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1.はじめに 

本研究は、2015年 6月に選挙権年齢が「満 20歳

以上」から「満 18 歳以上」に引き下げられた改正

公職選挙法の成立に伴い、2016 年 7 月の参議院議

員選挙から、国政選挙としては初めて「18 歳選挙

権」が適用されたことを受けて、若年層の政治リテ

ラシーや社会参画意識等を育むために導入された

「主権者教育」について、筆者が新たに考案した授

業プログラム「社会的意思決定学習」の実施を通じ

て、その現状と課題について考察するものである。 

  

2.日本における 18歳選挙権の導入 

2.1 参議院選挙での 18歳・19歳投票率 

2016 年 7 月、第 24 回参議院議員通常選挙が実施

された。今回の参議院選挙では、国政選挙では初め

て、選挙権年齢が従来の「満 20 歳以上」から「満

18歳以上」に引き下がる、いわゆる「18歳選挙権」

が導入された。これまで選挙権を有していなかった

18歳・19歳の約 240万人が、「新有権者」として投

票に行くことになった。ただ、総務省によると、2014

年 12月に実施された第 47回衆議院議員総選挙での

投票率は、全体でも 52.66％という戦後最低の水準

まで下がったが、特に 20 歳代は 32.58％となって

おり、約 7割が棄権している。選挙権を拡大しても、

18 歳・19 歳が投票に行かないのではないかという

懸念も指摘されていた。 

 こうした背景から、18歳選挙権の導入によって、

18 歳・19 歳の投票率が注視されたが、総務省によ

ると、18 歳の投票率は 51.28％、19 歳の投票率は

42.30％、18 歳・19 歳を合わせた 10 代の投票率は

46.78％という結果となった。総務省は 2016 年 10

月現在、18 歳・19 歳の投票率については全数調査

を終えているが、20 代以降の投票率については抽

出調査の段階のため、一概に比較することはできな

い。ただ、10代の投票率は 20代・30代それぞれの

投票率を上回ったと予測され、その理由を挙げると

すれば 2つの点が考えられる。 

一つ目は、18歳選挙権が導入された初めて国政選

挙であるため、社会的な注目度が高く、連日報道等

で取り上げられ、18 歳・19 歳が投票行動を意識す

る頻度が高まった可能性である。実際、筆者自身も、

15年間にわたり 18歳選挙権の実現を推進し、国会

での参考人招致等にも協力してきた NPO 法人

Rights の副代表理事等の立場で、若者の政治参加

を広げるための研究・実践を展開しており、今回の

参議院選挙前の約 1 カ月間には、18 歳選挙権に関

してテレビ・新聞・雑誌等の報道各社から 30 以上

の取材を受けた。まさに社会的に「18 歳選挙権ブ

ーム」の様相を呈しており、結果としてその風潮が、

当事者である 18歳・19歳の投票行動の動機付けに

寄与したのではないかと考えられる。 

もう一つの理由は、主権者教育の導入である。明

るい選挙推進協会の調査によると、第 46 回衆議院

総選挙において、年代別の「政治関心度」では、「非

常に関心をもっている」と「多少は関心をもってい

る」を合わせると、全体は 83.1％に上るのに対し、

20歳代は 53.8％と 30ポイントも低い。棄権理由に

ついては、20 歳代では「選挙にあまり関心がなか

ったから」（23.2％）、「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」（21.3％）

が主な理由として挙げられている。こうしたことか

ら、10 代が初めて国政選挙に参加する今回の参議

院選挙に向け、政治関心度を高め、社会参画意識を

育む「主権者教育」の充実が求められていた。 

 

