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1 履修者は、東江郁香、勝野真白、新垣潤二、嵩西凛太郎、玉寄光太、中川恵理、宮城真俊（五十音順）、

他 4 名の計 11 名である。本報告書では、承諾を得た履修者に限り氏名を記載し、その分析内容を参照して

いる。ただし、履修者の分析を直接転載した箇所はない。承諾を得る際には、本報告書の著作権が琉球大

学政治過程論研究室の担当教員に帰属することを説明した。 
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目的と方法 

 

この報告書の目的は「沖縄県に在住する若い有権者は、社会や政治に関してどのような意

識を持っているのか」という問いに対して、2020 年 6 月の沖縄県議選直後に実施した「社

会や政治に関する意識調査」（以下、本調査）データを用いて答えることである。 

調査主体は琉球大学「政策科学特殊講義 XIII」および「政治学特殊講義 B」であり、教育

活動の一環として実施した。調査は、琉球大学政治過程論研究室（准教授：久保慶明、授業

の担当講師）監修のもと、「琉球大学における人を対象とする研究に関する倫理規則」に準

拠して実施された。本調査において、回答者個人が特定される情報は収集していない2。回

答者の属性や意見など回答時に心理的負担を与えると予想される質問では、回答を任意項

目としたり、「答えたくない」という選択肢を設けたりするなど、負担を軽減する措置をと

った。本報告書は、調査監修者が講義内での受講生の分析と議論を文章化すると共に、追加

的な分析をおこない、調査監修者の責任において公表するものである。 

調査対象は沖縄県在住の 18 歳から 24 歳（以下「若い有権者」とする）、調査期間は 2020

年 6 月 7 日 20 時から 6 月 12 日 20 時までである。調査方法はオンライン調査、調査フォー

ムは Microsoft Forms により作成した。そのため、同一の回答者が複数回回答した可能性を

排除できないが、調査フォーム上では 1 人 1 回だけ回答するよう注意を促した。調査フォ

ームの冒頭では、調査の主体、目的、データの管理方法、集計方法など本調査の概要を説明

した。その中で、調査終了後、授業でレポートをまとめて公表することを明記した。調査フ

ォームは附録 1、コーディング・ルールは附録 2 を参照されたい。 

調査協力に同意した回答者は 586 名である（このほか同意しなかった方が 3 名）。本報告

書では、沖縄県外居住者 14 名、17 歳以下の 1 名3、回答時間が極端に短かった 1 名（36 秒）

を除く 570 名の回答を集計する。協力依頼は、受講生と監修者が友人や知人等に呼びかけ、

二次的な拡散も依頼した。その際、不特定多数が調査フォームにアクセスできる状態となる

ことを極力避けるため、SNS の公開アカウントで拡散しないことを条件とした。監修者が

確認した限り、SNS の公開アカウントでの拡散はなかった。協力依頼を受けた人数として

調査者が把握しているのは 1,827 名である。実際には、それよりも多くの人が協力依頼を受

けたと考えられる。調査にご協力いただいた全ての方々に心から御礼申し上げたい。  

 

2 調査報告書の送付を希望する回答者には、調査フォームとは別のフォームのリンクを案内し、そこで E

メールのアドレスを入力、送信してもらった。そのため、調査者の側でアドレスと回答内容を紐づけるこ

とはできない構造となっている。 

3 県外居住者は地域愛着度（q9）で「沖縄県に住んでいない」を選んだ回答者、17 歳以下の 1 名は年齢

（q2）で「〜17 歳」を選んだ回答者である。 
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質問項目と回答者属性 

 

本調査の質問項目は「社会意識」「政治意識」「生活環境」「個人属性」に大別される。

本報告書では、各項目の単純集計と相互関係を報告する。具体的には次のような疑問に答え

ていく。政治に関する質問の比重が高い理由は、本調査が 2020 年の沖縄県議会議員一般選

挙（投開票日は 2020 年 6 月 7 日）にあわせて企画されたことによる。 

 

1. 沖縄の若い有権者は、社会や政治に参加した経験や参加する意欲を、どのくらい持

っているのか。 

2. 沖縄の若い有権者は、どのような社会環境の中で生活しているのか。その特徴は、

社会や政治に対する参加の経験や意欲と関連しているのか。 

3. 沖縄の若い有権者は、政治に関する情報をどのように得て、どれくらい知識を持っ

ているのか。その特徴は、政治参加の経験や意欲と関連しているのか。 

4. 沖縄の若い有権者は、政治に関してどのような心理を抱いているのか。その特徴

は、政治参加の経験や意欲と関連しているのか。 

5. 沖縄の若い有権者は、選挙で投票する際に、どのような基準を重視しているのか。 

 

本調査の対象は「沖縄の若い有権者」であるものの、調査結果が「沖縄の若い有権者」全

体を代表しているとは言えない。第一に、本調査の回答者には 20 歳や学生が多く、構成に

偏りがある4。第二に、本調査では受講生や監修者の友人や知人に、SNS 等を利用してオン

ラインで協力を依頼したため、インターネットや SNS の利用頻度の高い層が回答しやすか

ったと考えられる。第三に、こうした意識調査に回答する意欲は社会参加の意欲と相関する

ため、本調査の回答者には参加意欲の強い層が多く含まれていると考えられる。これら 3 つ

の限界を抱える本報告書の知見は、「沖縄の若い有権者」全体を代表するものではなく、調

査に回答した「沖縄の若い有権者」に限定されたものである。 

  

 

4 回答者の年齢は、18 歳 10.2%、19 歳 16.3%、20 歳 36.1%、21 歳 17.0%、22 歳 10.0%、23 歳 4.0%、24 歳

2.1%、25 歳以上 4.2%。身分は、学生 84.9%、社会人 13.0%、その他 2.1%。なお、性別（任意）は、男性

48.2%、女性 50.4%、その他 1.4%である。 
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1. 社会／政治参加の経験や意欲 

 

まず、社会／政治参加の経験や意欲に関する調査結果を報告する。沖縄の若い有権者

は、社会や政治に参加した経験や参加する意欲を、どのくらい持っているのだろうか。 

 

知事選の投票意欲に比べて少ない、募金／寄附経験や県議選の投票参加 

本調査では、社会参加として募金や寄附、政治参加として選挙での投票について質問した。

募金や寄附に関する質問は、首里城焼失（2019 年 10 月）後の募金活動やクラウド・ファン

ディングを念頭に置いたものである。政治参加としては、過去の投票経験、2020 年県議選

の投票参加、2022 年知事選の投票意欲を質問した。 

図 1-1 を見ると、過去 1 年間に募金や寄附に協力した人（q7）、今回の県議選で投票した

人（q22）は約 5 割5、過去の選挙等で投票経験がある人（q24）、2022 年の知事選で「必ず

投票する」と答えた人（q26）は約 7 割である。募金／寄附の経験や県議選の投票参加に比

べて知事選の投票意欲が強いこと、過去の投票経験に比べて県議選の投票参加率が低いこ

とがわかる。以下では、「モザイク・プロット」を用いて、相互関係を詳しくまとめる。 

 

