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2012.9.22 研究所設立 10 周年記念「県政を考えるシンポジウム」基調講演  

地域主権改革・道州制で住民の暮らしはよくなるのか？  
                     自治体問題研究所主任研究員 

                                         ＮＰＯ法人 多摩住民自治研究所研究室長 

ＮＰＯ法人  日野･市民自治研究所理事 
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本日は、とちぎ地域・自治研究所設立 10 周年の記念シンポジウムにお呼びいただきま

してありがとうございます。10 年経ったのかなぁと思って、感慨無量であります。設立の

時の講演は実は私だったのですよね。そういう縁もあってこれは行くしかないかなと思っ

て来ました。 

ご承知のとおり世の中、妙なこと、とんでもないことになっていまして、ものすごく忙

しいです。毎日新しいレジュメを書いている感じです。  

 

１ 沖縄県民大集会に参加して 

９月９日に沖縄で大集会がありましたね。

どうしても出て来いというので行ったんで。

感動しました。本当にすごいですよ。沖縄は

今、全然燃え方が違います。まず、朝、人々

が集まる前に琉球新報の号外が配られるんで

す。８枚立ての号外です。沖縄タイムスも同

じです。とにかく参加者にどんどんどんどん

配るんです。 

私も若い時からいろいろな集会などを企画

したり、事務局でもやったりしましたが、こ

んな経験初めてですね。すごいです。同じ琉

球新報なのですが、その日の集会の中でこれを配ったんですよ。集会の中で号外を出した。

集会で写真を撮ってすぐに輪転機を回したんです。日曜日ですよ。全社挙げて取り組んで

います。これですよ、ただ事じゃないでしょう。別に、沖縄タイムスが嫌いじゃないんで
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すよ。たまたま琉球新報だったのですが、みんなもっているんですよ。   

1995 年に少女暴行事件がありましたね。あの年、阪神淡路大震災が起きました。阪神淡

路大震災の時は、自治体問題研究所の仕事としても現地に 1 年半、1 週間に 1 回ずつ通っ

たんですけれど、少女の暴行事件が起こって、その時に、自治体問題研究所は全国組織な

ので沖縄の研究をやれないようなら解散したほうがいいという思いがありました。それで、

宮本憲一さんをトップにしたチームを作りました。太田知事（当時）に談判して、太田知

事も是非受け入れたいということで、研究チームが通うということにしてもらって始めた

んです。そして、岩波書店からすごく立派な研究書を２冊出しました。さらに。沖縄の実

践的な部隊、研究的な部隊、地方自治の研究所を作ろうということだったんですが、これ

はなかかできないことでした。私はそのこともあって沖縄でずっと連続講座なんかをやっ

てきているんです。1995 年以降 40 回近く沖縄に通っています。正直言いまして、自分の

無力をひしひしと感じるんですけど、なかなかできません。  

今、沖縄の中では、本土との差別感、被差別感がものすごく広がっていて、沖縄独立論

が力を得ています。率直に申し上げますけれど、要するになぜ本土の人々は自らの課題に

してくれないのか。一言で言えばそれだけです。沖縄の問題だと思っているのではないか。

沖縄と連帯するとか言うけど、連帯じゃダメなんだと。自分達が作っている政府がこうい

う行為をしているのだとなぜ思わないのか。こういうことですね。これは私がずっと通い

ながら思い続けていることでもあるんです。これはこの間の集会のバッチです。さすがに

これを普段して歩こうというほど元気じゃないんですけど、今日は皆さんにこれをお見せ

しようと思ってつけてきました。 

実は、1963 年３月に全国の自治体問題研究所が誕生しました。来年で半世紀、 50 周年

ですね。次いで、全国に呼びかけて、都道府県レベルで研究所を作ろうということになっ

て、東京では２つ作ったんですが、私のいるところは、かつては「三多摩」と言っていた

多摩地域、現在は 30 市町村がありますけど、そこ

に研究所を作りました。1971 年に作りまして、去

年実は 40 周年だったんです。私はその活動にずっ

と関わってきておりますけれども、その 40 周年の

記念行事がいっぱいありました。その１つに、昨

年 7月 20日付けで私と中村八郎さんという防災問

題の研究者とで「大震災 復興へのみちすじ」と

いう本を出しました。 

私は、阪神淡路大震災の経験もありましたが、

１月のうちに現地に入ったのですが、人生観が変

るかと思いましたね。その現場を見て、これはダ

メだと、これは入れ込むしかないなと思いました。

それで何人もの首長さんにお会いしましたら、み

んな率直にいろんなことを語ってくれました。右

とか左とか関係ないです。それで今日本の政治が

どうなっているか、このときわからなければダメ

だと、みんな被災地でご本人たちが仰いましたね。 
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今沖縄がそうです。全市町村が立ち上がっていますね。根本から変えなきゃダメだって

