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2016.11.15選挙市民審議会第 3部門第７回会議議事録               

日時：２０１６年１１月１５日（火）18：20～19：50 

場所：衆議院議員第２議員会館 第２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・桂協助（第２部門委員） 

陪席地方議会議員：伊地知恭子（社会民主党多摩市議会議員）、高橋昭彦（公明党世田谷区議会議員）、 

         中妻穣太（民進党板橋区議会議員） 

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、富山達夫、吉野健太郎 

書記：岡村千鶴子、吉野健太郎 

 

城倉啓：少し遅くなりましたが、市民審議会第 3部門会議を始めたいと思います。本日は、地方議会議員の皆さ

ん、多摩市議会議員の伊地知恭子さん、板橋区議会議員の中妻穣太さんが来てくださっています。また二つご意

見をいただいております。自民党の中野区議会議員の加藤拓磨さんと長野県上水内郡の高森町議会議員の中川賢

俊さんから頂いておりますので資料につけております。ご参照いただければと思います。生活者ネットワークの

方もお二人お出でいただいております。 

 今日は、桔川さんがお休みということで、私の方で司会を担当させていただきます。それでは、三木代表から

ひと言よろしくお願いいたします。 

三木由希子：前の会議が長引いて、遅れまして申し訳ありませんでした。年内に全体の審議会で中間まとめをす

るということになっておりまして、今日が第 3部門としての最後の会になるかと思いますので、なんとかまとめ

たいと考えております。今、城倉さんからもお話しがありました通り、この部門で扱ってきたのが地方議会の選

挙改革というものがテーマにありまして。地方議会の選挙改革というのは、国政の選挙制度改革と比べて一般的

にほとんど議論がされていない、馴染みのないテーマなのかなとも思っています。だからこそ議論しなくていい

という話ではないので、議論してきたという経緯があるんですけれども。ただ全体的に言えば、社会の中での議

論を蓄積がそんなに共有されていないという状況での提案ということもありまして。今日は、賛否も含めていろ

いろと忌憚なくご意見をお聞かせいただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

城倉啓：ありがとうございました。市区町村議会選挙改正案というものが、前回までに修正を受けたものがあり

まして、どの部分が修正されたのか、若干の説明をして、議員の方にご意見を伺いたいと思っております。 

私たちの改正の大きなポイントは、制限連記制を導入しようということ。それは、大選挙区はそのまま、選挙

区はいじらないと。今の選挙区のままで、この１ページ目に書いてありますように議員定数２０名までは２名、

３０名までは３名、４０名までは４名、４１名以上は５名。このように公選法の４６条を改正するということが

趣旨でございます。それによって、有権者の投票に対する意識を高めて投票率を押し上げたい。あるいは、無所

属候補者たちの政策ごとのグループ化、および議員の多様化を促すということでございます。前回と若干変えた

のは、「市町村選挙」という言い方を「市区町村選挙」という言い方に改めたということです。それと「無風選挙」

の具体の数字を入れ込んだということ、２ページ目の２－２のところです。それと、「顔の見えない選挙」という

ところを整理しました。また、「問題のある議員」というのが２－４正統性への疑義であったんですが、例えば一

度も議会に出席しないなどの実例をあげました。そして、改正のところを条文については、あまり縛るのは良く

ないので、条文は掲げないで要綱レベルに収めているというところ。「法改正の実現可能性」というところを、最
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後に載せて、現行の大選挙区非移譲式を大まかに踏襲しているため、激変を回避していると。こういった改正案

を今までのところで作っているわけですけれども、これで前回の議論を受けていたと思います。この内容でよろ

しゅうございますか、大山さん。 

 で、せっかく当事者の方いらっしゃいますので、これについて伺えたらと思います。来た順番で、伊地知さん

よろしいですか。 

伊地知恭子：多摩市議会議員の伊地知恭子です。意見をということですけれども、私もこちらに出席させていた

だくのは２度目かと思います。途中の経緯を今急いでこちらを読ませていただきましたが、経緯とかわかってい

ませんので、とんちんかんなことを申し上げるかも知れません。 

 この制限連記制というのは、私ちょっと考えていなかったんですが、ぼんやり自分なりに選挙制度変えたいな

と思っていた時に、点数制ということはできないかなと思っていたんですね。それは、私たちの議会で市民委員

などの有識者を交えた検討委員会で意見をまとめるときに、一人１点ではなくて、一人に６点をお渡しして、３

つの案件について順位を定めるということをしたときに、１点じゃない所が面白いなと思ったんですね。３つの

アイデアに対して、０・０・６と入れることもできるし、２・２・２と入れることもできる。これは、選挙では

なくて、あるアイデアに順位をつけることですから、イコールにはならないですが。これは、なかなか面白いこ

とだなと思いました。そういった形で選挙にこれを応用できないかなということを、ぼんやり考えていたところ

でしたので。ベクトルは逆だろうと思いますが、逆というか違いますけれども、制限連記制というのもそういう

意味で、一人ではないというところで非常にユニークと言うか、それだけ民意が反映しやすくなる可能性がある

のかも知れないと思いました。ただ、その場合には本当にここにありますけれども、ある程度政党政治的な土壌

ができていて、有権者がはっきりとこの人とこの人の政策なり主義主張が似通っている人を、はっきりと選びや

すい。なおかつそれが今までの、私は自民党支持者だから自民党入れるわとか、公明党だからっていう、失礼な

言い方かも知れませんが、議員個人の考え方とかその人の資質だとかというところを全く見ないで投票してしま

うタイプの有権者にとって、これはどのくらい有効だろうかという疑問が残ります。 

 実は、私たちの選挙区にもこの１回も顔を出さない議員というのがおります。政権与党を担うような党の人た

ちです。この方の場合は、もう介護度５になってしまったんですね。で、前は議会の最初と最後にストレッチャ

ーに乗って運ばれてきて手を挙げるだけっていう状態だったんですが、もうそれも叶わなくなりました。ただ、

そういった方でも議会として辞めさせるということはできず、いろいろありまして、今回辞めるということにな

ったんですが、そういう方でも当選なさるんですね。そういう人たち、或いはもう一つ私たちの選挙区で、非常

に私は悔しいと思っているんですが、まあ前回の統一地方選、その前の任期を重ねていたある議員が議会の中で

不正行為をしたんです。その人は懲罰委員会にかけられました。というようなことがあり、非常に問題がある方

であるのと、一般質問も全然しない方なんですね、出席はしますが。ただその人は、毎回トップ当選をするんで

す。うちの選挙区にある４つの駅すべてに必ず毎朝立って「おはようございます。」って街頭演説なさいます。中

身はともかく、街頭演説するっていうことが、やっぱりすごくインパクトがあるので、ほとんど毎回トップ当選

なさるんです。こういった土壌の中でですね、多分政党名それからまた前の出席しない議員さんは多分その政党

を支持者の人たちが自動的に入れるんだと思うんです。二つ目のトップ当選する人の場合は、そういった政党の

バックボーンに加えて、顔を売る、必ず毎朝駅に立っているということでそこを評価されて当選してしまうとい

うこと。私はこれを、私たちの選挙区の悔しい部分だと思っていますが。こういったことを変えていきたい気持

ちは非常に大きくあります。今の公選法に対しても、当然私は問題意識を持っています。ただ、そういった地方

議会、地方の選挙区においての、そういう問題を解決するのに、制限連記制がどの程度力を発するかというのは、

今ちょっと申し訳ないんですが何とも言えません。その一番大きな党ですから、今回６名当選なさいましたが、

そこに８名から９名候補者をお出しになるんです。だからそういう人たちが二人書けるとなっても、その二人は
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同じ政党の二人を書くと思うんですね、有権者の方は。なので、このことだけでどの位威力を発揮するだろうか

