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第１編 日本政治 

第１章 一票の格差と公職選挙法改正 

第１．一票の格差 

一票の格差とは，１人の国会議員を選出する有権者の数に大きな開きが

ある状態のことをいう。近年 高裁判所は，一票の格差を理由として，衆

議院議員総選挙や参議院議員通常選挙について「違憲状態」「違憲」とす

る判断をするようになってきた。 

１ 衆参の選挙に「違憲状態」の判断 

⑴ 第 47 回衆議院議員総選挙（2014 年 12 月 14 日執行） 

  議員１人あたりの有権者が も多い区と も少ない区との間で，１票

の価値に 2.14 倍の開きがあった。他区の当選者と比べて２万 5000 票多

い票を得ているにもかかわらず，その候補者が落選するという事態が生

じた。 

⑵ 第 23 回参議院議員通常選挙（2013 年７月 21 日執行） 

  議員１人あたりの有権者が も多い区と も少ない区との間で，１票

の価値に 4.77 倍の開きがあった。他区の当選者と比べて３倍以上の票

を得た候補者が落選するという事態が生じた。 

  これらの選挙結果を， 高裁判所は「違憲状態」と判断している。 

 

  



 

2 

２ 公職選挙法改正 

  高裁判所の「違憲状態」の判断を受けて，参議院については2015年

７月，衆議院については2016年５月に，公職選挙法の改正がなされた。 

⑴ 参議院 

  議員定数を「10 増 10 減」とし，「鳥取と島根」「徳島と高知」の各選

挙区を統合する「合区」を決定した。 

  これにより１票の格差は 2.97 倍になるとみられたが，2016 年７月の

参院選では 3.08 倍となった。この「１票の格差」をめぐって，全国 16

の高裁や高裁支部のうち，10 件が「違憲状態」，６件が「合憲」という

判断を下した。そして2017年 9月， 高裁判所の「合憲」との統一判断

を示した。 

⑵ 衆議院 

  議員定数を，小選挙区で「０増６減」（295→289），比例代表で「０増

４減」（180→176）とし，475 議席から 10 削減し 465 議席とする法改正

が行われた。都道府県の人口比を反映しやすい議席配分方法「アダムズ

方式」※は，2020 年国勢調査を基準に導入される。 

※アダムズ方式：人口規模に比例して議員定数を配分する方法の一つ。衆院小選挙

区の場合，各都道府県人口を「同一の数字」で割り，「商の小数点以下を切り上

げた数」を各都道府県の定数とする。定数の合計が総定数に等しくなるよう，

「同一の数字」を調整していく。小数点以下を切り上げるため，人口が少ない県

でも定数２が配分されやすい特徴がある。アメリカ第６代大統領を務めたアダム

ズ氏が提唱したとされる。 

  定数を 465 議席とした 初の衆院選である 2017 年 10 月の衆院選で

は，１票の格差が前回の 2.14 倍から 1.98 倍に縮小し，1994 年に小選挙

区比例代表並立制が導入されてから初めて２倍を下回った。 
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第２．18 歳選挙権 

2015 年６月 17 日，選挙権年齢を 20 歳以上から 18 歳以上に引き下げる

改正公職選挙法が成立した。引き下げは 1945 年以来 70 年ぶりで，成立の

背景には，憲法改正の国民投票法の投票年齢を 18 歳以上としたことがあ

る。 

これにより，有権者は 240 万人増えることとなった。 

１ 意義 

  選挙年齢の引き下げは，若者の政治意識の高まりを促すことがねらい

の１つとされている。実際に，投票率の高い 70 歳代前半は 72％を超え

ているが，20 歳代前半の投票率は 低の約 30％にすぎない。 

  教育現場では投票年齢の引き下げに応じた政治教育が求められ，副読

本の作成，特別授業の実施も行われている。 

２ 結果と課題 

  2016 年７月の第 24 回参議院議員通常選挙では，18 歳～19 歳を合わせ

た投票率は 46.78％（18 歳は 51.28％，19 歳は 42.30％）で，全体の投

票率 54.70％を下回った。 

  だが，抽出調査での20代前半の33.21％や 20代後半の37.91％を大き

く上回り，30 代後半の 46.37％とほぼ同じだったことから，一定の成果

があったといえる。また，高校などで主権者教育を受ける機会が多く家

族と同居しているのが一般的な 18 歳と，地元に住民票を残して首都圏

などで１人暮らしをする大学生や社会人が多い 19 歳とで，差がみられ

ることが分かった。 

  2017年 10月の第48回衆議院議員総選挙においても，18，19歳の投票

率の平均は 40.49％（18 歳は 47.87％，19 歳は 33.25％）で，全体の投

票率を 13.19 ポイント下回った。 
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第３．共通投票所と期日前投票 

