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2017.05.12.選挙市民審議会第 9回第 3部門審議会議事録               

日時：２０１７年５月１２日（木）16：30～18：00 

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） 

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 

 

桔川純子：今日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。それでは、

第 3 部門審議会を始めさせていただきます。最初に三木由希子共同代表からご挨拶いただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

三木由希子：みなさんこんにちは、お疲れさまでございます。今日は、首長選挙の改正案に

ついて検討するということになっております。順調に審議が進んでいるかどうかというの

が、なかなかちょっと、この先の審議内容を整理していないので、一度整理しなくてはいけ

ないのかなと思いつつですね。ただ提案は、前回の中間答申の段階での宿題ということ、積

み残しということでもありますので、なるべく今日中に話をまとめてですね、次の段階に進

めればというふうに思っております。今日はよろしくお願いいたします。 

桔川純子：では、早速首長選挙改正案ということで、大山礼子委員から改正案についてのご

提案を頂くということになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

大山礼子：この前の話で、一応決選投票式でいくということで、じゃあ具体的にどういう案

が良いかということを考えてくださいというご依頼だったと理解しましたので、そういう

ことで作ってみました。ですから、そもそも決選投票はやっぱりというご意見がもしあれば、

承ってもよろしいんですけれども。とりあえず、決選投票方式でどうするかということで考

えた案でございます。 

 まずは、資料の右側の参考の方を見ていただいた方がイメージがわくと思うんですけれ

ども。2015 年の統一地方選挙の町村長のこういうデータって、全部拾っていかないとわか

らないので、ちょっとそれは無理かなと思ったので、知事と政令指定都市市長と一般市長、

特別区長とそこまでなんですけれども。おそらく町村長の方は、無投票当選も多いし、候補

者が二人ぐらいのところが多いので、あまり問題になるようなものは無いんじゃないかと

思います。ですので、知事、市区長選挙というところのデータをご覧いただきたいと思いま

す。かなり問題事例のようなものがいろいろあって、その下の所に例を挙げておきましたけ

れども。そもそも改選数が知事の場合は 10あって、無投票当選もいないし、50％未満で当

選もいなかったんですね、この時の場合はたまたま。政令指定都市は、50％未満で一人だけ

いたんですけれども。一般市になると、無投票当選も多いんですけれど、逆に混戦になって、
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50％未満とか 37.5％未満で当選している人が結構います。37.5％っていうのは、かつて地

方選挙・首長選挙にあった基準で、8分の 3未満であると再選挙をするという、そこで引っ

かかってくる人がどれ位いるかということで、一応見てみました。そこで引っかかってくる

のが 4 件ありました。でも、そのほかに 50％未満で当選が決まってしまっているのがかな

りあるので、やはり以前の 8 分の 3 未満だけじゃなくて、50％未満の所は決選投票した方

がいいんじゃないかというのが、ここからわかってきます。ただ、片方がかなり優勢だった

けど 50％に届かなかったのをどうするかという問題が多分あると思うんです。実際に例が

あるんですけれども、北海道市長選で 49.9％なんですね。次点の方が 34.9％で、これ決選

投票する必要があるのかというのが、常識的にはちょっと疑問のあるところです。それから、

佐倉市長なんかもそういうような結果でございました。これも多分蕨さんという方が 50％

軽くとるはずのものなので、このあたりを決選投票する意味があるのかということをちょ

っと考えました。もし、そういうのは決選投票しないで少し節約するということだったら、

例えば得票がトップの人が 45％以上あって、次の人が 40％未満だったらどうするのかとか

って、そういう基準をつけることも可能で、接戦のもののみにすると、上の表の右から 2番

目の欄で 3つ減ります。でもまあ、3つ減らしてどうなのかということはあるかも知れませ

ん。それから、次の瑞穂市長選みたいに 40％超えているんだけれども接戦だということも

ありますし。なかなか難しいので、結局私の提案としましては、50％未満の場合は原則とし

て決選投票すると、だけど辞退できるとかってしたらいいと思います。例えば北海道市長選

の本間奈々さんという方は、多分辞退されるでしょう、これだと、と思いますので、費用も

かかることなので。そうすると、合理的なところで落ち着くのではないかと、むしろ何％と

いうように網をかけるよりは、少し自主的に辞退してもらって、あんまりお金がかからない

ようにするということは、逆に言えば辞退者が出た場合に 3 位の人が繰り上がるという決

選投票はしないということです。上位二人だけでやる。もしどちらかが亡くなった場合や、

辞退した場合は、決選投票しないで決めてしまうというふうにしたらどうかと考えたわけ

です。ですから、細部としてはその程度の考えで、左側に実際の条文案というのを作ってみ

ましたけれども。これは、現行の公職選挙法と、以前に 8 分の 3 という規定があった時の

条文をほとんど踏襲して作ってみたものです。再選挙って、今もとても少ない 5 分の 1 以

下の場合は再選挙になる訳ですけども、そこからはもう外してしまって、地方公共団体の長

については決選投票しますということにして、有効投票数の過半数を得た候補者がいない

場合は最多票の人二人で決選投票する。で選挙の期日前 5 日までに選挙日の告示をしなけ

ればならない。で、その間にどちらかが死亡したり、辞退した場合はそのまま確定するとい

うふうにいたしました。これが提案、たたき台ですのでご審議をお願いいたします。 

桔川純子：ありがとうございました。今、ご提案いただきました内容について、ご質問、確

認事項がありましたらお願いいたします。 

城倉啓：前回お配りいただいた、前の公職選挙法の昭和 25年 1月 15日という官報ですか、

これの第何条がそれに当たるんでしょうか。 
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大山礼子：前のを持って来なかったので、あれなんですけれども。今の条文に入れています。

