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「いよいよ、安倍暴走政権の壊憲と、真正面からたたかう時が来ました。この講演内容を広げて下さい。 

憲法改悪ストップ兵庫県共同センター」 

 
1. 2014 年末の総選挙の結果をどう見るのか？ 
 まず年末の総選挙の結果をどう見るのかということで、私が一番感じた 4 点をお話しさせていただきたいと思

います。 

 
(1) 憲法上の疑義が残る総選挙と第三次安倍政権 

 1つは最近の選挙すべてに当てはまるのですが、憲法上の疑義が残る総選挙と、憲法上の疑義が残った第三次安

倍政権の発足だったということを、改めて確認しておきたいと思います。 

これは言うまでもなく、議員定数配分不均衡問題で、最高裁の「現在の定数配分は違憲状態だ」という判決が

出されていて、それに対して弥縫的な是正を行っただけになっている。今一斉に全選挙区で 2 つの弁護士グルー

プが違憲訴訟を提訴しておりますが、早ければ今年中に最低でも違憲状態、私は違憲判決が出る可能性が大きい

と思っておりますが、出されるというように言われています。 

 更にそれ以上に問題なのは、訴訟対象に挙がっておりませんが、日本国憲法は 43 条 1 項で、「両議院は全国民

を代表する選挙された議員でこれを組織する」という規定を置いているのです。 

現在の小選挙区比例代表並立制は6割を超えて小選挙区部分からなっていますが、この小選挙区部分は12年の

総選挙で、ご承知のように43％の得票率で79％の議席を自民党が得ています。今回の14年総選挙でも48％の得

票率で75％の議席を確保している。実に小選挙区では今回の選挙で2,541 万票が死に票になっている、すなわち

ほぼ半数の48％が議席に反映されないという選挙です。 

こんな選挙が憲法 43 条 1 項で言う、「全国民を代表する選挙された議員」ということが言えるのかということ

を、改めて確認しておきたいと思います。 

 
(2) 戦後最低の投票率(52.66%)－政治の劣化をもたらす小選挙区制 

このことは戦後最低の投票率だったということに大きく関係するのです。今回の選挙は「不意打ち選挙」「争点

なき選挙」だとか、「民主党政権以来の政治不信感」だとか色々なことが言われていますが、殆ど言われていない
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ことで確認しておきたいことは、実は1955 年に自民党が登場してから、中選挙区選挙制度で13 回の総選挙を行

