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１．名称

「選挙に関するアンケート」

２．目的

３．調査の対象

市内全９校の高等学校２年生

各校３０名程度とし、実施者は任意抽出

４．実施期間

平成２８年１月７日（木）～平成２８年１月２９日（金）

５．実施人数

山口県立山口農業高等学校 24

山口県立防府高等学校佐波分校 16

山口県立山口高等学校 40

山口県立山口高等学校徳佐分校 25

計 277

アンケートの概要

　選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられたことを一つの契機と捉え、若者への政治に対
する興味や参加意欲の増進と、市議会活動への理解を深めていただくことを目的として、
市議会だよりに若者向けの関連記事を掲載することとしました。
　この掲載にあたり、市内高等学校の生徒に対して、アンケート調査を実施しました。

学　　校　　名 実施人数（人）

学校法人鴻城義塾山口県鴻城高等学校 26

学校法人野田学園高等学校 30

学校法人山口中村学園中村女子高等学校 40

山口県立西京高等学校 34

山口県立山口中央高等学校 42
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あなたご自身のことについて

問１．あなたの現在のお住まいの住所についてお答えください。

問２．あなたの性別をお答えください。

選挙に関することについて

  ※その理由は記述参照

　5.その他具体的に　の記述　　18件

問５．あなたは、投票することについて、楽しみにしていることや不安に感じていることがありますか。あれ
ば記入してください。

　※記述参照

問３．今年予定されている参議院選挙から１８歳以上の人が投票に参加できるようになります。あなたはこの
ことをご存知でしたか。

投票しても意見が反映されないから

要するに若者に責任意識が薄い

問４．あなたは、１８歳になった後、投票に行きたいと思いますか。その理由も記入してください。

問６．近年実施された選挙において、若い方の投票率が低くなっていますが、その理由は何だと思いますか。
（複数回答可）

同じような人ばかりだから

若者に対する内容が少ないから（高齢者や自衛権のことばかりなど）

都合があわない、忙しい

国に意見が伝わっていると思えないから、実感がないから

投票しても意味がないと思っているから

今の政治は国民の意見をあまり取り入れていないと思うから

投票しても何も変わらないから
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政治に関することについて

問９．あなたは政治の話をすることがありますか。

　3.その他具体的に　の記述　　1件

問１１．あなたは国や地方の政治にどの程度関心がありますか。

問７．若い方の投票率を上げるためには、何をしたらよいと思いますか。あなたの考え（ＰＲの方法やアイデ
ア等）を記入してください。

　※記述参照

　※その理由は記述参照

どんな人を投票すればいいのか分からないから

結局はどの候補者も同じようなことを言っているように聞こえてしまう

政治に信頼性がないから。話題を身近に感じられないから（ある種の意思表示）

誰に投票しても使えないから

問１０．問９で「1　よくある」または「2　ときどきある」を選択された方にお尋ねします。主に誰と話しま
すか。

お年寄りに小言を言われそうだから

他人に任せようという意識が強いから

誰に投票しても同じだから、変わらないから

選挙についてよく知らないから

家族とも友人とも

問１２.問１１で「1　非常に関心がある」または「2　ある程度関心がある」と答えられた方にお尋ねします。
あなたが関心のある政治課題を２つ以内で記入し、その理由または意見をお書きください。

　※記述参照

自分には関係ないと思っているから

問８．あなたは、選挙権年齢が引き下げられたことによって、国や地方の政治が変わっていくと思いますか。
その理由もあわせて記入してください。
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　6.その他具体的に　の記述　　13件

飯がうまい

宗教間の争いや思想弾圧が他国と比べて圧倒的に少ないこと、政治がよい所

治安がよい

安心・安全

治安がよい

海外と比べると治安がよい

災害があったときのボランティアや自衛隊などの人たちの活躍

問１４．あなたは、今の日本の良さについてどう思いますか。あなたの考えをお答えください。（複数回答
可）

問１３.問１１で「3　あまり関心がない」または「4　まったく関心がない」と答えられた方にお尋ねします。
関心がない理由を記入してください。

　※記述参照

あらゆる国々の文化を積極的に取り入れようとする柔軟さをもっている点

寿司がおいしい

戦争がない、自由がない、テロがない

何も思わない

戦争をしないこと

特になし
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問４.あなたは、18歳になった後、投票に行きたいと思いますか。その理由も記入してください。

１．必ず行きたい　　の理由  ６１件　（内２件未記入）
□選挙は義務だと思うから　　13件

□政治に意見を反映させることができる　　12件

□政治に参加することが重要である　　12件

□選挙を体験してみたい　　9件

□その他　　13件

国民の義務であり、自分の意見を政治に反映できるから
義務だと思うから。政治にかかわることができる方法と思うから
選挙権があるから
私たち全員がかかわることだから、１人でも多くの人が投票に行かないと投票率が低くなって国
民全体の意見が反映されなくなってしまうから
投票するのが市民の義務と思うから
投票することは国民の義務と考えるから

義務だと思うから
民主主義の国家として必ず行かなければならないから
国民の義務だから
社会的責任だから
投票することは大切なことだから
投票をできる権利を放棄するということは、その後決められた物事に意見があっても聞き入れて
もらえないと思っているから

自分の意見を選挙を通して主張したいから
自分たちの意見を述べる権利が認められていることだから
自分の意見が反映される数少ない方法の一つだから
自分の意見が貫き通せる
小さな１票ではあるが、国政に自分の意見を示せるというのは、いいことだと思うから
若い人の意見も取り入れられたらいいと思うから

国民の責任だと思うから

今の日本の政治について考えることができる。また、意見を反映させることができる貴重な機会
であるから
将来の国のために自分の意見を役立てたいから
投票をせずに「今の日本は…」とか言いたくないし、自分の意見等はしっかり持たないといけな
いと思うから
自分の意見を少しでも政府の人に聞いてもらえるから
自分から意見を発信することが大切だと思うから

最近、投票率が低くなっているということをよく耳にしよくないと思うし、よりよい国づくりに
は、まずは、国民一人一人が自国について関心を持つことが必要だと思うから
行政に参加することは国民の義務だと思うから
選挙で投票することにより、これまで以上に政治について深く考えられると思うから
自分達の安全・安心な生活を確保してもらっている面もあり、投票していない、つまり政治に参
加していないのにあれこれ言うのは自分勝手になるだろうと思ったから
選挙に行って政治に参加するのはとても大切なことだと思うから
選挙の投票に積極的に参加することで、若者の政治の無関心さの改善になると思ったから

自分の意見を政治に反映してもらうため

自分が政治に参加しているという自覚が持てるから
自分の１票が日本の将来を動かすから
投票しないことには、政治についてとやかく言えないから
国民の一人として政治活動に加わりたいから
自分の一票が政治に反映されるから

今までは自分なりの意見をもっていても反映されるものがなかった。単に授業やＴＶの中のもの
でしかなかった選挙に興味があるから
選挙をすることに興味があるから
どんなものなのか知りたいから
選挙というものがどんなものか知りたい

選挙権を新たに得た１８、１９歳の人々の投票率がもし低かったら、次の選挙からはこの層は相
手にされない、もしくはされにくくなると聞いたことがあるから
自分と同じ学年の人でも行けない人がいるから

一人の国民として政治に参加したいから

一度体験してみたい
どんなものか体験したい
どんな風に投票するのか気になるから
投票をしてみたいから
選挙にも興味があるし、最近は投票率が下がっているから

今の党とは違う所にいれたい
今の日本について考えることができるから
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□未記入　　2件

２．できれば行きたい　　の理由　　１１５件（内９件未記入）
□選挙を経験したい　　12件

□政治に意見を反映させることができる　　11件

□政治に参加することが重要である　　11件

□選挙権を無駄にしたくないから　　10件

貢献したいから
自分に関係することだと思うから
今後に関するから
選挙の結果に責任を持ちたいから
これから自分が生きていく社会を決める選挙に行かない訳にはいかない。万一、違う人が当選し
ても、自分の意志は伝えておきたいから

どんな感じか知りたいから

自分の住む町が良くなるかどうかを決める重要なものだから
どのような事を言うのか気になるから
親に言われてるから
何もしないで後で後悔するのは嫌だから

選挙をしてみたいから
大人になってから選挙のやり方がわからないと恥ずかしいから
興味があるから
体験してみたい
初めてなので、どのような感じなのか見ておきたい

政治についてのニュースをよく見ていて自分の考えを持っているため

やってみたいと思っているから
18歳には必ずいきたい、社会経験になる
ずっと行き続けるかわからないが、できるようになったのなら経験はしておきたいから
経験を重ねたい
投票してみたい
せっかくの機会なので経験も兼ねて行ってみたい

意思表示をすることは大事なことだと思うから
今までは自分の考えや政策に対する意見があっても表明することができなかったから
国民の意見を反映させるには必要なものだと思うから
より良い山口市にするべきだから。選挙権年齢が引き下げられて、これからの社会をつくってい
く世代の意見が必要だと思うから

選挙に行くことで自分も政治にかかわっていると思うから
自分が政治に参加することができるから

一票だとしても自分で選んでこの国の方針を決めたいから
日本の未来を考えたいから
選挙の結果で私たちに影響があるから
将来が良くなるように自分もかかわっていきたいと思うから
投票すれば、自分が政治に関して思っていることを伝えることができ、改善されるかもしれない
から
自分の意見を反映させたい