今の 109 条のところから外して別立てでおくという形になると思います。これは、ですか

ら公職選挙法のところで条文番を付けています。 

桔川純子：ほかにいかがですか。 

太田光征：第 2部門の太田と申します。決選投票に参加する資格として、有効投票の最多数

を得た上位 2 名ということがやっぱり引っかかると思うんですね。いわゆるコンドルセ勝

者を除外することになるとになりますので。何らかの決選投票をやる場合でも、機械的に上

位 2名にはしない方がいいと思います。 

大山礼子：じゃあ、どうすればいいんでしょうか。 

太田光征：やっぱり第 1 回投票の段階で、投票者が全候補者に選好順位を付ける投票を行

って、候補者に総当たり戦をさせることで、全候補者の間での選好順位が明らかになると思

います。 

三木由希子：その選好投票はしないという結論に前回の会議で、ここではなったのかなとい

う認識なので、そうすると元の議論に戻るということですかね。 

大山礼子：それでね、選好投票というのは、この前もお話ししたと思うんですけれども、一

番最低の人の票を崩していっちゃうわけですよね。だから、コンドルセのパラドックスを本

当に防ぐためには、完璧な方法じゃあないんですよね、選好投票というのは。それをやるに

は、ボルダー方式とかなんかの配点をしていく方が合理的だと思うんですよ。票を崩してい

くということ自体が、ある意味恣意的なことなので。選好投票で全て本当に良い結論が出る

とは限らない。本当にやるんだったら、点数配分を付けた方がいいです。だけどそれは、比

例でも同じですよね。それは、太田さんも考えていらっしゃるだろうと思いますけど、比例

の場合も、政党を選ぶ場合も、第 2順位の選好というのは出てこないから、そこも同じよう

に工夫しないといけないことになる。で、比例の場合もコンドルセみたいなことでやってい

くと、必ずしも選好順の得票になってこないというのは、研究があるし、デンマークでは実

際そうだと書いている人もいるので、そっちも手当てしないといけないですよ。だから、そ

れやるの？っていうことですよね。 

太田光征：極めて具体的に言いますと、今回のフランス大統領選を例にするとわかりやすい

と思いますので挙げますけれども。マクロンさんが当選したわけですけれども、第 1 回投

票でルペンさんが敗けるということは、ほぼ確定したと思うんですね。そうしますと、ルペ

ンさんを支持している有権者からしてみると、残りの有力 3 候補の誰がよりましかという

選択になるだろうと思うんですけれども。もしも、上位 2 名の方の決選投票にしちゃいま

すと、マクロンさんが結局選ばれるだろうということに必然的になってしまいますけれど

も。ほかのフィヨンさんとかを選択肢としてルペンさんを支持した有権者は選べないのか

という問題があるということを指摘したいわけです。だから、上位 2名のうちいずれは、ど

うせ当選するであろうマクロンさんではなく、フィヨンさんを選択肢として選べることは

できないのかということを、ルペンさんを支持した有権者にしてみれば思うのではないで
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しょうか。そういう意味で、上位 2名だけではなくて 3位以下の候補者も 

大山礼子：太田さんのシミュレーション見ましたけど、私はあの結果に多分ならないと思い

ます。メランションの票はフィヨンにいかないから。だから、今回はそうはならないと思う

けれども、そうすると、メランションも入れなきゃならないということになって、3人じゃ

済まないです。第 3 順位が、必ずしも選好が上にくるとは限らないから。第 4 順位の方が

上にくることがあるから。そうすると、また同じ人数でやらなきゃいけないことになっちゃ

う、そうすると点数付けるとか、選好順位付けるとかということを入れない限りは、2人を

3人にするということではあまり解決にはならないと思います。 

それと、私はフランスのこともやっているので、大統領選挙見ていましたけど、むしろあ

れはやっぱり決選投票なかったら大変だったと思います。ずっと、ルペンの方が支持率高か

ったんですよ。だから、何かのはずみでルペンになった可能性がすごくあるので、決選投票

なしでは危険だということが最低限言えることだったと思います。 

もう一つは、選好投票とかボルダー式とか、いろいろ数字の上ではすごく合理性があるん

だけれども、私は 1回目の投票の時に、2位以下の選択ということを有権者が本当に考えて

いるだろうかって、ものすごく疑問だと思っています。1回目の時は、やっぱり自分の一番

入れたい人に一番付ける、あとはもう適当に付けるっていうふうになる可能性がすごく高

い。むしろ決選投票することによって、何が争点なのかかなり煮詰まる、そういう効果があ

るんじゃないかと思っていて。そういうことを考えると、最初にいろんな候補者がこの人と

この人が近いとか、この人とこの人が極端なこと言っているとかいう状況で、そこでどうい

う順位で選好するかっていうことが、本当に民意なのかっていうことが、私はよく考えると

疑問だと思っています。 

桂協助：この問題って、根源的に考えますと、候補者に順位を付けて票を足し合わせるとい

うことというのが、民主政治にとっていいことなのかどうなのかっていうことですね。それ

やっちゃうと、政策が消えていく訳ですよね。数字の足し合わせになっていって、数字とい

う非常に抽象的なものの量ではかるということで、そこで政策は消えていく、それは民主政

治にとっていいことなのかという、非常に根本的な問題をこの優先順位付き投票は抱えて

いると思います。そこを抜きにした議論が、これまでなされてきたと思うんですよね。数理

上の合理性だけで言ってきたと思います。それが、私が一番引っかかっていることなんです

けど。それともう一つはですね、この方法を採りますと政党は第 2 位以下に自分が選好さ

れる場合のことも考えなくちゃいけないですね、候補者は。そうすると、自分が一番主張し

たいことはちょっと脇に置いて、第 2 位の票も入るような政策を考えざるを得なくなって

いくと。だから政策が曖昧になっていく、無責任になっていくということが必ず発生します

ね。そういう意味でも、民主政治にとって非常に疑問のあるやり方だというふうに思ってい

ます。 

桔川純子：今ご意見出ましたけど、いかがですか。 

三木由希子：ほかの国がどうかというのは、よくわからないところありますけど。日本だと
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入れたい人がいないので消去法みたいな投票行動が目立ちますよね。首長選なんかもこの

人は嫌だからこっちとか。そうすると、決選投票は何とか成立しても、それ以上の投票方式

で有権者が主体的に選ぶというような投票行動にあるのかというのが、ちょっと疑問で。仕

組みを変えることによって、そこを変えるという効果を期待するということはあるかも知

れませんけども。日本人の投票行動とか、投票パターンを見ていると、熱狂的に支持をして

投票に行くという感じはとても少ないように思われるので、それはどうなんでしょうかっ

ていう話で。決選投票以上の何か選好する仕組みをいれることそのものが、どういう投票行

動に対する影響とか、インパクトになるのかというのが、何度話を聞いてもよくわからない

っていうところがあるので、太田さんとかお考えがあるんでしょうか。 

太田光征：まず、直前に桂さんから指摘されたことですけれども。むしろ逆で、選好順位を

付けるがゆえに、候補者・政党からしてみれば気兼ねなく思ったことを堂々と言えるという

ことだろうと思いますので。投票する有権者側からしてもですね、政策がはっきりして、ま

ず自分にとって一番好ましい政策はどこかということが明らかになりますから、投票先が

見える、政策が見えるということになります。ですから投票意欲が湧くだろうと思いますね、

私はそう思っているんですけれども。 

三木由希子：多分お二人とも仮定を前提に、こうだろうというシナリオでおっしゃっている

わけですよね今。そうじゃないものが、もしそれを越えてあるのであれば、そういう例とか

を示していた方がいいのかなと思うんですけど。結局制度を変えるって、ある種仮定を想定

して、より合理的な仮定の下にやりましょうみたいな議論をせざるを得ない時があります

よね。特に日本でやっていない以上は。なので、仮定の話でどっちが正しいかというのは、

聞いている方も判断が難しいというところがあるので。仮定を裏付ける何かがあればとい

う感じなんですけど。 

桂協助：今、太田さんは有権者サイドからの有利性と言いますか、好ましいというところを

お話しになったんですけれども。私は候補者側のことを言ったんですけれども。候補者側は

まず自分が本来持っている政策に対して応答してくれる、指示してくれる者に対して、まず

何より働きかけようとして支持を訴えていくというのが普通なわけですよね。ですけど、2

票目の当選にからんでくる、或は 3 票目まで絡むということになると、そこの支持を得る

ために自分の政策を曲げていくということになると、これが民主主義にとって良いことで

はないと。これは経験則云々以前の基本的なことですので、具体的な根拠の必要のないこと

だと思います。これは必然的にそうなりますよね。自分が一番訴えたいことがあるけれども、

それだけでは当選できなくて、第 2位の票を考えざるを得ないというのがある訳ですから。

そうすると、言っていることを水増ししていかざるを得ないと。でもたいていの場合は、矛

盾が起きる場合がありますし、あるいは政策が曖昧になっていくことが必ず伴いますよね。

それは必然的なことですので、民主主義にとって良いはずはないということですね。そのこ

とは、有権者にとっても非常にまずいことになっていくんじゃないですかね。本当に選びた

いんだけれども、責任持った政策が出されてこないということで、有効な選択・正しい選択



6 

 

