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山形県の社会経済 第32号 (2019年 12月 )

第 3章 山形県の政治情勢の変遷と野党勢力躍進の展望と課題

～国政選挙結果からの考察～

中 田 兼 司

1口

`よ

じめに

令和時代初の国政選挙 として、本年 7月 21日 に

第25回参議院議員通常選挙が実施されたが、10月

1日 からの消費増税が目前に控える中、有権者が

どのような審判を下すかが注 目された。

蓋を開けてみれば、自民党の獲得議席が改選議

席を下回り、また、非改選議席を合わせた改憲勢

力も3分の 2を下匝|る 結果となったものの、安倍

総理が「増税は鬼 P弓 」という政界の常識を打ち破っ

て、議席減を最小限に抑えた。その結果、自民党

総裁として政権奪遠を実現 した2009年衆議院選挙

を含めて、国政選挙 6運勝を呆たし、引き続き政

権を担うこととなった。

このように、選挙結果を全国的に見れば、野党

勢力が大きな地殻変動を起こすには至 らなかった

という評価をせざるを得ないであろう。

一方で、山形県では、野党統一候補 (無所属)

の新人・芳賀道也候補が、自民党現職の大沼瑞穂

候補 との事実上の一騎打ちとなった大放戦 (選挙

結果の詳細は章末に掲載 した図表 8参照)を 制 し、

野党が60年 ぶりに参議院の議席を独占するという

結果をつかむこととなった。

本稿では、民主党が2009年衆議院選挙での政権

交代の足掛か りを作ることとなった2007年参議院

選挙以降の合計 9回 の国政選挙での比例区得票率

の推移や選挙区結果から、山形県の政治情勢の変

遇を振 り返るとともに、2013年、2016年 の各参議

院選挙 と比較 しつつ、今回の参議院選挙で勝敗を

分けたポイントについて分析を試みたい。また、

その分析を踏まえて、今後の野党勢力躍進の展望

と課題について示 していきたい③

2.比例区「政党別」得票率の推移と選挙

区結果

直近 9回の国政選挙の比例区における政党別得

票率の推移をまとめた図表 1を 参照されたい。

。2019年参議院選挙の山形選挙区において、野党

統一候補である芳賀候補の擁立に加わつた国民

民主党 (及び、その系譜に連なる民主党、民進

党、希望の党 )、 立憲民主党、社民党、共産党

を左側から川頁に配itt。

・ 現在の与党を構成する自民党、公明党を右側か

ら川頁に酉己催ま。

。中央部にその他の政党を配置し、灰色で表示。

以下では、各選挙別に着目すべきポイントを示

していく。

(1)2007年 参議院選挙 (7月 29日 )

2009年衆議院選挙での政権交代実現の前哨戦

(比例区〉

民主党は4告」弱 (全国395%・ 山形県396%)

の得票率を獲得。最近の山形県における野党共闘

に参画する社民党、共産党との合計得票率 (全国

515%・ 山形県49.7%)は、全国では過半数を超

え、山形県でも過半数に迫る水準にまで到達した。

(選挙区〉 投票率6729%

当 舟山 康江 民主 新 371,071 573%

篠原みえ子 自民 新 238,515 368%

佐藤 雅之 共産 新  38,008 59%
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山形県の社会経済 第32号 (2019年 12月 )

(2)2009年 衆議院選挙 (8月 30日 )

民主党が308議席で圧勝 し政権交代実現

(比例区〉

民主党は 4告J強 (全国424%・ 山形県413%)ヘ

と更に得票率を伸ばし、社民党、共産党との合計

得票率 (全国537%・ 山形県539%)は、山形県が

全国を抜き、過半数を超える水準にまで到達 した。

(選挙区〉

-1区 一 投票率75710/O

当 庇野 道彦 民主 元 106,202 4620/O

比 遠藤 利明 自民 前 104,911 457%

伊藤 香織  無  新  11,419 50%

佐藤 雅之 共産 新  6,021 2.6%

森 大吾郎 幸福 新  1,149 0.5%
-2区 一 投票率7522%

当 近藤 洋介 民主 前 166,287 65.5%

鈴木 啓功 自民 新  80,995 31.9%

後藤 克彦 幸福 新  6,459 26%
-3区 一 投票率7385%

当 カロ藤 紘一 自民 前 130,502 569%

比 吉泉 秀男 社民 新  80,362 35.00/O

長谷川 岡J 共産 新  13,789 60%

城取 良大 幸福 新  4,880 21%

(3)2010年 参議院選挙 (7月 11日 )