みんな言っているんです。今度の集会で多くの報道があるからご承知だと思いますが、こ

れが今度の沖縄の集会で配られたプログラムです。誰がしゃべっているかというと、沖縄

県市議会議長会会長、沖縄県議会議長、沖縄県市長会会長、沖縄県商工会連合会、これは

沖縄県の商工会議所で、その会長です。連合沖縄会長、沖縄県婦人連合会会長、沖縄県農

協中央会会長、沖縄県町村会会長、沖縄弁護士会会長、これオール沖縄です。いないのは

県知事だけ。でも県知事はメッセージ出しましたよ。いいメッセージでした。私はこれを

聞きながら、いろんなことを思いましたが、どれも真剣でいい話でした。  

その中で、商工会議所の会長さんが「米軍基地と中小企業は相容れない」って言ったっ

たんですよ。わかりますか。米軍基地で最も大きな被害を受けているのが中小企業家だっ

て言ったんです。しかも具体的な例を挙げて話されましたよ。「もう我々は変らなければい

けない」って仰いました。こういう集会にさすがにこういう立場の方が出られたのは初め

てだそうです。 

集会場は宜野湾市の中で、歩いていくと普天間基地があるところで、大きい広場で行わ

れました。宜野湾市では、いわゆる保守、革新が激突する形で市長選が行われて、現在の

市長さんはいわゆる保守系の人です。でも市長さんはこう仰いました「私が政治家を志し

たのは、普天間基地をどうしても返還させたいからです。私の政治的使命はそれに尽きま

す。」と仰いました。つまり、今はこれまでとは明らかに質の違うところに来ているんです。

私たちは先ほど申し上げましたように、「連帯」なんて気持ちで済ませていいのかというと

ころに来ているんだと思います。自分の課題としてどう考えるのか。日本国憲法の下にお

ける主権者としてどう考えるのかということですね。 

そして今度の県民大会のひとつの特徴は、本土からの参加者がいつになく多かったこと

です。話していたら、あなたは三鷹市、調布、じゃあ飲むかみたいなことになって、集会

が終わったら飲むことになったんですね。実にいろんな事をみなさん仰いましたが、私の

胸を非常に打ったのは、「実は沖縄の問題も頑張れよとは思ったけど、自分の問題だとは思

っていなかった。でも福島の事故が起きて、実は自分達が全部辛いことをそういう地域に

押し付けて生きてきた、そのことが良くわかったと。これは自分の問題なんだと、初めて

考えた。首相官邸前の集会に何回か参加するうちに、主体的ってどういうことか考えるよ

うになった。だから来ました。」とこう言いました。そういう人結構いましたよ。私たちは

少し構えを変える必要のあるところにきているのではないでしょうか。 

それは倫理の問題でもあります。倫理主義というのはいい言葉ではないですけれども、

実は倫理の問題ですよね。ドイツで原発を止めたのは倫理委員会っていう名前の組織でし

ょ。大統領から独立した組織の倫理委員会っていう名前の組織が原発を止めたんですよ。

今、私たちの世界というのは、「どう生きるかというのを問われている」そういうことだと

思うんです。だから、単に気合を入れるだけではなくて、生き方をお互い豊かなものにす

るために、学び合い行動し合うということが求められている段階に来ていると思うんです。 
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２ 韓国、そして世界は激動期に 

今日 10 周年でお話ができてとても嬉しいんですけど、実は 1963 年 3 月に自治体問題研

究所ができた時もすでにそうだったのですが、世界中でこういう地方自治の研究所を作っ

たのは日本が初めてなんです。大体ヨーロッパにはこんな組織どこに行ったってありませ

ん。労働組合がその中に研究組織的なものを作るという試みは無くは無いのですが、市民

と自治体職員と研究者が共同して研究所を作っている組織、私もヨーロッパは結構行って

いますけど、どこの国にも無いんです。世界で初めてです、こんなことやっているのは。

これは非常に重要なことで、私たちはこの国で主権者になるのはどの位置からなるのかと

いうことを考える上でとても意味を持つと思うんですね。 

お隣の韓国では、1989 年の終わりくらいまでに、国民が軍事政権をついに片付けました

からね。そして、1990 年台の初めにキム・ヨムサムという大統領が現れました。それまで

韓国の憲法に地方自治の規定があったのに、軍事政権の下で全く発動されなかったんです。

それをキム・ヨムサム政権が初めて地方議会の選挙もやるということを約束して、地方自

治が動き始めたんです。しかし皆さん、韓国の人たちは地方自治をやったことが無かった

んです。ずっと軽視されてきたんです。それで日本に数多くの研究者がやってきまして、

手伝ってくださいと。自治体問題研究所にも幸いなことに多くの研究者が現れて手伝って

ほしいというふうに言ってきたんです。その時、私は事務局長という位置にいまして、宮

本憲一という大変優れた理事長がおられました。実は、宮本先生の地方自治に関する本は

宮本先生が全然知らないのに海賊本でいっぱい作られていて、韓国語で翻訳されて読まれ

ていたんです。さすがであります。それで是非ということになって、「池上君やるかい？」

って言われたので、「それはやるしかないでしょう」ということになったのが 1992 年のこ

とでした。 

93 年、94 年とだんだん交流が深まってくることになりましたが、もちろん政府の機関

同士の間でもその話は進みました。日本の政府は韓国の地方自治の確立のためにそれなり

に当時力を尽くしました。韓国で作られた地方自治法は日本の地方自治法をしっかり学ん

でいますから、私にとって読みやすいんです。考え方が似ていますからね。それで、続々

と交流が進んでいったんです。今、韓国には日本の自治体問題研究所とそっくりの組織が

いくつも作られています。私は 1996 年に最初に招かれて、大学やあるいは地域においての

講演活動を韓国で始めましたが、これもかなりの数を通うことができています。  

この中で、韓国では重大な変化でおきているんです。一昨年の韓国での統一地方選挙で、

広域自治体、日本で言うと都道府県に当たるのですが、その知事の６割を革新派が握りま

した。実は今、韓国では、広域自治体の６割は革新自治体なんです。こんなこと日本のマ

スコミは何にも報じないでしょ。ソウル市に 25 特別区がありますが、そのうちの 20 が革

新の区長です。それは一昨年一気に実現した出来事です。私たちが具体的に韓国に入って、

共同学習を初めて 15 年。伊達じゃなかったんですね。着々と彼らは地域に根を張って力を

つけてきたんです。そして次々に地域の中で研究組織を作ってきました。自治体の職員や

市民が学ぶ場所を持たない、認識が無いことに確信を持ったんですね。ですから栃木の研

究所の 10 年というのを是非もっと自信を持って、その意義を確認をしてください。こうし

た営みがどれほど尊いものであるか、そこを是非、認識を新たにしていただきたいと思う

のでこういう話をしているんです。  
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去年の春に、ソウル市の市長選挙がありました。先ほど弁護士の大木さん（副理事長、