が有権者にとっても下せなくなっていくんじゃないでしょうか。そういう欠点があると思

います。それから、この選好順位付きの制度というのはどこがやっているんでしょうかね、

私は具体的に知らないんですけれども。本当に理想的なシステムだったら、結構いろいろな

国でなされていると思うんですけど。ほとんど無いんじゃないんですか。ゼロではないのか

も知れませんが。 

城倉啓：前回の 4 月 3 日に資料として付けておりましたけれども、オーストラリアの下院

ですか。あと、アイルランドですか、どこかでやっていますよね。まあともかく、やってい

る国はあります。 

桂協助：非常に少ないということですね。 

桔川純子：具体的な事例をということを代表からもありましたけれども、太田さんいかがで

すか。 

太田光征：仮定にからみましての具体的な事例ということなんですけれども、正直頭に思い

浮かばないんですけれども。また、直前の桂さんのご指摘に反応すると。広い有権者の支持

を得ようと思うのは、どの選挙でも、どの選挙制度でも同じだろうと思います。特に小選挙

区制では、より幅広い有権者からの支持を得ようとする思惑が働くと思いますので、多分ど

の選挙制度でも同じだろうと思っています。 

大山礼子：私、桂さんのおっしゃったことは、多分こういうことだと思うんです。もし間違

っていたらごめんなさい。今、太田さんがおっしゃったように、どんな選挙でも仮に 1票し

かない場合も、自分のコアな主張よりも少し色々ウィングを伸ばして、他の有権者の票を集

めようとする、それはそうだと思うんですよ。だけど、多分桂さんのおっしゃっているのは、

そうじゃなくて、1位の票は大して増えなくてもいいから、いろんな人のところで 2位にな

りたいっていう、そういう候補者の行動ってあり得ますよね。だから、例えば 3人候補者が

いて、2人はすごく極端な主張をしている場合に、3番目の候補者が何だかモヤモヤしたこ

とだけを言っておくと、そうするとどっちからも 2 位になる。上手くいくとその人が選好

されちゃう。そういう候補者の行動っていうのは、確かにあり得ると思います。ですから、

そういうことをおっしゃっているのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

桂協助：自分が本当にやりたいこと、主張したいことで当選できる人は、異なった政策とか

曖昧な政策とかを出す必要はないですけど。そうじゃない候補者はですね、ちょっと当選ラ

インを下回っているとかいうようなことですと、自分が本来意図していないことまで言わ

ざるを得なくなっていくということになりますよね。それは、個別候補者のレベルでの話で

すけど。比例代表制などで、同じように優先順位を付ける制度が行われた場合は、政党自体

がともかく支持を増やさないといけないということで、本来の政策から外れたことを言っ

てしまうということは、これはもう必ず起こると思います。ですから、今おっしゃったこと

以外の弊害も起きるんだということですね。幅広く支持を得ることはいいことだっておっ

しゃいますけど、やっぱり世の中こうあるべきだとか、社会はこう作っていくべきだとかい

う方向・方針をはっきり持てば持つほど、そのための政策も絞り込まれていくわけで。です



7 

 

から、その絞り込まれた政策に対して、幅広い支持を期待することはできなくなるという構

造もある訳ですよね。だから、幅広く支持を得ようとすることはいいことだと言ったって、

それは説得できての話であって、本当に自分が思った、望んでいる、これが有効な政策だ望

ましい政策だという範囲の中での話ですよね。それを越えた政策にまで広げていって支持

を得ようということは、いいはずがないということです。ですから、決して幅広く支持を得

ようとすること自体がいいことだということにはならんということですね、現実には。政策

で争うということが非常に大事なことと鑑みるとき、そう思います。 

太田光征：まだちょっとかみ合っていないように思いますね。端的に答えますけども、その

幅広い有権者から支持を得ようとする動機付けは、どの選挙制度でも、政党側、候補者側が

そう思えば割れますのでという意味です。幅広い有権者から支持を得るために曖昧な政策

を主張するのが良いという判断ではもちろんありません。 

桂協助：先ほども言いましたように、自分たちが打ち出している政策に対して批判的な勢力

は必ずあるということですね。そこまで広げないと当選できないという人のケースでは、明

らかに自分たちと相反する意見を持った人たちにまでに受けるような政策を打ち出してい

くという流れになってしまう。そういったことがあるんだという、これは厳然たる事実です

ので。だから、そこを見なきゃいかんということを申し上げたいと思います。 

城倉啓：前回の議事録のところの 13ページに、移譲式についての不都合な点は何かという

私の問いに対して、大山さんがギリギリ考えると完全ではないというのが弱点ですよね、完

全なような顔をしているけど、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

点だと思いますとおっしゃっていて、それを少し丁寧にご説明なさったのかなと今回です

ね。というふうに思ったんです。だから、選好順位よりもボルダーの配点の方がまだいいん

だということなのかなと思ったんですけれども。そのような理解でいいのかということと、

太田さんが最初におっしゃったのは、第 1 回目の投票に於いて選好投票をというふうに聞

こえたんですね、私には。だからこれは、決選投票を前提にしておっしゃっているのかなと。

しかし、移譲式のことは決選投票が要らないという議論の中で、前回話したように思ってい

るんですね。決選投票不要だから移譲式の場合は、それでいいんじゃないかということだっ

たと思うんです。で、そうではなくてやっぱり 2 回やった方がいいんじゃないかというこ

とに説得されて、今に至っているという経緯だと思いますので。それはどうなっちゃってい

るのかなと思います。2回目の投票は決選投票だということを言っているのか、そうだとす

れば 1 回目の移譲式って何だということが私の疑問としてあって。あとボルダーのことで

言えば、ボルダーの方がましだというふうにおっしゃるけれども、どちらかと言うと決選投

票の方がいいということですね。どちらかと言うとというよりも、決選投票の方が前にやっ

ていたこともあるし、これならば受け入れられやすいという点もあるし。フランスの事例で

言えば、決選投票の方が良かったというような、ボルダー式でなくて良かったという意味で

もあるんですか、フランスで、そこら辺ちょっと教えていただけると、ボルダーの弱点もあ

ると思いますし。ボルダーについてあんまり議論していないので。 
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大山礼子：理論的にどうかという話と、実際にここで改正案として出した時にどうかってい

