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第８回とちぎ地域・自治フォーラム：シンポジウム報告 基調講演（2013.11.23） 

社会保障と税の一体改革と課題 

―アベノミクス・社会保障・憲法－ 
                       日 野 秀 逸（東北大学名誉教授） 
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はじめに―情勢と運動の大要 

ご紹介いただきました、日野でございます。タイトルが「社会保障と税の一体改革と課

題」ということで依頼されたのですが、後半のシンポジウムの報告要旨を見ますと、社会

保障改革推進国民会議の報告に関わる批判や対応等々が具体的に出されておりますので、

副題に「アベノミクス・社会保障・憲法」と付けたのですが、むしろこちらの方を中心に

して、社会保障と税だけではなくて、外交、安保その他ひっくるめて一体として何を考え

ているのかということに力点を置いてお話をさせていただきたいと思います。 

(1) 2011年以降の日米支配層の戦略 

 ・日米同盟（日米安保条約） 

 2011年の大震災以降の日米支配層の戦略についてですが、もちろん日本国憲法が基盤に

なるわけですけれども、憲法の上に安保があるといわれるように日米同盟を強化すること

が、基本戦略であるということです。日米安保条約は、第１条は確かに安全保障の同盟で

すけれども、第２条は経済同盟であるということを明記しています。日米安保というと、

とかく軍事絡みの話というふうに受け取られがちですけれども、重要な中身として経済同

盟があります。ＴＰＰを強引に日本を抱き込んで進めるというのは、言ってみれば、安保

の第 2 条の経済同盟の強化ということで、安保条約を進める立場からすれば、当然の方針

だということになります。これは日米同盟という大きな柱です。 

・構造改革(＝企業が活動しやすい国をつくる） 

 それから 1981 年の第２臨調の設置以来続いている構造改革路線がかなり煮詰まってき

て、安倍総理の施政方針演説では、明確に世界で一番企業が活動しやすい国にするんだと、

特に経済面に関して言えば、大企業中心の市場原理主義を国策として真正面から推し進め

ていくんだということです。そのために国土を企業が一番活動しやすいように作り変えて

いく一つの残されている大きな課題が道州制です。さらに身近な行政は、基礎自治体で自

立的総合的にやるというのが自民党改憲草案の文言ですけれども、国土全体の土台を企業
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が一番利潤を上げやすいものにするということまで遂に来たということです。 

・大震災 

そしてもうひとつ見逃せないのは、日米同盟の強化にしても構造改革も、ずっと前から、

安保でいえば今の形になった 1960 年から 50 年以上もやっている、第２臨調から 30 年以

上もやっていることなんですけれども、特に今、着目しなければいけないのは、一昨年の

大震災を絶好の機会と捉えてこの日米同盟を強化し、構造改革を徹底させるという財界戦

略が作られて、その財界戦略をほぼ忠実に進めているのが安倍政権であるという関係にな

っていることです。 

(2) 安倍首相の登場と勘違い 

安倍さんは大震災後の安保・日米同盟の強化と構造改革の更なる徹底という任務を背負

って非常に高い支持率で出てきたんですけれども、しかし安倍政権というのは、実は相当

脆い政権であるということもまた見ておかなければならないと思います。 

・日米同盟での勘違い 

例えば、「日米同盟での勘違い」というのが一つあります。これは日米同盟を強化すると

いう点では、日米共通していますけれども、安倍さんとその周辺のお友達ブレーンたちは、

中国と体を張って闘う姿勢を示すことが、アメリカから評価されるというふうに勘違いを

しています。確かに今年(2013 年)の４月から５月くらいまでは、オバマ政権は中国を封じ

込めると、中国に対して軍事的な対抗も辞さないという姿勢を示しておりましたけれども、

６月にオバマ習近平会談がありまして、新しい大国間の関係をつくるということを内容と

した共同声明を出しております。これはアメリカと中国が、今まで世界にあった大国間の

関係とは新しい質の大国間関係を作ろうとお互いに認め合って、さらに違いも認め合った

上で、共存を図るという内容のものです。 

それから 7 月には経済のトップ会談、８月には、アメリカと中国の軍のトップが共同声

明を出しています。それらは６月の首脳の間の声明を経済面、軍事面で確認したもので、

要するに米中は戦争をしないということを政治・経済・軍事のトップ同士で確認したので

す。この間、安倍さんは、アメリカに行って国連で演説をしたり、「私を右翼の軍国主義者

と呼びたいのであれば、そう呼んでもらいたい」（ハドソン研究所での講演）と啖呵を切っ

たりしましたけれども、オバマ大統領とは遂に 1 回も会ってもらえませんでした。そして、

フォーブス誌だとかウォール・ストリート・ジャーナル誌とかいったアメリカの代表的な

オピニオン雑誌からは、いろんな叩かれ方をしております。アメリカの外交戦略を安倍晋

三は取り違えているという批判がされています。これもこの秋口の話ですけれども、在韓

米軍の司令官が、集団的自衛権をはじめ安倍総理が総理大臣になってから語ってきた事を

つぶさにフォローしているけれども、これは迷惑至極というほかないと。要するに国際社

会では、アメリカと中国が本気になって喧嘩するということは、ご本人たちもそんなこと

をしないし、ヨーロッパのＥＵの首脳陣もそんなことを考えていないんだけれども、何故

か安倍さんはそう考えて、思い込んでやっている。集団的自衛権などという拳骨を大きく

振り回すものだから、手の降しどころが無くなっている状態です。 

来年(2014 年)の４月にはオバマ大統領が日本に来るようですけれども、その間に軌道修

正しておかないと共同声明なんかも出せないだろうと。安倍さんが一番得意な軍事、右翼

軍国主義者と呼びたいのであれば呼べよというそこの部分が、そもそもアメリカの方針と
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大きく食い違っているということが一つです。 

