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１ 啓発事業 

（１）「私たちの広場」 

Ａ４判２８頁、１６０,０００部(１回あたり) 

・３１２号 特集「パネルディスカッション『明るい選挙推進運動のこれから』」 

「シンポジウム『海外の選挙教育』」 

「明るい選挙推進優良活動表彰」 

・３１３号 特集「参議院選挙」 

・３１４号 特集「未成年模擬選挙を考える」 

・３１５号 特集「国会議員の定数と配分」 

・３１６号 特集「地方議会改革」 

・３１７号 特集「統一地方選挙」 

連載「フィンランドのシティズンシップ教育」、絵本「福沢 諭吉」 

 

（２）協会公式Ｗｅｂサイトの運用 

掲載内容の更新及びコンテンツの追加等を行った。 

 

（３）若者向けＷｅｂサイト「Voters Mall」 

   掲載内容の更新及びコンテンツの追加等を行った。 

 

（４）明るい選挙啓発ポスターコンクール 

全国の小中高校生を対象に明るい選挙に関するポスターコンクールを実施。約９千校、約

１３万６千人から応募があり、文部科学大臣・総務大臣賞（連名）１８人、財団法人明るい

選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長賞（連名）６１人を表彰した。 

①作成のポイント等を記載した募集パンフレットを作成・配布した。 

・Ａ４判８頁  ２０２,７５０部(平成２２年度用)、１３７,７００部(平成２３年度用) 

②小学生・中学生新聞で、明るい選挙啓発ポスターを制作する際の参考となる内容等を掲

載するとともに、政治や選挙の大切さ等を訴え、有権者となった際には進んで投票に参加

することを呼びかけた。 

・朝日小学生新聞     １５段(全段)カラー ６月１６日 平成２３年３月３１日 

・毎日小学生新聞     １１段(全段)カラー ６月１６日 平成２３年３月２９日 

・朝日中学生ウィークリー １０段(全段)カラー ６月２０日 平成２３年３月２７日 

③大臣賞・会長賞作品をまとめた「平成２２年度明るい選挙啓発ポスターコンクール全国

優秀作品集」を作成・配布した。 

・Ａ４判４８頁  ２５,３００部 

・都道府県、指定都市、市区町村選管及び教育委員会に配布 

 

（５）啓発資材作成事業 

①寄附禁止規定周知のためのリーフレットとポスター 

デザインを一新して作成した。 

・都道府県、指定都市、市区町村選管からの希望部数により配布した。 

・Ｂ４判リーフレット  ８２６,３５０部 

・Ａ２判ポスター     ２９,７４０枚 

②新有権者パンフレット「Voters graffiti」 

若者向け雑誌「Tokyo graffiti」の編集協力により作成した。 

・Ａ５判３２頁      ８９４,０００部 

・都道府県、指定都市、市区町村選管及び書店に希望部数を配布 
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③選挙啓発ＤＶＤ「うるまでるびのＧＯ！ＧＯ！明るい社会」 

第２弾として、若者に社会問題への関心を持たせる内容のアニメを作成した。 

・３６０,０００枚  

・都道府県、指定都市、市区町村選管に希望数を配布 

④選挙啓発音声ＣＤ 

 視覚障がい者・知的障がい者向けに統一地方選挙の投票方法等をお知らせする音声ＣＤ 

を作成した。 

 ・１９,８００枚 

 ・都道府県、指定都市、市区町村選管に希望数を配布 

⑤啓発用風呂敷、ハンカチ、ミニノート等 

    ・希望のあった都道府県、市区町村選管に実費頒布 

 

 

２ 推進体制強化事業 

（１）全国研修会 

①期日  平成２３年３月３日、４日 

②場所  東京都千代田区 グランドアーク半蔵門 

③内容  ・事例発表「平成２２年度明るい選挙推進優良活動」 

山形県米沢市明るい選挙推進協議会  平塚会長 

静岡県富士宮市明るい選挙推進協議会 佐野会長 

          三重県ライトスタッフ        世古さん 

          福岡市明るい選挙推進グループ CECEUF 松本さん 

・意見交換会「常時啓発のあり方－明推協活動のこれから」 

意見発表 

秋田県明るい選挙推進協議会    藤盛会長 

新潟県明るい選挙推進協議会    平田会長 

           山口県明るい選挙推進協議会    平野会長 

明るい選挙宮崎県推進協議会    橘会長 

           福島県選挙管理委員会       吉田副主査 

分散会（１１グループに分かれて意見交換） 

           全体会 

コーディネーター 

            神奈川県明るい選挙推進協議会  川上副会長 

・講演「若者を社会のアウトサイダーにしないためには」 

放送大学教養学部          宮本教授 

・講演「討論型世論調査と熟議」 

慶応大学大学院政策・メディア研究科 曽根教授 

 

