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◆ 小さくても輝く自治体フォーラム緊急集会
○ 日時・場所 １月３０日（水）～３１日（木） 福島県いわき市
○ １月３０日（水）１３時～現地視察（富岡町、いわき市内仮設住宅など）
３１日（木）９時～緊急集会（スパリゾートハワイアンズ内会議室）
① 「道州制」学習会、② 福島からの報告（富岡町長・浪江町長）
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～義務付け･枠づけの見直しによる条例化にどう取り組むか～
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○ 講 師 角 田 英 昭 氏（自治労連・地方自治問題研究機構）
○ 主 催 とちぎ地域・自治研究所

◆ 第２１回市町村議員研修会
○ 日時・場所 ２月１８日(月)13:20～１９日(火)15:10 静岡県熱海市
○ 第１講「義務付け・枠づけの見直し」問題と自治体間格差
第２講「次の巨大地震に備える地域・自治体防災」
第３講「市町村産業連関分析で地域と雇用をつくる」
第４講「自治会／コミュニティと自治体にいい関係を考える」
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１

新年（2013 年）を迎えて

～国民生活と自治・自治体をめぐる課題～
とちぎ地域・自治研究所副理事長 北島 滋
2012 年 12 月の衆議院選挙は自民党の圧

ろ＞という感情と国内・外への強硬論（歪

勝に終わり、安倍内閣が誕生した。2009

なナショナリズム）とが共鳴・振動する。

年、＜コンクリートから人へ＞というキャ

この共鳴・振動が振り子を右に動かし、安

ッチ・コピーで民主党は政権交代を果たし
たが、党内の争いに終始し、意見が通らな

倍政権を誕生させ、日本維新の会を伸長さ
せたことと無縁ではない。安倍自民党内閣

ければすぐ脱党という物事を決めることが

は、憲法改正（9 条を軸に）
、国防軍への

できないが故に惨敗は当然の帰結であった。 改編、防衛費拡張を声高に叫ぶ一方で次の
国民生活を改善できなかった民主党の政治
責任は重い。

政策を打ち出す。
(1) 公共事業の拡大・推進（200 兆円）

ところで民主党を惨敗に導いた要因は下

(2) 規制緩和に基づく成長戦略

記の諸点を改善できなかったことにある。

(3) 原発再稼働・新規建設の容認

(1) 経済的不況が長期化し（デフレの持続
を含む）、給与・賃金の目減りに歯止め

(4) 自立主義に基づく医療・福祉の自己負
担の拡大と生活保護の切り下げ

をかけることができなかったこと（もち

(5) 愛国主義的教育（検定の強化を含む）
、

ろん自民党政権以来の課題ではあったが）
(2) 非正規労働者の増加を含む貧困層の増
加＝格差社会の拡大・深化に有効な政策

教育制度の規制緩和への回帰
(6) 統治システムの再編＝道州制基本法に
基づく道州制の導入

を打ち出せなかったこと

これらの政策は民主党政策への反動と同

(3) 福祉・医療の改革ではなくマニュフェ

時に本来の自民党政策への回帰といってよ

ストになかった消費増税、ＴＰＰ参加に
方向転換したこと

い。＜いつか来た道＞であるが、これらの
政策の推進で、国民生活、自治・自治体、

(4) 原発事故を含む 3.11 への復興対策が

栃木県政にどのような影響を与えるのか。

十分な手立てで実施できていないこと。

第一に、国民生活は自己負担＝自立原則

挙げればきりはないが、コップの中の争
い事に終始して（党内政局の常態化）、国

に基づき、医療・福祉の自己負担の増大、
さらに労働法を含む法体系全般の規制緩和

民が抱える生活に直結する上記課題を解決

の促進（市場原理の強化）により、非正規

できなかったことへの国民のいら立ちは

労働者、潜在・顕在的失業者の増加に基づ

12 月の選挙に端的に表れたと言える
このような事態は国内・外に対して強い

く格差の拡大・深化が促進される。
第二に、公共事業の拡大・推進は現行の

リーダーシップを発揮するリーダー待望論

産業構造からすれば景気刺激策にはならず、

を国民のすべてではないにしても広い層に

いたずらに赤字国債を増やすことは明らか

喚起した。格差社会の拡大で生活のダメー
ジが大きい非正規労働者、失業者層、正規

である。土建屋国家の復元にしかならない
