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要約 

本稿は、若者の投票率を向上させるにはどうすればいいのか、という現代日本の大問題

に対する一つの解答である。若者の投票率や投票者数が低下すれば、若者自身のみにとど

まらない悪影響をもたらし、制度や社会の持続可能性の喪失という重大な不利益につなが

るおそれがある。実際に過去の若年世代の投票率の低下が彼らへの負担を招いてきたとい

う研究もある。そのため急ぎ政策対応を行うべき課題であるという認識の下、各種統計か

ら現状分析を行った。 

その結果、投票率の低下は全世代的なものであるが、20 歳代前半の投票率の低下は他の

世代に比して急激であり、60 歳代後半の投票率との差はここ 40 年間で４倍にも広がって

いることがわかった。さらには投票者数について、少子化による若者の人数の減少も影響

して、全投票者数に占める 20 歳代前半の投票者数は 3％にまで低下している現状が明らか

になった。こうした現状は今後も続くことが予想され、今後さらなる若年世代への負担増

を招きかねず、社会的利益の観点から見ても対策は急務であることが確認できた。 

それでは、我々はどのような対策を講ずるべきであろうか。まずは若者の低投票率の原

因を明らかにし、構造化した上で適切な対応を行わなければならない。これまでも投票率

の変化の原因に関する研究は蓄積されてきたが、若者に焦点を絞った研究の数は限られて

いた。その中でもいくつかの研究と予備的に行った調査から仮説を立て、千葉大学の全学

部生を対象にしたアンケートを実施、その集計と分析を行った。 

その仮説とは「投票日には、投票より他の予定を優先したいと思う者は、期日前投票の

方法についての認知度も低いため、投票棄権する者が多い」、「現住所から投票所までの

距離が遠いほど、投票棄権するものが多い」、「実家を離れて暮らす学生のうち、住民票

を現住所に移しておらず、投票棄権するものが多い」というもので、アンケートの分析か

らはいずれも仮説を支持する結果が得られた。先行のアンケートでも部分的ではあるが同

様の傾向が読み取れ、千葉大学以外の学生にもある程度あてはまると考えられる。 

しかし我々は、政策立案には、大学生へのアンケートだけでは不十分であると考える。

若者、大学生の投票率の低下に対応するには、それに適した選挙管理の体制を整えること

が欠かせない。若者の低投票率への対策を可能にする体制、構造が必要なのである。これ

は先行研究には見られない本稿の独自性の一つである。 
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選挙管理委員会や行政、さらには千葉市長にまでヒアリングにご協力いただき、現行の

制度の問題点を詳細に聞き取ることができた。浮かび上がったのは、選挙管理委員会と若

者の意識との乖離、財政的、人的な資源の制約である。これを埋めることが、アンケート

結果から明らかになった問題点を解決する上でもっとも重要である。 

この結果をふまえ、どのような政策を講ずるべきか。それが問題である。提案は 2 つあ

る。１．選挙管理委員会での学生インターンシップ制度と、その資格化である。修了した

学生には自治体から「投票促進士―Univote Internship」資格を与えるものとする。その

内容は選挙期間を通して広報から企画立案、選挙事務従事までを実習するもので、これに

より選挙管理委員会に欠けていた若者世代の意見の反映を制度化する。これにより学生の

発案による新たな取り組みや広報が生まれることも予測できる。２．期日前投票の大学内

への設置をインターンシップ制度と同時に進める。学生の継続的な協力を期待できるため、

現在を超えるスピードで設置が進むだろう。３．また、もう一つ大きな課題となっている

住民票の移動については、現行の不在者投票制度の運用を簡易化し、滞在地でも住民票の

ある地元の選挙の投票を行える「ふるさと投票制度」として周知、大学内に設置する期日

前投票所での実施を目指す。 

以上のような政策により若者、特に大学生の投票率向上が可能になる。目下、モデルケ

ースとして全国に広がる取り組みとできるよう千葉市での実現を目指している。幸運にも

千葉市長に提案を行う機会に恵まれた。実現可能性については十分あるとの回答が得られ、

今後さらなる努力を行っていく。 
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はじめに 

 本稿では第 1 章で、なぜ若者の低投票率を問題とするのか、なぜ社会的な課題となって

いるのかを実証研究や論説をもとに説明する。第 2 章では衆議院議員選挙の投票率の推移、

投票者数の推移をグラフ化し、若者の投票率・投票者数がいかに低下しているかを確認す

る。第 3 章では投票率の変化の要因に関するモデルなど先行研究を確認する。また、若者、

大学生を対象に実施されたアンケートの結果をまとめて、新たにアンケートを行う必要性

を確認する。第 3 章では先行研究や予備的調査の結果から、若者の投票率の低下原因の仮

説を立て、アンケート調査を行うことによって検証する。クロス集計、検定の結果、仮説

は支持された。第 4 章では、低投票率の背景にある選挙行政の問題点を検証した。その方

法は千葉市選挙管理委員会、同市稲毛区選挙管理委員会、千葉市長、松山市選挙管理委員

会、淑徳大などに対し、ヒアリングや電子メールでの質問である。第 5 章では、先行研究

や調査によって明らかになった課題に対し、政策提言を行う。 

 

問題意識 

なぜ若者の低投票率が問題なのか 

 本稿の主題は若者の低投票率改善にむけた政策提言である。若者の投票参加を促すこと

を直接の目標とし、若者世代と他の世代との政治的決定権の格差、それに起因する金銭的

格差を緩和すること、社会的利益の観点から制度の持続可能性を担保すること、未来の社

会に対する決定を未来の市民を中心に行うようにすることを見据えている。以下で問題の

認識を述べる。なお、ここで言う若者とは 20 歳代前半を指す。また、投票とは特に指示

する場合を除き国政選挙、特に衆議院議員選挙を指すこととする。本項では、若者の投票

率、投票者数が低いことがなぜ問題なのか説明する。 
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 政治家が選挙に際し、自分の当選を求めて行動することは想像できるだろう。すなわち、

「対象となるアクター自己の利益の最大化を目指すと仮定し、行動を捉える理論1」である

合理的選択理論を基に考えれば、政治家が自己利益の極大化を目指すといえる。政治家は

自分の当選のため、自分たちの支持層を狙って政策を提示すると考えられるから、投票者

数の多い年齢層に有利な政策が出されることになる。現実には 20 代と 60 代の投票者数の

差は大きく、もし政治家がこのような行動をとるのであれば、政策上大きな違いが生み出

されるだろう。現在の日本の状況はどうであろうか。 

 まずは若者世代の利益、次に社会的利益について述べる。こうした政策上の世代間格差

に関しては実証研究がなされている。 

 他の条件が変わらなかった場合、すなわち若年世代の投票率のみが変化した場合につい

て、吉田（2013）は「若年世代（ここでは 20 歳から 49 歳まで） の投票率が低下するに

したがって、将来の国民負担となる国の借金が増加し、社会保障支出も若年世代よりも高

齢世代（ここでは 50 歳以上）の方に多く配分され、若年世代に不利となっていたという

関係が得られた。･･････20 歳から 49 歳までの世代が選挙で投票を棄権することによって、

この若年世代の投票率が 1%低下すれば、国の政策への影響力が低下し、将来負担となる

国債は約 7 万 5,300 円増加、若年世代向けの社会保障の高齢者との格差も約 5 万 9,800 円

分拡大、合計でおよそ 13 万 5 千円あまり不利になることと試算される2」と述べている。 

 この研究結果に従えば、若年世代の低投票率によって政策上の不利益が生まれていると

言える。重要なのは、その不利益が若年世代のみに生まれるのではないという指摘である。 

 また、加藤久和は『世代間格差―人口減少を問いなおす』（ちくま新書）において、世

代間の格差について次のように述べている。「年金や医療の負担にせよ、公債（政府借金）

の償還にせよ、若い世代ほどその負担が大きくなる仕組みは、明らかにいつか破綻する。

その負担を拒否する若者が増えれば、自転車操業的な側面を持つ賦課方式の財政システム

                                                   

1 明治学院大学法学部政治学科（2011） 

2 吉田（2013）、「選挙における若年世代の重みが低下してきた」ことから第 31 回（1967 年）

から第 46 回（2012）までの衆議院議員選挙投票率について「45 年間のうち実際のデータのあ

る 24 年分を使って」分析が行われている。 
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では他に財源を見いだせなくなるからである。後世代になるほど負担を拡大させるシステ

ムは、その意味では持続可能ではないということになる。･･････言い換えれば、人口構造

の変化によって顕在化した世代間格差の拡大はさまざまな社会制度の持続可能性を脅かし

ているということである3。」 

 このような、社会保障給付や金銭的負担から見た世代間の格差は、単に若者自身の負担

になるだけではない。制度の持続可能性、ひいては日本社会の持続可能性を損なうのであ

る。 

 また、投票のもつ政策の選択という側面から見た場合、未来の日本社会の方針を、未来

に生きる市民自身が決定しなくて良いのだろうか。人口減少が進み、日本の未来に対する

持続可能性は大きく揺らいでいる。現在の若者こそ、その未来の社会に生きる市民なので

ある。長期に及ぶ政策や未来に関わる政治的決定の主体としての側面も強調されるべきで

ある。 

 このように、若者世代の投票率が低いことは、彼ら自身の不利益になるだけでなく、社

会的な不利益になるといえるだろう。もちろん選挙、投票は利益、特に金銭的利益や持続

可能性のみを目指しておこなうもの為に行うものではない。しかし、利益という観点が重

要であることは論を待たないだろう。 

 

