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座談会【前半】

統一地方選 選挙制度
本質 ついて考える
から

の

―2019年第19回

に
統一地方選挙座談会―

2019年4月30日

池上 洋通（多摩研主任研究員）神子島 健（東京工科大学准教授）妹尾 浩也（グラフィックデザイナー）

平井 里美（狛江市市議）水口 かずえ（小平市市議）望月 克治（茅野市市議）丸山 美子（元檜原村村議）
近澤 吉晴（多摩研事務局長）鈴木 望（多摩研事務局員）松川 遥（多摩研事務局員）

この座談会は『緑の風』2019年6月号と7月号の2回に分けてお送りいたします。

池上 最初に私が話をさせていただきま
す。
本日皆さんにお見せしている資料は、社
会教育生涯学習研究所という組織がありま
して、信州の南にある阿智村とうところを
拠点に、三〇年くらい前から続いている組
織ですが、元は名古屋大学の教育学部の小
川利夫という、知る人ぞ知る社会教育の第
一級の理論家がいまして、その人を中心に
三〇年ほど前からゼミナールのような形式
で研究セミナーが始まりました。その三一
回目で私と岡庭一雄さんという、前の阿智
村の村長と対談する形で喋ることになりま
して、その時のために用意した資料がベー
スのひとつです、もうひとつは、今回の選
挙を見ていて、何を考えなくてはいけない
かについて思ったことがありまして、それ
らについて簡単にお話します。

主権者による支配の循環
最初にみる資料は選挙制度の本質とはな
にかという事について語ろうと思います。
（資料１）主権者による支配の循環とあり
ますが、ここでいう主権者の〝主権〟とい
うのは、元々の意味は国家の主権を表しま
す。国家の主権というが因縁の基本にある
のは、国家の最高意思決定権という意味で
す。最高意思を決定するという場合の最高

意思は例えばどのような事を決定するかと
いうと、一番わかりやすいのは戦争するか
しないかです、それが国家における最高意
思の決定権。国家主権の概念というのは、
もともと戦争をめぐって確立された概念で
す。
そうした考え方が確立されたのは一六世
紀で、フランスのジャン・ボダンという人
が提唱者の一人です。今私たちは、主権者
という言葉を使っていますが、そういう意
味での主権と言い出したのはジャン・ボダ
ンではないかと思います。ジャン・ボダン
がなぜそんな事を言いだしたのかというと、
彼は統計学も経済学もできる理論家でもあ
りましたが、その考え方を持ち出した背景
にあったのは、宗教戦争です。

国家の最高意思を決定する権利

一六世紀にヨーロッパを宗教戦争が吹き
荒れました、フランスも同じく宗教戦争に
突入し、その戦争を見ていた彼は当時の国
境や貴族の領地を超えたカトリックとプロ
テスタントの宗教のイデオロギーを始まり
とする戦争の広がりに対して、日本では宗
教改革のような柔らかい言葉を使っていま
すが、ものすごい殺し合いでした、それに
対してジャン・ボダンは、国家というもの
を確立して、誰かが最高意思を決定するも
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のとして、その権利をちゃんと持って彼の
いうことを聞かざるをえない状況を作る以

外に、戦争を終わらせるという決定ができ
ないと考えたんです。それが我々の言って
いる主権という考え方の元になっています。
だからこの場合の主権というのは、独立
国であるための、基本的な条件の事です。
それぞれの国が誰によって最高意思を決定
するのか、という事がなければ独立国と言
えません。ジャン・ボダン自身は、一番手っ
取り早いというか、宗教戦争を終わらせる
ためにあるべき形を絶対君主制だと考えま
した、つまり君主に権限を集中すると戦争
を止めるといえるんだ、こう考えたんです。
それがフランス革命などによって、国民主
権……国民全体が主権者という考え方に移
りました、正しくは人民主権ですが。
いま我々の言っている民主主義はその思
想に基づいているものなんです。それを表
すのがこれ（資料１）です。
まず各個人が居て、主権者的な自覚を持
つものを市民と言います。英語ではシティ
ズン、フランス語ではシトワイヤンと呼び
ますが、その自覚した市民個人が共同体的
な認識をもって、人民を形成します。市民
の集団が人民です、これは自覚的でなけれ
ばならないので、単に寄せ集まって人民で
は本当はありません。そして人民による革
命がおこる、その革命のプログラムとして、
国家をどうするかという意味で、憲法が制
定されます。この憲法を近代市民革命にお

