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2017.04.03.選挙市民審議会第８回第 3部門審議会議事録               

日時：２０１７年４月３日（月）15：00～17：00 

場所：衆議院議員第２議員会館 第５会議室 

出席審議委員：三木由希子（共同代表）、大山礼子、桔川純子 

欠席審議委員：太田啓子、北川正恭 

陪席審議委員：太田光征・桂協助（第２部門委員） 

市民傍聴：３名 

とりプロ事務局：城倉啓（事務局長）、岡村千鶴子、富山達夫 

書記：岡村千鶴子、城倉啓、吉野健太郎 

 

城倉啓：どうも皆様お疲れ様でございます。選挙市民審議会第８回目になります第３部門

審議会を時間ちょっと過ぎていますので始めたいと思います。最初にご挨拶を共同代表の

三木さんよろしくお願いします。 

三木由希子：みなさんこんにちは。今日もよろしくお願いします。今日は第３部門で二元

代表制について大山委員に最初にご報告をいただいた後、本当は中間答申までに間に合わ

せたかったところもあるんですが、首長選挙を積み残してしまいましたので、それについ

て今日議論をしたいと思います。あと２月に韓国に調査に行ってきて、選挙管理委員会と

か、あと政党、それから民主市民教育、日本でいうと主権者教育と言われるものとか、そ

ういうことについても調査をしてきましたので、次回以降の審議予定ということで、最後

に少し議論ができればと思っています。今日もよろしくお願いします。 

城倉啓：ありがとうございました。では今日の議長役を桔川委員にお願いしてますので、

よろしくご司会お願いいたします。 

桔川純子：では大山礼子委員から二元代表制についてということでお話をいただくことに

なっていますのでよろしくお願いします。 

大山礼子：二元代表制なんですけれども、総務省の地方議会に関する研究会にも参加して

いて、そちらの議論も紹介しつつというご依頼だったかと思います。それで、その他の学

会で割と最近地方選挙を取り上げたシンポジウムがあってそっちにも行ってきたんですね。

そこで二元代表制なんかの議論をしたんですが、要は今の二元代表制を変えることが可能

か、ということが 1 つと、それから二元代表制だと選挙はどういう影響を受けるか、とい

うことが２番目としてあるかと思います。で、１個目の変える可能性があるかということ

なんですが、人によっては議院内閣制にした方が良いんじゃないか。戦前の日本もそうで

したし、それから議院内閣制にすると首長を選べなくなってしまうので、そこを何とかす

るためにフランスの地方自治体でやっている選挙があります。これはどういうことかって

いうと、名簿式なんですが名簿のトップのところに市長候補を置いて、その市長の人気で

名簿を選ぶ人が多いので、首長選挙と議会の構成をセットでやるような形になります。そ
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うすると難点としては、必ず市長の会派が多数を占める。つまり勝ったところが市長を出

すということなので、そういうことを良いと思うか、悪いと思うかで色々変わってくると

思います。フランスの場合特に完全な比例じゃなくて、１番得票したところが得をするよ

うな配分をしていますので、より首長さんとそのグループを選ぶという感覚が強いです。

そういうのをどうかという人もいます。ただ、私はこれは実現可能性は薄いと思います。1

つはもちろん今の憲法で公選という縛りがあるので、そのフランス式を公選と認めるかと

いうことがありますし、それから仮に憲法の問題が無いとしても、１度公選にしてしまっ

たものを間接選挙みたいに戻すというのはすごく困難で、世界的に見てもあまり例が無い

と思いますので、やっぱりこの二元代表制でやっていくしかないんじゃないかなという気

がします。 

 で、そうすると二元代表制というのが選挙にどういう影響を与えるのか、これはその総

務省の研究会でもかなり論点になったところなんですけれども、議院内閣制と違って長の

方は長の方でちゃんと選びますので、議会側で安定した多数派を作り出す必要が無いとい

うことは言えます。ですので小党乱立のような形になったとしてもそれはそれで、首長さ

んはちゃんと選ばれるので、そこをチェックし政策提言するという議会としては問題がな

い。国会の場合ですと安定した多数派を作るという論点がかなり出てくるんですけれども、

そこが出てこないで済むという意味では二元代表制という特徴があるだろうと思われます。

そんな感じですね。二元代表制については。あとどうしましょうか。あと、この中身の方

入りますか。 

桔川純子：ここまでのところで質問等ありましたら。 

城倉啓：質問としてはですね、議会の側の仕事というのは現状で、大山委員が見るところ

で、行政をチェックするというようなところはうまくいっていると思われますか。 

大山礼子：あまりうまくいっていないんじゃないですかね。それは今の地方議員というの

が口利きの方にどうしても行きがちなので、それをする為には長の方と仲良くしておかな

いとなかなか自分の意見が通らないので、なんとなく総与党化しがちになっていますよね。

そうすると、肝心のチェックというのがあまり行われていないということはあると思いま

す。 

城倉啓：日本の現状では、首長が強いということがよく言われるけれども、制度としては

三権がよく分立している分だけ二元代表の方が、首長の権限というか権力が弱いという理

解で良いですか。一般的には。または世界的には。議院内閣制の方が、むしろ与党と首長

というか長が一体化しているので、その三権分立の観点から言うと、一般的にはそうだけ

れど日本の現状はちょっと違うんじゃないかということで良いですか。 

大山礼子：はい。それは制度的に日本の二元代表制というのは議院内閣制的なところがけ

っこう入っていて、不信任決議をしてそれに対抗して解散できるっていうのがまずそうな

んですけれども、そもそも長の権限がすごく強いんですよ。アメリカの大統領に比べると。

アメリカの大統領っていうのは、今トランプさんが飛んだり跳ねたりしていますけれども、
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法案を出す権限も無いですよね。ところが日本の首長さんというのは、条例案も出すし、

予算案なんかはむしろ行政側が出すっていうのが本則であって、議員さんは出せないんで

すよ。だからアメリカの議会だと、予算でもなんでも少なくとも形式的には全部議会側が

作ることになっていますけれども、大統領は予算教書でこんなふうでお願いします、って

いうだけですよね。だけどそうじゃなくて、日本の長っていうのは、首長さんっていうの

は、本当に自分で政策決定をリードできるんですよ。そこが大統領より強いんですね。で、

しかも自分は公選である、ということですから政治的にも強いので、そういう意味では非

常にそっちに力が傾いている。そういう制度です。日本の二元代表制は。だから議会は何

かこう無力のように思われるのは、彼らが無能だからではなくて、制度的になかなか難し

い。だからもうちょっとチェックをするとか、それから見逃されているような問題につい

て政策立案するとかっていうようなことを頑張っていかないと、存在価値が無くなってし

まうようなところがありますね。何でも条例案でも出してくるから、それを賛成してしま

えばそれっきりなので。そういうことはあります。 

城倉啓：次の議論との関わりで言うと、その日本的な地方議会に合致すると言いましょう

か、よく適合した選挙制度、首長選の場合ですね、どういったものが大山委員としては良

いと思われますか。 

大山礼子：次の話に入っていくわけですけれども、今日の資料が無くなっちゃったのはあ

れなんですけれども、そこにもお書きいただいているんだけれども、要はそもそも戦後の

最初は、８分の３未満だと決選投票っていうのがあったわけで、それはその本当にわずか

な票が割れて、10％ぐらいの票で当選しちゃうのはまずいだろうっていうのがもともとの

考え方にあったと思うんですよ。だけど現状ではそうではなくなってしまって、有効投票

が今は４分の 1 ですので、票が割れると本当に半分にいかない、３割くらいの人の支持で

も当選しちゃうわけですよね。だからそれで良いのかっていうのはすごく問題があるとは

思います。で、さっきもちょっと雑談でお話しましたけれども、そもそもは決選投票って

入れた時は戦後の混乱期で、みんな元気で沢山候補者が出て、政党も乱立している状況だ

ったので、たぶん候補者が多くて票が割れる選挙が多かったと思うんですけれども、今は

たぶんそんなことは無いので、決選投票をまた制度として立て直しても、そんなに混乱は

しないのではないかと思います。だからもし決選投票することになるとしたら、大きいと

ころ、都知事選とか、そういうのだと思うんですけれども、これはもう小さい国の大統領

位の権限を持っていますから、で、先ほど申し上げた二元代表制は長が強いということか

らしたら、小さい国の大統領よりよっぽど強い政治的権力を持っているので、そこはもう

少し慎重に選んでも良いんじゃないかなという気は、私はしています。 

桔川純子：いかがでしょうか。よろしいですか。 

三木由希子：二元代表制だと、どう議会が長をチェックするかということが、非常に重要

になってくるということは多くの人が理解していると思うんですけれども、例えばですね、

今地方議会議員選挙の制度改革をしようという話をしていて、で政策本位で選んで政治グ
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ループ化というか、今そういうものを進めようと、そういう選挙改革っていうのはやっぱ

