
 

１ 

 

『住民と自治』（通巻７１５号）１１月号付録 2022年１１月１日発行 自治体研究社 

と ち ぎ の 地 域 と 自 治 
とちぎ地域・自治研究所 所報 第２３８号 

〒3210218壬生町落合 1-15-5ﾎﾟﾗｰﾉ･どんぐり103 号 TEL/FAX 0282(83)5060 

メール：support@tochigi-jichiken.jp  ﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞ：https://tochigi-jichiken.jp 
          郵便振替 00170-7-251641 とちぎ地域・自治研究所 

   

 

◆とちぎ研究所設立 20周年記念：第13回とちぎ地域･自治フォーラム 

「ジェンダー平等と地方自治の現在と未来」 
◇ 日 時 １１月１２日(土)１３時３０分～ 

◇ 会 場 栃木県総合文化センター第４会議室（Zoomと併用） 

◇ 講演①「性教育におけるジェンダー平等」 
講師 艮(うしとら)香織 氏（宇都宮大学准教授） 

講演②「２１世紀の地方自治、現在と未来」(Zoom講演) 

       講師 中 山 徹 氏（自治体問題研究所理事長、奈良女子大学教授） 

〇 今年はやるぞ！栃木アクション   大 木 一 俊 

〇 日米同盟強化下の抜本的な軍事費増加と岸田財政（上）  熊 澤 通 夫 
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第58回  市町村議会議員研修会 zoom開催 

一般の人も参加できます 

□ 第1講義 11月 24日(木) 13：30～ 15：30 
「社会保障のあゆみと協同」芝田英昭  立教大学教授 

□ 第２講義 11月 25日(金)  13：30～ 15：30 

「地域公共交通の危機を超えて未来図を考える」 
西村 茂  金沢大学名誉教授 

◇問い合わせ先、参加申込 

自治体研究社 議員研修会係 TEL：03-3235-5941 e-mail : info@jichiken.jp 

mailto:tochigi_jichiken@lycos.jp
http://members.tripod.co.jp/tochigi_jichiken/
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今年はやるぞ！栃木アクション 

               大 木 一 俊（さようなら原発！栃木アクション実行委員長） 

 

