
2016.04.06選挙市民審議会第 3部門第 3回会議議事録               

日時：2016年４月６日（月）14：10～16：10 

場所：参議院議員会館Ｂ101会議室 

出席審議委員：三木由希子（共同代表）、太田啓子、大山礼子、北川正恭、桔川純子 

陪席審議委員：太田光征（第 2部門） 

市民傍聴：2名 

とりプロ事務局：城倉啓（事務局長）、岡村千鶴子（実務者）、吉野健太郎（実務者）、岡本達思 

書記：岡村千鶴子、吉野健太郎 

 

城倉啓：ちょっと遅れましたけれども、選挙市民審議会第 3部門会議をこれから始めたいと思います。本日の司

会・議長を桔川純子委員にお願いしておりますので、よろしくおねがいいたします。 

桔川純子：それでは、第 3部門審議会を早速始めさせていただきたいと思います。最初に三木代表からご挨拶を

いただいてから始めたいと思います。 

三木由希子：情報公開クリアリングハウスの三木です。今日は全員揃っているということで、論点整理について

具体的な議論が深められればと考えております。始めに今日参加いただいた太田さんから問題提起というこ

とでお話しいただいた上で、具体的な話を少し、ここで何をするのかということを今日中に整理して、次の

ステップに進めるように進行できればという風に考えております。何か衆参同日選とかいろいろとざわざわ

し出して、永田町人が少ないなという感じになって参りましたけれども、仕組みの問題は政局と関係なくし

っかりと議論しないと、良い議論にならないということがありますので、あまり外の状況に振り回されずに 

  しっかり地に足をつけて議論できればと思っておりますので、今日もどうぞよろしくお願いいたします。 

桔川純子：ありがとうございました。では、早速今日の話題提供ということで太田啓子さんから色々考えていら

っしゃることをお話しいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

太田啓子：弁護士の太田啓子と申します。問題提起というほど大きなことは多分できなくて、私が過去３年位 

  情報発信してきた中で、選挙に関して思ってきたことを客観的にお話しをするという形になるかと思います

けれども。簡単に自己紹介からあらためて申し上げますと、私は２００２年に弁護士登録をしまして、神奈

川県でずっと弁護士をしてきました。横浜に１０年以上いたんですけれども。ちょうど１年前の今頃に藤沢

市にある法律事務所に籍を移しまして、共同経営という形でやっています。日常的な仕事はごく普通の町な

かの弁護士でして、依頼があれば何でもやるんですけれども、今は女性の離婚事件が大体７割くらいという

のが特徴かと思います。あとは雇用関係とか、残業代とかそんなことをやっています。 

そんなことをやっている傍らですね、２０１３年初頭くらいから、憲法カフェという風に言い習わすよう

になっているんですが、出張憲法勉強会を各地でやってきました。これについては２０１２年１２月の衆議

院選挙で第二次安倍政権が誕生したことがきっかけでして、ご案内の通りさかのぼる事８ヶ月前の２０１２

年の４月に、当時野党だった自民党が自民党憲法改正草案というのを発表していて、これがとんでもない内

容だと思っていたところ、まさかと思っていましたがまた安倍さんが総理大臣になるんだという事態を受け

て、やはり２０１２年１２月の衆議院選挙はショックだったんですね。その前は 3.11があって、憲法草案が

出て、安倍さんが総理になってああいう風に憲法変わって、どんどんこの国やばい方向になっていくなとい

う思いがどんどんどんどん募っていって、これは黙ってはいられないという思いで、憲法のことを知って問

題意識を持って動く人を一人でも増やさなきゃという思いで、始めは本当にひとりで始めたんですね。3.11

を経て、放射能を気にしている原発怖いと思い始めている市民と繋がりが、地元が藤沢なんですけど、でき

始めまして仲良くなった人もできていたので、「原発怖いと思っていると思うけど次憲法が来るよと、憲法

だったら私講師できるから、勉強会してみない？」という風に声をかけて始めたという、本当に細々と始め



ました。 

始めたものの、私はなんてドンキホーテやっているんだろうと思ったんですね。ちょっと顔が広そうな人

を見つけては、元市議さんとか、友だちの多そうな居酒屋の店長さんとかですね、「憲法とか今まで関心なか

ったけど持ちそうな人いませんか？」という感じで、口コミで広げていく中で、たまたまカフェでやるよう

な機会があったりしたことから「憲法カフェ」と言うようになりまして、やっていく弁護士仲間を増やして

いったというのが実情なんですね。 

その中で、選挙とどう関わってきたかというか、選挙運動的なことを何やってきたかということをお話し

をしますと。一番始めのきっかけは、やっぱり２０１２年１２月でして、あの衆議院選挙の時には、当時は

民主党が政権与党だった訳ですけどもこれが自民党に変わるんじゃないかと、変わったら原発再稼動の方向

に大きく舵をきるじゃないかということが当時あった訳で、現にそうなっているところがあるんですが。な

んとか少しでも自民党のそのような方向性をくい止めたという思いがあった中、私が神奈川 12 区で阿部知

子がいる選挙区なんですね。政党を渡り歩いて今は民進党の議員さんですが。非自民の候補としては毎回健

闘される議員さんなので、毎回自民候補が落ちるかも知れない激戦区としていつも名前があがる選挙区なん

ですが。当時は、もう記憶の彼方なんですけれども、日本未来の党というのができてあれが脱原発の受け皿

になるのではないかという期待を集めていた時期だったんですね。よくわからないけれども、少しでもこの

候補を応援したいなということで、何をするかわからないけれども選挙参謀やっている元市議の方がいたの

で、試しに電話してみて、「何かできないでしょうか？」と聞いたら、「なにしろ電話かけが一番人が足りな

いから是非お願いしたい。」と言われまして、その方からゼロから教わってマニュアル的なものを見ながら、

放射能を気にしていることで知り合った友だちのことを自虐的な意味を込めて「放ママ」（「放射能ママです

ね」）って言うんですけれども、放ママ友だちに何人かに声をかけたんですね。「選挙で阿部さんを応援して

いるけれども電話かけに人手がいるらしいけどやらない？」と言ったら、みんなすごく乗り気でやるやると

言って、１０人から２０くらいつながっている友だちがいるんですけれども、そこで子どもを連れて行って、

誰かが誰かの子どもを見ている間に電話をかけて、じゃあ交代ねみたいな感じでやるようなことをしたのが、

私が初めて具体的な候補を応援するための選挙のお手伝いをした機会だったんですね。それが２０１２年１

２月で、まあやったのは電話かけでしたけれども、結果的には自民党が通って、その選挙のお疲れさま会兼

忘年会の中で、「どうする今後？」という話になって「次もうこれは憲法来るよ、憲法勉強会しない？」とい

うのが、戻るんですが憲法カフェのきっかけではあります。 

憲法カフェといって各地でレジュメを部数持って行ってやるっていうのを、多い時には、選挙前の時期は

すごく意識して多くやっていまして、振り返れば２０１３年の７月の参議院選挙の時にはそこで３分の２を

取るんじゃないかといわれて結構ギリギリだったと思うんですね、あの直前期にはかなり憲法カフェを詰め

てやって、月３回越えると本業を圧迫して辛いですね正直、でもあの時期は週に３回とかやったりしたこと

もありましたね。とにかく来月の参議院選挙ではこういう自民党改憲草案が出ていることを踏まえて投票行

動を決めませんかということを最後に言うようなことをしていました。そんな中で、同じように各地で手さ

ぐりで地元方と憲法カフェを展開している弁護士仲間ともよく情報交換をしているんですけど、すごく憲法

カフェというのが大げさな言葉で言うとこれは主権者教育だなと、大人になってからの社会教育みたいな機

能を果たしているところもあるなと、上からって言うのではなく一緒にやっているというところがあると思

います。どんなことを話しているかと言いますと、もちろん憲法の話をしているんですけれども、そもそも

憲法って何だろうかって言う話にさかのぼってしているんですね。改憲草案の内容を知る前の前提知識とし

て、憲法と法律って何が違うか知っていますか？ということから話をしているんですが、弁護士で一番強調

したいのは立憲主義という概念が今の安倍総理の周辺が全然踏まえていないということを言うために、そも

そも立憲主義とはねっていう話をしているんですが、よく冒頭○×クイズを出したりしているんですね。国

民は憲法を守らなくてはいけない○か×か？とか、結構○に手が上がったりするんですね。答えは×ですと



かって。憲法は国民が国家に守らせるものなんですよっていう話をして、その後色々と集団的自衛権の解説

をしたり、安保の説明をするんですけれども、感想を伺っていくと、憲法って国家を縛っていると知らなか

ったあれが一番面白かったっていう感想が聞かれるんですね。それが新鮮な驚きであり、目からうろこ感で

もあり、政治ってそういう仕組みなんだみたいな腑に落ちる思いもあったりするようで、そんなことをする

中で学校で何でこういう風に腑に落ちる経験をしてこなかったのかなという思いになることがよくありま

した。ちゃんと教えている先生もいるのかも知れませんけれども、政治に関心を持ったり、社会問題につい

て普通に語るということが少ないことに問題意識を持ってやっているので、そういうことができるような空

気作りをしたいとやってくる中で、これが本当に主権者としての意識を持とうというアプローチだなと思っ

てきています。選挙カフェではないので基本憲法カフェの話をして、たとえば個別的自衛権と集団的自衛権

の違いはねっていう話をして、最後に時事関係の流れの話をするわけですね、２０１２年に安倍政権が誕生

して、２０１３年に秘密保護法ができて、２０１４年に閣議決定で９条の解釈が変わって２０１５年で安保

法制ができて、そして今年は参議院選挙がありますねと言うような形で、自分が関心を持っていることがど

ういう風に選挙で潮目が変わってという話をしているのですが。 

 選挙と、選挙運動に関わったことが大きく２回ありまして、少しお話しをしたいと思います。前回の衆議

院選挙ですね、２０１４年の１２月の衆議院選挙の時には、やっぱり阿部知子さんなんですけれども、地元

の選挙区の非自民候補ということで、街頭演説のお手伝いをしたことがありました。２０１４年１２月１ヶ

月前の１１月にこれは憲法カフェのある意味発展形ですけれども「怒れる女子会」というものを始めていま

して、コンセプトはとにかく政治の話を普通にしようという呼びかけなんですが、ロゴとかを作ったりして

フェイスブックで拡散しているんでけども、私がリーダーシップを持って引っ張っているということではな

