講師奥野

その思想と背景︑特徴

京都学習協の第３３回集中セミナー 募集要項
●申し込みは、このテーマを学びたいと思う方は誰でも参加できます。
●申し込みの手続きは、簡単です。 「申込書」に必要事項を記入し申し込んでください。
ＦＡＸでも申込みができます（受講料は当日お支払いください）。
●講義時間は、午後１時〜５時
（休憩も含みます）
●受講料は、２，５００円です。（税込み）
●会場は、京都学習会館
（上京区堀川丸太町西一筋目上ル）です。
イズミヤ

【申込先】

京都労働者学習協議会
上京区堀川丸太町西一筋目上ル『京都学習会館』内

恒久

電話（075）841-8141
FA X（075）821-3665
■ 二・四輪共に駐車場はありません。二条

城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

龍谷大学教授

学習会館』まで歩いて１０分以内です。

京都学習協の第３３回集中セミナー 申込み日時
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京都学習協 第３３回集中セミナー
●日

時

●受講料
●会 場

２０１４年３月１６日（日曜日）
１３時〜１７時
２５００円
京都学習会館

職場・学園：
労働組合名：
電話：職場（

（全国単産名：
）

―

自宅（

）

―
第３３回集中セミナー

）

■学習資料

﹁最高責任者は私だ﹂
日本が海外 でアメリカ と肩を並
べて戦争でき るようにす る集団的
自衛権の行使 容認に向け ︑安倍音
三首相が暴走 を強めてい ます︒国
会答弁で歴代政権の憲法解釈を真っ
向から否定︒ 〝憲法とは 権力を縛
るもの〟とい う原則さえ 否定する
露骨な解釈改 憲の姿勢に ︑自民党
内からも批判がおきています︒

﹁ 時 々の 政 権 が解 釈
変更可能に﹂

「（政府答弁の）最高の責任者は私だ。私が責任者であって、私たちは選挙で国民
から審判を受けるんですよ。審判を受けるのは、法制局長官ではない」（１２日、
衆院予算委）

法改正推進 本部長︶と批判が続 出︒ 変更する ようなことを するとすれ
安倍首 相答弁の異 常さを示して い
ば︑政府 の憲法解釈ひ いては憲法
ます︒
規範その ものに対する 国民の信頼
安倍 首相はこれ までも﹁政府 が
が損なわ れかねない﹂ ︒自衛隊の
適切な 形で新しい 解釈を明らか に
イラク派 兵を強行した 小泉内閣は
するこ とによって 可能だ﹂︵５ 日
２００４ 年６月１８日 ︑政府によ
の参院 予算委︶︑ ﹁解釈をどう す
る憲法の 解釈について このような
るかは 政府一体と なって内閣法 制
立場を示 した閣議決定 を行いまし
局を中 心に判断し ていく﹂︵１ ０
た︒
日の衆 院予算委︶ と答弁︒解釈 改
憲法を はじめとする 法令の解釈
憲で集団的 自衛権行使は認めら れ︑ について ﹁法令の規定 の文言︑趣
解釈変 更にあたっ ては国会審議 は
旨等に即 しつつ︑立案 者の意図や
不要との立場を示しています︒
立案の背 景となる社会 情勢等を考
国会 との関係を 無視して一方 的
慮し︑ま た︑議論の積 み重ねのあ
に解釈 変更できる というのは﹁ 多
るものに ついては全体 の整合性を
数独裁﹂の発想です︒
保つこと にも留意して 論理的に確
定される べきもの﹂と 指摘︒この
ような考 え方を離れて ﹁政府が自
﹁ 便宜 的 変更 は 憲 法
由に憲法 の解釈を変更 することが
の信頼損なう﹂
できるという性質のものではない﹂
と断定しています︒
また小 泉純一郎首相 自身︑同年
２月２７ 日の参院本会 議で﹁憲法
について 見解が対立す る問題があ
れば︑便 宜的な解釈の 変更による
ものでは なく︑正面か ら憲法改正
の議論を することによ り解決を図
ろうとす るのが筋だ﹂ と述べてい
ます︒明 文改憲を認め るわけには
いきませんが︑安倍首相の発言は︑
歴代政権 が﹁論理的な 追求﹂の結
果として示してきた〝筋論〟を真っ
向から踏 みにじるもの で︑まった

