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（2021/5/30　現在） 小計→ 20 15+比単2 6 3+比単1

小選挙区 前回2017年
現職or事実上

統一
立憲 共産 れいわ 国民

東京1区 統一、当選 事実上統一 海江田万里
東京2区 統一、比例 現職 松尾明弘 細野真理 北村いたる
東京3区 現職 松原仁 香西克介
東京4区 井戸正枝 谷川智行
東京5区 統一、比例 現職 手塚仁雄 中村みかこ
東京6区 統一、当選 事実上統一 落合貴之
東京7区 統一、当選 現職 長妻昭 高橋アト
東京8区 吉田晴美 上保まさたけ辻村ちひろ
東京9区 統一（共産） 事実上統一 山岸一生
東京10区 鈴木庸介 (杉江真紀) 渡辺てる子 樽井良和
東京11区 現職 阿久津幸彦 西之原修斗
東京12区 統一 事実上統一 池内沙織
東京13区 北條智彦 沢田真吾
東京14区 事実上統一 木村たけつか
東京15区 比例 現職 （柿沢未途） 小堤東
東京16区 統一（初鹿） 水野素子 太田彩花
東京17区 新井杉生 円より子
東京18区 統一、当選 事実上統一 菅直人
東京19区 比例 事実上統一 末松義規
東京20区 統一、比例 事実上統一 宮本徹
東京21区 統一（社民） 事実上統一 大河原雅子
東京22区 比例 現職 山花郁夫 くしぶち万里
東京23区 統一(共産),比例 現職 伊藤俊輔 早川かん
東京24区 吉川ほのか 佐藤由美
東京25区 事実上統一 島田幸成

比例単独 笠井亮、坂井和歌子 山尾志桜里

25の選挙区を分類→ 事実上統一 10選挙区 ←調整出来ている区が結構ある

現職 8選挙区 ←政党中央間での合意が無いと進まない

非現職、並立 7選挙区 ←調整難航中又は比例位置付け

東京全選挙区の一本化調整状況

小選挙区で勝利するために、立憲野党間での候
補者調整が必要です。政党、候補者にとっては容
易なことではありませんが、現状を一覧表にしま
した（各党の公式HP等から）。

それぞれの区の市民要望：
（1）「事実上統一の区」は、早く公式発表して
欲しい！
（2）「現職区」は、政党中央間で早く調整して
欲しい！
（3）「非現職、並立区」は、格上げして一本化
して欲しい！

何がネックなのか？
どうすれば進むのか？
野党第一党の党首が、「政権を取った暁には、

共産党にも協力（閣外でも）して欲しい」という、
当たり前の表明をすれば進む。
それを嫌う支援団体があれば、政党として理を

尽くして協力要請することで前へ進めていただき
たい。
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前回2017年衆議院選挙における、
東京各区の与野党得票率グラフ

左側の青色棒グラフは、「立民+共産+社民」（複数候補者でも）合計
の得票率です。右側の茶色棒グラフは自公得票率。

■ このグラフから分かること：
・勝つためには、候補者一本化が必要。それでも勝てない場合もある。
・中間層の支持を得ることが大事

一方、比例が大事

従って、野党全体の議席数の
最大化を図る戦術は下記とな
ります：

1. 小選挙区で勝てる区は、
一本化する
2. その他の区では、比例票
を増やす。

実は、東京で立憲野党が獲得した13議席の内、比例が9でした。東京
比例ブロック定数17の内、過半数獲得ですから比例はとても大事です。
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その地域に候補者を立
てなければ、比例票は
稼げないのだろうか

衆議院選挙は比例が大事です。例えば
前回総選挙で、共産党は比例が11，沖
縄選挙区で1の当選でした。

小選挙区に候補者を立てないと、比
例票が出ないのではないかという懸念
について過去のデータで検証してみま
した。

この散布図は、共産党の比例票得票
率を、横軸2014年、縦軸2017年とし
て関係を見たものです。立民誕生ブー
ムの影響で全般に下がっていますが、
各地区別の相対比較ができます。候補
者有無の影響はどうだったでしょうか。

■は「候補者無し」の区ですが、回帰
直線の上もあり、必ずしも悪くはあり
ません。有権者は、統一への政治姿勢
を評価したのではないでしょうか。
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都議選の候補者も、1、2、3人区は、
かなり一本化されている

2021年都議選　予定候補者（2021/5/28現在）

選挙区 立民 共産 国民
千代田区 冨田なおき

中央区

武蔵野市 五十嵐えり

青梅市

昭島市 永元きょう子

小金井市 漢人明子（無）

島部 梅木けんじ

港区 大塚たかあき 野口ひろき

文京区 福手ゆう子

台東区 小柳しげる

渋谷区 中田たかし

荒川区 鈴木けんいち

立川市 酒井　大史

三鷹市 中村ひろし

府中市 からさわ地平

小平市 竹井ようこ

日野市 清水とし子

西東京市 石毛しげる いでしげ美津子

西多摩 宮﨑太朗

南多摩 斉藤れいな 上杉ただし

北多摩第二 興津秀憲 岩永やす代(ネ)

北多摩第四 原のり子

墨田区 伊藤大気 大澤　昇

目黒区 西崎つばさ 星見てい子

中野区 西沢けいた

豊島区 米倉春奈

北区 そねはじめ

北多摩第一 鈴木恵美子 尾崎あや子

北多摩第三 加藤良哉 田中とも子

1

人

区

2

人

区

3

人

区

東京都議選においても、立憲野党の共闘による前進が望まれます。
表中の着色部では競合はありません。1人区は全てです。2人区、3人
区においても調整の努力がされていることが伺えます。衆議院選との
バーターでお互い協力し合っている例もあります。
（注）定数4人区以上（13選挙区）は、全て野党候補複数の競い合いの構図となっています。
なお、れいわ新選組は人口の多い区に候補者を出しています。

引用【田辺都委員長】 出発点になっているのが、2017年の総選
挙です。小池百合子知事が「希望の党」をつくり、市民と野党が
積み上げてきた共闘を壊そうとしてきた。そのなかで立憲民主党
が結成され、共産党は共闘を守るために全力をあげました。その
後、手塚幹事長との間で、「今後の首長選挙などでは、可能な限
り協力していこう」との話し合いが始まった。

東京都レベルでは、立民・共産は共闘の協議を重ねている

立憲民主党手塚よしお都連幹事長
（写真左）と日本共産党田辺良彦都
委員長のトップ対談が、東京民報
（2021/5/14）に掲載されています。
https://www.jcp-tokyo.net/2021/0514/57671



1. 政党への候補者調整の要
請。自分の選挙区の位置づけ
をランクUPしてもらう

5

地域の市民組織は何をすべきか

2. 中身が大事。候補者
と政策協定を話し合う

3. 誰に一本化されても、皆
で応援できるように、街宣な
ど行動を共にする

たとえ最終的に、
一本化されな
かったとしても、
比例で野党の議
席を増やすこと
は大事な運動