2016 年に成立した改正公職選挙法では，「共通投票所」で投票日に有権

者が投票できるようになり，期日前投票の投票時間も延長可能になった。

有権者の利便性を向上させ投票率を引き上げる狙いである。 

１ 共通投票所 

  現行では，投票日当日は，選挙管理委員会が指定した１か所でしか投

票できないが，施行後は，駅や大型商業施設などに自治体が共通投票所

を設置した場合，その自治体の有権者なら誰でも投票できるようにな

る。 

２ 期日前投票 

  現行では，期日前投票の投票時間は原則午前８時半から午後８時まで

だが，自治体の裁量で開始と終了の時刻につき 大２時間前倒しするこ

とや，延長することができるようになった。 

  ただ，どちらも自治体の判断次第である。特に共通投票所設置につい

ては，「二重投票」を防ぐためのシステム構築やセキュリティー確保な

ど，多額の整備費や期間を要するという課題がある。実際に共通投票所

を設置したのは，2016 年７月の参院選で４市町村，2017 年 10 月の衆院

選でも４市町にとどまった。 
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第２章 2017 年に実施された主要な選挙 

第１．2017 年７月 2017 年東京都議会議員選挙 

１ 選挙結果―「都民ファーストの会」大勝 

  小池百合子都知事が率いた地域政党「都民ファーストの会」は 50 人

中 49 人の公認候補が当選，無所属で当選した推薦候補６人も追加公認

した。選挙協力を行った公明党の 23 議席などと合わせて，「小池氏勢

力」が定数 127 議席のうち 79 議席を占めた。 

  一方閣僚の失言等が相次いだ自民党は，都議会議長などが相次いで議

席を喪失。過去 低だった2009年と 1965年の 38議席を下回り，さらに

改選前議席の半分以下の 23 議席に終わった。37 人を擁立した共産党

は，改選前を上回る 19 議席を獲得。離党者が相次いだ民進党は５議席

にとどまった。 

  過去 多となる 65 人の女性が立候補した今回の都議選では，36 人が

当選を決め，2013 年の前回選で当選した 25 人を上回った。これによ

り，女性当選者は定数 127 の約 28％を占めることになった。 

２ 投票率 

  投票率は 51.28％と８年ぶりに 50％台を回復し，過去２番目に低かっ

た前回（2013 年）の 43.50％から 7.78 ポイント上昇した。 

  期日前投票者数は 135 万 5,163 人と，前回（89 万 7,410 人）の約 1.5

倍に増え，有権者の 12％を占めた。 

３ 今後の都政 

  10 月の衆院選を機に公明党が小池知事と距離を置いた結果，「小池氏

勢力」は都議会で過半数に届かない少数与党になり，小池知事の都政運

営のかじ取りは難しくなった。その中で，18 年 10 月に決まった豊洲市
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場への移転，東京五輪・パラリンピックの準備など重要課題は山積して

いる。 

第２．2017 年 10 月 第 48 回衆議院議員総選挙 

１ 概要 

  安倍晋三首相は９月 28 日に衆院を解散し，第 48 回衆院選が 10 月 10

日公示，22 日投開票（一部翌日開票）の日程で行われた。総定数は 10

削減され，戦後 少の 465（小選挙区 289，比例代表 176）だった。 

  安倍首相はこの解散を，消費増税による増収分の使途変更（国の借金

返済に充てる分を教育無償化等に回す）への信を問うためと説明し，緊

迫する北朝鮮情勢を踏まえて「国難突破解散」と命名した。 

２ 選挙結果―改憲勢力３分の２超す 

  自民党は追加公認３人を含め，284 議席を獲得した。公明党と合わせ

た与党では 313 議席を得て，憲法改正の発議に必要な定数の３分の２

（310 議席）を維持した。 

  野党は 大野党・民進党の分裂で誕生した立憲民主党が追加公認を含

め 55 議席で第２党に躍進した。小池都知事が代表（当時）となった希

望の党は定数の過半数を超す 235 人を擁立したが，民進党との合流を巡

る混乱で失速。公示前を下回る50議席に終わり，小池氏は代表を辞任，

都知事に専念することを余儀なくされた。民進党の分裂によるこれらの

野党の乱立が，自民党の大勝に貢献したという見方がある。 

  一方，比例代表選挙での自民党の得票率は 33,3％にとどまり，自民党

の勝利が主に小選挙区選挙の結果によるものであることが分かる。な

お，小選挙区で落選したものの重複立候補した比例代表で復活当選した

候補者は 114 人におよび，比例代表の当選者 176 人のうち約 65％を占め

る。 
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  女性の当選者は47人で，過去 高だった2009年の 54人に次いで多か

