
第3回 政経塾資料

第１講義 知事選を振り返って

令和元年11月30日
依光晃一郎



選挙に関するHPは、NHKがオススメ

NHKのHPより

https://www.nhk.or.jp/senkyo/data
base/local/2019/kouchi-chiji/



県議会議員は、地元が心配

11の市で、得票率60％を割ったのが3市
（安芸、59.6％ 土佐清水 54.3％）

香美市は、57.0％

香美市は、市議会議員20人中、
5名が共産党。1名が共産系。

自民党籍の市議会議員3名

公明籍の市議会議員2名



志位共産党委員長

香美市に。



参院選2019
公示：７月４日投票：７月21日

得票率50.3％ 危機感！



安芸市は、負けた！

「松本けんじ」という名前が敗因？

松本憲治（まつもと けんじ、1948年1月27日 - ）は、日本の政治家。高知県安芸市長を2001年から2013年まで3期務めた。
by ウィキペディア



共産党の票は、ほぼ同数

参議院議員選挙のその他票が、
浜田氏に乗る。

分析

共産党を嫌って、浜田氏に乗る？

→例えば、広田一氏が候補なら、
広田氏に乗った可能性も。

参議院議員選挙 7月21日投票 香美市の結果

知事選挙 11月24日投票



共産党の票は、2千減る

投票率も、2.27％上がる

分析

共産党は、知事選では減る。
（自民党への不満票、野党の票が、入っていた）

投票率UPは、浜田票に。

参議院議員選挙 7月21日投票 高知市の結果

知事選挙 11月24日投票



依光の総括

自民党は、決して安泰ではない。

広田一氏が出ていたら、香美市では負けていたのでは。

共産党候補であったことに、救われた選挙。

土森選対本部長の引き締めがなければ、確実に投票率低下



知事の仕事について

・予算の編成 予算の執行 →議決は議会
・人事 →副知事や教育長などの承認は議会

もし松本知事が誕生していたら？

・国からの予算が少なくなる。←予算獲得力の低下（競争型予算で落選？）
←総務省は、浜田候補を応援 干される

・教育長は、解任。高知の学力は低下。

・経済政策は、ジリ貧に。共産党には、経済政策がない？（大企業への課税強化？）



そもそも

自民党と共産党の違い って何？

・自民党 保守「伝統・文化重視」「家族」「助け合い＝義務」「自由競争」
天皇制維持 国旗・国歌 夫婦同姓 農村社会・村社会 頑張れば給与UP

・共産党 革新「共産革命で平等」「個人」「権利」 「平等な待遇」
天皇制廃止 9条護憲 夫婦別姓 お隣さんに無関心 サボっても給与UP

共産主義は、あくどい資本家（お金持ち）から、労働者を開放することを目指す。
前提は、貧富の差が激しい社会。階級をなくす＝天皇制の否定

労働者と農民が、政府（帝政ロシア）を武力で倒して、新しい政府。＝ソビエト連邦



ソビエト連邦は、なぜ崩壊したか？

・計画経済により、無駄のない平等な社会を目指す。

→どんなに働いても、働かない労働者と給料が一緒＝労働意欲の低下

→働かないけど、「権利」は要求

→平等な社会のはずが、格差が生まれる。コネ社会。不正で蓄財。

→独裁者を生み、反対するものを粛清。＝暴力的

共産党は、平和主義？

→戦時中に共産党員は、投獄。＝反戦運動で投獄ではない。
共産革命を起こそうと、資本家や帝国主義に反対。ソビエトや中国共産党支援
ベトナム戦争では、社会主義国であるベトナムを支援。米軍が日本から出撃に反対。
日本は、軍隊を持ってほしくない。＝護憲。→革命が起こせなくなるから。



