（平成２９年１０月５日発行）

石井 としひろ の「館山市政かわら版」
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「戦略 」のミスは「戦 術」でカバーできない
１、戦略と戦術
①館山市と国の戦略ミス
今回のチラシのタイトルは「戦略のミスは戦術でカバーで
きない」としましたが、館山市は今まで「戦略的」に間違っ
ていたのではないか？と疑問を投げかけたいのです。過去３
０年において、はっきり成功したといえる経済政策は一つも
なく、想定どおりに少子高齢化・人口減少となり、財政も非
常に悪くさらなる転落が予想されるからです。
また、衆議院議員総選挙が近づいているので、同時に国と
しても国家戦略を間違えているのではないかを検証します。
バブル崩壊から３０年近く低迷し続けているわけですから、
必ず戦略的ミスがあります。

それにも関わらずなぜ、
「戦って亡国」なる戦略決
定に到ったのかが問題です。
その答えは、日本が「人治国家」だったからです。人治国
家というのは、徳治主義といって道徳心にあふれ能力も優れ
た「人」たちが国を「治」める仕組みで、古代から終戦まで
続いた「人の支配」というシステムです。現代でも、中国や
北朝鮮など発展途上国に人治国家は多くあります。
その反対が「法治国家」で、全ての国民の普通選挙によっ
て選ばれた政治家が議会で「法」を制定し、その法で国を「治」
める「法の支配」というシステムです。
人治国家・人の支配だと、有力者たちの一時の感情や勘違
いした思い込みにより国を滅亡に追い込む危険性があります。

②戦略と戦術
「戦略」とは大局的な方針であり、
「戦術」はその方針を実
現するための細かい実務です。細かい技術で頑張っても、大

開戦前の日本はその典型です。ゆえに、世界の歴史としては
法治国家・法の支配に移っていく流れです。法治国家は主に、

きな方針が間違っていればどうしようもなく、
「戦略のミスは
戦術でカバーできない」というのは当然のことです。

現代の日本そして欧米先進国です。
なお、民主的な法治国家同士が戦争した事例はありません。

しかし案外、人というものは目の前にある実務に多忙なあ
まり、戦略の過ちについて検証することがありません。そし

全ての戦争は、少なくとも片方には人治国家が含まれていま
す。このことからも、人治国家より法治国家の方が優れてい

て、戦略を決めている上層部というものは、これまた予想以
上にいいかげんなのです。

るのは明らかです。

⑤「法の支配」を社会のすみずみに

③大日本帝国の戦略ミス

現代の日本は、そして館山市も建前としては「法治国家」

国家戦略の最も大きなミスでは、大日本帝国が日米開戦を
決断したことがあります。

「法の支配」のもとに政治は動いています。
しかしながら、実際のところ、特定の人たちの思いつきが

開戦の理由は「アメリカによる満州からの撤退要求をのむ
ことは、中国戦線で亡くなった１０万人以上の兵士に対して
申し訳がたたない。戦えば１００％負けて日本は滅亡するが、
戦いから逃げる魂の亡国よりはいい」というものです。
実は、大多数の政府要人はこの考えに反対で、
「戦って日本
滅亡なんてとんでもない。戦争は避けるべき」というもので

密室で決定される、まさしく「人の支配」による政治が現実
には行われていると思われます。そして、一般市民にも特定
の人物のカリスマ性を期待したり、また密室の根回し政治を
好む人もいると思いますが、これはあるべき姿ではないので
す。
「法の支配を社会の隅々に」という言葉は弁護士会が言っ

した。しかし、このような主張をするのは暗殺も覚悟した命
がけのことなので怖くて言えず、大多数の戦争反対論は、一

ていることです。もちろん、法は完璧ではありませんし、融
通の利かない面もあります。しかし、そのデメリットを考慮

部の「戦って亡国すべき」という暴論に押し切られました。
上層部がそもそも「戦って亡国」という戦略ですから、現
場が戦術で頑張っていくら善戦したところで大勢に影響はな
いわけです。このように国家戦略というのは一部の人たちの
単なる思い込みが多く、そのデタラメな戦略の下ではいくら
現場が戦術で頑張ってもどうしようもないわけです。

