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選挙制度に関する最近の問題と課題 
関西学院大学名誉教授 

森脇俊雅 
 

今年の２月に東京都知事選挙がありました、秋には沖縄知事選挙があります。それぞれに話題性

があり、選挙については、様々な問題や課題が山積しています。本日は、最近の選挙制度に関する

問題や課題についてお話をします。昨年、2013年には参議院議員選挙や兵庫県では知事選挙、神戸

市長選挙など大きな選挙が相次ぎましたが、実は選挙制度に関しても重要な動きがいくつかありま

した。それらは今後の日本の選挙に大きな影響を与えるものですので、まず、2013年に行われた主

な選挙制度改革を取り上げます。 

 

１. 2013年主要選挙制度改革 
   

①インターネット選挙運動の解禁(4月 19日) 

 近年、インターネットが急速に普及し、便利でかつコストがあまりかからないことから、選挙運

動にも利用する動きが進んでいます。欧米ではインターネットを活用した選挙運動はもはや当然と

いってよい。たとえばアメリカではことに盛んで、オバマ氏が大統領選挙に勝利したのはインター

ネットの活用によるものといっても過言ではありません。 2008年大統領選挙出馬当時オバマ氏は上

院議員１期目の若手で全国的には無名であった。このときの選挙においては民主党の本命候補はヒ

ラリー・クリントンさんであった。 

 ヒラリーさんはファースト・レデイとして知名度は高く、民主党の本流でした。しかし、その一

方でワシントンでの生活が長く、既成の政治家であり、新鮮さにかけているとみなされました。他

方、オバマ氏は初の黒人大統領を求める声が背景にあり、それを支え推進したのがふだんは選挙に

関心を示さない若者や学生たちでした。 2008年１月初め、アイオワ州を皮切りに民主党の大統領候

補を選ぶ党員集会・予備選挙が開始されました。アイオワ州の党員集会は一番最初であったので、

その結果は注目されました。党員集会とは、予備選挙のように党員が投票所で一斉に投票するので

はなく、党員が各地方組織に集まり、だれが党の候補者としてふさわしいかを討論してそれから投

票する方式です。学生たちはツイッターなどを駆使して連絡をしあい、各地の党員集会に参加しま

した。いつもは参加しない党員集会に学生が参加し、オバマ支持を訴えて集会をリードし、アイオ

ワ州民主党としてオバマを候補とすることに成功しました。全米で最初に行われた党員集会でオバ

マがトップになったことでそれまで無名であったオバマさんが一挙に注目されたのです。そしてそ

の後の予備選挙や党員集会でも学生たちの運動により、どんどん支持を伸ばし、本命のクリントン

さんを圧倒していったのです。 

 また、学生たちはオバマ氏の選挙資金獲得にも貢献しました。アメリカではネットで政治献金を

することができますので、学生たちは少額ながらオバマに献金しました。一人ひとりは少額でも広

く多数の学生たちが献金をしたことからオバマさんの選挙資金は潤沢になり、対立候補の共和党マ

ケイン上院議員をしのぐ額に達しました。このように、オバマさんはインターネットを駆使して熾

烈な選挙戦を勝ち抜いたのです。 

 

 日本でもインターネットの普及とともに選挙運動への活用が求められましたが、公職選挙法で規

定されている文書図画の制限にひっかかることから、法改正が必要でした。しかし、インターネッ

トに精通していない議員だちからは自分たちは不利になるのではと消極的な姿勢がみられ、また、

誹誇中傷や偽メールなどにどう対応するのかなどの問題点もあって、ネットを利用した選挙運動は

実現しませんでした。民主党鳩山政権当時にようやく各党間の合意ができて、法案提出の運びにな

りましたが、鳩山首相の辞任・菅内閣の成立など政局の激動のなかでお流れになり、その後も厳し

い政権運営が続いたことから実現にはいたりませんでした。 2012年 12月の総選挙で政権が交代し

安倍内閣になってようやく動き出し、成立の運びとなったのです。 
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  ②成年被後見人選挙権(5月 31日) 

