SPRING, 2016

PRESENTED BY JCP

Check!

学費半
プランっ額化
て？
詳しくは
P4

山添 拓
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もうひとつの未来を、
いっしょに作ろう。
本当に変えたいのは、ニュースとしての政治ではなく、数字としての経済ではなく、
私たちの生きている生活、私たちの生きていく未来。
そんな願いを託そうと、いま、日本のあちこちで、新しい挑戦が始まっています。
その一つが、自民党に対抗する統一候補や野党共通政策をつくる動きです。
自分たちの候補者、自分たちの政策、自分たちの政府を、市民がみんなでデザインする。
…そんな時代が始まるかもしれません。
「この道しかない」と首相は言います。そんなはずは絶対にない、と私たちは思います。
もうひとつの未来、もうひとつの政府、もうひとつの生活、
一緒に探ってみませんか。
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弁護士

やまぞえ・たく

山添 拓

参議院東京選挙区予定候補（日本共産党）

プロフィール

1984 年 京 都 生まれ。2007 年 東 京 大
学法学部卒、
2011 年早稲田大学大学
院法務研究科修了。学生時代は学生自
治会委員長として学費値下げ運動など。

2011 年弁護士となり原発事故被害賠償
の弁護団に。残業代請求、過労死事件、
ユニオンの顧問など、労働問題が専門。
自由法曹団、
日本労働弁護団、明日の自
由を守る若手弁護士の会などに所属。
趣味は登山、
スキー、鉄道写真。

「いまの政治が変わってほしい」

88%

18歳・19歳への

世論調査

（NHK・2015年11〜12月）

みなさんは、どんな社会で生きていきたいですか。
どんな仕事につき、どんなスタイルで生活していきたいですか。
いま、政治を変えて、私たちの生活をもっと豊かにできるかもしれない。
そんな気運が生まれています。夜10時帰宅、家事子育ての9割が女性、大学に行くのに数百万……。
こうした“日本の当たり前 ” を覆そうと、野党が結束して動き始めたからです。
「一日の労働時間に上限を」「正規も非正規も同一賃金を」「返済しなくてよい奨学金を」
「希望者すべてが入れる保育園を」――どれも、もし実現すれば日本で初めてのことです。
けっして空理空論ではありません。ヨーロッパの国々ではすでに実現していることです。
「いまの政治が変わってほしい」という88％の思いを一つにまとめることができれば、日本も必ず変えられます。
「この道しかない」と安倍首相が強権的な古い自民党型政治を復活させて3 年。
賃金は下がり続け、ブラックな職場と非正規雇用が増え続けています。もう十分です。
私たちには、もっと別の政治や社会のあり方が築けるはず。
みんなでいっしょに“もうひとつの未来 ” を作りませんか。
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選挙でどこまで変えられる？
“もうひとつの未来”までの距離

この夏の選挙は、日本の政治のターニングポイントになるかもしれません。今までバラバラだった野党が、過半数をとることを目指して結束し始めました。
テレビのニュースでも「おおげさでなく、戦後政治の大きな転機になるのではないか」と語られています。まずは、その可能性を考えてみましょう。

START!

今年7月の参議院選

まず、今の国会の力関係はこちら。
自民・公明が協力すれば何でも決められる状態です。
総議席

総議席

衆議院
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議席に
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（自民・公明）

136
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五十嵐仁

ライン

過半数
122議席

ただし、それが世論というわけではありません。自民
党の選挙での得票率は3割台、投票に行かなかった
人も含めれば支持は1割台です。

の野党共闘に、複数区と比例代

与党

無投票・
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24%
野党

27%

無投票・
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議席で逆転

過半数

過半数

122議席

るのは共産党です。前回2013年

「 自公 vs 民 共 の 対 決、
決して負けるわけにはい
かない」（首相）。首相
は衆参それぞれで 3 分

5議席増。13都道府県の複数区
で共産党候補が13人当選して15
議席増という可能性だってある。
共産党が前回以上に伸びれば、

238議席

NEXT?

逆転するには
START
!
RE

の 2 の賛成がいる憲法
改正も目指しています。

野党が
共通政策の
作成へ

それが政治を変える大きな力になっ
ていくでしょう。」

与党

SPONCE
E
R

野党

野党 5 党の
合意成立！

25%
25%

絶対得票率

+88

ライン

とりわけ大きな『伸びしろ』があ

野党共闘と合わせて、与野党間

2013 参議院

+15

議席

議席に

ライン

の議席差はひっくり返せますし、

2014 衆議院

野党

150

ば与野党が逆転します。1人区で

参院選と同様の躍進をしただけで

STOP!

