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栄区明るい選挙推進協議会では、年に２～３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(260 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。 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

よろしく 

お願いします！ 



 

 

 

平成23年7月6日（水）栄区役所新館４階８・９号会議室にて平成23年度明るい選挙推進大会

が開催されます。 

この大会で明るい選挙推進協議会の活動について理解を深めていただけたらと思います。 

 

☆平成23年度 明るい選挙推進大会（１０時～１２時）☆      

 

  １ 平成23年度 事業内容説明 

    今年度行われる事業について事務局から説明を行います。 

 

  ２ 講演 

    演 題  『東日本大震災の復興支援における政治のあり方（仮）』 

    講 師   有吉 敏 氏 

神奈川新聞社 経済部長 

 

      会 場  栄区役所新館 ４階８・９号会議室 

 

  ３ 応募方法 

  同封の返信用ハガキに氏名及び出欠をご記入の上、７月１日（金）までに 

栄区明るい選挙推進協議会事務局あてに返送してください。 

 

 

 

 

事 業 名  内  容 実施時期等 

栄区明るい選挙推進

大会 

 

23年度の事業計画の説明及び研修講演会を行います。 

第一部 明るい選挙推進大会 

第二部 推進委員・推進員研修会(講演会) 

講師  有吉 敏 氏 

神奈川新聞社経済部長  

テーマ『東日本大震災の復興支援における

政治のあり方（仮）』 

7月 6日(水) 

栄区民まつり明るい

選挙啓発事業 

 

栄区民まつりに栄区明推協として参加し、来場者に似

顔絵を描いてプレゼントするとともに、啓発物品の配

布等を行います。 

（区民の政治意識の高揚、棄権防止やきれいな選挙、

明るい選挙の実現に向けた啓発活動を行います。） 

11月5日(土) 

施設見学会 施設見学会を兼ねた研修会を行います。 

場所：未定 

１月中旬を予定 

 

 

 

★返信用ハガキ同封 

推進委員・推進員の皆様 ぜひ

ご参加ください！ 



 

 

去る６月15日(水）、栄区役所において栄区明るい選挙推進協議会委員会が開催されました。今年

は推進委員改選の年であり、平成 23・24 年度の新役員の選出と新委員の紹介を行いました。次に

22 年度の事業報告、決算報告を行いました。続いて23 年度の事業計画(案)、並びに予算(案)を決

定しました。 

平成23年・24年度の役員の方をご紹介いたします。 

 

 

 

 

 
去る4月10日に統一地方選があり、市議会議員選挙のほか神奈川県知事選挙、県議会議員選挙が

行われました。 

今回の選挙で栄区は『50.03％』という投票率を記録し、横浜市内全18区中で第３位となりまし

た。(区別、投票区別投票率は裏面参照) 

選挙に先立ち、4月2日に本郷台駅前で街頭啓発「ザ･イコット」を行い、多くの推進員の皆さん

にご参加いただきましたことも、大きな力となりました。ご参加いただいた推進員さんありがとう

ございました。 

   

 

 去る2月16日（水）、推進委員・推進員の方々の研修会を 

兼ねて施設見学会を実施しました。 

 見学場所は「（株）かなしんオフセット」、「独立行政法人 

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ） 相模原キャンパス」、 

「相模原市立博物館」の3か所で、45名の方々にご参加 

いただきました。 

 最初に訪れた（株）かなしんオフセットでは、説明の後、 

実際の印刷設備の見学を行いました。（今回の統一地方選の選挙公報はこちらで印刷されました） 

 次に訪れたＪＡＸＡでは、小惑星探査機はやぶさについて学習しました。  

最後に見学した相模原市立博物館では、横浜市の水源である相模川について学習しました。 

ご参加下さった皆様、一日お疲れ様でした。 

会 長  臼井 喜代士氏  栄区商店街連合会代表 

副会長  磯﨑 保和氏   栄区連合町内会代表 

会計監事 田中 貞代氏   栄交通安全母の会連絡会代表 

 〃   山上 東平氏   栄区青少年指導員協議会代表 



区別投票率 投票区別投票率

区名 投票率（％） 投票区 投票所 投票率（％）
鶴見区 44.42 第１ 千秀小学校 45.06
神奈川区 45.38 第２ 長尾台町内会館 45.71
西区 42.83 第３ 飯島小学校 41.43
中区 44.77 第４ 豊田小学校 39.30
南区 45.15 第５ 小菅ヶ谷小学校 49.96
港南区 47.71 第６ 本郷台小学校 55.13
保土ヶ谷区 45.87 第７ 飯島町内会館 42.70
旭区 48.05 第８ 西本郷小学校 50.39
磯子区 48.32 第９ 笠間小学校 48.62
金沢区 51.29 第１０ 旧笠間幼稚園 45.75
港北区 44.89 第１１ 栄区役所新館 45.94
緑区 47.63 第１２ さかえ福祉活動ホーム 49.62
青葉区 45.69 第１３ 公田小学校 49.75
都筑区 44.63 第１４ 柏陽高等学校 49.07
戸塚区 47.15 第１５ 小山台小学校 58.06
栄区 50.03 第１６ 本郷小学校 46.43
泉区 49 71 第１７ 公田団地集会所 47 28

