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制憲議会の役割 

 

第１章 

 

期間と構造 

 

第１条 性質と目的 

 

制憲議会は民主主義の再構築のための新た

な枠組みを作るために国民の意志を受けて

活動する組織。議会の権限は特別なもので、

他の公権力の活動を制限あるいは停止させ

ることが可能。 

 

目的は国の移行と、民主主義的な参加型社

会を作るための新たな司法枠組みの創造。 

 

第一パラグラフ： 全ての公権力は制憲議

会に従わなければならない。 

 

第二パラグラフ： １９６１年憲法とその

枠組みで作られた法律は制憲議会の決定と

矛盾しない限り、有効とする。 

 

第２条 構造 

制憲議会は選挙管理委員会（CNE）が当選

を確定させた１３１名の制憲議会議員によ

り構成される。議員は国民の代表であり、制

憲議会内部を除き、他の命を受けない。議員

は国民にのみ発言と投票を制限される。 

 

第３条 本部 

制憲議会の本部はカラカス・国会議事堂と

する。しかし、議員の過半数の賛成があった

場合は例外的に別の会場でも開催可能とす

る。 

第一パラグラフ： 制憲議会は儀礼的に国

会議事堂とシウダ・ボリバルの１８１１年、

１８１９年憲法の記念会場で特別セッショ

ンを行わなければならない。 

 

第４条 期間 

制憲議会は同会が始まってから１８０日間

有効とする。この期日までに新憲法を起草

し、国民に賛否を問わなければならない。 

 

第５条 セッション 

制憲議会は各週の火曜日と木曜日に開催さ

れる。議員か過半数の賛成があった場合は

祝祭日も特別に開催することが出来る。議

会の決定は参加者過半数の賛成をもって承

認される。 

 

議会のセッションは午前９時～午後１時ま

で行われる。議長の決定あるいは議会議員

の賛成により、最大で２時間延長できる。状

況が正当化するのであれば、議員の賛成で

開催する曜日と時間を変更することができ

る。 

 

第６条： 常設セッションの宣言 

制憲議会は議員の過半数の賛成で常設セッ

ションを宣言することが出来る。同様に議

員過半数の賛成によりいつでも当該セッシ

ョンを停止することが出来る。 

 

第７条： 議会サロンへの入場禁止 

制憲議会に招待されている者を除いて、議

員以外は誰もセッション中の会場に入場す

ることはできない。秘書官、議事録作成者、
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セキュリティーガードなど運営に必要は公

務員を除く。 

 

第８条： 公権力の使用 

制憲議会、特別委員会あるいは制憲議会議

長が承認し場合は、軍部が会場の内外に入

場することが可能。 

 

第９条： 特別セッション 

制憲議会は、議員の賛同があれば必要に応

じて特別セッションを開催することが出来

る。 

 

第１０条： 制憲議会官報 

制憲議会の構文として制憲議会官報を作成

する。議会の議題、議論の内容、その決定を

毎回、公表する。 

 

第一パラグラフ： 制憲議会は必要に応じ

て、ベネズエラ共和国官報に決議内容を掲

載させることができる。 

 

第２章 制憲議会議員 

 

第１１条： 処遇 

制憲議会メンバーは議員としての待遇を受

ける。 

 

第１２条： 議員特権 

制憲議員を裁判にかけることはできず、迫

害もできない。議会の承認がない限り、議員

の任期中は誰も裁判にかけられない。ただ

し、殺傷系の刑事罰を除く。 

 

第１３条： 非両立性 

制憲議員は制憲議員以外の活動に専任しな

ければならない。議員の任期中は以下のこ

とをしてはいけない。 

 

A. 制憲議員は直接あるいは間接的に公共

契約を締結できない。 

B. 前述のいかなる契約行為に介入しては

ならない。 

C. 制憲議会に関連する業務以外で会社の

取締役など報酬を得るような役職に就

いてはいけない。 

D. 外国政府あるいは外国の国際機関と契

約をしてはいけない。 

 

大学の顧問、芸術など文化活動の就任は原

則、前項の制限の対象外とする。 

 

