18 歳選挙権に向けて
−読んで考えて整理しよう−
（1 時間相当のご授業に最適な教材です）

選挙期間外の学習用教材
※選挙期間中の授業では扱わないで下さい。

2015 年６月の公職選挙法の改正により，2016 年 6 月以降の国政選挙から選挙で投票で
きる日本国民の選挙権年齢が，20 歳以上から 18 歳以上に引き下げられました。このワーク
シートは，新たに選挙権を得て選挙に臨む皆さんが，実際の選挙で困らないように，選挙に向
けた基本的な考え方や，投票にむけた疑問などを解決できることをねらいとしています。

清水書院

放課後の教室
先生と憲子さんと隆史君が話をしています。さあ，あなたも加わって，
18 歳選挙権をめぐる話題についてのワークシートを完成させましょう。

日本

年齢が，20 歳から 18 歳に引き下げられたね。

刑事手続
で
﹁非少年﹂

先生：日本では，平成 27 年に法律が改正されて，選挙権を有する

法律上の
成人

被選挙権
︵下院︶

選挙権

●●● 選挙と選挙権 ●●●

2016 年 （衆議院）
夏から

18 歳 25 歳 20 歳 20 歳

隆史：そうすると，高校生が投票する可能性があるんですか。

アメリカ 18

25 18

18

先生：そうだよ。でもね，世界のほとんどの国では，18 歳で選挙権

イギリス 18

18 18

18

ドイツ 18

18 18

18

憲子：ほんとだわ。世界のほかの国はそうなっているのね。でも， フランス 18 18 18

18

原則

を行使できる国が多いんだよ。右の表を見てご覧。

なんで 18 歳なのかしら。義務教育が終わったからとか，就

主要国の選挙権年齢等一覧表

（「主要国の各種法定年齢」国立国
職したからとかのきっかけで決めてもいいのにね。でも私は，
会図書館および立法考査局）

今年 18 歳だから，選挙があれば今でも投票に行けるけどね。
隆史：僕は，来年になると投票に行けるんだな。
作業１ （○を付けて下さい）
あなたは， 来年投票に行ける。

再来年投票に行ける。

その他（

）

憲子：そもそも，なんで選挙があるのかな。なんでみんなは投票に行くの？
先生：教科書や資料集などではどんなふうに書かれているか確認してみよう。選挙権を国民が獲得
するための歴史や考え方が書かれているよね。
隆史：選挙とは，国民が政治に参加する機会で，国民の意思を表明する機会，って書かれています。
先生：そうだね，民主主義社会では，権威や権力はすべて，そこに住む私たち国民から生まれるっ
ていう，国民主権の考え方だね。
憲子：だから選挙があるのね。もし，私たちが選んだ代表が，私たちが望んでいる事に反すること
をすれば，次の選挙の時に変えることが出来るからですね。

深めよう
選挙権の年齢について次のような視点で調べ
たり考えたりしてみよう。
①世界には，何歳で選挙権を得られる国がある
だろうか。また，選挙権を得るために条件を
課している国があるだろうか。
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②憲子さんの発言のように，自分が考える選挙
権年齢とその条件について，考えてみよう。
③なぜ日本では選挙権が 18 歳に引き下げられ
たのか，あらためてその理由を考えてみよう。
■下記の資料などにもあたってみよう。
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/
document/2008/200806.pdf
（「主要国の各種法定年齢」国立国会図書館および立法
考査局）

● 選挙と投票率 ●
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どう思う？
隆史：国政選挙って国全体のことだから，自分の 1 票は，何万分の 1，何十万分の 1 で，
自分が行っても行かなくても結果は変わらないと思っちゃうからではないですか。

作業２ （○を付けて下さい）
あなたは，
・政治のことがわからないままでは投票できないと思っている。
・自分の 1 票では政治は変わらないと思っている。
・政治のことには関心がないので関わりたくないと思っている。
・その他（

