衆議院倫理選挙特別委員会速記録（議事速報）
平成 24 年 8 月 24 日

開会に先立ちまして︑自由民主党・無所属の会︑
国民の生活が第一・きづな︑公明党︑日本共産党︑
社会民主党・市民連合︑みんなの党所属委員に対
し︑出席を要請いたしましたが︑出席が得られま
せ ん︒
再度理事をして出席を要請させます︒

午前九時三十分開議
︱︱︱︱◇︱︱︱︱︱
○赤松委員長 これより会議を開きます︒

りがとうございます︒
三年前の八月に政権交代をいたしました︒九三
年に小選挙区比例代表並立制が導入されて︑政権
交代可能な選挙制度に大きく変わったものと思っ
ております︒そして去年は︑ちょうどこの時期︑
菅総理が公債特例法案の可決を見届けて︑辞任を

を改正する法律案を議題といたします︒
質疑の申し出がありますので︑これを許します︒
小室寿明君︒
○小室委員 おはようございます︒民主党・無所
属クラブの小室寿明です︒
本日は質問の機会をいただきまして︑本当にあ

の要望もなく︑出席もありませんので︑審査に入
ることができません︒委員長としてまことに残念
に存じます︒
︱︱︱︱◇︱︱︱︱︱
○赤松委員長 樽床伸二君外九名提出︑公職選挙
法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部

去る七月二十七日に提出され︑昨日付託となり
ました細田博之君外二名提出の衆議院小選挙区選
出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正
するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定
審議会設置法の一部を改正する法律案につきまし
ては︑いまだ提出者側から趣旨説明を行いたいと

んなの党所属委員の出席が得られません︒やむを
得ず議事を進めます︒
この際︑理事会協議に基づき︑一言申し上げま
す︒

まず︑選挙制度改革︑これは︑民主主義の土台
でありますし︑議員個々の身分にもかかわってく

で︑どうぞよろしくお願いを申し上げます︒
きょうは︑野党の皆さん︑いらっしゃらなくて
あれですけれども︑国民の皆さんが報道あるいは
ネット等を通じてごらんをいただいていると思い
ますので︑法案の中身等々について質疑をさせて
いただきます︒

政局が先走って︑国民の皆さんに非常にわかり
にくい︑そして政治が混乱をしているように思わ
れるのは非常に残念でありますし︑そういう中に
あって︑私どもは粛々と︑やるべきことをやはり
一つずつ前に進めていきたいと思います︒そうい
う思いで質疑をさせていただきたいと思いますの

欠席をされております︒特に︑同僚の後藤委員も
昨日指摘をしておりますけれども︑法案が提出さ
れているにもかかわらず︑みずからが提出した法
案の趣旨説明も審議もされないというのは︑これ
はおかしいということをまず指摘させていただき
たいと思います︒

て非常に重要だと思っておりますし︑この提案さ
れております一票の格差是正︑そして身を切る改
革である衆議院の定数是正︑そして民意をきちっ
と反映していく選挙制度改革︑これをセットで実
現していきたいというふうに思っております︒
残念ながら︑昨日に引き続いて︑野党の皆さん︑

中で︑政局絡みの夏にいつもなっているというこ
とは私は大変残念に思っております︒
その中で︑やるべきことをやはりちゃんとやら
なきゃいけない︒公債特例法案も国民生活にとっ

たします︒

議録と受け取られることのないようお願いい

ので︑審議の際の引用に当たっては正規の会

今後︑訂正︑削除が行われる場合があります

は︑原発言のまま掲載しています︒

発言︑理事会で協議することとされた発言等

後刻速記録を調査して処置することとされた

版で︑一般への公開用ではありません︒

までの間︑審議の参考に供するための未定稿

この際︑暫時休憩いたします︒
午前九時三十一分休憩
︱︱︱︱◇︱︱︱︱︱
午前九時四十五分開議
○赤松委員長 休憩前に引き続き会議を開きます︒
理事をして再度出席を要請させましたが︑自由

