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2016.09.23選挙市民審議会第 3部門第 6回会議議事録               

日時：2016年９月２３日（金）15：30～17：30 

場所：衆議院議員第２会館第５会議室 

出席審議委員：三木由希子（共同代表）、大山礼子、 

欠席審議委員：太田啓子、北川正恭、桔川純子 

陪席審議委員：太田光征（第２部門委員） 

市民傍聴：１名 

とりプロ事務局：城倉啓（事務局長）、岡村千鶴子、富山達夫、吉野健太郎 

書記：岡村千鶴子、吉野健太郎 

 

城倉啓：今日、桔川委員がお休み、太田啓子委員、北川委員もお休みということで、お二人の審議委員の方のみ

ということになっております。桔川委員に代わりまして、私が司会をさせていただきます。本日の会議の順番と

しては、まず三木代表からご挨拶いただいた後、市町村選挙制度の改革案。これは改正案の具体のところを今日 

詰めていただく。次に都道府県・政令市の選挙制度、さらに首長の選挙制度について審議をして、最後に１０月

の審議会の日程調整をさせてもらえればと、このようなことで行いたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

配付資料の説明をいたします。７月２６日の前回議事録２０ページのものを付けております。それとですね、

Ａ・Ｂ・Ｃと付けているものが市町村議会選挙改正案に関連するものでございます。前回の審議の後といいます

か、「コンドルセのパラドックスというのが、大選挙区連記制の課題としてあり得るのではないか」というご提

起を受けておりまして、それに対する反論といいますか、私の作ったものをＣとしてあります、Ａ・Ｂ・Ｃが１

セットです。あ・い・う、とありまして、「あ」のところで、都道府県議会選挙・政令市議会選挙の論点の整理、

今まで審議してきたところを私の方でまとめさせてもらって、このような話があったのではないですかと。都道

府県議会選挙につきましては、６月１４日に１回話し合っていますので、その中で出た意見、それから今回どう

いう方向で行こうかということを決めるための資料でございます。裏に首長選挙のことも若干書いておきました。

そして、「い」というのが、都道府県議会選挙のシミュレーションというか、分析レベルのものですが、鳥取と

東京、小さいのと大きいのというのを付けております。その裏面に、直近の首長選挙の結果で、以前取り上げた

自治体などもここに載せております。以前取り上げたというのは、議会選挙の方の話題で取り上げたところのも

のを載せております。最後の「う」というのは、政令市の人口・選挙区・定数で大山委員からご要望あったもの

で 

調べておきました。このかがみにあるものは、まとめたものですけれども、その下から細かくそれぞれの政令市

の選挙区の内訳があります。これは、京都市の市会改革推進委員会というところが出しているものです。 

 では、三木代表に最初にご挨拶いただいたあと、審議に入りたいと思います。よろしくお願いします。 

三木由希子：みなさん、こんにちは。お疲れ様でございます。１１月めどに、一回中間まとめをしなければいけ

ないということなので、今日は都道府県議会選挙と、市町村議会選挙のところまでは、ある程度話がまとまれば

いいのではないかと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それと、あとでのご相談なんです

が、首長選挙までは今回中間まとめまでは、なかなか難しいのではないかという気もしていますので、それはど

うするかということを、ここで決めたいと思います。よろしくお願いします。 

城倉啓：ありがとうございました。では早速ですが、市町村議会選挙改正案について、お手元の「Ａ」を見てい

ただいて、これに修正があればですね、いろいろ教えていただいて。これの扱いといたしましては、中間答申に 
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盛り込む予定でございますので、１０月の第三部門審議会で決議がなされると、そういうような内容でございま

す。そして、そのあと全部門に出されて審議されるというものです。 

 「Ａ」のところ。９月１５日に全体審議会がありまして、そこで様式／体裁が大体定められました。その体裁

に則りますと、５～６行程度で何がどのように改正されるのかということを示した上で、更に本文で４～５ペー

ジ位の分量で、このような体裁で書くという、その体裁に則って作ったものでございます。６行載せているもの

はですね、こんな言い方でどうでしょうかと。「市町村」という言い方で良いんですか。「市区町村」と言わない

で「市町村」でいいのかというのも、ひとつ小さい質問としてあるんですが。「現在、大選挙区非移譲式単記制

を採っている市町村議会選挙（ただし政令指定都市を除く）、に『制限連記制』を導入する。連記しうる候補者

数は、議員定数２０名までは２名、同３０名までは３名、同４０名までは４名、同４１名以上は５名までとする。

これにより、有権者の投票に対する意識を高めて投票率を押し上げる。また、無所属候補者たちの政策ごとのグ

ループ化を促す。」ということで、全体の重要なところを言っているかどうか、この６行を確定するということ

が一つと。あと、細かい本文のところで、条文は４６条の改正になる訳ですが。この言い方で良いのか。それと、

全体審議会で出ましたけれども、３ページを見ていますが、「今後のあるべき姿／めざす目標／抜本的法改正の

内容」というところに、「市町村選挙における比例代表制の導入」とここまで書き込んだ方が良いのか、いけな

いのか。こういうことなどを、まず審議していただきたいなという風にも思っております。１ページに戻ります

と、「現行法の歴史的な経緯」につきましては、大山委員にずいぶん書いていただいたものです。これ位の分量

で良いのではないかという風に思います。それと、「現行法の概要／問題点／改革課題」につきましては、大体

私の方で作ったものでございますが。これは、今まで審議してきたことのまとめになっております。 

ただ、全体審議会が９月１５日にありまして、現行法の概要というのを入れた方がいいという付け加えがあっ

たので、２－１の「大選挙区非移譲式単記制。市町村という行政区のまとまりで一つの選挙区を形成する。議員

定数は人口規模に応じる。有権者は一人の候補者に対して一票を投じる。例えば、最小規模の東京都青ヶ島村議

会選挙の場合は定数６人・有権者数１３８人（２０１３年選挙時）であるが、最大規模の同世田谷区議会の場合

は定数５０人・有権者数７０８，１８３人（２０１５年選挙時）である。」というのは、今回初めて見るという

部分だと思いますけれども。この書きぶりでいいのかどうか。これ世田谷区を入れるのがいいのか、又はそうで

ない方がいいのか、なども含めてですね、ご審議いただきたいと思います。 

「無風選挙」、「顔の見えない選挙」、「正統性への疑義」、「政策よりも個人的つながり」、「政策ごとのまとまり

が形成されていない」など、この辺りを課題にすることで良いのかどうか。それに対して、対応するのは、効果

の部分なんですけれども、４ページなんですが。 

改正したら、どうなるのかというところで、４ページに『抜本的法改正が実現した場合の効果』として、「理

念と政策が一致した政党を育てる」、「同一政党の国政レベルと地方議会レベルでの政策を一致させる」、「死票を

減じる」、「政策本位の選挙を実現する」、「民意を議会により忠実に反映させる」ということを抜本にしながら。

『目下の法改正が実現した場合の効果』が、「有権者の選択肢が増える。政治的有効性感覚が醸成され、投票率

向上に資する。」、「政策ごとのグループ化が促される。その後政党の結成へと発展することをきたいできる。」、「市

区町村選挙においても、政策本位の選挙が促される」、「議員の多様性を確保することが促される」というような

ことを謳っております。 

 このような大体でよろしいかどうか。また、条文について、これも大山委員に教えていただいた訳ですが。３

ページのところで、第四十六条で下線の部分が変わると。特に第四十六条の４項、「政令指定都市の議会を除く

市町村議会の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者のうち、

以下の各号に掲げる人数を超えない数の候補者の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。」と

して、一号、二号、三号、四号で人数が書いてあるということ。四十六条の二も併せて「政令指定都市の議会を
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除く市町村議会の選挙にあっては第四十六条第四項に規定する人数以下のもの」と改正すると、これが具体的な

