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2019.09.24. 第二期第 19回選挙市民審議会議事録 

衆議院第 2議員会館地下１階第 3会議室 14:00～16:00 

出席委員 片木淳（共同代表・議長）、三木由希子（共同代表） 

     岡﨑晴輝（スカイプ）、田中久雄、山口真美 

欠席委員 只野雅人（共同代表）、石川公彌子、大山礼子、小澤隆一、北川正恭、桔川純子、

小林五十鈴、小林幸治、坪郷實、濱野道雄 

事務局  太田光征、岡村千鶴子、志村徹麿、城倉啓、富山達夫、丸井英里 

書 記  岡村千鶴子、城倉啓 

 

片木淳：それでは時間になりましたので、本日の会議を始めさせていただきます。本日は非

常に議題が多くて、配布資料のプログラムにあります通り 6本ございます。ただ、中には何

回も議論もしていただいて大体皆さんおわかりの点もあろうかと思いますので、なるべく

要領よく進めてまいりたいと思います。6 本ありますので、一律に 20 分ずつとさせていた

だいて、今日初めて出される議題につきましては 10分以内で説明していただいて、あとの

10 分で議論するという段取りで行いたいと思っております。初めてでない方は変わった点

だけご説明いただければと思います。時間が少し足りないと思いますので、委員の方々は自

宅でお読みいただきまして、後ほどメールで疑問点・質問あるいは違う意見なりを寄せてい

ただいて、次回以降処理していくという段取りにしたいと思っております。それでは早速、

スカイプでご参加の岡﨑委員から「抽選制議会に関する答申」ということで、要旨を提出し

ていただいておりますので、今申し上げましたように 10分以内ぐらいでご説明をお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

岡﨑晴輝：はい、では 5分程度で話しまして 15分ぐらいご意見をいただきたいと思います。

お配りした資料は 2 ページありまして、１が全体の序論ということになっています。そし

て 1 ページの下半分ですね、やはり日本国憲法に抵触するのではないかという問題があっ

て、まずここに触れておきます。そして 2ページの上のほうで、日本国憲法と両立するよう

な抽選制の活用として「付設方式」というのを提唱しています。また下のほうで 4番にもう

一つの方法として「併用方式」ということを提唱しています。この辺はまだ議論していない

んですね。前回、私が問題提起したときには、参議院を抽選制にしようということがあって、

ちょっとそこまでは審議会としては答申に盛り込むのは行き過ぎであろうということもあ

りまして、日本国憲法と両立するような形の抽選制の活用ということを提案しています。 

では、かいつまんでお話しますと、 

1の抽選制議会論ですが、近年、抽選制が活用されるようになっている。ご承知のように

熟議型世論調査とか、ドイツの計画細胞をはじめとするいろいろな試みが紹介されて、日本

でも市民討議会や住民協議会が開かれています。最近私の翻訳した『選挙制を疑う』という

のが、かなりの話題になって、議員を抽選で選出する抽選制議会というアイデアが広く知ら

れるようになっているという現状があります。簡単に言いますと抽選制議会論によれば、選
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挙制議会では、議員が特定の階層とか男性に偏りやすい、カネやフダを集めるために企業や

労働組合の顔色をうかがいやすい、再選するためにどうしても長期的課題に取り組みにく

くて短期的課題に目が向きやすいという選挙制議会の難点があります。それを克服するた

めに議員を抽選で選出する抽選制議会がおおいに注目を集めているという背景的なところ、

導入的なところを最初に答申に盛り込みたいと思っています。 

そして 2 番、抽選制議会の最大のネックは、日本国憲法に抵触する可能性が高いという

ことです。日本国憲法の前文冒頭で「政党に選挙された国会における代表者を通じて行動し」

という規定があるんですね。更に 43 条と 93 条、国会と地方議会についてもやはり選挙で

選ぶという規定があって、ここを拡大解釈するのは問題があると思っています。さしあたっ

ては、日本国憲法を前提にして、国会にしても地方議会にしても、選挙制議会を抽選制議会

に置き換えるのは難しい、不可能であると解釈して、日本国憲法を改正しなくても抽選制を

活用することが不可能ではないので、そこを提言したいと考えています。 

 次の二つの方式が考えられて、ひとつは議会に付設するような形で、立法権ではなく勧告

権を持った抽選制の市民会議を議会に付設する。これは可能であろうと思います。もうひと

つが、これも日本国憲法の下で可能だと思われることは、有権者が政党とか候補者だけでな

く、投票用紙にあらかじめ抽選という枠を書くようにする。そしてここに投票できるように

すれば選挙制を前提にしても抽選制が導入できるというアイデアを出しています。順番に

説明しますので、2ページの 3をご覧ください。 

 第一の方式は、勧告権を有する抽選制市民会議を国会や地方議会に付設するというやり

方です。住民投票の結果と同じように、法的拘束力を持たせないため議会の立法権を侵害す

ることはなりません。これを「付設方式」と命名したいと思います。この方式は、市民討議

会や住民討議会の実践を積み重ねてきた自治体レベルで採用するのが賢明あると思います。

ごく簡単に言いますと、各会派から 1名ずつ推薦された議員と、抽選で選出された市民、つ

まり裁判員と同じく 2 倍程度を想定していますが、各年度の市民会議を構成して、自治体

が重点的に取り組むべき主題を一つに絞りこむ。年数回の会議を開催して、絞り込んだ主題

に関して熟議を重ねて、勧告書を地方議会に提出する。ここは今首長に提出するということ

が多くなっているので、このあたりもご意見をいただければと思います。市民会議の任期は

一年とし、議員はともかく市民には日当や交通費も支払われると。そして、正統な理由があ

れば辞退も当然認めると。今、日本では議員と一緒にやっているというのは無くはないです

けど少ないですね。今回提言したいのは、議員を加えようということです。市民だけではな

くて、議員も市民会議に加わる方式のほうが良いのではないかと。そういうふうにすると、

市民会議 vs.地方議会という対立がなくなって、実現可能性が高まるだろうと。そしていろ

いろな市民と接することができるために、議員の視野も広がるだろうと。更に市民会議に選

出された市民が地方議員を目指すようになれば、なり手不足の問題の解消にもつながるの

ではないかと思います。これを当然条例だけで対応することも可能なんですけれども、地方

自治法で法制化したり、地方交付税交付金で手当てすることも見当に値するだろうという
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ことです。 

 もうひとつの方は、面白いアイデアかも知れませんけれども、選挙制の中に抽選制を組み

込む併用方式と命名したいと思います。具体的に言いますと、公職選挙法を改正して「抽選

枠」という選択肢が予め自動的に投票用紙に書き込まれるようにすると。こういうふうにす

れば投票したい政党や候補者のいない有権者も、今は棄権したり無効票を投じたりする人

もいますけれども、そうではなく抽選枠に投票するという選択肢ができます。今地方議会で

採用されているような大選挙区制ですね、参議院の場合も同じですけれども、抽選枠がダブ

ルスコア、トリプルスコアで大勝した場合に、票をとりすぎて無駄になってしまうという意

味の死票が発生しますので、さしあたりは衆議院・参議院の比例代表で導入するのが賢明で

はないかと思います。これもあまり詳しくは書いていませんけれども、イメージとしてはこ

うです。中央選挙管理委員会が選挙人名簿から無作為抽出をして、同意した者を抽選枠議員

の候補者とする。無作為抽出を行うことが、投票前か投票直後かは難しいところですけれど

も、いずれにしても供託金も必要ないし、選挙運動をする必要もありません。比例代表で、

衆議院・参議院で抽選枠の議席が決まりますね、抽選で選ばれた順にそこを埋めていく、こ

れで選ばれた人は独自の会派を結成するけれども、党議拘束のようなものはなくて、自らの

良心に従って発言・投票できるようにする。こういう抽選枠が導入されれば、有権者の選択

肢が増えるために投票率の低下に歯止めがかかる。更に強力な競争相手ができるため、政党

や政治家は胡坐をかくことはできない。「カルテル政党」という議論があって、既成政党が

マスメディアとか政党助成金等で特権的な地位にありますね。そこに対して、抽選枠という

強力な競争相手ができると、政党や政治家が気を引き締める必要があるという効果も期待

できると思います。さらに抽選枠の議員と接することで、政治家が市民感覚を学ぶようにな

って、さらには抽選枠選出議員の大多数が反対する法案を強行採決することは難しくなる

のではないかと思います。 

 最後に結びの言葉を加えて、答申にしたいと思いますが。私からお聞きしたいのは、全体

のバランスなんですね。どれ位の分量で書くとバランスが取れるかという、その全体の分量

に合わせて肉付けしたいと思います。それがひとつ聞きたい点ですね。もうひとつは、前回

報告した憲法改正を前提とした参議院の抽選制、ここに関しては触れなくて良いのかなと

思っているんですけれども、触れたほうが良いというご意見の方はよろしくお願いします。

あとは細かいところで気なった点があれば、ご指摘いただければ、それを踏まえて修正して

いきたいと思います。私のプレゼンテーションは、以上になります。ご意見よろしくお願い

します。 

片木淳：はい、ありがとうございました。それでは、皆さんからご質問やご意見がありまし

たらよろしくお願いします。その前に今の分量ですけれども、これは皆さんが第二期答申を

書いているところなので、今日も書いたものを審議するわけなのですが、全体のバランスが

はっきりしないところがありますけれども。私の印象から言えば、ちょっと短いかなという

ことで、城倉さんこのあたり事務局として分量についてはいかがでしょうか。 
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城倉啓：ご質問ありがとうございます。片木代表のおっしゃる通りで、第一期答申は全体で

