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2017年６⽉に決定された衆議院の選挙区改訂に合わせて次のデータを作成した

 国勢調査の町丁字と⼩選挙区の対応表
＋２選挙区に分割される町丁字の按分⽐率表

 国勢調査⼩地域（町丁字等）統計を集計した⼩選挙区統計データ

 ⼩選挙区のポリゴンデータ

（作成の⽬的）
 これらのデータの作成には、相当の⼿間が必要であり、各⾃が作成する
ことは⾮効率

 作成したデータをオープンデータとして公開することにより、選挙区に
関するデータの利活⽤が効率的になる

※実は、295選挙区になったときも同様なデータを作成した

１ 今回のデータ作成とその⽬的
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２ 戦後の衆議院選挙制度
・第40回総選挙（1993年7⽉）まで中選挙区制

→定数3⼈〜5⼈の中選挙区（末期には2、6⼈区も）、奄美群島区（定数1⼈）
→選挙区は市区郡（町村）を単位として設定

・1994年︓⼩選挙区⽐例代表並⽴制を採⽤
→第41回総選挙（1996年10⽉）で初実施（⼩選挙区300、⽐例200議席）

・第42回総選挙（2000年6⽉）⽐例を180議席に削減（総定数480議席）

・第47回総選挙（2014年12⽉）⼩選挙区を295議席に削減（総定数475議席）

・第48回総選挙（2017年10⽉）⼩選挙区を289議席に、⽐例を176議席に削減
（総定数465議席）
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３ 選挙制度と選挙区の設定
中選挙区時代・・
・定数が多い（選挙区が少ない、１選挙区当たりの⼈⼝が多い）

※第41回︓129選挙区
・１票の⼈⼝較差の制約が緩かった（３倍⽬途、５倍超のときも）

→選挙区設定の⾃由度が⾼い
→市区郡（町村）単位の設定で間に合った

⼩選挙区時代
・定数が１で選挙区数が多い
・１票の⼈⼝較差を２倍以内とするのが⽬標

※1990年国勢調査による⼈⼝⽬安 27.5万⼈〜54.9万⼈
・１⼈先取り⽅式による都道府県への定数配分

※1990年国勢調査による配分によると
島根県（定数3⼈）︓東京都（同25⼈）＝１︓1.8215

・⾶び地を作らないとのルール
→選挙区設定の⾃由度が低い
→市区を分割せざるを得ない

・平成の市町村⼤合併
→異なる選挙区の市町村の合併
→結果的に市町村が異なる選挙区に分割



さらに、「衆議院の⼩選挙区の区割りが⼤きく変わった」

資料︓2017年6⽉9⽇ 毎⽇新聞
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平成28年5⽉
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の⼀部改正
• 都道府県別定数配分はアダムス⽅式で⾏う
• アダムス⽅式による定数配分は10年に1度の⼤規模国勢調査で⾏う
• 簡易国勢調査では都道府県配分は変更せず、較差２倍は区割り改定で対応
• 各選挙区の⼈⼝について「⽇本国⺠の⼈⼝」に限る

• 衆議院議員の定数を10減する（⼩選挙区６減、⽐例代表４減）

• ⼩選挙区６減の対象はH27簡易国勢調査で議員１⼈当たり⼈⼝が少ない６県
• H27簡易国勢調査に基づく改定案の作成では、H32の将来⾒込み⼈⼝を踏まえ
て、較差２倍未満となるように区割りする

平成29年4⽉19⽇
衆議院議員選挙区画定審議会勧告

平成29年5⽉16⽇
公職選挙法改正法案を国会に提出

平成29年6⽉9⽇
公職選挙法改正法案を参議院で可決・成⽴ 6

４ 平成29年の選挙区改訂の経緯



５ 区割りの作成⽅針
• H32⾒込み⼈⼝＝H27⼈⼝×（H27／H22の⼈⼝⽐率）
• 各選挙のH27⼈⼝、H32⾒込み⼈⼝が、最⼩⼈⼝の２倍以内になるようにする
• 最⼩⼈⼝は⿃取県の２選挙区のうち⼈⼝が少ない⽅とする