④戦略ミスを生み出すシステムは「人治国家」

しても、
「人の支配」よりもベターだというのが歴史の教訓で
す。
ルールに基づいた政治というのは、戦略以前の話のわけで
すが、実際にはできていないので、私は「法の支配」をもっ
と館山市において進めたいと考えています。

２、観光立市は戦略ミスか？

戦前の政府要人たちは戦争開始前に「長期戦となり、アメ
リカに資源の輸送路を制圧され物資の補給が絶たれ、最後は

①館山市の財政危機とひどい平成２８年度決算

ソ連参戦で敗北が確定する」と予見していたことからもわか
るように、非常に優秀な方々でした。

-1-

平成２８年度決算は、高コスト体質を示す数値である経常
収支比率が９８％で、千葉県内でワースト２になってしまい
ました。１００％では使途自由な財源がないことを意味しま

すから、館山市は政策の自由度が２％くらいしかないわけで

市という日本屈指の観光地を調べたところ、いずれも財政は

す。
そして、実質的な単年度収支が２億円の赤字です。館山市

危機的な状況でした。そして、いずれも福祉が充実せず、人
口が減少していました。

は高コスト体質ですから当然、赤字は出易く、また赤字を連
発し、その赤字額も増していくことが想定されます。この体

箱根町が財政危機の理由を公表していますが、
「人口わずか
１万３千人程度の箱根町は年間約２千万人もの観光客をお迎

質を改善しなければ、高齢化による社会保障費の増大と、現
役世代の人口減少による財源不足により、２０２５年以降に

えしています。
・・・全国の自治体と比較した場合、消防、上
水道やごみ処理などの業務に係る経費は人口３万数千人から

財政破綻すると私は見ています。

５万数千人程度の自治体と同等の水準にあり、非常に大きな
財政負担となっています。」と説明しています。つまり、観光

② 議 会 は 財 政 が 苦 手 で 、全 体 像 と 戦 略 を 描 け な い

客のコストは市町村にとって非常に大きいのです。
一方、入ってくる税収は少ししかありません。温泉に入る

館山市の予算は特別会計も含めると、ざっくり３００億円
にもなります。また、借金の総額は、加盟している三芳水道
企業団と安房広域組合の館山市分を加えると、ざっくり２５

