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１ 一般啓発事業 

（１）考える主権者をめざす情報誌「Ｖｏｔｅｒｓ」 

Ａ４判２８頁、１３５,０００部(１回あたり) 

都道府県、指定都市、市区町村選管、図書館、報道機関、関係団体などに配布 

・創刊号 特集「二院制を考える」 

・２号  特集「公民的資質を培う」 

・３号  特集「「常時啓発事業のあり方等研究会」中間取りまとめ」 

・４号  特集「二大政党制を考える」 

・５号  特集「出前授業のすすめ」 

・６号  特集「メディアリテラシーを育てる」 

連載「韓国のシティズンシップ教育」、「ファシリテーションのすすめ」、 

「市民団体の活動」 

 

（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）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

ためにＳＮＳを運営。登録会員は８１０名。 

 

（４）新有権者パンフレット「１４０文字の本音」 

主に新有権者を対象としたパンフレットを作成した。全国の若者啓発グループを集めた若

者委員会により企画審査を行った。 

・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 

・Ａ５判３２頁   ８３５,０００部 

 

（５）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８千６百校、

約１３万人から応募があり、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）６０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  １６４,０００部(平成２４年度用) 

②大臣賞・会長賞作品をまとめた「平成２３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  ３０,０００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 

 

（６）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 

デザインを一新して作成した。 

・都道府県、指定都市、市区町村選管に希望部数を配布 
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・Ｂ４判リーフレット  ９００,０００部 

②選挙のめいすいくんの着ぐるみ人形 

・４４体 

・市区町村選管に配布 

③啓発用風呂敷、モバイルクリーナー、マグネット等 

    ・希望のあった都道府県、市区町村選管に実費頒布 

 

 

２ 常時啓発ボランタリー活動支援事業 

（１）全国研修会 

①期日  平成２４年３月５日、６日 

②場所  東京都千代田区 グランドアーク半蔵門 

③内容  ・講演「学ぶということ」 

          財団法人明るい選挙推進協会     佐々木会長 

・シンポジウム「若者・子どもの政治意識の醸成、向上」 

  パネリスト              

   山形県明るい選挙推進協議会    松浦会長 

   沖縄県明るい選挙推進協議会    島袋副会長 

愛知県選挙管理委員会事務局    山崎主任 

練馬区選挙管理委員会事務局    新郷情報啓発係長 

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 

  発表者  

横浜市イコットプロジェクト    斎藤代表 

   宮崎県学生選挙サポーターM-Lighvo 矢野会長 

   ＮＰＯ法人ドットジェイピー    北島事務局長 

   ＮＰＯ法人Ｄｏ Ｕｐ！       馬場代表理事 

・講演「マスメディアからみた主権者教育」 

毎日新聞社             与良論説副委員長 

・シンポジウム「地域の明るい選挙推進協議会活動の活性化」 

  パネリスト              

   高知県明るい選挙推進協議会    植田会長 

   鹿児島県明るい選挙推進協議会   税所会長 

品川区明るい選挙推進協議会    石井会長 

山口市明るい選挙推進協議会    久保田理事 

コーディネーター 

さいたま市明るい選挙推進協議会  松本会長 

  発表者  

帯広市明るい選挙推進協議会    舩戸副会長 

   熱海市明るい選挙推進協議会     山田会長    
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（２）ボランティアリーダーフォーラム 

開催月日 ブロック 開催地 

９月１５日 四国 徳島県 

１０月１４日 関東甲信越静 神奈川県 

１０月２１日 近畿 和歌山県 

１０月３１日、１１月１日 東海・北陸 岐阜県 

１１月１６日 九州 宮崎県 

１１月２２日 中国 山口県 

１１月２４日、２５日 指定都市 川崎市 

１２月２１日 北海道・東北 岩手県 

 

（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 

１２月２日 指定都市 堺市 

 

（４）地域ボランティアフォーラム(ブロック型) 

開催月日 ブロック 開催地 

７月２６日 近畿 京都府 

８月３日 東海・北陸 三重県 

８月１０日 四国 香川県 

８月２４日、２５日 中国 鳥取県 

９月２６日、２７日 九州 熊本県 

１０月２４日 関東甲信越静 長野県 

１１月１７日、１８日 北海道・東北 青森県 

 