現状分析 

投票率の推移 

  はじめに、若者（２０歳代前半）の衆議院議員選挙における投票率を確認する。現時

点で直近の国政選挙であり、注目度も高い選挙だからである。図１は 1967 年（昭和 42 年）

の第 31 回衆議院議員選挙から 2014 年（平成 26 年）の第 47 回衆議院議員選挙までの各

                                                   

3 加藤（2011） 
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時代における年代別投票率を表す 1。ここから確認できるのは、年齢に関係なく全体とし

て投票率が低下傾向にあること、第 31 回を除く各回において若者の投票率が最も低く、

第 31 回以降若者と他の世代との差は開く傾向にあることである。2014 年（平成 26 年）

の衆院選での若者の投票率は 29.72%であり、時代と年齢層を鑑みても史上最低水準であ

る。また、図２に示す全体投票率と若者（20 歳代前半）の投票率との格差も高止まりして

いる。その格差こそが本稿での課題である。 

 

図 1 

 

出典：総務省「第 31 回～第 47 回衆議院議員総選挙年齢別投票率調」から筆者作成 

 

詳しくは次章で述べるが、ある世代の投票率の推移には、年齢効果とも言うべき傾向が

見られる。すなわち人は年をとるにつれて、社会的経験を積み、投票参加が進むという傾

向である。つまり若者の投票率が他の世代に比して低いのはある意味では当然である。 

仮に全世代それぞれに対し一定の投票率の低下が起こったとしよう。その場合、たとえ

若者の投票率が低かったとしても、世代間の投票率の差が広がるわけではないから、社会
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的な利益から見れば特に若者世代「のみ」の投票率低下に着目する理由は乏しいかもしれ

ない。現在の投票率の低下傾向はどのような性質を持っているのだろうか。 

図２は 60 歳代後半と 20 歳代前半の投票率の差を時系列で表したグラフである。その差

を見ると、この 40 数年間で約 10%の差から約 40%の差にまで広がっている。さらに図３

では各年齢を横軸にとり、投票率の変化を比較した。ここから若者世代と他の世代の投票

率の低下傾向は、世代ごとに一定とは言えないことが明らかになる。若者世代の投票率低

下は、他の世代に比して急激であり、特に若者世代の投票率低下に着目するには十分な理

由となる。 

図 2 

 

出典：総務省「第 31 回～第 47 回衆議院議員総選挙年齢別投票率調」から筆者作成 
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図 3 

 

出典：総務省「第 31 回～第 47 回衆議院議員総選挙年齢別投票率調」から筆者作成 

※2000 年からは統計の年齢区分が変更されたため、それに従い 70 歳以上は 70～74 歳、

74 歳以上は 75～79 歳に読み替える。 

 

各世代の投票数の比率 

 ここまで投票率について述べてきたが、一票の価値を政治的な決定力とみなすと、その

力の大きさを測るには投票率ではなく投票数の実数を見る必要がある。この場合、現在の

若者世代は、低投票率と少子化による人口比率の変化と総合して政治的な決定力が非常に

低くなる。その時代変化を見てみよう。図４は、衆議院選挙における各世代の投票者数の

比率を示したものである（ただし、選挙区を抽出した調査であるため、投票総数ではない）。

左上から順にグラフを比較することで、若者の投票者数の比率が時代を追うごとに低下し

ていることが分かるだろう。1969 年では全体に占める若者世代の比率は 11 パーセント（過

去最高水準）だったのに対し、直近の衆院選では 3 パーセント（過去最低水準）にまで低

下している。投票者数は投票率の低下と少子化による若者の減少との相乗効果によって

1/3 にまで減少している。 
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図４ 

 

出典：総務省「第 31 回～第 47 回衆議院議員総選挙年齢別投票率調」から筆者作成 

 

実際の若者の投票者数比率の低下は投票率低下と少子化の帰結であり、今後さらに深刻に

なることが予想される。本稿では若者の投票率を上げることが第一であると考え投票率低

下の問題を扱うが、人口比率が投票者の実数に大きな影響を与えることは、別の問題とし

て対策する必要がある。 

 

③原因を分析する―投票参加に関する先行研究から 

 ここまで若者の投票率と投票者数が減少していることを示してきたが、対策を立案する

うえではその原因を分析する必要がある。投票参加のメカニズムに関する先行研究から、

低投票率の原因を探る。その主旨は、若者の主観的尺度から低投票率の原因を探る研究は

多くないが、大学生に対するアンケート調査は行われており、投票参加にかかるコストに

着目し、更なる調査が必要というものである。 
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先行研究―投票モデルとアンケート 

ダウンズ、ライカー=オードシュックモデル 

 日本人の投票参加モデルの前提となる研究の第一は、ダウンズ、ライカーとオードシュ

ックの期待効用モデルである4。有権者が投票することによって得る利益を R、自分の投票

参加が投票結果にもたらす影響についての主観的確率を P、政党間の期待効用差を B、投

票参加にかかるコストを C、民主主義の維持により得られる長期的利益（ダウンズ）、市

民の義務を果たしたことによる心理的満足（ライカ―ら）を D として 

R=PB-C+D 

という数式で表される。この R の正負が投票参加を決める指標になるという。しかし、各

要因の定義はその後の研究によってさまざまであり、そのうちの一つは後述する。 

西沢・三宅による研究 

これら P、B、C、D の要因とは異なる角度からのアプローチとして、三宅・西澤論文では

個人的属性要因と政治環境要因というローゼンストーン・ハンソンのモデルを念頭に日本

人の投票参加モデルが検討されている。小野（2013）においても「アメリカの研究者によ

る「政治参加メカニズム」の研究を念頭に置きながら、日本人の投票参加の要因モデルを

提示している。このモデルには、「投票/棄権」を決定する諸要素が網羅的に整理されてい

ると思われる5」と評されている。 

そのモデルの概要は図５に示されている。その実証結果から本稿の主題にあてはまるも

のを列挙すると、①年齢と投票確率との相関、②市民としての義務感と投票確率との相関、

③選挙ハガキ（候補者による広報）と投票率との相関が無いことが挙げられる6。  

 

 

 

 

 

                                                   

4 明治学院大学法学部政治学科編（2011） 

5 小野（2013）p363 
6 綿貫・三宅（1997）pp195-209 



ISFJ2015 最終論文 
 

図５ 

 

出典：綿貫・三宅（1997）p185 

 

 このようなモデルに基づき、様々な先行研究が行われてきが、小林（2000）では、日本

での先行研究を評し、投票率変動の要因について、「接戦の程度や天候などを説明変数と

して分析する研究が多」く、「その結果かなりの程度まで投票率を説明できるようになっ

た」が、「投票率が低いのは、果たして有権者だけに責任があるのだろうか。また、人為

的には変更し得ない環境に責任を求めることはでき」ず、「C 要因を研究することにより、

どのような投票コストを引き下げれば投票率を高めることができるのかを解明することは、

選挙研究の意義を再確認する意味でも重要なことである」と指摘されている7。指摘の通り、

投票所や投票の方法などについての言及が不十分である。また若者に対象を絞っていない

うえ、投票者の心理など主観的尺度ではなく客観的尺度による研究では、政策提言につな

がる要因を見つけ出すことは難しい。 

 

 

                                                   
7 小林（2000）p.26 
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P,B,C,D要因と年齢による影響 

 そこで、若者の主観的尺度にもとづく研究を踏まえる必要がある。最近の研究として本

稿の主題に深く関連するのが中谷（2011）である。同書は 2007 年の参議院議員選挙に関

する明るい選挙推進委員会のアンケートに基づく検討を行う。その主観的尺度を使い、ラ

イカー=オードシュックモデルから若者の投票参加について考察している。各要因の検討

から、年齢による経験が投票参加に関係しているという、年齢効果があることが示唆され

る。以下に要旨を示す。 

 P 要因（自分の投票参加が投票結果にもたらす影響についての主観的確率）を表す「自

分の一票が、選挙結果を左右すると思えた」という項目では、20 代が他の世代に比べて P

要因を低く感じているということがわかる。B 要因（政党間の期待効用差）を表す、「自

分の選挙区に、どうしても当選させたい候補者がいた」「もりたてたい政党があった」と

いう項目では、共に「年齢が上がるにつれ、否定的回答は減り、60 代では回答は拮抗して

いる」。さらに、「政党の立場の違いがはっきりしていた」、「候補者についてよくわか

らなかった」という設問でも同様である。これらの結果からは「二〇代では特定の支持す

る候補者や政党がなく、また候補者の違いや政党の立場の違いを十分認識し得ていないと

いうこと」がわかる。C 要因（投票に参加するコスト）についての、「投票に行くのは面

倒だった」という項目では、「面倒だった」と答える回答は二〇代に最も多く四二%であ

り、年齢が上がるにつれて減少し六〇代では十一%となる。また、「投票日に用事があっ

た」という回答にも二〇代で五七%が、六〇代では二六%となる。つまり、「若い世代ほ

ど選挙によって犠牲になる時間へのコスト意識が高い、すなわち機会コストが高い」。D

要因（投票によって市民の義務を果たしたことによる心理的満足）について、「投票する、

しないは個人の自由である」という回答は二〇代に最も多く、「投票することは国民の義

務である」という回答は二〇代に最も低く、年齢が上がるにつれて増え六〇代では六割が

選択している。つまり、「投票義務感は二〇代で最も低く、むしろ個人の自由としての意

識の方が勝っている」。 

 これらをまとめると、各要因について若者の社会経験の少なさが影響し、投票率の低下

に作用しているといえる。つまり、加齢に伴い社会経験を積み、投票率が上がっていくの

である。 
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図６ 投票参加の年齢効果 

P 要因 

自分の投票参加が投票結果にもたらす影響

についての主観的確率 

加齢により上昇 

B 要因 

政党間の期待効用差 

加齢により上昇 

C 要因 

投票参加にかかるコスト 

加齢により軽減 

（若いほどコスト意識が高い） 

D 要因 

投票によって市民の義務を果たしたことに

よる心理的満足 

加齢により上昇 

出典：中谷（2011）を参考に筆者作成 

 

