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はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘

安倍暴走政治を食い止めるために
社民党幹事長・参議院議員　又市征治

1



はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘

はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘
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はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘

はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘
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はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘

はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘
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はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘

はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘
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はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘

はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘
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はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘

はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘
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はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘

はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘
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はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘

はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘
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はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘

はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘
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はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘

はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘
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はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘

はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘
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はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘

はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘
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はじめに

　1月20日から、第193回通常国会が始まりました。
　安倍首相は、施政方針演説で常套語の「自由、民主主義、人権、法の
支配といった基本的価値」を強調しました。しかし、憲法違反の安保法を
強行し、内心の自由・思想を取り締まりの対象とする共謀罪制定を企み、
沖縄の民意を踏みにじって新基地建設を強行しながら、よくも「自由、民
主主義、人権、法の支配」などと唱えて矛盾を感じない、厚顔無恥な人
ですね。
　また、演説では「これまでも、今も、これからも、日米同盟こそがわが国
の外交・安全保障政策の基軸である。これは普遍の原則だ」と唱えまし
た。米国大統領に就任したトランプ氏は、自らへの批判や反対意見を容
赦なく攻撃するばかりか、「米国第一主義・保護主義」を掲げて自国の利
益を最優先し、世界の政治・経済情勢をいっそう不安定化させようとし
ており、米国内外から批判が高まっています。安倍首相はこのトランプ氏
を「信頼関係を築けると確信を持てる」人物と評しましたが、これが、独り
よがりなトランプ政権に追従を強めることになるのではないかと、懸念せ
ざるを得ません。
　そしてまた、「日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提
示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めよう」と、改憲への強い
意欲も示しました。
　こうした安倍政権の暴走を食い止め、国民の暮らしと権利、平和と民
主主義を守ることが現下の最大課題です。そのために、今年は間違いな

く解散・総選挙がありますから、野党共闘を強化し、改憲勢力に3分の2
を割らせ、何としても安倍政権を退陣に追い込まねばなりません。
　こうした観点から、安倍政権の主要政策と社民党の主張、そして闘う
構えなどを以下提起します。

1．安倍政権の主要政策批判と私たちの主張

（1） アベノミクスは失敗―国民の可処分所得拡大策こそ景気回復の道
◆2012年末に政権に復帰した安倍首相は、デフレ・不況からの脱却を
掲げ、経済政策に自分の名を冠した「アベノミクス」―大胆な金融緩和・
機動的な財政出動・成長戦略の3本の矢―を打ち出しました。
　これに対し私たちは、長期にわたるデフレの原因は、90年代後半以
降、歴代政権と財界が一体で進めた徹底した「合理化」、つまり賃金抑
制（1998年以降で平均65万円も低下）、非正規雇用の拡大、長時間・
過密労働などにあるのであって、その上さらに“大企業が儲かればその
恩恵が国民にも回る”といったトリクルダウン論を採ることはアベコベだ。
国民の懐を暖める、実質可処分所得を増やす対策こそが必要なのだと
批判しました。

◆たしかに第一の矢である金融緩和で円安・株高になり、大企業と富裕
層は大きく潤いました。例えば、15年度の企業の内部留保（利益剰余
金）は、前年度から23兆円も増えて史上最高の377兆円（うち現・預金
は約199兆円）にも上りました。財務大臣が「もっと賃上げや設備投資に
回せ」と苦言を呈するほどです。株を持つ富裕層も言うまでもありませ
ん。
　その反面、①低賃金の非正規雇用が全労働者の4割2025万人に増
え、②実質賃金は12年以来5年、世帯の消費支出も2年連続マイナスと
なり、③医療・年金・介護など社会保障の制度改悪・負担増が進められ、