 これは、2013年３月、成年被後見人に選挙権を認めない公職選挙法第 11条の規定は憲法違反との

東京高裁の判決に対して、国は上告せず判決が確定し、公職選挙法の規定が廃止されたことから実

現し７月の参議院選挙から実施されました。対象となったのは約 13万 6000人といわれます。 

 ただ、投票所の現場では難しい問題もあったようです。成年被後見人のなかには自分で投票用紙

に記入できないケースもあり、公職選挙法の規定で代理投票という制度があり、立会人が代理投票

できることになっていますが、スムースにいかないことがあってようです。 

 

  ③衆議院小選挙区の区割り改定(6月 26日) 

    Ｏ増５減(福井県、山梨県、徳島県、高知県、佐賀県１議席減) 

    17都府県 42選挙区の区割り     

選挙区間最大格差 1.9998倍 

 衆議院小選挙区の区割りは、10年ごとの国勢調査結果を受けて、衆議院選挙区画定審議会がすみ

やかに実施しますが、2010年の国勢調査結果が発表されてもなかなか進みません。2012年 12月の

衆議院総選挙は新しい区割りで実施できなくて、2013年６月になって区割りが確定したのです。民

主党の野田政権当時、消費税アップが大きな課題となり、野田首相は政治生命をかけてこれを実現

するとしました。そのさい、国民に負担をお願いする以上、政治家も身を切る努力をしなければな

らないとし、衆議院の定数削減を表明。どの程度削減するのか、削減は比例代表の定数なのか、そ

れとも小選挙区定数もやるのか、与野党間で意見が対立しまとまりません。議員定数が確定しない

のでは区割りを行うことはできない、選挙区画定審議会の作業はストップしてしまいました。 

 結局、定数削減と区割りは切り離して行うことになり、2013年６月に区割りが実施されました。

５県で各 1議席が減らされて増加はありません、衆議院の小選挙区定数は 300から５議席減になっ

て小選挙区 295議席、比例区 180議席となり、合計 475議席になりました。この時の区割りにより、

選挙区間最大格差は２倍未満となり、２倍を下回りました。これまで裁判所は２倍を超えると厳し

い判断をする傾向があり、格差是正を求める訴訟に影響をあたえたように思われます。 

 

  ④都道府県議会議員の選挙区改定の見直し（12月 11日） 

   従来、郡市によって選挙区を設定していたが、公職選挙法改正により、全ての選挙区を条例

で定めるとともに、市の区域・市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域・隣接する町村の区

域と合わせた区域、を単位として設定することになった。 

 郡は明治期の地方制度整備において県と市町村の中間に位置する行政単位として設置され郡役所

が置かれが、その後、廃止されました。行政単位としてはなくなりましたが、とくに郡部ではひと

つの地域的まとまりとして意識されてきたように思います。いまでも郡単位で町村の連絡・調整を

おこなったり、事務組合をつくったりしています。しかし、市が増加したりするなど、郡が有名無

実的な存在になっていきました。ことに、「平成の大合併」により、町村の数が大幅に減少したこと

から、名前すら使われなくなったところが多くなりました。その一方で、都道府県議会の一票の格

差是正が求められており、従来の郡市を単位とする規定はもはやそぐわないとして変更されること

になったのです。いねば実態に即した改正といえましょう。 

 

２ インターネット選挙運動解禁の効果 

 
  2013年７月参議院選挙から、インターネット選挙運動が活用されて、若者の投票率の低いこと

が問題となっているので、若者の関心を高める効果があるのではないかと大いに注目されたが、投

票率は残念ながら過去３番目に低い選挙となり、投票率の向上にむすびつかなかったのです。さら

に投票日当日の出口調査でも「投票態度決定にさいして参考にしたのか」という問いに対して、 

「参考にした」という回答は 10.2％、 

「参考にしなかった」86.1％。 

つまり、１割程度しか参考にしていない。投票率は上がらなかったといいましたが、インターネッ

トの利用がなければもっと下がったかもしれない。まだ効果の判断をするのは尚早かもしれません。
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また、懸念されたネットでの候補者への中傷や偽メールもあまりなかった。大きな効果もなかった

一方で、問題も起らなかった。大きな変化は起こらなかった。拍子抜けの感もありますが、せっか

く踏み切ったのだから、参議院選挙での活用状況を検証しつつ改善していくのがよい方向ではない

か。 

 それから欧米に比べて、ネット利用が解禁になったとはいえ、日本ではまだまだ制限が厳しい。

メールにしても候補者からのみであらかじめ同意をえた場合に限り送ることができるという制約が

ある。自由にメールをやり取りすることはできない。こうした制限が使いにくいという印象を与え

る。一部では活発に使用されているケースもあり、このような制限をなくせば、もっと活用される

のではないでしょうか。 

 