条文の部分でございます。 

 このような改正案でよろしいかどうかですね、ここで揉んでいただきたいという風に思います。お願いします。 

どなたからでも。大山さん、修正いっぱいあると思いますので、よろしくお願いします。 

大山礼子：一応制限連記制でいくということでこれやっているんですけれど、それはまだ引っかかっている、太

田さんも出していただいたし、そちらの話を先にしなくていいですかね。 

三木由希子：大山先生が言っていただいたた通り、進め方の整理を一旦したらどうかなと思いますが。まず、制

限連記制でいくかどうかということについて、まだ議論が残っているという状態であるので。今回資料を付けて

いただいていますよね。前回出していただいた資料が「B」なんですけど、それに対して「Ｃ」という形で、城

倉さんが資料を作っておられるということで。なので、一旦ここについて、それぞれ色々とご意見がある場合が

あるとは思うので、そこをまず言っていただきたいというのが第一点ですね。もう一点が、改正案についてなん

ですが、最初に 5行まとめていただいている部分というのは、その後が決まらないとここが決まらないという話

なので。先に制限連記制の導入という部分の内容について、それぞれ確認をして、議論を進めていただけるとい

いかなと思います。その上で、全体のまとめとして、概要どうしましょうかという話になると思いますので。ち

ょっと、そこら辺議論の順番として整理をできればと思いますが、いかがでしょうか。 

城倉啓：はい。では、おっしゃる通りで進めていきたいと思いますけれども。太田さんいらっしゃるので、この

「Ｂ」の資料や又は、制限連記制に関しての提言といいましょうか、ご意見を伺ったり。或いは、傍聴の方のご

意見も伺ってから、確定させるというような手順で。その後、改正案の中身に入るということで。太田さんいか

がですか。 

三木由希子：その前にですね、多分城倉さんの出していただいた資料が、これが今回この場での新しい資料だと

いうことだと思いますので、その概要をまずご紹介いただいていいですか。その上で、いろいろとご意見がある

のではないか、或いは反論したい点があるのではないかと思うので。それでよろしいですか。 

城倉啓：はい、わかりました。 

では、「Ｃ」を見ていただいて、また「Ｂ」を見ていただいてですね。「Ｂ」の中の 2ページから 3ページ、「大

選挙区連記投票制」のことが書いてありまして、制限連記制につきましては 3ページにあります。この太田さん

のシミュレーションは、太田さんがご説明されると思うんですけれども。このやり方になると、極めてまずい結

果が出てくるのではないかというシミュレーションだということなんですが。私はそれに対して、「Ｃ」という

資料を作っているわけです。それで、例えばなんですけれども、これ 7月 28日の日付になっていますけれども、

26 日の第 3 部門審議会に於いてですね、青ヶ島村の資料と、昭島市と、八王子市と、世田谷区と出していたも

のですから、じゃあこれに当てはめてみて、この制限連記制、例えば青ヶ島ならばですね、この改正案のように

やれば 2 名連記なんですね、2 名連記、3 名連記、4 名連記というのがあるものですから、太田さんの想定して

いるものをやってみようと、それで懸念が起こるかどうかなんですね。それを自分なりにシミュレーションして

みた訳ですが、例えば青ヶ島村のところなんですけど、１０３名という有効投票数ですけど、わかりやすくする

ために、１００名としました。そして、２人の候補者をＡ党所属で２９％の支持率と仮定し、また２人の候補者

をＢ党・Ｃ党所属としＢ党・Ｃ党の支持率を１５％ずつと仮定して、相互の支持者が相互の立候補者に投票した

と仮定すると。残りの立候補者を無所属とする。この仮定でＢ党・Ｃ党の議席独占ということが起こるかどうか

ということ。起こるならば太田委員の懸念があたるということになりますが、議員定数は６名です。連記数が２

名。この開きがあるのでそのような事態は起こらないということを、ここで証明しているつもりです。Ａ党甲候

補者の得票２９票、Ａ党乙候補者の得票２９票、Ｂ党候補者の得票３０票、Ｃ党候補者の得票３０票、１５％ず

つをですね二人に入れているので３０票ずつになると。残りが８２票なんですが、その３人の無所属候補が互い
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にほぼ均等に分け合うという、その場合でも２８・２７・２７票というふうになるので、Ｂ党・Ｃ党というもの

の議席独占というのは起こらないのではないかということ。起こるのは、その政党候補者有利という傾向なので

はないかと。立候補者数が多ければ多いほど、その傾向が強くなるというふうに推測されるわけです。ですから、

イギリスのノルウィッチ選挙区という例が載っていますけれども、これは２議席を２名連記投票しているのであ

って、さっきの「Ｂ」の資料の 3ページの上の方にあるわけですが、それは完全連記の事例と同じではないかと

思うんですね。ですから、最も議員定数と制限連記数が近接している青ヶ島村議会選挙で起こり得ないので、議

員定数と制限連記数がより離れているほかの市町村議会においても起こり得ないのではないかと推論すると。で、

「諸外国の選挙制度」という、これは 7 月 26 日に配った資料ですね、大山委員からのご指定で配ったものです

けれども、その中にもまた柴崎さんという、傍聴の方の作っていただいた資料の中にもですね、１４名の議員定

数で連記数１０名、かなり近接した場合において太田委員の懸念があたるということが言えると思います。とい

うような意味で、この議席独占というのが起こらないのではないかと、私は思っております。 

 それとですね、死票の問題でもですね、これもまた太田委員にお伺いしたいところではあるんですが。連記制

において、死票ってどうやって計算すれば良いんでしょう。今回の場合は、６人の定数に立候補者が７人ですか

ら、どこかで生きているわけですよ。その意味で死票がないわけですけれども。これ、候補者が多くなってきた

場合なんかは、どうやって死票というのはシミュレーションするのかなと。ちょっとシミュレーションの仕方に

ついて教えていただきたいと思います。 

 まあこのように、一番小さいところ２名、６名のところで一番近接しているわけですけれども、ご懸念のよう

なことが起こらないとすれば、ほかのところでも起こらないでしょうと。議員定数の２２名、例えば昭島市でも

そうなんですけれども、昭島市あたりが一番いいのかもわかりませんけれども、３名しか連記しませんので、そ

れはもちろん、議席を独占するというようなことはないわけですよね。そして、青ヶ島は全部政党がいなくて、

無所属なんですけど、昭島市はまあまあ政党化されている。そういう状況であります。で、シミュレーションし

てみたところですけれども、共産党、民主党、昭島・生活者ネットワークが、仮にですが選挙協力というものを

したとすると、ちょうどいい感じで３０.６６％です。自由民主党が２９.８２％、自民党支持者というのはどこ

に票を３票投じるかという問題ですが、やっぱり自民党候補者７名に投じるでしょうねということは推測される

ので、３党の議席独占ということは起こらないのではないかと。ですから、太田委員が想定しているようなこと

を言うとすれば、３０の議席を争う３名の連記者で議席を総取りしたい大政党というのは、３０名立候補させる

という想定がちょっと苦しいのではないかというふうに思うのですね。ですので、ここに縷々書いている通りで

すが、自党の支持率に見合った候補数を擁立するという可能性が、一番起こり得やすいのではないでしょうか。 

昭島市の場合に、例えば自民党は２２名の候補者を立てるだろうか、共産党が８名・民主党が７名・生活者ネッ

ト７名、それぞれが議席の独占を目指すのだろうかと。自民党が３６，７６２票を２２で割る、そうすると１名

あたり１，６７０票しか得られない、こんな危険を冒すのだろうか。そういうことはしないのではないかと思う

んですね。そういうわけで、連記制になってですね、議席の独占ということは起こるのかというのは、起こりに

くい。太田さんの言っている仮説で起こりにくいんじゃないのか、というのが私の言いたいことです。八王子に

おいてももちろんそのようなことが起こると。 

 それとですね、死票率について、さっきの計算式のところなんですけれども。どうやって計算したら、死票が

出るのかなというのは、よくわからない部分もあるんですが。次の八王子のところでですね、３～４ページです

が。八王子くらいになると、無所属候補が非常に多くなってくるんですね。例えば真ん中あたりのところなんで

すけど、無所属６は２，８４７票で当選している反面、維新の党は７，６８４票獲得しているのに２議席を取る

ことができていないと。連記制になれば維新の党は２名当選し、減税日本や無所属の中の近い考えの候補者も自

党から擁立させることができるかも知れない。つまりグループ化はあり得るねということと、死票の合計なんで



5 

 

すが、一番下の段落で１８，４３７票。この内訳が民主党の落選議員１名２，５７５票、維新の党落選議員１名

１，５６２票、減税日本１，１０２票、「無所属７」から「無所属１４」までの計１３，１９８票であって、死

票率は９．３０％。仮になんですが４名連記制になった場合に、死票を投じた１３，１９８人の選挙人のうち少

なくとも１名の当選に寄与する可能性というのは、単純計算で３倍。つまりほかの３票で誰か当選した人に入れ

るという可能性ですね。そういう計算の仕方をすると、３．１０％になりますねという考え方。これでいいのか

どうかというのはよくわからないんですけど、便宜的にそのような死票率の出し方をしております。世田谷も同

じ結論ですね。ここはまあ省いていいでしょう。５名連記をしているということです。 

 大体、私の資料はそんな形で、太田さんの懸念というものは、太田さんの口から言っていただいてですね。私

は、これはあり得ないとまでは言えないけれども、なかなか無いのではないかなと思ったので、こういう風に書

きました。カウンターコメントをよろしくお願いいたします。 

太田光征：なるべく細かなところよりも、大きなところから入りたいとは思うんですけれども。まず、制限連記

制というのが、あまり理論的な選挙制度ではないということは、これは定説だと思います。そういう中で、市町

村議会選挙に於いてグループ化を促すという立法目的を重視しての改正案の提案という、この考え方がそもそも

改正に取り組む姿勢として、妥当なものかどうかということが、まず何よりも大事な視点ではないかと思ってお

ります。ですので、シミュレーションについての説明はできますけれども。簡単に説明しますが。当然私のシミ

ュレーションというのは、極端な例を仮定しているわけでありまして、例えば自民党が定数分だけを立候補する

というようなことは当然あり得ない想定ですけれども、制限連記制の理論的な側面をわかりやすく端的に示すた

めのシミュレーションであります。当然、連記数が定数よりも離れれば離れるほど、こういった懸念はなくなる 

わけですけれども、原理的にはこういうものであると示したものです。 

 死票の率の計算についてのお尋ねがありましたけれども、何しろ連記数分だけ投票するので、その一部が当選

に結びついて、その残りが当選に結びつかないという例や、全部が当選に結びついたり、全部が死票になったり

するという例がありますので、どういう死票の計算をするのかということでありますけれども。実は私、昨晩に

ＭＬに別の新しいシミュレーションの結果を流しました。それは、２０１４年の松戸市議会議員選挙に連記数５

の制限連記制を適用した場合の結果なんですけれども。この場合、私は死票率の計算をですね、単純に落選した

議員に投じられた票数ですね、定数４４ありますけれども、６０人位立候補して１６人位ですか、これに投じら

れた票数を全体の票数で割ったものです。まあ、単純な大選挙区制の場合よりも大雑把に言って票数が５倍にな

っているわけですけれども、単純な大選挙区制の場合と同様の計算だということですよね。単純に落選議員に投

じられた票数を全体の票数で割ると、全体の票数も当然単純大選挙区制の場合よりも、大雑把に言って５倍にな

っているわけですけれども、そういう計算の仕方でやりました。 

 それから、若干昨日のシミュレーションについて説明すると、現行の大選挙区制では、みんなの党から出た方

が１４位で当選したんですけれども。４人みんなの党から立候補したんですが、この当選した人以外の票数はか

なり少なくてですね、４人でグループになって投票をしてもですね、なかなか当選ラインに達せずに、まあ１名

当選していたんですけれども、連記制では落選してしまうというような例も起きております。ですから、そうい

う要素がありますよね、連記制というものには。立候補者の数と連記数の数の関係なんかによって、微妙に当落

に影響が出てしまうと。今のようなみんなの党の例で言いますと、この候補者がもう少し得票していて、そして

連記数が５ではなく 4くらいに下がると、多分当選圏内に入るというような感じで、連記数がちょっと変わると

当落も変わってしまうということで。なかなか、民意をストレートに純粋に評価をするという側面よりも、連記

数の影響を受けちゃうとかですね、そういう要素もありますので、それゆえに連記制というのは、あまり理論的

な制度ではないと言われていると思いますので。そこらあたりを、どう評価するのかというところなんだと思い

ます。あまり長くなってもいけないので、とりあえず以上で。 
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城倉啓：はい、私の死票率の計算の仕方と違うということが、わかりましたけれども。連記数が変わると、いろ

