
2016.02.01選挙市民審議会第3部門審議会議事録	
日時：2016年2月1日（月）　14：05～16：30	

場所：参議院議員会館1Ｆ102会議室	
出席審議委員：大山礼子、三木由希子　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）	
出席議員：階猛（民主党）	
市民傍聴：数名	
とりプロ事務局：岡村千鶴子、城倉啓、吉野健太郎（以上第3部門）、岡本達思、富山達夫	
書記：岡村千鶴子、吉野健太郎	!
三木由希子：少し遅くなりましたが、第3部門の会議を始めたいと思います。本来は三人必要ですが、現在二人

ということで一応会議としてスタートしますが、懇談というような形で会を進めます。	
　　　今日は、この第3部門で何をやるのかということについて、一度簡単な打ち合わせをしたのですが、明確

にそれぞれがこれをこうしたいということが完全に集約されていないので、少しずつそれぞれの関心のあ
るテーマについて発表なり報告をして紹介をできればと考えています。	

　 　 　今日は大山先生に地方選挙の問題点について最初にお話しいただくということと、当初桔川さんにお話
しいただく予定だった韓国の選挙制度についても大山先生の方からご報告をいただくということでお願い
をしたいと思います。1時間程度予定しておりまして、その後質疑ができればと思っております。よろしく
お願いいたします。	

大山礼子：韓国のことは私は専門家ではないのですが、たまたま研究会で神戸大学の大西裕先生がお話しされ
たのを聞いていたので知っていることをご参考までに最初に報告します。	
今日お話しするのは韓国の選挙管理委員会のことです。とにかく日本の選管というのは何をやっているの
かよくわからないところがあるし選挙の実施だけなのですが、そうではなくて政策的な選挙制度をどうす
るかというところからいろいろな権限を持っています。まずは、独立性がすごく強くて中央集権的な構造に
なっているとうことだそうです。　	
立法・司法・行政の三権からそれぞれ任命されているので専門性も確保されているということです。2500
名を越えるスタッフを抱えていて予算も相当ついている。中立性も確保してかなりいろいろな仕事をしてい
るということです。それから、実施部門についてもこれも独立性が高くて独自採用しているそうです。先ほ
ど2500名位と申し上げましたが、その中で300名位が中央選管にいて、そこが予算も自分の所で管理をして
いるような仕事をしているということでした。ですから日本の選挙管理委員会とはまったく違う存在です。	

　　　中身についてはもちろん選挙や、時に国民投票の管理をして選挙人登録とか候補者受け付けとか投票結果
の確定とかをしていますけども、それ以外に有権者教育も担当していて、学校に行って話しをしたりもして
いる。それからこれは非常に面白いんですけど、小学校の級長選挙から大学の総長選挙なども委託されて行
くそうです。だから韓国の中でいろいろな選挙があると、そこが非常に公平に選挙を仕切ってくれる。今、
日弁連の選挙が問題になっているようですけども、そういうことも全部頼めばやってくれるそうです。	
それから、選挙法とか政党法について有権解釈をする権限を持っている。準立法機能として、こういう法
律を作った方がいいのじゃないかということを国会に表明することができて、国会の側には尊重義務があ
る。それから、国会議員選挙の区割りもやっているということです。	

　　　それから選挙違反については、準司法権も持っているし政党や政治資金の管理もやっているそうです。こ
れは、韓国のかつての選挙の公平性に疑いを持たれるような状況があったので、こういうのを作ったそう
ですけど、非常に意識も高いし、予算も持っていて、中立的な見地から選挙全般について提言をしていく
ということになるそうです。こんなところです。是非もう少し研究したらいいんじゃないかなと思った次
第です。	

三木由希子：ありがとうございました。今のお話しで質問があれば一旦ここで受けたいと思います。	
城倉啓：今の日本の選管のあり様というのがどういうものであって、どういう課題があって、それとの対比の中

で韓国はこうなってというお話しだったと思うのですが、そのあたりも教えていただけますか？	



大山礼子：はい、日本の話は一応課題図書と言うのではないですけど、この「民主主義の条件」に、あまりこ
ういうことを論じた学者の本てなかったんですけど。この本がそれを取り上げているんですよね。要は本
当に公平性が保たれているかというのが日本の選挙においては疑問点がある訳です。選挙違反の問題と
か、落選するとワッと警察が入ってくるっていうことがある訳です実際に。それから、本当に秘密投票に
なっているのかという問題も実はある。叩けばほこりが出る状態です。それについて、選管というのはほ
とんど実質的な機能をしていないというのが現実です。	

三木由希子：私からも一つよろしいでしょうか。日本で議論する時に第三者機関という言い方をするんですけ
れど、独立性とか独立機関というコンセプトであまり専門家で構成されるとか専門性の高い組織とか委員
会とかが作られるということがなくて一体独立性って何だという、一般的には予算とか人事が取り締まり
とか監察対象から独立しているっていうことが国際社会の中で議論されるんですけど、韓国で言っている
独立性っていうことについては何か研究会で言及されてます？韓国では独立性っていうのがいったいどい
うふうに確保されているかとか。	

大山礼子：選管についてですか？　 要するに国会からも何人か任命するし、政府も何人か任命するし、裁判所
からも何人か任命するっていう形でそれぞれ与党野党両方出ているっていう格好らしいですよ。だからそ
の意味でも中立性は確保できるっていうことと、できてからは、人事権も持っていて、独立採用している
職員がいる、どこかから出向してくる訳ではないとうことですね。その人たちに研修もかなり受けさせて
て、よく日本にも研修にみえたりするらしいですよ。お金も持っている。その辺が独立性を確保できる。
やっぱり予算を削られるというのが一番実質的には独立を阻害される要因なのでその辺を相当気を付けて
やっているようですね。	

三木由希子：組織としてはどこに位置づいて？	
大山礼子：どこにも位置づいていない。	
三木由希子：会計検査院みたいな感じで？	
大山礼子：そうです。	
太田光征：法案提案権というのがあって同時に司法的な機能も担われるという風に理解したんですけど。独立

という点で言うと三権分業的な面では心配ないのかという気もするのですが、そのあたりは？	
大山礼子：立法に対して国会に対してこういう法律のここが抜け穴ですよとか表明する意見表明権があるという

ことだと思うんですね。司法の方は、最終的には裁判所に行くけれどもその前に選挙違反などについては
監視的な機能を持っているということで理解して良いと思います。それはたとえばフランスの憲法院とい
うのがありまして、そこは憲法裁判所の機能があって、違憲審査もやっていますがそれ以外に選挙の大統
領選挙などの管理もしていますね。こちらは供託金がなくて署名を集めてやるんですけどそういうのも実
行したりとか、選挙関係の訴訟についてもやっている。そんなに不思議でもないかなという気はします。	

傍聴者①：フランスでは供託金がなくて署名を集めるというお話しを伺ったのですが、供託金のことってとて
も重要で、他の部門で扱うことかと思いますが、もう少し詳しくお聞かせください。	

大山礼子：それは他の部門でなさると思いますけど、供託金のない国というのは結構あるんですよ。泡沫候補み
たいな方とか、自己宣伝のために出るとかが増えたら困るので、特にフランスの大統領選挙っていうのは
全国で政見放送なんか流しますので、変な人が出てこないということも大事ですね。結構たくさん署名を
集めないと出られないです。	

　 　 　かつて極右の国民戦線の人が大統領選挙に立候補したんですけど、署名が集まらなくて断念したという
ことはありますね。	

三木由希子：それでは、引き続き地方選挙の問題点について大山先生からご報告いただきたいと思います。よろ
しくお願いいたします。	

大山礼子：参考資料の方を見ていただくと、今地方議会というのはこんな悲惨な状態になっているということ
がおわかりただけると思います。地方議会というのは、中学高校の教科書でよく「地方自治は民主主義の
学校」っていわれますけど、地方議会っていうのは、代議制民主主義の学校のはずなんですね。ですけ
ど、今、まったく信頼されてない。本当はそれじゃ困るんですけど、要らないんじゃないかと言われてい
る状況なわけです。	
まずは、資料の1ページをご覧いただきますと、地方議会は議員数が多すぎると言われがちですけど、市
町村合併の影響などで議員数はものすごく減ってきています。しかも、定数に候補者が満たなくて無投票



になるとか、もう一回やり直しとかっていうことが出てきているために定数を減らしているんですね。実
際の法定定数よりもどんどん減らすことが行われている状況です。それが1ページ目、2ページ目ですけ
ど。	
投票率ももうずるずる下がってきていまして、大体どのレベルでも半分いかなくなっています。特に、
まだ長の方はいいんですけど、地方議会の投票率は4割を切るような状況ですので、それでは住民代表とは
言えない訳ですね。	

　　　  その次は無投票当選者ですが、これもなり手が非常に少なくなってきていて、無投票が本当に増えてい
ます。投票していないわけで、これも住民代表とは言えない。これは、議員さん自身も当選した訳じゃな
いっていうのは後ろめたいというか、ご自分たちも気持ちの良いものじゃないようですけど、こういう状
況になっています。	

　 　 　相変わらず地方議会の議員というのは、異常に偏りがある…それが信頼を失わせている大きな原因だと
思いますけれども。次に職業別で見ますと専業っていう人が多いですね。これは６０才以上ってもう仕事
してなくて専業って方が多いですけど元々どういう仕事していたかというとやっぱり農業・林業・建設業
の方が多い訳です。一般のいわゆるサラリーマンという方は非常に少ない状況です。	

　　　  その下の男女と年齢別を見ていただいても、女性が非常に少ない…これは国会とほとんど変わらない。
よその国見ますと、国会は女性が少ない国でも地方議会の方が女性議員が多いのが普通ですね、これは、
当たり前の話なので地方議会はやはり身近な小学校の問題とか生活に関わることをやっていますので、国
政にはまだ女性があまり進出していない国とか、かつて進出してなかった時代でも地方議会にはわりあい
女性がいるというのが普通なんです。ところが、日本は、特に町村議会などは国会より少ないという状態
になっていて相当な異常事態だと思います。	
年齢も高齢化しておりまして町村議会を見ていただくと、７割以上が６０才以上なんです。だから、要
するにおじいちゃん議会になっている訳です。これでは、住民の方たちは「あの人たちが何かやっている
けど、私たちには関係ないよね」みたいなスタンスになってしまう。 それでは、本当はいけないんですけ
れどもそうなっている原因だと思います。	

       最後が女性議員の割合の推移ですけど、本当になかなか上がって来ておりません。	
　　　  一番上が特別区議会ですが特別区にしてもまだ３割いってない。地方に行けば行くほど女性が少なくて

女性ゼロという所もたくさんありますので、これはなんとかしないといけない。それについては、制度的
に何かできることがあればやっていったらいいのではないかというのが、今日の話と考えていただきたい
と思います。	

　　　　	
　　　簡単なメモですが、今地方議会の選挙ってどんな風にやっていて、どんな問題点があるかということをま

とめたものを作りました。	
　　　地方議会の選挙のどこが問題点なのか知られてないです。国政については最高裁で判決が出たりするんで

すけど、そういうことはありませので、どうなっているかよくわからない、だから関心もないということ
だと思います。	!