164ページでしたけれども、それに比べると今回改正案の数も少ない、その割にはページ数

が非常に抑制的で少ないような印象を持っております。各改正案について、10 ページ見当

でいけるのではないかと考えております。 

岡﨑晴輝：今の何倍ぐらいの分量にしましょうか。 

城倉啓：ちょっと字が小さい感じがしますので、今の 2ページの 3倍から 4倍くらいが 10

ページ見当になるのではないかと思います。 

岡﨑晴輝：はい。 

片木淳：それに関連して私から、先ほどお尋ねの第 2点目の参議院の抽選制導入の問題、憲

法改正との絡みですけれども。今回のご発表では、憲法改正を前提としないでというご議論

だったんですけれども。私の感じですが、もう前提にしていただいて、しかし今回のほかの

答申は大体実現可能をにらんだ案を書くという書きぶりの中で、具体的な提案は今回お示

しいただいたもので良いと思いますけれども、最初の「抽選制議会論」のあたりはもう少し

膨らませていただいてですね。特に市民を相手にですね、一般の人を対象にした書きぶりに

しなければいけないのではないかと、私も思いますので。そういうことも前提にしていただ

いて、特にこの一番目の「抽選制議会論」については、先ほどお触れになった点も広げてい

ただいて、選挙制議会ではここにも書かれていますがなぜ弊害が出るのかとか。あるいは訳

された本の中にも書いてありますけれども、現在の「民主主義疲れ症候群」はどういう弊害

なのか具体的にですね、その原因は選挙制代表制にあるんだと。そういうことも、もう少し

触れていただいても良いかなと思います。 

岡﨑晴輝：今回は、あくまでも要旨ということで出して、 

片木淳：そうですね。 

岡﨑晴輝：今のご意見を踏まえて、3倍から 4倍程度で肉付けをして、一般の人にもわかり

やすいようにしたいと考えています。 

片木淳：はい、よろしくお願いいたします。ほかに質問どうぞ。はい、田中委員お願いしま

す。 

田中久雄：具体的な提案の中で、付設方式についてはあまり憲法との関係もないような感じ

で、やろうと思えばできることだと思うわけですが。何か今の地方議会にまた、こういう市

民会議という勧告権を持った会議を付設するということが、屋上屋を重ねるじゃないです

けど、地方議会自体がいろいろな問題を抱えているんですけれども、それが直接な民意を反

映していないというのは地方議会そのものが問題であって、その運営のやり方などでもう

少し工夫すれば活性化する道もある感じもするんですけれども。あえて地方議会というも

のが、今は市民の意見を反映していないという前提のもとに、またその上に作るということ

が何か非常に地方の組織が冗長化するわけですね。それがどうなのかということで、もうひ

とつ地方の場合は首長さんの力が強くて、それで地方議会がそれに対抗できるような活動

をしていないという批判があるわけなので。その地方議会の上に市民会議のようなものを
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つくったとしても、首長さんを直接抑制するという効果が果たして発揮できるのかという、

そういう感想を持ちました。 

片木淳：それでは、そこで一旦切らせていただいて、岡﨑さん今の点につきましてお考えが

ありましたらよろしくお願いします。 

岡﨑晴輝：はい。多分ふたつお答えできると思います。ひとつは、今回、地方議会改革に関

してどなたか書きましたっけ。 

片木淳：いや、書いていないと思います。 

岡﨑晴輝：では私のほうで、地方議会改革が必要だということまで言及したいと思います。

ただ、いくら地方議会の改革をしても、やはり選挙制である限り限界があって、プラス抽選

制が必要なのだという書きぶりにしたいなと、私は考えています。だから、地方議会改革と

上手く繋げるような形にしたいということがあります。そしてもう一点は、これは皆さんの

ご意見をお聞きしたいのですが。現在の市民会議、住民協議会はほとんどが首長に属してい

るんですね。首長がお題を与えてこれに関して熟議をして答申を出して、首長に答申を出す

という形になっていて、それは実態を反映しているわけですね。だから、今回の提言も議会

付属ではなく首長付属にするか、あるいはどちらかにするか、ペンディングにするか、につ

いてご意見伺えればと思います。 

片木淳：はい、ありがとうございます。田中委員がおっしゃった、現在の地方議会の問題点

を解決する意味でも、屋上屋という批判はあるかも知れませんが、こういうものを入れて、

二元代表制の中で首長と対立、チェックしながらやっていうという流れの中で議会にがん

ばってもらうという意味では、首長ばかりが市民のほうを向かないという体制をとらない

で、議会も市民の方から声を上げていくという意味があると私は理解しましたけど。 

田中久雄：もうひとつのやり方として、例えば北欧などでは調査委員会というレミネセって

言いましたか、そういう制度がスウェーデンはじめ北欧のほかの国でも採用されていると

思うんですけれども。それは、議会の外に重要法案について、予め各界の人を集めて議論を

する機関というか委員会をつくって、その中は抽選という考えはないんですが、各会派・各

政党の代表とか学識経験者、それぞれの専門の関係役人、利害関係者…業界団体とかその法

案などに関係する団体、そういう人たちが一堂に会して、委員会でもいろいろな立場から議

論をして、そこである程度詰める。そこから地方議会の委員会に提案するという形式のもの

が、北欧ではコンセンサス政治と言われていますけど、事前に議会だけではなく、もっと幅

広い関係者を集めて議論するというシステムが定着しているわけです。それは参考になる

のかなと。ただ、それは抽選で選ぶということではなく、民間人も入っていますけれども、

それは学識経験者とか利害関係団体関係者という人がメンバーになっていますから。それ

以外にも中立的な市民という立場で抽選で選ばれた人が入るということも、一つの考えと

してはあり得るのかも知れません。 

片木淳：それは一応ご意見として承っておいて、また今後詳しくどういう仕組みにするか書

かれるので、その時にこうしたら良いのではないかという提案を具体的にいただくという
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ことでよろしいですかね。それからもうひとつ、田中委員は 4 の併用方式については何か

ご意見ありますか。 

田中久雄：4については憲法との関係で、私も憲法は詳しくないのですが。よく教科書に載

っている日本の選挙制度の幾つかの原則で、普通選挙とか、平等選挙とかありますけど、そ

の中に直接選挙というのがあるわけですよね。それで抽選枠をつくって議員を選ぶという

ことになると、間接選挙になるわけですね。抽選枠というのが、どれ位の議員の数のなるの

かは有権者の選択に委ねられるわけですけれども。個人なり各政党なりの議員に投票する

という方もいらっしゃるし、抽選枠に委ねるという人もいる。抽選枠の場合は、その枠の範

囲内で抽選するということですから。ある意味では、間接選挙と言うか、抽選枠をつくって

そこからまた抽選するという二段階になるわけですけれども。ドイツなどの、地方議員が参

議院議員を選ぶのとは違いますが、やはり間接選挙のような感じになりますね。それを直接

選挙と言って良いのか。それがまた憲法に触れないのか。地方の場合は、かなり直接に議員

を選ぶというのが憲法の規定に書かれていますよね。国会の場合は書かれていないんです

けれども。ちょっとその辺が私もわからないんですけれども、憲法の問題がひとつある。 

もうひとつは、枠を選んでひとつの会派をつくって、自由に無所属議員みたいな形で、見

識を持って議論に参加して投票するということを期待しているんだろうと思いますが、非

常に理想論というか、楽観論に基づいているような気がします。現実の政治の世界というの

は、もっと熾烈で、仮に抽選枠で選ばれた議員などは、ある意味では各政党にとって草刈り

場になるんですよね。どんどん切り崩して、自分たちの会派や政党に入れたり、政党に入れ

ないとしても会派の中で自民党会派的なとか野党会派にというように、分裂してどこかの

政党の傘下に入るようなことになる。素人の抽選で選ばれた人というのは、簡単にそういう

ことになってしまう、次の選挙で立候補させるとか言われたらね。ですから、現実の政党政

治でこの理想論が通用するかというのは、すごく心配ですね。 

片木淳：以上二点のご質問、ご意見がありましたので、よろしくお願いします。 

岡﨑晴輝：まず一点目なんですけれども、直接選挙と言えるかどうかということに関しては

憲法学者にもお尋ねしたいけれども、直接選挙と言えると思います。どうしても不審がある

とすれば、選挙の前に抽選をして、候補者名簿をつくって、そこに投票すればこれは直接選

挙になりますよね。だから議席が確定したあとではなく、投票前に抽選をして候補者名簿を

出すというやり方にすれば、全く問題ないのではないかと思います。それから、普通の議員

によって抽選制の議員が取り込まれるのではないかというご意見についてですが。これは

加筆する段階で応答したいと思いますけれども。私の裁判員経験もあるのですが、そんなに

普通の市民がなびくものではないんですよね。市民感覚に照らして、例えば集団的自衛権の

ときに、多くの人がこれは審議が尽くされていないとか、きちんと答えていないと主張して

いましたよね。もちろんそれが議員の中に入って、いろいろ説得されるという可能性はあり

ますけれども、それはいろいろな形で個別的な接触を禁じるなどの手立ては可能なのでは

ないかと思いますので。我々のアイデア段階ですから、ブレーキをかけるというよりも、実
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現可能性があろうがなかろうが、とにかくアイデアを社会に出して、議論を発展させてもら

うことが第一だということで、議論が粗くてもとにかく出してみたいと思います。 

片木淳：はい、ありがとうございました。ちょっと申し訳ないんですが、時間がありません

ので、今の田中委員の件も今後具体的な案文の中でまたご議論いただきたいと思います。 

岡﨑晴輝：原稿の提出〆切、今後のスケジュールはどうなりますか。 

城倉啓：プログラムの下に、次回以降の選挙市民審議会予定を記載しております。17 日は

3人の代表の方からの原稿をいただいて、それを審議する予定ですので、10月 31日までに

お出しいただければ助かります。 

岡﨑晴輝：はい。では、3倍くらいにした原稿を、10月 31日に出すということにしたいと

思います。 

片木淳：はい、よろしくお願いいたします。恐縮ですがほかに聞きたいことやご意見があり

ましたら、どんどんメールで寄せていただきたいと考えております。それでは、次の議題に

移りたいと思います。二番目は「国民投票法の改正に関する提案」ということで、これは前

から 2～3回やっていただいておりますが、山口委員から主な点についてご説明いただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

山口真美：はい、2回ほどレジュメを出させていただきましたけれども。今回は、文章の形

でということで、どういう国民投票法の改正があるかということで書かせていただきまし

た。 

 第 1は「成立経緯」と書いていますけれども、あまり細かいことは書いていなくて。元々

の対象となっている国民投票法がいつできたのかという成立過程の中で、今回も問題にし

ているような問題点の指摘が付帯決議になされていますということです。それと、現状では

「公選法並び」の改正案が出ているということですというような、客観的なところを書いて

います。 

 第 2 というところで、「現状、問題点、改革課題」ということで、1 は「国民投票と国民

投票法」の考え方ということですが。基本的には民主的な（民意の反映）と（民主的正当化）。

これをどういう形で実現していくかという視点で考えていきましょう、ということを示し

ています。2のところでは、その観点から考えて現行法には様々な問題点がありますという

ことで。それを①国民投票の広報協議会の公報と広報、それから②広告放送を含む国民投票

運動、③成立要件、④投票その他、に大別して検討していきますということにしています。 

第 3の１は、「国民投票広報協議会による公報と広報」になっています。これは、国民投

票協議会等についてということで、基本的には中立性、公平性が特に重視されなければいけ

ない。国民が改正に対する賛否という対立する選択をするためのものであるからというよ

うなところを考え方として示しています。その上で協議会自身の構成等を解説しています

けれども、基本的には委員の構成が会派の割合に応じているということで、どうしても改正

賛成派が 3 分の２超を占めることになるという意味で、中立性、公平性に問題があるので

はないかということが根本的は問題点であるということで、ウのところで改正点を挙げて
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います。一つは、そもそも委員の構成について衆参両院から選任される委員については、賛

