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Ⅰ 活動の軌跡                            

１．護憲円卓会議から連帯兵庫みなせんへ 

 

   連帯兵庫みなせんは昨年（2015 年）12 月 5 日に開かれた「政党と市民の討論集会」をきっか

けに、年末から年明けにかけて準備され、今年（2016 年）2 月 14 日に設立集会を開き発足した

ものだが、事実上の始まりは、第２次安倍政権の発足で改憲への危機感が強まった 2013 年 4 月

14 日に開催された「護憲結集」討論集会（神戸市勤労会館）を起源とする。 

   この集会は当初、「護憲結集をめざす円卓会議」とか「護憲円卓会議実行委員会」として集会や

会合を重ねてきたが、１年後の 2014 年 4 月 29 日には「護憲円卓会議兵庫」として発足総会＆記

念シンポジウムを開催（兵庫勤労市民センター）し、その後２年近く「護憲円卓会議兵庫（また

は、ひょうご）」の名称で、安倍政権による改憲を阻止することを目的に政党（国会議員）を招い

て憲法に関する意見交換会を開いたり、学習講座を開催してきた。 

   2014 年 12 月の解散総選挙後は、「憲法解釈の変更による集団的自衛権容認」の閣議決定（2014

年 7 月 1 日）を一層具体化するための安保関連法反対運動が高まり、これが強行可決（2015 年 9

月 19 日）されたあと、一挙に 2016 年 7 月の参院選への対応が焦点になってきた。 

   中央ベースでの野党共闘を求める市民の運動の高まり、野党 5 党（または 4 党）による選挙協

力への動きが焦点になってくる中で、護憲円卓会議も半年後に迫った参院選への対応を迫られた。

そのような経緯の中で開催されたのが、上記 2015 年 12 月 5 日の「政党と市民の討論集会」（神

戸市教育会館）だった。兵庫県の民主、共産、社民、新社会、みどり・生活の党の代表が初めて

一堂にそろった集会だった。「参院選で連携の輪をどう創るか―選挙協力を野党 6 党に要請」し

た集会だった。市民の主導による“共同選対”も視野に入れた、歴史的な瞬間だった。 

 

２．「連帯兵庫みなせん」の発足と、市民と野党の共同選挙へ 

 

   市民の主導による野党共闘と、市民と野党の共同選挙を視野に入れた運動への転換へ向けて、

年末年始を挟んだ２ヶ月間は、密度の濃い準備会議が連続した。12 月 5 日の討論集会を受けて開

かれた 12 月 23 日の護憲円卓会議兵庫の拡大世話人会は、34 名の参加で会場の稲葉プラザ 3 階

の座敷は熱気に包まれた。 

   12 月 5 日の討論集会から参加した「安保関連法に反対するママと有志の会」や、各地の九条の

会メンバーなど、顔ぶれの輪は確実に広がった。全国的にも、総がかり行動実行委員会や学者の

会、シールズ、弁護士連合会、ママの会、立憲デモクラシーの会などが共同して「安保法制の廃

止と立憲主義の回復を求める市民連合」を結成し、野党５党の幹部らと連携して野党共闘を支援

する動きが広がっていた。大阪など近畿各地でも野党共闘を要請する市民の連合体が生まれてい

た。 

   12 月 23 日の拡大世話人会とそれに続く準備会の中で、新組織の名称を「安保関連法の廃止を

めざす市民選挙・連帯兵庫」をとし、愛称を「連帯兵庫みなせん」という名称を使うことや、会

の目的と役割を 8 点にまとめた。 

   2 月 14 日の設立総会に提案し、採択された「安保法制廃止のための野党+市民の共同選挙に向

けた方針」は以下の通りであった。 
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３．連帯兵庫みなせんの運動方針と展開 

 

 （１）会の目的と役割  

【目的】①現行の集団的自衛権行使を容認した安保関連法を廃止する。 

    ②上記の閣議決定（2014 年 7 月 1 日）を取り消す。 

    ③立憲主義、平和主義と民主主義を回復する。 

【役割】①2016 年参議院選で、安倍政権による改憲に反対する勢力３分の１以上をめざす。その

ため、定数３議席の兵庫選挙区において、野党+市民の共同で 2 議席を獲得する。 

    ②衆参同日選挙必至の情勢を踏まえ、参議院選と同時に取り組む。 

    ③市民が主体となった選挙態勢づくりを兵庫県でつくる。 

    ④兵庫県内各地域で、市民みんなで選挙に取り組むグループの立ち上げを呼びかけ、既

存市民団体とともに連帯するネットワークのプラットホームとなる。 

    ⑤集団的自衛権行使を容認した安保関連法の廃止をめざす政党との連携を図り、政党間

で共同選挙を実現するための「接着剤」「コーディネート役」を果たす。 

【留意点】 

  以下の点についても十分な留意をするとともに、絶えず念頭に置かねばならない。 

  ①比例区のこと、「オリーブの木方式」のこと。 

  ②他の都道府県のグループ、取り組みとの連帯、連携のこと。 

  ③市民と政党が一緒になって選挙をたたかう共同候補。 

 

（２）「野党+市民の共同選挙・候補」についての考え方と具体的取り組み 

  【野党+市民の共同選挙・候補についての考え方】 

    定数３議席の兵庫選挙区で２議席を獲得するという前提に立って、会の目的に賛同する「野

党+市民の共同候補」擁立にあたっての考え方は以下の通りである。 

  １．「野党+市民の共同候補」については次のように考える。 

    ①市民が統一して選挙をたたかう共同候補。 

    ②野党が一つになってたたかう共同候補。 

    ③市民と政党が一緒になってたたかう共同候補。 

  ２．兵庫選挙区ではすでに安保法制廃止派から２名が所属政党から公認され、活動を開始して

いる。この現状を十分に踏まえ、野党+市民の共同選挙を実現するための候補者について

は、｢公認｣をどうするかという問題を含め慎重に検討する。 

   ３．政策の一致については、本会の目的に掲げた「集団的自衛権行使を容認した安保関連法を

廃止し、閣議決定（2014年 7月 1日）を取り消すとともに、立憲主義ならびに平和と民主

主義を回復する」ことを主眼とすることで、野党＋市民の共同候補擁立の合意を得る。原

子力発電や沖縄・普天間～辺野古、雇用や暮らし・貧困などの国民生活に関わる政策につ

いては、基本的に安倍政権の政策に反対する立場に立つことの合意のうえで、個別政策に

ついての具体的な議論には今回の参議院選では立ち入らない。 

   ４．協議の期間は、1か月程度とする。 

  【具体的取り組み】（省略） 

 

 

 



 

4 

 

 ４．野党５党との協議 

 

 （１）野党と市民の連携、共同行動の概要 

 

   設立総会と同時に開催した「野党共闘を求める市民と政党の討論集会」（第２弾）には、民

主、共産、社民、生活、新社会、緑の６党の兵庫県組織代表者が出席し、政党側は連帯兵庫みな

せんの発足を歓迎、賛同し、野党共闘を進め、市民と政党の連携を広げていくことに基本的な賛

同を得た。今後は連帯兵庫みなせんの方針に沿って力を合わせていくことを確認し、この日をも

って、兵庫でも野党６党の参院選に向けた共闘と市民との共同が本格的に始まったことを、出席

者全員で確認した。 

    しかし、3月2日に第１回の野党と連帯兵庫の協議を開催することについては、共産党が不参加

を表明し一時は紛糾したが、その後の連帯兵庫側と共産党との折衝、協議を重ねた結果、3月20

日の第２回協議から共産党も参加し、６党との具体的な協議が進むことになった。（4月12日の

３回目の協議からは、生活の党が兵庫県内に組織と候補を持たないということから、市民として

参加することになり、その後は５党との協議になった） 

    野党と連帯兵庫みなせんとの協議は、3月2日から6月1日まで５回に及んだ。いずれも野党５党

または６党の兵庫県組織の代表が出席し、連帯兵庫みなせん側は世話人を中心に20数名から30名

前後が出席し、野党共闘のあり方や市民と政党の共同選挙を進めるための具体的な課題や共同行

動の詰めを行った。 

 