っております(1958～1993)。この中選挙区制下の13回の総選挙では70％台の投票率が9回、60％台が4回です。

50％台はもちろんありません。最低投票率が1993年で67.26％です。 

ところが 94 年に政治改革の下に小選挙区比例代表並立制が強行導入され、その下で最初に行われた 96 年の選

挙の投票率は59.65％とガクッと下がるのです。小選挙区比例代表制の下で7回の総選挙が2014年までに行われ

ましたが(1996～2014)、70％台は1回もなくて60％台が3回、50％台が4回です。 

すなわち今回の選挙に関わらず、小選挙区制の導入というのは、有権者に投票所に行って投票しようという気

力を、著しく減退させているということをきちんと見ていく必要がある。すなわち有権者の投票行動は、自分の

投票の有効性感覚が一番大きいのです。小選挙区制の下でも、政権交代をもたらした 2010 年は 69.28％という 7

割に近いところまでいったのは、「絶対自民党政権を替えさせると。民主党に政権をとらせる」という意味づけが

はっきりしていたので行ったわけです。その点で日本の政治の劣化状況をもたらしているのは、小選挙区制の導

入にあるのです。小選挙区制という政治制度を本格的に転換するということを私たちは一貫して訴え続けている。

そのことが日本の政治を変えるためには、根本的に必要であるということを改めてこの選挙で確認したというこ

とです。 

 
(3) 次世代の党の惨敗、共産党の躍進 

 より具体的に今回の選挙の結果を見ると、衆院の総選挙は政権選択選挙だとよく言われます。その観点でみれ

ば自民党293、公明31、計324議席という解散時の議席が、自民290、公明35で325議席ですから、政権交代と

いう観点から見ると殆ど何の変化もなかった選挙だといことになる。 

しかし実際にそうだったのかと中身をみると、根本的に日本の政治の内部に大きな変化をもたらしているので

すね。というのは自民党のより右にいた、安倍内閣の歴史観や憲法観を支えていて、憲法改正のためには公明党

と手を切れと揺さぶりをかけていた次世代の党が 19 議席から 2 議席に激減した。野党の中の極右派が激減して、

左派であった共産党が 8議席から 21 議席に大躍進した。しかも 21 議席ということは、これから大きな力となり

ますけれど、予算措置を伴わない議案提案権を衆院で共産党が持ったということなのです。このことが国会内と

国会外の民主運動との連携の中で、日本の政治に大きな影響をもたらす可能性を生じさせている。こうした野党

の存在のあり方の変化をもたらしたということを見ていく必要があるというのが3番目です。 

 
(4) 沖縄4選挙区の勝利－従来の政治的枠組みをこえた枠組みの実現 

 4 番目に私が今回の選挙で一番注目したのが、「沖縄 4 選挙区で完全勝利するか」ということだったのですが、

翁長さんが県知事選挙の時から言っていた2つのことがあります。 

1 つは「イデオロギーよりもアイデンティティ」もう1つが「誇りある豊かさ」。言いたいことは沖縄における

選挙戦は、基地の問題と経済の問題、基地を取るか経済を取るか、保守と革新がわかれるかとか色々なことがあ

ったが、とにかく保守と革新というイデオロギー対抗ではなく、アイデンティティというのは一般に言われるの

は「同一性」ですが、沖縄県人としての同一性です。すなわち保守、革新というこれまでの政治的対抗を越えて、

「オール沖縄」ということになるのですけど、沖縄人としての同一性として 1 つの政治的枠組みを作っていくと

いうことです。「従来の保革といった枠組みを止揚した所に登場した新たな政治的枠組みの登場」なんです。こう

いうことが沖縄で出来たのは2007年の教科書検定問題、軍部の圧力による集団自決死問題について、教科書検定

で軍の圧力を削らせたということに対する県民の怒りの爆発以降(07年 9月の県民大会に11万人参加)、「オール

沖縄」という言い方が徐々に登場してきたと言われているようです。このことに何故注目したのかというと、こ

のこと自体は沖縄に特有な歴史事情、政治状況の下で出てきたという側面が勿論ありますが、これは安倍政治の

戦後レジームの脱却ということによる暴政の中で、ご承知のように様々な形で従来保守と言われた陣営にいた部

分が、自民党の有力幹部であった者を含めて、様々な安倍政治への批判的言動を繰り返している。その中で一点
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共闘という形で、従来の政治枠組みを超えた政治的枠組みをどんどん実現している。このことの展望をもたらす