う二つあると思うんです。後者の方から言うと、やっぱり決選投票の方が断然わかりやすい。

で、受け入れられやすいし、前にもやったことがあるんだからというのは大きなポイントな

んですけれども。それはそれとして、じゃあ理論的にどうかっていうと、理論的にはボルダ

ーの方がいいんだけれども、受け入れられないからそうしているのかというと、私はそうで

もないんです。なぜかというと、まずはオーストラリア式の移譲投票、前にも申し上げたけ

れども、これは決選投票しなくて済むようにしている訳ですよ。要するに 1 回で決選投票

やっていると考えればいいわけで。だから太田さんが仰ったような、決選投票の間違いとい

うようなのはそこに入ってくるわけです。つまり最下位の人は、実はほかの有権者からみん

なから 2 番目にはこの人がいいと思われた人かも知れないのに、その人は最初から排除し

てしまうということになるから、決選投票の欠点みたいなものは持っているんですね、中に。

だけど、1回でやるっていうところがすごくメリットなので、オーストラリアではやってい

ると思った方がいいと思うんです。その欠点を避けるにはボルダー式という、採点をする、

一番上の人が 5 点なら次は 4 点とかっていうふうに付けていくっていうのが、一番合理的

なんですよね。経済学者の方がそれをすごく推している人はいますけれども、実際国政で使

われているのは本当に少数で、小さな国でやっているだけで。主としてやっているのは、サ

ッカーの最優秀選手を選ぶときにみんなが点数付けるとかっていうところで使われている

んですよ。そうすると、すごく公正な結果になるということなんですけど。結局候補者がそ

れぞれ運動をして、どういう政策を打ち出していくかとか、それに対して有権者がどういっ

た反応するかという一番大事な民主主義のプロセスとは全然関係ない公平なんですよ、ボ

ルダー式っていうのは。現実には、さっきも申し上げたけれども、そんなにこの人 5点、こ

の人 4 点なんていうふうには、最初の 1 回目の投票の時に有権者は考えないし、そういう

順位付けてくださいっていう運動はしませんよね。私に 5点くださいとかって運動したら、

またおかしなことになるので。そうじゃなくて、やっぱり自分を選んでくださいっていう選

挙運動するはずなんです。そうするとやっぱり一番には誰がいいかということで、多分投票

している。ということで、その後点数付けてくださいと言われてもウーンという感じだと思

うんですよね。むしろ、決選投票することによって、やっぱり何が争点なのかということが、

今回も浮かび上がったと思うんです。そういうダイナミズムみたいなものを考えると、ボル

ダーよりも、むしろ 2回考える機会があって、本当の所どうなんだということを、有権者も

学習するという方がかえっていいんじゃないかと、むしろフランスの大統領選挙を見てい

て、私はそういうふうに思いました。 

桔川純子：現実的な投票行動を考えた上でのお話しだと思いますけれども、いかがでしょう

か。 

太田光征：まず城倉さんからご質問頂いたことですけれども、決選投票と言った場合には、

私の中では 2 回の選挙に分けて、あとの選挙で決選投票する場合もあれば、やはりそのオ

ーストラリアなどのように１回の選挙で決選投票機能を併せ持っている制度もあると思っ
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ていますので、必ずしも決選投票と言えば 2回選挙・あとの選挙だとは思っておりません。

また、私自身は優先順位付きの投票をするのが基本だとは思いますけれども、オーストラリ

アの、最下位からまず機械的に問答無用で切り捨てるという方式ではなく、まず優先順位を

付けた後で、総当たり戦を行なって、コンドルセが指摘しているような理想的なコンドルセ

勝者がいる場合には、それを当選させましょうと。それが一時的に確定しない場合の手当て

は、別途考える必要がありますけれども。もしも、いわゆるコンドルセ勝者という者がいる

のであれば、それを当選させてもいいのではないかという考えです。 

三木由希子：外れた質問かも知れないですが、結局自分の投票とか票の出方と、当選者が違

うという時に、それが正当な選挙だというふうに有権者はすんなりと受け入れているんで

すかね、そういう国では。つまり、日本とかだと操作された選挙と批判が出てきそうな気が

するんですけれども、そこは正当な勝者だっていうふうに皆さんがストンと腑に落ちるよ

うな選挙結果になっているんですかね。そこがやっぱりよくわからない。私たちは日本的な

選挙しか経験していないので、多数が勝つという選挙以外は、基本的には小選挙区とか首長

選とか地方議員選挙はやったことない訳ですよね。証左が少しわかりにくいのは、比例がか

まされている時っていうところで。なので、そうなった時にそういう選挙結果というのは、

やっている国では正当な結果だというふうに素直に受け止められているんですかね。つま

り、数字上の何か問題をすべての人が数理的なことを理解した上で、選挙結果を受け止める

とはとても思えない所もあり、どうなのかなっていうのは疑問なんですけれど。 

太田光征：今の三木さんのお話に関連して思い出したのは、オーストラリアの下院は今お話

しているような優先順位付き投票した上で、最下位を先ず落選してその票を上位の候補者

に移譲するという小選挙区制なんですけれども。上院の方では比例代表制でして、これまた

単記移譲式比例代表制と言いまして、やはり優先順位付きの投票を行いまして、いわゆる当

選基数に達しない候補者に当選基数未満の候補者の票を移譲して、結果的に議員一人当た

りの当選に要する獲得票数を並べている形にした比例代表制を採用している訳なんですけ

れども。私が聞く話によりますと、オーストラリアの方はどちらの制度を指しているのかよ

くわかりませんけれども、自分たちの国の選挙制度を誇りに思っているという評価を耳に

するのですけれども。定量的な話はよくわかりませんけれども、そんな定性的な評価がある

という話は聞いておりますけれどもどうでしょうか。 

大山礼子：オーストラリアの上院は、さっき出たアイルランドも同じなんですよね。取り過

ぎた分を自分の仲間に分けるという、そういうので、比例代表名簿式じゃなくてやるとそう

いうことになるんですよ。それはそれで理屈は合うし。それから一番下の人が一番負けたん

だからその人の分は分けちゃいましょうというのもわかりやすいから、オーストラリアの

ようなやり方ならそんなにずるいって感じはしないと思うんです。だけど、点数付けるとか、

それから今おっしゃったみたいに、順位付けたりした上で、全部総当たり式にしてコンドル

セ式にしてやってとかってやり出したら、実は 1 位の選好がほとんどなかった人が当選す

ることが起こる訳ですよね。それがいいということでしょう？それがいいというのがコン
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ドルセのことなんだけれども、それを納得させるのはかなり難しいと思う。その人を第 1順