 また投票率向上の取り組みとして同書では、「候補者がよくわからない」という回答の

多さに着目し、政治教育を行うべきであるとする。「PBD の各要因を高め、C 要因を下げ

るためには、まずは自身の社会における有効感を実感させること」や「政治を身近にさせ

ること」や「公的問題を自身の問題として捉えられるような取り組み」が必要であるとい

う。「有権者要因、政治家要因、制度要因全てが関わってくる構造的問題であり、問題の

解決には多面的アプローチが必要である」という対策の方針を述べ、章を締めくくってい

る。 

 ここから導かれるのは、教育政策が主であった。その重要性は十分に首肯できるところ

である。啓発や教育への取組みも各所で、P,B,C,D 要因という若者自身の心理的尺度の原

因を、若者自身だけに求めることは本当に適切なのだろうか。啓発や教育により若者の意

識や心理に働きかけることは重要であるが、各要因がマイナスに働く背景には、制度や環

境面にも問題があると考えるべきだろう。現在の投票に、制度的な問題点があるとすれば、

それを放置したまま啓発や教育のみに頼るのは効果的とは言えないだろう。この点につい

て、本稿の主題である若者に着目し、客観的な尺度によってではなく、主観的な尺度と投

票方法など制度的側面との関連を調べる必要がある。若者本人たちに対してアンケートを

実施し、C 要因（投票参加にかかるコスト）との関連を中心に詳細に検討するべきである。 
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年齢効果と時代の変化 

 上で述べた加齢による投票率の上昇という現象はどの時代でも考えられる。最近の若者

世代の年齢効果の変化についての研究を検討しよう。図７を見ると、年をとっても投票率

が平均に戻るまでに時間がかかるという傾向が読み取れる。 

 

図７9 

 

出典：小野（2013）p370 

 

 以上をまとめると、時代を経るごとに若者の投票率は他世代に比して大きく減り、若者

である時期のみならず、その後の人生においても投票率がそれほど上がらなくなっていく。

                                                   
9 手書きによる加筆は原文のままである。 
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持続可能性という長期的に対処しなければならない課題に対応するためにも、若年層の政

治参画は必要不可欠である。 

 

若者と大学生 

2014 年には高校生の約半数が現役で大学に進学しており、大学生を対象にして投票率向

上のための施策を打つことが、若者の一票の価値の向上に向けて重要である。平成 26 年

３月に高校を卒業して、大学へ進んだ人は 510,381 人／1,047,392 人である10。もちろん、

大学に進学しない人の投票参加の重要度が変わるものではないが、その場合別の政策対応

が必要となる。例えば現時点（2015 年 11 月）で衆議院議員選挙が行われたとした場合の

投票率11を検討しよう。大学生の投票率が、第 47 回衆院選（2014 年）の水準だった場合

と第 31 回衆院選（1967 年）の水準に回復した場合を比較したのが図表である。 

大学生の人口は約 300 万人であり、彼らの投票率を 10％上げれば 30 万人の投票者が生

まれる。20 歳～24 歳の投票者数12はおよそ 180 万人であるから、その効果は大きいと言

えよう。なお、以降では短大・大学院の学生を含め大学生と表記する。 

図８ 2015 年 11 月現在、投票が行われた場合の投票率予測 

 2014 年水準（29.72％） 1967 年水準（65％） 

大学生の予測投票者数13 89 万 3720 人 

 

195 万 4636 人 

 

全世代の予測投票者数14に占

める割合 

1.6％ 3.5％ 

出典：筆者作成 

                                                   
10 文部科学省「文部科学統計要覧（平成 27年版）」 
11 総務省「第 31 回～第 47回衆議院議員総選挙年齢別投票率調」 
12 20～24歳の人口 598万 3000 人（総務省統計局「人口推計」

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2014np/index.htm）、第 47回衆院選の投票率 29.72％を

利用し推計。 
13短大・大学・大学院生人口は 300万 7132人（総務省統計局「日本の統計 2015」第 22 章）で、

投票率推移の区分である 20～24歳という年齢層と必ずしも一致せず、学歴などの属性を考慮で

きていないが、目安としてこの年齢層の投票率を用いた。 
14 18歳以上人口は 1億 580 万 3000人（総務省統計局「人口推計」

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2014np/index.htm）であり、投票者を第 47回衆院選の投

票率総数をもとに 5571万 586 人（52.66％）と予想。 

106万人増加 
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以上のような理由から、本稿では若者を大学生と読み替え、その投票率を向上させるこ

とを主題とする。 

 ここからは若者、特に大学生を対象にしたアンケートを検討し、その主観的尺度から低

投票率の制度的な原因を探る。以下の表は、選管や大学の研究、サークル等で採った若者

向けのアンケート（13 個）の項目から、投票参加経験――選挙で投票したか、投票しなか

ったか――と C 要因の分析に繋がる項目の有無を調べたもので、各アンケートの実施者は

図の通りである。 

 

図９ 

 

出典：13 個のアンケート結果から筆者作成 

 

図 10 アンケート実施者 

龍谷大：龍谷大学政策学部 政策実践・探究

演習ⅠA15 

瑞穂市：瑞穂市選挙管理委員会16 

慶応大：慶應義塾大学 湘南藤沢学会17 白鴎大：「栃っ子！選挙推進プロジェクト」

                                                   

15 龍谷大学政策学部 政策実践・探究演習ⅠA 伏見区投票率向上プロジェクト「アンケート概

要」 

(http://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/img/shikaikaikaku/iinkai/h26/shi-2701-03.pdf) 

2015/11/02 閲覧 
16 瑞穂市選挙管理委員会「選挙に関する意識アンケート集計表」

(http://www.city.mizuho.lg.jp/secure/1896/3797_f_1_o.pdf#search='%E7%91%9E%E7%A9%82%

E5%B8%82+%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2+%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88') 

2015/11/02 閲覧 

http://www.city.mizuho.lg.jp/secure/1896/3797_f_1_o.pdf#search=%27%E7%91%9E%E7%A9%82%E5%B8%82+%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2+%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88
http://www.city.mizuho.lg.jp/secure/1896/3797_f_1_o.pdf#search=%27%E7%91%9E%E7%A9%82%E5%B8%82+%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2+%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88
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（ＴＥＰ）18 

日本大：日本大学経済学部 加藤ゼミナール

19 

MINATO「選挙いっ得？！」プロジェクト

20 

神戸大：神戸大学法学研究科 秦 正樹21 株式会社オーシャナイズ22 

白鴎大：白鷗大学法学部教授 市村 充章23 NPO 法人ドットジェイピー24 

                                                                                                                                                     
17 嶋香織（2011）『若年層の投票率向上と政治的関心の向上のための情報提供』慶応大学湘南

藤沢学会 

18 下野新聞「18歳選挙権、投票率「効果ない」64％ 白鴎大サークルアンケート」 

(http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20150511/1956321) 2015/11/02 閲

覧 
19 秋山翼、石原孝之、久保みなと、鈴木蓮「若者の投票率を見直そう～ゲーミフィケーション

の可能性～」

(http://web-cache.stream.ne.jp/www11/nikkeibpw/business/academic/inner14/95.nihon.ka

tou.tsumtsum.pdf) 2015/11/02 閲覧 

20 MINATO「選挙いっ得？！」プロジェクト「若者の政治への関心度調査アンケート」 

(https://www.city.minato.tokyo.jp/senkan/senkan/documents/gaiyoubann.pdf#search='%E8

%8B%A5%E8%80%85%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%B2%BB%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%96%A2%E5%BF%83%E5%BA

%A6%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88+MINATP') 

2015/11/02 閲覧 
21 秦正樹「「大学生の政治意識調査」の概要」 

(http://www2.kobe-u.ac.jp/~108j055j/data/20150315.pdf#search='%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%

94%9F%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81') 

2015/11/02 閲覧 

22 株式会社オーシャナイズ「大学生の政治への本音」 

(http://www.tadacopy.com/downloads/daigakusei_labo_201307.pdf#search='%E5%A4%A7%E5%A

D%A6%E7%94%9F%E3%83%A9%E3%83%9C+%E6%94%BF%E6%B2%BB%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%9C%AC%E9%9F%

B3') 2015/11/02 閲覧 
23 市村充章(2012)「若者の政治参加と投票行動―なぜ若者は投票に行かないのか―」白鷗大学

『白鷗大学法政策研究所年報』第５号 

24 NPO法人ドットジェイピー「若者が選挙に行かない理由第一位は投票環境によるもの」 

(http://www.dot-jp.or.jp/nl/2012/1215-2.pdf#search='%E8%8B%A5%E8%80%85%E3%81%8C%E9%8

1%B8%E6%8C%99%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84%E7%90%86%E7%94%B1%E7%AC%A

C%E4%B8%80%E4%BD%8D%E3%81%AF%E6%8A%95%E7%A5%A8%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%AB%E3%82%88%E