く、フラットにこんなこともできるのではないかと友だちとかが言い出して一緒にやっている、という感じ

なのですが。２０１４年の１２月の衆議院選挙の時にも、怒れる女子会も勝手連みたいな感じで阿部さんを

応援しますということをやって、ゼッケンとかを作って、藤沢の駅頭で３～４人の女性がリレースピーチを

するということがあって、私もその一人としてお手伝いというか応援したことがありました。あとは去年の

夏に、これは個人的に知り合った方で足立区長選挙に出た斉藤真里子さんという方がいるんですけど、今は

共産党衆院選挙予定候補者のようですけど、彼女も実は憲法カフェで知り合った方です。斉藤さん含め足立

区の３０～４０代くらいのお母さんが中心の特定秘密保護法を考える女子会＠足立というネットワークが

ありまして、そこの方々が私が雑誌に載ったのを見て連絡をくれたんですね。それで憲法カフェの話をしに

行ったのがきっかけで、お付き合いが続いている斉藤さんという方が足立区長選に出ると聞いてびっくりし

たんですけど、週末のある一日お昼ご飯をはさんで数時間一緒に選挙カーに乗って、足立区内の各地で車を

降りて話をするという応援弁士みたいなことをやるという機会がありました。何か専門的に選挙の勉強をし

た訳ではないのですが、運動ということをしてきて、どうすればいいのかと考えています。憲法カフェでも

最後に「この改正案はすごく不安だし、安倍政権はすごく不安だということがわかったと。次の選挙で自分

はどういう投票行動をとればいいんだろう。どこに入れて、誰に投票すればいいのか」と聞かれるんですね。

「本当にそうですね」って言うんですが。常に選挙は意識しながらやっていますけども。 

選挙運動に関してこんなことが問題じゃないかということは、言うまでもなくみなさんが意見を出されて

いると思うんですけど、今本屋さんで平積みかと思いますが、岩波書店の「世界」が年に１回発行している

別冊号が「２０１５年安保から２０１６年選挙へ」という特集号で、去年の安保法制成立の前後の市民の動

きから、今年は参議院選挙に向けて展望とかすごく充実したものですけど、ここでたまたま３人の座談会の

一人に呼んでいただいて、私も参加した座談会の掲載もあるのですが「市民のできる選挙／選挙のできる市

民」というテーマです。ここで話していることと重なることもあるんですけど、よく公職選挙法について、

選挙の頃に私が弁護士だからというのでいろいろ聞かれるんですよね。このチラシ配っていいかな」とか 

  「こういうことやっていいかな」とか。それは公職選挙法に反しないかということを聞いているのだとは、



もちろんわかるうだけれども、すごく不安なんですよね。感覚的には全然問題ないと思うけど、すごく難しい

から不安だなと思って即答できない自分が恥ずかしいという思いもあるんです。この座談会の時に、選挙市民

審議委員でもある元自治省の選挙部長でもいらして今早稲田の教授の片木淳先生が「自分も即答しなかった」

ということを仰ってるんですね。現役の選挙部長のときに国会議員の秘書の方からこういうことをして問題な

いだろうかという問合せがあるけれども、一見簡単そうに思えても即答はしないと、それほどにややこしいん

だと仰っていて、すごくホットしまして、やっぱり難しいんだと。ホッとして終わってはいけないんですけど。 

 事実法律として大事なことなんですが、条文を読んでも頭に入らないんですよね。告示の前後で違うと、そこ

に気をつけて条文を読むのがポイントだということは知っているわけですね。つくづくその前後で区切るのか

ということ事態が腑に落ちないので、腑に落ちないということはなかなか覚えられないですよね。どうして分

けるのか、それから前だったらいいことが、なぜ後だとできないのかという根本的な理由が腑に落ちなくいか

ら理解できないということが忸怩たる思いも皆無ではなかったのですが、１００％自信をもってこの法律わか

らないと言っていいのだという風にこの座談会で心から思いました。この座談会の中で、片木先生と小林幸治

さんとお話しする中で思ったんですけれども、明治憲法下の時代にできている訳ですね。国民主権のなかった

時代にできていた法律が、そのまま残っているという自体に根本的に不条理で、なんでこんな法律のまま何十

年間も来ているのだろうと。よく憲法変えたい人が時代にそぐわない憲法を変えるべきだと言うけど、公職選

挙法こそが時代にそぐわないじゃないかと、素朴な思いを抱いています。本当に、理不尽というかよくわから

ない規制が多いですね。いまだにちょっと言い間違いますけれども、コーヒーが良くてお茶がいけない？どっ

ちだっけ？とかですね、お菓子とお酒はどっちだっけ？とか、いちいちわからなくなるんですね。理由が納得

できていれば、丸暗記しなくてもわかるんですよね、方程式の理解があれば。そこがどうしても腑に落ちない

から丸暗記するしかなくて、やはり根本的な問題というのは、違反したら刑事罰がとられるという法律である

にもかかわらず、何をやったら処罰されてどこまでＯＫかという線引きが曖昧というのは、刑事罰を科す法律

の根本原則である罪刑法定主義に反するとか、なぜずっと変わらないまま来ているのだろうという議論も何度

もしましたし。本質的な、選挙でどういう基準でどうやって主権者代表を選ぶかということに関係するのです

が、政策論議をして、その上で主権者代表を選ぶという理念でできてないなという思いが強いのも、私がこど

もの頃から選挙カーでひたすら名前の連呼をするという素朴な不思議感をずっと抱いていましたけれども。や

はり名前を知っているだけとか、人間関系で入れるというのが結構ありますよね。お兄さんの先輩のお姉さん

の旦那さんがとかの理由で入れるとか、地域のお祭りに来ているとか、特に地方選挙ですけれども、そういう

本質でないところでしか選びようがないというか、身近に感じられないというのは、主権者意識を成長させる

方向とは逆でしょうし、投票リテラシーというかどういう理由でどういう人を選ぶかということについて、公

職選挙法こそが、主権者の成熟を妨げているのではないかというくらいのことを思いました。 

  例えば、憲法カフェでいろいろな話を聞きますが、安倍政権がとても危険だということはわかったけど、実

家に帰るとうちは代々自民党だからと話にならないということをよく聞くんですね。代々自民党で、おじいち

ゃんもお父さんも入れて来たからというのは本来理由にならないと思うのですが、ここで今の政策を知った上

で入れるという発想がないということ自体が何なのかなと。全く成熟していないんですよね。具体的に思うの

は、公開討論会を公職選挙法に位置づけて、みんなが政策論議をして選ぶということができたらいいなと思い

ます。今も民間団体の、各地の青年会議所ですか所謂ＪＣでやったりしていると思うのですが、最近地元の選

挙で起きたことが、今年の 2月に藤沢市長選挙がありまして、現職 2期目の自民党系の方が安泰に通ったので

すが、ほかの候補者の方が共産党の元県議の方ともうひとり新人の方が出られたのですが、ＪＣ主催の公開討

論会を行う予定でポスターも出来ていたのに、直前にドタキャンされました。なぜかというはっきりした理由

はＪＣの方からは明らかにされずに諸事情によりということでした。地元の方によると、共産党の候補者の方

が市長選ではあるけれども国政選挙の前哨戦という感じで安保法制について議論することが予想されていて、

それについて現職の市長さんをかばってそういう場になることを避けるためではないかという推測が流れて



きて、あり得るかも知れないと。違う理由かも知れませんけれども、民間団体がやることというのはそういう

こともあるわけですね。世田谷区長選でも確かありましたね。保坂区長さんが通りましたけれども、対抗に出

られた地元の商店街の方がドタキャンしたとかあったかと思いますね。ちゃんと見てないとそういうことが出

来てしまうんですね。もちろん、それも投票行動の参考になるのかも知れないけれども、キャンセルの理由も

よくわからなかったですし。 

  女性議員をもっと増やしたいという思いがずっとあるのですが。多くない理由はいろいろあると思いますし、

選挙通った後の議員活動のこともあると思うのですが、選挙運動も時間の制約が大きい。女性もいろいろな生

活をしている方がおられますが、ケアワークですねこどもの世話をしたりしていると、夜と週末は家を空けづ

らい方が多いと思います。例えば私は選挙出ませんかと言っていただくこともたまにあるのですが、少しだけ

真剣に考えると、議員活動以前に選挙活動が無理だなと強く思うことがある訳です。私も小さいこどもを抱え

ているので時間の制約が大きい。夜や週末に動けないと、そもそも選挙で勝ちづらいというのが大きなハード

ルだとすごく思いまして。やっぱりそういうケアワークをやっている当事者の経験値がある人も選挙に出よう

と思ったら、握手や名前の連呼を全否定はしませんけれども、政策論議でちゃんと通るという風に選挙のルー

ルを変えていかないと、勝つ人も変わらないと思いまして。今の議会の構成を変えようと思ったら、基本的に

はルールを変えないといけないとすごく思いまして、公開討論会も当たり前になったらいいという思いが強い

ですね。 

地方議会選挙が最近あったこともあって、これまで市議会議員候補者を複数知っていることが私もこれまで

はなかったので問題意識がなかったのですが、最近は地元の市議会議候補も何人か知り合って、この 3人にな

って欲しいとかがある訳です。ですが、一人しか入れられない。私の場合には、なって欲しいと思う人の 3人

のうち、一番落選に近そうな人に入れるという投票行動になったんです。全員がワン・ツー・スリーくらいで

通りそうであればいいですけれども、ちょっとそうでもないのかなという時には、まあまあ平気そうだなとい

う人が本当は一番応援したいけれども彼女は多分通るから、いちばん危ない人に入れようとなる訳ですね。今

の制度下ではそうならざるを得ないのではないかと思っていまして。そうすると、一番応援したい人には入れ

ないという本当は変な話で、地方議会選挙については制限連記制と言うんですかね、定数には満たない複数人

の名前を書くというやり方をするといいなと思います。そうすると、多分マイノリティーの人も女性議員もそ

の方が増えるかなというのもありますし、この政策は誰にやらせたいとかね、私は野球詳しくないですが、野

球監督的なこの場面ではこれにいかせようとか、自分でメニューを作って応援したりとか。主権者の気持ちも

多様な訳ですね、これもこれもこれも関心があるという時に、これに強い人しか入れられないというのも特に

地方議会選挙の場合にはなんかしっくり来ないなという思いがあって、いろいろと改革の余地がありそうだな

という思いがしました。この辺でちょうど３０分くらい経ったかと思いますので、話を終わりたいと思います。 

  ありがとうございました。 

  