    兵庫県内で民主党（その後民進党）と共産党を含めた野党の責任者すべてが一堂に顔をそろえ、

国政選挙における選挙協力を話し合うことはかつてなかった。また、国政選挙ですべての野党と

市民団体が、継続的に選挙協力や連携を話し合うことも、戦後の歴史で初めてのことだった。 

    当初は市民と政党の関係や、市民団体が選挙の具体的戦略、戦術について政党に口出しするこ

との是非が議論になったこともあるが、素直な議論を重ねる中で相互の理解が進み、幾つかの共

同行動を実践できたことは、特筆に値する。 

    5月21日と、参院選の公示を３日後に控えた6月19日の２回、神戸市中心部と尼崎駅前でのべ３

回の共同街頭宣伝行動を実施し、民進、共産の公認候補（予定者）が宣伝カーの上に並び、野党

の代表者と市民が連帯と共同行動を呼びかける光景は、画期的な出来事であり、報道量の少なか

ったメディアも取り上げざるを得なかった。 

 

    しかし、限界もあった。選挙の公示が近づくにつれ、そして公示後は複数定数の中で２党の候

補者が“競合”する構図の中で、候補者を抱えた政党同士の具体的な選挙協力は行われず、連帯

兵庫みなせんも公選法上の厳しい制約の中で組織的な行動ができなかった。衆参ダブル選挙の可

能性がなくなった6月1日の第５回協議を最後に、選挙体制本番を迎えた民進、共産両党は協議の

継続を打ち切り、6月19日の共同街宣の事務的打ち合わせにとどまった。 

    もっとも、部分的には衆院小選挙区ごとに組織した「地域みなせん」単位で、小規模な集会等

は行われたが、とりわけ公示日と同時に市民が組織的に選挙に関わることの壁が立ちはだかり、

連帯兵庫みなせんはメンバーが個人的に候補者や政党を支援する活動を行うことが中心になっ

た。 
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 （２）野党５党との協議の論点 

 

    連帯兵庫みなせん側からは「参院選とともに衆院選も視野に入れて、小選挙区で野党共闘を実

現し、市民と連帯した選挙を進めていく方策を具体的に協議する」ことを提案し、２つの共同行

動についての政党側の意見を求めた。  

    ①安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める関西市民連合」とも連携し、連帯兵庫みなせん 

     と野党６党が神戸の繁華街などで「街頭共同演説会」などの共同行動を計画していく。  

    ②並行して、衆参ダブル選挙を視野に入れて、兵庫の小選挙区１２地区ごとに市民と野党６党

との共同でミニ・シンポジウムなどを開催するよう協議を進める。 

    政党からはこれについていずれも積極的な賛同を得、具体的な協議を進めていくことを合意し、

その後の協議の基調になった。 

また、「政党と市民（運動）の関係」に関しても議論され、政党と市民の関係についてそれぞ

れの役割や互いの協力・共闘のあり方等について協議していくことも確認した。 

 

２回目の協議で確認された事項は、その後の野党と市民の共同選挙推進の基調になったので、

主要な点を以下に採録しておく。  

   ①参院選兵庫選挙区で「集団的自衛権行使を容認した安保関連法の廃止」「立憲主義、平和と 

    民主主義を回復する」ことをめざす候補が２議席を確保するため、野党６党の共闘を進め、市 

    民との共同で選挙に取り組む。（目的）  

   ②上記の決意と動きをアピールするために、連帯兵庫みなせんや関西市民連合などの市民団体 

    と、野党６党が共同して大規模な街頭宣伝行動を県内数カ所で取り組む。時期は５月の連休明 

    けから中旬の間を目安とし、各党は党首級または匹敵する各政党の「顔」が参加可能な日程 

    等の情報を連帯兵庫みなせん事務局へ提供する。（共同街頭宣伝行動） 

   ③衆参ダブル選挙を想定し、兵庫の衆院小選挙区１２区での野党６党の共闘と市民との共同によ

る選挙を進めるために、各選挙区での協力体制づくりを進める。（衆議院選挙への対応） 

   ④上記の衆院選対策を進めるために、連帯兵庫みなせんは各選挙区の動向について情報収集を    

進めるとともに各選挙区での取り組み体制をつくり、可能なところから野党６党と協力してミ    

ニシンポなどの集会や街頭行動に取り組む。（地域みなせんとの共同） 

   ⑤野党６党の兵庫県内組織は、各選挙区での候補者擁立の方針や見通しなど「野党候補の一本 

    化」に関わる選挙情勢についての情報、および市民と政党が連携するために誰と話をすれば 

    いいのか、各選挙区担当者または窓口等の情報を連帯兵庫みなせん事務局に提供する。（情報

の共有） 

     

   その他、今後の検討課題として以下の意見も提起され、以降の協議でも議論され、実行に移され

た。  

   ①連帯兵庫みなせんなどの市民と野党６党とが共同して国政選挙に取り組むという画期的な動

きについて、メディアの報道が少ない。共同での街頭宣伝活動など「絵」になる行動に取り組

む一方、メディアに対する広報活動に工夫が必要だ。（絵になる行動と広報活動） 

   ②各政党の党首級などを迎えての街頭宣伝行動の日程等の情報を、共闘する野党間と市民団体    

の間で共有し、相互支援やエールの交換、市民の参加を増やせるように工夫したらどうか。情

報共有の方法などの協議と体制が必要だが、各党とも大筋で賛同できた。（情報共有体制） 

   ③与党現職候補予定者の政治資金に関わる問題など、ネガティブ情報の発信をどのように効果    

的に出していくか。与党候補の協力関係にくさびを打つためにも、“落選運動”は一定の効果を
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持つのではないか。ネガティブ情報の発信戦術には、事実をきちんと押えることも大事だ。（ネ

ガティブ情報の発信） 

   ④野党６党と市民が連帯して取り組んでいるという情報発信のために、分かりやすいチラシを大    

量につくる必要があるのではないか。（広報用チラシの大量頒布）  

 

 （３）候補者調整に関わる課題 

 

    候補者調整は、連帯兵庫みなせん設立の議論を始めた時点から、大きな論点だった。兵庫選挙

区の定数が今回から３議席に増えたものの、３年前の選挙で民主党が維持してきた議席を「維新」

に奪われ、政権再交代後の民主党の党勢がまだ回復できていない中で、公明党が24年ぶりに議席

奪回に意欲を見せていることなどから、定数増にもかかわらず厳しい選挙が予想されていた。 

    しかし、民主、共産両党は早くからそれぞれ現職と新人を公認候補に立てることを前提に活動

を開始していた。公明、維新を排して２議席を確保することの困難性が議論され、“共倒れ”を

回避するためには、反安倍・護憲勢力を一人に絞る「候補者統一」論を主張する人たちも少なく

なかった。 

他方で、「参院で改憲勢力を３分の２以下に抑え込むことを目標としながら、定数増のあった

兵庫で最初から３分の２を明け渡す方針では運動にならない」という意見や、「候補者を一人に

絞る議論を持ち出せば、共産党を含む野党共闘はできなくなる」「今回の選挙は、過去の選挙と

は異なる。改憲への動きを水際で止める幅広い層の支持を期待できる選挙だから、野党共闘と市

民との共同選挙のうねりを高めることができれば、２議席確保は不可能ではない」「大阪維新も

前回選挙とは状況が異なり、公明も自民支持層の相当な協力を得なければ当選圏内に入るのは難

しいという与党側の事情もある」などの意見も根強く、最終的に２議席確保の方針は「２名の野

党公認候補の当選をめざす」ことで連帯兵庫みなせんの基本方針になった。 

    案の定、3月2日の第１回野党との協議に共産党が出席を拒んだのは、選挙戦の中で将来市民側

から「候補者一本化（＝共産党候補を降ろす）」が持ち出されて、それに抵抗する共産党が“悪

者”にされかねない懸念が底流にあった。野党共闘と市民との共同選挙を進めるうえでは、参院

選での「２議席確保」を“不動の前提”にしない限り、前へ進めない状況があった。 

 

    このような経緯で参院選兵庫選挙区における候補者問題は、２議席確保の方針を何度も確認し

ながら協議を進めたから、野党との協議の中で「候補者調整」が話題にのぼったのは、衆参同時

選になった場合の衆院選挙区における候補者調整問題だった。 

    議論は主に、以下のようなものだった。（第２回協議から） 

  ①候補者調整に関して、連帯兵庫みなせんはどこまで関われるのか。 

  ・みなせんが候補者を調整することは不可能か。 

  ・野党間の協議を市民側がコーディネート（仲介）していくことは可能か。 

  ・市民団体として、横並びで、対等の立場で政党に意見を出していくことなら可能か。 

  ・みなせんは、候補者調整には関わらないという選択肢はあり得るのか。 

     ②上記①に関する政党側の主な意見 

     ・市民団体が候補者を決めることを止めるわけにはいかないが、実際に機能するためには工

夫が必要ではないか。国政選挙は政党選挙だから、候補者の公認、推薦の決定権は政党中

央にある。しかし、地域の事情を的確につかんで、政党に進言し、協議する努力の余地は

ある（民主）。 

       ・「コーディネート役」という言い方は、市民が政党の上に立つという印象を与えかねない。
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市民と政党が対等で、横並びで協議するのが相応しい（新社会）。 