理事長代行）の話がありましたが、ソウル市の市長は弁護士です。この人、実は、ソウル

大学の学生のときにパク・チョンヒの軍事政権によって逮捕された学生運動のリーダーだ

ったんです。逮捕され投獄されて学籍を全部剥奪されて放り出された人なんです。全く独

学で弁護士になりました。そして、遂に革新のリーダーの一人としてソウル市の市長にな

ったんです。押し出した人たちも立派ですけれども、当人もすごいです。  

私などを招いてあちらこちらで仕事をさせている学者たちのほとんど全部が軍事政権

の被弾圧者です。私がもっとも親しくしているパクチョンという人は、ソウル大学の経済

学部の主席でした。学生運動のリーダーで、捕まえられて２年半牢獄生活であらゆる拷問

を受けました。今大学の教師をしていますけど、その人たちは追われるようにして、亡命

するようにして日本にやってきたんです。何のためにか、学びたかったからです。それで

偉かったのは、日本の大学は東大を始めとしてそういう若者たちを次々受け入れたんです。

それで、その私の親しくしているパクチョンさんは、東大で学位を取って戻ったんです。

だから日本語もペラペラです。私たちよりもちゃんと日本語でマルキシズムの本を読んで

います。野呂栄太郎を初めとする戦前の講座派の本をほとんど全部読んでいるんですね。

その人たちが今、韓国の民主主義の中心に躍り出ているんです。で、今度の大統領選挙で

すね。面白くなりますよ。  

少しはね、隣の国のことを考えてください。竹島のことなんて…、それも大事だけど、

その話をすると 1 時間くらい話になりますからやめますけど、毎年韓国で連続講座をやっ

ていますが、今年の８月にやった連続講座の質問の中で、「先生は、慰安婦問題と竹島問題

をどのようにお考えですか」とちゃんと質問がでますね。私はちゃんと研究しております

から、正面から何をしているのか、ちゃんと話しますけど。みんな真剣ですよ。まともな、

人民的な交流というのがあるんですけど、真摯な交流を本当に願っておられますからね。

私たちが、あいまいな態度で、何か、どちらの領土かとやたら言い立てたりするのではな

い、共同の歴史をどう作るかということですね。本当にそういうことをやっているのかと

いうのが問われる場面ですよね。  

実は、皆さんもうお感じになっているかと思いますが、世界は地球規模で激動期に入っ

ているんです。北アフリカのチュニジアという国で始まった政権交代は、激しさを増して

いて、今大変なことになっているでしょ。北アフリカはほとんど全部変ってしまいました。

この２年間で EU 関係のヨーロッパの 11 の国で政権が交代しました。歴史的にこんなこと

は初めてです。それから中東で激しい変化が起こっていますね。南アメリカでは、ほとん

どもう親米政権はなくなってしまいました。もうわずか１つか２つでしょ。  

アフリカがすごいんです。アフリカの中南部、そしてアジアです。だから今起きている

ことは偶然でも何でもないんです。日本という国は６年間で６人も首相が変ったんですよ。

覚えていますか、全部の首相の名前、忘れたでしょ。それくらい変ったんです。明治の時

代から国会議員の選挙をやって、今日までこんな事件は実は日本で初めてですよ。だから

世界の歴史の中で、昨日の続きでないことが明らかにおきていて、それらがすべての国を

覆い始めているんです。  
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３ 日本の政策的支配構図と大災害 
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そして東日本大震災が起きたんです。というのがこの図１なんです。最近どこでもこん

な絵をかざすんですが、これをかざすと全て終わった気になるんです。ここに全部書いて

あるんです。実は、これが私が観たところの日本の政策的支配構図です。ご承知のように

わが国の支配体制は、憲法と日米安保体制による二重の権力的支配の構図になっているわ

けです。そして今展開されている支配の図柄はこういうことです。  

一方に軍事統制化の流れがあり、一方に新自由主義的な支配体制の再編があって、支配体

制をどんどん変えていくという流れになっていて、それらを絡めて国家改造計画が進んで

いるわけです。そのど真ん中の課題にいうまでもなく憲法改定がある。そしてトータルし

てずっと流れを絞っていくと何が見えてくるかということですね。こうした流れの中で、

ご承知のように社会的ひずみが非常に大きくなってしまってきています。この図でいうと

左下です。社会的ひずみが非常に大きくなってしまって、手のつけられないところまで来

ています。これを最終的にどこで決着をつけるかというと、全部地域社会、人々の暮らし

の現場で全部決着をつけるしかないんです。全部ここで決着をつけなければならない。こ

れまでの体制ではもたないぞということです。  

すると２つのことが必要となってきます。地方自治の制度を根本的に変えることと、も

う一つは新しいイデオロギーによる地方自治の支配が必要だということです。新しいイデ

オロギーによる制度改革も、全部その騎手として現れたのが大阪の橋下さんだと考えると

わかるように、橋下現象というのは、実はそういうものとして現れたと見ていいんですね。

橋下さん、最近はちょっと評判が落ちてきてかわいそうです。少しみんなで応援しなけれ

ばいけない (笑い )。あの人のおかげでわかったことがいっぱいあるんですね。あ、こうい

うことだったのかと。そういうことになっていたのかと、気がつきませんか？そういうこ

となんです。誰からも学ばなければダメですよ。私は特に橋下さんはいいなと思っていま

す。  

橋下さんのことでずいぶん書いています。あちこちの雑誌で。原稿料もらえない雑誌ば

かりだけど書いています。ただ笑っているだけではダメなんです。言っておきますけど、

あれはファシズムでもなんでもないですよ。手法がそういうふうに見えるだけで周りにい

るブレーンたちは実はよく考えています。だから「あんなのファシズムだよ」って片付け

ているだけでは全然ダメです。本当は何が起きているのか、リアルにちゃんと見る必要が

あるんです。一つ一つを検討してみるとあっと驚くものが次々と出てくるんです。それら

をしっかりと見なければいけないというふうに私は思っているんです。  

 

