国民民主、

社民両党が競合している。内定した統一候補のうち、現職は長野

の羽田雄一郎氏（国民民主）だけだ。大半は地盤がない新人が自

民党の現職に挑む。 

野党候補を 1 人に絞るのは政権批判票が割れないようにするた

めだ。過去 2回の参院選 1人区の結果をみると、野党が候補を

乱立した 13年は 2勝 29敗だが、一本化した 16年は 11勝 21

敗となった。 

国民民主の玉木雄一郎代表は29日、記者団に「応援態勢をひと

つにすることが大事だ」と訴えた。第1次安倍政権で首相を退陣

に追い込むきっかけをつくった07年の参院選では、野党が1人
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区で23勝6敗と圧勝した。 

野党 5 党派の党首らは 29 日、安全保障関連法の廃止を唱える

「市民連合」とそれぞれ共通政策に署名した。(1)安倍政権が進め

る憲法改正に反対(2)10 月の消費増税中止(3)沖縄県名護市辺野

古の基地建設の即時中止(4)原発ゼロの目標――など 13 項目を

盛り込んだ。野合批判をかわし、共闘態勢を築く狙いがある。 

野党 5 党派の党首は衆院小選挙区の候補者調整を加速させる方

針も申し合わせた。立民と国民民主の公認候補予定者や、旧民進

党系の無所属議員を合わせても 200 人に満たない。個別に擁立

作業を進めれば、競合が生まれる可能性もある。 

 

自公、野党一本化を批判 「選挙戦術の色合い強まる」  

日経新聞2019/5/29 19:30 

与党幹部は29日、野党5党派による候補者一本化の動きを相次

いで批判した。自民党の岸田文雄政調会長は国会内で記者団に

「選挙戦術的な色合いが強まると受け取る人もいるのではない

か」と述べた。公明党の石田祝稔政調会長は「国の基本方針につ

いて政策が一致していなければおかしい」と指摘した。 

 

夏の参院選 野党５党派、１人区３０選挙区で一本化合意 

産経新聞2019.5.29 15:12 

立憲民主、国民民主、共産など主要野党５党派は２９日、国会内

で党首会談を開き、夏の参院選の勝敗を左右する３２の改選１人

区のうち新たに１９選挙区で統一候補を決めた。すでに合意して

いる１１選挙区を含む計３０の選挙区で候補者一本化が実現し、

与野党一騎打ちの構図がほぼ固まった。 

 党首会談では、衆参同日選に備え、衆院の選挙区に関する候補

者調整を加速させていくことでも一致した。菅義偉官房長官が

「衆院解散の大義になる」と牽制（けんせい）した安倍晋三内閣

不信任決議案の提出については立民の枝野幸男代表が「政治状況

を判断した上で改めて相談させていただく」と述べ、了承された。 

 ３０選挙区の内訳は立民７、国民５、共産３、無所属１４。佐

賀は枠組みが未定。 

 新たに決まった１９選挙区のうち、長野は国民現職の羽田雄一

郎氏、滋賀は国民が推した無所属新人で元滋賀県知事の嘉田由紀

子氏をそれぞれ擁立する。 

 共産は福井と、合区となる「鳥取・島根」「徳島・高知」から

公認が出馬する。共産は擁立済みの１９選挙区の候補を取り下げ

る。 

 決着していないのは宮崎と鹿児島。宮崎は５党派の候補が不在

のため、無所属候補の擁立を模索する。鹿児島は国民、社民両党

が独自候補の取り下げに応じない状況が続いている。 

 枝野氏は党首会談終了後、記者団に「安倍政権打倒の参院選に

していくためのスタートラインに良い形で着くことができた」と

述べた。 

 