     ・これまでにない試みでいいことだ。12選挙区の候補者を出し合って、協議し、一本化でき

ればいい（社民）。 

     ・参院と衆院をセットで考えて、候補者調整すれば、共産党も乗りやすいのではないか（生

活）。 

     ・こういう場で、互いに思いを語れる場が必要だ。衆院でみなせんからも候補者を一人でも

出せれば、候補者を抱える団体として対等に協議できる（緑）。 

    ③候補者の「公認」問題 

     ・公認か無所属かという問題は、つまるところ選挙費用に関わってくる。参院選は選挙区が

広く、ものすごく金がかかる。公認なら政党が巨額の資金を出すが、カンパでまかなえる

かどうか（民主）。 

    ・決めるのは政党。みなせんがそこまで口を出せるかどうか？ かつて参院では「９条ネット」

として全国で 10名の候補を立てたことがあるが。衆院では、無所属で出ると、比例区との重

複立候補ができないため不利になる（新社会）。 

    ・公認をはずすことは、現実には難しい。市民が擁立するときは無所属でいいが、国政は政党

選挙が前提になっており無所属は圧倒的に不利になる（みどり）。 

  

（４）市民と政党の共同選挙で、どんな選挙活動ができるのか 

 

   国政選挙に初めて、真正面から市民団体が選挙に関わるといっても、かつて経験の乏しいこ

とだから、実際にどのようなことができるのかが、手探り状態だった。3月 20日の第２回野党

との協議では、次のような議論が交わされた。 

   ①選挙の動きは昨年末の情勢と比べて、大きく変化している。7 月にかけては、野党共闘や市

民運動の盛り上がり等で、もっと好転しているはずだ。厳しさをどう乗り越えて行くか。18

歳への選挙権拡大なども踏まえて、戦略を立てるべきだ。 

   ②参院で候補予定者２名のポスターを一連ポスターにして、「つながれ共闘」など連帯兵庫みな

せんの応援をつけるような工夫はできないか。 

 ③兵庫での民主と維新（民主と合流する）の協議をもっと進めてほしい。 

 

   4 月 12 日の第３回協議では、「市民と野党の共同街頭宣伝」行動を、5 月 21 日（土）午後、

神戸・元町の大丸前とＩＲ尼崎駅前で行うことが確認された。民進党、共産党が宣伝カーを提

供し、参院選候補予定者を含む５党の代表と支援する市民団体の５名が、連帯兵庫みなせんの

司会進行のもとで、決意をアピールする行動だ。 

   実施へ向けては機材や詳細な準備を連帯兵庫みなせんと政党側が協議を重ねるためのチーム

が編成され、開催を予告する大量のチラシが印刷され、街頭や集会等で頒布された。そのため

の市民の街頭行動は、衆院小選挙区ごとに編成されつつあった「地域みなせん」単位でも取り

組まれた。 

   5 月 21 日の共同街宣行動は、候補予定者の参加スケジュールの調整もあり１時間の時間差で

設定したダブルヘッダーの設定に無理も生じた結果、本部の機材・人員搬送の車が道路の事故

渋滞で尼崎に間に合わなかったことなどのアクシデントはあったが、宣伝カーの分散配置等の

おかげもあって盛況理に行われた。連帯兵庫みなせんのメンバーも、初めての大がかりな共同

街頭宣伝行動の盛り上がりに上気した面もあった。 

   メディア等にも、兵庫で初めて取り組まれた国政選挙での「野党共闘」と「市民との共同街
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宣行動」に注目し、全国の一人区で取り組まれていた野党共闘や市民との共同選挙の萌芽を、

兵庫でも目の当たりにする“絵になる成果”をもたらした。 

   このため、公示前にもう一度取り組もうという機運が盛り上がり、5 月 23 日に開いた第５回

世話人会で公示日の直前になる公示前ラストサンデーの 6 月 19 日に三宮駅前で再度、共同街頭

行動を開催できないかを野党５党に打診し、6 月 1 日に開いた第５回協議で検討した。 

   5 月末には衆参同日選の可否が決まるというタイムリミットを念頭に開かれた第５回協議は、

この日の夕方にダブル選見送りが確定した直後の開催というタイミングになり、ダブル選のケ

ースを想定して世話人会でまとめていた「衆院選での統一候補をめざす５つの政策方針案」を

提示のあと、いったん保留し、当面は参院選に全力をあげることになった。 

   こうした経緯の中で、6 月 19 日の第２回共同街宣行動案は各党持ち帰り前向きに検討すると

いうことにし、時間もないことから、候補者の日程調整や宣伝カー提供のカギを握る民進党、

共産党との事務レベルでの折衝を重ねて、開催の「可能性の詰め」を図ることになった。 

   最終的には、民進党の大型宣伝カーは公示日を控えた整備等の都合で提供されなかったが、

共産党の宣伝カーの提供を受け、候補者２名の日程調整もできて、開催が決まった。この日は、

新神戸駅前のホールで開かれた「堤未果」の講演後の三宮関前までのデモ行進組の参加を想定

したため、会場の三宮センター街東口には満員の参加者が詰めかけ、公示前ラストサンデーの

共同街頭演説会は大いに盛り上がった。 

 

（５）公示後の選挙運動に大きな制約 

 

  ①共同行動を阻む、政党側の事情と限界 

6 月 1 日の第５回協議では、次回第６回の協議日程案を用意して臨んだが、政党側は選挙公

示を控えて、時間的余裕がないことなどを理由に定期協議のいったん打ち切りを要請し、必要

が生じた時点で協議して対応することになり、参院選前の定期協議はいったん終了した。 

   また、公示後の共同行動について、連帯兵庫みなせんからは「民進党、日本共産党それぞれ

の党、あるいは共同（相互乗り入れを含む）して主催する街頭宣伝の場に、連帯兵庫みなせん

が参加する」という案、あるいは「社会民主党、新社会党、緑の党の３党が共同して主催する

街頭宣伝の場に、両候補と連帯兵庫みなせんが参加する」案などを提案したが、政党側、とく

に候補者を抱える民進、共産両党は難色を示し、実現しなかった。 

   政党側からすれば「選挙戦に入れば、お互いに健全な競争をするライバルでもある。選挙を

たたかっている同士が、一緒に宣伝カーに並んで訴えることはできない」という理屈だった。

また、実務的に、日程調整は難しいという理由も挙げられた。 

   政党選挙で、公認候補を前提にした中で、「野党共闘」とはいっても複数区では選挙戦ではラ

イバル関係にあることが終始主張されてきた経緯からすれば、この時点で「野党共闘」と「市

民との共同選挙」は壁に直面したといえる。5月と 6月の２回の「街頭共同アピール」は、連帯

兵庫みなせんが主催し、各政党が協力するという形で開催してきたが、公示後は政党以外は一

切の選挙活動が封じられている現行選挙制度の下では、政党が主催しない限り、街頭宣伝行動

ができない。 

   水面下では、候補者を抱える政党側にはそれぞれの支持組織、あるいは選挙運動を戦力とし

て担う労働団体などの組織が、政党間の共闘に“拒否反応”を示したり、市民団体の選挙への

公然とした介入に拒否反応を示したこともあって、政党側の行動を縛ってきた事情もあった。 
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  ②主権者市民を選挙運動から排除した、現行選挙制度の壁 