否同数とするべきではないかということ。第二に、委員の一部についてはできれば外部から

選任する。これについても公平性への観点から賛否について平等にするようにということ。

それから、一般国民に議事の公開をすること、というあたりをきちんとしないと公平性・中

立性が保てないのではないかという提起をしています。それから、公報と広報の方ですが、

これについても基本的には中立性・客観性が大事ですということで。どんな形で公報及び広

報活動を行うのかということについて、運用基準・実施要綱のようなものがないので、それ

をきちんと定めるということが必要ではないかという提起をしています。 

第 3の 2が「国民投票運動」ということになります。これについては、基本的には公職選

挙法の適用がなく自由とされている、そのこと自体は良いということなんですけれども。他

方で、国民投票の性質というのが、候補者の選定を目的とするものではないということがあ

りますので、その点から特別な検討が必要になるということで、①十分な情報の流通の保障、

特に一般国民の意見表明の機会の保障、②公平なアクセスの保障、賛否の取り扱いの公平性

の担保について工夫が必要ではないかということで書いています。それで、問題提起の関係

なんですけれども。前回までの議論の中であまり出してこなかった点を加えてしまったん

ですが、実は、大企業・大組織が国民投票運動に介入する場合、要するにお金の資金源もそ

うですけれども、大企業・大組織が憲法改正の国民投票運動に介入することの弊害を考えな

くてはいけないということがあります。ひとつが、費用規制の問題ということになるかなと

いうことで、これを抜本的改正の方向として挙げています。費用の上限規制、届出制とか、

収支の報告・公開といったことが必要ではないか。4ページの 2行目のイのところなんです

けど、これについては今まであまり問題提起をしてこなかったんですが、実は新しい問題と

してインターネットとかメールという問題があるんですけれども。これと大企業の関係と

いうのは非常に問題ではないかということがありまして。常々問題意識を持っていたので、

検討を要するのではないかということで、問題提起だけをさせていただいています。大企業

等いろいろ通販サイトなど、誰しも一度は利用したことがあるところがあると思うんです

けれども、そういったところが得られたビッグデータでメール等で、個人の趣向に合わせて

国民投票運動に関する勧誘等を行うということがあれば、非常に影響力があるということ

もあって、そういったことをどうするかということがあるのではないかということです。根

本的には国民投票というのは、企業が行うものではなく、国民一人ひとりが主体になって行

うものですので国民が当該登場人物になるということは想定されるのですが、そこに組織

であり、投票権を持っていない大企業や大組織をどういう形で関わらせるかということは、

突っ込んだ議論が必要かなと思っているところです。「現行法に規制について」というとこ

ろで、それぞれ規制が要件として曖昧すぎて萎縮効果があるのではないかということをこ

れまで議論していましたので、そのことを（4）では書いています。 

第 3 の 3 が「公報放送」ということで、いわゆる有料広告の問題になる場面という事に

なります。現行法については、いわゆる国民投票運動のための広報に関しては、投票日前 14
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日間の制限しかないということで、インターネット等に関する定めもない状況ですという

ことで、ここが正に有料意見広告で資金力の差が出てしまうのではないかということ。それ

から広報協議会が放送や新聞広告等について、政党による無料の放送・新聞広告だけは認め

ているんですけれども、そういったことが政党だけというチャンネルになっているのは狭

きに失するということですね。意見表明の機会というのは、本来直接民主制的な制度である

国民投票に関しては、国民一人ひとりの意見表明としてどう保障されるかという観点の議

論が必要であろうということを書いています。その意味で 5ページの（3）のところが「抜

本的改正の方向性」ということで、やはり有料意見広告は基本的には全面禁止ではないか、

インターネットも含めてということですね。ただ、それだけにしてしまうと意見表明の機会

が奪われてしまいますので、ウのところで一般市民がテレビ、ラジオ、新聞等で意見表明で

きる機会、あと集会等、郵送等も含めてですけど、そういう機会を保障するべきではないか

ということですね。ここも法整備をするとなると、いろいろな議論があるかと思うので、「例

えば、」という形にしました。①公共の放送、民間の放送、新聞等に一定のルールを設けて、

できれば公募、抽選によって賛否同数で一般市民を選出して、意見表明の機会を無償で与え

る。民間商業放送や新聞についてはタダと言うわけにはいきませんけれども、それは国が助

成する。②全国区の問題ではあるんですけれども、それぞれの地域の中で憲法の議論をする

という意味では、人口比を基にして一定の区域を分けて、やはり公募、抽選等によって、賛

否同数で一般市民を選出して、意見表明の機会を例えば郵便宣伝とか公の集会の開催等で

保障していくということがあるのではないかということです。③ただ、こういったものにつ

いて、一般的に公募、抽選で行うということは、その中で様々なルールを作っていかないと

ネガティブキャンペーンや誹謗中傷ですとか、いろいろな形で逸脱が発生するという危険

がありますので、ルールを作ること。それからイのところで書いたような、政府から独立し

たチェック機関を設けるということが必要になるだろうと思っているので、そういう提起

をしています。 

第 3の 4の、「成立要件」については、最低投票率の定めがないということで、正当性の

要件として疑義が生じるということで、最低投票率制度なり、絶対得票率制度なりを設ける

という提起をしています。5．「その他」というところで細かいことなんですけれども、「投

票単位」について内容に関連する事項ごとにというだけでは、線引きが曖昧なところがある

ので、きちんとした線引き作りが必要ではないかと。（2）が今「公選法並び」ということで

改正案が出ていますけれども、「投票環境の整備」ということは必要であろうということで

書いていると。そういった形で抜本的に様々なところで見直しをすべきではないかという

提案にしています。以上です。 

片木淳：はい、ありがとうございました。それでは、質問や意見をお願いいたします。岡﨑

さんもどうぞ積極的にご参加をお願いいたします。どうぞ、田中委員。 

田中久雄：ちょっと教えていただきたいですが。私も、憲法改正のときの国民投票のやり方

ということをあまり理解していないせいかも知れませんけれども。例えば憲法 9 条を改正
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するか・しないか、賛成・反対を問うというのはわかりやすいんですけれども。多分抱き合

わせで、環境権とかあまり国民が反対しないような改正案も改正の項目として挙げてくる

と思うんですね。ですから、国民投票をするときに全体をイエスかノーかではなく、3択に

してみたり、各項目ごとに憲法 9 条関連はどうするのか、基本的人権についての改正はど

うするのかという、そういう個別のテーマごとに賛否を問うというような、ここではどうか

わかりませんけれども、すべて賛成か反対かで、それを前提に構成されているんですけれど

も。幾つかの改正点があった場合には、第 3の意見とか、これについては賛成か反対とか、

いろいろな立場が出てくると思うんですが。そういう場合はどうされるんですか。 

片木淳：山口委員お願いします。 

山口真美：投票単位の問題ですよね。多分、内容について関連する事項ごとに、というふう

にはなっていますので。そうすると、9条関係は 9条関係に関わるものとか、環境権は環境

権に関わるものということで分けられるので、さすがにそれを一緒に投票するということ

はないのではないかとは思うんですが。投票上ちょっと複雑かなという風には思うんです。

改正案なので、条項案が出て、それに賛否ということになると思うんですけれども。どうす

るんですかね、多分 9条関係がＡ、環境権関係Ｂという形で分かれて、それぞれごとに投票

用紙をつくっていくしかないのかなとは思っているんですけれども。環境権ものは、例えば

何項と何項とかで、少し関連する条項が二つくらいあったら、それはまとめて○×とか、そ

ういうふうにするんだろうと思いますけど、違いますかね。 

片木淳：今ご説明なのは 6ページの一番上ですよね。国会法の中でですか、もう書いてある

ということですか。 

山口真美：はい、そうです。 

片木淳：ですから、この原則にしたがって、まだ細かいところはわからないけれども、全部

一緒にということはないだろうということですね。お答えはね。ほかに何かありませんか。

私のほうからちょっと聞きたいんですが。今回出てきました 3ページの「大企業と大組織」

の、この定義というのは今の段階ではなかなか難しいんでしょうが、どういうイメージでし

ょうかね。 

山口真美：これをどこまで線引きするのかということになると、正直難しいとは思っている

んですけれども。団体、そうですね。 

片木淳：だから逆に言えばここに書いてあるように、ビッグデータをメールで利用できて危

険性のある、そういう組織を捉えてということでしょうけれども。ここが曖昧だと、何を考

えているかわからないじゃないかという指摘が出てきそうな気もするんですよね。言葉だ

けで大企業と言ってもね。 

山口真美：そうですね。どういう形で反映させるかという意味では、その大企業・大組織と

いう形で縛りをかけるのではなく、前のところに戻ったところでは、運動規制の中での費用

規制ですとか、こういったことで言えば、企業も一定程度以上の形で運動のエントリーをし

て、そこで規制をさせて収支報告をさせるというところに持っていくですとか。個人情報と
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しての管理等をメールのやり方の中で選挙に利用するときどうするのか、といった規制を