いろ効果が変わるといいましょうか、結果が変わるというのは、確かにそうなんだろうと思うんですが。例えば

４とした場合には、４人立候補させやすいだろうなと政党側から見ればですね。そういうことはあるんだろうな

とは思いますけれども。 

ほかの委員の方で、何かご意見があったらお願いいたします。 

大山礼子：少し先に進むために、議論を整理した方がいいと思うんですけれども。太田さんが前にお出しになっ

た、この「Ｂ」の話というのはもういいんですね。この懸念はもうないということで、そこはよろしいんですか。 

独占するということは、この程度の制限連記では起こらない。そこは、いいんですよね。 

太田光征：独占ということは起こりませんけれども、程度問題ですよね。 

三木由希子：程度問題ってなってしまうと、政策にならない訳です、仕組みに。だから、政策に影響する程度問

題が一体何なのかというところに絞らないと、話が進まなくなってしまうので。程度問題として、どの程度の程

度問題を想定しないといけなのかというところがはっきりしないと、多分議論が前に進まないと思うんですよね。 

大山礼子：だから、少なくとも独占という懸念は、この程度の制限連記ならば一応解消されたということであれ

ば、この話はもういいことにして、次に進めるわけですけど。その次というのが、今朝２時頃に送っていただい

たもので、それを私拝見したんですけれども。疑問点は、要するに制限連記になった時の投票行動の違いとか、

候補者の立て方の行動が変わってくるとかいうことは全く入っていないシミュレーションなので。多分、この通

りみんなの党が当選できなくなるということはないと私は思います、そこを考えれば。そこを考えないシミュレ

ーションなので、そういうことは多分あり得ない、と思いました。電車の中で見たぐらいなので、検討しており

ませんけど、拝見したところでは、そういうふうに感じました。 

三木由希子：多分、城倉さんのシミュレーションも、基本的にはそれを反映しない単純な計算のもとなので、双

方同じような前提であると思うんですね。例えば、単純に３人連記ができるとなれば、出てくる票の数は３倍に

なるというところと。１人しか入れられなかったところが、３人入れるとなれば有権者がどういう選択するかと

いうのは、それぞれ政策本位で選ぶのか、それとも知っている人３人に入れるのかということとかも、これは投

票行動としては、単純に想定できないところもある。つまり、無所属に入れている人は、知り合いだから入れて

いるっていう可能性もあるわけだし。政策志向というよりは、より目にしている人とか知っている人というとこ

ろに票が分かれていく可能性も当然ゼロではないので。だから、具体的なシミュレーションがどこまで可能なの

かというところで、シミュレーションベースでどこまで議論するかというところも、そろそろ結論を出した方が

いいかなというふうには思いますが、いかがですかね。 

太田光征：確かにシミュレーション難しいですよね。どういう投票行動になるかというのは大変難しいので、正

確なシミュレーションというのは、確かに難しいですよね。 

三木由希子：シミュレーションが全然必要ないという話ではないとは思うんですけれども。つまり既存の選挙制

度の課題・問題を見るためには、やはりその現状等を踏まえた、現状をベースラインとして、どうしましょうか

という議論は必要だと思うので。なので、全体の議論として太田さんのご指摘としては、制限連記制の仕組みそ

のものが仕組みとして問題があるということが、今日の冒頭のお話で。極端な結果が起こる可能性は極めて低い

ということだけは、ここではっきりさせて。要は内容としては、制限連記制という仕組みそのものの導入につい

て、太田さんはお立場としては反対だというご意見をいただいているというところで、まず議論を整理していい

ですか。で、その対案として以前から出していただいている「中選挙区比例代表併用制」というもの。それにつ

いては、一度この前ご報告をいただいているということなんですけれども。そこは、実現を目指すベースの話と

して議論しているのか、それとも実現はどうでも良くて望ましい選挙の仕組みを提示するために、みんなに理解

されなくてもこれが必要なのだという話にするのかというところに行きついてしまいそうな議論を前回してい
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てですね。少なくても、ここでの議論て、実際の地方議員の人たちがどう考えているかとか、全然何も聞かずに

やっているという状態ですよね、こことしては。それぞれ意見交換されているかも知れませんけど。少なくとも、

政策を変えるためには国会が法律変えてくれないといけないというところで。そこで、いかに地方議会が場合に

よっては政党化されていないとは言え、地方議員たくさん抱えている与党政党とか、野党もそうですけども、と

なるとそこが理解してくれないような仕組みは、国政としては動かないという話になってくると。そう考えると、

議論としてもある意味当事者、今当事者全然関係なく議論しているので、いろいろな意味でこれからいろいろな

課題が出てくる可能性があるという議論をここでしているんだと思うんですね。なので、どういうスタンスで今

後ここからのアウトプットを出していくのかということも、そろそろ方向性を決めて、全部はすくえないので、

より望ましい、何を優先順位として選択するかというところで、そろそろ議論のターゲットを決めないと、外に

対して、話を聞いたり、アプローチができないということになってくるんじゃないかと思いますので。そこも含

めてご意見をいただけるといいかなと思います。 

太田光征：１５日の全体会議で片木さんもおっしゃっていましたけれども、この改正案が仮に通った後の見通し

のことを言及されていたかと思うんですけれども。私もそのことがありまして。そんなに抵抗なく改正してもら

えそうな案を出すというようなスタンスでいくと、そうした場合に、その後の選挙制度改正の取り組みがどうな

るのかなということが、ひとつあります。改正して、すぐにまた改正するわけにはいかないと思いますので、ど

うなんでしょうか。改正して、２～３回の選挙を経たあとでまた検証して、問題があればまた改正しましょうと

いうようなことになるのかも知れませんけれども。どういう選挙制度改正の取り組みになるのかなという気がし

ております。初めに大きな理念を打ち出して、それを追求するというケースではどうもなさそうな感じなんです

ね、今回は。そうしますと、どういう改革の取り組みになるのかと。何かその改革の取り組みが停滞してしまわ

ないかという気はしているんですよ。そういう今後の運動の取り組みとの関連でも懸念があるんですけれども。 

城倉啓：私の意見はですね。いろいろありますけれども、大きな方向性で、まあ政党を育てるということもある

かもわかりませんし、代表制民主制を鍛えるということもあるかも知れませんけれども。その意味では、比例代

表制がいいんじゃないかと。第２部門の国政の選挙においてもですね、比例代表を基礎としていく方が憲法理念

にも適うし、大まかな方向としてあるのではないかと。そして、議院内閣制を採っている限りにおいて、やはり

政党を抜きにはできないというような、全体審議会での発言もありました。そのことを考えますと、地方議会選

挙の一番小さい単位の市町村選挙においてもですね、政党を育てていくとか、グループ化を促すというようなも

のがしっかりとあれば制限連記制があり得ると、私は思っているんですね。ですので、先ほどの私自身の意見も

入っておりますが、目下の改正はこれであるけれども、いつかは市町村選挙においても比例代表制を入れていく

というような形で、理念・筋が通っていれば何とかなるのではないかと。 

 それともう一つは、地方議会選挙であるからこそのおいしいところと言いますか、利点もあると思っていまし

て。国会議員にとっては直接の当事者ではないのですね。ですから、その意味で一番小さいところから変えてい

くということの方が、通りやすいだろうというふうにも思っているんです。そのようなことで言えば、やはり時

間の後先というのがあって、改正案として通りやすいものから変えていくと。ただし、矛盾がないように、あと

で困らないように、こういうところを目指しているんだというのを抑えておけば。そしてそれは、今回の改正で

できるんじゃないかと思っています。都道府県議会選挙の話も関わりますけれども。しかし、一番質が違う太田

さんの言い方で言えば、制限連記制は論理的でないと、比例的であるかどうかが論証しにくいという意味なのか

も知れないけれども。しかし、グループ化というところにおいてはあり得ると思いますので、私はこれをやって

いったらいいんじゃないかと思うんですけれども。 

大山礼子：私もこの審議会がどういう方向を目指すかというのが、最初の問題だと思っていますけれども。私は

これだけ時間と労力を使って、理論的研究をするつもりはないです。それは、他のところでやればいいので。実
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現の可能性が全くないことのために、これだけ労力をかけるということは納得できないものがありますので、是

