
１．はじめに

　2015年の公職選挙法改正により、選挙権年齢が満20歳
以上から満18歳以上に引き下げられ（2016年６月施行）、
2016年の第24回参議院議員通常選挙以降、実際に選挙権
を得た高校３年生が一票を投ずる光景が当たり前のもの
となった。そうした中、学校現場における主権者教育の
さらなる充実が叫ばれている。
　筆者は、2016年の第24回参議院議員通常選挙に合わせ
て模擬選挙を計画し、実行した（注１）。生徒の感想を
見ると、前向きな感想が多く見られ、一定の成果を得る
ことができた。しかし、当然のことながら生徒に主権者
意識を醸成していくには継続的な取り組みが必要であ
る。今年度は、地方選挙における模擬選挙を実践するこ
とを企図し、４月23日投開票の名古屋市長選挙に合わせ
て執り行うこととした。なお、昨年の参院選時の模擬選
挙においても活用した、総務省・文部科学省作成の主権
者教育用副教材『私たちが拓く日本の未来』（以下、「副
教材」と言う。）を今回も活用した。本稿は、主権者教
育の一環としての地方選挙における模擬選挙の実践報告
が中心となっている。

２．�名古屋市長選挙に合わせた模擬選挙の計画・
実施

　2017年４月23日（日）に投開票が行われた名古屋市長
選挙に合わせて、選挙期間中に模擬選挙を実施した。詳
細は以下のとおりである。

（１）実施の目的（生徒に示したものである）
　若年層を中心に投票率の低下傾向がうかがえる中、今
日の民主政治について、生徒自身が考え、公正に判断で
きるよう、良識ある公民として必要な能力と態度を育成
する。

（２）実施の概要
１）対象

　筆者が授業を担当している中学３年生・高校２年
生全員（約200名）を対象とした。名古屋市外に居
住する生徒も対象とした。
２）校内投票日

　今回は選挙期間中に授業の中で実施した。中学３
年生は社会の授業で、高校２年生は授業参観（合同
LT）で実施した。
３）投票内容

　名古屋市長選挙の模擬投票を実施した。
４）投票所

　授業が行われた教室で投票を行った。また、実際
の選挙で使うアルミ製の投票箱を購入し、今回の模
擬選挙から使用することとした。
５）投開票に関わる作業

　新年度の時間的制約があったことから、開票作業
は筆者が行った。選挙期間中の公表は、公職選挙法
に抵触することから、選挙の当選者が確定した後の
５月に投票結果を公表した。
６）外部機関との連携

　名古屋市選挙管理委員会から、選挙公報の提供を
受け、活用した。また、模擬選挙推進ネットワーク
が、ウェブ上で無償提供を行っている模擬選挙用の
投票用紙を活用した。
７）留意点
・民主的な選挙の４原則（普通・平等・直接・秘密）

の遵守を徹底した。
・保護者向け案内文書を作成、配布した。その際、副

教材配布時に教員に配布された『活用のための指導
資料』に記載されている「保護者向けお知らせの例」
を参考に作成した。

・実施の上で、公職選挙法等の趣旨を踏まえ、政治的
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中立性を確保すべく配慮するとともに、生徒へも事
前指導を行った。

（３）事前指導
　模擬選挙をする上では事前指導が欠かせないが、今回
は新年度すぐの実施ということもあり、公民的分野を履
修しはじめたばかりの中学３年生と、一定の基礎知識は
ある高校２年生で異なる事前指導をそれぞれ１時間程度
行った。
１）中学３年生
①民主政治と選挙

　まだ、参政権や選挙のしくみについては学んでい
ないことから、教科書の内容を先取りする形で名古
屋市長選挙の投票率の推移、民主的な選挙の４原則、
公職選挙法改正について扱った。「副教材」の選挙
のしくみに関わる部分（p8～15）も活用した。
②選挙公報を読む

　名古屋市選挙管理委員会から提供を受けた選挙公
報を活用し、候補者比較の材料とした。
③政策比較のための座標軸で考えてみよう

　「副教材」p68にある「政策比較のための座標軸
を作ってみよう」を元に実際の名古屋市長選挙の座
標軸を作成するグループワークを行った。争点とし
ては、「名古屋城木造復元」と「市民税減税」の２
つを提示し、選挙公報や過去の新聞記事等を参考の
上で（注２）、候補者のそれぞれの立ち位置をグルー
プで検討し、生徒個人の立ち位置もそれぞれが考え
られるようにした。
２）高校２年生
①変わりゆく名古屋の街について