・政治政策の勘違い 

それから様々な政策面について、朝日新聞と東大谷口研究室でずっと経年的に世論調査

をしています。それも、例えば昨年の衆院選挙で調査の対象になった人を、またその後の

参院選挙での調査の対象にするというふうに同じ人たちをずっとフォローしている世論調

査です。その都度いろんな人にアットランダムに聞きましたということではなくて、ある

程度の期間は、同じ人たちにどういう選択の変化が起きたか、その理由はどうかというこ

とを詳細に調べている調査があります。これは朝日新聞から発表されています。そこでは

衆議院選挙から参議院選挙までの間に、平均的に７％支持率が下がっていて、安全保障面

でも憲法の問題でも、それから消費税の問題でもほとんどの政策分野で支持率が下がって

います。 

・頼みの綱のアベノミクス 

例外的に支持が高くなっているのは、経済政策＝アベノミクスです。これは雰囲気に騙

されているというところが圧倒的なわけですけれども。頼みの綱はアベノミクスなんです。 

アベノミクスというのは、三つの矢と一般にはいわれますけれども、第一の矢は、異次元

の金融緩和ということで、要は歯止めなく日銀券を放り出して、人工的にインフレを作ろ

うということです。デフレを克服するために、インフレを作ろうという話です。これはこ

れで黒田日銀総裁とツーカーで一杯お札を市場に流していますから、若干物価が上がり始

めてきています。２％ずつ物価を上げることを目標にしていますけれども、２％まではい

かないけれども、上がり始めている。ただ、これも金融緩和をしただけの成果ではありま

せん。金融緩和をすることによって、円が相対的に安くなるわけです。ジャブジャブと円

が流通するわけですから、仮に他のユーロやドルの量が変わらなければ、相対的に日本の

円が安くなるのは当然なわけです。円が安くなると、輸入するものが高くなるんです。仮

に１ドル 100 円で貿易していたのが、円が安くなって１ドル 150 円になったとします。そ

うすると、1 ドルのものを輸入すると 100 円から 150 円になるわけです。だから当然に輸

入品を中心に物価が上がります。石油にしても、食料にしても、たいがいの重要な物は輸

入していますから物価があるのはその面でも当然なわけです。別に日本の実体経済の実力

が上がったわけではないけれども、ただ物価だけが上がる。これが第１番目です。 

２番目はそれでも足りないから、今度は公共事業でカンフル剤を撃とうと、予算をどん

どん大規模公共事業につぎ込んで景気を人工的に良くしようということです。政府のお金

を大量に公共事業に使って、そうすると土木建築を含めて、あるいは建物等が駆け込み需

要等々で一面動き出します。ところが公共事業をやるということは、財政を圧迫させるわ

けです。国の財政は収入が増えるわけではないのに、そういう支出をどんどん出すわけで

す。アベノミクスをやり始めた春の頃ですけれども、経済財政諮問会議の場で、４人いる

民間の委員が連名で、アベノミクスの第１番目の矢と第２番目の矢は、それはそれでいい

でしょうと、しかし副作用が起きるのを防ぐために、財政破綻を来さないように大急ぎで

税収を増やす、消費税を上げることですが、そして社会保障をターゲットとして、歳出の

削減を図れと主張しました。これは経済財政諮問会議でアベノミクスを進めるうえでの条

件として、承認されたわけです。 

だから、アベノミクスは第３の矢までだけではなくて、第４の矢としては消費税増税で
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す。来年は８％ですが、実は 16％に引き上げろという意見が出回っている公式の数字です。 