かけていくとか。多分少し客観性のある規制の仕方としていくしかないのかなというふう

には思っているんですね。どこからが大企業かというのは、なかなか難しいと思います。 

片木淳：はい、わかりました。そういう点を踏まえて、書き方をもう少しわかりやすく、ど

う書くのか、よろしくお願いしたいと思います。ほかに何かありませんか。どうぞ。 

三木由希子：その大企業のところなんですけれども、企業が持っているメールアドレスって

個人情報保護法の対照になるものも結構あると思うので、利用目的にそれが入っていない

と違法なんですよね。基本的にはこういうことを想定して利用目的って入っていないと思

うので、本人にそういうことに使いますよということを通知しなくてはいけないとか、いろ

いろなことが起こってくるので。あまりここで規制をするというと、ちょっと難しいのは、

どちらかと言えば、個人情報保護法制の中で利用目的の追加に「そういうことをしてはいけ

ませんよ」と言った方が、すっきりするかなと思います。ただ、メールアドレスも氏名等と

一緒に取得していない場合で、メールアドレスの中に個人名が入っていないと個人情報に

該当しないとか、テクニカルな問題があるんですけど、そこはなかなか明確に区別できない

ので、そういうふうにしておけば良いのかなという気はします。 

片木淳：はい、ありがとうございました。それでは、時間がありませんので、今後の具体的

な案文の中で、今日出ましたご意見を考慮に入れていただいて、また次回最終的にご議論い

ただくということにしたいと思います。 

三木由希子：短くいいですか。いろいろと規制するのは良いと思うんですけど。逆に論点争

点とか議論を喚起するような情報流通をどう確保するかということがないと、そのダメダ

メダメってやると、結局雰囲気でみんな投票するというような話になってしまったり、ＳＮ

Ｓ上の真偽不明な情報をもとにみんなが行動するとかですね、そういうことになってしま

うので。ちょっとそこを少し、こういうふうなところでの情報流通とか、議論喚起のための

ものが確保されるという、それをどこかに書いておいても良いのかなという気はします。そ

うじゃないと、ちょっと危険な気もします。要は監視が及ばないところでいろいろなことが

起こるということになるので。 

片木淳：はい、よろしくお願いします。我々の答申の流れの自由の方を重視するという線も

ありますので、あまりダメダメじゃちょっとまずいかなと思います。それでは、そういうこ

とで恐縮ですが、時間がないので③の「請願制度改革」、これも大体ご議論いただいたとい

うことですが、今日は小林委員が欠席ですので、事務局の方からおもな変わった点だけご説

明お願いいたします。 

城倉啓：はい、私小林委員からのメールを誤読しておりまして、今日ご出席かと思っていま

したが、よく読んだらご欠席の通知でした。すみませんでした。 

資料は、「請願制度改革―国会への市民参加制度の一つとして」というものが、5 ページ

立てのものがあります。この内容につきましては、2019 年の 1 月 29 日にこの選挙市民審

議会に提出された、市民政調が 2012年の 2月にすでに出している「改革提言」をまとめた
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ものでございます。ですから、もうちょっと膨大な内容だったんですけれども、それを短く

まとめたということがありますので、この資料につきましては付け加わったと言うよりは

むしろ縮約されているということです。前回審議があって、もう少し練ろうということにし

ていた点は、国会改革とあわせないと請願制度の改革はないねという話でした。そこで、大

山礼子委員に 1 回はさんで頂いて、国会の改革についてご提言いただきました。その国会

改革の提言の大まかな内容のひとつに通年国会であるとか、もっと内容審議ができるよう

に国会をどんどん改革した方が良いと、その際にはどこからでも改革案を出したら良いと

いうことを、小林さんも心づけられてこの請願制度のことをやっているというお話も伺っ

ているんです。ですので、一番目に「国会改革の必要性」ということから始まっております。

そして二番目に「国会改革の変遷と現状」というところがございます。大日本帝国憲法の下

での請願なども含めての請願の歴史、諸外国からですね、そして日本国憲法下、近年の動向

ですね。ほとんど形骸化しているというのが課題であるということです。それは会期の問題

も非常に大きくあるということがありますけれども。課題で、7項目載っております。そし

て、「請願制度の改革案」なんですけれども、国会法を変えるという中身になっております。

具体で言いますと、「提案型請願（仮）」と「苦情型請願（仮）」と二つを分けて、各議院の

委員会の中に請願小委員会を設置する。4ページの 2「請願小委員会の設置」とありますが、

この 3行目の「請願委員会（仮）」となっているのは、「小」が抜けていますが、「請願小委

員会（仮）」を設置する。そして、この小委員会は提案型と苦情型に振り分けて審査する。

それが決して有名無実にならないように、ちゃんと国会で話し合われるようにするという、

こういうやり方でございます。「議決」、また「内閣への送付」、「議院での取扱い」などはす

べて前に出てきた紙の通りでございます。あと、「情報提供」についてインターネット等も

使うということを書いてございます。 

大体そんな感じで、私はただ読んだだけなんですけれども、何かご意見があれば出してい

ただいて、それを小林委員にお伝えするという形にしたいと思っておりますが、いかがでし

ょうか。 

片木淳：どなたでもご意見がありましたらお願いしたいと思います。それでは、そういう流

れもありますので、それぞれみなさん方のほうでまた熟読していただきまして、ご意見や質

問があればまたお寄せいただくということでよろしゅうございますか。では、この「請願制

度改革」に関係については、そういうことにしたいと思います。 

それでは、続きまして 4番目の「罰則規定」坪郷委員の担当ですが、これも坪郷委員がご

欠席ですので、事務局からお願いいたします。 

城倉啓：はい、坪郷委員からはですね、「必要最低限の罰則規定」という紙をいただいてお

ります。3ページ立てになっていますけれども。これは、前回から付け加わった部分があり

ますので、そこを少し注意していただければと思っております。3～4点ありますけれども。

1 ページ目には修正ございません。2 ページ目のところの 2 行目から始まる文ですけれど

も、「整理統合するのは、必要最低限の規定を置くためであり、それにより市民にとっても、
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候補者・政党・政治団体などにとっても、簡明なわかりやすい規定にするためである。」と

いう目的が書かれているという一文が付け加わっております。 

それと二つ下の段落です。（また、ドイツ連邦選挙法に、秩序違反規定（BWahlG，49a条

1項 2号）があり、選挙当日の出口調査の結果の事前公表には、過料が科せられる。従って、

出口調査は、投票時間の終了後に公表される。）この部分が付け加わっております。 

そして、「新たな罰則規定の方向性」の段落のところですが、（3）の（新しい公職選挙法）

の部分が付け加わっております。（新しい公職選挙法）という言い方が良いのかどうかにつ

いては、片木代表からのご発題も受けながらご議論いただけたらと思います。また、（4）の

2 行目の真ん中あたりの、検討の上、という後からなんですけれども、「簡明にし、市民に

とっても、候補者・政党・政治団体などにとってもわかりやすくするために、」ここも付け

加わっております。やはり、この目的の部分をはっきりさせたいというご意図だと思います。

それ以外は、今まで議論したところの通りでございます。以上です。 

片木淳：はい、ありがとうございました。何かご質問がございましたら、どなたでも遠慮な

くご発言をお願いしたいと思います。城倉さんに聞くのもどうかと思いますけど、結論的に

はこの 2の方向性ですよね。でも、選択肢になっているということでしょうかね。（3）にあ

るように、（新しい公職選挙法）については、後ほど私の発表のときに議論させていただき

たいと思っておりますけれども。これの中に、自然犯的なものを入れるということでしたか

ね。「以下のものなどに限定する」そういう話ですよね。この下の買収とかね。「限定する」

ですね。前はどうするかなと、二つあるというような流れがあったけれども、最終的にはや

っぱり（新しい公職選挙法）に実質的に、自然犯的なものは入れておくということですかね。 

城倉啓：逆から申し上げますと、自然犯的なものは残すと。それ以外の行政犯でしたか、そ

ういう言い方だったと思うんですけれども、そういったものについてはなるべく外すと。考

え方としては。 

片木淳：はい、2 の「新たな罰則規定の方向性」の（2）に書いてあるのは、特別刑法とい

う意味は、この（3）のと同じということですかね。 

城倉啓：特別刑法の話と、刑法・一般法に入れるか、二つ議論があったと思うんですね。 

片木淳：はい、そうですね。 

城倉啓：一般的なる刑法の中にこれを入れるのか、特別刑法現状のままでいくのかという議

論と、それと自然犯と行政犯とをどういうふうにするのか。なるべく行政犯的なるものは外

していって、自然犯的なものを入れていくということと、刑法には入れないと、この二つは

決めたのではなかろうかと、方向性として。 

片木淳：はい、わかりました。いずれにしても、我々は選挙運動の自由を実現していくとい

う立場ですから。今の現行規制は撤廃すると。そうすると、それに付いている罰則規定も要

らないというのが流れですよね。それを前提とした上で、あと残るものはあるでしょうと、

やっぱり刑法で取り締まらなければいけない選挙犯罪というものはあるでしょう。それに

ついてどう書くかという議論の中で、今おっしゃったように（新しい公職選挙法）という名
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前になるかどうかわかりませんけれども、そこに規定すると、こう書いてあるんですが。そ

この点ですね。特に（2）と（3）のあたりを、もうちょっとわかりやすく書いていただける

とありがたいということをお伝えいただいたらどうでしょうかね。 

城倉啓：はい、議事録にも留めながらそのようにお伝えいたします。 

片木淳：はい、お願いします。それではこの罰則も長らく議論して参ってきたものですので、

一応今日はこの辺でよろしいですかね。あとまたメールでご意見をいただきたいと思いま

す。岡﨑さん、いかがでございましょうか。今までの点で。よろしいでしょうか。 

岡﨑晴輝：はい、今までの議論が含まれていると思いますので特に異論はありません。 

片木淳：はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 それでは次に参りまして、私の番でしたかね。それでは私の方から、五番目ですね。今申

し上げました新しい選挙法というような言い方。これは小林委員から大分前に「選挙市民参

加法」でしたかね。という言葉もあったんですね。がちっと提言されたわけではありません

けども、さらっとそういうことに触れられたこともありました。私はここで「国民主権選挙

法」という名前を一応仮称にしております。ご議論をいただきたいと。なぜ国民主権にした

かと言いますと、市民参加というと何か主人公が別にあって、それに市民が参加していくと

いうことで主体じゃないという印象がどうもあるのであまり面白くないなと。先ほどの名

前で、「新しい公職選挙法」というような名前も「新しい」を付けただけで新味がないなと。

「公職」という言葉が良いのか。ちょっと固いなという気もしますので、とりあえずはやは

り国民主権。主権者である市民われわれが主人公だということを前提にして、一応の名前で

「国民主権選挙法」。これもちょっと固いんですけどね。中々良い名前が思い浮かばないの

で。一応「新」を付けて、仮称にしておりますけれども、まだ何か良いアイディアがあれば

今日でも良いですし、メールででも結構なので教えていただきたいと思います。 

 私の宿題は前からの、われわれおの審議会の宿題にもなっているんですけれども、現行

公職選挙法の例の目的規定・第 1条、1ページの上にありますように、ちゃんと斜めにして

おりますけれども、「この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並び

に地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自

由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全

な発達を期することを目的とする。」という規定でございます。まあ一見すると良いこと書

いてあるなという感じなんですけども実はそうじゃないということが今日の主張でござい

ます。 

まず解釈なんですけれどもこれは一応みなさんがよく読んでおられる『逐条解説』。総務

省選挙部、昔の自治省選挙部の職員が監修なんかをしている本ですけれども、この『逐条解

説』の中の 33ページ以下にありまして、これをほとんどそのまま持ってきております。ま

ず「日本国憲法の精神」というのは何かという解釈ですけれども、これは下線を引いてあり

ます通り、「国民主権主義を基調とする民主主義の理念」なんだというのが、「日本国憲法の

精神」の解釈だという風に言われております。それはなぜかと言うと日本国憲法には前文で、
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国民主権の原理を書いているし、それから代表民主主義、間接民主主義を書いてある。とい