   この国の選挙制度は、主権者である市民（有権者）を「投票」という行動だけで選挙への参

加を許容し、選挙運動は候補者側の組織、政党選挙を前提とした国政選挙では決定的に政党が

有利な選挙制度、候補者を持たない市民や市民団体は選挙運動から徹底的に排除される仕組み

になっている。市民や市民団体はせいぜい、候補者や政党を応援する支援者として、政党また

は候補者陣営の枠組みの中でしか行動できない、非民主的な制度になっている。 

   国政選挙に市民や市民団体が真正面から関わることが少なかったこれまでは、制度論として

問題点が指摘されることはあっても、そのことが市民の実体験として露わになることは少なか

った。しかし、今回は連帯兵庫みなせんだけでなく、全国で市民と市民団体が選挙の主体的に

関わろうとする中で、その壁がもろに立ちはだかり、関わった市民は否応なく体験した。 

   考えてみれば、先進国の中でダントツに低い投票率は、主権者市民が主体的に選挙に関わる

ために壁になっている選挙制度の抜本改革なくしては、あり得ないことも、今回の運動の中で

確信したことも大きな成果だった。制度改革が実現するまでの過渡期として、現行制度の中で

どのような活動が許されるか、どのような活動が可能か―などの議論と研究は必要だが、並行

して公選法の抜本改正に動かなければ、本当の意味での主権者市民の選挙への関わりは実現し

ない。 

   こうした選挙制度の抜本改革は、政党や行政に任せていても実現しない。見方によれば、政

党は現行の選挙制度の中で特権的地位を与えられているわけだから、これを主権者市民に開放

する制度改革に本気で取り組めない。選挙制度の抜本改革は、市民から声を上げ、市民が具体

的な改革案を検討、作成し、政党との共同作業を進めて「市民・議員立法」をめざすしかない。

1998 年のＮＰＯ法の成立、被災者生活再建支援法の２つの法律を、市民の粘り強い広範な運動

で実現した「市民・議員立法」をいま一度再現することが必要だろう。 

 

５．「地域みなせん」の取り組みと、地域での展開 

 

 （１）小選挙区ごとの取り組みと、政党との確認 

 

  「地域みなせん」の組織づくりの取り組みは、衆参同日選に備えて、衆院小選挙区では野党の

候補者を一本化することが至上命題であったことから、世話人会では早い段階から議論され、

野党に対しては 4月 12日の第３回協議から具体的な協議が始まった。 

    協議は１２選挙区ごとの取り組みの情報共有から始まったが、その時点で各党はすでに、候補

の擁立を進めつつあった。 

・民進党は、３、５、６、７区と１区（現職）の 5 名はすでに発表し、残り７つの区でも原則

すべて擁立する方向で衆院解散があるとすれば 6 月までに決める。 

・共産党は、同日選の可能性を踏まえて準備を進めることが中央で決まった。参院では一人区

の共闘が広がり、複数区にも共闘の影響が波及していくことを期待している。衆院ではまだ

５野党合意ができていないが、共闘を実らせるためにも積極的に擁立した方がいいという判

断から順次発表する。同時に、協力しようという可能性もあると思っている。 

・社民党は、党としては６区で擁立する方向で人選を進めている。各党とも積極的に意見交換

をしていきたい。衆院では、安保法廃止や改憲阻止だけでは戦えない原発・沖縄等の政策課題

の統一をどうするかの議論が必要と考えている。 

・新社会党は、4 月 10 日の県本部の大会で、私、菊地憲之県本部書記長が９区から出ることにな

った。他の区に出す余力はないが、９区の統一候補となれるようにこれから他党と協議を進め、
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がんばりたい。みなせんの皆さんにも支援をお願いしたい。 

・緑の党は、衆院ではいずれかの選挙区で、市民候補も含めて検討していきたい。 

 

   これに対し、連帯兵庫みなせん側は「基本的には、野党候補を一本化しなければ小選挙区では

与党に勝てない、野党は候補を一本化してほしい」と要望し、市民側が候補を擁立する場合には、

「当事者として一本化の協議に関わり、指導や援助を得たい」と要請した。 

   政党は、一本化については現時点での足並みやニュアンスに相違も見られたが、衆院への取り

組みはまだ始まったばかりで、まずは各党がどこの区で、どのような候補者を用意するかを見な

がら、政党間の調整が進むように市民側からも意見を出していきたいことを確認した。 

また、選挙区ごとに「地域みなせん」を立ち上げて、政党と協議する動きをつくっていくので、

政党は協力して欲しいことを要請し、５党は了承した。 

   その際に留意する事柄として、以下の４点が確認された。 

  ①衆院選では統一候補の政策をどうするのかが、参院選と違って協議が必要なこと。 

  ②各党には、候補者を選考する中で、ぜひ女性候補者を検討して欲しい。（市民側からの要請） 

  ③新社会党や社民党、緑の党など小規模政党にも統一候補の門戸を開けておくなど、１２の選挙

区での候補の割り振りも検討できないかどうかを議論の俎上に載せること。 

  ④市民側は、選挙を政党任せにせずに、主権者として主体的に関わっていくことをめざすが、ど

のような形で関われるか、政党も納得できる「合理的なリーダーシップの発揮」について、さ

らに議論を深めること。 

   また、地域みなせんづくりへ準備が進んでおり、政党も集会等に参加するなど各選挙区の市民

側の要請にも対応して欲しい。県レベルの組織を窓口にして、今後具体的な要請をしていくこよ

を伝え、了承された。 

 

 （２）地域みなせんの設立、進捗と個々の活動 

 

   地域みなせんは、「ミナセン尼崎」が 1月に先行して発足し、選挙カフェなど多彩な活動に取

り組んでいたのをはじめ、4月から 5月にかけて神戸・阪神間と丹波地区の１区から８区までが

相次いで発足し活動を始めていた。９区も明石で７月早々に準備会を開いた。 

6月に入って衆院選が先延ばしになったことから、地域みなせんは衆院選への取り組みをひと

まず先送りし、参院選への取り組みを地域ごとに盛り上げていくための集会や街頭宣伝活動、チ

ラシのポスティングなどの活動に、公示日前日まで力を入れた。 

   県内 12選挙区のうち、連帯兵庫みなせんの世話人が居る神戸・阪神間と、早くからみなせん運

動が立ち上がっていた篠山・丹波地区は地域組織をつくることができたが、東播磨、西播磨や淡

路、但馬地区の目途は立っていない。今後の課題として、引き継がれている。 

   各地区の立ち上がりは以下の通り。 

 

1 区（東灘区、灘区、中央区） ⇒「みなせん兵庫 1 区」 5 月 15 日結成 

2 区（兵庫区、長田区、北区） ⇒「みなせん兵庫 2 区」 6 月 12 日結成 

3 区（須磨区、垂水区） ⇒「みなせん須磨垂水」 4 月 29 日結成 

4 区（西区、北播地域） ⇒「みなせん兵庫 4 区」 4 月 29 日結成 

5 区（但馬、丹波、篠山市、三田市） ⇒「ミナセン篠山・丹波」 3 月 28 日結成 

6 区（伊丹市、宝塚市、川西市） ⇒「みなせん伊丹・川西・宝塚」 5 月 18 日結成 

7 区（西宮市、芦屋市） ⇒「みなせん＠西宮・芦屋」 4 月 16 日結成 
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8 区（尼崎市） ⇒「ミナセン尼崎」 1 月 31 日結成 

9 区（明石市、淡路）⇒「みなせん＠明石」（仮称）7 月 2 日準備会 

10 区（加古川市、高砂市、加古郡） 

11 区（姫路市（旧家島町・旧夢前町・旧香寺町・旧安富町を除く） 

12 区（姫路市（旧家島町・旧夢前町・旧香寺町・旧安富町）、西播地域） 

 

 （３）衆院小選挙区の候補者擁立（野党候補の一本化）の課題 

 

    野党各党の県レベルの組織はそれなりに整っているが、小選挙区単位の地域組織となると、

各党とも必ずしも明確な組織があるわけではない。したがって、小選挙区の対応や地域みなせ

んへの政党側の対応（窓口）については、政党との協議の早い段階で「県組織が窓口になる」

ことが協議の場で確認されてきた。 

    したがって、各地域みなせんが集会や共同行動を行う際には、いちいち各党の県組織に連絡

して地元組織の対応を促すという“回り道”をしてきた。これまでの地域みなせんは、衆院選

の候補を絞るという取り組みの段階には至らず、参院選の選挙応援活動にとどまっていたから、

特段の問題は生じていなかったが、今後、衆院選への本格対応になれば、地域みなせんが主体

的に、各選挙区の政党組織とどう連携していくかという困難な課題に直面するのは間違いない。

市民の側にも政党の側にも、抜本的な対応が求められることになるのは必至だ。 

 