し、やがて世界市場での日本売りにつなが

ではあっても低所得者層の持つ＜何とかし

りかねない。
２

第三に、原発再稼働・新規建設の容認に

勢を有する３県の間で、州都をどこに置く

足場を置いた政策（現行電力産業の維持・
保全）と再生エネルギ―産業育成とどのよ

かの熾烈な争いが引き起こされることは目
に見えている。州都から外れた現行の県庁

うな折り合いをつけるのかが不明である。

＝県政システムをどのように位置づけるの

福島第 1 原発人災事故で今後何十年にわた

かも明らかではない。このような事態は住

って続く福島県民、栃木県民、茨城県民、
宮城県民の苦しみを一考だにしていない容

民自治・自治体の在り様とは無縁である。
福田県政はこのような状況をどのように克

認政策である。

服するのか。

第四に、道州制に基づく統治システムの

いずれにせよ歪なナショナリズムを加速

改編である。福田県政は道州制導入に積極
的である。平成の合併の検証が十分に行わ

しかねない安倍政権の政権運営を注意深く
見守る必要がある。とちぎ地域・自治研究

れていない中での道州制は再度の合併を促

所は、栃木県民＝国民の立場から国民生活

進する可能性が強い。筆者がかかわった調

の改善、自治の促進、県民のための自治体

査で、市役所・役場から支所に変わった側
の自治体の多くは住民生活の困難、住民自

改革に一層貢献する活動を進める必要があ
る。2013 年はその意味で、とちぎ地域・

治の衰退を加速させた。仮に栃木、群馬、

自治研究所の活動は新たな転換点に位置し

茨城 3 県を州に組み替えた場合、同一の産

ている。

業構造と経済水準を抱え，活動レベルの県

第２回理事会開催（１月１６日）
１月 16 日（水）午後 6 時から、2012 年度第２回理事会を開催しました。
理事会では、①昨年７月に発刊した「第三次県政白書 道州制で県民の暮らしは
どうなるか？」の普及状況、県内での反響、９月 22 日に開催した記念シンポジウム
の結果、②自治体問題研究所創立 50 周年記念事業及び募金活動について、③2013 年
度の事業について、重点テーマ・総会日程・各種事業の推進等、理事会・事務局体
背の強化等について協議、④当面の取り組みである、１月 30－31 日の小さくても輝
く自治体フォーラム緊急集会、２月２日の第 10 期とちぎ自治講座への参加の呼びか
け等について協議しました。
協議の中では、第三次県政白書について、知事選の期間中に編集に携わった北
島・佐々木両副理事長が下野新聞の取材を受けるなどの反響があり、争点の明確化
や今後の県政への提言として一定の役割を果たしたのではないか、今後の活動で
は、安倍自･公政権の誕生により政治の右傾化や道州制への動きが強まる中で、脱原
発や雇用の確保、地域経済の活性化、社会保障の再生、地域主権改革・道州制への
対応などに引き続き取り組んでいくこと、また、栃木市で「地域自治区サミット」
（７月の予定だが日程調整中）を開催することなどを確認しました。
理事会終了後、新年会を兼ねて懇談会を行いました。

３

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？(下)
池 上 洋 通
目

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

次

１沖縄県民大集会に参加して

６道州制路線と「地方主権改革」

２韓国、そして世界は激動期に

７「自助・共助・公助」

３日本の政策的支配構図と大災害

８「公務員切り」が生み出していること

４憲法改正論議の中の地方自治（以上、前号）

９貧困自治体の広がりが何を生み出すのか

５改憲案が描く地方自治

10 広がる地域・自治体間の格差

（以下、本号）

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

なければならない」と書いてあるんです。

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、

国との関係で協力を義務付けようとしてい
るわけです。

自民党の改憲案の中に「国と地方は協力し
（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。
それで次の（４）のたちあがれ日本の案
出すなと専権事項がざっと書かれているわ
を読むと（国の課題に）地方自治体は口を
けです。

