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（出典）第47回衆議院議員総選挙全国意識調査（公益財団法人・明るい選挙推進委員会

2015年）

〔雀牌◎〕

％　　衆議院議員総選挙における年代別投票率（抽出）の推移

一一20歳代　　　－■－30歳代　　　　一一40歳代 � 

－Iト50歳代　　　十線－60歳代　　　　一〇一70歳代以上 

ー■一全体 

選　挙　期　日

，．年 �S．42 �S．44 �S．47 �S．51 �5．54 �S．55 �S．58 �S．61 �H二2 �H．5 �H．8 �H．12 �H．15 �H．17 �’HrZl �H．24 ��H．26 

回 �31 �32 �33 �34 �35 �36 �37 �甲 �39 �40 �41 �42 �43 �44 �45 �46 ��47 

20歳代 �66．69 �59．61 �61．89 �63．50 �57．83 �63．13 �54．07 �56．86 �57．76 �47．46 �36‘42 �：姐．35 �35．62 �46．20 �49．45 �’37．89 ��＿32．58 

30歳代 �77．88 �71．19 �75．48 �中・41 �71．06－ �75．92 �68．25 �ナ乙15 �75．97 �68．46 �労．49 �56．82 �50．72 �59．79 �63．87 �50 �10 �42．09 

40歳代 �82．07 �78．33 �8L84 �82．29 �77．82 �81．88 �75．43 �77．99 �81．44 �74．48 �65．46 �68．13 �糾．72 �7L94 �花63 �59．38 ��49．98 

50歳代 �82．由 �80．23 �由．刃 �84．57 �80，82 �85．23 �80．51 �82．74 �84．85 �79．34 �70．61 �71．98 �70．01 �77．86 �79．69 �68．02 ��■60．07 

・60歳代 �77．08 �77．70 �82．34 �84．13 �80．97 �糾．84 �82．43 �85．66 �87．21 �83．38 �7乙25 �巧．Z3 �77．89 �83．08 �84．15 �74．93 ��68．28 

70歳代以上 �56．83 �6乙52 �68．01 �71．35 �67．72 �69．66 �68．41 �72．36 �73．21 �7L61 �66．88 �69．28 �67．78 �69．48 �71．06 �63．30 ��59．46 

全体 �73．99 �68，51 �7176■ �73．4i �68．01 �74．57 �67．94 �71．40 �73．31 �67．26 �59．65 �62．49 �59．86 �67．51 �69．28 �59．32 ��52．66＿ 

繁⑳　この黍のうち、槻全国の投票区から、固ごとに144～1蜘出し欝蜜したものです．

玄⑳　弟31回の㈱歳～70歳の優に、70歳代以上の投票翠は71歳以上の倭となっています．

（出典）第47回衆議院議員総選挙全国意識調査（公益財団法人・明るい選挙推進委員会　彙

2015年）
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投票撃の国際比較　～世界的に投票撃が低下する傾向～

事象近年次（国名の下に表京〉　・1980年

（出典）Soci e ty a t a Glance（OECD　2010年）

〔冬稗◎）　淵の粥の脚
【X）

100

％

○○

内

助

50

■○

知

20°

10

0

－全体のR上申 

暑 � � � � 

呼野野
田む　韓国の若年層の投票率は、卸歳から怨象までの投票率である。
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（出典）国際比較にみる日本の政策課題（国立国会図書館　2010年）

（攣㊤）
自国のために役立つと思うようなことをしたい

日本の若者の弘．5％が「自国のために役立つと思うようなことをしたいJと回答してい

る。

7か国比較で見ると，日本が最も高く，以下スウェーデン（お．7％），ドイツ（戯け％），

フランス（軋8％），韓国（4a2％），アメリカ（424％），英国ko．6％）となっている。
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（出典）我が国と諸外国の若者の意識に関する調査（内閣府　2013年）

（壌轡◎ノ

将来の国や地域の担い手として積極的に政策決定に参加したい

日本（爪三11方〉
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（出典）我が国と諸外国の若者の意識に関する調査（内開府　2013年）
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有権者調査・Q4国や地方の政治にどの程度執心がありますか

（「非常に＋ある程度」あると回答した人の割合）

20～29歳　　30～39　　40～49　　50～59　　60～69　　70～

（出典）若い有権者の意識調査（公益財団法人・明るい選挙推進委員会　2010年）

（轡や
私の参加により．変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない
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（出典）我が国と諸外国の若者の意識に関する調査（内閣府　2013年）
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有権者調査・Qd3）自分は政府のすることに対して、それを左右する力はない

（rそう＋どちらかといえばそう」思うと回答した人の割合）

20～29歳　　30～39　　40～49　　50へて59　　60～69　　　70～，

（出典）若い有権者の意識調査（公益財団法人・明るい選挙推進委員会　2010年）

一一◆一男性

一一一一　女性

（蚤解㊥－）
有権者調査・Q痛4）自分のように政治のことがよくわからない者は投票しない方がいい

（「そう十どちらかといえばそう」思うと回答した人の割合）
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20～29歳　　30～39　　40～49　　50～59　　60～69　　　70～