可能性を沖縄の4選挙区の勝利は提示してくれたのではないかということを確認しておきたいと思います。 

私は以上の4点が、総選挙の結果で一番感じている事です。 

 
2. 安倍首相の総選挙後の憲法関係発言録 
 総選挙からほぼ 1 ヶ月の間に、安倍が憲法関係を中心にどういう発言をしていたのかということを、まとめて

みました。簡単に安倍政権が今年何を一番念頭に置いているのかということを確認していきたいと思います。 

 
(1) 暴走政治の宣言－引き続き明文改憲を追及（首相指名後記者会見） 

 昨年12月24日に首相指名の記者会見の中で、「デフレ脱却、社会保障改革、外交安全保障の立て直し、どれも

困難な道のりだ。私は全身全霊を傾けて戦後依頼の大改革を進めていく。当然賛否は大きく分かれ、激しい抵抗

もあります。しかし今回の総選挙で引き続きこの道をまっすぐに進んで行けと国民の皆さまから力強く背中を押

していただきました。」安倍が強調したのは何かというと、彼が進めようとする政策は国民は過半数が反対してい

る政策が多いですけど、激しい抵抗があるけれど断固やりぬいていくのだと言うのですね。「暴走政治の宣言」を

やっている訳です。 

 それから憲法改正については「憲法改正は歴史的なチャレンジと言ってもいい。簡単な事ではない。大切なの

は発議後に国民投票を行うこと。どういう条文から国民投票を行うのか、その必要性について国民的理解を深め

る努力をしたい。」後で言いますけど、今年の憲法問題の最大の焦点は立法改憲をめぐる闘いなんですけど、安倍

は昨年 7 月 1 日の閣議決定で、憲法九条解釈の大変革を行いましたけれど、それで彼は憲法問題のことは済んだ

とは決して思っていない。すなわち「歴史的なチャレンジで私の歴史的使命である憲法の明文改正」を位置付け

て、当然追求するのだろうと。但し少し雰囲気が変わったのは、あとの菅官房長官の発言を含めて、「直ちに九条

に手をつけると言うことではなくて、発議後の国民投票で支持を受けるような形の憲法改正をまずはやっていく」

ということです。改正の重点を変更させていると思いますけれども、とにかく明文憲法改正を引き続きやるんだ

ということは明らかです。 

 
(2) 戦後７０年の安倍談話－日本の国際的孤立（2015年年頭記者会見） 

 今年 1 月 5 日の年頭記者会見の中で彼は「積極的平和主義の下、世界の平和と安定に一層貢献していく明確な

意思を世界に発信したい。安倍内閣は村山談話を含め、歴史的認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継

いでおり、そしてまた引き継いでいく。先の大戦への反省、戦後の平和国家としての歩み、アジア太平洋地域や

世界にどのような貢献を果たしていくのか、英知を結集して新たな談話に書き込んでいく。」今年の 8 月 15 日に

戦後 70 周年で発表される「新たな談話」。これが日本の国際的孤立状況を招きかねない。これが非常な我々との

政治争点。その談話を策定するための懇談会のメンバーの人選を現在やっているようですが。いちおう「村山談

話」は引き継ぐと言っていますが、これまで強調されたように「侵略」だとか、そういう文言の確立を彼は絶対

に言わない。「全体として」引き継いでいくというレベルです。この事についてはアメリカも非常に神経を尖らせ

ていて、この「安倍談話」について直ちに、同じ日にサキ報道官は「村山元首相と河野基官房長官が談話で示し

た謝罪が、日本が近隣諸国との関係を改善するための重要な区切りだったというのが我々の見解だ」というよう

に、この「村山談話」と「河野談話」を逸脱するなということを既に言っている。 

 赤旗等どこも指摘していないのですが、私は 1 月 1 日付『日本経済新聞』社説を見て、財界というか日本の経

済界も相当気にしているなという印象を持ったのですが、こういうふうに言っているのです。「戦後70年の今年、

とりわけ歴史問題の配慮が必要になる。発表を予定している首相談話は近隣諸国との関係に影響を及ぼすだけで

なく、米国はじめ世界も注視していることを知っておくべきだ。戦争への反省をふまえ、平和国家としての70年

の歩みを改めて確認する必要がある。視線は過去ではなく未来に向けられていなければならない。」これで安倍が
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また中国、韓国等々の軋轢をもたらすようなことについて、警戒するようなことが日経社説で指摘されていた。 

