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一般社団法人八王子自治研究センター2015

一般社団法人八王子自治研究センターの

年度総会

憲主義・平和主義を否定するものとして、

2015 年度総会を 11 月 22 日（土）午後 1

その都度｢声明｣を発してきました。引き続

時 30 分から学園都市センターセミナー室

き自治体の自立と分権について、市民の命

で開催します。

とくらしについて基礎自治体（都道府県で

当センターは昨年 11 月 23 日に 2014 年
度総会で確認した方針に踏まえ、本年 2 月

はなく区市町村）の側から、具体的な発信
を続けていく方針です。

に一般社団としての法人化、4 月から八王
子市職員組合からの専従職員派遣（事務局

八王子自治研センター設立 30 周年

長）など組織体制を整備してきました。ま

八王子自治研

た各常設研究会の活動を中心に、とくに八

究センターは、

王子市が来年 4 月に中核市に移行すること

1984 年任意団体

から、東京における大都市制度（東京都と

としてスタート

区市町村の関係）のあり方や財政問題など

し 30 年が経過し

新たな分野への検討も進めてきました。

ました。そこで

また自治体を取り巻く政治・社会の動き

高校生プロジェクト

これまでの活動を振り返るとともに、「30

も見過ごせないものがありました。なかで

年後の八王子を考える」というテーマで、

も「特定秘密保護法」は民主主義や地方自

総会終了後、当センター顧問の辻山幸宣先

治そのものを危機に陥れるものとして、

生の記念講演会を開催します。講演会には

「集団的自衛権行使容認の閣議決定」は立

会員外の皆さんもぜひご参加ください。
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町村自治調査会など

2014 年度第 1 回理事会開催

＊なお、八王子市は(公益社団)東京自治

6 月 26 日、第 1 回理事会を八王子自治
研究センター事務所内で開催しました。

研究センターの団体会員です。
⑤連携している団体

この理事会では、法人化に関する登記手

八王子市民活動協議会、八王子シルバー

続き完了の確認、八王子市職員組合からの

人材センター、八王子介護保険サービス

事務局長の派遣、また前八王子市副市長の

事業者連絡協議会、八王子介護支援専門

田中正美さんの顧問の委嘱など決定しまし

員連絡協議会、八王子市地域包括支援セ

た。

ンター、八王子市民生委員児童委員協議

【理事会報告事項について】

会、八王子市医師会、八王子社会福祉協

１．取り組みの経過

議会、八王子市シルバー人材センター、

２．法人化について（2 月 7 日登記完

八王子商工会議所

了）

（2）調査・研究事業について

３．事務局長の派遣について(八王子市

【常設研究会】

職員組合と派遣協定を締結しまし

・こども政策研究会(児童福祉政策、こ

た)

ども支援全般）

４．中間監査報告（6 月 18 日実施）

・エネルギー環境政策研究会(再生エネ
ルギー、里山、CO2 削減)

【理事会協議事項について】

・高齢介護政策研究会(高齢者福祉、共

１．顧問の委嘱について

助の街づくり)

定款にもとづき、田中正美さん

・働き方研究会(非正規雇用、長時間労

(八王子市前副市長)に顧問を委嘱し

働、高齢者雇用、女性労働)

ました。

・財政研究会(国、都、市の予算分析、

２．概況とおもな取り組みについて

地方財政)

(1)八王子自治研究センターの概況につ

【政策プロジェクト】

いて

・大都市における分権・中核市制度研究

①１９８４年４月設立…本年３０周年を

プロジェクト(中核市移行、自治体長

迎えます。

期計画)

②個人会員…約 40 人(含む市管理職)

・公契約プロジェクト(八王子の公共調

③おもな団体会員
八王子市職員組合、八王子臨時・非常

達は年間約 1000 億円)
(3)設立 30 周年の取り組みについて

勤職員組合、八王子市公共サービス職

―これからの 30 年、これからの

員労働組合、八王子ワークセンター、

東京、多摩地域、八王子―

首都圏建設ユニオン、LLC 都市教育研

・八王子の街づくりについて、時間の幅

究所、西東京共同法律事務所、揺籃

を持って考える。

舎、連合三多摩地域協議会、

・同時に、2015 年 4 月は中核市移行、

④連携しているシンクタンク

各長期計画の見直し時期にあたる。

公益社団法人東京自治研究センター、

・八王子市の転換期にあわせた、自治体

公益社団法人地方自治総合研究所、八
王子都市政策研究所、公益財団法人市

政策について発信する。
３．補正予算について
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2014 年 7 月 8 日