ける市民憲法と呼びます。そして憲法によ
る市民の選択、憲法に基づいて市民が選択
して政府を形成するんですね、これが選挙
です。

選挙権を行使する意味

選挙権というのは、元々の意味は、国家
を形成する意思を確認しあって、政府を形
成するために行われるものなんです。そし
て統治機構が成立します。統治機構とはす
なわち政府です。そして統治機構による政
治が展開されると、初めて受益者としての
国民が形成されます。ここでいう国家とい
うのは、市民革命の国家ですから、市民に
奉仕する国家―人民の人民による人民のた
めの～という例のアレです―が形成されま
す。ここで初めて国家というものが現れる
から、ここで国民というものが出てきます。
だから国民主権というのは、本当は無いん
です。自覚的市民が居て、人民を形成して、
人民が主権を握る、そしてその思想に基づ
いて国家を形成する、それで初めて国民が
現れます、国家がないのに国民があるわけ
がないので。ここの意味での国民という概
念には子どもも含まれます、選挙権をもっ
ているものだけではないです。
そうすると図のように政治が循環します。
その政治に対して自分たちが願っている通
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りか、点検をしなくてはいけません。する
と評価が行われるわけですね、そして市民
による選択が行われ、選挙権が行使されま
す。しかし、どうしようもなくダメな政治
だとなったら、政府のありかたそのものを
取り換えるしかないので、革命的選択をし
ます、革命権の行使という事です。
だから、選挙をするか革命をするかとい
うのが、本来の意味の選挙なんですね。そ
れを我々が自覚しているかという事が思い
にあります。
この時に大事なのが、その選択というの
が、選挙の場合であれ革命的選択であれ、
結局元の個人に戻るという所です、つまり
一人一人投票するでしょう、集団で投票せ
ず、一人一人が投票する意味は、一人一人
が個人として自覚的な市民という位置に戻
ることを意味します。だからこの循環が物
凄く大切なんです。これをぐるっと一巡す
る循環を繰り返すんです。春夏秋冬と四季
が移り変わるように、一年がどうだったか
を振り返ると、一年が全くダメだったか、
よく頑張ったとなるか、それを今の日本の
制度でいうと、それを四回繰り返すと選挙
を実施しているんです。一回だけじゃ乱暴
すぎるでしょう、なので二年目三年目と足
りないところを補っていって、一つの任期
が来るのが、選挙となっています。そうい
う風に選挙を考えるとするならば、かなり