った。全当選者に占める女性の割合も過去２番目に高い 10.1％だった。 

３ 投票率 

  全体の投票率は 53.68％と，衆院選で戦後 低だった前回の 2014 年衆

院選から約１ポイント増の微増にとどまり，戦後２位の低水準となっ

た。これは投票日に台風 21 号が接近したことも要因だと考えられる。 

  期日前投票者数は 2,137 万 9,982 人で，国政選挙で過去 多となっ

た。全投票者数に占める期日前投票者数の割合は 37.5％に達し，前回の

1.6 倍にまで伸びた。 

  今回は選挙権年齢が 18 歳以上に引き下げられて初めての衆院選とな

ったが，18，19 歳の投票率の平均は 40.49％で，全体の投票率を 13.19

ポイント下回り，初めて「18 歳選挙権」が導入された 2016 年７月の参

院選の 46.78％も下回った。 

４ 安倍政権の今後の課題 

  衆院選の結果を受け 11 月１日に発足した第４次安倍内閣の政権運営

では，９条を初めとする憲法改正と，与党衆院選公約を裏打ちする19年

10 月の消費増税が 大の焦点となる。 
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第３章 憲法改正 

第１．憲法改正議論 

日本国憲法は，1946 年 11 月３日に公布され，翌 47 年５月３日に施行さ

れた。 

憲法改正をめぐる議論はこの当時から続いているものの，70 年もの間一

度も改正されたことはない。これほど長期にわたって改正されていない憲

法は，国際的に極めて珍しい。海外では頻繁に改正される場合も少なくな

い。例えば，戦後から2016年 12月までに，米国は６回，ドイツは60回，

フランスは 27 回改正している。 

日本国憲法には憲法改正の手続の詳細を定めた規定がないことから，

2007 年に改正手続きを定めた国民投票法が成立し，14 年６月には国民投

票の投票権を18歳以上に広げる改正国民投票法が成立した。これにより，

憲法改正の手続きが整ったといえる。 

今までは賛否が対立する歩み寄りの難しいものが議論の中心だったが，

反対論が少ないところから部分的，段階的に改正していこうという現実的

な路線が主流になっている。 
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第２．段階的な改正の第１弾候補 