（２）都道府県・指定都市明推協会長等会議 

開催月日 ブロック 開催地 

１１月１２日 関東甲信越静 静岡県 

１１月２６日 中国 島根県 

１２月２日、３日 指定都市 千葉市 

１２月６日、７日 東海・北陸 三重県 

１２月１５日 四国 徳島県 

平成２３年１月６日、７日 北海道・東北 宮城県 

平成２３年１月１３日 九州 沖縄県 

平成２３年１月１７日 近畿 奈良県 
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（３）指定都市選挙管理委員会事務局長会議 

開催月日 ブロック 開催地 

１１月１９日 指定都市 さいたま市 

 

（４）市区町村明推協会長等研修 

開催月日 ブロック 開催地 

１０月２１日 関東甲信越静 群馬県 

１０月２８日、２９日 中国 岡山県 

１１月１７日、１８日 北海道・東北 山形県 

１２月８日 近畿 滋賀県 

１２月１３日 東海・北陸 三重県 

平成２３年１月１４日 四国 愛媛県 

平成２３年１月２７日、２８日 九州 宮崎県 

 

（５）コミュニティーリーダー養成研修 

開催月日 ブロック 開催地 

１０月１２日 東海・北陸 富山県 

１０月２７日 関東甲信越静 神奈川県 

１１月４日 近畿 京都府 

１１月１８日、１９日 九州 佐賀県 

１１月２９日、３０日 北海道・東北 岩手県 

１２月１４日、１５日 中国 山口県 

平成２３年１月２５日 四国 愛媛県 

 

（６）青年リーダー養成研修 

開催月日 ブロック 開催地 

１０月９日、１０日 九州 大分県 

１０月１６日、１７日 関東甲信越静 栃木県 

１０月２３日、２４日 東海・北陸 愛知県 

１１月２０日、２１日 北海道・東北 北海道 

１１月２７日、２８日 中国・四国 高知県 

平成２３年１月２２日、２３日 近畿 和歌山県 

 

（７）都道府県・指定都市選挙管理委員会選挙啓発事務担当者研修会 

①期日 ４月２４日 

②場所 東京都千代田区 全国都市会館 

③内容 ・講話「選挙啓発について」    

(財)明るい選挙推進協会   牧之内常務理事 

・第２２回参議院議員通常選挙の事業説明 

  総務省選挙部管理課     西崎選挙啓発係長 

・事例発表 

「若者組織の立ち上げと運営について」 

福岡市選挙管理委員会    明石書記 

        「学校教育との連携について」 

   大分県選挙管理委員会    石松書記長補佐 
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        「品川区明るい選挙推進協議会の活動について」 

   品川区明るい選挙推進協議会 石井会長 

・平成２２年度協会事業説明  

 

（８）ＳＮＳ「めいすいＮＥＴ」 

明るい選挙推進協議会委員、選挙管理委員会書記、研修会参加者のネットワーク化を図る

ため、ＳＮＳ「めいすいＮＥＴ」を運営した。 

 

（９）市町村明推協研修会等開催支援事業 

市区町村明るい選挙推進協議会の活動を支援するため、市区町村明るい選挙推進協議会等

が開催する講演会・研修会に講師を招聘した場合に要する経費について３８団体に助成した。 

 

（10）都道府県と連携した講演会等の開催 

青森県選挙管理委員会との共催で「明るい選挙推進公開講座」を実施した。 

①期日  平成２３年１月２９日 

②場所  青森県青森市 ホテルクラウンパレス青森 

③内容  ・特別講演「政治の精神を作るもの ―政治家と有権者―」 

(財)明るい選挙推進協会    佐々木会長 

  ・事例発表 

    岩手県明るい選挙推進協議会  小野寺会長 

    明るい選挙推進愛知県協議会  神野委員 

 

（11）若者委員会 

全国各地で選挙啓発活動に参加している若者が集まり交流を図った。 

①期日  平成２３年３月４日 

②場所  東京都千代田区 グランドアーク半蔵門 

 