集団的自衛権の行使容認と憲法解釈変更の閣議決定に関する声明
一般社団法人八王子自治研究センター
理事長 藤岡一昭
１
安倍内閣は 7 月 1 日の臨時閣議で、他国への攻撃に自衛隊が武力で反撃する集団的自衛権
の行使容認と、それお合憲とする憲法解釈の変更を閣議決定しました。また、国連平和維持
活動における自衛隊の武器使用拡大、自衛隊の後方支援について「非戦闘地域」に限るとし
たこれまでの制約の撤廃なども決定しました。さらに、これらを可能にするための自衛隊
法、武力攻撃事態法、国民保護法、その他関連法の改正を国会に提案するとしています。
本年５月１５日、安倍首相は私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する
懇談会」報告を受けた記者会見で「限定的に集団的自衛権を行使することは許されるという
考え方について研究を進め、憲法解釈の変更が必要であれば閣議決定する」と表明し、わず
か１ヶ月半後の閣議決定となりました。
２
戦後歴代内閣は、集団的自衛権の行使は憲法９条のいかなる解釈をもってしても禁止されて
いるとしてきました。言い換えれば、集団的自衛権の行使には、解釈ではなく憲法改正とい
う国民参加の慎重な合意形成が必要である、という考え方でした。
憲法は国家の基本法であり、内閣はもちろん国会や司法もその枠組みの中で存在します。一
内閣が、憲法の条文を変えずに、解釈によって「今までできなかったことをできるようにし
てしまう」ということは許されるはずがありません。
この意味で、今回の閣議決定は事実上の解釈改憲であり立憲主義の否定です。
３
閣議決定の内容を読むと、さらに危険な論理が組み合わされています。
「日本はこれまで憲法の平和主義のもとで経済発展を成し遂げた。しかし安全保障環境は
変化し、脅威は拡大している。もはや一国のみで平和は守れない。国民の生命、自由及び幸
福追求権が覆される事態に、政府は国民の命を守る責任がある。そのために必要最小限の集
団的自衛権行使は憲法上許される」というものです。つまり周辺状況が変化すれば、これま
で憲法上禁止されていたことも許される、という危険な論理です。武力行使新三要件もこの
考え方の上に成り立っています。
さらに閣議決定後の首相会見では、
「現行の憲法解釈の基本的な考え方は変わらない」「(集
団的自衛権行使と言っておきながら)海外派兵は一般に許されないという原則は変わらない」
「今回の閣議決定で日本が戦争に巻き込まれる恐れは一層なくなる」と真逆な説明がされま
した。
これに対して中国外務省は「安倍内閣は戦後の平和の歩みを大きく変えようとしている」
とし、国営中央テレビでは「軍国主義に突き進む」と報道されました。韓国外務省は「平和
憲法に従った防衛政策の重大な変更と見て鋭意、注視する」としています。

４
一方、６月末までに八王子市議会も含め地方１９２議会で集団的自衛権行使容認に
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反対、ないし慎重な対応を求める意見書が可決されました。
また多くの自治体首長も懸念を表明し、違憲訴訟を準備する動きもあります。
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４
一方、６月末までに八王子市議会も含め地方１９２議会で集団的自衛権行使容認に反対、な
いし慎重な対応を求める意見書が可決されました。
また多くの自治体首長も懸念を表明し、違憲訴訟を準備する動きもあります。
八王子自治研究センターは地方自治と住民福祉、自立した地域社会をめざしこれまで活動し
てきました。平和な社会と民主主義がなければ地方自治は成立しません。その基本は平和憲法
と立憲主義です。
この立場から、今回の安倍内閣による憲法解釈の変更と集団的自衛権の行使を容認する閣議
決定については、到底容認できるものではなく強く反対します。
また今後予測される関連法に関する国会審議について、立憲主義の立場で解釈改憲の違憲性を
追及するとともに、司法においても違憲審査権の行使を要望します。

【資料紹介】
八王子自治研センターでは各地に設立されている自治研究センターの地域情報、研究論文を収集・
公開しています。
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