2.2 戦後日本における政治教育と主権者教育 

主権者教育という言葉は、2011 年度に総務省が

設置した「常時啓発事業のあり方等研究会」の最終

報告書のなかで、「国や社会の問題を自分の問題と

して捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく主

権者像」として、初めて定義された。同報告書では、

若い有権者の投票率が低いのは、有権者になる前の

学校教育においては、政治や選挙の仕組みは教えて

も、政治的・社会的に対立する問題を取り上げ、政

治的な課題に関心を持つように促したり、判断力を

養成するような教育がほとんど行われていないこ

とが挙げられ、若者の選挙離れは学校教育と深く関

わる問題であり、「政治的リテラシーの向上」が主

権者教育に求められているとした。同報告書による

と、「政治的リテラシー」は、政治的判断力や批判

力のことを指し、「政治的・社会的に対立している

問題について判断をし、意思決定をしていく資質」

が必要とされている。 

日本では、改正教育基本法に「政治教育」として、

「第 14条（政治教育）1項：良識ある公民として

必要な政治的教養は、教育上尊重されなければなら



ない。2項： 法律に定める学校は、特定の政党を

支持し、又はこれに反対するための政治教育その他

政治的活動をしてはならない。」と規定されている。

杉浦（2012）は、「教育基本法が制定された時『政

治的教養の尊重』や政治教育は、民主主義の発展の

理想をめざすという意味を持っていた。そのために

は、学校において様々な現実の政治問題をテーマと

して取りあげることが不可欠になる。」からこそ、

学校現場での現実の政治問題を扱う際に「政治的中

立性の確保」が要請されたと述べている。 

しかし、実際の初等ならびに中等教育において政

治教育は、国や地方の行政に関する知識や制度理解

が中心の授業内容となっており、「国や社会の問題

を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、

行動していく」という内容が授業で徹底されてきた

とは言い難い。その背景としては、「戦後、イデオ

ロギー対立が深まる中で、教育の政治的中立が過度

に強調され、政治教育の条文の第 2項の方に重点が

置かれてしまい」本来は「政治教育を促進するため

の中立性が、教育を非政治化するための中立性へと

転化してしまった」ことが起因している。 

しかし、2015 年 6 月の公職選挙法改正により、

18 歳選挙権が導入されることになり、こうした状

況は一変した。2015 年 2 月には、安倍晋三首相が

「政府として、まず学校教育と選挙管理委員会、地

域が連携し、あらゆる機会を通じて主権者教育を進

めていく」と述べる等、主権者教育導入に向けた準

備が始まった。文部科学省と総務省は、主権者教育

を推進するための高校生向け副教材である「私たち

が拓く日本の未来～有権者として求められる力を

身に付けるために」の作成を担い、2015 年 9 月に

公表された。この副教材は生徒配布用と教師用の二