参院選候補者一本化も野党はや不協和音 

産経新聞2019.5.29 21:25 

 立憲民主、国民民主、共産など野党５党派は２９日の党首会談

で、新たに１９の参院改選１人区の候補者一本化で合意し、自民

党を迎え撃つ態勢をつくった。しかし、早くも不協和音が響く。

統一候補が示すべき共通政策で各党間に埋めがたい距離があり、

支援態勢にも大きな課題が表面化している。（千田恒弥） 

 「大きな成果を挙げられるよう頑張っていこう」 

 立憲民主党の枝野幸男代表は党首会談終了後、他党の党首らに

１人区での協力を呼びかけた。 

 また、野党党首らは会談後、野党共闘を支援する「安保法制の

廃止と立憲主義の回復を求める市民連合」の代表者らと国会内で

会い、「憲法９条『改定』反対」など左派色の強い１３項目にわ

たる政策要望書にサインした。 

 共産党の志位和夫委員長はその後の記者会見で「市民と野党の

共通政策として調印された。野党共闘の政策的な旗印が鮮明に翻

った」と歓迎。要望書で示された政策を参院選の「共通公約」と

位置づけた。 

 これに対し、国民民主党の幹部は「要望書を受け取ったことを

示すためにサインしただけだ。共通公約ではない」と真っ向から

否定した。 

 菅義偉（すが・よしひで）官房長官が「衆院解散の大義になる」

との見方を示した安倍晋三内閣不信任案に関しても、認識は大き

く異なる。 

 国民民主党の玉木雄一郎代表は２９日の記者会見で、内閣不信

任案を提出するときには「どのような政権の枠組みを目指すのか、

どのような共通政策で選挙に臨むのかを明確にしなければなら

ない」と指摘した。 

 ところが、立憲民主党の幹部は「価値観が大きく異なる共産党

と連立政権を組むなんてあり得ない」と述べ、政権構想の提示を

否定した。 

 その共産党は３選挙区で公認候補を擁立することになった。３

年前の前回が香川のみだったことと比べると、大きな成果である。 

 もっとも、立憲民主党と国民民主党の最大支持団体の連合は、

共産党候補の支援には後ろ向きだ。そんな雰囲気を敏感に感じ取

ってか、志位氏は記者会見でこう牽制（けんせい）することも忘

れなかった。 

 「これからが肝心だ。皆で応援して勝利を目指す選挙にしてい

く必要がある」 

 

野党の候補一本化に与党「想定内」「選挙戦術的」 

産経新聞2019.5.29 20:58 

 夏の参院選で立憲民主など野党５党派が、改選１人区の３０選

挙区で候補者一本化に合意したことに対し、自民党の岸田文雄政

調会長は２９日の記者会見で「政策や理念で大きな違いのある政

党が一本化して戦うので、選挙戦術的な色合いが強まる」と批判。

公明党の石田祝稔政調会長も「国の基本方針についての政策が一

致していなければおかしい」と疑問を呈した。 

 自民党は昨年末、３２ある１人区を「激戦区」「警戒区」「安定

区」に分類。激戦区には平成２８年参院選で敗れた１１選挙区の

ほか、４月には警戒区から５選挙区を加え、党幹部が現地入りす

るなどてこ入れを図っている。 
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 自民党幹部は「脅威だ。まとまらない方が戦いやすかった」と

警戒を強める。一方、党選対幹部は、２８年の参院選でも野党が

１人区で候補者を一本化してきたことに触れ「想定内で、これま

での取り組みを進めるだけだ」と語った。 

 

野党５党派 参院選 30の１人区で候補者一本化で合意 

NHK5月29日 19時01分  

 