表明されたわけでございます︒今日︑参議院で与
野党が逆転をしておりますから︑ねじれた状況の

この議事速報は︑正規の会議録が発行される

民主党・無所属の会︑国民の生活が第一・きづな︑
公明党︑日本共産党︑社会民主党・市民連合︑み
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の二十一日までに合意を得られませんでした︒各
党言っておられることが︑それぞれの党の御意見

数回にわたり開きまして︑与野党幹事長︑また書
記局長の皆様からは大所高所からの議論もいただ
きながら進んでまいりました︒
できるだけ丁寧に丁寧にということで進めてま
いりましたが︑残念ながら︑目標期限としてまい
りました当初の会期末の六月二十一日︑この国会

のように考えております︒ゆえに︑昨年の十月︑
今から十カ月近く前に︑各党に呼びかけまして︑
正式には衆議院選挙制度に関する各党協議会︑こ
れを設置させていただきました︒不肖私が座長に
なりまして︑十六回協議をいたしました︒その間
に︑要所要所で与野党の幹事長・書記局長会談も

ことが重要だと思いますけれども︑野党の御批判
について︑提出者はどのようにお考えになってい
るのか︑その見解をお伺いしたいと思います︒
○樽床議員 今の小室委員の御指摘のとおりであ
りまして︑選挙制度は︑できるだけ与野党間で話
し合いをして合意を得て進むべきものである︑こ

与野党での合意をつくっていくということは︑
私は大変重要なことだと思いますし︑そのために
我が民主党は力を尽くしてきたとこの間思ってお
ります︒委員会審議の件についても︑お互いに議
論をした上で法案を提出しているわけですから︑
この委員会審議の中でしっかり議論を深めていく

る大変重要な問題でございます︒
野党の皆さんは︑与野党合意が大前提だ︑委員
会審議︑横暴ではないか︑こういう御指摘がある
わけであります︒

しかし︑それでも私どもは︑立場が逆のような
気がいたしますが︑そう言わないで︑とにかく︑

しかし︑なかなか提出をされない︒ようやく先
月の末に提出をされました︒さあこれで議論がで
きる︑このように思っておりましたら︑出された
法案を︑提出された自民党の方が︑この委員会に
付託をしない︑こういう︑ちょっと私にとりまし
ては理解ができない対応をされてまいりました︒

お話でありましたので︑それはいいことではない
かということで︑提出を待っておりました︒法案
が出たら︑それをこの委員会で︑両方︑国民の皆
さん方の前で責任を持って議論をして︑結論を出
していこう︑こういうことで︑ずっと一貫して呼
びかけてまいりました︒

すか︑八カ月にわたりまして行ってきた︒このこ
とは︑私は誇ってもいいのではないかと考えてお
ります︒
また︑先ほどお話がありましたように︑私ども
が六月十八日に民主党案を提出いたしまして︑自
民党の方からは︑自分たちも案を出す︑こういう

どもは︑本改正案を提出して︑これからは国会の
場で︑委員会の場で正式にしっかり議論をして決
めていきたい︑このように考えたところでありま
す︒
よって︑法案提出に至るまでの過程で︑最大限
の与野党の合意を得る努力を︑今から十カ月前で

は理解できますが︑いろいろな多種多様な意見が
ありまして︑全党がまとまって一つの案を得ると
いうことがなかなか難しい︑こういうことになり
ましたので︑司法からの要請もありますので︑私

このように願っております︒
一言つけ加えますと︑できるだけの努力をして

もが認識している限りでは一度もなかったわけで
ありますから︑前代未聞のことにどうやって対応
していいのか︑私どもも大変苦悩している︑戸惑
っているというのが︑正直︑私の偽らざる思いで
あります︒さはさりながら︑粛々とこの議論を行
っていただいて︑速やかな御判断をいただきたい︑

出て︑皆さんに出席をいただいて︑どちらがいい
のかということが議論できると思っておりました
ら︑先ほど委員長からもお話がありましたように︑
おりているけれども趣旨説明をしない︑こういう︑
小室議員もおっしゃったように前代未聞の状況に
なっておりまして︑今までこういうことは︑私ど

案の審議を始めざるを得ない︑このような︑委員
長以下︑理事会の皆さん方の御判断をいただいた
と思って︑粛々とこの委員会での質疑に応じさせ
ていただいているということであります︒
昨日︑委員会に付託をされました︒ようやく付
託をされた︒きょうは︑実は︑本来は自民党案も