15 年の衆院憲法審査会で，自民党は優先的に議論すべき項目を示した。

具体的には，①大地震発生時の国会議員の任期などに例外を設ける緊急事

態条項，②環境権や知る権利などの新しい人権規定，③安定的な財政運営

を確保するための財政規律条項，の３つである。 

国民の理解を得やすいものから段階的に改正していこうという考え方で

ある。９条の改正などの国論を二分するような問題は，第２弾以降に回さ

れることになる。 

第３．改正の可能性 

改正に積極的だったり，容認したりする政治勢力は増えていて，野党の

中にも改憲に前向きな党がある。16 年７月の参院選及び 17 年 10 月の衆院

選の結果，改憲に前向きな政党の議員（改憲勢力）は衆参両院で３分の２

を超え，発議の条件を満たしている。 

しかし，改正すべきと考える内容は党や議員でもそれぞれ異なるため，

自民党は多数の賛成が得られそうな改正項目を絞り込みたいが，16 年 11

月に再始動された衆院憲法審査会では早くも難航。与野党で意見が対立し

ている。 

17 年５月には安倍晋三首相が，2020 年という施行目標を初めて表明。

具体的な改正項目では９条の１項，２項を維持したうえで自衛隊の存在を

明文化するとの新たな方針を打ち出し，高等教育の無償化にも言及した。

安倍首相は 11 月の所信表明演説においても，憲法改正議論の進展を与野

党に呼びかけている。 
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第４章 国会で成立した法律 

第１．第 189 回通常国会（常会）（2015 年１月 26 日～９月 27 日） 

１ 特徴 

  安全保障関連法案が衆参両院で約 220 時間の審議を経て成立した。与

野党対立の影響から政府提出法案の成立率は 88％と，13 年のねじれ国

会以来初めて９割に達しなかった。 

２ 成立した主な法律 

⑴ 安全保障関連法案 

  集団的自衛権の限定行使を容認する「平和安全法制整備法」と「国際

平和支援法」の２つの法律である。 

⑵ 改正公職選挙法 

  選挙権年齢を現行の「20 歳以上」から「18 歳以上」に引き下げる改

正法と，参院選の「鳥取と島根」，「徳島と高知」の各選挙区を統合する

「合区」を柱に「10 増 10 減」する改正法である。 

⑶ 改正労働者派遣法（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律） 

  一部の専門職を除いて３年としていた派遣労働者の受け入れ期間の上

限を撤廃した。 

⑷ 改正農協法（農業協同組合法等の一部を改正する等の法律） 

  ＪＡ全中（全国農業協同組合中央会）の一般社団法人化や，ＪＡ全中

から切り離して新設される監査法人か一般の監査法人のどちらの監査を

受けるかを地域農協（農業協同組合）が選べることなどが盛り込まれ

た。 
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第２．第 190 回通常国会（常会）（2016 年１月４日～６月１日） 

１ 特徴 

  法案成立率は 89％であった。ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協

定）承認案と関連法案の成立は見送られた。 

２ 成立した主な法律 

⑴ 税制改正関連法 

  消費税への軽減税率導入が盛り込まれ，税率が 10％に引き上げられる

際に，一定の条件を満たした食品と新聞の税率はこれまで通り８％のま

ま据え置くことにした（軽減税率）。 

  なお，国会閉会の６月１日，安倍首相が消費税率の引き上げを2019年

10 月まで延期すると発表したことから，軽減税率も延期されることとな

った。 

⑵ 公職選挙法改正法 

  衆院の１票の格差を是正するため，小選挙区で「０増６減」，比例代

表で「０増４減」と定数を 10 削減し，465 議席とした。 

⑶ 刑事司法改革関連法 

  取り調べの可視化を義務付け，司法取引の導入，通信傍受の対象拡大

などが盛り込まれた。 

⑷ 改正発達障害者支援法 

  自閉症やアスペルガー症候群，ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）など

の人への教育，就労の支援充実を図ることが柱となっている。 
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第３．第 192 回臨時国会（2016 年９月 26 日～12 月 17 日） 

１ 特徴 

  会期は 11 月 30 日までの 66 日間の予定であったが，12 月 17 日まで延

長となっている。 

２ 成立した主な法律 

⑴ 改正給与法 

  国家公務員の給与引き上げと配偶者手当の減額が盛り込まれた。公務

員の月給・ボーナスの引き上げはいずれも３年連続。 

⑵ ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）承認案，関連法案 

  ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の締結についての承認及び

同協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案が，12 月９日に成立

した。 

⑶ 統合型リゾート整備推進法案（特定複合観光施設区域の整備の推進に

関する法律案） 

  法案にいう「特定複合観光施設」とは「カジノ施設及び会議場施設，

レクリエーション施設，展示施設，宿泊施設その他の観光の振興に寄与

すると認められる施設が一体となっている施設であって，民間事業者が

設置及び運営をするもの」とされており，いわゆる統合型リゾート（Ｉ

Ｒ）の整備を推進すること等を内容とする法案である。 

  自民党の細田博之衆議院議員等が発議した議員立法であり，第 189 回

通常国会において提出されたが衆議院の解散等により審議が長引き，今

国会において成立した。 
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第４．第 193 回通常国会（常会）（2017 年１月４日～６月１8日） 