位として選んだ人が全然いないのに、計算してみたらその人が当選しましたっていうので、

有権者がああそうですかって理解してくれ人はあまりいないんじゃないですか。そこが大

問題だと思います。 

三木由希子：そうですね。結果というよりも、投票に行った人がどう理解する選挙なのかと

いうことは、やはり考えて選択をしないといけないかなと。前回も申し上げたと思うんです

けど、有権者が自分で選んだと思える選挙になるのかどうかというのは、投票行動とか、投

票に行こうという行動に影響するんじゃないかなと思うんですよね。今、どちらかというと

そういう選挙になっていないので、投票率が下がっている側面もあるのかなと思ったりし

ますので。どういう基本的な考えの下に選挙制度を選択していくのかを確認しながら議論

をした方がいいかなと思います。技術的には、いろいろなモデルが想定し得ると思うんです

けれども。 

桔川純子：こちらの案をまとめていく上での基準と言いますか、そういうことを代表の方か

らお話があったと思うんですけれども。そういうことを踏まえていかがですか。 

太田光征：今日お配りいただいた資料の右側の、佐倉市長選の結果ですか、これは蕨さんが

1位で、西田さんが 2位という、こういう票数なんですけれども。この票数の関係で言うと、

西田さんに投票した有権者と宇田さんに投票した有権者を合わせると、蕨さんを上回るケ

ースですので、もしも西田さんの政策と宇田さんの政策とが似通っている場合に西田さん

が当選するというようなケースもあり得ますから。やはり第 1 選好ではない候補者が当選

するということは、あり得ますからね。必ずしも第 1 選好ということではないと思うんで

すけど。 

大山礼子：そうじゃなくて、この場合は 37.3％の人が第 1 選好しているんです。だけどそ

うじゃなくて完全にコンドルセ式にやると、誰も選んでいない、むしろ宇田さんの方が勝つ

ことがあるっていうのがコンドルセ式でしょう？それは、ちょっと納得できないんじゃな

いですかって申し上げているんですけど。 

三木由希子：西田さんが決選投票に勝っても、それは結局有権者が選んだ結果なので、そこ

で何の議論が起こるのかっていうのが、私にはいまひとつよくわからなかったんですけど。

つまり、宇田さんに投票した人は、全員はいかないかも知れないけれども西田さんが考え方

が近いから、そっちに入れましたということであれば、決選投票における有権者の選択とい

うことですよね。だからそれは、そんなに混乱のある話ではないような気もするんですけど。

決選投票って、そういう意味での有権者の選択をする機会だっていうことなんですよねっ

ていう気がするんですけど。 

太田光征：フランス大統領選の事例で説明したことと同じことになっちゃうんですけれど

も、この第１回目の佐倉市長選の結果を見て、蕨さんを支持した有権者が、これはその決選

投票するとね、西田さんに負けてしまうんではないか、ということを悟った時にですね、ど

うせその蕨さんが負けるのであれば、自分たちは西田さんより宇田さんのが良いのでね、宇
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田さんに入れようかと思いたい有権者もいるだろうということなんです。 

大山礼子：それはだから決選投票をまた同じ人数でやるっていう、昔フランスでそういうの

やっていましたけれども、また同じで１人も欠けずに選挙する、その間に動きなさいって、

そういうのやっていましたよ。でもそれやりますか。それやってもなかなか過半数は取れま

せんよね。で、その２回目の時は過半数じゃなくても良いよねってしないとケリがつかない。

だからそれはそれこそ根競べ方式ですよ。何度も何度もやるって。そういうことになっちゃ

う。で、しょうがないから２人でやりましょうってのが決選投票なわけですよ。根競べ方式

で全員で何度も何度もやって、その中で妥協して有権者がじゃあこっちに乗り移ろうかっ

て妥協していくっていうのが、何度もやる方法の選挙なんですけれども、まあそれやらない、

無理じゃないと思いますけどね。 

城倉啓：太田さんに尋ねたいのは、「１位でなくても当選してしまう人が１回の投票で決ま

るということに納得しない人の方が多いんじゃないですか」という推測に今一つ答えてな

いんですよね。私もそう思うんですよ。１位の人ではなかったはずなのに、その人ではなく

てこの人になったという、有権者が納得しないという納得の調達という面があると思うん

ですね。ですから、それを説得してくれないとやっぱり決選投票の方がダイナミズムがあっ

て民主的に参与している感じ、その方が説得力があるように感じるんですね。納得するから。

それを説得してください。でなければやっぱりこの大山案に則っていった方が私は良いと

思います。 

太田光征：私が言いたいことは非常に単純でありまして、選択したい選択肢が除外されてい

ると思う有権者がいるはずですので、その有権者からしてみると、決選投票に臨めない候補

者がいることは納得できませんから、決選投票に臨めない候補者がいることに納得できな

い有権者のことをやはり考えざるを得ませんので、そういう有権者も納得できるような何

らかの決選投票機能が必要だという点は私もまったくそのように思っていますけれども、

決選投票から外れる候補者が出ることに納得いかない有権者もいると、いうこともやはり

配慮すべきだと思いますので、そういうことなんですよ。 

三木由希子：太田さん、それはなんか論点がだいぶ違う方に行っちゃったような気がするん

ですけれども、つまり、全ての人が納得できる候補者がいる状態を維持すると結局何度やっ

ても決まらないという世界になるんですよね。だからより良い、よりましとか、そういう選

択の中で、で、これまではそういう選択すらできなかったものを、そういう選択のもとに首

長を選んでいきましょうと、いう仕組みなので、納得する人を必ずいるようにしましょうと

なると、根競べ状態になるって話に戻ってしまう気がするんですが。 

桂協助：納得しない人が出るということに関して私が思うのは、どんなほかの選挙でもそう

ですけれども、自分が投じた票が議席につながらなかったとか、市長選挙で当選にならなか

ったという時に、その選挙でもって問題は完結するわけじゃないんだと、その出た結果によ

って政治が行われたと、だれが当選したとか、どこの政党が多数になったとかいうことによ

って政治が行われていきますよね。その結果がどうなるか、それに対して人々は、支持した
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人も支持しなかった人も、落選候補に投じた人も、その新しい社会状況を受けて自分なりの

政治判断をして、今後はどうすべきかとか、どうあるべきかということを判断しますよね。

で、次の選挙ではこういう投票行動を起こそうとか、それに向けて自分はこういう政治活動

をしようとか、いうことをやりますよね。ですから何と言いますか、ずっと継続的に循環的

に時間経過の中で人々は社会づくりのための行動をするのであって、１回だけの選挙だけ

で結論出してるわけじゃないですよね。だから不本意な結果に終わった有権者は次の選挙

でまた望ましい行動をとろうとするわけで、そういう流れの中で行動していくわけですか

ら、そういう中で解決されていくものだと思います。解決というのは自分の思い通りにはな

っていない、ということへの対応ですよね。それは今後の時間的な流れの中で対処していく、

ということだと思います。現実はどんな政治体制であれそういうことになっている、過去に

おいてもそうなってきたし、今後もそうであると思います。 

桔川純子：いかがでしょうか。納得できない人への対応という、それはもう少し長いスパン

で解決していくんだっていうお話だったと思うんですけれども、たぶん１回の選挙で全て

の人を納得させるというふうな前提で議論を進めていくという感じですか。 

三木由希子：全ての人が納得する選挙結果なんて無いわけですよね。つまりだれかが当選し

てだれかが落選するので、落選者の支持者は納得は調達されない可能性がありますよね。た

だ、さっき桂さんがおっしゃった通り、じゃ次の選挙で勝つぞってがんばる人たちもいます

し、次の選挙でもう１回がんばろう、あるいはそれまでちゃんと行政を監視しようという人

たちもいるかもしれませんし、だから結果を出さなきゃいけないので結果に対して 100％の

人が納得するってことは無いっていう前提で良いんですよね。そこは。ただし選択肢の納得

の問題を太田さんはずっとおっしゃられていて、ただし選択肢も全員が納得する選択肢を

全てにおいて並べ続けるということはできないっていう前提でも良いわけですよね。そこ

の前提は。 

太田光征：おっしゃった質問が大事だと思いますけれども、佐倉市長選の場合には３人の有

力候補がいるわけですけれども、蕨さんと西田さんの対戦でもって決選投票にしましょう、

ということに納得しない有権者もいるわけですね。蕨さんと宇田さんの対決ではどうなの

かと。いうこともやってくれという有権者もいるかもしれないと。そういう候補者間、候補

者の対決の組み合わせの公平性というものがあるかと思いますから。 

三木由希子：それってちょっと申し訳ないんですけれど、その話っていうのは要は有権者の

選考とか政策を比べて、何を並べたら良いかっていうのを誰かが判断する仕組みを作るっ

てことですか。要はそういうことですよね。そういうことが無いと結局誰を決選投票の土台

に乗せるかっていう時に、票以外の判断基準を入れていくっていう話になりかねないよう

なことをおっしゃっているように聞こえたんですけれども。で、それは１番やってはいけな

いパターンじゃないかなと思うんですよね。それが選管が決めるとか、そういうことは絶対

にやってはいけないことなわけですよね。つまりそこに投票とは別の判断行為が入っちゃ

うってことですよね。それがそもそも私は選挙の仕組み上納得できないところがあるんで
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すけれども、そういう要素があるってこと自体が。 