が当たり前のことを言っておりますので︑だった
ら今週の月曜日にこの委員会におろしましょうと
いうことを合意したにもかかわらず︑当日になっ
て︑やはりだめだ︑こういう話になりまして︑こ
れは一体どうなっておるんだと︒こういうことで︑
私どもはやむを得ず︑私どもが出しております法

あなた方が出された法案なんだから︑それを早く
この委員会におろしてくださいとこちらがお願い
をしてまいりました︒
ようやくお盆が明けて今週初めに︑私どもの方

‑ 2 ‑

衆議院倫理選挙特別委員会速記録（議事速報）
平成 24 年 8 月 24 日

ついて議論を深めていきたいわけですけれども︑
本来提出者にお伺いすべきではありますが︑民主

減の法案を提出されておられます︒憲法違反状態
でありますから︑一日も早くこれを是正して︑民
意を問う手段︑土台をつくり上げていかなきゃい
けない︒これは待ったなしということはよくわか
るんですが︑民主党案と自民党案が出ているわけ
でございます︒〇増五減だけの自民党案の中身に

はり知恵を絞って合意をつくっていく︑その合意
形成をやるためのまさに国会だと私は思うんです
けれども︑そのことを最後まで私ども求め続けて
いきたいと思います︒
そこで︑本来︑自民党の提出者にお聞きをした
いわけでありますが︑今回︑自民党さんは〇増五

だいて︑ありがとうございました︒
御苦労なさったことと思いますが︑できればや
はり野党の皆さんもここにお出かけをいただいて︑
しっかり議論をして︑そして合意形成を図ってい
く︒きょう︑議場にも歴代の議員の皆さんの肖像
もかかっていますけれども︑長い歴史の中で︑や

まれであるという過去の経緯もありますので︑十
分に努力はしながら︑最後は民主主義のルールに
基づいて決めていくというのが私は王道ではない
かと考えている次第であります︒
以上です︒
○小室委員 思いのこもった丁寧な御答弁をいた

合意を得ることはもちろんでありますが︑しかし︑
過去︑選挙制度に関するさまざまな議論の中で︑
全ての政党が同じ意見を持って︑全ての方が同じ
意見で合意をして選挙制度が変わったという例は

であります︒
ですから︑私どもは︑中小政党の皆さん方に対

たしましたが︑それでもだめだと言われたわけで
あります︒
それで︑私どもは︑与野党幹事長会談に上げて︑
与野党幹事長会談でいただいた答えは︑三点セッ
トでもう一度進めなさい︑こういう決定をいただ
いたので三点セットで進めてきたというのが経緯

しかし︑その後も私は粘り強く︑司法からの要
請もあるしということで申し上げて︑最終的には︑
抜本改革と定数削減を含めて︑それは先行した後
ちゃんとやりますということで︑附帯決議に案文
まで書いて︑ここまでやりますから信用してくだ
さい︑食い逃げはしませんということで提案をい

年の十一月︑十月の段階で私は提案をいたしまし
た︒しかし︑ほとんどの政党がそれはだめだとい
うことで拒否をされまして︑定数削減と抜本改革︑
それとこの一票の格差の是正︑これを三点セット
でやりなさい︑大多数の政党がそのように言われ
て私の提案に強く反対をされました︒

にわたる各党協議会の︑私の記憶では第三回目の
会合におきまして︑〇増五減案の先行を提案した
のは座長である私であります︒それは︑憲法違反
という︑違憲︑違法状態を放置できないというこ
とをもう昨年の秋の段階で私は申し上げて︑まず
はそれを先にさせていただきたいということを昨

党提案者としてはどのような見解をお持ちなのか
ということを︑この際︑お伺いしておきたいと思
います︒
○樽床議員 実は︑先ほど申し上げました十六回

きるように︑そういう措置もとっているわけでご
ざいます︒

りたいと思っております︒
○小室委員 ありがとうございました︒
違憲状態の解消は待ったなし︑よもや〇増五減
すらやらないということはあり得ないということ
でありますし︑民主党案では︑定数削減に配慮し
た上で︑中小政党が民意を反映した議席を回復で