共産党系教員の教師が、なぜ学力を伸ばせられないか。

・子供の権利を尊重＝勉強しないのも個人の意思

・子供の権利を尊重＝先生は、子供の意見を聞く→教師の権威低下→学級崩壊

・自虐史観＝日本人は悪い民族＝自尊感情が育たない。挑戦できない→成長しない

共産党系公務員が、行政を非効率に。

・労働者の権利を尊重＝公務員は、クビがない。楽して仕事。

「知事という、組織のトップが、共産党ではまずい」
という「県民の判断」の勝利

浜田県政最初の12月議会に注目ください！ 12月19日午後 依光質問



意見交換タイム

１、高知県知事選の結果 投票率：47.67%

浜田 せいじ 173,758 得票率：60.9%
松本 けんじ 111,397 得票率：39.1%

２、特徴
「尾崎県政の継承・発展」vs「中断」
「自民党」 vs「共産党」

３、香美市での選挙戦

４、参議院議員選挙と比べて

５、知事の仕事について

６、自民党と共産党の違いとは

７、12月議会 知事提案説明に注目！



第3回 政経塾資料

第２講義 人口推計からの政策立案・議会質問について

令和元年11月30日
依光晃一郎



人口推計がなぜ重要か
→ほぼ確かな未来が見えるから。

「政治は、未来を良くするもの」 → 未来に向かって準備

「人口論」マルサス(1766年～1834年）古典派経済学

人口増加 １→２→４→８ 掛け算
食料増産 １→２→３→４ 足し算

経済学は、人口増加にどう対応するか？ということを前提とした学問



団塊の世代までは、人口増加にどう対応していくか。

・明治維新から人口増加
→どうやって、日本人を食わせていくか。
→帝国主義の時代。市場を求めて、海外へ輸出。生糸など。
→東北では、飢饉で娘の身売り。政党政治への不信。二・二六事件→軍部への期待。
→イギリスの紡績業を、日本が駆逐。貿易摩擦。→インド市場から締め出され満州へ。
→満州を開発。台湾、朝鮮半島も。植民地を捨てることはできず、日中戦争が拡大。

アメリカも満州に興味。日本の「東亜新秩序」に危機感。→参戦
（中国利権を失うことへの危機感）

植民地獲得ではなく、自由貿易で戦争を回避する。（戦後）

戦後は、南米に国が支援して移住。
←日本での、人口増加を支えられない

高知からは、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイに。

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/15/dl/1-00.pdf



戦後も人口増加
団塊の世代。

→学校が足りない。

→学校を新設。

昭和59年（1984）高知県立岡豊高等学校 開校

団塊ジュニア世代は、それなりに人口がいるが、

段階ジュニア世代は、ジュニア世代を作れず。←国も想定外。
原因は、失われた20年。不況期就職世代。結婚できず。



高知県庁のHP
産業振興推進部 計画推進課 高知県の人口データ
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/jinkoumondai.html

データがどこにあるか確認しておこう







全国より15年先行して平成2年から自然減









香美市は、高知工科大学の大学生の住民登録によって、人口増減



全国すべての市町村が策定。2015年に。来年で5年。

市町村のHPで、「人口ビジョン」を確認



人口が、上振れているケースの仮定

・2040年に、合計特殊出生率が2.07

・2020年に、社会増減が0に

・2020年以降は、年間30人社会増
＝移住施策



平成28年 赤ちゃんが4,779人

合計特殊出生率 1.47

平成29年 赤ちゃんが4,837人

合計特殊出生率 1.56

平成30年 合計特殊出生率 1.48

出生数・合計特殊出生率の推移



内閣府の平成29年版高齢社会白書によれば、日本の人口は、
今から37年後の2055年には、9,744万人となります。

高齢化率は38%に。さらに0才から14才までの子どもの総数
は、1012万人。その率は10%とされています。

危機的な状況を分かりやすくするために1学年に直すと、
1012万人を15で割って、1学年が67万人となります。

団塊の世代は、1学年だいたい268万人なので、子どもの数
が約100年で、4分の1になると言うことになります。

ちなみに昨年の平成29年は、94万6千人。一昨年は97万7千
人と、2年連続で100万人を割り込みました。

平成30年 高知県議会12月定例会
依光晃一郎質問 より



子どもの数が減ってきているということは、多くの方が実感していると
思いますが、小学校の入学時である6年後、あるいは高校進学の16年後
という、近未来の数字を把握しているでしょうか。

今年の3月に高知県の高校を卒業した生徒の数は、全日制・定時制を合
わせて、6,151人です。では、昨年生まれた子ども達が、全て高校に進
学するとして、今よりどれくらい少ない学年になるでしょうか。

