
 

 

平成 31 年 4 月 7 日（日）に第 19 回統一地

方選挙が実施されました。横浜市では、横浜

市議会議員選挙に加えて神奈川県知事・県議

会議員選挙が行われました。 
栄区では、横浜市議会議員選挙において投

票者数 46,610 票で、投票率 46.06%となり、

他の投票率も１８区中すべて１位という結果

になりました。 

第６６号 
（令和元年９月発行） 

第 19 回統一地方選挙が行われました！ 

 
市議会議員選 県知事選 県議会議員選 

投票率 46.06% 45.88% 45.86% 

市内順位 １位 １位 １位 

 

イコット通信 
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選挙にあたりまして、明るい選挙推進協議会推進委員・推進員のみなさまの

御協力により、滞りなく選挙事務を執行することができました。 
令和となった今年度もよろしくお願いします！ 



ｄ 

 
第 25 回参議院選挙が行われました！ 

大船駅で啓発活動を行いました！ 

平成 31 年 4 月 1 日の 17 時から 18
にかけて、第 19 回統一地方選挙の啓

発活動を大船駅笠間口で行いました。 

５名の明るい選挙推進協議会の皆

様に御協力いただき、約 1,100 個の啓

発用ポケットティッシュを配布する

ことができました！ 
御協力ありがとうございました！ 

令和元年７月２１日（日）に第 25 回参議院議

員通常選挙が実施されました。 
栄区では有権者 102,583 人のうち 54,204 人の

方々に投票していただき、投票率は 52.84%（選

挙区）となりました。 
今回の参議院議員選挙は、横浜市全体で前回の

参議院選挙よりも投票率が 6.83 ポイント減少し

ました。栄区は 7.43 ポイントの減少でした。投

票率は 18 区中、金沢区（53.48%）についで惜し

くも２位という結果になりました。 

次号のイコット通信は、10 月発行予定！！ 



 

 

 

  

いたち川 進 ２０ 票 

栄  はじめ ５５ 票 

横浜 みなと １９ 票 

 令和元年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

当てゲームを行いました。 

 模擬投票では、架空の栄区長選挙を題

材に行い、午後 2 時から実際に開票を行

いました。見事、子供たちの医療費の無

償化を公約とした、栄はじめが当選しま

した！！ 
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柏陽高校文化祭に参加しました！！ 

↑イコットＪｒ.とタッチーくんの夢のコラボ 

イコット通信第６７号 
（令和元年 10 月発行） 

開 票 結 果 

投票総数   ９７ 票    

※無効票  ３ 票 

↓昨年に引き続き大盛況だった 100 枚当てゲーム 



 

概要 

・日程  令和元年 11 月２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 

     ② 13 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（エコバッグ等）の配布 

・連絡先 お手伝いいただける方は、 

045-894-8316（栄区総務課統計選挙係）   

まで御連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 

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！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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。 

【申込先】 

 

・日時   令和元年 12 月 13 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   ●国会議事堂 参議院 

       ・衛視の案内による見学（約 60 分） 

     ●豊洲市場付近にて昼食 

・費用   昼食代（各自、お好みの店舗にて） 

      豊洲市場付近まで観光バスが近づけないため、有明テニスの森駅から 

      電車にて移動します。（往復 380 円 ※切符の場合） 

・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または同封の返信用封筒にて下記の申込先あてに、お申込みくだ

さい。 

【応募締切】令和元年 11 月８日（金）必着 

概要 

 



（令和２年３月発行）

令和元年11月２日（土）

本郷中学校で行われた栄区民まつりで、似顔絵コーナーと模擬投票コーナーを出展

しました。

似顔絵コーナーでは、整理券配布前から長蛇の列ができ、100組の整理券がすぐに配

布終了になるほど大盛況でした！

模擬投票では、投票してくれた方に啓発エコバッグを配布しました！

栄区民まつりに参加しました

イコット通信第６８号

←
配
布
し
た
エ
コ
バ
ッ
グ

模擬投票コーナーでは、タッチー君、イコットＪｒ、

めいすいくんによるキャラクター総選挙を行い。見事

、タッチー君が588票中480票を獲得し、１位になりま

した！

お手伝いいただいた方々、
ご協力ありがとうございました！！

明るい選挙キャラクター

「選挙のめいすいくん」



横浜市・区明るい選挙推進大会

栄区明るい選挙推進大会

令和元年10月28日（月）

栄区明るい選挙推進大会を開催し、50人の推進委員・推進員の方に参加していただき

ました。

第１部では、今年度の事業計画の説明と報告、第２部では、昨年度と同じく慶應義塾

大学 SFC研究所上席所員の西野 偉彦氏をお招きし、「これからの選挙啓発と主権者教育

～統一地方選と参院選を通じて～」と

題して講演会を行いました。

参加者の方からは、「これからどう取

り組んで選挙を拡充するか等を考えてい

くためにたいへんためになった」や「子

どもとともに学ぶ大切さが分かった」な

どの感想をいただきました。

令和元年11月11日（月）

横浜市・区明るい選挙推進大会が開催されました。

第１部では、式典、第２部では、弁護士の菊池 幸夫氏による「出会いの人生から学ん

だこと」と題して御講演がありました。

また、各区の活動報告のパネルも展示されました。

↑栄区の活動報告↑式典の様子



選挙フォーラム実施報告

庄戸小学校

西本郷中学校

令和２年１月30・31日（木・金）

西本郷中学校で３年生（約120人）を対象

に選挙出前講座を行いました。

あと３年ほどで選挙権を得る皆さんに選挙

に関する講座と実際の「令和元年参議院議員

通常選挙」を題材に模擬投票を行いました。

各候補者の参考として、本物の選挙公報を

使用しました。

令和２年２月10日（月）

庄戸小学校で６年生（53人）を対象に選挙

出前講座を行いました。

選挙に関する講座と選挙を身近に感じても

らうために学校行事で行う遊びの内容を決め

る模擬投票を行い、実際に１位だった遊びが

行われ、１票の大切さについて学んでもらい

ました。

↑模擬投票の様子

↑講座の様子



施設見学会を実施しました！

本年度の事業は、終了になります。
推進委員・推進員の皆様には、統一地方選挙と参議院選挙の立会人や様々

な啓発活動に御協力いただきありがとうございました。
来年度もよろしくお願いします！！

【発行】 栄区明るい選挙推進協議会

【事務局】栄区総務課統計選挙係

TEL 894-8316 FAX 895-2260

また、自治会・町内会の役員等の改選で変更になる方がいらしたら、下記
連絡先まで御連絡ください。

令和元年12月13日（金）

国会議事堂 参議院で施設見学会を開催しまし

た。

参議院議場で国会議事堂の成り立ちなどの説明

を聞いた後、御休所や中央広間などを見学しまし

た。日本の中枢である国会議事堂で歴史を感じる

ことができました。

当日は、23名の推進委員・推進員のみなさまの

参加がありました。御参加いただいた方は、お疲

れ様でした。今後とも、栄区明るい選挙推進活動

に御協力をお願いいたします。

御参加
ありがとうございました！！
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