　　現行制度とその問題点	
    【都道府県議会および政令指定都市議会】	
　　　  最初におさらいとして現行制度がどういうものか申し上げますと、都道府県議会と政令指定都市の議会

は選挙区を設けています。これは参議院と似ているんですけど、小選挙区制と中選挙区制が混在していま
して、都市部の人口の多い所では中選挙区制、農山村地域などでは小選挙区制という混在した制度になっ
ています。中選挙区といっても大きさ様々ですけども、東京都議会の場合は世田谷区と大田区は定数８で
す。ですが、中選挙区制ですので投票する側は一人を選ぶという選挙になります。	!
この制度は非常に問題があると私は思っています。	

　　　　一つ目は、投票価値の不平等の問題です。参議院よりひどいですが、ほとんど問題にされなくて、訴訟



も起きませんので是正されておりません。ですので、人口過疎地域は大変な過剰代表です。	
　　　　二つ目は、問題と考えるかどうかいろいろご意見あると思いますけど、地域によって選び方が違うとい

うことがあります。中選挙区制の地域では、個人本位の政党本位じゃない選挙制度が残っています。かつ
ての衆議院議員の中選挙区制時代のような行動パターンが残るということになります。政党の結束力を弱
めています。実際は都道府県議会とか政令指定都市というのは政党化しているんですけど、結束力を弱め
る効果があるということです。	

　　　　それから、これは非常に大きな問題だと思いますが政党間の不公平を生じています。どういうことか
と言うと農山村地域に強い政党…具体的には自民党ですけれども、ここは小選挙区の所では議席を独占し
ちゃう訳ですよ。かつ、都市部でも中選挙区制ですので、そこそこ議席が取れるということです。逆に言
えば都市部も全部小選挙区制にしてしまえば自民党が議席を取れない選挙区が出る訳ですがそうはなって
いない。ですから、下駄を履かせているような状態になっていて政党間の不公平がある。やっぱり公平な
土俵で勝負しなくてはいけないですけれどもこういう状態がある。これは、あまり知られていない点だと
思います。実は参議院でも同じです。	

　　　　もう一つは、都道府県議会のみの問題点ですけど、政令指定都市の地域では都道府県ていうのはほと
んど仕事してない訳なんですね。ほとんど権限が下に下りていますので。それにも関わらず、そういう政
令指定都市の地域からたくさん議員が出ていて、その人たちが都道府県議会の中で多くの勢力を持つのは
おかしいんじゃないかと。それなのに、人口比例で議員を選出する必要があるのかということがよく指摘
されます。だからと言って人口比例を破って都市部からは議員が少ししか出ないという訳にはいかない訳
です。これは政令指定都市の住民であっても都道府県住民であることに変わりはない訳ですので、そうい
う風にはいかない。それは問題点として指摘されていますが、これも例えば比例代表制にしてしまえばこ
ういう問題は多分あまり顕在化しなくなるはずです。現在の選挙制度だからこういう問題が非常にクロー
ズアップされることになると思われます。	!

     【区市町村議会（政令指定都市を除く）】	
では、他のところ区市町村議会（政令指定都市以外）はどうなっているかと申し上げますと。選挙区
を作ってもいいという規定が実はあるんですね。それは利用されていませんで、どこも自治体全域を１区
とする大選挙区制になっています。ということは、例えば世田谷区のような所では定数５０以上というこ
とで、５０何人当選者は出るけれども、有権者は一人しか選べない。こういう選挙制度になっています。
定数によって異なりますけども大体１％から３％の得票率で当選が可能です。これは、有権者に対してと
いうことです。有権者の０.何％でも当選している所もあります。	
この状況のどこが問題かと言いますと、本当に個人本位の利益誘導型選挙になっております。地域とか
利益団体代表が出て行ってやっていますので、政党の結束力は非常に弱くなっています。そして、この頃
は無投票当選も増えておりますので、より団体代表とか地区代表の指定席になりがちでございます。要す
るに、こういう人たちは功成り名を遂げた６０才以上の男性が最後の仕事として地方議会に出るという
感じで、もう特に何かをしたいという人じゃなくて最後の名誉職のようになっているわけですね。	
もう一つの問題点は、ともかく１％位で当選してしまいますので、何か問題があっても次の選挙で落選
させることができません。極端な話、最近のスキャンダルでいろいろ問題になっている議員がいますけ
ど、ああいう人は名前が売れているから投票所に行って「知ってる名前だな」と思って書く方がいると思
うんですよ。そうすると、スキャンダルがあった人は当選しちゃうということになります。もし小選挙区
制だったらそれはあり得ないのですが、わりあい簡単に当選してしまう。逆に問題起こした人の方が名
前を書いてもらえるかも知れないような状況である。という大問題があります。	!

　　 改革の手法	
ではどうしたら良いかということですが、地方分権なので選挙の方法もそれぞれ変えたらいいじゃない	
かとおっしゃる方がよくあります。ですが、それは危ないと思います。	
なぜかというと、それぞれの自治体で決めるということは地方議会で条例を作るということになりま
す。	
そうすると、現職議員が作るんです。現職議員が今までのやり方を踏襲する、あるいはますます自分た



ちが得になるようなやり方にする可能性が非常に高いです。いくつかの案をどこか中立的な所で作って住
民投票で選択することがもし可能であればそれは宜しいかと思いますけども、現状においては選挙の方
法というのは公職選挙法があるのでそれを変えていくべきだと私は思っています。	!
改革する論点はいくつかあると思うんですけれども、	
① 規模によって選挙制度を分ける方がいいのかという問題が一つあります。分けるとしても、今みたいに	

       政令指定都市とそれ以外の市町村の区別で良いのかというところも非常に問題で、特に中核市あたりは	
最低当選可能な得票率というのはすごく下がってしまいますので、そこを放っておいて良いのかという	
問題があるのかと思います。	
② 大規模と小規模で同じでは少しまずいので、二つ二本立てで考えるとして、大規模自治体にふさわし
い選挙制度とは何かと考える、その時には現状でも政党化がある程度進んでいますけども、政党の役
割をどう考えて制度設計するか？　 地域代表の要素というものを残すべきなのかどうか？　 というこ
とが論点になろうかと思います。	

③ 一方小規模の方では、現状では無所属が多いですけど、無所属と言っても実は色がついている場合も
多いですし、それで良いのか？　 もう少しある程度グルーピングを進めるのが政党の役割を評価する
意味では良いのではないか？　それはどうなのかというところが論点になると思います。	

④ ４番目ですけど、別に現職議員に気に入られる選挙制度の必要はないかも知れませんけど、でもうん
と反対されるような選挙制度というのは実行できませんので。	
そう抵抗なく受け入れられる提案ができればそれに越したことはないと私は思います。その辺は戦略
的に考えて行く必要があるんじゃないでしょうか。	

    　	
そこで 試みの案を二つ書いておきました。これは、これからここで議論していただけば良いので私が思
いついた程度の話ですけど。	

　　　【大規模自治体】については拘束名簿式も一案だと思います。全体を１区とするか、少し大ざっぱに分け
るかそれとも、場合によってはドイツみたいに併用にするとか、いろいろそこから先の制度設計はあり得
ると思いますが、比例も良いと思います。	
それは投票価値の平等化が簡単に実現するということです。	

　　　そして、政党の結束力がもっと高まるということ。	
　 　 　比例例代表制の場合は女性議員が増えるというのが世界共通の傾向で大体実証されていると思いますけ

ど、議員の多様性を高めるということです。仮に政党がクオータ制を導入しようという時に比例でしたら
簡単にできます。	

　 　 　【小規模自治体】ですけど、ここは無所属が多いという現状から、いきなり名簿式比例代表というのは
無理だと思います。では、どうするかというとせめて一人ではなくて複数の候補者が選べる制限連記制は
どうかなと思っています。ですから例えば世田谷区みたいに５０人以上定数があるんだったら、５人選べ
るとか１０人選べるようにする訳です。もしこのようにしますと、自分一人じゃなくて私たちのグループ
は　　  こういうことを考えていますのでこういう候補者を選んでくださいと運動するようになると思いま
す。ですので、候補者のグループ化が進む。それによって有権者の方もこのグループが言っていること良
いから、この人たちから選ぼうというようなことができる。今はとにかく何十人もいる中から一人を選び
なさいと言われても困る。自分たちが何か団体にでも関わっている方はそこに投票するんですけど、それ
以外の特にしがらみのない人は誰を選んでいいかわからないですよ。それが投票に行かなくなっている大
きな原因だと思いますので、少しグループ化してもらえるといいのではないかということです。	

　　　  それから、多様性が高まります。これは、日本で戦後最初の衆議院選挙に制限連記制が使われていまし
てその時に女性議員が３９名が当選しました。ですが、中選挙区制に戻って、一桁に戻って１％以下にな
ってしまった。という経緯がありますので、これはおそらく多様性が高まると思います。何人か選ぶんだ
ったら違う人に入れてみようということに必ずなります。	

     　当選するためには、今よりも大勢の人に名前を書いてもらわないといけなくなりますので、問題議員を落
選させることもより簡単になるというメリットがあります。	



     今の大選挙区制と同じなので、現職議員の人もあまり反対しないのではないかと考えられます。	
　　　　以上、議会選挙についてです。	!
     　 首長選挙の方ですが、これは一人を選ぶわけですから、そんなに問題がないように思いますけれども、今

の単純多数制というのは、法定得票に達した候補者がいない場合を除いて、最多得票の候補者が当選する
ことになります。でもこれは、実は問題があります。投票者の過半数が信任しない候補者が選ばれてしま
う可能性があるということです。具体例を挙げますと、３人候補者がいたとして、ＡさんとＢさんは同じ
ような主張で、Ｃさんだけが少し変わった主張をしている。という場合に、Ｃさんが４０％得票して、Ａ
さんとＢさんが２８％とか３２％とかいう場合があったとしたら、これは現行制度ではＣが当選するんで
すけど、６割の人がＣは嫌だと思っているわけです。そういうことが起きる。そこを解決するには、２回
投票制で決選投票をするとか、それからこれはよその国で実際にやっているのですが番号をつけていって
一番票が少なかった人の票を分解して２位以下のところにまいていく‥‥そういうやり方をすると、必ず
過半数の人がこの人はまあまあだと思える候補者が選ばれるということになります。	
さっきの例でいくと、ＡさんとＢさんが２８％と３２％だとすると、Ａさんが２８％で一番負けていま
すので、Ａさんの票を公開して、多分Ａさんと書いた人は２位はＢなので２８％はＢのところにいく。そ
うするとＢは６０％、Ｃは４０％なのでＢが当選する、こういうやり方もできます。いずれもよその国で
やっていることなので、日本でもできないことはないと思います。	
特に大統領選挙などですと、決選投票している国が非常に多いのでわかりやすいのではないかと思いま
す。せめて都道府県知事ではこれをやった方が良いのではないかと考えております。	
簡単に終わりましたが、一応私が書いてきたメモの説明は以上になります。	

