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輸出は崩れている

財務省:2019年8月分まで

前回消費税率
引上げ時点それまで

プラス



鉱工業生産指数も崩れている。

経産省:2019年8月分まで

前回消費税率
引上げ時点

それまで
プラス



商業販売額も崩れている

経産省:2019年8月分まで

前回消費税率
引上げ時点

それまで
プラス



消費者態度指数どんどん下落

内閣府:2019年9月分まで



「街角景気」(先行き判断)もどんどん下落
(景気ウォッチャー調査)

内閣府:2019年9月分まで



景気動向指数先行指数下落続く

内閣府2019年7月分景気動向指数速報
一致指数は持ち直したがまた崩れている



日銀短観業況判断DIも下落中

日銀7-9月期まで



とうとう求人数も下落している!

厚労省:平成31年8月分まで

前回消費税率
引上げ時点伸び盛り



景気は崩れている!
•米中「貿易戦争」はどうなる?

•ブレグジットはスムーズにいくか?

•こんな中で消費税増税

•ポイント還元６月で終了。

•ほどなく五輪後。どうなる?



大阪維新圧勝の勝因——緊縮をウリにしてない

https://twitter.com/ishin_tokuda/status/1025204907811295232 こういうチラシを作らないと



積極財政に方向転換

プライマリーバランス
の黒字化を外した



地方と違い中央政府に
は「通貨発行権」があ
ります
「維新は緊縮」という
イメージが足を引っ
張っている。これを完
全払拭するためにも、
積極財政の姿勢を

橋下さんに近い



三春充希さんの
noteより

https://note.mu/miraisyakai/n/nf5ad70431ea0



愛媛県参議院当選ながえ孝子候補の公約

公式ホームページより



愛媛参議院当選ながえ孝子候補の実績宣伝

公式ホームページより 等々



滋賀参議院当選かだ由紀子候補の公約

公式ホームページより



滋賀参議院当選かだ由紀子候補の実績宣伝

公式ホームページより 等々



惨敗した日本未来の党のときは…

http://www.nippon-mirai.jp/about/



共産党も経済や暮らしを表に出すようになった
2019共産党の歌



三春充希さんの精密選挙分析より

青森何があった!?
立憲民主党が伸びた地域では何があったのか？（第25回
参院選精密地域分析Part2）

https://note.mu/miraisyakai/n/n71ab9e6ab09a



そしてとうとう…



れいわ新選組







明らかに他の野党より支持者の世代構成が若い

三春充希「れいわ新選組と他の野党の連携について① 」
https://note.mu/miraisyakai/n/na1ce452e4aba



参議院選挙で反消費税候補は大健闘!

山本太郎@熊本

石垣のりこツイッター
https://twitter.com/norinotes/
status/1151471782483783681

れいわ新選組
https://v.reiwa-shinsengumi.com/wp-
content/uploads/2019/07/c8f7c39132e61755c
e7ef4205c51f1b18_28900225_190718_0073-
1024x683.jpg



れいわ新選組との連携をめぐる動き

https://mainichi.jp/articles/20190912/k00/00m/
010/219000c

馬淵澄夫議員らと「消費税減税研究会」立ち上げ



レフト1.0 (70年代に全盛)
急進派

マルクス＝レー
ニン主義

穏健派
社会民主主義
高度福祉国家

・ 国家行政主導
「大きな政府」

・ 生産力主義(貧困脱却)

・ 労働者階級主義

・ 「社会主義」大国びいき
貧しい労働者大衆を救おう



レフト1.0 (70年代に全盛)
急進派

マルクス＝レー
ニン主義

穏健派
社会民主主義
高度福祉国家

・ 国家行政主導
「大きな政府」

・ 生産力主義(貧困脱却)

