
   平成28年度明るい選挙推進協議会の定例会が６月９日に金沢区役所におい

て開催され、今年度から新たに推進委員になられた方々の紹介が行われまし

た。また、定例会の中で、平成27年度の事業・決算報告及び平成28年度の事

業計画・予算案の承認をして頂きました。 

 今年度から木内委員と許斐
委員が新しく就任されました。
よろしくお願いいたします。 
 また、今までご尽力いただ
きました堀尾委員と富岡委員
ありがとうございました。 

金沢区明るい選挙推進協議会推進委員※敬称略 

街頭啓発「ザ・イコット」参加者大募集！！ 

  

【街頭啓発参加者】 

  平成28年７月10日に参議院議員通常選挙が執行されます。 

 その際、一人でも多くの有権者の方に「投票参加」と「きれいな選挙」を 

 呼びかけるため、街頭啓発「ザ･イコット」を実施いたします。 

  推進委員・推進員の皆様の積極的なご参加をよろしくお願いします。 

 

【詳しくは、右のページをご覧ください！】 

 

役職 氏名  選出団体 

会長 鈴木 正徳  区町内会連合会 

副会長 福井 宏  区保護司会 

副会長 永山 泰士  区公立中学校長会代表（大道中校長） 

監事 岩田 幸子  区民生委員児童委員協議会 

監事 石川 武  区シニアクラブ連合会 

  大石 輝子  区婦人団体連絡会 

  増田 一行  区社会福祉協議会 

  木内 明子  区公立小中学校ＰＴＡ連絡協議会 

  鈴木 ふじ子  区更生保護女性会 

  坂口 三郎  区子供会連絡協議会 

  平野 洋  区スポーツ推進委員連絡協議会 

  小林 利彦  区青少年指導員協議会 

  許斐 真也  区公立小学校長会代表（釜利谷東小校長） 



平成28年度金沢区明るい選挙推進協議会事業予定 

明推協にゅうすの発行 

 推進員の方に選挙や啓発活動に関す 

る情報を提供するコミュニケーション 

手段として、金沢区明推協にゅうすを 

発行します。 

 今年度も年４回発行する予定です。 

より充実した紙面づくりに取り組んで 

いきます！ 

出前授業の開催 
 公職選挙法が改正され選挙権年齢が 

18歳以上に引き下げられました。高校 

３年生も全員ではありませんが来月の 

参院選から選挙に参加することに 

なります。 

 そこで高校生の政治・選挙への参加 

意識向上を図るため、関東学院六浦高校、 

県立釜利谷高校で出前授業を行いました！ 

 

 

 

 

月 事業名 

４ 選挙器材貸し出し(通年) 

５ 関東学院六浦高校出前授業（11日） 

６ 

企画検討会（６日)  
区明推協定例会（９日） 
県立釜利谷高校出前授業（16日） 
明推協にゅうす発行① 

７ 参議院議員通常選挙時街頭啓発（５日） 

８ 明推協にゅうす発行② 

９ 市立金沢高校文化祭出展 
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区民まつりへの出展(15日) 
横浜市立大学「浜大祭」への出展 
関東学院大学「平潟祭」への出展 

11 

12 明推協にゅうす③ 

１ 

２ 

選挙クイズ実施（広報よこはま金沢区
版） 
区明るい選挙推進研修会 
市・区明るい選挙推進大会 

３ 
選挙クイズ解答・解説 
明推協にゅうす発行④ 

イコットJrって 
呼んでね！ 

明推協マスコットの 
めいすい君です！ 

横浜市選挙 
マスコットの 

イコットだよ～！ 

金沢区選挙 

マスコット 

いこあら 



  

 金沢区民まつり（いきいきフェスタ）
会場や大学の文化祭等に明推協
ブースを設置し、パネル掲示及び啓
発物品配布等を行う予定です。 

 推進員を対象とした政治や選挙の知識
を深め、啓発活動の意識向上を図るため、
推進員研修会を実施しています。 

 昨年度は横浜地方裁判所にて刑事裁
判を傍聴してきました。 

 今年度は、区推進大会と同日に開催し、
より多くの推進員の方に交流を深めても
らおうと思っています。ふるってご参加く
ださい。 

  