１ 特徴 

  政府提出法案の成立率は 95.5％と高かったが，これは与党が衆参両院

で圧倒的多数を占めていることに加え，政府・与党が重要法案の確実な

成立を期するために提出件数を絞ったことが要因であった。 

２ 成立した主な法律 

⑴ 改正組織犯罪処罰法 

  組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪

（テロ等準備罪）が新設された。具体的には，死刑又は無期若しくは長

期四年以上の懲役・禁錮の刑が定められている一定の罪（対象犯罪）に

当たる行為で，テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動と

して，当該行為を実行するための組織により行われるもの又はテロリズ

ム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益の獲得等の目的で行われるも

のの遂行を二人以上で計画する行為であって，その計画に基づき当該犯

罪を実行するための準備計画が行われたものを処罰する規定を新設する

ものである。 

  つまりテロ等準備罪の成立要件としては，①「組織的犯罪集団」（テ

ロ集団，暴力団，薬物密売組織等）が関与すること，②犯罪の実行を二

人以上で「計画」すること，③計画に基づき「実行準備行為」が行われ

ること，が必要とされた。 

  テロ等準備罪が設けられ，犯罪の計画・準備の段階での処罰が可能に

なったことで，各国と組織犯罪の捜査情報を円滑に共有できる国際組織

犯罪防止条約（ＴＯＣ条約）を含む４つの国連条約を締結することが可

能となり，平成 29 年７月 11 日，これらの条約を締結した。 
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⑵ 改正民法 

  第 189 回国会に提出された民法（債権法）改正法案が，第 193 回国会

においてようやく成立した。これにより，民法制定以来，約 120 年ぶり

に債権法部分が抜本的に見直された。 

  主な内容としては，当事者間で特に利率を定めていない際に適用され

る「法定利率」の引き下げ，インターネット通販など不特定多数の消費

者と同じ内容の取引をする場合に事業者が示す「約款」の規定の新設，

連帯保証人制度において個人が保証人になる場合の公証人による自発的

な意思の確認等がある。 

⑶ 改正刑法 

  性犯罪に関する複数の規定を大幅に改められ，厳罰化された。①強姦

罪の構成要件と法定刑の下限を変更し，罪名を強制性交等罪とした。②

監護者わいせつ罪・監護者強制性交等罪が新設された。③強姦罪等を親

告罪としていた規定を削除した。④強盗強姦罪の構成要件が見直され

た。 

⑷ 改正青少年インターネット環境整備法 

  スマートフォンやアプリ・公衆無線ＬＡＮ経由のインターネット接続

が普及し，フィルタリング利用率が低迷する状況に対応するため，フィ

ルタリングの利用の促進を図るための改正が行われた。 

３ 天皇退位特例法 

⑴ 経過 

  皇室典範では天皇の崩御による皇位継承を前提としており，生前の退

位の規定がなかった。しかし 2016 年８月に天皇が高齢で公務を果たす

のが難しくなることなどを理由として退位の意向を示唆するお言葉を国

民向けに公表したため，これを一つの契機に，退位を認める立法措置の

必要性が高まった。 
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  国会では衆参正副議長が，2017 年１月に８党２会派が参加する全体会

議を設置し議論を重ね，３月に「『天皇の退位等についての立法府の対

応』に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」が示された。 

  そして政府がこの「とりまとめ」を踏まえた法案を提出し，６月に

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が成立した。 

⑵ 特例法の概要 

  今上天皇の退位に至る事情として，①象徴天皇としての御活動と国民

からの敬愛，②今上天皇，皇太子の現況等，③退位に関する国民の理解

と共感が盛り込まれた。また天皇は，本法の施行日限り，退位し，皇嗣

が，直ちに即位するものとされた。 

  退位した天皇は上皇，上皇の后は上皇后とするものとされた。上皇は

事柄の性質に応じて天皇又は皇族の例に，上皇后は皇太后の例によるも

のとされた。 

  本法による皇位継承に伴い皇嗣（皇位継承第一順位の者）となった皇

族に関しては，皇太子の例によるものとされた。 

  本法の施行日は，一部の規定を除き，公布日から起算して３年を超え

ない範囲内で政令が定める日である。なお，当該政令は，皇室会議の意

見を聴いた上で定められる。 

  皇室典範が改正され，附則に「この法律の特例として天皇の退位につ

いて定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は，この法律と一体を

成すものである」との規定が新設された。 

⑶ 特例法の施行日 

  政府は 2017 年 12 月，皇室会議の意見を踏まえて，退位の日にあたる

特例法の施行日を 2019 年４月 30 日とする政令を決定した。 
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第５章 原発事故と新基準・再稼働問題 

