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「民主主義をいかに守るか」-民主主義は空気ではない 

２０１６年１１月０７日 須崎労連学習会 
 県労連委員長 田口朝光 

 

Ⅰ．国会が面白くなってきた 

ポイント：情勢を複眼的、主体的に見る 

 

〇TPP 承認案件のゆくえ失言（暴言）大臣の今後 

・自公は何故、１０月末強行にこだわったのか？ 

 採決日１０月２８日⇒１１月１日・・・ 

 ※会期末１１月３０日（９月２６日～） 

  答え：強行採決は２度はしたくない。「３０日ルール」の適用（自然成立をねらう。予算、条約） 

・山本農水大臣の２度の失言（暴言）・・・「軽さ」＋１０月末採決が自民党内で決まっていた 

１．１０月１８日夜、ＴＰＰ承認案について「強行採決するかどうかは（衆院議院運営委員長の）佐

藤勉さんが決める」 

２．１１月１日夜、承認案の強行採決に触れた自身の発言に関連し「冗談を言って大臣を首にな

りそうになった」と発言。 

更に、「ＪＡの方が大勢いらっしゃるようですので、あすでも田所先生のご紹介で農水省に来て

いただければ何かいいことがあるかもしれません」 ※田所先生：石破派茨城１区選出衆議院

議員（ちなみに、山本氏も石破派）。 

「リップサービス」では済まされない。 

・１１月４日もダメになり、１１月８日強行シナリオ・・・そして、山本大臣の更迭９日か？ 

 【コメント】政治を穢す男。庶民を政治から遠ざける。私たちが怒るのは勿論、彼の支持者が怒ら

なければ！権力は腐敗する。絶対的権力は絶対に腐敗する。数のおごりは人間を腐敗させ、悪

臭を放ち、その分人間を軽くする！ 

 

〇国会小幅延長から大幅延長へ 

・北方領土問題ゼロ回答確実に（１０月３０日報道）⇒官邸に激震 ⇒ 年内解散見送りか？ 

・８日に採決ずれ込み⇒大幅延長説。年内解散も・・？ 

・８日、野党は山本大臣の不信任案を提出の構え！ 

※高知憲法アクションは、８日の昼に自民党県連前で抗議のアクションを実施する。 

 

 

 



－2－ 
 

Ⅱ．安倍首相のめざす「国」作りと憲法「改正」 

 

１．「企業が世界一自由に活動できる戦争をする国」作り 

－新自由主義の政策を推進する軍国主義者（アベノミクス＋戦争政策） 

・戦争をする国の総仕上げは、憲法９条改正 

・アベノミクスさえも手段 

  第１の矢、第２の矢は「カンフル剤」 ※改憲ロードには高支持率という赤いじゅうたんが必要 

  第３の矢は、「構造改革の毒矢」 ※カンフル注射で気持ち良くしておいて外科手術をする！ 

 

２．「戦争をする国」の３要素 

① 戦争を欲する権力者 

② 戦争をする軍隊 

③ 戦争を支持し、戦争に熱狂する国民。少なくとも黙認する国民。 

 特定秘密保護法、教育改革＝「戦争をする国づくり」のための「人づくり」 
 

３．何が変わるのか？ 

武力行使の３要件の変更 
【自衛権発動の３要件】（１９５４年の政府見解) 

① 我が国に対する急迫不正の侵害があること 
② これを排除するために他の適当な手段がないこと 
③ 必要最小限度の実力行使にとどまること。 

【集団的白衛権】（２０１４年７月１日の閣議決定：「新３要件」） 

①我が国に対する武力攻撃のみならず、密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、

これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆

される明白な危険がある場合 
②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない 
③要最小限度の実力を行使することは、「自衛」のための措置として憲法上許容される。 
 憲法上許容される「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合があ

る。 
※自公協議による変更点は。①「他国」⇒「密接な関係にある他国」、②「恐れ」⇒「明白

な危険」の２カ所のみ！本質は変わらず。 
 

※３つの歯止めをなくす 

①「武力行使は自衛のために限定」 

② 「海外では武力行使はしない」  ※地理的限定をなくす。 
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③ 他国の武力行使と一体化しない ※戦闘地域にはいかない 

※「戦闘地域」⇒「戦闘の現場」⇒「戦闘」を「衝突」とすり替えるごまかし 

 