４ 憲法改正論議の中の地方自治 

そうしたものの中で道州制が出てきたんです。資料①をご覧ください。今年の４月の下

旬に憲法改正案をいくつかの政党が掲げたんですね。そのもっともまとまったものがいう

までもなく自民党の改憲案です。 

自民党は現憲法の全条項に向き合って、なおかつそれに加えて緊急事態、即ち戒厳令の

章を新たに立てて、憲法案を発表してみせました。それらを非常に乱暴に括って示したも

のがここに掲げてあるものです。現行憲法と「たちあがれ日本」のものと、自民党のもの

と、「みんなの党」のものの概要ですが、自民党が一番体系的ではあります。改めて皆様方

に申し上げたいと思いますのは、主語、民主主義における主語は、人民、国民です。君主
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憲法においては主権者は君主ただ一人でありますが、主語は「主権者は～」で書かれてい

るということです。そう言っても皆さんなかなかピンとこないと思いますので、いくつか

の国の憲法の書き出しを書いてみました。（資料②－１） 

つまり、主権者自身によって、それを主語として主体者としてこの憲法は書かれるとい

う書き出しになっているということです。では、わが日本国憲法はどうなっているかとい

うと、冒頭は「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、～」

という書き出しです。（資料②－２）  
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これには、政府がきちんと正式決定している英文の憲法があるわけです。これがないと

当然、国際活動ができませんからね。この英語の書き出しは、「We, the Japanese people,」

ですよ、みなさん。「我々、日本人民は」ですよ。これが英文の憲法の書き出しですよ。つ

いでに言いますと、英文の憲法を読んでいくと、10 条で「国民」という訳語に当たる

「national」というやつがでてくるんですけれど、他は全部「people」です、人民なんで

す。みなさん「people」って人民って習いませんでした？「Of the people, By the people, 

For the people」って学んだ時に「国民」って習わなかったでしょ？「人民の、人民によ

る～」って習いましたよね。これも結構大事で、実は日本国憲法は人民主権憲法なんです。

国民主権憲法ではありません。 

人民主権憲法と国民主権憲法の差は実は大きくて、人民って何者っていうと、国家を形

成する意思を持った人々のことです。これが人民です。国家ができた後、それを構成する

のが国民です。わかりますか。この差はものすごく大きいんですよ。厳密に言うと、国家

を形成し、それを維持し続けるという意思を持ったのが人民で、そこから恩恵を受けるの

が国民なんです。私は人民主権憲法派なんです。実はこれには激しい論争があるんですけ

どね。「日本国民は」という書き出しになっていますが、正確には「日本人民は」というべ

きなんでしょうね。私はそう考えています。それは兎も角としても、少なくとも憲法の主

体者、主語は主権者自身である。民主主義の国ではね。これは是非この際、理解をしてお

いてください。  

今、わが国では憲法改正手続法という法律が施行されていて、いつでもその気になれば

発動できるようになっているんです。その中で、どのようなやり方で憲法を改正するかと

いうことを言っていますが、国民投票を行うことになっていることは知っていますよね。

時々確認しないと危ないので (笑い )。それで、その国民投票の方法が何だかわかっていま

すか？今の法の制度では、各条項ごとにチェックすることになっているんですよ。じゃあ

全条項を学ばなきゃ判断できないじゃないですか。憲法全条項読んでいますか？  

まじめな話をすると、今の憲法の状況というのは、単に一般的に大変だという状況では

なくて、さっきお話したように具体的に憲法の全条項をこのように変えるという提案が出
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てきていて、すでにそれを先取りするかのような政策、政治が展開されていて、憲法あっ

て無きがごとき、そしてある場面では沖縄で見られるように、憲法よりも安保条約の方が

力を持っているかのごとき政治が具体化されていて、それらの矛盾のすべてが地域社会と

地方自治に圧し掛かるという状態になっているのが今の絵なんです。  

だから、折角（とちぎ研究所設立）10 周年になったので、この際少し改めて主権者らし

く研究組織を発展させる道は何なのかということを是非、みんなで考えてみてください。

私はこれまで怠けていたなんて言っているのではないんですよ。今度の（第三次）県政白

書も全部読ませてもらいました。私も一地方自治の研究者として読ませてもらいました。

お世辞で無く感動しました。  

しかし、この国がどちらの方向に進もうとしているのかということを抜きに県政を考え

られないでしょ。それともう一つ、そういう叙述になっていましたが、市町村はどうなっ

ているのか、人々の暮らしの現場はどうなっているのかということを、憲法の原則に従っ

て十分に読み解いていく力がこれからは必要なんじゃないでしょうか。  

だとすると、改めて大木先生のような素敵な弁護士さんがいらっしゃるんですから憲法

学習を少し本気になってやることや、そうしたことをいつも意識しながらやるような地方

自治の理解の深め方というものをもっとあっていいような気がするのですね、如何ですか。

それを思ってレジメの冒頭を憲法にしたのです。  

 

５ 改憲案が描く地方自治 

それはどういうことを意味するのかということですが、資料６ページの (３)は、自民党

の改憲案について書いたものですが、自民党の改憲案の中に「国と地方は協力しなければ

ならない」と書いてあるんです。国との関係で協力を義務付けようとしているわけです。  

それで次の（４）のたちあがれ日本の案を読むと（国の課題に）地方自治体は口を出す

なと専権事項がざっと書かれているわけです。  

（３）国と自治体は協力しなければならない  

 まず『自民案』では、九三条三項で「国と自治体は協力しなければならない」と規定し、「協

力」を義務付けようとしています。もし憲法にこうした規定が入るとどうなるでしょうか。国と

自治体の関係を対等のように見せつつ、国の政策への「協力」を求め、しかもそれは義務である

ということになれば、軍事でもエネルギー問題でも、結局は国の思いのままという路線が敷かれ

ていくでしょう。これでは、他方でどんなに「自治体の自主性」を強調しても、「絵に画いた餠」

ということになります。いざというときに、中央政府と対立することができない地方自治体に、

自治はありえないからです。 

（４）「国の課題」に地方自治体は口を出すな 

  この点、『たちあがれ日本案』はさらに率直な表現で「国の専権事項」という項目を立てて、

次のようにいいます。 

① 地方自治体の権限が拡大すると、国益が損われる事態が起こるので、それを防がなければなら

ない。 

② 国益の課題には、外交、安全保障、財政、社会保障・教育の基幹的部分などがあり、これらの

課題については「国だけが決定できる専権事項」であることを憲法に明文化する。 

③ ただし、これは国の権限を限定する趣旨ではなく、「国の専権事項」はさらに拡大することが

できる。 

外交・軍事はもちろん、財政、社会保障、教育にいたるまで自治体の発言を封じる、しかもその範

囲は果てしなく拡大できる、というのです。 
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今、沖縄にいろいろ安保体制だ、何だって言って、森本防衛大臣とかが沖縄に行って一