3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE') 2015/11/02 閲覧 

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20150511/1956321
https://www.city.minato.tokyo.jp/senkan/senkan/documents/gaiyoubann.pdf#search=%27%E8%8B%A5%E8%80%85%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%B2%BB%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%96%A2%E5%BF%83%E5%BA%A6%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88+MINATP
https://www.city.minato.tokyo.jp/senkan/senkan/documents/gaiyoubann.pdf#search=%27%E8%8B%A5%E8%80%85%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%B2%BB%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%96%A2%E5%BF%83%E5%BA%A6%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88+MINATP
https://www.city.minato.tokyo.jp/senkan/senkan/documents/gaiyoubann.pdf#search=%27%E8%8B%A5%E8%80%85%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%B2%BB%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%96%A2%E5%BF%83%E5%BA%A6%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88+MINATP
http://www.tadacopy.com/downloads/daigakusei_labo_201307.pdf#search=%27%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%83%A9%E3%83%9C+%E6%94%BF%E6%B2%BB%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%9C%AC%E9%9F%B3
http://www.tadacopy.com/downloads/daigakusei_labo_201307.pdf#search=%27%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%83%A9%E3%83%9C+%E6%94%BF%E6%B2%BB%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%9C%AC%E9%9F%B3
http://www.tadacopy.com/downloads/daigakusei_labo_201307.pdf#search=%27%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%83%A9%E3%83%9C+%E6%94%BF%E6%B2%BB%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%9C%AC%E9%9F%B3
http://www.dot-jp.or.jp/nl/2012/1215-2.pdf#search=%27%E8%8B%A5%E8%80%85%E3%81%8C%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84%E7%90%86%E7%94%B1%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%BD%8D%E3%81%AF%E6%8A%95%E7%A5%A8%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE
http://www.dot-jp.or.jp/nl/2012/1215-2.pdf#search=%27%E8%8B%A5%E8%80%85%E3%81%8C%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84%E7%90%86%E7%94%B1%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%BD%8D%E3%81%AF%E6%8A%95%E7%A5%A8%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE
http://www.dot-jp.or.jp/nl/2012/1215-2.pdf#search=%27%E8%8B%A5%E8%80%85%E3%81%8C%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84%E7%90%86%E7%94%B1%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%BD%8D%E3%81%AF%E6%8A%95%E7%A5%A8%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE
http://www.dot-jp.or.jp/nl/2012/1215-2.pdf#search=%27%E8%8B%A5%E8%80%85%E3%81%8C%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84%E7%90%86%E7%94%B1%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%BD%8D%E3%81%AF%E6%8A%95%E7%A5%A8%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE
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金沢大：金沢市選挙管理委員会・金沢大学

人間社会学域法学類・投票行動論研究室25 

t-news26 

広島市：広島市選挙管理委員会27  

出典：筆者作成 

 

 13 個のアンケートを調査したところ、投票参加経験を聞いているものが辛うじて過半数

を上回っているものの、C 要因（投票参加にかかるコスト）の分析に繋がる項目は十分に

聞けていないことが分かった。なお、それぞれの項目からは以下の様に C 要因の聞取りを

行うことができる。 

 

図 11 

項目 C 要因 

政治・選挙の情報を得るのに役に立つ・立

った媒体 

候補者選択コスト 

棄権理由 投票参加コスト全般 

低投票率の原因 投票参加コスト全般 

期日前投票制度の認知度 選挙日程へのコスト感を下げる期日前投票

                                                   

25 金沢市選挙管理委員会、金沢大学人間社会学域法学類・投票行動論研究室「政治・選挙に関

するアンケート調査報告書」 

(http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/13120/1/H24anketo.pdf) 2015/11/02 

閲覧 

26 株式会社トモノカイ「【アンケート結果】難関大学生の衆議院議員総選挙の投票率 74％。景

気・消費税増税に大きな関心。」 

(http://www.tnews.jp/entries/13447) 2015/11/02 閲覧 
27 広島市「平成２６年成人祭模擬投票 選挙アンケート調査結果」 

(http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1172645263874/files/mogitohyoankeit.pd

f) 2015/11/02 閲覧 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1172645263874/files/mogitohyoankeit.pdf
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1172645263874/files/mogitohyoankeit.pdf
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制度がどのくらい周知されているか 

選挙公報 候補者選択コスト 

出典：筆者作成 

 

 また、各項目に対する各アンケートにおける回答結果は以下の通りで、割合が降順とな

るように整理したものである。なお株式会社オーシャナイズの回答結果は具体的な数値が

不明であった。 

 

図 12 

 

出典：筆者作成 
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図 13 

 

出典：筆者作成 

 

図 14 

 

出典：筆者作成 
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図 15 

 

出典：筆者作成 

 

 総括すると、①アンケート方法が政治学等の授業における実施であったり、簡易的な web

上でのアンケートであったりと標本の偏りが考えられること、②項目が政策対応を念頭に

置いておらず、C 要因について十分に分析されていないと指摘できる。これを踏まえ、本

稿では C 要因について十分に調査することを心がけてアンケート項目を作成し、また標本

の適切な抽出を行った。しかしそれでも、上に列挙したアンケートに概ね一定の傾向を読

み取ることが出来る。 

たとえば、棄権理由においては、「仕事が忙しく、時間がなかったから」、「仕事・重

要な用事があったから」といった、他の予定がある旨の回答がいずれのアンケートでも上

位にある。また、慶応大と日本大では投票所が遠かった旨の回答が、それぞれ 14％と 24％

あり、一つの大きな要因だと考えられる。さらに慶応大では、「住民票を現住所の市区町

村に移していないから」という回答が１位に上っている。そこで、後述する本稿のアンケ

ートの質問項目は、そうした若者全般に共通するC要因について網羅的に聞くこととした。 

若者の投票参加モデル 

 また、上に挙げた若者、特に大学生に着目した研究のうち、嶋（2011）は注目に値する。

大学生と東京都民一般との投票参加を比較し、大学生特有の特徴を明らかにし、低投票率
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の改善に向けた具体的な取り組みを紹介している。比較により大学生の投票参加の特徴を

明らかにしたことは特に注目すべきであり、本稿もその結果を踏まえて仮説を構築した。 

 嶋（2011）におけるアンケート対象は慶應大学の学生 140 名であり総合政策学部、環境

情報学部を中心とした学生に直接声をかけるなどして集められた。調査期間は 2010 年７

月 14 日から 22 日の６日間である。 

この調査より選挙への関心度と投票率には大きな差があり、学生は関心があるからとい

って投票に行くわけではないこと、「関心があった」または「やや関心があった」と回答

した学生は７割を超えていたにも関わらず、実際の投票率は４割に満たなかったことが示

されている。また投票動機は、学生では、「投票することは、権利であるから」が１位で

あった。投票に対する意識を見ても、義務より権利として投票すべきと感じている。棄権

理由では、「住民票を移していないから」が最多であり、「投票所に行くのが面倒」は３

位で、「投票所が遠かった」は５位となっており、投票所の不便さを挙げる学生は多い。

なお、投票所までの距離が短いほど、投票した人は多い。また、期日前投票の方法の認知

度（買い物やレジャーを理由として期日前投票ができること、身分証明が不必要なことな

ど）について５つの質問があるが、いずれも、学生の回答で「知っている」が半数未満で

あり、いずれも一般都民との差が明らかである。期日前投票に対する学生の認知度の低さ

が読み取れる。この調査をもとにして作られたのが以下のモデルである。 

図 16 

 

 出典：嶋（2011）p.30 
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 消費者行動論を踏まえたこのモデルは、若者への主観的尺度の調査から考えられる、意

思決定の流れを踏まえているため真の投票参加の阻害要因を分析する上で有力であると考

える。 

 以上に示された傾向が他の大学においてもあてはまるのかについては更なる研究が必要

である。またそのアンケート方法については批判の余地があり、他大学における調査の必

要性はなお高いと言えるだろう。 

 また、嶋（2011）では期日前投票制度の周知の必要性を結論としているが、住民票を巡

る問題、投票の制度や法律など選挙行政に関わる問題についての考察は不十分である。本

稿では大学生の意識とあわせ、現在の投票方法や選挙を支える構造に着目する。 
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仮説と検証 

仮説構築のための予備的調査 

先行研究や調査をふまえ、ライカー＝オードシュックのモデル28R=PB-C+D を指標化し

て調査票に配置した。予備調査は、調査項目を検討するために１回、仮説構築を目的に１

回の計２回行った。 

①日時 2015 年 7 月 14 日 千葉大学法経学部講義「環境経済論」 

方法 全出席者（143 人）に調査票を配布し、講義終了時に回収。調査票は付録１である。 

②日時 2015 年 7 月 21 日 千葉大学法経学部講義「社会保障論」 

方法 全出席者（160 人）に調査票を配布し、講義終了時に回収。152 の回答を得た。調

査票は付録 2 である。 

 

 調査結果を要約する29と、次のようになる。①選挙に行こうと思う人は多い一方で、その

うち半数程度しか実際の投票参加をしていない。②直近の地方統一選挙の棄権理由のうち、

C 要因にあたる指標（投票所の場所が不便、別の用事を優先したい）を選ぶものが多かっ

た。③直近の地方統一選挙の投票を棄権した者のうち、期日前投票の方法を知らないも者

が見られた。 

 ここまでを総括すれば、大学生は、投票に行こうという気持ちを持っている者は多いが、

投票にかかるコストの意識が高く、制度に対する知識のなさがコスト意識を強めている、

と考えられる。他の重要な理由としては、実家を離れて暮らす者は、住民票を移しておら

ず、現住地での投票が難しいということも考えられる。 

 