うことで、その代表者を選ぶ選挙の精神ということは、日本国憲法の精神ということは今言

いました国民主権主義を基調とする民主主義の理念だという風に解釈されています。 

なお憲法の精神とまでは行かないんでしょうけれども、色々諸原則はご案内の通りある

というのが 1ページの下。三つありますね、普通選挙、平等主義、秘密投票が憲法に書いて

あると。参考までですね。もっと他に憲法に色々選挙については書いてありますけれども、

それは省略しております。 

それからもう一つの文言で「選挙人の自由に表明する意思」ということは、これはまあ当

たり前のような話で「選挙人が自己の良心にしたがって、その適当と認める候補者に投票す

る」という自由。それからもう一つは、「議員たらんとする者及びこれを支持する者が、そ

の当選を図るために選挙運動をなすことの自由」の二本立てだと。（１）にありますように

投票する自由については投票秘密主義を採っていると。それから（２）は選挙運動すること

の自由で、これは『逐条解説』にも認めてるんですが、ある程度、「相当強い制限が加えら

れている」と。なぜ加えているかというと「選挙の公正を確保し」て、「選挙費用の節減に

よる選挙界の腐敗防止にある」ということでやってるんだと。こういう風に書いてあります

が、その『逐条』の中でもやはり若干議論があるということは分かってまして、「憲法の保

障する言論の自由との関連において、その制限の限界は常に論議の対象となるところであ

る」という記述があります。それから「自由に表明せる意思」を保障するために選挙の自由

妨害に対する罰則などが定められていると。 

 それから三つ目は「公明且つ適正」な選挙のための制度ということで、これは手続的技術

的な制度なんですけれども、選管を置いて、政治的な中立性を確保していると。それから、

投票立会人、開票立会人、選挙立会人ていうことで一般人からも来てもらって透明性を確保

していると。それから、選挙運動費用も規制してると。公表もしている。それから選挙争訟

制度については民衆争訟制度ということで、利害関係だけじゃなしに一般選挙民にも訴訟

することを認めていると。それから連座制もありますと。選挙犯罪者に対する公民権の停止

規定もあります。それから明るく正しい選挙運動を選挙管理委員会等で実施するようにし

てますということが内容になってます。 

それから四番目の「民主政治の健全な発達」ということですが、これはやはり『逐条解説』

によれば「国民主権主義を顕現するものとしての議会政治を意味し、その代表者を選挙する

手続きを定めた公職選挙法の公正適確な運用が、民主政治の基盤をなす」、「実定法としての

公職選挙法は本質的に手続法たる性質をもち、同法各条文は、厳密に技術的に解釈されるべ

きである。」と。この前段の申し上げたところが「民主政治の健全な発達を期することを目

的とする」という現行公職選挙法の 1 条の解釈としては、こういうことを期しているのだ

と。しかし内容は技術的なものなんだという断りをしているということでございます。 

それでじゃあ現行公職選挙法で今の問題点何かということでありますけれども、私見で

すけれども、私の見解ですが、まず一つは先ほど申し上げたように日本国憲法の精神に則る
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ということは良いんですけれども、何の意味だと。具体的には何だということは、解釈はさ

れてましたけれども、先ほどのように、はっきり書いていない。ということで、後で出てき

ますけれども国民主権の原理に基づくんであれば国民の多様な意思をできるだけ正確忠実

に国会に反映するものでなければならないという憲法解釈、有力な憲法解釈がありますの

で、そういうことはちゃんと書くべきじゃないか。それから公明且つ適正という規制的な面

のみが強調されているので、この審議会でも色々議論がありましたように自由かつ闊達な

政治活動と選挙活動を、あえて選挙運動じゃなしに選挙活動という言葉にしてありますが、

保障し、促進するという観点に欠けていると。「自由かつ闊達な」な選挙の保障、促進に重

点を移すべきだと。 

それからもう一つは、これはもうわれわれの答申で時々問題になったんですけども、地方

自治の関係をどうするのかということですが、地方自治とか地方分権。これの重要性を踏ま

えた目的規定となっていないということで、地方選挙については、「国民主権選挙法」は国

の法律にして、それを基準として当該自治体の条例で組織の問題ですから決めるのが筋で

はないかということであります。 

それからさっき言いましたように手続きをえらい強調しているんですけれども、しかし

どこまで書くかちょっとありますけども、「民主主義と地方自治の実現」を目指すための法

律だという内容にも立ち入った記述にすべきじゃないかということでございます。 

それが一点目の目的規定そのものの問題点ですけども、二番目に、４ページの上に書いて

ありますのは、これは我々の今までの議論でありまして選挙制度とは何か。これは今まで色

んな時に載せてきた基本答申にもこういうことを書きましたけれども、それを若干修正し

ましたけれども、引っ張ってここに書いております。非常に大事な役割を担うのにもかかわ

らず致命的な欠陥があると。一つはさっき申し上げた、国民の多様な意思が反映されてない

と。小選挙区のせいだということであります。芦部さんの『憲法 第４版』のことを引用し

ております。 

それから二番目が選挙運動規制の問題で民主主義の先進諸国には見られないような厳し

い規制。そして市民自らによる自由な選挙運動が妨げられていると。これが欠陥だと。投票

率の低迷、無投票当選、候補者の確保難、政治に対する不信など、非常に憂慮すべき事態と

なっていると。ということで、全体的に、ですから公職選挙法の持つ欠陥は抜本的に改革さ

れる必要があるんですけれども、それと合わせて目的規定もやっぱり明確にして、きちっと

変えて、民主主義と地方自治の実現を目指して、抜本的に改革を断行していくということに

すべきではないかということであります。 

３に、そういうことで、「国民主権選挙法」の目的規定といたしまして、市民ですね、候

補者だけがやるもんじゃないと、政党だけがやるもんじゃないという理解に立ちまして、今

まで申し上げてきました現行公職選挙法の目的規定の問題点を踏まえて５ページに具体的

にこう書いたら良いんじゃないかということで、ちょっとゴチックで強調しておりますけ

れども、「国民主権原理及び地方自治の本旨に則り、国民・市民」とこう二つ入れまして、
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「地方公共団体」というのは非常に固い言葉ですので「地方自治体」で良いんじゃないかと。

「地方自治体の議会の議員及び長を自らの代表者として選ぶ選挙について、国民・市民の意

思を公正・的確に反映するもの」にしろというのが目的だと。「政治活動・選挙活動が自由

かつ闊達に行われるよう、その自由を保障し、もつて民主主義と地方自治の実現を期するこ

とを目的とする。」という風にしております。だから、３ページの下の、繰り返しになりま

すけれども、この現行選挙法の目的規定の問題点を踏まえたらこのぐらいに書いて、目的規

定だけじゃなしにその他の一期答申でも二期答申でも出てまいります抜本的な改革と一体

となって改革する方向にすべきだということでございます。以上でございます。 

 何か質問等ございましたらどうぞ遠慮なくお願いしたいと思います。はい、田中委員お願

いします。 

田中久雄：大体、私もこれで良いと思うんですが、非常に細かい文言でちょっとお聞きした

いんですが、最後の規定案ですね、目的規定案で、例えば１行目と３行目にありますけれど

も、「国民・市民」というね。こういう表現というのはあまり法律の中で聞いたことがない

んですが、ここでは「国民」というのは国政選挙、「市民」というのは前のページにある「住

民」で地方議会の選挙や何かという、そういうことで「国民・市民」という風に書き方をし

たと思うんですが、あえてこれを分ける必要があるのかどうかですね。あまり「市民」とい

う言葉が法律用語しても抽象的で、「市民運動」は一般的社会活動の社会学的定義として使

うんですが、法律用語としてはあまり「市民」という、あれは無いんで「国民」だけでも良

いのかな。そして現行の法律ではこれ「選挙人」という言い方をしているんですが、これも

良いのかどうか分からないんですけど、「有権者」っていう言葉もありますし、あえてこの

原文を活かすのであれば「国民」だけでも良いのかなということが一つですね。 

片木淳：じゃあ一つ一つしましょうか。おっしゃる通りちょっと違和感ああることはあるん

で、おっしゃるように４ページの下から 10 行目ほどでしょうかね、「国民・住民（市民）」

としてあるんで、これをこのまま持って来れば「市民」だけでも良いんですが、法律の改正

規定ですので、ちょっとそうも行かないんで、あえて「国民・市民」と書いたんだというこ

とです。今の話で、ちょっと地方自治の観点から申し上げますと、今まではそれで良かった

のかもしれませんが、今地方自治の世界で割に有力な学説になって、地方団体もよく言って

いるのは「二重信託論」ということで、国民主権というのはどういう信託の仕方をしている

んだという時に、中央政府は中央政府で国民が国に。それから地方レベルでは住民が、私ど

もの言葉で言えば市民が横に住民に信託している。二重に信託している。多重信託とも言え

るんですね。都道府県と市町村を分ければ。そういう理解での学説が結構有力だし、私はそ

いういう説に乗りたいのです。それはなぜかと言うと、これ実は話が少し長くなりますけど

も、内閣法制局長官の答弁の中に実は山田京都府前知事が法制局参事官の時に書いてある

っていう話なんですけども、答弁の中にやっぱりよく似た感じなんですね。答弁している。

というのは、国の政治、国の方に任された、その信託された権限が縦に下りてきて地方にき

てるんじゃないと。横の関係なんだと。だから国は国、地方は地方で所管事務が分かれてい
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るんだという内閣法制局の答弁がありまして、そういう流れも踏まえますと、やっぱり強調

