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はじめに 

 

湖西市議会では、“市民が主役で、活発な議論をする、見える議会”の実現の

ため、令和元年６月に議会活性化推進特別委員会を設置し、活動を展開していま

す。 

選挙権年齢の18歳への引き下げを踏まえ、「若者の議会活動に対する認知度の

向上」を図るとともに、「若者の考えを政策・提言に反映させる」「若者がまちづ

くりを考える」きっかけづくりとするため、平成29年から毎年、湖西高校生徒と

の意見交換会を開催しております。 

なお、今年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、生徒と議員と

が直接対面で接する機会を避け、意見交換は書面により開催することといたしま

した。 
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１．意見交換会の概要 

開催日 令和３年１月22日（金） 

開催時間 13時30分から15時05分まで 

会 場 湖西市役所３階 議場・議長室・委員会室 

参加者数 湖西高校生 39人（２年生） 

出席議員 
中村博行（議会活性化推進特別委員会委員長）、 

菅沼 淳（ 〃 副委員長）、加藤弘己（議長）、竹内祐子（副議長） 

次 第 

１．開  会（委員長 中村 博行） 

２．あいさつ（議長 加藤弘己） 

３．日程説明 

４．議場・議長室・委員会室見学 

５．意見交換（新型コロナ感染症の影響により、書面にて開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲議場見学の様子 
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２．意見交換（書面開催） 

【コロナ感染症における影響について】 

 質問事項 回答 

１ 入院拒絶の場合も懲役刑と罰金は

必要なのでしょうか。 

2/3新型コロナ関連の法律が国会で改正され、入院拒否者に50万円以下の過料を科すこととなりました。懲役刑はなくなりま

した。 

法が改正された理由は、入院に応じない感染者や入院先から逃げたりしたことがきっかけと考えます。 

感染拡大を防止するための苦肉の策ではないでしょうか。 

 

２ 店名公表を誹謗中傷の多い中、必

要でしょうか。 

（営業時間短縮の拒否について） 

・過去には店名を公表することでかえって集客に繋がるという例もあったことから、どこまで効果があるのか難しいと思いま

す。店名公表の目的には、１回目の緊急事態宣言の時は、コロナへの恐怖心で行動が抑制されましたが、今はコロナに対す

る慣れがでてきてしまい、単なるお願いでは聞いてくれなくなってしまったということもあり、罰則により引き締めたいという意

味合いもあるものだと考えます。ただ、営業を続ける店側も営業をしないと生活ができないという苦しい状況であるということ

も理解ができますので、罰則を出すにあたっては保障もセットで打ち出す必要があると思います。いずれにしても、感染拡大

を防止するための苦肉の策ではないでしょうか。 

 

（クラスター発生の店名公表について） 

静岡県における店舗名等の公表の目安は、下記のとおりです。 

・当該店舗等で感染者集団クラスターが発生している場合またはその恐れが高い場合。 

・多数の利用者が存在すると考えられ、速やかに濃厚接触者の特定ができなければ、感染拡大の可能性が高い場合。 

・店舗等の利用者の名簿等がなく、濃厚接触者の特定のためには、利用者等から保健所に申し出ていただく必要がある場

合。 

・同業・類似する店舗等が当該地域に複数存在し、具体的な名称等を誤認する恐れがある場合。 

など、適用にあたっては個別具体に検討し、判断します。 

※7/22 県コロナ感染対策本部第 12 回本部員会議議事録より 

感染者を早急に特定し、拡大させないための公表と判断します。 
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３ 店名公表の罰則は賛成か反対か。 店名公表のみは罰則ではないです。営業時間短縮、知事の命令を拒んだ事業者に対し、緊急事態宣言下で 30 万円以下、

蔓延防止措置下で 20 万円以下の過料を科すとありますが、事業者の権利に配慮し補償措置とセットで検討して欲しいです。

罰則導入は抑止力になるが慎重に適用して欲しいです。 

 

４ 湖西市のコロナ感染者の公表はし

ているのですか。 

 