図 1-1 社会／政治参加の経験や意欲 

 

モザイク・プロットは、クロス集計表を可視化したもので、値の比率が面積比として表さ

れる。本報告書の作図には、R（3.6.1 版を利用）の vcd パッケージ（mosaic 関数）を用いた。

たとえば、次ページの図 1-2 は、過去 1 年間の募金／寄附経験（縦軸）と県議選の投票参加

（横軸）の関連を示すモザイク・プロットである。各エリアの面積が回答者全体（570 名）

に占める比率と一致する。また、本報告書ではモザイク・プロットの解釈を容易にするため、

適宜「％」を併記する。図 1-2 の場合、右下の「56.6%」は横（行）方向の集計値である。

募金／寄附経験あり（縦軸の Y）を 100 とした場合に、県議選の投票者（横軸の V）が 56.6%

であることを意味する。Y や V といった値の表記方法については、附録 2 を参照されたい。 

 

5 沖縄県議選の投票率は 46.96%であった。沖縄県「令和２年執行予定沖縄県議会議員一般選挙」。2020 年

7 月 7 日アクセス（以下、同様）。https://www.pref.okinawa.jp/site/senkan_i/r2kengisen.html 
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社会参加に前向きな人ほど、政治参加にも前向き 

モザイク・プロットを用いて、参加経験や参加意欲の相互関係をまとめる。図 1-2 と図 1-

3 では、縦軸に過去 1 年間の募金／寄附協力経験（q7）、横軸に県議選の投票参加（q22）、

知事選の投票意欲（q26）をとっている。図 1-2 を見ると、募金／寄附の協力経験がある場

合（縦軸の Y）、ない場合（N）よりも県議選で投票した割合が高く（横軸の V）、棄権し

た割合が低い（A）。図 1-3 を見ると、協力経験あり（縦軸の Y）のほうが、知事選で「必

ず投票する」と回答した割合が大きく（横軸の V）、「たぶん投票する」の割合が小さい

（MV）。つまり、過去 1 年間に募金や寄附に協力したことのある人は、県議選で投票参加

しやすく、知事選の投票意欲が強い。これらの結果は、社会参加に前向きな若い有権者ほど、

政治参加にも前向きなことを示唆する。 

 

  

図 1-2 募金／寄附経験と県議選投票参加 図 1-3 募金／寄附経験と知事選投票意欲 

 

*モザイク・プロットの色と凡例について 

図 1-3 では青や赤に着色されたエリアがある。これは残差分析の結果を示している。残差（residual）と

は「実際に観測された度数」から「周辺度数をもとに算出される期待度数」を引いた値である。周辺度数

とは全体の度数分布である。vcd パッケージの mosaic 関数では、青色は正規化残差が正であること（つま

り観察度数が大きいこと）、赤色は正規化残差が負であること（つまり観察度数が少ないこと）を示す6。 

本報告書では、正規化残差の絶対値が 2 を越える場合に薄い青または赤、絶対値が 4 を越える場合に濃

い青または赤で表示する。図 1-3 の場合、募金／寄附経験があり、知事選で「たぶん投票する」と答えた人

のエリアが赤い（縦軸の Y と横軸の MV）。これは、周辺度数に対して観測度数が少ないことを示す。ま

た、募金／寄附経験を「覚えていない／答えたくない」と答え、知事選で「たぶん投票する」と答えた人の

エリアが青い（縦軸の DK/NA と横軸の MV）。これは、周辺度数に対して観測度数が多いことを示す。 

図 1-3 の右下にある“p-value”（p 値）は、カイ二乗検定をもとに計算された統計的な有意性（起こりにく

さ）を示す値である。P 値が小さいほど、偶然に起こりにくい現象であり、変数間の関連が強いことを意味

する（「関連がない」という帰無仮説が棄却される）。頻度主義的な統計学では、p 値が 0.001、0.01、0.05

を下回ると、それぞれ 0.1%水準、1%水準、5%水準で「統計的に有意である」と記述する。 

 

6 Kurt Hornik, Achim Zeileis, and David Meyer, ‘The Strucplot Framework: Visualizing Multi-Way Contingency 

Tables with Vcd’, Journal of Statistical Software, 17(3) , 2006, pp.1–48. 
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過去の延長線上にある参加意欲、知事選の投票意欲に比べて低い県議選の投票参加 

次に、過去の投票経験、県議選の投票参加、知事選の投票意欲の関連をまとめる。図 1-4

では、縦軸に過去の投票経験（q24）、横軸に県議選の投票参加（q22）をとっている。過去

に投票経験がある人とない人を比べると（縦軸の Y と N）、投票経験がない人（N）のほう

が県議選で棄権した割合が高く（横軸の A）、投票した割合は低い（V）7。図 1-5 では縦軸

に県議選の投票参加（q22）、横軸に知事選の投票意欲（q26）をとっている。県議選で投票

した人と棄権した人を比べると（縦軸の V と A）、棄権した人のほうが知事選で「たぶん

投票する」の割合が高く（横軸の MV）、「必ず投票する」の割合は低い（V）。 

つまり、過去の選挙で棄権してきた人は県議選でも棄権しやすく、県議選で棄権した人は

知事選での投票意欲も弱い。これらの結果が示唆するのは、若い有権者の社会や政治に対す

る参加意欲は、過去の参加経験の延長線上にあるということである。 

 

  

図 1-4 過去の投票経験と県議選投票参加 図 1-5 県議選投票参加と知事選投票意欲 

 

ただし図 1-5 を見ると、県議選で棄権した人の中にも（縦軸の A）、知事選で「必ず投票

する」と答えた人はいる（横軸の V: 38.2%、濃い赤のエリア）。全体に占める割合に換算す

ると 10 人に１人という割合となる（10.2%）。この結果は、県議選に比べて知事選の投票意

欲が高いこと、言い換えれば、知事選に比べて県議選の投票意欲が低いことを示唆する。 

以上、若い有権者の社会／政治参加の経験や意欲を報告してきた。次節からは、その背景

をまとめていく。 

 

 

7 図には示していないが、年齢別に見ると 18 歳だけは投票した人が多い。これは、今回初めての選挙を迎

えた若い有権者が投票した結果と考えられる。 



 

