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第 19期とちぎ自治講座:議員研修会開催 
 

11月20日午後１時から宇都宮市

文化会館で第 19 期とちぎ自治講

座：議員研修会を開催しました。

今回は、コロナ感染が落ち着いて

きていることから対面とリモート

の併用で開催し、併せて 28人が受

講しました。 

講座①は、「総選挙結果の分析

と見方」で、講師は太田正とちぎ

地域・自治研究所理事長でした。 

新聞報道等の資料や独自の分析

を紹介しながら、総選挙結果の概要(資料

①)（以下資料は４頁以降に掲載)、前回総

選挙結果との対比、野党共闘の選挙結果の

分析・評価、投票率と自民党の獲得議席数

の関係などを話されました。 

特に、今回初めて政権交代を目指して取

り組まれた野党共闘について、批判的な論

調もあることから詳細な分析と評価をされ

ました。 

〇 市民連合と野党共闘について（資料②） 

今回の総選挙の特色の一つは共産党も含

めた野党共闘が成立したこと。特に政権交

代を目指すということで共闘の中に共産党

が入ったということが今も批判の対象にな

っている。野党、特に立憲民主党が議席を

減らしたのは共産党との共闘によるもので

はないのかというような様々な形でのアピ

ールがなされている状況が生まれてきた。

そういう中で、今回は特に野党がそれぞれ

の政党の違いを維持した上で、一致点で菅

政治或いは安倍政治といったものを転換を

していくというところで協力した。その仲
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介役になったのが市民連合といわれる運動

