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兵庫県選挙管理委員会	 	  

	 	 	 	 委員長	 武田丈蔵	 様	 	  
 

	 ただいまご紹介いただきました県選挙管理委

員会委員長の武田でございます。 
	 皆さまにおかれましては、平素より明るい選挙

の推進に向けて、格別のご理解・ご協力を賜って

おりますことに、この場をお借りして厚く御礼を

申し上げます。 
	 昨年７月には兵庫県知事選挙および参議院議

員通常選挙が１２年ぶりの同日選挙として実施

されました。神戸婦人有権者連盟の皆さまにおか

れては、有権者に対する街頭啓発をはじめ、選挙

啓発活動にご協力いただいたことに対しまして、

改めて御礼を申し上げます。 
 
さて、両選挙の投票率でございますが、参院選・

知事選ともに約 53 パーセントとなりました。参
院選については全国平均を僅かに上回りました

が、前回選挙との比較では数ポイント下回る結果

となっております。インターネット選挙運動の 
解禁により、投票率の動向にも関心が集まりまし

たが、残念ながら、投票率の下落傾向に歯止めを

かけるまでには至りませんでした。 
 
	 改めて申し上げるまでもありませんが、選挙は

国民が政治に参画する上で も重要かつ基本的

な機会であり、民主主義の基盤をなすものであり

ます。全ての有権者の投票参加を実現するために

は、有権者一人ひとりが常に社会・政治への関心

を持ち続け、選挙の重要性を認識していただくこ

とが肝要であると考えております。貴連盟におか

れましては、毎月勉強会を開催し、常に社会や政 

 
 

 
 
 
 
 

 
治の動向に目を向けながら研鑽を積まれるとと

もに、選挙の際には投票参加の呼びかけや選挙違

反の防止を目的とした要望書の提出を行うなど、

明るい選挙の推進に向けて大きく貢献しておら

れるところであり、深く敬意を表する次第であり

ます。 
 
	 県選挙管理委員会といたしましても、明るい選

挙の実現を目指して、あらゆる機会をとらえて啓

発活動に取り組んでまいる所存でございますの

で、皆さまにおかれましても、引き続き格別のご

協力を賜りますようお願い申し上げます。 
	 後になりましたが、神戸婦人有権者連盟の今

後益々のご発展と本日ご出席の皆さまのご健勝

を祈念いたしまして、甚だ簡単ではございますが、

私の挨拶とさせていただきます。 
 
	  
神戸市選挙管理委員会  

委員長	 米田和哲	 様  
 
ただ今ご紹介いただきました、神戸市選挙管理委

員会委員長の米田でございます、この１月１日付で

新しく就任いたしました。どうぞ宜しくお願い申し

上げます。 
 
神戸市は１年交代で委員長が替わっているので

すが、１年交代で良かったなと思っています。県の

武田委員長は４年間変わらないのでずっと出席でき

ますが、他の委員の方は出席する機会がございませ

ん。神戸市の委員長は交代しますので、みんなが出

席する機会をいただけますから・・・。 
私は、20年前に永田町で仕事をしていました、国

平成 26 年	 ＫＬＷＶ新年

平成26年１月24日、JR神戸から北野坂を登ると瀟洒なホ

テル六甲荘。今年も37名が集い華やかななかにも凛とした

雰囲気の漂う和やかな新年会が開催されました。ご来賓の

皆様の新年のご挨拶を披露させていただきます。	 
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会議員の秘書をしていまして、その後、神戸の震災

