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 戦争・死刑と国家。そして国家と人民（１５９）  

（Eメールニュース「みやぎの九条」２０２１月 1月１５日号）  

小田中 聰樹     （東北大学名誉教授・みやぎ憲法九条の会世話人） 

（今号は２０１８年 2月に起こった諸事象を取り上げます。次号は２０１８年 3月に入ります。） 

第Ⅰ章 改憲の動きと日米同盟 

第１節 改憲の動き 

Ⅰ 自民党の改憲衝動――自民党の改憲案作成作業―― 

①２０１８年２月５日、安倍首相は衆院予算委

で、玉木希望の党代表の質問に対する答弁の中

で、“自衛隊が合憲であることは政府の一貫した

立場だ。国民投票で否定されても変わらない。命

を賭して任務を遂行している者の正当性を明文

化、明確化することは、我が国の安全の根幹に関

わることだろう”と述べた（２月６日朝日新

聞）。 

この答弁は、９条１・２項に自衛隊条項を追加

するという自らの主張を繰り返したものである。 

なお、自民党内には、前記案の２項を削除し軍

隊保持を明確に規定すべきだとする案（２０１２

年の自民党改憲案では「国防軍保持」をうたって

いる）も主張されており、党内議論がどのような

文面に収斂していくかは未だ不明である（両案に

本質的な違いはないことは本稿でも述べた）（な

お２月２７日朝日新聞参照）。 

②２０１８年２月２１日、自民党憲法改正推進

本部全体会合は、教育を受ける権利・義務に関す

る憲法２６条に関する改定素案を大筋で了承した

（２月２２日朝日新聞・赤旗）。これで自民党の

改憲４項目のうち、参院合区解消に次いで２つめ

の案がほぼ固まったことになる。 

③素案の内容はどのようなものであるかをみる

（朝日新聞による）。 

（自民党の改憲条文素案） 

①すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有

し、経済的理由によって教育上差別されない。 

②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負

ふ。義務教育は、これを無償とする。 

③国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないものであ

り、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、教育環境の整

備に努めなければならない。 

④第１項は太字部分が追加条文。 

 第２項は現行条文通り。 

 第３項は全文追加条文。 

⑤若干の検討を加えることにする。 

 第１項の「教育上差別されない」とは「教

育無償化」を定めたものではないことである。し

かも、第２項も、義務教育のみを無償化したので

あり、中・高・大・専門教育を無償化していな

い。 

第３項は、掲げている教育の目標ないし理念

が国家主義的である。 
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そもそも教育の民主的目標ないし民主的理念

