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１．議員定数問題等に関する検討課題について

弘田委員長 ただいまから、議員定数問題等調査特別委員会を開きます。

本日は、議員定数問題等に関する検討課題等について御協議願うため、お集まり

いただきました。

それでは、お手元の協議事項の順に進めてまいりたいので、御協力願います。

弘田委員長

吉岡議事課長

初めに、議員定数問題等に関する検討課題についてであります。

このことにつきましては、前回の委員会で、１番から７番までの検討課題につい

て各会派の基本的な考え方をお伺いをいたしました。

御意見の概要を整理したものを、資料８としてお手元にお配りをしてあります。

それでは、事務局に資料の説明をさせます。

それでは、前回 9月 16 日の特別委員会で示されました各会派の御意見につきまし

て、資料としてまとめましたので、御説明させていただきます。

資料８を御覧ください。まず、各会派から、検討課題に対する御意見の前に、特

別委員会での議論の進め方、全体の考え方等に関する御意見がございましたので、

その御意見について一番上の囲みに記載をしております。

まず、自民党からは、コロナが収束した場合の社会の在り方、また都市と地方の

人口の動態、移住やその他の状況を考えて、地方議会の在り方がどのようになって

いくのか。また、地方議会も参議院の合区解消を求めており、人口の少ない地域や

地方の声をいかに反映させていくか、国での議論の動向も見なければならない。今

の定数、選挙区を維持することを基本に、また近隣他県や人口等を含めた類似の他

県の状況も注視しながら、議論を進めていくべきとの御意見。県民の会からは、議

員定数を何人にするのかといったような議論ではなく、郡部の声が県政に届きにく

くなっていること、また選挙区事情が異なっているということ、その辺りの議論か

ら始めるべきではないかといった御意見。共産党からは、１票の格差の是正という

問題も大きいと思うし、小選挙区、いわゆる１人区が持つ問題点の解決をすること

の議論は必要だと思うとの御意見。公明党からは、単に人口が減ったから合区をす

ればいいということではなく、地域の声を生かしていくといったベースも担保した

上で、定数は考えていかなければならないのではないかといった御意見。一燈立志

の会からは、基本は現行どおりと思うが、今後他会派の皆さんとも議論し、対応を

決めていくといった御意見がございました。

そして次に、各項目ごとにいただきました御意見を、下の表の各欄中央に整理し

て記載しております。

まず、１番の「議員定数」についてでございますが、自民党からは、今の定数を

維持することを基本とし、議論を進めていくべき。県民の会からは、定数の議論で

はなく、郡部の声が届きにくい等の議論から始めるべきではとの御意見。共産党か

らは、これ以上減らすことは考えるべきではない。常任委員会で議論が深まりきら

ないこともあるとの御意見。公明党からは、基本的には現行で。他県の人口規模の

状況を見ながら何名が適切か検討すべきとの御意見。一燈立志の会からは、委員会

での議論、また参議院の合区に意見をしてきたこととの整合性を考え、定数をむや

みに減らすことには反対であるといった、総じて現行維持あるいは削減には否定的

な御意見となっています。

右の欄を御覧ください。この欄には、前回平成 29 年と前々回平成 26 年の特別委

員会報告からの各項目の結論とその理由を抜き出して、参考までに記載をしており
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ます。現在の定数は、26 年の特別委員会の時に 39 名から２名削減すると決定したも