後に市会議員を務めさせていただきました。先ほど、

会長さんの話で都知事選挙の話題があり、 近候補

者がテレビに映って話をしたりしているのをみて当

時を思い出しました。 
政治家は、テレビに映っている所とそうでない所

の振る舞いに、大きな乖離があることがございます、

マスコミがいるからこそあえて言わないといけない、

刺激的なことを言わざるを得ないというようなとこ

ろがあります。だからテレビからだけの情報で判断

してはいけない、真実を言ってるかどうかを見抜く

ことが必要なのです。 
神戸婦人有権者連盟の皆さんは、65年間の長きに

わたって、選挙、政治に真摯に携わってこられて、

素晴らしいことだと思います。私も、東日本大震災

のあと、東北への支援の活動を続けておりますが、

続けることが大変で、また 初にその一歩を踏み出

せた勇気、きっかけが持てたことを喜んでいます。 
昨年、神戸市長選挙で投票率が、５ポイント上が

って、約 37パーセントでした。それでも 30パーセ
ント台です。知事選挙は、参院選とダブルでしたか

ら投票は良かったですが、単独では厳しいと思いま

す。 
ですから、皆さんの取組がとても大事で、ご活躍

が日本の支えになっていくと思います。 
これからも、皆様方のご活躍を祈念いたしまして、

私の挨拶とさせていただきます。本日はありがとう

ございました。 
 

一刻一刻を、 
いま歩いている 

 
神戸婦人有権者連盟  顧問  
神戸学院大学元学長  

谷口弘行	 先生  
 
新年おめでとうございます。 
皆様にとって、いい年でありますことを祈ってい

ます。 
私はこれまで新年を、ちょうど時計が１時から 12

時までをぐるぐる回って行くように、１月から 12月

の新たな周期に踏み出しているのだという感覚で迎

えていました。 
しかし今年からは、時間と月日を直線上に並べて

みようと思っています。新たな１月からの日々が昨

年の続きの延長線上にあり、それが無限の未来に向

かっていくという意識です。その一刻一刻を、いま

歩いているのだという感覚を身につけたいからです。 
自分が年を重ねるにつれ、日々のいまを大切にし

たいと思うようになってきました。世の中のことは、

２度と同じことは起こりません。時間は、前にしか

進みません。今日の勉強会のテーマでもある歴史の

見方についても、同じことを考えてみたいと思って

います。 
 

動ける間に頑張って 
くださいませ 

 
神戸婦人有権者連盟  顧問  

	 	 伊庭文子	 様  
 
今年も皆様にお目に掛かれますのが、本当に嬉し

ゅうございます。90を過ぎますと参った参ったとい
う感じで、急にバタッと来たような気が致します。

皆様、90になるまでに好きなことをなさっておきな
さいませ。 

 
ＴＶだけは見ておりますが、今の日本の状態はつ

まらないことが多おうございます。 
一生懸命ＴＶを見ておりますが、これも有権者連盟

のお蔭なのですね。若い方に一人でもこの会に来て

いただけるようにと毎年申しておりますけれども、

若い方にひき続いて頂きませんと消えていくもので

ございます。 
 
私も有権者連盟に入らせて頂きましたときは、若か

ったんでございます。あのころは本当になんでもや

ってやろうという気がしておりましたけれど、今は

身体が思うようについてまいりません。 
 
どうぞみなさま動ける間に頑張ってくださいませ。 
失礼いたしました。 
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たくさんの質問をして  
納得理解し  
より良い社会を  

 
神戸婦人有権者連盟  顧問  

	              洒井和子  様  
 
新年おめでとうございます。昨年は自然界も人の

世も厳しい年でしたけれど、平成２6 年の新年を無
事迎えることが出来ました。おめでとうございます。

富士山が人類共通の文化遺産になり、東京オリンピ

ック、パラリンピックの開催がきまり、和食が国際

的無形文化遺産として登録されました。アベノミッ

クス新成長戦略案で女性活用の企業優遇など、 大

の潜在力である女性の力を発揮させることも柱の一

つとなりました。 
そのような嬉しいほっとすることもありましたが、

諸外国の動きも気になります。拉致問題のみならず、

中国、韓国との対立外交は、穏やかならぬ気配が漂

い、その修復という課題もあります。対立をさけ話

し合いで解決してほしいものです。 
	 国内では増税後の消費の落ち込みの懸念、原発巻

き返し、事故の後遺症もよくなる気配もなく、特定

秘密保護法が成立し、憲法改正も実現させる動きで

すし、日本の行く末が不安になります。 
	 今年も講師の先生がたより、日本の在り方、政治、

経済などなどのお勉強をさせて頂き、楽しくたくさ

んの質問をし、納得理解して、より良い社会を作る

お手伝いが出来ればと思っております。若い方も男

の方もお誘いくださいませ。 
	 今年一年の平穏無事をお祈りして・・・。 
 
 

一票の較差について	 

	 