きちんとした観察力や、理解力がなければ の条件をつくるために、こういう研究所を
主権者であるという位置は、成り立たない 作っているんです。チャンスがない限り、
ということです。ボーっとしているとチコ 情報は得られないし、学ぶ方法は分からな
ちゃんに叱られます（笑）
いし、となってしまします。そこから変わ
投票率の問題は、この問題に深くかかわっ るために作られました。
ています。情報もない、考える環境もない、 人民主権の革命的な行使について（資料
自分の生活がひどいなと思っていたとして ２）というアメリカの独立宣言の記述を私
も、誰に言えばいいのか、どういえばいい はよく使いますが、その中で、「しかし、
のか、何が原因なのかをキャッチする条件 権力の乱用と権利の侵害が、常に同じ目標
のない人が増えていけば、投票率が下がる に向けて長期にわたって続き、人民を絶対
のは当たり前なんです、不思議な事でもな 的な専制の下に置こうとする意図が明らか
んでもありません。だから選挙をどう考え であるときには、そのような政府を捨て去
るかが問われているわけです。
り、自らの将来の安全のために新たな保障
この循環は、現象的にはほぼ社会契約論 の組織を作ることが、人民の権利であり義
のルソーの思想です。主権という考え方は 務である。」とあります。つまり抵抗とか
ジャン・ボダンですが、大体ルソーの思想 戦いとかというのは、権利であり同時に義
です。
務なんだ、と言った点に、アメリカの独立
議員になって本気でやるぞ！となったら、 宣言の凄さがあるんです。アメリカは色々
ルソーの社会契約論を学習するチャンスを あっても、アメリカの建国の精神というの
作ると良いんです。すると今の我々の政治 は小学生中学生にきちんと教えています。
の作り方の根本が何かよく分かります。
そういう風な事を我々が考えているかとい
う事なんです。
日本国憲法第一二条の「この憲法が国民
学習の機会を作る必要性
に保障する自由及び権利は、国民の不断の
努力によつて、これを保持しなければなら
ない。」というのが、日本国憲法における
抵抗権の思想ですが、その根っこにあるの
がアメリカ合衆国の独立宣言の思想です、
ぜひこの際覚えておいてください。
昔多摩研でも社会契約論の講座をやって
いました、農工大の大学院生なんかが集まっ
て。なぜ多摩研のような研究所が必要なの
かという本質は何かというと、実はコレな
んです。地方自治に対してこのような学習
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れないですよね？現実的には困難な人ほど、 なのでその通りの投票率になっているんで
無知な条件を形成されます。本人がその気 す。
であったとしても、変えられない。そうす
そして選挙制度もまた問題で、選挙区割
ると我々がなんでＮＰＯという道を選んだ りの問題があります。分かりやすく言って
のかと言うと、そういう人々に本来なら奉 しまうと、東京都議会議員選挙がそうです
仕したいからなんです。そこを私たちが確 が、一人区という選挙区が結構あります、
認できているからが、こういう集団の大き そうなると最初から小選挙区です、ダメに
な テ ー マ と な っ て い る と 思 っ て 決まっていますが、直しません。この際だ
ください。
から申し上げますが、実は東京都議会議員
選挙というのは、東京都全体が一区でなけ
れば駄目なんです。そのように考えないか
現行選挙制度の問題点
ら、みんな地域の代表みたいになってしま
うんです。地域の代表が欲しいのではない
んです、東京都という単位でいえば。参議
院議員も同じで、全国一区比例代表制で良
いんです。衆議院については様々な政策的
テーマがあるので全国を一〇くらいに分け
るようなやり方がありますが、今の選挙制
度は根本的におかしいんです。
そしてもう一つがご承知のように選挙期
間です。何で村だと短いのでしょうか。私
はこの間改めて檜原村でお手伝いをしまし
たが、村の広さを思い知りました、よく国
の選挙が長いのは面積が広いからといいま
すが、嘘ばっかりです。今の小選挙区は大
して大きくありません。だから全然違うわ
けです。
選挙期間が短いとほとんど情報が伝えら
れない内に投票日がくると思いませんか、
しか し 、も う お分 か り かと 思
い ます が 、現 行 の選 挙 制 度の 何
が 問題 か とい う と、 ま ず 政治 活
動 を一 年 中制 限 して い ま す、 政
治 活動 が 本当 に やり に く い制 度
に なっ て いま す 。二 番 目 が情 報
活 動が 本 当に 狭 い、 分 か りや す
く 言っ て しま う と、 何 で 国政 選
挙 の方 が 投票 率 が高 い か とい う
と 、簡 単 なん で す。 情 報 が豊 か
だ から で す。 安 倍政 権 ど うの と
毎 日テ レ ビで や って い ま すが 、
そ れぞ れ の町 が どう な っ てい る
か はや ら ない で しょ う 。 一月 に
一 回の 自 治体 広 報も 読 ま ない で
し ょう 。 その よ うな 状 況 で投 票
率 を上 げ るの は 無理 で し ょう 。
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繰り返しになりますが、多摩研のような
組織を何のために作るのか、なぜこのよう
な組織が必要なのかいうと、はっきり言っ
てそれだけなんです。そのために奉仕する
集団としてＮＰＯなんです。非営利の集団
をなぜ必要とするかというと、本当にお金
なんか出せないような人こそ、情報を得ら