    ただ、候補の擁立作業の段階では、県組織レベルで対応することのメリットは大きい。第３

回協議の確認事項にあるように、１２の選挙区で各政党が擁立しようとしている候補や、市民

団体が独自に擁立しようとする候補（あった場合）の調整は、選挙区ごとでは難しいが、１２

の選挙区の中で“配分”（割り当て）を総合的に協議することができるメリットがある。参院選

の一人区でも、共産党が「一人ぐらいは自党の候補を出すことにとって、共闘体制が強まる」

と香川選挙区では共産党の候補を統一候補にした経緯もある。 

    兵庫でも、小規模政党からは「一人ぐらいは自党の候補を擁立して、共闘体制を強めたい」

という意思表示がされており、すでに新社会党は９区に県本部書記長（当時）の擁立を決定し、

野党５党と連帯兵庫みなせんとの協議の場で「統一候補になれるよう」に協議を要請している。

また、社民党は６区での擁立を検討しており、すでに民進党などが発表している候補との調整

が必要になってくる。もちろん、統一候補の擁立過程では、すでに名前が挙がっている候補者

を取り下げて、第三の候補を擁立することがあり得ることは、今回の参院選の一人区で幾つも

経験済みだ。 

    参院選では「候補者調整」という難しい局面に、兵庫では市民が関わることはなかったが、

衆院選では間違いなく訪れる。政党側の柔軟な対応を期待するとともに、市民側もその力量を

磨いておかないと、百家争鳴を続けていれば対応できなくなる。上記の確認事項にもある「政

党も納得できる“合理的なリーダーシップの発揮”」が問われることになる。 

 

６．「選挙へ行こう」の呼びかけ運動と、組織内協議の問題点 

 

 （１）「選挙へ行こう」運動の意義と限界 

 

   “組織選挙”になれば圧倒的に底力を発揮する自民、公明の与党勢力に対して、野党勢力や市

民は「組織を持たない」「組織力が弱い」ことに、その特徴がある。既存政党への支持率が低下
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し、与党勢力も一定の支持率を超えて得票できない選挙構造にある限り、選挙から遠のく「支持

なし層」や「無党派層」「浮動層」に投票してもらうしか勝ち目はない。一人でも多くの人たち

が投票に行くように呼びかける「投票率向上」の運動は、その意味では価値があり、有効な運動

でもある。 

   こうした状況と認識の中で、市民が主体的に選挙に関わるうえで重要なことは、以下の３つの

活動になる。 

①今回の選挙の持つ意味を広く市民に訴え、選挙への関心を高める運動に取り組む。 

②当選させたい候補や政党を推薦、推奨、周知する活動。 

③公示後等、具体的な投票誘導の呼びかけをできない段階になると、とにかく投票に行くこと

を呼びかけ、投票率を上げる運動。 

   こうした観点から、連帯兵庫みなせんは公示前までは上記①、②の活動を重点的に取り組み、

公示後は③の「選挙へ行こう」「投票に行こう」と呼びかける運動に取り組んだ。 

   ただ、選挙管理委員会の投票率向上をめざす活動が成果を上げていないのと同様に、選挙直前

になってからの投票率向上をめざした運動は、投入する費用や労力などのエネルギーに比較して

効果がどの程度期待されるかは、極めて脆弱である。しかも、費用と労力に大きな限界のあるボ

ランティア市民活動では、参院選のような広い選挙区では大海の一滴にも満たない限界がある。 

   かといって、現行選挙制度のもとでは公示後は組織的にできることは限られているため、何か

取り組もうとすれば他に考えられないために「選挙へ行こう」と呼びかけるしかなかったのが現

実でもある。現実に、投票率向上の効果を得られたかどうかは、心もとない。 

 

 （２）組織を揺るがすことになった“勇み足”事件 

 

   参院選挙真っただ中の 6月 30日、緊急に開かれた連帯兵庫みなせんの第８回世話人会は、参院

選比例区選挙確認団体「国民怒りの声」届出ビラ２号について紛糾した。協議の結果、代表世話

人で事務局長の佐藤三郎氏が発信した上記ビラの頒布協力要請メールのすべてを取り消し、同ビ

ラについては連帯兵庫みなせんは一切関わりがないことを広く周知する「世話人会声明」（7 月 2

日付）を発表した。 

   また同時に、共闘している野党５党に対してもお詫びと世話人会声明の報告を送り、上記メー

ルによって連帯兵庫みなせんがあたかも、比例区で上記ビラの団体を応援しているような誤

解を与えたことを謝罪した。 

 

   このビラは、公示後のビラ配布が制約されている中で、法定ビラを発行配布できる選挙団

体の法定ビラ枠を借りて、安倍政権と改憲勢力を批判して投票を呼び掛けるビラを兵庫で頒

布しようとしたものだが、呼びかけられた内容では公選法に違反する可能性が濃厚だったう

え、連帯兵庫みなせんが制作、頒布するように受け取られる危険性があったからだ。 

   選挙団体の法定ビラを個人が頒布することは許されるが、連帯兵庫みなせんが頒布主体とみな

されかねないやり方は、比例区も含めて共闘・連携してきた野党５党との信頼関係を損ないかね

ず、今後の連帯兵庫みなせんの活動と、兵庫県における「野党共闘と市民の連携」に重大な支障

が生じる恐れがあったからである。 

 

   世話人会の迅速な対応と事後処理、佐藤氏も世話人会声明に基づき発信したメールを全文取り

消したお詫びメールを配信することにより、本件は一件落着させた。その後、佐藤氏は世話人会

決定にもとづき、「国民怒りの声」が発行責任者になっているビラに作り変えたものを個人として
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頒布活動を行ったが、この件は、連帯兵庫みなせんとしては関知しないこととした。 

   なぜ、このような混乱が生じたのかは、幾つかの理由が明白である。 

   一つ目は、制作過程で組織内に諮り、合意のもとに進める手順を怠ったこと。連帯兵庫みなせ

んの組織運営の実績からすれば、組織内討議の経過を経ていれば、対外的に失態を重ねることに

はならなかっただろう。 

   二つ目は、公示後の身動きできない選挙運動の制約の中で「何かしなければ…」という焦りが、

不用意な展開につながったことである。 

   主権者市民が選挙に直接関わろうとする場合には、法的制約や共闘相手との関係に目配りする

とともに、一蓮托生で一緒に活動している組織の仲間との信頼関係を大事にすることが不可欠で

ある。 

    

 

Ⅱ 選挙結果と連帯兵庫みなせんの取り組みの評価            

１．全国的な選挙結果とみなせん運動（市民連合等）の評価 

 

（１）与党「圧勝」とは言えない、微妙な選択（概況） 

 

  2016年参院選の結果は「与党圧勝」と報道されているが、実態は必ずしもそうではない。 

自民、公明、おおさか維新、こころの改憲勢力４党合わせて 77議席を獲得、改憲発議に必要な 78

議席には至らなかったものの、非改選の改憲派無所属議員 4名を加えて戦後初めて、改憲勢力が衆

参両院で３分の２を超える議席を占める事態になったことは事実だ。 

しかし、過去３回の参院選 2010-2013-2016 の自民選挙区の議席数は 39-47-37 と前回よりも大幅

に減らし、前々回よりも減っている。前々回は 31 の一人区で自民が 29 議席を取ったが、今回は 32

のうち 21 にとどまった。野党が確保した 11 議席は、一人区では確実に野党共闘（統一候補）の成

果が出ていることを証明している。都市部の複数区でも、改憲勢力に制圧された兵庫、大阪を除け

ば、ほぼ互角になっている。 

与党による「改憲の争点」外し、政権による報道抑制攻勢に屈して極端に少なかったテレビの選

挙報道（選挙への有権者の関心をそらす）、事前予測調査による「与党大勝」報道など、組織選挙

に徹する与党勢力に有利な環境の中で選挙は行われた。 

投票締め切りと同時に、ＮＨＫは出口調査をもとに与党大勝を前提にした「自民単独過半数にな

る 57議席」や「改憲発議に必要な３分の２に至る 162議席」などを予測する報道を始めた。しかし、

結果として自民は「56議席」にとどまり、単独過半数には届かず、改憲勢力３分の２も当初の「改

憲４党で３分の２」が届かなかったために、改憲に前向きな無所属議員も含めて 165議席を確保す

ることで置き換えた。 

得票率でみると、自民の得票率は全国比例区で 35.9％、前回の 34.7％から 1.2％増加はしている。

しかし、投票率（54.7％）を考慮した絶対得票率（有権者総数に対する得票率）では 19.6％に過ぎ

ない。有権者の 2割に満たない得票で、改選議席の 46.3％を占めることができるという選挙制度の

マジックが「圧勝」をもたらしただけとも言える。公明党の全国比例得票率は 13.5％で、前回より

0.7％減らしているから、自公与党の得票率は前回よりも 0.5％増えただけに過ぎず、圧勝と根拠に

乏しい。 

民進党の全国比例区得票率は 21.0％と前回の民主党得票率の 13.4％から 7.6％も増えているが、

前回の日本維新の会（11.9％）とみんなの党（8.9％）の大部分を吸収、統合した野党再編の結果を
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考えると、そんなに伸びなかったと言える。議席数では、開票速報開始時点でのＮＨＫの民進党の