）

先生：うーん。でも，多くの若者たちがそう考えて，選挙に行かないという行動を選べば，どうな
るんだろう。選挙に行かないのは，自分の意思を表明しないということになるよね。
憲子：選挙で投票してくれるお人の意見を，政治家の人たちは聞くことが多くなるのかしら。生徒
会の選挙でも自分を支持してくれる人たちの意見を優先して考えたりしますよね。
隆史：グラフを見ると投票率が高いのは，50 代や 60 代の人たちだね。政治家の人たちは，お年寄
りの意見を優先して聞く可能性が高くなるのかな。
先生：その通り！

このままでは日本の政治は「お年寄りの，お年寄りによる，お年寄りのための」

政治になってしまう可能性が高い。日本が抱えるこれからの大きな問題，たとえば赤字国債，
日本の平和や安全などは，今の若者や子どもたちに一番負担や責任がかかってくるはずなの
に，若者向けの政策が取られなくなる可能性が出てくるわけだ。ここは大きなポイントだ。
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●●● 選挙に行くために ●●●
隆史：投票に行ったほうがいいことは分かったけれど，候補者のなかからどういう基準で投票先を選
べばよいか，自分ではよく分からないんです。
先生：なるほど。じゃあちょっと考えてみようか。たとえばあなたは，どのようなところを見て投票
する人を選ぶだろうか？

いま，思っていることで答えてみよう。

作業３ （○を付けて下さい）
あなたは， 候補者の顔や声

新聞やテレビの評判

友人の紹介

選挙活動の熱心さ

政党や政治家のホームページ

ＳＮ S など

その他（

で選ぶ。

）

先生：投票の基準がまったくないと困るよね。そういう時は候補者の所属する政党に注目して考えて
ほしいな。というのは，現代の議会政治では，政党単位で意見をまとめ，一致して行動するこ
とが多いからなんだ。政党は，考え方や意見が同じような人たちの集まりだからね。
国政選挙がある時には，各党は必ずマニフェストや政権公約を発表する。こ
れを投票前に手に入れて比較したり，新聞やインターネットに載る「まとめ」
などで読んで比較してほしい。
憲子：聞いただけで難しそう！

私たちでも読めますか？

先生 ：たしかにすべて読もうとするのは，大変だね。まず，今の自分にとって何が
望ましい政策なのか，１つでも２つでもいいから，考えて欲しい。自分なり
の「争点」をしぼって比較するんだ！
隆史：僕はなんだろう。戦争に巻き込まれるような日本にはならないでほしい，とか。
憲子：私は，将来どんどん働きたいので，女の人の働く環境を考えてほしいわ。

作業４

あなたにとって望ましい政策を考えるとき，重要と思うテーマを
２つ選んで下さい。 （○を付けて下さい）
経済・財政問題

外交・安保・憲法問題

社会保障・女性の問題

原発・エネルギー問題

地方活性化・復興問題

その他（

先生：自分にとっての「争点」となるテーマはしぼれたかな？

）の問題

では，右の資料「政党のマニフェス

ト要約」を見て，自分の「争点」となるテーマについて，各政党がどのような政策を提案して
いるかチェックしてみよう。そして，自分の意見に近い政策に「〇」
，自分の意見と違う政策に
「×」をつけてみるんだ。
4
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ࢆ᧔ᅇࡉࡏࡿ
࣭㈈ᨻ┠ᶆᐇ⌧ࡲ
࡛ࡢᡓ␎ࢆᐃࡵࡿࠕ㈈ᨻ
᥎㐍ἲࠖࢆไᐃࡍ
ࡿ
࣭㔠⼥ᡤᚓㄢ⛯ࡢ⛯⋡ࢆ 5
㸣ᘬࡁୖࡆࠊ㧗ᡤᚓ⪅ࡢ
ᡤᚓ⛯⋡ࡶᘬࡁୖࡆ
࣭ᅇࡢ⎔ኴᖹὒ⤒῭㐃ᦠ
༠ᐃ㸦㹒㹎㹎㸧ࡢྜព
ᑐ