平成23年4月10日実施 統一地方選挙投票率

（横浜市議会議員選挙）

泉区 49.71 第１７ 公田団地集会所 47.28
瀬谷区 50.33 第１８ 桂台中学校 58.19
横浜市全体 46.73 第１９ 上郷中学校 59.65

第２０ 上郷小学校 52.78
第２１ 桜井小学校 46.27
第２２ 中野幼稚園 47.31
第２３ 庄戸小学校 57.77
第２４ みどりが丘会館 55.56
第２５ 埋蔵文化財センター 49.69
第２６ 本郷特別支援学校 50.64
第２７ かさまゆうわ館 48.23
第２８ ガーデンアソシエクラブアリーナ 64.05
栄区全体 50.03

平成23年4月10日実施 統一地方選挙投票率

（横浜市議会議員選挙）
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去る平成 23 年 7 月 6 日（水）、平成 23 年度明るい選挙推進大会が開催されました。 

第一部では、臼井会長、長瀨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 23 年度事業計画について説明をいたしました。最後に磯﨑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（前報道部次長兼国会キャップ）の有吉
ありよし

敏
さとし

先生を

お招きして「東日本大震災の復興支援における政治のあり方」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統一地方選の結果等をわかりやすく説明していただき

ました。 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

当日参加された委員さんは 88 名でした。ご参加された皆様、アンケートにご協力いただ

きましてありがとうございました。今後の活動の参考とさせていただきます。 

＜アンケートの主なご意見＞ 

Ｑ講演会の感想 

Ａ 現在進行中の政治関係の話なのでとてもよくわかり面白かった。 

・選挙データの読み方は面白かった 

・普段聞けない裏話が聞けてよかった。 

Ｑ常時啓発活動（イベント等）へのご意見 

Ａ 地道に繰り返し活動していくことが必要 

・選挙の予定のない今年こそ、新しいことを考えるチャンス 

＜有吉敏先生の講演＞ ＜臼井会長のあいさつ＞ 



Ｑ若者の投票率が低いことについての改善方法案等 

Ａ 啓発活動が必要 

・期日前投票制度の一層の周知・充実 

Ｑ栄区内での投票率のばらつきがみられることの原因について 

Ａ 地域の意識の持ち方の違い 

・年齢構成の影響 

 

 
 

今年度は、夏の暑さや節電対策の一環

として、「市民の身近なエコ活動を呼びかけ

る“Ｙｏｋｏｈａｍａエコ活”」（以下エコ活）と連

携し、水にぬらして首に巻くと涼しい栄区オ

リジナル「ヒヤッとスカーフ」を製作いたしま

した。 

推進員の皆様にもお送りさせていただ 

きましたが、ご活用いただけましたでしょう             

か？ 

 

 

 
 

7 月 18 日（祝）に本郷台駅前広場で行われた「子どもたちの未来を守る！はたらくくるま

大集合」にエコ活と連携して参加し、エコ活カルタクイズやエコ活カルタの人気投票を記載

台や投票箱を活用して行うなど、選挙機材に親しんでいただき選挙を身近に感じてもらえる

ような取組を行いました。 

イベントは多くの親子連れなどで賑わい、選挙・エコ活ともにたくさんの人にＰＲすること

ができました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タッチ－くんとイコットＪｒ.で節電と投票を呼びかけました。 

＜当日の様子＞ 



 
 

平成23 年11 月５日（土）午前10 時より、市

立本郷中学校において栄区民まつりが開催

されます。 

栄区明るい選挙推進協議会では、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啓発の機会と考え、毎

年参加をしております。 

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、無料の

似顔絵とともに啓発グッズ等を配布し、区民

の皆様から大変好評をいただいております。 

本年につきましても似顔絵アーティスト３名

をお呼びして「似顔絵コーナー」を開設します

ので、ぜひご来場いただきますようよろしくお

願いいたします。 

なお、「似顔絵コーナー」につきましては非

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。 

出店場所は体育館の予定です。 

また、運営スタッフも募集します。詳しくは

次ページをご覧ください。 

 