第１４条： 義務 

制憲議員は国民に対して約束を守る義務を

負う。 

 

第１５条： 出席 

制憲議員はセッションと常設委員会には参

加しなければならない。この義務を履行し

ない場合は報酬を減額する。同様に本法第

１２条の議員特権も停止される。 

 

第一パラグラフ： 議会セッション中、議員

は演説者の講演に耳を傾けなければならず、

決して電話や新聞を読むなど議論と関係の

ないことをしてはならない。 

 

第３章 ボードメンバー 

 

第１６条： 

制憲議会は議長、第一副議長、第二副議長を

多数決により決定する。ボードメンバーの
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活動は秘書官、副秘書官により補佐される。 

 

第１７条： 議長 

議長の役割は以下の通り 

 

1. 議会セッションを開会、延長、停止、閉

会する。 

2. 議会セッションを召集する。必要に応

じて特別セッションを召集する。 

3. セッション毎に議題と発表する。 

4. 議会の議論を采配する。 

5. 議会としての公文の声明、政令、決定に

署名する。 

6. 議論の進行を妨げるものを退出させる

ことができる。必要であれば治安権力

を召集できる。 

7. セッションの議事を承認できる。 

8. 議会の進行に必要な場合は、公権力に

対して協力と必要な情報の開示を求め

ることが出来る。 

9. 国会運営に必要なアドバイザーを雇う

ことが出来る。 

10. その他規約に書かれている内容 

 

第１８条： 副議長 

第一副議長の役割は以下の通り 

 

１．議会の予算のマネジメントと運営管理 

２．議長の一時的な不在の際に議長職を代

行する。また、議会から委任があった職

務。 

 

第二副大統領の役割は第一副大統領の不在

時に同職を代行すること。秘書官の職務を

監査すること。また、議会から委任のあった

職務を行う。 

第１９条： 秘書官 

制憲議会は議員以外から、秘書官と副秘書

官を選任する。秘書官、副秘書官は議員の過

半数の賛成により決定する。 

 

秘書官は制憲議会の継続期間と同じ期間、

職務を行う。 

 

第一パラグラフ：  

秘書官、副秘書官は議員過半数の賛成によ

り解任することが出来る。 

 

秘書官は議長の指示の下で議会が滞りなく

運営できるようになければならない。秘書

官は議事録作成、録音、書類の管理など事務

責任を持つ。 

 

第２０条： 秘書官 

秘書官の役割は以下の通り。 

 

1. セッション開始前の会場確認 

2. 議員への通知 

3. アクタ（公文ファイル）をセッションに

持参する。その他、必要な書類を持参す

る。 

4. 議員からの求めに応じてアクタのコピ

ーを取る。 

5. 議会の決定に応じて声明を発表する。 

6. 議会書類を保管する。 

7. 議員にセッション前に議題など資料を

配布する。 

8. 議題、議論の内容を公共に周知する。 

9. 議会中の発言を録音、録音機材を保管す

る。 

10. その他、議会が要求する職務。 
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第２１条： 副秘書官 

副秘書官は秘書官の不在中に、秘書官の職

務を代行する。また、秘書官の業務をフォロ

ーする。 

 

第２２条： 管理サービスダイレクター 

制憲議会議長は、管理サービスダイレクタ

ーを任命する。誠実さと専門性を必要とし、

関連の職務に５年以上就いていなければな

らない。 

 

第２３条： 役割 

管理サービスダイレクターの役割は以下の

通り。 

 

1. 予算を策定する 

2. 副議長の事前に相談した後、議会の運営

に必要な業務の報酬を決定する。 

3. 人員サービスの担当をする。 

4. 規則に応じて国会予算の支払いや監査

手続きを実行する。 

5. 運営に必要な資材の調達、セキュリティ

サービスを組織する。 

6. 第一副議長の合意の上で会場や議員メ

ンバーの安全を保証する。 

7. その他、議会の運営に必要なすべての業

務。 

 