三木由希子：ありがとうございました。ご経験の中からとても具体的にお話をいただいたと思うんですけれども、

今太田さんのお話くださったことについての質疑応答を取りたいと思いますので、いかがでしょうか。 

城倉啓：立憲主義と選挙というのがどういうふうに関わってくるのか、例えば知る権利というのがありますよね。

その事とマニフェストやおっしゃっているような公開討論会、そういったことが関わりがあるのかなと。何を

基礎にしてどういう制度を作るかといったときに憲法の事も大事だと思っていますので、その辺りお考えがあ

ったら教えてください。 

太田啓子：私も研究者じゃないので正確に説明できるか分りませんけれども、今の選挙制度の下でそもそも自分

の選挙に対する十分なアプローチが出来ているのかな、という素朴な思いはありますね。これが知る権利の侵

害だというふうに単純には言えないとは思いますけれども、例えば候補者の政策とかを知る機会が十分に保障

されていないそんなふうな観点ですかね。例えば自分でアプローチしようと思えば色々方法はあるわけですよ



ね。ただ政治的に保障するという時に実際問題実質的な保障にはならないのかなという思いはありますね。名

前の連呼しか出来ないっていうのは、それが知る権利を侵害する憲法違反だとは言いませんけれども、でも十

分な保障では全くないのかなと思いますね。 

大山礼子：もちろん知る権利とも関係ありますけれど、参政権の実質化という話だと思いますね。参政権、形だ

け与えられていても、それは本当に政治に参加したことにならないので十分な情報が無ければいけない、そっ

ちの方でいった方がすっきりするんじゃないかと思いますね。 

傍聴者①：最後に政策とプレーヤーといいますか、誰にやらすかみたいな、同じようなことを感じていまして、

私も色々太田さんの憲法カフェ、武井さんの憲法カフェで勉強させていただいて、色々おかしいと思う事はお

かしいと言わなきゃいけないなと思ってこの場に来て関連して質問や発言をさせてもらってるんですけど。民

意が反映される選挙、まさにそれだと思っていまして、これをどうやって反映させるかというので、韓国の選

挙管理委員、ようは民意と政策とプレーヤー３つに分けて、選挙管理員会みたいなところで、民意とは何かと

いうことを候補を挙げて、例えば保育で待機児童を無くすという民意、民意はこれでいいですかということを

投票して民意を決める、それに対して待機児童ゼロにするという政策に対して、これ以上減らしてやるとか

色々政策案がある。それは政治もあるだろうし学者の政策もあるだろうし、それも決めて、それをだれがやる

か、というのを政党が「私はこういうやり方でやります」と。３つを分解して、今いっしょくたになっている

からわけわからなくなる。民意は民意で多数こういう意見挙がりましたねと。それに対して政策はこれがあり

ます。それを実施するにはこうやります。みたいな３段階のことを選挙管理委員が公表して投票させてどうし

ましょうかみたいなことをやっていけば、民意が反映されたという気には少なくともなるのかなと。そういう

選挙制度みたいなことが出来ないかなと思って、その辺どうでしょうかと質問です。 

太田啓子：それすごく面白いですね。保育円増やしてほしいというのは確かに素朴な根底にある民意ですけれど

も、保育園を増やす時にいくつか方法が本当はあり得るわけですよね。保育園の定員を増やすというのもある

意味方法かもしれませんし、保育士の給料を上げるとか、色々あるわけですよね。私も含めてですけれども、

こういうことが出来てほしいなという民意と、それを政策に結びつけるみたいなのは本来プロの仕事なのかも

しれないわけですよ。役人もいるかもしれないし、もちろん民間からも提案があって良いと思うんですが、そ

こでやっぱり立ち止まっているというかそういうふうな市民も多いと思うんですね。憲法カフェの他に怒れる

女子会というのも色んな政治的なテーマをやっているんですけれども、今の日本の主権者としての成熟度のレ

ベルでいうと、こういう事をしたいんだけどどういうふうな政策をとっていいのか分からない、そこの前段階

というか、こういうことを思って良いのかなとか、こういう事を思っているだけだけども言葉に出していこう

よみたいな、まずはそこからだなということで任意団体で私はやっている感じなんですけれども、いずれは民

意を顕在化させて政策もいくつかメニューがあってとかそういうのはすごく面白いなと、そんな感じでしょう

か。 

三木由希子：また後で全体の議論にはなると思うんですけれども、今太田さんのお話いただいたことに関連して

などご感想等含めて前回から皆さんご参加いただいていますので一言ずつお話伺えたらと思います。北川先生。 

北川正恭：ありがとうございました。言葉に出していこうよ、そこから始めようというのは良いと思うんですよ

ね。私なんかも具体的に、例えば選挙公報が、国政選挙と首長選挙と地方議員の選挙で差別がされていると。

地方議会選挙は法的に出来ないという、それでよく地方創生が出来るね、と。そういうところから一つ一つつ

ぶしていく、声を出していこうということは、こういう場でも選択いただいてやっていくということも重要か

なと思ったんですがどうですかね。言葉に出していこうよというのを、じゃあ何を出していこうかと、カフェ

で何を議論しようとか、どこからつぶしていこうとか、例えば一点突破で全面展開していこうというので絞る

というのもあって全体に矛盾が出てくるからこそ一つの問題を整理していくと全体の矛盾にぶつかるという、

そういう事が憲法カフェなんかで語られ始めてじゃあこっから行こうかというようなそういう議論なんかは。 

太田啓子：かなりいろんな場に行っているので、本当に素人というか、まさか自分が憲法の勉強会に来るなんて、



という自分でもびっくりしているような方から、ちょっと勉強しているような方もいるんですけれども、まず

はブレーンストーミングというかモヤモヤしていることを言語化しようみたいな形、そういう層の人達にアプ

ローチしていこうということもあるのですが、選挙についてはモヤモヤしている方が意外といると思うんです

ね。例えば友だちに選挙の話をしたら、選挙に行くとか誰に入れるかなんて話をするだけですごいねって言わ

れちゃうとか、けっこう未だに聞くんですけれども、主人が言う人に入れるとかですね、自分で考えて入れる

という事があまり当たり前じゃないところもある。制度論以前じゃないかという気もするのですが。選挙広報

に関しては怒れる女子会企画の１つで選挙広報をみんなでじっくり熟読し合うみたいなことをやりました。何

人かで見ていくと自分では気付かなかったことがあったり色々あります。まだ今は列挙しているところですね。

選挙のこんなことがモヤモヤしててねという事を言っていくことの中で、その根底に何があるのかというとこ

ろに行くのでしょうけど、まだ今はこれはおかしいというものを列挙していくところから見えていくのかなあ

という気がしてます。 

大山礼子：最初の主権者教育について、私は政治学科の学生を教えてるんですけど全く同じレベルなのね。高校

までにもっとちゃんと教えてほしいんですけれど、やっぱり主権者を育ててるっていうくらいのつもりしかな

いですね。大学教育といえども。あとは中身の話なんですけど、今後の論点整理とか次から何を議論するかと

いう事と関わると思うんですけれども、今お話に出た１つのポイントは公職選挙法、特に規制の話ですよね。

あれはやっぱり戦前の普通選挙を導入した時に同時に導入されたベからず選挙で、戸別訪問禁止というのもそ

の時から入ったんですよね。それは要するに貧乏人が選挙に関わるようになると買収されるからという、非常

に国民をばかにした話が続いているというものなので、そこを重点的に提案していくというのは１つかなと思

いました。それから制限連記制の話は私も地方制度調査会や国会の中で話しをするときにワーワー言っている

んです。全然うまくいかないんですけれども。ともかく何にも改革する気が無いのでなんかやる気になってく

れれば、選挙区作らなくて良いし一番やりやすい改革なんですよね。もっと危機感持ってくれるとそういうこ

とに動いてくる可能性はあると思うんですけれども。おっしゃるように色々良い点があるんですけれども、私

がもう１つ考えているのは候補者側の行動が変わってグループを作るようになって、我々の仲間はそれこそ保

育園問題ではこの人がエキスパートで、とかという感じで私たちの中から選んでくださいみたいなことをやる

に違いないんですよ。そうすると少し政党化も促されるしかなり変わってくる。そのグループの中には当然女

性も入れないとかっこ悪いので女性の候補者を探すようになるとか、そういうような効果もあると思うので本

当に市町村にそれを入れただけですごく変わると思いますね。 

三木由希子：制度を変えるって１つの手段なので手段を使って何を変えるのかということがすごく大事だという

のは議論の基本になると思うんですよね。だから例えば制限連記制の話だと、制度を変えるとどうなるかって

いう、何が期待できるかとか、あるいは情報がきちんと有権者に対して提供されることになるとどういうふう

に変わるのかという、そっちの効果をイメージしながら議論すると非常に具体的な議論になるのだろうとお話

を聞きながら思いました。情報とか制度をどうするかというのは有権者と候補者の関係をどう作るかという話