→H27は⿃取2区、H32は⿃取1区
• ⼈⼝較差を２倍未満にするための改訂（選挙区の異動）は必要最⼩限とする

→２倍未満にするための改訂に関係ない選挙区は改定しない
→市町村合併による市区町の分割は解消されない

• 選挙区は⾶び地にしない
• 市区町村は分割しない

（例外）→分割しないと２倍未満にならない
→市区町村単位の⼊れ替えでは異動する⼈⼝が⼤きくなる
→現在分割されている市区町を⼀の選挙区とすると異動が⼤きくなる
→⾶び地となることを避けるために必要な場合
→県内最⼤市を分割しないと、地勢・交通等からみて合理的にならない

• ⾏政区画に併せ、地勢、交通その他の⾃然的社会的条件を総合的に考慮する
→郡の区域はできるだけ分割しない
→北海道では総合振興局、振興局の区域を尊重する

※今回、２町が異動
→東京都では区部と多摩地域の区域を尊重する
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６ 区割り改定の概要
• ６県で定数１減

⻘森県（4→3）、岩⼿県（4→3）、三重県（5→4）、奈良県（4→3）、
熊本県（5→4）、⿅児島県（5→4）

• ⼈⼝の最も少ない県（⿃取県）の区割りは現状維持

• 定数が減少する県の選挙区の作り直し
27選挙区→21選挙区

• 上限⼈⼝を上回る選挙区の改定（隣接含む） 56選挙区
• 下限⼈⼝を下回る選挙区の改定（隣接含む） 11選挙区
• その他の作成⽅針に基づく改定（北海道の振興局との整合） 3選挙区

⾒直し対象は97選挙区（→91選挙区）

• 市区町村の分割は88→105に増加
→分割解消 9市町
→新たに分割 26市区 （都区部では新たに９区が分割）
→分割の変更 10市区

※議員１⼈当たり⼈⼝＝東京都は⿃取県の1.844倍

これだけ分割があると
市町村単位の統計データ
の集計では不⼗分
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７ 較差是正の具体的な⽅法

• ⼈⼝が多すぎる選挙区の⼀部の地域を隣接選挙区に移す
（少なすぎる選挙区に隣接選挙区の⼀部を移す）
※移す地域は必要最⼩限に

• 移す「単位」は町丁字ではなくて、「投票区」が多い

• 町丁字が分割される

（例）
東京3区の品川区の第10〜13投票区を
７区に移す（元は品川区全域が3区）
→⻄五反⽥2丁⽬は22番〜32番、
⻄五反⽥8丁⽬は1番〜3番だけ
が移された（第11投票区）

3区
7区

• 町丁字等集計データの選挙区集計
が困難になる
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• さらに「番」が分割され、「号」単位になるケースも
（例）福岡2区の福岡市南区の4つの投票区を福岡5区に移す

このうち、⽼司1丁⽬では、次の地域は2区に残った
→1番1号〜1番17号、1番26号〜4番22号、

5番18号〜5番36号、6番、7番9号〜28号

背景地図︓ゼンリン住宅地図（住宅地図プリントサービスによる） 10



８ ⼩地域（町丁字等）の統計データを集計して、選挙区の統計データを作る

選挙区を定める地域単位

• 市区町村（現在）
• 旧市町村（平成12年）
• 役場の⽀所（出張所、地域センターなど）
• 町丁⽬・⼤字・字
• 番（住居表⽰）
• 号（住居表⽰）・地番

①町丁字等データを集計

②町丁字等データを
按分して集計

①町丁字等データをそのまま集計

• H27の町丁字等と選挙区の対応表を作ればよい
• 町丁字等データ（統計表）の地域識別番号に注意

1︓市区町村 2︓⼤字・町名 3︓字・丁⽬
→2と3がある地域での重複集計に注意する

• 町丁字の最⼩単位（3及び3のない2）に選挙区を対応付ける

公職選挙法では、このいずれか（旧市町村を除く）で選挙区の範囲を記述
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町丁字等データを集計する際の注意事項