　　 	
三木由希子：ありがとうございました。かなり端的に現状の問題点をまとめていただきました。お聞きになり

たいことやご意見が何かありましたらどうぞ。	
太田光征：最後の首長選挙のところで過半数の信任が得られないという問題ですが、これはいわゆるコンドル

セのパラドックスとして知られる問題ですね、フランスの大昔の哲学者ですね。が指摘した問題で例えば
３人立候補しても最下位の人がむしろ大多数からから選好されているという場合がありますので、実は３
位の者を落選させて上位２名で決選投票するのでも真の選好の測定はできませんで、やっぱりここにある
ように全候補者に順番を付けて本当に選好度がどうなっているかということを測定しないと、真の選好度
の測定はできないということなんですね。ですから外国で行われているような決選投票制度でも実は問題
があると思っています。	

大山礼子：今よりは、まだましだということだと思います。	
三木由希子：そうですね。何を狙って提案をしていくかということだとは思うんですけど。今第２部門ていうお

話出ましたが、第２部門は地方選挙そのものも議論の中に含んでいるということですか？　 資料によると
衆参という決められた中で問題抽出などして、 地方を含んでもおかしくないと思うんですけど。前回のお
話ですと、選管の独立性と地方自治議会選挙改革というのが、第３部門の今立っているテーマということ
になっていて、両方とも大山先生がお考えがあるということで今日このような場になったということです
けど、その辺はどうですか？	

太田光征：完全に切り分けるとことはできないんだと思うんですね。両方に共通するのは民意をどうやって測
定するのかという点で、この部分は議論するべきだろうと思います。それに加えて、第３部門では地方議
会選挙特有の選挙制度の要件というものが多分あるんでしょうから、その辺を議論していただくというこ
とになると思いますので、多分議論の重なる部分はあると思うんですね。民意の測定という点ですね。	

城倉啓：確かに論点抽出一覧のところで地方自治体選挙について首長選挙についても第３部門で議論するとい
うのがおおもとだと思いますけれども、全体を見てやらないといけないだろうなとも思っております。例
えばこの本においてもそうですし、政党の役割が論点になるだろうという話もありましたけれども、混ぜ
るな危険ということも書いてありますし、または地方自治体選挙と国政選挙のやり方が随分違うので、政
党があまり育たないじゃないかという指摘も砂原さんがなされていますので、そういうような意味でどう
いう方角で私たちのプロジェクトまたは市民審議会がもって行こうとしているのか、ということと関わっ
て全体のこととこの地方自治体選挙のことが関わっているという風に思っています。ですから私の質問と



しては大山さんが政党の役割について、今こういう問題があるんじゃないか、またはこうあるべきなんじ
ゃないかということを教えてもらえれば助かるなと思っています。	

大山礼子：一応衆議院は政党本位にするというのが大前提で、やっぱり中選挙区制は問題大有りであそこに戻
すっていう選択肢はないと思っています。ですけど地方議会や参議院で中選挙区制が残っているのでそう
いう行動パターンにひきずられているということはあると思います。	

三木由希子：たとえば衆議院の小選挙区制に関して言うと、政党のガバナンスとか政党そのものの民主的な運
営みたいなところがうまくいっていないというのが一番大きな問題だと思うんですけど。小選挙区になっ
てから議員が自由に議会活動ができていないのではないかと、つまり党公認で小選挙区に出ないと当選で
きないっていう議論が一方でありますよね？　 議論するとすれば政党本位とか政党が本当に機能するとい
うこととが一体どういうことなのかを併せて議論しないと、なかなか現状に対する問題提起にならない可
能性ありますか？	

大山礼子：今が不自由だから中選挙区制の時の方が自由で良かったというのはとんでもない話で、利益誘導し
放題もたいな話になっちゃうんですよね。野放図に政党の、みんなで決めた政党の綱領みたいのに反して
いいというはずはないですよね。有権者は政党をひとつの基準として選んでいるわけだから、そこから外
れていいはずはないと思いますよ。では、何もものが言えないからどうかって、そこはむしろ今回は落と
していますけど、国会審議のあり方とかそっちの問題だと思っています。	

三木由希子：先ほど先生のお話しですと地方議会選挙でも選挙区をつくって良いとなっているけどやってない
と。	

　 　 　そうすると、今おっしゃったお話しは法改正が必要な提案になる場合と、法改正をしなくてもできるも
のと両方ある得るということでしょうか？　 選挙区をつくっても良いというのがどういう経緯で入って
きたのかよくわからないところがあるんですが。	

大山礼子：それは、公職選挙法を作った時に特殊事情があればつくっても良いみたいな規定が入ったんですよ。
だけど実際には使ってない。今申し上げたような改革案は、いずれも公職選挙法を改正しないとできま
せん。	

　 　 　国の審議会でも公職選挙法改正を論じる所がないんですよ。地方議会の選挙制度を変えることを論じる
場がない。それもそもそも問題ですよね	

　　　地方自治法の改正というのは、私も入っていますけど地方制度調査会というのがありまして、そこでいろ
いろ批判はあると思うけれども団体などの意見を聞いてすり合わせていってこれをやりましょうという
ようなルートができているんですよ。だから地方議会の中の制度についてはものすごくこの10年位で変わ
っていまして、委員会の置き方なども自由になったし、定数も自由になったし、会期も通年会期も選択で
きるようになったし、でも肝心のどういう人を選ぶかについては地方制度調査会の守備範囲外なんです
ね。公職選挙法についてそういうことは論じる場がないんです。	

傍聴者②：小金井から来ました。先日第２部門にも出させてもらいました。地方議会と国政レベルでのお話し
が出ていますが、地方議会変えていくために具体的にどうするかというのは、公職選挙法という国の法
律を変えるしかないわけですね。地方で変えることはできないですね。	

大山礼子：できません。さっきも申し上げたように、勝手に変えたら必ずそこの人が有利になるように変えま
すからそれは危険すぎると思います。	

傍聴者②：実は、４年前にあるところから選挙に出まして落選したんですけども。出ると選挙がどういうもの
かわかるので、多くの人が選挙に出る方向付けがあれば、いろいろな事が変わると思っていまして。供託
金を安くしろとか、もっといろいろなことがあるのではないか。例えば私みたいに、政党に関係のない
人間がどういう人間になれば受かるというような、社会的な共通したコンセンサスがあれば多くの人が
出るのではないかとこの頃考えていて、選挙制度ということも大事なことだと思ってこのような会議に出
るようにしています。それで、国会議員とか地方議員の資質はどういう人が選ばれるべきなのか、という
基準をみんながもっているのかなと思うんです。自分が出た時に、果たしてキャリアとか、個性とか地方
議員にふさわしい人間なのかということも考えました。政治家というのがある程度リスペクトされる存
在でそれを目指すときに、地方議員であればどういう資質努力をする、国会議員であればどういう資質
努力をするということがあればいいかな考えとながら今日聞いていました。	

三木由希子：ありがとうございます。ご意見ということで承っておきたいと思います。	



　 　 　今資質という話が出ましたけど、本当は政党にそういう機能があるといいのかなという気もいたします
が。	

傍聴者②：国政における政党と地方政治における政党とは、必要度が違うと私は思うんですが、先生のお話し
では政党政治を地方にまでみたいな形でグループ化というお話しが出てると思いますけど、その時に地
方政治のあり方と国政のあり方が違っているということを前提として考えるとそうでもないのかなと思い
ました。	

大山礼子：その点は私の説明の仕方が悪かったかも知れませんが、小規模自治体についてはどうしても政党化
しなくちゃいけないとは別に思っていません。だから制限連記制なんです。それにしても、バラバラの個
人だけでは選びようがないという人もいますから、「私たちのグループはこの町の政治をこうしたいで
す」みたいなことを何人かの方たちがグループで出るということも制限連記制なら可能ですから。そうい
うのもできるようになるし。もちろん個人で「私はこうしたい」という方だって何人か選ぶ中の1人に入れ
ていただけばいいわけですから、それはそれで構わないです。	

城倉啓：単純な質問ですが、地方自治体選挙の被選挙権年齢ていうのは何歳ですか。国政では参議院が３０
歳、衆議院が２５歳ですが。	

大山礼子：そうなんですよ。２５なんですよね。本当は１８歳にしなくちゃいけないんですよ。	
　 　 　なり手を増やすためには、年齢を引き下げないと。今、なり手いないですから。なり手がたくさんいる

ならいいですけど。	
城倉啓：選挙運動について、選挙運動期間が地方自治体選挙、特に小規模の場合非常に短いですけど、その問

題についてはどうお考えですか。	
大山礼子：選挙運動期間を減らすということは現職有利になるんですよ。今までやってたわけだから。議員活動

というのは選挙運動と重なり合いますから。選挙運動規制を強くすると新しい人が出にくくなる。どん
どん短くしてますよね。	

三木由希子：逆に全然制限しないということは難しいですか？	
大山礼子：そうするとお金の勝負みたいになっちゃうんですよね。まあ町村ぐらいだったらいいかも知れないで

すけどね。あんまり長くすると、ずっと前からやってる人がこんなにいるのに私は出られないわという
ことになりますよね。その辺の兼ね合いが難しいと思いますよ。	

太田光征：都道府県議会の１票の格差の問題、私は千葉県ですが弁護士グループもやはり提訴したんですね。
負けましたけど。最高裁に上告すると思います。情報としてお知らせします。	

大山礼子：やっぱりマスコミなどの注目度は本当に低いので。皆さんがそういう問題があるということが気づ
きにくいんですね。	

三木由希子：格差の問題というのは、それが非常に問題であるということが、言われればみんなそれはそうだ
よねって単純に思うんですけど。それがなぜどう影響しているということが、多分見えてないというか理
解できてないのかなって思うんですが、どうですか？	

大山礼子：それは本当にそう思いますね。何か実害があるの？っていう風に皆さん思っている。それは政策決
定を歪めてるんですね。だから大問題なんだけど。ただ単に不平等な問題ではないと思います。	