「社会や政治に関する意識調査」報告書 ver. 1.0 

 7 

2. 社会環境の影響 

 

次に、若い有権者をとりまく社会環境に関する調査結果を報告する。沖縄の若い有権者

は、どのような社会環境の中で生活しているのだろうか。また、それらは社会や政治に参

加した経験や参加する意欲と関連しているのだろうか。 

 

地元出身者の多さ、沖縄に対する強い愛着 

本調査では社会環境に関する基本項目として、現在、家族と同居しているか（q5）、15 歳

の時に沖縄県内に居住していたか（q8）を質問した。図 2-1 を見ると、現在、家族と同居し

ている人が約 7 割、15 歳時に県内在住であった人が約 9 割を占める。本調査の回答者では、

地元で生まれ育ち、現在も家族と同居する若い有権者が多いと推察できる。 

本調査では、地域に関する心理的な項目として、沖縄県に対する愛着度を図 2-2 の 5 段階

で質問した（q9）。「非常に愛着を感じている」が約 5 割、これに「ある程度愛着を感じて

いる」を足すと約 9 割を占める。地元で生まれ育ち、現在も家族と同居する人だけでなく、

現在、家族と同居していない人や県外から引っ越してきた人でも、沖縄に対する愛着を持っ

ていることが示唆される。 

 

 

図 2-1 家族の同居状況、15 歳時の居住地 

 

 

図 2-2 沖縄県に対する愛着度 
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経済状況の格差、自家用車の高い保有率 

本調査では社会環境に関する基本項目として、くらしの経済的な現状認識（q10）、使い

たい時に使える自家用車やバイクの保有状況（q6）も質問した。図 2-3 を見ると、くらしの

現状について「どちらかといえば、ゆとりがある」という認識が約 4 割、これに「ゆとりが

ある」と足すと約 6 割を占める。その一方で、「どちらかといえば、苦しい」や「苦しい」

という認識も合計で 2 割近い。これらの結果は、回答者自身の主観的な認識を尋ねたもので

はあるものの、若い有権者の間に経済的な格差が存在することをうかがわせる8。 

次に図 2-4 を見ると、約 7 割が自家用車またはバイクを保有している。同世代の全国調査

として、ソニー損保株式会社「2020 年 新成人のカーライフ意識調査」9では、バイクを除

く「自分の車を持っている」という回答は 14.8%であった。この結果と本調査の結果 68.9%

の差 54.1 ポイントが、バイクを含むか否かという質問の違いだけで生じるとは考えにくい。

沖縄県では全国に比べて、自家用車を保有する若い有権者が極めて多いとみられる10。 

 

図 2-3 くらしの経済的な現状認識 

 

 

図 2-4 使いたい時に使える自家用車やバイクの保有 

 

8 「苦しい」よりも「ゆとりがある」の割合が高い一因は、本調査の回答依頼方法にあると考えられる。本

調査を拡散した大学生等が属するネットワークでは経済的なゆとりを感じている人が多く、経済的な苦し

さを感じている若い有権者の回答を十分に得られなかった可能性がある。 

9 新成人を対象としたインターネット調査。調査期間は 2019 年 11 月 8 日〜11 月 15 日。集計値は有効回

答から 1,000 サンプルを抽出したもの。https://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2020/01/20200107_01.html 

10 紙幅の都合でデータは割愛するが、「どちらかといえば、苦しい」から「ゆとりがある」の間では、く

らしの経済状況にゆとりがあるほど、自家用車／バイクの保有率は上がる傾向にある。しかし、経済状況

が「苦しい」と答えた人の自家用車保有率は、「ゆとりがある」人の保有率 74.3%とほぼ同じ 75.0%である。

脚注 6 で示したソニー損保の調査では、車を持たない理由として「購入費用を負担に感じる」が最多の 50.9%

であった。沖縄では、そのような経済的な負担感よりも、移動手段として必要性が優先するとみられる。 
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感染症の流行により生じつつある格差 

本調査では新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）に関して、図 2-5 の項目に関

する意見を求めた。［1］人の集まりそうなところに行きたくない、［2］自分が感染源とな

ることに対する不安では、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計が 9 割を超

える。特に［2］感染源となることの不安に対しては、約 7 割が「そう思う」と答えている。 

［3］マスク等の手に入りにくさ、［4］経済状況の悪化に関しては、「そう思う」と「そ

う思わない」がほぼ同じ割合であり、意見が分かれている。その一因として、生活環境との

関連を報告する。図 2-6 を見ると、家族と同居していない人（縦軸の N）より同居している

人（Y）のほうが、［3］マスク等の手に入りにくさについて「そう思う」の割合が高い（横

軸の 4: 24.3%）。図 2-7 を見ると、［4］経済的に苦しくなったと思う人ほど（縦軸の値が

大きいほど）、経済的な現状が苦しいと回答している（特に左下の青いエリア）。これらの

データは、感染症の流行が生活環境に応じた格差を生じさせつつあることを示唆している。 

 

 

図 2-5 新型コロナウイルス感染症に関する意見や状況 

 

  

図 2-6 家族同居とマスク等の手に入りにくさ 図 2-7 経済状況の悪化と現状 
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政治参加に対する家族環境の影響 

ここまで、沖縄の若い有権者をとりまく社会環境を見てきた。こうした環境は社会／政治

参加の経験や意欲と関連しているのだろうか。投票参加の経験と意欲を中心に報告する11。 

まず、家族や地域の影響である。図 2-8 は縦軸（第一軸）に 15 歳時の居住地（q8）、横

軸に家族の同居状況（q5）をとり、組み合わせごとに県議選の投票参加状況（q22）を示し

ている。これを見ると、15 歳時に県内に居住していて、現在、家族と同居している場合（縦

軸 Y で横軸 Y）、県議選で投票した割合が顕著に高い（右下の青いエリア）。それに対し

て、15 歳時に県内に居住していても、現在、家族と同居していない場合（縦軸 Y で横軸 N）、

県議選で棄権した割合が高い（左下の赤いエリア）。同様の傾向は、県議選ほど明瞭でない

ものの、知事選の投票意欲においても確認できる（図表は割愛）。これらの結果は、地域環

境より家族環境のほうが、投票参加や投票意欲に対する影響が強いことを示唆する12。 

家族環境の影響は、どのように生じるのか。本調査では「自分が選挙権を持つよりも前に、

家族や知人に連れられて投票所へ行った記憶」があるか質問したが（q25）、記憶の有無と

県議選の投票参加に関連はない（図表は割愛）13。それに対して、次ページの図 2-9 を見る

と、現在、家族と同居していて、沖縄県に対する愛着を持つ人は（縦軸が Y で横軸が 4 と

5）、県議選で投票した割合が高い（65.7%と 60.9%）。同様の傾向は、県議選ほど明瞭でな

いものの、知事選の投票意欲においても確認できる。これらの結果からは、家族環境が若い

有権者の心理に影響し、投票に参加しやすくなる可能性が示唆される。 

 