したいのは、ここで初めて地方自治も出てくるんですけれども、そういう地方自治が出てく

るという流れからの国民主権の理解としては、横の流れ。つまり住民がそこの地方政府に対

して信託をしているということですね。だから国と地方は対等の関係にあるんだというこ

とも出てくるんですけども、それを活かしたいと思って書いております。ですからそこを除

いて「国民」と書いてしまうとこれは中央集権的な時代に戻ってしまうんじゃないかという

ことをどう考えるかということですね。はい、どうぞ。 

岡﨑晴輝：今の点なんですけれども、私も二つ残すのであれば、「国民」と「住民」の方が

良いような気がするんですけれども、その前に確認しておきたいのは外国人の地方レベル

における選挙権の問題がありますよね。それとも関連してくると思いますので、今回の答申

では外国人の地方レベルにおける選挙権。そこをどう考えてるかっていうことはいかがで

しょうか。 

片木淳：一期の答申でもう外国人、概略申し上げれば外国人にも選挙権を認めるという線で

一期答申は書いております。 

岡﨑晴輝：なるほど。それを踏まえますと私はどちらでも良いんですけれども、「国民」と

「住民」の方が分かり易いのかなという気がしますが。整合性もありますから。 

片木淳：はい、分かりました。私どもも研究をいたしまして案文を書くときに参考にさせて

いただきたいと思います。 

岡﨑晴輝：はい。 

片木淳：確かにおっしゃる通り法律用語では「市民」というのはあまり使わないんですよね。

ただまあ我々の選挙市民審議会ですから、我々の立場でそれをどの程度入れていくかとい

うことにもなろうかと思います。ちょっと検討させていただきます。4ページの、さっき申

し上げたように「国民・住民（市民）」と書いてあるので、それで良いじゃないかというこ

ともありますよね。よろしくお願いします。 

岡﨑晴輝：はい。 

片木淳：他に何かありますか。はい、どうぞ。 

田中久雄：これはあんまり大したことないのかもしれませんけど、下から 2 行目の同じ文

言ですね。一番冒頭の「政治活動・選挙活動」という、これ「選挙運動」ですか。それとも

「選挙活動」なんですか。「活動」ですか。ああ、そうですか。これも、この法律自体が選

挙法ということで、選挙を自由に公正・適確にやるということの法律の目的規定なので、あ

えて「政治活動」というのを入れる必要があるのかなと。趣旨は分かるし、今、現行法で正

に選挙運動期間中には政治活動をやっちゃいけないとか色んなそういう非常に密接な裏腹

の関係になって選挙活動を自由にするのと同じように政治活動を自由にするということで

書かれたと思うんですけれども、法律の趣旨からすると選挙法ですから政治活動とか政治

運動を自由闊達に行うということだけで良いのかなという感じがするんですけどね。 

片木淳：はい、分かりました。そういうことも一理あると思います。ただ言いたいのは、ま
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ず選挙活動という言葉は小林委員が前回でしたか報告したように、あそこでこれからどの

ように選挙活動期間を設けてやるかということがありますので、その言葉を使わせてもら

いたいということと、今お尋ねの「政治活動」なんですけども、現行公職選挙法は政治活動

を物凄く制限しているわけですね、実は。だからそれを抜本的に改正するという時に、それ

を外してしまってまた選挙の関係だけかという、否実際はそうなんですけども、その裏返し

で政治活動も自由になると。現行公職選挙法から考えれば。ていうことがありますので入れ

たんですが、またこれも引き続き検討させていただいてご議論もいただきたいと思います。

どうぞ、他にありましたら。よろしゅうございますか。それじゃあちょっと予定よりも進ん

できましたが、大体進みましたよね、これで六番目でよろしいですよね。三木さんから政党

助成法の関係についてお願いをいたします。 

岡﨑晴輝：すみません。 

片木淳：はいはい、どうぞ。 

岡﨑晴輝：先に進む前に名称について議論しなくてよろしいんでしょうか、公職選挙法の。

「新しい公職選挙法」にするか、「国民主権選挙法」にするかという。 

片木淳：そうですね。ご議論があれば、みなさん、新「国民主権選挙法」という名前ですけ

ども。 

岡﨑晴輝：特に大きな異論はないんですが、一般的には選挙法の前は、何を選挙するってい

う目的語が置かれることが多いと思うんですよね。「役員選挙の規則」とか。そういうこと

もあって、「公職選挙法」で良いのかなっていう気もしなくはないというのが一点目です。 

もし非常に重要だっていうことを表すのであれば教育基本法のように基本法みたいな形に

はできますかね。「選挙基本法」とか。何か若干しっくりこない面はあるんですが、特に大

きな異論があるわけではないんですが、しっくりしない面はあります。以上です。 

片木淳：はい、ありがとうございます。私の報告レポートの 3ページにありますように、何

が今の選挙法の問題点かということから言いますと、やっぱり国民主権の原理と解釈がさ

れているんですけど、それから言って市民が主体となって選挙をやるという体制じゃない

し、市民の人口構成に従ったような国会構成で、地方議会構成になるような選挙制度ではな

いということで、現行公職選挙法の問題点の最たるものはその国民主権が実現していない

という点にあるとすれば、そこを何か強調するような名前が欲しいということで一応付け

ております。とりあえず。 

岡﨑晴輝：はい。もし他の人の意見があれば、聞いてみたいんですけど。私は以上です。 

片木淳：はい、どうぞ。他に何かご意見があれば。三木さん、今の点ご意見何かないですか。 

三木由希子：ちょっとタイトルに「国民主権」って、「国民」っていきなり出てしまうと何

か目的規定で言わんとしていることがタイトルから伝えにくくなってしまうのかなという

気はちょっとするというのと、あとタイトルにメッセージを込めるか、タイトルはすごくシ

ンプルなものにしておくかという選択があるのかなと思うんですよね。今だとどちらかと

言えばメッセージを込めたいという感じの議論なのかなと思うんですけど、「選挙法」とか
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すごくシンプルなものでも良いのかなという気もしなくもなくて。ちょっとメッセージ性

のあるものにした方が良いのか、もうタイトルはシンプルにして多くの人が直感的に分か

り易いものにして、中身で勝負するのか。その辺もみなさんのご意見をいただいても良いの

かなという気はします。多分そこで議論の方向性が出れば自ずとタイトルについても合意

はしやすいのかなと思います。 

片木淳：はい、分かりました。じゃあ引き続きまた議論をいただいて。はい、どうぞ。 

城倉啓：タイトルにつきまして委員の方々のご議論でお決めいただきたいと思うんですが、

ちょっと技術的な質問なんですけれども、法の名前を変えるというのはどういう風にすれ

ば良いんでしょう。つまり、これは１条目的規定の改正案として新旧対照表を作る、そうい

う形で作ろうと思うんですけれども、法のタイトルそのものが変わる場合っていうのはど

んな風にすれば良いんでしょうか。後ででも別に良いんですけれども、どういう風な体裁で

書けば良いのかなという質問です。 

片木淳：なるほど、それはそうですね。二期答申の後ろの方になるのか前の方になるのか全

体的な記述をするところでそのことを書かないといかんと思いますね。変えるんであれば

ね、抜本的に。私は変えた方が良いと思って言っているのは、そういう風に世間に打ち出す

時に、今までどおりの公職選挙法の改正じゃ余りにもカビが生えている、生え過ぎていると。

しかも「公職」だからね。何だと、公の職、お上の話かとなっちゃうから。というのはちょ

っと気になるんですよね。ですから技術的には法律改正する時と一緒で、全面改正みたいな

形でやるんでしょうけれども、そこを拘らなくて良いんじゃないでしょうかね。我々の答申

としては現行の公職選挙法、一期答申と二期答申で言ったもの全部を踏まえて抜本的に改

正すると。もちろんさっきの罰則規定も、従って抜本的なものになると。中身もそうだと。

投票制度についても小選挙区制はダメだという風に出てくるし、選挙運動規制についても

今のままじゃダメだと。先進民主主義国並に全部とっぱらえというような項目がずっと並

んできて、だからそれを受けて目的規定もそういうように書くという風に、まあおっしゃる

ようにどこか前段の出発点なのか、あるいは一番最後に以上を踏まえて「こう、せえ」と書

くかね。おっしゃるように要るでしょうね、必要であると思いますね。まあ、そんなとこで

しょうか。はい。どうぞ。 

三木由希子：そこで法律の名前が変わることは珍しくないので別に名称の改正をすれば良

いというだけだと思いますけど。 

片木淳：だから、論点はどの程度打ち出すような形にするかどうかということでしょう。今

のある法律をちょっと手直しするという形で打ち出すのか、否今の法律は全然ダメだから、

欠陥があると我々言ってきたんですけどね、だから欠陥があるんだからそれをバチッと変

えなきゃおかしいじゃないかという論理にはなると思いますけども。それのどっちかとい

うことじゃないですか。 

三木由希子：多分、城倉さんがおっしゃったのは、改正法案なのか、新しい新法なのかとい

う話ですかねっていうことで、こちらは改正で出すのか、それとも新法として構成し直すの
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か。新法だとすると、今だと改正ベースでここを直しましょうっていう話をしてしまってい