（５）若者リーダーフォーラム 

開催月日 ブロック 開催地 

７月２３日、２４日 中国・四国 広島県 

８月６日、７日 東海・北陸・近畿 滋賀県 

１０月１日、２日 九州 鹿児島県 

１０月２９日、３０日 北海道・東北 秋田県 

１１月１９日、２０日 関東甲信越静 茨城県 

 

（６）地域ボランティアフォーラム（連携型） 

   都道府県・指定都市・市町村の明推協及び選管が実施する研修会、講演会、推進大会、シ

ンポジウム等と連携・協力し、ＮＰＯ団体の職員や主権者教育等を専門とする大学教授等を

講師として派遣した。 

・４６カ所で実施（資料１参照） 
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（７）常時啓発ボランティア支援事業等説明会 

①期日 ６月２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 

・講演「第１７回統一地方選挙について」 

   総務省選挙部管理課     荻野選挙啓発係長 

・事例発表 

「若年層に向けた選挙啓発 ～選管の立場から～」 

三重県選挙管理委員会    岡本書記 

        「沖縄県主催青年リーダー研修会における 

                     政見発表会について」 

    沖縄県選挙管理委員会    砂川書記 

        「常時啓発事業の現状と課題について」 

    名古屋市選挙管理委員会   田中書記 

・平成２３年度協会事業説明  

  

（８）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１８団体に助成した。

（資料２参照） 

 

（９）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９月１日、２日 

②場所  東京都千代田区 東京グリーンパレス 

 

（10）支援情報の提供 

   以下の教材・資料を作成し、都道府県・指定都市・市区町村選管等に配布した。 

①映像資料「くらしの中の選挙Ｎｏ．２」 

 投票方法や当選人の決定方法等をアニメ等を用いて解説したＤＶＤ 

 ・６,２００部 

②映像資料「公開討論会」 

公開討論会の開催に向けた取り組みについて実録映像を交えながら説明したＤＶＤ 

・３,０００枚  

③出前授業用キット 

出前授業の映像ＤＶＤと解説書、ワークシート等を収録したＣＤのセット 

・２,２００セット 

④協会フォーラム講演録 

今年度実施した各種フォーラムでの講演のうち１５本を収録した冊子 

・Ｂ６判、３分冊   各２４,０００部 
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（11）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２４年１月３１日 

②理事会   平成２４年２月１７日 

③表彰式   平成２４年３月５日 

被表彰団体 

①優良活動賞 

・北海道帯広市明るい選挙推進協議会 

・横浜市イコットプロジェクト 

・長野県長野市明るい選挙推進協議会 

・静岡県熱海市明るい選挙推進協議会 

・山口県山口市明るい選挙推進協議会 

・宮崎県学生選挙サポーター Ｍ-Ｌｉｇｈｖｏ 

・特定非営利活動法人 ＤｏＵｐ！ 

②優良活動奨励賞 

・東京都北区滝野川谷端ときわ会 

 

（12）理事会 

（ア）第１回 

    ①期日 ５月２７日 

    ②場所 東京都千代田区 東京グリーンパレス 

    ③議事 ・議案第１号 平成２２年度事業報告及び決算(案) 

        ・議案第２号 平成２２年度剰余金(収支差額)の処分(案) 

・議案第３号 平成２３年補正予算(第１号)(案) 

・議案第４号 寄附行為の一部変更に関する寄附行為(案) 

・議案第５号 評議員の選任 

・その他 

（イ）第２回 

    ①期日 平成２４年２月１７日 

    ②場所 東京都千代田区 東京グリーンパレス    

③議事 ・議案第１号 平成２４年度事業計画(案)及び予算(案) 

・議案第２号 次期評議員の選任(案) 

・議案第３号 平成２３年度明るい選挙推進優良活動表彰の選考について 

・議案第４号 平成２２年度明るい選挙推進優良活動表彰実施要綱の改正  

・議案第５号 最初の評議員選考委員会設置規則(案) 

・その他 

 