④そのため、GDP（国内総生産）の伸びはこの4年間実質1％前後で、
先進国中最低です。⑤だから、国民の7～8割の人に「景気回復の実感
がない」のは当然ですし、10％への消費税引き上げ公約も再延期せざる
を得なかったのです。
　つまりアベノミクスは格差と貧困、将来不安を拡大しました。「アベノミ
クス道半ば」ではなくそもそも道が誤っていたのです。
　しかし安倍首相は、こうした格差・貧困の拡大から目を背け、なお「ア
ベノミクスを吹かす」と叫んでいます。そのために自分に都合の良い数
字、例えば「完全失業率は低下し（16年11月3.1％）、有効求人倍率は
改善し（同1.41倍）、雇用も110万人増え、3年連続で賃上げが実現し
た」などと吹聴しますが、雇用状況の改善は団塊の世代の大量退職と若
年労働力不足の結果であり、また賃上げは労働組合が闘った結果、一部
の大企業が行ったのであって、アベノミクスとは関係ありません。

◆景気回復には、GDPの6割を占める個人消費を増やし内需を拡大す
る策が不可欠です。
　私たちはそのために、巨額の内部留保を持つ大企業の大幅賃上げを
はじめ、政治は①当面、時給1000円以上の最低賃金と中小企業支援
策、②正規・非正規の格差是正と正規雇用への転換、③年金・医療・介
護、子育て制度の改善・負担軽減、④高等教育の無償化や給付型奨学
金制度創設など、国民の実質的可処分所得の拡大策を採るべきだと主
張してきました。
　財界もその必要性は解ってはいるが、他社より1円でも多く儲けたい資
本の論理がそれを阻んできました。安倍政権は、アベノミクスがうまくい
かないので個人消費拡大を図るため、最近、財界へ賃上げを要請し、同
一労働同一賃金など「働き方改革」を唱え、景気回復の一助にしようと
しているのです。労組はこれを好機ととらえ、正規・非正規の格差是正と

60％でしたが現在は4000万円以上に45％と引き下げてきました。税収
が減るのは当たり前でしょう。

◆大企業や富裕層には減税、庶民には増税は政治とは言えません。許し
てなりません。
　私たちは、①所得税の累進制や金融証券課税の強化（などで年約6
兆円）、②中小企業を除く法人税率引き上げや租税特別措置の見直し
（で年約5兆円）などで約10兆円の税収増が可能だ。③消費を減退させ
景気を後退させる消費税10％への増税は止める。そして④応能負担の
原則に則り、企業の内部留保を外形標準とみなして1～2％課税する。ま
た⑤不要不急の公共事業の見直しや5.1兆円の軍事費・米軍思いやり
予算（年7,800億円）の縮減、⑥税金逃れのタックス・ヘイブン対策の強
化などで財政再建と社会保障の拡充を図るべきだと訴えているのです。

（3） 戦争法の廃止、領海・領空・領土の専守防衛こそ日本の安保政策
◆安倍政権は、一昨年9月、安保法を強行しました。海外での同盟軍支
援や自衛隊の武力行使の範囲を拡大するためですから、私たちはこれを
「戦争法」だと言うのです。周知のように、憲法9条1項は「日本国民は…
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言し、2項で「戦力
の不保持と交戦権の否認」を謳っているのですから、安保法は明白な憲
法9条違反です。安倍首相らは、“戦争ができて一人前の国”といった時
代錯誤の認識に基づき、憲法9条の有名無実化を進めているのです。歴
代自民党内閣の中で初めての一大暴挙であり、「暴走」と言うゆえんで
す。
　そしてこの戦争法に基づき、昨年末、内戦状態の南スーダンのPKO
に「駆けつけ警護」などの新任務を付与して自衛隊を派遣しました。南

スーダンではPKO参加5原則の「紛争当事者間の停戦合意」が崩れて
おり、派遣すべきではありません。自衛隊員が現地で人を殺し、殺される
危険性があります。自衛隊員の命を軽んじる暴挙であり、直ちに撤退す
べきです。

