
金沢区明推協定例会が実施されました

平成30年度明るい選挙推進協議会定例会が、６月18日(月)に金沢
区役所において開催され、平成29年度の事業・決算報告及び平成30
年度の事業計画・予算案の承認をしていただきました。

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（大道中学校校長）

監事 関根 とみ江 区民生委員児童委員協議会

監事 村上 清一郎 区シニアクラブ連合会

増田 一行 区社会福祉協議会

鶴田 智子 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

小池 護 区スポーツ推進委員連絡協議会

小林 淑高 区青少年指導員協議会

金子 孝 区公立小学校長会代表（高舟台小学校校長）

今年度から、鶴田委員、小林委員、金
子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。

横浜市金沢区明るい選挙推進協議会推進委員※敬称略

金沢区選挙マスコット

いこあら
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新しく担当になりました
国分です。
皆様のお力添えをいた
だきながら啓発活動を
積極的に展開していき
ます。



金沢区明推協企画検討会を実施しました

平成30年度明るい選挙推進協議会を５月17日（木）に開催し、①近年の事
業実績、平成30年度の事業計画の説明②意見交換会を行いました。

１ 昨年度の啓発活動に関して
よかった点、改善点

・市会の見学会は良かった

・駅前以外でも啓発物品を配布するべき

・不在者投票制度の広報が必要

２ 啓発物品に対するア
イデア

３ 今年度の推進員研修会で
行いたいこと

・学生との交流・ディスカッション

・他市との合同研修、話し合い等

意見交換では
以下のような意見が

出ました！

昨年度の啓発物品
（ウエットティッシュ）

・和田教授の話を聞きたい

和田教授

使い捨てではなく、より長い期間
効果的に有権者の意識に訴えか
け続けることができる啓発物品が
望ましい
（ex）クリアファイル、メモ帳、エコ
バック



みいなさん

平成30年度金沢区明るい選挙推進協議会
事業予定

若年層への啓発！
9月～11月

昨年度は横浜市会
と神奈川県議会

の見学！
今年度は秋頃予定

区民への啓発！
10月20日（土）

【文化祭への出展】
パネル掲示、啓発物品の配布等

市立金沢高校
【９月８、９日（土、日）】

関東学院大学
【11月上旬予定】
横浜市立大学

【11月３、４日（土、日）】

【区明るい選挙推進委員・
推進員研修会】

選挙に対する推進員の関心
を高めるために講演会、施

設見学、意見交換等を行う
。

【金沢区民まつり】
明推協ブースを出展し、パ
ネル展示や啓発物品の配

布を行う予定です。

皆さん、ぜひ参加して
ください！



選挙権年齢が引き下げられた後に実施された各選挙
において参院選では16.58ポイント、市長選では17.74
ポイント、衆議院選では20.3ポイント若年層投票率が
全体の投票率を下回りました。

今、若年層への選挙啓発が求められています。幅広
い世代での投票率向上のために今年度もご協力お願
いします。

今年度も明推協にゅうすを通じて
各種イベントへの募集などを呼び
掛けていきます！
ぜひご参加ください！

【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

若年層への啓発について
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啓発事業サポートスタッフ募集！

＜市立金沢高校文化祭＞
「金高祭」に参加し、選挙クイズや
啓発物品の配布を行います！

日程：９月８日（土）、９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３名（2日間６名）

＜区民まつり出展事業＞
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で、
きれいな選挙をPR！

日程:10月20日（土）
時間:10時～15時30分（予定）

場所:海の公園内
募集人数:４名

毎日暑い日が続きますが、体調など崩されていませんか？
今年も祭りの季節がやってきました！大勢の人が訪れる祭りは区

民、学生の皆様に直接、きれいな選挙と投票参加を訴えることので
きる貴重な機会となっております。そこで、毎年恒例、啓発事業の
サポートスタッフ募集を行います！投票率の向上にむけた選挙啓
発のために皆様のお力を是非お貸しください。

＜「浜大祭」出展事業＞
横浜市立大学学園祭「浜大祭」において
選挙に関するミニゲームやクイズなどで
きれいな選挙をPRします！

日程:11月3日（土）、4日（日）
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４名（2日間８名）
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日程:11月３日（土）、４日（日）
の前後一週間あたり