大学生の投票棄権理由に関する仮説 

 以上のような先行研究、予備的調査を踏まえ、次のような仮説を立てた。 

 

                                                   
28 前述の、投票の利益が投票参加にかかるコストを上回るのかにより投票と棄権が決定される

と考えるモデルである。 

29 仮説構築のための簡易的な調査であるため詳細については省略した。 
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第一に考えるべきは、選挙区に関わる問題である。現住所の投票所で投票が可能かどう

かは選挙権の有無の認識に関わる基本的な問題だからである。大学生は、つぎのように分

類できる。 

①実家に暮らしている者（住民票が現住所にある） 

②実家を離れて暮らし、住民票が現住所にある者 

③実家を離れて暮らし、住民票が現住所にない者 

 A は①と②の住民票が現住所にある場合に中心となる仮説、B は③の住民票が現住所にな

い者についての仮説である 

 [A-1] 「投票日には、投票より他の予定を優先したいと思う者は、期日前投票の方法に

ついての認知度も低いため、投票棄権する者が多い」。 

 [A-2] 「現住所から投票所までの距離が遠いほど、投票棄権するものが多い。」 

 [B] 「実家を離れて暮らす学生のうち、住民票を現住所に移しておらず、投票棄権する

ものが多い。」 

 

 これらの仮説を検証するため、千葉大学生に対してアンケート調査を行った。投票棄権

理由については、当然多様な答えがあり得るため、P,B,C,D の各要因や先行研究を参考に

した項目を設けた。調査票は付録３に示す。 

 

検証 

本調査 

以上のような仮説の下、千葉大生に対する調査票調査を再度行った。調査票は付録３で

ある。 

調査期間は 2015 年 9 月 1 日から 10 月 20 日で、調査は千葉大学の全学部の三年次の学

生に対して、SNS（LINE）を利用して作成している自主的な学部学科内での会話グルー

プに依頼文を Web 上で送信し、回答を依頼するという方法で行った。SNS での依頼とい

う性質上回答率は 14.5%と低いが、千葉大学の三年次の学生数 2551 人を母数として要求

精度 5％、信頼度 90％の条件で求めた標本数 245 人を超える 251 件の回答が得られた。
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仮説の検証は後述するが、先に挙げた先行アンケートと同様の傾向が見られ、本調査の結

果は千葉大学生に限らず遍く若者に当てはまるものと言える。 

図 17 回答状況 

回答者数 アンケート依頼数 回答率 

法経学部 46 18.3% 238 13.8% 19.3% 

工学部 49 19.5% 418 24.2% 11.7% 

園芸学部 50 19.9% 267 15.5% 18.7% 

理学部 19 7.6% 234 13.6% 8.1% 

医学部 12 4.8% 120 7.0% 10.0% 

看護学部 8 3.2% 85 4.9% 9.4% 

薬学部 13 5.2% 80 4.6% 16.3% 

文学部 28 11.2% 139 8.1% 20.1% 

教育学部 24 9.6% 145 8.4% 16.6% 

無回答 2 0.8% 0 0.0%   

総計 251 100.0% 1726 100.0% 14.5% 

 

2014 年 12 月衆議院議員選挙時点の有権者（以下「有権者」とする）数は 206 人、有権

者中の同選挙の投票率は 53.9％であった。 
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図 18 

問 1．2014年 12月の衆議院議員選挙では投票に行きましたか。 集計 

1.行った 97 

2.行かなかった 94 

3.期日前投票・不在者投票をした 14 

4.20 歳未満だった 45 

海外にいたためできなかった 1 

総計 251 

 

集計と分析 

 得られた回答結果について、2014 年 12 月の衆議院選挙における投票の有無と、各項目

とのクロス集計を行い、どのような要因によって学生の投票参加が左右されるのかを分析

した。検定には χ 二乗検定又はウィルコクスンの順位和検定を用いた。有意水準α=0.05

とし、各表の有意確率を p*で表す。 

  

調査結果 

(1)仮説の検証 

[A-1] 「投票日には、投票より他の予定を優先したいと思う者は、期日前投票の方法につ

いての認知度も低いため、投票棄権する者が多い」 

 この仮説を検証するため、期日前・不在者投票をした者と海外にいた者を除く有権者

（n=191）のうち「投票日には投票より他の予定を優先したいと思」い（5 段階のうち、

優先したい度合の強い 2 段階を回答した人、n=106）、「期日前投票の手続きの方法を知

っている」人と「期日前投票の手続きの方法を知らない」人の間で投票日当日の投票の有

無に差があるかを分析したところ、有意に差が見られた。 

 「投票日には投票より他の予定を優先したいと思」い、「期日前投票の手続きの方法を知

っている」人（n=54）の中で実際に 2014 年衆議院選挙の「期日前・不在者投票をした」

人は 9 人であった。 
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図 19 

  他の予定を優先したい・知っている 他の予定を優先したい・

知らない 

合計 

行った 28 20 48 

行かなかった 7 51 58 

 合計 35 71 106 

p*<α=0.05 

なお、このとき、期日前投票の方法を知っている、という変数は投票日に他の予定を優

先したいという変数に影響しない。 

 

図 20 期日前投票の手続の認知と他の予定の優先度合（1 が最も強く、5 が最も弱い） 

  1 2 3 4 5 総計 

知っている 30 24 14 12 13 93 

知らない 44 52 31 20 12 159 

総計 74 76 45 32 25 252 

p*>α=0.05 

  

[A-2] 「現住所から投票所までの距離が遠いほど、投票棄権するものが多い。」 

 この仮説を検証するため、期日前・不在者投票をした者と海外にいた者を除く有権者

（n=191）のうち「現在住民票がある住所から投票所はどのくらい離れていますか」とい

う項目への回答（無回答 4 件、分からない 10 件、）と投票日当日の投票の有無の間に差

が見られるかを分析したところ、有意に差が見られた。 
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図 21 

投票所が（住民票のある）

自宅からどのくらい離れ

ていますか。（交通手段

は問わない） 

５分未満 5～15 分 15 分～60 分 61 分～ 合計 

行った 46 44 4 0 94 

行かなかった 13 41 8 21 83 

 合計 59 85 12 21 177 

p*<α=0.05 

 

[B] 「実家を離れて暮らす学生のうち、住民票を現住所に移しておらず、投票棄権するも

のが多い。」 

 この仮説を検証するため、期日前・不在者投票をした者と海外にいた者を除く有権者

（n=191）のうち「実家を離れて暮らしてい」て（n=91）「住民票を現住所に移している」

人と「住民票を現住所に移していない」人の間で投票日当日の投票の有無に差があるかを

分析したところ、有意に差が見られた。 

  

図 22 

  実家生でない・移している 実家生でない・移していない 合計 

行った 8 12 20 

行かなかった 8 63 71 

合計 16 75 91 

p*<α=0.05 
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(2)  

ダウンズ、ライカーとオードシュックの期待効用モデルにおける P 要因、B 要因のための

知識（政治経済を大学受験で利用したか）や、その他自分の人生に選挙結果が影響すると

思うかと投票の有無の関係を分析したところ、いずれも有意な差はみられなかった。 

 

図 23 期日前・不在者投票をした者と海外にいた者を除く有権者（n=191）のうち「自分

の一票で選挙結果が変わると思う」度合と投票日当日の投票の有無の関係 

  1 2 3 4 5 総計 

行った 13 19 19 27 19 97 

行かなかった 10 13 16 36 19 94 

  23 32 35 63 38 191 

p*>α=0.05 

 

図 24 期日前・不在者投票をした者と海外にいた者を除く有権者（n=191）のうち大学受

験において政治経済にあたる科目受験の有無と投票日当日の投票の有無の関係 

  受けた 受けていない 総計 

行った 54 43 97 

行かなかった 44 50 94 

総計 98 93 191 

p*>α=0.05 

 

図 25 期日前・不在者投票をした者と海外にいた者を除く有権者（n=191）のうち自分の

人生に選挙結果が影響すると思う度合（1 が最も強く思う）と投票日当日の投票の有無の

関係 

  1 2 3 4 5 総計 

行った 21 36 20 14 6 97 

行かなかった 10 37 24 16 7 94 

総計 31 73 44 30 13 191 

p*>α=0.05 
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問題の背景―選挙行政について 

 以上のように、投票制度が大学生と合っておらず、大学生は投票しようという意識はあ

るものの、大学生特有の要因から低投票率となっている構図が浮かび上がった。しかし、

制度に関わる問題である以上、その管理者についての問題点も調査する必要がある。大学

生の実態と制度のズレはなぜ起こったのだろうか。選挙管理委員会においては、啓発活動

等々が盛んに行われているはずである。しかし、投票率の低下を食い止めるには至ってい

ない。選挙の管理を担う各地域の選挙管理委員会の実際について調査し、選挙を管理する

側の課題について明らかにする。 

 

調査の方法と内容 

 時事性が高く、地域ごとの取り組みであるから、新聞やインターネット等で取り上げら

れた事例、各選挙管理委員会の HP 等から調査した。そして選挙管理委員会の体制や課題

を調査するため、千葉市選挙管理委員会、同市稲毛区選挙管理委員会の方に電子メールで

の質問と聞き取りを行った。その結果、選挙管理委員会と大学生の意識には乖離があるこ

と、選挙予算や人員の削減により投票所を増設することが困難であることが明らかになっ

た。以下は稲毛区選挙管理委員の方への聞き取り調査からの抜粋である（その概要は付録

に示す）。 

 