ちょっと調べてみましたけれども、日本経団連ができたのが 2002年なんです。それまでは

経団連と日経連（日本経営者連盟）と分かれていたのが、一緒になって、日本経団連とい

う団体ができたんですけれども、その日本経団連になって最初に作った長期方針が、「魅力

ある日本を目指して」という、俗に「奥田ビジョン」といわれたものです。それを読み返

してみると、はっきりと 2010 年代の早い時期に消費税は 16％にしなければいけない。2007

年までに消費税の 10％を実現すると書いてあります。ところが国民の反対も強くて、今に

至っても、10％は実現できていないわけですけれども、元々日本経団連は、16％を急いで

やる。今頃には既に 16％になっていないと話が合わないということだったんです。つまり

大きな増税をするというのが第４の矢です。 

そして社会保障をターゲットに、支出を大幅に減らすというのが第５の矢です。 

要は、アベノミクスは、３本の矢というけれども、それは表に出ている部分で、それを

進めるためには、増税という毒矢も必要だし、社会保障を大幅に削減するという猛毒の矢

が必要なんだということです。 

第３の矢が、規制緩和を中心にした経済成長戦略です。成長戦略はハッキリと農業と医

療、介護の二つを成長のターゲットにしています。既にその路線で安倍総理自身が、カタ

ールだとかロシア、ミャンマーといった国々に行って、日本から材料を持っていって立派

な病院を作って、現地やその周辺の金持ちの人たちを対象に文字通り有料も有料、いくら

でも金を取るという病院を作る約束を既にしております。特にカタールに商談に出かけた

ときは、約 200 社の企業の関係者やトップが一緒に行きましたけれども、その中身は東芝

メディカル、日立メディコ等々医療関係の企業のトップが 20数人一緒に行っています。こ

れは直近の話です。そうやって話をまとめて、今から 20 年後には、560 兆円ぐらいを医療

で稼ごうという凄い話です。ただ、これは国民からすれば、今でさえ少ない医師や看護師

を外国に金稼ぎに持っていく、医療資材を出してやるという話ですから、そんな余裕があ

るんだったら、国民の医療をちゃんと良くしろということになるわけですけれども、そう

いうことが現実に動いています。 

以上の経済政策は、しかし大きな大きな勘違いをしています。それは景気が良くなると

いうことの２つの条件が全然満たされていないわけです。一つは、企業の生産量や販売高

が上がることです。二つ目は、働いている人たちやあるいは自営業の方たちの賃金や収入

が増えること、この二つが経済成長の目安なんですけれども、この二つの目安でみると、

日本の企業とりわけ製造業は、一部の大企業を除くと生産量も生産高も、特に中小零細を

中心にして落ち込んでいます。ですから賃金は、基本給でみると 10 月の段階で 16 ヶ月連

続して下がっていますし、ピークだった 1997 年と 2012 年を比べると、労働者 1人当たり

約 70 万円年間の賃金が減っています。 

こういうことが解決される見通しがあるかというと、無いと答える人が多いんです。日

銀の経済ウォッチャーの報告でも大企業の幹部を除くと、みんなそんな事無理だろうと。

復興に必要な予算を獲得するために、少し税金を上げましたね。私たちはこの先もまだ 10

年くらいは税金を上乗せされているんですけれども、法人の部門は来年の 3 月までで、残

りの分は止めてしまうということが決まりました。復興のための法人税を止めるだとか、

法人税そのものを下げてやるだとか、研究開発に掛かる費用をより多く無税にしてやろう
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とか、そういうことを含めて、大企業の後押しをしてやる、企業天国・労働者地獄という

言葉がありますが、そういった状態を作っていくわけですから、本当に企業が労働者を雇

ったり、賃金を上げたりしてくれなければ、アベノミクスは結局のところ回らないわけで

す。だから本音半分で、財界の代表を集めて賃金を上げてくれなんて言うことを安倍さん

は言ったりします。それで上がるかというと、ほとんどの人は上がるはずはないと思って

います。なぜなら 1997年以降、あがってないからです。景気が良い時期も上がっていなか

ったのです。恐らくは内部留保に回るであろうということです。 

フォーブスという経済誌は、消費税増税と法人税減税でアベノミクスは破綻するという

ことを、つい最近分析して書いています。結局こういう話になるわけです。我々の物やサ

ービスを買う力、購買力が上がらないならば、第 1 の矢、第 2 の矢でインフレにはなって

いくけれども、賃金が上がらないというのは一番悪いインフレなんです。かつて 1970 年代

に「スタグフレーション」という言葉が生まれましたが、これは経済が停滞しているのに

物価が上がる、停滞、スタグレーションなのに物価が上がるからスタグフレーションとい

うんだけれども、今度の場合は、物価が上がるインフレは起きるけれども、経済は停滞ど

ころか、私たちの所得が下がるわけですから、マイナスになるわけです。また、新しい言

葉がいるんではないかという気もします。そのくらい脆いのがアベノミクスです。 

私たちの賃金や所得が上がらなければ、アベノミクスは回りません。賃金が上がり、所得

が上がれば、税収も上がりますから、それでやっていけるんですけれども。それが上がら

ないとすれば、税収が増えません。むしろ企業の減税を前提にすると、もっと減るでしょ

う。埋めるためには消費税しかない。だけど、消費税だって社会保障のためにといって通

したものですから、そんなでたらめな使い方をしたら大変なことになります。だとすれば、

どうしたらいいか。やっぱり消費税をもっと大きくして、社会保障に回す分は変わらない

けれども、後の方に回すのを増やせばいいということで、10何％、25％必要と言う人も出

てきています。最近、野田前首相が、10％をやったら終わりではなくて、一服する余裕も

なく、もっと引き上げなければならないということを語っていますけれども、それは本音

だと思います。ということで、経済政策についても非常に危ない橋を渡っています。 

そうすると、アベノミクスを成り立たせるためにも、社会保障を削らなければならない

というのが第５の矢になるわけです。ですからアベノミクスの第１の矢、第２の矢、第３

の矢ということを保障するためには、どうしても消費税を増やし社会保障を削減しなけれ

ばならないと、これは日本の経済政策の司令塔である経済財政諮問会議の場で決められて

いるわけです。安倍さんが支持されている一番の理由は、アベノミクスですから、このア

ベノミクスが危ういものだということになれば、これは大変です。以上経済だとか、税と

か、社会保障関係で、安倍さんは何をやろうとして、どんなようなシナリオになっている

のかということを大ざっぱに見てきました。 

(3) 復古的な国民統合としての改憲 

  もう一つ思想的というか、あるいは憲法的というか、そちらの方面がもう一つあります。

安倍さんは国民を統合しなければいけないという意識を強く持っています。普通の総理大

臣以上に強いと思います。明治維新の志士気取りをしています。明治維新の時には、天皇

制という束ね方をして、明治憲法を裏付けにして一応国民を束ねたわけです。 

戦後はどうしたかといえば、これはもう言うまでもなく、ポツダム宣言の受託のこともあ
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りますから、天皇万歳で国民を束ねるわけにはいかない。かといって主権在民、国民主権

