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～未来への私たちの責任～

おるがんもーる

１８歳への投票権
in
引き下げを語る

初めての 投票を
思い返して
名倉：私が高校生ぐら
いの 時は授業で政治経
済を習いましたが、友
達は選挙や政治に興味
がなかったと思います 。
初めて投票した時は自
分の 意識に一番近いと
感じた方に投票し、入
れた人が当選したな～
という感覚ぐらいでし
た。今思うと政策は似
たりよったりですし、
よく聞く「安全安心」
ってなに？と感じてい
ます。
白川：それでも選挙で
は選ばなくてはいけな
いのですが、どのよう
な基準で選びますか？
名倉：「いいひと」だ
けでは選ばない（笑）
地元の 蓮田市では駅立
ちをしている人は少な
いですし、市政報告会
も数える程。やっとチ
ラシを手に入れても政
策は地域で何がしたい
のか分からないんです 。
決めかねていますが、
市政報告会等で私たち
と向き合う姿勢の ある
人にしようかなと。
寺島：私の 時の １９８
０年は衆参同日選挙が
ありました。どうした
いという確固たる思い
があったわけでは無い
ですが大人として強烈
に選挙に参加したいと
いう意志がありました 。
です が、誕生日が１日
遅く投票権が得られま
せんでした（笑）だか
らこそ思いがあったの

かもしれません。結果的に次の 地方選挙が
初めての 投票となりました。

選挙は非日常？
選択肢と判断基準はどうする？

寺島：私は子育て世代や若者をサポートし
ていきたいです。若者は投票に行かないか
ら政策を変更した方がいいと言われますが 、
１８才からの 投票が始まれば変わっていく
と期待しています。もっと若い世代の 興味
関心を引出していかなくてはいけないです
ね。ですが、北越谷駅で学生さんに訴えて
も、反応があるのは年配の 方が圧倒的に多
い事も事実です。
名倉：確かに票になるから年配者向けに傾
くのは仕方がないのですが・・・。
白川：財政の 負担や現状を抜きに政策が決
まっていく事にはどう感ますか。
名倉：自分の 立場だけではなく、もっと全
体を見てほしいです。投票権は自分の ため
の 権利という側面だけではないはず。そう
でないとみんな自己中心的になってしまう 。
寺島：その 思いは分かりますが、自身の 思
いを出すことは悪い事ではなく、それを調
整するの が政治の 役割だと私は思っていま
す。

名倉：でも、政治や行政の やるべき事なの
か、自分たちでも出来る事なのかを考えて
から意見してほしい。そうでないと議員に
は大量の 要望だけが集まります。
寺島：それは、一般的には財政の 問題も含
めて分からない事が多いからです。だから
こそ、政治家は解決策を提示していかなく
てはならない。
名倉：でも、「まちづくり」って誰かにし
てもらうものではなく、自分たちで行って
いくものではないのでしょうか。戦後初期
はそれが当たり前だったはずです。
寺島：そうですね、政治家がコーディネー
トして、住民の 方たちが「自分たちでやっ
ていく」という意識をもって進めていくこ
とが一番よいのではないかと思います。

寺島：主権者教育を通じたコミュニケーシ
ョンで政治への 興味・関心が変れば、若者
も政治に携わってくれるのだと感じます。
白川：そうですね、議員個人の 力には限界
があります。優秀な人に頼るよりも、若い
人が家庭や地域の 方と対話し、参加者が「
どうなっており」「どうなりうるのか」を
イメージ出来るような空間、 場
“づくり ”
が重要です。
寺島：私は議会や行政が出している情報が
わかりにくく理解や興味を持ってもらおう
という意図がない形で出していることが問
題だと思っています。家庭や地域での 対話
が広がれば、それがひとつの主権者教育に
なっていくのではないかと思いました。
白川：世界ではデモは頻繁ですが、日本で
も３．１１の 時に原発デモがありました。
デモも一つの 社会参加です。日本は核家族
化が進み、家族間の コミュニケーションも
気薄になっていますが、まずは身近な所か
ら変えていく事が重要です。