第２４条： 調整委員会 

制憲議会はボードメンバーおよび常設委員

会の代表、副代表による調整委員会を組織

する。 

 

調整委員会の役割は以下の通り。 

 

1. 国会の議題を決定する。 

2. 議長に対して担当テーマに関する助言

を行う。 

3. 議長に対して議会の方向性、運営につい

て助言を行う。 

4. 委員会の運営の障害になる点について

知らせ、調整する。 

5. 議会の予算執行状況について情報を受

け取る。 

 

第２５条： 技術オフィス 

制憲議会は組織運営で技術的なサポートを

得るため、ボードメンバーの決定により国

会の外に技術オフィスを持つ。 

 

第２６条： 歴史記述者 

ボードメンバーは歴史記述者を任命する。

同役職の任期は議会の運営が継続するまで

とする。 

 

第２７条： 役割 

歴史記述者の役割は以下の通り。 

 

歴史記述者は常設委員会や議会中の議事を

記録し、国会の歴史を記述する。 

 

 

第４章 委員会 

 

第２８条：  

国会は以下の常設委員会を持つ。 

 

1. 憲法委員会 

2. 一般条項委員会 

3. 国際社会との関係と統合委員会 

4. 民主主義的な政治レジーム委員会 

5. 公共組織委員会 
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6. 州・市の運営委員会 

7. 行政委員会 

8. 立法委員会 

9. 司法管理委員会 

10. 倫理、監査委員会 

11. 国籍、市民委員会 

12. 人権と憲法保証委員会 

13. 社会権利と家族委員会 

14. 教育、文化委員会 

15. 環境委員会 

16. 先住民委員会 

17. 国軍、国防委員会 

18. 社会経済委員会 

19. 憲法保護と修正委員会 

20. 移行条項検討委員会 

 

第一パラグラフ：  

制憲議会は必要に応じて一つのテーマにつ

いて議論するための委員会を新設すること

が出来る。 

 

第２９条： 委員会と下部委員会の構成 

 

全ての制憲議員は１つの委員会に所属しな

ければならない。また２つ以上の委員会に

所属することはできない。委員会は奇数で

構成されなければならない。 

 

第３０条： 他の委員会への出席 

制憲議員は所属していない委員会の会合に

参加することが可能で、事前の承認を経た

うえで発言も可能。 

 

第３１条： 委員会の代表 

それぞれの委員会で代表と副代表を選定す

る。代表、副代表の決定はメンバー内の多数

決で決める。 

 

第３２条： 秘書官 

それぞれの委員会は制憲議員ではない秘書

官を任命する。 

 

第３３条： 審議と投票 

委員会での審議は本内規に書かれているも

のと同様とする。 

 

第３４条： 報告 

委員会の報告はメンバーの署名を必要とす

る。 

 

第３５条： 憲法委員会 

制憲議会は議員の中から憲法委員会を決定

する。また、議員は憲法委員長と副委員長を

決定する。憲法委員会は最終報告を作成す

る役割を負う。 

 

第３６条： 動機の発表 

憲法委員会は憲法計画が作成された際に変

更の動機について説明をする必要がある。 

 

第３７条： 統合 

憲法委員会は多くの委員会の意見を調整す

る存在としての役割を担う。 

 

第５章 委員会総会の宣言 

 

第３８条： 委員会総会 

制憲議会は議員の呼びかけにより必要な時

に委員会総会を召集することが出来る。 

 

第３９条： 委員会総会の制度 

委員会総会は議論のテーマについて制限な
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く討議することが出来る。 

 

第４０条： 委員会総会の停止 

議長が目的を達成したと考えた場合、その

委員会総会を停止することが出来る。 

 

第４１条： 停止の反対 

制憲議員のメンバーが委員会総会の停止を

拒否し、議長やその他メンバーと対立した

場合は多数決により決定する。 

 

第４２条： 議会の情報 

委員会総会の内容について議長は結果を報

告する。 

 

第４３条： 委員会総会の公文登録 

公文に委員会総会が行われた理由、宣言内

容について登録しなければならない。 

 