兵庫県選挙管理委員会書記  
	 	 	 	 中津直己	 様  

 
私からは、平成 24 年衆院選に係る 高裁判決、

平成 25 年参院選に係る高裁判決が出たので、１票

の較差について、簡単に説明いたします。 
	 始めに、定数不均衡における 高裁の違憲判断の

基準についてご説明します。 
	 まず、投票価値の不平等状態の違憲性について審

査することとなります。投票価値の不平等が、憲法

の選挙権の平等の要求に反する程度になっていたか

について審査し、著しい不平等状態と考えられる場

合は「違憲状態」となります。 
	 次に、合理的期間又は相当期間の経過の有無につ

いて判断することとなり、衆議院においては、憲法

上要求される合理的期間内における是正が行われな

いとき、参議院においては、不平等状態が相当期間

継続しているにもかかわらず、これを是正する措置

を講じないことが立法裁量権の限界を超える場合に

「違憲」となります。 
	 しかし、「違憲」と判断されると、選挙が無効とさ

れる訳ではなく、選挙の有効・無効を判断すること

となり、これまでは、事情判決の法理を用い、選挙

が違法であっても無効とすることが公共の福祉に適

合しないと認められるとき、選挙自体は無効としな

いという判断がなされてきています。 
	 次に、衆院選の一票の較差について見てまいりま

すと、平成 21年総選挙に係る平成 24年 高裁判決

が出されるまでは、 大較差が３倍未満であれば、

「合憲」という判断がなされていました。しかし、

平成２１年総選挙について、 大較差は 2.30倍でし
たが、「違憲状態」という判決が出されました。 
	 その 高裁判決について簡単に触れますと、先ほ

ども申し上げましたとおり「違憲状態」という判決

だった訳ですが、その骨子は、まず、「１人別枠方式

は不合理で廃止すべき」というものでした。「１人別

枠方式」と申しますのは、小選挙区の定数 300（当
時）のうち４７をあらかじめ全都道府県に１ずつ割

り振り、残る 253を人口比例で配分するもので、人
口の少ない県に多めに定数が配分されますので、当

然較差が生じることとなります。この「１人別枠方

式」により区割りされた「平成２１年衆院選の区割

りは違憲状態」であると判断されましたが、「合理的

期間内に是正されなかったとは言えない」として、

「違憲状態」という判決が出されたものです。 
	 そして、平成 24 年総選挙が行われますが、この
平成 24年総選挙は、「違憲状態」と判断された区割
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りのまま行われました。ただし、定数を「０増５減」

し、１人別枠方式の廃止、較差を２倍未満にすると

いう法改正だけは選挙前に行われました。 
	 この平成 24 年総選挙に係る高裁判決を見てみま
すと、合憲判決は一つもなく、広島高裁と広島高裁

岡山支部において史上初の「違憲・無効判決」が出

されました。なお、本県が被告となった訴訟につき

ましては、大阪高裁において「違憲・有効」の判決

でした。そして、全ての高裁判決について 高裁へ

上告がなされた訳ですが、平成 25年１１月 20日に
高裁判決が出され、「違憲状態」という判決でした。 

	 この判決の内容について簡単に見てみますと、ま

ず、「昨年衆院選の選挙区割りは憲法が求める投票価

値の平等に反する」としています。先ほど申し上げ

ましたとおり、「違憲状態」と判断された平成２１年

総選挙と同じ区割りで選挙を行っておりますので、

当然のことかと思います。 
	 しかしながら、「定数の『０増５減』は一定の前進」、

「合理的期間内に是正されなかったとは言えず、違

憲ではない」と判断し、「違憲状態」としたところで

す。これについては、解散がなされなかった場合の

本来の任期である８月２９日までには「０増５減」

に基づく選挙区割りを終えていたということが評価

されているようです。 
	 ただし、「『１人別枠方式』の構造的問題は解決さ

れておらず、さらなる是正が必要」と立法府に意見

を付しています。これは、「０増５減」の選挙区割も、

「１人別枠方式」を廃止したといっても、「１人別枠

方式」で配分した定数をベースに「０増５減」して

いるためです。 
	 次に、参院選の１票の較差について見てまいりま

すと、参院選においては、較差が６倍未満であれば

合憲の判決が出されていました。ただし、合憲判決

の場合にも、国会に対して厳しい意見が出されてお

り、平成 22 年通常選挙における 高裁判決におい

て、 大較差は５倍でしたが、「違憲状態」という判

決が出されました。 
	 このような中、「違憲状態」という判決であった平

成 22年通常選挙から「４増４減」し、平成 25年通
常選挙は 大較差が５倍から 4.77 倍に縮小されま
した。 
	 この平成 25 年通常選挙に係る定数訴訟が全選挙