つが作成され、主権者教育を行う際のモデルになっ

ている。具体的には、選挙制度や公職選挙法等の説

明、「模擬投票」等の実践的な授業事例が紹介され

ている。加えて、主権者教育の実施に際しては、政

治的中立性を確保することが求められているとと

もに、教員については、学校教育に対する国民の信

頼を確保するため公正中立な立場が求められ、法令

に基づく制限等が記載されている。 

このように、選挙権年齢の引き下げを契機に、戦

後の学校教育において敬遠されてきた政治教育を

「主権者教育」として実施することになる等、政治

と教育をめぐる“教育改革”が全国的に行われた。

その結果、2016年 7月の参議院選挙の 18歳・19歳

の投票率が 20代・30代の投票率よりも高水準とな

った背景には、この主権者教育が投票行動に寄与し

た可能性があるということだ。他方、上記の「副教

材」を使う教員向けの「指導資料」には「教員の個

人的な主義主張を避けて中立かつ公正な立場で指

導するよう留意しなければならない」と明記されて

おり、与党からは「政治的中立性を逸脱した教員に

罰則を科す」等が盛り込まれた提言も出されている。

政治教育を充実させる方針は、戦後の政治教育の歴

史を考えると、まさに「180度の転換」と言えるが、

より厳格に政治的中立性に配慮するよう求められ

ていることで、学校現場からは「罰則が科されるな

ら自粛ムードが広がる。どこまで許され、許されな

いのかが分からないことが、これを助長させる」な

どの懸念が上がっている。同時に、副教材の内容が

約 100 頁もあることにより、「授業時間の確保」も

問題視されている。実際に、主権者教育の副教材を

教える時間の確保に関する高校の教員を対象にし

た調査によると、｢時間を確保できない｣が 59％に

上るなど、運用上の課題も浮上している。 

このように、副教材による「政治的中立性」と「授

業時間」の課題が顕在化することで、今回の参議院

選挙にあたり主権者教育を実施しなかった学校も

潜在的に相当存在していると見られ、「18歳選挙権

ブーム」がひと段落したなかで、主権者教育を継続

的に実施していくために、副教材の課題を克服する

新たな主権者教育プログラムが求められている。 

 

3.新型プログラム「社会的意思決定学習」の考案 

3.1 「社会的意思決定学習」の概要と特徴 

授業時間や政治的中立性の確保に苦慮する日本

の学校現場の事情も踏まえて、筆者が考案したのが

「社会的意思決定学習」という主権者教育の新型プ

ログラムである（以下、本プログラムと呼称）。本

プログラムは、改正公職選挙法の成立に伴い、選挙

権を有することになる若い世代を対象に、学校生活

等の身近な社会における「正解がない課題」をテー

マに、生徒が「当事者」として、課題解決のための

複数の選択肢の妥当性について議論することを通

じて、「相異なる利益の創造的調停」の役割を担う

「政治（社会の意思決定）」に参加する意義を理解・

実感することを目指すものである。 

また、従来の「模擬投票」が単なる“人気投票”

