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 はじめに 

常任委員会は，その部門に属する事務に関して調査を行う権限を持っている。所管事務調査は市から提案され

た予算案や条例案などの議案を審査するのとは異なり，常任委員会が自主的にテーマを設定し，調査を行うもので

ある。 

本委員会では，平成２７年６月から「投票率の向上」について，また，平成２８年６月からは「ふるさと納税と

クラウドファンディング」についてを調査項目に追加し，平成２７年６月から平成２９年３月にかけて所管事務調

査を行った。 

調査期間 

平成２７年８月～平成２９年３月 

調査委員 

委 員 長  林 田 浩 秋 

副委員長  片 岡 慶 行 

委 員  阪 井 昌 行 

委 員  中 原 明 夫 

委 員  石 﨑 元 成 

委 員  北 川 一 清 

委 員  福 永 髙 美 

委 員   森 本 茂 樹 
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 投票率の向上 

平成２７年６月２９日 

委員間討議（調査項目の選定） 

各委員から提案された調査項目案をもとに，調査項目を選定した。 

若者の政治への無関心による低投票率が懸念される

中，平成27年６月の公職選挙法の改正により，選挙

権年齢が18歳に引き下げられた。 

加えて，全国的な投票率の低下が問題視される中，

市民が政治に関心を持ち，投票の重要性を再認識して

もらうことや，投票しやすい投票環境，選挙啓発などに

ついて，呉市が取り組むべき課題を解決していくため，こ

の問題を取り上げることとした 

 

平成２７年８月６日 

委員間討議（課題や問題点等の確認） 

調査項目について，本市が抱えている課題や問題点等を確認した。 

年齢階級別・選挙種類別・投票日当日における地区別・期日前投票所での投票率のほか，投票環境や経費，

広報・啓発活動など，当局から呉市の取り組み状況について説明を受けた。 

 

平成２７年８月２４日 

委員間討議（論点の決定） 

所管事務調査を行うに当たり，論点をどこに置いて調査を進めていくかについて協議した。 

協議の結果，呉市の投票率の問題点や課題を把握するための「投票率の分析」，期日前投票や投票所などの

「投票環境の整備」，投票に行くための仕掛けや動機づけなどの「選挙啓発」の３点を論点に調査を進めることに決

定した。 

 

平成２７年９月１１日 

委員間討議（参考人招致に向けて） 

地方自治法第１１５条の２第２項で「普通地方公共団体の議会は，会議において，当該普通地方公共団

体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは，参考人の出頭を求め，その意見を聴くことができ

る。」とされている。 

そのようなことから，利害関係がある住民や専門的な知識を持つ人の意見を聞き，調査・研究内容を深めるため，

参考人招致制度を活用することを決定した。 
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平成２７年１１月２４日 

委員間討議（論点の細項目の決定，参考人招致に向けて） 

これから先，委員間で討議を進めるに当たり，論点の細項目について協議した。 

その後，論点の一つである「投票率の分析」について，委員間討議を行った。 

また，参考人招致について，主権者教育と公職選挙法に詳しい者を参考人とすることに決定した。 

 

平成２７年１２月１１日 

委員間討議（参考人招致に向けて，県外視察に向けて） 

今後の委員間討議や参考人を招致する前に勉強会を行った。 

また，投票率の向上に関する取り組みの先進事例を研究するため，平成28年１月に愛媛県松山市，三重県

松阪市，神奈川県鎌倉市を視察することに決定し，視察先における取り組みの概要を委員長が説明した。 

その後，呉市が抱えている課題や問題点を把握した上で視察に臨むため，委員それぞれの思いなどについて意見

交換を行った。 

 

平成２８年１月１４日～１６日 

県外視察 

【愛媛県松山市】 

愛媛県松山市は，市内にある大学との連携により，

全国で初めて大学構内に期日前投票所を設置したこ

とと，選挙コンシェルジュ制度の導入により，若年層へ

の選挙啓発が広く行われたことで，直近の選挙では2

0歳代前半の投票率が上昇していた。 

 

【三重県松阪市】 

三重県松阪市は，選挙公報と選挙特典に取り組んでいた。 

選挙公報は，新聞折り込み等で配布するもので，これを見れば，有権者は立候補者の主義・主張を知ること

ができる。発行に当たっては，市条例を制定する必要がある。 

次に，選挙特典は，地元商店街が自主的に行っている制度であり，選挙管理委員会が交付する投票済証

を商店街の店舗で提示すると割引などの特典が受けられ

るものだが，この投票済証の発行に際しては，実質的な

法令の根拠がないこと，利益誘導や買収につながるおそ

れがあることなど，導入に当たっては注意が必要である。 
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【神奈川県鎌倉市】 