「さようなら原発！栃木アクション」は、

2011 年３月の福島第一原発事故を契機に、

「原発いらない栃木の会」の呼びかけで、 

2012 年８月、県内各層の者が集まり、党派や

所属団体の違いを超えて、「脱原発」の一点

で団結し、県内で1000人規模のパレードを実

施することを目的として結成されました。 

 そして、2012 年以降毎年、宇都宮市城址

公園を集合場所にして、脱原発パレードを行

ってきました。 

第３回目までは二千数百名の参加があり、

その後は徐々に減少したものの2019年の第８

回目でも1000名を超える参加者がありました。 

しかし、2020 年３月以降の新型コロナ禍に

よって、感染防止の観点から、2020 年、2021

年と脱原発パレードは、中止せざるを得なく

なってしまいました。 

それでも、事故を風化させないためにも脱

原発の声を上げなければならないという思い

から、福島第一原発事故から１0 年目の 2021

年３月 11 日には、「紙上パレード」と銘打っ

て、下野新聞の１頁全面に意見広告を出すこ

とを呼びかけたところ、2425 名の個人と３４

団体の参加がありました。 

その後、ワクチン接種や医療体制の整備等

で新型コロナの重傷化が減少し、大人数での

イベントも行われるようになりました。こう

した中、福島第一原発事故の記憶を風化させ

てはいけないとの強い思いから、今年（2022

年）こそは、何としても脱原発パレードを実

施したい！いやすべきだ！ということになり

ました。 

そして、その機運を盛り上げるため、３月

から４月にかけてプレ企画として、県内８か

所で講演会、スタンディング、上映会等を行

った結果、ついに、11月19日（土）には、脱

原発パレードを復活、実施することになりま

した。 

新型コロナ禍が収束していないため、プレ

コンサートは実施せず、シュプレッヒコール

は行いませんが、その代わりに、街宣車やプ

ラカード等によるアピールは行います。 

プーチンによるウクライナ侵略によって、

原発が格好の軍事標的であることか明らかに

なりました。 

原発は、生命にとって危険極まりない存在

である上、被曝労働の犠牲の上に成り立って

いることや使用済み燃料等の放射性廃棄物の

処理のツケを長期にわたり子孫に回すもので

倫理的にも許されず、即刻廃棄されなければ

なりません。 

それなのに、岸田政権は、原発再稼働、老

朽原発の延命、原発新設を含む次世代型原発

の検討等原発推進に前のめりです。 

このような状況に対し、国民の大多数が脱

原発・原発ゼロを望んでいることを示すため、

一緒に「原発はいらない！」「さようなら原

発！」と声を上げましょう。多くの方の参加

を待っています。              

本稿は、「原発いらない栃木の会」へ投稿

したものを一部変えただけで転用したもので

あることをご容赦ください。 
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【本稿は、編集者の了解を得て『税制研究」第82号(2022年９月）から転載したものです。】 

 

日米同盟強化下の抜本的な軍事費増加と岸田財政（上） 

                           
熊 澤 通 夫（経済評論家） 
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はじめに 

第２次安倍政権成立以後わが国の軍事費は

日米同盟を強めつつ増加を続け、とくに昨秋

誕生した岸田政権は、世界第三位の軍事大国

となるほどの抜本的な軍拡を目指している。 

 その政権成立直後に実施した総選挙公約で

は「ＮＡＴＯ諸国の国防予算の対ＧＤＰ比目標

（２％以上）も念頭に、防衛関係費の増額を

目指します」とうたい、昨年末に一体として

編成した2021年度第一次補正予算と2022年度

当初予算を合わせると、防衛関係費は 6 兆円

を超えて史上最高額となった。 

 その後、厳しさを増す米中対立の中で起き

たロシアのウクライナ侵攻は国際情勢を大き

く変化させ、ヨーロッパ諸国が軍拡時代に入

ったといわれている。 

 その動きに乗って、岸田首相はかつてわが

国が侵略したアジア諸国の要人も参加した国

際会議で「本年末までに新たな国家安全保障

戦略を策定」し「日本の防衛力を５年以内に

抜本的に強化し、その裏付けとなる防衛費の

相当な増額を確保する決意です」iと公言した。

このように「戦争をしない国・平和国家日本」

から「戦争のできる・軍事国家日本」への歩

みを速めている。 

 本稿の内容は以下のとおりである。 

 第一、2022 年度予算分析を通して、わが国

の軍事費が６兆円を超える史上最高額となっ

た主な内容を明らかにする。  

第二、この予算編成にあたって軍事財政に

適合するための財政制度改悪が進んでいる。

その問題点を示すこととする。 

第三、この４月、自由民主党が政府に提言

した「新たな国家安全保障戦略等の策定に向

けた提言」の検討を通じて、岸田政権が目指

す軍事力強化の内容を明らかにする。 

第四、破綻したアベノミクスの渦中にある

わが国経済の中での軍事費増加は、生存権保

障を放棄した社会保障制度解体と消費税の大

増税につながることを明らかにする。 

 

 

第1章 日米同盟強化と岸田政権による軍事費の膨張 
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１．防衛力強化加速パッケージから見る大幅増加 