参加してみたいから
投票率が少なくなっている中、１８歳から投票できるということを、ある意味楽しみとして捉え
て、全国に貢献したいから
若い人が政治に参加することが大切だと思うから

資格があるなら行きたいと思う
選挙権年齢が引き下げられたことを無駄にしたくない
選挙権を無駄にしてはいけないと思うから

微力でも政治に参加できるから
政治に参加できるから
日本の政治に参加する責任があると思うから
山口市民として、参加してみたいから
できるだけ政治について協力していきたいと思うから
選挙に参加できるから

せっかく私たちのために選挙権年齢が引き下げられたのだから、使わないともったいない

投票できるなら、投票した方がいいと思うから
参政権をもらったからには、投票すべきだと思うから
昔の人たちが必死で勝ち取った権利の一つだから
せっかくいただいた選挙権なのだから「誰に投票したいか」と時間さえ合えば是非行きたい
権利があるから。
自分も選挙権を持っているから
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□選挙は義務だと思うから　　9件

□日本（県・市等）の将来にかかわることだから　　8件

□よい候補者に投票したい(当選してほしい）から　　8件

□時間があれば投票に行きたい　　6件

□興味がない　　4件

□投票率が低いから　　3件

□自分の生活にかかわることだから　　3件

□誰に投票したらよいかわからないから　　2件

□選挙（投票）の仕方がわからないから　　2件

□選挙（投票）に行かず政治等に意見したくないから　　2件

□その他　　15件

決められていることだから
投票する義務があると思うから
国民としての義務だと思うから
義務だから
投票をするのは、やるべきことと思っているから

これからまだ人生は長いので今をよくすることが未来をよくすることにもつながると思うから、
積極的に選挙に参加したい
今後の政治を良くしていくには、一票が大事だと思うから
若者の意見もさらに増えるので、私達が住みたいと思えるような国になりやすくなるから
自分たちの未来が変わる可能性があるから
未来のことにかかわるから
世の中のために

義務だから
面倒くさいけど行かないといけないものだと思っているから
１８歳になったときは、選挙の事は余りわからないと思うが、決められていることなのでできれ
ば行きたい
山口市の代表を決めるにあたり、山口市民として参加しないといけないから

自分の住んでいる国の未来にかかわることだから
投票で日本の将来が決まるから

自分が支持しない人に代表になってほしくないから
山口県や日本のために尽くすことができる人を自分の目で選びたいから

行きたいが学業や部活動などが本分なので、考慮していくと思うから
期日前投票もあるので、時間があれば行きたいと思う
用事がなければ行く
時間があれば行こうと思う、積極的に進んで行こうとまでは思わない

自分たちの市を見てくれる大切な人を決めるから
いい人が出たら行きたい
自分も票を入れて、今後をよくしてくれる人に当選してほしいから
投票したいと思う人がいれば行きたい
自分の納得した人に投票してみたいから
若者のことを考えている方を支持したいから

投票率が下がっていて問題になっているから
投票率が減少してきているから
若い人の投票率が低いと言われているので、自分１人でも多く行った方がよいと思うから

自分にもかかわることだから
政治は自分たちの生活に直接かかわることで、選挙権のある自分達にも責任があるから
自分たちにかかわることだから

時間があるかわからないから
用事がなければ

余り興味がない
選挙に参加する義務はあるが、自分の親も余り行かないので、選挙に行かなくてはいけないとい
う意識が低いから
現代の政治に魅力を感じないから
関心がないから

大学を卒業するまでは余り行かないと思う。でも、社会人になったら必ず行きたい
役に立ちたいから
政治について余り詳しくないから、もっと深く知れたら行きたい

特に政党などに関しての知識もないし、誰に投票すればよいかよくわからない
誰に投票していいかわからないから

初めてだから緊張するし、やり方がわからないから
余り選挙について知らない

選挙に行かず、国の政治（特に選ばれた人）について意見したくないから
投票にも行かずに文句を言いたくないから
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□未記入　　9件

３．あまり行きたくない　　の理由　　　７６件（内２件未記入）
□政治や選挙等がわからない　　39件

□忙しい、面倒、関心がない　　18件

行きたいが、よくわからないまま投票しそう
親が行くから
よくわからない

まだ学生というのがあるから
選挙は大事だから
必ず行くとは言い切れないが、多分行くと思う。行かないと、後からなんだかんだ言えないし、
何より行かない理由が別にない

投票するほど、いろいろなことを知らないから
無知だから

県外の大学に行く場合、選挙中に山口にいるとは限らないから
まだよくわからないけど、行ったほうが良さそうだから
意見があるから
学校で勉強もしたから
よりよい選挙にするため
時間が合わないから

よくわからないから

どこの党やどの人がいいとかわからないから
政治のことはよくわからないから
まだよくわからないから
わからないから
政治についていまいちよくわからないから

国内政治の状況がわからず、与党と野党のどちらに投票すればよいかわからないから
そもそも誰に投票すべきか全くわからないから。
世の中をまだ知らないと思うから
まだちゃんと理解できていないから
選挙には余り詳しくないし、押している党がないから
まだよくわからないから

わからん

政治について余りよく知らないから
選挙のことはよくわからないから誰を選べばよいかもわからない
よく分からないで投票するのもどうかと思うから
政治にそこまで詳しくないから
よくわからないから
選挙の仕方がわからないから

誰に投票すれば良いのかわからないから
まだ余りよくわからないことが多いから
選挙がよくわからないから
政治のことはよくわからないから
もう少し政治について詳しく知ってからがいいから
政治について余りよくわからないから

選挙についてまだよくわかっていないから
よくわからない
余り政治がわからない
政治は余りわからない
選挙について余りわかっていないので、よくわかったときに投票しようと思います
世の中をまだ知ることができていないから

政治には関心があるが、まだよくわからないから
誰に投票していいのかわからないし、ルールもわからないから
朝も早いし、投票の仕方がわからない
よくわからないから
政治がよくわからないから
選挙のことがまだよくわからないから、もっときちんと知りたいしよくわからない

忙しいし、関心がない
政治に関心がない
投票するのが大変
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□無責任な投票はしたくない　　10件

□政治、政策に期待できない　　6件

□その他　　1件

□未記入　　2件

4．まったく行きたいとは思わない　　の理由　　　25件（内2件未記入）
□忙しい、面倒、関心がない　　10件

□政治や選挙等がわからない　　9件

政治の事に関心がないから
特に興味がないから
面倒だから
面倒だから
誰に投票しても何も変わらないと思う。行くのが面倒
家の外に出たくない。欲を言えば部屋の外に出たくない

面倒くさいのと忙しかったりするから
まだ余り意識が持てていないから
いちいち行くのが面倒くさい

よくわからないまま無責任な投票はしたくないから
投票しに行きたいような人がいない。適当に投票するぐらいなら行かない
きちんとした考えをもって、代表者を選べるか、自信がないから

来年は受験です。さらにまだ社会のことについて疎いのに、浅い考えで投票をしたくないから

誰に票を入れたらいいか、判断に迷うから

政治活動に余り興味がないから
投票しようとする気持ちより、投票所に行くことが苦だという気持ちが勝っているから
面倒だから
あまり興味がないから
わざわざ投票に行くのも面倒だから
余り興味がない

期待してないから

時期が早い

誰を選んでも同じであるような気がするから
誰になろうが変わらないから、お金の無駄
自分達の意見一つ一つが反映されないと思うから
誰でも同じだと思うから

日頃、政治についてのテレビを見ていないので、この人に入れようと思う人がいないため

政治についてもまだ勉強途中であるため、正しい一票を入れることができるという自信がないか
ら。まだまだ未熟な段階で、このような事をするのは余りよくないのではないかと思う

行ってもよくわからない人に投票するだけになりそうだから、適当に投票するくらいなら行って
も意味がないと思う

投票するとしても、どの人がどのような政治を行いたいと思っているか自分なりには知識不足で
わからないので、結局誰が良いかもわからず投票してしまい、その票の意味がないから

選挙のことを余り知らないから知識を身につけて投票したい

面倒な上に政策に期待できないから

関心がないから
面倒くさいから
面倒くさいから
面倒くさいから

知識もないのに行くべきではない
わからないから

面倒くさい
面倒だから
詳しくないし興味もない
面倒くさいから
よくわからないから。自分が行っても行かなくても変わらないと思う。政治に興味がない
興味がないから

選挙の内容がわからない

わからないから
よくわからないから
よくわからないから
選挙に詳しくないから。選挙で何が変わるのかはっきり理解してないから
誰に投票したらいいのかわからない
よくわからないから
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□政治、政策に期待できない　　3件