三木由希子：政策決定を歪めているというところから議論をスタートさせた方が正当性がある議論になるとい
うことですね？	

大山礼子：衆議院だって、小選挙区・比例代表並立制にしたときにかなり格差を是正したんですけど、それまで
はすごくあったんですよね。結局、農村部の意見の方が強く反映されるし、国会議員は都市部は競争が
激しいので結構落選するんですよ。国会議員の中の序列は、ずっと長く議員やってた人の方が偉いので国
会の中での発言権も地方の選出議員の方が強いんですね。ですので、地方寄りの政策をどんどんやること
になってしまう。これは構造的に結構研究されてると思いますけど。公共事業の問題なんかも結局そうい
うことです。	

傍聴者②：選挙期間が短いと現職有利になるというお話しでした。私もそのように感じたんですけど。市議会議
員の場合は1週間ですから。自分を売り込んで名前を出していいのは1週間しかないわけですから、とん
でもない話だと実際やってみて感じたんですけども。例えば、新人議員が出にくくなっているようなデー
タはあるのでしょうか？　 例えば、ある町で新人が当選するような割合がどの程度かということを調査
していくと、選挙期間と新人が選ばれることがどういう関係があるかとかいうことがわかってくるかと思



ったんですけど、そういう研究がされているか？ということと、個人情報法と新しい人が選ばれることの
敷居が高くなっていることが多少関係があるかと思ったんですが、そういう話がどこかにあるか聞きた
いと思って。	

大山礼子：前半の方は知っている限り資料はないと思います。要するに以前のものと今と比べなきゃいけないの
で難しい、状況がいろいろ変わっていますからね。後半の方はどういうことに関係？	

傍聴者②：かつては、地方議会というのはＰＴＡから出る人が多いんですね。ＰＴＡの名簿を集めれば大体
1000人位になるんです。それを使うというのが基本的なやり方だったんです。20年位前から名簿を作らな
くなったんですね。それって、新しい人が地方の末端の選挙に出る時は難しい。基本的な個人情報を集
めることが非常に難しくなっているということでお聞きしたんです。	

大山礼子：なるほど。それはそうなんだなと思いましたけど。	
傍聴者②：町内会ぐらいなら名簿があるんですけど、郵便物を出したとしてこれどこから聞いたの？という反応

が今は多いと思うんです。それはずい分違うかなという感じです。	
三木由希子：ただその問題って、個人情報保護制度の問題ではなくて、社会状況の変化と、政治活動であれば

何でも許されるとみんなが思わなくなっているということで。政治活動そのものが地域に根ざしていない
と、そもそもそういう情報にもアクセスできないということなので、多分個人情報保護制度のせいにす
るのは簡単なんですよ。それでなくなったら解決するという話でもなくて、やっぱり20年前30年前に比べ
ると自分の身に覚えのない所から郵便が送られてくるという状況は、単に郵便物が送られてくる以上の情
報が流出している可能性があるという危険を感じている。特にＰＴＡの場合お子さんがいる家庭なので
よけいに警戒感があると。自治会の名簿が使い回されると、地域によってはそれだけでその人嫌だって
思う人も出てくると。顔が見えて、信頼性があって地域に根ざしていれば許されることが、全然関係がな
いとなかなか許容する人としない人が分かれてくると。なので、単に個人情報に関する人々の関心意識
というのが環境が変わってしまっているので元には戻らないので、別のことをしないと解消できない、乗
り越えられない問題であると思います。	

傍聴者①：地方議会の議員、あるいは地方の首長と国会議員は日本の場合兼職が禁じられていますが、フラン
スではそれが認められていると聞くのですが、それはどういう理由なのでしょう。	

大山礼子：ヨーロッパは認めているところが多いんです。フランスは兼職している人が実際多くて有名なんです
けど、兼職するといろいろ弊害がありますので今はどんどん兼職を禁止する方向に行っています。国会議
員はこの次の選挙から兼職できなくなるはずです。	

城倉啓：投票率の話し、1番最初にありましたけれど、仮にですけれど、今統一地方選挙が4年に1度あります。
それを例えば国政選挙のタイミングにぶつけていくような改正。北欧などでも地方選と国政と同じ時期
にやってるところがあったと思いますけど、4年に1度でなく例えば3年に1度にして参議院通常選挙とタイ
ミングを合わせるとか、そういった改正の仕方で投票率の向上が図れるのではないかということや、そ
れについてのご意見を伺いたいのと、あと統一地方選挙と言いながらまちまちですよね。その問題、本当
に統一にした方がかえって投票率の為には良いんじゃないか、その為にはどういった当てがいが必要な
のかお尋ねしたいのと、あと大山さんのご意見としては例えば大規模自治体で拘束名簿式比例代表制で
やると、それはやっぱり国政においてもこれの方が良いんじゃないのというご意見をお持ちなのかとい
うお尋ねです。	

大山礼子：投票率の点では確かに参議院と一緒にするというのは一案だと思いますね。少なくとも統一地方選
があんなにもばらけてしまっているのは問題で統一とは言えなくなっているので、あれは本当は元通りの
趣旨にしたほうが良いですよね。それは要するに途中解散とか任期途中の辞任があった時に残る任期に
ついて選挙をすれば良かったわけですよ。だけど例えば、これから法律的な措置をして経過規定を置いて
ちょっと延ばすとかちょっと減らすとか色々やっていけば揃えることは可能だと思いますよね。それは総
務省あたりの実務家もできないことではないという認識だと思います。	
拘束名簿式の話しですけど、参議院のこと第2部門でどう考えているのか、議論がどうなっているのか見
てないんですけれど、今参議院の選挙制度ってすごく問題になっていて合区の対象になっているところが
けしからんと言っているもんですからそれも他のところで研究会やってるんですね。今度そっちの方でも
言おうと思っているんですけど、参議院の場合はもともと比例代表の全国区でやっているわけですよ。そ



れを非拘束にしちゃいましたけども、また拘束名簿にしてもいいと思うんですけれど、今の選挙区の方は
各都道府県全部一人区にしちゃって、そのかわり全部重複立候補にして各都道府県は比例代表名簿の中か
らこの人を私たちの代表にしたいと指名するだけみたいにしてしまえば、もしかしたら投票価値の問題
もクリアできるんじゃないかとちょっと思っています。まだ他のところで言ってないので今度言おうと思
っているんですけど。	
さっきの名簿の話しなんですけどね、確かにおっしゃる通りなんですけど、今すごく過剰に反応してて
どこも名簿を全く作らなくなっているんですね。社員名簿みたいのを。それこそ年賀状も出さないみた
いになってて、それってコミュニティを破壊してる部分ってすごくあると思うんですよ。そういう中でど
うしたら良いかってことなんだけれど、それに代わるような、例えば戸別訪問を解禁するとか何か別の
手当を考えて行かないとコミュニティは壊れたきりかなという感じがしますね。	

三木由希子：それはそう思います。ただ単に名簿を持ってくれば良いという発想がもう成り立たないっていうの
は現実なので、いかに地域活動とか地域の政治活動が充実できるようにするかっていう、顔が見える関
係の中で浸透していくという形ができないと逆に若い層から反発を受けるとかそういう話になってくると
思うんですよね。	

大山礼子：今でも離島なんかに行くと学区ごとにコミュニティがあって学区の運動会をするところもありますよ
ね。昔は日本全国そういう感じだったんだけど、別にそれを復活した方がいいとは私も思いませんけ
ど、かなりコミュニティが壊れてきていますからそういう中で地方議員の役割をどうするかっていうのは
大問題ですよね。	

三木由希子：顔が見えている関係であれば、そんなに嫌だっていう感じにはならないと思うんですよね。なので
昔ながらのコミュニティではないんですけれども、地域の単位でどういうまとまりができるかっていう
のは多分選挙制度だけの問題ではないと思うんですけど、あると思います。個人情報の問題で言えば管理
が大変っていうのがあって、変なリスクを取るくらいなら作らない方が楽っていうのがあるので、だんだ
んそういう構造パターンになっているということは現実としてあると思います。ただ地域の政治活動って
いった時に色んな活動スタイルがあると思うんですよね。それこそ地域の関係団体とか利益団体を中心に
活動している人もいれば、よく市民派と言われる議員は自治体全区が自分の選挙区っていう感覚で自分
の支持者があちこちにいるという感覚でもありますし、地域代表的な人はその地域ってことで、だいぶ
政治活動のスタイルが、議員ごとに特に市町村議員は違うのかなと思うので、そこは実は多様であるの
で、いろんな可能性を考えて、それが選挙制度を変えることでどう変わっていくのかということを少し見
える化していくのも良いのかなって気がしました。	

傍聴者①：先程の兼職の問題なんですが、議員間の兼職でなくて議員が他の職業と兼職するのは国会議員の場
合禁止されてると、何の条文か分からないので教えてほしいのですが、地方議員なんかですと、ヨーロッ
パだと無報酬でボランティア的に議員をやるという所も多いと思うんですけど、日本の地方議員の場合
兼職は禁止されているんですか。	

大山礼子：禁止されていません。	
傍聴者①：すると国会議員だけ、という。	
大山礼子：国会議員も、一般的な兼職禁止というのはないです。	
傍聴者①：議員間だけ兼職はできないという。	
大山礼子：公務員とは兼職できないです。議員は。そこも議論の余地があると思うので。今みたいに地方議会の

なり手がないときに、公務員なんだけど自分の勤めている所じゃなくて、地元の方で議会議員になりた
いという人がいるかもしれないので。その辺は議論の余地はあると思うんですね。それと日本の場合は1
番問題なのは、例えば市議会の議員さんが今度国会に出たいという時に、市議会議員を辞職しないとい
けないんですよ。そこまでやってる国ってほとんどなくて、必ず現職のまま選挙やって当選したら辞職し
てくださいってことなんですね。だから日本は兼職ができないのは当然かもしれませんけども議員の異
動がない。ってことは国会議員に世襲議員が増える原因だと思います。	

三木由希子：現職議員とか他の選挙に出ることができないというのは、これはもう選挙制度が始まって以来ず
っとそういうことなんですか。	

大山礼子：どうだったですかね。ちょっと分からない。明治の時どうだったかは分からない。	
三木由希子：戦後は少なくともそういうことなんですね。	



大山礼子：そうですね。	
三木由希子：確かに首長選と議員選挙が前後して近いと、議員を辞めて首長選に出て、その後すぐに地元の議

員選挙があるのでって言って、何度も出ておられる方とかそういう特殊条件だとそういうことわりとやっ
ている人を何人か知っていますけど、それ以外なかなか辞めて出るとなるとハードル高いですよね。	

大山礼子：今本当になり手を増やすっていうのが非常に大きな論点になっているはずなのでもう少しハードル下
げて良いはずですよね。	

三木由希子：都市部と町村部で大分風景が違う。世田谷なんかは50の定数に70とか80出るので、逆に候補者過
剰っていう感じで、選ぶ方からすると過剰な感じがしてしまう所もある一方で、なり手がいない所もある
ということなので、それぞれの状況に応じて課題と認識されていることが違うのかなという気がします。
あと、なり手がいないとわりと出てくる層が偏るという、先ほど先生のご指摘があって、固有名詞を出し
てもどうかとは思いますが、地方に行くとJCがかなりの政治的な人材供給源になってしまっているとい
うところで、かなり人材の供給源が偏るということが現実にあるようで、それだけ一般の人が選挙に出
るということがなかなか自分事にならないということ、あと経済的な裏付けがないとなかなか出にくい
ということもあるのかなと思いますけれど。	