１．「⼤字・町」と「丁⽬・字」の重複集計をしない

地域識別
番号

町丁字コード ⼤字・町名 字・丁⽬名 データ

2 0010 本町 250

2 0020 城町 200

3 002001 城町 １丁⽬ 85

3 002002 城町 ２丁⽬ 70

3 002003 城町 ３丁⽬ 45

2 0030 ⼤字⼭下 25

2 0040 ⼤字伊勢⼭ 666

3 004001 ⼤字伊勢⼭ 字畑⼭ 234

3 004002 ⼤字伊勢⼭ 字⼾⽯ 432

×

×

⼤字・町コード（4桁）と上4桁が同じ丁⽬・字がある⼤字・町は集計しない
（※今回は、このような⼤字・町には選挙区を割り振っていない）
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1) 市区町村（現在）
・市区町村名で選挙区を付ける

2) 旧市町村（H12）
a H12の町丁字名とH27の町丁字名を⽐較してどの旧市町村か同定する

→H27の町丁字は旧市町村でまとまっていることが多い
→現町丁字名に旧市町村名が冠されていることもある

b H12の市町村界データとH22町丁字境域データでマップを作成して、
町丁字がどの旧市町村か同定する
（H27の町丁字境域データは作業時未公開）

・町丁字に同定された旧市町村から選挙区を割り当てる

3) 役場の⽀所・出張所・地域センターなど
・役場のHP等で⽀所等の管轄区域の町丁字リストを探す
・リストで同定された⽀所等から選挙区を割り当てる

4) 町丁⽬・⼤字・字
・選挙区の町丁・⼤字・字と国勢調査の町丁字等と対応付ける
・ときどき、⼀致しないことがある → マップ化して位置を確認
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⼤分市の旧３市町村と
H22国勢調査町丁字

選挙区の定め⽅の例（埼⽟２区）

資料︓国⼟交通省国⼟政策局「国⼟数値情報
（⾏政界データ）H12年版
総務省統計局「平成22年国勢調査町丁字等境
域データ」

資料︓衆議院銀選挙区画定審議会「衆議院
⼩選挙区選出議員の選挙区の改定案につい
ての勧告」（平成29年4⽉19⽇）
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旧市町村にまたがる現在の
⼤字＝⼤分市廻栖野

（旧⼤分市、旧野津原町）



②町丁字等データを按分して集計
• 町丁字等が分割されているのは、42⼤字・町丁⽬

※全町丁字等数20万に⽐べれば少数だが、数千⼈の⼈⼝がある
• 改定前の295選挙区では、分割された町丁字は5だった

→船橋市三咲町（⾶び地が異なる選挙区）
練⾺区⽥柄3丁⽬、5丁⽬（明かに分割して選挙区を設定）
静岡市葵区瀬名川3丁⽬（15⼈だけ静岡4区、元清⽔市︖）
⼤分市⼤字廻栖野（合併した⼤分市と野津原町にまたがる⼤字）

分割された42⼤字・町丁⽬
【札幌市⻄区】発寒⼋条13丁⽬、発寒九条13丁⽬
【埼⽟県川⼝市】⼤字芝、芝塚原1丁⽬、芝⻄1丁⽬
【埼⽟県越⾕市】⼤字袋⼭、⼤字南荻島、⼤字上間久⾥
【千葉県船橋市】三咲町 【千葉県松⼾市】江⼾川周辺⽔域
【東京都港区】海岸3丁⽬
【東京都台東区】浅草2丁⽬、下⾕2丁⽬、⼊⾕1・2丁⽬、千束2丁⽬、⽇本堤2丁⽬
【東京都品川区】⻄五反⽥2・8丁⽬ 【東京都⽬⿊区】上⽬⿊2丁⽬、下⽬⿊4・5丁⽬、⽬⿊4丁⽬
【東京都中野区】野⽅2丁⽬、新井1丁⽬、中野1丁⽬ 【東京都練⾺区】⽥柄3・5丁⽬
【東京都多摩市】関⼾5丁⽬、聖ケ丘1丁⽬ 【相模原市南区】相南1・2・3丁⽬
【静岡市葵区】瀬名川3丁⽬ 【愛知県瀬⼾市】本郷町
【⼭⼝県周南市】呼坂本町（他の選挙区の町丁字を秘匿合算）
【福岡市城南区】七隈3丁⽬ 【福岡市南区】野多⽬4丁⽬、⽼司1丁⽬、鶴⽥4丁⽬、柏原1丁⽬
【⼤分市】廻栖野
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按分の⽐率は基本単位区の⼈⼝を集計して求める

