
 
 
 
 
 
 
 

賞名 作品 受賞者 

最優秀賞 さあ一票 あなたが変える 鶴見の町 豊岡小 下川さん 

会長賞 届けよう 未来を動かす 一票を 岸谷小 髙梨さん 

副会長賞 伝えなきゃ 自分の気持ち 一票で 岸谷小 吉岡さん 

副会長賞 選挙権 未来へつなげる 第一歩 末吉小 大谷さん 

委員長賞 選挙権 捨てちゃうなんて もったいない 豊岡小 森下さん 

区長賞 さあ行こう 明日を決める 選挙へと 生麦中 木幡さん 

 

賞名 作品 

入選 届けよう 自分の意志を 投票で 

入選 自分の未来 見ているだけでは 変わらない。 

入選 この先の 笑顔のために その一票 

入選 投票は 未来の人への おくりもの 

入選 たがが一票されど一票 

入選 政治家を 批判するなら まず選挙 

入選 文句を言うなら まず一票!! 明るい未来は君次第 

入選 ぼくたちの 未来を救え 大人たち 

入選 行かぬなら 覚悟しておけ 若い人 

入選 一人一人協力し、支えあう。それが明るい未来への第一歩。 

入選 たった一票 それでもなにか 始まるよ 

入選 選挙には 一人一人の 思いあり 

入選 僕達が生きたいと思える未来へその一票を 

 

 

令和３年 11 月から令和４年１月にかけて、区内市立小中学生を対象に選挙に関する標語を募集したところ、

昨年度の 294 点を大きく上回る、418 点のご応募をいただきました。 
審査の結果、19 作品が選ばれ、うち 1 作品が「最優秀賞作品」、5 作品が「優秀作品」、13 作品が「入選」と

なりました。残念ながら新型コロナウイルスの影響により予定されていた表彰式は開催できませんでしたが、

学校を通じて受賞者に表彰状等をお渡ししました。 
最優秀作品については、来年度行われる参議院選挙をはじめ、区内での選挙啓発に使用させていただきます。 

 

編集・発行 鶴見区明るい選挙推進協議会 鶴見区選挙管理委員会 令和４年３月発行 

 

つるみイコットニュース 

令和３年度鶴見区明るい選挙啓発標語コンクール 

受賞作品が決まりました！ 

参加賞で、自分で作った標語を

印刷した、将来の自分へのメッセ

ージカードを応募者全員へお渡

ししました。 

 さあ一票 あなたが変える 鶴見の町 

 ○○小学校 

○年○組 ○○ ○○ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴見区では、2021 年２度目の選挙となる衆議院総選挙が、令和３年 10 月

31 日に執行されました。解散から投開票日までわずか 17 日という、戦後最短

の選挙となりました。期間街頭啓発活動は、横浜市長選挙に引き続き中止となっ

てしまいましたが、タウンニュースや広報誌で広く投票を呼びかけました。 

  第 49 回衆議院議員総選挙 結果報告 

投票率の向上に向けて、ご協力をよろしくお願いします！ 

家族、友人、地域の方、と声を掛け合ってぜひ投票へいこっと！ 

※選挙期日は、３月１日時点で未定です。 

※各地区の街頭啓発及び事務局主催の JR 鶴見駅頭啓発は、令和４年度のイコット

ニュースでお知らせします。 

投票率 順位

第1投 矢向中学校 53.16% 17

第2投 矢向小学校 51.40% 22

第3投 矢向地区センター 53.63% 16

第4投 新鶴見小学校 49.86% 30

第5投 市場小学校 50.66% 27

第6投 鶴見市場地域ケアプラザ 56.23% 6

第7投 市場中学校 49.09% 34

第8投 平安小学校 51.23% 25

第9投 鶴見区役所 53.74% 15

第10投 ヨコハマアイランドガーデン 61.38% 1

第11投 潮田小学校 46.14% 41

第12投 入船小学校 44.24% 43

第13投 寛政中学校 48.21% 36

第14投 汐入小学校 46.29% 40

第15投 横浜サイエンスフロンティア高等学校 52.44% 20

第16投 下野谷小学校 49.31% 33

第17投 鶴見公会堂 57.94% 3

第18投 豊岡第二・三会館 54.24% 11

第19投 豊岡小学校 57.06% 4

第20投 下末吉小学校 50.24% 29

第21投 県立鶴見高等学校 52.31% 21

第22投 末吉小学校 47.59% 38

投票所

在外投票 20.24%

投票率 順位

第23投 末吉地区センター 52.81% 19

第24投 上末吉小学校 43.55% 44

第25投 市営梶山住宅集会所 47.81% 37

第26投 駒岡小学校 45.22% 42

第27投 獅子ケ谷小学校 50.35% 28

第28投 上の宮中学校 56.07% 7

第29投 馬場小学校 51.30% 23

第30投 旭小学校 52.86% 18

第31投 寺尾地区センター 54.03% 13

第32投 寺尾小学校 53.79% 14

第33投 東高等学校 51.25% 24

第34投 横浜商科大学 54.08% 12

第35投 寺尾地域ケアプラザ 56.01% 8

第36投 東台小学校 58.24% 2

第37投 岸谷公園集会所 56.33% 5

第38投 岸谷小学校 51.13% 26

第39投 生麦地区センター 46.66% 39

第40投 生麦小学校 49.74% 31

第41投 南仲町会館 48.60% 35

第42投 鶴見中央コミュニティハウス 54.80% 10

第43投 鶴見中央地域ケアプラザ 54.97% 9

第44投 駒岡地区センター 49.47% 32

51.63%

投票所

鶴見区合計

第 49 回衆議院議員総選挙 鶴見区投票所別投票率 

 

横浜市投票率 

 →56.07％ 

鶴見区投票率 

→51.63％ 

（18 区中 18 位） 