太田光征：まったくおっしゃる通りで、第３者が全く別の判断基準を持ち出して決選投票の

参加資格者を決めるということには私も反対ですので、ですから予めあらゆる対戦の組み

合わせを想定しておかないことには公平な対戦ができないと思います。だから。 

大山礼子：あのね、前の時におっしゃっていたのはオーストラリアみたいな優先順位付きの

方が良いっておっしゃってたんじゃなかったですか。違いますか。でしょ。それでいったら、

それはこの佐倉市長選の場合は明らかに宇田さんの票を崩してどっちかに配分していくっ

てことになりますよ。同じことですよ。決選投票するのと。 

太田光征：前回の会議で私重大な言い間違いをしておりまして、オーストラリアのタイプの

移譲式には実は反対でありまして、まず基本は優先順位、選好順位を付けた投票をすべきだ

というのが、私の基本的な考え方です。オーストラリアにある方式は実は反対です。 

大山礼子：優先順位をつけてオーストラリア方式じゃないってことはどういうふうにする

んですかってことなんですよ。どうやって集計するんですかって。それはだから全部コンピ

ューターか何かでそれぞれの対戦を全部やっていくってことでしょ。だけどそれは本当に

１位の票がすごく少ない候補者のところに当選が付く可能性があるから、やっぱりもっと

納得ができないと思います。有権者から見て。オーストラリア式なら１番この人は少ない投

票なんだから、この人の次の選好にしましょうっていうのは、何となく分かる。だからオー

ストラリアの人はこれはすごく合理的な制度だと思っている。１回で決選投票までできる

からって思っているんだけれども、確かに数字の上では全部総当たり戦でやった方が良い

っておっしゃるのは分かるんだけれども、総当たり戦でこの人が勝ちましたっていう結果

をコンピューターではじいて、あぁこうなりましたって言われた時に、でもこの人選んだ人

誰もいないんだけど、っていうので皆本当に納得するかっていうところがたぶんさっきか

ら出ている疑問点だと思います。 

三木由希子：議論していて何か本当によく分からなくなるところがあるんですけれども、選

挙の投票の時点、選挙の選択の時に納得を調達するのか、結果に納得を調達するのか、みた

いな話がたぶんあって、太田さんはどっちかって言えば選択肢の納得を大事にしているっ

てことだと思うんですよね。でも選挙って結論の納得がちゃんと得られていないと、政治っ

て動かないような気もするんですよね。選挙をするだけではなくて、選挙の後も含めて政治

は続いていくっていうところで、どこの納得を優先するかって選択はしないとしょうがな

いと思うんですよね。 

太田光征：まあこの納得感ということなんですけれども、ここがまさに所謂、社会的選択理

論というのがまだまだ馴染みが無いことに原因があると思いますけれども、ようやく単純

多数決ではいけないんだということが、最近段々と認識されだしたわけですけれども、実は

合理的だと思っている多数決が多数決を保障しないんだということがありますので、ここ

はちょっと七面倒くさいんですけれども、算数的に考えると、最も有権者から好まれている

のは誰なのかということは、ちょっとやっぱり算数的に考えないと客観的に判定できない
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という事情があるんだということを分かってもらうしかないんだと思うんですよ。 

桔川純子：どうしましょうか。 

桂協助：太田さんの価値判断は数理的な領域での価値判断に留まっているように思えて仕

方ないんですよね。政策で戦うというような局面のことがほとんど出てこないんですよね。

ですから民主主義にとってそれが本当に良いことなのかどうかっていうことが分からない

んですよね。数理的合理性の話で留まってしまっているのではないかというふうに思いま

す。民主主義論になっていないと思いますね。 

大山礼子：あと１つは、もう１つの論点の本当にそういう法案を作るかって話なんですけど、

法案に落とすんだったらやっぱりボルダー式の採点させるってことしかないと思いますよ。

じゃないと一応順位は付けたけれども、誰も１位って付けてない人が計算した結果当選し

たっていうのは、たぶん誰も納得できないんで点数付けたから、点数足したらそうなりまし

たって言われた方がまだ納得するかもしれない。だけどその大問題は、今桂さんおっしゃっ

たように点数付けるもんじゃないんですよね。政策を選ぶってことは、この政策は５点だけ

れどもここは３点だって、そういんじゃなくてどれを選ぶかって選択の問題なんだけれど

も、それを何か最優秀選手の投票みたいなことにしてしまって良いのかっていうところが

おそらく大問題なんだと思いますし、そもそもそのボルダー式、今提案しても通りっこない

ですよ。と思います。だからそこは次善の、今より少し良くするっていうことで行った方が

私は良いと思います。でも理論的にどれが 1 番良いか詰めたいっていうなら話は別ですけ

れども。 

城倉啓：法案に落とすかどうかっていうのは国会議員に向けての話だと思っているのです

が、もう１つ大きな要素は、私どものようなただの人々が世論を形成しておりますが、世論

を動かさない限りは法案も通らなのかな、とも思います。ですから私は数理的合理性、ある

いは一番やってはいけないことは多分にエリート主義なのだと思います。私も総当たりと

いうことでいえば、簡単に説明できそうだけれども、「じゃあ総当たりってどうやるの」っ

て言われた時に、友人知人にですね、「いやあこういう数字的な合理性があるんだから、こ

の制度は優れているのだ」という風に一生懸命言えるかどうか。それは私の理解力が足りな

いからなんだろうと思いますね。となると理解力が足りない人は排除されてしまう気がし

ます。その人たちは私たちと一緒に運動ができなくなってしまう可能性があるんですね。で

すので、その意味の分かりやすさというのは民主主義にとって重要だというのが前回の議

論であったと思うのですけれど、わたしはやっぱり世論を味方につけておかないと大きな

動きは作れないという面もあると思います。納得というのはそういった意味での納得、それ

は民主制度にとっては重要な点だとも思います。ですから原案に戻って、決選投票であって、

工夫をして辞退ができるようにする、というものが良いと思いますけれども。 

桔川純子：もう大体意見も出されたと思うんですけれどもいかがですか。今日具体的にご提

案いただいた改正案ですけれども。今事務局長の方からもお話がありましたが、ご意見を聞

いた上で太田さん、いかがでしょうか。 
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太田光征：まさに一般論として私も世論の支持が無いと運動は成功しないと思っています。