• 住居表⽰地域では、原則、街区と基本単位区が⼀致しており、街区符号（住
居表⽰の「番」）が基本単位区の番号となっている

→選挙区が「番」で指定されていれば、対応する基本単位区の⼈⼝を
集計すると、各選挙区の⼈⼝となる。
※都区部内の町丁⽬はこれに該当、多摩市の２町丁⽬は基本単位区が
「番」と対応していなかった

• 基本単位区の番号が「番」と⼀致しないときは、「番」のマップと、基本単
位区の代表点のマップから割り当て

→例︓多摩市関⼾5丁⽬、聖ケ丘1丁⽬

• 「番」が割れている丁⽬では、調査区も同様に分割され、各選挙区の⼈⼝が
正しく求まるところもあった

→例︓福岡市南区⽼司1丁⽬

• 移る地域の境界が地物であるときは、地形図と基本単位区の代表点のマップ
から割り当て

→例︓越⾕市⼤字袋⼭、⼤字南荻島、⼤字上間久⾥
＝移る範囲が「東武伊勢崎線、国道4号、元荒川で区切られた区域」
とされている。
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品川区⻄五反⽥2・8丁⽬の街区符号（番）と基本単位区（調査区）代表点

【街区符号】 【基本単位区代表点】

資料︓街区符号は国⼟交通省国⼟政策局「位置参照情報」による。
基本単位区の代表点は総務省統計局「平成22年国勢調査基本単位区別集計都道府県編」による。 17



多摩市関⼾5丁⽬、聖ケ丘1丁⽬の街区符号（番）と基本単位区（調査区）代表点

【街区符号】 【基本単位区代表点】

資料︓街区符号は国⼟交通省国⼟政策局「位置参照情報」による。
基本単位区の代表点は総務省統計局「平成22年国勢調査基本単位区別集計都道府県編」による。

※街区より基本単位区の数が少ない
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福岡市南区⽼司1丁⽬（東部）の「番」「号」と基本単位区代表点、選挙区区割り

背景地図︓ゼンリン住宅地図（住宅地図プリントサービスによる） 19



町丁⽬内の按分・按分⽐率の例（H27⼈⼝）

市区町村 町丁字 総⼈⼝ 選挙区 基本単位区
集計⼈⼝

⽐率

越⾕市 ⼤字袋⼭ 13,566 埼⽟3区 4,568 0.3367
埼⽟13区 8,998 0.6633

品川区 ⻄五反⽥2丁⽬ 2,071 東京3区 990 0.4780
東京7区 1,081 0.5520

多摩市 関⼾5丁⽬ 1,319 東京21区 1,103 0.6781
東京23区 216 0.1636

静岡市葵区 瀬名川3丁⽬ 1,665 静岡1区 1,650 0.9910
静岡4区 15 0.0090

福岡市南区 ⽼司1丁⽬ 1,645 福岡2区 153 0.0930
福岡5区 1,492 0.9070

資料︓平成27年国勢調査⼩地域集計（基本単位区集計、町丁字等集計）
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町丁字等と選挙
区の対応表

分割町丁字等の
按分率表

町丁字等集計の
統計表

選挙区別統計表
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・秘匿データを適切に集計する
統計表では、数値が⼩さい場合、秘匿処理されることがある。
秘匿されると、当該⾏には“X”と表⽰し、その数は他の⾏に加算される。