４．３つのリスクが高まる 

①自衛隊員のリスク 

②海外の NPO が武力攻撃を受けるリスク 

③日本がテロに合うリスク 

※「戦争に巻き込まれる国」⇒「戦争をしかける国」（翻訳家 池田香代子さん） 

※「９条のブランドの崩壊」 

 「憲法９条は、経済や文化を超えて世界に誇れる最高のブランドだ。集団的自衛権を 例え限定

的でも容認してしまえばこのブランドが消滅する」（伊藤真弁護士） 

※「テロの対象」 

 「非常に多くの国を敵にすること」（大江健三郎） 

 「海外で武力行使することは他国に行ってその国の人の殺傷に加担することを意味する。活動し

にくくなるのが現実」（「日本国際ボランティアセンター」谷山博史代表理事） 

 ⇒ 「日の丸」が、戦争の象徴、多国籍軍・有志連合の象徴へ！ 

 

５．自衛隊が「殺し・殺される」軍隊に 

「ここしかできない仕事」（自衛官募集のキャッチフレーズ／AKB４８島崎遥香）の中味が変

わる ※単なる「就職先」ではなくなる。 

①守る組織から、「殺し殺される組織」へ 

「集団的自衛権が行使できる、武力行使ができるとなれば自衛隊は軍になる軍隊は殺す

ことも殺されることもある。 いまの日本に、どれだけそこに若者を行かせられるのでし  
ょう」（自民党・野田聖子元総務会長） 
 「（自衛隊に）命をかけて行ってもらうことになったら徴兵制も考えないといけなくなる」

（自民党・村上誠一郎元行革担当総） 
 「血は流れるかもしれない。それでも日本国民全体の安全は守れます。」 
  （岡崎久彦元駐タイ大使：安保法制懇メンバー） 
＜自衛隊員が殺される現実的可能性＞ 

   湾岸戦争（１９９０年） 
  イギリス    ２４人 
 アフガン戦争（２００１年） 
  イギリス   ４５３人 
  フランス    ８９人 
  オーストラリア ３８人 
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②貧困による徴兵制への懸念 

・１８歳高校卒業生への自衛隊勧誘資料送付。「赤紙が来た」。（７月上旬。募集期間：平成

26 年 8 月 1 日～9 月 9 日） 
※滋賀県中２個人宛 501 通の DM。事務次官通達で中学生へはその保護者へ。（東京 14.1025） 
・若者の非正規率 15～24 歳 32.3％、1990 年代半ばから 2000 年代初めにかけて急増。全

体平均 36.7％。（労働力調査 2013 年） 
・一般曹自衛官（下士官）の倍率 
 2012 年度 陸 11.2  海 4.9   空 7.5 
 2013 年度 陸 10.7  海 5.2   空 9.8 
 2014 年度 陸 7.11  海 4.96  空 9.35 
 ※陸自の倍率低下が目立つ。 
 
 ※「奨学金と言う名のローン」 
  借入金総額は平均 312.9 万円、返済額平均は 17,206 円、返済期間平均 14.1 年 
  （労福協 2015 年 7～8 月調査） 
  ⇒ 戦地に行くことを覚悟の入隊も。 
    将来、返済免除の「特典」での勧誘も。 

※自民党憲法改正草案 

第九条の三 

「国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その

資源を確保しなければならない。」 

  ⇒憲法１８条の「苦役の禁止」は歯止めにならない。何故なら苦役概念のすり替えはたやす

くできるから。国を守るために命を捧げることは名誉であり、国民としての誇りで

ある、と。 

 

６．緊急事態条項の新設 ⇒ ファシズムへの道 

・３権分立（立法、行政、司法） 

※行政府の長が、自分を「立法府の長」と言い、司法は行政府の口移し判決を下す（９月１６

日の福岡高裁那覇支部の多見谷寿朗裁判長による判決。翁長知事が埋立て承認の取り消し

撤回に応じないのは「違法」）. 