という疑問はあるということです。 

城倉啓：ありがとうございます。じゃあ、続いて民進党の中妻さんどうぞお願いいたします。 

中妻穣太：はい、本日はありがとうございます。お世話になります。私も今回初めて出席させていただいたので、

城倉さんには大変お世話になっているので、そろそろ顔を出さなきゃまずいかなと思って来たんですけれども。

最初にこれだけお聞きしたいんですが、本当に基本中の基本で申し訳ないんですけど、意見を求められて質問し

て申し訳ないんですけれども。部門審議会が三つあると、その三つの審議会が何を審議しているのかを教えてい

ただけませんか。 

城倉啓：それは、こちらから説明いたします。第 1 部門が「公選法の問題性」。第 2 部門の方は「国政の選挙制

度」、第 3 部門が「関連法制」を取り扱っております。第 1 部門は、選挙運動の自由化または政治参加のハード

ルを下げること、そういった視点で様々な規制を取っ払っていこうという、文書図画の規制であるとか、選挙運

動期間とか、供託金…これが政治参加のハードルを上げていると。こういったことをなくしていこうと、こうい

った議論がなされているのが第 1部門。そして、第 2部門が両院の選挙制度を同時に考えていこうと、各院に個

別の課題、或いは両院に共通の課題があるというような話を積んでおります。第 1・第 2ともに 9回ほどやって

おります。そして、第 3部門が今回 7回目ですか、一回第 1と第 3の合同でやっております、立会演説会のこと

やいわゆるネット選挙（電子メールだけが自由化できていませんけれども）、そういった話題を扱っていて、今度

中間答申を出そうかと。任期は来年２０１７年の１２月、２年間で３つの部門でこういう改正案を出すというよ

うな方向で今進んでおります。 

中妻穣太：基本の基ですみません。関連法制の中に、地方議会の選挙制度が入っているという理解でよろしいで

すね。始まるまでの時間で、こちらの加藤拓磨中野区議のご意見と、それから中川賢俊町議、お二人の意見を読

ませていただきましたが。立場が大きく異なるんですけれども、このお二人のこういう文章を書く気持ちという

のはとてもよくわかるんですね。さすが、現場でやっていらっしゃる方は、私から見てですけれども、説得力が

ある、血肉が通った文章をお書きになるなぁという印象を持っております。 

ここに現在、今出ている話だけで、話をして恐縮なんですが、都道府県議会選挙、政令都市議会選挙、それか

ら市区町村議会選挙の改正案、大変ラディカルな、現職の政治家をやられている方々が、パッとこれを見たらま

ずギョッとする。エッ、本当に？という案が出ておりまして。こういうところから議論をするというのも大事な

のかも知れませんが。どうしても現役の区議会議員として感じることはですね、常に政治的リアリティというも

のを考えざるを得ないですね。確かに理想としては、こういうふうにしたらいいよね、というような議論とかい

ろいろあり得る、それはしっかり議論していただいて構わないかと思うんですが。では、どうするというタイミ

ングがいずれ必ず来る。そこでどうするかという話を、どうしても考えざるを得ない。現状、例えば中川高森町

町議のご意見として、その気になればすぐ可能な改革として、供託金制度や戸別訪問禁止制度廃止、被選挙年齢

引き下げとこの辺はなるほどなるほどと、これに加えて文書図画配布の解禁あたりはすぐに考えつくし、すぐに

できる、私としても是非やりたい公選法の改正で、こういうところは共感できる。こういうことをやっていく中

で、投票率の改善ということが、最大の眼目であろうと。投票率が改善されると、多くの問題が解決に向かうと、

少なくとも改善されるだろうと。そこをメインターゲットに置いて話を進めていくというのが、私がもし考える

のであれば、公職選挙法の実際の改正に向かっていくための、一つの政治的リアリティを踏まえたやり方かなと

いうふうに思っております。そういう中でですね、先ほどの伊地知議員のおっしゃっていたことと被るんですけ

れども、こうした限定複数名投票、或いは都道府県議会における非拘束名簿式ということによって、投票率が向

上すると言えるのはなぜか？ということが、ちょっと腹に落ちていないというところです。 

現在、板橋区議会は４６人定数で、前回の区議選では６１人が立候補しました。６１人の顔がバーッと公営ポ



4 

 

スターに並んでいる中で、何も知らない人が見たら呆然としますよね。なんじゃこれっていう中で、一人選ぶこ

とすら難しいのに、２人・３人・４人選べと言われて、そこで果たしてどういう改善効果があるのかというのが、

申し訳ないですが素直に考えて感じるところでございます。やはり主眼としては、いかにリアルな住民の声をく

み取ることができるかということ、そしてそれが政治的リアリティを持って、なるほどそれは実現できると、そ

れは超党派で協力できるよねというような、そういった筋道が見えているということが、実際に変えると、改革

の実現ということにあたっては大切なポイントかなぁというように感じました。というのが、これを見ての単な

る感想でございますので。それを受けて、この市民審議会でどうお考えになるかは、まだいろいろあろうかと思

いますが、感想としてはそんなところでございます。 

城倉啓：ありがとうございました。伊地知さんのご意見と加藤拓磨さん（中野区議の方）のペーパーの裏の真ん

中あたりに「３人投票できるのであれば、せめて１位が３票分、２位が２票分、３位が１票分などの重みがなけ

れば、無駄に活動地域を広げ、政治家の質を下げることになる。」などと書いてあるのは、ある種のボルダ投票と

言いましょうか、得点を入れて投票するということを示唆しているのかなとも思いましたけれども。お二人のご

意見や、この町議や区議のご意見なども参考にしながら、いかがでしょうか。大山さん、三木さんカウンターコ

メントがありましたら。 

大山礼子：ここでは、もういろいろ議論してきたことなので、繰り返しになってしまうんですけれども。こうい

うものを出すと、反対意見が二つあって。同じものを出しても、過激すぎるから駄目だという方と、理論的すぎ

るから駄目だという方と両方いらっしゃる。今日も伺っていると、どちらかと言うともうちょっと変えた方がい

いんじゃないか、ですね。じゃないですか。 

中妻穣太：そういうことでもないんですよね。 

大山礼子：むしろ、これも過激すぎる。 

中妻穣太：過激すぎるかどうかということを、あまり云々するつもりはなくてですね。 

大山礼子：さっき、ラディカルだっておっしゃったから。 

中妻穣太：まあ、それはそうなんですが。議論はいろいろあってよろしいかと思います。この市民審議会として

こういう答申を出すということも構わないと思いますが、それで次どうするということについて、政治的リアリ

ティが私には見えない。一言でいうとそういう話になります。 

大山礼子：まず市区町村の方を申し上げると、点数付けるとかいうのが良いというのはわかるんですが、それは

いきなりではとても大変だろうと。このぐらいなら、少しは何とかなるんじゃないかという提案です、基本的に。

それじゃあ効果がないか、どれくらい効果があるかというのは、やっぱりやってみないとわからないというとこ

ろがあります。 

ですけど、先ほど言われた一人選ぶのも大変なのにとおっしゃるのは多分ちょっと違うので、これはそこまで

というので、ひとり選んでもいいんです。だから、難しくはならない。ひとりだけしか選びたくない人は一人選

ぶ、おそれが制限連記制です、まずそれが一点。 

それから例えば２名とか３名とか選ぶことになりますと、立候補者の側は私たちの中から選んでくださいとい

う運動をするようになるはずだと思います。それは経験していらっしゃる方からもそういうご意見いただいてい

ます。そうすると逆に選びやすくなる可能性もあるということです。 

そこ二つ申し上げておきたいのと、あとは投票率上げるにはどうしたら良いかとおっしゃいますけど、投票率

上げるにも選挙制度変えた方が早いと、私は思います。もう、かなり見放されていますよね。私は地方議会って

絶対必要だと思いますけれども、要らないって言われていますよね。それを変わるんだよということを、何か見

せないともたないと思っています。変わるということを一番簡単に見せる方法は、投票の仕方を変えるというこ

とです。そうすると、今度こういうふうに変わるんで、やる気があるのかと思う。それを期待しています。もち
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ろん、そういかないかも知れません。でも、ほかにどういう方法があるのかということを、逆に伺いたいです。 