ので、その改正理由としましては、「県人口の減少、市町村議会議員の削減が行われ

ている状況にあって議員定数削減は避けられない。各選挙区定数の見直しと関連し

て削減を考えていくべき」として、その後の協議が進められ、土佐市選挙区と高岡

郡選挙区の定数の見直しとなり、最終的に定数は２名減の 37 名となったものです。

そして、次の 29 年の特別委員会においては、この 37 名の定数をこれ以上削減する

と常任委員会の活発な議論ができなくなるとして、現状維持 37 名のままとされてお

ります。

続きまして、２番の「選挙区」についてでございます。自民党からは、今の選挙

区を維持することを基本とし、議論を進めていくべき。県民の会は、現行の選挙区

を基本として議論を進める。共産党は、黒潮町選挙区は小選挙区の解消という観点

からも検討をとの御意見。公明党は、基本的には現行で。一燈立志の会も、基本は

現行どおりでとの御意見で、多くは現行の選挙区を基本としてとの御意見で、共産

党のみ黒潮町選挙区の見直しの検討をと、具体的な御意見が出ております。

右の欄、過去２回の特別委員会での結論と理由は、26 年は選挙区は現行どおりと

するとされており、選挙区の見直しはございませんでした。その理由として、「選挙

区の抜本的な見直しを行うには、市町村や地域住民の意見を聞く必要があること、

また次の県議会議員一般選挙が平成 27 年４月に行われることを考えると、検討や住

民への周知期間が不十分である」といった理由によります。ただし、「次の見直しの

機会では、選挙区等をゼロベースで見直していく作業が必要になると思われる」と

意見を付しております。

なお、参考までにこのときの特別委員会のスケジュールを申し上げますと、平成

25 年２月から平成 26 年３月まで調査、翌平成 27 年４月選挙となっておりました。

そして、次の 29 年の委員会では、高岡郡選挙区を関係の首長との意見交換なども行

った上で、２つに分区をしています。その理由は、「高岡郡は面積が広大であり、生

活圏も分かれていることから、民意を県政に反映させていくためには、川筋で分区

する必要がある」といったものでございます。

３番の「強制合区」でございますが、この規定に該当する現行の選挙区はありま

せんので、飛ばさせていただきます。

４番の市の「任意合区」、室戸市、安芸市、土佐清水市が該当しますが、まず自民

党は、今の選挙区を維持することを基本とし、議論を進めていくべき。県民の会は、

現行の選挙区でよい。共産党は、地域的な要素の問題も含むので、検討しなくても

いい。公明党は、基本的には現行で。一燈立志の会も、基本は現行どおりとの御意

見で、概ね現行どおりでということで、この項目での具体的な見直しの御意見はご

ざいませんでした。

過去の特別委員会での議論も、26 年は現行どおりとして見直しはなく、次の 29

年の委員会でも、「合区すると面積が広くなり、県民の意見を県政に反映させること

が難しくなる。今の人口の状況では、現行の定数や配置は適正である」といった理

由から現行どおりとされています。

５番の「町村の区域の単独選挙区」でございます。具体的には、黒潮町選挙区が

該当しますが、自民党は、今の選挙区を維持することを基本として議論を進めてい

くべき。県民の会も、現行でよいのではないか。共産党は、２番の「選挙区」のと

ころでお話ございました、検討すべき課題である。公明党は、基本的には現行で。

一燈立志の会も、基本は現行どおりでとの御意見で、多くの会派は現行どおりでと

の御意見でしたが、共産党からは、黒潮町選挙区については検討すべき課題である
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弘田委員長

弘田委員長

との御意見でございました。

過去の議論、26 年も 29 年も黒潮町は現行どおりとされています。その理由として、

29 年の報告では、「合併により一つの町の選挙区となった経緯があること、また津波

対策など地域の課題の大きさから、単独の選挙区を維持する」とされております。

続きまして、６番の「衆議院小選挙区特例」です。高知市の分区ということにな

りますが、これは各会派とも現行でよいや、衆議院が分かれているからという話で

はない、分区する必要がないといった御意見で、分区はしないということで一致を

しております。過去２回の特別委員会でも、分区しないとの結論となっております。

最後に、７番の現行のただし書の規定に関する御意見ですが、自民党からは、こ

れまでの経緯では、人口の逆転現象が起きてすぐに選挙区を改編しているわけでは

ないので、今の定数、選挙区を維持することを基本とし、議論を進めていくべき。

県民の会からは、選挙区ごとの面積、地域の特性等を考慮に入れ、またこれまでの

特別委員会の経緯、議論を踏まえて検討すべき。共産党からは、香美市選挙区が１

人で、宿毛市・大月町・三原村選挙区が２人という人口の逆転現象については、検

討すべき課題。公明党からは、基本的には現行のままで。即改正ではなく、若干の

経過も判断をしながらやっていかなければならない。一燈立志の会からは､基本は現

行どおりでとの御意見でございました。

このただし書については、26 年の委員会の見直しで決定したものでございます。

26 年は、高知市の２人分を配当順位の高い方から順に、吾川郡選挙区、宿毛市・大

月町・三原村選挙区に配分しておりました。29 年の特別委員会では、「高知市の２増

分を配当基数の端数の大きい順に他の選挙区に機械的に配分すれば吾川郡、南国市

となるが、南国市とその次の配当順位である宿毛市・大月町・三原村の差はわずか

である。選挙区の面積が広いこと、県庁所在地から離れた郡部の声を県政に反映す

るためにも議員の確保は重要」とのことで、南国市選挙区ではなく、宿毛市・大月

町・三原村選挙区に配分するとして、現行のただし書適用となっております。

資料の説明につきましては、以上でございます。

よろしくお願いいたします。

それでは、資料８を参考にしながら、それぞれの検討課題について、順次協議を

進めてまいりたいと存じます。

まず、検討課題の１番、「議員定数」についてであります。この件につきましては、

現状を維持する、あるいはこれ以上減らさないという御意見が多く出されておりま

す。ただ、「定数の議論の前に、郡部の声が届きにくいこと等の議論をまず先にすべ

き」との御意見もありましたので、この場では各会派の御意見を確認することにと

どめ、その他の検討課題の議論が出そろってから結論を出すことにしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