࣭㞟ᅋⓗ⮬⾨ᶒࡢ⾜ࢆㄆ
ࡵࡓᏳಖ㞀ἲไࡑࡢ
᰿ᣐ࡞ࡿ㛶㆟Ỵᐃࡢⓑ
⣬᧔ᅇࢆồࡵࡿ
࣭᠇ἲ 9 ᮲࡞᠇ἲࡢཎ๎
ࡢᨵṇᑐ
࣭᪂ࡋ࠸ேᶒࡸ⤫ᶵᵓᨵ
㠉࡞௦ࡢኚᑐᛂ
ࡋࡓᮍ᮶ᚿྥࡢ᠇ἲࢆᅜ
Ẹࡶᵓࡍࡿ
࣭Ἀ⦖ࡢᑐヰࢆ㔜ࡡ࡞ࡀ
ࡽ⡿㌷⦅㛵ࡍࡿ᪥⡿
ྜពࢆ╔ᐇᐇ
࣭၏୍ࡢᡓத⿕⇿ᅜࡋ࡚ࠊ
᰾රჾࡢ࡞࠸ୡ⏺ࡢᐇ⌧
ྲྀࡾ⤌ࡴ

࣭ඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜࡣ 20 ṓ ࣭ᮾ᪥ᮏ⚍㟈⅏ࡢ⯆ᴗ
࡞ࡿࡲ࡛ᨭ⤥ᮇ㛫ࢆᘏ
ࡣ 2016 㹼 20 ᖺᗘࡶࠊᅜ
㛗ࠊ➨ 2 Ꮚ௨㝆ࢆ᭶ 1 
ࡢ⛯㔠࡛㢠㈇ᢸࢆཎ๎
ᘬࡁୖࡆࠊẖ᭶ᨭ⤥
ࡋ࡚ᐇ
ኚ᭦
࣭⚟ᓥࡢཎᏊຊ⅏ᐖ࡛ởᰁ
࣭බⓗᖺ㔠✚ࡳ❧࡚ࡢᰴ
Ỉ₃ࢀࡸᗫ⅔ࡢㄢ㢟
ࡢᢞ㈨ࢆῶࡽࡋࠊᏳ࡞
ᑟⓗྲྀࡾ⤌ࡴ
㐠⏝ษࡾ࠼ࡿ
࣭30 ᖺ௦ཎⓎࢮࣟࠊ40
࣭ṧᴗ㛫ࡢୖ㝈ࢆつไ
ᖺ㐠㌿ไ㝈ไࢆཝ᱁㐠
ࡋࠊ㏥♫ࡽฟ♫ࡲ࡛ 11
⏝ࠊ᪂ቑタࡣㄆࡵ࡞࠸
㛫ࡢ㛫㝸ࢆ⩏ົ࡙ࡅࡿ ࣭⿕⅏⪅⏕άᨭไᗘࡢᨭ
ἲᚊࢆసࡿ
㔠㢠ࢆ 300 ࡽ
࣭ಖ⫱ኈࡽࡣ 5 ࠊㆤ
500 ᘬࡁୖࡆࠊ㧗
⫋ဨࡽࡣ 1 ࠊࡑࢀࡒ
㏿㐨㊰ࡢ↓ᩱ࡞࡛⇃
ࢀ᭶⤥ࢆᘬࡁୖࡆࠊಖ⫱
ᮏᆅ㟈⅏ᐖࡽࡢᪧࠊ
ኈ࣭ㆤ⫋ဨ㊊ࢆゎᾘ
⯆ྲྀࡾ⤌ࡴ

࠾
࠾
ࡉ

⥔
᪂
ࡢ


࣭㌟ࢆษࡿᨵ㠉ࡸṓฟ๐ῶ
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᾘ㈝
ቑ⛯ࡣ⤖
࣭ࠕ㈈ᨻ㈐௵ἲࠖࢆไᐃࡋࠊ
ᅜࡢമົṧ㧗ࡢపῶࡸ㈈
ᨻ㐠Ⴀࡢᇶᮏ᪉㔪ࢆᐃࡵ
ࡿ
࣭እᅜᴗࡢᑐ᪥┤᥋ᢞ㈨
ࢆಁ㐍
࣭⤫ྜᆺࣜࢰ࣮ࢺ㸦㹇㹐㸧
ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢἲไᗘ
ࢆᩚഛ
࣭ゎ㞠⣮தࡢ㔠㖹ゎỴࢆྍ
⬟ࡍࡿ
࣭ᑐ㠃デ⒪ࡢつไぢ┤ࡋ
࣭㹒㹎㹎ࡣ᪩ᮇᢈ