に陥りがちであるという指摘があることを踏まえ、

投票前にグループ討論（ディベート）やミニ立会演

説等を行うことで、課題解決に際して自分とは異な

る多様な意見が存在していることを認識・受容する

ことを学ぶと同時に、議論と思考に裏付けされた論

理的判断力に基づいた「模擬投票」を体験すること

で、投票行動に移る前のプロセスの重要性を認識し、

実際の社会参画に繋げていくことを目的とする。 

（１） 本プログラムの流れ 

①「事前アンケート」を実施・回収（授業開始）。 

②「オリジナルワークブック」を配布し、「18歳選

挙権」について解説。 

③ 討論テーマの発表：生徒にとって身近な学校生

活等での課題を提示。 

Ex.「生徒会の全体予算から、部活動（クラブ）

の予算をどのような基準で配分すれば良いで

しょうか。次の 3 つの選択肢のうち“多くの

生徒が納得できると考えるもの”を選び、投



票して下さい。」 

（A）活動実績：表彰回数が多いほど配分も増やす 

（B）部員の数：部員が多いほど配分も増やす 

（C）一律同額：活動実績や部員の数に関係なく、

全ての部活動の予算を同額にする 

④ 模擬投票（１回目）：思考・討論・演説を経ずに

投票。 

⑤ グループ討論：座席順等で、生徒を 3人 1グル

ープに分け、（A）～（C）の選択肢を自動的に

振り分ける。その後、生徒は「自分が担当する

選択肢が他の 2つの選択肢よりも多くの生徒が

納得できると考える理由」を考え、グル―プ内

で発表。その後、自分が担当する以外の 2つの

選択肢に対する反論を考え、再びグループ内で

発表。 

⑥ ミニ立会演説：（A）～（C）の選択肢を担当す

る生徒のうち、それぞれ代表者を選んで（立候

補もしくは指名）全員の前に出てきてもらい、

「自分が担当する選択肢が他の 2つの選択肢よ

りも多くの生徒が納得できると考える理由」に

ついて簡潔に発表。 

⑦ 模擬投票（２回目）：思考・討論・演説を経て

投票。 

⑧ 「第４の選択肢」づくり：生徒が自分なりに（A） 

～（C）以外の選択肢を考案し記入し発表。 

⑨ 「社会的意思決定学習」の目的について解説。 

⑩ 「事後アンケート」を実施・回収（授業終了）。 

（２） 本プログラムのテーマ 

本プログラムはなぜ「生徒会予算の分配」を扱っ

ているのか。それは、「負担と有限資源の分配」を

想定しているからだ。現在、日本は 1,000兆円以上

の「借金」を抱えている一方、少子高齢化によって

年金などの社会保障費が増大している。財政を保っ

ていくためには、消費税を増税するなどの「負担」

や限られた「財源（資源）」の分配について、国民

が納得できる「基準」を決めることが必要である。

その基準が「政策」であり、国民が納得できる政策

を決めるのが「選挙」である。つまり、選挙に行く

ことは、「分配」のための「社会の意思決定に参加

する」ことだ。現代日本が「右肩上がりの経済成長

の時代」を終え、厳しい財政状況やエネルギー問題、

消費税増税など、「限られた資源や負担の分配の時

代」を迎えていることを踏まえると、「どのように

すれば、社会において、できるだけ多くの人が納得

できる意思決定を行えるのか」という点を考えるこ

とは、立法府や行政府のみならず、有権者にとって

も重要である。そこで、本プログラムでは、「未来

の有権者」である高校生が、身近な社会における同

様の問題（ex.「生徒会予算の配分のやり方」「校庭

（体育館）の使い方」「掃除当番の決め方」等）に

ついて考えることで、当事者として「社会の意思決

定に参加すること」のフレームワークを学ぶことが

できるようにした。 

（３）本プログラムと主権者教育副教材の課題 

本プログラムの特色は、①政治的中立性に留意す

る必要がない、②1コマもしくは 2コマ程度の授業

時間で実施できる、という 2点である。①は、前述

のとおり、文部科学省等による「主権者教育副教材」

で、実践的な事例の大半が政治的テーマを取り扱う

ため、教員の政治的中立性が厳しく問われていると

いう点である。本プログラムでは現実の政治的テー

マ設定ではなく、生徒にとってより身近な課題を中

心に取り扱うため、政治的中立性が確約されている

と考えられる。そのため、教員だけで実施すること

が可能であり、主権者教育に関する学校側の負担を

軽減することができる。②は当該「副教材」が約

100 頁にも上ることで、「授業時間の確保」が問題

視されている点である。筆者が考案した本プログラ

ムは 1コマ、あるいは 2コマでの実施が可能である

ため、多くの授業時間を割く必要がなく、さらに生

徒にとって身近なテーマ設定をしたことで、事前学

習にかける労力を省くことができる。 

 