（異議なし）

それでは、さよう決します。

なお、１番の「議員定数」について、資料８に記載されております御意見に対す

る質問や補足意見などがあれば、御発言願います。

（な し）
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弘田委員長

弘田委員長

弘田委員長

弘田委員長

弘田委員長

次に、２番以降の検討課題に移ります。

協議の進め方でありますが、まず該当のない項目や御意見の一致している項目に

ついて先に結論を出し、次いで御意見の分かれている項目について御協議いただく

ことといたします。また、７番の「ただし書きの適用」につきましては、議員定数

と選挙区についての結論が得られてから協議する必要がありますので、１番から６

番までの協議が全て終わってから議論いただくこととします。

まず、３番の「強制合区」につきましては該当がありませんので、検討課題から

除外するということで御異議ありませんか。

（異議なし）

それでは、さよう決します。

次に、４番の「市の区域の任意合区」につきましては、各会派とも「現行のとお

り」あるいは「検討しなくてもいい」ということで、御意見が一致しております。

その理由として、「今の選挙区を維持することを基本とし、議論を進めていくべき」

との御意見や、「地域的な要素の問題も含むため」などの御意見が出されております。

したがいまして、この件につきましては、現行のとおりということで御異議ありま

せんか。

（異議なし）

それでは、さよう決します。

次に、６番の「衆議院小選挙区特例」につきましては、各会派とも「現行のとお

り」、「高知市の分区はしない」ということで、御意見が一致しております。その理

由として、「今の選挙区を維持することを基本とし、議論を進めていくべき」との御

意見や、「衆議院が分かれているから、高知市を分けるという話ではない」などの御

意見が出されております。したがいまして、この件につきましても、現行のとおり

ということで、御異議ありませんか。

（異議なし）

それでは、さよう決します。

４番と６番につきましては、結論が得られましたので、今後各会派から出された

御意見も踏まえて、正副委員長で報告書への記載内容を調整し、今後の委員会で御

協議いただくこととしたいので、御了承願います。

（了 承）

次に、２番の「選挙区」についてであります。

この件につきましては、自由民主党、県民の会、公明党、一燈立志の会から、「現

行の選挙区を基本とする」という趣旨の御意見が出されております。日本共産党か

らは、「１人区の解消という観点から、黒潮町選挙区の在り方については検討すべき」

との御意見が出されております。

この黒潮町選挙区の在り方につきましては、５番の「町村の区域の単独選挙区」

と強く関連していることから、これを一括して「町村単独選挙区を含めた選挙区の
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弘田委員長