時の入湯税くらいです。観光で使うお金は消費なので、消費
税に期待したいところですが、消費税は基本的に国税であり、

０億円にも上ります。
本来、予算の全体像を見れば、高コスト体質であることは

その一部は地方に分配されますが、観光客が多いからといっ
て分配が増えるわけでもありません。

明白で、高コスト体質ならばコストカットは必須であり、４
００くらいある事業を具体的にどう削っていくか、という議

観光客は短期住民とも考えられますので、観光客が増える
ことを言い換えると、
「税金を払わない住民が増える」という

論にならなければいけないはずです。しかしながら、館山市
議会で現在、そのような議論はありません。

ことになります。つまり、観光地の自治体というのは基本的
に儲かるどころか貧乏になるという理屈になりますし、実際
にそうなっています。

③中には賛成・反対が支離滅裂な議員も
議員でも色々な人がいまして、中には賛成・反対を的確に
示せない低レベルな人もいます。この人はなぜか、反対理由

⑥館山市の観光政策は失敗だった？

を述べて賛成するのです。
（反対理由を述べたら反対、賛成理
由を述べたら賛成というのは子供でもわかることです。）

行中の船形バイパスといった海辺の大型開発が、館山市の財
政に大打撃を与えたと見ています。しかも、作った時の建設

具体的には、平成２９年度当初予算の内用を全否定するこ
とを述べた挙句に賛成しました。全否定なら、改善すること

工事費だけではなく、維持管理や運営の人件費も大きな財政
負担として、これからもずっと続くわけです。確かに「高コ

が多々あるのでそのまま賛成してはいけません。
また、この議員は「一般職員の給与削減については、最後

スト体質」になるのもわかります。
そして、これらのメインの目的は「観光振興」でした。観

の聖域に安易に手をつける前に、やれるべきこと全てを検討
し尽くしたと言えるのでしょうか。」と給与削減に反対の意向

光目的の大型公共事業は、もはややるべきではありません。

を示しながら、矛盾したことに職員給与削減の条例案に賛成
しています。

⑦インバウンド推進は間違いでは？

議員にとって、予算案と条例案に的確な賛否を示すという
ことは最低限の仕事ですが、それがいいかげんになっている

いますが、私はその必要はないと考えています。現に、世界
一の観光客を誇るフランスは、愛想が悪いだけではなく、英

わけです。事例として挙げた議員は極端に悪いものですが、
議員たるもの、３００億円の予算とそれに関連する条例の審

語を覚えようともしません。このように、たいていの先進国
は観光に力を入れません。入れているのは発展途上国です。

議に、より高いレベルで取り組むべきでしょう。

もし、観光立国化を目指すとすれば、かなり消費税を上げ
て外国人観光客から税金を払って頂かないと、観光客のコス

④はっきりしない「高コスト体質」の理由
確かに、田舎は少子高齢化の進行が全国平均より早く、社

トを賄いきれません。しかし、現状で消費税を上げれば、経
済は間違いなく落ち込むので、
「観光立国化＋消費増税」とい

会保障費は増大するので、高コスト体質になりやすい傾向は
あります。しかし、なぜ全国の他の田舎と比べてより高コス

う政策パッケージをやってはなりません。
地方自治体は、観光客からの消費税収はないので、インバ

ト体質なのかは不明です。
合併しなかったからという説もありますが、合併しなかっ

ウンドの推進は、国よりもさらに筋の悪い政策だと思います。

た田舎と比べても悪いのですから、その説は本質的な理由で
はありません。

⑧観光の本質は『交流』ではないか？

館山市の税収は全国でも平均的であり、低所得で苦労して
いる他の田舎よりはむしろ恵まれており本来、低コスト体質

ます。海外旅行だと「国民外交」になります。交流を広め深
めるのが主目的であり、それに付随して地元事業者がしっか

でなくてはならないはずです。

りと稼いでいくというのが本来の姿だと思います。
現在の観光政策は主客転倒ではないでしょうか。本質を間

⑤有名観光地は財政難

違えた戦略なら、交流もイマイチ、ビジネスも今一つとなっ
て共倒れになることを懸念しています。

私は公共下水道の整備・西口開発・大桟橋の建設・現在進

政府は、外国人観光客の増加（インバウンド）を目指して

私は観光の本質は、金儲けではなく「交流」だと思ってい

財政破綻した観光地は夕張市がありますが、これは一見、
特殊事例のように思えます。それで、草津町・箱根町・京都
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３、国政も戦略の変更を