　リニア開業等を見据えての再開発や、他の都市圏
でも見られる私立大学の都心回帰など名古屋市をめ
ぐる大規模事業の動向を確認した。
②�都市・ブランドイメージ調査結果・名古屋市新
キャッチコピーについて
　名古屋市観光文化局が実施して話題となった『都
市・ブランドイメージ調査結果』と、名古屋市新
キャッチコピー決定を伝える新聞記事（注３）を紹
介し、確認した。
③選挙公報を読む（中３と同じ）
④�政策比較のための座標軸で考えてみよう（中３と同
じ）
⑤選挙のしくみについて

　高校２年生は、選挙の基礎知識は有している生徒
が多いことから、「副教材」の選挙のしくみに関す
る部分（p8～p15）の紹介にとどめた。

（４）模擬選挙の結果
１）投票率

　今回は授業で実施したため、投票率は算出してい
ない。
２）投票結果

中学３年 高校２年 ２学年
合計

実際の
市長選

河村たかし 44
（55.7%）

71
（61.2%）

115
（59.0%）

454837
（67.1%）

いわき正光 20
（25.3%）

26
（22.4%）

46
（23.6%）

195563
（28.9%）

太田敏光 ４
（5.1%）

12
（10.3%）

16
（8.2%）

20099
（3.0%）

無効票 11
（13.9%）

７
（6.0%）

18
（9.2%）

6950
（1.0%）

計 79 116 195 677449
※上段の数字は得票数、下段の数字は得票率（注４）

　投票結果を見ると、得票率においてある程度の差
異はあるものの実際の市長選と同様河村たかし候補
が他候補を大きく引き離す結果となった。昨年の参
院選における模擬選挙でもそうであったように、実
際の選挙結果と類似した結果となった。さらに言う
と、こうした傾向は本校生徒にとどまらず、模擬選
挙推進ネットワークが公表している過去の模擬選挙
の結果を見ても同様の傾向を示している（注５）。
　そうした大まかな傾向を踏まえた上で、実際の選
挙結果との相違点を挙げるとすると、第一に無効票
が多いことが挙げられる。特に中学３年生の無効票
が多くなったのは、今回の選挙が４月実施というこ
とで、公民的分野を履修し始めた時期であったとい
うことが要因であると推測される。第二に、実際の
選挙ではあまり票が獲得できなかった候補（国政に
おける比例区の場合は、小規模政党）の得票率が模
擬選挙ではやや高くなるという傾向も見られる。こ
の二つの傾向に関しては、選挙公報等を授業で読ん
だりして真剣に考えたゆえの結果であることが一部
生徒の感想から読み取れることから筆者は前向きに
捉えている。
３）中学３年生対象のアンケート

　中学３年生については、事後指導を兼ねてアン
ケートを実施した。

Ｑ 　あなたは、元々今回の名古屋市長選挙に関心は
ありましたか？

とても関心があった 9人（11.4％）
関心があった 17人（21.5％）
あまり関心がなかった 23人（29.1％）
関心がなかった 19人（24.1％）
どちらとも言えない 11人（13.9％）

－169－

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第62集（2018）



Ｑ 　あなたは、模擬選挙の学習を通して、名古屋市
長選挙への関心は高まりましたか？

関心が高まった 20人（25.3％）
少し関心が高まった 40人（50.6％）
変化なし 17人（21.5％）
少し関心が下がった 2人（2.5％）
関心が下がった 0人（0.0％）

Ｑ 　名古屋市がよりよい街になるにはどのような政
策を打ち出せばよいと思いますか。アイデアがあ
れば提案してください。
・名古屋ならではの産業や特産品をプッシュする
・名古屋城木造復元など名古屋に来る人のために

使うのはなく、市民のために使ってほしい（保
育園や介護施設など）

・名古屋駅の改善
・外国人の免税店の拡大
・公共交通機関の整備
・高校まで医療費免除
・市民税減税の維持
・街全体をもっときれいに
・若い子が旅行に行きたくなるようなおしゃれで