非実現可能性を目指していただきたいと思います。で、制限連記制って一番通りやすいだろうって提案している

んですけど、これだって大変ですよ。そう簡単じゃないです。まして我々が伺って、直感的にわからないような

制度はまず１００％通らないです。そういうことを考えると、そこの議論をするよりは、何とか少しでも通る可

能性のあるものを提示していく方が、私はいいのではないかと思います。 

それと、この資料の「Ａ」の最初の５行には抜けているので、そこをどうするかというのが問題あるんですけ

れども、「多様性を促す」というのがもう一つありますよね。それで、今日たまたまネットで見て知ったんです

けど、文京区議会とかいくつかの市区町村議会から女性議員を増やして欲しいという決議が出たんです。そうい

う議会単位で出たっていうことは非常に珍しいことなんだけれども、そういう動きもあるし。それから、市区町

村特に町村の場合は無投票当選が非常に増えていて、候補者が出ないから、今の仕組みを維持できるかという危

機感がだんだん浸透してきている。だから、総務省なんかも少し本腰を入れて地方議会の選挙制度について考え

るというようなことが、あちこちで同時多発的に出てきている状況だと思います。まあ、当然なんですけど。そ

ういう時に、理論のことじゃなくて、こうしたらどうかという、乗れるようなものを出していけば、もしかした

ら通るんじゃないかというような感覚を持っています。それから、理論的なことを言えば、中選挙区制なんて何

にも理論無いですし、それから小選挙区比例代表並立制も全く理論無視ですし、そういうものなんですよね、選

挙制度の現実のものっていうのは。なので、そこまで詰めて考える必要性があるのかどうかというのも、ちょっ

と疑問に感じています。 

城倉啓：他に何かありますか。 

三木由希子：ここで第 3部門の議論の方向性が決まるので、この会場におられる方で、もし言っておきたいこと

があるのであれば、今のうちに言っていただいた方がいいと思います。というのは、またあとから蒸し返して 

戻るということは、私はそういうことはしないですし、大山さんもあまりそういうことに時間を費やすおつもり

はないんじゃないかなと思いますので。とりあえず、事務局も含めて実務担当者も含めて、もしご意見があれば、

今のうちに、今回このタイミングで言っていただいた方がいいと思うので。はい、どうぞ。 

傍聴者 A：連記制ということなんですけれども、実際に投票する人は連記する人もいるだろうし、一人しか書か

ない人もいると思うんですね。そうなると、書かなったのは本人の責任だからということは言えるとは思うんで

すが。結果的に、1票しか入れない人と、例えば 3人連記の場合 3票入れた人とか、そういう差が出てくるので、

そういう制度は、私もちょっとどうかなと思うんですけど。 

三木由希子：権利というか、ご本人の選択だと思うんですけど。ただ、このあと選挙管理委員会の議論をしよう

ということにここではなっているのでけども。やっぱり、ある種シチズンシップ教育と言われたり、有権者教育

って言われたりしますけれども。そこに対して、例えば韓国の選挙管理委員会、名前は違いますけれども、一定

の選挙教育みたいなことをやっていたりとか。選挙制度を変えるだけじゃなく、選挙制度を変えることが有権者

の行動を変える可能性があるけれども、より機能するためにはいろいろな働きかけとか、いろいろなアプローチ

をしないと、選挙制度を変えれば解決とは言えないと思うんですよね。だから、そこは 3票あっても 1票しか投

票しないものはどうかというよりは、私たちがより権利行使ができるための社会的な取り組みということは、ま

た別にしないと、おそらくいくら選挙制度を変えても、なかなか思ったような変革につながっていかない、社会

が変わっていかないということになると思うので。そこは、いろいろな選択肢を考えてもいいのではないかと。 

いろいろな選択肢というのは、選挙制度だけじゃなくて、選挙制度を想定したより機能するための仕組みという

か働きかけを、選挙管理委員会どうするとかという議論の中でもできたらいいんじゃないかと思っているんです

けど。 

城倉啓：その他にも、事務局の者たちもいいですか。もしそれ以上にご異論というか、強い反対がなければ、市
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町村議会選挙に制限連記制を導入するということ、私の理解では７月２６日に決議されたというふうに思ってい

ましたけれども、もう一回改めてですね、進めさせていただきたいと思いました。 

三木由希子：一点だけよろしいですか。この件に関して、多分桔川さんと私は大山さんのご提案を聞きながらこ

こで議論していて、納得して、それでいこうということになっているんですけれども。北川さんと太田さんに関

しては、具体的なご意見をいただいていない状態で来ていて、そのまま決議だ決議だって決めてしまって本当に

いいんだろうかって、ちょっと疑問があって。いらっしゃっていないので、議事運営上それで仕方がないと言え

ばそうなんですけれども。一応ですね、部門の委員としてお名前が載った形でこの提案が出ていくということな

ので。ある程度ご理解をいただいた上で、進めた方がいいという気がしているんですけど。その辺のやりとりと

かってどうなっていらっしゃいます。 

城倉啓：北川委員と、太田啓子委員と個別にこのことについて話し合っていることはありませんので、ご懸念も

あり得ますので、１０月の次の審議会までには、お二人のご意見を伺って確認したいと思いますが。それでいい

でしょうか。 

三木由希子：そうですね。それは、是非やっといていただいた方がいいと思うんですが。大山さんもそれでよろ

しいですか。あと、さっき申し上げたんですけれども、方向性が決まった段階で、地方議員の人たちから本当は

いろいろと意見とかを聞いてみたい気はしています。個人的には。 

城倉啓：それは、どういう風に実現したらいいでしょう。趣旨賛同議員というのも、もちろん地方議員の中にも

おりますので、その方々に声をかけて、この審議会に来ていただくという形がいいですか。それとも、そうでな

いやり方でご意見を聴取した方がいいでしょうか。 

三木由希子：まあ、一つは例えばマニ研みたいなところと、今、北川さんを通じてつながっているので、そこの

ところで皆さんがお集まりする時間に、ちょっと時間をいただいて意見を聞いてみるというのも一つのやり方だ

と思いますし。別のところで議会改革をしているグループの運営委員と私はつながっているので、そういう違う

所で意見を聞いてみる時間を少しもらうとかというのも選択肢としてはあると思いますけれども。私は、聞いた

方がいいんじゃないかと。印象も含めて聞いた方がいいんじゃないかという気はしているんですけど。他の皆さ

んが特に必要ないんじゃないかということであれば、それはそれでいいかなとも思うんですけど。 

太田光征：私もやはり議員の皆さんの意見を聞きたいなと思います。遅ればせながら数日前に、議員の皆さんが

多いＭＬに投げて、今こういうふうに選挙市民審議会で議論されていますけれども、どうですかと意見ください

ということを投げたんです。まだ、今のところ意見はないんですが。これまで別の場で、私が元市議会議員の方

から聞いた意見では、やはり全部比例代表制にして欲しいと言っておりました。そうすれば、新しい地域政党に

属している方なんですけれども、議員を当選させていくことができるだろうと。これまで死票になっていたけれ

ども、比例代表制にすることで、議員を当選させることができるということで、そういう意見を持っていらっし

ゃいました。 

城倉啓：では、審議会の委員の方々、ご自分の関係で色々とお尋ねになって、その聴取したことを持ち寄ること

が一つのルートとしてあると。それプラスですね、こちらはこちらでとりプロ事務局として、趣旨賛同の地方自

治体議員に、次回の審議会に是非来ていただいて、意見をいただけますかという呼びかけをいたしますね。その

二つ方向のルートがあるということで、当事者の声も聴くということを実現したいと思います。それでいいでし

ょうか。はい、ではそれ以外に何かありますか。「制限連記制を、市町村議会選挙に」。「市町村議会」で正確で

すか。 

大山礼子：市町村でいいんですけど、この頃市区町村という言い方の方が多いので、これは市区町村でいきます

かね。ここのところは。 

城倉啓：では、「市区町村議会選挙」という言い方に統一したいと思います。 
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大山礼子：公職選挙法の方は市町村議会と書いてあるんですけどね。 

城倉啓：しょうがないですね。では、先に進めさせていただいてよろしいですか。「Ａ」の資料に入っていいで

しょうか。「市町村議会選挙改正案」、これを「市区町村議会選挙改正案」と直した上で、この内容について、修

正その他いろいろあったら教えてください。先ほど大山委員からありました、この５行～６行のところに、「議

員の多様性を促す」ですか。それとも「確保する」ですか。何か動詞として何が正しいのか教えてください。 

大山礼子：後ろの方で「促す」と書いてあるんですよね。４ページ目の一番下のところに、政策本位の選挙と議

員の多様性が促されると書いてあるんですよね。グループ化の方も促されると書いているので、ここを促すにす

るんだったら、「また」のあとに「無所属候補者たちの政策ごとのグループ化及び議員の多様化」という感じで

すかね。 

いきなり、そこの６行の話をするのはおかしいということになっていたんですけど。 

城倉啓：そうでした。もし仮にそういうことであればですね。最後にこの６行について議論するということで。

２ページあたりから議論を先にした方がいいわけですね。「現行法の歴史的な経緯」については、これ以上の付

け加えがありますか、大山さん。なければ、内容の方に。こんなもんで良いですか。では、内容の方に。現行法

の概要／問題点／改革課題ですね。このあたりいかがでしょうか。概要のあたりも市区町村とした方が良いでし

ょうか。はい。条文以外のところは市区町村といたします。よろしゅうございますか。 

大山礼子：２ページ目の２－３の「好意当選」てなんですか。変換ミスですか。 

城倉啓：こういう言い方があるそうなんですが。「 」にしないと通じないですか。「好意当選」というのは、票

数少なくても、ちょっとこの人いいなぐらいで受かっちゃうという、そういう言い方あるそうなんですが。 

大山礼子：そういう意味なんですね。 

城倉啓：あんまり一般的でないですか。 

大山礼子：あんまり一般的じゃないような気がします。 

城倉啓：では、どのように。「総投票に対して、得票数％でも当選可能なため、有権者の落選させる意思を実現 

することも難しい。」としますか。 

大山礼子：そうですね、その方がすっきりします。 

城倉啓：では、「好意当選」から「その裏返しとして」までを削除。これでいいですか。 

太田光征：そもそも、この事実関係というんでしょうか。要するに非拘束式の名簿式の比例代表制でも当然上位

得票者と下位得票者の票数の差ってかなりありますよね。いくら位離れていたか、ちょっと覚えていませんけれ

ども、下位当選者というのも当然いるわけで、それはそれで止むを得ないんじゃないですかね。幅のある得票の

仕方をしますから、比例代表制でも。 

城倉啓：今のご批判は、この削除したことによっていなくなるんじゃないでしょうか。「当選可能なため、有権

者の落選させる意思を実現することが難しい。」となれば、別に問題は起こらないんじゃないでしょうか。下位

当選者がいてもいいということをおっしゃっている訳ですよね。で、それは高位当選者が増えることは問題にし

ないわけですので、削除してしまいますから。ですから、あまりあたらないんじゃないですか。「有権者の落選

させる意思」、ここだけを問うている文章になります。 

三木由希子：多分ですね、全体会議でも申し上げたんですけど。これ、一般の人に読んでもらうものにするんで

すよね。なので、例えば任期中一度も来ていないけれども、議員で居続ける人がいるとか、八王子はそういう人

がいるという話ですよね。つまり議席は確保しているんだけれども、議会に一度も来ていない、いろんなご事情

で、とか。現実にこんな問題が具体的に起こっているのでどうしましょうねっていう投げかけとして、可能な範

囲で少し具体的に言えることは言った方がいいかもしれないですね。「落選させる意思を実現することは難しい」

って言われても、ちょっとなんだろうと、普通の人は思うと思うんですよ。ここはいろいろな話を聞いたり、い
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ろいろな資料を見ているので、「ああ、あのこと言っているのか」ってわかるんですけど。普通に人に原典まで