生懸命説明するでしょ。森本さんかわいそう、変な時に防衛大臣になって、あの人えらい

なぁって思いましたね。普通こんな時に引き受けませんよ。  

何でそうなるかって考えたことありますか。原発問題とかでも、何で担当大臣が知事に

会いに行ったりするんですか。あんなの「国の専権事項だ」って言ってしまえば終わりで

しょう。外交はそうですよね。国、内閣の専権事項だって現在の憲法でも書いてあるんで

すよ。「何を言うか」って、なぜ押し付けないんですか。  

実は憲法上、押し付けることのできない理由があるんです。憲法 95 条に「一の地方公

共団体のみに適用される特別法は、…その地方公共団体の住民の投票においてその過半数

の同意を得なければ、…これを制定することができない。」と書いてあるんです。一つとい

うのは、これは内閣法制局の解釈で、特定の自治体と考えられているんです。特定という

のはいくつもあってもいいんですが、特定の自治体にのみ適用される特別法は、そこの住

民の過半数の支持を得ない限り法律を制定できなと書いてあるんです。  

憲法 41 条は「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」と書い

てあります。国会だけですよ、立法行為ができるのは。だけど特定の自治体に向かっては

勝手に作れないって一方で書いてあるんです。国会の立法権限の制限なんです。重大なん

ですよ。  

つまり一方的に中央政府が決定した政

策を特定の自治体に押し付けることはで

きないんです。95 条があるからです。ど

うですか、憲法を学ぶってことはすごい

ことでしょう。  

沖縄には、国内の 70％を超える米軍基

地が集まっています。明らかに誰が見た

って特定の自治体に対する特定の行為で

しょう。だから憲法上、沖縄県を挙げて米軍基地はいらないって、それを拒否することが

できるんです。そういう態度を取ることは可能なんです。だからオドオドするんです。県

民大集会で集まって何だって、そんなものじゃないんです。憲法上で言うと、重大な事態

なんです。  

もし、福井県知事が「大飯原発御免」って言ったらね、あれは大変なことだったんです

よ。それは憲法を無視したら国家が成り立たないってことくらい今の中央政府だってわか

っていることに他なりません。だからそういう意味で言うと、大変なことになっているの

であります。だから憲法の専権事項の規定は重要なんです。  

しかし、同じ資料（５）を見てください。実はね、「国民保護法」に緊急事態規定がす

でにあるんです。何でもできる。地方自治体の権限を差し止めて、内閣総理大臣の指示に

従わせることは実はできるんです。国民保護法は、有事立法における地方自治体をどうす

るかという法律なんです。地方自治体に適用される法律なんです。国民保護法の勉強会を

大至急やってください。実はこういうことです。国民保護っていうのはね、道州制ってい

う話と違うんじゃないかって思っているかもしれませんが、これが中身なんです。  
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ある自治体があって、住民が住んでいるわけです。ここが武力攻撃事態、すなわ

ち戦場になる、あるいは戦場になると予測される、今の武力攻撃事態法は予想され

る事態も含んでいますから、そうなった時に、これを戦闘行為が行われる場所にし

なければなりません。  

ジュネーブ条約という軍事に関する国際法規があって、日本は９条があるのでこ

れに加入していませんでした。ところが有事立法体制を作るに当たって、これに加

入せざるを得なくなって、日本はジュネーブ条約に加入したんです。このジュネー

ブ条約の中に、戦闘行為において、非戦闘員を巻き込むことはできないという規定

があるんです。非戦闘員は軍人以外のものです。これはある意味でテロ対策でもあ

るんですが、非戦闘員を戦闘行為に巻き込むことはできないことになっているんで

す。みんな非戦闘員でしょ、戦闘員の人、大体そういう覚悟が無いでしょう。みん

なほとんど非戦闘員です。するとここを戦場にすると、この人たちを退けなきゃい

けないんです。戦争をやるのに。この非戦闘員をどこかに退けるしかないから、連

れて行く行為を国民保護といっているんです。この国民保護を誰がやるんですか、

市町村がやるんです。国民保護法によれば、こうした事態になったときに全ての地

方公務員、どんな地方公務員も動員体制から免れることはできません。これは明確

です。  

するとこの公務員によって退けるんです。宇都宮市に住んでいる人？どこに退け

ることになっていますか？ちゃんと書いてありますよ。何に書いてあるか、宇都宮

市の国民保護計画に書いてありますよ。全部の自治体が持っていますよ。持ってい

ない自治体は２つか３つです。持たなきゃ持たないでいいのにみんな一生懸命にな

って作ったんです。誰が作ったかって、今の地方公務員で軍事のことなんかわかる

（５）「緊急事態」でさらに重大なことに 

もう一つ重視しなければならないのは、『自民案』にある「緊急事態」の規定です。現行憲法

にないことから、新章を設けて規定していますが、次のような内容です。 

① 内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大

規模な自然災害その他の緊急事態において、緊急事態の宣言を発することができる。  

② 緊急事態の宣言は、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。  

③ 緊急事態の宣言が発せられたときには、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一

の効力を有する政令を制定することができ、財政上必要な支出その他の処分を行い、地方

自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 

④ 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言

の関わる事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せ

られる国その他の公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても基本的人

権に関する規定は、最大限尊重されなければならない。 

要するに、緊急事態ということであれば、立法・財政、基本的人権の制限・停止を含むすべ

ての権限を内閣に集中し、地方自治体もまたすべて中央政府の指揮下に入ることになります。 

ここで確認しなければならない重要なことは、じつは『自民案』の緊急事態の規定が、現行

の「国民保護法」にそっくりそのまま規定されているということです。つまり、現行法規でも

その気になれば、「緊急事態」も発令できますし、事実、東日本大震災の時にもそれを検討し

ました。 

しかし、現行憲法下であれば、国民保護法の発動を「憲法違反」として反対できますが、憲法

自体が改正されればそうはいかなくなります。 
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職員なんかいませんよ。作ったのはみんなコンサル会社です。どんなコンサル会社