・第４の権力＝マスコミ。ＮＨＫ籾井会長：「政府が右と言うものを左と言うわけにはいかな

い」、（原発関連報道については）「住民の不安をいたずらにかき立てないよう、公式発表を

ベースに伝えてほしい」 

・高市総務大臣：政治的公平などを定めた放送法４条違反が繰り返された場合の電波停止

の可能性について、「行政が何度要請しても全く改善しない放送局に何の対応もしないとは

約束できない」などと述べた。（2016 年 2 月 8 日、衆院予算委員会） 
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Ⅲ．今後のたたかい 

 

１．安倍政治の特徴 ⇒ （国民を）だます政治  

「だます・そらす・はぐらかす」 ⇒ 「だます・そらす・隠す 

 その典型が、ＴＰＰ  

 ２つのだまし 

 ①自民党の公約違反（2014 年 12 月総選挙） ＴＰＰ断固反対、自民党ウソつかない、 

ブレない 

 ②衆議院決議違反（衆議院農水委員会決議 2013.4.19） 

  農林水産物の重要品目の関税撤廃は認めない。食の安全は守る。食の安定生産は損な

わない。交渉によって得た情報は、国会に速やかに報告する。幅広い国民的議論を保障

する。 

    ※農水産物 2328 品目中 1885 品目で関税撤廃 81％ 

     重要品目でも 30％で関税撤廃 

   ※売買同時入札制度（ＳＢＳ）で「調整金」の存在。60 ㎏当りの小売価格で輸入米が最大

3600 円、国内枚より安値で販売。 

   ※米国試算では農産物の輸出が 4000 億円増える。日本側試算では 1500 億円しか減ら

ない。食料自給率は変わらない。 

  そらす・隠す手口 

   「のり弁当」(黒塗り資料) 

「８４００ページ中２８％しか翻訳せず」 

「誤訳あり」 ※意図的な改ざん 関税の撤廃 ⇒ 関税の見直し 

 

  内容のひどさは勿論、社会的規制の撤廃 

農業だけじゃない。貿易に関するものは 30 章中最初の 5 章のみ。他は、投資や金融、

食の安全、医療・社会保障・・・。投資の自由化で労働力移動の自由化⇒失業、非正規の

増大。金融では簡保生命、労組や各種団体の共済が狙われる。国民皆保険制度の崩壊、

高止まりする薬価（特許期間の延長）。 

    地方自治体の学校給食の地産地消、公共工事の地元優先発注など・・・。 

   ＩＳＤＳ条項（投資家対国家間の紛争解決条項）で多国籍企業が、国や自治体を訴え、社

会的規制を撤廃する。多国籍企業の利益を代表する政府は、その外圧を利用して「構造

改革」を推進する。 

   ⇒ ＴＰＰの勝者は多国籍企業。敗者は９９％の国民（＋地方の公権力＝公共団体） 
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２．安倍１強・自民１強の崩壊の始まり 

安倍首相を悩ませる３つの困難 

①ＴＰＰで追い込まれている 
②日ロ会談（１２月１５日）の領土問題ゼロ回答の可能性 
③日銀黒田総裁：アベノミクスの失敗宣言（１１月６日） 

    黒田日銀「２年程度で２％の物価上昇」の実現を宣言（2013年1月）。５度目の延期で、「2018

年度ごろ」に。５年の総裁任期中に目標達成が困難なことを認めた。 

国債発行残高の約４割を買い占。「デフレからの脱却」は 2014 年選挙の安倍自民党の公約。 

 

３．安倍首相のシナリオ 

・総裁任期の 3 期 9 年への延長（1７年 3 月の党大会で規約改正） 

・２０１８年９月に再選 ⇒ 任期は２０２１年９月へ 

・２０１９年７月 参議院選挙 

・２０２０年の東京五輪 ⇒ アベリンピックへ 

※アベリンピックを国威発揚の手段にし、改憲の国民投票へ 

 

・年末、年明け解散のシナリオ 

 ①野党対策：衆院選で「野党共闘」が出来ないうちに 

 ②党内固め：ポスト安倍の芽を摘む（党大会対策、１８年９月の総裁選対策） 

※年明け解散総選挙の場合、衆議院の任期は２０２１年１月までとなる。 

 

４．明文改憲には案外時間がかかる 

・自民党憲法草案に示された２００項目からの絞り込み作業 

・改憲勢力３分の２の多様さと調整の必要（改憲グラデーション） 

・２つの国政選挙で３分の２を維持できるか（２０１６年暮れか２０１７年１月の衆議院選挙等。２０１

９年７月の参議院選挙） 

・衆参の各院の憲法審査会で改正原案を決定（過半数）。衆参で改憲案を３分の２で通す（発議） 

・国民投票での有効投票の過半数  

 ※但し、最低投票率を設ける論議あり。 

 ※個別投票。しかし、一括投票もできる。 

 