࣭᠇ἲᨵṇ࡛ᩍ⫱ࢆ↓ൾ
࣭᠇ἲุᡤࢆタ⨨
࣭㞟ᅋⓗ⮬⾨ᶒ⾜ࡢ⏝௳
ࢆཝ᱁
࣭ࠕᅜᐙ㆙ഛἲࠖࡢไᐃ࡞
࡛ࠊ㡿ᇦ࠾ࡅࡿᐇ⾜ᨭ
㓄ຊࢆᙉࡍࡿ
࣭᪥⡿ࡢࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ࡛㜵
⾨ຊࢆᙉ
࣭᪥⡿ྠ┕⥔ᣢࡣᑐ➼࡞
㛵ಀࡀྍḞ࡞ࡢ࡛ࠊ᪥
⡿ᆅ༠ᐃࢆᢤᮏⓗᨵ
ᐃ
࣭ᑤ㛶ㅖᓥࡘ࠸࡚ࠊ୰ᅜ
ᅜ㝿ྖἲุᡤࡢᥦ
ッࢆಁࡍ

࣭ᖺࠎῶࡗ࡚࠸ࡿᖺ㔠ࡢᨭ ࣭ᕧ㜵Ἴሐ࡞ࡢࣁ࣮ࢻ ࣭ࡍ࡚ࡢ⿕⅏⪅ࡀࠊ⏕
⤥㢠ࡢ๐ῶࢆṆࡵࠊᖺ㔠
೫㔜ࡽࠊࢯࣇࢺ㔜どࡢ
άࢆᘓ࡛ࡁࡿ
㢠ࢆቑ㢠ࡋ࡚ࠊ᭱పಖ㞀
⯆ᨭ⟇㌿
ࡲ࡛ࠊᅜࡀᚲせ࡞ᨭ
ᖺ㔠ไᗘ☜❧ࢆ┠ᣦࡍ
࣭⚟ᓥཎⓎᨾࡢ᮰ࡣᅜ
ࢆ⾜࠸ࠊ㈺ൾᚭ
࣭་⒪㈝ࡢ❆ཱྀ㈇ᢸࡸᅜẸ
ࡀ㈐௵ࢆᣢࡘ
ᗏⓗ࡞ᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ㝖
ᗣಖ㝤ᩱࢆᏳࡃࡍࡿᨻ ࣭⯆㈈※ࡣ㆟ဨṓ㈝බ
ᰁࢆ⾜࠺
⟇ࢆ㐍ࡵࡿࠋ70 ṓ௨ୖ
ົဨ⤥ࡢ๐ῶ࡞࡛ ࣭ἲᚊᇶ࡙ࡃ⿕⅏⪅
ࡢ㧗㱋⪅ࡀධࡗ࡚࠸ࡿᚋ
ฟࠊ⯆ቑ⛯ࡣ⾜ࢃ࡞࠸
ࡢᨭ㔠ࢆࠊ300 
ᮇ㧗㱋⪅་⒪ಖ㝤ᩱࡢ ࣭ཎⓎ✌ാࡣୡ⏺ᇶ‽
ࡽ 500 ᘬࡁୖ
ᖜ್ୖࡆࡣ⾜ࢃ࡞࠸
ࡢᏳつไࡸ⏝῭ࡳ᰾
ࡆࠊᐙᒇࡢ༙ቯ࡞
࣭බⓗㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ
⇞ᩱࡢ᭱⤊ฎศࢆෆᐜ
ࡶᨭࢆᣑࡋ࡚ࠊఫ
⫱ᡤࢆᖜቑタࡋࠊᚅ
ࡍࡿࠕཎⓎ✌ാ㈐௵ἲࠖ
Ꮿᘓࡢࠕ㔜࣮ࣟࣥࠖ
ᶵඣ❺ࢆࢮࣟࡍࡿ
ไᐃࢆ┠ᣦࡍ
ゎᾘࢆᅗࡿ
࣭㞀ᐖ⪅ࡢ⚟♴ࡸ་⒪㈝ࡢ ࣭㛵すᅪࠊす᪥ᮏࡢつ ࣭ᮾி㟁ຊ௵ࡏ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕᮏே㈇ᢸࠖࢆ᧔ᗫࡋࠊ
ᶍ⅏ᐖᑐᛂ࡚ࡁࡿ㜰
ᅜࡢ㈐௵࡛ࠊ⚟ᓥ➨ 1
↓ᩱࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ
ᾘ㜵ᗇࢆタ⨨
ཎⓎᨾࢆ᮰ࡉࡏࡿࠋ