梶原委員

弘田委員長

上田(周)委員

弘田委員長

塚地委員

在り方」について協議することといたしますので、御了承願います。

（了 承）

また、資料８の上の段に、「国の参議院合区解消に向けた議論や他県の検討状況等

を参考にする必要がある」、「郡部の声が届きにくくなっていることなどの議論が必

要」、「地域の声を生かしていくというベースを担保しなければならない」、「１票の

格差の是正や１人区の問題解決の議論が必要」といった、議論の進め方等に対する

御意見が出されております。こうした御意見も踏まえて、選挙区の在り方について

御協議を願いたいと存じます。

それでは、各会派から順次御意見をお願いしたいと思います。

まず、自民党から。

選挙区の在り方については、前回会派での考えをお伝えしたとおり、基本的には

今の選挙区を維持することを基本として議論を進めていくべき。これには、様々な

理由があります。前回、申し上げましたように、今後の社会の在り方とか、また地

方の在り方、そして地方六団体として参議院に、少数の声をしっかり届けるように

参議院の合区解消を求めているという、それとの整合性も含めて、どこかで議論を

しなくちゃならないんですが、今現在コロナ禍の状況の中、また次期統一地方選ま

で時間がない中で、選挙区も含め抜本的に改革をするということになれば、やはり

地元市町村の市町村長や議会、また住民の皆さんの意見も広く聞いた上で進めるべ

きことだと思います。果たしてそういった議論ができる状況があるのか、時間があ

るのかといえば、今回は対象となってないですけども、３の「強制合区」なんかに

おいても、次回はまたこういったことも含めて、どちらにしてもかなりの抜本的な

改革というのを議論しなければならない。そういったところに向けて、今はいろん

な地域課題状況も検討しながら、基本的には現行を維持するという姿勢で臨むとい

うことだと思いますので、そういう点に至っては、選挙区においても基本は、今は

現行の選挙区を維持するということで議論をしていくということになろうかと思い

ます。

ありがとうございました。自民党としては、よろしいですかね。

それでは、県民の会。

前回、申し上げたとおりですが、会派で話しまして、今現在人口の急減といいま

すか、ここ 10 年間減少している中ですが、今回はこれまでどおりの選挙区でいこう

ということです。

ありがとうございました。

それでは、共産党、よろしくお願いします。

基本的には、議論の進め方のところでも申し上げたように、やっぱり１人区とい

うのが配当定数でいくと、17 選挙区のうち 12 選挙区が１人区の選挙区なんですね。

やはり１人区ということになると、どうしても多様な意見の反映が難しいという状

況がありますので、１人区をどう解消するかということも含めて、議論は私はやっ

ぱり必要だというふうに思っています。結局、いわゆるただし書規定で複数区がつ
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弘田委員長