答えは、平成29年生まれは4,837人ですので、1,300人も少ない学年と
なります。

平成30年 高知県議会12月定例会 依光晃一郎質問 より

依光晃一郎後援会HP → 議会質問をクリック →会議録
http://yorimitsu.gr.jp/hokoku/shitsumon.html



土佐山田 推計19,597人（2020年） 香北 推計4,404人（2020年）

物部 推計1,778人（2020年）
実際の人口 26,094人 （推計は25,901人）

合併前の旧町村ごとの人口推計



香美市の将来

香美市人口ビジョン（P.62） 全体像
2010年28,766人 → 2060年14,681人

（ 0～14才 1,043人／15= 1学年70人
15～64才 7,324人
65才～ 1,985人）

香美市人口ビジョン（P48～50） 地域別
2010年20,589人 → 2060年14,005人（ 0～14才 1,505人）土佐山田 小学校５ 中学校１
2010年 5,177人 → 2060年 1,865人（ 0～14才 144人）香北 小学校１ 中学校１
2010年 2,510人 → 2060年 367人（ 0～14才 12人）物部 小学校１ 中学校１

何もしなければ、2060年
土佐山田町は、1学年100人（５つの小学校？）
香北町は、 1学年10人
物部町は、 1学年 1人



尾崎県政は、解決の糸口を発見

A 地産外商により雇用を創出

B 若者の県外流出の防止
県外からの移住者の増加

C 出生率が高い
中山間地域の若者の増加

D 希望を叶える
結婚 妊娠・出産 子育て

人口問題の解決はまだまだ先

さらに発展させる必要



人口減少で何が起こるか
→行政が司る全てのことに関係する

・産業 →国内マーケットの縮小 労働者不足
・教育 →生徒の減少 学校の統廃合 部活の存続
・公共交通 →民間バスの撤退
・公共インフラ →市町村の水道事業

加えて、人口一極集中の問題。

高知市に、一極集中。

郡部高校は、生徒減。

県立山田高校は、来年度探究科を開設。



人口減少の負のスパイラルの克服

・2060年に55.7万人を維持したい（目標） 何もしなければ39万人

・若者の定着・増加 × 出生率の向上
（目標）2040年 1,000人の社会増 （目標）2040年 2.07
（現状）2018年 2,547人の社会減 （現状）2018年 1.48

政治家として、未来を変えるために、何ができるか？

・まずは厳しい現状を、正確に理解。
・議会質問を通じて、予算計上を目指す。根拠を明確に。



質問の作り方
・インタビュー型質問(現状分析）・・・行政の課題認識・取り組み・成果を聞く
・インタビュー型質問(問題提起）・・・行政に課題の発見を促す
・提案型質問

（質問１）
地域産業の強化、地域経済の活力について、市長は公約で述べておられますが、現状の地場産業振興の取り
組みと成果について、ご所見をお聞きします。

（質問２）
香美市の地場産業である打刃物業界は、後継者不足に悩まされ、伝統の継承が難しくなってきていますが、
現状認識をお聞きします。

（質問３）
鍛冶屋の学校を卒業した生徒さんには香美市で独立してもらう必要があると考えます。しかし鍛冶屋の工場
は、大きな音も出ることから、近隣住民に配慮した鍛冶屋団地のようなものも必要ではないかと考えますが、
市長のお考えをお聞き致します。



質問の作り方

（現状分析・質問）
地域産業の強化、地域経済の活力について、市長は公約で述べておられますが、現状の地場産業振興の取り
組みと成果について、ご所見をお聞きします。

答弁「色々やってますよ～」 →次回、答弁を前提に2の矢質問

（問題提起・質問）
香美市の地場産業である打刃物業界は、後継者不足に悩まされ、伝統の継承が難しくなってきていますが、
現状認識をお聞きします。

答弁「（考えたこともなかったけど）議員の述べられた通り・・・と、市も認識しているところです」

（提案型質問）
鍛冶屋の学校を卒業した生徒さんには香美市で独立してもらう必要があると考えます。しかし鍛冶屋の工場
は、大きな音も出ることから、近隣住民に配慮した鍛冶屋団地のようなものも必要ではないかと考えますが、
市長のお考えをお聞き致します。

答弁「まさに議論の緒に就いた所です」「前向きに議論をスタートするよう検討します」
→粘り強く。



意見交換タイム

１、人口推計がなぜ重要か。

２、高知県の人口推計

３、香美市の人口ビジョン

４、人口減少で何が起こるか。→行政が司る全てのことに関係する +人口集中

５、人口減少の負のスパイラルの克服

６、政治家として、未来を変えるために、何ができるか？
・まずは厳しい現状を、正確に理解。
・議会質問を通じて、予算計上を目指す。根拠を明確に。
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