 念頭記者会見の後半ですけれど、「原発再稼働、安保法制整備、憲法改正等の課題について、自民党として政権

公約に掲げた。選挙戦を通じて約束したことを実行する責任を負っている。国民の理解をいただく努力をさらに

進めなければならない。国会論争を通じて丁寧に説明したい。」これは12月24日の時にはデフレ脱却、社会保障

改革、外交安全保障だったのですが、デフレ脱却はまあ公約に掲げたと思うのですけど、原発再稼働とか安保法

制の整備、憲法改正だとか、国民的抵抗の強いものはほとんど争点にしなかったのですが、「政権公約に掲げた」

「実行する責任を負っている」というわけです。2012年総選挙や2010年の参院選はそれなりに憲法問題を掲げて

いましたけれど、今回の2014年総選挙では公約の一番最後に「国民の理解を得つつ憲法改正原案を国会に提出し、

憲法改正のための国民投票を実施、憲法改正を目指します」とこれだけを書き込んだだけ。全然争点にしなくて、

但し公約に掲げたからやるんだと、こういう橋下なみの「民意信託」という似非民主主義論を主張している。 
 
(3) 憲法改正の手順について（関西テレビでの発言） 

 1月14日での関西テレビでの発言が注目されています。 

 「憲法ができた経緯は、占領下にあって日本人自らの手でつくったとは言い難い。私たちは21世紀の日本の理

想の姿を込めた新しい憲法を自らの手で書いていくべきだ」「憲法が出来て 70 年経っている中で、新しい権利も

生まれてきた。プライバシーもそうだ」「どの条文という事はこれから議論していくが、維新の党あるいは他の党

も賛成していただけるものがあればいい」「維新が憲法改正自体に積極的に取り組んでおられることに敬意を表し

たい」「与党だけでは出来ない。維新の党の賛成で多数を構成できればいい。」今度の総選挙の結果以前は、公明

党が憲法改正につべこべ言うのだったら、安倍は何を言ったかというと次世代の党とか、みんなの党、それから

維新の党などがあると言った訳です。憲法改正の仲間を糾合するのに、みんなの党はいなくなったし、次世代の

党は総選挙で惨敗して維新の党だけになった。この時に大阪都構想については積極的に評価する発言をして、こ

れは自民党大阪府連は反対しているのですが、安倍は東京都と並んで大阪都という 2 つの中心が日本にあるのは

いいことだと言うような発言をして、それに有頂天に喜んだ橋下徹はこの発言に対して、「憲法改正は絶対に必要

だ。安倍首相にしかできない。できることがあれば何でもする」という発言をするという、自民・維新連合軍で

憲法改正にもっていく。こういうことになっている。 

 菅官房長官は明文憲法改正について、「まず欠けている部分の大事なところから入っていくべきだ。環境権の創

設、私学への公費支出を禁じた89条の改正」そして「来年夏の参院選前まではなかなか難しい」と言っている(1.10)。

これは何かというと2016年参院選時に憲法改正国民投票という話が一時ありました。それは難しい。現実的路線

は、自民党の幹部が改憲を容認する与野党によるプロジェクトチームを置く方向で検討に入ったと報じられてい

る(1.13)。憲法審査会は共産党もいるので、どういう改憲原案にしていくのかということは実質議論がしにくい

ので、プロジェクトチームで早期の合意体制を図るのであろうと。民主・維新・公明・生活・次世代・新党改革

に呼びかける方針だと。この幹部の発言では2017年に初の国民投票をしたい。2016年の参院選前に原案をまとめ

たい。この時に言われているのは、環境権、96 条の改正、国家緊急権の導入というあたりを焦点に置いてやろう

という話です。 

以上が年末から正月にかけての安倍の発言の憲法問題に関わる主要なものなんです。だいたい何を考えている

かお分かりだと思います。 
 
3. 戦争をする・できる国の体制つくり 

この間の日本の政治は軍事大国化の問題と新自由主義構造改革の話ですが、戦争をする・できる国の体制つく

りという点では、第二次安倍政権の下で、この間の主な動きは次のようになっております。 

 
(1) この間の主な動き 
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  時間の関係で主な項目だけを時系列的に確認していくことにします。 