夏の参議院選挙に向けて、立憲民主党など野党５党派の党首らが

会談し、全国に32ある定員が１人の「１人区」のうち、すでに

決定している選挙区も含めて、合わせて30の選挙区で候補者を

一本化することで合意しました。 

立憲民主党、国民民主党、共産党、社民党、それに衆議院の会派

「社会保障を立て直す国民会議」は、全国に 32 ある「１人区」

で候補者を一本化するための協議を続けていて、これまでに 11

の選挙区を決定しています。 

そして 29日、野党５党派の党首らが会談し、新たに 19の選挙

区を決め、合わせて30の選挙区で候補者を一本化することで合

意しました。 

また残る宮崎と鹿児島の２つの選挙区の調整を急ぐことも確認

しました。 

一方、会談で立憲民主党の枝野代表は、安倍内閣に対する不信任

決議案について「政治状況を判断したうえで、各党の党首に相談

させてもらいたい」と述べました。 

枝野氏は記者団に対し「安倍政権打倒の参議院選挙にするため、

大事な一歩を踏み出し、よい形でスタートラインに着くことがで

きた。地域ごとに事情があるが、それぞれが力を発揮し、大きな

成果を挙げられるように頑張りたい」と述べました。 

このあと野党５党派の党首らは、安全保障関連法に反対する市民

団体「市民連合」のメンバーと面会し、安倍政権が進める憲法改

定に反対し、1500円の最低賃金を目指すことなどが盛り込まれ

た「市民連合」の要望書にそれぞれ署名しました。 

国民 玉木代表「応援態勢も１つに」 

国民民主党の玉木代表は記者団に対し「単に１人に絞るというこ

とではなく、応援態勢自体を１つにして当選につなげていくこと

が大事だ。ボーダーライン上の候補は、みんなで力を合わせてい

くことが不可欠で、１人に決まったのであればできるかぎりの応

援をしていきたい」と述べました。 

共産 志位委員長「これからが肝心」 

共産党の志位委員長は記者会見で「共産党が擁立した候補者で１

本化が実現したのは３つの選挙区になった。３年前の選挙では１

つだったので大変大きな前進だ。これは、あくまでもスタートで、

これからが肝心だ。すべての１人区での勝利のため、ありとあら

ゆる力を注いで頑張り抜きたい」と述べました。 

自民 岸田政調会長「政策や理念に大きな違い」 

自民党の岸田政務調査会長は記者会見で「政策や理念に大きな違

いがある政党が候補者を一本化するのは選挙対策と受け取られ

るのではないか」と述べました。 

公明 石田政調会長「基本政策が一致しているのか」 

公明党の石田政務調査会長は「基本政策が一致していなければお

かしく、特に安全保障政策で本当に一致しているのか問われなけ

ればならない。木に竹を接ぐようなことはできない」と述べまし

た。 

 

参院選 野党5党派 候補一本化受け態勢構築急ぐ 

NHK5月30日 4時34分  

 

夏の参議院選挙に向けて、立憲民主党など野党５党派は、全国に

32ある「１人区」のうち30の選挙区で、候補者を一本化したの

を受けて、選挙態勢の構築を急ぐことにしています。 

夏の参議院選挙に向けて、立憲民主党、国民民主党、共産党、社

民党、それに、衆議院の会派「社会保障を立て直す国民会議」は

29日、党首らが会談し、全国に32ある「１人区」のうち、30の

選挙区で、候補者を一本化することで合意しました。 

立憲民主党の枝野代表は「安倍政権打倒の参議院選挙にするため、

大事な一歩を踏み出し、よい形でスタートラインにつくことがで

きた」と述べました。 

これを受けて、野党５党派は、残る２つの選挙区の調整を進める

とともに、それぞれの選挙区の事情も踏まえ、選挙態勢の構築を

急ぐことにしています。 

一方、与野党の間で、夏の参議院選挙に合わせた「衆参同日選挙」

の臆測もくすぶる中、安倍内閣に対する不信任決議案について、

枝野氏は29日の会談で「政治状況を判断したうえで、各党の党

首に相談させてもらいたい」と述べていて、今後、決議案の扱い

も焦点となる見通しです。 

 

JNN5月29日15時45分 

野党、参院選１人区で調整 ３０選挙区で候補一本化 

 立憲民主党など野党５党派は党首会談を開き、今年夏の参議院

選挙で３２ある１人区のうち、新たに１９の選挙区で候補者を一

本化することで合意しました。 

 決定済みだった１１選挙区と合わせて３０の選挙区で野党が

候補者を統一したことになります。 

 ２９日に合意できなかった鹿児島、宮崎の選挙区についても調

整を急ぐとともに、解散総選挙に備えて衆議院の小選挙区でも候

補者の一本化に向けて協議を加速させることで合意しました。 

 

JNN5月29日17時23分 

野党５会派、「市民連合」と政策協定 参院選に向け 

 夏の参議院選挙に向けて立憲民主党など野党５党派が、「市民
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連合」と政策協定を結びました。  

 「今日の政策についての合意は、大事な大事な大きなスタート

ラインだったというふうに思っております」（立憲民主党 枝野幸

男 代表） 

 立憲民主党など野党５党派の党首らは２９日、「市民連合」の

政策要望書に署名し、夏の参議院選挙に向けて１３項目の政策協

定を結びました。政策協定には、憲法改正の発議そのものをさせ

ないようにすることや、安保法制の廃止が盛り込まれています。 

 また、沖縄・名護市辺野古のアメリカ軍基地の建設の中止や原

発ゼロの実現、そして、今年１０月に予定される消費税引き上げ

の中止などが記されています。 

 