神奈川県鎌倉市は，市内のショッピングセンター内に投票所を設置していた。その結果，その投票所は市内で

最も高い投票率であった。設置に際して，投票時間と開店時間，店内のポスター・ＢＧＭ・呼び出し，エレベー

ターやエスカレーターからの視線の遮断などに問題が生じたが，一つ一つ問題を解決し，開設にこぎつけた。 

 

平成２８年１月１９日 

委員間討議（県外視察の感想，参考人招致） 

実施した県外視察について，各委員がそれぞれの思いや気づきなどを述べ，意見交換を行った。 

また，調査項目をより深く研究するため，広島県明るい選挙推進協議会の岡山和彦会長を参考人として委員

会に招き，講義を受けた後，意見交換を行った。 

意見交換では，若者の住民登録の問題，主権者教育の重要性，投票所のあり方などについて委員から質問

が出され，それらに対し専門家としての知識と経験に基づく回答や助言を受けたが，この参考人招致は，所管事務

調査を進めていく上で大変有意義なものとなった。 

  

平成２８年２月８日 

委員間討議（論点の協議） 

論点の一つである「投票環境の整備」について，委員間討議を行った。 

委員間討議では，投票区のあり方や期日前投票の充実，不在者投票，移動支援バスなどについて協議した。 

 

平成２８年３月２日 

委員間討議（論点の協議） 

論点の一つである「選挙啓発」について，委員間討議を行った。 

委員間討議では，主権者教育に向けた教育機関との連携や広報媒体（ＳＮＳ等）の活用，選挙特典の必

要性，選挙公報などについて協議した。 
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平成２８年５月３０日 

委員間討議（選挙公報の発行に関する条例の制定に向けて） 

これまでの委員間討議の中で，投票率の向上に向けた選挙啓発の一つとして「選挙公報は導入すべきだ」とか

「議会が力を入れてもよい」といった，選挙公報の導入について，肯定的な意見が多く出されたことから，当委員会

で選挙公報に関する条例の制定に向けて検討することが決定した。 

 

平成２８年６月１７日 

委員間討議（選挙公報の発行に関する条例の制定に向けて） 

県内の中核市である福山市のほか，県外視察を行った松山市，松坂市，鎌倉市を参考に条例案を作成して

いくことを決定した。 

 

平成２８年９月９日 

委員間討議（選挙公報の発行に関する条例の制定に向けて） 

条例の作成における協議すべき項目について協議した。 

 

平成２８年１０月２５日 

委員間討議（選挙公報の発行に関する条例の制定に向けて） 

これまでの協議により条例案を作成したが，この条例のほか，必要な事項は規程などにより選挙管理委員会が

定めることとなる。 

その条例と規程の内容について，選挙管理委員会事務局と意見交換を行うことを決定した。 

 

平成２８年１１月１６日 

選挙管理委員会事務局との意見交換（選挙公報の発行に関する条例の制定に向けて） 

条例と規程の内容について，選挙管理委員会事務局と意見交換を行った。 

意見交換では，委員から「掲載文の内容について，誇大表現を制限しないと問題があるのではないか」などといっ

た意見が出たことから，いま一度会派に持ち帰り，選挙公報を発行すべきかどうか，また，発行する場合は掲載文

に制限をかけるかなど，再度協議することとなった。 

 

平成２８年１１月２１日 

委員間討議（選挙公報の発行に関する条例の制定に向けて） 

前回の委員会で出た意見について，各会派の意見を発表し，協議した。 
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協議した結果，選挙公報を発行している広島県福山市を視察し，掲載文の内容や発行方法，発行後の市民

への対応，ホームページ上での掲載期間などについて，勉強することとなった。 

 

平成２９年１月１８日 

県内視察 

【広島県福山市】 

選挙公報の発行に関する調査のため，掲載文の内容や発行方法，

発行後の市民への対応，ホームページ上での掲載方法などについて，

広島県福山市を視察した。 

 

 