中妻穣太：えーとですね、先ほど申し上げた通り、まず変えることが重要。昭和２０年代に決まった公職選挙法、

これを絶対変えなきゃいけないと思っているので、私はここに来ております。まずやらなきゃいけないのは、民

主主義を機能させるためにどうすればいいかと。それはすなわち、ひとりひとりの有権者が政治を変えることが

できるんだという実感を持ってもらうということが重要で、そのためには今、政治がどうなっているのか、地方

議会が何をやっているのか、大変重要な議論をやっています。本当はもっとマスコミにバンバンやってほしいく

らい、非常に重要な議論をしているんですが。限られたマスコミのリソースの中では、国政の話題ですら、なか

なか重要なポイントが報道されないということがままあります。そういうところに少しでも手を入れるために、

戸別訪問禁止の廃止、実際私がお宅に行ってしゃべることができれば、こんなにいいことはない。そして文書図

画配布の解禁、これも当然。今時プリントパックで数万円で何全部も刷れるというのに、なんで今こんなこと禁

止しているのっていうのは、素直な思いです。更に参加意識を高めてもらうために供託金の制度の改善や、被選

挙権年齢引き下げというのは、ここら辺は本当に中川町議のおっしゃる通り。というのは、とてもよく思います。

そういうところに加えて、この市民審議会で全体に１回見直そうという取り組みをされているのはよくわかりま

す。だからこそ３部門に分けてですね、大変熱心に議論をされているということだろうと思います。それは、尊

重したいと思いますけれども、実際に変えなければいけない訳ですよね。公職選挙法を変えなければいけない、

と今おっしゃったからには、実際に変えなければいけない訳ですよ。実際に変えるために考えなければいけない

ことというのが、政治的リアリティです。これは、現在現職の多くの議員が賛成しなければ、政治的リアリティ

はない。ここを、やはりどこかで考えないわけにはいかない。そういう意味で、果たしてこの政治的リアリティ

という観点から、これはどこまで現職の議員が納得するものなのだろうかと。そう関係ありませんよというのは、

ここで審議している内はいいかも知れませんが、必ずそこを考えなければいけない時が来る。ということを踏ま

えた上で、どう次の行動をされるのかなということが気にはなるんですけれども。まず一旦は答申を出すという

ことであれば、あえてこの場であれこれ異論を申し上げる筋合いは、私にはないので、そこはよろしいんですけ

れども。次どうするのか見たいなというのが、素直な感想でございます 

伊地知恭子：一つ質問です。この制限連記制ですね、これを導入するにあたって無所属の方の場合はどのような

選挙への参加の形を考えておられるのか。もしくは例えば私が無所属で出ようと思ったときに、自分と同じ政策

グループ、自分と同じ主義主張の人と一緒に連記してもらうためには、どういうふうな活動をしていったらいい

とお考えでしょうか。 

大山礼子：比例じゃないので、無所属の方の選挙のやり方というのはほとんど変わらず今通りできる。むしろ、

それができるようにというのでこういう案になっているということはあります。 

伊地知恭子：おそらく、それが今思っていらっしゃる理想の通りの選挙になるためには、やはり、鶏が先か卵が

先かみたいな話になりますが、選挙民が非常に選挙に関心を持っていて、かつ候補の主義主張・マニフェストを

熟知していて、これだったら、例えば民進党のＡさんと無所属のＢさんを私は書きたいと、その位に醸成されて

くると、非常に大きな意義もがあると思うんですが。そういう意味では、やはり私は、同じような主張になって

しまうかも知れないんですが、この中川議員のおっしゃること本当によくわかるんですね。私も、皆さんのこう

いう選挙制度を変えようという努力とかって、非常に素晴らしいことだと思いますし、ましてや困難な道を一生

懸命進んで敬意を表しますし、それは私たちも本当はもっとやらなきゃいけないことなんですね、議員としても。

ですから、このことを否定している訳ではないんですが、まず最初にやらなければいけないのは、本当に戸別訪

問ですとか、文書図画の配布をもっと自由にさせてもらって、私たち議員、あるいは議員候補者の思いや考えを

少しでも広く知ってもらえるようにする、関心を持ってもらわなければいけないし、私たちも今より自由に発信

できるようにする。 
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城倉啓：はい、もうちょっと説明した方が良かったですね。第１部門の中間答申がどの位まで決まっているかと