のように思っているところであります︒
よもや︑間違っても︑〇増五減すら反対である
という︑我々心配をする︑そういう態度は︑立法
府のこの場に身を置く者としてあってはならない
行動だと認識をしておりますので︑速やかな御結
論をいただいて︑違憲︑違法状態を解消してまい

この時代の中で国民の皆さん方の信頼を得ること
ができない︑こういう大きな政治的環境の変化の
中で︑〇増五減の先行だけということは私は十分
ではないと︒だから︑プラスして︑あとの二点︑
定数削減︑それに伴う影響を緩和する選挙制度の
改正︑これをあわせて御理解をいただきたい︑こ

案を出させていただいているということでありま
す︒
自民党の〇増五減先行ということにつきまして
は︑当初の段階で私が提案をしたという経緯︑し
かし︑その後の経緯の中で︑やはり削減をしなけ
ればならない︑みずから身を切らなければ︑今︑

して最大限の配慮をしながら︑しかも︑私どもみ
ずからも定数削減によって最もダメージを受ける
ということを前提としながら︑しかし︑皆さんの
合意を得るためにということでこの三点セットの
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小選挙区が基本の制度であるということでありま
す︒

には︑政権選択︑民意の集約という機能を有して
おります小選挙区制度︑この小選挙区を中心とし
た選挙制度という点では変わらないものと考えて
おります︒それは︑総定数四百三十五になるわけ
でありますけれども︑そのうち小選挙区が二百九
十五ということになるわけですので︑あくまでも

摘もあるわけであります︒そこら辺についてどの
ようにお考えになっているのかということをお聞
きしたいと思います︒
○逢坂議員 お答えいたします︒
今御指摘の点でございますけれども︑我が党︑
民主党案︑これの改正後におきましても︑基本的

制の中に一部連用制を入れていくということであ
りまして︑少しわかりにくいといえばわかりにく
いわけでありまして︑国民の皆さんに︑この際︑
一部連用制を導入する意味ということについて御
説明をいただきたいと思いますし︑連用制という
やり方が︑諸外国では多党化を生むんだという指

し︑一方で︑公明党︑共産党︑社民党︑みんなの
党︑国民新党︑一から八議席︑議席がふえるとい
うことで︑中小政党にとっては︑定数削減の中で
も得票に応じた議席を得られる機会が拡大してい
く︑こういう配慮もなされているわけであります︒
この配慮でありますが︑小選挙区比例代表並立

きのう︑後藤委員が数字を挙げて御説明になり
ました︒民主党は︑今回の制度で前回の衆議院選
挙に当てはめて議席を計算すると︑四十議席減と
いう大変大きなダメージを受けるわけであります

加えて︑多様な民意を議席に反映させるための経
過的な激変緩和措置として︑三十五の連用制的比

比例代表において削減する定数幅は︑我が党がマ
ニフェストに示した八十ではなくて︑四十とする
こととした︑このことがまず一つでございます︒
その上で︑百四十の比例定数について︑比例定
数削減により低下する小選挙区の結果補正機能に
鑑み︑中小政党に配慮をするということ︑さらに

切る姿勢を率先して示すという基本姿勢︑これを
まずベースにするということ︒他方で︑比例選挙
が本来果たすべき小選挙区の結果補正機能︑これ
にも配慮をするということ︒それから︑先ほど答
弁もございましたけれども︑昨年来︑各党各会派
からいただいた御意見を最大限尊重して︑今回︑

連用制︑比例四十削減で百四十にして︑うち三十
五を連用制にするという︑その三十五というとこ
ろが少し説明が必要なところかなというふうにも
思うんですが︑この点︑どのようにお考えでしょ
うか︒
○逢坂議員 まず一つは︑政治家みずからが身を

であります︒
したがいまして︑改正後におきましても︑衆議
院議員総選挙区は︑その最大の意義であります政
権選択選挙との基本を引き続き維持している︑そ
う考えているところでございます︒
○小室委員 いささか事務的になりますが︑一部