・新型コロナウイルス感染症患者に関する調査や情報の公表は、保健所を設置している静岡県が行います。保健所を設置す

る権限を持たない湖西市では、県が公表した範囲で、迅速な情報発信に努めています。 

市のホームページに掲載していますので、調べてみてください。 

また、クラスターが市内で発生した

場合、店名などは公表しますか。 

クラスターが湖西市で発生した場合の店名公表も県が行います。 

※公表の基準は、２のとおりです。 

湖西市は、１日に PCR 検査は何人

行っていますか。 

１日の感染者数が、いつも１人や 2

人なので検査数がそもそも少ないの

ではないかと思ってしまいます。 

湖西市が設置した地域外来・検査センターでは、週４日（月・火・水・金）実施しています。PCR 検査は市内の医療機関が必要

と判断した患者が受けれるため、１日の検査件数は、まちまちです。 

今までの検査数は、市のホームページで公表していますので、ぜひ確認してください。 

ちなみに、市のほかに県でも PCR 検査を実施していますので、湖西市民の検査総数はわかりません。 

１日の感染者数が少ないのは、湖西市民のみなさんが感染予防対策を行っているからだと思います。 

５ コロナが出た場所がわからないから

不安です。公開してほしい。 

※４の回答と同じ 

 

新型コロナウイルス感染症患者に関する調査や情報の公表は、保健所を設置している静岡県が行います。保健所を設置す

る権限を持たない湖西市では、県が公表した範囲で、迅速な情報発信に努めています。 

６ 湖西市は独自の緊急事態宣言を出

すのか。 

国の緊急事態宣言は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき、発出されています。 

静岡県では、1/18 に県内で変異株の感染者が確認されたことから、1/19 に「感染拡大緊急警報」が発出されました。 

必要時に応じ、国や県が発出していることから、湖西市独自の緊急事態宣言は発令されないと考えます。 
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７ 湖西市の出入りを禁止することはし

ないんですか。 

湖西市内には、多くの企業や２つの県立高校があり、日常的に市外の方が通われています。逆に湖西市から他市への通勤

や特に高校生は浜松市へ通学する方も多くいらっしゃいます。 

また、湖西市は中核市である浜松市と豊橋市に隣接しているため、日常的に市外への行き来が盛んです。 

このようなことを踏まえると、湖西市の出入りを禁止することは市民の生活を止めてしまうことになり、実施する場合は慎重に

行わなければなりません。 

県外への往来については、引き続き「県の対応方針」をもとに不要不急の移動を避け、外出せざるを得ない時は、感染防止

対策の徹底をしてください。 

８ 湖西市内のコロナ感染者をあまり聞

かないのですごいと思いました。具

体的に行っている対策を知りたいで

す。 

湖西市で感染者数を抑えられているのは、市民のみなさんが他人事とはせず、感染対策を一人ひとりが行っているからだと

思います。 

現在、湖西市では、 

・かかりつけ医がない方への発熱相談窓口 

・PCR 検査の実施 

・感染拡大防止対策を実施した中小企業者等への補助金 

などの事業を実施し、感染拡大の防止に努めています。 

９ 湖西市の企業や店舗に対して、ど

のような支援をしていますか。 

感染拡大防止のため、マスクや消毒液、３密を避ける設備設置にかかる費用などを支援するサポート補助金や、売上が減少

した事業者に対する給付金の交付などの様々な対応をしています。支援の詳しい内容は湖西市のホームページや新聞折り

込みで配布されたチラシでぜひ確認してみてください。 

※チラシを添付します。 

10 コロナに対して、市としてどのような

対応をしているんですか。 

上記の事業者向け以外に、個人・世帯向けに消費を喚起するためにプレミアム商品券の発行や、水道基本料金の免除な

ど、様々な対応をしています。こちらも、市ホームページや新聞折込チラシなどでぜひ確認してみてください。 

※チラシを添付します。 

11 コロナ感染者が今後増え続けた時

に、湖西市はどのようなことをしてい

くのかが気になりました。 

２月１日に湖西市でもワクチン接種に向け対策チームが設置され、準備がすすめられています。接種時期や方法などについ

ては、国からの配布スケジュールなどが示され次第、皆さんにお知らせが行くこととなります。 



5 

 

12 10 万円などの救済措置は今後、湖

西市独自で出すつもりですか。 

今のところ市からそのようなお話は出ていません。市では、救済措置などの感染症への対応を含めて、限りある財産の中で

将来のことも見据えて、どのように市民の皆さんのためにお金を使っていくのかを決めています。 

私たち議員は、市が示すお金の使い道が、公平な目で見て、本当に必要であるかどうかをチェックしています。 

 