議席予想（22～29）を上回る 32議席を確保した。 

共産党は、比例の得票率は前回より 1％伸び、10.74％に増やした。メディアの直前の予想では「10

人以上の当選も」と「躍進」が期待されていたが、結果的には前回の当選者 8人を下回る 6人にと

どまった。一人区における野党共闘を積極的に推進し、32すべての選挙区での候補一本化を果たし

たが、党勢拡大にはいまひとつつながらなかった。 

 

このように選挙結果をみると、「与党圧勝」とは言えず、投票直前の予想に反して自民党は予想

外に伸びず、共産党も予想されたほどは伸びなかった。改憲やアベノミクスの評価、年金、社会保

障など政策面では、自民与党に不満が大きいが、かといって野党に託せるほどの期待も持てないジ

レンマ、投票に行っても入れる候補がいないという戸惑いの中で、国民は迷いながらぎりぎりの選

択をした結果が今回の選挙結果であり、ある意味ではバランス感覚を垣間見せた投票結果と言える。 

安倍政権に代わる政権、期待できる政権イメージを野党が与えることができれば、結果は大きく

異なっていたかもしれない。 

 

（２）Ⅰ人区と野党共闘の成果 

 

  かつては「保守の牙城」と言われた参院選の一人区。55年体制以降では 21回の選挙で、自民党

が９割以上獲得したのが 9回、８割以上が 12回。過半数割れしたのは、1989年の社会党の土井た

か子率いるマドンナ旋風が吹き荒れた時と、2007年の民主党旋風の２回だけだ。自公与党体制にな

ってからは、公明の支援を得て候補を一本化した自民は、圧倒的な強みを見せていた。 

  今回は「一人区で野党共闘し、候補を一本化しない限り、改憲勢力の３分の２を阻止できない」

という市民団体からの強い働きかけで、32の一人区すべてで野党統一候補が実現できた。戦後の参

院選の歴史の中で初めてのことだった。 

  もっとも、野党共闘と統一候補への道のりは、平坦ではなかった。 

昨年 9月 19日の安保関連法の強行成立と同時に、参院選へ向けての市民側の「野党共闘を求める

活動」は始まった。すでに、国会前のデモと集会の中で、共産党は志位委員長が「皆さんの力によ

る後押しで安保関連法反対で結束できた野党共闘を、どんなことがあろうと今後も発展させていく」

と呼応していた。約１カ月後の 10月 16日、民主党の枝野幹事長の呼びかけで、市民団体と野党の

代表者が議員会館に集まり、「市民と野党の意見交換」が始まった。 

参加した市民団体は、学生団体シールズ（特定秘密保護法に反対する学生有志の会）、安保関連

法案に反対する学者の会、戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会、政治学などの専

門家でつくる「立憲デモクラシーの会」、子育て世代の母親らによる「安保関連法案に反対するマ

マの会」の５団体で、後に 12月 20日「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合」を結

成する。 

  市民団体と野党との会合は、11月 19日に２回目、12月 9日に３回目が開かれ、この間水面下で

も野党間の共闘の橋渡しが市民団体によって行われたが、すでに候補者の擁立を進めていた民主、

共産の間で協議は難航した。市民団体側は市民連合を結成し、「32のⅠ人区で野党統一候補の擁立」

を正式に求め、民主党保守派への働きかけも強めた。そうした経緯の中で今年 2月 19日、５野党は

党首会談を開き「安保関連法の廃止」など４項目で一致し、市民連合が求めた項目に各党が乗る形

で野党共闘が進むことになった。安保関連法の成立から５カ月の時間を要した。 
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  しかし、この時点ではⅠ人区で統一候補の合意が進んでいたのは、市民団体が擁立した候補を野

党が推すことになった熊本県だけだった。３月初め、兵庫で野党と連帯兵庫みなせんの協議が始ま

った時点で、共闘合意ができていたのはほんの数県。大半は地元の市民団体が野党共闘を働きかけ

る動きが始まったばかりだった。連帯兵庫みなせんの集計では、3月 9日時点で６県でほぼ合意で

きた状態だった。 

  政党の中央での合意ができなければ、政党の地方組織は統一候補づくりへ動かない。3月 21日付

の朝日新聞の集計報道でも、大筋合意も含めて合意が 9県、協議中が 11県、10県は「協議が進ま

ず」と報道されている。この時点で報道では「Ⅰ人区の８割で候補を一本化したい」と言う民主党

幹部の期待感を報道している状況だった。 

  中央でもそうだったが、地方レベルでも初めての野党共闘をめぐって政党同士で話し合いが進ん

だところは少数で、多くは地元の市民団体が各党に強く働きかけ、協議の場をつくり、調整役を担

うことによって協議が進んだ。連帯兵庫みなせんの集計では、5月 10日時点で 26のⅠ人区で統一

候補の擁立でほぼ合意、残り 6選挙区でも協議が進んでいるという調査結果を得ている。５月下旬

にはすべてのⅠ人区での統一候補の合意が成立した。政党の見通しや思惑を超えて、野党共闘が進

んだわけだ。 

  もちろん、政党内の一部には、「野党共闘」「統一候補」に温度差やぎくしゃくした感情を残し

たままの選挙区もあり、文字通りの統一候補で野党と市民の力が結集できたわけではない。保守の

地盤の厚い選挙区では圧倒的な力の差を崩すことはできなかった。愛媛では大接戦になった。また、

滋賀など共闘関係は合意できたものの、民共間の体制づくりがしっくりいかず、効果を最大限に発

揮できなかった選挙区では接戦まで持ち込めたが、及ばなかった。 

 

  しかし、「一強多弱」と言われる与野党の関係の中で、32選挙区のうち 11を野党側が議席を得

たことの意義は小さくない。11議席のうち、民進党候補は 7、4議席は無所属候補として与党連合

を制した。とりわけ、東北 6県のうち秋田を除く 5県と、新潟、長野、山梨という農村地帯で野党

が制したことは、安倍政権のＴＰＰ政策への反発があったとはいえ、市民団体を含めた野党共闘の

成果が出た結果と言える。 

   

（３）野党共闘のらち外だった複数区の状況 

 

  一人区に対して複数区では、共闘に対する政党間の壁が厚く、比例区と同様に野党共闘の“らち

外”に置かれた。都市部はもともと野党が強いと言われてきたが、公明も都市型政党であり、改憲

勢力の一画を占める「おおさか維新」も都市型政党だ。加えて、最近の若年層の保守化もあって、

自民も都市で一定の強みを発揮するようになってから、野党同士の「健全な競争」の名のもとに野

党同士がしのぎを削った結果、共倒れの事態に至った選挙区も少なくない。 

  京都（定数 2）のように与党と民進の対決型に共産党が割り込むパターンでは、民共がフェアに

議席を競うのもいいが（どちらにしても１議席の確保は見とおせる）、野党劣勢の選挙区では１議席

でも確保することをめざした「複数区共闘のあり方」を再検討すべきだった。 

民進が２議席確保を目指す場合も、２議席目を民共で争うと与党勢力に漁夫の利を与えて、貴重

な議席を奪われてしまうケースもあった。 

大阪（定数４）ではおおさか維新が２議席をめざし、大阪で強みを発揮する公明と自民を相手に、

民進と共産がそれぞれ１人ずつ立てた結果、共倒れした。 

神奈川（定数４）では、民進が２人立て、共産と合わせて野党が３人立てた結果、民進が１議席

を確保しただけで、自民の２人目に“漁夫の利”を奪われ、野党２名は次点以下に並んだ。 
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千葉（定数３）も民進２人と共産１人が立ち、自民に２議席を許した。野党は「.全議席独占の可

能性」を見とおして選挙に臨んだのかどうか、疑問が消えない。 

そして兵庫もその例になり、共倒れし、１議席増えた３議席すべてを改憲勢力に独占された。東

京（定数 6）も危ういところだった。民進現職がかろうじて６人目に滑り込み、自民と公明で 3、

民進と共産で 3 と分け合ったものの、次点になったおおさか維新と危うい票差だった。 

 