図 2-8 15 歳時居住地＆家族同居状況と県議選投票参加 

 

11 募金／寄附の協力経験（q7）も集計したが、以下で報告する変数との関連は見られなかった。 

12 図 2-8 では、縦軸の 15 歳時居住地にかかわらず、現在、家族と同居していない場合（横軸が N）、県議

選の投票参加について「答えたくない／その他」を選択した割合が高い（縦軸第二軸の DK/NA: 26.1%、

35.7%）。これは、家庭の事情で住民票を実家に残している場合、実際の居住地で県議選の選挙権を持たな

いためと考えられる。 

13 ただし知事選の投票意欲は、家族や友人と投票所に行った記憶のある人のほうが、やや強い。 
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図 2-9 家族同居状況＆地域愛着度と県議選投票参加 

 

棄権を抑制する自家用車等の保有 

次に、経済環境の影響である。まず、図 2-3 で示した、くらしの経済状況に関する現状認

識（q10）と投票参加との関連を検討したが、関連は確認できない（図表は割愛）。その理

由として、経済状況に関する認識が政治参加と関連づけられていない可能性や、「苦しい」

と感じる人が状況改善を求めることも「ゆとりがある」と感じる人が状況維持を目指すこと

も等しく投票参加を促す可能性が考えられる。 

図 2-4 で示した、自家用車やバイクの保有状況の影響はどうか。図 2-10 では、縦軸（第

一軸）に自家用車やバイクの保有状況（q6）、横軸に投票所まで徒歩で行く場合の時間（q23）

14をとり、組み合わせごとに県議選の投票参加状況（q22）を示している。図を見ると、自家

用車等を保有し、投票所が特に近い場合（縦軸が Y で横軸が 1=徒歩 5 分以内）、県議選で

投票した人の割合が特に高い（68.7%）。それだけでなく、自家用車等を保有している場合

には、投票所が離れていても 5 割以上の人が投票したと回答している（縦軸が Y で横軸が

2〜5）。対照的に、自家用車等を保有していない場合、投票所まで徒歩で 10 分以上かかる

距離になると、投票した割合は 3 割から 4 割にとどまる（縦軸が N で横軸が 3〜5）。これ

らの結果が示唆するのは、沖縄では多くの若い有権者が自家用車等を保有することにより、

移動にかかるコストが緩和され、棄権者の増加を抑制している可能性である。 

 

14 q23 は、投票所までの距離の代理変数として質問した。選択肢は「〜5 分」「5〜10 分」「10〜15 分」

「15〜20 分」「20 分〜」「わからない／その他」。構成は、22.6%、24.4%、16.1%、8.6%、17.2%、11.1%。 
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図 2-10 自家用車等の保有＆投票所までの時間と県議選投票参加 

 

県議選棄権に対する COVID-19 の影響は確認できず 

最後に、感染症流行に伴う環境変化の影響である。図 2-11 の左側を見ると、［1］人の集

まりそうなところに行きたくないと思う人でも約 5割が県議選で投票した（縦軸の 3と 4）。

図 2-11 の右側を見ると、［2］自分か感染源となることについて、回答者の少ない 1 を除け

ば、不安を感じている人ほど（縦軸の値が大きいほど）投票した割合が高い。これは、社会

参加意欲の強い人が不安を感じ、投票に参加したことによると推察される。また、［3］マ

スク等の手に入りにくさ、［4］くらしの経済状況の悪化は、県議選の投票参加と関連しな

い（図表は割愛）。総じて見ると COVID-19 の流行が投票参加を抑制した可能性は確認で

きない。ただし、本調査の結果は、相対的に健康リスクの低い若年層特有の可能性がある。 

  

感染の拡大を避けるため、人が集まりそうなところ

には、できるだけ行きたくない [q11_1] 

自分が感染し、知らない間に家族や友人にうつして

しまうのではないかと不安だ [q11_2] 

図 2-11 新型コロナウイルス感染症と県議選投票参加 
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3. 情報環境の影響 

 

次に、沖縄の若い有権者をとりまく情報環境を報告する。沖縄の若い有権者は、政治に関

する情報をどのような経路を通じて入手し、どのくらい知識を持つのだろうか。また、その

特徴は政治参加の経験や意欲と関連しているのだろうか。 

 

新聞／テレビが繋ぐ家族関係、ネット／SNS が繋ぐ友人関係 

本調査では、「政治（選挙、政治家、政策を含む）」に関する情報を得る頻度について、

メディアごとに質問した。図 3-1 を見ると、最も頻繁なのは「ネットメディア」15であり「よ

くある」が 5 割近くを占める。「よくある」と「時々ある」の合計を比較すると、「ネット

メディア」87.1%、「テレビ」79.1%、「SNS（Twitter 等）」65.9%、「新聞」39.6%、「動画

投稿サイト（YouTube 等）」27.4%の順である。多くの若い有権者がネットメディアを利用

する一方、動画投稿サイトで政治情報を入手する人は、新聞よりは少ない。 

本調査では、身近な人と政治的な会話をする頻度についても質問した。図 3-2 を見ると、

最も頻繁なのは「家族や親戚」であり「よくある」と「時々する」の合計が 49.6%である。

「家族や親戚」に次いで、「友人」34.2%、「先生」14.0%、「職場の同僚」11.2%の順であ

る。メディアからの情報入手に比べて頻度は低いものの、若い有権者の周りには、家族や友

人を中心とした政治的なコミュニケーションが存在する。 

メディアから政治情報を入手する頻度と、身近な人と政治的な会話をする頻度は、どのよ

うな関係にあるのだろうか。図 3-3 の左側では、縦軸に「新聞」から政治情報を得る頻度

（q17_1）、横軸に「家族や親戚」と政治的な会話をする頻度（q18_1）をとっている。新聞

から情報を得る人ほど、家族や親戚と政治的な会話をする頻度が高いことが読み取れる16。

図表は割愛するが、テレビから政治情報を得る人も、家族や親戚と政治的な会話をする頻度

が高い。図 3-3 の右側では、縦軸に「SNS（Twitter 等）」から政治情報を得る頻度（q17_4）、

横軸に「友人」と政治的な会話をする頻度（q18_2）をとっている。SNS から情報を得る人

ほど、友人と政治的な会話をする頻度が高いことが読み取れる。図表は割愛するが、ネット

メディアや動画サイトから政治情報を得る人も、友人と政治的な会話をする頻度が高い。 

以上の結果は、若い有権者をとりまく「新聞やテレビが繋ぐ家族関係」と「SNS が繋ぐ友

人関係」という 2 つの政治的なコミュニケーション空間の存在を示唆する17。 

 