３ 「一票の格差」をめぐる判決の動向 

 
  2012年衆議院総選挙 選挙区間最大格差 2.43倍 

     高裁段階 16判決、「違憲状態」２件、［違憲］14件、［選挙無効］２件 

     2013年 11月 21日 最高裁 違憲状態の判決、ただし選挙無効請求は棄却 

  2013年参議院選挙 選挙区間最大格差 4.77倍 

     高裁段階の 16判決 「違憲状態」13件、「違憲」３件、「選挙無効」１件 

 2012年衆議院総選挙と 2013年参議院通常選挙直後から、それぞれの選挙における一票の格差をめ

ぐって違憲・無効を求める訴訟が全国各地で提起されました。この問題に熱心な弁護士グループの

人たちが起こしてものです。衆議院総選挙については、高裁レベルでは 16件の訴訟のうち、「違憲

状態」が２件、「違憲」判決が 14件、さらに「選挙無効」にまでふみこんだ判決は２件でした。最

終的には最高裁の判断が注目されましたが、最高裁は 11月 21日の判決で「違憲状態」としたもの

の、選挙無効請求は棄却しました。先にも述べましたが、６月 26日に区割りの改定が行われ、Ｏ増

５減により、最大格差がこの時ぎりぎり２倍以下に抑えられました。格差是正に努力したと最高裁

は評価したのではないかといわれます。 

 参議院の方も弁護士グループによる訴訟が提起され、昨年中には高裁段階の判決が出そろい、「違

憲状態」13件、「違憲」３件、うち１件が「選挙無効」判決でした。最高裁判決はまだ出ていません。

今年中には出るといわれています。参議院には区割りを担当する選挙区画定審議会は設置されてい

ません。格差縮小努力をしているといえるのか。最高裁がどのように判断するのか注目されます。 

 なお、一票の格差はその後も拡大を続けています。今年１月１日現在の住民基本台帳に基づく試

算では、格差はさらに大きくなっている。衆議院では選挙区人口最多の伊丹、宝塚、川西の兵庫六

区は 58万 9658人で、最小は宮城五区の 27万 9536人です。なお、宮城五区は宮城県石巻市、東松

島市、大崎市などからなり、東日本大震災で大きな被害を受けた地域です。格差は 2.109倍と２倍

を超えています。格差２倍以上となったのは、６選挙区です。参議院については、人口最多が兵庫

選挙区で 139万 95人、最小が鳥取選挙区の 29万 1639人です。格差は 4.767倍にのぼります。いず

れも兵庫県がかかわっており、損をしていることになります。 

 

４ 選挙権をめぐる新たな課題 

 
  2013年９月 27日大阪高裁判決   

受刑者の選挙権制限を定めた公職選挙法第 11条の規定は「違憲」判断 。 

公職選挙法第 11条該当箇所  

「禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者」 

「選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁鋼以上の刑に処せられ、その刑の執行猶子

中の者」  

該当者約５万人と推定 

 2013年９月、選挙権をめぐる衝撃的な判決が大阪高裁で下されました。それは受刑者を有権者か

ら外している現行公職選挙法の規定は違憲とする判決です。具体的には公職選挙法第 11条の規定で

すが、受刑中の者には選挙権はないということになっています。執行猶子中の選挙権はあります。
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ただし、選挙に関する犯罪の場合は、執行猶予中でもだめということです。 