◆そもそも安保法は、日本が「不戦国家から戦争する国に変容する」こ
とを意味します。ですから海外で活動するNGOや旅行者、そして日本自
体もテロの対象になる危険性を高めます。またトランプ米国政権も海外
での日本の軍事分担を求めてくる可能性が高い。そして、もし仮に北朝
鮮と米軍が衝突した場合、日本は攻撃されていなくても、集団的自衛権
に基づき米軍などと共に北朝鮮への攻撃態勢をとることになるでしょう。
とすれば相手は当然、日本の軍事基地や原発などを攻撃の対象にする
でしょう。新潟県の柏崎刈羽原発7基や福井県の14基の原発がミサイ
ル攻撃を受けたら、日本は壊滅ですよ。ですから安保法はまさに戦争を
呼び込む戦争法なのです。これを国会で追及しても安倍首相は「仮定の
ことには答えられない」と逃げを打つ無責任ぶりです。

◆安全保障の要諦は、敵を作らず敵対する国を友好国化する積極的外
交努力です。憲法理念に基づき、これに反する安保法を廃止し、近隣諸
国との関係改善を図り、領海・領空・領土の「専守防衛」に徹することこ
そ、日本の安全を守る道ではありませんか。
　安倍政権になって中国との関係が冷え込んできました。安倍総理の
歴史認識が誤っており、中国との真摯な対話を行なわないからです。北
朝鮮についても2002年の小泉訪朝時の「平壌宣言」に基づいて粘り強
く交渉することが大事です。虎（米国）の威を借る狐（日本）であっては危
険が増すばかりです。

（4） 「壊憲」ではなく「活憲」こそが国民の願い
◆安倍首相は「在任期間中の憲法改正」を公言しています。現行憲法
のどこが問題でどう変えようというのか明らかにしていませんが、自民党
の「憲法改正草案」によると、自衛隊を「国防軍」に変え、「公益及び公
の秩序」の枠内に人権を制約し、政治権力を縛る憲法を逆に国民を縛る
ものに変える内容です。つまり安倍政権の改憲とは、現憲法の国民主
権・平和主義・基本的人権尊重の3原則を踏みにじる改悪に他なりませ
ん。自民党は一貫して「自主憲法制定」を唱えてきましたが、その本音
は、前述したように戦争ができて一人前の国という時代錯誤の認識に立
ち、「戦争ができる憲法」を制定しようということなのです。

◆両院に設置された憲法審査会の第一の目的は、「日本国憲法及び日
本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調
査」とされています。すなわち、改憲論議の前に、憲法の理念・条項がど
う活かされているのか調査・検証することが必要です。
　例えば、①働く者の4割・2000万人にも上る低賃金の非正規労働者
の存在、過労死・過労自殺を生み出す長時間労働の実態は、「健康で文
化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に反し、また②憲法26条
の「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」をも阻害しています。さらに
③男女間、正規・非正規間の賃金・待遇の格差は憲法14条の「法の下
の平等」に反します。④もとより安保法は明白な9条違反です。こうした
憲法理念や条文の空洞化を改革・改善することこそが、国民多数が政
治に求めることではありませんか。これらは、歴代自民党政権によるなし
崩し改憲の結果です。
　ですから、こうした憲法違反や空洞化の現実を職場や地域社会から
改善を求める「活憲」運動と、憲法全面改悪を目論む安倍政権打倒の
闘いは一体で、強化しなければなりません。

2．長期政権を目指し解散・総選挙を画策

◆このように国民の要求や願いを踏みにじる安倍政治に不安や不満、
危機感を抱く国民も多いのですが、しかし各種世論調査によると安倍内
閣の支持率は依然高く、なお5割前後です。12月の共同通信の世論調
査の内閣の支持率は46.7％（不支持38.9％）でしたが、その支持理由
の1位は「ほかに適当な人がいない」39.8％、2位は「自民党、公明党の
連立内閣だから」13.7％です。つまり、安倍内閣を支持する人のうち
「（自民党内外に）適当な人がいない」や「代わるべき政党がない」から
と消極的に支持している人が半数以上いるのが実状でしょう。「野党が
頼りない、だらしない」の裏返しでもあり、野党側の真摯な反省が必要で
す。

