201２年 秋の情勢セミナー

募集要項

◇歴史の岐路を読み解く

●手続きは「申込書」に必要事項を記入し申し込んでください。受講料は第１講義に納入
してください。ＦＡＸでの申し込みも可能です。
●講義時間は、午後７時００分〜９時です。休憩、質疑応答の時間も含みます
●受講料は、６，０００円です。（税込み）
●申込みは個人申込みが原則ですが、労働組合などでの「集団受講」も受け付けています。
―集団受講 の場合でも 、申し込 み者は、
個人名でお願いします。

①11/14（水）

主催：京都労働者学習協議会

第１講義 くりかえしてはならない

講

ファシスト政党台頭の歴史的教訓
─イタリア「ファシスト党」、ドイツ「ナチス党」は議会を通じて

●会場は、 『京都学習会館』

②11/21（水）

（上京区堀川丸太町西一筋目上ル）です。

京都労働者学習協議会
電話（075）841-8141
FAX（075）821-3665

第２講義

右翼的政治潮流の広がりを直視

「日本維新の会」はどんな政党か
─〝靖国派〟との結びつきはなにを意味するのか

③11/28（水）

第３講義

失業と非正規労働のひろがり

望田

師

幸男

同志社大学名誉教授

講

永戸

師

辰夫

京都学習協講師

講

師

■二・四輪共に駐車場はありません。二条城

〝若年失業のひろがり〟とはどういう
ことか ─「雇用構造の変化」を考える

市営駐車場へお願いします。
●地下鉄丸太町駅・二条城前駅から『京都学

習会館』まで歩いて１０分以内です。

④12/05（水）

第４講義

生活保護受給者の増大

〝生活保護〟バッシングは何を意味す
るのか ─貧困と格差の一層のひろがりと日本社会
201２年 秋の情勢セミナー 申込み日時

年

月

氏

性別

名：

大一

講

吉永

師

純

花園大学教授

日
⑤12/12（水）

フリガナ

伊藤

大阪経済大学准教授

男・女

第５講義

問われる労働組合の任務

講

師

年齢

労働組合の政治闘争

才

─雇用不安、生活不安の抜本解決は政治革新から

現住所：

■講義時間：７時〜９時

■会場

京都学習会館

辻

昌秀

京都総評副議長

■受講料 ６０００円（消費税込み）

職場・学園：
労働組合名：
電話：職場（

（全国単産名：
）

―

自宅（

）

）

―
1２秋セミ

変革 の実践が地球的規模で すすんでいる。日本で も戦後の支配構造 と対峙する闘いが 厳しく展開
されて いる。わたしたちは〝 歴史的岐路〟に直面し ている。闘いを進 歩的方向におしす すめるため
には、情勢の底に流れている〝力〟を深く学び適用することが不可欠だ。
京都学習協は、秋と春に情勢セミナーを開催し「歴史の岐路を読み解く」として、課題を歴史的・
世界的に探研していきたいと思います。みなさんの積極的な参加をよびかけます。

「日本維新の会」結成
「古い政治」を強権的に
解雇規制緩和・軍事力強化・ＴＰＰ「参加」…

日本国憲法の下で歩んできたはずの私たちの社会の中で、民主主義を窒息 させるような異質の
危険をもつ政党が旗揚げされました。
橋下徹大阪市長が率いる「大阪維新の会」が１２日、大阪市内で政治資金 パーティーを開き、
７人の国会議員を集めて急造した｢日本維新の会｣の結成を宣言したのです。
同党が「綱領」と位置付ける「維新八策」の中身はどうでしょうか。経済 政策は、派遣法改悪
では飽き足らぬとばかりに大企業に都合のいい「解雇規制の緩和」を盛り込 むなど、国民生活を
どん底に陥れた小泉「構造改革」をより極端にした新自由主義です。外交・ 安保政策は、憲法９
条の改悪を 志向し、 「日米同 盟を基軸 」に軍事 力の強化 と売国の 環太平洋 連携協 定（ＴＰ Ｐ）
「参加」を打ち出すという従来型のアメリカいいなりです。
財界・アメリカ中心の政治にはメスを入れず、大阪府知事・大阪市長とし ての橋下氏のこれま
でのすべてがそうであったように古い政治の焼き直しにすぎません。
民主主義否定
同時に橋下氏の政治には、これまでの古い政治をより強権的・独裁的に行 おうとする危険な側
面があります。
橋下氏は知事時代の昨年６月、「今の日本に必要なのは『独裁』」と語り ました。市長就任後
は「今の日本に必要なのは『決定できる民主主義』」と言い出しましたが、 それがただの言い換
えだったことは、その後の言動を見れば明らかです。
一般市民の思想・信条にかかわる質問まで答えさせる市職員に対する「思 想調査」、教育への
露骨な政治介入に道を開く教育関連条例、公務員を橋下氏の下僕とするため の職員基本条例、モ
ノ言わぬ市職員をつくる政治活動制限条例…、そのすべてが憲法と民主主義 の精神を真っ向から
踏みにじる暴挙です。
それらは、教員や公務員などを 既得権者 として攻撃し、それとたたか う自分をヒーローと
描き出す手口や、 選挙で勝てば何でもあり とばかりに民主主義を歪曲（ わいきょく）する思
想のもとで進められてきました。
しかし、公務員攻撃の帰結は、大阪市の解体であり、現在も進行中の「市 政改革プラン」によ
る市民施策の約４００億円近い削減だったのです。
新党に集まった議員は、公教育を破壊する教育の市場化について「教育バ ウチャーでも株式会
社（による学校運営）でもなんでもいい」（みんなの党出身の小熊慎司参院 議員）などとことも
なげに言い放つ議員ばかり。松浪健太衆院議員は、自民党で生活保護攻撃の旗振り役でした。
資格問われる
橋下氏はいま、こうした議員で設立した新党を足場に次期総選挙で「基本 的には過半数を目標
にする」などと豪語しています。
しかし、代表たる橋下氏の「従軍慰安婦強制の事実に確たる証拠はない」という発言一つをとっ
ても「自国の歴史と政治的責任についてあまりに無知であるか、これらを意 図的に無視・否認し
て問題を矮小（わいしょう）化している」（アジア女性資料センターのアピ ール）卑劣な主張で
あり、国政を担うに値しないことは明らかです。
マスコミの洪水のような垂れ流し報道の中で「維新」に期待感を持ってい る人々も、「政治を
変えたい」という思いは一緒です。「維新」の実態を見極め語り合うことの 重要性がいよいよ増
しています。（藤原直)
（「赤旗」2012/9/13）