で束ねる腹はない。それで何で束ねたかというと、企業国家日本で束ねたわけです。これ

は、田中角栄や大平正芳が大蔵大臣になったときに、ほとんど同じような就任の挨拶をし

ています。私はこの国を企業国家として運営していきたいというのが第一声です。文字通

り終身雇用、年功賃金、社宅があり、企業内年金があり、企業の保育所があり、だいたい

企業に一生預けていれば、何とかなるということでした。 

これを 1995 年に財界自身が止めたと言ったわけです。いわゆる「新時代の日本的経営」

です。これは村山内閣の時ですが、ご承知のように、常勤というか正規雇用の労働者とい

うのは、３分の１もいればいいんだと、あと３分の１は、専門家として年俸制等で、退職

金も出なければボーナスも出ないけれども年俸はそれなりに出しましょうと、だいたい大

学院を出たようなある分野のプロです。だけど５年刻みと 3 年刻みで、いつでも契約は切

れるようにしておく。残りの３分の１は、誰でもできるから派遣でいいではないか。こう

いう方針を出したわけです。 

このときに財界の内部で大きな議論になったのは、労働者を年金も含めて終身企業が面

倒をみるというところに日本の良さがあるんだと、だから日本の労働者が企業を支持して

くれる、忠誠心もそこから生まれるんだと、これを止めたら大変なことになると、当時の

新日鉄の稲山さんなんかはこういう立場だったんです。それに対して、オリックスの宮内

さんだとか、特にアメリカで経営者としての修業を積んだ人たちは、企業というのは労働

者を守るものではない、株主に配当を出すものだ、考え違いをしているのではないか、労

働者のことを考える必要はないと主張しました。それで路線がそちらの方に向いたわけで

す。有名な千葉県の舞浜での大激論といわれるものですが、この激論の結果、今の財界の

リーダーになっている人たちが勝ったということです。そして労働者派遣法も作り、様々

な労働法の改悪も進めて今に至っているということです。 

ということで、企業を中心にして束ねるというやり方がだいたい 20 年くらい前から崩

れて、特に、ここ 10年前後は、ワーキングプアに代表されるように、とてもじゃないけれ

ども企業に自分の人生を預けるなどということは考えられないようになってきたわけです。 

ではどうやって国民を束ねるのかということで、出てきたのが「美しい国日本」です。そ

して、天皇が元首で、国を愛し、郷土を愛し、家族を愛する一員として日本人は尊重され

る。現在の憲法 13条では、国民は個人として尊重されると書いてありますが、自民党の改

憲草案では、ただ人としてとしか書いてありません。自民党の Q&A では、家族の一員、国

家の一員、何々の一員なんだから個人ではないんで、個人として尊重されるという書き方

はしなかったと説明しています。これだと特に女性は大変になります。家族の一員であり、

若い時は父親に従い、結婚したら亭主に従い、隠居したら息子に従えという類のものです。 

(4) 復古的社会保障思想 

  また社会保障についても、家族を基礎単位として考える。家族が自然的社会的基礎単位

だというのが改憲草案の 24 条に 1 項を起こして新しく入れられました。そうしますと、

国民の健康で文化的な生活に対する責任なんていうのは、飛んでしまって、国ではないん

だと、家庭だと、その前に自分でやれという自己責任があるわけですけれども、自己責任

と家族でやれということです。 

そしてもう一つ、改憲草案 92 条の地方自治に関するところでは、新たに、地方自治体は身
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近な行政を自立的総合的に行うという文言が入って、社会保障などのような住民に身近な