５．改憲への国民的な壁 

①安保法廃止、憲法守れ！の国民的な運動 

 ※「九条の会」と「日本会議」の草の根対決。 

日本会議：５・３集会、全国キャラバン。１０００万人署名（ネットワーク） 

国民投票で過半数（約3,000万票以上）の賛成が必要となります。そのため、私たちは今、「美
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しい日本の憲法をつくる 1,000 万人賛同者（ネットワーク）」を全国に呼びかけています。 

②国政選挙等での「野党共闘」の威力 

 「野党が共闘しなければ勝てない」・・・ 

③安保法違憲訴訟  

 ２０１６年４月２６日、東京地裁で第１次提訴。高知では５月６日３２人が原告として提訴。代理人弁

護士は２０人。９月３０日第１回口頭弁論。 

 

６．市民と野党の共闘がカギを握る 

〇国政選挙勝利のために必要な要素は２つ 

①（市民と）野党共闘 

 「野党が共闘しなければ勝てない」「しかし、共闘しただけでは勝てない」「だが、しっかりした共闘

を築けば勝てる」 

「縦の糸は政党、横の糸は市民」（中島みゆき「糸」） 

「ほくろの位置が違う、味噌の味が違うと言っていては勝てない」（山口百恵「イミテーションゴール

ド」 

※衆議院選挙は参議院選挙より複雑な方程式。 

 小選挙区２９５（四国で定数１１。高知２、徳島２、香川３、愛媛４） 

 比例１８０（１１ブロック。四国は定数６） 

 

②争点の明確化 

１人区３２中１１で統一候補勝利。 

東北６県中５県で野党候補勝利。ＴＰＰ、原発問題争点 

沖縄、原発（福島、新潟）、ＴＰＰ（東北５県、山梨、長野、新潟）の３大争点で勝利。 

 

※１６参議院 

「共同」出口調査 無党派の５６％が統一候補へ。３２選挙区中２６選挙区で統一候補が自民党候

補を上回る。 

「朝日」出口調査。山形７９％、沖縄７１％。 

４党の比例代表の合計得票と統一候補の得票を比較すると、２８選挙区で候補者の得票が上回っ

た（下回ったのは群馬、富山、香川、佐賀）。32 選挙区の平均では候補者票は比例票より 21％多く、

最多は山形の 71％増。 

 

７．高知・徳島の選挙結果 

・大西聡氏：得票数 242.781 票（高知 126,647、徳島 116,134）。得票率は 42.9％（高知 47.1％、徳

島 39.1％）。 

・惜敗したが、高知では２万票差から７千票に縮め、徳島では６万３千票差を５万５千票に縮めた。 
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 高知県では７自治体（高知市、安芸市、土佐市、須崎市、土佐清水市、田野町、四万十町）で自

民候補を上回った。 

・「共同」の出口調査では６２％が、統一候補に入れた。 

・しかし、投票率は高知、徳島とも史上最低となり、全国ワースト５位以内となった。 

合区に加え、高知では県出身の候補者がいないと言うことが影響した。 

・共闘効果はあったが、投票率を上げ、勝利に導くところまではいかなかった。 

 

※安倍内閣の選挙戦術：①争点隠し、②何となくアベノミクス 

※新潟知事選挙の教訓 

 原発問題の争点化。原発を争点と考えた人の８４％が米山候補に入れた。 

 無党派の６３％が米山候補に居れた。 

投票率は５３％で前回比で１０％上がった。 

 自民支持者の２５％が米山候補に入れた。 

 民進支持者の８５％が米山候補に入れた。蓮舫氏が最終版応援に入り、体裁を整えた。 

 「９・６・３」の法則。（共闘参加の政党支持者の 9 割、無党派の 6 割以上、保守票の 3 割を獲得）  

 ⇒ 「勝利の方程式」 

但し、「景気・雇用」、「地域活性化」が争点と答えた層では、自民候補がダブルスコアで得票した。 

  ⇒ 争点化の課題。 

 

さいごに 

 

労働組合として政治とどう向き合うか？ 

人は何によって生きるか（人は賃金のみにて生きるにあらず。社会保障、社会の諸制度が必要） 

「苛政は虎よりも猛」 

思想信条の自由と要求実現。政党支持自由の陥穽（選挙は取り組まないという狭い解釈）。 

 ⇒ 「内心の自由」と「要求実現」との絡みとバランスが必要 

「自由は空気ではない」「そこにあるものではなく、獲得するものであり、守る（べき）もの」 