塚地委員

弘田委員長

黒岩委員

弘田委員長

くられるという状況でもあるんですけれども、そういう状況から鑑みて、その抜本

的な問題は議論する必要があると。今回、そのことをどういう時間的余裕を持って

できるかということはあろうと思いますので、その点については皆さんの御意見も

伺う必要があるかなと思います。小選挙区制が持つ問題点というのは、今国会でも

議論をされているような問題点が多々ありますので、改善できるところは改善すべ

きではないのかということもあって、今回一つの町だけで１人区になっているとこ

ろについて、何か改善の余地がないのかという思いで少し試算をさせていただいた

資料を作らせてもらったので、お配りさせていただいてよろしいでしょうか。

わかりました。どうぞ。

（事務局、資料配付）

お配りさせていただいた資料は、私どもの問題提起に基づいて作成しました。左

端は現行の状況です。真ん中が１人区を解消するということで考えた場合に、どち

らかの市町村と合区にするという考え方になりますので、一つは四万十市選挙区と

の合併と、もう一つはお隣の中土佐町・檮原町・津野町・四万十町選挙区との合併

ということが検討されると思います。ただ、お隣を考えたときにも、文化的な圏域

とかいうことを考えると、四万十市選挙区との合併が面積的にも妥当なのではない

かと思いますので、ここの部分で数字を見ていただけたらと思います。

ここで、四万十市と黒潮町を合併した場合には、人口が４万 2,994 人ということ

になりまして、実は調整後の配当定数をもってしても２にしかなりません。つまり、

四万十市は２議席、黒潮町で１議席ということで、合併することによって定数は減

ってしまうという現状が出てくることになります。調整後の配当定数で２となった

ということは、もしこれを３にするとした場合には、ただし書をまた適用する必要

が出てまいります。そういう問題点も出てきますので、今後検討はやっぱりちょっ

と必要かなと。合併するということの是非について、なかなか解決しがたい問題は

あるなということを、検討した結果私どもも思っておりまして、やっぱり１人区の

解消ということを部分的に解消するということは極めて困難で、大きく議論をして

変えていくという方向をつくらないと、この解決方法には至らないなというふうに

思っているということです。

わかりました。ありがとうございました。

今、共産党から説明がありましたが、これに対する御意見や御質問は、各会派か

ら一通り発言をいただいてから、その後に他の御意見と併せて伺いたいと思います。

それでは、続きまして公明党、よろしくお願いいたします。

黒潮町の件につきましては、資料８を見る限りにおいては、過去の 26 年、29 年の

結論とその理由ということで載っておるとおりでありますので、過去の経緯も見た

上でどうするかということが当然出てくるかと思います。やはり、時勢的なものも

あるでしょうし、様々なそういった状況も鑑みて、私どもとしては、今回は現行ど

おりでいいんじゃないかという思いでおります。

よろしいですか。

それでは、一燈立志の会、よろしく。
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大石副委員長

弘田委員長

梶原委員

塚地委員

梶原委員

黒岩委員

塚地委員

黒岩委員

塚地委員

黒岩委員

塚地委員

私どもの会派では、まず検討するに当たって、郡部の声をどう担保するのか、そ

して議会の議論の質をどう担保するのかという、これが最も重要だという観点でい

うと、全体の定数は減らすべきでないというのを冒頭お話しさせていただきました。

そこと、１票の格差とのいわゆる調整というのが必要だということではあるんです

けれども、そういう中で選挙区、先ほど他会派の皆さんからもお話ありましたけれ

ども、１個１個やるというのは、もう抜本的な、それは議論はすべきだろうという

ふうに思います。

その中で、各地域それから市町村の皆さんの意見、さらには参議院の合区解消に

向けた議論の進捗とかですね、理論構築、この辺りもやはり研究はしていかないと

いけないというふうには思います。ただ一方で、黒潮町も前回でいうと、もともと

大方町と佐賀町が合併してなった経緯もございますし、そこからそれほど日もたっ

ていないということもあります。そういう意味で現行、今の状態で変更するという

ことではなくて、今回は現行どおりでいきながら、議論を継続して行っていくのが

望ましいのではないかというふうに考えております。

はい、ありがとうございました。

各会派から意見が出そろいました。共産党から新しい資料が出ました。どうしま

しょう。この場で協議してもいいんですけど、この資料に基づいて一旦会派に持っ

て帰って、会派の意見としてまた次回挙げてもらうということでいかがでしょうか。

急には深まりませんのでね。

確認なんですけど、先ほど塚地委員が御説明いただきましたように、これもこう

いった一つの案として出していただいたということですが、ただしかし、このとお

りにもし改正するとなれば、様々な課題とか研究すべき事項がまだあるということ

で、共産党としては、この案に向けた改正をしてはどうかという状況ではないとい

うことですよね。

そうですね。

それも踏まえて、これについては協議をしておきます。

この一覧を見ますと、調整後の配当定数のところで、高知市は２プラスというこ

とですか。17。

条例定数は 15 なんですけど、この調整後っていうのは小数点以下を調整したとき

の調整の数字なので－－。

今の 15 は変わらずということでいいんですか。

そうです。

そうなると、37 にならんでしょう。

条例定数は、要するにもともとのこの調整後の配当定数に対して、ただし書適用
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２．その他

(１) 次回開催日

黒岩委員

弘田委員長

弘田委員長

西内(隆)委員

書記

弘田委員長

西内(隆)委員

弘田委員長

にしてるわけですよね。高知市を 17 から 15 人に減らしましたと。じゃあその２を

どこへ持っていきますかっていう議論の結果、条例定数になって、その手前のこと

です。

わかりました。

それでは、この件につきましては、委員から新しい資料の提出がありましたので、

会派に持ち帰って検討していただく必要があろうかと存じます。また、国の参議院

合区解消に向けた議論の動向や、他県の検討状況を参考にする必要があるとの御意

見がありましたので、事務局にさらに調査をさせ、次回の委員会で報告させた上で、

引き続き協議していくということで、御異議ありませんか。

（異議なし）

それでは、さよう決します。

もし構わなければ、次の国勢調査があると思うんですけれども、今の減少率で見

た場合に、次の国勢調査にどのぐらいの人口になっておるかっていうのをちょっと

推計かなんかで見た上で、強制合区がどのぐらいの場所で起こり得るのかというの

を参考資料として見てみたいなっていうのはあるんですよね。

具体的にそういった数字が出せるかどうか分かりませんが、今現在、強制合区に

非常に近づいてきている選挙区というのがございますので、次回どれぐらいのとこ

ろがそういう可能性があるのかというようなものはお示しができるかと思います

が、シミュレーションみたいなものというところまでになると、少し厳しいかとい

うことで、そこはすみません、御了承いただければと思います。

今、事務局からシミュレーションがなかなか難しいというふうな意見がありまし

たが、お示しできる資料はあるということで、それでよろしいですかね。

はい。

そしたら、今西内(隆)委員の言った意見につきましては、事務局が資料を作成し

た時点で、次回のこの委員会までに資料を渡したいということでよろしくお願いを

いたします。

これで検討課題は、全て済んだということになりますね。よろしいですかね。

それでは、本日の協議はこの程度にとどめ、選挙区の在り方とともに、１番の「議

員定数」についてと、７番の「ただし書きの適用」につきましても、次回以降の委

員会で協議していくことといたしますので、御了承を願います。

（了 承）

弘田委員長 最後に、その他として、次回の委員会開催日についてであります。
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(２) その他

次回の委員会の開催日につきましては、正副委員長で日程を調整して、事務局か

ら連絡するようにいたしたいと思いますが、よろしくお願いをいたします。

弘田委員長

弘田委員長

最後に、その他で何かありませんか。

（な し）

それでは、以上で本日の議員定数問題等調査特別委員会を終わります。