私ももっぱら運動の目的は世論の喚起にあると思っていますので、それはもう全く反論し

ません。ですけれども運動ですので、まだ実現できていないことを実現することが運動の目

標、課題でありますから、まだちょっとご理解いただけていない面があるのならばもう少し

努力するというのが、運動に携わる者の自己責任でありますから、エリート主義という言葉

があるそうですけれども、別にエリート主義に陥っているわけではなくて、もっと努力しま

しょうということを言いたい、と思うんですけれども。 

桂協助：先ほど城倉さんが言われた通り、大山さんの今回出された案はとても現実的だと思

いますので賛成したいと思います。太田さんのご意見については今後とも引き続き議論で

きれば幸いであると思います。民主主義論を展開していければと、今回の結論とはまた別の

場で議論していければ良いかなと思っております。 

桔川純子：改正案ということで、一応改正案を提出するというか、そこまで議論するという

ことでしょうか。 

城倉啓：最初におっしゃった通りで、この改正案でいこうかと、あるいは微調整があればこ

こで修正を受けると、ただしこれは中間答申などの体裁には則っていなくて、歴史的経緯と

か論点などを整理したものをくっつけないといけないだろうという課題を含めて、今後そ

こを作っていこう、誰が担当するの、みたいなところまでいかれれば良いのではないかと思

っています。 

桔川純子：いかがでしょうか。太田さんが提案されたことに対しては桂さんがおっしゃった

ように、継続的に審議をしていくということなのかなとも思ったのですが。 

太田光征：私の意見に関わらず、私は第３部門ではありませんので、第３部門としてのご提

案はもちろん第３部門でされるのがもちろん当然ですので、そういうことでよろしくお願

いします。私の意見は意見として持ち続けますけれども。 

桔川純子：それでは大山さんからご提案いただいたものについて、この辺を微修正というよ

うなことがありましたら、そこまでということですよね。 

三木由希子：ちょっと確認的なんですけれど、「候補者たることを辞したため候補者が１人

となったとき」この規定の「又は」の前が「当選者が死亡し」となっているんですけど、こ

の当選者というのはどこから来るんでしょうか。「候補者が死亡し」でしょうか。 

大山礼子：これ今の条文変えたんですけど変と言えば変ですね。他にも実はこんな言葉遣い

で良いのかな、というところがあって、だから現行法と確定版ではすり合わせる必要がある

と思います。 

城倉啓：前の法律の第 117 条の 3 項「第 1 項の選挙において前項の規定により告示のあっ

た期日から選挙の期日の前日までに当該候補者が死亡し」となっております。ですので三木

さんがおっしゃっていることで言えば「当該候補者」という単語にしてはどうでしょう。 

桔川純子：他はどうですか。 

大山礼子：後はですから決選投票までどのくらい期間を開けるかとか、そういうのは多少微
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調整の余地があるかなと思います。これだと１週間という感じですよね。２週間にする。15

日以内ですけれど。５日前までに選挙日を告示っていうことになっていますので、以内だか

ら次の週ってこともあり得るんですけど。最長 2 週間。まあそれは自治体の事情によって

次の週にやっちゃっても良いのかもしれませんけれども、その辺はちょっと分かりません。 

三木由希子：わりとあれですよね。決選投票になった時に今のような選管の選挙運営みたい

なのにするとけっこう大事ですよね。また掲示板作り直すんだか、いなくなった候補者のポ

スターみんなで剝がしに行くんだか分かんないんですけど、今の選挙っていうスタイル考

えるとわりと大変そうですよね。事務的な合理性みたいなものは考える必要があるんです

かね。或いはちょっと省略ができるような運用にしてそこは何とかするのか。 

城倉啓：今の件も含めてちょっと第１部門とのすり合わせもあるのかなと思うんですが。選

挙運動に関わる問題でもあると思うんですね。確認ですけれど、告示があった時から選挙運

動期間になるという理解ですよね。ですからそれまで、期日前５日までですから。15 日以

内で。時差が起こると。で、その間は事前運動になっちゃうということですよね。事前にな

りますから。できることとできないことがあると。でもポスター掲示はされたままであると。

まあそんなことが小さい論点としてあり得るのかなと。 

三木由希子：ただ選挙運動期間そのものを無くすって議論を第１部門でしてるんですよね。

そもそもが。だから全体のパッケージで見た時にはそれなりに整合しちゃうのかなと思っ

たりしたんですけれども、ただちょっと看板掲げてって今の選挙のやり方を考えると、わり

と大変かなっていうですね。だからきっと剥がすんですかね。 

城倉啓：おっしゃる通りで全部規制が無くなれば問題は無くなるんですが、現実的には部分

改正でちょっとずつでやっていこうとか、あるいはパッケージで部分的に変わろうってい

ったときに議論になるのかなという意味です。 

桔川純子：後はいかがですか。 

三木由希子：あと、元々規模が小さい自治体は無投票が多いって問題があると思うんですけ

れども、そこに対してはこの仕組みだとある種の解決的なものは与えにくいっていう感じ

になってしまいますよね。どうしても。なので都道府県議会選挙、政令市議会選挙、市町村

議会選挙、どちらかといえば王票を促そうっていう方向でその選挙制度を変えましょうっ

ていう感じなんですけど、ちょっとここはそこがなかなか仕組みとしては促しにくいとい

うことになりますかね。 

大山礼子：まあ強いて言えば知事選挙みたいなところで決選投票になるとかなり関心は盛

り上がるだろうなとは思いますね。その程度の効果はある。で、それが次に繋がるかどうか

ってことはあるかもしれないけれども、現実問題として町村選挙っていうのはほとんど無

投票か、１人だけ出て、対立候補が１人はいるけれども一騎打ちでもってこっちが圧倒的に

勝つみたいなパターンなんですよ。だからそうするとそこはもう、それこそ第 1 部門の方

で候補者に出てもらいやすい制度にするとか、そっちの方で手当てしていただかないと、こ

れだけでは如何ともしがたいなと思います。 
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桔川純子：あといかがですか。そしたら今大体出たような項目について、また微調整してい