その上で︑本改正案におきましては︑定数削減
によって低下した比例選挙の持つ小選挙区の結果
補正機能︑これを回復させるために︑全国比例及
び御指摘の連用制的比例枠を導入したということ

にくいところでございまして︑御説明をいただけ
ればありがたいと思います︒

小政党にも配慮した一部連用制という我が党の案
をしっかりと前進させていきたいというふうに思
っております︒
最後の質問にしたいと思いますが︑三十五の比
例連用枠でありますけれども︑具体的にどのよう
に当選人を決定していくのか︑これも少しわかり

わかりにくいという御指摘もありますし︑また︑
国民の皆さんに負担を強いる前にきちっと身を切
れ︑こういうことも当然のことだというふうに思
うわけであります︒
ぜひ︑今回の違憲状況を脱する〇増五減︑そし
て身を切る改革である四十の定数削減︑そして中

うことは︑私は非常に大きな進歩だったと思いま
すし︑現に︑日本では政権交代という形に結実を
しているわけであります︒
一方で︑国民の皆さんから政治に対する厳しい
視線も注がれております︒衆参でねじれた場合に
はなかなか物事が決まらない︑スピードに欠ける︑

国のようなところもあります︒何がベストとは私
は言いにくいと思いますけれども︑しかし︑日本
の政治︑選挙制度については︑小選挙区比例代表
並立制を九三年に導入し︑政権交代可能な︑国民
の皆さんが政策をきちっと選んで税金の使い道に
関与をしていく︑そういう仕組みをつくったとい

例枠を設けることとしたものでございます︒
○小室委員 選挙制度というのは︑いろいろ形が
あると思います︒単純小選挙区をとるイギリスの
ような例もありますし︑比例を基軸にした北欧諸
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おります︒野党の皆さんにもぜひ御出席をいただ
いて︑議論を深めさせていただきたいという思い
を申し上げさせていただいて︑私の質問を終わら
せていただきます︒
ありがとうございました︒
○赤松委員長 これより自由民主党・無所属の会

最終的な当選人数となる︑こういう方式でござい
ます︒
○小室委員 最後︑少し事務的な質問になってし
まって恐縮でございました︒
長い経過のあるこの選挙制度改革の問題につい
て︑総仕上げの時期に近づいてきていると思って

分することになります︒それから︑連用制的な方
法におきましては︑ドントの除数︑割る数ですね︑
これを各政党ごとに︑その政党の小選挙区の獲得
議席数足す一︑これで割っていくということにな
ります︒その上で︑それぞれの方式で各党に配分
された当選人の合計数︑これが各党の比例選挙の

とになります︒残りの三十五人については︑連用
制的な方法で当選人を決定するということにいた
しているわけです︒
具体的に言いますと︑単純ドントにおいては︑
各政党の得票数を︑いずれの政党についても︑一︑
二︑三という整数で順次割って各政党に議席を配

○逢坂議員 本改正案におきましては︑比例代表
選出議員の定数を百四十とするわけですが︑その
うちの百五人につきましては︑現行と同じく︑い
わゆる単純ドント式で当選人を決定するというこ

午前十一時四十分休憩
︱︱︱︱◇︱︱︱︱︱
︹休憩後は会議を開くに至らなかった︺

これにて社会民主党・市民連合の質疑時間は終
了いたしました︒
これよりみんなの党の質疑時間に入ります︒
これにてみんなの党の質疑時間は終了いたしま
した︒
この際︑休憩いたします︒

これにて公明党の質疑時間は終了いたしました︒
これより日本共産党の質疑時間に入ります︒
これにて日本共産党の質疑時間は終了いたしま
した︒
これより社会民主党・市民連合の質疑時間に入
ります︒

席︺
︹加藤︵公︶委員長代理退席︑委員長着
席︺
○赤松委員長 これにて国民の生活が第一・きづ
なの質疑時間は終了いたしました︒
これより公明党の質疑時間に入ります︒

終了いたしました︒
これより国民の生活が第一・きづなの質疑時間
に入ります︒
︹委員長退席︑加藤︵公︶委員長代理着

の質疑時間に入ります︒
これにて自由民主党・無所属の会の質疑時間は
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