平成２９年２月６日 

委員間討議（市内視察の感想，施策提案） 

1月に実施した県内視察について，各委員がそれぞれの思いや気づきなどを述べ，意見交換を行った。 

その結果，委員会として，選挙公報の発行に関する条例を提案することに決定した。 

また，これまで調査・研究した内容について，改めて施策提案という形で，それぞれの委員が提案した。 

【投票所のあり方の検討】 

市民からの意見の中には，近くの投票所がなくなったので投票に行かないということがあった。費用対効果の課題も

あるが，投票所をふやせば投票率は上がる。投票所は，今一度見直す時期に来ているのではないか。また，投票

は公正性と正確性が求められるが，投票しやすい環境づくりのため，移動投票所や共通投票所の設置を検討して

はどうかといった意見が出た。 

【期日前投票の利便性の向上】 

期日前投票所の開設時間延長については，期間を長くしたり，ほかの期日前投票所でも開設時間を延長したり

してはどうか。また，大学・高等専門学校への期日前投票所の設置についても，可能なところへは積極的に設置す

るほか，駅やスーパーなど，市民が投票しやすい場所に期日前投票所を設置するなどし，多様な投票環境を整備

すれば，投票率は向上するのではないかといった意見が出た。 

【主権者教育と選挙啓発の拡充】 

主権者教育は，呉市の子供に主権者であることを認識させ，政治や選挙への関心を持たせるためにも，高校等

だけでなく，小中学校でも積極的に行ってはどうか。また，主権者教育だけでなく，民間企業など新社会人への選

挙啓発も行うことで，若年層の投票率の向上につながるのではないかといった意見が出た。 

【その他の意見】 

若年層の低投票率については，大学生等が住民票を地元に置いたままにしていることなど全国的な問題があるの

で，インターネットを使って投票する仕組みができないだろうか。また，市民の選挙意識を向上させるためには，投票

環境を整備することや選挙啓発をすることだけでなく，立候補者自身が選挙活動や広報などで，有権者に１票を

投じたいと思われる候補者となることが重要であるといった意見が出た。 
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平成２９年２月１7日 

条例制定 

平成２９年３月定例会において，「呉市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例」

を本委員会が提案し，全会一致で可決された。 

この条例の制定により，今後執行される呉市長選挙，呉市議

会議員選挙では，国政選挙と同じように選挙公報が発行されるこ

とになった。 

このような議員提案による政策条例の制定は，平成２６年１

月に施行された「呉市空き家等の適正管理に関する条例」に続き，

呉市議会では２例目である。 

 

平成２９年２月２８日 

委員間討議（報告書の確認） 

各委員が出した意見を正副委員長が取りまとめた報告書案について，内容の確認を行った。 

 

平成２９年３月１６日 

委員長報告 

所管事務調査の経過について，本会議で委員長報告を行った。 

なお，報告のまとめとして次のとおり提案を行った。 

［まとめ］ 

調査・研究を行っていく中，議会報告会の意見交換における参加者からは，「立候補者の顔が見えない」な

どといった意見が出され，また県外視察では選挙公報を発行している都市を視察し，市民の選挙意識の向上

を図るため，一つの施策として，選挙公報の必要性を感じたところである。 

そのため，選挙公報の発行に関する条例の制定についての協議を開始し，先進地である広島県福山市を

改めて訪問するなどし，委員間討議を重ね，平成29年３月定例会において，委員会提出議案として，選

挙公報の発行に関する条例を制定した。 

しかし，投票率の向上については，選挙公報を発行するだけでなく，現在，呉市選挙管理委員会が取り

組んでいる事業に加え，本委員会で研究してきたことを実施することが必要である。 

そうすることにより，有権者と立候補者の選挙意識改善につながり，わずかでも投票率は向上していくのでは

ないか。 

投票率の向上は難しい問題だとは思うが，次期委員改選以降の総務委員会においても，引き続き調査研

究されることを期待するとともに，今後の当局の取り組みを注視していきたい。 
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 ふるさと納税とクラウドファンディング 

平成２８年６月１７日 

委員間討議（調査項目の選定） 

各委員から提案された調査項目案をもとに，調査項目を選定した。 

ふるさと納税は，豪華物品による自治体間の返礼合戦や高額所得者の節税対策になっているが，全国にはふる

さと納税で大きな成果を上げているところがある。 

また，クラウドファンディングは，ふるさと納税と違い，寄附金の使途を寄附者が選ぶことができ，寄附者には市の

事業に関心を持ってもらえる。 

そのようなことから，歳入の増や目的事業への集中投資のほか，呉市の特産品の拡大，産業の発展，全国的

な呉市の知名度向上などにつながるのではないかと考え，この項目を取り上げることとした。 

 

平成２８年８月２２日 

委員間討議（課題や問題点等の確認） 

調査項目について，本市が抱えている課題や問題点等を確認した。 

ふるさと納税の制度やしくみ，呉市の取り組み状況のほか，クラウドファンディングの概要，他都市の主な事例，

課題など，当局から説明を受けた。 

 