聞き取り日時：2015 年 10 月 16 日 

場所：稲毛区役所 3 階 

時間：15:00～17:30 

対応者：地域振興課 選挙統計班（選挙管理委員会事務局）宮本道夫氏 

若者がどうしたら関心を持ってくれるのか。低投票率の理由が分からない。若者の

深層心理が知りたい。投票は国民の唯一の武器で、対抗手段である。権利行使すべ

きである。 

（対策については）学生に選挙事務従事者になってもらい、同世代への共感を惹起

してほしい。ずっと続くかたちで学生に手伝ってもらいたい。行政ではなく、学生
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の行動計画を立てると良い。行政がやるにも限界があり、また、学生が実行しなけ

れば共感を呼ばない。 

 

筆者：投票所のコストを削減して投票所や期日前投票所を増やすことは可能か。 

選挙管理委員会事務局：選挙にはお金がかかり過ぎている。稲毛小（注：千葉市稲

毛区の投票所の一つ）の有権者は１万人を超えており、千葉市は分割を検討してい

る。そうなると、新たに人権費と機材代が発生する。投票所を増設したいが財政難

である。 

 

 （選挙事務従事者は）ボランティアなら可能だが、いかんせん拘束時間が長い。

コストを減らすなら、人を減らすしかない。ICT が有効だが、透明性の確保が肝要

である。訴訟で選挙が無効になった事例もある30。人件費の単価を切り下げると、

士気に関わる。シフト制や投票時間の繰り上げという手もあるだろう。また、開票

や片付けにも人が要る。苦肉の策だが、市民従事者や人材派遣という手もある。高

校生を半日 3,000 円で雇ったこともある。 

 

また、取り組みとしてはイオン稲毛に、投票所を置いた。また、目に見えるかたち

でそれを周知したく、１月に覚書の締結式を催した。当初は予定に無かったが、イ

オンにも敬意を表したく執り行った。 

企業側としては、地域貢献の理念に基づいて協力してくれている。元々、イオンと

千葉市は協定を結んでおり、その一環で実現した。場所代は掛かっていない。結果、

7,000 人が来た。来年の参院選は中元セールもあり１万人を超えるだろう。そうし

たら店の規模を拡大しなければならない。 

 

筆者：行政が商業施設からお金をもらうことはできないのか。 

選挙管理委員会事務局：法律に基づいた徴収権限しかなく、できない。寄附ならＯ

Ｋ。寄附も目的別で、定めの無いものは一般財源に充てられる。 

                                                   

30  2003年 7月 岐阜県可児市議選における選挙無効確認請求事件を指す。名古屋地判平成 17

年 3月 9 日裁判所 HP参照（平成 16(行ケ)3） 
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 確かに大学生向けの啓発、広報や低投票への対策を行うのに一番適しているのは我々大

学生自身である。一方で、地方公務員31の平均年齢は全地方公共団体 43.1 歳32、国家公務

員の平均年齢は 43.3 歳である33ことからも、大学生に向けた取り組みの難しさが理解でき

る。 

 

分析結果と政策課題 

 3 つの仮説の検証結果と聞取り結果を図示し、政策課題を構造化する。 

 

図 26 期日前投票の啓発の必要性 

 

出典：筆者作成 

 

仮説 A-1 で実証したのは、期日前投票を広報する必要性であり、大学生にそのやり方を広

報する必要があることが明らかである。

                                                   

31 各地域の選挙管理委員会は、地方公務員からなる事務局を設置しているため。 

32 総務省（2013）「平成２４年地方公務員給与実態調査結果の概要」、同（2014） 

33 人事院（2015）平成２６年国家公務員給与等実態調査の結果 
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政策提言 

先行の取り組みを検討する 

期日前投票所の大学内設置上の課題 

 すでに述べたように、大学生に対しては期日前投票の方法の周知や自宅と近い投票所の

増設、課題は選挙管理委員会の積極性と大学生への動機付けである。後述の松山大のよう

な先進事例をどのように他の自治体に広めるのかという視点が重要である。 

 また、長期休み中に投票日がある場合も考えられ、期日前投票所を大学に設置すること

のみでは不十分である。選挙管理委員会の取り組みに学生の目線を加えること、その制度

化と普及を行い、さまざまな若者向けの活動を生み出す必要がある。 

 

松山大学「選挙コンシェルジュ」では、 期日前投票所を大学内に設置し、それに伴う選

挙事務を担う学生として、相談、啓発を行っている事例である。松山市選挙管理委員会事

務局によれば「選挙コンシェルジュ」の増員は学生の立候補ではなく、学校、教授、団体

等を通して行っているとのこと（「学校や先生、選挙啓発に協力いただいている団体など

からの紹介が主なものです。」）である34。 

 

千葉県内においては、八千代市でも期日前投票所の事務従事者として大学生の協力を打診

したものの、人数が集まらなかったという35。 

千葉市の例 

 千葉市内の私立淑徳大に期日前投票所を設けようという動きもある。NPO に所属する

学生からの提案であったというが、千葉市選管は見送りを決めた。「時間がないことや、

設置費用を新年度当初予算に盛り込んでいないことなどを理由に挙げ、来年の参院選に向

けて準備を進めるとしている36。」 

                                                   
34 松山市選挙管理委員会事務局への電子メールでの質問（2015年 10月） 

35 2015年 10月 28日、八千代市へのヒアリング 

36 毎日新聞社「統一地方選：大学に期日前投票所を 選管取り組みに差」 

(http://senkyo.mainichi.jp/news/20150326k0000m040027000c.html) 2015/11/02 閲覧 
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 しかし、矢尾板准教授によれば、2016 年の参院選については予算や設備上の問題が解決

し、設置できる見通しであるという37。 

 

実施上の問題 

2015 年、期日前投票所がある大学は少なくとも 12 大学であるという38。その内訳は

次のとおりである。 

函館大学：北海道函館市 

弘前大学：青森県弘前市 

山梨大学：甲府市 

大阪大学：大阪府豊中市 

松山大学、愛媛大学：ともに松山市 

高知大学：高知市 

山口大学、山口県立大学：ともに山口市 

近畿大学産業理工学部、九州工業大学：ともに福岡県飯塚市 

鹿児島大学：鹿児島市 

  

 2013 年から期日前投票所を設置している松山大学、山口大学、山口県立大学のほか、

2014 年から設置した愛媛大学、2015 年統一地方選挙からは函館大学、山梨大学、大阪大

学、弘前大学、高知大学、近畿大学、鹿児島大学、九州工業大学が期日前投票所を設置す

るなど、大学のキャンパス内への期日前投票所設置が広がりを見せている。しかし、学生

への周知が不十分であるなどの理由から、若者の投票率向上に効果が見られている自治体

は限られている。 

 全国の大学キャンパス内期日前投票所の先駆けとなった松山市では、同市選挙管理委員

会事務局員が発起人となって設置を進めた39。投票所の設置に加え、「選挙コンシェルジ

ュ」と呼ばれる学生達が広報活動を行い、2013 年の参議院議員選挙の際には、市内の 20

                                                   

37 2015年 10月 29日、淑徳大学矢尾板准教授へのヒアリング 

38 朝日新聞 http://www.asahi.com/articles/DA3S11683332.html 

39 松山市「H27県議選における年代別投票者について（大学）」 

(https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/senkyo/senkyodata/senkyokekka/h27kengike

kka.files/05touhyoukekka27kengi_daigaku.pdf) 2015/11/2 閲覧 
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代前半の投票率が 2.72 ポイントアップして 2010 年施行の参議院選挙と比較して全世代で

投票率が低下する中、唯一の増加となるなど、大きな効果が見られた。山梨大学では学生

団体「Create Future 山梨」が主体となって甲府市選挙管理委員会に働きかけ、2015 年 4

月 12 日投開票の山梨県議会議員選挙で、8 日（水）の 10 時から 17 時まで、4 月 26 日投

開票の甲府市議会議員選挙では、21 日（火）、22 日（水）と 2 日間、10 時から 17 時ま

で期日前投票が実施された。投票者数は県議会選で、1 日で大学の近隣住民を含めて 200

人、うち学生は 15 人。市議選で、2 日間で 335 人、うち学生は 22 人だった。大学の新学

期初めだったこともあり、同団体に所属する学生による広報活動も思うようにいかず、学

生の投票者数は同団体の推測よりも伸びなかった40。函館大学では 2015 年 4 月の統一地方

選で道内初開設となり、選挙権を持つ学生役 200 人中 38 人が期日前投票を行った41。弘前

大学では 2015 年青森県議選で 3 日間期日前投票所を設置し、大学が春休み期間であった

ものの初日には 107 人が投票に訪れた42。大阪大学では 2015 年 4 月府議会議員選挙及び

市議会議員選挙で各 340 人が利用し、そのうち一割が学生であった43。山口市では、2013

年 10 月 27 日投開票の山口市長選で同月 22 日に山口県立大学、23 日に山口大学に期日前

投票所を設置した。学生や教員たち 63 人が投票した44。九州工業大学は 2015 年 4 月 9 日

と 23 日に設置し、それぞれ 51 人、47 人が投票した。近畿大学産業理工学部では 2015 年

4 月 8 日と 22 日に設置し、それぞれ 13 人、15 人が投票した45。高知大学では、2015 年 4

                                                   
40 Yahoo Japan「キャンパス内期日前投票所で若者の投票率アップを！！～2015統一選「Create 

Future 山梨」の取り組み」 

(http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150514-00010000-seijiyama-pol&p=1%3E) 

