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１ はじめに 

 

  近年、選挙の投票率は全国的に低下傾向にあり、本県の投票率も同様の傾

向が見られる。令和元年度（平成３１年度）に執行された県選挙管理委員会

が管理する選挙においては、県知事選挙の投票率は前回を上回ったものの、

その他の県議会議員一般選挙、参議院議員通常選挙及び参議院議員補欠選挙

では前回を下回った。 

  また、令和元年度（平成３１年度）及び２年度に執行された市町村の選挙

においても、その多くが前回の投票率を下回っており、投票率の向上は今後

も引き続き重要な課題である。 

  本報告書は、今後の選挙における本県の投票率の向上に向けた取組の方向

性などをとりまとめ、選挙啓発の指針とするものである。 
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２ 県選挙管理委員会で実施した投票率向上に向けた取組 

 

（１）これまでの方向性 

   これまでの投票率向上に向けた取組の方向性については、平成２８年５

月に当委員会で作成した「投票率向上に関する報告書」において、次のと

おり示している。 

 

  ア 地域への関心の向上 

   ・ 自分たちの住んでいる地域に目を向けてもらう 

   ・ 政治を身近に感じてもらう 

  イ 若年層に対する取組の強化 

   ・ １８歳より前の早い時期から政治意識を高める 

   ・ 親子で一緒に取り組んでもらう 

  ウ 投票しやすい環境の整備 

   ・ 投票所の利便性について一層の向上を図る 

   ・ 投票所へのアクセスの向上を図る 

 

（２）具体的な取組 

   これまで実施した投票率向上に向けた取組について、主なものは次のと

おりである。 

 

  ア 地域への関心の向上 

   ・ 県の名産品である狭山茶を活用し、啓発資材として狭山茶ティーバ

ッグを作成した。（H31県議選）＜写真１＞ 

   ・ 県内高校生が制作した黒板とチョークを使ったアート作品である

「黒板アート」を、啓発チラシなどのデザインに活用した。（R1参院

選）＜写真２＞ 

   ・ 「翔んで埼玉」とコラボし、登場キャラクターを起用したポスター

や動画を作成するなどの啓発活動を実施した。（R1知事選、R1参院補

選）＜写真３＞ 

   ・ 若者を中心に多くの人が利用しているＳＮＳ（ツイッターなど）を

活用した啓発活動を実施した。（常時啓発、選挙時啓発）＜写真４＞ 
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  イ 若年層に対する取組の強化 

   ・ プログラミングを学びながら選挙に親しむことができる親子参加型

のイベントを実施した。（R1参院選）＜写真５＞ 

   ・ 大学生の選挙啓発活動への参画を推進する取組として、埼玉県選挙

カレッジを実施した。（常時啓発）＜写真６＞ 

   ・ 主に小・中学生及び高校生を対象に、選挙に関する講座や模擬投票

を行う選挙啓発出前講座を実施した。（常時啓発）＜写真７＞ 

   ・ 小・中学生用啓発リーフレットなどの刊行物を配布した。（常時啓

発）＜写真８＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜写真５＞ 

 

＜写真１＞ 

 

＜写真２＞ 

 

＜写真３＞ 

 

＜写真４＞ 

 

＜写真６＞ 
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  ウ 投票しやすい環境の整備 

   ・ 投票所の設置は各市区町村に対する各種会議において、選挙人の投

票機会を広く確保する観点から積極的な拡充を依頼した。 

   ・ 期日前投票所については、特に駅や集客施設など利便性の高い場所

への設置を依頼した結果、令和元年に執行された埼玉県知事選挙では

１７５か所（前回比３０か所増）、その後執行が決まった参議院議員

補欠選挙でも、１７３か所の期日前投票所が設置された。 

   ・ 不在者投票指定施設については、病院や福祉施設関係者の会議等に

おいて制度周知を推進し、令和元年度末現在で７２８施設（平成３０

年度末比１０施設増）となった。 

 

 

＜写真７＞ 

 

＜写真８＞ 
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３  投票率の状況 

 

 令和元年に執行された埼玉県知事選挙の投票率は、前回投票率を上回ったも

のの、平成２９年に執行された衆議院議員総選挙、平成３１年に執行された

埼玉県議会議員一般選挙及び令和元年に執行された参議院議員通常選挙では、

いずれも前回投票率を下回った。 

また、本県投票率の全国順位は低く、平成２９年に執行された衆議院議員総

選挙、平成３１年に執行された埼玉県議会議員一般選挙及び令和元年に執行

された参議院議員通常選挙の全てにおいて、投票率は全国平均を下回った（図

１参照）。 

 

図１ 近年の選挙における投票率 

選挙の種類 投票率 全国順位等 前回投票率 

Ｈ２９．１０衆院選（小） ５１．４４％ 
全国３８位 

全国平均５３．６８％ 

５１．９７％ 

（Ｈ２６） 

Ｈ３１．４県議選 ３５．５２％ 
全国ワースト１位 

全国平均４４．０２％ 

３７．６８％ 

（Ｈ２７） 

Ｒ１．７参院選（選） ４６．４８％ 
全国３２位 

全国平均４８．８０％ 

５１．９４％ 

（Ｈ２８） 

Ｒ１．８知事選 ３２．３１％  
２６．６３％ 

（Ｈ２７） 

Ｒ１．１０参院補選 ２０．８１％ 
過去ワースト２位 

全国の過去ワースト４位 
－ 

 