475

「参議院は、15議席ひっくり返せ

ば、選挙結果は大きく変わります。

ライン

162議席

過半数
238議席

総議席

議席で逆転

（政治学者・法政大学名誉教授）

表での野党各党の善戦が加われ

316議席

今年中？の衆議院選

議席で
2/3割れ

野党

106

参議院

242

与党

総議席

242

+9

5 党共通政策の作成へ。安保・憲法だけ
でなく、
格差是正、
社会保障なども協議中。
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E
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全有権者数に対する得票率

WHY?
与党の議席が多数になるからくりは、選挙制度にあ
ります。今の選挙制度は「小選挙区」（トップの1人
だけが当選する仕組み）が中心。僅差でも1位の政
党が議席を独占できてしまいます。

PR

O BLE M

＃野党は共闘

ついに、野党 5 党の合意
それから 5 ヶ月、
が成立。民主、共産、維新、生活、社民の

共産党が
政権構想
を発表

5 党が、参院選の１人区で野党候補を一
本化することに。（2016.2.19）

「立憲主義」ってそんなに大事なの？と疑問に思う方もいるかもし
れません。でも、
これは、個々の政策とは次元の違う、
あらゆる政治
議論の大前提です。これが守られなくなったら、法治も民主主義も
成り立たない。憲法学的には「独裁」状態です。野党がこの一点で
結束したのには、
そういう重大な理由があります。
さらに、
「立憲主義の回復」には、
もっとポジティブな意義もあります。
憲法には、私たちの生活に関わる指針がたくさん書いてあります。憲
法を活かしたらどんな“もう一つの未来 ” がひらけるか、一緒に考え
てみませんか。

共産党が、市民の声に応えて、野党連
立政権の構想（国民連合政府構想）を
発表。「安保法制を廃止し、立憲主義
を回復する」という一点での共同を野党
各党に呼びかけ。（2015.9.19）

次ページに続く

野党に投票している人の方が多いのに、議
席は与党が圧倒的多数。この「小選挙
区マジック」のもとで、
「集団的自衛権」
「原発の再稼働」「消費税10％」（いず

れも国民の6割以上が反対）などが次々

と進められてきました。この状況を変える

には、野党が結束するしかない。
「＃野党
は共闘」――そんな市民の声がわき起こ
りました。

COLUMN

3 年前、共産党前進のインパクト

ブラック企業規制へ政治が動き出した。
「ワタミ vs ブラック企業キラー」（自民 vs

す。厚労省が5000社立ち入り調査（8割

共産）と報じられた3年前の参院選。共産

以上の企業で違法行為が発覚！）
。国会で

党は議席を大きく増やして「議案提案権」

も、就活生をブラック企業から守る法律が

2013年
参院選

議席

を国会に提出した。ここから政治が動き出

してムダではない。

議席

2014年
衆院選

を獲得。さっそく「ブラック企業規制法案」 全政党の賛成で成立。私たちの1票は、決
議席

11
21
議席

SPRING, 2016

PRESENTED BY JCP

2012 年 韓 国、ソウル市 立 大

の授業料が半額化。2013年ドイ
ツ、全大学の授業料がゼロに。
2016年チリ、まずは30％の学生
の授業料がゼロに。2016年アメ

負って社会に出るというのは、あ
まりに異常。18 歳選挙権という
チャンスを使って流れを切り替え
ませんか。

だれもが安心して
学べる大学
憲法

第26条

1

山添拓の

提案
2

大学の授業料を毎年値下げし、
10年後に半額に

すべて 国 民 は︑
⁝その能 力に応
じて︑ひとし く
教育を受ける権
利を有する︒

リカ、公立大の無償化を掲げる
バーニー・サンダース上院議員が
民主党の大統領選候補で躍進。
……今度は日本の番です。「学費
は大学まで無償に」という世界の

大きな流れに合流しましょう。
いま、日本の学生は、7割がア
ルバイトに従事、５割が奨学金を
借りています。平均300万円〜多
い人では1000万円のローンを背

国立も公立も私立も値下げ。
予算規模は毎年1100億円増

月3万円の給付制奨学金を創設、
まずは70万人＝大学生の4人に1人に
予算規模は2500億円

3

奨学金の
返済負担を軽減

すべて無利子化、所得に応じて減額・免除

4

ブラックバイトを
監督・指導

現状を受け入れ
もっとよい社会

大学に相談窓口をもうけ、
労働法教育をカリキュラム化

もっと
な経済

NEWS

国立の学費40万増計画、
いったんストップ
昨年10月、衝撃のニュースがかけめぐった。財務省の審議会に
提案された今後15年間の大学予算削減案。これが学費に転嫁

Manifesto

されれば、国立大の授業料は53万円→93万円に激増する。こ
の問題を報じた共産党のネットニュースは、年間トップのアクセ

共産党の選挙公約

学費半額化 10年プラン
国公立大も私大も、10年間で授業料を半減する。

ス数に。急速に世論の批判が広がるなか、ひとまず今年の予算
カットは回避された。ただし、来年から毎年予算カットしていく
計画はなくなっていない。各党がこの問題でどんな公約を掲げ
るか、よくチェックしたい。