15 「ネットメディア」の内容は明記せず、回答者の判断に委ねた。フォーム上の表示順序は図 3-1 の通り。 

16 絶対数は多くないものの、新聞から政治情報を得る人は「先生」と政治的な会話をする頻度も高い。 

17 図表は割愛するが、両者の関連を集計しても、新聞から情報を入手して家族と政治的な会話をする頻

度の高い人が、SNS から情報を得て友人と政治的な会話をする頻度も高い、という単純な関係にはない。 
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図 3-1 メディアから政治情報を入手する頻度 

 

 

図 3-2 身近な人と政治について会話する頻度 

 

  

「新聞」と「家族や親戚」 「SNS」と「友人」 

図 3-3 政治情報の入手頻度と政治的な会話頻度 
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情報入手、政治的会話、投票参加の相互関係：新聞×家族と SNS×友人の違い 

各メディアから政治情報を入手する頻度や身近な人と政治について会話する頻度は、政

治参加の経験や意欲と関連しているのだろうか。図表は割愛するが、メディア（特に「新聞」）

から政治情報を入手する頻度が高い人ほど、県議選で投票参加しやすく、知事選の投票意欲

も強い。また、身近な人（特に「家族や親戚」や「友人」）と政治について会話をする頻度

が高い人ほど、県議選で投票参加しやすく、知事選の投票意欲も強い。政治情報の入手頻度

や政治についての会話頻度が政治参加と関連していることがわかる。 

 

 県議選投票参加 知事選投票意欲 

「
新
聞
」
と
「
家
族
や
親
戚
」

 

  

「
S

N
S
」
と
「
友
人
」

 

  

 

図 3-4 政治情報入手＆政治的会話と県議選投票参加／知事選投票意欲 

 

1: 情報入手なし＆政治的会話なし  3: 情報入手なし＆政治的会話あり 

2: 情報入手あり＆政治的会話なし  4: 情報入手あり＆政治的会話あり 

なし: 「あまりしない」または「ほとんどしない」* 

あり: 「よくある」または「時々ある」 

*政治的会話では「ほとんどしない／該当者がいない」 
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図 3-4 では、図 3-3 で示したメディアと会話相手の組み合わせに応じて、県議選の投票参

加、知事選の投票意欲を示している。県議選で「投票した」や知事選で「必ず投票する」の

割合に注目すると（横軸の V）、上段に示した「新聞」と「家族や親戚」の組み合わせでは、

1 の「情報入手なし＆政治的会話なし」が最も低く（38.2%と 51.0%）、4 の「情報入手あり

＆政治的会話あり」が最も高い（65.7%と 84.6%）。2 と 3 は中間である。それに対して、下

段に示した「SNS」と「友人」の組み合わせでは、1 よりも 3、2 よりも 4 のほうが割合が高

い一方で、1 と 2、3 と 4 の間に一貫した違いは存在しない。 

これらの結果が示唆するのは、若い有権者をとりまく政治的なコミュニケーション空間

において、新聞と家族を中心とした空間では情報入手、政治的会話、政治参加が相互に関連

するのに対して、SNS と友人を中心とした空間では政治的会話と政治参加は関連するもの

の、情報入手と政治参加の関連が弱いことである。 

情報入手、政治的会話、政治知識の相互関係 

新聞からの情報入手と家族との会話は、なぜ政治参加に関連するのだろうか。ここでは政

治に関する知識の影響を報告する（その他については 4 節で報告する）。本調査では政治知

識に関して、図 3-5 の 3 つの質問を設けた。第一に、中学校卒業後、高校以外で政治を専門

的に学んだ経験があるのは 33.3%である（q19）。第二に、県議会議員の任期をクイズ形式

で質問したところ、「4 年」と正答したのは 43.7%である（q20）。第三に、県議選候補者に

ついて選挙期間より前から面識や氏名の知識があったのは 45.1%である（q21）。 

県議選の投票参加と関連を見ると、まず、政治を専門的に学んだ経験（q19）と投票参加

や投票意欲との間に関連はない（図表は割愛）。しかし、図 3-6 の左側を見ると、県議会の

任期について正しい知識を持つ人は（縦軸が T）、持たない人（F）に比べて県議選で棄権

した人が少ない（横軸の A）。図 3-6 の右側を見ると、候補者の中で事前に知っている人が

いた場合（縦軸が 2 や 3）、いない場合（縦軸が 1）に比べて、投票した人が多く（横軸の

V）、棄権した人が少ない（A）。知事選の投票意欲でも同様の傾向がある（図表は割愛）。 

政治知識はいかに定着するのか。図 3-7 では、縦軸に政治の専門的な学習経験（q19）、

横軸に県議任期に関する知識（q20）をとっている。これを見ると、高校以外の場所で専門

的に政治を学んだ経験がある場合、ない場合に比べて正しい知識を保有する割合が高い（縦

軸 Y と横軸 T）。図 3-8 では、縦軸に新聞からの情報入手と家族との会話の組み合わせ（図

4-4 参照）、横軸に専門的な学習経験をとっている。これを見ると、新聞から情報を入手し、

家族間で会話をする場合（縦軸の 4）、政治を専門的に学んだ経験を持つ割合が高い（45.5%）。 

以上の結果は、新聞からの情報入手、家族間の会話、専門的な学習経験、政治知識の定着

が相まって、政治参加に繋がっていることを示唆する。 
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図 3-5 専門的な学習の経験、政治に関する知識 

 

  

県議任期の知識 候補者の知識（2）や面識（3） 

図 3-6 政治に関する知識と県議選投票参加 

 

  

図 3-7 専門的な学習経験と任期の知識 図 3-8 新聞利用＆家族会話と専門的な学習経験 
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4. 政治心理の影響 

 

次に、沖縄の若い有権者の政治心理を報告する。沖縄の若い有権者は、政治に対してどの

ような心理を抱いているのか。それらは、政治の経験や意欲と関連しているのだろうか。 

 