 この裁判は国が被告で、元受刑者の方が原告、つまり訴える側なのですが、原告が求めていた損

害賠償については棄却しており、形式としては被告、つまり国が勝訴したことになっている。勝訴

した側は控訴できませんので、この判決は確定しました。そうなると公職選挙法第 11条の規定を改

正し、受刑者の選挙権を認めなければなりません。 

 もし受刑者選挙権を実施しようとするならば、かなりたいへんな作業になるでしょう。刑務所内

に投票所を設置しなければなりません。候補者の選挙運動はどうすれればいいのでしょうか。また、

有権者名簿はどうなるのでしょうか。各市町の選挙管理委員会は受刑者を把握しておられるのでし

ょうか。入場券の送付はどうなるのでしょうか。さまざまな問題が浮かんできます。 

 そもそも受刑者に選挙権を認めることの是非はどうなのでしょうか。成年被後見人の方の場合は

賛成が多く、問題視する見方はすくなかったように思いますが、受刑者への選挙権は賛否がわかれ

ているのではないでしょうか。ヨーロッパでは受刑者選挙権を認めている国が増えているとのこと

ですが、ＥＵは死刑を廃止しています。つまり、死刑制度はありません。 日本にはある。死刑囚

にも選挙権をあたえることになるのでしょうか。死刑囚も選挙権をもつということはどうでしょう

か。有期刑だけにするのか。検討すべき重要な課題ではないでしょうか。 

 基本的には選挙権を拡大してできるだけ多くの人が選挙に参加すべきと考えています。しかし、

受刑者選挙権についてはすこし真重にしてほしいと思っています。みなさんどうお考えでしょうか。 

 

５ 国民投票法改正の動き(与野党８党が今国会に共同提出) 

 
  主な改正点は、投票年齢 18歳以上、公務員の政治的行為の制限緩和、組織的勧誘活動の規制。 

 共産党と社民党を除く与野党８党が国民投票法改正に合意し、通常国会に共同提案し与野党８党

が賛成して成立しました。次の 18歳選挙権のところで記していますように、これは 2007年前回の

安倍政権のときに成立した国民投票法の規定の改正です。このとき投票権は 18歳以上としたものの、

成人年齢や選挙権は 20歳であることから、民法や公職選挙法の改正をまって実現する。そして、当

面は 20歳以上とするというものでした。その後、成人年齢をめぐっては意見が対立し、まとまらな

いことから、国民投票の投票権を先行して実現させるというものです。 しかし、民法や公職選挙

法の規定を改正せず、国民投票法の改正だけを先行して成立させ、18投票権を実現するというのは

いいのでしょうか。また、公務員の政治的中立性についても、国民投票においては緩和する。これ

は民主党への配慮といわれます。その一方で組織的勧誘行為については新たに規定を設けました。 

 

6 18歳選挙権 

 
  2007年制定国民投票法 

  投票権を 18歳以上とする、ただし成人や選挙権は 20歳以上であるため、それらを 18歳とする

までは国民投票も 20歳のままとし、2010年までに民法や公職選挙法の改正をすすめるとの附則 

  選挙権引き下げをめぐる世論動向 

  2013年７月参議院選挙意識調査(明推協) 

                  全体      20歳代    60歳代 

  ｢18歳に引き下げるべき｣     24.1％    14.5％    25.6％ 

  ｢現状のまま｣           66.7％    72.9％     65.8％ 

 18歳選挙権は話題になっていますが、大きく進展はしていないように思われます。なによりも当

事者である若者たちが消極的だからです。選挙権を獲得しようとする強い訴えとかエネルギーがみ

られません。全国明推協が昨年の参議院選挙後に実施した意識調査でも、20歳代で 18歳選挙権への

賛成はきわめて低い。全体平均よりも 10％も低くなっています。これまで選挙権の拡大には当事者

の強い要望や実現努力がありました。女性参政権は日本では戦後になって実現しますが、それには

長い女性参政権運動の歴史があります。先に述べた成年被後見人選挙権も当事者の方の裁判での訴

えが大きかった。受刑者への選挙権も元受刑者の訴訟がありました。 しかし、18歳選挙権につい

ては当事者がきわめて及び腰です。逆に 60歳代の高齢者がまだしも賛成が多い。奇妙な現象です。 
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 わたしは長年大学教師をやっていまして、大学一年生、つまり 18歳の学生にこのことをよく尋ね