インスタ映えのする街を作る
・治安をよくする
・若い人が政治をする
・中学校に給食を導入してほしい
・交通事故が多いので、車を減らすために、自転

車のレンタルや自転車用の道など移動手段を増
やすべきだと思う。

・テーマパークの建設
・公共交通機関の運賃値下げ
・市の政策がよくわかる内容の広告を電車の中等

にもっと掲示する
・名駅西側の開発
・シャッター商店街の対策
・おしゃれな図書館の建設
・緑化に力を入れる
・名駅・栄・大須・名古屋城を見て回る観光ルー

トの開発
・いろいろなテーマパークや商業施設を作る
・このままでも割と住みやすい
・特にない

Ｑ　模擬選挙全体の感想を書いてください。
・選挙権を持ったら投票したい。
・もう少し各立候補者の情報が欲しかった。
・選挙は国の未来を決める大事な行事なので、み

んなが参加してよく考えて決めていくべきだと

思った。
・こんなにすぐ書けるのにそれによって名古屋市

が大きく変わるという実感がわいた。
・面倒だから行かない人が多いんだなあと思っ

た。
・選挙って色々考えないといけないなぁ～と思っ

た。
・はっきり「この人が良い」という人はいなかっ

た。関心が低いのもうなずける。
・考えさせられる。
・本当に暮らしは良くなるのか？
・誰になっても同じだと思っていたけど、１人１

人考え方が違うことを知って選挙の大事さを知
れた。

・選挙は結構めんどくさいと思った。誠実で不祥
事を起こさなくて、市民の為に尽くしてくれる
人に投票したい。

・正直なところ今のままでは投票率が下がるのは
仕方ないと思う。ただ、自分が具体的な政策を
打ち出せないので、何とも言えない。

・名古屋市民ではないのであまり興味なかった
が、この機会で選挙自体に対する関心は高まっ
た。

・こうやって選挙の意味を学ぶのはとても大切だ
と思う。

・座標軸で政策を比較するのはおもしろかった。
・生徒会の選挙もこの投票箱を使って投票すれば

良いと思う。
・選挙公報を見ると、立候補者の意図やその地域

の状況が分かることを学び、とても選挙に対す
る興味がわいた。

・一票の重みを感じることができた。
・選挙は割と日常的なものだと分かった。
・誰に投票するか考えるのが大変でした。でも楽

しかったです。
・普通に選挙するのは大変そう。投票の一票に意

味はあるのかな？と思った。
・楽しかった。候補の選び方が具体的に分かった。

早く選挙権が欲しいと思った。
・自分の生活にも関わる大切なことだと分かりま

した。選挙権をもらったらちゃんと投票したい
です。

・面白い。だけど選挙の投票率が低いのが何とか
ならないのかなあと思った。

・すぐ終わって簡単なのでその市の市民は自分た
ちの市の為にもしっかり投票しに行った方が良
いと思った。

・良い経験になった。実際に公報を見て自分で判
断するのは難しかった。もう少し調べたりして
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判断したら、より良いのかなと思った。
・政策などを比較して、実際に投票することで市

政への関心が高まった。
・思っていたよりも簡単だった。
・今回の（実際の選挙の）投票率の低さに驚いた。

今の人々はあまりにも選挙に関心がなさすぎて
残念な気持ちになった。

３．まとめ

（１）地方選挙の際に模擬選挙を行う意義
　一般に、国政選挙と比べて地方選挙は投票率が低い傾
向が全国的に見られ、特にそれは都市部で顕著であるこ
とは周知の事実である。名古屋市を例にとると、過去５
回の平均投票率は、衆議院議員総選挙（小選挙区）が
56.2％、参議院議員通常選挙（選挙区）が50.8％である
のに対して、名古屋市長選挙は41.7％、名古屋市議会議
員選挙は41.5％に留まっている（注６）。
　しかし、ブライスの言葉を借りるまでもなく、本来生
活に身近な存在である地方自治は、政治を学ぶ場である
はずである。全国で若者の政治参画推進活動をしている
NPO法人「YouthCreate」の原田謙介代表も、「自分の
街の将来の話をすることが、政治を『自分事（じぶんご
と）』と思ってもらうためのカギ」と話し、地方自治に
こそ若者の政治的関心を高める可能性があると訴えてい
る（注７）。
　国政選挙と比べると、地方選挙はメディアが取り上げ
る機会も決して多くはないが、だからこそ模擬選挙とい
う学びの機会を提供することで、地域の課題・争点を知
り、自ら地域の将来について考えることは大きな意義が
あると言えよう。

