
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ６月２９日（金）に栄区役所で推進大会が開催されました。本年度は慶應義塾大学 
SFC 研究所上席所員の西野 偉彦氏をお招きし、講演会を行いました。投票率の低下

を受けて、投票に行かない理由が世代ごとに異なるこ

とを明らかにしました。 
 また西野講師は、１８歳選挙権に伴い、事例を交え

ながら主権者教育の必要性についてもお話しされま

した。参加された方々には、実際に高校の主権者教育

で利用されたワークシートを用いて、投票先を選ぶ基

準を考える「マイ争点」づくりの体験をしていただき

ました。参加された方々からは、「自分の投票を振り

返る機会にもなった」、「若い世代へ向けての教育が必

要なことがよく分かった」等の感想をいただきました。 
 

←講師の西野 偉彦氏 

 
  

（平成３０年８月発行） 
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（１）自分が投票を行う上で大切だと思う上位３つの政策項目を選び、順位をつけ

る。 

（２）選択した項目から、特に大切だと思うものを①～④の順に選んで考える。 

① 政策項目の具体化 例）18歳総選挙を実現してほしい 

② 理由は？ 例）世代間格差を解決するため 

③ その政策を実現するうえ 

での問題点は？ 

例）若年層の政治リテラシーが十分でない 

④ 問題点の解決策 例）学校において主権者教育を進める 

 

「マイ争点」づくりを体験してみましょう

 

（西野講師の資料から） 



架空の模擬投票の結果 
７４票のうち４６票を獲得し、中

央の栄はじめ氏が当選しました。 

 

栄氏は、返済不要な奨学金などの

教育の充実や、１８歳までの 

  子どもの医療無料化の実現 

   を掲げています。 

 
 
 
 
 
 
 
 ７月１日（日）に県立横浜栄高校の文化祭で啓発活動を行いました。正門の受付テントの

側で、選挙啓発パネルの展示や模擬投票を行いました。模擬投票では架空の栄区長選挙を

題材とし、３名の候補者から投票していただきました。模擬投票の参加者にはふせんケー

スを配布しました。その他には、ブースを見に来てくださった方全員に、若年層啓発ちら

しやウェットティッシュなどを配布しました。また、イコット Jr.も啓発活動に駆けつけて

くれました。 

↓呼び込みをするイコット Jr.  

 

 

 

 
↑選挙啓発ちらし等をブースで配布                     

                         



 
 
 

栄高校で出前講座を 

実施しました。 

平成 30 年 10 月１日（月）に県立栄高校の３年生のみなさんを対象に、出前講座を行

いました。 

すでに選挙権を持っている方も多い中で、「若者の選挙」「投票の仕方」「違法となる可

能性の高い行為」「模擬投票をしてみよう」など、選挙の基本的なことについて学んでい

ただきました。高校生ということもあり、特に「ＳＮＳの選挙運動」について重点的に

講座を行いました。「模擬投票をしてみよう」では、架空の「栄区長選挙」と題して選挙

公報を配布しました。 

 

 

 

 

イコット通信第６４号 
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（平成 30年 10月発行） 

↑出前講座の様子 

み
ん
な
で
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選
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 平成３０年９月２８日（土）に県立柏陽高

校の文化祭で選挙啓発を行いました。模擬投

票や啓発パネルの展示、実際に使用している

計数機での、投票用紙 100枚あてゲームを 

行いました。 

 なかなか目にすることが無い計数機を身近

に感じられる、貴重な機会となりました。 

↑大人気コーナーの１００枚当てゲーム 

↑必死に呼び込むイコットＪｒ. 

 

柏陽高校文化祭に 

出展しました！ 

 

 

 

栄 はじめ氏が、他の候補者に圧倒的

差をつけ、前号で紹介いたしました、

栄高校文化祭に続き２回目の当選を

果たしました！！ 

 

投票数 ２４０票 

① 栄 はじめ  １４３票 

② いたち川 進  ５１票 

③ 横浜 みなと  ４４票 

※無効票       ２票 

 

模擬投票結果 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今年も、栄区民まつりに「似顔絵ブース」を出展

します。似顔絵アーティストによる似顔絵の 

プレゼントやキャラクターが候補者の模擬投票、

啓発物品の配布を行う毎年大人気のコーナーで

す。ぜひお越しください！ 

 

概要 
・日程  平成 30年 11月３日（土） ※荒天時中止（順延なし） 

・時間  ① 10時 00分から 12時 00分まで  ２名程度 

     ②13時 00分から 15時 00分まで  ２名程度 

  （募集状況によっては、時間帯等ご相談させていただく場合がございます。） 

・会場  横浜市立本郷中学校 体育館（栄区桂町８４－１４） 

・内容  並んでいる方の整理・誘導や啓発物品（ウェットティッシュ等）の 

配布 

・連絡先 お手伝いいただける方は、045-894-8315（栄区総務課統計選挙係）  

までご連絡ください。 

栄区民まつりに参加します！！ 

←昨年の栄区民まつりの様子 

お手伝いいただける方を募集します！！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

推進員の皆様の連携を深め、明るい選挙推進運動の理解を深めるため、 

施設見学会を開催します。 

 