か、100％元自衛官のコンサル会社です。これはものすごく儲かっているんです。全

部の自治体が持ってますよ。本当に読んでみてください。すごいこと書いてありま

すよ。核攻撃に対する対処なんて書いてあります。国が出したマニュアルには、壁

の厚い部屋に逃げるって書いてあったんですよ（笑い）。これ本当の話ですよ。  

ここで問題になるのは、国民保護法であって、住民保護法ではありません。国民

というのは憲法第 10 条で国籍を有するもののことですよ。じゃあ在日の人はどうな

るんですか？日本の憲法・地方自治法では、外国籍住民でも、地方自治法上の住民、

憲法上の住民と規定していますよ。国民保護なんですよ、住民保護ではないんです

よ。もし、これは仮想の話ですが、敵対するといわれている国籍を持っている人が

住民としていたら、この人たちをどうするんですか。つまり今、日本の地方自治は

そこまで向き合わなければならないところにきているんです。  

しかも国民保護法は、昨日や今日できた法律ではありません。もうできて 10 年に

なろうとしています。なぜ学習しないんですか、まずいと思いませんか。なぜ道州

制のような大きい括りの権力が必要なのか。なぜ市町村合併をバンバン進めて、一

番ベースの権力機構を大きなもの大きなものに移してきたのか。この説明からだけ

でも十分わかると思いませんか。  

だから、最初にお示しした国家改造計画、この絵はね、全部そういうことを踏ま

えて読んでいくと、なるほどそうなっているんだと。国家改造計画を国の形を変え

るものとして、またそのためには道州制のようなものを実施しない限り、今お話し

たようなプログラムができないことは明白なんです。そうですよね、ちょっと考え

ればわかるでしょう。今、日本で、陸地で一番人口の小さい自治体は 500 人代くら

いだと思いますけど、島だと東京に大島っていう島があって、今 400 人くらいです

かね。そんなところをみんな残しておいて、何かあって指示したら「おらのところ

は違う」って言われたらどうするか？本当ですよ。はっきり言ってそれに近い発言

が実際に行われたわけですから。「そんなゴミのような自治体が何んであるんだね」

って聞いた話があるんです。  
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私は市町村合併反対で、全国各地を駆け回りました。 700 近い自治体に招かれて

「止めたほうがいい」と話しました。私だけではないですよ、みんなでやったんで

す。それで合併しない町村が残ったんです。今、どうなっているかというと、市町

村合併も大々的に進んだし、今の都道府県の規模でいること自体がおかしいと、今

度はわけのわからないことを言って道州制を入れようとしているんです。本質はそ

んなものではないんです。まさしく全体としての権力体制をどう整えるかというと

ころにきているんです。  

 

６ 道州制路線と「地方主権改革」 

「＜参考図＞日本経団連の地方自治体再編の提案」ですが、これは 2003 年に当時

の日本経団連の会長だったトヨタの奥田さんの「奥田ビジョン」といわれるもので

す。「活力と魅力あふれる日本を目指したい」というビジョンを発表したんですね。

それが今日の路線のほとんど全てを描いています。学校教育に至るまで、全部そう

です。今度の税・社会保障の一体改革も全部ここに書かれていたと考えてもいいん

です。その中に地方自治体再編というこういう図が載っていたんです。  

中央政府は、年金以外は全部国内政治をやらない。都道府県を廃止して州政府と

いうものを作る。全国で５ないし１０ブロック。基礎自治体は市町村合併により 300

程度にする。今 1700 くらいですよね。300 にするって言っているんです。この 4 月

に施行された地域主権改革関連一括法という法律が作られて、その中心になってい

る法律がありますが、それを作るときの内閣における内部の作業部会の中では、「こ

れは明確に言った方がいい」という意見が出てきたんです。「道州制を実施すること

と基礎自治体の数を 300 とするということを明記すべきだ」という意見が出てきた

んです。さすがにそれについては政治的なトラブルに発展する恐れがあるといって

止めたんですけれども。法律の中に、前文に書くって言ったんですよ。そこまで来

ているんです。もう財界のプログラムそのものなんです。今の民主党も。寸分違わ

ずそういう流れになっているんです。それをさらにわかりやすく旗をドンと掲げて

打って出てきているのが橋下さんなんです。橋下さんのあの政策のほとんど全部が
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オリジナリティゼロで、全部こういうものの具体化の絵なんです、あれは。旗手な