行政は、基礎自治体がやるもんだということです。そうすると、基礎自治体というのは、

ある程度の財力を持つために大きくなければいけない。概ね 30 万人前後の自治体を想定

しているんです。ですから 30 万人から 40 万人くらいの自治体を日本に 300 から 350 くら

い作る。その上に、中２階的な行政上の連絡実務を行う県と実際上権限を持って日常の戦

略的行政を進める道州、今の北海道からそれらが想定されているわけです。それで国は、

専ら司法、外交、軍事などの国でしかできないことに専念するとなっています。新たに起

こされた 93 条では、「地方自治体は、基礎地方自治体」と「広域地方自治体とする」と規

定して、道州制を念頭に置いています。 

これも原型がありまして、1997 年に経済同友会がまとめた「市場主義宣言」という文書

があって、財界の人達はこれをバイブルのようにあがめています。日本経済新聞に２ヶ月

くらい前までオリックスの会長が自分の半生を書いていますが、その中で経済同友会時代

の最も印象に残るのが「市場主義宣言」であると、これをまとめた牛尾治郎終身代表は素

晴らしい方だと書いています。これと併せて、小泉総理大臣が最初の骨太方針を出した

2001 年に小泉さんに手渡した「自律国家構想」という文章があります。これもやはり経済

同友会から出されているものです。この二つはほとんど姉妹編ですけれども、一緒に見ま

すと、医療、教育、福祉からほとんどのことは、市場で民間に任せる。国立大学はなくす

ということです。国がやるべき仕事は、司法、軍事、外交くらいしか残らない。その上で、

そもそも行政がやらなければならない仕事というのは何なのかというと。今述べたような

ことの末端の仕事と唯一社会保障関係では、生活保護だけが行政の仕事だと。 

ですから、既に今から 10数年前から社会保障は全て解体して市場に任せる、保育も何か

ら何まで全部任せる、残るのは生活保護だけ、その生活保護もパッシングしてガタガタに

してしまえと主張されていたんです。それがなかなかできなかったのを安倍政権になって、

衆参で３分２以上圧倒的に取ってしまったものだから、好き勝手に暴走しているというの

が今の状況です。 

元々の政策のルーツというのは、日米同盟にあり財界にあるわけです。諸般の事情でや

れなかったことをやってしまったということです。ちなみに 2004 年に出された経済同友

会の社会保障に関する基本方針という文章では、2007 年までに消費税を 10％にしなけれ

ばいけない。2007年はデッドラインだと書いてあります。しかし日本中の消費税を上げる

なという声に押されて、今に至るまで５％で留まっているわけです。彼らからすれば、い

かに政治がだらしないかという理屈になるわけです。それで税と社会保障の一体改革とい

う言葉も財界が最初に使ったんです。 

それで国民を新しく統合するためには、家族を軸として、天皇を疑似家族の国家的なお

父さんだと、何か北朝鮮の将軍様と似ているような気がしますけれども、あれも家族です

ね。そういうものを改憲草案に書き込んでいるわけです。その辺のところまでちゃんと見

通した批判や運動でないと社会保障の改悪というのはなかなか止められないだろうと思い

ます。何といっても安倍さんたちがやろうとしていることは、戦争のできる日本、天皇が

元首の日本等々ですから、これをもっと引っ張り出して批判しないと、大勢の人がなるほ

どそれは困るというふうにはなりにくいんだろうと思います。今の特定秘密保護法なんか

は治安維持法と同じだというと、ある年齢以上の方々はピンとくるわけです。 
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(5) 社会保障とアベノミクス 

アベノミクスでも国民会議の報告でも、広義の社会保障における雇用という第一の柱、

第二の柱である生活扶助、第三の柱である社会サービス（所得、医療、教育、住宅、介護・

保育・障害者）のいずれをみても、負担の増加と給付の削減が特徴的です。雇用という第

一の柱がしっかりしないと個々人の「自立・自助」が出来ないし、社会保険を含む社会保

障制度が成り立たなくなる。また第二、第三の柱がしっかりしていないと、雇用の場での

再チャレンジもできません。このように相互に関連しているのが社会保障ですから、総合

的に手立てをとる必要があります。アベノミクスは、雇用という柱と、生活扶助という下

支えと、社会諸サービスの切り下げを、同時進行で行おうとしているのです。 

安倍政権が進む道は、安全保障面でも、外交面でも、経済政策の面でも、憲法問題でも、

客観的には国民の多数と深刻な矛盾に直面せざるをえません。生活実態に照らし、安倍政

権の欺瞞的手口と本質を早く見抜いて、国民が安心して、安全に暮らせる社会を目指しま

しょう。 

１ 二つの視点で見る 

参議院選挙や総選挙の結果を見てみますと、増税勢力、社会保障改悪勢力の自公民は、

この 3、4年の国政選挙でむしろトータルでは減らしているんです。2009年の総選挙では、

比例区の得票数で自公民は 80％の議席です。反増税と社会保障を守ろうというところで頑

張っている共産党と社民党は、社民党の停滞もあり共産党の苦戦もあって下がったんです

けれども、今年の参議院選挙では、共産党が増やした分増えてきています。だから特段、

増税・社会保障削減勢力が急速に力を伸ばしているという状態ではないんです。これは都

議会議員選挙を見ても、自公民の議席数は決して増えてはいないんです。 

 共通してみられることは、言葉の文字通りの自共対決になってきているとういうことで

す。特定秘密保護法についても、結局、みんなの党や維新の会は、修正どころか 30年経っ

たら出てくるというのを 60 年にしてみたり、60 年経ってもまだ出るかどうか分らないと

いうのに賛成して、それで手を打とうとか、文字通りの補完勢力、あるいは補完にもなら

ない同類であるということが分かってきています。いろんなところで国民の願いというと

ころを軸にしてみると、自民党と共産党という大きな対立になっているのではないか。メ

ディアも最近そういうふうに言うようになっています。

○ 比例区得票率（%）選挙区には候補者を立てない政党もあるので、政党のトータルな

支持率を示すものとしては不適当 

 2009 年総選挙 2010 年参院選 2012 年総選挙 2013 年参院選 

自民 26.7 24.1 27.6 34.7 

公明 11.5 13.1 11.8 14.2 

民主 42.4 31.6 16.0 13.4 

小計 80.6 68.8 55.4 62.3 

みんな 4.3 13.6 8.7 8.9 

累計 84.9 82.4 64.1 71.2 

 

 

 

 

維新   20.4 11.9 

累計   84.5 83.1 
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＊「生活の党」と「みどりの風」は、2013 年参院選のみなので、経年的計算から除外。 

 