◆安倍首相が、こうした内閣支持が高い下で、来年度100兆円規模の
予算のバラマキで国民に期待を持たせ、また年末の真珠湾慰霊訪問で
好感度も上げ、年明け解散・総選挙を打ってこれに勝利し、改憲を視野
に長期政権を展望したことは間違いありません。（今年、選挙を行う場
合、7月の都議選の前後3か月と、5月中の衆院選挙区区割り改定で
100選挙区前後の線引き変更が想定されるので以後数か月は選挙が
難しい、つまり4～10月頃までは選挙は困難と考え、選択肢は1月解散・2
月選挙を予定していた模様）

◆しかし“政治は一寸先が闇”です。予想外のトランプ氏が米国の大統
領に就任しました。彼は、自らへの批判や反対意見を容赦なく攻撃し排
除する態度を露わにするなど、民主国家それも超大国米国のリーダーと
してあるまじき言動と言わねばなりません。1月20日以降どんなカードを
切ってくるか、「米国第一主義」を掲げて自国の利益を最優先する、大統
領選挙中も日本や韓国の核武装に言及したり、米軍駐留経費の負担増

か米軍の引き上げに触れたり、日本や中国の貿易不均衡を言い立て、世
界の安定や日米関係にもいっそう悪影響を及ぼす懸念が拭えません。
　したがって、安倍政権としては両国間の各般の政策調整に不安が出
てきました。総選挙中にそれが表面化しては堪りません。さりとて秋以降
の選挙となれば、経済の先行きが不透明で何が起こるかわからず、逡巡
してきた模様です。当面、早期解散・総選挙は見送り、経済対策・外交に
力点を置きつつ、今後の解散の戦略（5月、7月都議選とのダブル選、秋）
を探るものと見られます。

3．解散・総選挙に向けて

（1） 野党共闘再構築へ社民党の提案
◆先に、「安倍政治に不安や不満、危機感を抱く国民も多いのに安倍内
閣の支持率が高いのは、野党が頼りない、だらしないの裏返しでもあり、
野党側の真摯な反省が必要だ」と述べました。ではどうするか。私は、昨
年来、「“一強多弱”と揶揄される政治状況を打破するには、野党が小異
を残して大同に就くことだ。すなわち野党共闘の強化で安倍政権VS野
党連合の構図を明確にして、国民に政治が変わる期待感・現実感を広
げることが大事だ」と、各党に粘り強く働き掛けてきました。その結果、昨
年の参院選では32の一人区で候補者一本化が実現し、3年前の2勝29
敗から11勝21敗に前進すると共に、比例区では4野党の得票が前回よ
り588万票伸び、片や自公は166万票増に止まったのです。まさに野党
共闘への国民の期待感の表れでした。これが教訓です。

◆その後、民進党が蓮舫執行部に代わり、新潟知事選と東京・福岡の衆
院補選で共闘にきしみが生まれましたが、社民・共産・自由3党の働きか
けで昨年末には衆院選でも「できる限りの選挙協力」を進める合意に達
し、わが党が提案した次の3点を大筋確認しました。

（1）早急に野党4党で共通政策の合意を図る
（2）早期に295（特に野党議員のいない172）の小選挙区のすみ分け調
整を進める
（3）候補者の支援は各選挙区の実状に即して効果的な方策をとる
　ただ、民進党の応援団の連合が「共産党とは共闘しない、すべきでな
い」方針のため、懸念がないわけではありません。しかし、参院選の結果
に見るように、自公VS野党連合の構図が明確になれば、かなりの小選
挙区で与野党の逆転が可能です。「共産党アレルギーで票が逃げる」こ
とより、野党連合で反自民票をまとめることの方が大きいことは明らかで
す。民進党はそれを政治決断し、連合などに理解と協力を求めるべきで
しょう。