JNN5月29日15時32分 

参院選１人区めぐる動き、自民・二階氏 重要区をテコ入れ 

 夏の参議院選挙に向けた動きが活発になっています。カギとな

る「１人区」をめぐり、自民党が重要選挙区のてこ入れに乗り出

す一方、野党は候補者の一本化で大きく前進しました。 

 「どうすれば良いと思いますか、どこまで進んでいますか」（自

民党 二階俊博幹事長） 

 先週末、自民党の二階幹事長は秋田県で開かれた会合に出席し

ました。力が入っているのは参議院選挙が迫っているから。特に

重視しているのが農業団体の票固めです。 

 「ぜひ、いろいろな形で皆さんの声を」（吉川貴盛農水相） 

 この日は吉川農林水産大臣もあいさつに立ちました。幹事長の

地方出張に現職大臣が同行するのは珍しいことで、「農業重視」

の姿勢を前面に打ち出した形です。 

 「幹事長の行動原理は“選挙に勝つ”ということ。今回の秋田

出張は“一人区のてこ入れ”だ」（二階幹事長周辺） 

 １人区とは１つの選挙区で１人しか当選できない選挙区で、全

国に３２あります。秋田県をはじめとして農業が盛んな地域が多

く、ここでの勝敗が参院選の結果を左右するとみられています。 

 「選挙対策だけで農業だとか、選挙対策だけで東北をまわると

か、そんな意識ではない。はやりの言葉で言うと、どれだけ地域

の皆さんに寄り添ってやっているか」（自民党 二階俊博幹事長） 

 ただ、心配の種もあります。 

 「貿易についてはおそらく８月に。両国にとって、とてもすば

らしいことを発表することになるだろう」（トランプ大統領〔２

７日〕） 

 トランプ大統領が日本の農業団体が警戒している日米の貿易

交渉について、８月に何らかの結論が得られると期待感を示した

のです。 

 「農業・畜産業分野において、事実上の大幅な譲歩をしたとし

か受け止められない。それを選挙前に隠してもらって選挙を戦う

ことは許されることではない」（立憲民主党 枝野幸男代表〔２７

日〕） 

 野党側は安倍政権に対し、首脳間で「密約」があるのなら選挙

の前に説明をすべきだと批判を強めています。 

 そして２９日、立憲民主党など野党５党派は党首会談を開き、

一人区について新たに１９選挙区で野党統一候補をたてること

を決定しました。これで３２の一人区のうち３０の選挙区で一本

化が決まり、残りの２つの選挙区についても協議を続けるという

ことです。 

 「候補者の顔が見えるようになったのは大きい。ようやく戦え

るようになるでしょう」（野党幹部） 

 １２年前の参議院選挙では惨敗し、無念の退陣に追い込まれた

安倍総理。 

 「この厳しい選挙の結果でした。一人区は、事実上の一対一の

戦いに近いわけですから、それも含めて審判をいただくのは当然

だろう」（安倍首相〔２００７年〕） 

 今回の参議院選挙、一人区ではどんな戦いが展開されるのでし

ょうか。 

 

【報ステ】野党5党派 参院選30の1人区で一本化 

ANN2019/05/29 23:30 

 立憲民主党や国民民主党など野党5党派は29日、党首会談を

行い、参議院選挙で全国に32ある『1人区』のうち、宮崎県と

鹿児島県を除く30の選挙区で、候補者を一本化することで合意

した。また、内閣不信任案の提出など、6月末の国会会期末に向

けた対応についても、情報共有を図ることを確認した。 

 

野党5党派の党首が合意  30選挙区で候補者一本化へ 

ANN2019/05/29 17:00 

 立憲民主党や国民民主党など野党 5 党派の党首が会談し、参

議院選挙の全国32の 1人区のうち 30選挙区で候補者の一本化

に合意しました。 

 