面白いものとしては、9 月に行われた世論調査で、財界寄りの新聞として知られている

日本経済新聞の世論調査で共産党支持が６％で民主党を抜いて第２位になりました。やは

りそういう状況を表しているんだと思います。 

 それから古賀さんだとか野中さんだとか、いずれも自民党の幹事長や官房長官経験者が

96 条改悪反対とかいうことをいう。小泉さんが、原発即ゼロということいってるわけです

から。世論として保守の立場の方々も安倍政権に追いていくわけにはいかないという状況

があると思います。 

 

２ 社会保障をめぐる状況概観 

社会保障をめぐる状況では、11 月 19 日にプログラム法案が本会議を通過しました。こ

の表はプログラム法案どおりに決まるとどうなるかということを挙げたものですが、良く

なるものを一つもありません。そして注目すべきは、子育て世代から年金生活者、高齢者

に至るまで、みんなやられるので、若い人を良くするために、お年寄りに我慢をしてもら

うというそんなもんではないんだということです。 

 2009 年総選挙 2010 年参院選 2012 年総選挙 2013 年参院選 

共産 7.0 6.1 6.1 9.7 

社民 4.3 3.8 2.4 2.4 

小計 11.3 9.9 8.5 12.1 

○ 東京都議会の政党別議員数:中選挙区から大選挙区を中心に一部小選挙区。一定の民

意反映制度。ネット、無所属、諸派は一つにくくれない。 

 2005 年 2009 年 2013 年  

自民 48 38 59  

公明 22 23 23  

民主 35 54 15  

小計 105 115 97  

みんな   7  

維新   2  

 

 

 

 

 

 

 

 

累計   106 

ネット 3 2 3 

無所属 4 2 1 

諸派 1   

小計 8  4 

共産 13 8 17 

社民 0  0 

小計 13 8 17 

『日本経済新聞』が 2013 年 9 月 27-29 日実施した世論調査。 

＊支持政党 自民党 55% 共産党 6% 民主党 5% 維新の会 3% 公明党 3% みんなの党 2% 
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３ 財界と与党などの社会保障観 

財界や与党などの社会保障観については既に述べました。 

憲法第 25 条の「健康で文化的な最低限度の」というのは「minimum standards of 

wholesome and cultured living」を訳したものですが、「minimum standards（ミニマムス

タンダード）」が、「最低限度の」と訳されているのはやはり誤訳だと思うんです。「minimum」

というのは最低ではなくて、「少なくともこれまでは」という意味合いなんです。最低では

なくてここまでは必要だということで、最低というと一番下ですよね。「wholesome」とい

うのは「健康」と訳されていますけれども、本当は健康以上の意味があるんですね。文字

通り生命がみなぎる、全体として充実しているという意味合いです。日本語では「健康で

文化的な」となっているんですけれども、決してヘルスセンターでどうしたとか、そうい

う限られた意味での健康ではないんです。人間としてもっと充実した生き方、そして

「cultured」だから、やはり文化的なと。ここまでは保障しなければいけないよというの

がミニマムスタンダードなんですね。ミニマムに力点を置いて理解するか、スタンダード

に力点を置いて理解するかで随分違ってきます。私はあくまでもミニマムというのは形容

詞でスタンダードが主だと、英語で読めば当然そうなるわけです。やはり基準というもの

はあるんだと。 

その基準を守るのは国の責任だというのをはっきりと投げ捨てて、個人の責任だよと。

そしてせいぜい家族だよと。こういう言い方をしているわけです。 

 

４ 財界の大震災を受けた戦略―日米同盟の新たな強化へ:軍事同盟と経済同盟 

日本経団連機関誌『経済トレンド』2011 年 12 月特別号 

先程言いました財界の大震災後の戦略は、経団連の機関紙「経済トレンド」の 2011年 12

月特別号に特集されていまして、極めて明確に方針を掲げています。米倉会長の寄稿「復
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興と改革を推進して新たな日本を創造」を整理しますと、次の５つです。 