り二元代表制をより健全な仕組みにしていくためにそれなりに機能するというか役に立つ

というか、そういう風に言えそうなところはあるんでしょうか。 

大山礼子：その総務省の研究会でも、やっぱり大体都道府県は比例代表が軸の方が良いの

ではないかというふうに固まりつつあって、ちょっと進行が遅れているので、報告書が出

るのは７月になりそうなんですけれども、そんな感じです。それで、小さい市町村につい

てはそれは無理だろうから制限連記制も一案であるというような感じの報告書になりそう

なんですね。でそこで言っているのは、もうちょっと政策で選べるようにしましょうとい

うのが大きいですね。比例だと票が割れるっていうことについては、小党分立になるって

いうことについては、先ほど申し上げたように、二元代表なのでそうなっても構わないん

じゃないかということで、何となく大方の委員の方は比例が良いっていう感じです。それ

はだから、総与党化したりとか、市長側にすり寄っていく行動というようなものは、結局

バラバラな議員がいるからたぶんそうなりやすいので、少しまとまることによってチェッ

ク機能なんかは果たしやすくなるとは思います。 

桔川純子：他にいかがでしょうか。 

傍聴者Ａ：すみません。前の前の話で、市長が他の国と比べて権力が大きいとお話になっ

たんですけれども、それで地方の議員と話すと大体そういう話ですよね。全部市長の思い

通りにいっているので、あんまり自分にパワーが無いと感じていますが、それはもともと

法律的とか制度的な権力以外に何かもう 1 つ考えられるんですか。市議員になってものす

ごく勉強しないと何も言えなさそうな、何か制度的に複雑なのか、市の官僚のパワーが非

常に、知識が非常に高くてそこでいつも負けているという、そこが１つのポイントで、あ

まりスイスではそういうことが聞こえないんですが、そういうこともあるのか、後別に簡

単で、市議員があんまりみんなパワーが無くて何にもできないと言っているのは何か理由

があるんですか。 

三木由希子：私が答えるのが適当かどうか分からないんですけれども、市議会議員とか、

国会議員もそうですけれども、政策を支えるスタッフというのがすごく少ないというか、

特に地方議会はいないんですよね。議会事務局は一応ありますけれども、そこが議会活動

とか議員活動とかの調査研究とか、政策支援というのを基本的にしてないんですよね。な

ので行政はたくさんスタッフがいますけれども、議員は特にそういうバックグラウンドが

なく政策活動しなきゃいけないというところではものすごい不利です。だから毎回議会に

大量に議案がかかりますけれども、それを一人ひとりの議員が自分で全部チェックしてや

るっていうことは事実上不可能ですよね。なので二元代表制でちゃんとチェック機能をと

いう話をした時には、やはり議員をどうやって選ぶかということと、議員活動に必要な政

策調査研究みたいな機能をどうつけるかということとセットにしないと、おそらくあまり

バランスは変わらないんだと思うんですね。で、今その事務局改革というのを事務局議会

の職員とか議員とかが一緒に、関西を中心に研究会をやっていて、そこで色々と、まあ言
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っているのは議会図書館の充実とかそういうほうになっちゃってるんですけれども、一応

どういう議会事務局の在り方が望ましいのかということを議論しているグループがあった

り、あるいは例えば特定の予算とか、それから予算執行後の決算とか、政策の事後評価み

たいなものを議会として取り組もうっていうことで議会でやっていたり。全部はできない

けれども、例えば重要な予算決算の部分では、あと政策評価という部分では、議会として

取り組もうと。個々の議員というよりは。というふうにやっていたりと、工夫はされてい

るんですよね。ただそれはあくまでも各議会が自発的にやっている話で、それが制度的な

条例などの裏付けがあったりする場合もありますけれども、なのでおそらく選挙制度以外

の部分をちゃんとやらないと、そのバランスは変わらないということはあると思います。

それは国政も一緒だと思います。 

大山礼子：そうなんですけど、選挙制度以外のところは地方制度調査会などでもずっと議

会事務局をどうするかとか、それから監査委員との連携とか色んなことをやってきて、や

る気になれば前よりはちょっとできるようになってきているかなって思うんですね。で、

どうしてそこをうまく使えないかってあたりを考えると、市町村の場合はここでずっと議

論してきたことですけれども、大選挙区で１人しか選べないっていう制度なものですから、

本当に業界代表とか団体の上がりポストみたいな人が、割と有権者の２％とか３％の支持

で当選するんですよね。だからそもそもこういう人たちはあんまりやる気が無いんですよ

ね。だからその中でやる気のある少数の議員っていうのがいくら頑張ってもなかなか難し

い。やる気のある人がそれこそ３割とか４割とかってクリティカルマスじゃないけど、そ

のくらいいると議会事務局も動くし、それから行政の側もやっぱり対応せざるを得ないん

だけれども、その辺があんまりうまくいっていないかなって感じはします。 

だから選挙制度を変えることによって、その辺に動きが出てくることを期待するっていう

感じですね。 

傍聴者Ｂ：自分自身、市議選とか市長選挙とかに関わったりすることがあるんですけれど

も、やっぱり市長選挙の方が市民に近い気がするんですね。で、市議選はどっちみち政策

なんてどうでもよく、近所の彼が選ばれれば良いっていうのが多いんですけれども、市長

の場合は本当に皆政策を聞いていたり、一生懸命読んでたりするんですが、ただ問題なの

は大体３期目になると癒着が始まって、前は道路を造らないって言っていた市長がやっぱ

り道路を造り始めたり、公園は造らないって言っていた市長が公園を造ったりするんです

ね。だから提案ではないですけれども、改革の中に市長っていうのは、アメリカの大統領

じゃないですけれども、２期しか務めちゃいけないっていうのを入れたらだいぶ変わると

思うんですよね。っていう質問というか、どうでしょうかという感じです。 

桔川純子：今ご提案ということで、直接それにということではなくて、これから議論をし

ていく中で今のご提案についても議論していくということかと思うんですけれども。 

城倉啓：では２つ目の話に入ってきているのだと思うので、首長選挙についての改正案な

んですが、私の不手際でですね、１つ資料を落としてしまったので、ある資料から申し上
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げますと、「基本情報シリーズ」というフランスとオーストラリアの例が入っているものと、

資料４と付いている法定得票数の資料、これは大山委員からご提供いただきました。それ

と法定得票数と供託金の現行法がこうなっておりますよと。特に首長のことは真ん中あた

りに書いてあります。４分の１と 10分の１というものです。あと投票率がこれくらい下が

っていますねと。これは首長だけではなくて１年前くらいのこの審議会でも提出していた

と思いますけれども。というものです。 

 もう１つうっかりして入れなかった資料について口頭で若干説明して、また委員の方は

スマホには入ってあると思いますのでそれを見ながらですね、と思っております。私が作

った資料だったんですけれども、過去の経緯を書いているもの、そしてその過去の経緯か

ら現在日本で首長選挙を変えるとすれば、参考になるのはフランスの決選投票、それとオ

ーストラリアの移譲式投票、これは前に大山委員からもおすすめがあった２つだと思いま

すので、それをまとめたものだったんですね。ただそのまとめは見なくても、この基本情

報シリーズを見ればわかりますので。そして最後に実際の東京都知事選のデータ、世田谷

区区長選のデータ、八王子市長選のデータというのを付けたものが、もともとあった資料

でございます。 

過去の経緯から若干説明させていただきます。大雑把に言いますけれども、1952 年に公

職選挙法が改正されて、それまであった決選投票制度が止めになって再選挙の制度になり

ました。その 1952年以前の決めで言えば、首長は法定得票数の８分の３、37.5％としてお

りました。そして決選投票でした。ですから誰も 37.5％に行かない場合に決選投票を行っ

ていたんですが、それが数百回行われているんですね。決選投票。おそらくこの数の問題

があって、現状の再選挙という方法となった。その再選挙なんだけれども法定得票数を現

行と同じ４分１、25％、有効投票総数の 25％にするという形で再選挙とした。再選挙は論

理的には永遠に繰り返される可能性があるんですけれども、そのおそれがあるので法定得

票を引き下げる措置になった、という経緯です。ですからこの制度になってから首長選挙

は５例、2017年にも１回あったということで５例あるということです。供託金は 10％なん

ですけど、法定得票は供託金の没収点よりも上でないと、または同じ以上でないと論理的

に合わないということも押さえておかないといけないんですけれども、いずれにしろ決選

投票制度を再導入する場合は、過去の経緯を乗り越えたものでないとまずいだろうという

ことはあります。 

 海外の方の説明に行きますけれども、フランスの２回投票というのは、この資料、「基本

情報シリーズ」というもののですね、８頁と付いている１枚目の最初の頁ですけれども、

当選人数の決定の仕組み、これ首長選挙ではなくて小選挙区の２回投票制を言っているん

ですけれども、選挙区ごとに第１回投票で有効投票総数の過半数、且つ選挙人数、選挙人

数というのは有権者数という理解で良いでしょうか。その４分の１以上の票を得た候補者

がいる場合には、その候補者を当選人とする、と。１に該当する候補者がいない場合には

選挙人数の 12.5％以上の得票者、これはあれですね。日本の法定得票というのは、有効投
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票数の、というふうになっていますから若干違いますけれども、この 12.5 の得票者がいれ