特に県の選挙における低投票率の傾向は顕著である。埼玉県知事選挙では、

平成２３年に全国過去ワースト１位の低投票率となった（図２参照）。また、

埼玉県議会議員一般選挙では、統一地方選挙において、近年全国ワースト１

位または２位という低投票率が続いている（次ページ図３参照）。 

 

図２ 埼玉県知事選挙の投票率推移 

 

Ｈ２３：全国過去ワースト１位 

Ｈ２７：全国過去ワースト３位 



- 6 - 

 

 

図３ 埼玉県議会議員一般選挙の投票率推移 

  

 

  次に、市町村の状況を確認すると、その傾向は県選挙管理委員会が管理す

る選挙と同様であり、令和元年度（平成３１年度）及び２年度に執行された

市町村長選挙においては、その多くが前回投票率を下回っている（図４参

照）。 

 

 図４ 令和元年度及び２年度に執行された市町村長選挙の投票率の状況 

  

年度 市町村名 投票日 投票率（％） 前回投票率（％） 増減

行田市 4/21 52.65 無投票 -

北本市 4/21 48.62 55.05 ▲ 6.43

毛呂山町 4/21 53.53 57.34 ▲ 3.81

蕨市 6/2 47.85 無投票 -

狭山市 7/21 50.08 42.53 7.55

所沢市 10/6 31.99 37.29 ▲ 5.30

幸手市 10/6 46.01 44.61 1.40

坂戸市 4/12 36.46 46.97 ▲ 10.51

美里町 4/26 60.07 無投票 -

新座市 7/5 31.65 52.33 ▲ 20.68

富士見市 7/26 30.66 36.08 ▲ 5.42

白岡市 11/15 44.20 36.60 7.60

川越市 1/24 22.05 29.70 ▲ 7.65

越生町 2/7 58.20 無投票 -

朝霞市 2/28 31.24 無投票 -

令和元年度
（平成３１年度）

令和２年度
※２月２８日まで

Ｈ１１：全国ワースト１位 

Ｈ１５：全国ワースト２位 

Ｈ１９：全国ワースト２位 

Ｈ２３：全国ワースト１位 

Ｈ２７：全国ワースト２位 

Ｈ３１：全国ワースト１位 
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４ 低投票率の要因と課題 

 

  県選挙管理委員会では、令和２年１月に「参議院議員通常選挙等の投票行動等

に関する意識調査」（以下「意識調査」という。）を実施し、県民の投票行動や政

治意識の実態などを調査した。 

意識調査の結果や国勢調査による現状などから、本県における選挙の低投票率

の要因と課題を次のとおり分析した。 

 

（１）政治への関心度 

  ア 「関心派」と「無関心派」の分析 

意識調査の結果から政治への関心度を見ると、「関心がある」と「ある程度

関心がある」を合わせた「関心派」は６６．３％、「あまり関心がない」と

「関心がない」を合わせた「無関心派」は２９．７％であり、「関心派」が６

割以上いることが分かる（図５参照）。 

 

 

 

 

   ところが政治への関心度を年齢別で見ると、「関心派」は１８・１９歳で４

２．１％、２０代前半で３７．１％、２０代後半で４９．０％と、若い年代の

関心が低いことが分かる（次ページ図６参照）。 

   若者啓発グループである埼玉県選挙カレッジの実習生に対して、若者が政治

に関心がない理由を尋ねたところ、「政治、特に県政に触れる機会が少ない」

との意見が挙がった。 

 

 

図５ 政治への関心度 
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図６ 政治への関心度（年齢別） 

 

 

  イ 政治への関心度と投票率 

   意識調査の結果から「関心派」の「投票した」と回答した割合を見ると、令

和元年に執行された参議院議員通常選挙、埼玉県知事選挙、参議院議員補欠選

挙ともに、「無関心派」の「投票した」と回答した割合よりも２倍以上高いこ

とが分かった（次ページ図７参照）。このことから、政治への関心度が投票の

有無につながっていると考えられる。 
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図７ 政治への関心度と投票率 

 

 

   令和元年に執行された３つの選挙における年代別投票率を見ると、政治への

関心が低いと分析された若い年代の投票率が低いことが分かる（図８参照）。

また、平成２８年と３年後の令和元年に執行された参議院議員通常選挙におけ

る年代別投票率を比べると、全ての年代で投票率が低下しているが、特に１８

歳と１９歳の投票率が、他の年代よりも大きく低下していたことが判明した

（次ページ図９参照）。 

 

図８ 年代別投票率 
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 図９ 令和元年参議院議員通常選挙の年代別投票率（前回との比較） 

 
 

   なお、若い年代の人口について本県の状況を確認すると、平成２７年度国勢

調査から、１８歳から３４歳までの人口は１,３２１，１８２人と全国で第５

位であり、本県は若い年代の人口が比較的に多いことが分かる（図１０参

照）。 

 

 図１０ １８歳から３４歳までの人口 

順位 都道府県名 
18～34歳までの人口 

（人） 

1 東京都 2,843,248 

2 神奈川県 1,708,640 

3 大阪府 1,597,630 

4 愛知県 1,421,622 

5 埼玉県 1,321,182 

 「平成 27年国勢調査」（総務省） 

 