① 企業主導で復興をすると、「いまこそ経済界がイニシアチブをとって力強い、持続的な

経済成長の実現に向けた取り組みを強力に推進、大震災からの早期復興と従前のわが国の

重要課題の解決に大いに貢献していかなければならない」ということなんです。だから彼

らにとっての復興というのは持続的な経済成長の実現に向けた取り組みなんですね。被災

者や被災地のことを考えているわけではない。それを餌にして「持続的で力強い経済成長」

をやりましょうという話です。 

②「社会保障と税の一体改革により企業の公的負担軽減」です。はっきりしているのは、

企業の負担を軽減するということを明言しているんです。何のために、社会保障と税の一

体改革をやるのかというと、企業の負担を減らすことだよと。法人税を減らして消費税で

埋め合わせをしなさいよと。社会保障でどうして企業の負担軽減になるかというと、正規

雇用を減らしますと、非正規の人は、健康保険だとか厚生年金などに加入しないわけです。

国民健康保険に行くか国民年金に行くか、そちらの方は払いたくても払えないくらい高い

保険料で納入率が８割だ７割だと下がっていくけれども、それは企業は関係ないわけです。

だから彼らが言っているのは、社会保障の負担をできるだけ減らせというわけです。それ

で素晴らしい言葉、名言は、先程言った 2003 年の「奥田ビジョン」の中に、公的な保険、

医療も年金もですけれども、企業の負担する分をゼロにすると書いてあるんです。なんで

個々の労働者の健康保険料の５割の負担をしなければいけないのか。全部労働者個人が負

担すべきだと、そういう制度にするということが謳われています。もっと凄いのがあって、

自治体については、議員はボランティアなんだから無報酬にすると。道州制を導入して、

基本政策はそこで作るのだから基礎自治体の議員というのは無報酬であるべきだと。どう

いう自治を考えているのかというと、ボランティア自治ですね。そうするとお金のある人、

暇のある人しかできなくなります。まさに戦前の自治体の議員とそっくりなんです。高額

所得者、納税者でないと議員にはなれない。あるいは選挙権すら持てなかった時代もある

わけです。 

③それからＴＰＰに参加するということです。このＴＰＰについても、ＴＰＰで不利だと

か言う経営者もいるけども、それは間違いだと、ＴＰＰに参加するということは、日米同

盟を経済面から強くすることだと、国際戦略なんだと、自分の会社が損するなどというち

まちました事を言うなというふうに米倉さんは怒っているんです。 

④それからデフレ脱却と円高是正です。これは第 1 の矢です。 

⑤そして成長戦略の実施、これは第 3 の矢ですね。  

こういうことが震災の後に財界が作った方針です。安倍さんはほぼこの方針を踏襲してい

るわけです。 

・アーミテージ元国務長官 

それからアーミテージ元国務長官も、雑誌『経済トレンド別冊』に原稿を載せていまし

て、「確固たる日米同盟を維持するためには日本の企業および産業界が経済復興において

中心的な役割を果たすことが重要」だと、ここでも被災者の生命の復興ではなくて、アメ

リカのために、日本の企業財界が大きくなることを復興と称しているわけです。 
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５ 安保条約運用をめぐる日米関係―日米同盟の軍事・経済両面での強化 

(1)「日米安全保障共同宣言－21世紀に向けての同盟」(1996年) 

「日米安全保障条約」の運用に関して、「日米安全保障共同宣言－21世紀に向けての同盟」

（橋本龍太郎総理とクリントン大統領の署名）が発表された（1996 年 4 月 17日）。これに

よって、安保の拡大解釈がなされて、安保の範囲が、「極東」から、原則として、「アジア

太平洋地域」、場合によっては、「全世界」に拡張することになった。 

(2)「新世紀の日米同盟」（2006年） 

小泉純一郎総理とブッシュ大統領の合意文書「新世紀の日米同盟」が発表された（2006

年 6 月 29 日）。これによって、安保条約の対象範囲は、「地球的規模」にまで拡張されまし

た。だから外務官僚なんかは、地球の裏側まで行くのかどうかなんという質問に対して、

それはもう決着済みだと、最近は、「宇宙的規模」という表現も出てきました。 

(3)ＴＰＰをめぐる鳩山・オバマの関係 

ＴＰＰについてはご承知のとおりです。 

ただ一つだけ言っておきたいことは、オバマさんは元々ＴＰＰについては消極的でした。

ブッシュ路線とは大分違いました。熱心になった理由は、鳩山さんの国連演説です。総理

大臣になった直後の 2009 年 9 月の国連総会で「新しい日本は、歴史を乗り越えてアジア

の国々の『架け橋』となることを望んでいます。ＦＴＡ（自由貿易協定）、金融、通貨、エ

ネルギー、環境、災害救援など—できる分野から、協力し合えるパートナー同士が一歩一歩、

協力を積み重ねることの延長線上に、東アジア共同体が姿を現すことを期待しています」

という内容の演説をしています。オバマさんはこれを聞いていて、烈火のごとく怒ったん

です。何事だと、日米同盟中心の筈ではないのかと。アジアの「架け橋」になる。それで

オバマさんは、その年の 11 月に日本に来まして、東京でアメリカはＴＰＰの積極参加を表

明したんです。これは鳩山さんに対しての牽制でした。 

ＴＰＰを進めることによって、大いに日米同盟を経済面からも強化して中国のけん制を

行っていく。そのけん制策も今年の 6 月あたりから少し変わってきたというのは、先程申

現行日米安全保障条約 

1960 年 1 月 19 日に締結され、同年 6 月 23日に発効した現行の「日本国とアメリ

カ合衆国との問の相互協力及び安全保障条約」（「日米安全保障条約」）は、次のよ

うな内容である。 

(1) 日本のアメリカへの経済協力（第 2 条）、 

(2) 日本の軍事力増強（「軍拡」）の義務付け（3 条）、 

(3) 日本国と在日米軍基地が攻撃を受けたら、アメリカと日本は共同で戦争を行

う、その場合には、国際連合・安全保障理事会に報告する（第 5 条）、 

(4) 日本の米軍基地設置義務（第 6 条）、 

(5) 「日米安全保障条約」の対象範囲は「極東」（第 6 条）、 

(6) 在日米軍の取り扱いは、国会が関与しない別個の行政的協定及び取極で定める

（第 6 条）、 

(7) 「日米安全保障条約」の終了は、1970 年以降からは、日米両国からの一方的通

告で成立する（第 10 条）。 
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上げたとおりです。安倍さんの頭はこの段階で止まっています。あるいは、ブレーンが悪

いのか。 

 

６ アベノミクスと社会保障 

アベノミクスについては、既に述べたとおりです。第４の矢が「消費税増税」、第５の矢

が「社会保障削減」です。第３の矢の「成長戦略」の主戦場は、農業と医療でやっていま

す。おもに中東の石油成金の富裕層向けに、そっくり病院から医者から全部セットで輸出

に掛かっています。2030 年に医療や介護で株式会社指定で儲けるのが国内で 37 兆円、海

外で 525 兆円を見込んでいるというのが成長戦略での試算です。 

 