 区内の小・中・高校及び大学
に、実際に選挙で使用している
投票箱等の器材を年間を通して
随時、貸し出します。 

 昨年度は計13校の利用があ
り、今年度も既に利用が始まっ
ています。今後ますます利用が
増えるよう努力してまいります。 

 平成21年度は横浜市立富岡中学校及
び横浜市立金沢中学校の２校において、
落語家の林家うん平さんを講師に迎え、
「明るい一票 うれしい未来」というテーマ
で、笑いを交えた楽しい講演をしていただ
きました。 

 今年度も、中学生のみなさんが興味を
もてる内容を考えています。より楽しく、
わかりやすいフォーラムの実施を目指し
ます。 

 広報よこはま金沢区版に選挙に関する
クイズを掲載し、正解者の中から抽選で
賞品を進呈しています。 

 昨年度は１回実施し、計104通の応募
がありました。  

 今年度も、みなさんが楽し
んで取り組めるような問題に
したいと思います。是非ご応
募ください。お待ちしておりま
す。 

 

林家うん平さ
んのユーモア
たっぷりの話
に、会場は笑
いにつつまれ
ました。 

区民まつりへの出展 

 金沢区民まつり（いきいきフェスタ）会 

場に明推協ブースを出展し、パネル掲示や 

啓発物品の配布等を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学祭への出展 

 大学の学園祭に明推協ブースを出展し、 

大学生に選挙の重要性を訴えパネル展示 

や啓発物品の配布等を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

選挙クイズ 

  広報よこはま金沢区版に選挙に関するク 

イズを掲載し、正解者の中から抽選で賞品 

を進呈しています。 

  今年度も、皆さんが楽しんで取り組める 

ようなクイズを作成したいと思います。 

 是非ご応募ください。お待ちしています。 

推進員研修会 

 推進員を対象とした政治や選挙の知識を 

深め、啓発活動の意識向上を図るため、推 

進員研修会を実施しています。 

 昨年度は、衆議院および最高裁判所が 

企画する見学会に参加しました。 

 今年度は、２月を予定しております。ふ 

るってご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年７月10日に参議院議員通常選挙が執行されます。 
投票率の向上のため、ぜひ皆様に街頭啓発にご協力いただきたく
下記の通り募集を行います！ 

 
 
１ 日時及び場所 
  (1) 日時 

７月５日（火） 午後６時から約１時間（雨天決行） 
  (2) 場所 

京浜急行線「金沢文庫」駅周辺 
※午後５時50分までに金沢文庫駅東口集合 

 
２ 参加者募集人数                              
   先着１０名 
 
３ 啓発活動内容  
    「金沢区明るい選挙推進協議会」のたすきを着用し、 

以下の街頭啓発を行います。 
 (1) 投票日の周知・投票参加の呼びかけ 
 (2) 啓発物品（ポケットティッシュ）の配布 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～問い合わせ先～  
ご参加いただける方は、７月１日（金）までに下記へご連絡ください。 

 
金沢区役所統計選挙係 （担当：本保・田口） 

ＴＥＬ：７８８－７７１２  ＦＡＸ：７８６－０９３４ 



【編集・発行】
横浜市金沢区明るい選挙推進協議会

【事務局】
横浜市金沢区役所総務課統計選挙係
TEL(788)7712～3 FAX(786)0934

明推協にゅうすかなざわ
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投票率第二位を獲得！

金沢区市内

平成28年７月10日執行参議院議員通常選挙の結果報告！

金沢区の投票率は参議院議員通常選挙（選挙区）で

60.25％を取り市内18区中第２位と高い投票率となりました！

これもひとえにみなさ
まのおかげです。ご協
力ありがとうございま
した！また、街頭啓発
「ザ・イコット」に参
加してくださったみな
さんありがとうござい
ました。