いうことですけれども。おっしゃっていた、戸別訪問の自由化…これは入っております。完全自由化です。供託

金につきましては、完全廃止です。すべての選挙において。それと電子メール選挙運動も自由です、文書図画に

関しても。それと、方向性といたしましては例えばポスター掲示です、公費負担の問題も突っ込んで話しており

ますが。今回の中間答申には出てこないですけれども、議論の中に出ているのは、ポスター掲示というようなや

り方はちょっとしないでおこう。じゃあ、何にあてがうのかというのを議論しているところです。固まっている

ところで言えば、立会演説会の復活と、それだけではなく第三者主催の政策公開討論会をできるようにするとい

う形、ですから有権者の知る権利をもう少し保証することと、逆から言うと候補者の発信。それを保障するとい

うのを、第１部門ではかなり固まって、最高裁判例とかいろいろと付けながらですね、打ち出す予定でございま

す。そして、私どもの見込みとしても政治的リアリティという話で言ってもですね、第１部門が一番早いだろう

と。これは各会派の超党派の議連も組む可能性は非常にあるだろうなと、ただその後のロビイングの議論という

のはここではあまりにも敏感な話なので避けさせていただきますけれども。おっしゃるような問題意識が全くな

い訳ではない。けれども、ここは第３部門なので関連法制について地方議会のことを先ずやっていきながら、そ

の後のことでは選挙管理委員会のあり様のこととか、第３部門がですよ。それとまた政党助成のあり方とか、そ

ういったところを私ども第３部門としては、関連法制としてしっかりと固めていきたいというような方向性で考

えておりますので、決しておろそかにしている訳ではないというふうに思いますが。特に地方議会選挙において、

戸別訪問がやはり一番大きいというか、そのような議論が中心になるということはよくわかるんですけれども、

制度のことも大事であるというふうに思いますので、そのあたりよろしくお願いいたします。ということで、三

木代表いかがですか。 

三木由希子：そうですね、元々の問題意識は個別の選挙活動のことはそもそも第１部門がやるということになっ

ていたので、ここでは議論しないという前提でずっと議論していまして。私も特に地方議会選挙の改革にすごく

関心があった訳ではなくて、大山先生からいろいろ話を聞いて、多分議論を始めなければいけないタイミングは

前に過ぎたのにまだしていないということなのかなと認識に至って、議論をここで始めたという経緯なんですね。

端的に言ってしまうと、今の地方議会の議員の選ばれ方で、選挙の運動の仕方さえ変えれば、議会の信頼とか多

数から議会が選ばれている状態になるのかというところが、ひとつの大きな問題意識だと思います。今の投票率

を考えると、選ばれなかった人の投票も含めると、少なくとも多数に選ばれていない状態の議会が沢山あるとか、

あるいは無投票になっている地方議会が沢山あるとか。２３区にいるとあまり感じないですけれども、ちょっと

外に出ると、すごく高齢化が激しいとか、政治への人材供給がものすごく偏った状態にあるとか。２３区に居る

と感じなくても済むことが、一歩そこから出るとわりとリアリティのある地域の実情と言うか、そこが住民がく

み取るという以前に、そもそも人材そのものがそういう構造になり切れていない、という問題があるということ

で。いかにそのことを変えるかという議論をそろそろしないと、そもそも政治に参加をしようという人も多分少

ないし。あともう一つ先ほど１選挙区で一人選ぶという仕組みなので、例えば板橋は沢山という、私も世田谷な

ので８０人近い候補者が立って、看板見るだけでめまいがするということもある訳ですね。そんな時に、個人を

選ぶということも結構大変なんですよね。つまりその人を選んだことによって、何がどうなるのかということの

見通しというか予測がつかない。例えばこの会派に属して、この会派に共感できる傾向があるとなると、その会

派の誰かを入れようという選択の方がより選びやすい可能性は当然ある。その中から一人だけ選ぶというのも、

それもまた非常にハードルがあるという状況なので、一人でも複数でも多分同じ問題はついて回るんだろうなと

思うんですね。それと、何に投票しているのかというのが、人に投票しているのか、何に投票しているのかが、

実は投票する時にはっきり認識をしていないで投票している人も少なくないのかなという風には思うんですね。

たまたま知っているとか、よく駅前にいましたっていうのもあるかも知れないですし。あと地域で子どもがいた
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りすると、学校とかのつながりで知り合いになったりとか、顔が見える候補者というところに入れる人も当然い

ると思いますし。もっと選択的に入れている人もいると思うんですけど。多分色々な有権者が地域にいるという

ことを考えたときに、一人だけを選ぶというのも、それなりに結構大変だというのは現実にあるというところで、

一度今の仕組みということを固定的なものにしないで、いろいろなオプションをそろそろ考えてもいいんじゃな

いか、という風には私自身議論をしながら思ってきたというところがあるんですね。なので、政治的リアリティ

というのはおっしゃる通りすごく大事で、リアリティは合理的論理的にリアリティは引き上がらないというのも、

私がこの辺でいろいろウロウロ活動していると非常に感じることでもあるので。その政治的リアリティが理論的

にこれがより妥当だよねとか、あるいは選択肢としてみて妥当だよねというのとは、多分違う力学が最終的に働

くと思うんですけれども。ただ、最終的な結論をするというよりも、まず課題をどこまで共有できるのかという

ところで、本当は議論を広げた方がいいんじゃないかなと思うんですね。少なくともこの第３部門で共有してき

たのは、今の地方議会、都市部では目立たないけれども、都市部から外れると非常に議会が苦しい状況にあると

いうことは、数字的にも現実的にも明らかなので。やはりそこから見たリアリティというのも、政治的リアリテ

ィとは別にもっと現実的なリアリティも含めてどんな議論ができるのかなという風には思っているんですね。だ

から、おっしゃっているような、この仕組みが果たしてベストかどうかということで言えば、ベターな仕組みと

してきたというところがあって。よりリアリティのある議論とかオプションがあるのであれば、それはやっぱり

いろいろと意見を出していただいた方がいいということにもなるのかなと思っています。それからやっぱり地域

の政治と言ったときに、確かにメディアの役割とかも大事なんですけれども、地域で住民の声を吸い上げて顔が

見えている関係の中で、メディアに依存する形ではない政策のあり方とかコミュニティのあり方というのは、ま

た別にあるのではないかというふうにも思うところがあって。メディアの役割非常に大事なんですけれども、多

分そういう意味では地域の問題を考えるという時にも、その議員の果たす役割とか議員を選ぶプロセスにどう自

分が関われるのかと、或いはどういう選択肢のなかで自分たちは選んだと思えるのかと。いくつかのことを、こ

うじゃなくちゃいけないとか、これからまず始めましょうという議論とは別に少し広げた議論をしてもいいのか

なという風には思っています。なので、こうじゃなくちゃいけないというよりは、むしろ今の地方議会の課題を

どう見るかというところで、少し問題意識とか課題とか、あるいはこうあって欲しいというものがあれば、是非

お聞きしたいと思います。 

中妻穣太：ありがとうございます。おっしゃることはよく分かりましたし、第３部門においてどういう議論をす

べきかということもよく分かりました。私も板橋区議会議員ですけれども仙台市出身でして、初めて板橋区議会

議員になったのは２０１１年の４月です。それがどういうタイミングなのかというのはよくお分かりかと思いま

すが、選挙前に大震災が起こりましてこれは大ごとだということで、本当に苦しい中で被災地支援もかなりやり

まして、その中で石巻市との関連が強くありまして、みなさんご承知かと思いますが大川小学校問題には深くか

かわりまして、遺族からも直接お話を聞いたり、パブコメを出したり、そういう中で当然地方政治の問題が立ち

上がってくるわけですね。石巻市というのは合併によって大きくなったところで、被災した大川小学校は旧河北

町にあたるわけです。旧河北町からの代表が出せていない。その中で一体遺族の立場に立って一緒に石巻市議会

で議論するのは誰だという時に、こないだ仙台地裁の判決が出ましたけれども、それに対して控訴するかどうか

という議案が市長から出されて石巻市議会にかかった。非常に残念な議論だったと聞いています。一夜漬けのよ

うな発言をする議員団。5年半何やってたんですか、というような。私も 1人だけですけれども石巻市議会議員

と話をする機会があったんですが、非常に残念な現状認識でした。という中で、議員の資質を上げていくために

どうすれば良いか、そして無投票なんてそんなバカなというのは非常によく分かります。そこと、現在の改正案

がロジックとしてどう繋がっているのかということについて、もう少し議論があるのかなと思います。 

で、何点か申し上げたいと思いますが、１つには政党、政策グループ本位の議論というのが地方議会の現状に
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おいてどれくらい効くのか。地方議会については大半が無所属。もちろん無所属と言っても裏では自民党党籍持