あたって調べればわかるから勝手に見てねと言っても、なかなか読んでもらえないので。ちょっとそういう表現

努力は必要かもしれないと思います。 

大山礼子：そうすると例えば少し改善されるという意味で申し上げるんですけれども、問題のある議員であって

も次の選挙で落選させるのは難しい、というような言い方の方が少し分りやすいかもしれません。 

城倉啓：はい。大山委員の言い方に倣いたいと思います。また三木代表もおっしゃっている具体的な何か分りや

すい事例があれば教えてももらいたいんですけれども、付け加えがあるかもしれません。他ありますか。 

三木由希子：それと関連して言えば、無風選挙のところも、例えばどれくらいが無投票当選だったのかとか、色々

とデータをこちらが見てやっていたので、これくらいが全国で無投票になっていますとか、平均年齢これくらい

になっていますとか、何か少しイメージが具体化できるような数字を、そんなにたくさん入れる必要は無いので

関連するものを付け加えたほうが良いかもしれませんね。 

城倉啓：はい。無投票当選については数字データを付ける。 

三木由希子：そうですね。無投票とか、高齢化とか、男性が多いとか。その辺とかも簡単にこんな状況ですとい

うのがパッと読めば分かる程度の数字を入れていただけると良いと思います。 

城倉啓：分かりました。高齢者男性によって議会が占められている辺りですね。この辺りをデータで示すと。他

何かありましょうか。 

大山礼子：その次の２－４のところなんですけれども、いきなり「１～２％の得票での当選は」と出ているんで

すけれども、これは大規模なところですよね。ですから、２－３のつながりなんですけれども、大規模の地区に

おいては投票者の 1％未満でも当選している人いますよね。１％程度の得票でも当選できるので、とか小さいと

ころはそうじゃないということを分かるようにしていただいた方が良いかなと思います。 

城倉啓：今おっしゃったのは、「大規模の市区においては投票者の１％程度の得票で当選できるので」これを冒

頭に付ければ良いのですね。 

三木由希子：それって、投票者なんですか、有権者なんですか。 

大山礼子：両方色々調べたデータがありましたね。 

城倉啓：はい。当日の有権者というのと投票者は違うものですから、やはり投票者ですかね。 

大山礼子：０．何％っていうのはもしかしたら有権者かもしれません。 

城倉啓：はい。確認いたします。投票者なのか有権者なのか。 

太田光征：これ定数を言わないとあまり意味の無い数字ですよね。定数が多くなればそれだけ低くなりますもん

ね。 

三木由希子：なので大規模の地区というような。 

城倉啓：大規模くらいの表現、負担にならない程度な。必要なら数を入れるんでしょうけれども。 

太田光征：というのも先ほど言いましたけれども、非拘束名簿式の比例代表制でどのくらい差がありましたかね。

あれだって差があるわけですから。差があることが即その正当性に疑問符がつくかどうかというとそれだって疑

問だと思うんですよ。どこまでなら少ないと言えるのかなかなか難しいと思うんですよ。 

大山礼子：比例代表でも少ない得票しかもらえない人がいるっていう、非拘束名簿の時。それは問題が違うと思

います。要するに政党がその人の品質保証をして載せてるわけですよね。ある程度責任持って載せてるわけです

けど、これは本当に例えば使い込みした議員とか、もちろん刑事罰に問われていれば立候補できないですけれど

も、そういう人でも立候補出来ちゃうわけですよ。その人に対して政党はみんな除名しているにもかかわらず出

て、たまたま新聞で名前見たから間違えて書く人とか、コアな支持者とか、関連している団体の代表だから、と

いう色々なことで投票する人がいて、ひじょうに少ない得票で当選してしまうという話なので、比例名簿の下の



12 

 

方の人の得票が少ないという話とは質が違うと私は思います。 

三木由希子：太田さんが今おっしゃっていたのって、得票数が少ない議員の正統性に疑問があるっていう表現の

仕方に引っかかっている話ですよね。つまり無所属の市民派の人たちがすれすれで通っていると得票率は当然低

いとなると、そういう人たちそのものの正統性の問題になるような表現は避けてほしいという、そういう理解で

良いですかね。 

太田光征：まあそうですけれども、大選挙区制ではやっぱり票が集中する現象が起きますので、得票の評価とい

うのは難しいと思いますので、大選挙区制であれば機械的に定数の順位内に入れば当選することでもう民意の支

持を得たと評価するしかないと考えていますので、なかなか正統性についての判断というのは難しいだろうと。 

大山礼子：じゃあこういうふうにすればどうでしょうか。２－３のところの前半は顔の見えない選挙なんですけ

れども、後半で落選させられないっていう別の話が入ってきちゃってるんですよ。なので、２－３の前半の方だ

けを顔の見えない選挙にして、２－４の正統性の疑義のところでむしろそっちの方で１～２％でも当選できるの

で、正統性を担保しづらいってどういう意味かというと、問題のある議員でも落選させられないから、というよ

うな書き方の方が問題が起きないかもしれません。 

城倉啓：なるほど。分かりました。ということは顔の見えない選挙では最初の一文が残ると。２－４正統性の疑

義のところで冒頭に「大規模の市区においては」というのを入れて、「担保しづらい」までいった後で、「単記制

により総投票に対して得票率数パーセントでも当選可能なため有権者の落選させる意思を実現することも難し

い。」これを入れると。 

大山礼子：そうじゃなくて、また同じ話になっちゃうので、大規模の所においては１％前後でも投票できるので

正統性を担保しづらいって、その一定の意義は、問題のある議員であっても次の選挙で落選させることが難しい、

を入れておけば。 

城倉啓：先程おっしゃった案を入れるんですね。「正統性を担保しづらい」のあとに丸をして、「問題のある議員

であっても次の選挙で落選させることが難しい。」これを入れるということですね。 

大山礼子：はい。その方が分かりやすいと思います。 

城倉啓：はい。分かりました。そういう意味ですね。 

三木由希子：そうすると２－３の顔の見えない選挙というところ、２－５と２－３の前半って基本的には同じよ

うなことを言っているのかなと。 

大山礼子：そうですね。 

三木由希子：ということなので、結局定数を過ぎて有権者は把握しにくいし、かつ同じ政党から複数立候補して

いるような状態なので、政策本位じゃない選挙に結果的になっているっていう話ですよね。要は多すぎるから政

策の比較がそもそもできないという問題と、それから、まあでも複数の候補者が同じ政党から立つということそ

のものが問題。 

城倉啓：今話題は２－５ですか。 

三木由希子：２－３と２－５ですね。つまり、定数が多すぎるため立候補者について有権者が把握しにくいって

いうだけだとちょっと説明としては足りないかなというところで。 

城倉啓：ただ顔の見えない選挙と、個人的なつながりは顔が見えているという意味にもなるので２－３と２－５

は一緒にできるんでしょうか。そこは私も悩みどころなんですが。 

三木由希子：顔の見えない選挙っていう言い方が良いかどうかっていう話かなという気もしてるんです。顔は看

板に貼っているから皆見てるっていう話で、でもそれ以上が見えていないということが問題なんですよね。きっ

と。 

城倉啓：どうしましょう。２－３と２－５が問題になっていますが。２－３と２－４、これも合わせてやってい



13 

 