４、いじめ対策の戦略変更を

①大義ある解散は存在しない

①器物損壊罪の被害届を提出

地方議会の場合は、衆議院と同じく任期は４年ですが、解
散はほとんどありませんし、その必要も感じません。もし、

８月２０日頃、自分
の車のナンバープレ

市民に特定の政策の信を問いたければ、住民投票をやればい
いだけです。

ートが、前にひっぱら
れ曲げられましたの

また、地方議会も解散の制度はありますが、自分が有利な
時に解散するという私利私欲には使えない仕組みになってい

で、警察に被害届を出
しました。

ます。国政も同様の制度に変えるべきです。具体的には「議
員任期固定法」の新設を期待します。

捜査中であり、犯人
しか知らないはずの

②消費増税は「事業者増税」なのでやめるべき

情報を私がしゃべる
と捜査に支障が出る

消費増税をすると長期的な不況になりますが、値上がりし
て「消費が減るから」という理由は少し違います。税金の主

ので、詳細については
お話できません。

目的は、お金持ちから低所得者へお金を移す「分配」なので、
本当にお金の必要な人たちにお金が循環すれば景気悪化は起

警察沙汰とか裁判
沙汰とか、警察や裁判

きません。
ではなぜ長期的不況になるかというと、消費税の本質は「事

所に抵抗がある方もいらっしゃるかも知れませんが、私はそ
うは思いません。

業税」で事業者が主に負担するものだからです。消費税を国
に納めるのは事業者です。その増税分を全額値上げして売り

これは、器物損壊罪という懲役３年以下の犯罪です。犯罪
というのは本質的に、個人間で話がまとまればいいというも

上げが減らなければ事業者のダメージはありませんが、実際
にはそんなことはなく、消費増税分を事業者がある程度負担

のではなく、
「社会に対する罪」なのです。他人のものを勝手
に破壊することが横行したら、国民国家の秩序は成り立ちま

せざるを得ない場合の方が多いのです。もし、消費増税をや
るなら、その代わりに社会保険料負担など何らかの事業者負

せん。こういうことをした人は刑事罰を受けるべきであり、
受けさせなければむしろ本人の反省する機会がなく、また似

担を減らさなければ、間違いなく長期不況になります。特に、
地方の事業者は苦しい状況なので、消費増税をやられては困

たようなことをやらかす可能性が高いのです。
ですから、警察に届けない方が、犯罪を跋扈させることに

ります。

つながり望ましくないことです。

③介護職員の人件費アップを！

②体罰は「犯罪」

９月議会において、千葉県と館山市で民間保育園の給与を

刑事罰が犯罪者の更正に役立つという事実から、体罰にも

平均２万円上げる予算を通しました。保育士の待遇改善と、
保育士不足の解消を目的としたものです。

効果はあると考えられます。しかし、体罰という「私刑」は
効果よりもはるかに「危険性の害悪」の方が上回ります。ゆ

同様に、不足している介護士の給与を上げたいところです
が、館山市だけでは実現できません。館山市も含め田舎は高

えに私刑も体罰も犯罪なのです。ケガがなければ暴行罪・ケ
ガをしたら傷害罪です。

齢化が進んでいるので、介護士不足の解消と介護士の待遇改
善は早急に行って頂きたいものです。

つまり、体罰を行った者は「犯罪者」ですから、学校云々
はそもそも関係なく、速やかに刑事告発するのが正論です。

④地方創生政策は無意味なので廃止すべき

むしろ、告発しない方が犯罪者を隠すようなもので、望まし
くないと思います。

平成２６年に「地方創生」という政策が打ち出されたので
すが当時、市町村長たちからは、
「そういう補助金予算ではな

③いじめの多くは「犯罪」

く、自由に使える財源が欲しい」という要望が多く上がりま
した。つまり、
「地方創生は失敗する」と当時、声を上げた市

館山市議会で教育委員会にいじめについて聞いたところ、
「過去３年間のいじめの内容としては、ひどくぶつかられた

町村長たちは思っていたわけです。
地方創生と言葉ばかり踊っていますが、使い勝手の悪い従

り、たたかれたり、けられたりするが１２件。金品を隠され
たり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりするが９件。

来型のひも付き補助金であり、地方創生戦略とやらも、２０
世紀のソ連がやっていた「社会主義計画経済」と似たような

嫌なことや恥ずかしいこと危険なことをされたり、させられ
たりするが１６件」ということでした。

もので、成功例はゼロに近いものになるでしょう。
館山市は、もともとあった予算を、地方創生補助金の対象

これらは、暴行罪・傷害罪・窃盗罪・器物損壊罪・脅迫罪・
強要罪などの犯罪にあたります。１１歳以上であれば少年院

にするなどして要領よくやっています。しかし、国の戦略が
失敗しているのに、地方が戦術で努力したところで、たいし

送致、１４歳以上であれば刑事罰もありえます。１１歳以上
ならば一定の責任能力はありますから、まず学校云々ではな

た成果はでません。地方創生補助金はあらかじめ期限を切っ
て廃止し、その分を自由に使える財源に変えて頂きたいと思

く、
「犯罪者」として警察に届け家庭裁判所に送致し、適切な
「更正教育」を受けさせるべきでしょう。また、これは学校

います。その方が間違いなく地方は活性化します。

の判断ですが、いじめ犯罪に対しては「出席停止」処分を積
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極的に行うべきだと思います。