第６章 

議論と罰則 

 

第４４条： 議論 

発言の前には議長の承認を必要とする。発

言時は立って発言する。 

 

第４５条： 議論の時間 

発言の時間は最大で１５分間とする。一度

発言した議員が同じテーマで２度発言する

場合は最大１０分間まで発言できる。 

 

第４６条： 壇上での演説 

制憲議員は壇上で話すことが出来る。 

 

第４７条： 欠席による発言権の放棄 

議会議員がセッション中に欠席していた場

合は発言権を放棄しているとみなす。 

 

第４８条： 議長の発言権 

議長が制憲議員として発言をする場合は、

立って発言しなければならない。 

 

第４９条： 発言権の保証 

議長は議員の発言権を保証しなければなら

ない。 

 

第５０条： 議論規定の違反 

以下の場合、議論規定に違反したとみなす。 

 

1. 議長の許可なく発言した場合 

2. 議論の本題と異なる発言を繰り返す 

3. 順番が回ってきた議員の発言を妨げる 

4. 攻撃的な発言をする 

5. その他、通常の議論を乱す行為 

 

第５１条： 罰則 

議論規定に違反した場合は、通常の運営に

戻すための手段を行使することが出来る。 

 

第５２条： 定数 

制憲議会は議員総数の半分よりも１名多い

必要がある。参加者が定数に達しない場合、

議長は同日のセッションを停止する。 

 

第５３条： 公文 

全ての議論は公文に登録され、秘書官は文

章、音声の録音を保管する枠割を担う。 

 

第７章 発議 

 

第５４条： 議論の発議 

議題を提示する際には、議長が議論するべ
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き内容かどうかを確認するために必ず文章

で申請しなければならない。 

 

第５５条： 発議の支援と取り下げ 

制憲議員が議題の提起をする際には、少な

くとも、提起者以外にも１名は同議論を扱

いたいという支援者が必要。支援者は、支援

を取り下げることも可能。 

 

第５６条： 緊急の発議 

緊急的に議題について議論をする必要があ

る場合、過半数の賛成で議論を緊急に行う

ことが出来る。 

 

第５７条： 優先的に扱われる議論 

以下の議論は優先的に議論される。 

 

1. 本内規にかかる議論 

2. 発言や提供した情報の訂正 

3. 議論の延期に関する発議 

4. 議論を十分に行ったとして、議題の停止

を求める議論。 

 

第５８条： 発議についての議論 

議論の修正、停止は多数決によって決めら

れる。 

 

第５９条： 修正 

以下の修正は可能とする。 

1. 文章への言葉の追加 

2. 記述された内容の削除 

3. 言葉の置き換え 

 

第６０条： 発議の修正 

修正は議論が終わるまでいつでも可能とす

る。 

第６１条： 議論の終了 

議長は、議論が十分に尽くされたと判断し

た場合、議論の終了を宣言することが出来

る。 

 

第６２条： 委員会の報告についての議論 

委員会が報告を行い、議員の多数決を行う

際に、過半数に達せず否決されたとしても

議論を否定したことにはならず、修正のう

えで最後、承認を求めることが出来る。 

 

第８章 

制憲議会の活動プログラム 

 

第６３条： 業務プログラム 

委員会は全体の業務予定を計画しなければ

ならない。計画は定期的に見直される。ま

た、各委員会は一週間ごとの議論を計画す

る。 

 

第６４条： 業務プログラムの情報共有 

委員会は業務予定を作成後に委員会の議員

に配布し、予定に問題がないか確認を行う。 

 

第６５条： 週別の議論内容 

各週、日、時間で議論する内容を事前に決め

る。議論は遅くとも２４時間前には決定さ

せる必要がある。 

 

第６６条： 時期を逸しない情報提供 

制憲議員は時期を逸することなく、各日の

議論の予定を知らなければならない。 

 

第６７条： 議論の順番の変更 

例外的な事情があれば、参加メンバー過半

数の賛成によって、その日の議題予定の順



２０１７年８月８日 

ベネインベストメント作成 

番を変更することができる。 

 