多くのメディアは防衛関係費を 22年度当初

予算に限って「10 年連続増加、史上最高額の

5兆4,005億円、21年度当初予算に比べ584億

円増、1.1％の伸び」と報じている。しかし政

府のいう2021年度補正予算と一体化した16カ

月予算で判断しないと実際の軍事費膨張の姿

が見えてこない。 

防衛省は以下のように説明している。「わ

が国周辺の安全保障環境がこれまでにない速

度で厳しさを増す中、必要な防衛力を大幅に

強化し、各種事業の実施を加速するため、

【防衛力強化加速パッケージ】の下、令和４

年度当初予算を令和３年度補正予算と一体化

して編成・・・歳出予算額は6兆1,744億円を

計上し、前年度に比べ大幅な増額を実現」ii 

した。 

① 歳出予算額は 6 兆 1,744 億円を計上、

2020年度第 2次補正予算と 21年度当初

予算の合計額に比べて 4,455億円、7.8%

の大幅な伸びである。 

② 主として装備取得に使われる「物件費」

は 3兆 9,897億円で 4,526億円、12.8％

の大幅な伸びである。 

③ 新規後年度負担はこれまでの伸びを大

きく上回る2兆9,950億円を計上、3,951

億円増、15.2％の大幅な伸びである。 

これらはいずれも史上最高の増加額と伸び

率だが、その理由について財務省は「緊迫化

する国際情勢を踏まえ・・・ミサイル防衛や

南西地域の島嶼部の防衛のほか、宇宙・サイ

バー・電磁波といった新領域の能力強化を推

進」iiiと説明している。 
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２. 専守防衛の垣を越えて「あらゆる選択肢を除外しない」軍隊ヘ 

 

「抑止力と対処能力強化」を目的としたこ

の増加の特徴は第一に研究開発費の増加であ

る。 

「次期戦闘機、スタンド・オフ防衛能力の

強化等の主要事業について所要額を確保する

とともに、ゲーム・チェンジャーとなりうる

最先端技術に対する投資を大幅に増やすこと

とし」iv、過去最大となる対前年度 796 億円 

増、37.6％の大幅な伸びになる 2,911 億円を 

計上した。22年度当初に計上された事業(斜体

は新規事業分)は表２のとおりで、これを見る

と軍事技術の近未来像まで伺うことができる。 

また、それは軍事を対象とした国による直

接の研究・開発にとどまらず、広範な大学、

研究者等への委託あるいは成果の利用を含ん

でいて、経済安保法制によりすべての軍事に
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係る研究・開発情報を吸い上げ、管理し、統 制の対象とする可能性を否定できない。 

 

 

第二の特徴は防衛省が調達を求めた主要装

備品のすべて～26 中期防衛計画の別表で定め

ている装備品を含む～を繰り上げ取得したこ

とである。 

軍事費は、仮想敵国との軍事力競争関係に

基づいて算出され、予算に反映されるものだ

が、「22 年度予算の基本方針」v は「周辺諸 

国の軍事力強化を始めとして、安全保障環境

が厳しさを増し、日米同盟における日本の役

割の拡大等が求められる中、従来領域におけ

る防衛体制・装備品の整備と、宇宙・サイ  

バー・電磁波等の新領域への対応」で、「短

期・中期・長期のそれぞれを見据えた防衛力

整備」と述べている。その内容の一部を具体

例で紹介しよう。 

岸田首相は今年 1 月のバイデン米大統領と

の首脳会談で、日本が「（日米同盟)及び    

(インド太平洋)地域の安全保障を一層強化  

するために自らの防衛力を強化することを決

意した」vi と約束した。それはインド・太平

洋地域における日米中心の国際的共同作戦遂

行能力向上を目指すものといわれていて、艦
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船、航空機の増強等、海空領域の戦力増強に