大学予算を毎年1100億円ずつ増やせば実現可能。

私立

18
.3
万円
3万円.6

国立

53
.6
万円

私学助成
毎年

86
.4
万円

900

半額

国立授業料
毎年

億円

2.6

万円

（万円）

値下げ

持続可能な
経済
成長
憲法

すべて 国 民 は︑
健康で文化的な
最低限度の生活
を営む権利を有
する︒

第25条

この20年間の推移
大企業のためこみ金（内部留保）・兆円
一般家庭（ 2 人以上世帯）の月収（手取り額）・万円
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内部留保：財務省「法人企業統計」から。資本金10億円以上の企業約5000社の合計
手取り収入：総務省「家計調査」から。２人以上の勤労世帯の手取り収入の実質値

最後に根本的な問題です。日
本はなぜ、ずっと不況なのでしょ
うか。20 年間にわたって経済成

山添拓の

提案

い。大企業の儲けの蓄積（内部
留保）は増え続け、過去最高、

収入がこんなに下がれば、国
内消費が増えるはずがありません。
国内消費が増えなければ、国内
生産が増えるはずがありません。
それが、
経済成長ゼロの原因です。
「賃金を下げながら成長する」と
いう大企業本位の経済成長モデ
ルの破たんです。

一般家庭の収入は減り続け、こ
の20年で月収（手取り額）が平

アベノミクスが失敗した原因も
同じです。大企業減税と金融緩
和で、株価は2倍に上がり巨大企

長ゼロという国は、先進資本主
義国のなかでも日本だけです。
左図の2つの数字を見てくださ

300兆円に達しました。ところが、

均 7 万円減。これが不況の正体
です。

業と投資家だけは大儲け。消費
税増税と物価上昇と非正規雇用

1

最低賃金を
時給 1500円まで
引き上げ

首都圏の最低生計費
（生活に必要な費用・全労連試算）
は
19.1万円＝時給1508円

拡大で、庶民はいっそう貧困化。
その結果、国内消費はますます
冷え込みました。
原因がわかれば解決策もハッキ
リします。景気回復の最大のカギ
は、賃金を上げること。そして消
費税増税を止めること。1% にも
満たない巨大企業と投資家を応
援する経済政策から、99％以上
を占める中小企業と労働者を応
援する経済政策へ。政策を逆転
すれば、日本経済は必ず活力を
取り戻します。
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むりなく就職
できる社会
憲法

すべて 国 民 は︑
勤労の権利を有
し︑
義務を負う︒

第27条

山添拓の

提案
2

就活のルールを策定

1

卒業後3年間は新卒扱いにし、
解禁日破りにはペナルティ

職場のブラック度に関する各企業の
情報を就活生に全面公開
2016年から部分的にスタート！

共産党の「ブラック企業規制法案」 を
成立させ、労働時間に絶対上限を

3

残業は年360時間、
月45時間まで

4

保育士や介護士、中小企業における
低賃金を国の予算で抜本改善

れる必要はない。
会にできるはず。

と公正
済へ

NEWS

ブラック企業に就職してしまっ
たら、どうしたらいいですか？
――私たちの労働実態調査で、
学生からよく質問されます。たい
へん深刻な問題です。就職先は
何十社も受けてやっと見つかる状
態で、選ぶことなんてできない。
それなのに、やっと入った企業が
ブラックだったら…。実際、大卒
の3 人に1 人が、3 年以内に離職

しています。
働くことは、憲法に定められた
基本的人権です。労働基準法に
は、その労働条件が「人たるに
値する」ものでなければならない
とも明記されています。これを就
活の基本ルールにしましょう。
「就
活に失敗したから」といって保障
されないものは、基本的人権とは
言えません。

アベノミクスで日本は
「一億総ブラック社会」?!
安倍首相のスローガンは「世

アベノミクス

界一、企業が活躍しやすい

3 年間の結果

国」。そのもとで、ブラック
な労働を防止してきた最低

非正規雇用

+172

限のルールが撤廃されようと
しています。準備されている
法律は３つ。①派遣労働の

万人

自由化（昨年成立）
、②残
業代ゼロ法案（準備中）、
③解雇の自由化（準備中）
。

正規雇用

-23

この3つが実現すれば、日本
に過労、うつ、首切りがあ
ふれかえることになるでしょ

若者への家賃補助、
認可保育園の増設、
ひとり親家庭の児童手当の拡充
など、生活保障中心の予算編成へ

4
2

サービス残業
（不払いの残業）
を一掃
サービス残業は残業代2倍のペナルティを課す

3

「同一労働同一賃金」
「均等待遇」を労働法に
明記し、非正規の貧困を解消

5

消費税10％増税は
延期ではなく中止
代替財源は、富裕層減税・法人税減税を
やめることで確保可能

万人

う。絶対に止めなければなり
ません。

総務省「労働力調査」

COLUMN

共産党の経済ヴィジョン

「ルール」が資本主義を
進化させる
日本には、働き方のルールが少なすぎる。世界有数の長時間
労働、4割にのぼる非正規雇用、4人に1人が年収200万未満。
共産党は、この弱点をただす「資本主義の枠内での民主的改革」
を提唱しています。