  ウ 要因と課題 

   以上を踏まえると、政治に対する関心度の低さが低投票率の要因であると考

えられる。ついては、投票率を向上させるには、特に政治への関心が低く、か

つ比較的に人口が多い若い年代に対して「政治への関心を高めること」が必要

であり、今後の課題となる。 
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（２）選挙への関心度 

  ア 投票しなかった理由 

   意識調査の結果によると、令和元年に執行された参議院議員通常選挙、埼玉

県知事選挙、参議院議員補欠選挙ともに、投票しなかった理由として「仕事や

用事があったから」が最も多く挙げられているが、「選挙にあまり関心がなか

ったから」が２番目に多く、約３割の人が回答に挙げていたことが分かる（図

１１参照）。 

   また、意識調査の結果から、全国的に選挙の投票率が低い理由として「投票

しても政治がよくならないから」「自分一人くらい投票しなくても影響がない

と考える人が多いから」との回答が多く（次ページ図１２参照）、選挙とは、

政治に参加する手段の一つであり、住民から選ばれた代表者が法律や予算など

を決定する制度をとっている我が国において最も重要な手段であることへの認

識が薄れてしまっているのではないかと懸念される。 

 

 図１１ 投票しなかった理由 
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 図１２ 全国的に選挙の投票率が低い理由 

  

 

  イ 要因と課題 

   以上を踏まえると、選挙への関心の低さは低投票率の要因になると考えられ

る。ついては、「選挙への関心を高めること」が必要であり、今後の課題とな

る。 
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（３）居住地への愛着度 

  ア 居住地への愛着度と投票率 

  意識調査の結果によると、令和元年に執行された参議院議員通常選挙、埼玉

県知事選挙、参議院議員補欠選挙ともに、居住地への愛着度が低い人ほど「投

票した」と回答した割合が低い傾向となった（図１３参照）。このことから、

居住地に対する愛着度が投票の有無につながっていると考えられる。 

 

 図１３ 居住地に対する愛着度と投票率 

  

 

  イ 居住地への愛着度に影響する要因 

 居住地への愛着度に影響する要因について次のとおり分析を行った。 

 

（ア）居住年数 

意識調査の結果から居住地への愛着度を居住年数別に見ると、居住年数が短

いほど「愛着を感じている派」が低くなる傾向であることが分かる（次ページ

図１４参照）。 
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 図１４ 居住地に対する愛着度（居住年数別） 

  

 

   本県の状況を確認すると、平成２７年国勢調査から図１５のとおり本県は居

住年数が短い人の割合が多いことが分かる。 

 

 図１５ 居住年数が短い人の割合 

順位 都道府県名 
人口に占める５年前の常住地が「県内他市区町村」 

「他都道府県」「国外」の割合（％） 

1 宮城県 11.74% 

2 沖縄県 11.71% 

3 福岡県 11.10% 

4 千葉県 11.05% 

5 埼玉県 10.94% 

 「平成 27年国勢調査」（総務省） 

 ※「常住地」とは、各人が常住する場所をいう。 ここで「常住する」とは、同一の場所に３か月以上にわた

って住んでいるか、または３ヶ月以上にわたって住むことになっている場所をいう。 

 

（イ）通勤・通学場所 

意識調査の結果から居住地への愛着度を通勤・通学場所別に見ると、「愛着

を感じている派」は「自宅」が比較的高いことが分かる（次ページ図１６参

照）。 
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 図１６ 居住地に対する愛着度（通勤・通学先別） 

 

 

   本県の状況を確認すると、平成２７年国勢調査から、従業地・通学地が他都

道府県である割合は１４．７７％と全国で第１位であり、本県は通勤・通学場

所が県外である人が多いことが分かる（図１７参照）。 

 

 図１７ 従業地・通学地が他都道府県である割合 

順位 都道府県名 
人口（人） 

（Ａ） 

他県で従業・通学 

（人）（Ｂ） 
Ａ／Ｂ 

1 埼玉県 7,266,534 1,073,576 14.77% 

2 奈良県 1,364,316 193,837 14.21% 

3 千葉県 6,222,666 832,707 13.38% 

4 神奈川県 9,126,214 1,131,482 12.40% 

5 兵庫県 5,534,800 384,247 6.94% 

 「平成 27年国勢調査」（総務省） 

 

  ウ 要因と課題 

   以上を踏まえると、居住地への愛着度は低投票率の要因であると考えられ

る。また、本県は他都道府県と比べ、居住年数が短い人が多く、通勤・通学場

所が県外である人が多いなどの、愛着度が低くなる要因が多いことが確認でき

た。これらのことから「居住地への愛着度を高めること」が必要であり、今後

の課題となる。 
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（４）増加する高齢者 

ア 高齢者数の増加 

 ６５歳以上の高齢者は年々増加しており、国立社会保障・人口問題研究所の

日本の地域別将来推計人口（平成３０＝２０１８＝年推計）によると、県全体

の人口は、平成３２年（令和２年）頃をピークとして、その後は減少すると予

測されているが、６５歳以上の高齢者の数及びその割合は減少することなく、

引き続き増加すると見込まれている（図１８参照）。 

 

図１８ 埼玉県の人口推移 

  

  

 「日本の地域別将来推計人口（平成 30＝2018＝年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所） 

 