に最終的になるのかなと、それが政治と市民の関係になっていってその関係が主権者教育のベースになってい

くという、そういう絵を描けるといいなとお話聞きながら思いました。私個人的に関心があるのは、地方選挙

の仕組みはやっぱり変えないと、私世田谷区民ですけれども、七十何人もボードに区議会議員のポスター貼ら

れても区別がつかない。選挙広報も比較のしようがないというのがあって、あれは有権者の投票欲を確実に削

いでいると思うので、やっぱり地方選挙は、わりと自分の生活に近いところで物事動いていくという意味では、

そこで政治参加が進まない限りはなかなか国政への参加といっても少し遠いなという気がするので、地方選挙

の問題は主権者教育や有権者教育を進めていく上でも重要なんじゃないかなと思いました。全体のべからず選

挙の問題になると他の部門がもっぱら議論を重点的にするという事になるので、ここでやるとするとやっぱり

地方選挙の在り方そのものは、大山先生からご報告いただいた内容含め、北川先生から具体的にご指摘いただ

いたような内容も含めて、かなり具体的に成果が出せるようなものもあるような提案が出来るんじゃないかな



という感じがしています。なのでその辺を少し具体的に展開できればいいなと思います。 

桔川純子：後半の議論にも繋がるような展開になってきたと思うんですが、どうでしょうか城倉さん。 

城倉啓：資料の説明から始めますけれども、論点整理に入りたいと思いますが、カラーでＡ３になっているもの

は論点整理一覧で、今までの発言の中でキーワードを集めていこうというのが私の宿題であったので、このよ

うな形でまとめました。黄色い部分が大山礼子さんの案を基にした、誤解があったら解いてほしいと思います

けれども、地方議会選挙の改革案を載せております。そして１番下ピンク色になっているのが、選挙管理委員

会の、仮に韓国モデルを改革案とするならばこんな形かなと。黒い文字で書いているのが第１回目の審議会で

ご発言いただいた内容でございます。青い文字、紺色っぽい青い文字は第２回目の部門審議会でご議論いただ

いたところで特に北川さんのご発言などが並ぶところです。赤い文字は私が補いました。大山さんから教えて

いただいた本を買って「日本の選挙管理の現実というのはこんな形かな」という推測で空白の部分を埋めた赤

い文字は、私が作ったものでございます。そして１番上に表題みたいなものを作って、おそらくこれが三木代

表のおっしゃっていたことと問題意識が重なってくると思うのですが、この審議会で２回話したところ、市民

と政治の関係を改善し、有権者の政治参加意識を高める選挙制度へ、形式要件、これは北川さんの言葉だった

と思うんですが、要するに法制度、公選法を変えるということですね。そして政策で選ぶ選挙制度、先ほど太

田さんがおっしゃってくれた通りです。そしてまたそれに付随して政策決定の過程、それが歪まないようにと。

また政策本位の政党を民主社会が育てる、そのことに資する制度、また議員の多様性を高める選挙制度、立候

補しやすくする制度、そして独立性と中立性を高める選挙管理制度、民主主義の質を高めるべく選挙管理委員

会の役割を増やしていったらどうか、こんなことなんだろうと思っています。 

これがカラーの分ですが、あまりにも羅列的なので少し要点を絞っていきます。その要点を絞る時の尺度が

法改正の要否というところで×○をつけております。私どものこの審議会は公職選挙法という法を変えよう、

制度改正をしようという運動でございます。ですから現状でもやれるという部分については法改正が要らない

わけですので、その辺りちょっと優先順位が下がるんじゃないかと。○×というふうにちょっと強めに書いて

いますけれども、○の部分を大事にしていって要点を作ってみました。それがほぼ３頁組になっている論点整

理の要点というものでございます。 

目標については先ほど述べた通りでございますが、法改正による制度改革を必要とする論点を重点にと。で、

３つに区切りました。この区切り方そのものも議論になると思いますので、１番目に地方議会選挙の改革、そ

してまた時間割まで書いてしまいました。これもまた議論の対象になると思います。地方議会選挙改革を中間

答申が 2016年 11月にあるわけですが、そこまでにまとめてもらえるると嬉しいなということです。それと 2

番目は選挙管理委員会改革。これが 3頁目冒頭にあります。これも 1年後くらいまでにあるといいなというこ

と。そして半年区切りで行くと、ちょうど 3つ論点があるとすればですが、政党助成改革というのが 3頁の下

ぐらい。政党助成金の在り様、または政党の役割ってなんだろうというのがとても大きな論点になっていたと

思うんですけれども、その辺り、政党助成金、政治資金規制の在り様を最終提言が 2 年間任期の最後の 2017

年 11月なので。 

こんな時間割で、私の意見も入っていますけれども、分量的にも先にやりたいところに地方議会選挙。後に

やりたいことを少し圧縮した形で載せております。地方議会選挙改革のところ 1頁に戻っていただいて、大山

案を基にすると、選挙制度をですね、もちろん第２部門との連絡が必要になって来るものでございます。国政

選挙と地方議会選挙どういう風に考えるべきかというのは連絡が必要ではありますけれども、しかしやはり地

方議会選挙改革を先にやった方がいいのではないか、また実現可能性があるのではないかと思っています。な

ぜかというと国会議員は生の当事者ではないということで、法改正しやすいのかもしれないと思っております。 

都道府県議会、政令指定都市選挙、中選挙区小選挙区が混合しているものを比例代表拘束名簿式にすればと

いうのが大山案であると。政令指定都市を除く区市町村議会選挙を今は大選挙区単記制、また非移譲式ですけ

れども、大規模自治体は比例代表拘束名簿式、小規模自治体は大選挙区制限連記制、これが大山案であります。



そして首長選挙に関しましては決選投票ないしは選好順位をつける、そういう投票で移譲式にすればどうかと、

そんなようなご提案もなされていると。 

それと先ほど太田委員のお話にもありましたが、全然統一地方選になっていないということが明らかですよ

ね。時期がばらばらですから。これをまた日付を同日実施にしたら投票率も上がるだろうねということや、政

党化が進むだろうねということ。そしてそのためには任期を 3年にして、参議院通常選挙と同日にしたらどう

かという案。これは私からおはかりしたら大山さんも、「そういうのもいいんじゃない」みたいな位のことで大

山案というにはちょっと申し訳ないんですけれども。 

この際に深堀りしたい点は色々ありますけれども比例代表制にも色々ございますので、その辺りどのような

効果を期待してやっていくか、つまり政党を育てるといった場合に現在不利益を被っている小さな政党をもし

保護したいんならば、サンラグ式や修正サンラグ式などを使っている国がありますものね。というような意味

です。それと比例代表制における政党会派の要件というもの、特に地域政党応援団である北川さんもいらっし

ゃるし私どもの趣旨賛同議員にも地域政党の人いますんで、この辺りもせっかく地方議会選を考えるんですか

らどういう風にあてがったらいいのかなということですね。また拘束名簿、非拘束名簿の違い。「混合制を採ら

ない」とあるのはちょっと不正確な言い方で、大山さんは「場所によっては選挙区を設けて併用してもいいよ」

と言っているので、この場合は「並立制を採っていない」という意味だと考えてください。 

それと制限連記制の場合の人数の定め方、これは議員定数あたりの妥当な割合とか、あるいは議員定数の定

め方そのものどうするのか。 

それから決選投票が不要になるのは一体どの線なのか、過半数なのか、例えば『多数決を疑う』という本を

読みますと、「64％以上なら絶対多数とみなしうる」というようなことが数理的には言われているということ

なんだそうですね。また選好順位をつける移譲式がいいのか、それともボルダルールと言いますか得点つける、

野球なんかの沢村賞はだれとか、そういう時に決める 1 点 2 点 3 点そういうのがいいのか。あと補欠選です

ね。これもまた統一地方選を妨げているわけですから。また、私の質問ですが小規模自治体と大規模自治体と

いうのはどの程度が区分線なんでしょうか、ということ。そして首長が議会を解散する場合のあてがい方なん

かも問題ではないかと。 

それと先ほどの三木さんの意見に私も賛成なんですが、選挙運動の件なんですが、マニフェストビラが地方

議会だけ配られないということ。確かに、ここの部門がどんどん北川さんを中心に言うというのはあると思う

んですが、全体のべからず選挙をどうするか、というのは第１部門に合わせたらどうかと思っています。第１

部門も先鋭的なことを言っていますので、運動期間を無くしたらどうかとか、全部自由にしたらどうかとか、

そういったことを議論していますので、その部分はこちらは負担をかけないでマニフェストビラの所だけ言う

くらいで良いんじゃないのかなと思っています。 

それと憲法上、「住民」と「国民」と言い分けていますよね。地方分権の部分は。その辺りの参政権の問題。

住民の参政権というのも納税者が主権を持つんだという考えに立つならば十分議論の対象になるんではない