＜平成22年度 会場の様子＞ 



 

 

 

栄区民まつり運営スタッフ（午前・午後）を募集いたします。 

・ 日時 11 月５日（土） ①午前9 時50 分～、②午後12 時３０分～ 

 ＜雨天順延の場合＞ 

11 月６日（日） ①午前9 時５0 分～、②午後12 時30 分～  

・場所 横浜市立本郷中学校 体育館 

・内容 お客様整理、啓発グッズの配布等 

お手伝いいただけます方は、10 月 24 日（月）までに区役所統計選挙係までお電話  

ください。 

・連絡先 栄区総務課統計選挙係 ℡ ０４５－８９４－８３１５ 

多数の方の参加をお待ちしております！ 

 

 

 

 

＜お知らせ＞ 

毎年恒例の施設見学会を１月中旬に行います。 

詳細については決まり次第お知らせします。皆様のご応募をお待ちしております。 

（１２月にお知らせをお送りする予定です） 
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平成 23 年11 月5 日（土）、本郷中学校で第 12 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と選挙クイズコーナ

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

様が参加していただき大盛況でした。 

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。 

選挙クイズコーナーもたくさんの参加がありました。クイズにお答えいただいた方に啓発

グッズをお配りしました。 

運営スタッフとしてお手伝いいただいた推進員の方々ご協力大変ありがとうございまし

た。 

 

                             

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

＜クイズコーナー＞ ＜似顔絵コーナー＞ 

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。 



 

 
 

平成24年１月18 日（水）、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、国会議事堂（衆議院）及び憲政記念館、横浜港コンテナターミナル（大黒ふ

頭）の２か所をまわりました。 

最初に訪れた国会議事堂（衆議院）では、国会の雰囲気を身を持って感じられましたが、

残念ながら混雑のため多少急ぎながらの見学となってしまいました。 

昼食後、憲政記念館を見学し、横浜へと戻り、大黒ふ頭にある横浜港コンテナターミナル

へ向かいました。 

横浜港コンテナターミナルでは、横浜港について学習し、ガントリークレーンを使った実

際のコンテナ積み下ろし作業などの見学を行いました。 

当日は 53 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。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

＜国会議事堂にて＞ 

＜横浜港コンテナターミナルにて＞ 



 
 

平成 24 年１月 25 日（水）、横浜文化体育館において、横浜市・区明るい選挙推進大会が

行われました。 

この大会は、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

参加を広く市民運動として展開することを確認し合うことを目的に開催されたものです。 

今年度はテーマを「学び」とし、例年と異なり３部構成となりました。 

第１部では、挨拶並びに祝辞の後決議文の採択、第２部は㈶明るい選挙推進協会会長

である学習院大学教授の佐々木毅氏による「今後の明推協活動」についての記念公演、第

３部は青葉区、保土ヶ谷区、金沢区並びに若者の啓発団体であるイコットプロジェクトの活

動報告が行われました。活動報告は、映像を交えて詳しく行われました。 

また、会場内には、各区のイコット通信の展示や書道コンクール優秀作の展示、東日本

大震災に伴う横浜市の協力についてのパネル展示や一部の区の活動状況のパネル展示

も行われました。 

ご参加されたみなさまありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜佐々木教授による記念講演＞ 
＜映像による活動報告(青葉区)＞

＜東日本大震災関連の展示＞ 

＜各区イコット通信＞ 



 
 

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。 

今年度は上郷中学校に声優の増岡弘さんをお招きして、平成24 年２月28 日（火）に講演会

を実施しました。今回は卒業を控えた３年生に参加してもらいました。 

講演の開始前に、渡部統計選挙係長から栄区の選挙の状況について説明しました。 

講師の増岡弘さんから、言葉の持つ力や大切さについてご講演いただきました。増岡さん

はサザエさんのマスオさんやアンパンマンのジャムおじさんの声を担当されており、中学生も

プロの声優さんに引き込まれるように話を聞いていました。 

中学生活最後のよい思い出になったのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜増岡弘氏の講演＞ 

＜生徒からの花束贈呈＞ 

○３月１８日(日)に開催されたＳＡＫＡＥヤングフェスティバルにせんきょＰＲコーナー

を出展しました。詳しくは次号でご報告させていただきます。 

■本年度一年間ありがとうございました。 

推進員の任期は来年度末までとなっております。来年度も引き続きよろしくお願いい

たします。 