（2） 社民党の目標と課題
◆次期総選挙の意義は、野党連合で改憲勢力を25議席以上、できれば
30議席以上減らして3分の2を割らせ（341を316議席以下に）、改憲発
議の阻止をもって安倍政権を退陣に追い込むことです。
　その中で、わが党は「5議席以上の確保」を目指します。これは願望で
なく実現可能な目標です。それは、①すみ分けによって沖縄2区と大分2
区は選挙区で勝てる可能性が高く、九州各県で候補者を擁立して闘え
ば、これに伴って比例でも1～2議席獲得の可能性がある。②東北ブロッ
クでは前回総選挙の比例最下位当選者の得票と先の参院選でのわが
党の比例得票との差は4万4000票であり、6県ですみ分けを含めてこの
分を上乗せすれば1議席獲得の可能性が高いのです。そのために、各県
で1名以上候補を擁立して党の見える化・比例票の拡大を図ることが大
事なのです。現状は、23選挙区に候補者を擁立する意向を3党に提示
し、調整を図っています。何としても議席を拡大し、安倍退陣につなげね
ばなりません。

うことが党是です。だから、格差・貧困の解消、消費増税に反対し不公平
税制の是正、社会保障・福祉の拡充、さらには護憲・平和・反基地、脱原
発など、国民多数の願いや要求をくみ上げで闘ってきました。民進党はこ
うした大衆運動が不十分です。わが党はこのような国民的諸課題の実
現を求める国民各層の闘いの砦、その政治代表の役割を担っています。
　もしわが党がこれ以上後退すれば、こうした課題を共に闘う平和運動
センター、脱原発運動、原水禁や反戦・反基地運動などがさらに弱体化
し、政治反動・憲法改悪が一気呵成に進むことは灯を見るより明らかで
しょう。
　党員の皆さんにはこうした使命感と自負心を持って今こそ奮起してほ
しい。また支持労組や支持者の皆さんにも、以上の点をご理解頂き、一
層のご支援ご協力を切にお願いしたい。
　なお、今年は東京都議選をはじめ中間自治体選挙が目白押しです。現
有議席プラス1、空白解消に向けて頑張らねばなりません。引き続きのご
支援ご協力、ご奮闘をお願いし、国政報告に代えさせていただきます。

〔これは1月21日の又市征治連合後援会での講演内容を一部加筆修文したものです〕

4％（定昇2％＋ベア2％）程度の賃上げ、国民生活改善要求を毅然と要
求し、成果をあげる必要があります。社民党も全力で支援します。

◆2015年秋、安倍首相は「アベノミクスは第2ステージだ」と述べ、「1
億総活躍社会の実現」を打ち上げました。曰く「現在の国内総生産500
兆円を600兆円に」「希望出生率1・8の実現」「介護離職ゼロに」と。し
かし、この4年間、年率1％のGDPも実現できないで年率3％の経済成
長は不可能で、5年間で600兆円は実現できません。劣悪な雇用条件の
非正規を増大させ、女性には仕事と生活の両立困難を押し付け、将来
不安が広がる下で、出生率1・8や介護離職ゼロなど達成はできません。
その場しのぎの大風呂敷に騙されてはなりません。

（2） 消費税増税はやめて不公平税制の是正で財源確保を
◆社会保障拡充を名目に消費税が3％から5％へ、そして8％に増税さ
れ、さらに2019年秋に10％へと増税が予定されています。しかし一方で
年金・医療・介護などの社会保障の制度改悪や負担増が毎年行われ、
今年度の「年金カット法」施行に続いて、来年度も約6400億円の自然
増を医療・介護の負担増を中心に5000億円に圧縮するとしています。
　今日、国の税収の中で消費税が最大税目です。導入以来27年間の消
費税収は328兆円に上りますが、同期間の法人税の減収は271兆円で
す。つまり消費税収の83％が法人税減収の穴埋めに回った勘定です。こ
れでは社会保障が拡充されるはずがありませんよ。
　そもそも今日の国の財政赤字は、歴代政権による野放図な公共投資
と、法人税や所得税の税率引き下げが原因です。例えば法人税率は、
1987年の43．3％から現在は23．5％（法人3税の実効税率29．97％に）
に20％も下げてきました。だから企業の内部留保が377兆円にも増えた
のです。また所得税の最高税率は、87年は5000万円以上の所得には