かなということを思っております。あと、選挙運動期間を撤廃すると警察は選挙運動期間以外も取り締まりう

るので、選挙管理委員会が独立する、そこで取り締まってもらうという方が安全ではないかと、とある議員か

ら助言されました。 

また被選挙権年齢のことも大山さんは議論の中で「18歳で良いんじゃないの」とおっしゃっていますので、

この辺りも議論があってもいいなと。供託金の問題も「選挙運営費用のあてがい方と関係が出てくるので変な

議論にならないようにちゃんと話した方が良いよ」と大山さんはおっしゃっていました。それと「供託金が小

規模自治体には課されていない」、「自治体の規模に応じて推薦署名人を増やすというやり方もあるんじゃない

のかな」ということですね。それと被選挙権年齢を引き下げた場合は、成年年齢、選挙権年齢、また未成年の

選挙運動の問題などとも関わりがあるのかなと。こういったところで、運動項目や被選挙権のところはそんな

に力を入れなくてもいいんじゃないかなと。大雑把に言うと。 



むしろ地方議会選挙の制度の事をこの部門で力を入れて議論したらどうかなと思っております。若干時間が

押して恐縮ですが、３頁に進むと、選挙管理委員会改革は、桔川さんと大山さんからもご報告いただいたもの

なんですけれども、選挙管理委員会という名前ももう変えちゃった方が良いんじゃないかというようなことも

ありますから、役割に応じて名前は変わるんだという理解。例えば組織の位置付けが今は総務省と首長の下に

あるところを、既存の行政庁から完全に独立させるということや、選び方ですよね。中央選管委員。ここに権

力が集中しますので、現在総理が 5名を任命してるというところをせめて三権からとかね。それでも問題があ

るかも分りません。予算の定め方や地方選管委員の任命の仕方、これもやっぱり地方の選挙管理委員というの

は土地の名士や元政治家が多いのだそうですね。それでいいのかということ。そういったことを考えておりま

すけれども、深堀りしたい点はそこに記した通りでございます。 

そしてこの審議会の中で議論が出たのは、「選管という機関が中央集権的になりはしないかという危惧はあ

るよね」と。じゃあどうやれば良いのかということにもなりましょう。それとここが肝だと思いますが、選管

の権限拡充のところで、現在やっているところの所謂「投開票の事務等」はやってくださいよと、その中にも

拡充しなきゃいけない面はあるとしてもですね。問題は多岐にわたって分割されている権限をこの新たな選管

にくっつけたらどうかと。有権者登録は地方自治体、選挙違反の取り締まりは警察検察、そして政党の監督・

政党助成の算出と配分などをこちらにくっつけると。現在はコーヒー１杯ですか、250円、これでいいのかと

いうことや、または大山委員からも出ました、政党助成をするときに今不利益を被っている人を鼓舞するとい

う観点もあり得ると。だから女性を擁立している政党には余計に助成するとか。そういうようなやり方ももち

ろん考え方としてはありますよね。 

あと韓国の場合選挙制度改善案を選管が出せると。しかも立法意見として出せると。それもやらせたらどう

かなと。選挙区割りの確定も区割審というのがあって総務省とくっついて最終的に議会で決めるにしても、こ

れもまた選挙管理委員会にやらせれば中立性があるんじゃないかと。あと主権者教育も選管がやったらどうか

と。こんなことが韓国をモデルにするとあり得るわけですけれども大雑把ですので、ぜひ細かく現状と今後こ

ういう効果を期待してこういう制度をという議論に繋げてもらえればなと。あと政党助成改革につきましても

政党の役割が何かということをよくよく議論した方が良いでしょうね。その上でじゃあどうやって育成するの

かということでございましょう。やっぱり話の中では政策本位の選挙をするためには政党というものは公益性

があって有用であるという話がありますのでグループ化を促すということは前提としてあります。そしてその

上で政党助成金の透明性を一方で高めていこうと。 

ただし政党の活動まで制約するのはどうなのかというところは議論していただきたいところでございます。

具体的に言いますと政治資金パーティーみたいな話が出たと記憶しています。また階猛議員がいらした時があ

ったと思うんですけど、議員の処遇の話で大変盛り上がりました。今本当に良いのかどうかということですね、

議員の処遇として。 

そのような話も出ていますけれども、これら政党や議員絡みのことというのは後の方にしてはどうかと、大

まか 3つをまず地方議会選挙のところに傾注していったらいいんじゃないのかなと。もしかしたらこの 3つ以

外にも委員の方の中でここも議論の中にあっただろうということがあれば教えていただけたらと思います。い

ずれにしても過去 20 年の政治改革議論から後ろに下がってはいけないと思いますし、政策本位の選挙をした

い、そういう制度を作ろうということと認識しております。私の方の論点整理は以上でございます。 

桔川純子：ありがとうございました。内容について 3つ大きく分けてくださっていて、その内容のご確認と時期

的なもの、いつまでに提案をしていくというようなことも含めてご確認いただくんだと思うんですが、今日配

られた１枚の表ですが、大山先生のご提案が元になっているということで、これをまずご確認いただいたらい

いかなと思います。 

大山礼子：私の本当に 1つの案に過ぎないので別の案等々議論していただいて良いと思うんですけれども、ちょ

っとそうじゃないと思うところが若干あるんですけれども、決選投票で野党に有利ってあるんですが、野党で



なく中道政党に有利なんですよ。中道には確かに有利になります。ABCあって Aと Cが右左で Bが真ん中の

場合に、Aと Bあるいは Bと Cが残れば Bが勝つ可能性が高いんで中道政党には有利です。それから、小規

模、大規模の線引きって話が合ったんですが、これは本当に難しいので場合によっては政令指定都市だけ大の

方にして、今、大選挙区でやっているのはとりあえず全部ひっくるめてやるって考え方もありますね。あんま

り色々線引きとか言い出すと、そこでクレームがつくと通るものも通らないので、今のベースで激変緩和にす

るんだったらそういう考え方もあると思います。あとはドント式は確かに大きいところに少し有利なんですけ

れど、私はこの違いは大した話じゃないと思っています。個人的には。 

桔川純子：これをご確認いただいた上で、3つの論点の所ですけれども、地方議会選挙改革、たぶんこの第 3部

門の一番大きな提案になるのかと思うんですけれども、今日整理していただいた内容についていかがでしょう

か。特にこの深掘りしたい点というところですかね。三木さんいかがですか。 

三木由紀子：全体の話と言うよりも方向性というか方針として確認しておいた方が良いかなと思うのは、例えば

深掘りしたい点１.３の被選挙権のところ、外国人の地方参政権の話をしたいということですよね。そういうと

ころまで今回カバーするのかどうかということをまず確認した方が良いと思うんですね。というのは選挙の仕

組み以外のところで色んな議論をやる話なので、選挙制度議論以外の議論をちゃんと腰を据えてやるつもりが

ないとなかなかやりきれないところがあるので、優先順位としてはここまでしっかりやった上で全体の選挙の

こととか参政権のこともやるんだということの方針がここで確認できるのであればやると。ただそうではなく

てもう少し選挙制度の方にフォーカスして今回やるというのであればこの辺は別の機会にするとか少しそう

いう整理が若干必要かなというのがまず１点です。これはたぶんここで確認をしておいた方が良いかなと思い

ます。それと大山先生にお聞きしたいんですけど、都道府県議会選挙、政令市議会選挙は、いわゆる中選挙区

ですよね。あれはわりとまだ機能している方だという理解で良いんですかね。基礎自治体の大選挙区よりは。 

大山礼子：機能というか、選挙しやすい、投票しに行く時選びやすいっていう点では機能しているとは思うんで

すけど、だけど小選挙区と中選挙区が混ざっているっていうのはすごく問題があるのと、そこだけでみると機

能しているのだけれど、国政なんかと一緒に見てみるとここが政党化を阻害する要因になっているという重大

な問題があるんじゃないかなと思います。 

三木由希子：そうすると、先ほどですと例えば、小規模自治体と大規模自治体の定義の区分線どうするってとこ

ろで政令市とそれ以外ということですけど、大選挙区のところは現状をある程度激変緩和的な措置をしながら

でも望ましい仕組みを導入させていくと。 

大山礼子：そうですね。制限連記は激変緩和ですね。 

三木由希子：政令市とか都道府県の選挙の仕組みを考えると、城倉さんに作っていただいたものであれば比例代

表・拘束名簿式というのが１つの選択肢として挙がっているというのがありますけれど、ここはやっぱり比例

代表を中心に議論をした方がより望ましい形になりそうっていう感じですか。 

大山礼子：ここは小選挙区制っていう人もいると思います。その辺はもうちょっとオープンに議論して構わない

と思うんですけれど、やっぱり中選挙区制っていうのは反政党的な選挙制度なわけですからそれは全体方針と

してまずいんじゃないかって辺りと、小選挙区制と中選挙区制の混在っていうのは明らかに不平等な結果を生

