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栄区明るい選挙推進協議会では、年に３～４回この「イコット通信」という機関紙を発行していま

す。 

今年は推進委員・推進員改選の年であり、初めて栄区明るい選挙推進協議会の活動に参加される方

が多いと思われますので、明るい選挙推進協議会や推進員の活動について簡単にご説明いたします。 

 

 

 

明るい選挙推進協議会（明推協）は、不正のないきれいな選挙と投票総参加をめざして活動してい

る民間団体で、全国の都道府県・市区町村に設置されています。 

横浜市では、市及び18区に合計 19の明るい選挙推進協議会が置かれています。 

各区の協議会は、役員と推進委員のほか、推進員（協議会の事業、明るい選挙推進運動を具体的に

実践・推進する人）により構成されています。     （横浜市選挙管理委員会ＨＰより抜粋） 

 

 栄区明るい選挙推進協議会は栄区内にある 12団体の代表者から構成される推進委員(12名)と、町

内会や各種団体から推薦された推進員(262 名)からなる団体です。推進委員・推進員ともに任期は２

年で「きれいな選挙(寄付の禁止)」、「投票総参加」の推進をすべく、選挙時啓発事業「ザ・イコット」、

栄区明るい選挙推進大会、せんきょフォーラム等様々な事業を行っています。 

 推進委員・推進員の皆様は今後開催する啓発事業にご参加くださいますようお願いします。 

      

 

明るい選挙推進協議会（明推協）は、不正のないきれいな選挙と投票総参加をめざして活動して

いる民間団体で、全国の都道府県・市区町村に設置されています。 

横浜市では、市及び18区に合計19の明るい選挙推進協議会が置かれています。 

各区の協議会は、役員と推進委員のほか、推進員（協議会の事業、明るい選挙推進運動を具体的

に実践・推進する人）により構成されています。     （横浜市選挙管理委員会ＨＰより抜粋） 

～明るい選挙推進協議会とは～ 



  

 

１ 参議院議員通常選挙主要日程（想定） 
日  付 内  容 備  考 

７月４日（木） 参議院議員通常選挙公示 立候補受付 

７月５日（金） 区役所 期日前投票開始 

不在者投票開始 

栄区役所新館１階 

７月５日（金）～７月20日（土）8：30～20：00 

７月13日（土） 港南台 期日前投票開始 港南台214ビル３階 

７月13日（土）～７月20日（土）9：30～20：00 

７月20日（土） 期日前・不在者投票最終日 

投・開票所設営 

 

７月21日（日） 投・開票日（選挙期日） 
【投票】 区内28投票所    7:00～20:00 

【開票】 栄スポーツセンター 21:15開始予定 

※上記は通常国会の会期延長がない場合の想定日です。会期が延長された場合は、延長幅に応じて日

程が変更になります。 

 

２ 横浜市長選挙主要日程 

日  付 内  容 備  考 

８月11日（日） 横浜市長選挙告示 立候補受付 

８月12日（月） 区役所・港南台 期日前投票開始 

不在者投票開始 

栄区役所新館１階    8：30～20：00 

港南台214ビル３階   9：30～20：00 

８月12日（月）～８月24日（土） 

８月24日（土） 期日前・不在者投票最終日 

投・開票所設営 

 

８月25日（日） 投・開票日（選挙期日） 
【投票】区内28投票所  7:00～20:00 

【開票】栄スポーツセンター 21:15開始予定 

※国会の会期延長に伴い、参議院議員通常選挙と横浜市長選挙の選挙期日を同日とするこ

とが可能となった場合は、横浜市長選挙の選挙期日を変更して、参議院議員通常選挙と同

日とするものとします。 

 

 

 

 

 

 

                              



  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 栄区はこれまでどの選挙においても、横浜市全体の投票率を上回っています。 

栄区明るい選挙推進協議会では、さらなる投票率アップを目指すため、昨年の

衆議院議員選挙と同様に、今回も本郷台駅前で投票の参加を呼びかける街頭啓発

「ザ・イコット」を行います。 

 

 

 

 

 

 

１ 日時・集合場所 

 (1) 参議院議員通常選挙 

平成 25年７月 14日（日） 午前 11時 00分～12時 本郷台駅前広場集合 

(2) 横浜市長選挙 

平成 25年８月 18日（日） 午前 11時 00分～12時 本郷台駅前広場集合 

※ 目印として、両日共に明推協の「のぼり旗」を用意します。 

２ 活動内容 

駅利用者などに啓発物品を配布しながら投票日と投票参加を呼び掛けます。 

３ 参加方法など 

(1) ご参加いただける方は、直接集合場所にお越しください。（事前連絡不要） 

(2) 雨天・荒天の場合は中止します。 

ご不明な点は事務局までお問い合わせください。 

   皆様の御協力をよろしくお願いいたします。 

 