日本の学校現場は、なぜか「叩く・蹴る」
「金品を盗む」な

④いじめっ子は将来、犯罪者に？

どが横行する犯罪エリア・無法地帯になっています。それは、
何の根拠もない「学校は教師と生徒の聖域。法は学校に入ら

外国での研究では、いじめっ子が卒業後に刑事罰を受けた
割合が６０％というものもあります。この研究は偏りがある

ず」という因習に囚われているからです。最終的に犯罪を止
められるのは法律だけですから、法を拒否していじめ犯罪を

かも知れませんが、様々な追跡調査結果を見ると、平均の４
倍くらい犯罪者になる可能性が高いようです。大人になって

なくせるわけがありません。
確かに現状においても、いい先生・いい仲間に恵まれた場

から犯罪者にならないように、早期の更正教育が必要です。

合、その生徒にとって学校は素晴らしい場所になります。し
かし、その逆は悲劇です。言い換えると、学校はあまりにも

⑤過激な主張ではなく、市民社会のルールだ
私の主張はかなり過激に聞こえるかも知れませんが、これ

先生・生徒の個人的資質に任せすぎです。
個人的資質に期待しすぎるのは「人治国家」の発想であり、

は単に一般社会のルールです。道端で知らぬ人からいきなり
「叩く・蹴る」
「金品を盗む」なんてことをされたら、どう考

戦略的に間違いです。学校は「法の支配」のもと、最低限の
ルールの整備と的確な適用、そして「ルール内での自由の保

えても「犯罪者」としかみなせません。別にそれは、誰でも
どこでも同じことで、学校を例外とする理由はありません。

障」という方針に根本的から切り替えるべきでしょう。

⑪いじめ撲滅は人権と社会秩序を守る闘い
⑥正義の女神の前では全ての人が平等

いじめを受けた生徒が自殺した問題についてですが、なぜ

「正義の女神」はよく裁判所の前に設置され
ている像ですが、左手には公平に正義を量る

過去のことに取り組み続けるのか、とよく聞かれます。
確かに損得で考えれば意味がないでしょう。しかし、これ

天秤、右手には判決のもとづいて刑罰などの
実力行使をする剣を持っています。

は速やかに妥協するのが望ましい利害損得の話ではなく、
「故
人と遺族の人権及び社会秩序を回復させるための闘い」だか

目隠しをしているのは先入観と情実を排す
るためで、誰もが「法」の下では平等だとい

らです。これは、ドイツの有名な法学者であったイェーリン
グが「権利のための闘争」という著書のなかで述べているこ

うことです。ゆえに、学校だから子供だから
ということは、法の下では基本的に関係あり

とと同じです。
いじめ自殺を放置することは、いじめ自殺を容認すること

ません。「正義」とは古代から現在まで、そういうことです。

になります。自殺と殺人は違いますが、命は戻ってこないの
に殺人犯を捕まえ、真相を明らかにすることと同じです。

⑦教育者にいじめ撲滅を望むのは無理な話
議会で教育長に「加害者の人権より被害者の人権の方が優
先ではないか」と聞いたところ、
「加害者も被害者もどちらも
同じく大事」という答えでした。
私は「被害者の人権を回復するには、加害者の人権を制限
せざるを得ない」という法的見解を述べたわけです。しかし、
加害者も被害者もどちらに対しても教育をするのが先生です
から、教育長の答えは教育者としては正しいのです。
しかし、いじめで死ぬほど悩んでいる子供にとっては、頼
りないものです。教育者はいじめの解決には向いておらず、
やはりシンプルに「司法」に解決を委ねるべきでしょう。

⑧「いじめられる側にも責任がある」論は不毛

＜お知らせ＞
「政治対話集会」を行います。
１０月９日（月・祝日） 南総文化ホール 大会
議室
時間：１９：００～２１：００頃
入場無料・予約不要なので当日、お気軽にお越
し下さい。入退席自由なので、途中からいらして
も、途中で帰るのも自由です。
市政・国政なんでもアリのフリートーク・意見
交換会をします。市内・市外も政治的立場も関係
ありませんので、老若男女どなたでもご参加の程
をよろしくお願いします。

「いじめられる側にも責任がある」とおっしゃる方もいま
す。一理はありますが、
「だから、いじめをしてもいい」とは
１００％ならないので、その議論は意味がありません。

石 井 と し ひ ろ 略歴
昭和４７年２月２６日生まれ。
館山二中、安房高、立教大学法
学部卒業。平成２３年４月に館
山市議会議員に初当選。

⑨アメリカの学校はスクールポリスがいる
アメリカでは、入学前にあらかじめルールを説明され、ル
ールを破ると自動的に処分を受けたり学校を追放されます。
また、スクールポリスという学校常駐の警官がいる場合もあ
り、犯罪者は警察に捕まります。
この結果、アメリカではいじめが激減しました。また、守
るべき基準が明確で、ルールの範囲内での自由は保障されて
いますから、むしろ生徒たちは生き生きとしています。

⑩学校の実態は「人の支配・人治国家」
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