推進員の皆様の連携を深め、明るい選挙推進運動の理解を深めるため、 

施設見学会を開催します。 

住所：〒247-0005 栄区桂町 303番地の 19 

        栄区役所総務課統計選挙係 

        Tel:045-894-8315   Fax:045-895-2260  

【申込先】 
 

 

・日時   平成 31 年１月 11日（金） 

      ８時 30 分から 14 時 00 分 （予定） 

・集合場所 柏陽高校付近の歩道 

・内容   ●横浜地方裁判所 

       ・法廷施設の見学、裁判官による刑事裁判説明 

       ・当日、刑事裁判がある場合は、裁判傍聴をします。 

      ●裁判傍聴が無い場合は横浜地方裁判所の後に、 

       日本新聞博物館の見学を行います。 

     ●横浜中華街にて昼食 

・費用   昼食代（各自、お好みの店舗にて） 

裁判傍聴が無かった場合の日本新聞博物館の入館料（400円）は、 

ご本人負担となります。 

・応募方法 ご参加を希望される方は、同封の応募用紙に必要事項をご記入のうえ、

ＦＡＸまたは郵送にて下記の申込先あてに、お申込みください。 

【応募締切】平成 30 年 11 月 20 日（火） 必着 

 概要 

Tel:045-894-8315


 
  

栄区民まつりに参加しました！！ 

↓

模
擬
投
票
コ
ー
ナ
ー 

↑似顔絵コーナー 
 

 

イコット通信第 65 号 

 

 

（平成 31 年３月発行） 

１ ３ ２ 
ご協力ありがとうございました！！ 

模擬投票開票結果！！ 

平成 30 年 11 月３日（土） 
本郷中学校で行われた区民ま

つりで、模擬投票コーナーと似

顔絵コーナーを出展しました。 
 
整理券配布前からコーナーの

前には長蛇の列ができ、配布開

始すぐに 100 人分の整理券が無

くなり配布終了するほど、大盛

況でした！ 

見事、タッチーくんが、 
投票数 529 票中、455 票を獲得し 
１位になりました！！ 
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横浜市・区明るい選挙推進大会 
           が開催されました！ 

↑栄区のコーナー 

↓他区のコーナー↓ 

11 月 19 日に横浜市・区明るい選挙推進

大会が開催されました。 
大会では、各区の活動報告や「サザエさ

ん」のマスオさん役や「アンパンマン」の

ジャムおじさん役でお馴染みの人気声優 
増岡 弘 氏による「一票の大切さ・・・サ

ザエさん一家は幸福みつけの達人ぞろい」

について講演がありました。 

御参加いただいた皆様 
ありがとうございました！ 



候補者 笠間 本郷台 
栄 はじめ 47 票 55 票 
横浜 みなと ３票 ９票 
いたち川 進 ５票 ７票 
 
 
 
 

 
  

栄さんは子どもたち、横浜さんは高齢者、 
いたち川さんは現役世代を対象とした政策を

掲げました！ 
 その結果、見事、栄はじめさんが、笠間・

本郷台の両方の小学校で１位になりました！ 

選挙出前講座 
             を行いました！！ 

 笠間小学校と本郷台小学校で、 

↑笠間小学校での様子 

↓本郷台小学校での様子 

1 月に、笠間小学校と本郷台小学校

で出前講座を行いました。 

 選挙に関する講座を行い、架空の栄

区長選挙を題材に模擬投票を行いま

した。 

模擬投票開票結果！！ 



 

実施月 名称 概要 

６月 ・栄区明るい選挙推進大会 講演会・平成 30 年度、事業内容説明 

７月 ・栄高校文化祭 模擬投票コーナー、啓発物品の配布 

９月 ・柏陽祭（柏陽高校文化祭） 模擬投票コーナー、啓発物品の配布、投票用

紙 100 枚当てコーナー 

10 月 
・栄高校 出前講座 選挙に関する出前講座 

11 月 
・栄区民まつり 模擬投票コーナー、啓発物品の配布、 

似顔絵コーナー 

１月 ・笠間小学校 出前講座 
・本郷台小学校 出前講座 
・施設見学会 

選挙に関する出前講座、模擬投票 
 
横浜地方裁判所見学 

２月 ・飯島中学校 出前講座 選挙に関する出前講座、模擬投票 

通年 ・選挙器材貸出し 栄区内学校を対象に選挙器材貸出しの実施 

３月（予定） ・統一地方選挙 期日前投票開始 

４月（予定） ・統一地方選挙 街頭啓発（ザ・イコット） 
・統一地方選挙 投・開票日 

平成 30 年度 活動報告 

～最後に皆様へ～ 

今年度にて、今期の「栄区明るい選挙推進協議会」の推進委員・

推進員の任期が終了になります。 
２年間にわたり各種啓発事業への御参加など皆様、どうもありが

とうございました。 
今年は、４月に統一地方選挙、７月に参議院議員選挙が予定され

ています。 
栄区明るい選挙推進協議会では、投票率アップを目指し、啓発活

動を進めてまいりますので、引き続きご理解・ご協力のほどよろし

くお願いいたします。 
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