13 コロナの影響で、倒産（閉店）してし

まった企業はどのくらいありますか。

（湖西市内） 

＜現在の被害状況＞ 

コロナを原因とした倒産はハッキリと把握できませんが、持続化給付金により、どうにか事業を継続している企業や、社員に

休んでもらう休業を行っている企業もあります。 

14 コロナで出た負担、病院への被害や

企業の倒産はどのくらいのものでし

ょうか。また、それに対する処置とし

てどのようなものをしたのですか。 

15 飲食店の休業、営業時間の短縮は

どうするのか。 

＜湖西市単独で休業要請を行う可能性について＞ 

 

愛知県と隣接しているので、近隣の市町の状況も見ながら、国、静岡県と連携を取りながら総合的な判断を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 休業要請を湖西市はしていますか。 

17 休業要請を行っているのであれば、

休業補償をはしているのか。 

18 これ以上拡大した時、湖西も東京の

都市とか同じように、同じように、飲

食店等の営業短縮をするんです

か。 

19 コロナ禍の中で湖西市でもコロナ感

染者が増えている。クラスターが起

きやすい小・中・高の学校を休校す

る、もしくはカラオケ店などの経営を

ストップするなどの対策は行わない

のですか。 
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20 現在また流行しているので休校した

りはしますか？ 

企業の在り方、働き方も変わりつつあります。アフターコロナの時代を見据え、自分に合った職業に就けると良いですね。 

感染拡大状況に応じて、休校については小学校、中学校は市の教育委員会、県立高校は県の教育委員会が検討します。 

21 新型コロナウイルスが広まっている

中、また、4 月の時みたいに休校に

なったりしますか。 

22 来年、進学を考えているのですが、

高校の休校はありますか（国なり市

の考えはどうなるのか）。 

23 もしこれから、コロナの被害がひどく

なって休業や休校をやむを得ず行う

場合、どの仕事にどれだけ補償金を

与えるのかの段階分けを詳しく教え

てください。 

企業の休業補償等については、国や県の補正予算や助成金等、そして市の予算等から行政側から提案され、市議会議で審

議し決定されます。 

24 高校をオンライン授業にしてくださ

い。 

各家庭のインターネット環境や学校側の体制整備が必要だと思いますが、文部科学省の考えの下、県立高校の場合は県の

教育委員会が方向性を示して行くことになります。 
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【18 歳から選挙権について】 

 質問事項 回答 

１ なぜ選挙権は 18 歳からなのです

か？なぜ選挙権に上限はないので

すか。 

公職選挙法が改正され H28 年 7 月の参議院選挙から投票できる年齢が 18 歳に引き下げられました。 

選挙は、税金の使い道や法律などを作って社会のルールを決めますが、その決定を誰がするか？ということです。 

理由は、諸外国に歩調を合わせると共に、若者の政治離れに歯止めをかける事です。 

世界的にも高齢者の投票率が高いですが、日本は飛び抜けて若者の政治に対する関心が低いそうです。結果的に教育、子

育て、労働環境といった若い世代向けの政策が不十分となってしまう為、社会や政治が若者の力を必要としています。 

18 歳に選挙権が引き下げられた事を機に、湖西市選挙管理委員会の出前講座や市議会と高校生の皆さんとの意見交換会

を開催し、少しでも政治や議会に関心を持って頂ける様に取組んでまいりました。ちなみに前回の県議会議員選挙において

18 歳の方の投票率が湖西市は県下 1 位でした。 

年齢など選挙に関する事は公職選挙法で定められている為、湖西市もこの法に準じています。 

２ 選挙権を持てる年齢が１８歳以下に

なる可能性はありますか。 

３ 選挙権を 18 歳に下げた事で、立候

補者の呼び込みによる不正や責任

感のうすさなど、デメリットに含む部

分はどう対処するのか。18 歳にする

ことで、どのようなメリットがあるの

か。 

４ 選挙権を持てる年齢を下げて本当

に大丈夫なんですか？下げて困る

ことはありますか。 

５ 18 歳以下にも選挙権を与えることを

考えていますか。 

６ 選挙活動の演説を聞いたことがある

のですが、どの人も似たりよったり

のことを言っていることが多く、選ぶ

ことが難しい印象があったのでどの

ように選べばいいでしょうか。 

街頭演説では、簡単過ぎて本人の特色が伝わらないのかと思います。 

しかしそれぞれの人のチラシを見れば違いが分かると思います。 

選挙日の数日前に全戸配布される選挙公報を見れば違いが鮮明になります。 

＊参考に、2 年前の湖西市議会選の選挙公報を添えます。 
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７ 若い意見を取りいれるため、映像で