ばその 1週間後に第２回投票をすると。ただし該当者が２人未満の時には 12.5の縛りを取

って、上位２名で良いと。そして、２回目の時に比較多数で良いと。こういうふうにしな

いと永遠に繰り返されちゃう可能性があるっていうことなんでしょうね。というのがフラ

ンスの決選投票の１つのやり方です。 

 もう 1 つオーストラリアの方は移譲式の投票について言っております。この頁で言いま

すと、11 頁と名前が付いている３頁目ですけれども、下の方に当選人の決定の仕組みとい

うのがあります。上に投票用紙がありますけれども、例えば８名の人が立候補した場合、

順位をつけていくと。１から８まで。そして、第１順位に指定した候補者の得票を集計し

て、その時点で過半数の票を得ている場合にはこの候補者を当選人とすると。しかし、過

半数の票を得た候補者がいない場合は、最低得票候補者をまず落選にして、その得票を除

外し、選挙人の指定した候補者の順位に従い次順位の候補者に移譲すると。ですのでその

人が、２番と付けている候補者に入れるということですよね。その作業を繰り返していっ

て、過半数に誰かがなった時点で当選者を決定すると。こういうやり方です。４頁目と言

いましょうか、１番後ろに実例、こんなふうにやりますよというイメージで書いてありま

す。これの場合は法定得票を決めることはできないだろうし、決める意味は無いという法

改正になってくるんじゃないかなと思いますね。そんな２つの例で、決選投票と移譲式の

やり方があるんじゃないかということですね。 

 それと、これ実際のデータだったので無いのは仕方ないです。東京都知事選と世田谷区

長選と八王子市長選、25％が 37.5％になったらどうなるとか、そういうことを知るために

はこの％が付いている実際のデータが便利かなと思ってくっつけてたんですけれども、す

みません、イメージで皆さん考えといてください。というようなことで、今現在日本でど

のような首長選挙をするのがより良いのか、ということですね。その際に絶対多数とは何

か、というところを確定して、ここの場合過半数、１回目過半数というふうにしています

けれども、坂井豊貴さんという方の本で「多数決を疑う」というのに書いてあったんです

けれども、コンドルセ勝者と言われるものは、１回で決める場合は 62％以上とっていれば、

それを絶対多数と認めても良いんじゃないかということが本に書いてあったのを覚えてい

るんですが、絶対多数というのをどこにするかというのも小さな論点としてあるかなと。

過半数というのはこうやって国際的にも分かりやすいというふうにはなっているわけです

けどね。このような資料を作っていたんですが、すいません、後は皆さんイメージで議論

していただければな、と思います。 

桔川純子：では、今事務局からフランス式とオーストラリア式のご紹介をいただいたとい

うことなんですけれども、じゃあ具体的に首長選挙についてはどのような方式を採ってい

くのが望ましいかということなんですけれども。 

大山礼子：フランスはこれ議会の方を出してくださったんですけれども、大統領選挙もも

ちろん決選投票しているわけで、大統領選挙の場合は上位２名って決まっています。こう
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いう面倒くさい計算じゃなくて。過半数の人がいなければ上位２名。それで、大統領選挙

だとほとんどの国が決選投票していると思います。フランスだけではなく。韓国もやって

いますよね。だからもし、ちょっと先走って言うと、日本でかつての問題をクリアするた

めって言うんだったら、例えば都道府県知事と政令指定都市の市長は決選投票をしなさい、

ぐらいのことはありかな、という気がします。大きいんだから、ちょっと影響が大きいで

しょ、みたいな。かなと思います。 

桔川純子：というご意見がありますけれども、他の皆さんいかがでしょうか。 

太田光征：第２部門の太田光征です。首長選挙というのは１人区選挙であるわけですけれ

ども、国政であれ地方議会であれ、議会選挙における１人区選挙というのを前提とした場

合に、どういう選挙制度にすべきかという問題と、首長選挙でどういう選挙制度にすべき

かという問題を考察する場合にあたって、何か考慮すべき条件として、何か違う条件を考

えなきゃならないものなんでしょうか。特に地方であるがゆえに考慮すべき条件というの

があるのかどうか、議会選挙における１人区選挙で考慮すべき条件と何か違いがあるのか

どうか、その辺からまずお聞きしたいと思うんですけれども。 

桔川純子：では、どなたに。 

大山礼子：１人区に決まっているというのはありますよね。首長選挙だと。だけどそれ以

外にこれといって思い当たらないですけど、何かあります。 

桔川純子：何か今の太田さんの質問についてありますでしょうか。特別、という感じでし

ょうか。 

太田光征：言い方変えますと、首長選挙でこういうのが良いという制度案があったとして、

それをもしそのまんま議会選挙に、１人区選挙であるという前提の場合ですね、議会選挙

にもそのまま首長選挙の制度を使った方が良いという提案になってしまうのかどうか。特

に二大政党制を実現されたい方は、この決選投票制の１人区選挙に賛成される方が多いと

思うんですね。そういう意味で、現在議会選挙、国会議員選挙でも、小選挙区制１人区選

挙に賛成される方が多くいらっしゃるんですけれども、そういう国政議会選挙にも影響を

与えるのかなと。首長選挙でこういう制度が良いですよ、という提案をするとですね、議

会選挙でもこういう決選投票付きの１人区小選挙区制にしましょうという流れになるとか

ですね、そういうことを考えているものですから。 

桔川純子：というご心配がある、ということでしょうか。 

大山礼子：首長選挙は１人しか選ばないことは決まっているので１人区といえば１人区に

決まっているわけですけど、議会選挙は１人区を選択する必要はまったく無いので、首長

選挙が１人区だから議会も１人区だっていうことにしたら、必ず１人区になっちゃいます

よね。どのような制度でも。だからそこは関係ないと思いますけど。それから、決選投票

というのはつけると二大政党制にはならないです。決選投票無しの方がなります。イギリ

ス式の方がなります。決選投票をつけるとそこで政党間の色々、ここは譲るけどこっちは

とかいう動きがあるので、必ずしも二大政党制にはならないです。 
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城倉啓：以前大山さんからも教えていただいた私の資料にもちょっと書いたんですけれど

も、決選投票の場合は中道派、穏健中道の方々に寄るという、そういう傾向が出るので、

二大政党になりにくいという話と少し似ていると思いますけれど。そういう効果がある、

というのは事実だと思います。 

 それと、先ほど、今日どこまでやるかという話で言うと、次回かまた次々回か、とにか

く次に首長選を話し合う時には、条文まで含んだ改正案が出てきてそれを揉むという、次

回この首長選について話す時には、どなたかが担当して改正案の原案ができると、その方

向性が定まるくらいの議論になっていると助かります。 

桔川純子：何か太田さん。 

太田光征：今の城倉さんのおっしゃったことを実は想定していたんです。要するにそうい

う中規模政党に、第３党以下の政党の票が集約されるわけですよね。その結果、中規模政

党だったものが二大政党の一角というかね、かたわれになるんではないかと。そういう力

学が働くんではないかということを言いたかったんですね。 

三木由希子：たぶんそれは第２部門でしっかりご議論いただいた方が良いっていう話です

よね。今おっしゃっているのは。あと首長選挙で決選投票を入れた場合に、今そうでなく

ても首長の権限が非常に強いところに、常に過半数で選ばれているっていう、また更なる

正統性が付与されるっていう状況になりますよね。そうするとやっぱり議会の改革とか、

議会の方が、あっちのイニシアティブをすごく強くしていかないと、逆に首長のさらなる

強化になるというおそれはないのか、ということが１つ議論のポイントとしてあるかなと。

だから決選投票が無くていいという話ではなくて、全体をパッケージで考えて示さないと、

そうでなくても首長は強いと言っている中で、何か課題が出てくるのかなと思うんですが

いかがでしょうか。 

桔川純子：いかがでしょうか。今の三木さんのご意見ですけれども、決選投票ということ

プラス首長の権限を抑えてチェック機能が果たしていけるような改革ということかと思う

んですけれども。 

大山礼子：お答えになるかどうかわからないですけど。権限が強いからちゃんと選びまし

ょうよっていうのはあると思うんですよ、逆に言えば。だから本当に 3 割かそこらでしか

選ばれてない首長さんがあんなに権限持っていいんですかっていうことから言えば、もう

ちょっとちゃんと選んだ方がいいというのはあって。そもそも今、首長さん側が「私は 3

割しか支持されていないから」って遠慮したりしている人いないですよね。それでもちゃ

んと自分は選ばれたぞってなっているから、で議会の側もあの人は 3 割だって言っている

のをあんまり聞かないから。その辺はあんまり考えなくていいかなっていう気がします。 

それから、これまたもうちょっと細かい選挙制度の話なんだけれども、この用意してく

ださった資料でどんどん投票率が下がってきているのがありますよね。これは、要するに

無投票も増えているわけで、投票があってももう出来レースで、泡沫候補と現職の有力候

補の二人しか出ていないっていうのは、結構あるんですよね。だからみんな投票行かない
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んですよ。だから、もうちょっと首長選挙を選挙にしなきゃいけない、っていう観点から