ます。かれらは一様に「まだ早い」といいます。「なぜか」ときくと、「自分たちは未熟だから」と

か［政治や選挙についてよく知らないから］と答えます。謙虚な回答のようですが、むしろわたし

には及び腰に聞こえます。そこで、では「ｲ可歳からだといいのか」と聞くと、たいがい「現行の 20

歳から」とか、なかには「25歳から」という答えがかえってきます。 若者たちの間で低いのも問

題ですが、全体的にも低い。賛成が４分の１程度しかおりません。われわれおとなもあまり望んで

いないようです。 

 このような状況では、18歳選挙権を実現してもかえって投票率は低下するのではないかと危惧さ

れます。いまでも 20歳代の投票率はきわめて低い。そのうえにさらに低い層が加われば全体の投票

率をさらに押し下げることになりかねません。だからといって、18歳選挙権はまだ時期尚早とする

意見にはわたしは賛成いたしません。このままでは永遠に日本では実現できなくなってしまう。わ

たしは若者自身とともに社会全体でもっと若者に政治に参加してもらう機会をつくる、そのような

しくみを用意することが大切ではないか。若者が政治的社会的参加する機会をもっとつくることに

より 18歳選挙権の意義が高まり、その必要性が認識されていくものと思います。みなさんどうお考

えでしょうか。 

 

７ 抜本的格差是正 
  

衆議院定数削減 定数削減の規模や方式を巡って各党の意見まとまらず、第三者機関設置の動き 

 参議院格差是正 2016年参議院選挙まで２年余、時間的余裕なく、大幅な改革は困難。合区案か

ブロック制導入かなどが取りざたされている。 

さきほど一票の格差をめぐる判決の動向をお話しましたが、やはり根本的問題はどのようにして

抜本的是正をはかるかということです。これまでの格差是正論議をみていきますと、裁判所が「違

憲状態」の判決をくりかえし警告する、それを受けて国会がしぶしぶと定数の若干の増減をしてな

んとか最大格差を２倍未満にしてしのぐことが繰り返されました。ですから、すぐまた２倍を超え

る格差が発生し、また訴訟が起きるとい状態でした。そこで抜本的改善をはかるのにはどうすべき

か。 

 従来、衆議院の小選挙区にかんしては、いわゆる一人別枠方式、すなわち 47都道府県にまず１議

席ずつ配分し、残り 253議席を人口に応じて配分する方式の廃止が求められていました。これは、

人口の少ない地域で議員数が急に少なくなることへの救済、いねば激変緩和措置でしたが、格差を

残すことになり、廃止が求められていました。 2010年国勢調査に基づく区割りにさいしてようやく

廃止がきまった経緯があります。 

 衆議院の選挙制度に関しては、定数削減が大きな課題となっています。そもそも民主党の野田佳

彦内閣当時、消費税増税方針が決まりましたが、そのさい国民に負担をお願いする以上、政治家も

身を切る努力をしなければならないということから定数削減が打ち出されました。どの程度削減す

るのか、小選挙区なのか比例代表なのかをめぐって各党の意見がまとまらず持越しになっていまし

た。先にも述べたように、2010年国勢調査に基づく区割りが遅れたのも定数削減をめぐる対立があ

ったからです。 

 Ｏ増５減でなんとか最大格差を２倍未満に抑え、区割りが実施されましたが、定数削減問題はそ

の後進んでいません。結局、政党間の対立がネックとなって議論が進まないことから、中立的第三

者機関に検討してもらう方向になりつつありますが、しかし、この第三者機関に諮問して案を作成

してもらっても、それがそのまま実現する保証はありません。選挙制度の変更は、公職選挙法の改

正が必要であり、当事者である議員自身が決めるのですから、いくらよい案と第三者が考えても、

その案で不利になると政党や政治家が判断すればもめるわけです。なかなかむずかしいのが現実で

す。 

 参議院の方はもっと深刻です。衆議院はそれでもＯ増５減により最大格差は２倍未満にすること

ができましたが、参議院の方は格差がはるかに大きい。また、参議院には選挙区画定審議会がない

ことから定期的な再配分はなされず、格差が拡大する傾向かあります。また、そもそも参議院の選

挙制度自体が格差是正を困難にさせといるところがあります。それは半数改選という制度です。参
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議院の任期は６年と長いのですが、３年ごとに半数を改選することになっています。そのため、都