公示直前 6月 17日 の消費増税発言で菅内閣支持

率が急落 (NHK世論調査・6月 61%→ 7月 39%)、

自民党が改選第一党となり、ねじれ国会ヘ

(比例区〉

民主党の得票率は約 3告J(全国31.6%・ 山形県

2900/0)へ 、社民党、共産党との合計得票率も約

4割 (全国41.5%・ 山形県380%)へと急減した。

急減の背景にあったのは、公示直前から選挙戦

にかけての菅総理による消費増税発言である。こ

れら各党の得票率減少が、自民党の得票率回復に

つながったわけではなく、2007年参議院選挙より

も減少 した2009年衆議院選挙の得票率 (全国26.7

%=山形県311%)を 更に下回る得票率 (全 国

2411%・ 山形県28.6%)と なった。同様に、公明

党の得票率も山形県だけを見れば、2009年衆議院

選挙の97%を更に下回る8.7%と なった。

こうした既成政党の得票率減少の受け皿となっ

たのがみんなの党で、発足直後の2009年衆議院選

挙の得票率 (全国4.30/O・ 山形県460/O)の 約 3倍の

得票率 (全国136%・ 山形県1350/0)へ と急仲 した。

(選挙区〉 投票率6397%

当 岸  宏一 自民 現 263,987

梅津 庸生 民主 新 222,942

川野 裕章 みんな 新  88,238

大田 俊男 共産 新  30,348

(4)2012年 衆議院選挙 (12月 16日 )

自公が合計325議席で圧勝 し政権奪還

43 6%

36 8%

14.6%

50%

(比例区〉

民主党の得票率は 1割台 (全国160%・ 山形県

178%)へ 、社民党、共産党との合計得票率も2

害J台 (全国245%・ 山形県278%)へ と放減 した⑥

一方で、自民党の得票率は2010年参議院選挙よ

りは回復 したが、全国では下野した2009年衆議院

選挙比 +09づ (の 276%、 山形県では逆に▲02づ {

の309%に とどまった。同様に、公明党の得票率は、

全 国では2009年 衆議 院選挙比 +04ヴ十の11.8%、

山形県では+0.1ヌの98%への微増にとどまった。

民主党の得票率が放減 し、自公も伸び悩む中、

日本維新の会がその受け llllに なった。2010年参議

院選挙で躍進 したみんなの党の勢いが天え、得票

率が 1害J以下 (全 |∃ 87%・ 山形県72%)に 減少

したが、その 2倍以上の得票率 (全国204%・ 山

形県1880/O)を 獲得 して、第三極の主役に躍 り出た。

以上のような各党の得票状況からすると、自公

各党への積極的支持が政権奪還の主たる要因とは
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山形県の社会経済 第32号 (2019年 12月 )

(選挙区〉

-1区 一 投票率54.21%

当 遠藤 利明 自民 前 98,508 611%

原圧1 和広 民主 新 46,029 286%

石川  渉 共産 新 16,577 103%

-2区 一 投票率6109%

当 鈴木 憲和 自民 新 97,915 491%

比 近藤 洋介 民主 前 90,420 453%

白根沢澄子 共産 新 11,086 560/O

-3区 一 投票率61.96%

当 加藤 鮎子 自民 新 79,872 4290/O

阿部 寿一  無  前 78,384 421%

吉田 大成 民主 新 15,981 8.6%

長谷川 岡」 共産 新 10,794 58%

佐麻  誠  無  新  1,319 07%

(7)2016年 参議院選挙 (7月 10日 )

民進党へ衣替えするも効果は限定的

(比 171区〉

民主党を中心に維新の党などの野党議員が合

流 して3月 27日 に結成された民進党の得票率は、

2014年衆議院選挙の民主党の得票率と比べて、金

国では27す (増 の210%に とどまり、合流効果は

限定的なものとなった。山形県では、逆に19ず (

減の215%と なり、社民党、共産党との合計得票

率も、15ず (減の343%に 減少した。

自民党の得票率は全国で28ヴ (増 の359%、 山

形県で50ず (増 の425%へ と伸びた。一方で、公

明党の得票率は微減 となったが、自民党、公明党

の合計得票率は、全国では26づ (増 の494%で過

半数に迫 り、山形県では45メ増で全国を49ザ (上

回る543%に まで伸びた。

第三極では、維新の党の分裂で誕生 したおおさ

か維新の会の得票率は、維新の党が得ていた得票

率を下回り、全国では65メ減の92%に なり、山

形県では59ず (減の4.3%へ と半減以下になった。

(選挙区〉 投票率6222%

当 舟山 康江  無  元 344,356

月野  薫 自民 新 223,583

城取 良大 幸福 新  15,223

(8)2017年 衆議院選挙 (10月 22日 )