っていたりとか、隠れ何ちゃらというのが多いのが現状なんですが、そういう中で政党本位政策本位で選べと言

われてもなかなか困るというのが実態なんではないかなと、もうちょっと言うとですね、これはあんまり詳しく

言うことはできないんですけれども、ある政党の、所属のグループが全員信頼できるのかという議論がありまし

て、板橋区議会でも色々起こっていまして、野党共闘なんて話もありますけれど、なかなか素直にそうですかと

言えないような状況になってきてしまっています。正直この人と話すくらいなら自民党と話し合った方が良いと、

いう位のことがありまして、政党本位、政策グループ本位というのがどこまで大丈夫なのかということについて

は議論がある。人物本位で選ぶのが人事っていうものではないのか。人事の究極が選挙だと。公的機関における

究極の人事が選挙だと考えるのであれば人物本位で選ぶのが本当じゃないの、というふうに私は感じるところで

もあります。で、この人は本当に信頼できる、そういうことを選ぶためにどうすればいいのかという議論なんで

はないのかというのが個人的な印象です。 

もう１つ。無投票を避ける。それこそ人事ですからもっと優秀な人材を得ようと思うのであれば、やはり報酬

を議論しないわけにはいかないのではないのでしょうか。例えば無投票を避けたいのであれば、1 番単純な方法

を言えば議員報酬倍にしたらどうですかと。私 23 区の議員なので、自分の給料上げようとしているんじゃない

かと言われるのを避けるためにですね、23区は後回しで良いです。けっこう多めに比較的いただいていると思っ

ていますので。非常に少ない報酬、政務活動費で喘いでいる地方の市町村の議員報酬、政務活動費をもっと上げ

なきゃ、市政レポート１つも出せませんよ。今の現状では。こういう議論は今までなされているのかどうか。こ

れは第 1部門なんですかね。 

城倉啓：ありがとうございます。最後のご質問からお答えしますと、第 3 部門で随分初期の頃論点出しをして、

どれから先にやろうかと優先課題の議論をしたところで、議員の待遇についてというのは議論になりました。そ

の時に国会議員の方もたまたま陪席していただいていた時だったので。少なくともこの審議会で射程に入れてい

ないかというと、射程に入れているということと、もう１つそれは民主主義のコストと言われるもの、その中で

議員報酬というのもきちんと位置付けて、ですから資力の無い人が立候補できないということも困るし、立法活

動ができないというのも困るという問題意識はありますし、具体的には議員年金、年金も復活させても良いんじ

ゃないかというような意見も審議会の中でありました。それは報酬を上げるという議論の方向性、一緒の話だと

思っていますけれども。ですので全く視野に入っていないわけではないけれども、後で議論しますとそういう意

味ですね。 

中妻穣太：ありがとうございます。あんまり喋ってはいけないので、今のお答えに対しての補足だけにしておき

ますが、ぜひ検討していただければと思います。人が来ないというんだったら給料上げるというのが 1番自然な

発想だと思いますし、大変厳しい中でやっているということはぜひご理解をいただければと。雇用保険もござい

ませんし、退職金もございませんし、落選したら本当に丸裸で捨てられる、そういう仕事です。現在はおっしゃ

る通り国民年金、国民健康保険でございまして、もし今私落選したら生活保護を考えなきゃいかんと、そういう

状況でございます。ただ、議員年金が廃止になった理由というのは、地方議員について言えば年金自体の維持が

難しくなってきた。やっぱり定数削減によって全体の人数が減ることによって 1人の掛け金が上がり過ぎてしま

うんですよね。これでは維持できないということで国民年金制度への移行が行われてきたという現状ですので、

議員年金を復活させるということになると、じゃあどうやって掛け金という話が戻ってきてしまうので、考え始

めると単純ではない議論でございますけれども、そういうところをご配慮いただいているというのは嬉しく思い

ますので 23 区や政令指定都市は後でも良いのでぜひ全体としての底上げを考えに入れていただけたらと思いま

す。 

城倉啓：ありがとうございます。この会議室が 19 時 45 分までという縛りがありまして、5 分くらいまでなら、
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50 分くらいまでなら何とかなるかもしれませんが、都道府県議会選挙の話もしないといけないなとも思ってい

るんですが、公明党世田谷区議の高橋昭彦さんもいらしているので、せっかくですから市区町村議会選挙の改正

案についてのご感想を一言いただけたら嬉しいです。 

高橋昭彦：遅くなりすみません。会議が延びてしまいまして。世田谷区議会議員をしております高橋昭彦と申し

ます。初めまして。ひょんなことから城倉先生とお会いしまして、私が通っていたもう何十年前でしょうか、幼

稚園の園長先生からメールをいただいて何が起こったのかなと思いまして、幼稚園を卒園して以来なかなか足を

踏み入れることがなかった場所でしたので、メールをいただいてともかく久々に幼稚園に行けるなと思ってうか

がったら、こういうお話をさせていただいて。びっくりしました。本当にありがとうございます。 

世田谷区議会議員になって今４期目です。公明党で今区議会の幹事長をさせていただいていますけれども、選

挙制度というのは地方議会においてはなかなか変わるものではない。そんな中で国の選挙制度というのはだいぶ

変わってきたりしてですね、これ良いのか悪いのかよく分からない状況になってきていると思うのですが、その

時にも城倉先生に教えてもらった、１票制でないというのがおもしろいんじゃないのかと。そのことによって、

もっといろんな方々に投票する機会というのが得られるんじゃないかと。１人を選ぶというのは非常に難しい話

ですよね、っていう話をされました。ここにいっぱい記載していただいている世田谷ですから、８０何人立候補

しますから掲示板は本当に賑やかですね。自分がどこにいるかも見つけるのがなかなか難しいんです。ですから

私ここの左から何番目の上から何番目に貼ってありますよって言ってもなかなか皆さん気づいてくれないって

言うですね。ポスターの作りがうまい人ほどやっぱり票が入るとかですね、あと投票所に行って１番右端に書い

てある人が必ず当選するとかですね、色んなジンクスが生まれてきていますけれども、やはり短い選挙戦の中で

議論を戦わすみたいなですね、何をするのかというところの議論がなかなか深められないのが現実にはあると思

います。世田谷の場合は大きな選挙区ですから、５０人いる定数の中でやはり議会会派制を採っておりますので、

きちんと会派としての意見というものがどうしても重要視されるような状況になってきてはいますけれども、そ

れでも世田谷区議会の中で今７人が１人会派という状況になっています。１人でやっていた方が楽だ、みたいな

のがなかにはありますし、自由にやれるみたいな。世田谷区議会は昔から１人会派に対しては非常に厚くしてい

たものですから、発言機会も非常に多いというですね。会派に属していた方がなかなか発言する機会がないとい

うような議会の中の制度にもなっていまして、そうするとどっちが得かなという感覚にもなってしまう議会の中

の状況もあります。せっかくの４年に１回の選挙ですから、そういう意味では当選したらどうなるということが、

選挙の時にいっぱい言いたいこと言って目立てば良いということではなくて、本当にやるのかやらないのかって

いう、そういう意味では当選すると会派を組みなさいという状況になるわけですから、グループになってきちん

と私たちの会派はきちんとこういうことをやっていきますよということがきちんと評価されるような、そういう

選挙制度になるということが１番大事だと思うんですね。公約ということの軽さが今あると思います。もう少し

選挙の時の公約っていうものは本当に重要視されるべきと思いますし、言う方も責任を持ってきちんと取り組む

っていうこと、そして出来るか出来なかったのかっていうことが正しく評価されるというような選挙のあり方に

なっていかなければならないと個人的には思っています。そういう中での、様々な地方選挙での試みというのは

あるべきだろうと思いますので、ずっと長いこと同じことでやり続けている選挙ではなくて、今度ここが地方選

挙でも変わりますよとなった時には、もっと区民の参加というのは向くようになってくるんじゃないかなと思う

んですね。今回行われた都知事選挙だとか、アメリカの選挙みたいに目立てば良い選挙ではなくて、きちんと地

に足の着いた選挙ができるような選挙制度になることが理想だと私は思います。ありがとうございます。 

城倉啓：ありがとうございました。一応ここで市区町村議会選挙の改正案についてのお話し合いはいったん閉じ

させてもらって、都道府県議会選挙及び政令指定都市議会選挙の改正案のお話し合いをさせてもらって、また関

連する部分も出てくると思われますので、そういったところでご意見いただければと思いますけれども。こちら
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ゴシック体で書いてあるもの４頁ありますけれども、原案を作っていただいている大山さんにコメントしていた