ඹ
⏘
ඪ

࣭࣋ࣀ࣑ࢡࢫࡼࡿᅜẸ
⏕άࡢ◚ቯࠊ᱁ᕪ㈋ᅔ
ࢆṇࡍࡿ
࣭ᾘ㈝⛯ 10 㸣ࡢቑ⛯ࡣ
᩿ᛕ
࣭ᴗࡔࡅ⏝࡛ࡁࡿඃ
㐝⛯ไࢆࡸࡵࠊ୰ᑠᴗ
୪ࡳࡢ⛯㈇ᢸࢆồࡵࡿ
࣭ᡤᚓ⛯࣭ఫẸ⛯ࡢ᭱㧗⛯
⋡ࢆ⌧⾜ 55 㸣ࡽࠊ1998
ᖺ௨๓ࡢ 65 㸣ᡠࡍ
࣭⛒⛯ᅇ㑊ᆅᏊ♫ࡀ࠶
ࡿぶ♫ࢆㄪᰝ࣭බ⾲
ࡋࠊሗබ㛤ࢆ㐍ࡵࡿ
࣭㹒㹎㹎᩿ᅛᑐ

࣭Ᏻಖἲไ㸻ᡓதἲࢆᗫṆࠊ
㞟ᅋⓗ⮬⾨ᶒ⾜ࢆᐜㄆ
ࡋࡓ㛶㆟Ỵᐃࢆ᧔ᅇࡋࠊ
❧᠇⩏ࢆᅇࡍࡿ
࣭Ᏻಸᨻᶒࡼࡿ᠇ἲᨵᝏ
ࢆチࡉ࡞࠸
࣭᠇ἲࡢ๓ᩥࢆྵࡴ᮲㡯
ࢆᏲࡾࠊᖹⓗẸⓗ᮲
㡯ࡢᐇࢆ㐍ࡵࡿ
࣭࠶ࡽࡺࡿၥ㢟ࢆᖹⓗ࡞
ヰࡋྜ࠸࡛ゎỴࡍࡿᖹ
༠ຊࡢᯟ⤌ࡳࠕᮾࢪ
ᖹ༠ຊᵓࠖࢆᥦၐ
ࡍࡿ
࣭ᬑኳ㛫ᇶᆅࡢ↓᮲௳᧔ཤ
ࢆồࡵࡿ