政治との関わりは忌避せず、関心もあるが、支持政党は持ちにくい 

まず、政治関心度を見ると（q12）、「とてもある」17.0%、「ある程度ある」50.7%、「あ

まりない」28.9%、「全くない」3.3%となっている。また「自分は、できることなら政治と

は関わりあいたくないと思う」という意見に対しては（q14_4: 以下、忌避感）、「そう思

う」4.2%、「ややそう思う」15.1%、「あまりそう思わない」51.4%、「そう思わない」29.3%

と考えている。両者を組み合わせた図 4-1 を見ると18、約 6 割は政治に対する忌避感がなく、

関心を持つ。ただ、図 4-2 を見ると、支持／応援する政党や政治グループ（以下、支持政党）

を持つ人は 15.4%で、支持政党のない人が 8 割を超える19。以上の結果は、政治との関わり

は忌避せず、関心もあるが、支持政党を持ちにくい若い有権者の姿を示している。 

 

図 4-1 政治に対する忌避感と関心 

 

 

 

18 「関心あり」は政治関心度（q12）の「とてもある」または「ある程度ある」、「忌避感あり」は「自分

は、できることなら政治とは関わりあいたくないと思う」（q14_4）の「そう思う」または「ややそう思う」。 

19 沖縄の有権者を対象として、琉球新報社と共同通信社が 2019 年 7 月（参院選前）に実施した電話世論

調査によれば「支持政党なし」は 32.3%であった。調査方法は RDD（ランダム・デジット・ダイヤリング）

法、電話がかかったのは沖縄県内 981 件、853 人が回答。『琉球新報』2019 年 7 月 17 日付、朝刊、1-2 頁。

それに対して、全国の 15 歳から 24 歳 3,000 人を対象として、明るい選挙推進協会が 2016 年 6 月 15 日か

ら 20 日に実施したインターネット調査において「支持する政党がある」と答えたのは、18 歳 6.9%、19 歳

7.5%、20 歳 8.5%、21 歳 5.3%、22 歳 8.7%、23 歳 7.5%、24 歳 9.6%であった。「新有権者等若年層の第 24

回参院選前の意識調査（平成 28 年 6 月）」http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/1276/。支持政

党の有無に関する本調査の結果は、地元有権者全体の状況より、全国的な同世代の状況に近いと言える。 

http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/066search/1276/
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図 4-2 支持する政党や政治グループ 

投票義務感を持ち、一票の影響力を認識しつつも、政治家に対する不信感が強い 

本調査では、選挙、政治家、議会に関して、図 4-3 や図 4-4 に示した項目に対する意見も

求めた。図 4-3 に示した投票義務感を見ると（q13）、「有権者はできるだけ選挙に参加し

た方がよい」が約 5 割、「投票に行くことは有権者の義務であり、当然、選挙に行かなくて

はならない」が約 4 割となっている。 

図 4-4 を見ると、「選挙では大勢の人が投票するのだから、自分ひとりくらい投票しなく

ても構わないと思う」という項目では、「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

が 7 割を超え、自分自身が持つ一票の影響力を感じている（q14_1）。「政治家は大雑把に

言って、選挙で当選したら有権者のことを考えなくなると思う」という項目では、「そう思

う」と「ややそう思う」の合計が 7 割を超え、政治家に対する不信感が読み取れる。「自分

のような市民は、議会のすることに対して、それを左右する力はないと思う」という項目で

は、「ややそう思う」が 5 割近くとなる一方、「あまりそう思わない」も約 3 割となってい

て、議会に対する影響力を認識する人としない人に分かれている。 

これらの結果からは、若い有権者が投票義務感を持ち、一票の影響力を認識しつつも、政

治家に対する不信感が強いことが示唆される。 

 

 

図 4-3 投票に対する義務感 

 

 

図 4-4 選挙、政治家、議会に関する意見 
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政治に対する忌避感、政治関心、政党支持の影響 

ここまで見てきた沖縄の若い有権者の政治心理は、政治参加の経験や意欲と関連してい

るのだろうか。県議選の投票参加と知事選の投票意欲との関連をまとめる。 

図 4-5 では、縦軸に政治に対する忌避感と関心度の組み合わせ（図 4-1 参照）、横軸に県

議選の投票参加状況（q22）をとっている。政治に対する忌避感がなく関心がある場合（縦

軸が 4）、県議選で棄権した割合は低く、投票した割合が高い（17.1%と 61.2%）。これに比

べると、政治に対する忌避感がある場合、棄権した割合が高く、投票した割合が低い（縦軸

が 1: 40.6%と 40.6%、同じく 2: 34.1%と 43.9%）。さらに、政治に対する忌避感がなくても、

政治に対する関心がない場合は、棄権した割合が高く投票した割合が低い（縦軸が 3: 44.3%

と 33.0%）。同様の傾向は知事選の投票意欲でも確認できる（図表は割愛）。 

縦軸に支持政党の有無（q15）をとった図 4-5 を見ると、支持政党を持つ人のほうが県議

選で棄権した割合が低く、投票した割合が高い（縦軸が Y: 11.4%と 63.6%）。同様の傾向は

知事選の投票意欲でも確認できる（図表は割愛）。 

これらの結果は、若い有権者の政治に対する関心だけでなく、政治に対する忌避感や党派

性も、投票参加を左右することを示唆している。 

 

  

図 4-5 忌避感＆関心度と県議選投票参加 

 

1: 忌避感あり＆関心なし 

2: 忌避感あり＆関心あり 

3: 忌避感なし＆関心なし 

4: 忌避感なし＆関心あり 

図 4-6 支持政党と県議選投票参加 
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政治家に対する不信感がもたらした県議選での棄権 

図 4-7 では、縦軸に選挙、政治家、議会に対する意見、横軸に県議選の投票参加状況（q22）

をとっている。投票に対する義務感が強いほど（q13 の値が大きいほど）、選挙における自

分自身の一票の影響力を強く認識するほど（q14_1 の値が小さいほど）、議会に対する市民

の影響力を強く認識するほど（q14_3 の値が小さいほど）、棄権した割合は低く（横軸の A）、

投票した割合が高い（V）。同様の傾向は知事選の投票意欲でも確認できる（図表は割愛）。

これらの結果は、投票任意制を採用する日本における心理的な義務感の有無や、多数の人が

投票する選挙で自分の一票が持つ価値の認識が、投票参加を左右することを示唆している。 

それに対して、政治家に対する信頼に関する項目では、特に不信感が強い層で棄権した割

合が高く、投票した割合が低い（q14_2 が 4: 37.3%と 45.2%）。この傾向は知事選の投票意

欲には存在しない（図表は割愛）。この結果が示唆するのは、知事選に比べて県議選では、

政治家に対する不信感が若い有権者の棄権に繋がりやすいことである。 

 

  

投票義務感 [q13] 選挙における自分自身の一票の影響力 [q14_1] 

  

政治家に対する信頼 [q14_2] 議会に対する市民の影響力 [q14_3] 