「今までの（憲法解釈の）積み上げのままでいくというのであれば、そもそも安保
法制懇をつくる必要はない」（１２日、衆院予算委）

そも そも憲法は ︑首相をはじ め
国家権 力を厳格に 拘束するもの ︒
政権が 変わるたび に多数派が憲 法
の解釈 を自由に変 えることがで き
るなら ︑憲法が憲 法でなくなっ て
しまい ます︒内閣 に憲法の内容 を
勝手に変える権限はありません︒
それ を勝手に変 更できるとす る
安倍首 相の発言は ︑戦後保守政 権
がまが りなりにも 掲げてきた諸 原
則すら ことごとく 否定するもの で
す︒
﹁憲 法解釈を便 宜的︑意図的 に

国会で議論すべきとの指摘に─｢（安保法制懇の）結論を得たところで、与党におい
てしっかりと議論させていただく。この上において、解釈をどう判断するかについ
て、政府一体となって、法制局を中心に判断をしていく｣（１０日、衆院予算委）

を受 けてい なく ても︑ 同
盟国 などが 攻撃 を受け た
場合反 撃すると いうも の︒
政府 は１９ ７２ 年の参 院
決算 委員会に提 出した資料 で﹁我
が憲 法の下で武 力行使を行 うこと
が許 されるのは ︑我が国に 対する
急迫 不正の侵害 に対処する 場合に
限ら れる﹂﹁他 国に加えら れた武
力攻 撃を阻止す ることを内 容とす
るいわ ゆる集団的自衛権の 行使は︑
憲法 上許されな い﹂と明記 ︒８１
年答 弁書などで 繰り返して きまし
た︒
と ころが安倍 首相は︑﹁ 今まで
の︵ 憲法解釈の ︶積み上げ でいく
ので あれば︑そ もそも安保 法制懇
を作 る必要はな い﹂とも述 べ︑解
釈改 憲先にあり きの姿勢を 鮮明に
しました︒
こ の発言には 自民党内で さえ︑
﹁そ の時々の政 権が解釈を 変更で
きる ことになる ﹂︵村上誠 一郎元
行革 担当相︶︑ ﹁拡大解釈 を自由
にや れるなら憲 法改正は必 要ない
と言 われてしま う﹂︵船田 元・憲

立憲主 義を乱暴に 否定す
るものにほかな りません︒
同時 に憲法の改 定は︑
国民主 権の下︑厳 格な要
件の もとでの国 会発議に基 づき国
民 投 票 に かけ ら れ て 初め て 可 能
︵憲 法９６条︶ です︒実質 的な憲
法の 改定を﹁解 釈変更﹂の 閣議決
定だ けで強行す るのは︑国 民主権
を踏みにじるクーデターです︒
昨 年来︑９６ 条の要件緩 和の狙
いに 対して﹁立 憲主義破壊 ﹂と厳
し い 批 判 を受 け た 安 倍首 相 が ︒
﹁明 文改憲は難 しい﹂とし て解釈
改憲 へとひた走 る姿は︑邪 道の中
の邪道を行くものです︒
︵﹁赤旗﹂２０１４年２月１５日︶

「集団的自衛権の行使が認められるという判断も政府が適切な形で新しい解釈を明
らかにすることによって可能であり、憲法改正が必要だという指摘は必ずしも当た
らない」（５日、参院予算委）

﹁︵政府の ︶最高の責 任者は私
だ︒政府の答 弁に私か責 任をもっ
て︑そのうえ で選挙で審 判を受け
る﹂︒安倍首 相は２月１ ２日の衆
院予算委員会 で︑現行憲 法下で禁
止されてきた 集団的自衛 権行使の
憲法解釈を自 らの一存で 変更でき
るとの立場を示しました︒
集団的自衛 権とは︑自 国が攻撃

歴代政権にも背く
く道理がありません︒

国民主権に対するクー
デター
安倍首相の 発言は﹁最 高法規と
しての憲法の あり方を否 定し︑立
憲主義を否定 する︑きわ めて危険
なもの﹂︵日 本共産党の 志位和夫
委員長︶です︒
国民主権の 立場で国家 権力を制
限し︑国民の 人権を守る のが憲法
の本質的役割 であり︑立 憲主義の
原理です︒
このような 憲法の本質 に照らし
て︑憲法の解 釈は権力者 の恣意に
任せられるこ とがあって はなりま
せん︒
﹁論理的な 追求の結果 ﹂として
示してきた憲 法解釈を︑ 安倍首相
がいうように 選挙で多数 を取った
勢力が都合よ く変更でき るという
のは︑こうした閣議決 定にも反し︑

危ない安倍首相語録