　労働組合は、この「活憲」運動の一環として、「健康で文化的な最低
限度の生活」を妨げている①長時間労働の規制、②非正規労働の正規
化や格差是正、③「法の下の平等」実現のために男女、正規・非正規の
均等待遇などの闘いを強めるべきでしょう。

（5） 原発再稼働と輸出に転換―再稼働反対、脱原発の目標年次定めよ
◆安倍政権は、東京電力福島第一原発事故の原因解明も収束もないま
ま、選挙公約も覆して原子力を成長戦略に位置づけ、鹿児島・川内原発
や愛媛・伊方原発などの再稼働を押し進め、またインドやベトナムをはじ
めとして原発輸出を促進しています。電力不足もないのに電力会社と電
力を大量に使う企業、原発産業の利益のために、国民の安全など二の
次三の次の姿勢です。
　危険な大量の使用済み核燃料や核廃棄物の無害化に10万年以上
かかりますが、地震列島・日本でそれを安全に貯蔵できる場所も施設も、
40年以上たっても造成できないのに、再稼働で核のゴミを増やし続ける
ことは子々孫々への危険のつけ回しで、無責任の極致と言わねばなりま
せん。

◆国策で始めた原発の安全神話が崩壊した今こそ、国策で脱原発の目
標年次を定め、再生可能エネルギーへの転換を図るべきです。日本はそ
の技術力を十分に持っています。その過程でどうしても再稼働が必要だ
というのならば、少なくとも「①30㌔圏内自治体との厳しい防災協定、②
政府による実効性ある避難計画、③30㌔圏内住民同意」の3条件を満
たすべきです。絶対安全だというのであれば当然でしょう。また、40年以
上の老朽化した原発の稼働延長など断じて許せません。

◆あちこち講演などに出向いた先で、「社民党が小さくなって日本の政
治がおかしくなった」「もっと頑張る姿が見えるように頑張れ」などと叱
咤・激励を受けます。たしかに今日、社民党は後退を強いられています。
それはなぜか。その要因の一つは、経済のグローバル化の下で世界的に
新自由主義・新保守主義が急速に台頭し、国内外で労働者運動が経済
的にも政治的にも後退を強いられたこと。二つ目は、国内では労働運動
をはじめ大衆運動が後退する中で、社会党・社民党の最大の支持基盤
であった労働組合の大勢が民主党（民進党）支援に移ったこと。そして
三つ目は、成果を上げ得ない闘いが続き、闘いへの萎縮や諦め傾向が
広がってきたように思います。こうした要因が重なって、2000万人に上る
非正規労働者の増大、連年にわたる実質賃金の低下（1997年をピーク
に15ポイント前後マイナス）などに追い込まれ、運動の積極性が希薄に
なり、政治的には選挙で護憲勢が減少（衆参で改憲勢力が3分の2に増
大）し、違憲立法・戦争法の強行や改憲の勢いが増してきたと言えます。
　こう見ると、社民党が低迷に追い込まれているのは、労働者運動全体
の低迷の現れです。とすれば、ここから脱却するには、選挙戦に力を倍加
して奮闘することはもちろんですが、基本的には、格差解消、不公平税制
是正、戦争法廃止、平和憲法擁護、脱原発など国民の多くが求める課題
による労働運動をはじめとした大衆運動の強化が不可欠です。
　特に労働運動では、大幅賃上げをはじめ企業内の非正規労働者の正
規化や均等待遇、長時間労働規制など人間らしく働く権利拡充、職場改
善などを闘うと共に、労働法制改悪反対、憲法3原則を踏みにじる憲法
改悪反対などについて教育宣伝・討議・意思統一を図り、諦めや萎縮を
闘う意欲に変える努力を惜しまず、闘いを強化することが課題でしょう。

◆社民党は、先に述べた安倍政権の競争最優先で格差と貧困を生み出
す新自由主義、そして戦争ができる国をめざす新保守主義と対峙して闘
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