 立憲民主党・枝野幸男代表：「安倍政権を倒すということに向

けて、候補者を一本化してしっかりと戦って参りたいと思ってい

ます」 

 候補者の一本化で合意したのは全国32の1人区のうち、宮崎

県と鹿児島県を除く30選挙区です。宮崎県と鹿児島県について

も調整を続けるとしています。5党派の党首は、併せて衆議院選

挙が行われた場合も候補者の一本化など自民党 1 強に対抗でき

る野党の共闘を進めることも改めて確認しました。また、立憲民

主党の枝野代表は終盤国会の焦点となる内閣不信任案の提出に

ついて、政治情勢を判断したうえで各党の意見を聞く考えを示し

ました。 

 

夏の参院選候補者 野党５党派が一本化合意 

NNN2019年5月29日 17:32 

夏の参議院選挙に向けて立憲民主党など野党５党派は、２９日ま

でに３２ある当選者が１人の「１人区」のうち３０の選挙区で候

補者を一本化することで合意した。 

野党は参議院選挙で全国に３２ある「１人区」のうち、調整が難

航している鹿児島選挙区と宮崎選挙区を除く３０の選挙区で候

補者を一本化することで合意した。野党どうしの戦いを避け、支

持を結集して自民党候補と対決する方針。 

立憲民主党・枝野代表「安倍政権打倒の参議院選挙にしていくた
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めに大事な一歩を踏み出して、スタートラインにいい形でつけた

と思っています」 

また、参議院選挙に合わせた衆参同日選挙も取りざたされている

ことから、野党党首は２９日、衆議院選挙に向けての連携も加速

していくことで一致した。 

 

「1人区」野党ほぼ一本化 事実上の与野党一騎打ちに 

FNN2019年5月29日 水曜 午後10:09  

 

夏の参議院選挙で「勝敗のカギを握る」とされる「1人区」をめ

ぐって、29日午後、立憲民主党など野党4党1会派のトップが

会談し、ほぼ全ての選挙区で候補者の一本化に合意した。 

野党 5党派は、新たに 19の選挙区の候補統一に正式に合意し、

すでに決まっている選挙区も含めると、参院選の全国32の1人

区のうち30選挙区で、事実上、野党統一候補と与党候補の一騎

打ちとなる構図が固まった。 

残る宮崎県と鹿児島県の候補者調整も急ぐ方針。 

立憲民主党・枝野代表「“安倍政権打倒”の参院選にしていくため

に、大事な一歩を踏み出してスタートラインにつけた」 

国民民主党・玉木代表「単に1人に絞るということではなくて、

応援態勢自体を1つにして、当選につなげていくことが大事だ」 

共産党・志位委員長「全てで自民党の候補を打ち負かして、勝利

を勝ち取るという決意で頑張り抜きたい」 

野党5党派はトップ会談後、野党共闘を後押しする市民団体「市

民連合」と、実質的に野党の共通政策となる13項目の政策協定

を締結した。 

政策協定には、安倍政権が推進する憲法改正について、「発議そ

のものをさせないために全力を尽くす」としているほか、「10月

に予定されている消費税率引き上げの中止」や「安保法制など立

憲主義に反する諸法律の廃止」などが盛り込まれている。 

野党候補の一本化について、与党は批判している。 

自民党・岸田政調会長「政策理念で大きな違いがある政党が一本

化して1人の候補者のもとに戦う。より選挙対策・選挙戦術的な

色合いが強まると受け取られる方もいるのではないか」 

公明党・石田政調会長「国の基本方針についての考え方が一致し

てなければおかしい。特に安全保障において、本当に一致してや

られるのか」 

 

参院選カギ握る「1人区」 “与野党一騎打ち”固まる 

FNN2019年5月29日 水曜 午後7:16  

夏の参議院選挙で勝敗のかぎを握るとされる「1人区」について、

与野党一騎打ちの構図がほぼ固まった。 

野党5党派は29日午後、新たに19の1人区の候補者を一本化

することで正式に合意した。 

これで、全国32の参院選 1人区のうち30選挙区で、事実上、

野党統一候補と与党候補の一騎打ちとなる構図が、ほぼ固まった

ことになる。 

立憲民主党の枝野代表は、「“安倍政権打倒”の参院選挙にしてい

くために、大事な1歩を踏み出して、スタートラインにいい形で

つけた」と述べた。 

ただ、定数が2以上の複数区の調整は見送っており、一部で野党

候補の共倒れが懸念されている。 

 