第１．再稼働の条件となる新規制基準 

東日本大震災に伴う福島第一原発事故を踏まえて原子力規制委員会が再

稼働の条件となる新規制基準を策定し，2013 年７月に施行された。 

新規制基準は，大きく次の３つの内容からなっている。 

① 
重大事故対策：想定を大きく上回る自然災害やテロ攻撃など

に備えたもの 

② 
耐震・耐津波性能：活断層調査の強化や津波防護対策を定め

た設計基準 

③ 既存設備の安全対策を強化する設計基準 

新しい基準で導入されたのは，①の重大事故対策である。重大事故と

は，巨大な自然災害やテロなどで原子炉がコントロールできなくなるよう

な深刻な事態に陥ることをいう。 

第２．再稼働へ向けた動き 

１ はじめに 

  新基準のもとでの原発再稼働に向けた審査の申請を行っているのは，

16 原発 26 基である。そのうちこれまで審査に合格したのは８原発 14 基

で,残る９原発 12 基の再稼働は不透明となっている。 

２ 鹿児島県の川内原発 

  2014 年９月 10 日に合格証にあたる審査書が公表された。８月 11 日に

１号機が，10 月 15 日に２号機が再稼働した。 

３ 福井県の高浜原発（３・４号機） 

  2015 年２月 12 日に審査書が公表された。再稼働に反対する住民らの

訴えで福井地裁が運転差し止めの仮処分を決定したが，12 月 24 日にこ
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の仮処分決定が取り消された。2016 年１月 29 日に３号機が，２月 26 日

に４号機が再稼働した。 

  その後３月９日に大津地方裁判所が運転差し止めの仮処分を決定した

が，2017 年 3 月に大阪高等裁判所がこの決定を取り消したため，３号

機・４号機とも稼動している。 

４ 愛媛県の伊方原発 

  ３号機について，2015 年７月 15 日に審査書が公表され，８月 12 日に

再稼働した。しかし2017年 12月 13日に広島高等裁判所が運転差し止め

の仮処分を決定し，四国電力は 21 日に同高裁に，執行停止と決定の取

り消しを求める保全異議を申し立てた。 

５ 福井県の高浜原発（１・２号機） 

  2016 年４月 20 日に審査書を決定した。稼働 40 年を超える原発の審査

書公表は初めてである。さらに原子力規制委員会は６月 20 日， 長 20

年に渡って運転期間を延長することを許可した。 

６ 福井県の美浜原発 

  ３号機について，2016 年 10 月５日に審査書が公表され，同月 26 日に

は稼働40年を超える運転に向けた工事計画が認可された。関西電力は，

2020 年２月中旬に再稼働させることを目指している。 

７ 佐賀県の玄海原発 

  ３号機・４号機について，2017 年１月 18 日に審査書が公表され，九

州電力は，2018 年３月中旬以降順次再稼働させることを目指している。 

８ 福井県の大飯原発 

  ３号機・４号機について，2017 年 5 月 24 日に審査書が公表され，関

西電力は，2018 年３月中旬以降順次再稼働させることを目指している。 

９ 新潟県の柏崎刈羽原発 

  ６号機・７号機について，2017 年 12 月 27 日に審査書が公表された。 
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第３．日本・インド原子力協定 

原発再稼働の条件も厳しくなり，被爆者や周辺住民らの再稼働反対運動

も多くある中，政府は16年 11月 11日，日印原子力協定に調印した。核兵

器をもちながら核拡散防止条約（ＮＰＴ）に加盟しないインドへの原発輸

出の道を開いたのは，核不拡散の理念に逆行すると，被爆地を中心に強い

反対の声がある。 

日本がＮＰＴ未加盟の核保有国と協定を結ぶのは，フランスや中国など

の例があるが，いずれも 1992 年に加盟している。 
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第６章 国家戦略特区 

第１．国家戦略特区とは 

国家戦略特区とは，経済社会の構造改革を重点的に促進することによ

り，産業の国際競争力強化とともに，国際経済活動の拠点形成を促進する

ものとして，国が定めた地域である。さまざまな分野の規制を切り崩し

て，縦割り行政を乗り越える突破口として位置付けられている。 

第２．指定区域（合計 10 区域） 

１ １次指定（2014 年５月：６区域） 

  東京圏，関西圏，新潟県新潟市，兵庫県養父市，福岡県福岡市，沖縄

県の６区域が指定された。 

⑴ 東京圏：千代田区など都内９区と，神奈川県，千葉県成田市。 

  国際的ビジネス拠点を形成し，国際競争力のある新事業を創出する 

⑵ 関西圏：大阪府，兵庫県，京都府。 

  健康・医療分野における国際的イノベーション拠点を形成する。 

⑶ 新潟県新潟市：農業の国際競争力強化の拠点を形成する。 

⑷ 福岡県福岡市：産業の国際競争力の強化とさらなる雇用の拡大を図

る。 

⑸ 沖縄県：外国人観光客等の飛躍的な増大を図る。 

２ ２次指定（2015 年８月：３区域／地方創生特区）・３次指定（2016 年

１月／地方創生特区 第２弾） 

  ２次指定として，秋田県仙北市，宮城県仙台市，愛知県の３区域が指

定され，３次指定として，広島県と愛媛県今治市，千葉県千葉市（東京

圏の拡大），福岡県北九州市（福岡市に追加）が指定された。 
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  これらは地方創生特区と呼ばれ，医療や起業，教育などで大胆に規制