（参考）最近の選挙における栄区の投票率 
 栄 区 横浜市 18区中の順位 

H22参院選 61.06% 56.65% １位 

H23統一地方選 50.03% 46.73% ３位 

H24衆院選（小選挙区） 63.71% 60.50% ３位 

 期日前投票所の投票立会人に加え、投票日の夜に行われる開票事務に明推

協の皆様のご協力をいただきたく、お願い申し上げます。 

選挙協力依頼の詳細につきましては、同封の依頼文をご覧ください。 

 

 



«募集» 
 

 

 

○平成 25 年度 明るい選挙推進大会 

  ６月 12 日（水）午前 10 時～ 
 

１ 平成 25 年度 事業内容説明 

 

２ 政治、選挙に関する講演会 

 （講師：神奈川新聞社論説委員等） 

 

○場所 

 栄区役所新館４階８・９号会議室 

 

○応募方法 

  同封の返信用ハガキにご芳名及び出欠をご記入の上、６月５日（水） 

 までに、栄区明るい選挙推進協議会あてに返送してください。 

 

 

«活動報告» 

 

  平成 25 年３月 24 日（日）JR 本郷台駅前広場にて、栄区内の中学生のお祭り

である「SAKAE ヤングフェスティバル」が開催されました。 

   明推協は「せんきょＰＲコーナー」をフェスティバル会場内に出展し、選挙

の歴史や制度を説明する「選挙パネル」や選挙運動で使用する「選挙７つ道具」

の展示、「投票用紙を触る」体験や実際の投票記載台や投票箱を使用した「選

挙クイズ」などを行い、来場者に選挙のＰＲを行いました。 

選挙クイズコーナーでは、クイズにお答えいただいた参加者に啓発グッズのプ

レゼントをおこないました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

平成 25年 11月２日（土）午前 10時～午後３時まで横浜市立本郷中学校において栄区民ま

つりが開催されます。 

 栄区明るい選挙協議会では、この区民まつりを区民の皆様に政治・選挙について関心をも

っていただく絶好のＰＲの機会と考え、毎年参加しております。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 17年からは「似顔絵コーナー」としてプロの似顔絵アーティストを招待して、無料の

似顔絵とともに選挙ＰＲグッズ等を配布し、区民の皆様から大変好評をいただいております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

栄区民まつり運営スタッフ（午前・午後、各２名）を募集いたします。 
 ○日時 11月２日（土）①午前９時５０分～正午 

②午後０時５０分～午後３時 

 ○場所 横浜市立本郷中学校 体育館 明るい選挙似顔絵コーナー 

○内容 お客様整理、選挙ＰＲグッズの配布等 

 

 ※雨天の場合は、11月３日（日）に順延します。 

  

 

 

 

 

なお、「似顔絵コーナー」は非常に混雑しますので、興味をお持ちの方は、早めのご

来場をおすすめいたします。 

出店場所は昨年度と同じく本郷中学校体育館の予定です。 

今年も例年と同じく運営スタッフも募集いたしますので、よろしくお願いいたします。 

お手伝いただけます方は、栄区役所統計選挙係までお電話でお申込みください。 

１０月１８日（金）より電話受付を開始し、先着順といたします。 

 

○連絡先 栄区総務課統計選挙係 ℡０４５－８９４－８３１５ 

みなさまの参加をお待ちしております！ 
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今年7月21日（日）に執行された参議院議員通常選挙と8月25日（日）に執行された 

横浜市長選挙の結果を報告します。 

参議院議員通常選挙の投票率（栄区）は 59.48%となり、前回（H22.7.11）の 61.06%と比べ

ると約２ポイントダウンしましたが、横浜市平均（55.60%）を約４ポイント上回り、投票率

市内第１位となりました。 

横浜市長選挙は、単独の選挙ということもあり、投票率（栄区）は32.63%となり、市議補

選・衆院選と同時に行った前回（H21.8.30）の72.44%と比べると大幅にポイントダウンしま

したが、横浜市平均（29.05%）を約３ポイント上回り、投票率市内第１位となりました。 

区内投票区別投票率は裏面です 



 

 

 

 

 

 

今年の選挙においても、選挙啓発だけでなく選挙執行においても明るい選挙推進協議会の

みなさまにたくさんのご協力をいただきました。 

本郷台駅前で行われた「ザ・イコット」（参院選 12 名、市長選 13 名）や、法改正による

病院や老人ホームでの不在者投票の立ち会いなど、みなさまのご協力により投票率の向上や

不正のない選挙の執行につなげる事ができました。 

厚くお礼を申し上げます。 

 

 



 

 

 

 

参院選7月14日（日）実施、市長選 8月18日（日）実施  場所：本郷台駅前広場 

  
 

 

 

 

 

 