資料２ 人民主権の革命的な行使について―「アメリカ独立宣言」と日本国憲法
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誰が出ているかもわからないで投票日にな
ります。だからそうした事も真面目に考え
ないといけません。私の知っている限りで
は、イタリアでもフランスでも、みんな告
示的な行為が始まってから一ヶ月以上どこ
だって地域の選挙をやっています。それが
普通です。毎晩毎晩集まって集会を住民が
やっています。その辺の事も考えなくては
いけません。
それから投票所の問題があって、これが
酷いです。一番投票率を上げるにはどうし
たらよいでしょうか？一つは駅に投票所を
作ることです。今日本各地で初めています。
もう一つは職場です、働いている職場で投
票できるようにすればいいんです。色々な
所から集まって出勤していれば、色々な所
での投票をできるようにすればいいんです。
これもヨーロッパでは普通にやっています。
そして供託金制度があります。お金がな
いと選挙に出られないという訳の分からな
い制度です、お金持ちでないと候補者にな
れない。これは明らかに被選挙権の制限な
んんです、明確な権利侵害です。私は障害
者運動をやっているからよく分かりますが、
本当に障害者は投票行為そのものが大変で
す。
そうした問題が現行制度の問題点として
わんさかありますが、結構このような事は
指摘されていますが、なかなか改善されず、

「投票率が低いのは国民の意識が低いから」
なんて事をずっと言っているわけです。

全て投票行為が地域で
行われる事の意味
そして多摩住民自治研究所としての自覚。
すべての選挙が地域・自治体で投票される
ことの意味、これはものすごく大きいんで
す。今の日本の制度だと、国会議員の選挙
もの都議会議員の選挙も全部同じ投票所で
投票しているでしょう。という事は、結局
政治意識をどうするかという問題は、地方
自治体・地域社会の単位だということにな
るんです。だからこのような集団でも、国
家権力の動きについてもちゃんとキャッチ
して、地域の課題と直接的に結びつかなかっ
たとして、絶えず問題提起をしていくとい
う構えが一方では必要なんです。
このまえ韓国の政治情勢について講演し
たばかりですが、韓国では同じ日に日本で
いう都道府県の長・議員・市町村の長・議
員・教育委員会の教育監も含め、七種類の
投票用紙で同じ日に投票をするんです。す
ると政治が全部繋がっていて、実はバラバ
ラじゃないとよくわかるんです。その時に
データを示しましたが、日本における都道
府県にあたる広域自治体が一七ありますが、
そのうちの二つを除いて全部文大統領の与