体だった。本来ならば政党が独自に主体的

にそうした連携を形づくっていくというの

が一つ 1 つのあり方としてはあるけれども、

なかなかそれがしにくいということで、結

局仲介役として市民連合が各政党間の繋ぎ

役を果たしてきた。そういう意味で、新し

い共闘のスタイル或いは形態を今回作るこ

とができたのではないか。、市民連合掲げた

共通政策では、命を守るために政治の転換

を目指すということで、コロナ禍を契機に

して、又この間の国民との信頼関係を全く

損なうような政治をどうやって転換してい

くのかについて、一つ一つの項目で的確な

政策提案をされた。これを４つの野党が受

け入れて合意して、選挙協定を結んだとい

うことによって野党共闘が実現したという

流れになった。野合だという批判があるが 

、決して野合ではない。 

〇 総選挙結果と野党共闘（資料③） 

この資料は日経のデータ（実際の数字が

必ずしも僅かだが合わないところがある）。

野党共闘がどういう結末になったのかとい

うことを幾つかにパターン化をして整理し

てある。一番左側は一対一の与野党対決構

造が成立した選挙区が 141 あったというこ

と。その中で５野党の統一候補が勝利した

のが 40議席。真ん中の三つどもえというの

は、野党統一候補に維新が割り込んできて、

与党、５野党、維新の三つどもえの構造が

生まれた選挙区が 69あった。その中で野党

統一候補は 21議席を得た。そして右側は野

党の連携調整ができなかった、いわば従来

通り野党同士が票を取り合うという選挙区

が 76であった。 

資料の下の図はそれを踏まえた上で再整

理したもの。289の小選挙区のうち 213選挙

区 73％で野党共闘の一本化が成立し、５野

党が競合したところが 76選挙区あったとい

うこと。一本化ができたところで一対一の

対決構造が 141 選挙区、維新が入って三つ

どもえになったどころが 69選挙区。そして

一本化できた選挙区での当選者は 61､競合

したところでは８ということ。それでマス

コミでも３割程度だというふうにいわれた

が、確かに勝率でいくと一対一のところで

も３割弱、三つどもえのところでもだいた

い３割程度という結果になになった。ただ、

一番下の調整ができずに従来通り野党競合

した 76選挙区で野党が当選したのは８だっ

たが、これが結果としての野党の得票数を

足し合わせた場合、、野党統一という形で一

本化ができれば、プラス 6 議席獲得するこ

とができたという結果にもなっている。 

〇 野党共闘と自民党の得票（資料④） 

総選挙結果と野党共闘の関係について、

特に自民党の得票との関係を読売新聞の記

事から比較してみる。左のグラフは 2012年

の選挙から今回の選挙まで、当選者と次点

候補との得票率の差を示している。かなり

接戦に持ち込んだところが多かったわけで、

下の５ポイント未満というのは、要するに

５％未満の接戦ということ。10％未満とい

うのはもちろん 10％未満。10％開いている

といっても５％を相手側から取れば当落が

逆転する。10ポイント未満で25議席、５ポ

イント未満で 34 議席、合計して 59 議席に

なる。。だから５％未満の範囲内で競り勝て

ば 59議席が野党側にもたらされたことを示

している。この 59議席を加えると、与党側

が 59減るわけで、そうするとかなり政権交

代の可能性が高まることにも繋がった。よ

くよく分析して見てみると、非常にどっち

に転ぶか分らないような中で接戦を演じて
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きた、その中で最後に接戦を勝ち抜くだけ

の自力が野党側にまだ付いていなかったん

だということがここで示されているんでは

ないかと思う。 

〇 野党共闘の評価と今後の対応(資料⑤） 

この資料の左側の表は、野党共闘に参加

した或いは連合を介して部分的に参加した

国民民主党までてそれぞれの党首或いは政

党がどういう見解を示しているのかを挙げ

ている。 

右側の図は、各政党或いは団体の立ち位

置を簡単に図式化したもの。横軸は野党共

闘に対して肯定的な立場なのか否定的な立

場のか、縦軸は野党共闘をさらに進化させ

発展させていこうとするのか、それともこ

れを見直していく、さらには維新とか与党

と逆に連携していくという方向をたどるの

かということを、一つのポジションとして、

各政党とか団体が採ろうとしているのかを

示したもの。ハッキリしているのは野党共

闘を肯定的に評価しこれを進化させようと

いうのは共産党と社民党であり、そして若

干少し余力を残しているけれどもれいわ新

撰組も基本的には肯定的な評価をしている

ということ。立憲民主党については現在代

表選挙をやっているので、どなたがなるの

か分からないがこれを引き続き強化してい

こうとそういう主張をされている方もおら

れるし、見直すべきところは見直すべきで

はないかというようなことを発言されてい

る方もおられる。国民民主党は基本的には

野党共闘には否定的。そして、今はどちら

かというと維新と連携を図ろうとしている。 

〇 投票率と議席の関係（資料⑥） 

低投票率がどういう結果を招くのかとい

こと。自民党の小選挙区での得票率と議席

占有率がクラブで示してある。半分に満た

ない得票率で議席は 60％以上を得ている。

全体の得票率のうちの約半分で有権者の４

分の１という少数の支持或いは基盤に基づ

いて政権が運営されているという事態を示

していまる。右側の東京新聞の記事では過

去の流れの中で投票率が下がることと自民

党の獲得票がどういう相関関係を持ってい

るのかを示したもの。2009 年に民主党政権

が誕生し、その後民主党政権が崩壊して

2012 年に第二次安倍政権が生まれてくるが、

その過程の中で投票率が急下降していく。

現在はその後遺症を今も引きずっていると

いう状態になっている。一番恩恵を受けた

のは自民党であるということを示した図で

す。 

そういう点では、接近戦、つまり政治が

変わるかもしれないという期待感を国民の

皆さんに持っていただく、そしてそのため

には単なる数合わせではなくて、その事が

本当に実現できるんだという実現可能性を

国民の皆さんにしっかりと見える形で示し

て行く、そのための準備と政策的な合意も

含めて十分な説明といったものを徹底的に

していかないといけない。ところが、今回

は余りにも間際になってやっと野党共闘が

市民連合を仲介にしてできあがる。できあ

がった後も必ずしもさあ行くぞという形で、

毎日毎日野党４党が顔を並べて訴えるとい

った場面も余り見られなかったし、そうい

う点では国民から見てどうも政権選択とい

っても本当にその構えがあるのか、或いは

そういったことについての十分な準備とか

政策的な魅力があるのかというところが十

分に浸透しきれずに、この際は自民党では

嫌だけれども消極的な選択として維新に行

ったというところも 1 つの傾向としてはあ

ったのではないか。 
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講座②は、「コロナ禍の自治体財政、2022