区で提起された訳ですが、昨年 12月 26日に全高裁
判決が出揃い、「違憲・無効判決」が１件、「違憲・

有効判決」が２件出されました。 
	 「違憲・無効判決」は広島高裁岡山支部で出され

た判決ですが、簡単に見てみますと、まず、「参院選

だからといって、投票価値の平等が後退してよいと

はいえない」とし、「『４増４減』の改正後も、投票

価値の不平等は続いている」、「不平等を是正しなか

ったことは、国会の裁量の限界を超えており、定数

配分は違憲」とし、「岡山選挙区の選挙は無効。投票

価値の平等に反する状態を長期間容認することに比

べ、無効の弊害が大きいとは言えず、事情判決の法

理の適用は相当でない」というものでした。これは、

平成 19年通常選挙に係る平成 21年大法廷判決時に
は、単に各選挙区の定数を振り替えるといった改正

にとどまるのではなく、参議院議員の選挙制度の抜

本的改革を内容とする立法的措置を講じなければな

らない責務があり、約３年９か月の間、４増４減し

ただけで、今後の見通しも不透明であるという判断

に基づくものです。 
	 これらについても全て 高裁で判決が出されるこ

ととなります。 
	 後に平成 25 年９月２日現在の選挙人名簿及び
在外選挙人名簿登録者数に基づく１票の較差につい

て、後ほどご覧いただければと思います。 
	 以上で私の話を終わらせていただきます。ご清

聴ありがとうございました 
	 

	 

	 	 

啓発というものは  
派手にやっても  

直接投票には  
むすび付かないもの  
 

 
神戸市選挙管理委員会主査  

木下忠光	 様  
 
皆さん、おめでとうございます。ただいま、ご紹
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介いただきました神戸市選挙管理委員会の木下です、

どうぞよろしくお願いします。 
 
私には選挙制度の話ということですが、 近は大

きな制度改正もありませんので、昨年選挙の続いた

年で、その選挙で実施した啓発から感じたことなど、

お話ししたいと思います。 
 
先ほどからの話にありますように、昨年は７月に

参議院議員通常選挙と兵庫県知事選挙の同日選挙が

行われ、10月には神戸市長選挙が執行されるなど選
挙の続いた、年になりました。どの選挙におきまし

ても、大きな混乱もなく、無事に執行することが出

来ました。これもひとえに皆様方のご協力のおかげ

と思っております。 
ありがとうございました。 
 
さて、啓発を担当する私にとりましては、やはり

気になるところが投票率なのですが、先ほど委員長

のあいさつにありました通り、県知事選挙は参議院

選挙との同日選挙であったことで、20ポイントと大
幅に増加いたしました。そして、神戸市の担当者と

して一番気になります神戸市長選挙ですが、なんと

いいましても、ほとんどの選挙は、県選管の方々と

分担しながら、啓発を行っておりますが、市長選挙

はすべてを市選管単独でやらなければいけませんの

で、メニューに漏れがないかなど常に気を遣いなが

ら、なかなか大変な状況で行ったわけでございます。

結果、投票率は、幸いにして前回に比べて５ポイン

ト増加し、ほっと胸をなでおろしたところです。 
この神戸市長選挙の啓発を行い、改めて感じたこ

とがございました。 
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、実は、

神戸市長選挙と丁度同じ日程で、同じ政令市の川崎

市でも市長選挙が行われました。今回の神戸市と川

崎市の市長選挙は状況がとてもよく似ておりまして、

どちらも前任の市長さんが３期 12 年勤めた後の選
挙で、新しい市長を 12 年ぶり選ぶという選挙でし
た。 
候補者も自公民推薦の候補者とそれ以外の方の戦

い。このようによく似た状況ですし、以前から同じ

時期の投票ということで、気にはしておりました。

まあ、投票率もともに 30％台、川崎の方が過去２回
は 36％、神戸は 30％と 31％と、川崎の方がよかっ
たのですが。 
この川崎市長選挙の啓発と比べて、神戸市の啓発

は派手さが足りない、もっとマスコミに取り上げて

もらえるよう、啓発をしないといけないと、そうい

うお叱りの電話を市民の方から受けました。選挙の

啓発は、どの選挙でもまたどの市でもそれほど大き

く変わってはないんだけどなあと、思いながら聞き

ました。 
確かに、川崎市長選挙は、啓発キャラクターに芸

人の鉄拳さんを起用して、この方派手なコスチュー

ムやぱらぱら漫画で有名な方で、ポスターも、まあ、

派手かなとは思いました。 
 
しかし結果は、川崎市は前回よりも投票率が下が

り、神戸市は増え、投票率自体も神戸市の方が高く

なったわけでございます。 
 
そのことで、啓発というものは、一見派手で露出

が多いとおもわれても、直接投票にはむすび付かな

いものなんだということを改めて感じたところです。 
そういう意味で、これからも皆さん方の日ごろか

らのこの取り組みを、ますます頑張っていただきた

いとお願いいたしまして、私の挨拶とさせていただ

きます。 
ありがとうございました。 
 
谷口先生ご受章おめでとうございます 

	 	 	  

 