大山礼子：それはここの問題とは外れるかもしれませんけれど、志のある人に少しお金を貸して出てもらうみ
たいな運動をしてる人もありますよね。	

城倉啓：供託金も自治体選挙と国政選挙で違いますもんね。それについてはどういうお考えがありますか。	
大山礼子：町村議会は無いんですよ。供託金無いんです。だけど市議会レベルからはあるので、それが本当に必

要なのかは大いに問題だと思いますよね。仮に小規模市町村という括りで考えるならそこはもう供託金
無しにしても良いんじゃないでしょうか。	

三木由希子：議員選挙ではなくて首長選挙も無投票増えていますよね。この前新聞記事で高知県知事選挙が何
期か続けて無投票っていうのを見てすごくびっくりしたんですが、首長選挙が無投票っていうのもかなり
問題の根が深いと思います。かつ首長が引退すると、自動的に後継として助役とかそういう人が出てくる
という構造が固定化してるのかなと。そういう意味では政治的な正当性はあまりないまま、大統領みた
いな形でその地域を仕切るという。なので議員選挙だけではなくて首長選挙とか首長の選び方というこ
とも大きな課題ですよね。	

大山礼子：そう思いますね。今回は地方議会の方を作ってちょっと最後にこんな問題もありますよって付け足し
だったんですけども、そちらの方も色々論点はありますよね。	

城倉啓：仮に無投票、つまり1人しか立候補しないという場合において、何か信任投票的なものを義務付けると
かそういうようなやり方の制度改正もあり得るでしょうか。	

大山礼子：あるでしょうけど不信任されたらどうするかってことですよね。そこの手当て考えないとね。不信任
になったら国が直轄しますってわけいきませんものね。	
知事は被選挙権年齢30ですよね。だからあれもう少し下げてもいいかもしれないですよね。	

三木由希子：そしたらだいぶ時間も経ったので大山先生のお話を受けての質疑はこれでいったん終了にしまして
次に進みたいと思います。大山先生どうもありがとうございました。	!
それでですね、第3部門に関しては、前回の顔合わせ会議の議事録というのを今日用意していただいてで
すね、優先課題として確認したことが、選管の独立性と地方自治体選挙改革を最優先課題として取り組
むということですけれども、もう1つ確認したいことが国会審議の活性化と政治資金のあり方は最優先と
はしないということを確認したんですが、城倉さんが政治資金のあり方については少し優先度を上げて
ほしいということもメールでいただいているので、そのことで趣旨とかですね、お願いします。	

城倉啓：政治資金のあり方、国会審議の活性化、そして地方自治体選挙の改革という3本で11月30日の顔合わせ
前に記者会見で言ったわけですけれども、そしてそれを打ち合わせしたところで国会審議の活性化と政
治資金のあり方は少し後ろにするというような言い方でありました。それの代わりと言ってはなんです
が、選管の独立性という議題が出たという経緯なんですけれども、昨今の政治と金の問題はずっと付き
まとっておりますし、もしですねこのことはやっぱり早めに何らかの議論をしていって2年間の内ででき
てくれる方が、とても運動として、選挙市民審議会というよりむしろとりプロ、取り組むプロジェクト全



体の運動としては、この話題ならば食い付きが良いと言ったら語弊がありますが、メディアも含めまたは
国会議員の中にも関心の強い者がおり、といったことがあります。そして20年前の政治改革の時に企業団
体献金をやめる代わりに政党助成金みたいな話があったと私記憶していますし、そのことを覚えている
人たちもおります。だからどちらか一方がなくなるというのは筋としてあるんじゃないというのはずっと
燻ってあるというふうに思っております。そういうこともあって選挙市民審議会の中で、特に企業団体献
金について審議していただける方が全体の運動としてはバランスが良いかなと思っている次第です。	

三木由希子：政治資金の問題はいろんなところがいろんな提案をずっと出してきていて、団体企業献金に関して
も廃止ということではわりといろんな所が言っている状態で、廃止という以上に何をするかということ
が実は問題ですよね。法制度としては、団体献金禁止にしましょうということをいろんな人が言って、そ
れが多数になって政治が動けば法改正という話になって、そんなに複雑な論点とか改めて議論をして提案
をしなきゃいけない何か新しい論点があるのかどうか次第なのかと思うのですが、確かに今の政治資金
規正法って問題がある度につぎはぎつぎはぎで改正しているのですごく分かりにくいっていうのはあるん
ですよね。公職選挙法も時々罰ゲームと思えるような複雑な規制が入っていてよく分からないところがあ
りますけれど、政治資金規正法もわりとつぎはぎなので分かりにくい仕組みになっているというのと、
あれは情報公開の仕組みとセットでやっているんだけれども、公開されている情報がそんなに使えていな
い、一般市民はあまり使えていないという問題があって、課題はあるんですけれども、何をここで新しい
問題として提起して提言をしていくのかというところが、何かここで特にこれをやった方が良いよねとい
う何かがあればやるべきかなと思うんですけれども、どうですか。	

城倉啓：もうちょっとだけ。その意味と言いましょうか、例えばなんですけれども、政党というものを定義す
る法律が日本に1つもないというのが状況としてある。これ間違っていたら教えてください。つまり政治
資金規制法等でですね、または政党助成金などでこのような要件を満たしたらお金を出すよという、そ
ういう定義の仕方で政党というのがあるけれども、政党とはこういうものだとかいう。つまり私ども健
全な政党政治といったら、やっぱりそのような議会制民主主義を成熟させていきたいという全体の願い
はあります。ですから、今の政治資金規正法で、ある程度政党支部までは許すわけでしょ。現金が付さ
れるのがね。ある程度は政党というものをまとまりとして捉えたとしてもですね、もうちょっと正面切っ
て政党とはこういうものですよと、そして民主主義のコストというのはこういうものに税金を使うべきな
のかどうなのかということも含めて、大きいところで議論してもらってそしてこの法律をこういうふうに
きれいにしますと。今ややこしいという話もあったので。であれば議論できないこともないのかなと思
うんですけれどもいかがでしょうか。	

三木由希子：政党を定義するってかなり大事かなっていうふうには思いますけど、政治活動の自由とか結社の自
由とかいろんなものが関わってきそうな議論になるのかなとも思うのでですね。どうですかね。	

大山礼子：先ほどもおっしゃったみたいに、企業団体献金はもうやめるって政治家も言ってたわけですよね。約
束を果たしていないだけなので約束を果たしなさいとそういうことだと思うんですよ。今おっしゃったみ
たいに政党の定義を明確にするために所謂政党法を作るっていうのはこれは思想信教の自由とかいろん
な話が出てきちゃって大変なことになるので、もしかしたら政党助成法をもうちょっと何とかしなさいっ
て議論ならできるんじゃないですか。助成の条件としての政党という、それ以上広げるんじゃないんだけ
れど、その条件はどうなのかっていうことはもうちょっと議論してもいいと思うし、それからクオータ制
を推進する人たちのところでやってる話と重なるんですけど、女性候補をたくさん擁立したところに政党
助成金を割り増しで出すってことも考えられるわけですよ。それは助成金を何の為に出しているのかって
いうと、民主主義の健全な育成の為なんだから、その健全な育成の為に頑張っているところに多く払う
べきなんで、何もその議員数なんかで全部公平に分ける必要はないでしょってことはあると思います。	

太田光征：企業団体献金を無くそうっていう点では私も一致しているんですが、パーティー券は良いでしょって
いう話になっていてこれは実効性の点ではどうなのかという問題、論点を感じてるんですけど、あと政党
には助成金を出すけども無所属候補には助成金を出さないってことで差別の問題があると思うんですが
このに2点についてどうでしょうか。	

三木由希子：細かい議論はいろいろあると思うんですよ。パーティー券の問題もそうですし、企業から政治にお
金が流れ込む何をイメージするのかって話でもあると思うんですよね。献金はもともとやめようって話で
やっているけれどもそこから先の合意が今どこまでされているのかっていうと、たぶんそんなに明確な合



意が無い状態なんですよね。だから企業団体からの政治に対するお金の流れ込みをどう評価するのか、
一切だめっていう話なのか、それとも良いけど透明性を徹底しますよっていう議論になるのか、議論のポ
イントはあると思いますけれども、そういうのも含めて全部やめればいいじゃないってなってしまうとそ
れはそれでおしまいっていう話ですよね。良いかどうかって先ほど太田さんおっしゃったんですけれど、
おそらくやめたいってことだと思うんですよね。基本的に企業からのお金の流れ込みはやめようって話で
あればやめましょうで終わってしまうという議論にもなるんですよね。わりと政治資金の話になると結論
がかなり単純化して、でも問題になるのは実現ベースで動いていないということなので、市民側の意見を
集約することが大事というよりも、実現ベースの問題として何ができるかっていうことに移らないといけ
ないのかなっていう気がしてます。無所属はどうなんですかね。	

大山礼子：議員は1人しかいないけれど団体としては政党ということもあり得ますよね。会派の要件ていうのは
ありますからね、国会にね。そこには達しないから無所属みたいになってるけど、1人会派みたいなのも
ありますしね。1人だから政党じゃなくって何ももらえないかって、そこは短絡はできないので、もう少
しすくっていくような政党助成のあり方はあるんじゃないですかね。	
それとパーティー券みたいな裏口があるからやっても無駄だっていうことも思わない。やっぱりどんなこ
とも規制しても裏道っていうのはできてしまいますよ。だからといって正面玄関塞がないで良いですとは
思わないので、そういうのはおかしいとはっきりさせるためにも企業団体献金はやめて、それに代わる
ようなパーティー券みたいなのは事実上はするでしょうけれども、それは本当はいけないんで別の手段
でやっているんですってことをはっきりさせるだけでも意味はあると思います。	

三木由希子：政治資金の問題って活動制限になるのか、それとも単にお金の管理、透明性の問題という範囲な
のかというところとかぶっている部分があると思うんですよね。わりとこの間、特に使途を巡っては活動
に関して一定の条件を、ここのお金を使うんだったらこういう条件のもとで使ってくださいと、それは単
にお金の出入りの管理とか、この費目にはこういうものが当たりますよという一定の目安ができるとか
ですね、そういうところでこの間動いてきていると思うのですけど、パーティー券の問題にまでなってく
るともっと深い活動にまで突っ込むのかなという気がしてます。むしろ実現をしたいベースでの活動を展
開していく上で、整理したい論点があった時に適宜振ってもらう方が良いのかなという気もしているんで
すが。	