第６８条： 予定されていない議論 

事前に予定されていない議論を当日に加え

ることはできない。 

 

第９章 投票システム 

 

第６９条： 多数決 

制憲議会は内規で特別に書かれていない限

り、原則は多数決により決定する。 

 

第７０条： 投票の価値 

制憲議員がそれぞれ１票の権利を持ってい

る。委員会での投票については、委員会の構

成メンバーしか投票に参加できない。 

 

第７１条： 公共、秘密投票 

投票は公共の場で行われるが、議員の合意

により秘密投票も可能とする。 

 

第７２条： 投票の匿名性 

秘密投票の場合、議長は投票数を数え、結果

を公表するための組織を作る。 

 

第一パラグラフ： 

秘密投票は投票箱に議員のアルファベット

順に一人ずつ投票する。 

 

第７３条： 投票の妨害行為の禁止 

議長が投票を開始すると宣言してから制憲

議員は投票を妨害することはできない。 

 

第７４条： 引き分け 

投票で得票数が同数であった場合、再度投

票が行われる。２度目も引き分けになった

場合はその議論は否決されたとみなす。 

 

第７５条： 投票の訂正 

全ての制憲議員は投票内容の訂正を求める

ことが出来る。 

 

第７６条： 公共投票 

公共投票は挙手あるいは立つことによって

行われる。 

 

第７７条： 投票の棄権 

制憲議員は投票を棄権することが出来る。 

 

第１０章 市民の制憲議会への参加 

 

第７８条： 市民の参加 

制憲議会は国民に対して議論への参加を求

めることが出来る。 

 

第７９条： 到達 

制憲議会は発議を行うことで、一般市民が

議会で発言することが出来る。 

 

第８０条： 提案の紹介 

団体は規模に関わらず議題を提案すること

が出来る。 

 

第８１条： 発表と周知 

全ての制憲議会の提案は議会で周知される。 

 

第８２条： 提案の期間 

市民による提案は議会の承認を経て議論さ

れる。 

 

第８３条： 議論の義務 

市民から提案されたすべての提案は議論す
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る義務を負う。 

 

第８４条： 憲法の提案を行った代表は議

論する委員会に参加し、最大で１５分間の

発言をすることができる。 

 

第８５条： 周知、審議、投票 

委員会の代表は議論の内容を周知しなけれ

ばならない。 

 

第８６条： 市民参加の周知 

市民が提案した議論について、市民が議論

への参加を求めた場合は、その求めに応じ

なければならない。議論の内容は周知され

る。 

 

第１１章 儀式 

 

第８７条： ボードメンバーの席 

議長はサロンの中央に座り、第一副議長は

右、第二副議長は左に座る。 

 

第８８条： 制憲議会の声明 

制憲議会へ声明が寄せられて場合、議長は

即座に関係者に周知し、対応を検討する。 

 

第８９条： 招待 

制憲議会は必要な時に招待者を呼ぶことが

出来る。秘書官は招待者に適切な席を用意

する。 

 

第１２章 

 

第９０条： セッションの終了 

 

セッションの全工程を経て、憲法草案を終

えた後、制憲議会は最終的な決定のための

投票を行う。投票で可決後、３０日以内に承

認を問うための国民投票を行う。国民投票

実施から１５日後に制憲議会は議会閉鎖の

ための儀式を行う。 

 

第９１条： 内規の変更 

３名以上の制憲議員の求めにより、内規は

全部あるいは一部を変更の多数決をとるこ

とが可能で、過半数を得れば変更すること

が出来る。 

 

修正後の内規は２４時間以外に周知されな

ければならない。 

 

第９２条： ここにかかれていない事象が

起きた場合は制憲議会での議論を経て解決

する。 

 

 

１９９９年８月８日、カラカスにて署名 

 

議長： ルイス・ミキレナ 

第一副議長： イサイアス・ロドリゲス 

第二副議長： アリストブロ・イストゥリス 

秘書官： エルビス・アモロソ 

     アレハンドロ・アンドラーデ 

 

以上 