3.2「社会的意思決定学習」の実施と効果 

本プログラムは、2015 年 11 月に、東京都内の 2

つの高等学校（駒込、國學院久我山）の協力を得て、

高校 2年生計 201名に対して実施した。授業前後で

「政治的関心度」「政治的距離感」「政治参加意欲」

「政治的有効性感覚」の 4点の変化を見るためのア

ンケート調査を行った結果、それぞれ効果が表れた。 

（１） 政治的関心度について 

本プログラムは、前述の通り、「生徒会予算を各

部活に分配する際に、どのような基準で分配すれば

最も多くの生徒を納得させることができるのか。」

という討論テーマを設けているため、「模擬投票」

のような現実の政治的テーマを取り上げるプログ

ラムとは異なり、生徒にとって授業内容が政治的関

心度と直接結びつかないのではないか、という懸念

があった。しかし、「政治に関心があるか？」とい

う問いについては、事前は「非常にある（11％）」

と「ややある（46％）」が計 57％だったが、事後は

「非常にある（25％）」と「ややある（57％）」が計

82％に上昇した。この変容の理由について、生徒が

アンケートに書いた感想では、「部活の予算が実際

の社会でも問題になっていることに驚いた。この問

題は軽いものではなく、じっくり考えるべきもの

だ。」「日常は社会と結びついていることに気付い

た。政治もそうだと思う。だから投票には考えをも

って積極的に行こうと思った。」等の声が聞かれた。  

（２）政治的距離感について 

「政治を身近に感じているか？」という問いに対

し、事前では「非常に感じている（4％）」「やや感

じる（30％）」が計 34%に留まっており、7割近くの

生徒が「政治との距離感」を遠く感じていることが

わかった。それが、本プログラム実施後は、「非常

に感じている（17％）」「やや感じる（56％）」が計



73%となり、実施前に比べて倍以上に増加した。実

際に生徒からも「政治をより身近に感じた。議論に

よって人の意見が変わることを直接感じることが

できた。」等の意見が聞かれており、「政治が身近な

学校生活にも存在していることに気が付いた」とい

う意見がアンケートに多数記入されていた。 

（３）政治参加意欲について 

ここで言う「参加」とは、投票行動によるもの、

すなわち有権者として政治に参加することであり、

アンケート項目でも「例：投票」と記した。結果と

して、本プログラム実施前では、「政治に参加した

いと思うか」という質問に対して、「非常に思う

（27％）」、「やや思う（34％）」が計 61％だったが、

本プログラム実施後は「非常に思う（33％）」、「や

や思う（46％）」が計 79％に上昇し、約 8割の生徒

が有権者として政治に参加したいと思うようにな

ったといえる。アンケートにも「当初は投票してみ

たいという興味のみだったが、きちんと参加したい

という意欲が高まった。」といった声が多かった。 

（４）政治的有効性感覚について 

政治的有効性感覚とは、「個人の政治的行為が政

治過程に影響を与えるという、または与える可能性

がある、という感情」であり、日本の若者の政治的

有効性感覚は低い水準にあると指摘されている。本

プログラムにおいては、「自分の意見が政治に反映

されると思うか」というアンケート項目について、

プログラム実施前には「非常に思う（5％）」「やや

思う（19％）」が計 25％で、やはり政治的有効性感

覚は低いと見られた。しかし、プログラム実施後に

は「非常に思う（8％）」「やや思う（44％）」が計

52％と過半数に達し、生徒にとって政治的有効性感

覚を持たせることに一定の効果が表れたといえる。

政治的有効性感覚が上昇した要因としては、本プロ

グラムにおける模擬投票の結果が 1回目（序盤）と

2回目（終盤）で変わり、グループ討論やミニ立会

演説等を経て、票が動くことを目の当たりにした点

が考えられる。実際に、アンケートには「投票数が

変わっているのをみて、自分の意見が反映されてい

ることを痛感した。」という声が多く聞かれ、本プ

ログラムは政治的有効性感覚の向上に一定の効果

を表したといえる。 

 

3.3 「社会的意思決定学習」の展開と課題 

本プログラムは、駒込、國學院久我山の両高等学

校での実施を受けて、両校の教員から主権者教育の

授業としての質や効果等について高い評価をいた

だいた。他方、「今回のような生徒目線のテーマを

どう国政へとリンクさせるか、明確にしておかなけ

ればならないと感じた。」等、身近なテーマが実社

会の政治とどう関わっているのか、「政治との接

続」についてはもう少し説明が必要だという指摘も

聞かれた。 

こうした課題を踏まえ、本プログラムは改良を加

え、2016年度は新たに作新学院高等学校（栃木県）

や富士見中学高等学校（東京都）、また公立学校と

しては初実施となった栃木県立小山高等学校など、

複数の学校で展開している。本プログラムに対する

高校（教員と生徒）の共感と理解は、着実に広がり

つつあることを実感している。 

 

4.おわりに 

筆者は、2016 年 5 月より神奈川県教育委員会の

依頼を受け、新たに設置された「小・中学校におけ

る政治的教養を育む教育」検討会議で座長を務めて

いる。この会議では県内の小・中学校における政治

的教養を育む教育に関する指導資料作成を担って

いる。本研究はあくまでも高校生を対象にしたもの

であるが、今後は「社会的意思決定学習」の取り組

みも参考にしつつ、小学校から発達段階に応じて取

り組むことができる主権者教育のあり方について、

全国に先駆けたモデルを構築したいと考えている。 
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