□その他　　1件

□未記入　　2件

誰がなっても同じ
一票では変わらないから

社会人になっておらず、世の中の様々な事に対して理解が足りない人が投票するのはおかしいか
ら

正直なところ日本の政治には期待していない
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□初めての投票なので、きちんと投票できるか不安　　23件
投票方法
初めての投票なのでスムーズに終らせられるのか不安
投票会場での投票手順がわからず不安、また事前に準備する物等はあるのでしょうか
投票方法
書き方を教えてほしい
やりかたがいまいちわからない
どうやって投票するかわからないことが不安
投票の仕方が余りわからない
選挙についてよくわからないので、どうしていいかわからないことばかりだから
選挙のことはよくわからないから不安
投票のやり方が知れぬから
いつ、どこで、どのように投票すればいいかわからない
選挙方法がまったく分からないので、少し不安
どうやって投票するかわからない
投票の仕方
投票会場がどんなふうになっているのか見られるのが楽しみ。不安は投票するにあたって、しな
くてはいけないこと、してはいけないことは何であるかがよくわからないこと
どのように投票すればよいのか正しい方法がいまだにはっきりとわかっていないことを不安に感
じている
選挙の投票の仕方がわからない
無効にならないように注意点をしっかり把握すること
正確に、ミスなく記入できるか心配
どうするのか方法がわからない
投票のやり方などわからない
投票のルールがわかっているようでわかっていない

□どの政党または候補者に投票すべきかわからず不安　　18件
どの政党に入れるか、どの政党が良いのかを考えることが不安
誰に投票したら良いのかわからなくて不安です
誰がどんなことをしているのかがわからない
誰に投票すればいいかわからなかったり、決められなさそうで不安
誰に投票するべきかわからない。情報集めが難しい
知名度だけで投票したくないから、ちゃんと政党のやっていることとか見るけれど、長所は多く
わかっても短所を見つけることは難しい
政治についてわからない。投票のとき、何を優先に選んだらいいかわからない
何を基準に投票するべきかわからない
何を基準にして投票するのか
誰に投票すればいいかわからない
どんな人に投票すればいいかわからない
誰を選んでいいかわからない
政治について余り詳しくないため、誰に投票したらよいかわからない
自分が政治に関与できる「大人」として認められたことは嬉しく思うし、大人としての権利を
ちゃんと使いたいと思う。しかし、投票するにあたって誰に投票すればいいかをどうやって判断
すればいいか分からないのは不安
誰に投票をしていいのかわからない
その人が詳しくわからないところが不安
どういう基準でどんな人に投票するべきなのかよくわからない
社会を変えていく人を見極めて選べるのかどうか

□政治等を理解していない若者が投票することに不安や疑問を感じる　　18件
自分たちが行っても余り意味がないのではと思ってしまうこと
政治を知らない未成年の票で、日本の情勢がおかしくならないかということ
自分がしっかり理解した上で投票できるかが不安
自分の一票で何かが変わってしまうかもしれないという不安が少しある
１８歳ってまだ高校生で、社会に足をふみいれていないのに、行ってもいいのかという疑問があ
る
よく理解していない自分が大事な一票を投票してもいいのかということが不安です
政治のことをきちんと理解して、投票できるかが心配
ちゃんと今の政治を理解しきれて投票できるかどうか不安
もしかしたら自分の一票で国が変わるかもしれず、少し不安です
自分の１票がわずかではあるが、その町の未来を決めていくものになること
よく分かっていない状態で選挙権をもらっても適当なところに入れる人が増える可能性や、投票
しない人が増える可能性があるので、とても不安に感じている
政治について無知なので、ちゃんと選び、投票できるか心配
政治のことなどよくわからない

問５.あなたは、投票することについて、楽しみにしていることや不安に感じていることがありますか。あれ
ば記入してください。　　　136件
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政治のことについて余りわからない
政治に知識がなくまだ分からないことが多過ぎて不安である
余り政治に詳しくない自分が投票してもよいのか
自分の一票が大きく左右するかもしれないので適当に入れられない
自分が１人の大人として見られ、投票できることはうれしいですが、自分の選択の責任が重くな
るのが不安です

□政党や候補者の情報をどのように得たらよいのかわからない　　4件
立候補者の意見が理解できるか心配
調べる時間があるかどうか
不安に感じているというよりもわからないことだが、候補者の情報をどうやって知るのかという
こと
候補者を選ぶ際に、その候補者がどのような考えをもっているのか正確に知ることができなさそ
う

□国民であるという実感がわく　　3件
自分が国民であるという実感がわく
自分が日本国民の一意見として票を投じることができること

自分が社会に加わった実感ができそう。政治について勉強することに力を入れなくてはいけない

□どの政党または候補者に投票するか考えることが楽しみ　　2件
誰を、どの政党を選ぶのかということを考えるのが楽しみ
これからの行政を見て、ゆっくりと考え、自分の票を入れるのが楽しみです

□その他　68件
知識が少ないから
難しい制度や言葉をわかるように説明して欲しい
責任感を持って行いたい
投票率の低下、一票の格差の拡大が不安です
特になし
ないです
特になし
なし
なし
特にない
なし
なし
なし
特になし
立候補者の演説など聞く時間がないかもしれない
特になし
一番最初に行って、投票箱の中を見せてもらいたい
特になし
特になし
なし
あまりにも少数派の意見ばかりを出してしまわないか少し不安
知識の低さ
選挙をして市民の生活のどのようなところが変わるのか
特にありません
特になし
自分が投票した票でどう政治が動いていくのか楽しみでもあるし、興味もある
なし
適当に投票する人が増えそうで不安だ
自分が支持した人を同じく支持している人がどのくらいいるのか気になります
約束ごとを言ったりする人がいるが、本当にそれが実施されているか
少数派に投票しても意味がない
有効と無効票の規定
これから投票する人が増えていくこと
良いのか悪いのか
ない
大人の世界に入れたみたいでちょっと嬉しい。私たちも対象になったら、電話がきたり学校の近
くで活動があったりするのだろうか、それは少し嫌だと思う。情報を得たい人が得たい時に得ら
れるような情報の出し方（インターネットなど）をしてほしい
自分が投票したところはどうなったかとか友達に○○ってどう思うとか聞いたりしたら面白そ
う、仮の投票日も予定があったらどうしよう
政治に参加でき、自分の意見を述べることができることは楽しみ
立候補者が言っていることがよくわからない。そもそも世の中をどうすれば良くなるのかわから
ない
自分が一票を入れたところで変わらないだろうと思ってしまう
県外に進学した場合は、どうなるのかよく分からない。頻繁に選挙することはあるのか。（議員
選挙以外を余り見たことがないので）
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まだ自覚が全くわかない
実際に投票するとなると自分の目で直接投票所を見ることができるので、それがとても楽しみで
す
ない
特になし
特になし
特になし
特にないです
特にない
誰になろうと良くなった傾向がない。まず道路の整備も歩道をきちんとしてほしい。お金の使い
道が悪い
投票箱に入れること
特にない
特にない
いまいち分からない
特にない
よくわからないから不安
特にない
なし
特になし
特になし
自分たちの意見の一つ一つが反映されないと思うから
特になし
「○○を実行します」と言いながら全くできていない
特になし
特にない
ない
楽しみにしていることは一つもない。不安に感じていることは投票するのに時間がどれくらいか
かるのかということ。１８歳以上に引き下げられるということは、それだけ数が増えるというこ
となので、時間がかかりそうだということ。早いならいい。
選挙に当選してもその人が公約を行えるか

□未記入　　141件
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□インターネットで投票できるようにする　　27件
ネットでの投票
インターネットで投票とか
インターネットで投票できるようにする
インターネットを使う
マイナンバー制度があるので、マイナンバーを使ったネット投票を必ずすべきだと思う
ネットで投票できるようにする
携帯で投票
パソコンでできるようにする
インターネットを使う
投票全面ネット化
インターネットでの投票
ネットなどでの投票
インターネットで投票できるようにする
ネットでも投票できるし、わかりやすくインターネットを開けば入力画面が出るようにする
もっと簡単に投票できるようにする。ネット等をもっと活用する
スマホなどで簡単に投票できるようにするといいと思う
例えば、山口に住民票があっても本人が他県にいる場合、投票に行くのが困難である。ネットを
利用した投票方法を取り入れる
ネット投票ができるようにする
インターネットで投票できるようになればよいと思う
自宅でも簡単に投票できるような仕組みを作る。その候補者が何を目指しているのか簡単な説明
がしてある看板の設置
選挙会場に行くのは気が引けるから、手軽に投票できるシステムをつくる（ネット投票、郵便投
票みたいな）
ネットでの投票
インターネットで投票できるようにする
携帯などでも投票ができるなど
インターネットを使った投票にする
ネットで投票できるようにする
マイナンバーを投票用のＩＤとしてインターネットで投票できるようにする

□投票することで特典（商品等がもらえる等）がある　　23件
子どもに対する基金増加など。子ども一人につき何かもらえるなど

献血をしたら、お菓子をもらうことができるように、投票に行って良かったと思えるようにする

何か特典的な物をつける
投票に行くことで何らかのポイントがたまる
若者が欲しがりそうなものを用意する
芸能人や有名人が選挙に立候補する、行ったら何かしらの物がもらえる（図書カード、ＱＵＯ
カード、商品券など）
献血みたいに行けば何かがもらえるなど
投票したら何かあげるとか
投票した人に何か商品をプレゼントする
投票されたらアメみたいな、小さなプレゼントをしたらいいと思います
投票しに行くとその人に利益があるといい
投票をしたら何か利益があればみんな行くと思う
1000円もらえる
投票しに行ったら何か良いものがもらえるようにする
投票所でティッシュやボールペンなどを配布する
投票したら何かを与える
行ったらうまい棒がもらえる
投票するとギフト券がもらえる
あめなどを渡す
投票するとポイントがたまる
投票したい人に何かをあげる（日用品など）
投票したら景品がもらえるなど得することをする
投票をすると何かしらの特典がもらえる。投票する場所をもっと増やして行きやすくする