党が知事のクラスをとっているので。韓国
の政治情勢についてみんな何も知らないん
です。結局圧倒的に民主党がとっているん
です。ソウル市では二五ある特別区のうち、
二二与党がとっているわけです。全然日本
で言っているような支持率の話とは違いま
す、国民の担保している力と言うのは、そ
ういう事を考えると、徴用工問題であれな
んであれ、どういう風な団結力が今韓国の
人民の中で表れているか分からずに、韓国
が勝手な事を言っているなんて話は通りま
せん。
つまり、私は韓国の地方自治に関わって
ずっと通ってきましたが、最初はどうして
いいか分からない雰囲気でした、でも、一
九九六年に私が第一回に行ってから今年で
二四年になりますが、そのうちの一四年過
ぎたあたりから明確にみんな意思をもって
前に出始めました。要するにボス支配から
突破し始めたという事です。その時に私が
繰り返し語ったのが二つの事だったんです。
一つは公務員の自覚的な民主主義の力を作
らなければならないのが一つ、もう一つが
住民自身が出会って学びあってウンと謙虚
になってお互いに自分の村・町についてど
うするかを語り合う事と、それが国政に結
び付いているんだと分かるようになる動き
です。これを私だけではもちろんなく、色々
な人が語り合ってできた到達点なんです。
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だから私は韓国のそれについてはずーっと
現場を歩いてみていますから、自信がある
わけです。どこかの中央の政権とは全然違
うといえるわけです。

地方自治研究所の存続する意味

うと、政治学習をやらなければダメなんで
す。二つ目は人権学習です。権利としての
自覚がないところで、政治を語ることはで
きないという、当たり前の事を徹底的にや
れるかどうか、そういう事をやって、その
他の政策的な学習とかプログラム的な学習
になるんです。今日は議員に新しくなられ
た方がおられるので、断言しておきますが、
「私の得意な分野はコレです」という議員
活動はやめなくてはいけません。全部をや
れないと、子どもの問題も高齢者の問題も、
なんでもできないとダメなんです、そんな
に沢山人数がいるわけじゃないんだから。
それらをきちんと考えないと、職員を励ま
すことができないんです。だから、私たち
がそういう意味では本気になって、トータ
ルした社会のプログラムを持てるようにす
る、それを改めて多摩住民自治研究所のプ
ログラムにしなければダメなんじゃないか、
というのが、私の培ってきた思いのなかで
言えることです。
これは多摩研の総会（五月二五日）で喋
る事のベースでもあります。多摩研が何の
ためにあるのかという事について、再来年
あたりで五〇周年になりますので、本当に
勉強してもしたりないわけで、そこを前に
進めるために、そういうものとして選挙と
いう物を評価する時に、じゃあ今度の選挙
の結果をどう読むかという話ですよね。そ

れらを我々が語るときに、「今回こうだっ
たよ」だけじゃすまないわけで、もっと前
進しなければいけないので、じゃあどうい
う事なの？と話し合えればいいなという想
いでお話をさせていただきました。

神子島 まずデータの説明をさせていた
だきます。今回首長選挙のデータを入れる
余裕がなかったので議会だけですが、表１
は四年前に統一地方選の座談会を行った、
『 緑の 風 』 vol.181
号に、ほぼ同じものを
出していて、それの今回の選挙バージョン
となります。多摩三〇市町村のうち、今回
議会の選挙のあった二二市町村のデータで
す。その中で新人の割合や平均年齢は、私
が打ち込んで算出したので、他に出ていな
いデータではないかと思います。あとは現
職落選者や六選以上している人の数などで
す。六選以上はどうも共産党が多いようで
す、保守系で長い人も勿論います。

四年前との比較

表２はこのデータと四年前のデータを比
較して出したもので、二二市町村の当選者
を年齢の若い順に並べると東久留米から国
分寺、下が檜原村ということで、一五歳く
らい差があることが分かります。前回と比
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それから多摩研がどういう事をするべき
かと言うと、情報活動・学習活動を本気に
なって組織する事をやります。はっきり言