「国家安全保障会議設置法（2013年 11月 27日成立、12月4日設置）」「特定秘密保護法制定（2013年 12月6

日）」「国家安全保障戦略（2013年 12月 17 日）」「防衛計画の大綱（2013年 12月 17 日）」「.中期防衛力整備計画

（2013年12月17日）」までが一昨年末に次々と登場し、昨年に武器三原則が否定されて「防衛装備移転三原則（2014

年4月1日）」、それから「9条解釈変更の閣議決定（2014年7月1日）」がされた。そして今年になって「新たな

宇宙基本計画（宇宙開発戦略本部 2015 年 1 月 9 日）」が、宇宙においても日米同盟でいくんだということが確認

された。今日までに閣議決定がされると思っていましたが、昨日の自民党総務会で通らなかったようですが、「ODA

の新大綱」がずっと検討されている。これまでのODA（政府開発援助）は軍関係には一切ODAを出さないとしてき

たのですが、これを軍であっても災害救助など非軍事的目的があれば、外国が関与する活動への使用を認めると

いう方向に変えるということが自公協議では合意しています。こうした軍事的な新たな体制が「積極的平和主義」

の名のもとに強行されてきています。 

 
(2) 今後の動き－2015年度予算 

今年の今後の動きで重要なのは2点です。 

1つはまず15年度予算です。これはすでに決定されましたが軍事費が4兆9801億円。これは第二次安倍政権に

なってから3年連続増です。それまでは10年間徐々に減らしてきたのですけれど、12年度予算から2007億円増

です。赤旗が報じてくれましたが、補正予算で千何百億とかどんどん増やして、復興特別会計を加えると 4 年連

続ですでに5兆円を突破している軍事予算が編成されている。 

それから中身も大問題でして、防衛関係の中期防衛力整備計画の目玉はなんだったかというと、対中国を意識

をして、自民党流に言うと「日本型海兵隊」を構築するということに向けて、水陸両用車 30 両に 203 億円とか、

オスプレイ5機･516億円、イージス艦と搭載システム1680億円、ステルス型次期戦闘機F35・6機1032億円、滞

空型無人機グローバルホーク・154億円等々、これまでの自衛隊の装備編成とは異なる新たな質を作るような装備

編成を行おうとしている。これについての批判を強めていくことが必要だと思います。 

 
(3) 今後の動き－安全保障法制の整備、9条の立法改憲をめぐる正念場 

2番目は当然のことながら、7月1日の閣議決定の法的根拠を作る「安全保障法制」の整備。これも政府は水面

下の協議を続けていて、政府レベルでは思っていた日程では進んでいな いという印象を受けますが、2月から本

格的自公協議に入ると言われていたのですが、水面下ではやるでしょうが本格的な自公協議は 2 月中にはどうも

難しいような状況になっていると思われます。しかし少なくとも決まっていることは、遅くても 3 月くらい、と

りあえずは補正予算案を2月上旬までに通して、2015年度本予算を3月下旬までに通して、一番遅くなればその

周辺で予算通過後安全保障法制の本格的協議が自公で始まっていくということになると思うのですが、とにかく5

月連休明けに国会上程がある。6月下旬が150日間の国会会期沫だったと思いますが、当然、8月いっぱい9月ま

で国会を延長して、何としてもこの法案をどういう形にするかは全く未定ですが、既存法の改正でいけば20本近

い法律・協定の改正だといわれていますが、これは９条の立法改憲の正念場です。 

日米防衛協力の指針・ガイドラインも、どうも相当ずれ込んで早くても 4 月末、これも 5 月連休明けになると

思うのです。ただしこのガイドライン改定は当然ながらガイドライン改定を根拠付ける法の制定準備作業と連動

して行われるのが当然です。 
 
「存立事態」という概念の登場 

どういうものが出てくるかということです。今「存立事態」という言葉が新聞に登場していることをご存知だ

と思います。これはこれまでの「憲法 9 条の下では、わが国に対する武力攻撃が行われた時に、それに対する個

別的自衛権の発動として武力行使が可能だ。ところがわが国に対する武力攻撃が行われていないにも関わらず、
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他国に対する武力攻撃が行われた場合にはそれに対して反撃は出来ない、集団的自衛権の行使はできない」、それ