ここから始める経済再生
雇用

・所得

10.7

兆円

（平均１人 185 時間／年）

同様にして、

9.9

兆円

好循環

サービス残業
を一掃

改革の現実性は、ヨーロッパが証明しています。最低賃金は

生産

GDP
消費

6.4

兆円

税収

5.5
9400

1200円〜1500円、残業は月4〜5時間、有給休暇は4〜5週間（完
全消化）、年間労働時間は日本人の4分の3、大学まで学費無
料……それでも日本よりも経済成長し続けている国が多数です。

兆円

それは1人1人が豊かになることが、経済成長の大きな原動力に
なるという考え方です。
億円

（新規の正規雇用 300 万人分）

ルールの整備は企業のイノベーションを喚起し、持続的な経済
発展をつくる基盤にもなる。かつて80年代に、日本の自動車産
業が世界のトップにおどり出たのは、東京都で排ガス規制条例が
作られたのがきっかけでした。条例への対応の結果、燃費のい

有給休暇の 100％取得

新規雇用 152 万人

GDP 5.3 兆円増／税収 5100 億円増

非正規の正規化
（希望者）

正社員化 326 万人

GDP 3.0 兆円増／税収 7700 億円増

ルは企業を進化させ、資本主義を進化させる。

最低賃金を全国一律 1000 円／時に

1056 万人の賃金アップ

GDP 2.1 兆円増／税収 3500 億円増

革」は、むしろ国を衰退させることと同じです。後ろ向きの改革は、

（ため込み金）
のうち、
以上に必要な企業の負担額は 25.4 兆円。企業の内部留保
この１年間で増えた分
（34.8 兆円）
の一部を活用するだけで実行できる。
試算：労働総研「2016春闘提言」

い車がつくられ、世界的なシェア拡大につながったのです。ルー
労働のブラック化で、企業だけの目先の利益を拡大するような
「改
もうやめよう。
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憲法は未完の
プロジェクト
山添拓の

提案

今度の選挙、安倍首相が目指すは「憲法改正」（そのためには改憲

勢力で2/3以上の議席が必要）。対する野党の共通目標は「立憲主

義」。いまの憲法を活かすか、変えるか、戦後最大の分かれ道です。

「もう古いから、変えたほうがいいのでは？」という意見もあります。

でも、いまの憲法に書いてあることって、どれくらい実現したのでしょう

か。古くなるほど使い切ったかどうか、ちょっと考えてみませんか。もし、

まだ十分に実現していない “ 未完のプロジェクト” だとしたら、この憲
法には大きなポテンシャルがあるということになります。

立憲主義で日本を変える

21条

私の所属する日本共産党は、憲法の全条項を活かして包括的な日本の改
革に取り組むことを提唱しています。前のページで見た「ひとしく教育を受
ける権利」（26条）
、「働く権利」（27条）だけではありません。性の平等

を指針に

「電波の停止もありえる」――高市総務大
臣の発言が大問題になりました。安倍政権
になってから、政府に批判的なテレビ番組
への政治介入があいついでいます。「一切の
表現の自由は、これを保障する」
「検閲は、
これをしてはならない」と定めた憲法21条

（14条）、社会保障の充実（25条）などなど、課題は山積。憲法を活か
してこなかった長年の自民党政治、こんな風に変えてみませんか。

25条

を指針に

貧困をなくす

の出番です。

いま、年収200万円以下の労働者は1100

万人以上。4人に1人です。これは「健康
で文化的な最低限度の生活を営む権利」
を定めた憲法25条に違反しています。まず

13 条

を指針に

は働く人の最低賃金を上げて改善しましょ
う。保育園に入れない、介護が受けられない、
医者にかかれない…これらの社会福祉の改
善も、25条が定める国のミッションです。

13条

を指針に

として尊重される」という条文です。人は一
人一人、固有の生き方がある。その多様な
個性の尊重を。学校も、職場も、街も、こ
れを指針にもっと豊かな空間にしましょう。