場所:関東学院大学
横浜・金沢八景キャンパス

市立金沢高校文化祭は、９月３日(月)、区民まつりは、９月28日(金)
浜大祭は、10月12日(金) までに電話でお申し込み下さい。

問合せ：金沢区明るい選挙推進協議会 国分
TEL：788‐7712

スタッフの募集はしません
が、「平潟祭」でもブース
の出展のみ行います！



【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)7712～3 FAX(786)0934
月～金曜日 8：45～17：00（祝日、年末年始を除く）

明推協研修会を開催します！

１１月８日（木）
10：30～12：30

場所：金沢区役所 ６階２号会議室A・B

※写真は平成26年度に行った、学生と明
推協推進員との交流会の様子です。

和田教授（横浜市立大学 国際総合科学部）の選挙に関する

講義の受講と市立大の学生との意見交換を通じて若年層へ
の選挙啓発について考えます。

参加希望の方は
平成30年11月２日（金）までに、下記事務局までご

連絡をお願いします。



街頭啓発「ザ・イコット」 
参加者募集！ 

  

 平成31年４月７日(日)に、第19回統一地方選挙が執行されます。 
 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。 

１ 日時・場所 
（１）日時 
   ３月６日（水） 午後６時から約30分（雨天決行） 
（２）場所 
   京浜急行線「金沢文庫」駅周辺 
 ※ 午後５時55分までに金沢文庫駅西口階段下に集合 
２ 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等）の配布 

参加いただける方は、２月25日（月）までに下記事務局へご
連絡ください。 

【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 
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【市立金沢高校文化祭】 

秋の啓発事業報告 

平成30年９月８日（土）、９日（日）にか
けて、「金高祭」に出展してきました！ 
２日間にわたり、選挙クイズを楽しんで
もらいました。 

【横浜市立大学「浜大祭」】 

平成30年10月20日（土）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、パネル展
示や選挙クイズ（子ども用・大人
用）を実施しました。 

【金沢区民まつり（いきいきフェスタ）】 

平成30年11月３日（土）、４日（日）、横浜
市立大学の大学祭「浜大祭」に出展！ 
本物の投票箱等を使った選挙クイズで
選挙の知識を深めてもらいました。 
イコットシュートでは子どもも大人も楽し
い歓声を上げていました♪ 



【明推協推進委員・推進員研修会】 

平成30年11月８日（木）に横浜市立大
学国際総合科学部教授和田淳一郎
氏による基調講演、同教授ゼミ学生と
明推協推進委員・推進員による意見
交換会を開催しました。 

【明推協推進大会】 

【関東学院大学「平潟祭」】 
平成30年10月29日（月）～11
月９日（金）まで（平潟祭は11
月３日、４日）、啓発グッズ配
布、パネル展示をお願いしま
した。 

平成30年11月19日（月）に新都市ホールに
て横浜市･区明るい選挙推進協議会関係
者が一堂に会しました。「サザエさん」のマ
スオさん役等でお馴染みの増岡弘さんによ
る講演や市・区啓発活動パネルの展示等
が行われました。 



「金沢区明るい選挙推進協議会活動参加
証明書」の発行について 

かねてより自治会・町内会の定例会等で地域での活動を報
告するために金沢区明推協の活動に参加した証明書が欲し
いという要望がありました。そこで、来年度から、金沢区明推
協の活動に参加された推進員・推進委員に対し、「金沢区明
るい選挙推進協議会活動参加証明書」をお渡しします。 
※様式、デザイン等は検討中 

参加証明書や、「明推協にゅうす」等を 
使って自治会・町内会内で明推の活動の
積極的な周知をお願いします！ 

現推進員の任期の満了（平成31年３月末日）に伴い、 
現在、自治会・町内会を通じて、平成31・32年度の推進員を募集し
ています。 
現在推進員として御活躍いただいている皆さまの再任を妨げるもの
ではありませんので、 
ぜひ引き続き御就任いただき、明るい選挙の啓発運動に御協⼒い
ただければ幸いです。 

金沢区明るい選挙推進協議会 
推進員の改選について 
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