（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。

４

今、沖縄にいろいろ安保体制だ、何だっ

沖縄には、国内の 70％を超える米軍基

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

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

いそう、変な時に防衛大臣になって、あの

う。だから憲法上、沖縄県を挙げて米軍基

人えらいなぁって思いましたね。普通こん

地はいらないって、それを拒否することが

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

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。

か。原発問題とかでも、何で担当大臣が知

県民大集会で集まって何だって、そんなも

事に会いに行ったりするんですか。あんな

のじゃないんです。憲法上で言うと、重大

の「国の専権事項だ」って言ってしまえば
な事態なんです。
終わりでしょう。外交はそうですよね。国、
もし、福井県知事が「大飯原発御免」っ
内閣の専権事項だって現在の憲法でも書い

て言ったらね、あれは大変なことだったん

てあるんですよ。
「何を言うか」って、な

ですよ。それは憲法を無視したら国家が成

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

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

理由があるんです。憲法 95 条に「一の地

からそういう意味で言うと、大変なことに

方公共団体のみに適用される特別法は、…

なっているのであります。だから憲法の専

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

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。

定することができない。
」と書いてあるん

実はね、
「国民保護法」に緊急事態規定が

です。一つというのは、これは内閣法制局

すでにあるんです。何でもできる。地方自

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

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。

いいんですが、特定の自治体にのみ適用さ

国民保護法は、有事立法における地方自治

れる特別法は、そこの住民の過半数の支持

体をどうするかという法律なんです。地方

を得ない限り法律を制定できなと書いてあ
るんです。

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

憲法 41 条は「国会は、国権の最高機関

はこういうことです。国民保護っていうの

であって、国の唯一の立法機関である。
」

はね、道州制っていう話と違うんじゃない

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

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。

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。
５

（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。
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

