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【寄 稿】 

奥田八二氏が戦った 3 回の福岡県知事選を投票率でみる 
 

大西 直人  
 
 
 2021 年４月に行われた福岡県知事選の投票率は 29.61%にとどまった。同知事選として

は初めて 30%を切り、これまで最低だった 2015 年の 38.85%を 9.24 ポイントも下回り、史

上最低を更新した。日記研究の対象である奥田八二氏が、5 選を目指した亀井光氏を破って

初当選した 1983 年の知事選は 76.50%。激しい「九大対決」を制して再選を果たした 87 年

が 73.20%。大きな落差に改めて驚かされる。当時と今とで、何が変化したのか、考察した

い。 
 
 
10 人に 7 人が棄権 
 
 まず今回の知事選。有権者 10 人のうち 7 人が棄権する低調ぶりの背景について、メディ

アではさまざまな分析がなされた。「初当選した服部誠太郎氏に国政では与野党に分かれる

自民、立憲民主、公明、社民の各党が相乗りしたため分かりにくい構図となった」「現職だ

った小川洋氏が病気で辞職したことに伴う突然の知事選だった」「新型コロナウイルスの感

染が拡大する中での選挙で大規模な集会などが控えられ、選挙戦としての盛り上がりを欠

いた」「コロナ感染への不安感が有権者の足を投票所から遠ざけた」…。相乗りを最大の要

因として、いろいろな理由が複合した結果が前例のない低投票率につながったのだろう。 
 盛り上がりを欠いた知事選が、4 年に一度の統一地方選から初めて外れたことも低投票率

に拍車をかけた。都道府県知事が公選になった戦後、福岡県知事選は小川氏が 3 選を果た

した前回の 2019 年まで一貫して統一地方選の中で実施されてきた。統一地方選前半の知事

選で、道府県議選や政令市長・市議選と同時に投票される。仮に知事選そのものが盛り上が

りに欠く状況であっても同時に行われる道府県議選などが激戦となれば、知事選の投票率

を多少なりとも押し上げる効果が見込まれる。 
 福岡県知事選の投票も 19 年まで県議選および福岡市議選と同時だった。今回も 3 選挙区

の県議補欠選挙が告示されたが、いずれも立候補者は 1 人だけで無投票となった。投票率

の押し上げも期待できなくなり、福岡県知事選としては初めて単独投票となったことも史

上最低の投票率の一因になったのだろう。 
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無党派層に浸透した 83 年 
 