地域識
別番号

町丁字
コード

秘匿処理 秘匿先
情報

合算地域 ⼤字・町名 字・丁⽬名 データ1 データ2

2 0050 ⼤⼿町 190 320

3 005001 合算地域あり 005002 ⼤⼿町 １丁⽬ 150 220

3 005002 秘匿地域 005001 ⼤⼿町 ２丁⽬ X X

3 005003 ⼤⼿町 ３丁⽬ 40 100

2 0120 合算地域あり 012001;012002 ⽇本橋 190 530

3 012001 秘匿地域 0120 ⽇本橋 １丁⽬ X X

3 012002 秘匿地域 0120 ⽇本橋 ２丁⽬ X X

3 012003 ⽇本橋 ３丁⽬ 40 120

× ×

× ×

⼤字・町が合算先のときは、その⼤字・町を集計し、その下の字・丁⽬は集計
しない。
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 以上の作業を⾏い、平成２２年国勢調査と平成２７年国
勢調査の⼩地域集計データを今回改定された289⼩選挙
区で集計し、選挙区統計表を作成した。

平成22年 19表、平成27年 13表
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（参考）国勢調査の⼩地域統計（基本単位区、町丁字）
• 基本単位区集計は１表のみ（総⼈⼝、男、⼥、世帯数）
• 町丁字等集計はH22は19表、H27は15表 ※⽚かっこは表番号、(未)は未公表
1) 2) 1) 2) 男⼥別⼈⼝・世帯数（1は基本単位区、2は町丁字等）
3) 3)年齢別×男⼥別⼈⼝・外国⼈⼈⼝
4) 4)配偶関係×男⼥別15歳以上⼈⼝
5) 5)世帯の種類・世帯の⼈員別世帯数・世帯⼈員
6) 6)世帯の家族類型別世帯数・世帯⼈員
7) 7)住宅の種類・住宅の所有の関係別世帯数・世帯⼈員
8) 8)住宅の建て⽅別主世帯数・主世帯⼈員
9)－住宅の種類・延べ⾯積別世帯数・世帯⼈員

10) 9)労働⼒状態別×男⼥別15歳以上⼈⼝
11)10)従業上の地位×男⼥別就業者数
12)11)産業⼤分類別×男⼥別15歳以上就業者数
13)13)居住期間×男⼥別⼈⼝
14) －在学か否かの別・最終卒業学校の種類別×男⼥別15歳以上⼈⼝
15) －在学学校・未就学の種類別×男⼥別在学者数及び未就学者数
16)(未)世帯の経済構成別世帯数
17)12)職業⼤分類別×男⼥別15歳以上就業者数
18)(未)常住地による従業地・通学地別×男⼥別15歳以上就業者及び15歳以上通学者数
19) －利⽤交通⼿段別・男⼥別⾃宅外就業者数及び通学者数
20)16)５年前の常住地×男⼥別⼈⼝（転⼊）
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 計算が正しいかチェックしたい。既に集計されたデータ
があれば、それと⽐較できる。

 総務省では、選挙区改訂の勧告（2017年4⽉）の参考資
料として各選挙区のH27⽇本⼈⼈⼝を公表しているので、
その数値と⽐較した。

H27の⽇本⼈⼈⼝
＝第３表集計データの「総⼈⼝」－「外国⼈⼈⼝」
※ただし、⼀部の選挙区では町丁字内按分して集計



多くの選挙区では公表値と集計値は⼀致。
⼀部、異なるところがある。隣接する選挙区での過不⾜は次のとおり。

選挙区１ 選挙区２ 過不⾜(⼈) 原因
北海道１区 北海道４区 ３ 按分誤差
埼⽟５区 埼⽟１区 ７１ A
埼⽟２区 埼⽟１５区 ４７ 按分誤差
埼⽟３区 埼⽟１３区 １３ 按分誤差
東京１区 東京２区 ２ 按分誤差
東京１４区 東京２区 ９６ 按分誤差
東京４区 東京３区 ６ 按分誤差
東京３区 東京７区 １３８ B
東京５区 東京７区 ８３ 按分誤差
東京７区 東京１０区 １３ 按分誤差
東京９区 東京１０区 ９ 按分誤差