【余談】新しい価値観を見つめて

名倉：私たち２０代や１０代は就職難、ゆ
とり教育、バブルを知らない「かわいそう」
な世代だとよく言われるのですが、当の 本
人たちはそうは思っていと感じます。むし
ろ 、自由な発想や行動が出来るようになっ
てきていますし、圧倒的に選択肢の 幅が広
い 。昔の成功例や体験とは違うと思いますが 。
寺島：私の 娘も２５才で名倉さんと同い年
なのですが、自分と違う価値観で生きてい
ることを勝手にかわいそうだと想像してい
たのかもしれません。もっと自分の 娘と話
をしなくてはいけない（笑）
白川：一つ一つの 仕事への 意味や価値が変
化し、生き方や暮らし方が全く、団塊世代
等との 感覚とは違います。私たちはそれを
敏感に察知できるようにしなくてはいけま
せん。

平成4年 越谷市に転居（越谷在住23年）
平成26年 会社を退職し寺島よしと後援会設立
埼玉政経セミナー運営委員

昭和28年 佐賀県に生まれる
福岡大学経済学部卒業
福岡県議事務所勤務、福岡市議会議員（最年少当選）
衆議院秘書として、
日本新党細川政権を支え活動
埼玉県に転居、保険代理店勤務、岩槻タクシー乗務員
平成15年 越谷市会議員当選１期目 2709票(13位）
平成19年 越谷市会議員当選２期目・副議長 3253票（7位）
平成23年 越谷市会議員当選３期目 3478票（3位）
サン・マイクロシステムズ、
日本オラクル（人材育成、
マーケティング）

選挙だけ？
１８才からの 社会参加と議員の 役割

白川：「まちづくり」への 思いを選挙の 時
だけぶつけて、解決してもらおうという事
は問題で、日常的に地域の 問題・課題を話
し合う場が必要です。この 構造を変えずに
１８才に投票権を引き下げても結果は変わ
らない。右肩上がりの 時代とはここが大き
く違ってきています。政治の 役割が利害調
整だけでは対立構造が強くなるばかりです 。
例えば予算の 取り合いで、保育所か高齢者
施設か、どっちを取るかでぶつかっても意
味はありません。
名倉：私たちは仕事を中心にした生活です
から、政治や選挙への 参加はハードルが高
いです。でも、参加していく方法を考えな
いといけないですね。
白川：今は社会的な参加の 機会が市民活動
やインターネットなど、昔に比べて広がっ
てきているので若い世代も日常的に携わる
事は難しくない。投票権獲得よりも、社会
参加を若いころから行う事の 方が大きい。
それと、子どもたちだけでなく大人の主権
者教育も検討課題です。家庭でも政治や自
分たちの まちの 話をしているのかは疑問で
す。
名倉：なんとなくタブーの 感じがします。
家庭で誰に投票するの？と聞くと、近所の
議員さんとしか返せない。私たちは学生時
代にディスカッションやディベートが授業
にあり対話する事に慣れていますが ・・・。

白川 ひでつぐ 【プロフィール】
寺島 よしと 【プロフィール】
昭和35年6月23日生まれ
福井県立藤島高校卒業、中央大学卒業
外資系IT企業に勤務

名倉 ひとみ 【プロフィール】
平成2年2月15生まれ
文京学院大学卒業 経営学部コンテンツ・ネットワーク専攻

NPO法人ドットジェイピー主催の議員インターンシップに参加し、細川律夫 元厚生
労働大臣のもとで2ヶ月間体験

埼玉政経セミナー会計担当

現在、
アルバイトをしつつ、おひさま発電・こしがやプロジェクト、
NPO法人クリーンアップこしがや（広報担当）等で活動中。

※新しい公共チームで
「みんなの越谷マニフェスト2015」
の作成に携わる

（若き有権者の皆様へ）
寺島：ぜひ若い世代には旧来の価値観にとらわれず。
自分らしくの自分を表現して、今の日本
を変えていってほしい。
名倉：旧来の価値観で図るのではなく、
自分で決めた新しい価値観で、責任をもって自分の人
生を自ら切り開いて下さい。
白川：市民は投票を呼び掛けられる対象ではありません。
自分たちが街頭演説等で感じとっ
たり、伝達をしたりして、出来る活動を今持つネットワークを活かして、積極的に参加していっ
てほしい。