イ 高齢者の投票率 

   令和元年に執行された参議院議員通常選挙、埼玉県知事選挙、参議院議員補

欠選挙の投票率を年代別に見ると、若い年代は投票率が低く、年代が上がる

につれて投票率が上がる傾向があるが、７０代後半から逆に投票率が下がっ

ている（次ページ図８＝再掲＝参照）。 

0-14歳 15-64歳 65歳以上 総人口 0-14歳 15-64歳 65歳以上
H27 914 4,549 1,804 7,267 12.6% 62.6% 24.8%
H32(R2) 871 4,422 1,980 7,273 12.0% 60.8% 27.2%
H37(R7) 819 4,350 2,034 7,203 11.4% 60.4% 28.2%
H42(R12) 779 4,218 2,080 7,076 11.0% 59.6% 29.4%
H47(R17) 744 4,002 2,163 6,909 10.8% 57.9% 31.3%
H52(R22) 723 3,700 2,298 6,721 10.8% 55.1% 34.2%
H57(R27) 698 3,492 2,335 6,525 10.7% 53.5% 35.8%

人口（千人） 構成比
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図８ 年代別投票率（再掲） 

  

 

  ウ 要因と課題 

   以上を踏まえると、今後も増加が見込まれている高齢者の投票率は、全体の

投票率にも大きく影響することから「高齢者への対応」が必要とされ、今後の

課題となる。 
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（５）大規模な自然災害や感染症 

  ア 大規模な自然災害や感染症などの発生 

近年、全国各地で毎年のように台風や豪雨などの大規模な自然災害が発生し

ており、本県においても甚大な被害を被っている。また、令和２年には新型コ

ロナウイルス感染症の感染が拡大し、県内においても多くの県民が感染するな

ど、新たなリスクが発生している。 

 

  イ 台風や新型コロナウイルス感染症発生時の投票率 

   近年の台風や新型コロナウイルス感染症の発生時に執行された選挙の投票率

を見ると、過去最低の投票率を記録するなど、総じて投票率が低くなる傾向で

あることが分かる（図１９参照）。 

 

図１９ 近年の台風や新型コロナウイルス感染症発生時の投票率 

  

 

  ウ 要因と課題 

   以上を踏まえると、大規模な自然災害や危険性が高い感染症などの発生は、

有権者の投票行動に大きく影響し低投票率の要因になっていると考えられる。

このことから、低投票率への対応として「大規模な自然災害や感染症などへの

新たな対応策の確立と適切な推進」が必要とされ、今後の課題となる。 

 

年度 自然災害、感染症等 選挙の種類 投票日 投票率（％） 備考

衆議院議員総選挙（小） 10/22 51.44 過去最低

越谷市長選挙 10/29 26.77 過去最低

ふじみ野市長選挙 10/29 29.83 過去最低（ふじみ野市新設後）

令和元年度 台風１９号 参議院議員補欠選挙 10/27 20.81 過去ワースト２位

坂戸市長選挙 4/12 36.46 過去最低

坂戸市議会議員選挙 4/12 36.46 過去最低

松伏町議会議員選挙 4/12 32.79 過去最低

美里町長選挙 4/26 60.07 過去最低

川越市長選挙 1/24 22.05 過去最低

戸田市議会議員選挙 1/31 38.88 過去最低

越生町長選挙 2/7 58.20 過去最低

朝霞市長選挙 2/28 31.24

平成２９年度 台風２１号

令和２年度
※２月２８日まで

新型コロナウイルス
（緊急事態宣言中）
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５ 今後の方向性 

 

  低投票率の要因と課題を踏まえ、今後の投票率向上に向けた取組の方向性

は次のとおりとする。 

 

（１）地域への関心の向上 

  政治への関心度、選挙への関心度及び居住地への愛着度の低さは、低投票

率の要因であることから、これらを向上させるには、自分たちの住んでいる

地域に目を向け、政治や選挙を身近に感じてもらうことや選挙の重要性を理

解してもらうことが必要だと考えられる。 

  ついては、自分と地域や政治との関わり合いを考えてもらう啓発活動を実

施する。 

 

（２）若者に対する啓発の強化 

  若者の低投票率は全国的な傾向である中、本県は若者の人口が比較的多い

ことから、より若者の投票率向上が望まれる。意識調査の結果から、若者向

けの効果的な啓発活動として、「ツイッターやフェイスブックなどＳＮＳを

活用した啓発を行う」「学校等に出向いて選挙制度に関する授業を行う」な

どの回答が多かったため、選挙啓発出前講座などを引き続き実施するととも

に、若者に向けた啓発事業を見直し、強化する必要がある。 

  ついては、これまでの事業を拡大し、若者の意識や行動などに沿った効果

的な啓発の手法を検討し実施するなど、若者に対する啓発活動を強化する。 

 

（３）安心して投票できる環境の整備 

  本県では今後も高齢者の増加が見込まれ、また、大規模な自然災害や危険

性が高い感染症などが発生するリスクも見込まれる。これらは投票率に影響

し低投票率の要因となると考えられるため、誰もが、どのようなときでも、

安心して投票できる環境を整備することが必要である。 

  また、近年の選挙において期日前投票者数が増加していることから、さら

に制度の周知と期日前投票所の増設を推進する。（次ページ図２０・２１・

２２参照）。 
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 図２０ 衆議院議員総選挙の期日前投票所数と期日前投票者数 

選挙執行年  期日前投票者数  
期日前投票所数 

（駅構内及び駅周辺） 

有権者数に  

占める割合 

投票者数に  

占める割合 

平成２４年  ５９５，７５２人  １３７（１１） １０．１６％  １７．６９％  

平成２６年 ６３４，５０４人 １３７（１５） １０．７４％  ２０．６７％  

平成２９年 １，０８３，５７５人 １６３（２１） １７．７８％  ３４．５６％ 

 

 図２１ 参議院議員通常選挙の期日前投票所数と期日前投票者数 

 