野党、３０の参院１人区で一本化 対決構図ほぼ固まる 

南日本新聞2019年05月29日 

野党５党派による党首会談に臨

む立憲民主党の枝野代表（中央奥）ら＝２９日午後、国会 

 立憲民主党など野党５党派は２９日の党首会談で、夏の参院選

の勝敗を左右する３２の改選１人区について、新たに１９選挙区

の候補者一本化に合意した。これまでに合意した分を含めて計３

０選挙区で野党候補が内定した。事実上の与野党一騎打ちの構図

がほぼ固まった。残るのは宮崎、鹿児島両選挙区で、さらに調整

を続ける。取り沙汰される衆参同日選に備え、衆院小選挙区の候

補者調整の加速でも一致した。 

 立民の枝野幸男代表は会談後、記者団に「安倍政権打倒の参院

選にするための大事な一歩を踏み出せた」と強調した。  

 

国民投票法、３０日の採決断念＝与党 

時事通信2019年05月29日18時29分 

衆院憲法審査会の幹事懇談会に臨む森英

介会長（中央奥）ら＝２９日午後、東京・永田町の衆院第１議員

会館 

 衆院憲法審査会は２９日、幹事懇談会を開いた。与党は国民投

票法改正案について、３０日の質疑・採決を重ねて提案したが、

野党側はテレビＣＭ規制に関する参考人質疑を優先すべきだと

主張。意見が折り合わず、与党は同日の採決を断念した。  

 

30日の憲法審開催見送り 国民投票法改正、今国会困難に 

毎日新聞2019年5月29日 17時31分(最終更新 5月29日 17

時31分) 

 衆院憲法審査会は 29日、幹事懇談会を開いた。与党が 30日

に国民投票法改正案の質疑・採決を行うよう求めたのに対し、立

憲民主党は CM 規制を巡って枝野幸男代表らの参考人招致を要

求してまとまらず、30 日の憲法審開催は見送られた。与党側が

目指す 5 月中の改正案の衆院通過は事実上不可能となり、今国

会での改正案成立は一層困難な情勢となった。  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052900990&g=pol&p=20190529at49S&rel=pv
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衆院憲法審 きょうの開催見送り 

毎日新聞2019年5月30日 東京朝刊 

残り142文字（全文142文字） 

 

国民投票法改正案、今国会中の成立困難に 与野党対立深まる 

毎日新聞2019年5月28日 21時09分(最終更新 5月28日 22

時56分) 

衆院憲法審査会で質疑する与野党の議

員たち。中央は森英介会長＝国会内で2019年5月9日、川田雅

浩撮影 

 与野党は28日、衆院憲法審査会の幹事懇談会で、国民投票法

改正案の審議を巡って協議したが折り合わず、改正案の今国会中

の成立は困難な状況となった。来月26日までの会期内の成立を

目指す与党に対し、野党は参院選で改憲の争点化を掲げた安倍晋

三首相の発言で態度を硬化。衆参同日選もささやかれる中、対立

は深まっている。  

 与党は幹事懇で30日に憲法審を開き、改正案の質疑と採決を

行うよう提案した。だが、立憲民主党は枝野幸男代表が CM 規

制の議論を優先するよう求めており、山花郁夫・野党筆頭幹事は

「党内の決裁が得られていない」と拒否。自民の新藤義孝・与党

筆頭幹事が「（枝野）代表の鶴の一声でできないというのはおか

しい」といら立つ場面もあった。新藤氏は記者団に「審査会を動

かさず、議論しないことに強い憤りを感じる」とぶちまけた。  

 

 当初、与党は5月中に同改正案を衆院通過させ、会期内に成立

させるシナリオを描いていた。ところが首相は「2020年新憲法

施行」を目指す考えを改めて示し、17 日に「憲法を議論する政

党か、議論しない政党か、参院選で訴える」と述べた。首相の強

気の姿勢は野党の反発を招き、立憲は同法策定にかかわった枝野

氏らの参考人招致を求めるなど抵抗を強めている。野党幹部の一

人は「首相が安倍氏で、衆参両院で改憲勢力が 3分の 2以上を

占める中、一角でも崩れない限りは協力できない」と強調した。  

 与党幹部は採決を拒否する野党の姿勢を「理屈になっていない」

と批判したが、「数の力」で採決を強行すれば、選挙戦で「逆風」

を招きかねない。与党は 29 日も野党と協議を続ける姿勢だが、

見通しは立っていない。会期末まで 1 カ月を切り、自民党内で

「今国会中の成立は厳しい」との声が広がった。  

 もともと与党が昨年 6 月に同改正案を提出したのは、本格的

な改憲議論につなげるためだった。ところが野党は CM 規制の

問題などに焦点を当てており、審議の先延ばしの「材料」となっ

ている。自民党内では「首相が言う『20 年新憲法施行』なんて

無理だとみんな思っている。丁寧に議論するから、野党も応じて

ほしい」（ベテラン）との声も漏れる。【遠藤修平】  

 