□インターネット（ＳＮＳ等）を活用した広報を行う　　20件
ＳＮＳの活用
ＴｗｉｔｔｅｒなどＳＮＳの活用（ユニークなものであればすぐに広がる）
Ｔｗｉｔｔｅｒなどで選挙があることをアピールする
YoutubeにPR動画を載せる
ＳＮＳを利用
ツイッターとかテレビ。ツイッターでいいこといったらＲＴ（リツイート）でまわってきてこの
人いいなってなると思う

問７.若い方の投票率を上げるためには、何をしたらよいと思いますか。あなたの考え（ＰＲの方法やアイデ
ア等）を記入してください。　　　221件
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テレビやＳＮＳなどで広告を流す
ＳＮＳの活用
Ｔｗｉｔｔｅｒなどで分かりやすくマニフェストを発表する
ＳＮＳで呼びかける
ＴｗｉｔｔｅｒなどのＳＮＳを使う
若い人の無関心が問題と思うので、インターネットやマスメディアなどでＰＲしてはどうですか
スマートフォンに興味を引くようなニュースを流す
インターネットなどいろいろなものでＰＲする
若者がよく利用するアプリにＰＲするといいかもしれません
インターネットを活用する。アイドルたちがいるからといって選挙に行くのはもう少し上の世代
の人と思う。ＳＮＳをやっている芸能人（若い人）たちが積極的に選挙の話題を出したら違うと
思う

ＬＩＮＥの公式アカウントをつくる。そこで、選挙についてのことを質問できるようにするなど

アプリ（スマホ）を作る
ＳＮＳなどで流したり、雑誌に載せる
インターネットでの広告をもっと活発にする

□分かりやすくしてほしい　　15件
投票の方法を変えたり、難しい政治の問題を理解してもらいやすくする工夫をしたりする
若い人にもわかりやすい言い方をすれば良いと思う
わかりやすく説明してくれれば
もっとわかりやすく話してほしい
若い人にもわかりやすい選挙をしてほしい
若い人でもわかることをする
もっとわかりやすい例え、表現をする
政策についての説明や、演説をもっとわかりやすくしたら良いと思う
もっとわかりやすくする
もっと簡単に政治の考えを伝えてほしい
若い人に向けてのメッセージを今風に
目標などをわかりやすくする
わかりやすく説明
政治をわかりやすく説明する
投票する方法が簡単になればよい

□学校等で選挙についての学習を行う　　12件
学校で選挙についてもっと学ぶ
学校で学べる機会があったらいいと思う
地歴公民などの授業で選挙についての授業を行う
一票の重さを教える
学校でチラシを配布する
授業でもっと政治について学ぶ
選挙の仕組みや方法についてをわかりやすく教える
みんなに政治のことを詳しく知らせる。強制的に授業形式でやる
政治について学ぶ機会をきちんと設けるべき
もっと若い世代に対する政策を具体的に前面に出して選挙活動をする。学校で選挙の重要性につ
いて教える
学校教師による喚起
政治や経済をより多くの若者に興味・関心を持ってもらえるように、地域の集会所で今の政治に
ついての講習会を開く

□政治に関心を持たせるようＣＭを作成する　　10件
政治に関心を持たせるようなＣＭをつくる
ＣＭ。いつ選挙があるのか、どんな人が出るのか、２カ月前程から頭から離れなくなるほど日本
中に発信する
有名なアーティストさんが選挙の宣伝をする
ＣＭで呼びかける
ポスターやＴＶでの宣伝をする
選挙をテーマにしたＣＭを作る。ＣＭは自然と頭に残るから
選挙がいつ行われるのか、投票に行くときのルールを若いタレントが出るＣＭを流す
ポスターやＣＭでの呼びかけ。若い人の目を引くようなものにする
ＣＭやポスターを作って、できるだけ人の目にとまるようにする
ＣＭを作るとか

□投票場所を増やす　　10件
投票所を増やす
投票箱設置場所を増やす
投票所を行きやすい場所に設ける
投票所を今より多くする
投票会場を増やす。ＣＭ等でＰＲするときに人気の芸能人に協力してもらったり若者向けの本で
照会するなど、身近で周りの人もやっていることだと知らせる
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学校で投票できるようになってほしい
投票を学校で行い、それを選挙委員会に届ける
各学校で呼びかける、または学校で投票
投票できる場所を増やす
投票所を増やす

□選挙公報ポスターを作製、掲示する　　10件
投票日に学生の目につきやすいところにポスターなどを置く
ポスターをはる
どこで投票できるのか、どういう風に投票するのかを説明したポスターを掲示する
ポスターを作る
ポスター
時間がないために投票に行かない若者もいると思うので、期日前投票の会場についての情報を駅
等にポスターなどをのせて発信する
若い人たちでも興味がもてるような、ポスターやチラシなどを作り配る
ポスター
若者の投票を呼びかけるポスターを普段目につくところに掲示し、ポスターは若者がなじみやす
くするために、キャラクターを含めたものにする
ポスターで呼びかける

□選挙に関心をもてるようなテレビ番組を制作する　　7件
テレビなどで選挙の重要性を伝える
もっと選挙に関心をもたせる。ネットを活用する。池上彰先生などのＴＶはおもしろいからああ
いうのを増やす
テレビ等で取り上げる
テレビで演説しているところを取り上げるといいと思います。一部だけでなく全てもしくは演説
者の希望する程度
テレビで放送したらいいと思う
選挙の争点や立候補者の公約をわかりやすく解説するテレビ番組を放送する。またそういったこ
とをまとめた紙を投票用紙と一緒に配る
政治にもっと興味を持ってもらえるように、テレビなどでわかりやすく説明する

□若い人向けの政策立案が必要　　6件
若い人向けの政策を考える
若い人が楽しめる、関心が持てるように
若い人にもわかってもらえる内容
若い人の考えも取り入れる。
関心の持てるような、直接自分たちに関わってくることをもっと宣伝するべきだと思う
若い人が興味をもつような話題を取り上げる。

□投票しない場合は罰則を課する　　6件
投票しなければ罰金
外国のように罰を科せればよいと思う
投票せぬなら金を取る。投票をせぬかわりといったところ
台湾のように最近の若い人向けの何かをすればよいと思う。よほどの理由がない場合は罰金制
絶対に行かないといけないようにする（行かないと罰金など）
投票に行かない、行けない人に投票棄権税を作ってそれを払わす

□投票を義務化する　　6件
いっそのこと義務化しては
権利でなく義務にする
全員投票制度
投票に行かなかった理由の提出を義務づける
投票年齢に上限をつけて行かざるを得ない状況を作る
行くことが当たり前だということにすればいい。そうすれば行かない人は悪。白い目で見られる
から、若い人は嫌がるはず

□分かりやすいマニフェストを作成する　　5件
候補者の政策をスローガンみたいに簡潔にまとめて、一覧をつくる。ネットで演説を見れるよう
にする
どんな政策をしようとしているのかわかりやすくしてほしい
詳しく書かれたマニフェストを作る
必ず市民側の目にとって分かる有益な公約宣言をする
立候補している人が本当にやりたいこと、変えたいこと、なぜ立候補したのか明確な理由、何を
実現させるのか

□有名人等でＰＲする　　5件
人気タレントなどを使う
人気のキャラクターとかを使うとか
人気の有名人をＰＲに使用する
ジャニーズを使う
アニメのキャラでＣＭやＰＲをする

□候補者（立派な候補者）を増やす　　4件
候補者が立派な人物であれば投票数も増えるのではないでしょうか
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日本のために政治を行えるような候補者が出てくること
もっと投票したいと思う候補者を増やしたらいいと思います
クリアで透明感のある政治をしてくれそうな候補者が現れること

□分かりやすい選挙公報などを作成する　　3件
もっと候補者のことをわかりやすく伝えたらよいと思う
候補者の考えをまとめた紙をつくり、新聞などに載せる
わかりやすく冊子にしたりする