ふるさとを
回復する
COLUMN

追求に対する国民の権利」の侵害です。す
べての被災者の幸福追求権を回復すること。
そして、二度とこんな事態を起こさないこと。

上記の権利が全部なくなる？！

自民党の改憲案を
読んでみる

3.11後の日本は、憲法にかけて誓うべきです。

を指針に

日本共産党の

提案

1

2

自民党の憲法改正草案って読んだことありますか？ とても

東アジア共同体をつくる

ショッキングな内容です。参院選で自民・公明・おおさか
維新が3分の2をとったら何が始まるか。選挙前に必読です。
変えようとしているのは、9条だけではありません。国民の

北東アジア平和協力構想

北東アジア規模で戦争放棄を誓う
「友好協力条約」を締結
北朝鮮問題を「6 カ国協議」で
解決し、北東アジアを非核化する

いま、新しいトレンドがアジアで力
強く発展しています。2015年大晦

日、東南アジアで
「ASEAN 共同体」
が正式に発足。人口6億2000万

人、世界最大の地域共同体の誕
生です。
注目したいのは、この共同体のルー
ル。「武力による威嚇または武力
の行使の放棄」「紛争の平和的
手段による解決」――日本の憲法

9条にとても似ています。この約束
を履行するべく、ASEAN は、年
間1000回を超える外交対話をお
こない、実際に“ 紛争はあっても
戦争にはしない” 状態を維持し続

多様性を
認め合う

夫婦別姓、LGBT、さまざまなマイノリティ
の個性。憲法は、そのすべての尊重をうたっ
ています。憲法13条「すべて国民は、個人

原発事故は、住み慣れた町で安心して暮ら
していく権利を、多くの人から奪ってしまい
ました。憲法13条「生命、自由及び幸福

9条

表現規制を
許さない

3

4

義務を増やし、権利を減らす条文がたくさん。上で紹介した
条文は全部、なくなるか、制限されます。
特に重大なのが、「第9章

領土紛争をエスカレートさせない
行動規範を締結
日本の侵略戦争と植民地支配の
反省を、友好の土台とする

けています。東南アジアにあった
米軍基地はすべて撤去。軍事同
盟もなくなりました。そして最近、
各国首脳から、北東アジアでも同
じような平和条約を結ぼうという
提案が相次いでいます。
この「もうひとつのアジア」のトレ
ンドに、完全に立ちおくれている
のが日本です。安倍政権は軍備
拡張を押しすすめ、日本の軍事費
は史上初めて、5兆円を突破しま
した。ひたすら「抑止力」に頼る
外交戦略です。しかし、こちらが
軍拡すれば、あちらも軍拡します。
その悪循環を絶つ真の平和へ向

けた戦略が、今こそ必要です。
安倍政権の軍拡に歯止めをかけ
るためにも、他国の軍縮
を促すためにも、
北東アジアで
必要がある
の共同体づ
%
くりへ日本
必要がない
がリーダー
どちらともいえない・
無回答
シップを発
%
%
揮するため
にも、憲法9

16

57

条をなくすこ
とは 巨 大 な
損失です。

緊急事態」という新たな章

の創設。「緊急事態」を首相が宣言したら、法律なしで内

27

憲法9条を改正する
必要があるか
（ NHK ・ 18 ・ 19 歳ヘの世論調査より）

閣が命令を発することができるようになる。国民はその「指
示に従わなければならない」。文字通りの独裁です。「実際
に発動すれば、授権法（ナチス独裁を許したドイツの緊急
事態法）と実質的に変わりない運用がされる危険がある」
（長
谷部恭男・早大教授）と警告される、恐ろしい条文です。

自民党改憲案のポイント
基本的人権
（ 11 条）

表現の自由
（ 21 条）

生存権
（ 25 条）

「公の秩序に
反しては
ならない」

「公の秩序を
害する」
ものは
「認められない」

「家族は…
助け合わなけれ
ばならない」

削除される

新設される

平和的生存権
（前文・9 条）

国防軍
（9 条）

個人の尊重
（13 条）

集団的自衛権
（9 条）

基本的人権の重要性
（97 条）

緊急事態条項
（第 9 章）
国民の「国を守る気概」
（前文）

SPRING, 2016

PRESENTED BY JCP

この夏の参議院選挙に立候補を表明した山添拓弁護士。

山添拓と学生でトーク

現場の声が
“もうひとつの未来”をつくる
穂香
大学４年生

なぜ弁護士から
政治家へ？
今回、山添さんが日本共産党か
ら立候補を表明されました。
凌太
穂香

どういう思いがあったのでしょうか。

今度の参院選は、今の日本国憲
法を生かすか殺すかの正念場だと考え
ています。
山添

秘密保護法、集団的自衛権、戦
争法ときて、次は憲法を変えようという
動きがありますね。

凌太

安倍政権が 2/3 以上の議席を
とったら、憲法改正の足がかりがつか
めてしまう。そういうときに、憲法を日
常の仕事の支えとしている弁護士とし
て、国会で役割を果たせるのではない
かと思ったわけです。
山添