 図２２ 埼玉県知事選挙の期日前投票所数と期日前投票者数 

選挙執行年  期日前投票者数  
期日前投票所数 

（駅構内及び駅周辺） 

有権者数に  

占める割合 

投票者数に  

占める割合 

平成１９年  ２１０，３３５人  １２８（１４） ３．７１％  １３．４２％  

平成２３年  ２２２，０９９人  １３８（１７） ３．８４％  １５．４４％  

平成２７年 ３１４，７４８人 １４５（１６） ５．３７％ ２０．１８％ 

令和元年 ５３６，３１２人 １７５（１７） ８．８６％ ２７．４３％ 

  

 

選挙執行年  期日前投票者数  
期日前投票所数 

（駅構内及び駅周辺） 

有権者数に  

占める割合 

投票者数に  

占める割合 

平成２２年  ６１０，２７６人  １３６（１７） １０．５０％  １８．８０％  

平成２５年 ６５１，０２７人 １４０（１８） １１．０７％  ２１．６１％  

平成２８年 ７９１，５００人 １５８（２２） １３．０４％  ２５．１１％ 

令和元年 ８３０，００３人 １７６（２０） １３．５６％ ２９．１７％ 
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６ 具体的な取組 

 

  今後の方向性を踏まえた具体的な取組は次のとおりとする。 

  なお、意識調査の結果や社会情勢を踏まえ、「① 選挙啓発出前講座や選

挙カレッジ、ＳＮＳなどのこれまで実施した事業を拡大すること」、「② 新

型コロナウイルス感染症などへの適切な対応を考慮すること」及び「③ 選

挙啓発活動においてデジタル化技術を積極的に活用すること」を意識したも

のとする。 

 

（１）地域への関心の向上 

  地域への関心を向上させて、政治への関心、選挙への関心及び居住地への

愛着度を高めていくため、次のとおり推進する。 

 

  ア 参加型事業の継続と拡大 

   選挙管理委員会は、学校教育との連携事業として小中高校生を主な対象

とした選挙啓発出前講座を実施している。その内容については、一方向伝

達型の講義だけでなく、学生と講師役となる職員や学生相互が交流するな

ど、受講者が積極的に参加できる機会を増やすことで、政治への関心を高

めることが期待できる。具体的には講座の中で、クイズ出題などの受講者

に質問することや、受講者同士でグループワークを行う機会などを増や

す。 

   さらに出前講座以外でも、選挙を啓発するイベントなどの参加型事業を

積極的に実施する。 

   また、ＳＮＳは双方向のコミュニケーションをとることができる媒体

で、参加型事業を効果的に行えるものと考えられる。この機能を活かし、

こちらから一方向に啓発を行うだけでなく、啓発を行った対象者から意見

などをいただくような事業を、選挙時や常時啓発において実施する。 

   

これまで 今後

参加型事業
の継続と拡大

選挙啓発イベントの実施
・夏休み親子参加イベント

「議事堂見学会と投票体験」

・プログラミング教育を活用した親子向け啓

発イベント

拡大

参加型事業の増加
・参加型選挙啓発イベントの増加

啓発対象者とコミュニケーションが

とれる事業の実施
・「#補選で埼玉」ツイッターキャンペーン

拡大

啓発対象者とコミュニケーションが

とれる事業の増加
・ＳＮＳを活用した事業増加

継続

クイズやグループワークの実施
・出前講座への導入

拡大

拡大

継続
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  イ インパクトのある啓発の推進 

   令和元年に執行された埼玉県知事選挙及び参議院議員補欠選挙では、

「翔んで埼玉」の登場キャラクターを活用したポスターを作成するなど、

インパクトの強い啓発を実施した。その結果、当活動は多くの新聞などに

取り上げられ、ＳＮＳ上でも多くの反響をいただいた。 

   また、意識調査の結果から、約３割の人が当活動を認識しており、その

うち約２割の人の投票行動に影響を与えたことが分かった。選挙への関心

を向上させることに一定の効果を与えることができたと考えられることか

ら、今後の選挙においてもインパクトのある啓発を実施し、同様の効果を

得たい。 

   ついては、インパクトのある啓発として地域性に着目しつつ幅広い世代

に流行するものを活用した選挙啓発用ポスターや動画、啓発物資を作成す

る。さらに、インパクトのある啓発が多くの人の目に届くように、拡散性

があるＳＮＳなどの媒体を積極的に活用する。 

   

 

  ウ 全庁的な連携の推進 

   選挙への関心の向上を図るため、選挙管理委員会だけで啓発の取組を実

施するのではなく、他部局との調整を図りながら、総合的かつ効果的な啓

発に向けて全庁的な連携を推進する。 

   具体的には、多くの人の目に届くようにするため、本庁舎や地域機関な

どの庁舎内で選挙啓発用ポスターの掲出や啓発資材の配布活動を引き続き

行うとともに、選挙管理委員会で投稿したツイートを他部局で運営するツ

イッター上で拡散（リツイート）するなどのＳＮＳ活用により、他部局と

の連携を強化する。 

     