あらわれている。 

たとえば①アメリカ製の最新戦闘機Ｆ35Ａ

を取得するが、同機は電磁波から姿を隠す優

れたステルス性能を持ち、かつ核ミサイル搭

載のできる敵基地攻撃の有力な手段である。

また現在、自衛隊の主力戦闘機Ｆ15 を改修し

てステルス性能を高めることも敵基地攻撃能

力強化といえよう。 

②「沖縄。南西諸島有事」、「台湾有事」ヘ

の備えとみられる南西諸島の要塞化、佐世保

を中心に南九州で日米が共同利用する基地整

備が進んでいる。 

③新たな戦域となる領域では、宇宙領域に

おける作戦能力の強化として、宇宙関連経

費：790 億円、宇宙関連のミサイル防衛費：

387 億円、サイバー領域における作戦能力の 

強化にサイバー関連経費：342 億円、電磁波 

領域における作戦能力の強化のためにスタ 

ンド・オフ電子戦機の開発：190 億円、戦闘 

機Ｆ35Ａの取得：8 機、768 億円(別途、整備 

用機材等に 374 億円)、戦闘機Ｆ35Ｂの取得:4

機、510 億円(別途、整備用機材等に 205 億  

円)、Ｆ15戦闘機の改修:2機、改修費 32億円

(関連経費を含めた総額 520 億円)等があげら

れる。 

このようにわが国の軍事力は、歴代政権が

憲法第 9 条との関係で維持してきた「専守防

衛」の垣根を破り、「敵基地攻撃能力を含め、

あらゆる選択肢を排除せず現実的に検討しま

す」vii という水準になっている。 

 

 

第２章 新型コロナに便乗した財政制度改悪と悪化した財政体質 

 

新型コロナ感染症対策に便乗した財政制度

改悪がつづき、財政膨張を許している。代表

的には大型の補正予算、国庫債務負担行為の

増加、予備費、実質日銀引受け国債、基金が

あげられよう。このうち補正予算制度、予備

費、日銀引受け国債の組み合わせと議会審議

の無力化は、アジア・太平洋戦争の戦費を調

達した４点セットであり、戦後インフレー   

ションの原因ともなった。 

１.補正予算の悪用 

まず補正予算で、財政法第 29条はその作成

要件をその年度内に支払うべき経費の不足を

補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき

特に緊要となった経費の支出又は債務の負担

を行うため必要な予算の追加を行う場合にか

ぎると、厳しく制限している。 

しかし国債発行以後、本予算につなぐ補正

予算編成を年中行事としてきた長年の経緯が

あり、そのうえアベノミクスでは「機動的財

政運営」と称してそれを大型化した。ただし

軍事費には手をつけていない。 

ところが20年度第２次補正で菅政権は、「安

定的公共事業費支出」となる「防災、減災、

国土強靭化のための 3 か年緊急対策」を発足

させたが、その中に武器・装備品調達をまと

め買いすると安くなるという理由をつけ、防

衛関係費を含むことに道を開いた。 

岸田政権ではさらに、21 年度第一次補正で、

債務負担行為の先払いのほか、武器・装備品

調達、基地整備等にまで使途を拡大した。そ

れは補正予算で今後、限りなく軍事費膨張を

広げることを可能にする。 

ちなみに補正予算の厳しい作成要件は、

「殊に太平洋戦争中における膨大な戦費は  

戦時中を一会計年度として追加予算に計上  



 

８ 

 