とは、子どもの人格の陶冶・完成を助長し「平和
．．

で民主的な
．．．．．

国家・社会の形成者として必要な資質

を備えた心身とも健康な国民の育成を期（す）」

（傍点は筆者）ことである（教育基本法１条）。

この観点から前述の自民党素案をみれば、第３項

で「国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を

担うものであることに鑑み」としているのは「国

家の教育権」という非民主的考え方に基づく規定

であることは明白である。そしてこの考え方の延

長線上に軍国主義教育思想・少国民教育思想が位

置することは、歴史の教えるところである。 

以上 

Ⅱ 軍産学の一体化 

①防衛省防衛装備庁が２０１７年７月に入札

にかけた調査役務（民生技術の軍事転用に向けた

役務）を、政策研究院（国立大学政策研究大学院

大学）が落札して調査していることが判明した

（赤旗２月４日）。 

②役務の名称は「防衛技術分野に係る民間部

門の知見等の活用状況調査に関する役務」。 

③大学側責任者は角南副学長（内閣府本部参

与）。メンバーとしては西山客員研究員（三菱重

工業で航空宇宙事業本部顧問を務めた）など官邸

に近い人物。 

役務内容は、民生技術を今後の武器開発に生

かすため米国、英国、フランス、ドイツ、スエー

デン、オーストラリアの６ヶ国を対象に、民間部

門への資金供給制度、先進的民生技術を軍事転用

するための制度、軍事技術について政府に提言す

る公的組織などについて、調査研究し、政策効果

を分析することである。なお、調査結果を公表す

るかは内容を見て判断するとしている。 

④入札に参加したのは政策研究院のみ。 

落札額は、約２９４８万円（落札率は９８.８

７％）。 

⑤以上の事実のみでも、この制度が軍産学の

一体化を推し進める異様なものであることが明ら

かであるが、この制度を支える人物にも経歴や事

績の面でも政府・財界寄りの特異なものである。 

例えば、角南副学長は、安倍政権下で、科学

技術担当の内閣府本部参与を務め、第５期科学技

術計画の草案作成に関与し、同計画に「安全保障

の確保に資する」との文書を盛り込んだ人物であ

る。 

しかも政策研究院は、大学運営に、張トヨタ

自動車相談役をはじめ財界人が関わり、参議会は

１２人のち９人が省庁の事務次官経験者である。

この一事を以ってしても、政策研究院が政府・財

界との強い結びつきを持つ特異な大学ということ

ができる。 

⑥では装備庁の狙いは何か。池内了名古屋大

学名誉教授（「軍学共同反対連絡会」共同代表）

は的確に指摘する（前掲赤旗）。 

「装備庁が２０１５年度に始めた安全保障技

術研究推進制度が理工系の研究者を軍事研究に誘

導する仕組みだとすれば、今回の調査役務は社会

科学系の研究者を誘い込む新たな研究推進制度

だ。最初だから政府の意向に忠実な大学に入札さ

せたいのだろう。今後、他の大学に拡大していく

可能性がある」、と。 

 

 

 

 

Ⅲ 陸自ヘリ墜落、米軍機事故 
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①２０１８年２月５日午後４時４０分ごろ佐

賀県神崎市で住宅に陸上自衛隊目達原駐屯地所属

の戦闘ヘリコプターＡＨ６４Ｄが墜落した（２月

６日朝日新聞・赤旗）。乗員１人が死亡（確

認）。墜落で住宅２棟が焼け小学５年生が軽傷を

負った（２月７日朝日新聞）。 

②問題は、なぜ事故が起こったのかである。

前掲朝日新聞によれば、水平に飛行するヘリコプ

ターが突然、機首からほぼ垂直に墜落し民家に突

っ込み、その過程でエンジン附近から火が出た。

突然に揚力を失い、機体を制御できない状態だっ

たと推測される。しかも機体の整備直後に墜落し

たのだ。となると、部品交換作業上の問題か、機

体のハイテク化の進む中、整備士の熟練度が十分

だったのか。また事故の背景には政治主導で米国

製最新鋭兵器の購入費が膨らんでいることや、限

りある防衛費のなかで兵器の維持費や修理費にし

わよせが及んでいることなどもあるという（前掲

朝日）。 

なお米軍海兵隊機オスプレイが度々事故を起

こす原因として指摘されているのは、米国防予算

の不足や、機体の劣化や整備不良の増加という構

造的な問題である（2 月 12 日前掲赤旗）。 

こうしてみてくると事故原因には機体の構造

上に欠陥があることが深く絡んでいることを否定

できない。となると事故の再発防止のためには、

戦闘ヘリコプターの配備それ自体を中止しなけれ

ばならない。 

③ところが防衛省は、佐賀空港に陸上自衛隊

が導入するオスプレイ１７機を配備するのに併

せ、目達原駐屯地の対戦車ヘリ・戦闘ヘリなど５

０機を移駐させ、計７０機の態勢にしようとする

計画である（２月８日赤旗）。 

「オスプレイ配備反対佐賀県連絡会」の池崎

事務局長が、”佐賀空港の軍事基地化をさせては

いけない。２度とこうした事故を起こしてほしく

ない”と語ったのは、当然である。 

④一方、米軍機事故も相次いで発生してい

る。２０１８年２月２０日午後８時４０分頃米空

軍三沢基地（青森県）所属のＦ１６戦闘機が離陸

直後、エンジンから出火し、タンク２本を投棄

し、同基地に引き返した（２月２１日朝日新聞・

赤旗）。投棄した燃料タンクは着陸時の火災を防

ぐ目的とみられる。 

このような米軍機事故は相次いで発生してお

り、赤旗のまとめでも、１月６日沖縄うるま市で

のヘリ不時着。同月８日読谷村でのヘリ不時着。

同月２３日の渡名喜村でのヘリ不時着。２月９日

のうるま市でのオスプレイ吸気口の漂着。そして

今回の燃料タンク投棄である。 

事故の背景には、北朝鮮の対応など任務激化

や整備能力低下という構造的な要因があり、例え

ば三沢基地では、朝鮮有事に対応するための訓練

が激化しているのである。事故はその一環として

生じている。 

⑤２月２０日衆院予算委で高橋衆院議員（共

産党）が“住民を脅かす訓練はやめるべきだ”と

安倍首相を追及したのは、当然である。 

神崎市議会も、２月２３日、①多数の命を奪

いかねない状況だったこと、②近隣住民に与えた

不安は計り知れず、極めて憂慮する事態であるこ

と、③飛行停止のほか、飛行ルートの見直しや老

朽化した自衛隊機を廃棄すること、④全ての自衛

隊機の徹底整備と安全が確保される迄の飛行停

止、など６項目を要請する意見書を全会一致で可

決した（２月２４日赤旗）。 

 