□その他　　52件
団体（家族や友人）で一緒に行くと招待サービスが受けられる
若者を対象に政治の実態について話をすること
会社や学校など集団で投票所に行く
手順を簡単に
テレビ出演する
わかりません
ない
もっと身近なものをＰＲするために取り入れる
なし
期待させる、何か変える
学校で書いて出したから
マスコットをつくる
政治について理解してもらう
国会がちゃんとすべき
立候補者の情報（演説の様子、公約）などをもっと身近で見れるようにする
分かりやすくいろいろ説明する
若い方はそもそも政治のニュースを余り見ない人が多いと思うので、もっと目につくようにすれ
ばいいと思う
特になし
もっとインパクトのある主張をすれば寄ってくると思う
人気のある若い芸能人が投票に行く
法律にする
知識を持たせる
興味がわくことをする
投票について関心が高まるように、具体的なわかりやすい活動をする
関心のない人の投票率を上げても、そんな人が入れた投票に意味があるのかわからないので特に
ない
若い人たちの声も聞く
投票率が下がることの問題点を挙げる
投票した人にボーナスをつける
ＣＭの色
東京などの大都市ならば、若者の街と言われる場所、若者が多く集まる所に投票箱を設置する。
選挙のことをＰＲするポスターのデザインやキャッチフレーズを学ぶ
何が問題で何をしたらそれが解決し、そうしなければどう自分の日常にかかわってくるのかを説
明し、身近に感じさせ危機感をもたせる
近年、高齢者についての話が多く、若者は自分達にも深く関係していることに気付き難いと思う
ので、身近なことについても議会で取り上げ、若者にも目に付くような形で情報を発信していけ
ば良いと思う
無駄なところに税金を使わず、福祉を整える
当選した候補者が変わることで市がどのように変わっているのか、実感がない。身近な変化があ
ると、選挙によって地域を変えられることを実感できるかもしれない
投票によって自分たちの生活がどのように変わるかわかりやすく伝える
よくわからない
投票が面倒だけど、行くことを促すような言葉の表現や行動をすべき
まず、税金を使って投票ではなく、テレビ投票をすれば良いと思う。そうすれば金はそこまでか
からないし、簡単にできる
もっと選挙について知る
特にない
選挙の大切さを理解してもらう
テレビに出る
市で広告などを配る
興味を引きつけるための工夫
若い人が立候補してほしい
呼びかけ
政治に関心がわくようにうまくＰＲする
候補者のことをもっと市民に知らせる
投票を各家に行き行う
インターネット（パソコン・スマホ）にする。
投票所の工夫
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ちゃんとした大人に政治をしてもらう
□未記入　　56件
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１　非常に変わると思う　　の理由　　11件（内１件未記入）
学生の意見を聞けるから
考え方が変わる
年齢が低い人は適当に投票するため
未成年は政治を余り知らない
若い人の考えがどんどん入っていくと思うから
投票する人数が増えるから
投票する人が増えるからその分意見が聞ける
わからない

もし若者の投票率が高齢者の投票率に追いつくまたは抜かすことができるほど高く上がることがで
きたら、若者の視点での意見を反映することができると思うから

投票数も増えて、いい政治ができると思う
□未記入　　1件

2　ある程度変わると思う　　の理由　　97件（内15件未記入）
□若者（学生）の意見が反映されるから　　27件

学生の生の意見が反映されるから
若い人の考えが入るので何かしら変わると思う
自分達の将来をどうしたいか主体的にかかわるようになるから
若者の意見を反映することができるシステムであれば可能
若い人の意見は大人の人とは違ったものだと思うから
若い人の意見で少しでも変わると思ったから
若い人の意見と高齢者の意見は違うと思うから
若い人の意見が取り入れられているから
若い人たちの意見は大人と違う角度で見ていると思うから
高齢者中心の結果ではなくなるから
若い人の意見が入るから
より多くの人の意見を取り入れることができるから
若い人の意見が取り入れられるから
若い人たちも政治に関係してくるから
若い人の考えが取り入れられていくから
18歳はまだ大人になりきれておらず、年配の方達よりも考え方や感じ方が違うと思うので、政治が
変わるのではないかと思います
若い人が参加することで、いい方にも悪い方にも変化すると思うから
若者の意見が加わることで、今までと変わっていくと思うが、興味がない若者やよくわかっていな
い若者もいると思うから、非常に変わるとは思えない
若い人の意見も出ることで、若い人の考え方も理解されるようになるだろうから
若い意見が取り入れられるから。選挙に関する話題作りは成功したと思うから
18歳以上に引き下げられたことによって、日本が若者の意見を政治に反映させたいというのが、若
い有権者にもわかって、これまでより多くの若者が政治に関心を持つようになると思うから
対象年齢に高校生が入ることで、社会人とは違った意見を持つ人が増えると思うから
若者の投票率も上がれば、若者の意志も政治に反映されると思うから

若い世代に選挙権を与えても、本当に行くかわからないし、まだ未熟な知識だから微妙、でも、若
い人の意見を取り入れることも悪くないと思うから

若い人の考え方が入るから
若い人の考えがわかってきそう
また違う世代の投票が増えるから少しは変化があると思う

□年齢層により考え方が異なるから　　8件
年齢ごとに考え方が違うと思うから
年齢の幅が増えれば考えも異なるから
大人の方と、まだ成人もしていない人たちで意見がかなり違うと思うから
高校生と社会人の考え方が違うかもしれないから
幅広い年齢層で行うことによって、いろいろな考えが挙がると思うから
世代によって考えが違うところも多々あると思うから
若い人の考えが今までと違うかもしれないから
年齢別に意見が分かれることがあると思うから

□有権者（投票者）が増えるから　　7件
投票する人が増えるから

問８.あなたは、選挙権年齢が引き下げられたことによって、国や地方の政治が変わっていくと思いますか。そ
の理由もあわせて記入してください。
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少なからず有権者の数が増えるから
少し投票する人の人数が増えるから
投票する人が増えるから
選挙権の与えられる人が増えるから
投票数が増えると思うから
人数が増えるから

□学校で選挙等の勉強をすることで政治に関心を持つ人が増えるから　　5件

中学、高校で勉強して少し政治に興味を持って選挙に行きたいと思う人がいるかもしれないから

高校でも選挙に関する指導が行われているため、政治に関心をもつ人が増え、若者に対しての公約
をもつ立候補者が出てくるかもしれないから
高校生は学校の授業等で政治・経済について勉強しているので、政治に関連の余りない大学生と
は、また異なる考え方ができると思うから
政治に関心のある人が増え、今の社会的現状も知ろうとする

若い人の政治に対する関心が高まっていて、現在の政治に疑問を感じている人が増えているから

□多くの意見を反映できるから　　5件
より多くの意見を得られるから
みんな考えが違うから
国民の意見がもっと聞けるようになると思います
色々な考えを持っている人が増えるから
たくさんの人の意見を知れるから

□若者向けの政策が増えるから　　3件
政治が若い人向けのものになり、活性化すると思うから
若い世代の票を得るために、政治家や政党がその世代にとってメリットのある政策を今より考える
ようになるから
若い人に向けた政策が増えると思う

□票の傾向が変わるから　　3件
引き下げられても若い人みんなが行くとは限らないけど、票の傾向は少し変化すると思うから
年齢の低い人が入れた投票で得をする党が、必ずどこかあるだろうから
良い方向に変わるかわからない。高校生の心を上手に操った候補者が当選しそう

□学生の方が政治に関心を持っているから　　2件
学生のほうが政治に関心を持っている人が多いと思うから
高校生は７２％選挙に関心があるから

□その他　　22件
興味本位であるのを含め、若年層が投票するから
どれだけ投票してほしいのかなって思った
10代だから
学生の多くが選挙権を持つことになるから
違う見方が増える
意識が変わるため
未成年による不満などもあると思うから
選挙に興味がないという理由で投票に行かない人が増えそうだから
制度が新しくなり、初めのほうは１８歳～１９歳までの人が来てくれると思うから
未成年をも相手にしていかないといけないから
興味のない人は行かない
選ぶ基準が変わってくる
変わりそうだから
投票率が上がり、意見もばらばらになって、競争するのがおもしろくなりそうだから
わからない
ネットでの投票があるから
投票率が変わるから
年齢が変わったから
１８歳の人たちも行きたいと思っていると思うから
今まで高齢の人が投票するのが多かったから
若い人がでてきたから
若い頃から考える習慣をつけるから

□未記入　　15件
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3　あまり変わらないと思う　　の理由　　144件（内28件未記入）
□政治（選挙）について関心が低いから　　29件

若い年代の人ほど政治に無関心な傾向があるから
余り関心を持っている人が少ない
政治というものが、余り身近に感じられない
若者が選挙に行かない。若者が、政治等に関して興味がない
引き下げられたとしても、興味を持っていないと意味がない
子供だからわかってない
まだよくわかっていないと思うから、投票数もそんなに変わらないと思う
自分たちの世代に余り詳しい人がいないと思うから
政治についてわからないことが多いから
政治のことを知らないので親と同じにしてしまうと思うから
政治に関心のない人が非常に多いと、周りを見ているとわかる。これでは、あまり投票率が伸びな
いのではないか
若い人達が政治に対してそれほど興味、関心があるとも思えないし、積極的に投票しに行くとも思
えないから
政治に興味がある人は少ないから
そもそも、政治に対する興味が薄くなっているため、年齢を引き下げても余り変わらないと思う
やはり若い世代は政治に興味を持つ者が少ないと思うから
よく分からないまま選挙権をもった人が増えてたいして変化はないと思う
投票に行く人が増えたとしても、関心を持つ人が増えなければ変わらないと思うから
若い人が政治のことに興味をもつことがないと思うから
若い人ほど選挙に興味がないから
年齢が低い人は余り国のことを知らないから
若い人は政治に興味がないから
最近の若い人たちは選挙に興味がないと思うから
政治に関心が出てくるのが社会人になってからで、学生は余り興味がないと思う
１８歳では政治がよくわからず、投票に行く人は少ないと思う。それが習慣になり、年を重ねて
いっても投票に行かないようになり、将来的に投票をする人が減ると思う
政治を知らない、興味を持たない若者達が多いと思うので余り変わらないと思う
若い人は政治の事に関して興味や関心がないと思うから
行く人は増えると思うけど、今の現状を考えると若い人が興味を余り持たないと思う
選挙権年齢を引き下げたところで、若者の無関心さの改善にはつながらないから
そこまで深く、若者は考えていないと思う。政治の変化は、実際に政治をする人たちによって変わ
ると思う