ただいて。 

城倉啓：前の方では「２人の候補者を定めるにあたり、得票数が同じであるため２人を定め

ることができないときは、当該選挙管理委員会がくじで定める」とあるんですが、これは活

きるんでしょうか。２、３位が同票であった場合においてくじで定めるは活きるんでしょう

か。 

大山礼子：どうしましょうかね。そのときは３人にしますか。 

城倉啓：私の意見は、「くじで良いのではないか」です。 

大山礼子：じゃあくじにしましょう。そこは活きる。改正無し。 

太田光征：まさに選好順位投票が活きると思うんですけれども。 

大山礼子：選好順位が全く同じということはあり得ますよ。それは。同じですよ。選好順位

にしたって同じと思います。 

太田光征：順位の問題はそれが活かせれば活かすっていうスタンスで良いと思うんですよ。

それで一義的に決まらなければ他の手当てを考えれば。くじびきのようなね、考えれば良い

のであって、選好順位で決まるのであればそれを活かせれば良いと思いますけれども。 

三木由希子：それは太田さん、ご意見としては分かったんですけれども、とりあえずまとめ

てしまったんでご意見としてはうかがっておいて、ご自身はお持ちになり続けるというの

は先ほど表明されていたんで、それは別に妨げることは全くないので、なのでとりあえずま

とめさせていただいて、２位が全く同数の時に、くじか、それとも３人にするか、でも３人

にするともう１回くらいやらないとだめですよね。３人だから次は全く同数になるという

ことは無いと思いますけれども、ただそうすると上位２名でまた決選投票しないと成立し

ないですよね。似たような投票構図だと。くじね。 

大山礼子：でも現に今、１人決めるときに、全く１位が同数だったらくじで決めてるんです

よ。だからそれを合理的だというなら、同じことだから、そこは変えなくて良いと思います。 

城倉啓：前の時の 15日、そして５日というのは、これは前と同じなんですけれども、この

ことは、日数については、改正の理由にはなっていないという理解で良いですか。決選投票

やめるときの理由に日数の問題というのは何にも議論になっていないという理解で良いで

すか。 

大山礼子：だと思いますけどね。あんまりその辺の議論って出てこないんですよね。調べて

も。だけどたぶんあまりそのことは考えていないと思います。今の１/５以下の再選挙の時

も、たぶんこれでやっているんじゃないですか。 

城倉啓：であるならば、「これをいじらなくて良いんじゃないのか」という意見です。 

三木由希子：まあでも法律が変わっていないということは、これでできるっていう前提で回

っているということですよね。現在の現行制度が。であればこのまんまでたぶんできるって

いう前提で良いんじゃないですかね。 

桔川純子：後何か確認事項とかありますか。 
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城倉啓：もしこの後くじで決めるとか、当該候補者とか言葉を変えるとかっていうところが

了承されるならば、この後清書していただく方ですね、中間答申のような体裁に倣って。 

大山礼子：そこは行きがかりでやりますよ。 

城倉啓：よろしくお願いいたします。 

大山礼子：要するにこの前の歴史的なことと合体すれば良いわけですよね。はい。 

桔川純子：では、よろしくお願いいたします。 

     あとじゃあ今後の予定ということになるんですかね。 

城倉啓：今後の予定なんですが、６月の 15日に全体審議会が行われまして、その所で韓国

の視察の報告が入るということになっております。この６月に第３部門をもう１回と言う

べきか、やるのかどうかということと、やらないとすれば７月、このお三方のいるところで

日程を決める方が便利だという日程上の問題と、じゃあ何を審議するのかということの予

定の問題、進め方の問題があります。そこを皆さんでご議論いただければと思います。 

桔川純子：どうでしょうか。 

大山礼子：私そもそも、第３部門独自で今後何かやることがあるんだろうかということがち

ょっと疑問に思っています。だから今日の話でも第１部門とすり合わせなきゃいけないこ

とがいろいろ出てきて、そういうのを少し代表者の間で話し合っていただいて、それからじ

ゃないかなと思うんですけれども。そしたらもう合同でやるとかっていう方が良いのかも

しれませんし、で、最初の第３部門の関連っていうことで色んなことが候補になっていまし

たけれども、たぶんこんかいそこをやり出すとまた大変なことになってしまうので、今回は

選挙のことに限った方が良いと私は思っているんですけれども、皆さんはどうお思いにな

るか。 

三木由希子：そうですね。前回少なくともここで話が出てたものというのは、第１部門と話

をした方が良いかなとか、第２部門と話をした方が良いかなとか、ここで単独で検討しても

どっちみちかぶる可能性があるなとか、そういうものが割と多かったような気がしていま

す。今回の首長選挙の部分をまとめるにあたって会議を開く必要性があるかということと、

それ以外については他のところに、ただ第１、第２両方出なきゃいけないとなると大変なこ

とになるので、私は無理なので、なのでどのテーマについてやるかという選択をこちら側で

した上で、ここの議論に合流するっていうふうに整理するっていうことで良いですかね。ま

あ何を選択するかっていう問題が出てきちゃうんですけれど。 

城倉啓：詳しくは５月 15日の共同代表者会議で決めることですが、今のところの他の部門

のカレンダーで言うと、第１部門が５月に「選挙運動規制の全廃」、「公務員の選挙運動や政

治活動の場合」などをやります。６月は「選挙運動期間の全廃」、先程の話と重なりますが。

あと「買収規定を公選法から刑法に移す」という話題、そして７月は「公費負担の見直し」、

そしてこの７月の「公費負担の見直し」は第３部門との合同がすでに予定されてはいるので

すね。中間答申に書き込んだカレンダーでは。 

三木由希子：自治体選挙の関係でってことですよね。公費負担の問題。 
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城倉啓：おっしゃる通りです。そして８月が第１部門は「被選挙権年齢引き下げ」、「外国人・

障がい者参政権」の問題、９月が「立候補休職・退職・復職」をもう１回やると。１回やっ

たんですけどね。それと「公選法第１条」。で、最終答申準備というのが第１部門の予定で

ございます。ここに絡むかどうかという議論だと思います。第２部門に関しましては、５月

が評価基準に照らして３名の委員案を吟味するというのがあります。で、国際比較もやると。

それと６月・７月で参院も含めて論点整理と絞り込み、５月は衆議院なんです。８月・９月

が衆参両院の改正案のまとめという予定が他部門ではあります。 

三木由希子：だとするとあんまり一緒にやるってところはなさそうな感じがしますね。 

桂協助：第２部門では、私も全体会議の中で申し上げたことがあるんですけれども、今回田

中久雄さんから衆議院の選挙制度案が出てるんですけれども、その中で提起されていたこ

との 1 つに、これからの課題として提起されたことの 1 つに、比例代表制に関して、第３

部門の都道府県議会議員選挙は比例代表制なわけですけれども、比例代表制と選挙区につ

いての考え方の突き合わせをする必要があるということが提起されています。最後の課題

というところに出されています。で、第２部門の他の方からも以前にそういう意見は出され

ておりますので、この課題はたぶん取り組まなきゃいけないことではないかと。同じ審議会

の中から、考え方の食い違ったものが出るということは、あまり好ましいものではないと思

いますので、突き合わせはやはり欠かせないのではないかというふうに思います。共同代表

者会議で只野さんがどういうふうにお話されるか分かりませんけれども、私個人はそうい

うふうに思っています。 

大山礼子：すいません。私ももうちょっとしたら出なきゃいけないので申し訳ないんですけ

れども、そういう辺りを少しどうするか考えていただいて、只野先生と考えていただいて、

それでまたこちらで対応するしかない、今ちょっと決められない感じがしますけれども。 

三木由希子：そしたらちょっと月曜日にどんな調整が可能かってことをとりあえず整理を

して、更にここの第３部門として、例えばここで最終的に答申を簡潔的に作るかどうかは別

にしても、やるべきことがもしあれば、また皆さんにちょっとご相談かなという感じがしま

すので、それはちょっと来週の会議を待って、更に皆さんにはちょっと投げたいと思います。 

城倉啓：ありがとうございました。では、大体そのようなことで５月 15日に代表がおっし

ゃった話し合いをして、今後の進め方についてまたお諮りしますので今日のところはここ

で終わらせていただいてよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 