図 4-7 選挙、政治家、議会に対する意見と県議選投票参加 
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政治心理と情報環境の関連 

このように若い有権者の政治心理は、政治参加の経験や意欲を規定する。では、有権者の

政治心理と情報環境は関連しているのだろうか。図 4-8 では、縦軸にメディアと政治的会話

の組み合わせ（図 3-4 参照）、横軸に政治心理をとっている。A で「忌避感なし＆関心あり」

の割合を見ると（横軸の 4）、「新聞から情報入手あり＆家族と政治的会話あり」が最も高

い（81.8%）。B で自分自身の一票の影響力を強く認識する割合を見ると（横軸の 1 と 2）、

「新聞から情報入手あり＆家族と政治的会話あり」が最も高い（54.5%と 31.5%）。図表は

割愛するが、投票義務感も同様である。また、C で議会に対する市民の影響力を特に強く認

識する割合を見ると（横軸の 1）、「SNS から情報入手あり＆友人と政治的会話あり」が最

も高い（17.7%）20。ただし、D で議会に対する不信感が強い割合を見ると（横軸の 3 と 4）、

メディアや政治的会話との関連はない。以上の結果は、政治心理の形成（ただし不信感は除

く）、メディアからの情報入手、身近な人との政治的会話の相互作用を示唆している。 

  

A. 新聞利用＆家族会話と忌避感＆関心 B. 新聞利用＆家族会話と一票の影響力 

  

C. SNS 利用＆友人会話と議会に対する影響力 D. 新聞利用＆家族会話と議会に対する不信感 

図 4-8 メディア利用＆政治的会話と政治心理 

 

20 同様の傾向は、新聞と家族、新聞と友人、SNS と家族の組み合わせでも観察できる（図表は割愛）。 
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5. 投票基準 

 

最後に、選挙における投票基準を報告する。沖縄の若い有権者は選挙で投票する際に、ど

のような基準を重視しているのだろうか。 

 

重視する投票基準、それに応じたメディア利用、政治的会話 

図 5-1 に示したのは、選挙で投票する際に重視する要素である（q16）。「重視する」の

割合が最も高いのが「政策や主張」であり、「やや重視する」を含めると 96.6%を占める。

次いで多いのが「過去の実績」「所属政党」「家族や知人からの推薦」であり、「経歴や学

歴」「現住所や出身地」を重視するとした人は相対的に少ない。図表は割愛するが、重視す

る要素と県議選の投票参加（q22）の関連を見ると、投票者は棄権者に比べて「政策や主張」

と「所属政党」を重視する割合が高い。知事選の投票意欲も同様の傾向にある。 

では、重視する要素と情報環境の間に関連はあるだろうか。政治情報をメディアから入手

する頻度を見ると（q16）、「現住所や出身地」を重視する人は新聞から情報を入手する頻

度が高く（図 5-2）、「家族や知人からの推薦」を重視する人はテレビから情報を入手する

頻度が高い（図表は割愛）。それに対して、「過去の実績」を重視する人はネットメディア、

SNS、動画投稿サイトから情報を入手する頻度が高く（図 5-3）、「経歴や学歴」を重視す

る人もネットメディアや SNS から情報を入手する頻度が高い（図表は割愛）。このほか「政

策や主張」を重視する人はメディアから政治情報を入手する頻度が全般に高く、「所属政党」

を重視する人にメディアの偏りは見られない（図表は割愛）。 

政治的な会話の頻度を見ると（q17）、「政策や主張」や「所属政党」を重視する人は家

族や友人と政治について話す頻度が高い（図表は割愛）。「家族や知人からの推薦」を重視

する人は家族と政治について話す頻度が高いのに対して（図 5-4）、「過去の実績」を重視

する人は友人や先生と政治について話す頻度が高い（図 5-5）。「経歴や学歴」を重視する

人は、先生や職場の同僚と政治について話す頻度が高い（図表は割愛）。このほか「現住所

や出身地」を重視する人は政治的な会話をする頻度が全般に高い（図表は割愛）。 

これらの結果は、若い有権者が候補者を選ぶ際に重視する要素と、政治的コミュニケーシ

ョンとの関連を示唆している。新聞やテレビを中心としたメディアを利用する場合、現住所

や出身地、家族や知人からの推薦が重視されるのに対して、インターネットや SNS を中心

としたメディアを利用する場合、過去の実績や経歴が重視されている。身近な人とのコミュ

ニケーションにおいて、家族との会話では政策、政党、推薦が重視され、友人との会話では

政策、政党、実績が重視され、先生や同僚との会話では経歴や学歴が重視されている。 
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図 5-1 投票の際に重視する要素 

 

  

図 5-2 現住所等重視と新聞利用 図 5-3 実績重視と SNS 利用 

  

  

図 5-4 推薦重視と家族会話 図 5-5 実績重視と友人会話 
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知見のまとめ 

 

本報告書では、沖縄在住の 18 歳から 24 歳を主な対象として、2020 年 6 月の沖縄県議選

直後に実施した「社会や政治に関する意識調査」の結果を報告してきた。最後に得られた知

見をまとめておきたい。 

 

1. 社会／政治参加の経験や意欲 

過去 1 年間に募金／寄附の協力経験がある人、今回の県議選で投票した人は、約 5 割い

る。過去の選挙等で投票経験がある人、2022 年の知事選で「必ず投票する」と答えた人は、

約 7 割いる。募金／寄附経験者は、県議選で投票参加しやすく、知事選の投票意欲が強い。

過去の選挙で棄権してきた人は県議選も棄権しやすく、県議選で棄権した人は知事選の投

票意欲も弱い。ただし、知事選より県議選の投票意欲は低い。 

 

2. 社会環境の影響 

約 7 割は家族と同居している。約 9 割は 15 歳時に沖縄県内に居住していた。約 9 割は沖

縄に愛着を持つ。くらしの経済状況について、約 6 割はゆとりがあり、約 2 割は苦しいと感

じている。約 7 割は自家用車やバイクを持つ。COVID-19 に関して、密集を避けたい人や自

分が感染源となること不安な人が約 9 割いる。家族と同居していない場合はマスク等が手

に入りにくいと感じ、経済状況が悪化した人ほど、現在、経済的に苦しいと回答している。

家族と同居し、車等をもち、地域に愛着を持つ人は投票に参加しやすい。 

 