んでいるので、そこ何とかしていきましょうねというくらいは共通理解にもしできればして、その後はもうち

ょっと考えても良いんじゃないかと私は思います。 

三木由希子：ありがとうございます。最初に戻って参政権のところまで今回ここでやるかどうかは皆さんのご意

見いただければと思います。 

大山礼子：無理だと思いますね。 

桔川純子：核になるようなところをまず提案していくということだと思うんですけれども、方向性としては外国

人の参政権などは後に議論していくということでよろしいでしょうか。 

三木由希子：今の話を受けるとすると今回はやらないと。この先選挙市民審議会やとりプロでやることを完全に



排除するわけではありませんので。 

桔川純子：方向性はそのように確認されたということで、城倉さんどうですか。 

城倉啓：ありがとうございます。ここまでやりきれないという部分について取り除くということを確認している

と。一方で時間割についてはこれでよろしいでしょうかということと、大山さんがおっしゃっている小選挙区

について混ぜるのは良くないということが確認できるかということと、中選挙区は良くないということが確認

できるかということ、あと小選挙区が必要なんじゃないかという議論、賛成意見もあるかもしれませんので、

その辺も深掘りするということをお願いしたいなと。大前提として時間割はこれで良いのかということを確認

した上でどうでしょうか。 

桔川純子：今の内容を今後議論していくということを踏まえて、１１月までにやっていくということですよね。 

三木由希子：大きな議論の流れだと、中選挙区は弊害の方が明らかに大きいと。だから中選挙区ではない選挙方

式というのが議論のベースになるっていうことはこの場の共通理解になったという理解で良いのでしょうか。

北川先生どうですか。 

北川正恭：私は申し訳ないんだけれども、トータルのここの審議会の内容が第１から第３部会まであるんですか。

これをどのようにしていこうとしているのか明確に掴めてなくてここに参加しているので困ったなと今思っ

ていたんです。失礼ですがこれは提言していくことが目的なのか達成することが目的なのか、実際に動かして

いこうとするならばものすごいエネルギーが必要ですよね。だからここを一点突破でこれだけはどうしてもと

いうことを、世論をリードして運動を起こしていくという方法論とか、今更失礼ですがどういうふうに捉えて

いいのか。 

城倉啓：全体のとりプロ、公正・平等な選挙改革にとりくむプロジェクトは、制度まで変えるということが目標

でございますが、選挙市民審議会のミッションとしては提言を出すところまでがこちらのお願いしているお仕

事でございます。そういう関係にあります。第１部門が選挙運営方法、第２部門が選挙制度、第３部門は関連

法整備と。そして関連法整備の中での地方議会。全体を議論しながら、小出しに部分改正の提言を出していく

と。１回目の任期が２年間。２年間の任期の中で最終提言を出していただきますが、しかし中間答申も予定さ

れていますので中間答申でも何か目玉になるような提言を１つ出していただければ事務局としては嬉しいな

と、そんなイメージです。 

北川正恭：大山先生、被選挙権ですね。これが１８歳。ちょっと無理かなというか現実論でいくと。やっぱり１

８歳なんですか。 

大山礼子：よその国にいると、被選挙権年齢と選挙権年齢が同じところが多いので、そこも視野に入れたらどう

かって話です。だけどこことして議論して２０歳で提言したってそれは構わないと思います。 

北川正恭：理想論と現実論。段階論というか。だからこの運動でどのような提言の角度というか、ちょっとそれ

が私は定かでなかったもので。 

桔川純子：とりプロと審議会の関係で、お互いのフィードバックみたいな、運動も並行して進めていくっていう

ふうに考えていいんですか。 

城倉啓：原則として運動はやっぱりとりプロが担うんであって、選挙市民審議会の皆さんのこの議論というのは

政策提言を作るということ、それが言えば尖がったものであっても全然問題ないわけですよね。実現ベースで

どうするのかということについて私たち運動を担う者も頑張ると。もちろんこの議論の中で実現ベースを議論

していただいて問題無いわけですけれど。ですので思いきった議論をしていただいて、思いきった提言を出し

てもらえると嬉しいです。 

桔川純子：他にはいかがでしょうか。公職選挙法の問題点等々。これから議論を進めてまとめていくということ

になるわけですよね。私ちょっと質問して良いですか。選挙の日にちなんですけれども、韓国で併設なんです

ね。何月の第３木曜日とかっていうふうに。統一地方選挙でもバラバラに選挙がなくても１日で決まっている

のでそういうことが出来るんだろうと思うんですけれど、そうすると職場も学校もけっこう休みで、職場で休



みをもらっているのに遊びに行くというのはやっぱりしづらいような感じになっているというのもあるんで

すが、平日というのはどうなんでしょうか。 

大山礼子：もちろん考えられますよね。 

桔川純子：平日の方が良いのか、日曜日が良いのかよく分りませんが、韓国の状況を見ていると平日の方が投票

率が上がるし、それが義務であり権利であるということを学校でも話をしたりという流れになっている。どう

して休みになっているのかというのがあるので。 

北川正恭：例えば学生なんか大学で投票させるという形ですね、あと駅なんかで投票所を設けるという。だから

ウィークデイだったら投票場所が決められていると行きにくいかも分んないけれども、自由に行けるというの

はそういう形とも関連するんじゃないんですかね。 

桔川純子：各地域、各自治体の役所の出張所のようなところでやっていたと思うんですけれども。 

三木由希子：大山先生がおっしゃっていたのは日本だとこの投票所に行ってくださいっていうふうに投票用紙が

送られてくるけれども、投票場所が自由にあるっていうのは。 

北川正恭：いくつか用意するっていうことですね。期日前投票との関係もあるんですけれども。なるべく制限を

加えてはいけませんけれども、無制限に期日前があって良いのかっていうことと、私なんか学生に投票に行く

ように話をするんですけれど、どこに投票所があるのかわかんないっていうことですよね。だからそういう用

意がしていないということになると、大学にあったら良いし、勤め人なら駅なんかにあってですね、そういう

のがあると平日でも機能する、投票に行く人が増えていくということかもしれないですね。 

三木由希子：韓国は休日になるんですか。 

桔川純子：全部休みになりますね。平日でも職場も学校もです。 

北川正恭：投票の為に。日本それ可能ですかね。 

三木由希子：アメリカは平日ですけれど職場に行ってますよね。職場に行くまでに投票するとか。 

城倉啓：例えば２頁以降に選挙権や被選挙権のことがあって、それは参政権の十分な保障ということだったと思

うんですね。で、その参政権の保障については当座そんなに力を入れなくても良いという考え方もありますね。

この部門においては。第１部門でやってくださいと。ただ関係のあるところで一所懸命言うと。例えば地方議

会と選挙広報全然違うじゃないのっていうことは言うにしてもですね、この部門でさっきの外国人のこともそ

うですけれども、そこのところは頭には置いておくけれどもそんなに前に出さないで、むしろ地方議会の選挙

制度そのもの、そこに焦点絞って打ちだしていくと。あと半年かけてガリガリやっていくということがもしか

したら今の議論の中で必要な整理なのかなと思ったんですが委員の方々いかがでしょうか。 

三木由希子：参政権の十分な保障といっても選挙運動というところは、例えば地方選挙ではこういう問題がある

とか、こういう課題があるとか、ということは主にこの議論するのが第１部門でしたっけ。たぶんそことどっ

かで合同で議論させていただいて、地方選挙制度改革はするんだけれども、制度の選挙の仕組みだけじゃなく

って、それ以外の現実的に規制のかかっているところをどうやって反映していってもらうか、あるいはそこに

ついて共通理解を持つようなことをどこかのタイミングでした方が良いのではないか。それは全体会議でも良

いですし、どこか部門で合同でやっても良いですし、第１部門だとすると選挙制度についてもやっているんで

すよね。 

城倉啓：第 1部門は選挙制度についてはやっていません。第２部門が選挙制度、国政の選挙制度について議論し

ているところでございます。 

桔川純子：議論の重なるような部分については事務局で調整して合同の会議をするということでしょうか。選挙

制度について、地方議会選挙改革ですけれども、期日については１１月までということでよろしいでしょうか。 

三木由希子：現実的にまとめられますかね。ちょっと不安というか、どのくらいの議論が必要なのかっていうの

が具体的にまだイメージできていないところがあるので。 

城倉啓：大山さんにその辺り教えていただければと。毎月ペースでこれで間に合うかどうかの目算があるかどう



か教えていただけますか。 

大山礼子：１.１の１頁目に書いてあることだけだったら、まとまらなければ両論併記みたいなので良ければなん

とかなるんじゃないですかね。先ほど桔川さんからお話あったような平日にしたら良いなんて話も、統一地方