城倉啓：確認ですが、企業団体献金については大まか反対という方向があって、実現ベースの話題があったらそ
の部分としてこちらから市民審議会の方にお尋ねするという形ですか。	

三木由希子：実現ベースで動いていく上で論点整理が必要な場面が出てきた時に、こちらで出来ることがあれば
それをするということなんじゃないかなと。このとりプロ自体が提案を受けたり、これを実現したいと
いうものを実現していく為に活動するところですよね。政治資金の問題については、おそらくこの問題の
話をしても団体企業献金はやめた方が良いと言うと思うんですよ。北川さんも以前ご一緒した時に、これ
は絶対やめた方が良いとおっしゃっていたのでおそらくこれについては異論を言う人は1人もいないと思
うんですよ。なので、やめましょうということで終了ということになってしまうと、それ以上議論になら
ないということになるので。	

城倉啓：審議会として、議論の結論が分かっているという意味での面白味は無いけれど、私ども運動を担ってい
る者からすると選挙市民審議会の方々がやっぱりいらないと言っているということは大事なんですね。
もし全員がそうであるならば、例えば見解などで、提言でなくて随所で出す見解、審議会全体のです
ね、その中に盛り込んでいただくという形でももちろん問題はないとは思うのですけれど。それと、地
域政党ってありますもんね。例えば私どもの趣旨賛同でも生活者ネットワークという東京の地域政党も
仲間にあるんですね。また新党大地や沖縄社会大衆党。こういったところは先程大山さんがおっしゃっ
たように、無所属のように見えて、それは実は国会の会派の問題なんだ、ということがあるので、それ
を政党として位置付けるかどうかという、政党助成法の立て付けの問題というのはこれはこれで固有の
ものがあって、議論になるかもしれないなとは今そう思いました。	

大山礼子：地域政党には別立てで出している国もありますからね。それは可能性としてはあると思います。	
三木由希子：そうすると政党助成法についてはいったん検討するっていう感じですかね。	
太田光征：個人的な趣向になって恐縮なんですが、いわゆる身を切る改革ってありますね。なぜか身を切ると



称して国会議員の定数削減をしたいそうなんですが、身を切るんであればお金を切った方が良いんじゃ
ないか、歳費とかですね。そういう意見もあって、あるいは今の話で言えばまさに政党資金を減らされ
ることが1番身に堪えるわけですから、身を切りたいのであれば政党資金を切ったらどうですかというこ
とも言いたくもなる。その辺はどうでしょうか。政党助成法と政治資金のあり方の関係と身を切る改革
の関係。	

大山礼子：私は定数減らすのは全く愚策だと思っています。日本の国会議員は少ないのでこれ以上減らしたらい
ろんな多様な意見が反映されなくなりますから。今反映されていないから減らしちゃおうっていうのは
危険過ぎますよね。歳費は今が多すぎるかもしれませんけれど、でも歳費ちゃんと出してるってことも、
これまた貧乏な人も国会議員になれますので、それも大事なことなので、その辺も頃合いは大事かなと
思います。ただし文書通信交通費、ああいうのは地方議会の政務活動費、今ほとんどガラス張りになって
いますけれど国会議員は全くなっていないんですよ。だから国会議員の手当てについては問題大ありだと
思います。本当は実費弁償にすべきなんですよ。取りきりじゃなくて。それから昔はよく奥さんが秘書や
ってるって人もいたんですよ。そういうのも倫理規定かなんかで縛るべきだし問題点はあると思います。	

三木由希子：結局目指す方向は政治の質が上がるかどうかって事で良いんですよね、確認なんですけど。質が下
がる改革っていうのが1番悪いわけですよね。だからやる事の効果によってこういうふうに質が上がりま
すよっていう、そこに繋がる議論で物事整理していくしかないですよね。	

大山礼子：国会議員も本当に活動している人は足りないんですよ、経費。だから経費の上限額を上げて、その代
わりちゃんと使い道をかっちり監視して実費弁償にして残した分は返すとかにしてそういうこともありだ
と思いますよ。議員年金なんかも大衆迎合みたいな形で廃止してしまいましたけど、いつ落選するか分か
らないわけですから本当はあれはあった方が良かったと私は思いますね。じゃないと危なくて国会議員
になれないじゃないですか。	

城倉啓：思いつきで恐縮ですが、国会議員の処遇、または地方自治体議員の処遇、こういった主題もすごく重
要で、また当事者が乗り気になって議論してくれるかもしれないと思うので、そのあたりも第3部門が拾
うというのはあり得るんじゃないでしょうかと。併せて考えるでもいいですけれど、民主主義のコストと
いうところで論じたらいかがでしょうか。	

三木由希子：城倉さんがおっしゃっている民主主義のコストっていうのはどういうイメージなんですか。	
城倉啓：例えば民主主義を成り立たせるためのどうしても必要なお金。この場合の民主主義というのは議会制

民主主義を言っています。制度として、代表を送って代表がそこで良い法律を作ると。だから私は議員の
資質というのは良い法律をつくる人というイメージがあります。法律をつくるためには必要な経費があ
ると思います。調査をするということや今秘書たちがやっている仕事ももちろんですが、そのようなとこ
ろを民主主義のコストと考えております。ただ、今のは法律の事だけを言っていますけれど、本当は民主
主義といったら他にも色々出て来るんでしょうけどね。ご質問に対しては以上です。	

大山礼子：要するにどれくらい税金を投入するかって話ですよね。	
城倉啓：そうです。民主主義のコストといった場合にだれが払うかといったら税金のことです。その通りです。	
三木由希子：そうすると今出ているものは、前回確認した内容で、選管の独立性と地方自治体選挙改革と政党

助成法の検討、それと議員の処遇というのが今出ましたよね。ただ政党助成法も議員の処遇もたぶん選
挙制度も全て民主主義のコストに関わってくるのかなと思いますが。	
議員の処遇というと議員にお給料をいくら払うのかというよりも、議会活動とか議員活動の為にどうい
う経費を公費で負担すべきかって話ですかね、これは。	

大山礼子：もちろん歳費もですけどね。歳費も含みますけど。	
三木由希子：ただお給料いくらかってことの議論だけだと非常にさもしい議論にという感じなので、どちらか

というと議員活動に伴うコストをどう公費で負担していくかって話ですかね。アメリカとかだと全体のお
金をどう配分するか各議員がそれぞれ判断できる。秘書何人雇うとか。	

大山礼子：秘書のところは上院と下院とちょっと違うんですけれどパッケージみたいになってますけどね。そ
れ以外にも色々出てますからね。昔表をつくったりしていたので、もし議論するなら資料はありますけ
ど。	

三木由希子：議員の処遇ではないですけども、議員活動に対する公費負担みたいのを1つのテーマにするという



ことですかね。	
大山礼子：それは可能だと思います。	
岡本達思：今までお話聞いていて、これまでとりプロの中でもやりたいなと思っていて自分自身もできないとこ

ろなんですけれど、いわゆる企業でいうＣＳＲみたいなそういう観点ですね、いわゆる企業の社会的責
任の審査をするような基準みたいなものが、例えば地方議会だったり国会だったり議員だったり、そう
いう方々に当てはまるような仕組みっていうのをきっちり作ってそこで審査していくと。その中で例えば
今の様なお金の問題であるとか、きちっと精査していくような評価基準みたいなものが出来ればもう少
し公平なものになるのかなと。法律で規制していったときにあまり面白い話ではなくなっちゃうんです
けれど、そういう評価基準みたいのものを元にどこまで達成したのか、どこまで達成したからこれにつ
いては評価があってここまでいいんじゃないかというところが、透明性のもとにそういうものが出来て
ると今後良いのかなと感じているのですけれどご意見をお願いします。	

三木由希子：何を評価するのかって話だと。例えばマニフェストということであれば、国政政党だと選挙のたび
にマニフェストを評価する人たちがいたりとか、選挙の前にマニフェストの達成状況を評価する方がおら
れたりとか、国会での質問状況を調査評価する人がおられたりと、何を評価するかによっては、何を議
論しなきゃいけないのかということが変わってくるのかなと思いますけれど。	

岡本達思：マニフェストにしても各政党がそれぞれのスタイルで書かれているわけですよね。それを例えばフォ
ーマットを統一したところで評価のポイントを決めていくとか、もしくは、横比較できるような仕組み
を作っていくとか。	

三木由希子：それはマニフェスト項目をテンプレート化するみたいな話ですか。	
岡本達思：そうですね。共通のものの中で横比較してなおかつ時系列にきちっと比較していくと。そこで成果

をチェックしていくというようなことですね。	
三木由希子：それは逆にそれぞれの政党が独自の色、独自の政策とか他がやっていない事をやるっていうこと

が、だれかがマニフェスト上制約するっていうことを提案するっていうことですか。	
岡本達思：そうですね。大まかに外交だったり、経済だったり、経済の中でも個別のものがありますよね。大

きく言っちゃえば、経済的な問題、社会的な問題、環境的な問題とかそういうような大項目の中に小項
目を出した中でそこに今の例えば自民党のマニフェストがどこに当てはまってどこが無いとか、どこにつ
いてはどのくらいのレベルであるとか、そういった段階みたいなものを当てはめて評価していくというと
ころですね。既存のマニフェストを評価するというと出たものに対する評価ですけれども。	

大山礼子：地方議会については評価基準をつけて外部が評価したらいいんじゃないかみたいな議論はずっとあ
るんですね。ですけどそれは私は無理だと思っています。それは、住民がこの人が良いと思って選んだ人
が住民が良いと思う活動をしてくれればそれで良いのであって、外部がこうしなければいけないという筋
合いのものではないというのが1つです。それから今のマニフェストの話ですけれど、シングルイシュー
政党を否定することになりますよね。いろんな論点について全部それなりのことが書けるというのは政
権党に完全に有利になりますよね。ですから例えばメディアがアンケート出して並べてみる、読者のため
に分かりやすくする工夫としてはあり得ますけれど、仕組みとしてそれはないと思います。	

岡本達思：そうすると第3者機関あたりがそういうことをやるということだったらあり得るという。	
大山礼子：あり得ますけれども良い効果が生まれるかどうかは分からないですよ。やりかたによって。	
岡本達思：分かりました。ありがとうございました。	
階猛：まだ何も資料をもらっていなくて途中から来たのでどういう議論しているのかも分からないんですけれど

も、3回シリーズの3回目で、それでいいんですよね？	
三木由希子：部門が３つあってここが第3部門というところで。	
階猛：第3弾という位置づけではないんですね。	
三木由希子：市民審議会は3つの部門に分かれていて、今回第3部門で、私たちが今議論しているのが、選挙制度