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

わち戦場になる、あるいは戦場になると

外のものです。これはある意味でテロ対

予測される、今の武力攻撃事態法は予想

策でもあるんですが、非戦闘員を戦闘行

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

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、

所にしなければなりません。

戦闘員の人、大体そういう覚悟が無いで

ジュネーブ条約という軍事に関する国

しょう。みんなほとんど非戦闘員です。

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

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

が有事立法体制を作るに当たって、これ

るのに。この非戦闘員をどこかに退ける

に加入せざるを得なくなって、日本はジ

しかないから、連れて行く行為を国民保

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、

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。

６

国民保護法によれば、こうした事態にな

しかも国民保護法は、昨日や今日でき

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

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

きません。これは明確です。

いんですか、まずいと思いませんか。な

するとこの公務員によって退けるんで

ぜ道州制のような大きい括りの権力が必

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

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

いてありますよ。何に書いてあるか、宇

の大きなものに移してきたのか。この説

都宮市の国民保護計画に書いてあります

明からだけでも十分わかると思いません

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

か。
だから、最初にお示しした国家改造計

たなきゃ持たないでいいのにみんな一生

画、この絵はね、全部そういうことを踏

懸命になって作ったんです。誰が作った

まえて読んでいくと、なるほどそうなっ

かって、今の地方公務員で軍事のことな
んかわかる職員なんかいませんよ。作っ

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

たのはみんなコンサル会社です。どんな

州制のようなものを実施しない限り、今

コンサル会社か、100％元自衛官のコン

お話したようなプログラムができないこ

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

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

すよ。本当に読んでみてください。すご

で、陸地で一番人口の小さい自治体は

いこと書いてありますよ。核攻撃に対す

500 人代くらいだと思いますけど、島だ

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

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

るって書いてあったんですよ（笑い）
。

みんな残しておいて、何かあって指示し

これ本当の話ですよ。

たら「おらのところは違う」って言われ

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

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

民というのは憲法第 10 条で国籍を有す

わけですから。「そんなゴミのような自

るもののことですよ。じゃあ在日の人は

治体が何んであるんだね」って聞いた話

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

があるんです。
私は市町村合併反対で、全国各地を駆

上の住民、憲法上の住民と規定していま

け回りました。700 近い自治体に招かれ

すよ。国民保護なんですよ、住民保護で

て「止めたほうがいい」と話しました。

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

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

持っている人が住民としていたら、この

んです。今、どうなっているかというと、

人たちをどうするんですか。つまり今、

市町村合併も大々的に進んだし、今の都

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。

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
７

て道州制を入れようとしているんです。

しく全体としての権力体制をどう整える

本質はそんなものではないんです。まさ

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

礎自治体の数を 300 とするということを明

編の提案」ですが、これは 2003 年に当時

記すべきだ」という意見が出てきたんです。

の日本経団連の会長だったトヨタの奥田さ
さすがにそれについては政治的なトラブル
んの「奥田ビジョン」といわれるものです。 に発展する恐れがあるといって止めたんで
「活力と魅力あふれる日本を目指したい」

すけれども。法律の中に、前文に書くって

というビジョンを発表したんですね。それ

言ったんですよ。そこまで来ているんです。

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。

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

今度の税・社会保障の一体改革も全部ここ

なっているんです。それをさらにわかりや

に書かれていたと考えてもいいんです。そ

すく旗をドンと掲げて打って出てきている

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。

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オリジナリティゼロで、

中央政府は、年金以外は全部国内政治を

全部こういうものの具体化の絵なんです、

やらない。都道府県を廃止して州政府とい

あれは。旗手なの旗手。彼を特殊な位置に

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

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

度にする。今 1700 くらいですよね。300

のからさらってきた物なんです。しかも橋

にするって言っているんです。この 4 月に

下さんは作っていません。堺屋太一さんと

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

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

律がありますが、それを作るときの内閣に

ら、橋下さんと松井さんと言うことが違っ

おける内部の作業部会の中では、
「これは

たりするんですよ。考えている頭は別だか

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

らですよ。全部暗唱しきれないの、我々と
同じです。
８

表１「道州制(10 分割)案」をみてくだ

の経団連の地方改革プログラムをほとんど

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

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

るときに開かれる内閣総理大臣の諮問機関

とで作ってあるのがこれです。何でもある

です。この第 28 次地方制度調査会は、こ

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

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

いておきました。州制と広域レベルの比較

で多いのがアメリカで 530 万人、次にドイ

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

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
９

です。いいですか、フランスの現在のレジ

るわけです。地方自治も発展すると言って

オン、州制度において平均人口が 267 万人、 いる。住民参加も進むと言っているんです
イタリアが 286 万人、カナダが 262 万人と
よ。私は無理だと思いますよ。だって今度
いうことは、もし道州制をやりたかったら、 の大震災で、東北州を作るって本当にまと
現在の都道府県のまま道州制をやればいい

もに議論してるんですよ。皆さん岩手のど

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

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

の、世界に例の無い大きな括りの道州制を

人は一生掛かっても全部歩けないんじゃな

彼らが欲しいのか。これは一体なんだとい

い？つまりね、何の地域性も感じなくなる

うことですね。
と思います。そして基礎自治体が 300 自治
経団連の文書にはこう書いてあるんです。 体ですよ。これは一体何を意味しているん
要するに、括りが大きいでしょ、そうする

でしょうか。

と国も遠慮して地方分権が進むと言ってい

７ 「自助・共助・公助」
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。
全部これ財界の提案です。「自助・共

ですよ。何で楽かっていうと、「自分のこ

助・公助」全部そうなんです。で、とうと

とは自分でやれ」って言って、「貧乏にな

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

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

う概念が法律の中に書き込まれて、この路

保護の問題を誰かのタレントの問題を引い

線が基本的政策路線となったんです。わか

て、とんでもないとかって「行政が助ける

っていただけますか。これはものすごく楽

のは真の弱者だ」って言ってワーとキャン

１０

ペーンやったでしょ。今度の社会保障制度

もう法律できちゃいましたよ。だから公務

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

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。

何ですか。「真の弱者」論そのものですよ。

８ 「公務員切り」が生み出していること

表６－１です。1995 年から 2009 年まで

から東日本大震災の現場は悲惨なんです。

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

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

は 2,855,106 人、この間に都道府県市町村

したんですけど、この裏表紙の写真は、南

全部合わせて 42 万 3 千人減らされたんで

三陸町の流された防災センターの絵なんで

すよ。
す。ここで最後までマイクを握って離さな
これは何を意味するか。総務省の調査で、 くて、流された女性の職員がいました。遠
2008 年の人口千人当たりの職員数を日本、 藤未希さんっていうんです。25 歳でした。
イギリス、フランス、ドイツ、アメリカと