投票率（参院選選挙区ベスト３）

栄区１位

２位

３位

金沢区

60.27%
60.25%

青葉区 58.99%
（横浜市平均56.53%）

（全国平均54.70％）



～秋は行事が盛りだくさん♪～

啓発事業サポートスタッフ大募集!!
明推協にゅうすをご覧の皆様、毎日暑い日が続きますが、体調などくずされ

ていませんでしょうか？このたび事務局では９～10月に実施する啓発事業の
運営に、推進委員・推進員の皆様のお力をお借りしたいと考えております。
つきましては下記案内をご確認いただき、多くの方にご参加いただければ
幸いです。

市立金沢高校文化祭

○日程 ９月17日（土）、18日（日）
○時間 10時～15時（予定）
○場所 横浜市立金沢高校
○募集人数 １日５名（２日間10名）
○内容 啓発物品の配布など

横浜市立金沢高校文化祭「金高祭」に
参加し、啓発物品の配布を行います！

区民まつり出展事業

○日程 10月15日（土）
○時間 10時～15時30分（予定）
○場所 海の公園内
○募集人数 ５名
○内容 啓発物品の配布など

金沢まつりいきいきフェスタに参加し、
選挙に関するミニゲームやクイズな
どを通してきれいな選挙をPR!!



「浜大祭」出展事業

○日程 10月28日（金）、29日（土）
○時間 10時～16時30分（予定）
○場所 横浜市立大学

金沢八景キャンパス
○募集人数 １日５名（２日間10名）
○内容 選挙に関するミニゲーム補助

啓発物品の配布など

横浜市立大学学園祭「浜大祭」に参加し、
選挙に関するミニゲームやクイズなどを
通してきれいな選挙をPRします！

「平潟祭」出展予定

○日程 10月29日（土）、30日（日）
前後一週間程度

○場所 関東学院大学
横浜・金沢八景キャンパス

関東学院大学学園祭「平潟祭」に
選挙に関するブース出展をいたします。

市立金沢高校文化祭は９月９日(金)
区民まつりは９月30日(金)
浜大祭は10月14日(金)までに電話でお申し込み下さい。
※平潟祭の募集は行っておりません。
問合せ：啓発事業担当 田口・本保 TEL ７８８－７７１２

皆様の積極的な参加を
お待ちしております！！



参議院議員通常選挙
選挙時啓発実施報告！

７月５日（火）の午後６時から
推進委員・推進員15名の方と
金沢文庫駅東口・西口にて
選挙時啓発を行いました！ 参加してくれて

ありがとう！参加して下ったみなさま
ありがとうございます！！！！

みんなで
ティッシュを
配ったよ！！



Ｎｏ．94（2016.12） 

            【編集・発行】 
 金沢区明るい選挙推進協議会 
            【事務局】 
 金沢区役所総務課統計選挙係                                                                                                                 
      TEL(788)7712～3                 
      FAX(786)0934 

 今年は他の自治体の明るい選挙推進協議会員と交流を図り、金沢区での今後
の啓発活動に生かしていくために、茅ヶ崎市と合同で研修会を開催します。 
 活動状況の情報共有や啓発物品を持ち合っての意見交換をする交流会に加え、
横浜市立大学国際総合科学部の和田教授に選挙に関する講演もしていただきま
す！みなさまの参加をお待ちしております！ 
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 高校生以下の学生をターゲットとした啓発活動を行うため、９月
17日（土）、18日（日）に横浜市立金沢高校の文化祭に出展しまし
た。教室内では実際の選挙機材を使い、キャラクターに投票をし
てもらう模擬選挙や、選挙クロスワードなどを行いました。推進員
の方には、高校生と一緒にクロスワードを解いてもらったり、積極
的に来場者を呼び込んでもらい、ブースには約600名の方が訪れ
大盛況でした！ 

 金沢区明るい選挙推進協議会の活動を区民に広く周知するた
め、10月15日（土）に金沢区民まつり「いきいきフェスタ」に出展し
ました。ブースでは子どもが楽しめるようなボールを投げるゲーム
や選挙アンケートを行いました。予想を上回る参加者が押し寄せ
ブースには長蛇の列ができるほどにぎわいました！400枚以上の
アンケートも回収でき、今後の活動に生かせる大変有意義なイベ
ントでした。 