希望・立憲の競合で自公が漁夫の利

59 0%

38 3%

26%

(比例区〉

9月 28日 の臨時国会冒頭での衆議院解散を目前

に控えた 9月 25日 に、小池百合子東京都知事が代

表となり設立され、その後、民進党衆議院議員の

大部分が合流 した希望の党の得票率は、全国で

は2013年 参議院選挙の民進党の得票率210%と

比べて36づ (減の174%と なった。これに対 して、

山形県では 3つ の小選挙区全てで公認候補が戦っ

たこともあり、3.5メ増の250%と なり、全国の

得票率を76づ 1も 上回った。一方で、 9月 29日 の

小池知事の「排除発言」を契機に、代表に就任 し

た枝野幸男氏他、民進党を離党した前衆議院議員

を中心に10月 2日 に結党した立憲民主党は、2012

年衆議院選挙で設立問もない旧日本維新の会が獲

得 した得票率 (全国204%・ 山形県188%)に追

る得票率 (全国19.9%・ 山形県16.1%)を 得た。

希望・立憲両党、社民党、共産党の合計得票率

(全国4690/0・ 山形県495%)は 過半数に迫った。

自民党の得票率 (全国333%・ 山形県345%)

は、2016年参議院選挙の得票率 (全国359%・ 山

形県425%)を 下回り、特に出形県では80づ (の

大幅減となった。公明党との合計得票率も、全国

では36ヴ (減の458%、 山形県では78づ (減の465

%へ落ち込んだ。

結党直後の希望の党、立憲民主党が一定の得票

率を確保 したあお りを受け、第三極の日本維新の

会の得票率 (全国61%・ 山形県29%)は 、2016

年参議院選挙における前身のおおさか維新の会の

得票率 (全国92%・ 山形県43%)を 更に下回る

水準となった⑥
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山形県の社会経済 第32号 (2019年 12月 )

図表 2 国政選挙 地域別 主要野党の合計得票率

山形市

剛

(比例区)の推移

外側 (60%)

山形市

以外

酒田

飽海
東置賜

西置賜

】ヒ本寸L山 西村山

・ 衆議院選挙 (計 4回)の得票率を黒九 (● )、

参議院選挙 (計 5回 )の得票率を灰色の四角

(図 )、 参考 として全 9回 の平均得票率 (単

純平均)を黒十字 (十 )で表示⑥重なり合っ

ていて見分けにくい箇所 もあるが、 3時方向

に配置 している「東置賜」に着 目すると、一

番外側から中心に向かって、2009年衆議院選

挙 (548%)、 2017年衆議院選挙 (50.30/0)、

2007年参議院選挙 (4970/0)、 全 9回 の平均

得票率 (3980/0)、 2014年衆議院選挙 (39.1%)、

2010年参議院選挙 (3850/0)、 2016年参議院

選挙 (3520/0)、 2019年参議院選挙 (342%)、

2013年参議院選挙 (291%)、 2012年 衆議院

選挙 (272%)の順に並んでいるので、そこ

を起フ点にして九角形を辿っていただくと理解

しやすい。

参考までに、全 9回 の平均得票率が高い地域か

ら並べると、「山形市」(426%)>「 酒田飽海」

(420%)>「東置呪  (3980/0)>「 鶴岡田川J

(386%)>「西置賜J(385%)>「 山形市以外」

(3760/0)>「西村山J(3730/0)>「 最上」(36.5

%)>「】ヒ村山」(3513%)の順となる。

(1)2007年 参議院選挙

最高得票率の「山形市」(54160/O)か ら最低得

票率の「北村山」(4480/0)の 間に分布。

(2)2009年 衆議院選挙 …政権交代

金地域で2007年参議院選挙より得票率を仲ばし、

「酒田飽海」(58.9%)か ら最低得票率の「北村山」

(493%)の 間に分布。「西村山」が最大の伸び(66

づ(増 )を示す。
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山形県の社会経済 第32号 (2019年 12月 )

図表3 野党候補者得票率 (選挙区)と 主要野党得票率 (比例区)の相関関係
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山形県の社会経済 第32号 (2019年 12月 )