され戦後財政の破綻をきたすに至ったので  

ある」viii というわが国歴史への反省がある。

菅、岸田政権の行ったような補正予算による

防衛関係費への使途拡大は財政法違反という

べきだろう。 

２.国庫債務負担行為の増加 

つぎに予算を先食いして歳出増と財政硬直

化を招く国庫債務負担行為の増加で、防衛費

では約 3 兆円増、対前年度比 15.2％の伸び 

(表1)といずれも史上最高となっている。 

参考までにこの他に目立つものをあげる 

と、新型コロナウイルス感染症対策とは関係

ない「重要インフラの計画的な整備を図る」

ため、新たに 2.1 兆円(2022 年度当初)を設  

定し、またＤＸの基盤整備となるデータセン

ターの地方立地促進を目的として「複数年度

にわたる事業を安定的に実施する」ため、あ

らかじめ必要な事業額(2022 年度～26 年度総 

額 455 億円)を計上している。このように国 

庫債務負担行為はコロナ禍に便乗した財政肥

大化の一因となった。 

３.予備費の激増 

三番目に国会が議決した金額の枠内であれ

ば使途、金額を政府の裁量で支出できる予備

費である。 

新型コロナウイルス感染症が蔓延する中で、

その対策費以外にその後の感染症拡大に備え

るという理由から、菅政権は 2020年度第一次

補正予算に1兆5,000億円、第二次補正予算に

10兆円、第三次補正予算では1兆8,500億円の

減額修正をしたものの、岸田政権は 2021年度

第一次補正予算に 5 兆円、2022 年度当初予算

に5兆円、合計19兆6,500億円という巨額な予

備費を計上した。 

ちなみに近年、予備費の最も多かった年は

リーマンショックの後始末に東日本大震災が

重なった2011年度の2兆円だから、その約10

倍増になる。 

国会の承認を経ることなく使途、金額を定

めることのできる予備費は、要件を憲法で

「予見し難い予算の不足に充てるため」(憲法

第 87 条 1 項)と定めている。それは国会にお

ける予算の厳格な審議を前提としてなお使途、

金額ともに「予見し難い」「不足」が生じた

場合の処置と解すべきであろう。 

ところが10兆円を計上した2020年度第二次

補正予算の審議過程で、政府は財政演説で半

分にあたる5兆円の使途を示しているix。ある

いは岸田政権は、野党の通常国会の会期を延

長して、物価高騰から庶民の生活を防衛する

ための補正予算を編成すべきという要求に対

し、成立したばかりの 2022年度当初予算にあ

る新型コロナウイルス感染症対策予備費から

1兆5,000億円を物価対策に支出した。 

その使い方だが、日本経済新聞の調査によ

ると「国会に使い道を報告した 12兆円余りを

日本経済新聞が分析すると、最終的に用途を

正確に特定できたのは 6.5％の 8,000億円強に

とどまった」x という。 

このようにいま、予備費は政府が国会の統

制を外れて自在に操り、専断的支出を可能に

する制度に変質している。 

４.単年度主義改悪と基金(ファンド)濫用 

基金は単年度主義の例外で、国が一般会計

から政府機関等に補助金を支出してファンド

を組み立て、複数年度にわたり自由に支出で

きる。このため財政統制が効きにくく濫費に

なるおそれが少なくない。 

ところが岸田首相は、「単年度主義の弊害

是正」xi と称してこの制度を新しい資本主義

実現の 4 本目の柱に位置付け、民間資本の投
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資刺激と誘導をめざしている。この結果、そ

れまで毎年度 1 兆円程度で推移してきた基金

の設置が広がり、その予算措置額は 2021年度

補正予算のみで5.7兆円となった。 

その中には国家続制強化により自由な研究

の阻害となるほか、公的資金を使った投機資

金となる等の批判もある 10兆円規模の「大学

ファンド」xii へ 6,000 億円の出資がある。あ

るいは経済安全保障重要技術育成のための基

金(約2,600億円)、先端半導体の生産基盤整備

のための基金(約 6,200 億円)を創設した       

ほか、ワクチン開発・体制整備のための基金

に約7,400億円を計上している。 

５.日銀引受け国債の増発 

菅、岸田内閣の下でつくられた 4 回の補正

予算の財源は、ほとんど全部、実質的な日銀

引き受けによる公債で賄われた。 

ところでわが国の財政法は、「公債又は借

入金以外の歳入を以て、その財源としなけれ

ばならない」と赤字公債の発行禁止を原則と

して定め、例外的に但し書きで「公共事業費、

出資金及び貸付金の財源については、国会の

議決を経た金額の範囲内で公債を発行し又は

借入金をなすことができる」(財政法第 4条第

1 項)と使途を限定し、その限りで国会の議決

を条件に発行を認めている. 