だいて、お話し合い、質疑応答から自由に討議していきたいと思います。よろしくお願いします。 

大山礼子：前回、比例代表が基本で良いんじゃないかというお話は大体合意できたので、だけれども個人を選ぶ

余地も残したい、しかし、完全に個人の票だけにしないで、そうすると本当に個人本位の選挙戦になってしまい

ますので、政党あるいはグループの側が責任を持って順位を付けるというようなことと何か併用できないかとい

う話になっていました。それでその時に出たのが、政党やグループが順位を付けても良いんだけれども、それを

選んだ人はその順位を承認するようにする、だけど一方で個人を選びたい人は個人を選んでも良いということに

したら良いんじゃないか、そこまで話がまとまったんですけれども、そのとき頭にあったのは優先順位付き投票

と言われるもので、個人が順番を付けるんだけれども、こういう順番でどうですかということを政党側が提示し

ていて、それで良い人はそれを選ぶこともできるっていう、そういう仕組みが念頭にあってそういう話になりま

した。ですが、それと同じようには結局当選人の決定のところではいかないわけで、どういうふうに数えるかっ

ていうところがペンディングになっていたかと思います。で、家に帰ってよく考えたらやっぱり一工夫がいるん

じゃないかってことで、これは本当に私案のレベルですけど、考えてみたのが３－２－３に書いてある３頁目の

当選人の決定のところです。要は政党グループが付けている順位、それで良いですよって言われた票の数をどう

考えるかってことなんですが、もしもその順位が付いている、それで良いですよって政党・グループ名の投票が

Ｘ票あったとして、その１番から４番の人が全部Ｘ票もらったら順位になりませんので、少しずつ減らしていか

なくちゃならない。１番トップの人はまさにＸ票もらったということで良いんですけど、その次の人からは少し

ずつ減らしていく。１番最後の人がＸ÷Ｙくらいの票になるようにするにはこんなような感じでどんどん減らし

ていくっていうことで、これぐらいしかうまくいかないんじゃないかなということで考えてみました。ですので、

それぞれの人は第１順位の人はＸ票もらうわけですけれども、Ｘ票プラスその人の名前を書いた票をもらったと

いう計算にする。で、第２順位の人はＸ－（Ｘ÷Ｙ）の票をもらったということにして、プラスその人の個人名

を書いた票も得票したという計算にする。それでその票の多い順に当選者を決めるという感じです。そうすると

個人の投票も生かすことができるし、ある程度政党・グループによる順位付けというものも活かすことができる

ので、その政党・グループが当選させたい人を上位に置くことによって当選させることも可能になるし、場合に

よっては男女半々の名簿を作るということも可能になる。そういうことで考えました。私案なんですけれど。こ

れぐらいしか思いつかなかったものですから。 

あともう１つ、前回申し上げなかった論点で後から考えたことなのですが、自治体にそれぞれの選挙制度を選

ばせるべきじゃないかというご意見があります。私は全部選ばせることには反対です。というのは、地方自治は

その地方自治体になるべく自由にやらせたら良い、っていうのはそれはその通りなんですけど、それは代表者が

正当に選ばれているというのが前提で、議員の人が住民の意見を体現しているからその人たちが自由に選択して

良いという話になるのであって、議員の選び方自体を好きにさせるというのは危ない。ゲリマンダーみたいなこ

とになって良いのかということになりますので、それはちょっと無理じゃないかと思っています。ただし、政令

指定都市をどっちにするかっていう議論がありましたけれども、もしも都道府県のは比例だけれども、市区町村

はなかなかそこまでいかないよね、というのが皆さんの考え方にあるならば、市区町村については政令指定都市

も含めてどっちか選べるようにするというのも１つの考え方かもしれません。すなわち大きな政令指定都市やあ

るいは世田谷区みたいなところで、もう我々のところは会派でやっているんだから無所属会派を認めるにしても

比例でやった方が良いんだ、というふうにそこで決められるんだったら比例の方に乗っかっていただいても良い

のかもしれません。それはちょっと考慮に値するのではないかと後から考えました。以上でございます。 

城倉啓：ありがとうございました。何かご出席の方でご質問などありますか。特に当選人の決定のところがやは

り議論になる、議論しないといけないと思うんですけれどもいかがでしょうか。 
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はい、第２部門の桂さん。質問お願いします。 

桂協助：今の説明の中で分からなかったところが２点ありまして。１点目は今の名簿に対する投票の中で、Ｘ票

というのはその政党・グループの全体の得た得票ですね。それが第１位に順位付けされた人にそっくりいくとい

うことですね。Ｘ票が。 

大山礼子：そうです。 

桂協助：そうしますとトータルした各自に渡った票数の合計というのはものすごい数になりますけど、それはど

う理解したらいいのかということが１点と、もう１つは選挙区について触れられていないんでそのことを説明し

ていただければと思います。全体の比例配分の計算は全県で行うと書かれていますけれども選挙区に関してはど

うかということが分からないです。 

大山礼子：足せばだんだん低減していきますからＸよりも多くなりますけれども、要するに計算の仕方で、第１

順位に付けているということはその政党がすごく入れたいと思っている人だから、その名簿にこの順位で良いで

すよって投票した人たちがＸ人いるとすれば、そういう人たちはその人が第１順位だって名簿見て投票している

わけですから、その人にはＸ票いったことにしても良いんじゃないかと思うんです。でプラスその第１順位の方

が人気があって、他のところから個人票も取ったのであればそこも上積みして良いわけです。で、第２順位以下

をどうするかってことなんですよ、問題は。計算の仕方として。第 2順位の人は、第１順位の人ほどは得票がな

いということにしないとおかしいですよね。名簿投票のＸ票、それを全部第２順位の人ももらった計算にするの

はおかしいですよね。名簿に投票してるんだけれども。なので、少しずつ減らしていきましょう、ってそういう

話です。 

桂協助：そうしますと、総票というのはその政党の中の内輪だけに通じる得票、票数だと見ていいわけですね。 

大山礼子：内輪というと。 

桂協助：党派を超えた中で比較することはできない票数ですね。 

大山礼子：ちょっと分からないのですけれども。 

桂協助：実際得た票はⅩですよね。その政党が得た票数はⅩ票。 

大山礼子：ええ。ですけどプラス個人名の分ももちろん足すんですよ。配分するときの数としては。これは名簿

でＯＫですよという政党、グループ名による投票です、がⅩ票。だけど配分する時のその政党、グループ名のグ

ループの得票というのは政党グループ名による得票だけではなくてそこに載っている個人の物も足しますよね。

今の衆議院も参議院も。そういうことなんですけど。 

桂協助：そうすると、全面的に個人名で良いですよという政党があって、片っぽには政党名でも良いですよ、両

方良いですよっていう。 

大山礼子：個人名でも政党名でもどこでも良いんです。だけど順位を付ける政党と付けない政党があって良いん

じゃないかって話です。で、順位が付いてない政党については政党名の票とそれぞれ中に載っている個人の票を

合わせてそれがその政党の得票になって、個人名の得票の多い順に当選する。これ参議院と全く同じやり方。だ

けどもうちょっと政党側に順位付けというか、この人に当選させたいということを表現させた方が良いんじゃな

いかということで順位付けも認めている。で、順位付けを認めた場合に当選順位をどうやって決めるかっていう

ところが問題なんです。ですので、順位が付いていても政党グループ名による投票がⅩ票あったら、Ｘ票プラス

個人名の票全部足したものがその政党の票になります。そのうえで、それぞれの個人名の得票がいくつあったか

っていうことを数えなければなりませんので、仮に名簿登載順位１番の人が個人名がそこにⅩ票入ったと見なし

て、プラス本当にその人の名前を書いた個人票と合わせてその人の個人票の数とする。そういう計算です。それ

から、選挙区についてはもう作らない、ということだと私は理解しています。 

城倉啓：ですから全県区ということですよね。 
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大山礼子：はい。 