るので、新法だというイメージは出しにくいですよね。そこだとすると、片木さんの今おっ

しゃったことだと新法みたいな形ですかね。 

片木淳：例もあると思いますけどね、改正が全部、ガラッと全部変わらなきゃ新法にできな

いということじゃないと思いますんでね。だから、今まで我々が言ってきた積み重ねの中で、

眺めてみればほとんど核たる分はみな抜本的改正の内容になってるんだから、それだけ役

者が揃えば名前から、それから法律の形式としてもこの際抜本的改正だと言った方が、みな

さんがそれ程抜本的に改称しなくて良いと、漸進的にやれば良いんだという結論になるな

らあれですけどね、今までお聞きしていた話だとかなりおかしいという言い方でね、欠陥を

持っているという言い方でずっと議論してきてますのでね。むしろ抜本的改正と言っても

良いかもしれませんけども、封建主義に囚われないでどういうものを打ち出すのかってい

うことで判断すれば良いんじゃないでしょうかね。 

岡﨑晴輝：よろしいですか。 

片木淳：はい。どうぞお願いします。 

岡﨑晴輝：はい。新法という方向には賛成です。それで技術的に言うと新旧対照表みたいな

形にしてしまうとこれはやっぱり一部改正のイメージが出ますから、そうではなくて、現在

の公職選挙法の目的規定は参考資料みたいな形にして付けておけば十分対応できるかなと

いう風に思います。以上です。 

片木淳：はい、ありがとうございました。また新旧対照表の付け方については詰めた議論は

していなんですが、主なところで必要なものは読者の理解が進むような形でまた付けると

いう形に、この目的規定だけじゃなしに他の部分もなろうかなと思います。それでは、よろ

しゅうございますか。じゃあ三木さん、政党助成法をお願いします。 

三木由希子：はい、まだ文書出てないんですけど、実はものすごい技術的なことを矛盾なく

やろうと思ったりとか、抜け穴を減らそうと思うと、ものすごい技術的なことをしなければ

いけなくて、今 5,000字くらいは書いてるんですけれども未だできておりません。どこまで

技術的なのとか、漏れなく矛盾なくっていう点で言えば、自治体の政党・政治グループにま

で広げるっていう話に今なってるかと思いますので、かなり無理があると言えば無理があ

ることをこれから提案しようとしているということなので、ちょっとお時間いただければ

と思います。前回発表している内容ですと法律改正レベルとか具体的提案レベルまで到底

及んでないレベルの報告しかまだ出来ていないので、そこから細かく今詰めていっていま

す。それはかなりお時間いただく必要があるんですけども、半分ぐらいはもうできているの

で、なるべく早く書いて出したいと思います。そのために前回報告した内容からかなり変わ

ってきたりとか、それから方向性としなるて詰めていくとそれだと矛盾とか成立しない部

分があるっていう部分についてはかなり手を入れて修正をしながら書いていますので、今。

なのでそこをなるべく早く出して、ちょっと次回私が来れるかどうかちょっと定かじゃな

くなってしまったんですが、次回までにはお出ししてみなさんにご検討いただければとい
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う風に考えています。 

片木淳：はい、ありがとうございました。ちょっと話せる範囲で自治体の関係について、大

まかにイメージ的にどういうところが問題になるんですか。 

三木由希子：問題というよりも、どういう条件で助成をするんだったら助成をするかってい

う条件作りをするかってところが最大の問題で、あとここの議論の中では分権化してそれ

ぞれの自治体の判断に任せれば良いじゃないかっていう話が割と主流かと思うんですけど、

おそらくそれをやると地方議会とか議員に対する信頼が非常に欠落している状態で公費を

使うっていう話自体が、そもそも合意形成が地域で無理だと思っているんですね。なので実

際に地域に投げかけると結局その地域の政治を育てる方にお金を回すっていうことは、こ

れは多分起こらないだろうと。いうことで、最終的に考えまして政党交付金について一定割

合の金額を地方助成枠っていう風にして、そこから助成を分配していく構造にするのが一

つの考え方かなというので、今それをベースに書いています。 

 それとそうやった場合に地方に対してたとえば政策グループとか政党、それから政治団

体というものでやった場合に、第一期の答申で地方議会選挙については都道府県議会・政令

市については比例代表、それ以外の市区町村については制限連記っていう提案をしている

んですね。現行の選挙制度ではなくってまずこちらが提案した新しい選挙制度のもとで要

件を作るという風に整理をしています。そうじゃないと第一期の答申と矛盾するというこ

とと、あと現行の選挙制度のままだとそもそも助成をする条件を作るのがほぼ無理ってい

うことがあって、そうしているということなんですね。要件として今、まだちょっと支出の

部分がフォローできてないので交付の部分だけ申し上げると、たとえば比例代表にする都

道府県・政令市の議会選挙に関して言うと、条件を設定してこういう場合に助成の申請がで

きるという仕組みにするしかないかなと今思っています。一つが政党・政策グループについ

て、立候補届出時点での政策グループ・政治団体に対して助成をするということと、それか

ら現職議員が一人以上いるということを条件とする。それ以外に現職議員がいなくても直

近の選挙で一定割合の得票を得たもので継続して活動の意思のあるところを対象とすると

いうことですね。継続して活動する意思のある政策グループについては、これはどうやって

担保するか大変難しいので今考えているのが政治資金規正法に基づく政治団体の届出がさ

れているということが一つの条件。もう一つが、通常政治団体の届出時に綱領とか運営に関

する基本事項の届出は必要なかったかと思うんですけど、それを提出をしてディスクロー

ジャーの仕組みを入れるということ。三つ目が、この政治団体・政治グループが解散をした

時の残余財産については解散のある当該年度の助成金がその残余財産の総額よりも少ない

場合はそもそも助成金全額返還。総額よりも多い場合は残余財産全額を要は返還をすると

いう風な形にして継続の活動をする意思があるという、そういう選定をしてもらうという

ことを条件としてはどうかなと思ってます。 

それから一応比例代表になりますので、要は比例代表として得票を得ていると、あるいは

議員が出ているということになりますので、原則として解散した場合は助成は行わないと。
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ただ例外として解散後に新たに設立した政策グループ・政治団体に現職議員がある場合は、

そのグループが設立から一年を経った場合に初めて助成申請ができるという仕組みにする

ことで、助成が欲しい場合はこういう条件に沿ってやってくださいねと。ただし政治団体と

か政治グループの設立を妨げてはいけないので、そこは妨げない。助成が欲しい場合はこう

いう条件を満たした場合に申請してくださいねという仕組みを今考えているということで

すね。 

それから国政政党で比例代表の選挙をその地方議会選挙で行った場合はその政党や政党

支部には助成は行わないという風に整理をしてしまおうということを考えています。 

市区町村議会における助成については制限連記なので政策グループ化を促すという意味

からも、その政党・政治グループ・政策グループに対する助成を要は手段として使うという

ことを今考えてまして、それで市区町村議会に関して言うと、インセンティブをどうするか

ってところが一つのポイントになりますので立候補届出時に届出た政策グループに対して

基本的には交付する仕組みにしますよということですね。市町村議会に関して言うとちょ

っと比例代表とも異なる形になりますので、現職議員がいないところには出さないという

仕組みにするということですね。それから地方議会における内部での会派についてはかな

り離合集散、自由にやってますけどもそれをやってしまうと政務活動費と一緒になってし

まうのでそれについてはそこの概念と切り離すということを考えて立候補時の政策グルー

プということをベースに助成を求めることができるという仕組みに今のところしようかな

ということを考えています。 

片木淳：ありがとうございました。後半、多岐にわたる検討をしなきゃいかんということで

時間かかってるということでございます。ただちょっと私の方からお願いしたいのはさっ

き城倉さんからもありましたように大体 10 枚ぐらいで最終の分量だということですので、

もちろんそういうつもりはないと思いますけど、5,000字ですか、さっきおっしゃったよう

に膨大な字数だとちょっと我々も消化しかねると。まあまあ、読みますけども。という点が

一点と、それから細かい点は、確かに詰めなきゃいかんところは詰めないと書けないんでし

ょうけども、細かい点は国会に任すとか、ちょっと無責任かもしれませんが、前から申し上

げているように、あるいはもっと他の専門家に任すとか、そういうことでもよろしいんじゃ

ないでしょうか。あんまりガチガチに全部決め込まなくてもよろしんじゃないかっていう、

これは余計なことかもしれませんが、お分かりだと思いますけど、っていうような感じで是

非次回にはよろしくお願いいたしたいと思います。 

三木由希子：はい、分かりました。ただこれ公費を入れるって話なのでその妥当性・合理性

がないとそもそも議論にもならないって話になっちゃうと思うんです。つまり政治に対し

て公費を使うこと自体にすごくネガティブな反応しかやっぱり社会的にはないかと思いま

すので、こういう政治文化とか政治を育てるためにこれ使ってますよっていうメッセージ

を出すためには何となくぼんやりとこうしたら良いよねっていう話よりはこういう中で安

定した政治活動、政治グループを支えると。それが多くの人たちの議論の場になっていくっ
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ていう、何かそういうものをちゃんと示したほうが良いだろうということがありますので、

なるべく短くはしますけれども少し細かくここは書いた方が良いかなという風には思って

いますので、そこは最終的には量の調整とかはできればとは思っています。 

片木淳：はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。今の三木さんの発表につ

いて何か気になっていて質問なりご意見あれば出していただきたいと思いますが、山口さ

ん、どうですか。今日は発表だけだったですけど、何かあれば。よろしいですか。いかがで

ございましょうか。田中さん、よろしいですか。ちょっと今日は予定より早く進み過ぎて。 

田中久雄：地方、市町村になると今無所属が多いので、政党自身で活動しているというより

むしろグループで活動してると。そこに公的な補助を出すと。それが本当に妥当なのかどう

かという、何か基本的なところをクリアしないと技術的にも難しいし、それとまた出すのか

という議論も出てくるんで非常に難しいと思いますね。 

片木淳：三木さん、そもそも話は出すという話になったのはどういう論理展開でしたでしょ

うかね。元々出すという話になったのが、出すという話になったというか、出さないってい

う結論になればすごい楽なので出さないなら出さないでその方がありがたい感じなんです

けど、元々国政政党中心で公費が回る仕組みですよね、政党交付金というのは。それがそも

そも政治を育てているのかという問題があるということと、あと元々政党助成法もその目

的規定の中では議会民主制を育てるって書いてあるんですよね。議会民主制って国政限定

じゃないのでやっぱりそれを育てるんであれば地方議会の問題もあるだろうということで

すね。あと、もう一つが今回書いていて一つのこちらの改革の必要性のある種中心命題的な

ものに据えているものがあって、それが元々政党助成法の目的が議会制民主政治における

政党機能の重要性っていうものに鑑みているということと、その重要性があるから公費を

使うことを正当化しているっていう構造なわけですよね。それから政策目的・政策効果とし

ては政党活動の健全な発展の促進と公明公正の確保を図ると。そのことで民主政治の健全

な発展に寄与するということがそもそもの目的なんですけども、政党交付金が出るように

なって果たしてこの政策効果がそのままそういう効果が発揮されているのかってとこに対

して、やっぱり現状はちょっと疑問がある国政状況にあるということがあるので、政党交付

金という仕組みそのものがそもそもの法律が目的としているような政策効果を生んでいる

かということを、そろそろ見直す時期にあるということが一つの改正の必要性の中心に据

えている話なんですね。だから、そもそも現行を変える必要があるかっていうことについて

はやっぱり政策効果の問題からして、課題があるという認識に立った方が良いだろうとい

うことですね。その時に国政レベルをどうするかって話だけで議会制民主主義とか民主政

治が育つかと言った時に、地方の存在を無視して国政の話だけしていてもしょうがないし、

あともう一つ今回必要性の中でこちらが書いていることが、ある種国政政党であるという

ことに対して特権的に公費を得ているという構造に今なっちゃっているわけですよね。こ

の構造そのものをやっぱりそろそろ見直した方が良いんじゃないかということで、ある種

恩恵を受けている層が今かなり限定されている国政政党っていうレベルのものがあって、
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そこがどうも当初の予定していた政策効果を発揮した状態になっていないということなの