4830/0に とどまり、近似直線から下方への乖離が

更に拡がった。

酒田市の場合、2013年 には野党得票率が345%、

候補者得票率が515%で 、近似直線のやや下方に

位置 していたが、2019年 の野党得票率が36づ 1増

となったのに対 して、候補者得票率は11ず (増 の

526%に とどまり、鶴同市同様に、近り、直線から

下方への乖離が更に拡がつた。

このように、衆議院 1区の 3市 2町 とは対照的

に、米沢市、得岡市、酒田市では、2013年 と比べて

2019年の候補者得票率が伸び悩んだことが分かる。

同じ自民党・大沼候補 との事実上の一硫打ちと

なった2013年参議院選挙と比べると、共産党が独

自候補擁立を見送 り、支援に回つたこと、比例区

における立憲民主党 (2013年 には存在せず)、 国

民民主党 (2013年 は民主党 )、 社民党、共産党の

合計得票率が、衆議院 1区 の「山形市」「山形市

以外」を除 く6地域で増加 し、県全体では29ザ (

増 となるなど、好条件に恵まれていた。

にもかかわらず、約 1万 7千票差 (得 票率29ず (

差)の僅差の勝利にとどまった要因としては、こ

れらの各市での得票率の伸び悩みが大きく、無党

派層の取 り込みや保守地盤の切 り崩しが今後の選

挙での課題となろう。

5.参 院選 の支持政党別 の候補者得票率

山形新聞・出口調査の結果から、直近 3回 (2013

年・2016年 ・2019年)の参議院選挙における支持

政党別の候補者得票率をまとめた図表 4を参照さ

れたい⑥ (な お、みんなの党や日本維新の会など

の第二極は掲載を省略した。)

衆議院の小選挙区や参議院の一人区で、野党候

補が勝利を収めるためにクリアすべき必要条件と

して、「 9・ 6・ 3」 の方程式が挙げられる。

具体的に言えば、主要野党支持層の 9害Jを 回め

(条件 1)、 無党派層の 6割 を確保 し (条件 2)、

与党支持層の 3割 を切 り崩す (条件 3)と いう構

図に持ち込むことが勝利の必要条件とされている。

図表 4

参院選 支持政党別 候補者得票率

(山 形新聞 口出口調査 )

2013年

民主

社民

共産

みどり

自民

公明

無党派

2016年

民進

社民

共産

自民

公明

無党派

2019年

立憲

国民

社民

共産

自民

公明

無党派

0%   20%   40070   6000   80%  1000o

・第二l_5を 除く主要政党と「無党派」の他、2013年は 「み

どりの風Jの結果を紙面から抜粋 した。

・政党名は略称で記哉、また敬称は省略した。

・四拾五入の関係で、合計が100%に ならない場合がある。
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図表 5

参院選 年代別 候補者得票率

(山形新聞・出口調査 )

日2013年 舟山候補

□2013年 舟山候補十共産党候補

口2016年 舟山候補

□2019年 芳賀候補

|

選挙権なし
|

10代
選挙権なし

i

70+t

以上

30% 40% 60%200/0 50%

(1)2013年 参議院選挙

舟山候補の得票率は、70代 以上で低下するのを

除き、年代が高 くなるに運れて上昇。20代 (325

%)と 60代 (465%)で は1410づイの開きが見られる。

(2)2016年 参議院選挙

舟山候補の得票率は、30代 以上では 5割台半ば

から6害J強で、過半数に到達した。一方、若年層

では20代 (4760/0)で 過半数を割 り込み、10代 (318

0/0)で は 3分の 1に とどまり、最高得票率となっ

た40代 (61.3%)の半分程度となった。

(3)2019年参議院選挙

芳賀候補の得票率は、50代 、60代がともに577

°
/。 で過半数を大きく超えた。それ以外の年代では

過半数を割 り込み、特に30代 (351%)では 3分

の 1に とどまり、50代、60代の 6割程度となった。

以下では、各選挙間、候補者間を比較 した場合

の着目″点を列挙する。

。2016年の舟山候補の得票率は、2013年の舟山

候補 と共産党候補の合計得票率を全ての年代

で上回つたが、特に30代 (179づ (増 )、 40代

(17.6メ増)の伸びが大きく、12万票差の圧

勝に大きく寄与 した。

。2019年 の芳賀候補の得票率は、2013年の舟山

候補 と比べると、10代 で約99メ上回 り、ア

ナウンサー時代の視聴者層と重なり合う50代

で02ヴ (差、60代で12づ (差 に追った以外は、

全ての年代で遅れを取つた。特に30代 (261

ず(差 )、 40代 (18.7ず(差)で は大差が付 き、

30代では2013年の舟山候補 と共産党候補の合

計得票率 (43.3%)に も812メ及ばなかった。

・ 10代 ・20代 の若年層の得票率に注目すると、

2019年の方賀候補の得票率が、既に述べた通

り、圧勝となった2016年の舟山候補の得票率

と比べて、10代 では9.9メ 上回る41.7%、 20

代でも3.6ポ イント差まで迫る440%に 達 し、
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7日 まとめ