そのものというよりは関連制度ということでどんなことをするとより議会国会あるいは議員それから首
長の質が上がるかっていうことの観点からどういう改革ができるかなということで議論をしていまして、
今日ひとつの大きな論点だったものが、地方議会の選挙制度が今のままでいいのか、という議論を1つし
ていたと。それから選挙管理委員会の独立性が日本は低いということで、選管の独立性について今後議



論したいと。もう1つは団体献金の廃止ということは、もうそういう意見として固まっているんですけれ
ども、政党助成法については少し検討の余地があるんじゃないかと。議員活動に伴う経費、どういうも
のを公費で負担していくといいのかということも重要な論点じゃないかということで、今論点出しを
色々しているということなんですね。第3部門としては第1回目の会ということで今日ここで議論を始めた
ところなので、こうです、というものが私たちも無いという状況で議論をしています。	

階猛：主に国会というよりは地方議会のポイントを問題にしているということでよろしいですか。	
三木由希子：今地方議会とそれプラスアルファで、国政にも関わる仕組みについても、選挙制度そのものではな

い周辺で色々と改革改善の余地があるという前提で、どんな論点を出すとより民主的な仕組みになるか
なということを色々検討中ということで、もし何かこの辺についても議論した方が良いとかお気づきの
ことがあればぜひ出していただければと思うのですが。	

階猛：すみません。途中から参加したにも関わらず懇切丁寧に説明していただきありがとうございます。選挙
戦、公職選挙法の関係で言うと、今地方選挙の場合は議員がチラシとかを選挙期間中個人のチラシは配
布できない、これを変えたいというのは民主党の中で議論されていますが、今回投票の方法など少し緩
和されて投票日当日もスーパーや駅などで投票できるようになったりするんですけど、それに本当はチラ
シの件も盛り込みたかったんですけれども今回先送りになりました。それによってですね、地方選挙の
候補者について一般の有権者が知りうる情報ってすごく少ないと思うんですね。チラシが配付される事に
よって少しは改善されるんじゃないか、それから政治資金の話でいうと今甘利さんの問題とか出てきて
ですね、口利きをしてお金を貰ったらアウトですねみたいな話がされがちなんですけれども、法律上は
もう少し細かい用件があるんですが、口利き、と言いますか、議員が一般の方に色々な要望を受けてそ
れに基づいて議会の中外で活動するというのは通常の事ですね。ただ報酬ではなくても政治献金が同じ
人から渡されたら必ずグレーな話になる。なので私もいちいち疑いをかけられるくらいなら企業献金、
もっと言えば個人献金でも同じことだと思うんですが、むしろ献金でお金を集めなくて良いように公費
で必要な分は手当てされる方法の方が私としてはスッキリすると思っています。そういう単純な仕組みが
作れればですけれど。	

三木由希子：先程来話として地方議会特に町村とかになると議員のなり手がいないとかですね、選挙制度として
民主制としてうまく機能しているのかという問題があるんじゃないかという議論をしていまして、その辺
はどうでしょうか。	

階猛：良い人材ほど、我々も声をかけるんですが、断られることが多くてですね、なかなか必ずしも納得した
人がなっているわけではないという問題があります。そうは言っても新しい人材を発掘しなければなりま
せんので、常にアンテナを張り巡らせて色々な所に行っておあししたりしていく中でですね良い人がいて
出たいと言ってもですねやっぱりなかなか地域社会の中で新人が一からやって短期間で必要な票を獲得す
るのは大変だということで、2段階の壁があるな、と。特にそれは地方、私も地方なんですけど岩手県の
地方などではより強く感じるなと思っています。そういう中で国会議員である我々がですね、いかにそう
いう人たちをバックアップしてですね一人でも多く有利な人を引き上げることができるかっていうの
は、非常に大事かなと思います。	

三木由希子：なかなか立候補されないという壁としてはどんなものがありますかね。良い人材がいてもなかな
か立候補に至らないというのは。	

階猛：多分普通の人にとってはまずは仕事を止めて無収入になるリスクを負うという事ですよね。当選した場合
でも小さな市町村の議員であればとても家族を養う収入は得られないです。そこが1番の問題だと思いま
す。あと選挙運動などあまり格好良い物ではありませんから、泥臭いものですからそれが嫌だという事
もあるんでしょうけれども、前者の方が一番大きいと思います。	

三木由希子：兼業しながら選挙に出られるとか、そういう感じが整うと少しハードルが下がる可能性はありま
すか。	

階猛：確かにそういう議論は前からありますよね。兼業して出られるように、サラリーマンの方でも一部そうい
う理解ある会社が出てきたりというのは聞いています。	

大山礼子：その関係だと例えば立候補休暇だとか、議員をやってる間だけ休職するとかそういうものも議論は
されていますよね。	



階猛：そうですね。	
三木由希子：この際ですからお聞きしたいことがあれば。	
階猛：ただどういう事をしているのかなと思って。三木さん、大山先生も以前、国会の仕組みの本などを書かれ

ていらしてそれでお話しを聞いたことがあります。太田さん、今日いらしていないですけれども、憲法の
話しとかも聞いていますし、お三方どういうお話しされるのかなと思って今日伺いました。	

城倉啓：率直に言って、国会議員の処遇は、今お金面で色々な活動費があって足りてるんでしょうか。議員の場
合はでも良いですけれども、または全体でも良いんですけれども。地方議会の方の話しもありましたけ
れども国会議員の場合はどんな感じなんでしょうかということと、あと先程の兼職議員は会社に対して
義務付けするような法律の改正などが可能なんでしょうかということと、公務員との兼業は今駄目だと
いう事ですがそれを解くという事についてお考えがあれば教えていただけますか。	

階猛：私も国会議員9年目になりますけれども、最初の頃は活動の範囲も割と狭くて人脈も限られたりしてです
ね自分の近いことだけを考えていれば良かった。そんなにお金が足りないという感じはなかったです
が、キャリアを重ねれば重ねるほど活動範囲が広がりますし、自分のことだけでなくて仲間のこと、新
人や落選中の方のこと、色んな方にも配慮しなくちゃならなくなるという事で必然的にお金は前よりも
かかるようになっています。ところがご案内の通り議員の報酬、文書交通通信費も含めてですけれどもキ
ャリアが上がるからと言って比例的に上がるわけじゃないんですね。常に新人の時と一定なので、そう
するとどこからかお金は集めてこなくちゃいけないなと、逆にそこが出来なくなると活動範囲が広げら
れないので、自ずと議員としてのキャリアというのも限界が出てくると。いうことで、やはりある程度お
金を集める能力がないと議員としてキャリアアップしていくのは厳しいなと。そういう意味で足りてる
か足りてないかと言われればですね努力しなければ自分が思うような議員活動が続けられないという意
味ではちょっと厳しい状況かなというのがあります。サラリーマンの場合は多くの会社では兼業禁止規
定、私が勤めていた会社でもありましたけれども、ですからそこは採用の自由というのが企業側にもあ
ると思いますので、そこを法律で制約することができるのかどうか、これ1つの憲法上の論点になるよう
な気もします。公務員については中立義務とかそういうのがあるでしょうから、1つの政党に所属すると
いうのはこれは間違いなくまずいだろうなと思います。	

大山礼子：地方議会の研究会で話していたのは、立候補をして本当に短い期間の休暇を企業が出すという事だ
ったら、例えば裁判員とかと同じように考えられるんじゃないかなという事も議論していました。	

階猛：それは選挙期間中だけ休暇を認めるということですか。	
大山礼子：当選したらその時点でやめなくちゃいけないかもしれませんけれども、落選するかもしれない時点

でやめてから出るんではあまりにハードルが高いので。	
階猛：それは一歩前進だと思いますが、小さな市町村では受かったと言ってもですね収入がすごく少ないんで

す。だからそれですべて解決という話ではないと思います。	
傍聴者③：企業の兼業の問題なんですけれど、東京電力なんかの撮影をよくやっているんですけれども、地方で

いろんな組織とか委員会とかに東電の社員の人が別の名前で出ていたりして、ああいう財力と人数がい
る様な会社ですと、企業からあまり自由に議員になれるようにしちゃうとお金と人の力使ってですね、
東電とか東芝とかいろんな会社の人があんまり出て当選しちゃうのもまずいかなというような気もし
て、逆にその辺は歯止めを考えた方がいいようなこともあるのかなと思う気もするのですが。	

三木由希子：議会選挙と違いますが、カリフォルニアに行ったときに、現地の環境NGOの人と話をしていて、
住民投票がわりとあちらはできるので、地域の大きな環境問題とか公共事業の問題について住民投票と
かを積極的にやらないのかと聞いたらですね、資金力のある推進側に負けるからやらないと言っていて
ですね、つまり例えば市全体の住民投票になると、情報を行き渡らせるためには資金力が必要だとなる
ので、そこで負けるので。あと微妙な広報戦略で、白黒がはっきりしない様な広報戦略の中でこれに投
票しましょうという巧みな戦略が浸透しちゃうとNGOは太刀打ちできないので、積極的に選択しないん
だというふうに言っていたので、常に投票ってそういう問題をはらんでいるということではあるのかなと
今ふと思いました。そういう一面はあるかもしれないですけれど、ただ地方に行くと裏腹なところはあ
りますかね。人材がそもそもすごく限られているというところがあるので、緩和をすれば一気にそういう
人材が流れ込んでくる可能性も無くはないですけれども、それでも供給をしなきゃいけない様な地域も



たくさんあるのかなという気もしますので、一概に法律上の問題というふうにはしにくい話かなという
のはあります。	

傍聴者①：確認ですが、兼業の話しで先程は議員の側は兼業は禁止されていないという話がありましたけれど
も、今先生のお話だと議員の側は禁止されていないけれども企業の側が兼職を禁止しているからなんでし
ょうか。議員も禁止規定があるのでしょうか。	

階猛：企業の側が就業規程で禁止しています。	
傍聴者①：例えば自営業を議員がやっている場合も。	
階猛：地方では圧倒的に自営業の方多いですよ。農業とか。	
大山礼子：それはこの資料を見ていただければ。自営業多いです。	
三木由希子：弁護士業をしながら議員活動をされている方も結構います。	
階猛：ちなみに私も元々弁護士やっていまして、ただ国会議員やりながら弁護士っていうのは物理的に両立が不

可能で登録して会費だけ払ってるんですけれども、なかなか国会議員だと兼業は制度的に許されているけど
物理的に無理だという気がします。	

傍聴者②：教育との関係があると思うんですが、国会議員にはどういう資質が求められていて、周りからリスペ
クトされるべき立場であるべきと私は思うのですが、そのへんどうお考えでしょうか。地方議員もそれは
大きいと思うんですね。世の中、政治家なんて大体汚い物みたいな、だいたいそういう基本的な認識みた
いなものがあると思うんですね。だけれどもそこはどこかで突破しなければいけない。それは教育かなと
思っているのですけれどもどの様にお考えでしょうか。	