言うと、もっと立候補してくれなきゃいけないですよね。そこで、非常に大きな論点にな

るのは、現職議員が辞職しないで首長選挙に立てるようにするっていう、そこはすごく大

事だと思っています。そうすると、結構立候補すると思います。それがまた、むやみに立

候補して弊害があるんじゃないかっていう方もいるけれども、議員の方から言えば、やっ

ぱり賭けで、この人は長の方に出て落選して、また戻って来たっていうのはすごく政治的

にマイナスだから、そこはそんなにむやみに立候補しないと思うんですよ。だけど今は、

あまりにもハードルが高すぎて、現職の首長さんに挑むっていうことがすごくしづらくな

っているから、それ位の覚悟がある人は、議員辞めないでも出られるようにするとだいぶ

変わると思っています。 

桔川純子：現状を踏まえた上で、ご意見をいただいたと思うんですけれどもいかがですか。 

城倉啓：印刷し忘れた資料にもですね、現状で立候補をしづらいことが問題で、立候補数

が増えないと政策選挙になってこないということを申し上げているんですね。ですので、

大山委員がおっしゃっていることも確かに立候補しやすくする方向ですので大変参考にな

ると、考慮に値すると思います。あと、そういう意味で言うと、細かい論点で言うとお金

の問題というのも必ず反論としてあり得ると思うんですね。ですから、決選投票であると

やはり 2 回やるねということ、そして選挙運動期間というのはどういうふうに設定するの

かということ、それとまた 2 位 3 位連合や、2 位 3 位 4 位連合などの交渉事が 1 週間の間

になされるとなると、少し見えにくくなってしまう場合もあるかなということなどがちょ

っと懸念されますけれども。その意味で、立候補しやすくするということで言うと、移譲

式の方がいいのかも知れないというふうに、私は思いましたけれども、お金の面も含めて。 

桔川純子：立候補しやすくできるような制度改革ということで、そのためには今城倉さん

から移譲式というお話がありましたけれども、いかがですか。 

太田光征：私も立候補しやすくする制度には大賛成でありまして。複数回首長選挙に出て

次第に得票率を伸ばして結局当選するというパターンもあるでしょうけれども、現在の選

挙制度だと泡沫候補には入れたくないという投票心理が働いて、どうしても集約機能が現

在の制度でありますので、集約しようという心理が働かないようにするためには、やっぱ

り優先順位付き投票がいいだろうと思うんですね。候補者全員に順番を付けて投票するこ

とで、順位の低い候補者でも有権者の思っている通りの得票数が得られますので、何回か

の選挙を経てですね、得票を伸ばして当選するということが見えやすくなる。そうするこ

とで、候補者にとっても、有権者にとってもですね、立候補をためらうとか投票をためら

うということはなくなりますので。やはりその優先順位付きの選挙制度というのがですね、

私は望ましいと思っています。ただ、それを具体的にはどういう制度がいいのかという話

になりますと、オーストラリアのここにあります制度では、最下位の候補を機械的に落選

させますよね。ですけれども、先ほど城倉さんが説明した、坂井豊貴さんの著書ここに今

日も持って来ていますけれども、いわゆるコンドルセ勝者というものが実は最下位の候補
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であったりする場合がありますので、そこの手当てをどうするか。本当は最下位の候補を

当選させた方がいいということを指摘しているのが、コンドルセとかの社会選択理論です

けれども。この社会選択理論の最新の知見を反映させた首長選挙が望ましいなと、私は思

っております。以上です。 

桔川純子：今、立候補しやすくするということも含めてですね、移譲式の制度が望ましい

のではないかということですけれども、いかがでしょうか。 

桂協助：第 2 部門の桂です。先ほどの話に戻りますけど、議員に在職しながら首長候補に

出られるという、これは外国での事例というのは、どういったところで行われているでし

ょうか。 

大山礼子：ほとんどどこでもそうなっています。立候補の時に辞職するってことは、あん

まりないです。アメリカなんかも上院議員のまま大統領選挙出ていますし。 

傍聴者 C：質問なんですが、それに関連して、フランスだと地方の首長が国政レベルの議員

を兼ねられるって聞いたんですけど、それは事実なんでしょうか。 

大山礼子：事実ですが、もうすぐやめるっていう法案も通っていますので、やめる方向で

す。やっぱり弊害が大きいということですね。 

傍聴者 C：フランスだけで、他にそういう事例ってないんでしょうか。 

大山礼子：ヨーロッパは割とそこ禁止してないところが多いです。ただ、本当に兼職して

いる人が多いのがフランスなので、よくフランスが兼職を認めていると言われていますけ

ど、実はほかの国も別に禁止はしていません。だけど、そういうことがあまり好まれない、

有権者から見てうけない国であれば、そういうことはあまりしないんですけど。フランス

の場合は、今まではわりに上から下まで全部議席持っているというような人がいたんです

ね。だけどだんだんそういうのも変わってきつつあるかなと思います。 

桔川純子：ほかによろしいですか。 

三木由希子：選挙制度を考えるときの、視点をはっきりさせておかないと、集約していか

ないかなっていう気がしているんですけれども。たとえば、先ほど太田さんがおっしゃっ

たように、最下位当選でもなる場合があるっていう、そうすると何の政策議論していたん

ですかっていうことをどう社会が理解していくのかなっていうのが、よくわからない形に

もなるのかなつまり、政策議論では票が集まらなかった人に結果的に集まる構造になるっ

ていうことですか。なんか、何を選ぶことに私たちがなるのっていうことをどう伝えるか

っていうことも、制度改革をする上ではとても大事なように思うんですよね。この間ここ

で一貫して議論しているのは、もう少しちゃんと政策本位で選挙をしないとだめですよね

という話ですよね。全然違う政策の人に、例えば順位をつけるにしても高い順位は当然つ

けない訳ですよね。それから、順位を振れたとしても全然違う政策の人に対して票を回す

ような投票行動も普通の人はしないですよね。というよりも、それは避けますよね。つま

りいってしまう可能性があるんだったら、そもそも順位付けないというふうにおそらくな

るだろうと。政策本位で考えた選挙をするために、じゃあ決選投票がいいのか、それとも
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移譲式で先ほど太田さんがおっしゃったような最新の社会理論的な知見によるとより政策

本位の議論になるのか。そこがよく見えなくなってしまうので、少なくともここでこれま

で議論してきたことは、政策中心にある程度選挙が戦われるようにしましょうと。かつ、

なるべく多様な人が選挙に出られるようにしましょうというのが、地方議会選挙の議論を

していた時のわりと中核的な価値だったと思うんですよね。なので、ちょっとそういう視

点から、二元代表制の一方の長の選挙に於いて、どういう選挙の仕組みだといいのかと。

単なる数の問題ではなくて、どういうものが望ましいのかというところから、少し意見を

いただけるとありがたいのかなと思っています。で、ものすごく単純化してしまうと、決

選投票の方がわかりやすいのはわかりやすいですよね。自分の行動がどう結果に結びつい

たのかということが、割と実感しやすいという意味ではとても分かりやすい。ただ、それ

が政策本位の議論にどの程度貢献するのかっていうところは、正直よくわからないところ

はあるので。そこはそこで、決選投票だからそうなるというのも、なかなか私の感覚では

言いにくいところもあるので、もうちょっとこの選挙制度を変えることによって、何を期

待したいのかっていうところで、ご意見いただけるとありがたいかなと思います。 

太田光征：ちょっとだけ先ほどお話しした、最下位の人が当選に値するというケースを簡

単な事例でご説明したいと思うんです。むしろ、3人が立候補して全員の得票数が並んでし

まった場合の方がわかりやすいかと思うんです。得票数が並んだということは、一見同じ

ように評価されたとみなされるんですけれども。わかりやすく色分けすると、Ａさんが保

守で原発推進だとしましょう。Ｂさんが革新で脱原発、Ｃさんが保守で脱原発という候補

者だった場合に、あらゆる有権者が全候補者に対してどういうふうに選好しているかとい

うことを考え合わせると。多分保守の有権者の方が多いので、実は保守の脱原発であるＣ

さんを最も好ましいとする有権者が多くなるんですね。そういう意味合いでＣさんを当選

者にすべきだというふうに主張しているのが、コンドルセという大昔の学者であるわけで

す。そういう、ちょっとややこしい事情がありますので、政策を支持しているか支持して

いないかというよりは、投票というのはトータルの判断なわけですので、有権者がある候

補者をトータルに判断して、最も評価されている候補者は誰かという、極めて算数的な問

題に帰着されますので。どのように選択、誰が最も好まれて選ばれているのかっていうの

は純算数的と言いますか、そういう話にならざるを得なくてですね。やっぱり最下位であ

っても、政策が支持されていないということではないと思うんですよ。ちょっとイメージ

的に社会選択理論というのはわかりづらいですけれども。 

大山礼子：さっきの原発と何とかっていう話は、またちょっと違う話だと思うんですね。

このオーストラリア式の問題点というのは、1位の票だけを集めた場合に、最下位だった人

の票は有無を言わさず崩してしまうんだけれども、実は最下位だった人は他の候補者の 2

番目の選択にはすごく人気があった場合があるって、そういう話だと思うんですよ。そう

すると、次善の選択だったらこの人がいいとみんなが思っていたのに、たまたま 1 番目の

選択としては最下位だったために、その人は当選の見込みが最初からなくて、そこには票



13 

 