（２）中学３年生対象のアンケートより
　まず、模擬選挙を実施する前の時点での名古屋市長選
挙に対する関心を問うと、「とても関心があった」「関心
があった」を合わせても32.9％という状況であったが、
模擬選挙を通して関心が高まったかという問いについて
は、「関心が高まった」「少し関心が高まった」と答えた
生徒は、実に75.9％にのぼった。模擬選挙は、目的では
なくあくまでも手段である。この数値を見ると、名古屋
市政の課題・争点について学ぶ機会として、模擬選挙が
一定の役割を果たしたことが読み取れる。また、名古屋
市がよりよい街になるにはどのような政策を打ち出せば
良いかという問いに対しても様々な分野に対する提案が
なされた。模擬選挙全体の感想についても前向きな回答
をしている生徒が多く、今回の取り組みも当初の目的は
おおむね達成できたと言えよう。

（３）課題
　課題としては、まず、前稿でも指摘したが、「実際の
選挙」は、学校現場にとって都合の良いタイミングで行
われるとは限らないことである（注８）。今回の名古屋
市長選挙は、４月23日投開票という日程で、学校現場に
とっては最も忙しい時期での実施となった。そのため、
昨年の参院選の際に実施したような本格的な形の模擬投
票を行う時間的余裕もなく、授業の中での実施となり、
生徒に投票所の運営をゆだねるという機会も設定できな
かった。名古屋市長選挙については、市長が任期途中で
辞任したり、リコールが成立したりしない限りは、今後
も４月に選挙が実施されるので、限定的な模擬選挙をせ
ざるを得なくなることが想定される。また、衆院選に関
しては、解散時期が政治状況で変わることから、長期休
業中に選挙が行われる可能性もあり、その場合は、選挙
後に模擬選挙を行うという方法も検討せざるを得ないだ
ろう。
 二点目は、本校のように通学圏が広い学校の場合、全
員が学校所在地の市町村に居住している訳ではないとい
うことである。名古屋市長選挙の模擬選挙を今回実施し
たが、名古屋市以外の市町村に居住している生徒の中に
は、名古屋市の課題がピンとこないと率直にアンケート
に書いている生徒もいた。生徒の住んでいる市町村は当
然のことながらそれぞれの人口規模や課題もまちまちで
ある。名古屋市外の生徒にとっても模擬選挙を通して、
自らの街の課題を考えるきっかけとなるように一層の工
夫が必要であると言えよう。
　三点目は、地方選挙においては争点があまりない場合
や、候補者の選択肢が限られる場合があることである。
今回の名古屋市長選挙の場合は、現職と対立候補の対立
軸が明確であったが、これはむしろ珍しい例と言え、多
くの地方選挙は与野党相乗り型の候補が出てきたりする
ことも少なくない。そういうケースの場合にいかに生徒
の関心を高める工夫をするかということも今後検討が必
要である。

（４）最後に
　次に想定している模擬選挙は、衆院選である。参院選
では選挙区選挙で模擬選挙を実施したことから、衆院選
では比例区での実施を検討していきたい。
　また、模擬選挙はあくまでも政治への関心を高める一
つの手段である。生徒が政治について実感がわかない要
因としては、政治に携わる立場の人との関わりが希薄で
あることが挙げられる。名古屋市が実施している市政出
前トークの活用により市役所の職員を招いたり、地方議
員と交流する場を設定するなどの試みも今後検討してい
きたい。
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【注】
（１） 隅田久文「主権者教育の一環としての模擬選挙の実施」名古

屋大学教育学部附属中・高等学校紀要第61集、2016年
（２）�日本経済新聞2017年３月24日付記事、朝日新聞2017年４月10

日付記事、同2017年４月11日付記事、名古屋市公式ウェブサ
イトなどを参考にした。

（３）�時事通信2017年４月３日付記事
（４）�本表の実際の選挙結果の部分については、以下の著作物を改

変して利用している。［平成29年４月23日執行　名古屋市長
選挙の結果］、名古屋市、クリエイティブ・コモンズ・ライ
センス 表示 - 非営利4.0 国際

（５）�「8,883人の未来の有権者が投票した『未成年模擬総選挙
2014』結果について」模擬選挙推進ネットワーク、2014年　
などを参照した。

（６）�各投票率については、名古屋市市政情報の選挙データ集を元
に算出した。

（７）�毎日新聞（京都版）2016年５月25日付記事
（８）�注１に同じ
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