࣭30 ேศࠊ⣙ 3 ༓࢝ᡤ ࣭⚟ᓥࡢ⿕⅏⪅ࡢ㈺
ࡢㄆྍಖ⫱ᡤࢆ⥭ᛴቑタ
ൾᚭᗏࡋࡓ㝖ᰁࢆ㐍ࡵ
ࡋࠊಖ⫱ኈࡢ㓄⨨ᩘࡶ㐺
ࡿ
ṇࡋ࡚ປാ᮲௳ࢆᨵၿ ࣭ཎⓎࢮࣟࢆᨻỴ᩿ࡋࠊ
ࡍࡿ
✌ാࢆ୰Ṇࡋࠊ࡚ࡢ
࣭Ꮫᤵᴗᩱࢆẖᖺᘬࡁୗ
ཎⓎ࡛ᗫ⅔ࡢࣉࣟࢭࢫ
ࡆࠊ10 ᖺ㛫࡛༙㢠ࡍ
ධࡿࠋᕞ㟁ຊᕝෆཎⓎ
ࡿ
ࡣṆࡍࡿ
࣭㞳⫋⪅ᩘࡸປാἲ㐪ࡢ ࣭᰾⇞ᩱࢧࢡࣝࡽ┤ࡕ
⤒Ṕࠊ⫋ሙ⎔ቃࡢᐇែࡀ
᧔㏥
ࢃࡿᴗሗࢆබ㛤ࡉ ࣭2030 ᖺࡲ࡛㟁ຊࡢ 4
ࡏࠊࣈࣛࢵࢡᴗࢆ࡞ࡃ
ࢆ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡍ
࡛ࡲ࡞࠺
࣭᭱ప㈤㔠ࢆࡍࡄࡇ࡛ ࣭ ⇃ ᮏ ᆅ 㟈 ࡢ ᩍ カ ࢆ ࡩ ࡲ
ࡶ⤥ 1 ༓ᘬࡁୖ
࠼ࠊ⪏㟈ᇶ‽ࡢ㐺ษ࡞ぢ
ࡆࠊ1500 ࢆ┠ᣦࡍ
┤ࡋࢆ㐍ࡵࡿ

⮬
Ẹ
ඪ

බ
᫂
ඪ

Ẹ
㐍
ඪ

㔝
ඪ
࣭

ඪ
௨
እ
ࡢ
ᨻ
ඪ

ᨻඪࡢ࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺせ⣙㸦ᮅ᪥᪂⪺ 2016 ᖺ 7 ᭶ 9 ᪥ࡼࡾࠊ㸳㆟ᖍ௨ୖ㆟ᖍࢆ⋓ᚓࡋࡓᨻඪࢆྲྀࡾ࠶ࡆసᡂࡋࡓ

࣭❧ೃ⿵㸦⿕㑅ᣲᶒ㸧ᖺ
㱋ࢆୗࡆ࡚ࠊ⾗㆟㝔 20
ṓࠊཧ㆟㝔 25 ṓࡍࡿ
࣭㑅ᢥⓗኵ፬ูጣࡀྍ⬟
࡞ἲᚊ࡙ࡃࡾ
࣭㎰ᴗ⪅ᡞูᡤᚓಖ㞀ไ
ᗘࡢἲไ࣭ᜏஂ࡛
㎰ᴗࢆᆅ᪉⏕ࡢᰕ
࣭≉ᐃ⛎ᐦಖㆤἲࢆぢ┤
ࡋࠊᨻᗓᑐࡍࡿᅜ
➼ࡢ┘どᶵ⬟ࢆ㧗ࡵࡿ
࣭ே✀࣭Ẹ᪘࣭ฟ㌟࡞
ࢆ⌮⏤ࡋࡓᕪูࢆ⚗
Ṇࡍࡿἲᚊࢆࡘࡃࡿ
࣭㆟ဨᐃᩘ๐ῶ࡞ࡢᨵ
㠉ࢆᐇ⾜

࣭ᨻ⟇ࡸពᛮỴᐃࡢሙ
ዪᛶࡢᖹ➼࡞ཧຍࢆಖ
㞀ࡋࠊᅜᆅ᪉㆟
㆟ဨࡢ⏨ዪྠᩘࢆ┠ᣦ
ࡍ
࣭ᨺ㏦ࠊሗ㐨ࡢᨻᗓࡢ
ᶒຊⓗ࡞ධ᩿ᅛ
ᑐࡍࡿ
࣭≉ᐃ⛎ᐦಖㆤἲࢆᗫṆ
ࡍࡿ
࣭Ẹពࢆ๐ῶࡍࡿᅜ㆟
ဨᐃᩘࡢ๐ῶᑐ
࣭ẚ௦⾲୰ᚰࡢ㑅ᣲไ
ᗘᨵ㠉
࣭㧗ᰯ⏕ࡢᨻάື⚗Ṇ
࣭ไ㝈ᑐ
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先生：出来たかな？
隆史：〇×をつけ終わりました。
先生：さて，〇×をつけ終わって，
「〇」が一番多い政党が，とりあえず隆史君が
投票すべき政党の「第一候補」なんだよ。
隆史：えーーー！！