第２章 沖縄問題 

Ⅰ 名護市長選挙の結果 

（１）①名護市長選は、２０１８年２月４日

に行われ、無所属で自・公・維推薦の渡具知武豊

（２０３８９票）が当選した。無所属で現市長の

稲嶺進（民進・共・自由・社民・沖縄大衆推薦・
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立民支持）（１６９３１票）は敗れた（２月６日

朝日新聞・赤旗・河北新報）。 

②同選挙の争点は、辺野古に新基地を作るこ

とを容認するかという問題である。この問題につ

いて稲嶺氏は翁長知事と同様に新基地建設阻止の

旗幟を鮮明にしたが、一方の渡具知氏は徹底的に

争点に触れない「争点外し」の選挙戦術をとった

（２月６日河北新報社説）。例えば、“渡具知氏

は選挙戦では移設の賛否に触れず、米軍再編交付

金によるまちづくりを訴え、移設阻止にこだわる

として稲嶺氏を批判した”（２月６日河北新

報）。 

この選挙構図は、一見“基地問題より経済問

題”を優先させた選挙人（名護市民）の投票行動

を規定したかにみえる。 

③しかし、２つのことを指摘したい。 

第１に、権力層（政府・自・公・財界など）

は全力を挙げて名護市の企業、団体、ひいては市

民への異常な政治的・経済的な締付けを行ったこ

とである。 

その異常さが示されているのは、期日前投票

率の高さである。有権者の４４％、投票総数の５

７．７％が期日前投票だった。このことは組織ぐ

るみの投票動員があったことを示しているのであ

る（2 月 6 日赤旗）。 

第 2 に、その結果として選挙投票結果と世論

調査結果のギャップが生じたことである。朝日新

聞（２月２６日）の名護市民への世論調査（告示

直後）によれば、辺野古移設反対が６３％、賛成

２０％。投票先を決めるときに何を重視したかに

ついては移設問題が４１％、地域振興策が３

９％。 

この数字をどうみるか。朝日社説の読み方

は、“基地より経済ではなく、基地も経済も――

市民の思いは一様ではない”とするものである。 

しかし、私は、名護市民の「基地建設反対」

意識は圧倒的に強いとみる。このことはメディア

による出口調査でも明らかである（２月６日赤

旗）。ＮＨＫ調査では７５％、地元紙「沖縄タイ

ムス」「琉球新報」「共同通信」の合同調査でも

６４．６％が辺野古移設反対と回答している。そ

して渡具知氏自身が“（今回の選挙結果は）辺野

古容認の民意とは思っていない。複雑な民意が示

されている。私を支持した人にも、辺野古に反対

する人がいる。”と認めているのだ。 

Ⅱ 沖縄の将来 

（１）ここで２つの的確なコメントを書き記

す（２月６日赤旗）。 

①江上能義琉球大名誉教授の話 名護市長選で

渡具知陣営は、公明党・創価学会を抱き込んでの

組織動員に加え、有権者に「反対しても基地は造

られる」という“あきらめ感”を植え付け、「そ

うであるなら国から交付金をもらって豊かになっ

た方がいい」と吹聴した。 

安倍政権の強権に対する無力感があるのは事

実であるが、市民の多くは依然として辺野古新基

地に反対している。その根底にあるのは、沖縄戦

からの米軍統治、そして復帰後も続く基地の重圧

という苦しみの記憶だ。こうした歴史的痛みを無

視し、辺野古新基地を強権的に加速させるなら、

政府と沖縄県民との亀裂はさらに深まることにな

るだろう。 

➁辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議

は 2 月９日、県庁で会見し、名護市長選で当選し

た渡具知新市長に対し、日米地位協定改定と米海

兵隊の県外・国外実現を求める声明を発表した。 

声明は「現在においても名護市民・沖縄県民

の総意は『辺野古新基地建設反対』で、米海兵隊

の県外・国外移設を強く求めている」と訴えてい

る。 

その根拠に、▽新市長が選挙戦で“辺野古”