 では奥田氏が激戦を勝ち

抜いた 1983 年と 87 年の知

事選を振り返ってみたい。

過去20回の福岡県知事選の

投票率と対決構図を表 1 に

まとめた。83、87 年の 2 回

の知事選は戦後40年余り続

いた福岡県政界での自民党

が主導する保守陣営と社会

党を中心とする革新陣営に

よる「保革対決」の最後のハ

イライトであり、一つの時

代の節目であったことは間

違いない。だが果たして、そ

れだけだったのだろうか。

保革を超越して特定の支持

政党を持たない「無党派層」

の急速な拡大と奥田氏の勝

利や高投票率は無縁ではな

かったと思う。 
 87 年の知事選を筆者は奥

田氏陣営の担当記者として取材した。記事に「保革総力戦」という言葉をしばしば使った記

憶がある。83 年も同様な文言が頻繁に登場していた。福岡県政界は戦後、筑豊地区と大牟

田地区の炭鉱労働者などの支持を背景に「社会党王国」と呼ばれた時期があった。63 年ま

で 5 回の知事選で 4 回も社会党公認候補が勝利した。ところが、50 年代後半から始まった

石炭から石油へのエネルギー革命は福岡県の政治の様相も大きく変えた。筑豊の炭鉱は

次々に閉山。「総資本対総労働」と評された 59～60 年の三池争議も組合側の敗北に終わっ

た。全般的な「労組離れ」も進み始めていた。中央政界は多党化し、二大政党の一翼と自負

した社会党の存在感は薄れていった。そんな中で 67 年の福岡県知事選で初当選して県政を

革新陣営から奪還したのが、元労働省事務次官から自民党参院議員を務め「保守のエース」

と呼ばれた亀井氏だった。 
 当時は環境汚染や福祉の遅れなど高度成長の負の遺産が目立ち、社会党と共産党による

「社共共闘」を軸とした革新首長が全国各地で誕生した。しかし革新陣営の基盤が揺らぎ始

年 投票率（%） 構図など

1947 74.61 社会党の杉本勝次氏初当選

51 79.56 杉本氏再選

55 74.17 保守系の土屋香鹿氏当選

59 80.59 社会党の鵜崎多一氏が初当選

63 75.12 鵜崎氏再選

67 74.32 保守系の亀井光氏が初当選

71 76.71 亀井氏が再選

75 73.06 亀井氏3選
79 68.29 亀井氏4選
83 76.50 革新系の奥田八二氏が初当選

87 73.20 「九大対決」を制し奥田氏再選

91 54.87 連合型で奥田氏3選、保守分裂

95 44.44 相乗りで麻生渡氏が初当選

99 51.34 麻生氏再選

2003 48.25 麻生氏3選
07 49.04 麻生氏4選
11 41.52 相乗りの小川洋氏が初当選

15 38.85 小川氏再選

19 42.72 保守分裂、小川氏3選
21 29.61 相乗りの服部誠太郎氏が初当選

表1　福岡県知事選の投票率
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めていた福岡県では行政手腕にもたけた亀井氏が革新候補を危なげなく破り、79 年には 4
選と盤石の県政を築いた。そこに降って湧いたのが「5000 円スリッパ」など豪華知事公舎

に代表される長期県政の「おごり問題」。県民の素朴な疑問と怒りは党派を超えていた。 
 亀井氏に負け続けていた革新陣営が擁立したのが九州大教養部教授の奥田氏。多選批判

の「今度は変えてみませんか」のキャッチフレーズは県民、とりわけ急速に拡大していた無

党派層にストレートに浸透した。亀井氏の 117 万票に対して奥田氏は 122 万票。79 年知事

選の得票が亀井氏 135 万票、革新候補 68 万票だったことを考えると、2 倍近い票を獲得し

たことによる「逆転」は革新政党や労組の力だけでは生み出せなかった。その意味で、今振

り返ると「保革総力戦」という言葉には違和感を持たざるを得ない。ただし力量を低下させ

ていた革新陣営ではあったが、とりわけ福岡社会党にも無党派層にアピールするだけの運

動量はなお残っていたといえる。 
無党派層の支持を取り込み、投票率を上げることで、政党や労組が持つ基礎票の目減りを

カバーするという戦略が功を奏した。基礎票が減っているなら、無党派層やほかの政党支持

層にアピールして目減り分をカバーし、投票率も上げる―まさに選挙戦術の王道といえ

るだろう。投票率が前回比プラス 8.21 ポイントの 76.50%に跳ね上がったのは、そんな背

景があった。 
 
 
選挙が政治を動かした 87 年 
 

 間近で目撃した 87 年の知事選も構図としては 83 年に似ていた。86 年の衆参同日選で圧

勝した自民党は、福岡県でも県政奪還を狙い九大学長の田中健三氏を擁立し、奥田氏との

「九大対決」は話題としても盛り上がった。 
ただし同様に保革対決の構図となった同年 2 月の北九州市長選で革新系候補が大敗した

ことから、県内政界には田中氏優位との見方が広がった。ここで風向きが変わり、奥田氏に

国政からの「追い風」が吹く。中曽根康弘首相は 2 月、同日選の際に否定していた大型間接

税である売上税導入を柱とする関連法案を国会に提出した。増税に対する素朴な嫌悪感と

相まって、全国的に「嘘つき」批判が巻き起こった。 
 直後の全国的選挙となったのが統一地方選。13 都道府県知事選のうち東京都と大阪府は

社共が分裂、神奈川県は革新系現職に自民も相乗りしたため、早々と行方が見えていた。焦

点は保革激突の構図になった福岡県と北海道に絞られ、とりわけ接戦が予想された「奥田

VS 田中」は全国注視の選挙となった。両陣営には与野党の幹部が次々に応援に訪れ、永田

町が福岡県に移動してきたような状態になった。地域課題以上に「売上税導入を認めるか否

か」が選択のポイントに浮上。売上税反対を前面に掲げた奥田氏が 126 万票、選挙戦終盤

に追い込まれて反対を表明せざるを得なくなった田中氏が 113 万票。奥田氏が 13 万票もの
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差をつけて勝利した。投票率は前回より 3.30 ポイント下がったものの、73.20%とかなりの