・ 労働者階級主義

・ 「社会主義」大国びいき
貧しい労働者大衆を救おう

非効率・
画一的

保守側が実現
環境問題

民族・性・障害
などの少数者に

無頓着

ソ連・中国に
よる侵略

レフト2.0 (90年代に全盛)
急進派

イスラムテロ容認
ディープエコロ
ジー

穏健派
ブレア「第三の道」
クリントン路線
日本民主党政権

・ 市場原理利用
NPO・コミュニティ
「小さな政府」

・反生産力主義
エコロジー

・脱労組依存
多様性の共生

・発展途上小国
の自立性尊重



「豊か」な自分たちの暮らしを見直そう

レフト2.0 (90年代に全盛)
急進派

イスラムテロ容認
ディープエコロ
ジー

穏健派
ブレア「第三の道」
クリントン路線
日本民主党政権

・ 市場原理利用
NPO・コミュニティ
「小さな政府」

・反生産力主義
エコロジー

・脱労組依存
多様性の共生

・発展途上小国
の自立性尊重

行政による安上
がりな利用

搾取・貧困持続

不況持続
失業解決できず

貧困労働者出現
移民による人権抑圧

一層野蛮な国

没落・貧困層主流派大
衆からの反発

ヨソ者ばかり
大事にしてオ
レ達は救われ

ない

極右隆盛

http://www.irasutoya.com/2014/04/blog-post_9196.html



欧米で台頭した反緊縮のレフト3.0

•レフト1.0の復活という側面。
大きな政府・生産力拡大肯定・労働者階級主義

•ただの逆戻り(レフト1.5)に終わるか?
•新たな総合に至るか? → その萌芽は見られる。



1.0の国家志向
vs

2.0のサードセクター
(ＮＰＯ・協同組合)志向

⇩
?



党首選中のコービンの協同党への発言
•私は公的所有を信じるが、戦後見られた
国有企業の遠隔操作モデルを望んだこと
は一度もない。…私は鉄道を再国有化し
たいが、公的コントロールは、単なる国
家的コントロールを意味するのではない。
乗客も鉄道労働者も政府も協同して鉄道
を運営し、私的利潤のためではなく、
我々の利益のための運営を実現すべきで
ある。このモデルは、古い労働党のトッ
プダウンの運営と、保守党が望む、公共
サービスの私物化のための無責任な民営
の、双方にとって替わるものである。

https://party.coop/2015/09/14/8679/



2018年労働党大会で



ポデモスの元ブレーンたちの本『もうひと
つの道はある』では

•随所で再国有化を主張しているが…
•企業の民主的経営と社会的協同組合
を推進する欧州政策を制定する。

•労働組合と労働者が企業の経営陣に
参加する共同運営のモデルを導入し
て、企業を民主化する。

•農家および原材料の販売者による協
同組合の設立を推進する。



1.0の労働者階級主義
vs

2.0の多様性共生志向
⇩
?



2017年の総選挙でのコービンの街頭演説
•私たちは誰なのか?
我々は若い、我々は年取っている、我々は黒
人で、我々は白人で、我々はゲイで、我々は
ノンケで、我々は身体障害者で、我々は身体
障害者でなくて...。
そう、我々こそがコミュニティーです!
我々は一緒なんです!

(聴衆:歓声)
これがコミュニティを作る観念なのでしょう。
こういったコミュニティーの観念が数年前の
炭鉱夫のストライキを支えたのです。
こういったコミュニティーの観念が製鋼所工
員を支えるのです。

訳:ハンドル名cargo
http://ameblo.jp/cargoofficial/entry-12281817181.html



2017年の総選挙での英労働党のマニフェストの
タイトル

少数者のためではなく、
多数者のために

レフト2.0の感覚では
ありえないタイトル



サンダースの自伝から
•第一に、私たちは、人種差別、性差別、同性愛嫌悪を、その
国から跡形もなく取り除かなければならない。すべての人に
まともな仕事を提供し、若者により良い教育を提供すること
が、その取り組みの要になると私は確信している。リベラル
派の多くは、ただ偏見に「反対」することだけが、公正で公
平な社会の実現に必要なことだと思っている。それは正しく
ない。すべての男女が、アメリカ社会に居場所──それはま
ともな給料の仕事のことだと私は考えている──を持つよう
になって初めて、嫉妬と不安から生み出される憎悪を根絶や
しはじめることができるのだ。そして、すべてのアメリカ人
が、さまざまな侮辱に立ち向かえるだけの経済的ゆとりを持
てた時こそ、アメリカ人は偏見から解放されるだろう。大月
書店(362-363ページ)



1.0の生産力志向(雇用重視)
vs

2.0のエコロジー志向
⇩
?