７ 改憲構想と社会保障：改憲による社会保障解体―自民党改憲草案（2012 年 4 月） 

改憲については、既に述べましたが、自民党の改憲草案では平和的生存権を定めた前文

は全文削除です。その代わりに、前文の中に「家族や社会全体が互いに助け合って国家を

形成する」という内容が入っています。社会保障は平和的生存権から出てきているんです

けれども、今度の自民党の改憲草案でいけば、自分が責任を持つということと、家族が互

いに助け合うということですから、社会保障もその内容になってしまいます。 

・自助・互助を強調 。前文、24条 

憲法 24 条の家族に関係したところで、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、

尊重される。家族は互いに助け合わなければならない」と規定しています。これは当然な

がら社会保障を家族でやれということに憲法上の基礎を置くという大変な改悪になります。

わざわざ自民党の改憲草案の Q&A では、親子の扶養義務も明言しようかという意見も出た

んだけれども「家族は互いに助け合わなければならない」の中に扶養義務は含まれている

という理解で、生活保護でとことん草の根を別けても親類縁者を見つけ出してというのを

憲法的根拠を与えるわけです。 

・国の責任を自治体へ丸投げ 92条 

それから 92 条の自治体のところです。改憲草案 92 条１を新たにおこして、「地方自治

は、･･住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う」と

規定して、自己完結的に行うということから、再度合併をするということです。これも社

会保障の国の責任を憲法に立脚しつつ地方自治体に丸投げする、転嫁するということです。

とことん国は後に行ってしまうという論法が埋め込まれています。なお改憲草案 93 条で

は道州制が入ってきます。 

ちなみに、先進国では、自治体が大きいのは当然だという人がいるんですけれども、そ

れは全くの誤解です。現在でもフランスの自治体の平均人口は、約 970 人です。それで大

きなことをやるためには、自治体が集まって事業連合を作ってやっていますから何も困る

ことはありません。生活の基礎単位としてはそのくらいで今でもやっているわけです。そ

れからイタリアやスペインも一つの自治体は 3000 人から 5000 人です。アメリカでも 1 万

人以下です。自治体には生活の単位という考え方と、行政の単位という二つの考え方があ

って、ぶつかり合っていますけれども、こういう先進国を見ると、やはり生活の共同体を

重視して行政の共同体としては、随時様々な事業連合を作るとか、事業組合を作るとか、

いろんなやり方をやっているということがわかると思います。日本はそうではなくて、生
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活の基礎単位を取り払ってしまって、行政の、もっと言えば財界の企業活動のために、何

百万人、何十万人を基礎にした自治体などということを言い出しているわけです。これは

全く世界に類を見ないような乱暴なやり方なんです。 

・社会保障削減と負担増を憲法で 96条  

最後になりますけれども、憲法 96 条の改悪で財政の健全性という項目が入りました。

「財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない」と規定しま

した。これは何かというと、解説にちゃんと書いてありまして、憲法の根拠持って増税が

できると。憲法で財政の健全性を義務付けているのだから赤字がかさんでいるんで、その

ために、所得税も上げますし、消費税も上げますと。憲法に書いてあるんだから文句があ

るか。こういう論につながってくるわけです。 

 

むすび：平和的生存権の具体化である雇用・社会保障改善による人間的生活路線か、

憲法違反の生存権否定・社会保障削減の「自公＋α」勢力による非人間的生活路線か    

いろんな意味で勘違いをし、無理解あるいは復古主義で目が眩んでいる安倍政権とその

周辺に対して、やはり平和的生存権を中心にしてそれを具体化する雇用と社会保障の拡充、

改善でもって人間的生活を作っていくということが、大きな大きな国民多数が同意できる

方針ではないだろうかと思います。 

「自公＋α」、αも民主党だけではなくてみんなの党から維新の会など増えても困るんで

すけれども、こういう人たちがやろうとしているのは、非人間的な暮らしをもたらすもの

だと、幸い最近は原発の問題でやっぱりそうなんだとか、特定秘密保護法でこれはいけな

いということで、いろんな人が声を上げるといういわゆる「一点共闘」とも言われるよう

な運動が沢山増えました。その沢山増えたのがだんだん互いに交流し合うような動きも出

てくるわけです。原発を進めようとする人たちは、秘密をどうしても守りたがるし、秘密

にして人に見せたくないわけです。原発に関わる行政や企業との関係、一切出したくない。

そうすると当然、特定秘密保護法を進めると、原発を無くそうとする人達は、そんな事を

されたら困るというので、そっちの集会にも出てくる。反原連のミサオ・レッド・ウッズ

さんなんかは、特定秘密保護法の反対集会に来て、私の原発反対の立場からしてやっぱり

これも反対しなければいけないんだというふうになる。そうすると日本に原発を売り込ん

でいる元になっているのは、安保条約だというところまで分かっていただければ、今度は

安保破棄の集会などにも出てきていただけるのではないかというような繋がりができてき

ているのが最近の特徴かと思います。 

 いずれにしても憲法を武器にして展望を切り開いていくということで、努力していけれ

ばなと思います。 

 

 

（本稿は、講演録をもとに事務局が編集した原稿に、講演者が一部修正して作成したもので、

文責は事務局にあります。） 

  

 

 