高率となり、有権者の関心の高さを示した。 
 奥田氏は「1 期目は 5000 円スリッパ、2 期目は売上税に助けられて当選した幸運の持ち

主」と揶揄
や ゆ

されもしたが、幸運を生かす知恵が陣営にあったことを見逃してはならない。83
年は長期県政が生むおごりの気配、87 年は同日選圧勝で気が緩んだ中曽根政権の暴走に対

する国民の保革を超えた憤りにアプローチ。組織内の支持固めにこだわることなく、無党派

層の増幅という国民の政治意識の変化も的確に把握し、幅広い層に呼びかける選挙戦術と

いう点でも田中陣営を上回っていた。 
北海道も革新系の横路孝弘氏が当選。国民や野党の反対の声は高まるばかりで、同日選の

勝利で圧倒的な国会議席を保持する中曽根政権であっても、関連法案の廃案に追い込まれ

た。当たり前のこととはいえ、選挙を通して国民の声が政治を動かした時代だった。当たり

前ではない今の方が間違った社会である。当時の政界には選挙結果を正面から受け止める

空気が残っており、それだけに選挙に対する国民の信頼感も高く、それが高い投票率につな

がったといえる。 
 
 
積み重ねた政治不信 
 

 奥田氏にとって 3 回目の知事選は 91 年。二つの点でそれまでの 2 回とは様相が異なっ

た。まずは選挙構図。自民党は総務庁審議官で後に参院議員となった重富吉之助氏を擁立し

たが、同党の福岡市議で後に衆院議員や福岡市長を務めた山崎広太郎氏も立候補し「保守分

裂」となった。一方、奥田氏側の支援組織も「労働戦線統一」の荒波をかぶった。長年対立

してきた総評と同盟、さらに中立労連、新産別が 89 年、日本労働組合総連合会（連合）を

結成。反発した共産党系が全国労働組合総連合（全労連）をつくった。過去 2 回、社共共闘

を軸に選挙運動を構築した奥田陣営は連合中軸に変化し、共産党は独自に支援する形にな

った。保守、奥田両陣営ともに県政とは無関係の事情を抱えており、腑
ふ

に落ちた県民は多く

はなかったはずだ。 
 二つ目の様相変化は投票率だった。3 候補が激突したにもかかわらず、投票率は 54.87%
と前回比 18.33 ポイントも低下した。当時としては「史上最低」。初めて 60%を切った。各

メディアは「これといった争点がなかった」「保守分裂などで構図が分かりにくかった」「天

候が悪かった」と分析した。83 年と 87 年の福岡県知事選で示された有権者の選挙に対する

期待感はどこに消え去ったのだろうか。 
 それを考えるためにも、87 年から 91 年の 4 年間に政治に何が起きたかを振り返りたい。

この間に日本政治を揺るがす大きな出来事が二つあった。まず戦後最大の贈収賄事件とい

われるリクルート事件が 88 年に発覚し、89 年にかけて関係者が次々に逮捕されたり辞任
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に追い込まれたりした。就職・住宅情報などで急成長したリクルート社が、値上がり確実な

関連会社の未公開株を政財官界、マスコミ界、地方自治体幹部などに賄賂としてばらまいた。

未公開株は中曽根康弘前首相、竹下登首相、次期首相を狙う「ニューリーダー」と呼ばれた

宮沢喜一氏、安倍晋太郎氏、渡辺美智雄氏、さらに野党関係者にも幅広く配られたことが明

らかになり、国民の政治全体への不信感は「誰が政権を担当しても同じ」「政治は腐ってい

る」と極に達した。 
 もう一つが 89 年４月の消費税導入。87 年の統一地方選で売上税は否定されたものの、大

蔵省（現財務省）とのつながりも強かった竹下首相は消費税に名称を変えて導入を強行した。

国民の批判が高まり、リクルート事件への関与でダブルパンチを受けた竹下氏は 89 年 6 月

に退陣。後継の宇野宗佑氏には自身の女性問題なども表面化。社会党の土井たか子委員長が

「山が動いた」との名言を残した 7 月の参院選で、自民党は記録的な大敗を喫し、過半数割

れに追い込まれた。消費税は以降も税率引き上げなどのたびに政権批判の材料となり、党派

を超えて時の政権は直近の選挙で苦戦を強いられることになる。ただし、いずれも「おきゅ

うを据える」的な結果にとどまった。国民には政治に対する一種の諦めムードが次第に深ま

っていったのではないか。 
 統一地方選など大型地方選では国政絡みの問題が争点になることは多いが、消費税導入

は「地方選で声を上げても国政には結局反映しない」との空虚感を国民に芽生えさせたかも

しれない。あえて福岡県知事選について付言すれば、少数与党の奥田県政を維持することが

革新陣営の主目的になってしまい、県民の視線に映る形での「革新性」は発揮できなくなり、

自民党など野党との調整が県民には「なれ合い」に見えたともいえる。失望感も芽生えたの

ではないか。 
 さまざまな政治への不信感が生んだ低投票率の中で奥田氏が最後の当選を決めた 91年以

降、福岡県知事選の投票率は 55%を超えることはなく、低迷を続ける。その点で 91 年知事

選は残念な節目となった。 
 
 
地方も中央も落ち込むスパイラル 
 
 奥田氏引退後の福岡県政を担ったのは中央の経産官僚だった麻生渡、小川洋の両氏、そし

て 2021 年の知事選で初当選したのは県庁官僚だった服部氏だ。その間、計 8 回の知事選が

行われた。麻生氏が初当選した 95 年知事選は保守分裂で重富氏が立ち、4 選を果たした

2007 年には後に衆院議員となった稲富修二氏が民主、社民両党推薦で立候補。小川氏が 3
選した 19 年は保守分裂となったが、大きな流れとしては各党の相乗りが続いている。 
 奥田氏の 1～2 期目を支えた社会党の流れをくむ社民党は勢力を激減させ、中央、地方を