これまで 今後

インパクトの
ある啓発の推
進

継続

幅広い世代に流行するものを活用した啓発活動の実施
・「翔んで埼玉」など流行するものとコラボした啓発活動

・黒板アートなどを活用した啓発活動

継続

ＳＮＳの拡散性を利用した啓発活動の実施
・啓発動画のＹｏｕＴｕｂｅ公開

継続

継続

これまで 今後

全庁的な連
携の推進

継続

啓発ポスターの掲出や啓発資材の配布
・庁舎内でのポスター掲出や資材配布

継続

各課所とのＳＮＳの連携
・選挙を啓発する投稿のリツイート依頼

拡大

各課所とのＳＮＳの連携強化
・各課所のＳＮＳと連携した事業の増加

拡大
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  エ 選挙の重要性と制度に関する知識の周知 

低投票率の背景に、選挙の重要性を理解していない懸念もあることか

ら、教育局に対し主権者教育の強化を働き掛けるとともに、出前講座の内

容について、教育局と意見交換を行い、受講者に対して主権者としての意

識醸成を図れる取組などを積極的に導入する。 

なお、公益財団法人明るい選挙推進協会が主催する「明るい選挙啓発ポ

スターコンクール」については、応募対象となる多くの小・中・高校生

に、選挙に目を向けてその重要性を考えていただくため、県選挙管理委員

会として新たに表彰式を開催し応募者数を増やすことを目指す。 

また、意識調査の結果によると、「投票所入場券がなくても、本人確認が

できれば投票できること」「期日前投票の投票時間」などを知っている人は

２、３割程度であった。制度に関する知識を知らないことにより、投票の

機会を逸してしまう人がある程度存在することが見込まれることから、認

知度が低い知識の周知に力を入れていく必要がある。具体的には、選挙啓

発用チラシや出前講座などを活用し、選挙の啓発に併せて制度に関する知

識の周知を行う。 

さらに、意識調査の結果によると、政治に関心がない理由として「政治

家がどんな人かよく知らないから」との回答が多かったことから、選挙公

報をホームページで閲覧できることを啓発するなど、候補者情報の周知を

強化する。 

   

 

  オ 住民票異動に関する啓発の強化 

   住所の異動のある方に対して住民票異動を促す啓発については、高校卒

業後の進学を機に転居する大学等の新入生を主な対象としてチラシを配布

していたが、投票した人の割合が低かった居住年数の短い人の中には、就

職を機に転居する新入社員も含まれているため、企業に向けた啓発にも力

これまで 今後

選挙の重要
性と制度に関
する知識の
周知

教育局との連携
・教育局主催会議における学校への出前講座

活用依頼

拡大

教育局との連携強化
・出前講座資料についての意見交換

新規

ポスターコンクールの応募者数増加
・ポスターコンクール表彰式の開催

継続

制度に関する知識の周知
・啓発チラシや出前講座における周知、啓発ＤＶＤの貸出

候補者情報の周知
・選挙公報のＨＰ掲載

拡大

候補者情報の周知強化
・選挙公報のＨＰ掲載に関する周知充実

拡大

拡大

継続

新規
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を入れていく必要がある。 

   具体的には、県内企業の新入社員を対象とした合同研修会でチラシを配

布するなど、住民票異動の手続きとその重要性の周知を強化する。 

   

 

  カ 市区町村との連携 

   居住地への愛着を向上させるには、住民に身近な市区町村が、地元地域

の資源や魅力などを活かした啓発を行うことが効果的と考えられる。この

活動を強化するため、県で作成した選挙啓発用動画や啓発資材などを提供

し、市区町村で活用することや、県と市区町村の合同で街頭啓発などの事

業を実施する。 

   また、拡散性があるＳＮＳの機能を活用し、県で投稿したツイートを市

区町村が運営するツイッター上で拡散（リツイート）していただくなど、

選挙時に限らず常時啓発においても市区町村と連携を強化する。 

   なお、市区町村選挙管理委員会との様々な情報共有を行うに当たって

は、オンライン会議等を導入し、効率化を図る。 

   

 

  キ 明るい選挙推進協議会の活性化 

   選挙の啓発活動団体としては、県明るい選挙推進連盟や市区町村明るい

選挙推進協議会などがあるが、選挙時の街頭啓発への参加や投票立会人を

務めることなど、活動が限定されている団体も少なくない。 

   そのため、県や市区町村の選挙管理委員会と選挙の啓発活動団体が連携

を図り、活動の拡大や活性化を協力して推進する。具体例としては、市区

これまで 今後

住民票異動
に関する啓発
の強化

継続

高校３年生や大学新入生に向けた周知
・チラシの配布

継続

新規

県内企業の新入社員に向けた周知
・チラシの配布

新規

これまで 今後

市区町村との
連携

継続

県で作成した啓発動画や資材の活用
・啓発動画や資材の提供

・市区町村との街頭啓発の合同実施

継続

市区町村とのＳＮＳの連携
・選挙を啓発する投稿のリツイート依頼

拡大

市区町村とのＳＮＳの連携強化
・市区町村のＳＮＳと連携した事業増加

拡大

新規

市区町村との情報共有効率化
・オンライン会議の導入

新規
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町村明るい選挙推進協議会に対し、主に選挙管理委員会で実施している出

前講座の運営に参加していただくなど、選挙管理委員会との連携を強化す

る。 

   また、市区町村明るい選挙推進協議会が活動を行うに当たり参考にして

いただくため、他の団体の活動事例（新しい活動など）について情報提供

を行う。 

   

 

  

これまで 今後

明るい選挙
推進協議会
の活性化

継続

出前講座参加への働き掛け
・明るい選挙推進員研修会における働き掛けの実施

継続

新規

活動の活性化への働き掛け
・他団体活動事例の情報提供

新規
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（２）若者に対する啓発の強化 

  若者に対する啓発を強化するため、次のとおり推進する。 

 