めいすいくん 

いこあら ぼたんちゃん 

キャラクター模擬選挙投票結果！ 
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順位 候補者名 投票数
1 いこあら 229
2 ぼたんちゃん 180
3 めいすいくん 114
4 イコットちゃん 93

無投票 6

総票数 622票！ 



 若年層有権者の政治意識の向上を目的に、 10月28日（金）、29日
（土）に横浜市立大学の学園祭に出展しました。ブースでは選挙クイ
ズやパネル展示、缶バッチの製作体験、イコットＪｒ.との写真撮影を
行いました。特に、缶バッチ製作体験は好評で、作った缶バッチを
さっそく身に付けてくれる参加者もいらっしゃいました！２日間のうち、
28日はあいにくの空模様でしたが、あわせて800名あまりの方に足を
運んでいただくことができました！ 

 将来の有権者である中学生の社会参加意識を育てるため、11月
21日（月）に西柴中学校の全校生徒を対象とした、せんきょフォー
ラムを開催しました。落語家の林家うん平師匠を講師に迎え、自身
の体験を交えた講演と落語をしていただきました。終了後のアン
ケートには「自分の一票が大事なことが分かった」「私も18歳になっ
たら選挙に行きたい」といった意見をいただき、選挙に関心を持っ
てもらう良い機会となりました！ 

◆お手伝いいただいた推進員のみなさんありがとうございました！！ 

横浜市立大学 



事前申請が必要な場合は選挙期日より余裕を持っての申請をおすすめいたします。 

選挙についてのワンポイントレッスン 
~ 投票日当日に投票所へ行けない人編 ~  

う～ん。 
投票したいのに投票日に投票所に行けない人は、 

どうしたらいいんだろう？ 

大丈夫！！ 
投票日にいろんな理由で行けない人でも 

投票ができる方法があるよ！！ 
でもそれぞれ手続き方法や条件が異なるから 
注意してね★以下に簡単に説明するよ！ 

投票日に仕事やレジャーなどの 
用事があり、行けない人は・・・ 

期日前投票 
 
*金沢区では区役所と 
金沢スポーツセンターで実施 
 
*請求書兼宣誓書の記入が必要。 
「投票のご案内」 裏面に記入 
していただくこともできます。 

出張先、旅行先などにいて投票所に 
行くことができない人は・・・ 

不在者投票 
 
 
＊事前に選挙権のある市区町村へ請求書兼宣誓書の 
 提出が必要 
＊不在者投票用紙が希望の送付先に送られ、滞在先 
 の選挙管理委員会で投票できます。 
  

 
 

病院に入院している 
船で渡航している 

外国に居住している・・・etc 
上記の方でも投票する方法があります！ 

 
詳しくは下記ホームページにて 

ご確認ください。 
↓ 

横浜市選挙管理委員会 
http://www.city.yokohama.lg.jp/senkyo/huzai/ 

 

 
 

 
身体に重度の障害等があり、 
投票所へ行くことができない人は・・・ 

郵便等による不在者投票 
 
*認定には一定の条件があり、 
  事前に申請が必要 
 
*自署ができない人は 
  代理記載の申請が別途必要 
 
*申請受付は選挙期日（投票日） 
 の４日前まで必着 
 

箱ウサ 

めいすいくん 



 平成29年２月１日（水）に金沢区役所６階２号会議室にて「金沢区・茅ヶ崎
市合同研修会」を開催しました。 
 研修会には、茅ヶ崎市明るい選挙推進協議会員のみなさまにも参加していた
だき総勢21名での開催となりました。参加してくださった皆さま本当にありが
とうございました。  
 茅ヶ崎市明推協の豊田会長、金沢区明推協の鈴木会長が挨拶を行ったあと、
お互いの啓発活動について意見交換会を行いました。質疑応答の時間になると
みなさん活発に意見を出し合い、大変盛り上がりました。 
 続いて、横浜市立大学国際総合科学部の和田教授による講演「若年層の投票
率向上について考えてみよう」では、18歳、19歳の投票率、都会と地方の投票
率の違いなどについて、わかりやすく講演していただきました。 