るんですね。 

三木由希子：そうですね。２－３の後半は２－４に吸収されて、２－３の前半を。 

大山礼子：そうですね。だから「特に大規模の」で最初に置いてしまうと、利益誘導型っていうのがちょっとう

まく収まらないんですけれども。どうしましょうか。前半の方は、政策争いになりにくい選挙とかって感じにし

て、定数が多すぎるため立候補者について有権者が把握しにくくて、政策競争にならない。だけどそれで個人的

つながりで大きくても結構やってるんですよね。商店街の候補とかね。だからそうすると特に大規模のって出る

とちょっとおかしいのかなと思うんですけれども。その辺がちょっと難しい。 

城倉啓：三木さん、何かありますかお知恵が。 

大山礼子：で、さっきの正統性の話はむしろすごく投票率が下がっているとかそっちの方の話ですよね、たぶん

ね。だから特に大規模の地区においては有権者が把握しにくくて投票率が下がっているとかいう話になれば、顔

の見えない選挙につながるのかもしれない。 

城倉啓：投票率の低下を２－３で書くと。投票率も下がっている。 

大山礼子：そのために投票する意欲がわかないっていう話をそこに。 

三木由希子：そうですね。その方が良いかもしれないですね。 

大山礼子：それで２－５の政策よりも個人的つながりというのは、別に規模に関わらず政策競争にならなくて個

人的なつながりと。 

城倉啓：はい。じゃあ２－５はこのまま活きで良いですか。では、他ありますか。２－６政策ごとのまとまりが

形成されていない。そして３に行っていいですか。２はそういった修正で終えて、３あるべき姿／めざす目標／

抜本的法改正の内容、これそのものを入れるかどうかというのが問題なのですが、入れるとすればこうなるのか、

それとも他にも色々なめざすべきものや方向があるのか教えていただければと思います。 

大山礼子：ここは結構悩ましいところですよね。本当にうんと小規模の、それこそ青ヶ島のような所で比例代表

導入をめざすのかという問題も実はあるので、ここまで書いていいのかなという気はちょっとします。 

城倉啓：他どうでしょうか。 

三木由希子：例えば比例代表制を導入するっていうふうに書くと、確かにちょっと強すぎるというか、現実的に

難しいかなというところが出てくるかもしれないので、めざすべき考え方みたいな程度の表現にしといた方が良

いのかなという気はしています。なので市区町村選挙においてめざすべきものというのは、政策本位である程度

選択できるような仕組みを導入するっていうことで、その方向性はその為に比例代表制というのも１つの選択肢

っていうことくらいで今回は留めておいても良いのかなと思うんですけれども。 

城倉啓：ということは、３のあるべき姿／めざす目標／抜本的法改正の内容という標題ではなくて、３めざすべ

き考え方というふうにするということですか。そしてその中身としては政策本位で選択できる制度をめざすべき

であると。その中の１つの例として比例代表制もあり得る、くらいの書き方で良いですか。 

三木由希子：そうですね。めざす方向性とか、めざす目標とかいうことですよね。今の話は。だから、タイトル

を変える必要があるのかどうかというのはまたちょっと別問題なのかなと思って話をしていたんですけれども。 

城倉啓：では、タイトルはこれで良しとして、３－１というところで「めざすべき考え方として、政策本位で選

択できる制度へ。比例代表制も１つの選択。」こんな感じの書き方で良いですか。 

大山礼子：タイトルは「抜本的法改正」ここまで書くのはちょっと強すぎるかなと思いますね。あるべき姿／め

ざす目標、くらいで良いんじゃないでしょうか。 

城倉啓：はい。では３の標題のところ、「あるべき姿／めざす目標、めざすべき目標」ですか。「べき」かな。「め

ざすべき目標」、そして先程言っている「めざすべき考え方として、政策本位で選択できる制度。比例代表制も

１つの選択肢と考える。」こんなような書き方にいたします。 
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太田光征：良いですか。 

城倉啓：はい、どうぞ。 

太田光征：ここは本当に理念を語っていると思いますけれども、１つ言っているのは政策本位ということですよ

ね。だからそれだけで本当に良いのかと。この間の選挙制度改正の論議は、１９９０年代の時もそうですけれど

も、どちらかというとやはり政党政治をどうするかということだったり、候補者の名をどうするかということだ

ったかと思いますけれども、やはり選挙制度というのは、主権者の、国政でいえば国民主権と言いますけれども、

それを保障するものだと思いますので、その端的な１番の目標が死票の最小化などだろうと思いますけれども、

そういった主権者の側の権利を十全に保障するというのがやはり１つ選挙制度の法改正の理念として大きく打

ち出しておくべきだと思いますけれどもどうでしょうか。 

城倉啓：私は国政の方で比例代表のことは話に出ているので、ある程度一貫性を持たせるような言い方もあると

は思うのですが、ただあんまり書きすぎるとちょっと「光っちゃう」。「書き過ぎだな」ということもあるので、

先程の「１つの選択肢としてあり得る」くらいならまあ良いかなと思って間をとってる形かなと思うのですが、

まるで比例代表のことも無くなってしまうのもどうか。今後のことを考えるとですね。でもあんまり書き過ぎる

と青ヶ島のことも頭に出てくるので、１つの選択肢くらい、事例列挙くらいで良いんじゃないかなとも思うんで

すけれども。そこまで無くしちゃうと、それこそ１つの理念が、筋が無くなっちゃうように思うんですけれども。 

三木由希子：今の太田さんの話は、政策本位の選挙にするために、それをめざす方向だという説明だと足りない

という話ですよね。要はめざすべき方向は有権者の権利を保障するということなので、政策本位の選挙だけの、

という説明だけだと言葉として足りないという話を太田さんはされていると思うので、そういうことなので今ち

ょっと話がずれているなと、修正したんですけど、なので今政策本位って書いてある、そこにどういう言葉を付

け加えてほしいと思っているかっていうのを言っていただけると。 

太田光征：端的に国政に関わらず通用する言葉としては、主権者の権利を保障する、ということで十分かと思い

ますけれども。 

城倉啓：「主権者の権利を保障する」がどの辺りに。これは目指す目標だから良いのかな。 

大山礼子：おっしゃっていることはよく分かるんですけれども、どうやって保障するかっていうのを何にも書か

ないで主権者の権利を保障するって書いて何か意味があるんでしょうか。この選挙市民審議会の存在自体がそう

いう話なんですよね。主権者の権利を取り戻すわけでしょ。だからここでそれを言うんだったら、このようにし

て権利を取り戻すみたいなことがないとあんまり書く意味がないと思うんですけれどどうでしょうか。 

城倉啓：大きすぎるということでしょうか。ここに書くには大きすぎる。 

太田光征：具体的すぎますけど、死票をなるべく少なくするということを書けば具体的には分かりますけれども

具体的すぎますか。 

三木由希子：そうですね。政策本位の選挙っていうところとつながりが悪い言葉が入ってしまう感じがします。

全体にそもそも、なんでこういうことをやっているのかというのが付くんですよね。中間報告に。本文の前提と

して。だから提案されていることは全てそれを前提にしたものです、というふうに読んでもらうものになるとい

う理解で良いですかね。それはその主権者の権利の保障だとか、死票を減らすだとか、大量の死票が出るという

状況は、有権者の権利をある種ないがしろにしているという、でそこの原因に１つ選挙制度があるっていう話が

前提に入ってくるということであれば、今回ここからは削って、全体に担保されているということでどうでしょ

うか。 

城倉啓：全体審議会の中で中間答申の目次立てで言えば、いわば前書き的なものが抜けていましたが、確かに必

要ですよね。前書き的なもの。全体としてこれを目指すというのを入れないといけない。その中で言った方がき

れいであると、目次立てとして。そういう理解でよろしいでしょうか。 
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三木由希子：目次立てというよりも、読む人が何も知らずに読んで一通り理解できるものであった方が良いと思

うので、なんでこんなもの出しているのかっていう説明は当然入っているという前提で受け止めていたので、そ

こは良いんでしょうかというよりも、そうしないと人々に伝わるものにならないということだと思います。 

城倉啓：それでは３のところはどういうふうにすれば良いのかというと、原案に戻るということで良いですか。

「３あるべき姿／めざすべき目標のところで、目指すべき考え方として、政策本位で選択できる制度へ。比例代

表制も１つの選択肢」こんなような書き方でおさめさせていただきます。太田さんのご意見については前書き部

分で書くと。では４のところにいって、条文はこれで良いでしょうか。下線の所が変わっています。 

大山礼子：条文は私が作ったので中身は別として、新旧対照表みたいな方が見やすいと思います。それから他の

議論とたぶん重なってくる。他の部門の議論と。例えば４６条の「自書して、これを投票箱に入れなければなら

ない。」的なところも議論されるんですか。 

城倉啓：記号式投票という可能性ですか。具体的には第１部門で議論はなされていないと思います。 

大山礼子：でもそういうことも当然考えてくるわけですよね。だからそうすると色々なもの突き合わせて、あち

こちから出た改正案を全部まとめると、ここも直さなくちゃいけないみたいなことがあるいは出てくるかもしれ

ないので、その辺の整理を少し考えていただきたいと思います。 

三木由希子：１つ確認なんですけれども、今色んな議論が並行して行われている状態なので、条文案ってしてし

まうとなかなか厳しいものがあるのかなと。要綱みたいな形にして、とりあえず条文案は最終的にいろんなとこ

ろを含めて整理して提案するという形の方がこちらの提案がまとめやすいような気がするのですがどうですか。 

城倉啓：それは内部においてということですか。 

三木由希子：中間報告で出すと４６条はこういう改正をしますっていう話にどうしても読めてしまうというとこ

ろがあって、そうすると先程もお話しあったように、自書をするとかそこについてここだけで議論をすればいい

っていうわけでない問題があった時に、そこを整理しないままこの４６条はこうしますという提案だけが具体的

に出てしまうということになるので、要綱のような形で十分にそのまましようと思えばできるんだけれども、公

職選挙法上、追加で規定するのはこういう内容ですっていう方向に留めるっていう。 

城倉啓：中間答申全体のという意味ですね。 

三木由希子：中間答申全体かどうかは分からないです。ただここの部分に関して。 

城倉啓：ここの部分に関してということですね。 

三木由希子：中間答申で、その他でも条文の処理をどうされているのか把握していないので全体について言う立

場に私はないと思うんですね。ですからここの場合で言うとという話で今確認をしているんですけれども。 

城倉啓：第３部門において、またこの制限連記のことについて。 

三木由希子：ただ前回全体会議で話はしていませんけれども、同じようなことが他でもある場合はそれはそれで

それぞれの部門で適切に判断していただくしかないと思うので、それはそれで私はどうこう言う話ではないと思

うんですけれども。 

城倉啓：了解いたしました。ですからここは条文を掲げない方がこの部門においては良いだろうと。そういうこ

とですね。そうなりますとこの「４ 目下の法改正提言・根拠」とありますけれど改正要綱という方が良いです

か。そしてあらましを書くと。 

大山礼子：ですから４６条全部１項から載っけちゃうと、ここのところは改正しなくてよいので、みたいな読み

方されてしまう恐れがありますよね。そこにも問題ありありなんですよ。だからそうじゃなくて、４６条の４項

にありますけれども、そこのところも例えば制限連記制だと２０人以下の議会の選挙にあっては２人とか、ここ

のところだけを書けば良いんじゃないでしょうか。 

城倉啓：はい。４６条４項に関わるところでそのように変えたいというふうにまとめて書くと。 
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三木由希子：確認なんですけれども、公職選挙法にこう規定するだけで基本的にはＯＫということになるんです