の是非に一切触れなかった▽公明党との政策協定

書に、日米地位協定と海兵隊の県外・国外移転を

求めることが明記されている▽県内マスコミの出
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口調査で６割以上が“辺野古”反対――などを挙

げている。 

そして結論として新市長に「『海兵隊の県

外・国外移転』公約を誠実に実施する」よう求め

ている。 

（２）一方、安倍首相は、２０１８年３月１

３日上京した渡具知新市長に対し、「（渡具知氏

が掲げた公約について）政府として全面的に協力

する」と述べて、露骨に支援する姿勢を明らかに

した（２月１４日赤旗）。 

（３）以上のように、選挙結果の如何に拘ら

ず、沖縄県民は諦めずに闘い続けるであろう。生

活を守るために。 

 

第３章 核と原発の問題 

Ⅰ アメリカの核使用拡大方針 

（１）トランプ大統領の一般教書演説 

①２０１８年１月３０日夜（日本時間１月３

１日）、トランプ大統領は、初の一般教書演説を

行った。その内容は多岐に亘るが、その基調をな

すのは「新しい米国の時代が到来した」とするア

メリカ自讃である。その１項目として“核戦力の

近代化と再建が必要だ。できれば使いたくない

が、強化することであらゆる侵略行為を防ぐ”と

する（２月１日河北新報）。 

②この方針は、２月２日に米政府が公表した

「核態勢の見直し」（ＮＰＲ）では、要旨次のよ

うに述べられている（２月４日赤旗）（Ａ・Ｂ・

Ｃは小田中註）。 

１．米国は、世界から核・生物・化学兵器を撤廃するという最終目標に向かって引き続き努力す

る。 

１．米国は核兵器備蓄量を冷戦時代のピーク時から８５％以上縮小したが、ロシアと中国は核戦力

の近代化と増強を進めている。前回ＮＰＲの公表時と比べ、国際安全保障環境は大幅に悪化、世界

はより危険になった。 

１．中ロに加え、北朝鮮やイランの核保有の野心や核を使ったテロは継続的な脅威だ。米国はより

多様で進化した核の脅威に直面している。 

１．多様な核能力こそが異なる状況に対応でき、複数の敵国を抑止するための柔軟な選択肢を提供

できる。（Ａ） 

１．大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）と潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）、戦略爆撃機から成

る核運搬手段の「３本柱」を維持する。（Ｃ） 

１．短期的にＳＬＢＭ用核弾頭を改良し、爆発威力を抑える機能を付与する。長期的には核搭載可

能な海洋発射巡航ミサイルの開発を追求する。（Ｃ） 

１．上院に包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）の批准を求めないが、核実験の自粛を継続。技術

的、地政学的問題への対応で必要が生じた場合に備え、実験再開の態勢を維持する。 

１．米国と同盟国の死活的国益を守る極限の状況下においてのみ、核の使用を検討する。極限の状

況とは、米国や同盟国の国民やインフラ、核施設などに対する重大な戦略的非核攻撃も含まれる。

（Ｂ） 

１．核不拡散条約（ＮＰＴ）に加盟し、義務を順守する非核兵器保有国には核兵器を使用しない。 
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③以上のＮＰＲの（ⅰ）基調となっているの