穂香 私たちも安倍政権ってどうなん
だとか、学生として何ができるのかと
か、
日々考えています。

山添さんは学生時代、社会や政
治とどう向き合ってきたのですか。
凌太

入学したのは 2003 年、
イラク戦
争が始まった年でした。21 世紀になっ

山添

てまだ戦争をやるのか、
と思いました
ね。世界各地で反対運動が起こり、
日
本でも声をあげる学生たちがいた。
凌太

聞いたことがあります。

山添 おかしいことに対して声をあげて
いいんだ、私も関わりたい、
そういう生
き方を模索したいと活動に加わりまし
た。仲間と一緒に世の中を変える動き
に触れたのが学生時代でした。
凌太 そういう中で弁護士になろうと
思ったんですね。

仲間と群馬まで行って、
ハンセン
病の元患者さんとお話したことがありま
した。いまの日本国憲法のもとでも国
の施策で差別され、人間として扱われ
ずにきた被害の実態とともに、
「 人間回
復を」
と一緒に闘ってきた弁護士がい
たことを知り、心を動かされました。
山添

凌太
大学４年生

まだ 31 歳と若く、弁護士としては駆け出しながら、原発

事故の被害賠償、過労死事件や痴漢冤罪事件などに関

わってきた。そんな「現場の人」として活動してきた彼が、

なぜ政治の道に進むのか。学生時代に抱いた初心から意
外な趣味まで、現役学生との対話を覗いてみた。

愛読書は時刻表

とが奪われる、取り返しのつかない被
害です。物質的な問題だけでなく、
そ
の地域にしかないコミュニティ、東京で
は想像もつかない人と人との密接な繋
がりを奪われています。
穂香 私も福島へ行って、
相馬、浪江か
ら仮設に移った方とお話したことがあ
ります。

凌太 政治家って庶民とは違うイメー
ジがある。趣味とか教えてください。
山添

ゲームにはまったりしなかったん
ですか？
山添 好きなものはとことん好きだけ
ど、
そうじゃないものには関心がなかっ
たな。

僕も行きました。メディアでももっ
と、
現地の情報を伝えてほしいです。
凌太

憲法で保障されている生存権、
自己決定権、幸福追求権が奪われ、
自
ら命を絶つ方もいます。その無念さを
直接聞いて、感じてきました。事故を
起こしたのは誰か、責任をはっきりさせ
ない限り、
また同じことがやられる。
山添

やりがいを感じていた弁護士か
ら、
政治家への転身に踏み切ったのは？
凌太

山添 弁護士って、
法律を使いこなす
だけが目的の職業じゃない。苦しめら
れている人の権利を回復していく。憲
法を活かしていく仕事のはずです。
凌太 そういう仕事がしたくて弁護士
を志したとのことでした。

弁護士は、
マイナスになった権利
を回復させていく、一人ひとりに寄り添
う仕事です。政治はもちろん一人ひと
りが出発点ですが、
ひとつの法律を作
ることで、救える範囲が幅広く生まれ
る。世の中全体を変えるためには、
そ
ういう仕事も必要だなと思いました。
山添

人権をマイナスにされた人を救
うのが弁護士だけど、政治家はマイナ
スを作らないようにできるんですね。
凌太

山添 被害が起きたときみんなが裁判
をやったら大変。いつまでかかるか分
からないですし。原発でいえば、次の
被害を生まない、再稼働をどうするの
か、安全基準をどうするのか、
これは政
治が判断すべきことです。

山添さんが弁護士活動をしてい
たことって、
すごく大きいですね。相手
に FACE to FACE で向き合うことを出
凌太

凌太

これは、政治でも同じだと思います。事
実に基づかない、理念やスローガンだ
けの政治、生活実態とかけはなれた政
治は、浮いている。必ず矛盾が生じる
し、破綻をきたす。事実が持つ力はそ
れだけ重い。
凌太 山添さんが活動してきた経験、
生かされるんじゃないかな。
選挙に向かう中でも、困難に直
面する多くの方の現状、事実を示しな
がら、
それに対して政治がどう向き合う
のかを示していきたいです。
山添

奨学金・子育て…
将来への不安に
どうこたえるか
私、奨学金を月 8 〜 9 万円くら
い借りています。700 万円近くを返し
穂香

ていかないといけない。この借金を返
すために、就職も自分の希望だけでは
選べません。
いま、半分くらいの学生が奨学
金を借りています。こういう不安に対す
る政策を教えてください。
凌太