道府県を単位とする選挙区定数は偶数になっています。人口の少ない県では２議席です。そうしな

いと３年おきの選挙がないことになる。人口の少ない県の定数を１にすることが出来れば、格差は

かなり抑制することができますが、それは困難とされてきたのです。 

 次の参議院議員選挙は 2016年に予定されています。あと２年ありますが、制度改正をすると一定

期間の周知が必要になります。そうなると残された時間はあまりありません。そこで浮上したのが

合区案です。人口の少ない県を合わせて一つの選挙区とする案です。たとえばよく問題となる人口

最少の鳥取県ですが、お隣の島根県も人口が少ないので、鳥取県と島根県を合わせて一つの選挙区

とする。これですと、格差をかなり抑制できる。そして３年ごとの半数改選も維持できる。都道府

県をもって選挙区とする規定からは少し苦しい所ですが、なんとかクリアできるとされています。 

 参議院自民党の脇幹事長がその合区に基づく私案を作成して提示し大きな反響をよんでいます。

お手元の資料にその私案を書いておきました。この私案は大幅な統合再編案です。全国 47都道府県

のうち、22を 11に統合して選挙区とする、その結果、配分定数を６減らす、そしてそれらを北海道、

埼玉、東京、千葉、愛知、兵庫選挙区でそれぞれ１議席ずつ増やすというものです。これにより、

最大格差は 1.83倍と２倍未満に縮小する。違憲状態を解消することができます。 

 

 しかし、この私案が公表されるや反対論が続出しました。その多くは合区の対象となった府県で

す。確かに無理なところもある案といえます。たとえば、大阪と和歌山が合区されていますが、和

歌山のひとたちは納得しないでしょう。これで実施されると和歌山県からの候補者はなかなか当選

しにくい、大阪の候補者ばかりということにならないか。四国は、香川と愛媛、そして徳島と高知

がそれぞれ合区され、２つの選挙区となります。相当に広い選挙区となりますが、それでいいので

あろうか。とくに問題であるのは、合区の対象となっているのは人口の少ない県が圧倒的に多い。

そのため、この案では農村部や過疎地の代表が大きく減ることになります。それでいいのか。 

 かなり無理をして合区するくらいならば、むしろブロック制の方がよいのではという意見も出て

います。つまり、全国を 10程度のブロックに分けて選挙区をつくるのです。その場合、選挙区の定

数は合区の場合より多いので、人口の少ない県からの候補者や中小政党も議席を獲得するチャンス

があります。たとえば、近畿ブロックですと、近畿２府４県の現行の配分議席数は 22です。半数改

選ですから、11議席を近畿で選ぶとすると、人口の小さな県や中小政党もチャンスはでてくる。 

 なお、参議院の選挙制度を考えるとき、衆議院の選挙制度と類似しないようにするのがよい。現

行制度は、実は、よく似ているので、その意味でも変えた方がよいといえます。わたし個人として

はこのブロック制の方が無理がなく、受け入れやすいように思いますが、みなさんどうお考えでし

ょうか。 

 

8 2015年統一地方選挙をめぐる問題 

 
 さて、来年 2015年春には統一地方選挙があります。もともと地方選挙はそれぞれの自治体の責任

で実施するものですが、できるだけ同じ日にまとまってやろうという趣旨でそのつど特別立法で行

われています。戦後、首長公選制が実現し、1947年４月にいっせいに全国で首長選挙・議会選挙が

実施されましたが、その後も一斉にしようということから統一地方選挙となっているわけです。と

はいえ、首長が途中で交代したり、議会が解散したりして、いっせいに選挙する自治体の数は減少

しています。とくに平成の大合併で統一率はかなり低下し、いまや 30％程度になっています。 

 それでもまだ統一選挙をすべきかについては、議論かありますが、今日取り上げるのは震災の影

響です。 2011年３月 11日の東日本大震災は記憶に新しいところですが、この年は統一地方選挙の

年でした。大震災直後の４月に選挙の実施はとうてい困難の自治体が続出しました。そこで、国は

特別措置として本来４月に任期満了となる首長や議会の任期を延長することを認めました。福島県、

宮城県、岩手県、茨城県下の 23市町村で選挙の延期がなされました。６月から９月まで延長したの

です。 

 そこでいま議論されているのは、来年どうするのか。たとえば、2011年の統一地方選挙にさいし

て福島県郡山市は９月まで延ばしました。そのため、現職の任期は 2015年９月までです。４月の統
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一選挙にやろうとすると半年も任期が短くなる。地方自治法で任期は４年と決まっていますので、