は、核抑止力依存の思想と政策である（Ａ参

照）。 

その上に立脚した、（ⅱ）核使用条件の緩和

であり（Ｂ参照）、（ⅲ）核兵器の小型化・低爆

発力化による核使用の容易化である（Ｃ参照） 

（２）しかし①ＮＰＲは核禁条約の国連採択に

逆行するものであり、世界の大勢、世界各地の市

民の願いに背くものであり、強く批判されるべき

である。 

②ところが日本政府は、２月３日河野外相談

話を発表した。そして、ＮＰＲが核兵器に「同盟

国に安心感を与える役割があるとし、米国がその

役割を強めていく考えを示した点について、米国

による抑止力の実効性の確保と我が国を含む同盟

国に対する拡大抑止へのコミットメント（関与）

を明確にした」、と評価した。また、政府として

「現実的かつ具体的な核軍縮の推進に向け、米国

と緊密に協力していく」、との考えを改めて示し

た（２月４日朝日新聞）。 

この談話は、要するに、ＮＰＲが同盟国（日

本など）の安全確保に対する米国の関与を強化し

た点を高く評価し歓迎の意を表したのである。 

③（ⅰ）これに対し佐久間広島県原爆被害者

団体協議会理事長は、“核保有国と非保有国の橋

渡しをすると言っているのに、米国の言いなり

だ。国際的な信頼を失う”として政府を非難した

（２月４日朝日）。 

（ⅱ）また２月４日、原水禁全国理事会は、

ＮＰＲを高く評価するとした日本政府に対する怒

りの抗議文を日米両政府に提出することを満場の

拍手で確認した（２月６日赤旗）。 

④２０１８年２月１４日、衆院予算委で安倍

首相は、藤野議員（共）の質問に答え、次の３点

を答弁した（２月１５日赤旗）。 

（ⅰ）（“新ＮＰＲにより、日本にも核が持ち

込まれることになり非核３原則の根本が問われ

る”との批判に対し）前提が変わった。米国は非

核３原則を有するわが国の立場を理解しているの

で核持ち込みは想定されない、と。 

（ⅱ）（“際限のない核軍拡競争を招きかね

ないＮＰＲを評価できない”との批判に対し）、

北朝鮮の核・ミサイル開発の進展等、安全保障環

境が急速に悪化しており、日米同盟のもとで通常

兵器に加え核兵器で守ることが大切だ、と。 

（ⅲ）（“戦争法＝安保法制の国会審議のと

き、核兵器を搭載した米艦や爆撃機を日本が防衛

するのかとの質問に対し、安倍政権は「米国が核

兵器を撤去したから」という理由で否定した。こ

の前提が今回のＮＰＲで変わったことを認める

か”との質問に対し）、前提が変わるわけだが、

米国はわが国の非核３原則を十分に理解してい

る。米国が核兵器を搭載した米軍機をわが国に飛

来させたり、領空を通過させたり、配備をしたり

ということは、現状において想定はしていない、

と。 

⑤この安倍答弁の真意は２点ある。 

第１に、米国の核によって守ってもらう。そ

のために核持ち込みを暗黙に認めること（前示

（ⅰ）（ⅱ））。 

第２に、米軍を日本が防護することも暗黙に

認めること。（前示（ⅲ）） 

⑥以上の２点と関連して日米間の核密約（１

９６０年）について述べる（２０１８年２月２６

日赤旗）。 

（ⅰ）トランプのＮＰＲは、核攻撃が可能な

戦闘機の北東アジアへの配備能力の保持や新型核

巡航ミサイルの導入を検討するとの方針を示し

た。この方針は、日本への核持込みの危険を強め

る方針である。ところが安倍政府は、日本の非核

３原則（核兵器を持たず、作らず、持込ませず）

（１９７１年国会決議）を米国は理解していると

して、その危険はないかのような答弁をする。 

しかし、日米間には日本への核持込みを認め

る密約（１９６０年安保改定時）があり、事前協

議の対象となるのは核兵器の日本への地上配備だ
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けであり、核搭載の米軍機や米軍艦の日本への立

ち入り（米軍機の飛来、米軍艦の寄港、領空・領

海通過）は対象とならないことが規定されてい

る。 

この密約は廃棄されずに今日に至っており、

今回のＮＰＲにより核持込みの危険は大きくなっ

たことを強調したい。 

 