2015/11/02 閲覧 
41 函館市「平成 27年 4 月 26 日執行 函館市長・函館市議会議員選挙 投票結果・開票結果」 

(http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2015040600026/) 2015/11/02 閲覧 

毎日新聞社「選挙:「大学生も関心高めて」 函館大に期日前投票所 市選管 きょう、道内初

の開設 ／北海道」 

(http://senkyo.mainichi.jp/news/20150424ddlk01010144000c.html) 2015/11/02 閲覧 
42 河北新報社「弘前大で期日前投票 青森県議選」 

(http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201504/20150409_23043.html) 2015/11/02 閲覧 
43 大阪日日新聞「大切な１票忘れず 阪大に期日前投票所設置」 

(http://www.nnn.co.jp/dainichi/news/150423/20150423024.html) 2015/11/02 閲覧 
44 中国新聞「大学に１日限定期日前投票所」 

(http://www.47news.jp/localnews/yamaguchi/2013/10/post_20131022235929.html) 

2015/11/02 閲覧 
45 西日本新聞「近大、九工大期日前投票 ４日間で１２８人投票 選管「予想より少ない」」 

http://senkyo.mainichi.jp/news/20150424ddlk01010144000c.html
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月 23 日と 24 日に設置し、併せて 104 人が投票した46。鹿児島大学でも 2015 年 4 月 9 日、

期日前投票所が設けられた。 

 大学内期日前投票所設置について、課題もみえてきている。設置してから初の選挙とな

った 2013 年参議院選挙では大きな成果をあげた松山大学であったが、2015 年県議会選挙

では 2010 年の同選挙と比較して 20 歳代前半の投票率が 22.3%から 18.2%に 4.15 ポイン

トの低下となり 、経年で効果が低下する可能性もみえた。また、期日前投票所を学内に設

置したにも関わらず学生の投票数が伸び悩む大学もある。松山大学で設置一年目に最も 20

代前半の投票率が向上したという前例から見ると、大学に期日前投票所を設置するだけで

は投票率向上等の効果は見込めず、学生による広報での投票日の周知が重要と思われる。

しかし、松山大学の例では自ら学生が中心となって進めているのではなく、学生団体主体

で進めている山梨大学でも、自主的に集まる学生による活動であり、どちらも毎回選挙の

度に選挙広報・事務に従事する学生が一定数集まるとは限らず、それでは継続性が疑わし

く、毎回高い水準で確実に行わなければならないという選挙の性質上、望ましいとはいえ

ない。 

 

政策の内容 

ここまでの分析と調査を踏まえ、政策提言を行う。その内容は 3 つである。 

１．各自治体の選挙管理委員会に学生インターン制度「投票促進士―Univote internship」

を設ける。 

各自治体が履歴書に記入可能な資格を認定する。 

２．各大学に期日前投票所・投票所を設ける 

３．不在者投票（通称：滞在地投票）の簡易化を行い、「ふるさと投票」として周知する。 

 

                                                                                                                                                     

(http://www.nishinippon.co.jp/feature/unified_local_election_fukuoka/article/164825) 

2015/11/02 閲覧 
46 高知市「期日前投票日計表」 

(http://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/life/67932_105804_misc.pdf) 2015/11/02 閲覧 
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選管インターン制度「投票促進士―Univote 

internship」 

概要 

 選挙前後における選挙管理委員会の取り組みを、大学生自身が参画して行うことで期日

前投票制度や滞在地投票（不在者投票）制度等の認知など、大学生を的に啓発や投票所の

設置、選挙事務への従事を行う。 

目的（課題適合性） 

 何よりも若者の投票率を向上させるための取り組みを、大学生の意見を中心に構成する

体制を作ることにある。これにより、投票率低下の原因である制度の認知度を向上させて

いくこと、学生目線からの新たな取り組みを喚起することを目指す。 

 また、選挙事務従事者として学生の協力を得ることで、コスト削減や人手不足解消の効

果も見込める。 

メリット 

 学生はインターンを通し、行政の業務経験、選挙啓発の企画立案や選挙事務従事者など

から社会経験を得ることができ、資格を得ること、所属大学や学部によっては単位を得る

ことができる。このインターンシップ制度によって継続的に学生の協力を確保していくた

めにも、自治体が資格化を行い、学生が履歴書等々に書き込める資格とする。所属大学、

学部に応じて、既に単位化47が進んでいるインターンシップの一環に位置付けることも重

要である。 

                                                   

47 インターンシップの単位化について、文科省は 1999 年の「インターンシップの推進にあた

っての基本的考え方」を改定し、「インターンシップを大学等の単位に組み込むことは、大学

等の教育、特に専門教育とのつながりがより明確になることや、インターンシップ・プログラ

ムや事前・事後教育等の体系 化及び充実が図られる等、インターンシップの教育効果を高め、

学生が大学等における教育 内容をより深く理解できるというメリットがあり、望ましいと考え

られる。 なお、特に当該単位を学位の構成要件とするに当たっては、教育課程の体系の中に当

該単位をどのように位置付けるか十分な検討が必要である。また、単位化を進めんがため、か
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 選挙管理委員会は、若者の選挙事務に対する参画により、取り組みの改善を狙うことが

できる。さらに、事務従事者の人員不足やコスト削減、というメリットもある上に、大学

生との協業の取り組みとしても注目される利点もある。 

制度設計 

 各選挙管理委員会は、資格認定基準（後述）に基づき、事前にカリキュラムを作成して

おく。衆議院議員選挙の公示日は投票日の 12 日前、参議院議員選挙の公示日は投票日の

17 日前であり、選挙運動の解禁に合わせて啓発企画等々を行うことも考えられるから、投

票の事前に若者への意識調査を行うことも含め、前者は投票日が決まり次第速やかにイン

ターンシップ生の募集を公表する。 

 参議院選挙、地方統一選挙が行われる年度においては、その年度の初めにインターンシ

ップ生の募集を公表し、インターンシップ生を決定しておき、投票日に備えてスケジュー

ルを組む。投票所の設置に関わる事務にも参画するため、選挙の開催時にインターンシッ

プを行うこととする。 

 インターンシップの根拠は各自治体により異なるが、千葉市においては要綱48に基づき、

大学と協定を結んだ上で学生を受け入れるものである。現在の枠組みのままでも、選挙管

理委員会においてインターンが６日間49実施されるなど実現は充分に可能である。 

資格となる実習の内容 

 その内容であるが、 

● 若者に対して意識調査を行うこと 

                                                                                                                                                     

え って不必要な教育内容を生じさせることのないような工夫が必要である。」としており、単

位化を推進している。文部科学省（2014）「インターンシップの推進に当たっての基本的考え

方」  

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/0

4/18/1346604_01.pdf。 

48 千葉市インターンシップ事業実施要綱

https://www.city.chiba.jp/somu/somu/jinzaiikusei/documents/chibashiinternship-yoko.p

df 

49 https://www.city.chiba.jp/somu/somu/jinzaiikusei/documents/27ichiran.pdf 
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● 若者に向けて期日前投票や滞在地投票（不在者投票）制度等を広報すること 

● 付近の大学に期日前投票を設けるなどの投票事務を行うこと 

● 学生発案の取り組みを行うこと 

● 取り組みの効果を検証すること 

を共通事項とし、各自治体と学生が創意工夫をできる基盤をつくることが重要である。資

格の認定は基準に沿って各自治体が行い、認定証を発行することとする。このようなイン

ターンシップの資格化のモデルケースを千葉市において実現し、全国に普及させることを

目指している。 

 

期日前投票所を大学校内に設置 

 分析や先行の取り組み検討でも期日前投票を大学生に周知し、その投票所を身近に設置

することは大学生の投票率向上に効果的であることを述べた。しかし、先行例では必ずし

も学生の投票所の設置日程の面でそのニーズに合っておらず、その効果が十分に発揮され

ていない取り組みが見られた。これは学生の参画によって改善が見込めるが、どの取り組

みにおいても学生の参画の確保が課題となっていた。この弱点については一つ目の「投票

促進士」によって克服でき、各大学のインターンシップにおいて期日前投票所の設置を推

進することで、現在よりもスムーズに実効性のある投票所の設置が進むだろう。 

 

不在者投票の簡易化で「ふるさと投票」 

 現行の制度では、住民票が現住所にない人も、次のような手続きを行えば投票が可能で

ある。 
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図 27 

 

出典：筆者作成 

 

 以上が、公職選挙法施行令57第 50 条～57 条が規定する不在者投票の流れである。上記

の流れの中で、有権者の手間を省き、コスト感を下げることが肝要である。具体的には下

図の様に、選挙人名簿に登録されているかの確認58を滞在地の選管が代行し、その後投票

用紙等の送付を滞在地の選管が登録地の選管に求めるという流れにする。そうすることで

有権者のコスト感を下げることができる。 

同時に、国政選挙においては告示日以降に大学に選挙管理事務所が出張所を設け、大学

における「ふるさと投票」を可能とする。すなわち、従来は請求書を用意し、自ら郵送、

その後に滞在地の選挙管理委員会まで出向く必要があったのに対し、「ふるさと投票」で

                                                   
57 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi 
58 その確認方法について、公職選挙法施行令第 50条は「直接に、又は郵便等をもつて、その