階猛：最近、野々村さんの問題とか資質を疑わせる議員は国会にも地方議会にもいるわけですけれども、よく
言われるのは、試験を受けてパスした人が選挙に出れば良いんじゃないかと、それで一定の水準をクリ
アした　 人がなればリスペクトされるようになるんじゃないかということを言われる人もいますけれど
も、そうすると今度試験が強い人だけで議会が構成されて、それもまた議会が偏っちゃうっていうこと
で、なかなか難しいんですね。やっぱり有権者が一番確かな目を持ってしかるべき人材を選べる、それ
がベストなやり方だという建前の元に間接民主主義政治というのは成り立っているものですから、なか
なか今表れている様な質に疑いがあるような人をどうやって排除していくかっていうのは難しいんですけ
れども。試験制度というのは私は難しいと思うんですけれども皆さんどうでしょうか。	

大山礼子：全く同感です。だから逆に選挙がちゃんと競争になっていないというのはすごく問題で、無投票で当
選してしまうから。	

傍聴者②：試験でなくて教育でどういう人がという意識を我々が持つとか、それが少しずつでも共有できるよ
うになれば良いかなと。その為には日常の中で表だって政治を語るというのが、それが嫌われていますよ
ね。そこが問題の根本だと思います。この人は委員じゃないのっていう話が日常的にできるといいなと思
います。	

階猛：最後の方にお話しされたことはすごくよく分かることで、先日も私の地元で市長選挙がありまして、私が
この人がいいと思って応援した候補がいたんですが、みんなその人良い、と言ってくれるんですけれど、
でも表立って応援するのはちょっと、という方結構いますよ。わりと地位とか名誉のある人ほどそうい
うのは避けるというのが日本の政治文化ですよね。そこを変えた方が良いという趣旨でそこは本当にそ
の通りだと思います。そこが変わってくるとですね良い人が出やすくなるし受かるようになってくる。	

城倉啓：大山さんから首長選挙のことで改革試案というのを出していただいて、今の市長選のことと関わるか
もしれませんけれど、2つ目の2回投票制の後の話し、「選好投票、１人を選ぶのではなく、候補者に順
位をつける投票。第１位の票の少ない候補者から順に、その者の票を2位以下の候補者に配分していき、
獲得票の累計が有効投票の過半数に達した者を当選とする。」というあり方、こういうやり方をすれば
良い人が選ばれるっていう事にもなるんじゃないのかなということと、この事というのは小選挙区制に
おいても使える議論であると。つまり一人だけを選ぶというところで全く同じなのですね。多数性定足
数ね。ですので、どうなんでしょう。議員のお考えとしてこれ小選挙区制に決選投票や今言ったような選
考投票というのを入れる考え方というのは面白いですか。	

階猛：私野党で今野党共闘とか言っている中で、その前提には野党が複数候補を擁立しているからなかなか自民
党に勝てないという現実があるわけです。それを我々にとっては有利になるような改革案になるなと思っ
て聞いていました。つまり2回投票で過半数取れなければ勝てないというふうにすれば、例えば1回目の



投票で2位に入れば現状よりはるかに良い次は1対1の勝負で持ち込めるわけですよね。そうすると野党の
候補にとっては有利だなというふうにお聞きしました。そういう自分の利益は置いておくとしても、死に
票を少なくするという意味では非常に意味のある民主主義に適ったやり方だと思います。現状よりはる
かに良い。	

太田光征：我々市民活動をやっている者はよくカバンなんかにワッペンを付けたりして議員会館に入ると「そ
れ外してください。そうしないと入れません」と言われるんですね。先程政治を語る文化という話が出
ましたけれども、憲法を護ろうというバッジでさえ外せと言われるんですね。これは民主主義の日本に
おいて、国会の中において非常に論外な状況だと思うんですね。私は選挙制度改正に取り組もうとしてい
るわけですけれども、実はそういったところから、院内規定の問題を即刻にも変えてほしいと思ってい
るんです。ワッペンくらい良いだろうと。憲法を護ろうというワッペンがどうしていけないんだと。そこ
ら辺をぜひ、なぜ国会議員の皆さんはご存じのはずなんですけど取り上げないのかということを非常に
思っていますので、ぜひそこのところからでも即刻取り組んでいただきたいなと思っています。よろしく
お願いします。	

階猛：議員はTPP反対とかよく付けてますけど一般の方々はダメなんですね。	
三木由希子：基本的に傍聴席からアピールをしてはいけないということが言い含められていて、たぶん院内に入

るといろいろと。20年前は資料を法案そのものを傍聴席に持ち込むのにすったもんだをした覚えがあっ
て、何見て聞けって言うのよって、警備の人と話をして結局持ち込んだっていう。わりと傍聴者に対して
は自由は認められない。	

大山礼子：でも今おっしゃったのは議員会館の方ですよね。	
岡本達思：入口です。9条のTシャツでも言われたり。	
階猛：おかしいですよね。	
三木由希子：議員会館は警備は民間のところがやっていますよね。そこに何か言い含まれてるんですかね。	
大山礼子：最近よく聞きますよ。議員会館は入れないって。今日何か付けていらしたでしょ。	
太田光征：参議院と衆議院で違うんですね。これも変な話で。	
岡本達思：参議院の方が緩いんですよ。	
傍聴者③：これもダメなんです。「助けて」って子どもが言っているのもダメ。子どもが助けてって言っちゃい

けないのかって聞いたら、あなたが持っていると政治的メッセージになるって。	
大山礼子：プラカードはダメっていうんですよ。じゃないとすごいの持って入って来ちゃうから。だけどバッジ

くらい良いと思うんだけれども。でもバッジも最近すごくうるさくなっていると聞きます。	
岡本達思：9のトートバッグとかもダメって言われますよね。	
三木由希子：単なるデザインでもダメなんですか。	
岡本達思：デザインでもダメ。	
三木由希子：それちょっとすごい過剰ですね。	
傍聴者③：先程の教育の問題なんかも含めてですね、有権者の側の問題ってのもあると思って一票の格差が無い

のが本当に民主主義かっていうのが疑問で、例えば普段から地元の政治活動一生懸命やって問題意識持っ
ている人もいれば、テレビでイケメンの子がいるから入れちゃうみたいなのも、それも一票になるっての
はやっぱりおかしいなってことで、有権者の側も、実現不可能なことは分かっているんですが、例えば点
数で20点の人から1点の人がいて、一票だけど、あなたは8とか5とか、もしそういう事がやれる手があれ
ば理想に近付いた投票行動になっていくのかなという気がしてます。	

三木由希子：結構ここで何度も出てくる言葉で「基準」ていうのがあるんですけど、基準ってある種標準化なの
で多様性の逆に行くこともあるわけですよね。基準にすると分かりやすいのかもしれないけれども、そ
の基準がどう使われるかによっては全然違う話になっていくということなので、むしろ多様性の確保のた
めには基準に基づく選別というのは逆効果っていう事もあるので。あと有権者側にとって難しいなと思
うのは自分と同じ問題意識を持った人同士ではわりと政治が語れるとか、問題意識が語れる。でも実際
の有権者ってもっと色んな多様な人と多様な考え方と、あんまりその事考えていない人がいれば、すご
い考えてる人がいるし、全然違うこと考えてる人もいる。だから仲間内の会話を超えないと政治、特に
議会とか選挙ってなると届かないってところがあるので、そういう意味で市民社会側の成熟とか多様性



とかいろんなことが必要だと思うんですけれど、それが基準とか仕組みって話になるとまた違う話になっ
てしまうと思うので、そこは市民が育ち政治も育つっていう関係が出来れば一番良いんですけど、それは
仕組みを超えた問題と、あと仕組みが助けてくれるところもある。選挙制度が変わるとかそういう事に
よって政治家と市民の関わり方が変わってくるとか関係が変わってくるってなれば、それは制度がその関
係をより良いものにしていくことを助けるっていうことにもなって、むしろここではその助けるような仕
組みというのを議論できると良いかなと思いますけれど。	

大山礼子：その通りでね。１つ面白い例を申し上げると、18歳選挙権というのはようやく日の目を見たわけで
すけれど、私大分前から毎年大学1年生に18歳選挙権に賛成ですか、反対ですかって聞いてるんですね。
一昨年の入学生までは7割くらいが反対だったんです。「私たちはそこまで政治のこと知りませんから」
って。だけど去年の入学生からは逆転しました。7割がこれは良いことだから私たちも政治に積極的なら
なくちゃみたいなことを言う様になって、ここまで従順かってちょっと怖いんですけれども、でも制度が
そうなると、これで良いんだ、話をして良いんだってなるんですよ。皆さん、けっこう活動している団体
の方なんかも「意識が変わらないとね」みたいな形で最後話が終わっちゃってってケースが結構あるんで
すけれども、意識って意識だけを取り出して変えようったって無理なんですけれど、制度を変えればいと
も簡単に意識が変わってしまう。だから意識が変わるような制度作りということをしていく、と思ってい
ます。	

三木由希子：市民と政治の関係を変える、良い関係に作り変えていく仕組みづくりが大きなテーマかなと。そ
れを変えていく仕組みをうまく動かしていったり、あるいはうまく監視をしていくために、例えば選管の
問題が出てきたり、あるいは政党助成の問題が出てきたり、あるいは議員活動をどうやって公費の部分
で支えていくかということが、政治の側の体制として議論すべきこととしてあると、いう感じの流れかな
と今考えましたので、その辺で何を議論すれば良いのかってことを次回あたりから少し具体化していくと
いう形で進めますかね。	

城倉啓：はい。了解です。	
大山礼子：今日2人しかいませんからね。もうちょっと他の方のご意見も伺って。	
三木由希子：一応大きな方向性で今日の話しはこうなりました、と。それをもとにもう1回3月に予定を設定し

て検討して具体的な検討に入れるようにすると、そういうことですね。	
岡村千鶴子：3月7日に日程は決めてあるんですけれども実現可能でしょうか。修正があればしていただいて。	
三木由希子：大山先生がいらっしゃれないっていう話で。他の皆さんのご予定もお聞きして。	
大山礼子：私は明日になるとその辺が明らかになるので、もしかしたら出られるようになるかもしれない。	
三木由希子：明日連絡いただいてこのままの日程でいくのか決められれば。	
大山礼子：少し遅めの方がありがたいかもしれないです。	
三木由希子：少し予定よりも早いんですが、今日はここで終わりたいと思います。2月23日に代表者会議が予定

されていますので、その時に今日の話しとしてはこういう事でしたということの報告と、他の部門の状況
をお聞きした上で調整が必要なことがあれば話をお聞きしてくるということで対応したいと思います。	
それでは皆さん長時間どうもありがとうございました。大山先生どうもありがとうございました。