か。 

大山礼子：と思います。施行規則とかあるかもしれないですけれども、それは法案ではありませんから、これを

作っちゃったら総務省が作る、みたいな感じですから。 

三木由希子：分かりました。ありがとうございます。 

城倉啓：４－１についてはそういう扱いにさせていただいて、４－２改正根拠のところはいかがでしょうか。こ

ういう書き方で良いのか、「積極的」・「消極的」なんて言った方が良いのか、教えていただきたいと思いますし、

内容も精査してください。 

三木由希子：積極的根拠、消極的根拠と言うかどうかというのは別にして、「当選議員一人あたりの得票数を、

ある程度平準化する必要がある。」っていうのはちょっと理解されにくいかなという気がしています。１人あた

りの投票できる先が増えたからといって、平準化ってちょっとピンとこないような気がするので、何か良い説明

の方法がないかなと思うのですが。 

太田光征：この考え方は制限連記制から離れて賛成なんですが、制限連記制の場合は比例的にというのはちょっ

と無理があるのではないかと思うんですよ。 

城倉啓：この比例というのは地方議会の規模に対しての票数が比例的に増えているという、そういう意味合いが

あるんですけれども。 

太田光征：自治体は規模に応じて票数が比例的に増えるのは選挙制度に関わらずそうなります、という意味でし

ょうか。 

三木由希子：単純に２０名以下だったら２名とか、そういう投票できる、連記できるという。 

太田光征：連記制の規定ですね。 

三木由希子：そうです。それを今城倉さんが説明していました。 

太田光征：それを明記しないと私のようにあれっと思う人がいるかもしれません。 

大山礼子：そういう分かりにくい部分もあるかと思うので、改正根拠っていうのはやめても良いんじゃないです

か。それで次の５なんですけれども、これは抜本的な比例代表制にした場合の話ですよね。だからそれも先走り

過ぎてる気がするので、４、５はやめて、５番の制限連記制が実現した場合の効果っていうのを書いて、もし付

け加えるならば、法改正の実現可能性みたいなところで今４－２－２に書いてあるようなことをお書きになると

良いんじゃないですか。 

城倉啓：はい。「実現可能性」っていうものを最後に付記するということですか。ですから、４そのものでは要

綱が書かれるだけということになる。改正の要綱が書かれると。で、４－２以下が無くなって、５が全体に無く

なって、ですから６となっているのが５になる。そして「目下の」ではなくて「法改正が実現した場合の効果」

という標題になり、で、以下５－１、５－２、５－３、５－４となって、５－５というところで実現の可能性に

ついてを加えると。５－５が良いのでしょうか。効果ではないですよね。効果ではないので６としますね。６と

して「法改正の実現可能性」で良いですか。 

大山礼子：はい。 

城倉啓：それが４－２－２とあるものがここに書かれる。 

三木由希子：１つはですね、「法改正が実現した場合の効果」というところは、たぶん「実現した場合に期待さ

れる効果」としておいた方がたぶん良いと思います。この通りになるかどうかというよりは、それを目指してと

いう意味だと思うので。あともう１つが、要綱みたいな形で改正案を出しますけれども、一応それの趣旨みたい

なものを少し説明するところがあっても良いと思うので、根拠ではなくて改正の趣旨みたいなものを１つ条文案

に該当するものの後ろに簡単に書いておいたらいかがですかね。 
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城倉啓：では４－１として要綱、４－２として改正趣旨、こんな風にしますか。順番が逆の方が良いですか。趣

旨が先にあって要綱ですか。 

大山礼子：趣旨には何を書くイメージですか。 

三木由希子：条文を読んでもらえるかどうかっていうところがあって、これまでの制度から、非移譲式単記制か

ら、複数の候補者を選ぶ仕組みにする、ということとか。どこまで書けば良いですかね。 

大山礼子：そうですね。確かに我々はもう自明のものとして読んじゃっているんですけれども、これを１、２と

読んでいくと制限連記制の話はまだ全く出ていないわけだから、ここで、１人だけではなく複数人を選択できる

ようにする。それを「制限連記制」。とかっていうような説明をそこに入れて、そして改正の条文案を出した方

が良いですね。なるほど。それはそう思いました。 

城倉啓：ということは趣旨が先ですね。 

大山礼子：そうですね。 

城倉啓：では４－１として「趣旨」、４－２として「改正要綱」。 

大山礼子：それでその後に、それが実現した場合の期待できる効果っていうのを出すので、そうしたら今３にな

っているもっと将来の話っていうのは一番最後にした方が良いかもしれません。 

城倉啓：はい。今３としているものを一番最後にし、それによって順次繰り上がっていく。 

だいたいそれでよろしいでしょうか。内容的なものは良いですか。今のところこんなふうになりました。目次立

てで言いますと、「１ 現行法の歴史的な経緯」、「２ 現行法の概要／問題点／改革課題」、「３ 法改正提言」

それで３－１が「改正趣旨」３－２が「改正要綱」、そして「４ 法改正が実現した場合に期待される効果」、「５ 

法改正の実現可能性」、「６ あるべき姿／めざすべき目標」。こんな形の順番でよろしいでしょうか。 

三木由希子：あと、法改正が実現した場合に期待される効果のところの今６－２とついているところなんですけ

れども、「その後政党の結成へと発展することを期待できる。」となっているんですけれども、ちょっと書き過ぎ

な感じがしてます。１つ大事なのはもっと政党ごとに政策議論がされるようになるという、グループ、政党ごと

にちゃんと政策議論がされるような、そういうことが大事で、政党の結成を促すということがこの制度のポイン

トではないかなという気がするので、ここを「政策ごとのグループ化が促される。政党、政策グループごとの政

策議論が促される。」とか、ちょっと日本語が変ですけれどもそんな感じの内容かなと思います。 

大山礼子：そうですね。「政策競争の活発化が期待できる」とかそういうのを入れたらどうですかね。 

三木由希子：良いと思います。 

城倉啓：今６－２とあるところの２つ目の部分が、「政党・政策グループごとの政策競争の活発化が期待できる」。 

他、何かありますか。 

大山礼子：それから６－４、日本語だけの問題なんですけれども、「議員の多様性を確保することが促される」

を簡単に「議員の多様化が促される」で良いと思うんですけれども。 

城倉啓：ではこのような内容でもう１回書いてＭＬに流し、個別に桔川さん、北川さん、太田さんにも送るとい

う形で制限連記制の導入についてはよろしいでしょうか。ありがとうございました。 

残りの時間で、先に日程の調整をここで行ってよいでしょうか。お二人の予定を聞いてから書いていきたいと思

いますので、１０月の市民審議会なんですけれども大山さんがだめな曜日というのを教えていただけますか。 

大山礼子：授業が水曜の午後、木曜の午後、金曜の午前なんです。水曜は２時半までなので３時半以降なら大丈

夫です。っていうのが基本ですが、いっぱい審議会みたいなのが入っちゃっているので。 

城倉啓：１０月１３日が私どもとしてはありがたいんですが、三木さんは遅い時間。 

三木由希子：６時から同じ議員会館内で会議なので、５時までは大丈夫ですけれどもその後は無理だと思います。 

城倉啓：木曜日何時くらいなら。 
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大山礼子：それが５時５０分まで講義なんです。 