が憲法9条の制約だと言っていたのですが、「わが国に対する武力攻撃に関わらず、他国に対する武力攻撃であっ

てもわが国と密接な関係にある国に対する武力攻撃が行われた場合に、武力攻撃ができる」ということになって、

「他国に対する武力攻撃がなされた場合に、その攻撃がわが国の存立を脅かすような場合には」という限定をつ

けているのですが、そこに着目をして「存立事態」という概念を作って、「他国に対する武力攻撃であっても、わ

が国の存立に関わるような事態である場合には武力攻撃が出来る。これは国際法上で言うところの集団的自衛権

の発動になるんだ」ということを言っています。したがってこれをどういうよう法律上に条文化するのかという

のは、相当大変な作業だと思うのです。 

単純に他国に対する武力攻撃がなされた場合には、政府判断で武力攻撃ができるというような法律を作るのは

たいしたことはないのですが、「他国に対する武力攻撃であって、それがわが国の存立を脅かし、国民の権利を根

底的に覆す明白な危険がある場合」と制約・限定をつけている。したがって一部の論者は「集団的自衛権は殆ど

認めていないのだと、個別的自衛権に毛が生えた程度だと、そこまで公明党は頑張った」という評価が出てくる

一因ですけれども、そんなことでは勿論なく、「わが国に対する武力攻撃でなくても、他国に対する攻撃がなされ

た場合でも、政府の判断で武力行使を可能にする」という閣議決定ですから、それをどうするのかというものは、

一番単純な物は「自衛隊法及び武力攻撃事態法」の改正で行うということになります。或いは我々の力が弱けれ

ば、この集団的自衛権発動の根拠法を新立法として作るということもあるのですが、おそらくちょっと出来ない。

政府がしきりに言っているのは、そして「朝雲」に載った中谷防衛大臣の年頭記者会見でも、こんなに手を縛る

ことを言っていていいのかな？と思うのですが、あくまでも「わが国の安全に直接関わるようなことでなければ

しない」というようなことを力説しているのです。そうするとこれは法律を無茶苦茶作りにくいと思っているの

です。逆に言えばそこまでやって内閣法制局の承認をとったということになるのです。 

 
他国攻撃事態で武力行使を可能に－自衛隊法、武力攻撃事態法改正 

 もう 1 つあまり注目されていないのですが、自衛隊海外出動の新たな一般法をおそらく制定するだろう。ただ

しこれは公明党はものすごく抵抗しているので、本当にできるかどうかはわからないのですが、自衛隊の海外出

動法の一般法は現在「PKO 協力法」と「周辺事態法」「国際緊急援助隊法」の3つだけなんですね。これに対して

「周辺事態法」では対応できなかったので、アフガン戦争におけるインド洋への補給艦の派遣とか、イラク戦争

のおけるサマーワやクウェートへの陸上自衛隊及び航空自衛隊の派遣の場合には、「テロ対策法」とか「イラク復

興特別措置法」という特別法を作ったのです。こういうことをいちいちやっていたのではたまらないので、これ

はよく誤解するのですが、これは集団的自衛権の発動とは別次元の話で、「米軍が海外で軍事行動を展開する時に、

そこの後方支援活動を展開するための一般法を作る」という話なんです。しかもこの一般法を作った時に、これ

までは「集団的自衛権の発動は憲法上禁止をされている」という下で、武力行使を行ってはいけない。従って活

動する地域は「非戦闘地域」。すなわち「現に武力行使が行われていないし、後方支援活動を展開する期間中、武

力行使が行われる可能性がないと認められる地域」という、かなり厳しいものだったのです。ところが今回の閣

議決定は、「現に武力行使を行っている現場では出来ないけれど、それ以外だったら出来る」と書いてあるのです

ね。つまり従来だったら相当広い範囲が後方支援活動の出来ない区域だったのが、「現に戦闘行為が行われていな

い現場以外だったら出来る」ということになりましたから、戦場のすぐそばまで行く訳ですから反撃の可能性が

すごく高い訳です。攻撃されたらどうするのだと言ったら、武器の使用はあり得ると言うことになりました。こ

れも法令にどういうように書き込むのかということです。 

 それからPKO協力法の中ではこれまで議論になっていた、「駆けつけ警護」「任務遂行」「邦人救出」の武器使用

を認めていますから、これもPKO法の全面改正という事になると思います。従ってこれの法律の作り方いかんは、

日本が海外で戦争をしたり、武力行使を行う場面を、一気に拡大させることになりますから、「イスラム国」の問

題でも言われ始めてますけれど、日本もヨーロッパ、アメリカと同じく、当然テロの対象地域に入り込んでくる
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という危険性を飛躍的に増大させることになるということだと思います。すなわち戦後70年にして、日本国憲法