□若者の投票率は低いから　　28件
自分と同じく行く人は少ないと思う
行かない人も多いと思うから
若い人が選挙に余り行きそうにないので、結局、今までの年齢層の人々の意見が多く反映されそう
だから
若者の投票率が低いという現状は変化していないから
もともと若い人の投票率が低いから
年齢を下げても投票率が上がるかわからないから
若い人が余り行かないから
投票に行く人は少ないと思うから
現在でも若い人の投票率が低いのに、投票率の低い人が投票に行くとは思えないから
若い人の投票が少ないと思うから
投票率が悪いから
若い人の投票率は決して高くないから
若い人の投票率が低いから
１８歳などの人は親などから意見を聞くので、親と同じようになるだろうし、行く人もそんなにい
ないと思うから
若い人が投票しないから
選挙に投票する人が少なかったら、意味ないから
若い人の方が投票しないと思うから
若い人は余り投票をしないから
行く人が余りいないと思うから
今のままでは若者は投票に行かないと思う。年上の兄弟世代、親世代が行くならついでに、となる
かもしれないが
18,19歳の人が投票に行くとは余り思えないから
選挙年齢が引き下げられたからといって、若者が投票しにいく率は下がったままだと思うから、余
り変わらないと思う
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投票する人は余りいないから
若い人は余り行かないと思うから
若い人は余り投票しないから
投票する人が余りいないと思う
１８歳から２０歳の人は余り多くないし、投票に行く人も少ないと思うから
年齢が引き下げられても、若い人は余り投票に行かないと思うから

□選挙権年齢を引き下げても投票率は変わらないと思うから　　18件
投票する人は変わらないと思う。親などに聞いて票を入れるなど、政治について知らないが、一応
投票してみたという人は増える
投票率がそんなに増えるとは思わないから
最初の１、２年は少しは投票率が上がるかもしれないが、その後はどうせまた落ちるだろうから
投票率自体は、そんなに変わらないと思うから
20歳以上のときから投票率が低いので、18歳以上でも変わらないと思うから
責任能力が低い人が多いから投票率も変わらず、結局変わらないと思う
そんなに行く人が増えない気がするから
最初は興味で投票率が上がると思うけど、政治についての関心は余り変わらないのですぐに戻ると
思う
行く人数はそこまで変わらないと思うから
年齢を引き下げても特に投票率は変わりそうにないと思うし、多分同じ結果になる
選挙権年齢が引き下げられたからといって、みんなが行くとは限らないと思うから
投票率に余り変化とかなさそうだし、若い人が全員投票するということでもなさそうだから
若い人の投票率が低いのに選挙権年齢を下げたところで余り変わらないと思う
結局投票率が上がることはないと思うから
年齢が下がっても行く人が増えない限りは状況は変わらない
投票率が上がるとは思わないから
年齢を引き下げてもそれほど変わらないと思う
初めのうちは選挙に行ったことのない若者が多く行くが、徐々に政治への興味・関心が薄れてい
き、投票に行かなくなってしまうと思うから

□選挙権年齢を引き下げても政治が変わるとは思えないから　　12件
それくらいで変わるものじゃないと思う

若年層が投票に行くことは約束されておらず、今までと変わらないと感じる

引き下げたからといって変わるものではない。でも、若い人は少し興味を持って参加すると思う
年齢が引き下げられたからといって意見が変わるとは限らないから
若い方が少ないため１８歳にしても変わらないと思う
政治が変わることはないと思うから

若い人たちが意識を持つことも大事だけど、関心が持てる環境を作らないと投票に行かない人、ま
た、よく分からないまま投票に行く人が出て、本当の意味で政治は変わらないと思うから

投票率は上がっても、選挙内容に変化がなければ変わらないと思うから。議員を選ぶだけでは政治
は変わらないと思うから
政治自体は変動しないと思う。議員の方も期待はしていないと思う
若い人たちで考え方は違うと思うけど、そんなに変わらないと思う
学生が投票することで、少し変わると思うけど、同じ過程を経てきた２０代の方とやることは変わ
らないと思う
１８歳と２０歳では大きな考え方の違いはないと思うから

□その他　　29件
勝手に憲法改正をしようとするから
大人の意見の方が絶対っていうイメージがあるから
よくわかりません
若い人たちが選挙に行かなかったら意味ないと思う
若い人たちの意見は反映されにくいと思ったから
若い人たちは多数派に流れやすいから
政治家に変える気がないように思える
今、国民の意見を余り反映していないから
なんとなく
自分の趣味を優先にし、その趣味を将来で生かしてその職場につく人が多いから
変な政治家が多いから
選挙権年齢が下がった理由もわからないから

自分が好きな候補がいたとしても、選挙では力を持った人しか当選せず、やる気をなくすから

大人ですら選挙に行かない人もいるから
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誰に投票するかの割合は余り変わらない気がするから

年齢よりも、国民が政治や選挙に対する態度や考え方などを変えないと余り意味がないと思うから

人数が増えようと当選する人は当選するから
２歳分しか引き下げられていないので、まったく新しい思想は生まれない。（賛否は余り変わらな
い）
大半は高齢者が占めているから
特に変化はないと思う
学生が選挙に参加する暇はないと思うから
少しは増えると思うから
わからない
よくわからない
みんなが投票するかわからないから
それほど投票されていないから
若い方は自分の考えを発言しにくいから
当選した人によるので変わるかどうかがわからない
若い人が投票に行きたがらないのは、投票しに行く程の候補者がいないからであって、年齢を引き
下げたからといって変わるものではないと思うから

□未記入　　28件
4　まったく変わらないと思う　　の理由　　20件（内1件未記入）

選挙は名前を書いて投票するだけなので、自分たちの思っていることは伝わらないから
簡単に変わるものではないと思うから
こんなんで変わるのならば苦労しないと思う
そんなことじゃ変わらん
変わらないと思うから
今でも余り変わらないのに、急に変わらないと思うから
マニフェストは口だけで、最終的には国民の意思でなく、代表の意志で政策が決まっている気がす
るから
１８、１９歳は考えが未熟な人が多く、ワイドショーなどに操作されるから
１８、１９歳の選挙は、受験や就職したばかりで忙しく選挙を理解する余裕がない。政治をみる時
間がない
若い人が行くと思わないから
人数が増えたとしても、みんな、そんなに考えることが違うわけではないから
投票に行く人は余り増えないから
政治に興味を持たない人が多いと思うから
最初だけ投票率が上がるだけと思う
トップが変わらなければ何も変わらない
今までも何も変わらなかったから
若い人は行かないから
しっかり考えて投票する若者は少ないと思うから
あくまでも選挙権が与えられるだけであり、政治家が若い人になるわけではないから

□未記入　　1件
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■政治課題集約　　131件
課題名 件数

消費税等の税制改正 16
年金 11
集団的自衛権 11
東京五輪・パラリンピック 10
少子化対策 9
北朝鮮問題 7
いじめ・不登校 7
東日本大震災からの復興 7
領土問題 5
地球温暖化対策 5
国や地方の財政問題 5
憲法改正 5
原発等のエネルギー戦略 5
若者の雇用 3
貧困問題 3
大学入試改革 3
ＴＰＰなどの貿易政策 3
景気対策 2
女性の社会進出 2
安全保障関連法案 2
母子・父子家庭 1
地方の過疎化 1
台湾総選挙 1
食料自給率 1
高齢化対策 1
お金と人 1
子どもへの虐待問題 1
従軍慰安婦問題 1
安全保障 1
一億総活躍社会 1

■政治課題に対する理由、意見等
消費税等の税制改正

消費税等の税制改正

消費税等の税制改正
消費税等の税制改正
消費税等の税制改正
消費税等の税制改正
消費税等の税制改正

消費税等の税制改正

消費税等の税制改正

消費税等の税制改正
消費税等の税制改正

消費税等の税制改正

消費税等の税制改正

消費税等の税制改正

消費税等の税制改正

消費税等の税制改正

年金
年金
年金
年金

年金

問12．問11で「1　非常に関心がある」または「2　ある程度関心がある」と答えられた方にお尋ねしま
す。あなたが関心のある政治課題を2つ以内で記入し、その理由または意見をお書きください

一番身近な問題と思うから

少し考えてほしい

少子高齢化社会になり、年金負担が重くなっている

引き上げられると、今後の生活に影響が出るため

自分の暮らしにかかわるから

税を上げたりすることによって反発が大きくなるというケースが考
えられるが、もっとその成果について具体的に教えてくれたら、国
民の理解も深まると思う

いつまでに何％にする、というのがハッキリ決まらないと買い物を
する消費者は困ると思う。余り方針がわからない

国会議員の給料を減らすべき。国民ばかりに負担をかけないでほし
い。

増税するなら、社会保障をもっと充実させてほしい

５％→１０％に引き上げになって何が変わるのか？国債を返すのな
ら納得できるが、減っている様子はないし、８％になっても何も変
わっていない。

税を上げるだけ上げて、福祉等にきちんとした変化が見られない

無駄に使っている金が多いと思う

家計を直撃するし、今、政府が色々と良い落ち着き所を探っている
と思うから

このままだと増税だけして、そこまで財政が回復しなさそう

普段買うものに課せられている税なので、自分にも大変影響が大き
いから

欲しいものがますます買えなくなる。

集めてもいいとは思うけど、その使い道が借金の返済にあまり充て
られなさそうだから

その自分達が払った消費税はどこに使われるのですか

政治家の給料を減らして年金に充てるべき

自分達が年金をもらう世代になった時にその制度は残っているのだ
ろうか

私たちが年金をもらう世代になったときどうなるか不安だから
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年金
年金