選挙区1が集計値のほうが⽇本⼈⼈⼝が多い選挙区。（⼩数点以下四捨五⼊）
公表値は、総務省「衆議院⼩選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告 参考資料」（平成29年4⽉
19⽇）による

選挙区１ 選挙区２ 過不⾜(⼈) 原因
東京２１区 東京２３区 １３２ B
神奈川１３区 神奈川１４区 １９ 按分誤差
神奈川１３区 神奈川１６区 １３ 按分誤差
新潟３区 新潟４区 ７ C
静岡１区 静岡４区 ０ 按分誤差
愛知６区 愛知７区 ３ 按分誤差
岡⼭１区 岡⼭２区 ３ C
⼭⼝１区 ⼭⼝２区 ５ 按分誤差
福岡３区 福岡２区 ４ 按分誤差
福岡２区 福岡５区 １ 按分誤差
⼤分２区 ⼤分１区 １ 按分誤差

想定される差の原因
按分誤差︓按分⽐率と実際の外国⼈の⽐率が異なっているための誤差と想定される
A︓町丁⽬の分割はなく按分計算対象外であり、差の原因は不明
B︓按分計算しているが、対象地域の外国⼈⼈⼝からみて、想定される按分誤差を超えた差となっている
C︓町丁⽬の分割はなく按分計算対象外であるが、国勢調査の町丁字と実際の町丁字に差がある可能性がある
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 選挙区の統計データができたので、マップ化したい。
→選挙区のポリゴンデータを作成した
→第１弾は概略版（40万の1〜100万分の1程度）

300選挙区、295選挙区当時に作成したもののリバイス
ただし、今回の町丁字の分割されたところは詳細に作成

→第２弾は詳細版（2.5万分の1〜1万分の1程度）

 選挙区統計データ、ポリゴンデータは下のURLで公開中
（町丁字と選挙区の対応表、按分表も公開）
http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/~nishizawa/senkyoku/
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９ ⼩選挙区のポリゴンデータの作成
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 詳細版ポリゴンデータのラインの原典
・現在の市区町村

→国⼟数値情報の⾏政界データ（平成29年）
※元は国⼟地理院の数値地図（国⼟基本情報）

・旧市区町村（平成12年）
→国⼟数値情報の⾏政界データ（平成12年）をトレース

・町丁字境界
→平成22年国勢調査の町丁字境域データをトレース

※作業時に平成27年国勢調査の町丁字境域データが未公表
・町丁字が分割されたところ（番、号、地番）

→国⼟交通省の街区レベル位置参照情報、ゼンリンの住宅地図プリント
サービスから選挙区境界を判断し、国⼟地理院の地理院地図上境界線
を作図

※国⼟地理院⻑から測量成果の使⽤承認（平29情使、第286号）

 選挙区の⾯積
・現在の市区町村、旧市区町村（平成12年）

→平成27年国勢調査の⾯積（旧市町村も表章あり）
・現旧の市区町村が分割されているところ

→上記のポリゴンからGISで⾯積を求めた

→H22⼈⼝、H27⼈⼝、⼈⼝増加率、⾯積、⼈⼝密度等を基本集計表と
して合わせて公開
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http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/~nishizawa/senkyoku/
データ公開中につきご活⽤ください。

データの活⽤事例
 Code for Japanの中のCode for 選挙のチー
ムが構築した、「2017年衆議院選挙候補
者インフォ」のサイトで、郵便番号から選
挙区を検索する仕組みの元データとして活
⽤ http://kouhosha.info
「町丁字と選挙区の対応表」＋
「町名と郵便番号の対応表」（⽇本郵便）

「郵便番号と選挙区の対応表」

 ⽇経新聞の世論調査の分析記事で選挙区の
⼈⼝密度データが使⽤された。
（H29.12.26掲載）

 ＮＨＫのウェブ版で、⼩選挙区の統計
データと出⼝調査の関係をグラフ化した
ものが紹介された

http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2017_1024.html
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ご清聴ありがとうございました