が、これまでも相当やられていますが、新たな質の立法改憲になる、こういう場面になると思います。 

 
4. 格差･貧困の増大、暮らしの破壊を許すな 

 もう1つ触れておきたいことは、格差･貧困の増大、暮らしの破壊を許すなという、これも今年通常国会から焦

点となる。アベノミクス 2 年間での暮らしの悪化ということで、総選挙の時に言われた数字を挙げてみました。

（2012年7～9月→2014年7～9月） 

・ 正規雇用労働者数 3327万人→3305万人 

・ 非正規雇用労働者数 1829万人→1952万人（2014年11月2012万人） 

・ 非正規雇用の割合 35.5％→37.1％ 

・ 年収200万円以下のワーキングプア 1090万人→1119万人9千人 

・ 貯蓄なし世帯の割合 26.0％→30.4％ 

・ 実質賃金17カ月連続減少（2013年7月～2014年11月） 

・ 労働者の平均給与 1977年37.2万円→2011年31.7万円 

・ 全世帯を所得の多寡で5分割最も高い所得の高い層が日本全体の所得の 1993年35.7％→2011年43.9％ 

 
世界で一番企業が活動しやすい国－新自由主義構造改革 

 格差の増大、貧困の増大というのが著しく進行している。これは最近の新聞報道でも、日本だけではなくて、

グローバル化する状況の中で資本主義国全体を覆い尽くしている格差・貧困の増大ですけど、その中でグローバ

ル競争大国になる、安倍の言い方では、よくこんなことをストレートに言うなと思いますが、「世界で一番企業が

活動しやすい国」を作るのだと。新自由主義構造改革ですが、これは3本の柱からなっています。 

 
(1) 労働力のコスト削減－非正規労働への転換と労働時間の法的規制の緩和 

 1つは企業が一番活動しやすい国というのは、企業が一番儲けやすい国ということなのですが、まず「労働力の

コスト削減」なんですね。これが日本の労働現場を、いわば異常な状況にさせているのです。 

 1 つは非正規労働の拡大。非正規労働の拡大をもたらした根本要因は、1986 年に初めて労働者派遣が合法化さ

れたのです（労働者派遣法施行）。この時は「例外的に一定の専門業務に限って限定だ」ということでしたけれど、

何回も改定されて 1999 年に「原則禁止、一部適用」から「原則自由。ただし一部禁止する」となったのですね。

そしてこの時点ではまだ禁止をされていた製造業が2003年に解禁されたのです。一挙に非正規労働が増大します。

現在もご承知のように、「3 年期限の派遣の期限を撤廃」して、「生涯派遣」「正社員ゼロ社会」の新たな労働者派

遣法の大改悪が重大争点になっています。 

 もう1つは労働時間の法的規制の緩和の問題。「労働時間の法的規制」というのは世界の労働運動の中心スロー

ガンだったのですね。メーデーというのは8時間働いて、8時間寝て、8時間は自分の時間という８時間労働の法

的規制を求めるシカゴの労働者の運動に端を発したものであることはご承知のことと思います。この労働時間の

規制というのは労働運動の中心眼目だったのですが、日本の労働時間の法的規制は「36協定（サブロク協定）」に

よって、軟化され、事実上上限なしの残業という形になっているし、実態としてはサービス残業になっている訳

ですけれど、そのもとに持ってきて更に法的規制を緩和する。一時「ホワイトカラー・エグゼンプション」とい

う言い方がされていましたが、最近の厚労省の報告の中では「高度プロフェッショナル労働制」という言い方に

なっているようですが、これも労働者派遣法と同じく「高度」の「プロフェッショナル」な労働をしている者に、

年収1075万円以上の者について、残業だとかいう概念を外すと。すなわち労働期間の法的規制を外すという法案

を出そうとする。では「高度プロフェッショナル＝高度専門職業」というのは何かということは政令で定めます

から、こんなものは労働者派遣法と同じく、どんどん拡大していく。1075 万円以上だと、今の労働人口の 3.8％
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です。すでに今経団連は、当初から 10％くらいやれるようにしようと言っているようですけれど。更に「裁量労

