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　平成 28 年に選挙権年齢が 18 歳以
上に引き下げられてから初めての統
一地方選挙が 4月に行われます。未
来を担う若い世代が選挙権を持つこ
とで、社会の担い手であるという意
識を持つことや主体的に政治に関わ
る若者が増えることが期待されます。
本市では、約 16 万人の方が有権者に
なります。

投票できる権利を持つ人のう
ち、実際に投票に行った人

の割合が一番高い年代は60代で、
7割の人が投票しています。逆に
一番低い年代は 20代で、3割程
度にとどまっています。
　また、実際に投票した人の年代
別構成比を見ると、少子高齢化と
相まって 60代と 70代が約半数
を占めており、10代、20代は全
体の 1割弱となっています。
　もともと世代別人口の少ない若
い世代の声は政治に反映されにく
く、投票者を増やさなければ状況
は変わりません。将来を担う若者
世代の声を届けるためにも、投票
について考えることが大切です。
H29衆院選での年代別投票率（全国・抽出調査）

H29衆院選での投票者の割合（全国）
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　選挙管理委員会では、将来の有
権者となる若い世代を対象に、選
挙について理解を深めてもらうた
め、小・中学校、高等学校に向け
た出前授業を実施しています。職
員が学校へ出向き、選挙のしくみ
や政治の大切さを伝えたり、実際
のイメージを掴むために模擬投票
を行い、選挙を身近なものと認識
してもらえるよう取り組んでいま
す。
　昨年 10月に白子高等学校で 3
年生を対象に選挙に関する講演会
が行われました。生徒の皆さんは
どのように考えているのか、講演
会で選挙について学んだ後、4月
に選挙デビューをする生徒会役員
の 3年生 5人（全員 18歳）に話
を伺いました。

石田さん 杉本さん 山下さん 高田さん 小林さん

1 票を投じることに意味がある

　以前はたった 1
票に意味があるの
かと思っていまし
たが、今日の話を

聞いて、1票を投じることに意味
があると思えてきました。振り返
ると自分たちも立候補にあたり、
自分の考えを聞いてもらうため大
きな声で伝えました。そして当選
後は、自分を選んでくれた票の重
みを感じ、責任を持って学校をよ
くするためにみんなで話し合いを
重ね、活動してきました。

選挙権を有効に使いたい
　今度は自分が投票する番です。
せっかく与えてもらった選挙権を
有効に使いたいと思っています。
　3月に高校を卒業して新しい環
境での選挙になります。もしも当
日都合がつかなければ、ショッピ

大事なことを考えて投票を

ングモールなどで
できる期日前投票
を活用してでも投
票をしたいと思っ
ています。

　生徒会活動を通じた議員さんと
の交流や高校総体のＰＲ活動な
ど、学校では経験できないことに
チャレンジすることで、自分自身
も変わることができ、さまざまな
経験は将来的に意味があると考え
るようになりました。

　このように考えられるように
なった今、自分にとって何が大事
なのかをテーマに立候補者の話を
しっかり聞いて、投票したいと思
います。
　私たちは、投票には責任がある
ことを学びました。
自分たちの未来の
ために、皆さんも
清き一票を投票し
ましょう。

統一地方選挙統一地方選挙

【三重県知事・県議会議員選挙】

平成 31年 4 月 7 日㈰

【鈴鹿市長・市議会議員選挙】

平成 31年 4 月 21 日㈰

※7 月には参議院議員通常選挙が

予定されています。
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さぁ投票に

行くよ！

そんなに

慌てなく

ても。

　18 歳になったばかりのるなさん

と鈴鹿医療科学大学生のけいすけさ

ん。緊張気味のけいすけさんとは対

照的に、るなさんは早く投票に行き

たい様子です。

1 受付をする

見 本見 本

　入場整理券により、本人かどうか

の確認をします。忘れた場合も本人

確認後に投票することができます。

入場整理券は

お持ちですか？
はい

2 投票用紙を受け取る

見本
　行われる選挙

の種別ごとに投

票用紙を交付し

ます。

市長選挙の

投票用紙です。

ありがとう

ございます。

3 候補者氏名を記入

　候補者の中から 1 人を選び、記入

します。記載台に掲示

漢字は

どうだっ

たっけ。

一字でも

間違えたら

大変。

4 投票用紙を投函

　記入した投票用紙を投票箱へ投函

します。投票は、全体で 5 分程度で

終了します。
初めての投票・・・。

思いよ届け！

思ったよりも 

スムーズに

できたな。

　投票日は原則午前 7

時から午後 8 時までの

間に、入場整理券を

持って決められた投票

所に行きます。入場整

理券は世帯ごとに郵送

します。本人部分をお

持ちください。

投票会場には、正しく投票が行わ

れるよう、受付・名簿対照係と投

票用紙交付係のほか、投票立会人、

投票管理者が配置されています。

　投票日当日、決められた投票所
へ行けない場合の投票方法は２つ
あります。

期日前投票期日前投票
　投票日当日に仕事やレジャーな
どで投票できない場合、投票日よ
りも前に「期日前投票所」で投票
ができます。

【期間】
知事選挙・県議会議員選挙
　3 月 30 日㈯～ 4月 6日㈯
※知事選挙については、市役所会場

のみ 3 月 22 日 ( 金 ) から投票で

きます。
市長選挙・市議会議員選挙
　4 月 15 日㈪～ 20 日㈯
【会場・時間】
市役所本館 1 階　特設会場
　8 時 30 分～ 20 時
イオンモール鈴鹿 2 階　イオ
ンホール
　10 時～ 19 時

不在者投票不在者投票
　大学に進学後、下宿しているが
地元に住民票をおいているという
場合や、仕事の出張で長期間地元
を離れている場合に活用できま
す。まずは、住民票のある市町村
の選挙管理委員会に連絡して投票
用紙請求書を取り寄せてくださ
い。投票用紙が郵送されるので、
滞在地の市町村選挙管理委員会に
持参し、そこで不在者投票を行い
ます。

開票所が変わります
　例年開票所としている AGF 鈴
鹿体育館が改修工事のため、4月
に開催される統一地方選挙および
7月に予定されている参議院通常
選挙の開票作業は、旭が丘小学校
体育館で行います。

今回の特集に関するご意見・ご感
想は選挙管理委員会事務局
　382-9001　　384-3302　　
senkyo@city.suzuka.jg.jp