が分けていかれないから、だからおかしな結果になるよと、そういう話でしょう。で、確

かにそれはそうなんですよ。だけど、じゃあどうしたら一発でそこまで考えた選挙ができ

るかっていうと、多分すごく難しいですよね。これ以上難しくはできないでしょう。なの

で、そこまではちょっともうしょうがないんじゃないかと、私は思います。だから、むし

ろ簡単にするんだったら、決選投票の方が簡単でしょみたいな話になっちゃうんで。これ

はもうギリギリですよ。確かに最下位だったけれども、みんながこの人 2 番目にいいと思

う人がいるかも知れないけど、そこまで拾うということは、拾う方法が多分ないんじゃな

いですかね。というのが私の感じですけど。 

城倉啓：コンドルセさんの場合は、むしろ 3 人の人でサイクルが起こってしまうというこ

とを問題にしていて。だから、3人の候補者が出ている時に、コンドルセの理屈でパラドッ

クスが起こらないようにというのはわかるんですが。そうなると、決選投票とコンドルセ

の理屈は親和性が高いんですね。決選投票制度で、例えば最初を 62％にするとかしたら、

コンドルセの知見を活かすことができるとは思うんですね。だけど、移譲式の場合はやっ

ぱりこれ以上というのは結構難しい。これでも結構新しく制度を導入したときに有権者に

負担はかかるかなというふうには思っているんですね。そして、3人以上の場合はコンドル

セのことを援用しにくい理屈になるんじゃないのかなとも思うんですね。ですので、ここ

は判断が必要になってくるだろうし。ただし、移譲式の弱点というのもいろいろ教えても

らいたいなと思うんですね。ほかの論点で。移譲式にすると、こういうところちょっとま

ずいんじゃないかということもないと、私はどちらかというとそっちがいいのではないか

と思って言っていますけれども。ちゃんと反論の反論も用意しないといけないなとも思い

ます。ただ、パッケージの話で言うと、任期を 2 期に区切るべきだという傍聴のご意見な

ども考慮に値すると。首長の権限を小さくしたいという意図で言えばですね。それもある

なというふうに思いました。 

桔川純子：移譲式にした場合の不都合な点等も含めて、いかがでしょうか。 

大山礼子：ご指摘があったように、本当に次善の候補者がちゃんと浮かび上がるかどうか

っていうことまで、ギリギリ考えると、完全ではないよねっていうのは弱点ですよね。完

全なような顔しているけどもって。その割には面倒くさいよねっていうのが多分移譲式の

問題点だと思います。 

桔川純子：それぞれ長所短所があるということなんですけれども、先ほど三木さんから政

策を中心にしてできる選挙という、一番軸になっている部分についてお話がありましたけ

れども。どうでしょうか。 

桂協助：政策を軸っていうことは、政策論争が活発でなければいけないと。それによって

今後どうするのか、どういう方向に行くべきかというのが見えやすくなるわけですよね。

ですから、政策論争が喚起される仕組みの方が適切だと思いますね。そういう意味で言う

と移譲制っていうのは、なかなかその辺が見えにくい、わからないままに結果が出てしま

うというところが欠点だと思います。結果が出る過程が見えやすくするためには、やっぱ
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り決選投票で争うという方が、私は妥当だと思いますね。 

桔川純子：今までいろいろなご意見が出ましたけれどもいかがですか。 

傍聴者 C：さきほど決選投票だと中道寄りになるというお話しありましたけれども、確かに

そうだと思うんですけど。ただ、同時に極端な候補を避ける、例えばフランスのルぺンと

かそういう候補を阻止するっていう、実際に過去もそうなった訳ですね。今回わかりませ

んけど。そういう効果はあるんじゃないかと思っています。 

桂協助：決選投票で見えやすくなるというのは、決選になった場合第 3 位以下がどこに回

るかということが問題になる訳ですね。そこで、第 3 党以下の諸政党あるいは諸勢力が自

分たちはこういうことでこの候補者に入れるんだという態度表明ですね。必然的にそうい

う態度表明をするということになると思うんですけど。それをはっきりさせるということ

を有権者の側から要請していくという、さっき城倉さんからもちょっとありましたけれど

も、裏取引みたいな見えにくい動きというのが起こってはいけないということがあります

ので、第 3 党以下の諸勢力ははっきり態度表明をして、決選投票に参加をしていく、それ

が求められることだと思いますね。 

三木由希子：実際の投票者の行動というのが、例えば日本の場合は投票しに行く人自体が

政党化されていない所がありますよね。圧倒的にみんな無党派で、地方選挙だとご近所だ

ったり、よく顔を見るとか、挨拶に来たとか、そういうところでなんとなく選ばれてしま

うとかですね。どれだけ顔を見せたかということが、わりと大事だったりとか。まあ逆に

政党化とか、政治グループ化とか、政治的な政策的なまとまりが有権者の側にあまりない

というところで選挙しますよね。例えばオーストラリアとかも、同じような土壌の中でこ

ういう投票制度をやっているんですかね。ちょっと有権者の行動っていうのがよくわから

ないところがあって、どうなんでしょうか。 

城倉啓：大きな違いとして、オーストラリアは義務投票制度で 98％くらい投票するという

枠組みはありますが。それはただ有権者の行動をどうっていうわけでもないんですけど。 

三木由希子：義務投票制なのは知っているんですけれども。結局、こういう投票制度があ

って、有権者が何を見て、どういう行動をしているのかっていうのが、私はピンときてい

ないところがあるので、だからどういう効果がどういう背景で出てきているのかというこ

とがよくわからない。どうやったら日本にフィットするのかっていうのがよくわからなく

てですね。日本だと、政治グループ化されていない有権者っていう前提で、今のところは

考えざるを得なくて。選挙制度が変わるとそれが進むのかって言われても、なんかちょっ

と違う気もするという、かなり主観的な感想しかまだ持っていない状況なので。他国の例

を前提に選挙制度の議論をする時に、日本に入って来て、日本の有権者とか政治というも

のを考える時にどういうことになるのかなというのが、イメージしにくいですね。それは

多分、有権者の政治的な関与度みたいなものとかがだいぶ違うのかなという気がしていて

ですね。その辺はご紹介している人とかいないんでしょうか。 

大山礼子：外国選挙に関する研究会っていうものはやっていて、オーストラリアの話も聞
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いたんで、ちょっと復習してくれば良かったんですけども。今すぐにはしゃべれないです

が。オーストラリアの場合は、さっきおっしゃった義務投票制というのがあるから、こん

な面倒くさいものでもみんな投票しに来るというのはあると思いますね。日本だとこれや

ったら来なくなるんじゃないかという心配はあるかも知れません。 

三木由希子：都知事選とか、候補者すごい人数ですよね。 

大山礼子：もう一つは、供託金は無しになる可能性が高いですよね。供託金なるべく無し

の方がいいとは思うんですけれども、都知事選みたいなときにそれやったら大変なことに

なってしまうというのはありますね。 

桂協助：100人近く出るとか。今でも 20人か 30人くらい出てますね、この前。 

城倉啓：すみません、忘れたデータにはですね、前回が 21 名ですか、前々回が 16 名でし

たか、都知事選は。 

桔川純子：日本の状況に合わせて考えたときにどうなるだろうということですが。 

桂協助：有権者サイドの動きというのは、ともかく政治参加というのがなかなかフランク

になされないという政治風土がよく問題にされるわけですけれども。私は、この選挙市民

審議会の基本的な目的はそこにあるんじゃないかと、いかに日本の政治風土を変えていく

かっていうところが、多分皆さんの心の中にあるテーマの相当重要な部分じゃないかと思

うんですけど。日本の政治というのは、自由民権運動弾圧以来抑圧的な体制の中でずっと

来た流れがありますので、どこかでこれを変えないといけないと思うんですね。供託金の

こともそうですし、選挙運動の自由化もそうですけど、ここら辺をとにかく変えていくと

いうことによって、政治風土が相当変わっていくだろうと。基本的に日本人は、政治に対

する参加意識は相当強いと思いますね。自由民権運動の時の盛り上がりはすごくて、新し

い国家づくりを自分たちでやるんだという意気込みというのが、全国的にみなぎっていた

ところがありまして。底流として、私はそれはあると思います。それを表面化させるため

の活動が必要で、そういう意味で、この選挙市民審議会が一石を投ずるような働きをでき

るんじゃないかと思っています。 

桔川純子：有権者の意識を変えるような制度づくりということなのかと思うんですけれど

も。前に大山さんがそういうことをおっしゃったことが、私も印象的だったんですけれど

も。私もここにいてなんですが、私でもわかるような選挙制度とか選挙の方法でないと、

多分ほかの人もあまりよくわからないんじゃないかという気がしますけれども。 

城倉啓：わかりやすさで言えば、決選投票の方が。大山さんも決選投票の方がどちらかと

いうといいんじゃないかというご意見だと思うんですね。まあ桂さんも。移譲式がどちら

かというといいと言っているのは、太田さんや私。なので、多分どちらかくらいには決め

てもいいんじゃないかとは思っているんですけどね。どちらかにしてもらうぐらいはでき

るんじゃないかと思いますけど私は。太田さんどうぞ。 

太田光征：ちょっと言いたかった視点はですね。わかりやすいか、わかりにくいかってい

うのは、この間非常に大きな争点になっているんですけれども。私は、社会的選択理論の
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最新の知見を反映して、世界最高の首長選挙を日本初で作り上げるということを通じて、