  少数政党ながら、共産党候補の応援などに積極的に駆けつけた小沢一郎・生活の党代表は「一人

区では成果を上げられたが、（複数区でも）もっと野党は大同団結することが必要だ」と、選挙後に

話している。選挙前に「オリーブの木」方式など、比例区での統一名簿などによって“死に票”を

なくす提案もあったが、全く取り組めないまま、課題を持ち越している。 

 

 

２．兵庫選挙区における選挙結果と連帯兵庫みなせんの評価 

 

（１）兵庫選挙区の選挙結果 

 

  参院兵庫選挙区は 1995 年の選挙から改選定数が 3 から 2 に減らされ、前々回の 2010 年までは

１回を除き、自民と民主系が議席を分け合ってきた。1998 年は民主と共産の野党が議席を独占した。

しかし、前回 2013 年は日本維新の会（清水貴之氏＝現在はおおさか維新）に割り込まれ、民主と

共産は次点以下に並んだ。得票からすれば、民共合わせてもわずかに維新に及ばない惨敗だった。 

  今回は改選定数が 3 に増えたが、公明党が 24 年ぶりに議席奪還をめざして全国で最重点地区に

指定し、おおさか維新の会も前回と昨年春の統一地方選での兵庫での躍進を背景に、おおさか維新

の会の片山虎之助共同代表の子息（元ＮＨＫ記者）を立て、前回に続き議席獲得をもくろんでいた。 

  このような情勢から、昨年春の統一地方選でも振るわなかった民進党は、現職ながら水岡俊一氏

は危機感を持つ一方、共産は前回に続き金田峰生氏を公認候補に早くから擁立した。 

  結果は、水岡氏は前回 2010 年の得票数から 10万票近く減らし 42万 0068 票、金田氏も前回 2013

年の自身の得票から微増の 22 万 8811 票にとどまった。 

  これに対して自民公認候補の末松信介氏は公明党の支援がなくなっただけでなく、党本部が公明

候補を推薦し、安倍首相はじめ重要幹部が次々に兵庫県入りし公明候補を支援した。本来の自民党

票も公明党に配分するという選挙情勢に、一時は党中央と地元組織が険悪な関係になったりしたが、

結果的には前回 2010 年の得票に近い 64 万 1910 票を得てトップ当選した。 

  ２位当選に滑り込んだ公明の新人伊藤孝江氏は、34,5 万票と言われる公明の基礎票を 20 万票も

上回る 54 万 2090 票を得た。早くから全県くまなく活動していたこともあるが、終盤になって自民

党トップクラスの応援入りや、官房長官自らが現地入りし自民党支持組織固めに動くという組織選

挙で、与党連携をフルに発揮して議席を得た。 

  おおさか維新の会の片山大介氏は、前回 2013 年の清水氏の得票にはわずかに及ばなかったが、

53 万 1165 票を得て次点の水岡氏に 10 万票あまりの大差をつけて当選した。 

 

（２）公明と維新の勝因、野党の敗因 

 

  公明の勝因は、自公与党陣営の見事な組織選挙による組織票の配分と、危機感を盛り上げる中で

の競り合いによる票の掘り起こしと言える。自民と公明票は合計で 120 万票近い空前の得票になっ

た。 
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  維新がなぜこれだけの票を獲得できたのか、候補者自身が「分からない」と当選時に述べていた

が、大阪で難しいと見られていた維新の２議席獲得をはじめ、昨年春の統一地方選における兵庫県

での維新の健闘ぶりなどを考えると、大阪と同じ兵庫の特殊性があったのかもしれない。兵庫県内

では、神戸、阪神間の都市部だけでなく、姫路・西播や内陸部でも維新が民進を上回っているとこ

ろが少なくない。なぜか？ 兵庫県における維新得票の背景を、本格的に研究・分析することが必

要だろう。 

県内の選挙区と比例区の得票を、市区町別に比較すると、民進はほとんど選挙できる態勢になっ

ていない状況が見えてくる。2014 年衆院選では、半数の６選挙区で民主は候補を立てず（１２区の

山口壮を民主と扱って）、選挙区での足腰が衰えている。頼みにする県教祖、連合も往年の組織力は

大幅に減退している。惨敗の背景は深刻だ。 

これに対し、維新は、全県的に支持を受けている。１区の 2014 年井坂票の大半は片山に流れて

いる。井坂氏は 8 月 20 日、民進党県連の代表に就任したが、次回衆院選の１区では維新が新たに

対抗馬を立ててくることが予想され、民進・井坂は厳しいたたかいに臨むことになるかもしれない。 

また、共産党の票の伸びは厳しい。３区、７区を除けば、2014 年衆院票よりも軒並み票を減らし

ている。県全体では比例票の得票よりも 2 万票ほど少ないのは、終盤、より当選の可能性に近い水

岡へ票が流れた可能性はある。市民との共闘に最後まで力を入れたが、その効果がどうだったか、

今後検証の対象になるかもしれない。 

 

（３）連帯兵庫みなせんの運動の寄与と、候補者一本化問題 

 

  では、惨敗とも言える結果に終わった兵庫選挙区の状況の中で、連帯兵庫みなせんはどのような

役割を果たしたのだろうか？ 

  連帯兵庫みなせんは設立前から基本的な運動方針を議論する中で、すでに政党公認で走り出して

いた２名の候補者を追認する「２議席確保」の方針をめぐって、深刻な議論があった。民進党（当

時は民主党）の党勢回復はいぜん厳しい状況にあり、共産党が当選するには、過去の実績得票を 2,5

倍以上に上積みしないと見通しはなかった。定数増はあっても“共倒れ”の危険性を指摘する声は

常に相当数あった。当初は、そうした組織内部の懸念と議論が共産党に警戒心を呼び起こし、野党

共闘の枠組みをつくる大きな障害にもなっていた。 

  こうした壁を乗り越える課題もあったが、“一強多弱”の与野党関係を跳ね返し、改憲阻止の３分

の２の議席を確保するには、兵庫で２議席確保をめざすしかないという思いが強かったのも事実で

あった。野党共闘と市民が選挙に主体的に関わるかつてない選挙という新しい情勢に、これまでの

得票数字を超えた展望を切り開くのも不可能ではないという議論に落ち着いた。 

  連帯兵庫みなせん設立の時点では、野党共闘は中央でやっと合意された段階で、具体的な共闘態

勢づくりは先が見えない状況だった。野党５党との協議が軌道に乗った段階では、少しずつ一人区

における共闘体制と候補者の一本化が進み始めたが、複数区での共闘の見通しはいぜん立たなかっ

た。民進、共産ともに「複数区での共闘については、中央での協議ができていない」と主張し、「複

数区ではそれぞれが競争するのが基本だ」との姿勢を崩さなかった。 

  「２議席確保」を揺るぎない方針として始まった５野党との協議と共闘は、候補者を一人に絞る

一本化の議論を持ち出したとたんに暗礁に乗り上げるのは必至だった。こうした状況は、全国の複

数区に共通しており、市民連合も最後まで「複数区での共闘＝候補者調整」は持ち出さなかった。

兵庫でも参院選における候補者調整を持ち出さなかったから、少なくとも公示日までの共同街頭行

動やチラシ配布の調整、さまざまな地域ごとの集会や街宣行動を継続することができた。 
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  選挙戦に入り、メディアの予測報道が始まると、野党の２候補は４、５位または公明、維新、民

進が団子状態の報道が相次ぎ、またしても「候補者一本化」を求める声が持ち上がった。複数区で

も本当の意味での「野党共闘」が実現していたら、“ウルトラＣ”の選挙戦術として土壇場で「立候

補取り下げ」による「一本化」も図れないわけではないが、現実には程遠い夢の戦術でもあった。

むしろ、衆院選など今後に控える「野党共闘と市民の共同選挙」の足を引っ張ることになるとして

「一本化」の議論は封じ込めた。 

  一本化すれば、民共の票がそのまま足し算で出てくるわけではないが、「２議席確保」の方針が「共

倒れ」の結果につながったことは事実である。 

 

  今回は、戦後初めて一人区での共闘成果を体現し、市民と政党の共同選挙に一歩を踏み出したと

位置付けて、複数区での共闘＝候補の一本化まで現在の政党に求めるのは、ないものねだりに等し

いと考えるべきではないか。 

 

３．国政選挙に市民が主体的に関わるための課題と野党との共闘 

 

（１）新しい選挙と政党のあり方を求めて 

 