平成２８年９月９日 

委員間討議（県外視察に向けて，論点の決定） 

ふるさと納税とクラウドファンディングに関する取り組みの先進事例を研究するため，１０月に東京都墨田区，埼

玉県秩父市，埼玉県深谷市を視察することに決定し，視察先における取り組みの概要を委員長が説明した。 

その後，呉市が抱えている課題や問題点を把握した上で視察に臨むため，委員それぞれの思いなどについて意見

交換を行った。 

また，所管事務調査を行うに当たり，論点をどこに置いて調査を進めていくかについて協議した。 

協議の結果，特産品の拡大やサービスの追加，他市との連携などの「返礼品の充実」，呉市のふるさと納税をど

のように全国へ発信していくべきか，また，その手続をどうわかりやすく説明していくべきかの「広報のあり方」，クラウド

ファンディングのメリット・デメリットを検証するための「クラウドファンディングの可能性」の３点を論点に調査を進めることに

決定した。 
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平成２８年１０月３日～１０月５日 

県外視察 

【東京都墨田区】 

東京都墨田区は，葛飾北斎の作品を収蔵する「すみだ北斎美術館」の整備に，クラウドファンディングを導入

し，約５億円もの寄附金を集めていた。また，寄附金の返礼品には高品質な伝統工芸品などの地元産品を取

りそろえ，新たなブランド品の創出や販路拡大など，産業振興の狙いも込めていた。 

 

【埼玉県秩父市】 

埼玉県秩父市は，平成27年度，アクセス数が多いインターネット

サイトの掲載，高額な返礼品の充実，ＰＲの強化などに取り組み，

前年度の約 100倍の寄附金を集めた。 

また，返礼品に「空き家の見回りサービス」と「墓地の除草サービス」

を追加しており，これらは，社会的な課題解決につながる特典とした

狙いもある。 

 

【埼玉県深谷市】 

埼玉県深谷市では，返礼品を選定にインターネットによる国民人

気投票を行っていた。これは，投票を通じて，事業者間の競争環

境を確保し，地域における商品開発力の向上と，地域資源の付

加価値向上を目指したものだが，全国初の取り組みとして，深谷

市を全国にＰＲすることができたとのことである。 

また，申し込みサイトを案内する自動販売機を観光地に設置す

ることも行っていた。 

 

平成２８年１０月２５日 

委員間討議（県外視察の感想） 

実施した県内視察について，各委員がそれぞれの思いや気づきなどを述べ，意見交換を行った。 

 

平成２８年１１月２１日 

委員間討議（論点の協議） 

「返礼品の充実」，「広報のあり方」，「クラウドファンディングの可能性」の論点をもとに，委員間討議を行った。 
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平成２９年２月６日 

委員間討議（施策提案） 

これまで調査・研究した内容について，改めて施策提案という形で，それぞれの委員が提案した。 

【返礼品の充実と返礼率の向上】 

呉市のふるさと納税の返礼品は，他の自治体の返礼品と同様に農水産物や加工品ばかりで目新しいものがなく，

多額の寄附を集めている自治体と比べても返礼率が低い。そこで，呉にしかないものを活用した返礼品や呉に来ても

らい行う体験型の返礼品など，呉らしさを前面に出した返礼品を追加してはどうか。また，返礼率を上げて寄附件

数をふやすことにより，産業の活性化と呉市のＰＲ，呉市を訪れてもらえるような観光の振興が見込まれるのではな

いかといった意見が出た。 

【戦艦大和や日本遺産などの活用】 

呉市は，全国的に知名度が高い戦艦大和をつくったまちであり，平成28年４月には日本遺産にも認定された。

それらを活用することにより，観光振興と呉市のイメージアップの相乗効果が見込まれるのではないか。また，企業版

ふるさと納税においても，制度を通じて，企業と自治体の結びつきを強化することにより地域経済の活力も生まれてく

るので，導入を検討すべきであるといった意見が出た。 

【使途を明確にしたクラウドファンディングの導入検討】 

自立したまちをつくるために，使途を明確にしたクラウドファンディングの導入を検討してはどうか。地域のために使え

る制度とすることで，市民の意識の変化にもつながるのではないかといった意見が出た。 

 

平成２９年２月２８日 

委員間討議（報告書の確認） 

各委員が出した意見を正副委員長が取りまとめた報告書案について，内容の確認を行った。 

 

平成２９年３月１６日 

委員長報告 

所管事務調査の経過について，本会議で委員長報告を行った。 

なお，報告のまとめとして次のとおり提案を行った。 

［まとめ］ 

現在，国では，ふるさと納税の過度な返礼品競争の対応

策を検討しているが，呉市においては，ふるさと納税の本来

の趣旨に沿って，本当に呉市を応援してくれる人を全国に呼

びかけることにより，呉市の知名度向上や観光客の増加，

産業の活性化などに取り組むべきである。 

ふるさと納税とクラウドファンディングについては，地方創生における自治体間競争，産業振興や観光振興な

ど呉市が取り組むべき課題を解決していくため，今後も国の動向を注視し，次期委員改選以降の総務委員

会においても，引き続き調査研究されることを期待するとともに，今後の当局の取り組みを注視していきたい。 