政治家も有権者も、政治意識を高めていくという、是非そういうアプローチを追求してい

ただきたいと。どうしても国会議員の皆さんに採用されやすい制度ということも考えがち

なんですが、世界初の社会的選択理論の最新の知見を反映させた制度を日本初で作ってい

きましょうという、大きな運動を提起することも非常に大きな意義があるのかなと思いま

すので。必ずしもわかりにくいということを、デメリットとする必要はないのではないか

と考えております。 

桂協助：わかりやすさっていうのは、民主政治を運営していく上でのわかりやすさなんで

すよね。ですから、その社会的選択理論ですか、それの優れた知見ていうものが民主政治

を築いていく上で、どういう有効性を持っているのかという観点から社会的選択理論の知

見が問われるべきだと思いますね。私もそういう観点から、その提起されている選択理論

なるものをもう一度見直してみようと思いますけど。 

三木由希子：わかりやすさっていうのは、その言葉で集約しちゃうとちょっと語弊がある

かなと私は思っているんですけど。選挙に行く人が、いかに当事者性を持てるかという意

味だと思うんです。当事者性を実感できるかっていう、自分が選んだとか、自分の投票行

動が社会に影響を与えているとか、政治に影響を与えているとか。だからわかりやすさっ

て言ってしまうと、すごく単純な制度で勝ったか負けたかがわかりやすければいいという

議論だと誤解されて、ちょっと違うかなと私は思っていて。行った人が、いかに当事者性

を持てるかっていうところがポイントだと思っているんですね。結局、政治って自分たち

が行動したことによって変わったという実感がないと、政治参加ってそんなに進まないと

思うんです。ＮＰＯに私はいますけれども、ＮＰＯでみんなそれなりに頑張っているのは、

自分たちが頑張ったから何か少しでも変わっているということが、常には無いですけれど

も、どこかのタイミングであるからみんな頑張る訳ですよね。そうやって何か社会が変わ

っているとか、政治が変わったとか、政策変わったとかっていう。だから、投票もやっぱ

りそういう視点を忘れてはいけないというのが、選挙制度を作る上で考えなきゃいけない

ことだと思っていて。そういう意味でのわかりやすさが大事だっていうことだと思うんで

すね。その時に移譲制を採った時に、どれくらい当事者性を実感できるのかというところ

が、やや見えにくいということが私の感想です。その時に、じゃあ選挙の制度を変えたか

ら、政治意識高まるかって言えるところまで選挙制度改革が結びつくのかっていうところ

がよく見えないというのが正直なところで。そこが、その当事者性に結びつくような何か

があるのであれば、それは議論をすべきポイントだと思うんです。で、ちょっと今までの

お話し聞いていて、私はまだ理解ができていないので。もし何かあれば、是非言っていた

だきたいというのが正直なところです。 

城倉啓：三木さんのおっしゃることはごもっともで。そこに反論はないのですが。わかり

やすさの点というのは、もうひとつは国会議員に対してわかりやすいというだけではなく

て、私はロビイング活動などもしている担当でもあるんですけれども、私たちは世論を背
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に受けなければ、みんなでこれを変えようという動きにならなければ国会議員も動かない

ということであろうし。その意味で、当事者になっていくというが運動においても関りが

あると思っております。ですから、その意味で移譲制は確かに義務的にしない限りは、少

しみんな面倒だなって思うかもしれないのは大きな弱点かなと思います。それは、率直に

思いました。 

桔川純子：どうでしょうか。 

大山礼子：さっき太田さんがおっしゃった理想的なものを打ち出すというのは、もうすで

に何かプランがあれば別なんですけれども。私はちょっと思いつかないので。だから、も

う少し具体的に思いつく範囲で言いますと。政策本位にするべきだというのは、その通り

なんだけれども、議員選挙と違って、議員選挙だと団体代表みたいな人が出ますけども、

首長選挙っていうのは本来ちゃんとした競争のある選挙になりさえすれば、政策論争をす

ると思うんですよね。だから、ちゃんと競争させるようにするというところが改革の論点

なんじゃないかと思うんですよ。そうすると、むしろこれは第 1 部門の話と関わってくる

んだけれども、立候補制限の話とか、供託金の話とか、もうちょっと選挙運動機関を延ば

したらどうですかというようなところを変えていくことによって、もう少しちゃんとした

泡沫じゃない真っ当な候補者が複数出て、そこで競争するということにしていける、そこ

の方がむしろ大事なのかもしれませんね。その上でも、極端な人がたまたま 1位になって、

当選してしまうとか、そういうのを避けるために決選投票をあるレベルでは使った方がい

いと思うし。実際に決選投票になると、これはかなり燃えますよ。そういうのって有権者

は必ずのってくる話なので、それによって少し地方政治に対する、お祭り騒ぎでない意味

での関心を高められる効果があるのじゃないかなという気が、今お話していて思いました。 

桔川純子：少し方向性等々も、議論の中心も定まってきたかなと思うんでけれども。いか

がでしょうか。有権者が当事者性を持つこともでき、なおかつ政策議論も高まっていくよ

うなということと、あとは立候補をする際の様々な決まりみたいなことも連動して議論し

ていくことなのかなと思いましたが。いかがですか。今、どちらかというふうにある程度

決めた方がいいわけですよね。移譲式かあるいは決選投票かっていう、いろんな条件等を

付けつつその制度に対する議論を深めていくということだと思うんですけども。 

城倉啓：大山さんにお尋ねなんですけども、仮に決選投票を再導入するとして、その場合

の法定得票というのはどういう風にした方が良いという風に思われますか。 

大山礼子：元あったんだからそれに戻してしまえという提案も可能だと思うんですね。も

う条文もあるんですね。だけどもうちょっと厳しく過半数にするっていうのもあると思い

ますよね。筋から言えば過半数だと思うんで、よその国なんか見ればね。もう一つは全部

にやるのか、それとも少し限定的に大きなところだけに入れるのかっていうことは、もち

ろんあると思います。だから、ちょっともう少し何か資料とか研究するとすれば、８分の

３にしたら過去どれぐらい決選投票になったかっていうのがあったら、大したことないん

だったらそれでいきましょうってことになるかも知れないし。 



18 

 

城倉啓：お出しできなかった資料にはその件数は書いてあるんですけれども。ただ時期が

短いんですよね。1回か 2回ぐらいしかやってないんですよ。ですが、二百数十件あったと

思います。首長に限ると数が少し少なくなるかもしれないけども、いずれにせよ三桁だっ

たという風に思います。ただそれは戦後のまもなくの事情というのもあるかもしれません。

もし良ければなんですけれども、決選投票でいっぺん改正案を大山さんに作っていただい

て、次回首長選を議論するときに「こういう原案でどうか」というようなことを言ってい

ただく。それがなるべくパッケージな形で今議論した様々な論点を含んでいただくような

形で出してもらえると次の議論をしやすいかなと。いっぺん出てみてまた考え直すかもわ

かりませんけれども、やっぱり決選投票の方がより良いのかもしれないというのは、おそ

らくこの中の多数だと思うんですね。で、やってみてはどうかなと思うんですが、いかが

でしょうか。その際に私からの注文なんですが、「大き目の自治体から」と言わずにですね、

全部のものでまずやっておいた方がこちらとしては助かります。理想的には「これ全部に

やってくれ」と言っている方が良いと思います。この後様々な交渉事の中で様々に妥協が

あるかもわかりませんけど、選挙市民審議会としてはなるべく高めの球を出していただい

た方が助かります。 

大山礼子：それはだから昔の条文というのがあるんですよ、決選投票についての。それを

そのまま戻すと何か拙いことがあるかぐらいのところを確認すれば良いんじゃないかなと

思います。ここに持ってますけど、『官報』の古いの。 

三木由希子：私は全部ってことにしておかないと、何かちょっと何の改革するのか分かり

にくって話になるので、それはもう大規模自治体ではなく、むしろ無投票自治体はちっち

ゃいところが多いわけですよね、圧倒的に。であれば、何の効果を目指すかっていうとこ

ろの説明を考えると、一応全部っていいうことにしておかないと、ちょっと説明がしにく

い話になってしまうかなと思います。あとまあ、わかりやすさで言えば「過半数」ってい

う線がわかりやすいですけども。あと逆に「決選投票ほとんど起こりませんよ」ってなる

と、また何のために制度改革したのかってことも結構伝えにくくなるのかなっていう気も

しててですね。それは恐らくコストとの関係で、「こんなことやったらお金ばっかりかかる」

っていう反論に備えるためには「そんなに起こりませんよ」って話をした方が良いという

ことになるのかもしれないですけど、むしろ「そのコストを負担してでもやるべきだ」っ

ていう話をしないと中々現実には説得力がなくなっちゃうかなという気もしてます。決選

投票するときはっていうことになりますけど。 

桂協助：折角『官報』をお持ちいただいてるんでコピーさせてもらって皆さんにお渡しっ

ていうのはどうでしょうか。 

傍聴者 C：決選投票・移譲式っていうこと以外で関心をいかに高めるかっていうことと、こ

の間の都知事選なんかを見ても、政策論争っていうか、これは他の部門で立会演説会か何

かで議論になっていると思うんですが、そういう政策論争に乗ってこない候補もいて実質

上政策論争ができない。そういう事態もあったんですけども、やはり政策論争、立会演説
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会とかあるいは都知事選なんかでテレビを使った、そういう政策論争を義務付けるとか、