3. 情報環境の影響 

ほぼ全ての人がネットメディアやテレビから政治情報を得ている。動画投稿サイトで入

手する人は少なく、新聞は中間である。約 5 割が家族や親戚と、約 3 割が友人と政治的な会

話をしている。新聞やテレビから情報を得る人ほど家族と政治について会話し、SNS やネ

ットメディアから情報を得る人ほど友人と政治について会話する。新聞と家族を中心とし

た空間では情報入手、政治的会話、政治参加が相互に関連するのに対して、SNS と友人を中

心とした空間では政治的会話と政治参加は関連するものの、情報入手と政治参加の関連が

弱い。そのメカニズムには、政治知識の定着が関連する可能性がある。 
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4. 政治心理の影響 

政治心理について、約 6 割は政治に対する忌避感がなく、関心を持つ。支持政党を持つ人

は 15.4%である。約 4 割が投票を有権者の義務と考え、約 7 割は自分の一票が影響力を持つ

と感じている。議会に対する市民の影響力は認識する人としない人に分かれ、議会に対する

不信感を持つ人が約 7 割いる。政治に対する忌避感が弱いほど、関心が強いほど、支持政党

を持つほど、投票義務感が強いほど、選挙における一票の影響力や議会に対する市民の影響

力を認識するほど、若い有権者は投票に参加しやすい。議会への不信感が特に強いと棄権す

る人が多い。こうした政治心理（ただし不信感は除く）は、メディアからの情報入手頻度や

身近な人との政治的会話の頻度と関連している。 

 

5. 投票基準 

選挙時の投票基準として、ほぼ全ての人が「政策や主張」を重視する。「過去の実績」「所

属政党」「家族や知人からの推薦」を重視する人は約 4〜6 割、「経歴や学歴」「現住所や

出身地」を重視する人は約 3 割である。県議選で投票した人は、棄権した人に比べて「政策

や主張」「所属政党」を重視する。新聞やテレビの利用頻度が高い人は現住所や出身地、家

族や知人からの推薦、ネットメディアや SNS の利用頻度が高い人は過去の実績や経歴を重

視する。政治について家族と会話する頻度が多い人は政策、政党、推薦を重視し、友人と会

話する頻度が多い人は政策、政党、実績を重視し、先生や同僚と会話する頻度が多い人は経

歴や学歴を重視する。 
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附録 1 調査フォーム 
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附録 2 コーディング・ルール 

 

次ページ参照 

 



質問 変数名 選択肢 value 備考

ID
start
end
ts end-start 秒表示

tm end-start 分表示

協力同意 q1 同意する

同意しない

年齢 q2 〜17歳 NA
18歳 18
19歳 19
20歳 20
21歳 21
22歳 22
23歳 23
24歳 24
25歳〜 25-

身分 q3 学生 S
社会人 W
その他 O

性別 q4 男性 M
女性 F
その他 O

家族 q5 同居している Y
同居していない N

自家用車またはバイク q6 持っている Y
持っていない N

募金か寄附 q7 ある Y
ない N
覚えていない／答えたくない DK/NA

15歳居住地 q8 沖縄県内 Y
沖縄県外 N
覚えていない／答えたくない DK/NA

地域愛着 q9 非常に愛着を感じている 5
ある程度愛着を感じている 4
どちらともいえない 3
あまり愛着を感じていない 2
まったく愛着を感じていない 1
沖縄県に住んでいない NA



くらしむき q10 ゆとりがある 5
どちらかといえば、ゆとりがある 4
どちらともいえない 3
どちらかといえば、苦しい 2
苦しい 1

感染の拡大を避けるため、人が集まりそうなところには、できるだけ行きたくない q11_1 そう思う 4
自分が感染し、知らない間に家族や友人にうつしてしまうのではないかと不安だ q11_2 どちらかといえばそう思う 3
マスクや消毒液など、感染症対策に必要なものが手に入りにくい q11_3 どちらかといえばそう思わない 2
感染症が流行する前よりも、くらしが経済的に苦しくなった q11_4 そう思わない 1
政治関心 q12 とてもある 4

ある程度ある 3
あまりない 2
全くない 1

選挙は義務か q13 投票に行くことは有権者の義務であり、当然、選挙に行かなくてはならない 3
有権者はできるだけ選挙に参加した方がよい 2
投票に行くかどうかは有権者が決めることなので、必ずしも選挙に参加しなくてもよい 1

選挙では大勢の人が投票するのだから、自分ひとりくらい投票しなくても構わないと思う q14_1 そう思う 4
政治家は大雑把に言って、選挙で当選したら有権者のことを考えなくなると思う q14_2 ややそう思う 3
自分のような市民は、議会のすることに対して、それを左右する力はないと思う q14_3 あまりそう思わない 2
自分は、できることなら政治とは関わりあいたくないと思う q14_4 そう思わない 1
支持政党 q15 ある Y

ない N
答えたくない DK/NA

政策や主張 q16_1 重視する 4
所属政党 q16_2 やや重視する 3
過去の実績 q16_3 あまり重視しない 2
経歴や学歴 q16_4 重視しない 1
現住所や出身地 q16_5
家族や知人からの推薦 q16_6
新聞 q17_1 よくある 4
テレビ q17_2 時々ある 3
ネットメディア q17_3 あまりない 2
SNS（Twitter等） q17_4 ほとんどない 1
動画投稿サイト（YouTube等） q17_5
家族や親戚 q18_1 よくする 4
友人 q18_2 時々する 3
先生 q18_3 あまりしない 2
職場の同僚 q18_4 ほとんどしない／該当者がいない 1



知識学習 q19 ある Y
ない N
答えたくない DK/NA
まだ中学校を卒業していない DK/NA

任期知識 q20 ２年 F 不正解

３年 F 不正解

４年 T 正解

５年 F 不正解

６年 F 不正解

候補者知識 q21 面識のある人がいた 3
面識はないが、名前を知っている人はいた 2
誰も知らなかった 1
答えたくない DK/NA

投票参加 q22 投票した V
無投票当選のため、投票か棄権か選べなかった NV
棄権した A
答えたくない／その他 DK/NA

投票所距離 q23 〜5分 1
5〜10分 2
10〜15分 3
15〜20分 4
20分〜 5
わからない／その他 DK/NA

投票経験 q24 投票したことがある Y
投票したことはない N
覚えていない／答えたくない DK/NA

投票所記憶 q25 行った記憶がある Y
行った記憶はない N
覚えていない／答えたくない DK/NA

投票意欲 q26 必ず投票する V
たぶん投票する MV
たぶん投票しない MA
絶対に投票しない A
わからない／答えたくない DK/NA


	「社会や政治に関する意識調査」報告書
	ver. 1.1
	目的と方法
	質問項目と回答者属性
	1. 社会／政治参加の経験や意欲
	2. 社会環境の影響
	3. 情報環境の影響
	4. 政治心理の影響
	5. 投票基準
	知見のまとめ
	附録1 調査フォーム
	附録2 コーディング・ルール