座談会の風景
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べ全体で〇・八歳上がっています。いくつ
かの自治体では少し若返っていて、東大和
自民党の位置づけ
市では四歳も若返りました。
表３は二二市町村の新人議員の当選人数
表５ですが、今回自民党が良かったとい
と議席に占める割合という事で、こちらに う言われ方をしています。特に基礎自治体
いらっしゃる平井さんと水口さんはここに における選挙で自民党の位置づけが難しい
入っているわけです。特に小平市は一〇人 のは、国会議員だと公認ばかりですが、推
も新人が当選しており、すごいことですね。 薦や、自民党と名乗っていないけど党員だっ
表４は政党別の当選者における女性議員 たりとか、そういう人が多いので、数値が
数と、各党の当選者に占める女性の割合で つかみにくいんですね。議会に近いところ
す。母数の少ない維新を除けば、やはり自 にいる人には、「この人は自民党公認じゃ
民党が圧倒的に女性の割合が低く、七・八 ないけど、考え方や方針が近い、あるいは
％です。これでも前回の四・一％よりは上 同じ」ということが分かっても、有権者の
がっていますが、去年「政治分野における 多くにはそうしたことが見えにくいわけで
男女共同参画推進法」ができたにも関わら す。
ずこの数字というのは、ちょっと残念な数
とりあえず何も言っていない人は分かり
字です。
ませんが、推薦は公表しているので、公認
表４が多摩地域だけなのに対して、表４ と推薦の人数を集計して、議席に占める割
１
- は 区 議 や 全 国 の 市 議 も 入 っ て い る 表 で 合が高い順に二二市町村で並べました。一
す。右側が二〇一五年統一地方選のもので 番高いのが瑞穂町で、六二・五％が公認と
すが、前回は多摩地域の方が二三区よりも 推薦になります。福生市も高くて五七・九
女性議員の割合が高かったんですが、今回 ％です。下の方に行って武蔵野、多摩、国
は二三区の方が女性議員の割合が高くなっ 立、稲城、三鷹、武蔵村山と、市民派が強
たという事がわかります。特に自民党が区 そうなところの方が低くなっている傾向が
議の方は一八・五％なので、二三区ではあ 見えます。
る程度女性候補を立てたことが分かります。 八王子市を見ると、八王子の自民党の方
針だと思いますが、推薦は出さずに全部公
認にするやり方をして、しかも八王子は今
回新人が五人も増えていて、かなり自民党

は若手の掘り起こしに力を入れて選挙をやっ
たんだろうという事が分かります。ただし
議長だった現職が落ちて結構びっくりした
人もいたみたいですが、組織的な「票割り」
は、八王子に限らず、あまり得意ではない
ような感じはしています。

議員のなり手をどう育てる

表６は二〇一一年の統一地方選から、各
市町村ごとの女性議員の割合の変化を示し
たものです。一番右の指数にあるＣマイナ
スＡというのはこの八年間でどれくらい増
えたかというもので、全体でいうと四・九
％。ＣマイナスＢは、二〇一五年から比べ
てこの四年間で二・七％増えたことが分か
ります。個別にみると増えているところも
減っているところも当然あります。
細かいデータは後で見てもらえばと思い
ますが、このようなデータを抑えた上で関
連事項についてさらっと話します。データ
を見る時にどういう視点で見るのかという
のがありまして、例えば二〇一七年の四月
に、高知県大川村で村総会設置の検討がさ
れる話が出てニュースを賑わせました。
つい先日（四月二七日）もＮＨＫスペシャ
ル（崖っぷち！？わが町の議会）で地方議
会についてやった中で取り上げられていま
したが、要するに議員のなり手が減ってい
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るという話です。倍率が下がっているのも
ありますが、先ほどの池上さんの話ともつ
ながることで、ＮＨＫがそういう特集をや
ること自体は悪くないんだけれども、当然
マクロな視点・国全体で見た話になるわけ
です。なり手が減っているというのは確か
にそうだけれど、ナショナルなレベルの取
り上げられ方だと、マクロな話中心で、何
が地域で争点なのか、何が自分の地域で求
められているのかという、具体的な政策の
話のしようがないわけです。基礎自治体の
話を考える時に結局は個別にそれぞれ課題
が違い、それぞれの地域で考えなくてはい
けない。
そのうえで、まずなり手が少ない要因の
一つは、高齢化が進んでいるというだけで
はありません。さっきの自民党の話を考え
ると、自民党の新人とは、やっぱりＪＣと
かライオンズクラブとか経営者などの集ま
りがあって、そこで見込みのある人を政治
の世界に引っ張り上げていくルートがある
と思います。
じゃあ市民の側はというと、政治家にな
ろうとする前に、若い世代が入って政治に
ついて話し合ったり、学んだり、政治家に
出会ったりする場所というのがすごく限ら
れている。昔だったら政治家になるかどう
かは別として、学生運動とか、社会的・政
治的関心を持つ回路というのがあったけれ

