
は し が き

この記録は，令和２年７月12日に執行された鹿児島県知事選挙及び鹿児島県議会

議員補欠選挙（ 摩川内市区）の結果を収録し，今後の選挙執行の資料としてまと

めたものです。

今回の選挙は，知事の任期満了を事由とした戦後20回目の知事選挙に併せて，県

議会議員の欠員に伴う，県議会議員補欠選挙（ 摩川内市区）も便乗して執行しま

した。

令和元年（平成31年）の鹿児島県議会議員選挙及び参議院議員通常選挙では，両

選挙とも過去最低の投票率となったことから，今回の選挙においては，特に若年層

の投票率向上を図るため，インターネットやSNS,テレビといった，若年層への訴求

力が高い媒体を利用した啓発に力を入れました。

結果として，県知事選挙の投票率は，49.84％となり，参議院議員通常選挙と同日

選挙であった平成28年７月10日執行時の56.77％と比較すると6.93ポイントの減とな

りました。

今回の投票率は，新型コロナウイルス感染症の感染拡大や令和２年７月豪雨が影

響したものではないかとも考えられますが，選挙は，私たちが政治に参加し，私た

ちの意見を政治に反映させることのできる大切な機会ですので，一人でも多くの有

権者に投票していただけるよう，今後も根気強く，選挙啓発に取り組むとともに，

皆様が安心して投票できる環境づくりに努めて参りたいと考えております。

最後に，選挙の管理執行事務及び啓発に尽力された市町村選挙管理委員会をはじ

め，棄権防止と明るい選挙の推進に御尽力をいただいた関係諸団体の皆様に対し，

心から感謝を申し上げます。

令和３年１月

鹿児島県選挙管理委員会

委員長 松下 良成
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