私もいま、奨学金を返していま
す。学生時代からこの問題に取り組ん
できましたが、高い学費は、学ぶ権利や
職業選択の自由を奪っている。抜本
的な改革が必要です。日本共産党とし
ても、
最近、
新しい政策を発表しました。
（P.4 を参照！）
山添

弁護士が元患者さんと一緒にお
風呂に入って
「裁判やろう」
と励ました、
という話ですね。

発点に、
個人の尊厳を回復させようとし
てきた。

10 年間で授業料を半額にするため
に、毎年 1100 億円ずつ予算を増やす

そういう仕事をしたいなと思いま
した。一人ひとりに寄り添って、権利
侵害の事実を社会に告発し、裁判で違
法性や不当性を認めさせる、
そういう仕
事をやりたいと。

穂香

まだ駆け出しですけどね
（笑）
現場を見てきたことが強みだと
思います。友人と話しても、
「 政治家は
口では言っているけど、国民生活は変
わっていない、本当に国民を見ている
のか？」
というところで政治不信、無関
心が広がっているのを感じます。

計画です。また、給付制の奨学金制度
をつくるために 2500 億円程度の財政
支出を行います。

安倍さんからは人間の命・個人
の権利を尊重している姿勢が見えてき
ません。

穂香

山添

弁護士になって、色々な相談を
受けてみてどうでしたか。

凌太

事件や問題によって要求は様々
ですが、多くが政治の冷たさによって苦
難を負わされていると感じます。
山添

穂香 山添さんは、
2011 年に弁護士に
なったそうですね。大震災と原発事故
の年に。

山添 原発事故の被害賠償に関わって
きました。放射能汚染によってふるさ

山添

凌太

法律によって切り捨てられる人
の生活を現場で見ていれば、実感を
伴って国会で議論できると思います。
そういう国会議員が増えることで、諦め
や不信感も変わっていくんじゃないで
しょうか。
穂香

弁護士になる時、先輩から
「弁
護士の仕事で大事なのは事実だ」
と教
えられました。法律家って、法律をよく
知っていてそれを駆使する仕事だと思
われがちですけど。
山添

穂香

たしかに。

山添 どういう事実関係で事件が起き
たのか、
見極めて、
捉えきることが大事。

鉄道は子どもの頃から好きです。

穂香

わからなくはないです。

ゲーム時代って誰もが通過する
ものだと思ってました。
穂香

欲しいと思わなかったんです。
小さいテトリスはやってたけどね。

山添

なんで小さい頃から鉄道好きな
んですか？
山添 家から鉄道が見えたんです。小
さい子って乗り物好きじゃない？毎日
眺めていました。
穂香

穂香 例えばこの鉄道は老朽化してな
くなるかもしれないから、乗った方がい
いとかありますか。

ここがおススメとかはありますよ。
愛読書は時刻表でした。

山添

穂香 時刻表を読んでいると何が心の
中で起こるんですか。

ここからあそこにいくにはどうし
ようとか、
ここが乗り継ぎできるとか、
ダ
イヤ改正でこうなった、
とか。
山添

凌太 乗り換えアプリと比較してどうで
すか。

アプリでは出ない別な列車の方
が効率よい場合もあるし、乗りたい列
車で探すには時刻表がいいんです。
山添

凌太
山添

サンライズ・エクスプレスは。

3 〜 4 回乗ったかな。

穂香

寝台列車はいいものなんですか。

山添

寝台列車で迎える朝は格別です。

凌太
穂香
山添

1 回経験してみたい。
1 回でいい。
僕は 100 回くらい乗りました。

目を覚ました時に
「ここはどこだろう」
「 今どの辺かな」と。白々と夜が空け
ていくんです。
穂香 ロマンチックですね。寝台列車
はまだあるんですか。

穂香

なくなっていく方向なんですよ。
もともとJR は国有鉄道で、鉄道は国民

山添

例えば、
トヨタに対して国は研究
開発減税だけでも年間 1000 億円を超

の財産だった。それを株式会社に売却
し、地域の足となっている在来線を切
り捨ててきたんです。

える減税を行っています。これくらいの
予算規模なら、
すぐにできます。

マーガレット・サッチャーみたい
ですね。

安倍政権は、消費税増税して、
社会保障に使うって言っていました。
なのに、保育園が少ない、
日本死ねとい
うくらいの不満がある。消費税を上げ
た分はどうなってるんですか。

民営化万歳論だね。国鉄民営
化から、27 年。残る寝台列車はサンラ
イズだけになってしまいました。

山添 社会保障の充実には使われてい
ません。しかも消費税を上げても、国
の税収全体は増えていないんです。消
費税を上げたために景気が冷え込んだ
ことに加えて、大企業や高額所得者へ
の減税をやっているからです。

山添 唯一残っているサンライズ・エク
スプレス、ぜひ乗ってみてください。

財源のイメージがわきづらいで
すね。

凌太

凌太 「日本死ね」
と声があがった背景
ですね。

山添 税金が自分たちのために使われ
ていない、多くの方の実感ですよね。

山添

凌太

山添

穂香 乗れるチャンスがどんどん減って
いるんですね。
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早くしろや

2

イライラ

奨学金を借りて
学んでいる大学2 年
ネム田ネム夫です
コンビニバイト、深夜の
シフトはレジも品出しも一人きり…
明日の一限、大丈夫かな…

1
うう…もうダメ…
バイトやめます…

5

からだ壊した…
休ませて
ください

4

3

ん！ ブラックバイトの
SOS！
！
きた！

お願い
ヤマゾエ
!!!