太田光征：第２部門の委員をしている太田と申します。同じ質問なんですが、政党に対する得票数全体がＸ票だ

としますと、もうそれだけしかないわけですよね。政党は。政党全体の得票数がⅩ票なんですよね。 

大山礼子：いえいえ。政党グループ名による投票がⅩ票。プラスそこの登載されている個人の票も参議院と全く

同じようにその政党の得票になります。 

太田光征：はい。そこは分かるんですけれども、名簿に対する投票がⅩ票だとしますと、政党全体ではそれしか

ありませんから、各候補者にそれ以上割り振ることができませんよね。 

大山礼子：そういう計算じゃないんですよ。だってその名簿に順位が付いているものに投票したって方はそれを

承認したってことだから、１番トップの人にはⅩ票いった、って考えて良いじゃないですか。その人がトップの

名簿に投票しているんだから。で、そこがＯＫならば段々減らしていけばいいっていう計算の仕方だけの話なん

ですよ。だけどもっとこれでは、このやり方では、政党グループ名による得票の重みが重すぎるから、もっとⅩ

をみんなで分配するようにしなさい、という考え方ももちろんあります。それはそれで別な考え方で。個人票の

重み付けが重くなるということです。それだけの話です。 

桂協助：今出されている試案はイメージレベルで考えたもので。 

大山礼子：イメージの問題かというのは、合計得票が同数となった場合って話です。その上のところはイメージ

の問題ではないです。合計得票が同数となった場合は個人票で当選人を決定しても良いかもしれません。その方

が個人票重視な感じがするから。それだけの話で、めったに同数にはならないからあまり意味ないですけどそう

いうことです。だけどその上のところはかなり政党、グループ名による順位付けを重視しようと、ある意味。そ

ういうことです。 

城倉啓：他の方でも何かありますか。 

三木由希子：ちょっといいですか。 

城倉啓：（三木共同代表がホワイトボードに書き込んだものを指して）三木さん、その図を説明していただけま

すかね。 

三木由希子：説明するようなものでも無いんですけれども、話してることを実数に当てはめてやるとどういうこ

とになるのかということをやった方が分かるのかな、というだけです。 

城倉啓：そういう風に低減されていくということですね。ということで、ホワイトボードを参照してください。 

他に何かご質問がありますか。 

この措置をしない場合に何が問題になるのでしょうか。基礎的な質問で恐縮ですが。 

大山礼子：この措置というのは。 

城倉啓：大山さんのように低減させていくっていうことをしない場合においてはどういう不都合が起こるのか。 

大山礼子：低減させないと１位も２位も全部Ⅹ票もらった、ということになっちゃいますよね。そうしたら順位

の意味が無いですもんね。それはゼロだということと同じことになってしまうので。 

城倉啓：政党が附番をつけている意味が無くなることが問題なんだと。だから低減させているんだと。そういう

ことですね。他に何かございますでしょうか。 

太田光征：当然だから書いてないのかもしれないですけれど、まず最初に名簿に対する投票数と、個人に対する

投票数を合計して、それに基づいて政党各名簿に議席を配分した上で各党の獲得した議席をどういう順番で配分

するかという方式が。 

大山礼子：それ３－２－２に書いたんです。 

太田光征：分かりました。見落としていました。 

三木由希子：順位が付いているときにどうするのかというのが少し工夫が必要っていう話ですよね。そうすると
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ここが最初に。 

大山礼子：名簿への投票が１万だったら、１万票もらったということになる。仮に５人だとすると５で割るので、

８０００、６０００、４０００、２０００ってなっていく。それで、個人票が仮にＣの人が基礎票６０００なん

ですけど、すごく人気があって４０００票もらったということになれば一躍1位に躍り出ると。こういう話です。 

三木由希子：だからここがすごく個人票をたくさん取ったら、６番目だけれども上にくるっていう話ですね。 

城倉啓：いかがでしょうか。議員の方々も。 

三木由希子：もともとこの議論の背景は、都道府県議会選挙の選挙区割りがほぼ限界にきているっていう話でで

すね、１票の格差が国政の比ではなく大きいんですよね。それを自治体ベースで区割りをしようとするともうど

うにも調整が難しいだろうという話と、もう１つが都道府県議会選挙は小選挙区から大選挙区まで同じ選挙なの

に多様な選挙制度が入っている。１人しか当選できないところもあれば、確か鹿児島とかは最大で１選挙区１７

人という選挙区があるんですよね。たぶん鹿児島市とかですかね。たぶん他の地域の人口比に比べて鹿児島市が

すごく人口が多い構造のようで、そこはちょっとした市町村議会選挙とか、そういうレベルなんですね。だから

都道府県議会選挙と言いながらも多様な選挙制度が入り混じった仕組みであるっていうところで、それを無理に

調整していくと、また異なる選挙制度が混在した状態がもしかしたら助長されるかもということと、１票の格差

を埋めるには、なかなか１つの区に対する当選者数を調整する程度ではどうにもならないんじゃないかというと

ころで、選挙区割りはあきらめた方が良いんじゃないかというのが最初の私の率直な理解だったっていうところ

があるんですね。 

もう１つは、大山先生からお話をお聞きしていて、まだ都道府県は政党とか会派とかいう括りがわりとあると。

市区町村はなかなかそうはいかなくても、都道府県に関してはミニ国政みたいな様相も若干あるので、都道府県

議会選挙であれば、ある程度素地があるという、比例代表を入れる素地があるということでこういう議論をして

きたというのが経緯なんです。ただこれも従来の選挙を完全に別物にするっていう話ですので、さっき出てきた

政治的なリアリティーから言うと合理的な側面は非常にあると思うんですけれども、従来の選挙の仕方と全然違

う選挙をしてくださいという話になるので、なかなか理解を得るポイントがどの辺にあるのかということは、お

そらく色々ご意見があるかなと思っています。 

中妻穣太：まずそもそも私自身の選挙とは違う形ですので、妥当な意見かどうかはともかく、問題意識はよく分

かります。先日たまたま会合で長妻昭さんから話を聞きまして、今度の５月に衆議院議員選挙の定数削減と区割

りの変更が行われる。０増６減ということですけれども、東京においては２５区という数字に変更はないけれど、

１票の格差は東京都内で最大２倍あるということで、おそらく多くの衆議院議員選挙区の区割りが変更されるだ

ろうというお話をいただきました。私の板橋区は東京１１区ですけれども、変更になる可能性が高い。板橋区の

人口は増えているんですけれども、隣の豊島区は消滅可能性都市なんて言われてしまって、本当かというところ

はあるんですが、変えるとするならば今まで東京１１区はイコール板橋区だということでとても分かりやすかっ

たんですが、板橋区が一部ひっぺがされて例えば豊島区にくっつけられるということになれば、我々はだいぶ頭

を抱える話になってしまいます。ただ衆議院選挙については、そういう区割りは国政の方で議論をしてしまって

受け入れざるを得ないんですけれども、同じなんですよね、それと都道府県議会議員選挙の問題というのは。で

すから手っ取り早い解決法としては同じくらいラディカルな区割りの変更というのが、たぶんそれ以上にですね

ブーイングが来る案とは思いますが、まだ現実的と言ったら大変失礼ですけれども、区割りを変更するというの

が１つの１票の格差を解消するという意味では、現実問題として受け入れられるかどうかはともかく、理屈とし

てはどの議員もそれは確かにその方法だよね、という点は分かりやすいかなと。これがどうかと言われるとちょ

っと都議会議員に持っていって聞いてみますとしか言いようがないところがございまして、参議院議員選挙の今

の非拘束名簿方式がそもそも良いのかっていう議論を含めて考えるとですね、今時点で感想を聞かれると困ると
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しか言いようがないというたいへんもやっとした答えで恐縮ですがそういう感想になります。 