投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができ

る。」としており、その解釈上、電話や電子メールではなりすましの棄権があり、投票用紙な

どの請求を行うことは出来ないとされる（千葉市稲毛区選挙管理委員会事務局へのヒアリング

より）。そこで、本人確認を滞在地の選挙管理委員会が代行して行い、滞在地の選挙管理委員

会がその代理人として登録地の選挙管理委員会に請求を行おうとするものである。 
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は大学にいるまま投票用紙を請求し、数日後に受け取ることによってふるさとの候補を選

ぶことができるようになる。 

 

図 28 

 

出典：筆者作成 

 

 このような制度の変更は、滞在地の選挙管理委員会の判断により可能になるものであり、

滞在地の選管が大学との協力によって滞在地投票の申請を大学構内で行えるように投票促

進士インターンシップ生と協力し、「ふるさと投票」として大学生に広報する。実家を離

れて暮らしている、かつ住民票を現住所に移していない者の投票率は本調査ではわずか

3％であり、「ふるさと投票」が定着すれば大学生の投票率向上におおきく貢献する。 
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実現可能性 

最後に、政策の実現可能性について述べる。 

本稿の政策提言においては、投票促進士インターンシップが引き金となり、大学への期

日前投票所設置や「ふるさと投票」などの取り組みを加速させる。引き金となる投票促進

士インターンシップ政策について、現在の千葉市長に対するヒアリングを行うことができ

た。 

熊谷市長は、投票促進士インターンシップ政策について、「千葉市ではすでに高校生が

選挙事務に従事する事業が行われており、その枠組みの延長上で行うことは考えられる。

大学生が広報戦略にまで参画してくれるのはこちらとしてもありがたい。」と述べ、実現

可能性は極めて高いことがわかった59。ただし、自治体によってはインターンシップの期

間に定めを設けているなど差があるため、全国共通の資格とする上での最低条件として必

要な実習時間等や共通の実習内容を提示した。 

以上に述べてきた政策により、大学生の投票率を向上させることができると考える。大

学生の投票率向上のモデルケースとするため、千葉市において「投票促進士 Univote 

Internship」制度、「ふるさと投票」制度を実施できるよう関係各所との協議や準備を始

めている。今後の動きにもご注目いただきたい。 

 

                                                   

59 2015年 10月 28日、千葉市、熊谷市長へのヒアリング 
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付録１ アンケート回答用紙（予備的調査） 
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付録２ アンケート回答用紙（予備的調査） 
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付録３ アンケート回答ページ（本調査） 
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付録４ 稲毛区選挙管理委員会への聞き取り 

日時：2015 年 10 月 16 日 

インタビュワー：今井隆太、清田果奈子、小室芳樹 

当方 ：地域振興課 選挙統計班（選挙管理委員会事務局）宮本道夫氏 

方法：インタビュー  

目的：投票所のコスト削減と増設について話を聞くため 

議事録 

筆者：本調査で、行こうと思う人が 88％。行く人が１／２人。 

選挙管理委員会事務局：わたしも、どうしたら関心を持ってくれるのか。低投票率の理由

が分からない。安保法制の話もあるし、この研究は良いタイミング。 

 

筆者：住民票を移していないのが原因ではないか。 

選挙管理委員会事務局：住民票を移すことで、権利と義務が発生し住民意識が生まれる。

第二の拠点としての意味合いが生まれる。 

 

筆者：期日前投票に関する知識の差を見られる。 

選挙管理委員会事務局：期日前投票は、投票の秘密を守るために二重封筒にしていた。各

投票区に封筒を送致し、送り先で開けるというやり方。 

 不在者投票は、たとえば、轟町から宣誓書を長野県に送り、長野県で名簿対照して、投

票用紙が送られてきて、轟町の選管で投票でき、それが長野県の選管に送られる。１年間

どこかで選挙があるから、誰か一日いなければいけない。 

 後は、大学に投票所を設けるのも一つの方策。弥生小学校は投票場所へ行きにくい。千

葉大内に投票場所を設け、学生に選挙事務従事者になってもらい、同世代への共感を惹起

してほしい。ずっと続くかたちで学生に手伝ってもらいたい。見返りに、大学に報告し就

職に寄与するようになれば良い。自発的に取り組んだことのアピールになる。 

 投票所でトラブルが起こるのは、経験豊富な人材がおらず、また長期間勤務で体力も削

られるからである。 
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筆者：投票所を知っていて、ふだん行く人は全員投票している。 

選挙管理委員会事務局：過去に苦情があり、是正した。行き慣れた場所で投票したいとい

うものだった。これは重要で、投票への敷居を低くする。知らない場所だと、投票所はど

こか厳かだから、行きづらい。また、選挙研究会で ICT の活用の話が出ている。いつでも

どこでも投票できるようにしようというのである。 

 

筆者：投票より他の予定を優先したくて、期日前の手続きを知らない人の投票率が 22％で

あるのに対し、知っている人は 88％である。手続きの周知が大事。 

選挙管理委員会事務局：法律で、宣誓書を書く必要があるのかと、手続きに関して苦情を

受ける。 

 若者の深層心理が知りたい。投票は国民の唯一の武器で、対抗手段である。権利行使す

べきである。 

 イオン稲毛に、投票所を置いた。また、目に見えるかたちでそれを周知したく、１月に

覚書の締結式を催した。当初は予定に無かったが、イオンにも敬意を表したく執り行った。 

 

選挙管理委員会事務局：この部屋で、選管の定例会を開いている。３人（今井・清田・小

室）の席は委員の席。毎月１回、名簿の登録・抹消を行っている。登録は３、６、９、12

月の特定日に行う。 

 「委員会」は市長が直轄すべきでない仕事に関して設けられる。 

 選挙時登録について、「三か月要件」は厳密には正しくない。３か月居て、登録基準日

を過ぎないと登録できない。抹消は転出から４か月で行う。在外名簿への登録は当人の申

請があって初めて行われる。 

 投票所の決定も委員会で行い、公示前には必ず臨時会を開き、ポスターの場所や投票所

の決定を行う。 

 

筆者：イオン稲毛は集客が見込めるから行っているのではないか。 

選挙管理委員会事務局：企業側としては、地域貢献の理念に基づいて協力してくれている。

元々、イオンと千葉市は協定を結んでおり、その一環で実現した。場所代は掛かっていな

い。結果、7,000 人が来た。来年の参院選は中元セールもあり１万人を超えるだろう。そ

うしたら店の規模を拡大しなければならない。 
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筆者：行政がお金をもらうことはできないのか。 

選挙管理委員会事務局：法律に基づいた徴収権限しかない。寄附ならＯＫ。寄附も目的別

で、定めの無いものは一般財源に充てられる。 

 

筆者：投票所のコストを削減して期日前投票所を増やしたい。 

選挙管理委員会事務局：選挙にはお金がかかり過ぎている。 

 稲毛小の有権者は１万人を超えており、千葉市は分割を検討している。そうなると、新

たに人権費と機材代が発生する。投票所を増設したいが財政難である。 

 

 投票立会人 17,000 円 

投票管理人 12,600 円 

開票立会人 8,800 円 

開票管理人 10,600 円 

 

期日前 

管理人 11,100 円 

立会人 4,966 円 

 

 イオン稲毛の職員は使えない。職務専念義務があるからだ。ボランティアなら可能だが、

いかんせん拘束時間が長い。コストを減らすなら、人を減らすしかない。ICT が有効だが、

透明性の確保が肝要である。人件費の単価を切り下げると、士気に関わる。シフト制や投

票時間の繰り上げという手もあるだろう。また、開票や片付けにも人が要る。苦肉の策だ

が、市民従事者や人材派遣という手もある。高校生を半日 3,000 円で雇ったこともある。 

 

筆者：兼任はできないのか。 

選挙管理委員会事務局：役割が法律で決まっている。一般従事者なら、まだまだ流動性の

余地がある。ただ、従事者の責任は重い。投票が少ないところであれば兼任も可能である。 

 名簿対照が早くなれば人を減らせるだろう。今は間違いの無いように２人置いている。

電子投票が最大の効果をもたらす。広島のどこかでは、ＭＯを使って開票が 10 分で済ん

だ。神戸だったろうか、システムダウンでやり直しになった。 
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やはり、大学構内に投票所を置き、大学生に事務従事者を任せ、不在者投票もできるよう

にすることが有効だろう。松山大学はコンシェルジュを置き、管理委員会の職員と同様に

仕事を任せている。学生を起用する場合、メリットを与えるべきである。 

 

筆者：まずは不在者投票と期日前投票の周知が重要なのではないだろうか。 

選挙管理委員会事務局：周知のページを分かりやすくしたい。 

学生が動けば、政治不参加に気後れを感じてもらえるのではないか。学生の動きを立てて

みたらどうか。実行とまでは行かなくとも。 

 

筆者：千葉大に投票所を置くことが実現できていないのはなぜか。 

選挙管理委員会事務局：イオン稲毛の情勢を見ていた。実現するには、大学本部と詰める

必要がある。国立大学法人も生き残りに必死だから、乗ってくるだろう。 

若者こそ投票に行ってほしい。年寄り向けの施策になってしまう。 

 

筆者：投票所設置を実現するにしても、先生間のつながりが薄い。学科単位で話を持ち掛

ける方が良いだろう。 

 

選挙管理委員会事務局：公職選挙法改正で主権者教育ができるようになった。教育委員会

との連携が大事である。副教材で最先端を行くのはドイツだろう。教育の現場では、不偏

不党であることが求められる。 

行政ではなく、学生の行動計画を立てると良い。群を抜いた研究になるだろう。行政が

やるにも限界があり、また、学生が実行しなければ共感を呼ばない。 