Ⅱ 日立製作所の原発輸出 

（１）①２０１８年２月６日の衆院予算委で、笠

井議員（共）は、日立製作所が英国への原発輸出

プロジェクトを政府が推進している問題を取り上

げて批判した（２月７日赤旗）。 

 ②批判の要点は５点である。 

 （ⅰ）福島事故で原発撤退の流れが強まるなか

で、政府は日立の原発輸出を後押ししている。 

 （ⅱ）資金面を含む協力が両政府担当相との間

で取り決められているのではないか。 

 （ⅲ）日立の原発新建設計画には、政府が全額

出資の日本貿易保険（ＮＥＸＩ）を活用して１０

０％の政府保証をつけることが可能だが、ＮＥＸ

Ｉが２０１７年１２月に日立に提出した趣意書に

は保証を承諾することが明記されているのではな

いか。 

 （ⅳ）政府が１００％保証をつければ、このツ

ケは国民に回る。 

 （ⅴ）そういう原発輸出はやめるべきだ。 

 （２）では、日立の原発輸出の背景にあるのは

何か。「日立原発輸出――危険な国策」（赤旗２

月１６、１７日）の要旨を要約して参考に供した

い。 

 ①日立は、２０１２年１１月に英ホライズン・

ニュークリア・パワーを買収した。同社は、英国

アングルシー島に原発２基を建設し、２０２０年

前半の運転をめざしている。 

 ②国際協力銀行や３巨大銀行が融資を検討して

おり、日本貿易保険（政府全額出資）が日本側融

資分を全額保証する構想になっている。 

 ③原発輸出には巨額な投資が必要だ。原発事業

は安全対策費などで建設費が膨らみやすい。貸し

倒れのリスクが高いと判断したメガバンクは、融

資に政府保証をつけることを条件に挙げた。 

 ④福島事故後、安全規制強化のため建設コスト

が高騰し、原発ビジネスのリスクは大きくなって

いる（東芝の米原子力子会社ウェスチングハウス

は経営破綻し、東芝は巨額の負債を抱えた）。 

 ⑤採算の見通しが悪く、政府保証がなければ出

資者の確保も難しい。 

 ⑥福島事故から１年３ヶ月後の２０１２年６月

に日立が発表した「電力システム事業戦略」は、

原子力事業の柱に「海外事業の推進強化」を据

え、「原子力新規建設の国への重点拡散」を強調

した。そして売上高を１１年度の１６００憶円か

ら２０年度に３６００億円へ増やす目標を明記し

た。そして２０１２年１１月にホライズン・ニュ

ークリア・パワーを買収し、英国の原発事業に足

を踏み出した（前述①参照）。 

 ⑦日立が原発事業にしがみつく理由は、政府の

経済・エネルギー政策にある。安倍政権は、イン

フラ輸出を経済政策の柱の１つに位置付けてい

る。またエネルギー政策では、原発を「重要なベ

ースロード電源」とし、３０年度に発電量の２０

～３０％を原発で賄うとしている。つまり、原発

は将来の「主力商品」「主力電源」としている。

政府が再稼働や原発輸出の旗振りをしたのは、前

述の政策があったからだ。 

 加えて原子力産業界には、国内の原発新増設が

実現せず、原子力の人材や技術が後退するいらだ

ちもある。 

 ⑧なお、２０１９年に最終的な投資判断し、２

０２０年代前半に１基めの運転開始の予定として

いる。 
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 （３）①以上の記事は、原発事業がいかに巨大

企業であり、政府の「国策」に副い政府の支援な

しには成り立たないことを示しているのである。 

 ②このことと関連して２つの事実を記す。 

 （ⅰ）２月１９日、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）