（13）評議員会 

（ア）第１回 

    ①期日 ５月２６日 
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    ②場所 東京都千代田区 東京グリーンパレス 

    ③議事 ・議案第１号 平成２２年度事業報告及び決算(案) 

・議案第２号 平成２２年度剰余金(収支差額)の処分(案) 

・議案第３号 平成２３年度補正予算(第１号)(案) 

・議案第４号 寄附行為の一部変更に関する寄附行為（案） 

・議案第５号 理事の選任 

・その他 

（イ）第２回 

    ①期日 平成２４年２月１６日 

    ②場所 東京都千代田区 東京グリーンパレス 

③議事 ・議案第１号 平成２４年度事業計画(案)及び予算(案) 

・議案第２号 理事の選任（案） 

・議案第３号 次期役員の選任（案） 

・議案第４号 最初の評議員選考委員会設置規則(案) 

・その他   

 

（14）総会 

①期日 平成２４年３月５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２２年度決算について  

・平成２３年度業務報告について 

・平成２４年度事業計画及び予算について 

・次期役員及び評議員について 

・その他 

 

（15）監事監査 

   ①期日 ５月１７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１７回統一地方選挙に関する意識調査 

・調査地域  全国（但し、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、沖縄県は除く） 

   ・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 

・調査方法  調査員による面接調査 

・調査時期  ６月１８日～７月１０日 

  ・報告書   「第１７回統一地方選挙全国意識調査 調査結果の概要」２,９００部 

          都道府県、市町村選管等に配布した。 

 



（資料１）
平成23年度　地域ボランティアフォーラム・連携型

団体 研修名 実施日 派遣講師（敬称略）

北海道帯広市 明推協委員研修会 11月25日 学生団体ivote創設者  原田謙介

青森県 明るい選挙推進公開講座 12月9日 模擬選挙推進ネットワーク事務局長　林大介

山形県 選挙啓発公開講座 12月6日 地域ＮＩＥキャラバン代表　渡辺裕子

栃木県 青年リーダー研修 10月1日 学生団体ｉｖｏｔｅ代表　北麻理子　他２名

指導員研修会 10月28日 佐賀大学教授 上野景三

栃っ子！　選挙推進プロジェクト勉強会 12月9日 若者エンパワメント委員会前代表　両角達平

埼玉県 推進委員研修会 12月2日 明治学院大学教授 川上和久

千葉県 県民政治大学 11月21日
東京大学教授 小玉重夫
神奈川災害ボランティアネットワーク代表 吉村恭二

神奈川県秦野市 明るい選挙推進大会 11月10日 学生団体ivote創設者  原田謙介

神奈川県鎌倉市 明るい選挙推進大会 11月19日 早稲田大学マニフェスト研究所所長　北川正恭

長野県 夏期政治フォーラム 8月3日 東京大学教授　小玉重夫

新潟県 モニター会議 7月28日 学生団体ivote創設者  原田謙介・代表 北万里子　他１名

推進委員研修 12月9日 東京大学教授　小玉重夫

静岡県東部明推協 女性・青年の集い 10月25日 模擬選挙推進ネットワーク　杉浦正和

静岡県中部明推協 静岡県中部明るい選挙推進協議会指導者養成講習会 11月10日 模擬選挙推進ネットワーク代表　山崎武昭

静岡県伊東市 伊東市明るい選挙推進協議会委員研修会 12月5日 ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協会青森県支部長　渡部一清