年金

年金

年金
年金

集団的自衛権

集団的自衛権

集団的自衛権
集団的自衛権
集団的自衛権

集団的自衛権

集団的自衛権

集団的自衛権

集団的自衛権

集団的自衛権

集団的自衛権

東京五輪・パラリンピック

東京五輪・パラリンピック

東京五輪・パラリンピック

東京五輪・パラリンピック
東京五輪・パラリンピック

東京五輪・パラリンピック

東京五輪・パラリンピック

東京五輪・パラリンピック

東京五輪・パラリンピック

東京五輪・パラリンピック

少子化対策

少子化対策

少子化対策

少子化対策

少子化対策
少子化対策
少子化対策

少子化対策

少子化対策

この制度はこのまま続けていいと思う

少子高齢化がどんどん進み、私は高齢者を支える側になり、いずれ
は支えられる側になるから

これから自分達が払っていく立場になるから

ミリタリー過ぎでその延長

自分の国だけでなく、外国にもかかわり、戦争や紛争にも関係する
から

まだ東日本大震災の復興すら完全に進んでいないのに、そこにかけ
る金があるなら、復興の資金にまわすのが優先順位ではないのか

僕たちが就職活動をするときに東京五輪が終わるが、オリンピック
不況というのを聞いたことがあるから

日本経済が活発になる

２０２０年にオリンピックが東京で開催されるにあたり、それに向
けて日本は変わっていくから

非常に楽しみではあるが、新国立競技場などの膨大な建設費用の問
題だったり、五輪後に私たちは就活をしなければならないので、景
気はどうなるのかなど気になる

これを決めたのは私たちより上の世代の方だけど、実際に戦争に
なった時は私たち世代が行かなければならなくなると思うし、戦争
なんてしたくないから反対だった

憲法第9条が変わるということは、アメリカとの友好関係が変わる
可能性があり、いざという時に、アメリカからの支援がなくなって
しまうからやめた方がよい

戦争が再び起こるかもしれないから

ニュースで見た国会の様子にとても驚いたから

自分の家族に比較的かかわりのあるものだから

戦争はしたくないからこそ、集団的自衛権をもつことは大切だと思
う。

日本も変わるべきではないのか。自衛隊はいずれ変わらねばならな
い

憲法の解釈を変えて対応するのには限界を感じる。違憲だという声
が出ているのに納得できる説明がない

集団的自衛権を認めても、これからも日本が「戦争をしない国」と
して続いていくのかどうか気になる

自分達が年をとったときにもらえるのか。

僕らの世代では年金を納める額のほうが、退職してからもらえる額
より多いそうなので、年金を納めずに貯金しておいた方が良いので
はないかと思う

将来、年金がなくなるかもしれないと思うと不安

残された時間は多くないのにかかわらず、問題が多いので不安に思
うから

準備段階で問題が起き過ぎている。このまま無事開催できるか不安

今、色々と問題はあるけれど、東京五輪が開かれることによって経
済的な影響が大きいと思うから

どんな種目があるか気になる

オリンピック開催までの日にちがどんどん近づいている中、東京が
どれくらい変わるかが楽しみ

母親だけでなく、父親も安心して休みをとれるようにするべき。例
えば、給料を極力減らさないようにする。職場の人がいつでも対応
できるようにするなど

出生率の割合を目標として決めるなんて馬鹿げている

将来、自分がかかわるから

晩婚化、マタハラ問題、待機児童、保育士不足、いろいろつながっ
ているからそこを解決しないと厳しいと思う

あと６０年後には１人の社会人が１人の高齢者を負担することにな
る。未来の日本のために人口はかなりの問題

もっと本格的に取り組むべき。経済面の援助でなく、サービス・施
設の援助をするべき

子供の出生率が上がればよい

少子化を止めるための対策が最近何一つ出ていなくて、少子化が改
善されたという実感がない

このままだと自分たちが高齢者になった時、十分に生きていけるか
不安だから
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北朝鮮問題

北朝鮮問題

北朝鮮問題

北朝鮮問題

北朝鮮問題

北朝鮮問題

北朝鮮問題

いじめ・不登校

いじめ・不登校
いじめ・不登校

いじめ・不登校

いじめ・不登校

いじめ・不登校
いじめ・不登校

東日本大震災からの復興

東日本大震災からの復興

東日本大震災からの復興

東日本大震災からの復興

東日本大震災からの復興

東日本大震災からの復興

東日本大震災からの復興
領土問題

領土問題

領土問題

領土問題
領土問題

地球温暖化対策

地球温暖化対策

地球温暖化対策

地球温暖化対策

地球温暖化対策

国や地方の財政問題

国や地方の財政問題

国や地方の財政問題

水爆実験を行ったりするなど、対日本の意識が高いから

すぐ近くに日本があり、水爆などの被害が出るかもしれないから

日本が最も核の恐ろしさを知っているはずなので、もっと非核を北
や他国に訴えかけるべきだ

いつ我々に被害が及ぶか分からない。挑発的な行動は避けるべきだ
と考える。そうしなければ、お互いがヒートアップして終わりが見
えなくなりそう

北朝鮮国家はいつになったら、またはどうしたら、偏った思想や挑
発をやめてくれるのかと思うから。（日本がどのような干渉をして
いったらよいのか）

北朝鮮が訳のわからないことばっかりするから、他の国の対応が楽
しみ

中国にどのようにして協力を得るのか気になる。北朝鮮はいったい
何を目指しているのか

身近なものだし、ニュースなどで報道されることが多いから

最近、学生による殺人だったり、学生の引き起こす事件が増えてい
るのは、スマートフォン使用（インターネット）が主に影響を与え
ていると思う。ネットの危険性や道徳だったり、学校ごとに指導を
徹底するべきだ。スクールカウンセラーなど、相談しやすい環境も
整備するべきだ

政治でどうにかなるものでもない

自分も経験したからこそ辛さや苦しみが分かる。いじめはなくなる
ことはないと思いますが、やはり、いじめは人としてやってはいけ
ないことだと思います

自国の利益と、他国の国交にかかわってくるから

中国の大国らしからぬ行為に考えさせられる。領土問題だけでな
く、環境、政治にも。何かよいアイデアはないのだろうか

島を取られそうだから

自分と同世代の人たちが地元のために頑張っているのを見て感心
し、尊敬するから

他の所にはいっぱいお金を使うのに、なぜ、東日本へ寄附しないの
か。他で使うお金があるなら東日本へ送金するべき

福島の原発がいまだに改善されていないから。放射線が出ているの
に何もされていないと思うから。もっと福島の方のために国のお金
を使うべきだと思う

最近メディアがとりあげなくなったからか、後回しになっている気
がするから

いつ復興するのか

日本は負債を多く抱えているにもかかわらず、他国に対して援助金
を出し過ぎているように思う。まずは、負債を少しずつでも減らす
ことはできないのだろうか

オリンピックや他国の援助にお金をかけたり、税金を増やしたけど
復興が進んでいないところを見るとやるべきことが違うと思うから

何年もたつのに未だ多くの問題を抱えているから

いじめによって自殺する子どもがあとを絶たないから。また、将来
教員の現場に携わりたいと思っているから

小学生でも自殺をしてしまう人がいるから

どういう対策・どのくらいのいじめがあるか

対策が足りていないと思うので、国民にささいなことでもよいので
呼びかけるべきです

ＣＯ2が地球温暖化の原因であるという誤った情報を訂正すべきで
す

世界すべての国が協力し、取り組まなければならない問題だと思う
から

近隣の国との関係が難しいから

自国の領土を明確にし、他国や国連等でしっかりと主張する必要が
ある

世界中で対策が練られていて実施されているが、結果が出たという
報道をまだ聞いていないから

僕たちが大人になったときに、責任を問われそう

意味のないところにお金を使わずに、もっと必要であろう土地や建
物にお金を使うべきではないかと考える

現時点でも膨大な借金があるのに、今でもどんどん増え続けてい
て、このままだとどうなるのかということ
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国や地方の財政問題

国や地方の財政問題

憲法改正

憲法改正

憲法改正

憲法改正

憲法改正

原発等のエネルギー戦略
原発等のエネルギー戦略

原発等のエネルギー戦略

原発等のエネルギー戦略

原発等のエネルギー戦略
若者の雇用
若者の雇用
若者の雇用

貧困問題

貧困問題

貧困問題

大学入試改革
大学入試改革
大学入試改革

ＴＰＰなどの貿易政策

ＴＰＰなどの貿易政策
ＴＰＰなどの貿易政策
景気対策
景気対策

女性の社会進出

女性の社会進出

安全保障関連法案

安全保障関連法案

母子・父子家庭

地方の過疎化

台湾総選挙

食料自給率

高齢化対策

お金と人

子どもへの虐待問題

これからますます電気の消費が増えると思うから

無駄遣い、悪用と、お金の使い道がおかしい。どの政治家もくだら
ないことでもめているし、おかしい。まず課題を考える前に、一般
市民としての感覚を養うべき。高級な寿司屋に行く前に、貧困の人
を助けるべき