は年齢の高い議員が多くみられる

ので若い年齢の議員は取りいれな

いのでしょうか。 

映像や新聞に出る議員は議長とか委員長とか議員の中のリーダー格の人が多くなります。そのような役職には経験豊かな

人が選ばれるので、年配者が多くなってしまいます。 

しかし、年 4 回の議員からの 一般質問 の機会は 1 期目の議員も 8 期目の議員も 1 人 30 分の時間が公平に与えられてい

ます。 

それを新聞社は紙面の割り当て上、数人しか載せないので新聞に掲載される人は幸運な人と言えます。新聞社は年配者を

優先的に扱うことはありません。多くの人に関心がありそうな質問テーマの質問と回答を載せます。新聞社の権限です。 

８ 18 歳からの選挙になってどれくらい

投票数が増えたのか。 

2017 年 10 月の衆議院議員選挙から 18 歳と 19 歳の人にも選挙権が与えられました。 

18 歳と 19 歳の有権者は約 230 万人で、40％の人が投票したので約 90 万票が増えました。 

この選挙の投票率は 53.68％でしたので、18 歳と 19 歳の有権者が投票率を上げる事はできませんでした。でも 20 歳代の人

の投票率は 33.85％だったので、それよりは高い投票率でした。9 への回答 

投票率を上げるために次の事を行っています。 

・議員と高校生との意見交換会を数年前から始めました。 

・学校の授業で、選挙権の大切さを教えています。 

・選挙公報を全戸配布しています。 

・選挙活動の宣伝カーの借り賃、ガソリン代の補助をしています。 

・立候補者にポスター作成費の補助をしています。 

・立候補者を知らせる看板を数十ヶ所、選挙の度に設置しています。 

・投票を呼びかける宣伝カーを市が走らせています。 

・期日前投票所は市役所だけでしたが、新居にも設置しました。 

・議員はボランティア活動と言われますが 

また、議員報酬は年 500 万円を超える金額を支給しています。 

 

９ 投票率をあげるために湖西市とし

て、どのような取り組みをされていま

すか。 

10 デジタル化が進んでいるので「コロ

ナで会場に行くのが怖い」と思う人

はデジタル選挙などはできないんで

しょうか。 

デジタル投票は、日本では検討していますが、実施していません。 

世界的にも実施している国は稀にしかありません。ほとんどの国は検討中、と言えます。 

世界で初めて実施した国はエストニアです。ロシアの西隣りです。 

2005 年から地方選挙で実施し、2007 年から国の選挙でも実施しています。 
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今では 3 割の人がデジタル投票・電子投票をしています。 

海外からの投票も可能な仕組みになっています。 

しかし、2018年にハッカーによる改竄テストをしたところ、簡単に改竄されることがわかり、エストニア政府はその防御策を講じ

ています。 

日本ではデジタル担当大臣が就任しましたので、検討は加速してゆくでしょう。 

11 どうして議員になろうと思ったんです

か。 

候補者が概ね胸に熱く抱いていることは、以下の３点に絞られると思います。 

・人の役に立ちたい 

・地元の方々に恩返しがしたい 

・もっと暮らしやすい世の中にかえたい 

12 選挙の時大変だなって思うことは何

ですか。 

・選挙に必要な事務手続きの準備です。 

・高校生は何から選挙の情報を得て、どのように候補者を決めるのか分かりづらいことなどです。 

13 議会を開いているとき、議員の方々

の雰囲気は殺伐としていますか。 

返答に戸惑いますが、殺伐とはしていません。 

議会は、議員全員で協力して行う議会活動と、個々の議員が行う議員活動があります。 

「市民に開かれた議会」を目指して日々活動しています。 

14 議員さんになって一番大変なことは

何ですか。 

自分が議員であることで、家族に迷惑をかけたくないですね。 

15 議員になるためには学歴を重視す

るのか。最終学歴はどのくらいか。 

学歴を判断するのは有権者だと思います。事実東大出身の方もいれば高校卒の方もいます。 

概ね人生経験を積み重ねてきた方が多いように思います。 

16 リモート会議で困ったことは何です

か。 

臨場感がなく、印象に残りにくいです。自分の話が相手に伝わっているのか不安になることもあり、 

表情や身振り手振りを大袈裟にするなど、オンライン上でのコミュニケーションの工夫が必要と思います。 
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▲議場での集合写真 

 