の旗手。彼を特殊な位置に祀り上げてはダメです。全然彼のオリジナリティなんて

ないんです。全部こうしたものからさらってきた物なんです。しかも橋下さんは作

っていません。堺屋太一さんとかいろいろなブレーンになる方ご存知でしょ。だか

ら時々、学習していないものだから、橋下さんと松井さんと言うことが違ったりするん

ですよ。考えている頭は別だからですよ。全部暗唱しきれないの、我々と同じです。 

表１「道州制(10 分割)案」をみてください。2006 年の第 28 次地方制度調査会、

地方制度調査会は地方自治体の制度を変えるときに開かれる内閣総理大臣の諮問機

関です。この第 28 次地方制度調査会は、この経団連の地方改革プログラムをほと

んど全部踏襲する形で案を３案か４案作ってあるんです。その１つが 10 分割案とい

うことで作ってあるのがこれです。何でもあるんですよ。  

続いて表 2 です。これを国別に見るとどうなるか。イングランドとかいろいろ書

いておきました。州制と広域レベルの比較です。どうなるかというと、日本の道州

制案を考えてみたら、ここにあるように平均人口は 1278 万人になる。世界の州制度

を採っている国で一番 1 州あたりの平均人口で多いのがアメリカで 530 万人、次に

ドイツで 512 万人。あとはみんなこんなものです。現在の都道府県の平均人口が 269

万人です。いいですか、フランスの現在のレジオン、州制度において平均人口が 267

万人、イタリアが 286 万人、カナダが 262 万人ということは、もし道州制をやりた

かったら、現在の都道府県のまま道州制をやればいいんですよ。少なくとも平均人

口から言ったらそうなるでしょ。何でこんな大きな括りの、世界に例の無い大きな

括りの道州制を彼らが欲しいのか。これは一体なんだということですね。  

経団連の文書にはこう書いてあるんです。要するに、括りが大きいでしょ、そう

すると国も遠慮して地方分権が進むと言っているわけです。地方自治も発展すると

言っている。住民参加も進むと言っているんですよ。私は無理だと思いますよ。だ

って今度の大震災で、東北州を作るって本当にまともに議論してるんですよ。皆さ

ん岩手のどこでもお行きになったことありますか？あれ６つあわせてどうするで

す？住んでいる人は一生掛かっても全部歩けないんじゃない？つまりね、何の地域

性も感じなくなると思います。そして基礎自治体が 300 自治体ですよ。これは一体

何を意味しているんでしょうか。  
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７ 「自助・共助・公助」 

全部これ財界の提案です。「自助・共助・公助」全部そうなんです。で、とうと

う今度成立した社会保障制度改革推進法の第２条の中に、「自助・共助・公助」とい

う概念が法律の中に書き込まれて、この路線が基本的政策路線となったんです。わ

かっていただけますか。これはものすごく楽ですよ。何で楽かっていうと、「自分の

ことは自分でやれ」って言って、「貧乏になるのは自分の性だ」って言って、「本当

に困ったものだけ助ける」って言って、生活保護の問題を誰かのタレントの問題を

引いて、とんでもないとかって「行政が助けるのは真の弱者だ」って言ってワーと

キャンペーンやったでしょ。今度の社会保障制度改革推進法の中には、そうしたサ

ービスの重点化って書いてありますよ。重点化って何ですか。「真の弱者」論そのも

のですよ。もう法律できちゃいましたよ。だから公務員の数いらないんです。どん

どん減らそうとやっています。  

 

８ 「公務員切り」が生み出していること 

東日本大震災の津波被害を受けた現場や放射能被害で避難しなければならなくなっている

地域で、この間の市町村合併によって行政区域が広がり、職員数が減らされたりした自治体職

場との関係は深刻であり、二次、三次の被害というべき現象が生まれる原因となっています。

広域自治体、基礎自治体ともに、人口規模や面積が大きくなれば、役所・議会などの政府組織

から住民が見えなくなるのは当然のことです。 

しかし「ビジョン」は、この図の示す政策が実現すれば地方分権が前進し、住民参加が進むと

いいます。それは次のように説明されます。 

① 一人ひとりが自分に責任を持つ。 

② 一人ひとりが「公を担う」という価値観と自覚を持って、地域社会などの活動に参加

する。 

そして、「個人でできないことは家族で、家族でできないことはコミュニティで、コミュニ

ティでできないことは基礎自治体で、基礎自治体でできないことは広域自治体で」という、「自

助・共助・公助」論を持ち出します。行政が向き合うのは「真の弱者」だけでよい、というの

です。いまでは聞きなれたこの「論」は、じつは「ビジョン」が公表されたころから急速に広

められたのです。 

 



１７ 

表６－１です。1995 年から 2009 年までの間に地方公務員数がどう減ったか。1995

年に 3,278,332 人だったのが、2009 年には 2,855,106 人、この間に都道府県市町村

全部合わせて 42 万 3 千人減らされたんですよ。 

これは何を意味するか。総務省の調査で、2008 年の人口千人当たりの職員数を日

本、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカと比べて見ると、日本 29.6 人、イギリ

ス 35.9 人、フランス 42.7 人、ドイツ 47.3 人、アメリカ 64.0 人ですよ。ほとんど

地域社会を支える公的システムが崩壊しているんです。事実崩壊しちゃったんです。

だから東日本大震災の現場は悲惨なんです。 

先ほど紹介していただいた私と中村八郎さんと書いた本、昨年の 7 月 20 付けで出

したんですけど、この裏表紙の写真は、南三陸町の流された防災センターの絵なん

です。ここで最後までマイクを握って離さなくて、流された女性の職員がいました。

遠藤未希さんっていうんです。25 歳でした。私がこのすぐそばまで行ったら、ボロ

ボロになった車があってその車の中に花束が置かれていて、「遠藤未希さんへ」って

いう文章がその中に入ってあったんですね。それを表紙にしているんですけれども。

そこにはこう書いてあったんです。 

「未希さんへ 

 未希さんの声が忘れられません。 

未希さんの『み』は『未来』の『み』 

 未希さんの『き』は『希望』の『き』 

未希さんの声で助かった人は、未来に希望を持って生きていきます。 

ご冥福をお祈り申し上げます。」 

私、これを読んで涙があふれて止まりませんでしたね。チリ津波なんか全部経験

しているところです。だから高い建物を建てた。しかしそれも全部洗い流したんで

す。彼女は逃げなかったんですね。それで逃げてくれって放送で叫び続けたんです。

公務員が亡くなるってことはどういうことを意味するのか。本気になって考えなけ

ればいけませんよね。 

 