緩和し，地域の活性化につなげる狙いがある。具体例としては，愛媛県

今治市が国家戦略特区制度を活用して，52 年ぶりに国から獣医学部の新

設を認められた。この事業者として，2017 年 1 月に学校法人「加計学

園」が選定され，同11月に文部科学省の大学設置・学校法人審議会（設

置審）から獣医学部新設を認められた。 
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第７章 開発協力大綱 

第１．開発協力・ＯＤＡとは 

開発協力とは，「開発途上地域の開発を主たる目的とする政府及び政府

関係機関による国際協力活動」のことである。また，そのための公的資金

をＯＤＡ（Official Development Assistance（政府開発援助））という。 

政府または政府の実施機関はＯＤＡによって，平和構築やガバナンス，

基本的人権の推進，人道支援等を含む開発途上国の「開発」のため，開発

途上国または国際機関に対し，資金（贈与・貸付等）・技術提供を行う。 

第２．ＯＤＡ大綱の改定 開発協力大綱の閣議決定 

1992 年に閣議にて決定され，2003 年に改定された政府開発援助（ＯＤ

Ａ）大綱は，これまで日本のＯＤＡ政策の根幹をなしてきた。 

ＯＤＡ60 周年を迎え，日本及び国際社会は大きな転換期にある。この新

たな時代に，日本は，平和国家としての歩みを引き続き堅持しつつ，国際

協調主義に基づく積極的平和主義の立場から，国際社会の平和と安定及び

繁栄の確保に一層積極的に貢献する国家として国際社会を力強く主導して

いかなくてはならない。また，国際社会が直面する課題の解決のために開

発途上国と協働する対等なパートナーとしての役割を更に強化すべく，日

本のＯＤＡは更なる進化を遂げるべき時を迎えている。 

また，現在の国際社会では，多額の民間資金が開発途上国に流れ，企業

や地方自治体，非政府組織（ＮＧＯ）を始めとする様々な主体がグローバ

ルな活動に携わり，開発途上国の開発課題の解決と持続的成長に重要な役

割を果たしている。このような状況下にあって，日本は，ＯＤＡのみなら

ず，様々な力を結集して，開発課題に対処していかなくてはならない。 
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このような認識に基づき，政府は，2014年３月，2013年 12月 17日に閣

議決定された国家安全保障戦略も踏まえつつ，ＯＤＡ大綱を改定し，開発

協力大綱を定めることを発表した。 

第３．開発協力大綱の内容 

2015 年２月 10 日，開発協力大綱が閣議決定された（これに伴い，名称

も「ＯＤＡ大綱」から「開発協力大綱」へと変更された）。 

■開発協力大綱のポイント 

日本の開発協力の理念を明確

化⇒平和国家として，国際社

会の平和，安定，繁栄に積極

的に貢献 

・平和国家として，非軍事的協力により世界に貢献（軍

事的用途への使用を回避） 

・人間の安全保障（人間一人ひとりに焦点を当て，その

保護と能力強化） 

・開発途上国と対等なパートナーとして協働 

新しい時代の開発協力⇒ポス

ト 2015 年開発アジェンダに向

けて 

・「質の高い成長」（包摂性，持続可能性，強靭性）と，

それを通じた貧困撲滅＝経済成長の基礎（インフラ，

人づくり等），脆弱性からの脱却（人間開発，社会開

発），包摂性（格差是正，女性の能力強化，ガバナンス

等），持続可能性（環境，気候変動等），強靭性（防災

等） 

触媒としての開発協力⇒民間

セクター等との連携 
・官民連携，自治体連携，ＮＧＯ／市民社会との連携 

多様な主体の開発への参画⇒

包摂的で公正な開発を目指し

て 

・女性の参画の促進，社会的弱者等あらゆる主体の開

発への参画 

  

  