そういうことをすれば泡沫候補も自ずと意見が無い人は落ちると。そういうのをかなり重

視すれば政策重視、有権者の関心も高まるんじゃないかと思うんですけど。 

三木由希子：おそらく首長選挙って政策が良いかどうかだけではなくて行政組織を動かせ

るかどうかというところも割と有権者は重視しがちですし、実際重視しますよね。上に据

えてもその人が組織を動かす力が無いと思えば、上に据えても何もできなっいていう話に

なってしまうので。だから割とそういう意味では議員と違う発想というか考え方で有権者

は行動するんじゃないかなと思うんです。そういうところもあるので、どういう選挙戦を

すると有権者にとってもっと選び易いのかっていうところがですね、色々と議論の幅があ

るかなと思います。はい。 

桔川純子：直接の選挙の方法と、また選挙運動等々ですね、一緒に議論していくというこ

とかと思うんですけれども、今までの議論を踏まえて大山さんに案を作っていただくとい

うことでよろしいんでしょうか。 

大山礼子：前の条文をちょっと精査してお出しするみたいなことでよろしいですよね。 

三木由希子：すいません。前の条文ていうのは、例えば決選投票をした時にどういう選挙

管理になっているのかっていう、選挙運動期間が新たに設定されるのかとか、何か・・・ 

大山礼子：書いてあったと思います。 

三木由希子：何か、多分その辺でどういう仕組みなのかっていうところまで少し整理がで

きると良いのかなと思ってますけど。だからこの辺はあれですよね。多分選挙管理の改革

そのものとちょっと関わってくる話なのかなとは思いますけど、選挙規制、選挙運動規制

みたいなものとかとも。たとえば決選投票したときの公費負担をどうするのかとかですね。

何か多分ちょっといくつか整理をしなくてはいけない話が出てきそうだなとは思いますけ

ど。 

桔川純子：そうすると第１部門とのまた突き合わせというかそういうのも必要になってく

るのかという感じ。 

城倉啓：必要ならば合同もありうるんですけども、または共同代表者会議の日程組んで、

こういった連絡調整のために用いるということもあると思いますので、その辺りの進め方

については引き取らせてください。 

桔川純子：そうしますとじゃあ次回への進め方と言いますか、ということになってくると

思うんですけど、事務局の方ではどういう風でしょうか。 

城倉啓：中間答申においてはですね、今年度の活動予定を組んでましたけれども、それは

既にもう違うものになってます。今日「選管」という風に書いてあったんですよ。だけれ

どもそうではなくてっていう形で、既に首長選の方を先にやってますので、その辺りはこ

この審議会でですね、部門審議会でお定めになっていただければと。ただ代表、あれでし

たか。次が選管の報告会をやるんでしたか。それとも今の議論を受けてどういう風にした

ら良いんでしょうか。 
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三木由希子：選管はそもそも何を議論するかっていうところをちゃんと議論しないと中々

焦点が絞りにくいなというところがあるので、選管の議論をするためには今日少し意見交

換をしてやるかどうかも含めて方向性を決めといた方が良いと思います。誰かが言ったか

らこうなりますねっていう感じでも無いのかなという気がしてますので。この部分はちゃ

んとやった方が良いっていう、大山さんからは以前から主権者教育の部分ではやっぱり選

管について何か提案ができるんじゃないかっていうお話もいただいているので。まあ選管

そのものの改革なのか、選管にさらに何か現状に加えてやるべきアサインメントをすると

いう話なのか。ただ多分選管の仕事も第１部門でどういう議論をしているのかとか、どう

いうことがそもそも選挙管理の枠組みになるのかっていうこととも多分切り離せないと言

うか、そこと切り離せないところでもあるので、全体の議論を今の段階で正直しにくいな

という気もしてますので、ちょっとそのどの辺を議論するかということを今日少し意見交

換できればと思っています。 

大山礼子：この前の第１部門との合同の時に私居なかったので、その時の議論で何か出た

んでしょうか。あんまり方向性無しですか。 

三木由希子：特にここの改革が必要っていう、かなりポイントを絞った話ではなくて、割

と全般的なご説明をしていただいた後に、この辺は変えた方が良いんじゃないかっていう

お話を少しいただいたっていう流れだったので。どうですかね。第１部門の方は、この先

何か、あの後を受けてあるんでしょうか。 

城倉啓：あの後を受けて選管について話し合っていることはありません。 

三木由希子：じゃあ論点として出していただいたのは、独立性をどの程度持たせるかって

いうことと、事務局の強化が必要かと、権限をどの程度の範囲にするかっていう 3 点につ

いては、一応論点として出していただいて、独立性をどの程度持たせるかということでい

うと、三条機関化が中央選管については必要かっていう話ですよね。事務局の強化は職員

の人事体制の問題。これは独立性の問題としてでもおっしゃってましたね。それから権限

をどの程度の範囲にっていうところに主権者教育に関連した事務権限についてどうかって

いうことですよね。事実上やってもらうのか制度化が必要かとか、そういう論点もあるん

じゃないかっていうことのお話があったと。日本の場合は韓国が全部国家機関で選挙管理

をやっているっていう、地方に至るまで全部国家機関であるっていう、そういう関係と、

日本は大分構造が違うので、韓国と同じような独立性の議論は、元々憲法機関であるって

いうところからしても、できないっていうところがあるので、日本的な仕組みの中でもう

少し独立性を持たせる必要があるのかどうかとか。その辺は前回の片木代表の提起からも

一応議論のポイントとしては要るのかなとは思いますけれども、ここでその議論するかど

うかっていうことも考えてやった方が良いと思います。 

桔川純子：多分最初の予定だと韓国に行ったその報告みたいな感じだったと思うんですけ

ども、ということよりはということですよね。論点に即してもし議論するとすれば。 

三木由希子：そうですね。というよりも報告っていうのを誰に対してするのかっていう問
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題で結局第３部門出てきているのはわたしたち三人で、三人とも韓国に行ったのでお互い

に報告し合うっていうことにはならないわけなんですよ。だから報告って言われてもちょ

っと困ってしまうってところがあって、誰かに対して報告する必要があるんであれば準備

しますっていう話だと思うんですね。むしろちょっと皆さんと情報格差がある状態で申し

訳ないんですけども、聞いてきた話を踏まえてじゃあここで何できそうか何議論するかっ

ていうところを整理しないと、ここの会議としては成立しないっていうことにはなるって

いう。そこで今回は首長選挙を先に、もう積み残しているからやりましょうっていうこと

で、今回の会議はそれを議題にしてもらったっていうところなんですよね。それ以外のと

ころはやっぱりちょっと行ってきた人間、話を聞いてきた前提で少し論点として何を設定

するかっていうことを議論しないとちょっと次に、韓国を前提にした話に進みにくいって

いう、そういうことですよね。今。 

大山礼子：この間、別な所の報告会、桂さんお聞きになったんですけど、あの時の印象は

いかがでしたか。大体選管の話もね、ほとんど、あんな感じのことを聞いてきたんですよ。

特に市民教育のところはほとんど時間の関係でお話にならなかったので。 

城倉啓：本当に情報格差があるので、もし良ければですね、韓国のことをですね、どなた

がなさるか分からないんですけれども審議会のこととして、選挙市民審議会の第３部門で、

こういう改正ができるんじゃないかというご発題を、つまりできないところについては削

っちゃって全然構わないんですけど、例えば主権者教育っていうのをここで付け加えたら

どうかとか。そういう具体まで落としたところで、お三人の中で、わたしはどなたがなさ

っても全然構わないと思うんですけども、どなたかにご発題いただいて、ここで議論して

もらえたらなと。その議論する内容についてはお任せいたしますので、取捨選択してもら

ったらいいんじゃないかなと思うんですけれども。 

大山礼子：だから一つはこの間の三木さんのパワーポイントみたいなのを皆さんで一回見

ていただいても良いかなと思うんですけどね。 

桂協助：ぜひそうしていただけたらと思うんですけれども。第１部門でもそうでしたけれ

ども、わたしなどもそうなんですけれども、やっぱり主権者教育の部分ですね。それを学

校教育にまで踏み込んだ中で選管が韓国ではどうだったんだろうかっていうことと、日本

の場合、その可能性を探るっていうことをぜひやっていただきたいなという風に思います。 

三木由希子：ご参考までということでお話をするとですね、韓国って日本で言うと教育長

みたいな人が公選なんですね。なのでどういう教育官かによって大分自治体ベースでのや

ってることが違うっていうことがまず大きくあるんですね。京畿道っていうところ、ソウ

ル市を含む、ソウル市は京畿道の一部ではないですが地理的には京畿道っていう中にポコ

ンとあるんですけれども、そこの教育官は非常に物凄いリベラルな人で。なので京畿道が

やっている主権者教育っていうのは、教育長がやってる学校での主権者教育っていうのは、

かなり韓国の中でも革新的って言われる部類なのかなあという感じなんですね。そういう

立場からすると選管の作ってる教材とかは、子どもとか学校教育とかのことをよく分から



22 

 