９ 貧困自治体の広がりが何を生み出すのか 

表５は、被災３県別・被災市町村別の財政力指数別に見た自治体数です。これ実

は、岩手、宮城、福島で特に激しい被害を受けたところを選び出しているんです。

岩手で 12 自治体、宮城で 15 自治体、福島で 15 自治体です。岩手の場合、12 全て

の自治体で財政力指数が 0.6 未満なんです。0.1～0.2、0.2～0.3、0.3～0.4、この

財政力の実態は、ほとんど全く財政的に自立ができていない、自立力ゼロなんです。

宮城だって似たようなものです。福島もそうです。この中で、0.8 以上の自治体が

宮城とか福島であります。宮城で財政力指数 1.0 以上、つまり自立できている自治

体が１つだけありますが、これが女川です。原発があるからです。わかりますか。

福島の 0.9 以上の４つは、全て実は原発の立地地域です。これは何を意味するか。

基礎自治体が貧困であればあるほど、困難であればあるほど、中央政府が好き放題

の政策を実施できるという姿なんです。これが。沖縄も全く同じなんです。もう止
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めさせないとダメなんです。 

つまり地方自治が困難であること、貧困であることにつけ込んで好き勝手な権力

支配を行ってきた。札束で引っ叩くようにして、押し付けてきた政策があるという

ことです。 

 
10 広がる地域・自治体間の格差 

そこで気になったので、栃木県の市町村別のデータをまとめて掲げておきました。 

「表７ 栃木県市町村経済計算（抄）と産業別人口比率」（ 15 頁参照）、これは県

が発表したものであります。後でよく見ておいてください。「表８  栃木県市町村別

人口当りで見た歳入、地方債残高、財政力指数及び職員数」（ 16 頁参照）は、この

データを是非皆さんで考えてほしいんです。 

2010 年度の決算カードから市町村のデータを当たってみたんです。それでそれぞ

れの自治体毎に住民一人当りの金額を計算してみました。市町村の住民一人当り地

方税額の順位です。トップは芳賀町、一番下は益子町です。住民一人当りの地方税

額の格差を見てください。芳賀町は 281,810 円で、益子町は 96,110 円です。何倍の

格差ですか。益子町の人は働かないで寝ているんですか。この根源にあるものは個

人の所得割であり、法人税割であり、固定資産税割であることは明らかです。その

数字も全部住民一人当りのものを電卓で手計算したんです。もちろんパソコンでも

できるんですけどね、私はこういうときは全部電卓です。するとね、実感が湧いて

くるんです。財政力指数も全部書き出しておきました。住民一人当りの借金の額も

書き出しておきました。是非後で見ておいてください。  

こんな格差許しておいていいんですか。こういう状態を許しておくと、何が起こ

るのかを申し上げました。私たちは本当に日本国憲法に基づいて、みんなが生きて

いて良かったと思える国や社会や、そして特に普段の暮らしを支えている地方自治

や地域社会を作りたいので、みんなで努力してきたんじゃないですか。そうですよ

ね。 
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今日配布した資料（全部で 24 頁）に何故こんなにいろんなデータをもってきたか

というと、ご覧になればわかります。何を意味するデータか。あっと驚くような、

驚かすようなデータがあります。これは当たり前のデータばかりなのですけれど、

実は日本ではこういうことについてほとんどマスコミが書かないんです。  

たとえば、表 20－２、今の日本で 10 歳から 14 歳の子どもが死んでゆく第３位の

原因は自殺だなんて誰も知らないでしょ。 15 歳から 19 歳の子どもで死んでゆく原

因の第 1 位が自殺なんです。いじめの問題というのは単なる現象じゃないんですよ。

もっと深い根本問題がある。逃げちゃまずいんじゃないですか。  

 

去年の 3月 11日の後、たった２ヶ月後の 5月 31日に「地下式原子力発電所政策推進議員連

盟」というのができたんです。会長に平沼赳夫、顧問に谷垣、安倍、山本、森、鳩山、渡部、

羽田、石井、亀井、何ですかこれ？これ大連合でしょう。 

地下式原発って知らないでしょ？私も実は知らなかったんです。第１-3-17図を見てく

ださい。これ、科学技術庁が我々の税金を使ってこんな絵を描いているんですよ。これに

ついて私が専門家に聞いたら、このシステムだと核兵器の地下核実験ができるそうです。 



２０ 

何だってあるんですよ。私が単に暴露しようと思っているだけでないことは、みなさん方に

も共有していただけると思います。地味な様でも、ちゃんと地方自治体をどうしたらいいかっ

ていうことを、倦まず弛まず現実の地域社会の中で丁寧な学習を積み上げ、農協の人とも、ど

この人とも仲良くなって腕を組んで、「どうする、どうする、どうする」ってことをなるべく

楽しい思いで学びあえるような、力を積み上げるようなことが、今ぐらい必要な時はないんじ

ゃないでしょうか。 

私は、栃木の研究所の、そういう意味では、やりがいのある時代に迎えた 10 周年

であると思わずにはおられません。私もこれから先も是非みなさんのお仲間でいさ

せてもらいたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上で話

を終わります。ありがとうございました。 

 

（本稿は、当日の講演録を基に事務局で編集したものです。文責は事務局にあります。）
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表７ 栃木県市町村民経済計算（抄）と産業別人口比率 

 

市町村民経済計算（抄）は 2009 年度のもの。 

産業 3 区分別人口比率は 2010 年度国勢調査 
◆計算式など 

A→１人当市町村民所得＝市町村民所得÷市町村別人口 

 ※市町村民所得には、企業所得等も含む。  

B→１人当雇用者報酬＝雇用者報酬÷雇用者数（常住地） 

 ※雇用者＝就業者－個人業主－無給の家族従業者    

C→就業者 1 人当市町村内純生産＝市町村内純生産÷就業者数（従業地）   

 ※市町村内純生産は市町村内総生産から固定資本減耗を差し引いたもの。 

※就業者＝産業・公務を含むあらゆる生産活動に従事する者で、常雇・日雇は問わない。  

D～F→A～C の各金額について、栃木県を 100 として指数化したもの。  
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表８ 栃木県市町村別人口当りで見た歳入、地方債残高、財政力指数及び職員数＜2010年度＞ 

 

各自治体決算カードにより作成 

計算のベースになっている人口は、2011 年 3 月 31 日付住民基本台帳人口である。 

※財政力指数＝基準財政収入額÷基準財政需要額  

 