短くしようとすれば、また特別立法を制定しなければならない。任期を延長することにはだれも反

対しませんが、任期を半年も短くしようとすれば現職は当然反対するでしょう。なかなかむずかし

い。そうなると、４月の統一選は無理であるということになります。 

 

 実は、同様なことが 19年前の 1995年１月１７日の阪神淡路大震災のときにもあり、それがまだ

続いているのです。 1995年も統一地方選挙の年でしたが、同年４月９日と４月２３日実施予定であ

った兵庫県議会議員、神戸市議会議員、西宮市議会議員、芦屋市長、芦屋市議会議員選挙は実施困

難ということで、臨時特例により６月１０日まで任期を延長し、６月１０日に選挙が実施されまし

た。そこで、1995年６月１０日の選挙でこれらの議会の議員と芦屋市長は選ばれたのですが、任期

４年ですから、1999年６月任期満丁となります。ところが 1999年４月の統一地方選挙で選挙するこ

とになり、これらの議会および芦屋市長選挙は 1999年４月に実施されました。しかし、任期は６月

まであります。そのため、選挙は４月、当選者の就任は６月という事態になりました。 

 ４月の選挙で落選しても６月までは現職です。また、新人として４月の選挙で当選しても実際の

議員となるのは６月からです。２か月待たなければならない。会社を辞めて選挙に出て、首尾よく

当選したものの、６月まで就任が先延ばしになり、議員報酬ももらえずなかなかしんどかったとい

う話を聞いたことがあります。選挙民の方はそうした事情を知らないので、さっそく相談などが持

ち込まれ対応に困ったこともあったそうです。そしてそのことはまだ続いているのです。 2003年、

2007年、2011年の統一地方選挙でも是正されないままでした。来年もいまのところ是正の動きはな

いので継続しそうです。現職が４月に一斉に辞職すればこの矛盾は解消するのですが、一人でも反

対すると難しい。 

 実際のところ、４月、５月には議会は開催されません。２か月程度の就任の遅れはそれはどの実

害はないとみられ、ずっと続いているのでしょう。しかし、おかしいことにかわりはありません。

小さなことのようですが、なかなか是正は難しいのが実情です。一つには、国の法律で決められて

おり、地方議員には権限がなく、国会議員はこうしたことにはあまり関心がない。また、地方議員

も自分たちに不利になるようなことはしたくない。そこで変えられない、変わらないということに

なっています。おかしいと思った有権者がもっと声をあげるべきと思います。 

 

 選挙と就任日の間の長い間隔は実は重大な問題となる場合があります。有名な例はアメリカ大統

領の就任日です。アメリカ大統領選挙は 11月の初めに行われますが、長らく就任日は翌年の３月初

めとなっていました。つまり、選挙から４か月後に就任していたのです。広大なアメリカ大陸です

し、交通機関や情報機器が未発達であった時代にはそれぐらいの準備期間が必要とみられたのかも

しれません。問題はその４か月間です。第 16代大統領リンカーンは 1860年 11月初めの大統領選挙

で勝利しました。実際に大統領に就任したのは、1861年３月４日でした。４か月後です。ところが

この４か月の間に大事件が発生しました。 

南北戦争です。当時、現職大統領はブキャナンという人でこの人はもともと優柔不断な政治家であ

り、選挙で次の大統領が決まっていることから積極的に対応しようとはしませんでした。リンカー

ンは有能な政治家ですが、まだ、次期大統領で権限はありません。政府が有効な対応をしないなか、

事態はますます悪化しました。そして大戦争になったのです。もしリンカーンがもっと早く就任し

ていれば、有効な対策をねって衝突の拡大を防いだのかもしれません。 

 なお、有効な対応をしないまま終わったブキャナン大統領の評価はきわめて低く、歴代アメリカ

大統領のランキングではいつも最低と評価されています。アメリカではこのことの反省から就任日

を早める措置がとられました。 1937年のローズベルト大統領の二期目から１月２０日就任となりま

した。このように、選挙から就任までの長い間隔が重大な事態を引き起こすことがあります。やは

り、是正が必要と考えます。 

 

 木目は、最近、問題となっている選挙制度に関する論議を取り上げ、紹介しました。選挙制度は

選挙という手続の基本ルールであり、民主政治においてとても重要です。 しかし、そのわりには

話題にされることは少ない。本日の話がご参考になれば幸いです。 