選挙をなるべく統一させましょうって話と関連で出しても良いと思うんで、その辺までということに限定して

やれば良いんじゃないかなという感じですけどね。 

桔川純子：そうすると事務局の方で、どういうふうに提示されていますか。月１回のペースで良いのかどうか。 

城倉啓：月１で大体考えております。それに基づいて今大山さんがおっしゃったと理解しますので１.１に限って

１１月までにやらしていただけたら嬉しいです。 

桔川純子：そうしますと、この１頁の１.１について、これに焦点を当てて１１月までにまとめていくというよう

なことでよろしいでしょうか。 

三木由希子：スケジュール的なことの確認なんですけど１１月までにまとめるという趣旨は地方制度調査会でし

たか、地方選挙改革の政府側の検討の取りまとめの時期をにらんでこの時期っていうことですかね。 

城倉啓：すいません、その情報について全く存じ上げておりませんけれど、これは内部的な問題で、２０１７年

の末までが２年の任期であってその半分で中間答申を出すというこちら側の事情だけで考えております。 

大山礼子：地方制度調査会は公職選挙法は扱わないんです。基本的に。で、１つ３１次が終わったところで、次

人選して立ち上がるのは５月か６月で私はたぶんもう入らないと思いますので、そこはやらないと思います。 

桔川純子：任期の前に１回まとめるということですね。そういう目安で作られていると。この最初の地方議会選

挙改革について優先順位をつけながら２０１６年の１１月までにということでまずご了解をいただいたとい

うことでよろしいでしょうか。あとスケジュールを踏まえながら、次の選挙管理委員会改革の方に移ってよろ

しいでしょうか。ここも前回にも話が出ましたが選挙管理委員会の独立性を踏まえながら選挙管理員会を改革

していくという内容だと思いますが、内容についてまた一覧表にもまとめてくださったのがありますが、これ

と関連してこれが来年の５月ということですね。１番の地方議会選挙改革が１１月まで。それに引き続き翌年

の５月までということなんですがこちらはいかがでしょうか。 

大山礼子：この話は片木先生がけっこうやってらっしゃるんじゃないですか。どうなんでしょうか。そこらへん

の兼ね合いがあるかと思うんですが。一緒にやるとか。 

城倉啓：第１部門でですね、選挙管理委員会の話はまだまな板の上には乗っていませんが、しかしおっしゃる通

りで片木さんが現状の日本の選挙の選管の在り様を教えていただけるお力を十分にお持ちであるということ

は認識してますので、それこそ合同でやるとか、ここに片木さんをお招きして審議するなどということはあて

がうことは出来ますが、現状として第１部門は今選挙運動の話ばかりで取り締まり等の選挙管理の話はあまり

していません。 

桔川純子：じゃあ片木先生にも参加をしていただいて決めていくというふうな感じで。 

城倉啓：具体論はまだ先の話だと思いますし、こちらが主導権握ってここで話してとか色々言うことは出来ると

思いますけれど、大まかなスケジュールで単純に３つあるとすれば半年ずつ位ということで、おそらく５月に

また全体審議会というのを来年も行うことと思いますのでこういうふうにしております。大雑把なところでこ

の順番で良ければそれで、または政党助成の方が先だよということであれば、また他の議論があるだろうとい

うことであれば教えていただければなと。そのような５月、１１月という区切りです。 

三木由希子：そもそも第１部門では選管はこの２年でやるテーマになっていないんですか。 

城倉啓：入っていないです。 

三木由希子：であれば、ここでテーマとして挙げているのであれば検討するということになりますかね。ただご

専門の問題を考えると片木先生に入っていただいた方がより良いということになるだろうということですね。 

大山礼子：それから選挙運動の自由化を考えるときに、選挙管理の話全然抜きにして出来るのかというのもちょ

っとよく分らないところがあります。 



城倉啓：第１部門を弁明するならば今後もちろん選管の話は出るだろうなと思います。片木さんにお越しいただ

けるかどうか分らないし、合同でやった方がいい場合もあるのかもしれません。いずれにせよこちら側で主導

権をもって選管の改革案、改善案を出していくことが良ければ、と思います。 

桔川純子：今のお話については、全体会議とかで、または事務局でお話しいただいて、この議論の進行と合わせ

て城倉さんの方からフィードバックいただくという感じでよろしいですか。 

大山礼子：そうしますと、大体こういうふうに考えているけど、②以降は様子見で、第１部門の議論の進み方な

んかによっては少しやり方を変えていくということですかね。 

三木由希子：そうですね。この段階でこの順番とこのスケジュールになかなかここで合意しにくい感じはします。

第１部門の議論の流れも見つつ優先順位を再考するということで良いのかなという感じがします。特に地方選

挙制度の問題って政党とか政治活動のグループ化みたいな話が根元にあるので、３のテーマをこの通りにやる

かどうかは別としても、民主主義のコストみたいな話を先にやっても良いのかなという気もするので、それは

流れを見ながらでどうかなと思います。 

桔川純子：今出していただいたスケジュールなんですけれども、どのくらいということも含めてなかなか現時点

ではきっちり決めていくというのが難しいと思うんですけれどもどうでしょう。 

城倉啓：委員の方々のご意見を伺って、２番と３番についてその時期について書かないという形で、そして順番

についても書かないという形で、他部門の議論の推移を見ながら適切な時期に定めていくと。そんな形で。と

もかく１番最初の地方議会選挙制度改革だけは１１月までに１.１のところをやると確認させていただければ

今日のところはスケジュールについてはそれで良いです。 

桔川純子：今後の議論の流れについてとスケジュールですね。まず、１番の地方議会選挙の改革についてまとめ

ていくというのが当面の目標になるのかと思うんですが、今決めていくこととかありますか。 

城倉啓：大山さん、私は１.１.１などと順番を付けましたけれども、この順番が妥当なものなんでしょうか。どこ

から手をつけたらいいものなのでしょうか。それに従って１１月までの大雑把な時間割が決まっていくと思う

んですけれども。 

大山礼子：小さい方からやるっていうのも手ですよね。それからあんまりここにはいらっしゃらないかもしれま

せんけど、小選挙区制支持者ってけっこういるんですよ。だからそういう人にも１回しゃべりに来てもらった

方が良いかもしれませんね。そんなのいいって思うなら別にいいですけれどね。都道府県レベルについては全

部小選挙区制にすべきだって人けっこういるんですよ。学者の中に。 

三木由希子：相当細かい選挙区になりますよね。 

大山礼子：そうですね。どこまで詰めて考えているのか分らないんですけど、比例よりも小選挙区の方がはっき

り勝ち負けが見えるからいいみたいな考えの人って結構いますね。 

傍聴者②：地方議会選挙で小選挙区が良いのかどうかは疑問なんですけど、政党化が良いのかどうかというのは

大規模自治体については政策レベルである程度必要だと思うんですが、小規模自治体になれば必ずしも政党化

じゃなくて、無所属とか、それからその地区地区によっての問題などもあるわけですから、必ずしも私は特に

小規模な自治体では政党化は必要じゃない場合もあると思うんですね。それで都道府県議会、政令指定都市選

挙で、比例代表拘束名簿式となっていますが、同じ比例代表でも拘束名簿式っていうと党がその候補を決める

わけで住民の意向っていうのは反映されないわけですから、同じ比例にしても非拘束にするとか、もっと住民

の意見が反映される方が良いかなと思うんですけれど。 

大山礼子：その話は私問題提起した時にお話したんですけど、後ろの方から私の考えをお話すると、拘束名簿で

ないとクオータみたいなことはできないんですよ。非拘束にすると、拘束名簿で男女男女って順番にしてれば

半々になりますけれど、非拘束だとそれができない。そういう意味で拘束名簿の利点ってのもある。だから私

は拘束名簿で良いんじゃないかと思っています。もちろんこれからご議論いただいて良いんですけれど。それ

から、小規模自治体については確かに政党化していないところもあるので、だから制限連記制なんです。制限



連記制ってのは１人で出たって全く構わないし、例えば３人選ぶ中に１人そこの人を書けば良いだけの話、だ

けどもうちょっと選びやすくする太田さんがおっしゃったような話と、それから少し政党までいかないんだけ

れども仲間としてこの中から３人選んでくださいというようなグループ化を促す効果はあるだろうってそう

いう程度の話です。 

太田光征：第２部門の委員をしている太田光征です。クオータ制と非拘束か拘束かの関係なんですけれど、私は

現段階でそのクオータ制を導入するとすれば、各政党が男女それぞれの名簿を用意して、有権者がこの１つの

政党に投票する場合にこの２つの男女別の名簿に投票できるようにしてかつ非拘束式にすれば、有権者の意見

を反映しながら同時にクオータ制も導入できると考えていますので、有権者の多様な選択とジェンダークオー

タの両立という課題を考えるとこのような男女別の非拘束式の名簿を導入すれば解決すると考えています。 