（12）研修資料作成事業 

①平成２１年度中央研修会講演録 

 中央研修会２日目のシンポジウム「海外の政治教育」での基調講演２本とパネルディス 

カッションを収録したもの 

 ・Ｂ６判１２０頁 ２９,５００部 

 ・都道府県、指定都市、市区町村選管に希望部数を配布 

②選挙のめいすいくんの着ぐるみ人形 

従来よりも軽量化を図ったもの 

・５０体  

 ・希望のあった都道府県・指定都市・市区町選管に配布 

③パンフレット「くらしの中の選挙」 

平成２０年度に作成したものを一部改訂の上増刷したもの 

・Ａ４判５６頁   ３０６,５００部 

・都道府県、指定都市、市区町村選管に希望部数を配布 

④明るい選挙推進ハンドブック 

 平成２０年度に作成した冊子の内容を更新したもの 

・Ｂ６判４４頁   １７４,０００部 

・都道府県、指定都市、市区町村選管に希望部数を配布 

⑤映像資料「くらしの中の選挙」 

選挙制度をアニメーションでわかりやすく解説する映像資料をＤＶＤに収録したもの 

・２,０４０枚 

・都道府県、指定都市、市区町村選管及び都道府県、指定都市明推協会長に配布 
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   ⑥明るい選挙４コママンガ作品集 

    政治意識の向上を目的とした４コママンガをＤＶＤ－ＲＯＭに収録したもの 

    ・１,９６０枚 

 

（13）理事会 

（ア）第１回 

    ①期日 ５月２８日 

    ②場所 東京都千代田区 主婦会館会議室 

    ③議事 ・議案第１号 平成２１年度事業報告及び決算（案） 

        ・議案第２号 平成２１年度剰余金（収支差額）の処分（案） 

・議案第３号 評議員の選任 

・議案第４号 副会長の選任 

・議案第５号 常務理事の選任の同意 

・議案第６号 明るい選挙推進参院選全国大会決議（案） 

・その他 

（イ）第２回 

    ①期日 平成２３年２月１５日 

    ②場所 東京都千代田区 主婦会館会議室    

③議事 ・諸報告 

・議案第１号 会長の選任 

・議案第２号 平成２３年度事業計画（案）及び予算（案） 

・議案第３号 評議員の選任 

・議案第４号 平成２２年度明るい選挙推進優良活動表彰の選考について  

・その他 

 

（14）評議員会 

（ア）第１回 

    ①期日 ５月２７日 

    ②場所 東京都千代田区 主婦会館会議室 

    ③議事 ・議案第１号 平成２１年度事業報告及び決算(案) 

・議案第２号 平成２１年度剰余金(収支差額)の処分(案) 

・議案第３号 理事の選任 

・議案第４号 明るい選挙推進参院選全国大会決議（案） 

・その他 

（イ）第２回 

    ①期日 平成２３年２月１４日 

    ②場所 東京都千代田区 主婦会館会議室 

③議事 ・議案第１号 平成２３年度事業計画（案）及び予算（案） 

・議案第２号 理事の選任 

・その他   

 

（15）総会 

①期日 平成２３年３月３日 

②場所 東京都千代田区 グランドアーク半蔵門 

③報告 ・平成２１年度決算について  

・平成２２年度業務報告について 

・平成２３年度事業計画及び予算について 

・その他 
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（16）監事監査 

   ①期日 ５月１８日 

   ②場所 東京都千代田区 協会会議室 

   

 

３ 調査研究事業 

（１）第２２回参議院議員通常選挙に関する意識調査 

・調査地域  全国 

   ・調査対象  満２０歳以上の男女個人 

・標本数   ３,０００人 

・抽出方法  層化二段無作為抽出法 

・調査時期  ８月１９日～９月５日 

  ・報告書   「第２２回参議院議員通常選挙の実態」 

           原資料２９０部、調査結果の概要２,９００部 

 

（２）常時啓発事業のあり方等研究会 

常時啓発事業について時代に即した見直しを早急に進めるため、学識者、明るい選挙推進

協議会関係者、選挙管理委員会関係者・ボランティア関係者、ＮＰＯ団体関係者等で構成す

る研究会を設置し、効果的、実践的な常時啓発のあり方等について検討した。 

   ・第一回 平成２３年２月２４日 

   ・第二回 平成２３年３月２９日 

 

 

４ 明るい選挙推進優良活動表彰 

積極的に明るい選挙推進活動に取り組み、他の模範となる活動を行っている団体を応募形式

により募集し、選考・表彰した。 

①選考委員会 平成２３年１月１８日 

②理事会   平成２３年２月１５日 

③表彰式   平成２３年３月３日 

 

被表彰団体及び活動 

①優良活動賞 

・山形県米沢市明るい選挙推進協議会 

・静岡県富士宮市明るい選挙推進協議会 

・三重県ライトスタッフ 

・高知県明るい選挙推進協議会 

・福岡市明るい選挙推進グループ CECEUF 

・リンカーン・フォーラム 

②優良活動奨励賞 

・滋賀県東近江市明るい選挙推進協議会 

・島根県松江市明るい選挙推進協議会 

 