  ア 選挙啓発出前講座の拡大 

   意識調査の結果から、若者向けの効果的な啓発活動として「学校等に出

向いて選挙制度に関する授業を行う」との回答が多く、今後も選挙啓発出

前講座は力を入れていく必要がある。ついては、出前講座を引き続き実施

するとともに、積極的な活用に向けた働き掛けを行う。 

   具体的には、これまで出前講座を実施したことがない市区町村に対し

て、出前講座で使用する講義資料や模擬投票用紙の提供など、実施に向け

た支援を行うことや、教育局と連携して県内の学校に出前講座の積極的な

活用を依頼するとともに、これまで実施した回数が少ない大学や企業にも

活用を働き掛ける。 

   なお、開催に当たっては新型コロナウイルス感染症への対応として、マ

スク着用、換気の実施や模擬投票時における使い捨て鉛筆の使用など、必

要な予防対策を実施する。 

   また、オンライン授業やそれに伴う機器の導入など、教育現場における

デジタル化が普及されつつあることを踏まえ、出前講座についてもデジタ

ル化に合わせた実施方法を積極的に導入する。 

   
 

  イ 選挙カレッジ活動の拡大 

   「埼玉県選挙カレッジ」は、選挙管理委員会が実施する各種啓発の事業

に大学生自らが参加することにより、政治参加の重要性を認識し、選挙事

務及び選挙啓発に対する理解を深めてもらうことを目的に、平成２４年度

から実施している。ついては、引き続き若者の政治意識の向上を図るた

め、選挙カレッジの活動を充実させる。 

これまで 今後

選挙啓発出
前講座の拡
大

継続

実施に向けた市区町村への支援
・講義資料や模擬投票用紙の提供

実施数の増加
・教育局主催会議における学校への出前講座

活用依頼

拡大

実施対象の拡大
・大学や企業への出前講座活用依頼

継続

感染症予防対策の実施
・模擬投票時の使い捨て鉛筆使用など

拡大

継続

継続

新規

出前講座のデジタル化
・Ｚｏｏｍ等の活用

新規
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   具体的には、若者視点の斬新な提案を積極的に取り入れ、同年代である

若者の共感を得るようなＳＮＳを活用した事業を企画することや、新たな

啓発資材などを作成する。併せて、選挙カレッジの実習生を増やすため、

公務員志望者が多い大学などと連携した募集活動を実施する。 

   なお、月１回程度ある定例会の開催に当たっては、移動する手間が省け

感染症予防対策ともなるＺｏｏｍなどを利用したオンライン会議を積極的

に導入する。 

   

 

  ウ ＳＮＳの充実 

   意識調査の結果から多くの若者はＳＮＳを利用しており、また、若者向

けの効果的な啓発活動として「ツイッターやフェイスブックなどＳＮＳを

活用した啓発を行う」との回答が多かったため、引き続きＳＮＳによる啓

発に力を入れていく必要がある。 

   具体的には、選挙管理委員会で運営するツイッターやフェイスブックへ

の投稿の数や内容などを選挙時に限らずに年間を通じて充実することや、

選挙期日を周知し投票参加を促すことなどの広告をＳＮＳ上に掲載するな

ど、多くの若者の目に届く啓発を実施する。 

    

これまで 今後

選挙カレッジ
活動の拡大

カレッジ生募集活動の実施
・チラシの配布

拡大

募集活動の充実
・大学との連携強化

拡大

継続

選挙カレッジの活動充実
・大学の学園祭における啓発活動

・ＳＮＳの投稿文作成

新規

新たな取組の企画
・ＳＮＳを活用した新たな事業

新規

新たな啓発資材の作成
・常時啓発用の新たな啓発資材

新規

オンライン会議の開催
・Ｚｏｏｍ等の活用

継続

新規

新規

新規

これまで 今後

SNSの充実

県選管ＳＮＳを活用した啓発
・カウントダウン３０

・参院選プレイバック

拡大

県選管ＳＮＳの投稿充実
・投稿数の増加や内容の充実

継続

ＳＮＳ広告の実施
・ツイッター・YouTube・インスタグラム広告

拡大

継続
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（３）安心して投票できる環境の整備 

  誰もが、どのようなときでも、安心して投票できる環境を整備するため、

次のとおり推進する。 

 

  ア 高齢者が利用できる制度の周知 

   今後も急速な高齢化が進むと見込まれる中、高齢者など投票所への移動

が困難な方の投票機会を確保することは重要な課題である。そのため投票

所運営の主体である市区町村に対して、投票所や期日前投票所の利便性の

高い場所の設置を働き掛けるとともに、投票所までの巡回バスの運行のよ

うな移動支援を積極的に講じるなど、高齢者の投票機会の確保について十

分配慮するよう働き掛けを行う。 

   なお、周知の方法については、市区町村のホームページや広報誌に掲載

するなど、事業の積極的な活用が図られるよう働き掛ける。 

   
 