そんなに簡単に投票先を決めていいんですか？

先生：たしかにすべての政党の政策を理解して，比較してから選択するのがベス
トだよ。でもね，そこまで完璧にしている人はほとんどいないと思うよ。
「でも」って思うかもしれないな。君たち若い世代は「完璧主義」だからね ･････。私だって「す
べての政党の政策」と言われたらひるんでしまうよ。だから，自分にとって一番望ましい政策
を考えて，そのテーマを比較して投票しているんだよ。

深めよう

「地方活性化・復興問題」
「その他の問題」など

実際に自分でマニフェストを入手して，
「経済・

の項目を立てて，それぞれの政党の主張を自分

財政問題」
「外交・安保・憲法問題」
「社会保障・

なりにまとめてみよう。マニフェストは各政党

女性の問題」
「原発・エネルギー問題」

ごとにホームページなどでも公表している。

キリトリ線

やってみよう
政治団体の
○
注
意

政党その他の政治団体の名称又は略称は

欄内にひとつ書くこと

名 称 又 は略 称

回 衆議院
比例代表選出議員選挙投票

政 党その他 の

模擬選挙
左の投票用紙を使って，これまで考えて整理し
てきた自分なりの考えに基づいて，模擬選挙をク
ラスなどで取り組んでみよう（ここでは政党名を
記入して投票する，比例代表選挙の投票用紙を示
した）。
地元の選挙管理委員会などに連絡すると，本物
の投票用紙や投票箱を使わせてくれることもある。
模擬選挙をやることになったら，問い合わせてみ
よう。
都道府県の選挙管理委員会が分かるアドレス
http://www.soumu.go.jp/senkyo/
senkyo̲s/links/senkan/

㼃㼛㼞㼗㻌㻿㼔㼑㼑㼠㻌㻝㻤ṓ㑅ᣲᶒ䛻ྥ䛡䛶䖃ΎỈ᭩㝔

憲子：なんだか肩の力が抜けてきました。これまで選挙って言うと，どうしても「将来の日本を決める」
というイメージが強くて，とっつきにくかったんですね。
先生：そうなんだ。しかし，いま選んだテーマは２つだったけれど，望ましい政策をかなえるために，
どうやって実行するかまでを考えていくと，政治についての関心はさらに深まっていくはず，
そして３つでも４つでも比較することが出来ることを忘れてはいけないよ。そして，少しずつ
政党の主張や社会の仕組みを理解していく必要があるよ。そこは自分で努力してほしい。
隆史：ボートマッチ（vote match）というものがあると，聞いたのですが。
先生：選挙に関するインターネット・サービスだよ。立候補者や政党に対して，選挙で争点となりそ
うな政策に関するアンケートに答えてもらい，それをデータベース化するものなんだ。そして，
私たちが同じアンケートに回答する事で，立候補者や政党との考え方の一致度を測定すること
ができるというものだよ。
憲子：どんなふうにするんですか？
先生：インターネットで「あなたは原発の再稼働に賛成ですか」との質問に，
「YES」か「NO」かで
答える。次に「あなたはＴＰＰ締結に賛成ですか」に答える。そうして 20 項目くらい答えると，
「あなたは，
〇〇党の政策の一致度△％。××党の政策の一致度□％ ･････」などと出るんだ。さっ
き「政策などをすべて知っていないと，投票に行けないのか」という質問に答えたよね。
憲子：ええ，
興味のある政策を比較して投票すればよい，
と言っていただきました。このボートマッチは，
政党の政策と私の興味のあることをうまく「マッチ」させてくれるものなんですね。
先生：確かに，自分の興味と政党の政策を簡単にマッチングさせてくれるものではあるが，これが「絶
対」と思ってはいけないよ。あくまでも参考程度に考えておき，マニフェストなどを使って自
分で調べ，比較することが大事であることは理解して下さい。
隆史：先生，選挙へのハードルがずいぶん低くなりました。投票できるようになったら絶対，選挙に
行きますね！