で特定の人たちが恩恵を受ける仕組みから、もうちょっと政治全体が下支えされるような

仕組みに転換をしていくということをそろそろ議論した方が良いのではないかということ

なんですね。その時にまた国政政党中心にしてしまうとまた議論が狭くなるので地方も含

めていかにやるかと。ただし、地方は大変難しいとなるので工夫が必要であるということと、

あと支出の部分で国政政党と地方は少し分けて考えた方が良いのではないかと思っていて、

地方に対する助成ということで言うとかなり限定して、たとえばイギリスが基本的にはマ

ニフェスト作りにお金を出していると、サポートをしているというようなことがあります

ので、選挙に向けた政策作りとか、政策作りに限定して助成が出るというような仕組みとか、

少しそういうことを考えても良いのかなという風に思ってます。国政政党との大きな違い

というのは、やっぱり国政というネットワークを通じて下りてくる情報とか、あるいはそこ

で支えられている部分というのは小さな政策グループとなると無いということになると、

自ら政策を作っていくということに対して少し手厚く支援がされるような仕組みは考えら

れるのかなということで、一応作ってはみてみます。 

 ただ出そうと思うとすごい難しいというのは確かにその通りですし、政務活動費とかぶ

らないようにしないと単なる二重支給になっちゃうので、そこもやっぱり配慮しないとい

けないので使途はすごく限定して、むしろ政務活動費が今ほとんど政治活動費になっちゃ

っているので、そうではない部分にだけちゃんとお金が回るという仕組みなんかを考えて

も良いのかなと思っています。 

片木淳：はい、ありがとうございました。田中委員よろしいですか。 

田中久雄：今の話聞いていて前からの議論で政策目的というかマニフェストとか立法調査

的なものとか、あるいは海外で事例がたくさんありますように、女性議員を増やすとそうい

う一つの政策目的のための方向付けの政党助成金で少し割り振りを変えるとか、そういう

ことが一つのポイントだと思うんですけど、あともう一つは今の話聞いていて確かに政務

活動費ですか。あれは自治体が出しているんで、今回の政党助成金の場合は国が一応交付金

か何かにするかもしれないけれども、国から金を出すというので。ですから両方との、何と

いうか役割分担がそれをどういう風に、一方をなくすということも前提にしてやっても良

いのかなということがもう一つです。 

 それからもう一つ。都道府県と政令指定都市ですね。とりあえず交付金を何らかの形で渡

すと。市町村段階がそれを見据えて、将来市町村段階で政党化ということがどんどん促進す

ればそれもまた考えるけれども、とりあえずは地方に政党助成金を出すにしろ都道府県議

会とそれと政令都市ということを第一段階でやる。市町村レベルは今回はそれをペンディ

ングにしておくということも一つの手ではないかなという感じはしました。 

三木由希子：はい、ありがとうございました。ただ都道府県と政令市は比例代表をベースに

していて、市区町村が別の選挙制度なのでちょっと分けてこっちだけペンディングってい

うのは都道府県・政令市の状況を見て政党化が進むかっていうと選挙制度が政党化が進む
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方向に行ってないので、必ずしも。なのでちょっとそこは悩ましいですね。なぜ都道府県と

政令市だけなのかと。特に市区町村の中でも政令市だけがそうなるのかと。しかもこの辺り

は政務活動費をたくさんもらっている人たちなので、規模が大きいところはそれだけ政務

活動費が多いので。なので中々ちょっと。もしそういう議論になるんであれば、そもそも地

方は捨てるという判断をしちゃった方が良いかもしれないですね。 

片木淳：それでは色々とまたご検討いただいて案をおまとめいただきたいと思います。時間

が迫ってまいりましたので以上で終わりたいと思いますけども、まとめて今日 6 本ありま

したけどまだ言い残したということがありましたらどなたからでも結構ですけどもいかが

でしょうか。よろしゅうございますか。岡﨑委員、よろしゅうございますか。 

岡﨑晴輝：ええ、結構です。今後のスケジュールを詳しく知りたいと思います。 

片木淳：はい。分かりました。今から。それではこれで今日の審議はいったん閉じたいと思

います。あと事務局からよろしくお願いします。 

城倉啓：ありがとうございました。事務局からはカガミに書いてあることで第一番目に第二

期答申予約販売にご協力を、一冊 1000円、前回もそうでしたけれども、今回ピンク色の紙

を用意して委員の皆さんにお配りしております。予約購入、これお金を先にいただけると印

刷費用に回せるという関係になっておりますので、なるべくご協力いただければと思いま

す。岡﨑委員から早速ご注文いただいて本当にありがとうございます。また個別メールで送

金の仕方などをお伝えしたいと思っております。 

 それともう一つは「今後の予定と第二期答申の内容」という資料の G というもの、裏表

の一枚ずつなんですけれども、それが先ほど岡﨑委員からご質問あったスケジュールの関

係も入ってございます。「１－１ 10 月 17 日審議会の審議内容」ですけれども、「はじめ

に」を只野代表、「総論」を片木代表、「今後の展望」を三木代表という風に書いてございま

すが、先ほどお話いただいたとおりで「政党助成法」も少なくも資料はいただけるというこ

とでございます。そしてその他審議が必要とされるような個別改正案があれば随時行いた

いという風に思います。委員の皆さんにはお願いなんですけれども、今回も用語解説集を作

りたいと思っております。ご自分の提案の中でこの用語は難しいなと。あるいは私どもから、

「これは難しいです」という風な形でお願いすることもあると思いますので、よろしくご協

力ください。17日の審議会の資料は 15日までにいただけると助かります。この段で言えば

すべて審議会の二日前までに資料をメールでデータファイルを送っていただけると印刷が

助かります。12 月 31 日までに 4 回あると。これは選挙市民審議会が第二期で解散すると

いうことを前提に書いてございます。前回までの審議の中で様々な委員の方にご意見聴取

いたしましたけれども、山口委員からまだ聞いていなかったですけれども、いったんここで

区切って解散するという方が一番良いのではないかと。ただ個別にとりプロから様々に「元

委員の方々」にお願いすることもあろうかと思います。それの最大のものは第二期答申発行

記念イベントでございます。 

 そしてこの 10月 31日、11月 21日、12月 5日、12月 19日で、この 4回で終わりたい
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と思っています。10 月 31 日には、先ほどのすべて全体を話すという意味なんですけれど

も、ですからできたハナから一体化してお出しいたしますし、修正が重なればそれをまた積

み重ねていくんですけれども、先ほどお話ありましたように岡﨑委員からの抽選制度の清

書版というか要旨ではなくて全体の改正案については 10 月 31 日に審議していただければ

と思いますのでご提出を 29日までにお願いしたいと思います。 

そして 12 月 19 日で第二期答申全体を確定したいと思います。前回の反省といたしまし

ては顔の合わせている会議のところで確定できなくて最後メール稟議という形になってし

まったので、それは最終手段としてとっておきたいと思います。12月 31日までが任期でご

ざいますので、なるべく 19日に確定するという目標でお願いいたします。 

そして発行記念イベントにつきましては、場所はモランティアセンターと書いてござい

ますがこれはボランティアセンターの間違えです。飯田橋にあります。2 月 21 日を第一候

補として 28 日（土）とあるのは、22日（土）の間違えですね。そして第四候補が 2 月 29

日（土）ということでございます。 

第二期答申の内容、先ほど言ったとおりで 10ページ以内を目安でお願いしますけれども、

ただ全体を見てはみ出ても大丈夫となれば 11-12 ページでも大丈夫ということもありうる

ので、そこは少し曖昧にしておきます。 

なお、サブタイトルなんですが、事務局も一応考えたんですけれども、これ変えることが

難しいのではないかということで第一期と全く同じサブタイトルと。ですのでタイトルは

「第二期」が頭に付くだけで変わらないことで良いんじゃないのかなと。 

それと 2 ページ目に行きまして前回と変わった部分の目次立てのところで、今回資料を

いただいて分かったわけですけれども、請願法改正というのは３－１にありますが、これは

条文レベルではなさそうな雰囲気を小林幸治委員から出されたものから感じ取っておりま

す。ですので、ここを「方向性レベル」と。そうなりますと方向性レベル・アイディアレベ

ルのものがほとんどであって、目的規定改正のみが条文レベルであるということを考えま

すとまた書きぶりも自ずと分かってくるのかなっていう風に思っております。 

大体資料の G を説明させていただいて、今後の予定と変えさせていただきます。以上で

す。 

片木淳：はい、ありがとうございました。みなさん、よろしゅうございますか。岡﨑さん、

よろしゅうございますか。 

岡﨑晴輝：はい、結構です。 

片木淳：はい。それでは特になければ、今日はこれで。何かあれば。 

城倉啓：朝日新聞の編集委員の方が来てくださってます。何かコメントがあれば教えていた

だければありがたいです。 

片木淳：ご質問でも何でも結構ですから、よろしくお願いします。 

傍聴者 A：突然お邪魔しております。先日ちょっと片木議長に取材させていただきまして、

私は国民投票法、選挙は私共たくさん経験があるんですけれども、国民投票をやったことが
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ないので、その準備に向けたことをやっていたり、また自分の関心事項として政治参加とい

うものに関心を持っておりますもので、色んなマイノリティの参加であるとか若い世代の

参加であるとかそういうようなことに関心がございまして、それを縛っている公職選挙法

にも関心がございまして、是非勉強させていただきたいと思ってお邪魔した次第です。また

これからも勉強させてください。よろしくお願いします。 

片木淳：どうもありがとうございました。よろしくお願いをいたしたいと思います。それで

は特になければこれで閉じたいと思いますが、よろしゅうございますか。どうもみなさまご

苦労さまでございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。 

〔岡﨑晴輝委員未校正〕 