大山礼子：どうやって投票するかって応対ですよね。どういうふうに考えていらっしゃるんですか。男女別の名

簿作って両方から１人ずつ選びなさいっていうふうにするんですか。 

太田光征：そうですね。もちろんそういうふうに思っています。 

大山礼子：でもそうすると、憲法に引っかかってくるっていう可能性がありますよね。 

太田光征：そうですね。そもそもジェンダークオータが憲法に適合するかという問題性をはらんでいますので非

常に難しい所なんですね。立候補の多様性を保障しなければ十全な国民主権を保障したことにはならないと思

いますので、この今現在女性議員が少ない原因は選挙制度以外の様々な制度、社会の実態にあるわけで、この

男女間の差別性というのを一挙に解決するというのは難しいので、とりあえず選挙制度でばっさりと男女の平

等を実現しようというのが選挙制度を利用したジェンダークオータだと思いますので、本来選挙制度以外のと

ころに男女間格差の原因があるところを、選挙制度でやろうとするところにかなり憲法上無理があると思いま

すので、そもそもこういう問題を抱えていると思いますので難しいと思うんですけれども。 

大山礼子：いろんな問題がある、だけどそれを言っていたら始まらないんで変えられるところから変えようとい

うのが選挙制度変えようということだと思うんですよ。そこはまったく賛成なんですけど、それで今おっしゃ

ったような制度というのは良いと思うんですけど、必ず違憲だっていう意見が出ますよね。だぶん。２つ名簿

作って両方から選ばなきゃいけないんですかみたいな話になる。で、だからそういうことが全く問題にならな

い、拘束名簿っていうのは拘束名簿だっていうだけの話で、並べ方は政党の勝手なんですよ。だけど拘束名簿

にして並べなさいって言われたらそうそう男ばっかり並べられないだろうってのが期待されるところなんで、

それが１番引っかからないんじゃないかなという提案です。でももちろんこういう方が良いよというのがあれ

ば出していただければと思いますけれど。 

三木由希子：全体のある種の方針にもかかってくると思うんですけど、べきだ論であるべきものさえ何か形作っ

て提案するよりも、実現するっていう局面も含めて考えるとするとそれはこうあるべきだって話だけで全部議

論が出来ると限らないと思うんですね。前回北川先生の話の中であったのは、実態的に縛られている部分と制

度的に縛られている部分で、実態的に縛られている部分もかなりあるっていうところを１個１個壊していくこ

とで、これまで当たり前のようにあったバリアを少しずつ崩していくっていうようなことも、どこかで一方の

活動としてあると思うんですよね。ここはどっちかといえば制度中心に、今地方議会選挙改革ってことになる

と制度中心にやりましょうという話になっているので、制度として現在の他の法制度とかを考えた上で実現可

能な範囲でより望ましいものを議論するのか、それともこうあるべきだってものだけで議論するのかは、１つ

の方針としては選択肢として両方あり得ると思うんですよね。私はどっちかといえば実現が可能な形にしない

とロビー活動とかいったって、そんなのは自己満足以外何物でもなくなるので、だから制度は提案した後に実

現ベースでやるっている前提でこの枠組みが動いている以上は、そこはあえて実現可能なものをある程度のと

ころは諦めて選択するということは必要かなと私は思います。なので、それはこうあるべきだというものを出

した上で、より望ましい形の提案にまとめていくということで、ここから議論していくほかないんじゃないか

と思うので、むしろこうあるべきだということとそれが何故難しいのかということ、両方柔軟にこの場では議



論していただきたいなと思います。主張することが駄目というわけでなくて、なぜしないのかということを柔

軟に議論するということで進めていければ良いのかなと思うので、そこは大きな方針としてここで確認させて

いただければと思います。 

大山礼子：全くおっしゃる通りだと思うんですけれども、少なくとも憲法を変えて男女平等の参画を保障すると

か書いてしまえば何でもできるんですよね。だけどそこは考えないでしょ。だから現行憲法下の公職選挙法改

正案として考えられる範囲ではいくら大胆なことを出しても良いけど、位のところにしておかないとちょっと

無理なんじゃないかなと思います。 

城倉啓：全くその通りでございまして、現行憲法を前提する、それを土俵にすると。だから憲法問題になるんじ

ゃないのかというところは少し琴線に触れるということでございます。 

桔川純子：今三木代表がおっしゃった共通認識みたいなのはとても大事かなと思いますのでそれは全体会議の場

でも確認していただければと思うんですけれど、北川先生いかがですか。 

北川正恭：私もう１回第１第２第３部会とか、もう１回確認しないと頓珍漢言うと申し訳ないので、ちょっと発

言できないんでもう１回整理して。そうさせてください。 

桔川純子：まだ時間は大丈夫そうですので。そうしますと。 

城倉啓：とりあえず次回をどういう話にしていこうかと。１１月までをどういうふうにするから、次回どういう

ようなお話合いするかというようなことをお決めいただけると嬉しいです。それから５月まだ日程を決めてい

ないんですけれど、それは全体審議会というのが５月２５日にあるので、同じ５月に２回やるのかということ

もあるのかも分りませんので、皆さん方に５月をやるということであればそれを前提に話しますけれども、や

らないという決断も６月にやればいいじゃないという話もあるかもしれません。そこを決めていただければな

と。 

桔川純子：具体的に言うと１１月まで月１回ペースというと７回あるということ。６回か７回の内にどういうこ

とをやっていくかということですよね。 

三木由希子：中身の議論をしていくということになっていくと思うので、地方議会選挙改革で、先ほど大山先生

の話だと小さい所からやっていくという方向と、都道府県とか政令指定都市とかそっちの方からやっていく方

向と２つあると思うんですよね。あと首長選挙があると。たぶんそれぞれについてどんな論点があるのかとか、

少し資料とかを準備しないと具体的な中身の議論になりにくいのかなと思うんですよね。それをだれがどう準

備してという確認がまず必要だろうと言うことです。それから選挙運動の部分については第１部門と合同でや

るのであればその日程を早めに設定しないと動かなくなるということがあるので、進行としては何も資料がな

く選挙制度について議論できないのでそこをどうするかってところをまず確認をしておいてスケジュールを

作っていけば良いかなと思います。 

城倉啓：僭越ではありますが、大山さんがこの件に関しては専門性が高いし、また資料について大変豊富にお持

ちだと思うので、こういう資料あるよと紹介してくださることについて大山さんにお願いしていただいて、こ

れだよと教えてもらえれば私どもで作成することはしますけれども、そんな形で１１月までいかがでしょうか。 

大山礼子：もちろん資料を探しますけれども、少し時間をいただいて６月位で、ということが１つと、それから

先ほど太田さんが色々、特に小さいところを突いてお話になったので話す順番ということもありますけれども、

太田さんがいらっしゃるときに小さいところを話すということもあるかなと思います。 

桔川純子：それでは大山さんがおっしゃっていた例えば小選挙区制のことについてどなたかにお話をしていただ

くということも踏まえてこれからスケジュールを立てていくと。どなたが参加されるのかというようなことも。 

大山礼子：話をしてもらう必要があるかどうかはあれだと思いますが、そういうことを書いている人がいると思

うので、まとまったものがあれば探してコピーするような形にします。 

桔川純子：それでは日程は決めたほうが良いでしょうか。 

城倉啓：６月がスタートであるということであれば事務局の方で日程調整をさせていただいて、そしてもう１つ



はたぶん８月くらいが良いかなと思います。第１部門との合同ですね。合同でやってみようということを夏く

らいに１回やっておいた方が良いのかなと思います。そんな形に進めさせてもらえれば、日程調整は事務局で

させていただきますがいかがでしょうか。 

桔川純子：よろしいでしょうか。今回はこういう形で、ということを事務局と大山先生に聞いていただいて、私

なんかもそうですけれど事前に宿題と言いますか、そういうふうな感じでやっていくことが必要なのかなとい

うことを共有しながら議論の時に向けてスケジュール立てが必要なのかなと思います。今日はそういう方向性

と大体の流れを確認してまたご連絡をいただくという感じでよろしいですか。スケジュールと流れについては

そういうことですが、あと内容等々協議の事について三木さんから何かあれば。 

三木由希子：特に付け加えることはないんですが、最終的な提案の形もなるべく早めに共有した方が良いかなと。

どういうものとして作るかって形のこととか含めてあるので、次回中身の議論になった時に少しご相談が出来

ればいいのかなと思いますので、また引き続きよろしくお願いいたします。 

桔川純子：今日はお忙しいなかありがとうございました。改めて連絡をいただいて、提言に向けて進めていくと

いうことで今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

 