この「赤字公債発行禁止」原則の理由につ

いて、立法作業に当たった平井平治氏は「健

全財政を維持して行くと同時に、財政を通じ

て戦争防止を狙いとしている規定」xiii で、

「本条は憲法の戦争放棄の規定を裏書保証せ

んとするもの」xiv と解説している。 

くわえて財政法は非公債主義の徹底を期し、

公債の日銀引き受けについて原則禁止とした。

すなわち「すべて、公債の発行については、

日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金

の借入れについては、日本銀行からこれを借

り入れてはならない」とうたい、例外として

「特別な事由がある場合」に限り「国会の議

決を経た金額の範囲内」(財政法第 5 条)で発

行できると制限している。その理由は 1933年、

当時の深刻な不況からの脱出と満州事変の戦

費を補う目的で採用された公債の日銀引き受

けという公債消化法が、その後の戦争拡大に

ともない戦費調達の手段となり、戦後のイン

フレーションを引き起こした経緯からうまれ

たもので、国会に赤字公債発行額と実質的な

「日銀引き受け」公債発行を無制限で授権し

ているわけではない。 

６.財政再建目標の破綻と悪化した財政体質 

岸田政権下、このようにして財政体質は悪

化した。具体的数字で見てみよう(表 3 参照)。 

政府は、22 年度当初予算について景気が回

復し、法人税、所得税の増収が見込まれるの

で新規国債発行額を前年度当初予算に比べて

減額するなど、財政体質を改善したというが、

16 カ月予算で見ると財政体質は明らかに悪化

している。 

21年度補正予算と22年度当初予算を合計し

た歳出総額は 143兆 5,859億円(内訳：21年度

第1次補正が35兆9,895億円、22年度当初が107

兆 5,964 億円といずれも史上最高額)になる 

が、歳入額を見ると税収は 71兆 6,670億円で、

歳出と歳入の収支差である財政赤字額が 58兆

9,840億円、国債依存度は41.1％に達している。 

この結果、公債残高(普通公債残高)は       

アベノミクスがはじまった 2013 年度末の 744

兆円、対ＧＤＰ比145％、コロナ以前の2018年

度末の874兆円、対ＧＤＰ比157％から 22年度

末には 1,026兆円、対ＧＤＰ比 182％へ急増す

る。2025 年度に基礎的財政収支を黒字化し、

ＧＤＰに対する公的債務残高を安定的に低下
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させるという政府の財政再建目標は破綻した。 

こういう状況の中で軍事費を「ＧＤＰ比

２％以上」とする抜本的に増額する政府方針

が具体化している。 

 

 
i 「アジア安全保障会議での岸田首相基調講演」2022年6月10日 
ii   我が国の防衛と予算(案)～防衛力強化加速パッケージ～令和4年度予算(令和3年度を含む)

の概要」防衛省 令和3年12月 
iii 「令和4年度予算のポイント」財務省2021年12月 
iv  iに同じ 
v  2021年12月3日 閣議決定 
vi  日米首脳会議共同声明「新たな時代における日米グローバル・パートナーシップ」(2022

年4月16日) 
vii  岸田首相「所信表明演説」2022年1月17日衆院本会議 
viii  杉村章三郎「財政法【新版1106頁」有斐閣 
ix  衆議院本会議 2020年6月8日 
x  日経電子版 2022年4月23日 
xi  第205国会における岸田首相の所信表明演説 2021年10月8日 
xii  2020年度第3次補正で5,000億円、2021年度補正で6,000億円の政府出資金が措置される

とともに、2021年度財政投融資計画で4兆円、2022年度財政投融資計画で49兆円を計

上し、10兆円としている 
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xiii  平井平治「財政法逐条解説」一洋社 37頁 
xiv  同上 40頁 

栃木特別支援学校の保護者も寄宿舎存続求め署名活動始める 
 

那須特別支援学校の寄宿舎閉舎反対運動について、所報235号(8月1日)で那須町の小野町

議から報告がありましたが、もう一つの閉舎対象となっている栃木特別支援学校の保護者が寄

宿舎存続を求めて署名活動を始めました。 

 

【下野新聞 10月20日】
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※書籍の注文は、ＦＡＸ(0282-83-5060)又はメール(support@tochigi-jichiken.jp)で 

 送料無料です。 
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