平成 25年６月 12日(水)栄区役所新館会議室で平成 25年度明るい選挙推進大会が開催され

ました。 

 第一部では、臼井明るい選挙推進協議会会長、長田選挙管理委員会委員長、尾仲区長の

あいさつの後、事務局から平成 25年度事業計画について説明をいたしました。最後に持田

副会長が大会の決議文案を読み上げ、全員の拍手によって承認されました。 

第二部では神奈川新聞社 経済部長の石曽根
い し ぞ ね

剛
つよし

先生をお招きして「今後の政治情勢につい

て」と題して講演していただきました。記者として見た国会の現状や今後の政治情勢などわかりや

すく説明していただきました。 
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平成25年11月２日（土）、本郷中学校で第14回栄区民まつりが開催されました。 

栄区明るい選挙推進協議会も参加し、毎年大好評の似顔絵コーナーを出店しました。 

区民まつりは大盛況で、会場の一番奥の体育館にある明推協ブースにもたくさんのお

客様に参加していただきました。 

毎年大人気の似顔絵コーナーは始まるとともに長蛇の列となり、午後もすぐに受付を

締め切るほどの人気でした。 

運営スタッフとしてお手伝いいただいた推進員の皆様ご協力大変ありがとうござい

ました。 

 

   
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

区民まつりは来年度も参加する予定です。 

推進員のみなさまにお手伝いを募集させて

いただきますのでご協力よろしくお願いい

たします。 



 
 

１ 日  時 平成26年１月27日（月）午後２時15分から午後４時15分 

（開場 午後１時30分） 

２ 開  場 横浜関内ホール（中区住吉町4－42－1） 

       ※昨年度と会場が変更となっておりますので、ご注意ください。 

３ 内  容 第１部 式典 

       第２部 講演 「心地よい日本語」 

           杏林大学外国語学部教授 金田一 秀穂 氏 

       第３部 区明推協活動報告（鶴見区、南区、港南区） 

４ お申込み 後日、はがきを送付いたします。必要事項を記入のうえ、 

平成26年１月８日（水）までにご投函ください。 

        

 
 

推進委員及び推進員の連携を深め、組織の活性化を図るため、施設見学会を次のとおり

開催いたします。 

 

１ 日  時 平成26年２月６日（木）午前８時から午後５時15分 

２ 集合場所 柏陽高校と本郷台公園の間の道路（柏陽高校グランド側 歩道） 

       ※後日、ご参加される方には案内図をお送りします。 

３ 見学先  ① 皇居（予定） 

       ② 最高裁判所 

４ お申込み 同封のはがきに必要事項を記入のうえ、ご返送ください。 

       ※平成２６年１月１５日（水）必着です。 

５ 募集定員 ４０人程度（参加希望者が多数の場合は抽選となります。） 

      ※結果は別途お知らせします。 

※昼食代は別途徴収させていただきます。 
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平成26年２月６日（木）、推進委員・推進員の方々の研修会を兼ねた施設見学会を行

いました。 

見学場所は、皇居・法務資料展示室メッセージギャラリー・最高裁判所の３か所をま

わりました。 

最初に訪れた皇居では、歴史的な建造物である富士見櫓の背景に近代的な高層ビルが

立ち並んでいる不思議な雰囲気を味わうことができました。 

昼食後、法務資料展示室メッセージギャラリーにて、司法に関する貴重な歴史資料を

見学しました。その後、最高裁判所へ向かい、裁判所や裁判に関することを学習し、大

法廷等を見学しました。 

当日は42名の推進委員・推進員のみなさまの参加がありました。参加されたみなさ

まおつかれさまでした。今後とも、栄区明るい選挙推進活動にご協力をお願いいたしま

す。 

また、今回も申込多数で抽選となってしまいました。今回参加できなかったみなさま

次回の参加をお待ちしております。 

 

  
                                                              

                 
＜最高裁判所にて＞ ＜皇居にて＞ 



 
 

将来の有権者である中学生を対象に、選挙・政治への関心を持ってもらい、それらへ

の判断材料を養う学習機会の場を提供することを目的に、栄区明るい選挙推進協議会と

栄区選挙管理委員会の共催で、せんきょフォーラムを実施しています。 

今年度は、平成26年２月25日（火）、桂台中学校にて中学３年生100名を対象に、

せんきょフォーラムを開催しました。 

当日は落語家の笑福亭笑子さんから「一票の大切さ～笑いあふれる社会のために～」

と題し、落語を通して選挙の重要性を伝えていただきました。 

参加した生徒には、とても好評でした。あと５年で有権者となる中学３年生に選挙につ

いて考えてもらうきっかけづくりができました。 

    

  
 

 
 

せんきょフォーラムに引き続き、未来の有権者に選挙に触れてもらう機会を提供する

ため、今年度もＳＡＫＡＥヤングフェスティバルに「せんきょＰＲコーナー」を出展し

ます。みなさまお誘い合わせのうえ、ご参加ください！ 

 

１ 日 時 

３月23日（日）午前９時45分から午後３時まで 

２ 場 所 

本郷台駅前広場・本郷台駅前公園 

 ３ せんきょＰＲコーナー出展内容 

選挙啓発パネルの展示、選挙クイズ、投票用紙に触れる体験、選挙七つ道具の展示等

のＰＲを行います。 