年度予算の課題」で、講師は平岡和久立命

館大学教授（自治体問題研究所副理事長）

でした。地方自治をめぐる最近の動向、日

本経済の現状と見通し、新型コロナ対策と

財政、市町村財政の現状、2022 年度予算、

政府の経済対策（11 月 19 日）、行政デジタ

ル化の問題点、今後の地方財政の課題など

幅広い分野にわたって話されました。(詳細

は次号以降で紹介します。) 

〇 地方自治をめぐる最近の動向 

2017 年以降の４年間で自治体のデジタル

化が急速に進んだ。９月にデジタル庁発足。

個人情報を産業活動に提供することが目的。

デジタル主権が危機に、堤未果「デジタル

ファシズム」(ＮＨＫ出版)一読を。 

〇 新型コロナ対策をめぐって 

・「政策災害」としてのコロナ禍－空港検疫    

対応不十分、第５波で感染者の自宅放置、  

ＰＣＲ検査抑制、ワクチン接種の遅れ等 

・新型コロナ対策における集権制－特措法、

感染症法、財政措置による統制、誘導 

・新型コロナ対策の隘路と縦割りの弊害－

国の指示待ちと独自性の発揮、地方自治

の媒介・抑制機能、総合調整機能の発揮 

和歌山県、世田谷区など 

〇 新型コロナ対策と財政  

・2020年度補正予算で 70兆円余の財政措置  

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金－使い道が問題、自治体独自

事業の実施計画（特にコロナ対策以外の

事業の）作成前の議会でのチェック、住

民参加での議論必要 

〇 市町村財政の状況 

 実質単年度収支―近年悪化基調、経常収

支比率―傾向的に上昇、実質公債費比率・

将来負担比率－下がっているが財政が健全

だから住民が幸せとは限らない。 

〇 2022予算「骨太方針 2021」 

・2018年の財政健全化目標堅持 

・22年から25年の３年間歳出改革努力継続 

・グリーン、デジタル、地方活性化、子

供・子育ての４分野への重点的な資源配

分－恒常的な経費は抑制を続けて、経済

対策ではバラ撒くというのがコロナ禍で

顕著になっている。人件費抑制のもとで

自治体職員の仕事が増大している。 

・「地方一般財源総額実質同額水準ルール」

を 24年度まで継続－一自然増の抑制 

〇「コロナ克服・新時代開拓のための経済

対策」2021年 11月 19日（資料⑦） 

・事業規模78.9兆円、財政支出55.7兆円、

実際の補正予算は一般会計 31.6兆円規模 

・Ｒ４年度当初予算と合わせ、「16 ヶ月予

算」の考え方 

・市町村対応の事業が多く含まれる 

・Ｒ3 年度地方交付税の増額が講じられる

－補助事業の裏負担分？ 

・成長戦略、分配戦略、防災・減災・国土

強靱化における各府省の事業の｢ぶっ込み」 

〇 集権的地方財政改革と自治体 

・マイナスサムゲーム下における「生き残

り競争」促進－ふるさと納税、地方交付

税の成果配分方式、地方創生関係交付金

→「あきらめ」のマインドづくり 

・自治体行政の「標準化」・「アウトソーシ

ング化」「「産業化」促進－地方交付税に

おけるトップランナー方式、自治体業務

改革、公務公共サービスの産業化、 

・拠点化、広域化、圏域単位の行政の促進 

－連携中枢都市圏、立地適正化計画、「小  

さな拠点」、水道事業の広域化、公共施設  

等総合管理計画、学校統廃合の推進 

〇 地方一般財源総額抑制策からの転換、財  

政の所得再分配機能の発揮を 
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【資料⑦】「コロナ克服・新時代開のための経済対策」（2021年 11月 19日）

 