働制」も研究業務とか企画業務とかの限定された物を、更に拡大しようということになっています。雇用におけ

る異常な規制緩和の推進が重大な争点としてこの通常国会に出てくる。 

 
(2) 資本に対する負担と規制を軽減・緩和する 

 資本に対する負担と規制を軽減・緩和するということでは、橋本内閣から小泉内閣の時に相当程度規制緩和が

なされてきました。負担の軽減で今やろうとしているのは「法人税減税」、庶民には「消費税増税」。予算規模の

縮小に向けての社会保障費の削減、そして本来は公共事業費も削減対象になるのですが、とりあえずカンフル剤

で国民の支持を得るために公共事業費を今は増やしています。 

 
(3) グローバル企業のための新たな市場拡大 

 3番目が「グローバル企業のための新たな市場拡大」なんです。これが第3の成長戦略といわれているヤツです。 

安倍外交は海外を巡って何をやっているのかというと、「原発の輸出」｢新幹線の輸出｣「武器輸出」なんですね。

「武器輸出」を防衛装備移転三原則のもとで、本気で武器輸出を日本の成長戦略に位置づける。 

もう 1 つ「強固な岩盤にクサビを打ち込んで、ドリルで岩盤を崩す」と安倍が言いますが、今その対象になっ

ていると思われるのが「医療・介護」「農業」「教育」なんです。この 3 つは私たちが生きていく上での根本に関

わる問題です。従って非常な規制がやられてきたのですが、これをやると。これは全て TPP に関わる問題でもあ

るのです。 

この「医療・介護」について一番分かりやすいのは、「自由診療」というのは今極めて限定されていますけど、

この自由診療の拡大を目指す「混合診療」。これをやると何故市場拡大になるのかというと、一番わかりやすいの

が「医療保険」。民間の医療保険の市場が一挙に拡大する。今後公的保険で賄える診療というのは最低限のレベル

に落とされますから、もう少しちゃんとした医療を受けたいと思うと金がかかるのです。金を用意するためには

民間の医療保険にさらに入っていなければいけない。巨大な医療保険市場が登場する。 

こういう部分についてはこれまで自民党の圧倒的支持基盤だった、医師会とか農協とかのまともな所がこうい

う政策に抵抗を始めた。この事を象徴的に示されたのが佐賀県の知事選でした。私は共産党は候補を出さない方

がいいと思っていたのですが、それでも4万票の差で農協が推した方が、自公が推した方に勝つという状況です。 

 
5. 憲法9条と25条を核とした、憲法擁護・実現の国民的共同の実現を 

 こういう状況の下で、憲法9条と 25条が改めて、その真価を問う。すなわち憲法9条と25 条の憲法擁護・実

践の国民的共同の実現を図っていくことが必要です。 

 すなわち沖縄4選挙区の勝利に見られるように、「事態がどんどん深刻になればなるほど、それを打ち返す新た

な政治的ワク組みを作る条件も登場してくる」。これが闘いの弁証法だと思うのです。これまでの戦後の日本の枠

組みの破壊、根本的転換が今の焦点が9条問題に限定されていないということなんですね。9条問題に限定されて

いない形で、私たちの生活に関わる部分全体が、これまでの憲法の下で作り上げてきた戦後日本の枠組みの中で

根本的な転換をする。これに対して反TPP、反原発、反特定秘密保護法、反集団的自衛権、反辺野古移設、生活・

暮らしの擁護、北東アジア平和共同体の構築に向けて、勿論困難ではありますけれど、沖縄の新たな政治的枠組

みの登場にも励まされながらも、日本本土において、これまでの保革の枠組みを超えた新しい政治的枠組みを実

現しながら、9条と25条に対する全面的攻撃に対する反撃、これが今年度の課題ではないかというように思いま

す。 

以上で報告を終わります。 

 

 