グリーンニューディール

バルファキスも オカシオコルテスも

英労働党も



地球環境と景気も良くするグリーン・
ニューディール（2019/10/18京都）

https://www.youtube.com/watch?v=Oe34hviszHQ&t=3969s



地球環境と景気も良くするグリーン・
ニューディール（2019/10/18京都）

https://www.youtube.com/watch?v=Oe34hviszHQ&t=3969s



欧州急進左派の内紛による伸び悩み
•トロイカに屈服し緊縮政策の果てに政権
を追われたギリシャ急進左翼党

•イグレシアス党首ワンマン化で粛清相次
ぐポデモス。アイデンティティ政治に傾
斜して、経済政策ブレーンは離党。

•コービン周辺のベテラン幹部の女性差別
発言、ユダヤ差別発言で若者が離反。



欧州急進左派の内紛による伸び悩み
•ドイツ左翼党幹部ヴァー
ゲンクネヒトは、極右台
頭に対抗し、左派ポピュ
リズム路線純化志向→移
民制限の主張へ。
党内反差別派との内紛。

レフト1.0と2.0の総合は容易ではない!



われわれが勝たなければ
•海外進出企業からの利潤送金年々増加

•⾧期的に円高進行の圧力

•輸出は不利に。輸入品に圧迫され製造業農業衰退

•ますます企業が海外に脱出



今のＥＵは第四帝国

ネットのあちこちに出回っている画像



日本の支配層にとって成功モデルなのでは?



住友商事グローバルリサーチ2016年9月の記事「グラフで見るASEAN経済の魅力」
https://www.scgr.co.jp/report/survey/2016092119706/

安倍政権成立後、東南アジアへの企業進
出が急増!



なぜアメリカの入らないＴＰＰにこだわる?
•内閣官房のＴＰＰ政府対策本部のサイトでは、進
出企業が現地政府を訴えることができるようにす
るISDS条項について、

「海外で活躍している日系企業が、
進出先国の協定に反する規制やその
運用により損害を被った際に、その
投資を保護するために有効な手段の
一つになる」
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/q&a.html#7-5



東南アジアが日本企業の経済圏になると
•製造業は、みな東南アジアに移転。

•国内に残る高付加価値部門は、高プロでこ
き使って国際競争力を維持する。

•国内労働の多数は非正規低賃金のサービス
労働。円高で激安輸入品で生活できるので
低賃金でも生かしていける。



自衛隊が海外派兵できるようにする狙いは?
•海外進出日本企業と関係日本人の実力によ
る保護にあるのでは?

★「ショバ」争いのライバルとしての中韓
との対抗と、北方安全のための対露融和

☆ 地域帝国主義の盟主の地位を支える「ナ
ショナルプライド」意識



新たな対抗課題は?
•与党・橋下新党を上回る反緊縮政策で、景
気・雇用を求める世論を獲得して選挙勝利。

•円高抑制政策とともに、法人税ダンピングを
許さない国際連帯、低賃金国の労働条件改
善・賃上げのための国際連帯で、企業の海外
移転や激安輸入品との競合をなくす。

•外国人労働者、女性、高齢者なども、同様に
労働条件改善・賃上げで雇用の競合をなくす。



80年前の教訓!

•二大政党のリベラル派民政党は、緊縮政策
で大不況をもらたし世論の支持を失う。

•社会民衆党系穏健派リーダーは、弱腰すぎ
るとみなされた。

•反資本主義的で労働ポピリュスト的な麻生
路線の社会大衆党は、軍国化を支持し、大
陸侵略に加担していった。



新薔薇案組織図



移行期間の暫定体制
•松尾代表、西郷事務局⾧、久下会計、大
石事務局員、岡田事務局員からなる「移
行事務局」で運営する。

•重要事項は朴勝俊氏など元呼びかけ人を
含めて協議するほか、テーマごとに適宜
人を含めて協議する。

•議決機関としての協議機関設立をもって
新組織発足。薔薇マーク１周年の来年２
月をめどに。



暫定ルール

•本会公式のものでない、関係者の言動は
自由ですが、本会に責任が及ばないよう
に、各自の責任でお願いします。