ありがとうございました。

選挙 Q&A
Q1：税金を払っていないので，選挙権はない？

A1：選挙権は権利ですから，納税に関係なくすべて
の日本国民にあります。

Q2：選挙当日になっても「選挙に来て下さい」のハ
ガキ（封書）が来ないので，投票に行けない？

Q3：投票日当日，友人達とディズニーランドに行く
予定が入っている。「遊び」が理由だと期日前投
票は出来ない？
Q4：住民票は実家ですがいま下宿しています。いま
住んでいるところで投票はできないのですか？

A2：ハガキ（封書）は原則として「世帯」ごとに来
ますので，保護者への連絡と一緒になっていま
す。また，ハガキがなくても身分証明書などを
持って行くと投票できます。
A3：期日前投票は，
「仕事」など以外にも「レジャー」
などの理由でも出来ます。公示又は告示日の翌
日から選挙前日まで行うことが出来ます。
A4：住民票のある選挙区での選挙権はありますが，住
民登録していない地域での選挙権はありません。
当該選挙の告示日の前日の３か月前までに住民
票を移動させておく必要があります。
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教科書に書いてない

選挙の作法

● 選挙に関係する権利

● 選挙の種類

選挙権：選挙で１票を投じることができる権利。自

国政選挙：衆議院議員総選挙

らの政治に関する判断を反映させることが

参議院議員通常選挙

地方選挙：知事・都道府県議会議員，市区町村長・
市区町村議会議員の選挙

できる。
【選挙に投票に行くことができる人の条件】
・日本国民で満 18 歳以上であること

● 選挙の始まりの時期

（18 歳の誕生日の前日の午前０時から適

【公示】 内閣の助言と承認に基づき，天皇陛下が選

用される）

挙期日の公示
・衆議院議員選挙（総選挙）

被選挙権：選挙で立候補することができる権利。自

・参議院議員選挙（通常選挙）

らの考えを多くの人に発表し代表者
（代議士）
となって政策に反映させることができる。

【告示】 事務を管理する選挙管理委員会が選挙期日

【選挙に立候補できる人の条件】

を告示

・日本国民で満 30 歳以上であること

・国会議員（衆参の議員）の再選挙・補欠選挙
・地方自治体の首長と議会議員の選挙

（参議院議員・都道府県知事）
・日本国民で満 25 歳以上であること
（上記以外）
・今回の法改正で新たな有権者は（参院選が 2016 年 7
月 10 日とすると）
，1998 年 7 月 11 日以前に生まれた
人が対象で約 240 万人といわれている。

公示・告示は，
参議院と知事選が投票日の 17 日前まで，
衆議院が 12 日前まで，都道府県議会選挙は９日前まで，
市長選と市議選は７日前まで，町村長と町村議会選は
５日前までに行われる。
公示日・告示日に立候補届が受理されると，投票日
に向けた選挙運動が始まる（期日前投票・不在者投票は，
公示・告示の翌日から実施される）
。

● 投票
・投票の案内（入場券）が届く

・原則として世帯人員分の入場
券が入っている。

・投票所での流れは
右図の通り

（公益財団法人 明るい選挙推進協会

http://www.akaruisenkyo.or.jp/110howto/108/

より）

（原案：落合 隆，編著：藤井 剛）

Work Sheet
8

2015 年 10 月

18 歳選挙権に向けて
清水書院

発行

ー読んで考えて整理しようー
東京都千代田区飯田橋 3-11-6 〒102-0072

頒価 50 円（税込）
東京 03（5213）7151（代表）