私がこのすぐそばまで行ったら、ボロボロ

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

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

人、アメリカ 64.0 人ですよ。ほとんど地

文章がその中に入ってあったんですね。そ

域社会を支える公的システムが崩壊してい

れを表紙にしているんですけれども。そこ

るんです。事実崩壊しちゃったんです。だ

にはこう書いてあったんです。

１１

「未希さんへ

せんでしたね。チリ津波なんか全部経験し

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』

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。

未希さんの『き』は『希望』の『き』

彼女は逃げなかったんですね。それで逃げ

未希さんの声で助かった人は、未来に

てくれって放送で叫び続けたんです。公務

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。
」

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

私、これを読んで涙があふれて止まりま

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

すが、これが女川です。原発があるからです。

政力指数別に見た自治体数です。これ実は、 わかりますか。福島の 0.9 以上の４つは、全
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

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、

12 自治体、宮城で 15 自治体、福島で 15

困難であればあるほど、中央政府が好き放題

自治体です。岩手の場合、12 全ての自治

の政策を実施できるという姿なんです。これ

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

が。沖縄も全く同じなんです。もう止めさせ
ないとダメなんです。

の実態は、ほとんど全く財政的に自立がで

つまり地方自治が困難であること、貧困

きていない、自立力ゼロなんです。宮城だ

であることにつけ込んで好き勝手な権力支

って似たようなものです。福島もそうです。 配を行ってきた。札束で引っ叩くようにし
この中で、0.8 以上の自治体が宮城とか福島 て、押し付けてきた政策があるということ
であります。宮城で財政力指数 1.0 以上、つ

です。

まり自立できている自治体が１つだけありま

１２

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。

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。

「表７ 栃木県市町村経済計算（抄）と

こんな格差許しておいていいんですか。

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

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

おいてください。
「表８ 栃木県市町村別人

本国憲法に基づいて、みんなが生きていて

口当りで見た歳入、地方債残高、財政力指

良かったと思える国や社会や、そして特に

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。

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

2010 年度の決算カードから市町村のデ

たんじゃないですか。そうですよね。

ータを当たってみたんです。それでそれぞ

今日配布した資料（全部で 24 頁）に何

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

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

税額の順位です。トップは芳賀町、一番下

意味するデータか。あっと驚くような、驚

は益子町です。住民一人当りの地方税額の

かすようなデータがあります。これは当た

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

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

ですか。益子町の人は働かないで寝ている

スコミが書かないんです。

んですか。この根源にあるものは個人の所

たとえば、表 20－２、今の日本で 10 歳

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

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。

部住民一人当りのものを電卓で手計算した

15 歳から 19 歳の子どもで死んでゆく原因

んです。もちろんパソコンでもできるんで

の第 1 位が自殺なんです。いじめの問題と

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。

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

財政力指数も全部書き出しておきました。

んじゃないですか。

１３

去年の3 月11 日の後、たった２ヶ月後の 5 月

な学習を積み上げ、農協の人とも、どこの人とも

31 日に「地下式原子力発電所政策推進議員連盟」 仲良くなって腕を組んで、
「どうする、どうする、
というのができたんです。会長に平沼赳夫、顧問 どうする」ってことをなるべく楽しい思いで学び
に谷垣、安倍、山本、森、鳩山、渡部、羽田、石

あえるような、力を積み上げるようなことが、今

井、亀井、何ですかこれ？これ大連合でしょう。

ぐらい必要な時はないんじゃないでしょうか。

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

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

ださい。これ、科学技術庁が我々の税金を使

であると思わずにはおられません。私もこ

ってこんな絵を描いているんですよ。これに

れから先も是非みなさんのお仲間でいさせ

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。

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

何だってあるんですよ。私が単に暴露しよう

わります。ありがとうございました。

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

（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。
）

ことを、倦まず弛まず現実の地域社会の中で丁寧

１４

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
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