   
  研修会感想（一部抜粋） 
 ・活動内容を詳細に説明いただいた 
  ことにより内容がわかりました。  
 ・和田教授の講演会に参加できて 
  大変良かったと思います。(多数) 
 ・18歳、19歳の投票率に住民票を 
  移していないことが関わっている 
  ことを知ることができた。 
  



平成28年度  横浜市・区明るい選挙推進大会 

 ２月２日（木）に関内ホールにて横浜市・区明るい選挙推進大会が開催され、
金沢区からは22人の推進員の方々にご出席いただきました。 
 大会は、横浜市･区明るい選挙推進協議会関係者が一堂に会し、明るい選挙
と投票への参加を広く市民運動として展開することを確認し合うものです。 
 １部の式典で決議文採択等を行い、２部では元TBSアナウンサーの下村健一
氏に「民主主義の土壌 ～ 他者への・情報への・未来への想像力」というテー
マでご講演いただきました。さらに３部では西区、磯子区そして都筑区が活動
状況報告を行いました。 
 関内ホールの３階広場では、各区の啓発活動のパネル展示が行われ、たくさ
んの人に展示物をご覧いただきました。 

今年作った啓発物品も 
展示したよ！！ 

 選挙への参加意識の向上を図り、公職選挙法の改正内容を周知するため、
「広報よこはま」金沢区版の平成29年２月号と金沢区ウェブページに選挙に関
するクイズを掲載しました！68名の応募があり、正解者の中から抽選で10名の
方に賞品を贈呈しました。 
 

 ＜問題＞ 
 選挙の期日前投票の期間は、いつからいつまででしょうか？ 
 選挙の公示・告示日の「 ＿＿＿から投票日の＿＿＿＿まで 」 
 
  ① 当日から投票日の前日まで 
  ② 翌日から投票日の前日まで 
  ③ 翌日から投票日の当日まで 
 
   （答えはにゅうすのどこかにあるよ！） 



 公職選挙法が改正され、平成28年参議院議員通常選挙から選挙権を得る年齢
が20歳から18歳に引き下げられる「18歳選挙権」が適用されました。 
 そこで金沢区選挙管理委員会は、将来の有権者である高校生を対象に、選挙
の意義や重要性などの理解を深めていただくために「選挙出前授業」を実施し
ました。 
 今年度は関東学院六浦高校、釜利谷高校、金沢高校の３校で選挙の講演や模
擬投票を実施し、生徒のみなさんに実際に使用する投票機材や計数器等を用い
た投開票を体験してもらいました！ 

 選挙について理解を深め、親しみを持ってもらうため、金沢区内の
小・中・高校に対して、実際の選挙で使用している投票箱、記載台、 
たすき、腕章などの選挙器材、選挙啓発ＤＶＤの貸し出しを行いました。
これまで小学校１校、中学校11校、高校３校、特別支援学校１校の計16
校にご利用いただきました。 

投票箱 記載台 選挙運動員等腕章 

投票器材･選挙運動用具 

たすき 



 

～ 平成28年度を振り返って ～ 
 

  一年間本当にありがとうございました。明推協推進委員・推進  
 員の皆様にご協力いただきましたおかげで、様々な啓発活動を盛 
 況に終えることができました。 
  今後は平成29年７月30日（日）に執行される横浜市長選挙に向 
 けて、啓発活動を積極的に実施していきます。初参加の方も大歓 
 迎です。これからもどうぞよろしくお願いいたします！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【編集・発行】横浜市金沢区明るい選挙推進協議会 
 【事務局】横浜市金沢区役所総務課統計選挙係 
 ＴＥＬ（788）- 7712  ＦＡＸ（786）- 0934 

選挙クイズの答え：（②） 

１年間ありがとうございました！ 
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