忙しいし、疲れて体調
悪いし、お金ないし…
デートなんて夢の夢…

ハ !? じゃあ
代わりのバイト
連れて来いよ!!

へ
最低賃金1500円

学費半額化

へ!

8
ブラック
バイト電話相談

待って！
いい相談先が
あるよ! !

6

ブラックな働き方、
次の選挙でいっしょに
なくしましょう!!

7

日本共産党

ってどんな党？
日本共産党ってどんな党？

POINT 2

対抗する力

対案

安保法制、ブラック企業、学費値上
げ…、重大問題にロジカルな国会論
戦と市民との共同で立ち向かう。3年

「反対野党」のイメージが強いが、自
民党への「対案」がもっとも明確な
党でもある。「北東アジア平和協力構
想」
「テロをなくす4提案」
「財政提言：

前の参院選では、ワタミやユニクロの
実態を告発して「ブラック企業」を
選挙の争点に浮上させ、選挙後に「ブ
ラック企業規制法案」を国会に提出
し、政府の重い腰を動かした。

3年前の参院選で、東京では自民党に次ぐ

「第二党」の比例票を獲得した共産党。

いま注目されている6つのポイントを紹介します。

POINT 3

POINT 1

POINT 4

政権構想

野党結集
をリード
「いま政局は共産党中心に動いている」
とも言われる。バラバラだった野党の結
集（共通政策づくり・選挙協力・連立
政権）をいち早く呼びかけたからだ。
今年2月から、民進党・生活の党・社
民党と本格的な政策協議が始まった。

共産党には二つの連立政権構想があ
る。①安倍政権の暴走を止め、立憲
主義・民主主義を回復するための暫
定政権＝「国民連合政府」 構想。
民進党、生活の党、社民党に提案し
ている。②「脱・アメリカ言いなり」
「脱・
巨大企業優遇」の二大改革を果たし、
資本主義の枠内でよりよい社会を目
指す「 民主連合政府 」 構想。……
どちらもルーツは国民の声。政府のカ
タチは国民が決める。

消費税増税に頼らない別の道がある」
「即時原発ゼロのエネルギー提言」
などなど。全面的な対案で「もうひと
つの日本」を指し示す。

POINT 5

POINT 6

一貫性

自由と
民主主義

企業献金も労働組合献金も受け取ら
ない。政党助成金も受け取らない。
市民の個人献金で活動する。一貫し
てブレない秘訣はここにある。助成金
や票目当ての離合集散もしない。

「共産党」といっても中国とは全く違
う。自由、民主主義、個人の尊重が
根本理念。ソ連のチェコ侵略やアフ
ガン侵略や言論弾圧も徹底批判して
きた。この立場で、安倍政権の時代
錯誤の強権政治にも立ち向かう。

山添拓

参院選・東京選挙区でいちばん

若い予定候補者。その原点は、
高学費、イラク戦争、3.11。

ってどんな人？

山添拓事務所

〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-3 斉藤ビル1階

03-5840-5801

info@yamazoetaku.com

山添拓の3つの断面を紹介します。

1

2

3

学費に怒った
ゼロ年世代

福島に通う
弁護士

ブラック企業
と闘う毎日

2000 年代、大学の年間授業
料の値上げは私立80万／国立
50万のラインをついに超えた。

2011年に弁護士に。最初に取

毎月、渋谷や新宿の街頭で労

り組んだ仕事が、原発事故の

働・バイト実態調査。その場

賠償訴訟だった。「あの日から

で法律的な相談にも乗る。日

山添拓は東大の仲間と学費値

時が止まり、荒れ果てた光景に、

本郵便の過労自死事件など、

下げを求める運動を起こし、4

現地に通うたびに言葉をなく

法廷でもブラック企業と対決し

年後の東大に“ 年収 400 万円

す。二度と繰り返さないために、

てきた。その経験から「安倍

以下の世帯は授業料ゼロ”とい

国と東電の責任をはっきりさせ

政権の労働法改悪は人の命を

う制度を実現。

たい。」

奪う」と全力で警鐘。

official web site

www.yamazoetaku.com
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