城倉啓：分かりました。火曜日であれば三木さんは４時半以降はＯＫということなんですね。１８日、２５日の

火曜日４時半以降はいかがでしょうか。 

大山礼子：２５日なら大丈夫です。 

城倉啓：じゃあ１０月２５日を中心に、ここで当て込んで４時半からで他の委員の方に回してよろしいですか。

ありがとうございました。 

それでは都道府県議会の続きの議論に移りたいと思いますけれども、資料をつけております。あ、い、うとい

うところですけれども、都道府県議会選挙、以前紹介いただいた資料から参考にして、今までの論点を整理して

おりますが、前回までは比例代表制でいこうではないかというところまでは合意したと。けれども比例代表の種

類が様々あると。傍聴の方から単記移譲式比例代表というのも提案されていますし、太田さんからはＣ）非拘束

名簿式と移譲式を組み合わせている、こういうご持論も提起されています。それと全県一区なのか選挙区を設け

るのかというところも議論が分かれているところでございます。関わるかもしれませんけれども、無所属候補を

どう位置付けるかということも。それと２面にいきまして、阻止条項のことはあまり話し合われていないですけ

れども設けるのかどうかということ、それとジェンダー・クオータを打ち込んでいるのかどうかということ。あ

と大山さんはこれはあまり大した議論じゃないとおっしゃったんですけれども、議席の配分方法、ドント式なら

知っているからそういう意味では分かりやすいのか、資料を見ますとサンラグとか修正サンラグなども出ていま

すので、その辺りも考えるべきなのかどうか、そんなところが今のところの論点としてあるのではないかなと思

います。時間も少ないので皆さんのご意見をうかがいたいと思いますがいかがでしょうか。 

それで、都道府県議会選挙シミュレーションというわけでもないですけれども、いというところ、エクセルファ

イルの方ですね。鳥取県議会選挙と東京都議会選挙についてちょっとした分析を試みてみましたが、鳥取の場合

無投票当選が５人いるんですね。３人区で１つと、１人区で２つあるわけです。ですのでどういうふうに計算し

たと思うかと。それとですね、鳥取の場合の肝は無所属が、開票時点で無所属だった１０名の人が当選している

んですが、その後８名が自民、民主、希望に会派入りしているんですね。隠れ無所属と言いましょうか、そうい

った現象があるというのが鳥取県議会の現状でございます。２０１５年の選挙です。東京都の場合無投票当選と

いうのは無いんですけれども。 

全県一区で単純比例した場合というのを仮に付けておきましたけれども、こんなふうで、過剰代表に自民党が、

第１党のところがなっているなというところが見えると思います。 

都道府県議会選挙について何かご意見あれば教えてください。 

大山礼子：都道府県議会選挙の現状の、もし今日ご準備いただいたような資料を書くとしたら、現状の問題点と

いうのも書かなきゃいけないですよね。それで、現状の問題点はものすごく定数にバラつきがある選挙区が野放

図に作られているということだと思うんです。で、かつては郡市の区画による、というのが入っていたのでゲリ

マンダーは避けられたんですけれども、市町村合併の影響で郡がほとんど残っていなくて、郡市の区画によると

飛び地ができてしまう、ということがあってそれも取っ払ってしまいましたので、本当に各都道府県がかなり恣

意的に作れるようになっています。そこがもう大問題で破たんしていると私は考えています。そういうこと考え

ますと、選挙区を設けるのは無理なんで全県一区でやるしかないんじゃないかと思います。なるべく実現可能性

を考えると名簿式比例代表制ということになるでしょうけれども、完全に拘束名簿でやるのは、出来れば良いで

しょうけれども、たぶん難しいと思います。個人を指名したいということもあるので、で、3 つ今まで議論して

きましたけれども、それとは別に全く非拘束名簿にしておいて、だけど政党がこの順序で良いですかということ

を聞いて、それでＯＫな人は丸をつけてくださいみたいなのも良いかなと思っています。だから一応順位をつけ

たい政党は順位をつけるけれども、それは嫌だから私はこっちの人を選びたい、というのも選択できるような投
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票方式が良いかなとちょっと思い始めました。 

それからドント式の話ですが、ここはもちろん細かい話なんだけれども議論の価値があるんですが、国政と違う

ことをやらない方が良いと思うので、むしろ国の方の選挙制度を議論されている部門の結論を待つということで

良いんじゃないでしょうか。 

城倉啓：ありがとうございました。非拘束名簿式かつ政党提案というのは、ここで言うと名簿式比例代表の「い」

を採りながら、単記移譲式比例代表制でオーストラリア上院がやっていますけれども、その中に政党の附番ひな

型、これですよね。これを合わせた形と理解して良いですか。 

大山礼子：はい、そうですね。 

城倉啓：他に何かありますでしょうか。選挙区を設ける、設けないという話はどうでしょうか。1 人区から 17

人区まであるというのが現実です。それは政令市とちょっと似ている状況です。以前あったのは「選挙区を設け

た方が、資力が無い者に対して配慮があるんだ」という議論だったと思いますけれどもどうでしょうか。北海道

が 1番広くなるのかしら。 

非拘束式というので、以前に傍聴の方がおっしゃっていたけれども今みたいなもの、政党の附番も選べて、個

人も選べて、これどうでしょうか。 

傍聴者Ａ：それなら良いと思います。 

城倉啓：よろしいですか。ありがとうございます。 

三木由希子：そうすると選挙区を設けるのは難しいということで確認をしてしまって良いでしょうかね。それで

も選挙区を設けるべきという有力な案があれば出していただく必要があると思うんですけれども。 

城倉啓：はい。選挙区を設けにくくなりますね。 

三木由希子：現実的には無理なんじゃないかというのが大山さんがおっしゃっていることでそれは自治体区域に

こだわると絶対に無理だと私も思います。 

城倉啓：それと先ほど無投票当選の話をしたのもそこと絡みまして、全県一区であれば無投票当選というのはあ

り得ないんですね。だからそこを解消できるというのも法改正の1つの根拠、趣旨になってくるかなと思います。 

では今までのところよろしいでしょうか。非拘束名簿式比例代表制と政党の附番ひな型を合わせるような形で全

県一区の比例代表制、こういったものを据えていきたいと思います。 

三木由希子：説明の仕方を考えなければいけないかなと思っているんですけれども、要は非拘束名簿式になると

自分の名前を書いてという選挙になるわけですよね。だから政策のグループ化からまた離れるという問題があっ

てやや矛盾があるような話になる可能性があるかなと思っているので、どういう説明をすると良いのかなという

ところが私は引っかかっています。どうなんでしょうか。 

大山礼子：そうですね、説明の仕方なんですけど、最初に名簿式比例代表制にしますと言って、だから投票は政

党なりグループに対してするんですと。だけどその中で誰を選びたいかということもそれをやりたい人は選べる

ようにします。ですがその個人票の争いだけで決まるのはちょっと問題なので、附番ひな型にしてそれを有権者

が選択する。ある程度グループ、政党の形式に信頼する投票の仕方も可能である、ということなんじゃないでし

ょうか。 

現在は参議院の非拘束名簿式っていうのは政党名も書けるってことになっているけれども、政党名を書いた人の

投票も結局個人得票が多い人の順で当選することに寄与してしまっているわけですよね。そこも実はおかしいわ

けですよね。だからそれを避けるために附番ひな型にする、と。 

城倉啓：他何かありますか。太田さん。 

太田光征：ここに書いてある論点にあるように、要するにシミュレーションしましたけれども、例えば松戸市議

会議員選挙に単純比例代表制を適用すると現在の大選挙区制よりも若干死票が増えてしまいますので、当然県議
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会選挙に比例代表制を適用すれば、小選挙区制が減って死票は大きく減るんですけれども、無所属候補が大量に

立候補しますので、それに投票した票が大量に死票になってしまうという問題をどう評価するのか、ですよね。 

三木由希子：これって政党ってなっていますけれども、1 人政策グループとか、政党というのが今の国政政党ベ

ースではない前提のものであるということとかは、割と丁寧に説明しないと理解されにくいかもしれないですよ

ね。例えば無所属の共通する政策のある人は、今選挙区で分断されているものが一緒に政策グループを作って出

るっていうこともできるわけですよね。そういう意味ではどうしても比例代表の政党って国政選挙をイメージす

る方が多いと思うので、趣旨を説明しないと理解されにくいかもしれないですよね。無所属はたぶん 1人で出る

とすごくシビアな結果になるという話だと思うんですよね。1 人でよりは政策グループが作れるのであればそれ

を促した方が良い側面もあるわけですよね。だからそこは完全に 1人でやるんだという人の選択も阻害しないで

すけれども。 

城倉啓：おっしゃる通りで柴崎さんが書いてくださった意見の中に附番の話というのは彼が単記移譲式のところ

で言っているんですけれども、この資料で言いますと、４）無所属候補の位置づけのＢ）というところで、無所

属は政党の附番ひな型に位置づけ「られうる」。「られる」かどうかは分からないとしても、「られうる」という

形で政策グループ化を促しているという形だと。だから三木さんがおっしゃっていることを書き込まないとまず

いんじゃないかと。そして国政政党で言うところの政党要件とは関係がないというのを大前提に書かなくてはい

けない、ということなんだろうと思います。そういう形ならば配慮されていると思います。 

お約束の時間になっているんですけれども、まだこれは継続審議ということでしょうか。大山さんに聞きたいの

はジェンダー・クオータは入れないという理解なんでしょうか。 

大山礼子：入れるとなるとこれまた大変なんですね。どうやって入れるかというのが。とりあえず少しましにな

るという意味では、名簿式で附番ひな型であればかなり改善されると思うので今回はそれで良いのではないかと

思っています。 

城倉啓：はい。阻止条項については。 

大山礼子：阻止条項は国政の場合はバラバラになると議院内閣制が持たないという話なので、二元代表制のもと

ではいらないのではないかと思います。 

城倉啓：二元代表制だからいらないという理解で良いですね。 

大山礼子：はい。 

城倉啓：では大体今日のところはそのような形で。議席の配分方法につきましては、これから丁寧に議論するん

でしょうけれども、それは第２部門の国政に合わせるというような形でいきたいと。あと政令市議会選挙と似た

傾向が出ているものですから、いろいろな定数が雑多にある。両者は、私が見たところ共通点ばかりでそんなに

相違点を感じなかったんですね。ざざっと見ると。何が問題なんでしょう。 

大山礼子：例えば静岡なんかはこれ見ますと、選挙区定数が１３から１７で揃っているんですよね。で、ここは

ここだけを見ればそれぞれの選挙区の中で制限連記制をしても良いのかもしれないんです。そこら辺はちょっと

引っかかっていたんですが、政令指定都市の内こういうのは、っていう括り方はすごく難しいので、もうこれは

都道府県と同じにした方が良いんですね。きっとね。 

城倉啓：そうおっしゃっていただけると助かります。多分にだいたい大小関係に含まれると思うので、政令市議

会選挙については都道府県議会の改正案をそのまま生かすような形、並べて書いても大丈夫という形が良いので

はないかなと思っています。 

今日のところはそんな形でですね、次回の審議は都道府県議会選挙改正の、今回の市区町村議会選挙改正案と

同じような体裁で清書ができるか、頑張ってやってみますけれども、それを話し合うと。それと三木代表がおっ

しゃいましたけれども、首長までいくのかなという話がありますので、そこは代表にお任せいたしますが都道府
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県議会と政令市議会選挙までで良しと次回なれば、今回の中間答申においてはそれで良いのかなという風には思

います。 

三木由希子：次回にそれを決めるんですかね。やるんだったら次回に議論しないと間に合わないって話になるん

ですよね。なので今日の時点でやるならやるって決めないとたぶん無理で。私はそれは欲張り過ぎて無理なんじ

ゃないかということで、一応前回の全体会の資料の中には目次として入っていましたけれども、今回は第 3部門

は取りやめるという判断を今しても良いかなと思うんですがいかがですか。 

城倉啓：どうでしょう。大山さん。 

大山礼子：賛成です。 

城倉啓：今回は取りやめるということに賛成ということですね。ですので、今回の中間答申までに目指すのは、

都道府県議会、政令市議会選挙までという形で次回に臨むと。で、次回部門の決議が必要とされますので、何と

かしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今日もお忙しい中本当にありがとうございました。 