  イ 自然災害や感染症などに向けた対応策の確立 

   近年、大型台風や豪雨などの大規模な自然災害や新型コロナウイルスな

どの感染症が発生している。そのような状況下においても、安心して投票

ができるような対策を実施し、その内容を周知することで、有権者の投票

機会及び投票における安全・安心の確保を行うことが必要である。 

   これまでも、台風の接近に際しては対応に当たっての留意点を通知し、

新型コロナウイルス感染症の発生時には感染症対応に関する通知や他団体

の取組の情報提供を行ってきたところである。 

   今後については、特に感染症への対応に当たり、保健福祉関係部局と連

携して、市区町村選挙管理委員会や不在者投票指定施設に対して、投票所

における事務従事者の感染防止対策や感染者への対応など、投票に係る留

意事項を取りまとめたものを周知する必要がある。 

   また、投票所のアルコール消毒液設置や換気の実施などの選挙管理委員

会で実施する対応を周知することや、マスク着用や咳エチケット、周りの

人との距離の確保などの有権者に協力を求める啓発を行う。 

   さらに、感染症だけでなく自然災害の発生により、投票所の混雑が見込

まれる場合には、期日前投票の積極的な利用の呼び掛けや、期日前投票所

これまで 今後

高齢者が利
用できる制度
の周知

継続

利便性の高い場所への投票所設置に向けた働き掛け
・管理執行通知や市区町村向けの説明会などにおける依頼

継続

移動支援に向けた働き掛け
・管理執行通知や市区町村向け説明会などにおける依頼

継続

継続
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の設置場所や開設時間、過去の選挙における混雑状況を公開するなどのホ

ームページの内容充実を図る。 

   なお、周知の方法については、即時性の視点から選挙管理委員会のホー

ムページが中心となろうが、投票所入場券、選挙啓発用のチラシ、防災無

線、広報誌など、あらゆる手段を講じて周知に努める。 

   
 

  ウ 期日前投票所の増設 

   期日前投票所の設置については、「当該市区町村の人口、地勢、交通等

の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通

手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講じるものと

する」との規定（公職選挙法第４８条の２第７項）の趣旨を踏まえ、市区

町村に対しては地域の実情も考慮しながら、有権者にとって利便性の高い

駅前や大型商業施設などへの設置に向けて積極的な働き掛けを行う。 

   

 

  エ 不在者投票指定施設における投票の啓発 

   県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院（所）してお

り不在者投票事由に該当すると見込まれる選挙人は、当該病院や老人ホー

ムで投票日の前に投票を行うことができる。 

   これまで病院などの不在者投票指定施設に対しては、不在者投票事務手

続の留意点などを説明する打合せ会を開催していたが、指定施設において

は、「自分の入院（所）する病院などでいつ投票できるか知らない」や「入

院（所）している施設が不在者投票指定施設に該当するか分からない」と

いった意見があるため、指定施設内における投票日やどの施設が指定施設

であることかが分かるよう周知を行う必要がある。 

   具体的には、入院（所）する有権者に不在者投票が行われていることを

知っていただくため、指定施設に対して当該施設の不在者投票実施予定日

これまで 今後

自然災害や
感染症などに
向けた対応
策の確立

継続

予防対策等の周知
・台風接近に伴う対応の通知

・感染症対応に関する通知や他団体取組の情報提供

新規

感染症への対応
・投票に係る留意事項の周知

・ホームページの充実

継続

新規

これまで 今後

期日前投票
所の増設

継続

利便性の高い場所への投票所設置に向けた働き掛け
・管理執行通知や市区町村向けの説明会などにおける依頼

継続
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が記載できる選挙啓発用のポスターを配布することや、選挙管理委員会の

ホームページに指定施設の一覧を掲載する。 

   

これまで 今後

不在者投票
指定施設に
おける投票の
啓発

新規

不在者投票指定施設の啓発
・指定施設への啓発用ポスター配布

・指定施設一覧のＨＰ掲載

新規

継続

不在者投票の取扱いに関する打合せ会の開催
・不在者投票指定施設に向けた事務手続留意点などの説明実施

継続
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７ おわりに 

 

  これまでの投票率の向上に向けた取組については、平成２８年５月に作成

した「投票率向上に関する報告書」で示した方向性に沿って実施してきた。

今回の報告書は、令和元年度（平成３１年度）に県選挙管理委員会が管理す

る４つの選挙（県議会議員一般選挙、参議院議員通常選挙、県知事選挙、参

議院議員補欠選挙）が執行され、その後に実施した意識調査の結果などを踏

まえて、新たに作成したものである。 

 

  低投票率の要因や課題では、近年、被害が甚大化する台風などの大規模な

自然災害が発生していることや、新たに新型コロナウイルス感染症が流行し

たことを踏まえたものとした。その対策として、本報告書では主に選挙人に

向けた啓発を中心に取り上げているが、選挙人の投票機会及び投票における

安全・安心の確保ができるような環境を整備することは欠かせないと考えて

おり、力を入れる必要がある。 

 

  上記以外には、新型コロナウイルス感染症を機にオンライン授業などのデ

ジタル化が普及しつつあることを踏まえ、選挙啓発の活動についてもデジタ

ル化を意識したものとした。デジタル化については、今後の社会への普及状

況や国の動向などを踏まえ、さらに効果的な活用を目指し検討を行う必要が

ある。また、ＳＮＳについては、新しい媒体が次々と登場する中で、それら

を活用し効果的な啓発を行うため、今後、専門家の意見を聴く機会を設ける

など、専門的な知識と技術を反映させることが必要と考えている。 

 

  また、意識調査においても意見があったインターネット投票については、

総務省において在外投票への導入に向けた実証実験を実施している段階であ

ることから本報告書では取り上げなかったが、その動向について注視してい

く。 

 

  今回の報告書でとりまとめたものは、今後の選挙管理委員会で実施する選

挙啓発の指針とするとともに、常に見直しを図り、より効果的な啓発事業な

どの実施に努める。 