  戦後日本の国政の場で、1993 年に「55 年体制」が瓦解してからすでに 23 年になる。同時に始ま

った中央集権体制から地方分権体制への改革が進み、2000 年に地方分権体制に移行してから、17

年になる。こうした流れと真逆の方向を志向する安倍政権の登場以来、この国の政治は歴史の時計

を止めたり、逆方向に動かそうというベクトルとのたたかいに費やされ、国政と経済の混乱を次代

につけ回しかねない危険な状況にある。 

  2016 年参院選は、こうした危機感から戦後 70 年の憲政史上初めて、市民が国政選挙の前面に躍

り出て、「一強多弱」下にある野党に連携と共闘を促し、保守の牙城である一人区すべてで野党共闘

と候補者の統一をもたらした。本来は「主権者」として国政選挙の主人公でなければならない市民

が、単なる投票するだけの「有権者」に落し込まれた選挙制度の下で、政党に働きかけることによ

って市民の思いを実現する能動的な動きをした。保守革新を問わず、中央政党が全国津々浦々の政

治組織を支配する中央集権的な政党が、自ら野党同士の共闘すらまとめ上げることができない現実

も、露わになった。 

  そうした意味からも、今回の参院選は選挙結果とは別に、歴史的な意義を持つ。 

  国政選挙の主権者市民として一定の役割を果たした今回の選挙に関わった市民は、もはや後戻り

することはない。安倍政権が継続する限り、現在の与野党関係を現行制度の下で改革していくため

には、野党の共闘体制を一層強固にし、衆院選も含めて小選挙区（一人区）での野党共闘と市民の

共同選挙による候補者の一本化に取り組むことはもちろん、参院選の複数区や衆参比例区において

も取りこぼしのない野党と市民の共闘と候補者調整を行う「知恵」が求められる。 

 

（２）連帯兵庫みなせんの役割と国政選挙への対応 

 

  連帯兵庫みなせんは、今回の参院選に取り組んだ総括討議を二度にわたる世話人会でおこなう中

で、市民が主体的に選挙に関わるためのあり方について議論を重ねた。 

今回の選挙では、「市民と政党の共同選挙」を掲げたものの、政党選挙を最優先した現行選挙制度

の下で、政党や政党の候補者を市民と市民団体が推薦、応援する「従来型の選挙」運動から大きく

枠をはみ出すことができなかった。公示後は、組織としては全く身動きできず、団体に参加する個



 

19 

 

人が個々に、政党や候補者を応援する活動しかできなかった。あるいは、せいぜい「投票へ行こう」

と呼びかけることにとどまらざるを得なかった。 

 

「みなせん」は「みんなで選挙に行こう」を意味する略語だが、「みなせん運動」とは、主権者市

民が国政選挙で戦後７０年初めて、政治の主役になろうと表舞台に躍り出た運動であった。地方選

挙では９０年代以降、市民が首長や議員の候補者になったり、選挙運動の主体になって活躍するこ

とはすでに常態化しているが、国政は政党を基本に制度化されており、国政選挙では政党が選挙主

体として扱われているために、市民は選挙の主体になり得ず、有権者として投票したり、せいぜい

政党の候補者を応援する役割に終わってきた。 

    みなせん運動は、政党政治の主体である「政党の民主化」「政党政治の民主化」を求め、市民が

主体的に選挙に関わり、政党との共同選挙に踏み出した画期的な運動だった。また、選挙に直接関

わる中で、選挙制度の問題点を具体的に肌で感じることになり、選挙制度の改革を求めていく端緒

となっている。 

したがって、連帯兵庫みなせんは、国政選挙や国政の政策に取り組むことに特化した市民団体で

あり、広範な市民運動や団体に呼び掛けて、主権者市民が選挙に関わっていくことをネットワーク

する、選挙特化型の中間支援組織でもある。 

    多彩多様な市民運動をコーディネートする、一大市民運動の連合体の機能を連帯兵庫みなせんに

求める声もあるが、多様多彩な市民運動をまとめることは難しく、連帯兵庫みなせん運動の役割で

はない。改憲問題をはじめ多様な政治課題に取り組む市民団体は、それぞれの役割を生かして個別

政策で頑張る中で、それを政治に反映し、選挙に反映していくときに、連帯兵庫みなせんのような

「選挙特化型」の市民団体が必要になるのではないか。 

   政治、とりわけ選挙は、個々人の“思い”だけでは目的を実現できないことが多い。政治や選挙

は、時には大胆な妥協が不可欠であり、選挙で与党を倒すには、野党をとりあえずは勝たせて体制

を変えるしかない。よりましな政権や政治を実現するためには、「嫌な政党や候補者」でも「鼻を

つまんで」投票することが求められるのが、政治の世界といえる。安保法制反対で広い支持基盤が

あったはずの小林節氏が起こした「国民怒りの声」が惨敗したのは、「組織論的戦略に欠けるマイ

ナーな運動」に終わったことにあると指摘されている。 

  その意味では、連帯兵庫みなせんが市民と野党との協議と連携、共闘の場を生み出し、地方の現

場で「市民と政党の関係」をつくり出すことができたのは、大きな意味を持つ。 

   国政における「政治と選挙」の場で、「市民選挙」「市民と政党の共同選挙」をめざすなら、連帯

兵庫みなせんは「市民運動型選挙」のプロを模索し、今後一層、その知恵と戦略を磨かねばならな

いのではないか。 

 

（３）中間派へのアプローチと「市民型選挙」の追求 

 

兵庫選挙区に限っていえば、市民と野党の共闘（市民と政党の共同選挙）は公示前までしかでき

なかった。公示後は、旧来型の政党の組織選挙になり、市民との有機的結合はほとんどできなかっ

た。旧来型の組織選挙になれば、役者が数段上の与党、とりわけ自民党の組織選挙が野党を大きく

上回っていたことは、得票分析からも明らかである。 

政党の組織選挙に加えて、市民が連携・共闘することは中間派へのアプローチがカギだが、公示

後はとくに野党候補を応援する従来型選挙に終わってしまったきらいがある。公示前も、野党との

結びつきを強く意識するあまり、市民が選挙の主体として関わる「市民型選挙」の新しい展開を編

みだすことに立ち遅れて、市民選挙の新しい展開ができなかった反省がある。 
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「野党共闘」は、一般の市民に訴えても、中間層にはインパクトが乏しい。「なぜ野党を応援す

るのか？」をそうした階層に説明するにはインパクトを欠く。戦後初めて実現した野党共闘は、選

挙に主体的に関わる“玄人”向けには意味があっても、中間層には届かないきらいがあった。９条

や改憲阻止では、中間層を囲いきれないことと根っこは同じかもしれない。 

一般の中間層には、身近な暮らしと政治の関わりを語る、地方自治の身近な政治の現場を踏まえ

て、住民自治と暮らし、子育て、教育、福祉、環境などの課題を民主主義に結び付ける市民型の独

自の取り組みが必要なのかもしれない。 

とりわけ、政権選択につながる衆院選では、候補者を一本化する野党共闘を実現する際にも、中

間層などの幅広い市民に訴えて支持を広げるためにも、幅広い市民の琴線に響く政策や訴え方が重

要になろう。衆院選では、市民は何を掲げてたたかうのか、すぐに検討をはじめねばならない。 

 

（４）市民型選挙と候補者調整 

 

   政党政治、政党選挙である国政において、市民がどのように選挙に関わり、候補者調整に声を出

せるかは、今後の重要な課題である。 

   今回の参院選でも、１人区では明らかに市民が政党に共闘と候補者の一本化を働きかけるだけで

なく、候補者調整に大胆に乗り出し、無所属候補を擁立して一本化を図った事例も少なくない。市

民が選挙の主体になるには、候補者調整まで声を出し、役割を果たすことの重要性が今回の選挙で

明らかになった。野党が共闘するためにも、市民団体が接着剤となり、具体的な提案と協議の場を

提供していかねば進まないことも、兵庫で体験した。 

   次の衆院選は、選挙区のすべてが１人区であり、中央の野党４党も候補者の一本化を図ることを

確認している。候補者の一本化には、市民が選挙区ごと、あるいは府県単位で調整に乗り出すこと

も不可欠である。 

   そのためには、今回の選挙で培った野党と市民の連携、共闘関係を一層発展させ、地域みなせん

の強化と候補者調整に寄与することが必要になる。１人区で成果を上げた経験は、もはや逆戻りす

ることはない。 

 

以上 