国民投票法改正案、立民が応じず成立困難に 

産経新聞2019.5.29 19:24 

 衆院憲法審査会は２９日、幹事懇談会を開き、国民投票法改正

案の取り扱いについて協議した。与党は３０日に質疑、採決を行

う日程を提案しているが、立憲民主党が応じず、３０日の憲法審

開催も見送られた。６月２６日までの今国会会期内で改正案を成

立させるのは極めて難しい状況だ。 

 与党筆頭幹事の新藤義孝氏（自民）は、２３日に改正案を採決

し、野党側が要求している国民投票運動時のＣＭ規制に関する議

論に移ることを提案。野党筆頭幹事の山花郁夫氏（立憲民主）も

当初は理解を示していたが、立民の枝野幸男代表が許可せず、２

週続けて先延ばしになった。 

 枝野氏は、平成１９年成立の現行の国民投票法に瑕疵（かし）

があるとして制定過程に関わった自身の参考人招致を優先する

よう要求している。新藤氏は記者団に「立民党首の一存で採決の

判断が下りない。山花氏が（枝野氏を）説得できるかにかかって

いる」と語った。 

 改正案は憲法改正の是非を問う国民投票の利便性を公職選挙

法の内容にそろえる内容で、駅や商業施設での「共通投票所」の

設置などを盛り込んでいる。ＣＭ規制は含まれない。 

 自民党の二階俊博、公明党の斉藤鉄夫両幹事長は２９日、東京

都内で会談し、今国会で改正案成立を図る方針を確認した。会談

に同席した自民党の森山裕国対委員長は記者団に「衆院側の法案

審議は来週中にめどがつく。会期延長を考える必要はない」と語

った。 

 

国民投票法改正案の成立目指す 与党幹部が確認 

産経新聞2019.5.29 09:51 

 自民党の二階俊博、公明党の斉藤鉄夫両幹事長らは２９日午前、

東京都内で会談し、憲法改正手続きに絡む国民投票法改正案につ

いて、今国会での成立を目指すことを確認した。 

 衆院憲法審査会は会期末の６月２６日までに定例日が４日し

か残っておらず、改正案の会期内成立は厳しい状況。だが、自民

党の森山裕国対委員長は記者団に対し「与野党がしっかり協議を
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していくという基本を大事にしながら、何としても成立を目指す」

と強調した。 

 会期延長に関しては「参院に送らなければならない法案は、来

週までにめどがつく。必要性は感じていない」と否定的な考えを

示した。 

 

衆院憲法審査会 開催見通し立たず 日程協議が難航 

NHK2019年5月29日 20時27分 

 

衆議院憲法審査会は、幹事懇談会で今後の日程を協議しましたが、

与野党が折り合いませんでした。審査会開催の見通しは立ってい

ないため、今の国会で、国民投票法改正案を成立させるのは難し

いという見方が出ています。 

衆議院憲法審査会は、29 日も幹事懇談会で、今後の日程を協議

し、自民党は、30 日審査会を開いて、継続審議となっている国

民投票法改正案の審議と採決を行うよう改めて提案しました。 

これに対し、立憲民主党は、枝野代表が、国民投票に伴うテレビ

広告の規制をめぐる質疑を求めていることを踏まえ、党内の了解

が得られていないと主張して折り合わず、30 日も審査会の開催

は見送られることになりました。 

このあと、与党側の筆頭幹事を務める自民党の新藤元総務大臣と、

公明党の北側憲法調査会長は、大島衆議院議長に、審査会の状況

を説明し、事態打開に向けた対応を相談したものとみられます。 

ただ、審査会開催の見通しは立っておらず、会期末まで残り１か

月を切った今の国会で、国民投票法改正案を成立させるのは難し

いという見方が出ています。 

 