と日本貿易保険は、海外で原子力発電事業を展開

する日本企業への公的な金融支援を２０１８年度

にも再開する方針を固めた。この方針は、安倍内

閣の原発輸出推進の政策に沿うものである（２月

２０日赤旗）。 

 （ⅱ）２０１８年２月２０日、経産省審議会

「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会（政

府の中長期的なエネルギー政策の方針「エネルギ

ー基本計画」の見直しを検討する分科会）」が開

かれ、財界、労組、消費者の４団体が意見を述べ

た（２月２１日赤旗）。 

 （ⅲ）経団連は、“原発はベースロード電源と

して活用すべきで、２０３０年以降も一定規模の

原発活用は不可欠であり、一定規模のリプレース

（建て替え）・新増設を政府施策に盛り込むべき

だ”と述べた。 

 日本商工会議所は、原発の早期運転再開をすす

め、新建設・リプレースの検討を始めてもらいた

い、と述べた。 

 （４）核・原発問題の締め括りとして２つのこ

とを記す。 

 ①２０１８年２月８日、ノルウエー（ＮＡＴＯ

加盟国）の国会が核禁条約に署名・批准する可能

性について、政府に調査を行うよう求める決議を

可決した（２月１０日赤旗）。 

 ②（ⅰ）２０１８年３月１１日（福島事故から

７年となる３・１１）と前後して、「原発ゼロの

未来へ 福島とともに 全国集会」など３つの全

国集会が東京都内で開かれる（２月２７日赤

旗）。 

 （ⅱ）その１つの集会「原発ゼロの未来へ 福

島とともに 全国集会」（原発をなくす全国連絡

会開催）に参加する小田川全労連議長の語ったこ

とを記してまとめとする（大要）。 

 ⓐ「原発ゼロ」の世論と運動が原発勢力を追い

詰めているのが現情勢である。その注目すべき出

来事として、「原発ゼロ法案」の国会提出の動き

が始まっている。 

 ⓑ原発運動中止を求める裁判でも運転中止の判

断が出ている。 

 Ⓒドイツ、スイス、台湾など、世界各地で原発

撤退の動きがある。 

 ⓓ世界で省エネがすすみ、再生可能エネルギー

は急速に伸びている。 

 ⓔ今こそ「原発ゼロ」を訴えてうねりを作り出

すチャンスである、と。 

第４章 「働き方改革」現実像 

第１節「働き方改革」の現局面 

Ⅰ データ問題 

 ①（ⅰ）２０１８年２月１４日の衆院予算委

で、安倍首相は働き方改革法案（今国会提出予

定）についての従前の答弁を撤回した（２月１５

日朝日・河北・赤旗）。 

 （ⅱ）従前の答弁は、“厚労省の調査によると

裁量労働制で働く人の労働時間は平均的なほうで

あり、「一般的な者より短いというデータもあ

る」というものである。答弁の根拠としたのは、

厚労省「労働時間等綜合実態調査結果（２０１３

年１０月まとめ）である。これによると裁量制労

働で働く「平均な人」の労働時間は一般労働者よ

り１日で２０分前後短かったとしていた。” 

 だが双方の算出方法は異なっていた。裁量労働

制では１日の労働時間を調査したのに対し（専門

業務型平均９時間２０分。企画業務型平均９時間

１６分）、一般労働者については１ヶ月間で最長

の残業時間（平均１時間３７分）のみを調査し、

この時間に法定労働時間８時間を足して１日の労

働時間（平均９時間３７分）を算出していた。つ
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まり実態とはかけ離れた数字を比較するという杜