ないで作っているからあまり役に立たないというので独自教材を作ってやっていると。だ

からそれ以外のところは多分選管が作ったそういう資料とかを使ってやってる可能性が高

いのかという感じなんですよね。だから中央選管も主権者教育というか、日本で言う主権

者教育について色々と教材作ったりとか、機会の提供とか、それから研修とかですね、教

育の担い手の育成みたいなものをやってますけども、そこは実際にどういうことやってる

かってこともあでは、実は選管から具体的には聞いていないんですよね。こういうことを

やってますよっていう大枠は聞いてますけど。なので、そうですね。だから学校の現場に

までどこまで選管が立ち入って踏み込んでいるのかっていう実際の教育を行う場面まで立

ち入ってやっているのかっていうことで言うと、そんなにやってない可能性もあるのかな

という印象を受けて帰ってきました。だから教育長とか、教育官次第で幅がかなりあると

いう状態かなと。模擬選挙はやってますけども、要は実際に選挙で使うグッズを貸出して

生徒会の役員選挙やってたりとか、そういうのは。そのために大統領選と同じような用紙

にちゃんと生徒会長の候補者をリストにして、それを使って選挙ができるとか。そういう

意味での関与は非常にあるようですけれども。はい。 

桔川純子：多分主権者教育ということで言うと今 18の教育官が、教育長ですね、居て、13

の教育長が進歩派の人が教育長として当選をしているので、京畿道の教育長と同じような

方向性で進んでいると。この間行った時にソウル市の、たまたまですが別の資料をもらっ

たんですけども、京畿道もそうですけど、京畿道教育長もそうですし、どっちかというと

我をこぞってと言うんですか、主権者教育を自分たちで行っていくんだみたいな感じで条

例を作ったりして。ソウル市もそういう感じで、主権者教育ということを大きなテーマに

して何十、何百もの市民団体が参加をして自分たちの主権者教育はこういうことを行って

いるというような、そういう発表の場みたいなのがあったりしたので、主権者教育という

風に言うのであれば、どちらかというとそういう教育長と自治体を併せて考えていく必要

があるかなと。５月９日に大統領選挙がありますけれども、その時に選挙権を持たない若

者がですね、自分たちで選挙をしてみようという風に今なっているので、その若者が選ん

だ大統領、信任した大統領が、実際に効力はないですけれども、誰なのかっていうことも

非常に注目をされているということなんで、これから５月９日までの、どういう風に動い

ていくのかっていうのも一つ注目するところなのかなと思います。ということで、一度韓

国の状況を発表して欲しいっていうことですね。いかがですか。 

三木由希子：それはわたしたちが誰に対して話すんですか。この場で来てた人に話すって

ことですか。 

城倉啓：この場で来てた人に話すということでございますし、また、資料や議事録等は全

部一般公開ウエブサイトでしてますので、そういった意味では公開されると。 

三木由希子：公開かどうかが大事っていうよりも、それを基に議論する場があった方が良

いんですよね。公開はあくまでも手段なので何のために開いて何のために場を作るのかっ

ていうところで。わたしたちが聞いてきた話っていうのは、この第３部門だけじゃなくて、
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どっちかって言えば第１部門とか別のところと共有しなくちゃいけないような話もかなり

聞いてきている感じなんですよね。だからこの場でやるんだったら別に報告できる場を作

ってもらった方がよっぽど意味があるんじゃないかなとは思いますけど。 

城倉啓：となると第１部門との合同審議会ないしは全体審議会で、第３部門で三人の方が

視察行かれてその報告をするという、その方が有意義であるという意味ですね。 

三木由希子：その方が良いんじゃないですかね。多分話題提供して議論してもらった方が

良いわけですよね。それはここで報告しても中々先の議論に繋がらないのでですね。ちょ

っと別の形。合同部門会議か、それかまた全体会議を開くんであればその場で材料提供と

いう形をとらせてもらった方が良いかなと思います。 

桔川純子：その部分は事務局でまたご検討いただければ。 

桂協助：そういう機会ができたら良いと思いますけれども、その際に韓国の報告だけでな

くてそれを踏まえて日本だったらこういう方向がとれるんではないか、とるべきではなか

ろうかという提起が併せてなされると非常に有意義だと思うんですが。 

三木由希子：はい。ただ提起はむしろ材料を基にみんなで議論した方が良い提起になりま

すよね。誰かがアジェンダを設定しちゃうとそれだけ議論しちゃうので。だから課題、日

本との違いは提示はしますけども、それを踏まえてそれぞれ何するかはもうちょっとオー

プンに議論しても良いんじゃないかなと思います。とにかく一度アジェンダできちゃうと

それに拘束された議論になってしまうので、それが得策かどうかっていうことを少し考え

ておいて設定した方が良いと思います。 

桔川純子：では、じゃあ今のことも踏まえてまた事務局からご提案いただくということで

よろしいですか。そうすると今日決めないといけないことは。 

三木由希子：あとあれですよね。次回何を議論するかっていうことはまだ何の結論も出て

いないので、ちょっとそこはどうしましょうか。主権者教育っていうものは元々韓国に行

く前から何か提案があった方が良いんじゃないかっていう話はあって、そこを中心に一回

議論するのか。それともどうしましょうか。あとは、もう一つは割とどうするかは別にし

ても日本でも議論しやすいのは、これは多分第１部門の坪郷さんとか小林さんが特に関心

があっているところですけども、政党助成と政策研究所の関係ですよね。日本で言う政党

助成金の、政党に交付されるうちの 30％を政策研究所という政党のシンクタンクに支出し

なきゃいけないとだから 3割は政策研究に使わなきゃいけないという仕組みになっていて。

党にお金を還流するようなことを防止するために、政策研究所は政党とは別の法人化をし

なきゃいけないということになっているということと、あとこの間現地へ行って聞いたの

は向こうの民主党の 20人の議員が集まってお金を出し合って、独自のシンクタンクを作る

っていうことでやっていると。それはまあ政党の政策研究所とまた別にそういうシンクタ

ンクを作るということになっていて、自分たちの議員活動・政策活動のために自分たちの

リソースを持つというようなこともやってますという話とかは聞いてきていて。その辺は

その政党助成金どうするかっていうそもそもの議論ではなくて、政策本位の選挙とか、そ



24 

 

れから政治にしていくための方法としては、まあ一つ議論はできるかなというところでは

あるかなとは思ってますけど。 

桔川純子：次回。 

城倉啓：どっちが良いんでしょう。主権者教育の話も、その政党助成の話も、韓国の報告

という中でいくつかあるっていう理解で良いんでしょうか。第３部門の一応この一年であ

げたいと思っているのは選管と首長選の二つなんですね。ですから首長選を先にやっちゃ

って、次回ですね。条文まで行くという目標で、でもたどり着かないかもしれないけど。

という肚でやって、全体審議会に今おっしゃった内容も韓国のことでこういうこと、色ん

なポイントがあったという報告でわあっと議論して、「何をやろうかね」とみんなで考える

の方が何となく良いようにわたしは思うんですけれども、いかがでしょうか。全体審議会

の日程組みについては事務局や共同代表者会議で決めるというのではどうでしょうか。 

桔川純子：議論続きでということですが、いかがですか。 

大山礼子：わたしはそれで大体良いかなと思うんですけど、だから決選投票復活で、どの

ぐらいにするかっていう話でちょっと条文作ってみて、それを当てはめるとどのぐらいや

ることになるかっていう辺りを詰めれば良い感じですよね。それ以上の細部はそんなに、

施行規則レベルは良いんでしょ、とりあえず法律レベルでそんな感じかなっていうのが、

もうちょっと詰められれば良いかなっていうのがあって、後はだから第３部門として選管

やったらどうかって申し上げましたけども、すごく広すぎて韓国に行ったら。だから第３

部門でここをって言うよりも材料として全体に提示をしていただいてそれぞれのところで

議論すべき点があったらやっていただくみたいな方が当面は良いかなという気がわたしも

します。 

桔川純子：では次回は首長選挙の今日の議論の続きということで、また韓国の視察を踏ま

えての議論というのは改めてご提案いただくということでよろしいでしょうか。次回の日

程も今決める。・・・５月１１日とかいかがですか。・・・１２日、わたし夕方ぐらいなら。・・・

では次回５月１２日の４時半からということでよろしくお願いいたします。今日はこれで

終了したいと思います。どうもありがとうございました。 