【学習資料】
軍国主義、ファシズム、ナチズムとは？
-------------------------------------------------------------------------------〈問い〉軍国主義、ファシズム、ナチズムという用語は、どう使い分けられているのですか？
〈答え〉 「軍国主義」とは、政治・経 済・文化のあらゆる面で全国民 を侵略戦争やその準
備に動員す る体制とそのイデオロギーを表 す用語ですが、そのあらわれ方 は国によって違い、
それぞれ特徴があります。戦前の日本の政治体制は、その意味で軍国主義そのものでした。
「ファシ ズム」の用語は、その発祥の地 であるイタリアだけでなく、暴 力的・専制的な政治
支配を表す 用語として、広くもちいられて います。ドイツのナチズムも「 ドイツ型のファシズ
ム」と表現 されることがあります。１９３ ０年代によびかけられた「反フ ァシズム統一戦線」
も、第２次 世界大戦の火つけ役となったド イツやイタリアなどのファシズ ムと侵略戦争の危険
に対抗するためによびかけられたものです。
「ファシ ズム」が一般的な用語となった のは、イタリアが１９２２年と いうもっとも早い段
階で、ムソ リーニを総裁とする国家ファシ スト党がクーデターで支配を確 立し、２５年以降一
党独裁体制 をうちたて、そのすさまじさを 世界にみせつけたことによりま す。その後、ドイツ
やポルトガ ル、スペインなど、似たような 暴力的・専制的な政治支配を表 す言葉として使われ
ていきます。
「ナチズ ム」は、ヒトラーを指導者とす るナチス（国家社会主義ドイツ 労働党）によってつ
くられたド イツのファシズムをさします。 ナチスは、テロとクーデターな どをくりかえし、１
９３２年１ １月の総選挙で第１党となり、 ３３年ヒトラー首班の連立内閣 を組織し、共産党の
非合法化、 さらに社会民主党など他の政党 を解散し、一党独裁体制をうち たてました。ゲシュ
タポ（秘密 警察）と強制収容所による残酷 な弾圧、議会制度の廃止、極端 な人種的排外主義と
侵略政策などを特徴としています。
これにた いして戦前の日本では、１９３ １年の中国侵略戦争開始以降、 軍部が発言力を拡大
するなかで 、軍国主義が強化されました。 そして、１９４０年には日独伊 三国同盟を結び、せ
まりつつあ る太平洋戦争にそなえて、大政 翼賛会発足をはじめ侵略戦争推 進のための国民動員
体制をつくりあげました。
しかし、 日本の軍国主義体制もファシズ ムの一種か否かについては議論 が分かれています。
それは、イ タリアとドイツの場合と日本の 場合は、大きく異なっているこ とがあるからです。
イタリア、ドイツと日本では、民主主義、議会制度の発展の度合いが違っていて、ムソリーニ、
ヒトラーが 政権を握るのは、テロやデマゴ ギーなどの暴力がありますが、 それと並行して国会
で多数を握るという経過をたどりました。
これにた いして日本では、天皇が絶対的 な権力を握っていて、最初から 議会の権限が制限さ
れており、 ファシズム政党が政権を奪取す るという経過をたどっていませ ん。また、天皇制権
力は、独占 大企業とともに、封建的な性格 の強い地主勢力を基盤にしてい たという特徴もあり
ます。（喜）