含めた政界全体で存在感が薄れている。かつて福岡県知事選の代名詞でもあった「保革対決」
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という言葉自体が記憶

の奥底に沈んだ形だ。

有権者に投票所まで足

を運ばせる最大の要素

は当落への関心である

が、各党相乗りとなれ

ば、勝敗の興味は薄れ

がちだ。 
加えて同日投票で実

施された県議選の無投

票選挙区数（表 2）をみ

ると、1995 年に 47 選

挙区のうち過去最多の

21 選挙区を数えるなど、

毎回相当数が無投票と

なっている。ちなみに奥田氏が初当選した 1983 年の無投票はわずか 1 選挙区、激戦の末に

再選を果たした 87 年は 5 選挙区にとどまった。87 年当時、奥田陣営の幹部が「『知事選は

奥田に投票を』と呼びかけてくれる県議選候補をできるだけ多く立てたい。保守系でも『知

事選は田中』と言わない候補者がいれば水面下で支援する」と打ち明けられたこともある。

県議選との同日投票ということは単に投票率アップにつながるだけでなく、知事選と県議

選が相互作用して基礎票以上の得票を生み出すこともあるということだ。そんな選挙戦略

も知事選が相乗りとなれば不要。人材発掘を含めて多数の県議候補を立てる力を各政党が

失っているのも事実だろう。 
ポスト奥田の県知事選投票率に話を戻すと、麻生氏が再選した 1999 年の 51.34%が最高

で、残り 7 回は 50%を切った。こうした傾向は福岡県知事選に限ったことではない。全国

の首長選の結果が掲載される毎週月曜日の朝刊には「投票率は過去最低」という記述の何と

多いことか。九州の主な首長選をみても近年では 2018 年の宮崎県知事選が 33.90%、佐賀

県知事選が 35.26%、福岡市長選が 31.42%、19 年の北九州市長選が 33.48%と過去最低の

オンパレードだ。首長選できないが、2021 年 7 月の東京都議選の投票率も 42.39%と史上

２番目の低さだった。 
投票率の低下は国政選も著しい。通算首相在職日数で歴代トップに輝く安倍晋三政権下

での国政選 5 連勝の陰で、衆院選は 2015 年が 52.66%と戦後最低、17 年はわずかに持ち直

したが 53.68%と 2 番目に低かった。参院選も 13 年が 52.61%、16 年が 54.70%と低迷。19
年は 48.80%と 1995 年の 44.52%に次いで史上 2 番目に低かった。さまざまな選挙が低投

票率のスパイラルに陥っている。 

表2

福岡市議選

無投票選挙区数 全選挙区数 無投票選挙区数

1983 1 47 0
87 5 47 1
91 20 47 0
95 21 47 0
99 13 47 0

2003 12 47 0
07 18 47 0
11 13 46 0
15 16 45 0
19 18 45 0

年
福岡県議選

福岡県知事選と同日投票の県議選・福岡市議選の無投票選挙区

※福岡市議選の選挙区はいずれも7
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 投票率の著しい低迷を単純に「国民の意識が低いから」とかたづけるわけにはいかない。

低投票率に直結するのは、むしろ政治の機能停止状態だ。各種世論調査を気にしているよう

に見えて、実は国民の意向に敏感な反応が全くできず右往左往する政治状況は、新型コロナ

ウイルス対策や東京五輪への対応など枚挙にいとまがない。コロナ対策の国会審議を求め

る国民や野党の求めを無視して、権力闘争にうつつを抜かす政権政党の情けない姿も見せ

られた。そうした政治の現実に対する国民の不満や不信感が怒りを通り越して諦めや関心

の低下につながっていることを直視する必要がある。それは地方、中央の区別もない。民主

政治の基本である選挙から国民が離れている深刻な現実を政治の危機、ひいては民主主義

が直面する重大な危険と考える政治関係者がどれだけいるのだろう。「投票率が低かったか

ら基礎票を固めることで選挙に勝った」などと、お気楽な選挙手法に頼っているようでは政

治にも民主主義にも未来はない。福岡県知事選の記録的な低投票率の背後には、この国が陥

っている政治と民主主義の危機が潜んでいる。甘くみてはいけない。奥田氏が激戦を制した

当時とその後の福岡県知事選の投票率推移からは、そんな警告が浮き彫りになっていると

強く感じざるを得ない。（肩書はいずれも当時） 