城倉啓：ありがとうございます。ぜひ都議会議員に持っていって、宮瀬英治さんに持っていってください。お願

いします。他の方どうですか。高橋さん。 

高橋昭彦：今回都議会議員選挙２増２減になるわけですね。世田谷が１番多くて８人になるんですね。定数がね。

限界に来ていることはよく分かります。各区で定数が違っていてその中でじゃあ２人の選挙区ではどれだけ出れ

るのかという状況もありますから。参議院選挙もそうですけど、選挙区と比例区と２つあるわけですね。全体で

やる比例区というものと、やっぱりそこの地方から出てくる、そういった所から出てくる意味みたいなものが、

やっぱり都道府県議会選挙でも採られているんだろうと思うんですね。そこの地域の代表というような意味合い

を強くしている気がするんですね。じゃあこれを東京全部でやったならば、議員が身近ではなくなるような感じ

がちょっと受けますよね。どこでどう訴えて理解してくれる人を作っていくのかというような。本当に政党政治

というような状況になってきて、でも大きなところでは状況になってきて、身近なところでフェイストゥフェイ

スで話をしながら、ああこの人はっていうような、今のドブ板選挙みたいなものが全くこの都道府県議会選挙で

は無くなるというような感じはしますよね。どっちが良いのかということは僕の中でも結論はなかなか出ないで

すけれども。でもきちっと前へ進めるためには、こういったことも必要なのかもしれないなという気もしますよ

ね。地縁血縁だけで選挙に出るっていうだけではなくて、やっぱり政策本位ということを考えるのは大事なのか

もしれないなという感じはします。 

伊地知恭子：私個人ではこの問題については完全比例代表でないと、もうどうしようもないんではないかという

ふうに思っています。そうでなければいっそ大選挙区かというくらいやけっぱちなところまで私は考えていたん

ですね。それは冗談としても、今高橋議員が言われたこと、非常に大切な問題だと思うんですね。いっそ過激に

言わせていただくと、市区町村レベルを超えて都議会都道府県以上、あと国政もですね、むしろ地縁と引きはが

してでも比例代表でいくという位のもしかすると決断が迫られるんではないかと、甚だ無責任な意見かもしれま

せんが私はそう思っています。都議会議員なら都議会議員が、地縁を持ちつつ行動するということの良い面と悪

い面があるなというのが個人的な意見としてもありまして。以上です。 

城倉啓：ありがとうございます。もう４５分になってしまったんですが、今良い感じになってきているのでもう

ちょっとだけ良いですか。１番最初に大山さんが言っていた、市区町村制限連記、ただし市区町村の中でも大き

めの規模であれば、政党化が進んでいれば、比例を選んでも良いのではないかという意味で言うと、例えば世田

谷区、板橋区はどうなんですか。そういうやり方というのはあり得ると思いますか。それとも大選挙区１つの方

が良いかというような現状に近い方が良いと思われるか、ちょっとだけ聞いても良いですか。 

中妻穣太：それは板橋区議会議員選挙が比例代表に。あり得ないと思いますね。やっぱりそこは本当に地域の声

の代弁者で、１人の声を聞いてその１人の意見で区議会で提言する、これはたった１人の意見だけれどもこれは

全体として重要なことだと思えばそこは躊躇なく提言していきますので、そこはちょっと違うかなという気がし

ますね。 

高橋昭彦：なった場合にじゃあうちの、うち１０人いるんですけれども、１人ひとりの力が無くなるかもしれな

いなと思いますね。誰かが頑張ってくれればあとはくっついていくだけ、みたいな。もっと頑張れみたいなもの

が無くなってしまうかなという感じがしますね。 

城倉啓：はい。伊地知さんはもともとそういうご意見ですもんね。あ、都道府県以上が比例というご意見でした

ね。 

じゃあ最後に三木さんにまとめていただいて、今日はどこまで到達したかをちょっとまとめていただいて１１

月３０日の全体審議会に臨みたいと思います。 

三木由希子：たぶんですね、選挙というものがここのテーマなので選挙の話をしているんですけれども、私自身
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が日常の政治活動って一体どういうものが本来あるべきものなのかな、つまり選挙の時だけいきなり関心は持た

ないとか、政治に参加するということにはならないわけですよね。で、わりと政党政治をやっている国とかだと、

私の見聞きしている範囲だと日常的な政治活動っていうもので地力をつけるっていうのが候補者のスタート地

点である国があったりだとか、或いはそこに政党が若い人をリクルートしながらっていうところもあれば、そう

じゃない所もあるかもしれませんけれども、ただ日本はどっちかっていうと議員も議会も政党も、普通の人の感

覚からしたらすごく遠いっていうところがあって、特に都道府県議会はわりと一般市民からすごく遠いところが

ありませんか。市区町村議会ですとわりと誰か知っているっていうことになりますけれども、都議会議員どうす

るかっていう時は遠いし、国会議員より私の場合接点が無いっていう世界なんですよね。そうすると日常で、私

はＮＰＯやっているので、ＮＰＯという活動を通じて政治といろんな形で関わるので結果的には関わりますけれ

ども、そういう前提が無ければなかなかチャンスは無いし、接点がなかなかできないっていうところがあるので、

日常の政治活動みたいなものが、選挙制度と共に例えば政党のあるべき姿だとか、それから日常の政治活動って

どういうものなんだろうとかですね、そういう議論もおそらく必要なんだということだと思うんですね。ただし

先程民主主義のコストという話も出て、実はまだ具体的に議論しているわけではないんですけれども、例えば今

だと定数の削減だとか報酬の削減という方に議論が流れがちなんですけれども、私はそこから議論がスタートす

ることで、議会や議員の質が高まるならいくらでもしましょうという話なんですけれども、どうも質が高まって

いないというのがそもそもの大問題なんですよね。なんですけれども、この状況で報酬上げましょう、議員増や

しましょうと言うにしては、議員とか議会が信頼されていないっていう問題もあるっていう、個人で見れば素晴

らしい人はたくさんいるんですが、総体で見ると社会的な印象というのは、政務活動費問題もそうですし海外視

察問題もそうですし、それから議会って何やってんだ、顔が見えない、って言う人も多いですし、そういう中で

報酬上げましょうとか、政務活動費増やしましょうとか、定数はもうちょっと考えた方が良いんじゃないかとい

う議論はしにくいし、できないので、そこにどういう横串を通して、どういう改革をするかという時の方法とし

て選挙制度というのがあるのかな、と思っています。 

なので、今日、都道府県と政令市の議会選挙改革案というのをどこまで決まったとしてここで言っていいのか、

私も正直分からないんですけれども、一度案として大山さんからいただいたので、全体の会議の前に、ここの部

門の委員の人を含めて意見をいただいた上で、必要な範囲で調整があればするということで良いのかなと思って

います。いずれにしても、既存のものを変えるということは当然いろんなご意見がありますし、これが絶対的な

ベストなんですという話では無いので、基本的にはご意見大歓迎ということでこれからも議論ができればと思っ

ています。今日は本当にお三方来ていただいてありがとうございました。後ろのネットのお二人もありがとうご

ざいました。忌憚なくご意見いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

城倉啓：では、これにて今日の第３部門審議会を終わります。どうもありがとうございました。 

 