撰ともごまかしともいうべき数字を答弁の基礎と

したのだ。 

 答弁撤回に当り安倍首相は“おわび申し上げた

い。裁量労働制の方が短いというデータもあると

話をしているわけで、これのみを基盤として法案

を作成していない”、と強弁した（前掲朝日新

聞）。 

 ②ここで裁量労働制の拡大を批判している河北

新報社説の核心部分を引用する（２月２３日）。 

 この批判は正当である。  

働き方改革法案 

 「働く人の立場、視点に立って議論を進める」。今こそ、その原点に立ち返って議論し対処すべき時

ではないか。 

 ２つのことを指摘しておかなければならない。 

 １つは「裁量性の拡大がなぜ必要か」との問いに、政府はもはや説得力ある答えができなくなってい

ることだ。 

 裁量制は、あらかじめ決めた時間、賃金で働いたとみなす仕組みで、残業代は「定額」。政府は働き

方や労働時間を自ら決められるとメリットを挙げてきたものの、野党・労働組合は「定額働かせ放題に

なる」と批判してきた。 

 それに対する反論の根拠となったのが、一般労働者より裁量性の人の労働時間のほうが短いとする不

適切処理でつくられたデータだ。だが、問題発覚で、この根拠は失われた。 

 もう一つは、これが働く人の命と生活を守る役所のすることか、と厚生労働省に対し不信が増幅して

いることだ。 

 問題発覚後も、新たな不適切データが続々と判明し、加藤厚労相が「なくなった」とした調査原票が

厚労省地下室で見つかる体たらくだ。 

 この不適切処理は、裁量制で長時間労働を強いられている人にとっては厚労省の背信行為に等しい。

その原因を究明せぬまま、裁量制拡大の議論を進めることはできない。 

 裁量制拡大は、一部専門職を労働時間規制から外す高度プロフェッショナル制と共に経済界が求めて

きた労働規制緩和策で、その法案は２年以上棚上げされてきた。残業時間の上限規制などと抱き合わせ

で関連法案に盛り込まれ息を吹き返した経緯がある。                        

だが、この２つの制度は長時間労働の是正を旨とした働き方改革とは、やはり異質と言うほかない。関

連法案から撤回し、再考するべきだ。 

 ③この社説に附け加えたいのは、裁量労働制の

拡大の背景には、財界の労働規制緩和要求と、こ

れを受けた安倍政権の規制緩和政策があることで

ある。 

 ④２０１８年２月２６日、雇用共同アクション

（全労連、全労協など幅広い労働組合で作る）

は、裁量労働制をめぐる労働時間の捏造問題を批

判する緊急の国会前行動を行った。約１５０人が

集り法案撤回を求めた（２月２７日赤旗）。 

 ⑤３月１日、安倍首相は、参院予算委で、「働

き方」一括法案から「裁量労働に関わる部分を全

面削除する」と表明した（３月２日赤旗）。 

第２節 結びに代えて  

 （１）改憲阻止の運動 

 ①２０１８年２月２１日、「安倍９条改憲Ｎ

Ｏ！憲法生かす統一３０００万署名の達成をめざ

す札幌中央区円卓集会」（呼びかけ人札幌市中央

区の団体・個人）の呼びかけ人会が開かれ、３月
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２１日の集会開催を決定した（２月２５日赤

旗）。 

 ②２０１７年暮に結成された「３０００万人署

名を弘前で進める会」（立ち上げ、弘前市民）

は、会独自のビラを各戸に配布・回収し、署名を

集める活動を行っている（前掲赤旗）。 

 ③２０１８年２月２７日、宮城県内９条の会連

絡会は、仙台市繁華街で３０００万人署名活動を

行い、１時間で８７人の署名を集めた。須藤道子

みやぎ憲法九条の会世話人は、“安倍首相が憲法

に書き込む自衛隊は海外で戦争する自衛隊です。

私たちが大震災で頼りにした自衛隊ではありませ

ん”と訴えた（２月２８日赤旗）。 

 ④２月２５日、平和憲法・９条をまもる岩手の

会は、盛岡市で学習交流会を開き、県内から１５

０人が参加した（前掲赤旗）。 

 集会では、９条の会盛岡連絡会、釜石・大槌９

条の会、９条の会盛岡・盛南地区連絡会の各代表

が３０００万人署名のとりくみを報告した。 

 ⑤２月２５日、「９条守ろう！三種町民の会」

（秋田県三種町）は、結成総会と日本国憲法講演

会（講師・狩野節子秋田弁護士元会長）を開催

し、４０人が参加した（２月２８日赤旗）。 

 総会では、町民への「参加呼びかけ文」などを

決め、運動を加速させようと確認した。 

 ⑥同日、あきたネット（安保法制廃止、立憲主

義の回復を求める秋田ネット）は、秋田市で結成

２周年の「講演と意見交流の集い」を開き、約１

４０人が参加した（２月２８日赤旗）。 

 総会では、３０００万人署名に全力で取り組む

ことが決定された。また「イージス・アショア」

導入に反対する運動を進めることを確認した。 

 ⑦２月２４日、山形県鶴岡・田川革新懇は、鶴

岡市で日本国憲法を語る会を開いた（２月２８日

赤旗）。 

 ⑧２月２４日、全日本民主医療機関連絡会（全

日本民医連）は、第４３回定期総会で今後２年の

運動方針を決定した（２月２８日赤旗）。 

 「『３０００万人署名』の目標を達成して、必

ずや安倍改憲を阻止しましょう」とする総会特別

決議を満場の拍手で採択した。 

 （２）①ここに記したのは、ほんの１例にすぎ

ない。改憲阻止の運動は、今や全国の各地域で多

様な形で豊かな内容で日々繰り拡げられているの

である。 

 では、阻止運動の力点は何に置かれるべきか。 

 ②ここで渡辺浩（一橋大学名誉教授・９条の会

事務局・元日本法律家協会理事長）『戦後史のな

かの安倍改憲』（新日本評論社・２０１８年）の

次の指摘に学ぶことにしたい。 

 ⓐ目標は、あくまで改憲発議を阻止することに

置かれなければならない。 

 ⓑ９条への自衛隊明記の改憲の危機性を訴える

ことが重要だ。 

 Ⓒ安倍９条自衛隊明記の改憲の目指す方向は、

朝鮮半島非核化の流れをむしろ逆行させる道であ

る。 

 ⓓ加えて、市民と野党の共闘を一層広いものに

する「安倍改憲ＮＯ！市民アクション」により、

３０００万人署名」が提起されたことである。３

０００万という数字は、２０１７年１０月の総選

挙で投票した有権者５６００万人であったことか

らみれば、巨大な目標であるが、それをやり遂げ

ることは不可欠であるし、可能である。 

 ③私も渡辺氏の以上の指摘を共有し、２月分の

稿を終える。 

（２０１８年８月２８日了） 

 