中台関係や日台関係に揺れが出るかもしれないから

将来戦争に巻き込まれるような気がするから、国会の外では、デモ
をやっていたにもかかわらず、採決したのが、本当に民意なのか疑
問だから

差別や嫌がらせはどちらの性別でもあってはならないことだし、個
人の能力を発揮できる職場に就きたいから

日本の農業の行く末が心配だから

未だに改善されていないから

来年受験だから

直接自分にかかわることだし、あまり実感できることが少ない

センター試験を廃止するのはよくないと思う

原発にかわる新たな発電に力を入れるべきだと思うから

京都議定書で二酸化炭素排出量削減に向けて原発を推進してきたに
もかかわらず、東日本大震災以降、一カ所を除いては停止してい
る。原発は再稼動させるべき

これから自分達が当てはまるので興味がある

「ばらまき」という言葉を何度か耳にしました。正しい使い方をし
てほしい

祖父や祖母のこと、仕事のことで色々と心配だから

最近、毎日のように耳にするけど、政府は虐待に関してどう動こう
としているのか知りたい。虐待が増えているということだけは口に
して、実際何の解決策もないまま、事件が増えているから

あれだけ行われたデモの中採決されたため、国民の反感をかったで
あろう。しかし僕は、この法案を日本に必要だと思っている
お金の問題など

農業をしても赤字になるか、収入が少ないかのどちらかがほとんど
だから何とかしてほしい

マンションばかり建てずに、大きなショッピングモールを造ってほ
しい。そしたらもっと若い人が増えると思う。県庁所在地が一番発
展するべきなのに、下関などの方が発展している。新山口に博多の
ような駅ビルを造ってほしい

出たい人が出ればいいのに、強要する必要はないと思う

結局日本に全く利益が無いままことが進んでいきそうで怖い

日本の食料自給率は低いから、参加してよいと思う。値段が安いほ
うがよい

首相や議員の給料を借金返済にまわせばそのうち借金もなくなると
思う

ＧＨＱが決めた憲法だけど、今、不便なく過ごせていると思うか
ら、変えなくてよい

憲法9条は必ず改正すべきだ

自分達にも影響のあることだから

貧しい若者はたくさんいるのに、なぜ金を持っている高齢者にまで
金をばらまくのか理解不能だから

3.11で原発の恐ろしさは日本中が知ったのだから、原発はやはり撤
廃すべきだ。それらを太陽光や火力、水力発電、そして節電で賄な
えるようにするべきだ

波力など自然を上手に使ってやることはできないのか

自分の進路にもかかわってくるから
自分に関係することだから

無職の人に補助金を与えているが、就職支援などはそこまでされて
いないように思う

親も言っているがちっとも給料が上がった気がしない。良い気分な
のは、上級の人だけだと思う。庶民のことは理解できないのか

よくＴＶでこの話題が流れているが、憲法改正によって、私たちに
どう影響されるのか気になるから

国民の意見を無視する形で改正がおこなわれたこと、無視されるま
で法の改正に関心のない国民が多かったことを思うと、これから日
本はどうなってしまうのだろうと不安を感じる
もう少し慎重にしてほしい
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従軍慰安婦問題

安全保障

一億総活躍社会

近年日本をとりまく環境が大きく変化しているから

男女平等で日本人みんなが活躍できる政策でとても身近であるから

少女像や昨日の議員の問題発言について、日本と韓国がいつ落ちつ
くのか。両意見あると思う
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真剣に考えたことがなかったから
国会中継などを見ていても、やじがすごいので、結局何がしたいのかわからなく、余り関心を持
てない
自分にかかわりがある感じがしないから
難しそうだから
よい行政が行われているとは思えないから
興味が余りないから
関心はある
興味が持てないから
不透明過ぎるから。何のために権力というものがあるかを理解してほしい。金をもらっているの
ならちゃんとやってほしい。誰も見ていないと思って調子に乗って欲しくない。

言葉が理解できないことが多い
勉強、部活で忙しいので余りテレビや新聞が見られない
自分たちが考えたところでどうにかなるものではないと思ってしまうから
関心を持つきっかけがない
自分の生活と政治にかかわりがあると感じることが少ないから
難しい話だから
難しいから
よくわからないから。知る必要性を余り感じないから
難しくて、よくわからないから
内容が子供じみてるから。演出っぽいからうのみにしたくない
特になし
わかりにくいから
政治で決められたことはするけど、それ以外はする必要がないから
よくわからないから
なんとなく
消費税の税制改正で消費税を年々上げたりしてわかりにくいから
よく分からないから
よくわからないから
政治が良く分からないから
難しいことだらけでばかな僕はまったくわからない
具体的なことを知らないから
特になし
もともと余り政治に興味がわかないから
興味がない
まだ子供だから
よくわからないから
そこまで重要というところがないから
関心がないから
テレビで見てると腹が立つから
自分だけがどうこう言っても変わらないと思うから
興味がないから
面白くないから
よくわからないから
興味がないから
政治に触れる機会がない
難しくてよくわからない
よくわからないから
遠い話のような気がするから、話をしても聞いても余り変わらないから
よく分からないから
どっちでもいいから
報道ニュースを見ても、難しい言語が多くわからないから
政治用語は難しく、聞いただけではすぐに意味もわからないから
政治について知らないから
自分の国について知るべきだとわかっているものの、面白みがないから
難しいことはよくわからないから
難しくてわからないから
関心を持ったところで自分たちではどうしようもないから
おもしろくないから
情報がないから
関心がないわけではない
興味がないから
興味がわかないから
余り国民の意見が反映されていると思わないから
よくわからないから。政治・経済が苦手だから
興味がないし難しい。知ろうともしていない
政治が動いても余り実感がわかないから

問１３.問11で「3　あまり関心がない」または「4　まったく関心がない」と答えられた方にお尋ねしま
す。関心がない理由を記入してください。　　156件
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世論に合わせるから
興ざめしてしまうから
興味がないから
まだ政治のことが詳しくわからない。興味がわかない
興味がないから
自分が今考えたところで、政治は何も変わらない。投票権が与えられたら、関心が出てくるかも
しれない
自分が何か行動したところで国が変わる訳ではないから
政治は難しいと思うから
何をしているのかが分からないから
難しい言葉、似たような言葉があって、何の話をしているかわからない
今まで消費税のこととか、とても身近なことしか関心を持っていなかったから
ニュースを余り見てないから
政党の人達が口げんかばかりをしているようにしか見えない。いじめとか、そういうことはよく
ないと言うべき人達が、悪口しか言わないから、いじめはなくならない。今の日本に何が必要な
のか、最優先すべきことは何なのかわからない
政治に興味がない
難しい、面白くない
ニュースを余り見てない
まだ、関係ないと思っていた
授業などで山口県の政治に詳しく勉強する訳でもないし、そういった情報をくれる人も周りにい
ないから関心がない
興味がないから
私たちに関係ないことも出てくるから

政治について理解したいとは思うけれど、ニュースや新聞を見ても、わからない言葉とかが使わ
れているから、もっと勉強しなきゃいけないのか…となり、理解したいという意欲が少なくなる

政治についてまずわかっていない
興味がわかないから。話が難しくて何が何だかよくわからない
テレビとかで見ても難しくてよくわからないから
興味がない。面白くない
難しくしてよくわからないから
興味がない、面白くない
ニュースで見る程度だから
全く進展がないし、汚職が多すぎて幻滅したから。正直誰がやっても変わらないと思う
自分に無関係という心の現れか知ろうとも思わないから
興味がないから
難しい感じがするから
難しく言い過ぎだと思う
よくわからないから
自分の趣味をしているから
ニュースや新聞を余り見ることがないからです
ネットで放送されている会議が言いたいことばかり言って聞く気が失せるから
政治のことがよくわからない、興味がない
興味がないから
よくわからないから
変わりそうにないから
興味がないから
よくわからないから
難しいから
意味がわからないから
難しいから
関心がないものはない
話が難しすぎるから、頭に入ってこない
ニュースを見る時間がないから。国会で与野党が対立し過ぎて国の方針がわからないから
その他のことで忙しいから
言うだけで実行しないから
政治のことについて詳しく知らないから
どれだけ自分に直接関係してくるものなのか分からないから
テレビやニュースは見るけど、余り入ってこないから
難しくてよく理解できないから
今はまだ知らなくてもいいかなと思ったから
政治についてそこまで興味を持つことができないから
社会が苦手だから
よくわからないから
よくわからないから
難しいから
よくわからないから
難しすぎて訳がわからない
興味がない、わからない
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余り興味がないから
興味が余りないから
変わったと思えない
よくわかっていないから
興味がない
おじさんがすることだから
難しいから
身近なことに感じないから
興味ないから
ニュースを余り見ない
興味がない
よくわからないから
よくわからない
よくわからないから
政治に興味がないから
興味がないから
特に興味がない
議員の数が多過ぎ、よくわからんから
言ったことをやらない政治家が多いし、政治家ばかりが得をしているから
余りテレビや新聞などを見ることもなく、興味を余り持っていないから
今は自分に関係ないと思っているから
政治の情報について、目にしたり耳にしたりすることが滅多にないから
関心を持っても、どうこうできるものではないから
余りニュースや新聞を見ないから知らない
政治について学習に取り組まないから
良い方向に行けば関心が出るが、悪い方向にばかり行っているので、関心が出ない
興味がないから

□未記入　　20件
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