（出典）若い有権者の意識調査（公益財団法人・明るい選挙推進委員会　2010年）
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〔賓粁J／）
投票参加促進広告への媒体別接触率　　　　　　　　（％）

全体 �・．20～30歳代 �40～50歳代 �60歳以上 

テレビスポット広告 �46．9 �36．7 �48．3 �52－0 

新聞広告 �36．9 �17．7 �33．4 �51．1 

国や都草府県、市区町村の広報紙 �23．5 �11．1 �相．1 �36．1 

蔀道府県・市直町村などの広報車 �18．2 �8．3 �14．8 �27」 

啓発ボスタ⊥ �15．4 �15．6 �14．9 �t6．2 

立看板ご広告塔、たれ幕、アーパル「ン �1．1．4 �6．4 �7．6 �17．7 

交通広告．（車内・駅・′くス） �10＿6 �－　14．5 �1乱0 �9，4 

街頭・イベントなどでの啓発キャンペーン �7．4 �7．0 �7．0 �8．5 

ラジオスポット広告 �5．8 �5．1 �6．3 �5．3 

インターネット上での広告（バナー、動画広告等） �3．2 �8．7 �乙6 �0．6 

雑誌広告（フリーペーパーを含む） �乙9 �3．6 �4＿0 �1．6 

ショッピングセンター、遊園地などでのアナウンス �1．8 �乙3 �乙1 �1．1 

有線放送 �1．6 �1．3 �1．0 �乙5 

国、都道府県、市区町村のホームページ、SNS �1．6 �乙3 �1．1 �1．5 

コンビニのレジ南面 �1．3 �3．2 �1．0 �0．6 

銀行などのATM �0．8 �0．6 �0．9 �1．0 

見開きしなかった �14．8 �23．5 �17．8 �7．3 

〔糎／づ　政治．選挙情報の入手元

0　　　　　　20　　　　　40　　　　　　60　　　　　　80（％）

〔蚤稗β）　騨運動への接触と有用度（緻回答）

■見開きした　ロ役に立った

掲示場にはられた候補者のポスター

政党の政見放送（テレビ）

侯補者の政見放送・経歴放送（テレビ）

選挙公報

候補者の新開広告

侯補者のビラ

政党のビラ・ポスター

政党の新関広告

党首討論会（テレビ・インターネット）

政党のテレビスポット広告

候補者の葉書

政党の選挙公約などが記載されたパンフレット

政党・侯補者の街頭演説

連呼

電話による勧誘

政党・侯補者の演説会

政党の葉書

政党の挽関紙

候補者の政見放送・経歴放送（ラジオ）

インターネットによる選挙運動

政党町政見放送（ラジオ）

公開討論会・合同個人演説会

政党のラジオスポット広告

〔御幣げ）

0　　　　10　　　　　20　　　　　30

年代別棄権理由（上位5つ）

四20－30歳代（N＝205）

仕事があったから

選挙にあまり関心がなかったから

解散の理由に納得がいかなかったから

適当な候補者も政党もなかったから

選挙によって政治はよくならないと思ったから

840－50歳代（200）　ロ60歳以上（125）

40　　　50　　　60（％）

0　　　　　　10　　　　　　20 30　　　　40（％）



〔賓町り
棄権理由（複数回答）

仕事があったから

重要な用事（仕事を除く）があったから

病気だったから

体調がすぐれなかったから

投票所が遠かったから

面倒だから

選挙にあまり関心がなかったから

解散の理由に納得がいかなかったから

政党の政策や候補者の人物像など、違いがよくわからなかったから

適当な候補者も政党もなかったから

支持する政党の候補者がいなかったから

私一人が投票してもしなくても同じだから

選挙によって政治はよくならないと思ったから

マスコミの事前予測を見て、投票に行く気がなくなったから

今の政治を変える必要がないと思ったから

今住んでいるところに選挙権がないから

天侯が悪かったから

その他・わからない

号　（碩革み）　年代別選挙関心度

包非常に関心があった　8多少は関心があった　8あまり関心がなかった　日全く関心がなかった・わからない

0 20 80　　　　　　　100（％）

〔鷲暦／7フ

非常に関心を持っている（38幻

童彦少は関心を持っている（117㊥

まり関心を持っていない（377）

全く関心を持っていない（44）
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政治関心と投票参加率（全体I巨1980）

■投票に行った　□投票に行かなかった

0　　　　　20　　　　　40　　　　　60　　　　　80　　　　100（％）

二二主拙了

若者調査・Q18SQ2高校までの学校の授業で学びましたカ（％）実数2，048

国民主権などの民主主義の．基本 �73．0 

選挙区制などの選挙のしくみ �73．6 

普通選挙権実現の歴史 �47．5 

選挙の意義と投票参加の重要性 �34．6 

投票所における投票の方法 �14．3’ 

模擬投票などの体験撃学習 �10．9 

その他 �0．7 

（卿Jリ｝〔贋物／り

（出典）第47回衆議院議員総選挙全国意識調査（公益財団法人・明るい選挙推進委員会

2015年）