ども、ここ二〇～三〇年そういう物が空洞
化しています。
先進的な自治体では色々な取り組みがあっ
て、オブザーバーだったり、あるいは議員
と色んな交流会をやったり、政策について
市民が話す機会を作って、新しい層育てる
ということをやっていないわけではないけ
れども、大きな動きではありません。その
ための場をこれからどう作っていくのかが
重要です。

多摩研がなんのためにあるのか
もう一つは、やはり地方で独自に動こう
としても動きにくい態勢が作られているた
め、閉塞感を感じている人が多いのではな
いかとも思います。
二〇一四年の五月に増田レポートで「自
治体消滅諭」が出てきて、それを受けるよ
うに「地方創生」政策が出てきました。ま
た、一見関係ないようですが、二〇一八年
の一二月に水道法改正というのが出てきま
した。水道といえば、公共財の最たるもの
のひとつです。
水道は自治体が管理しているものですが、
地域からの要求や議論の積み重ねでなく、
国が上から地方の制度をガシッと変えてし
まうような話です。水道法のコンセッショ
ン方式というのは、公共財としての水道の

基盤を危うくしかねないものです。
つまり地方自治にかかわる政治課題が中
央集権的にゆがめられてしまった近年の例
が、地方創生法だったり水道法だったりす
るわけです。地方創生は形としては地域が
やることになっていますが、国がお膳立て
をして、ほとんどの自治体でコンサルの作っ
た金太郎アメみたいなプランが出来上がり
ました。
やっぱり地方自治がまだ上から自民党政
治によってつくられてしまって、本当の自
治ができていないわけです。
多摩研が今回の統一地方選で、もっと個々
別々の三多摩の自治体ごとの色々な政策課
題・政治課題について発信しつつ、それが
現在の地方自治制度の枠組みとどう関わっ
てくるのかをさらに問いかけるようなこと
が必要だったわけですが、そこまでできて
いないという現状があります。
先ほどの「多摩研がなんのためにあるの
か」という話につながりますが、やはりそ
ういうところまで今後は考えていかなけれ
ばいけないのだろうなと、今回のデータと
選挙について振り返りながら考えました。
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●vol.43
『朝日新聞』2019年4月22日掲載の年齢をもとに算出
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2019年
表1

11

統一地方選

三多摩22市町村議選
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表２ 22市町村の当選者・候補者の平均年齢（当選者の若い順に並べた）

前回選挙のデータは、データ多摩vol.22（『緑の風』vol.181）でまとめたもの
を利用。以降、断りのない限り同じ。
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表３ 22市町村

13

新人議員の当選人数と議席に占める割合
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表6 多摩地域22市町村

女性議員数と議席に占める割合

16

表5 22市町村における、自民党の公認＋推薦の占める割合
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表4 政党別：当選者における女性議員と、各党の当選者に占める女性の割合

『読売』2019年4月22日朝刊のデータより算出。

『読売』2015年4月27日朝刊のデータより算出。

表4.1
左表
政党別女性当選者割合 2019年

下表
政党別女性議員の割合 2015年

14

『緑の風』編集委員

●vol.43

統一地方選挙座談会

３多摩２２市町村の各種データ
表7

多摩地域22市町村統一地方選挙投票率の推移とその差

各投票率の数値はそれぞれの自治体選挙管理委員会発表のもの。
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