今後の野党勢力躍進を目指すに当たつて、次期

衆議院総選挙における小選挙区での野党共開の行

方が注目される。れいわ新選組の山本太郎代表は、

消費税の5%への引き下げで野党が共間できなけ

れば、次期衆議院選挙で100人規模の独 自候補を

擁立する旨を宣言しており、同党の動向次第で候

補者調整に重大な影響が生 じかねない状況にある。

山形県に目を転 じると、参議院で野党が議席を

独占したのとは対照的に、衆議院の 3つ の小選挙

区では現職議員が一人もおらず、前職・元職議員

の首長選挙への転出などから、候補者擁立も見通

せない状況にあり、早急な対応が求められる。

一方、比例区では、本年の参議院選挙で初登場

し、 2議席を獲得したれいわ新選細が、2010年参

議院選挙のみんなの党、2012年衆議院選挙の日本

維新の会のような躍進を遂げるのかが注目される。

こうした中、単に野党内での浮動票の取 り合い

に終わり、2019年参議院選挙で野党共闘体制を構

築 した立言民主党、国民民主党、社民党、共産党と

いう主要野党とれいわ新選組などの第三極の間で

の票の移動で終わるのか、或いは野党各党が相乗

効果を発揮する形で、自公から票を奪うことがで

きるのかが、野党勢力躍進の成否を占う従となる。

最後に、これまでの考察をもとに、山形県にお

ける野党勢力躍進に向けた課題や方策をいくつか

提示することで、本稿のまとめとしていきたい。

例  「9・ 6。 3」 の方程式をクリアできる衆議

院議員候補の擁立

自公両党の支持率が厚みを増す中、5で分析した

ように、無党派層へ浸透し、与党を切り崩すことが

できる候補者の選定が勝利の絶対条件となる。

国会で一定の議席を持つ立憲民主党、国民民主

党、また、 2人の現職参議院議員が候補者選定を

リードし、責任を果たすべきであるが、社民党、共

産党、連合山形などの理解を得て野党候補の一本

化を図るためにも、十分な経歴や知名度を持った

「勝てる候補者J選びに早急に着手するべきである。

岡 相乗効果を最大化する候補予定者、支援政

党・組織の連携強化 (共通政策、日常活動)

2で述べたように、2013年参議院選挙では舟山

候補が敗れはしたものの、「TPP断 回反対」の

旗印が追い風を呼び、民主党やみどりの風の比 lyll

区得票率が押し上げられた。

与党との明確な対立軸とそれを実現するための

具体的かつ有権者への訴求力の高い共通政策を早

急に碓立するとともに、候補予定者と支援政党・組

織の日常活動における連携強化を図るべ きである。

(ウ)弱点地域における無党派層の取り込み、与党

支持層の切り崩 し

3、 4で分析 したように、地域間で候補者の得

票を下支えする野党得票率に開きがあり、弱点地

域において、野党支持層の開拓とともに、無党派層

の取 り込み、与党支持層の切 り崩しが求められる。

現職・元職の地方議員、労働組合や企業団体な

どの支援組織との連携強化や、地域の特性に応 じ

た日常活動の拡充を図るとともに、将来を見据え

て、地方議員、首長の候補となりうる人材の発掘、

育成、プールを図るべ きである。

ll1 2人 の現職参議院議員の相互補完・連携強化

4か ら6で分析 したように、地域や支持政党、

年代などで、両者の得票状況に特徴や相違点があ

ることが分かつた。強みを持つ、或いは弱フ点となる

地域や有権者の属性を見極めた上で、両議員が補

完 し合い、オロ乗効果を発l~3で きるように、地域、属

性の違いに適応 した日常活動を碓立すべきである。

(刻 20代・30代などの若年世代向けの政策立案、

SNSな どの情報発信の強化

6で分析 したように、若年世代の投票率が低迷

する一方で、投票行動を喚起する手段 としての

ネット選挙の有用性 も浮き彫 りになった。

政党や政治家の責務 として、若年世代の将来不

安を解消するための具体的政策の策危、実現を図

るとともに、対面での交流の機会拡大に加え、S

NSな どのネット上での交流の活発化に取 り組む

ことで、政治参加の促進を図るべきである⑥
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