川崎市 白ばらセミナー 10月20日 明治学院大学教授 川上和久

横浜市 リーダー研修会 11月7日 毎日新聞ボートマッチ（えらぼーと）監修委員　松本正生

関東ブロック若者委員会 12月26日 学生団体ivote、神奈川選挙カレッジ、ＴＥＰ

静岡市 ３区合同研修会 12月9日 神奈川災害ボランティアネットワーク代表　吉村恭二

愛知県阿久比町 阿久比町明るい選挙推進協議会総会・研修会 6月30日 模擬選挙推進ネットワーク代表　山崎武昭

愛知県豊田市 豊田市明るい選挙推進協議会総会 7月15日 若者エンパワメント委員会前代表　両角達平

愛知県安城市 明るい選挙推進安城市協議会 7月21日 模擬選挙推進ネットワーク　硤合宗隆

愛知県東海市・知多市 東海市・知多市明るい選挙推進協議会合同研修会 10月28日 模擬選挙推進ネットワーク事務局長　林大介

三重県 青年選挙講座（グリーンエイジミーティング） 12月3日 鹿児島哲学カフェ代表　能瀬博之

三重県亀山市 亀山市明るい選挙推進協議会研修会 12月2日 ＪＩＣＡ　橋本敬市 

三重県四日市市 「ツナガリ」フォーラム 12月22日
イコットプロジェクト代表 齋藤 文哉
若者エンパワメント委員会副代表 佐藤志保

滋賀県 市町村明推協会長等研修 10月31日 シティズンシップ共育企画代表　川中大輔

滋賀県明るい選挙推進県民会議 12月16日 神奈川災害ボランティアネットワーク代表 吉村恭二

兵庫県 明推協組織・活動活性化研修 12月5日 シティズンシップ共育企画代表　川中大輔

奈良県 白ばら大会 12月14日
三重県ライトスタッフ 東直樹
若者エンパワメント委員会前代表　両角達平

鳥取県 明るい選挙推進鳥取県女性集会 7月9日 神戸婦人有権者連盟会長　福家清美

島根県 模擬選挙推進ネットワーク代表　山崎武昭

ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協会青森県支部長　渡部一清

広島県 第一線指導者研修会 10月14日 ＮＰＯ法人ドットジェイピー事務局長　北島優子

山口県 青年法政大学OB会 11月26日 沖縄県明るい選挙推進青年会ＶＯＴＥ副会長　新田繁睦

香川県 市町明るい選挙推進協議会委員等研修会 12月16日 シティズンシップ共育企画代表　川中大輔

福岡県大川市 大川市明るい選挙推進協議会研修会 12月12日 鹿児島国際大学非常勤講師 義山宏文

福岡県大木町 大木町明るい選挙推進講演会 11月11日 明治学院大学教授 川上和久

佐賀県 市町選管委員長・明推協会長合同会議 12月15日 ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協会青森県支部長　渡部一清

長崎県 明るい選挙ユースミーティング 8月20-21日 学生団体vote創設者  原田謙介

宮崎県 しゃべり場せんきょ 10月1日 沖縄県明るい選挙推進青年会ＶＯＴＥ副会長　新田繁睦

第5回学生選挙サポーターミーティング 12月17日 ＮＰＯ法人ドットジェイピー熊本支部代表　林麻貴

宮崎県延岡市 わけもんの主張　東臼杵支会大会 11月26日 鹿児島国際大学非常勤講師 義山宏文

鹿児島県 ＳＴＥＰ合宿研修会 9月10-11日 沖縄県明るい選挙推進青年会ＶＯＴＥ副会長　新田繁睦

沖縄県 青年リーダー研修会 6月25日 ＮＰＯ法人Ｒｉｇｈｔｓ　副代表理事　高橋亮平

福岡市 セセウフ勉強会 12月14日 模擬選挙推進ネットワーク代表　山崎武昭

第一線指導者研修 11月28日



（資料２）
平成23年度　市町村明推協研修会等開催支援事業

団体 研修名 実施日 講師（敬称略）

広島県世羅町 世羅町明るい選挙推進協議会研修会 5月20日 中国新聞社　論説委員　石丸 賢

栃木県小山市 小山市明るい選挙推進協議会研修会 5月25日 白鷗大学教育学部教授　結城 史隆

静岡県東部明推協 平成23年度明るい選挙推進研修会 6月21日 朝日新聞社編集局　有馬 央記

東京都江東区 平成23年度前期教養講座 9月20日 東洋大学准教授、東京都明推協委員　小島 貴子

長野県佐久市 平成23年度佐久市政治選挙講演会 11月20日
名古屋外国語大学大学院教授・早稲田大学講師
　高瀬 淳一

東京都八王子市選管 八王子市明るい選挙推進協議会「しろばら講演会」 10月13日 毎日新聞社論説委員　人羅 格

岐阜県岐阜市 平成23年度岐阜市明るい選挙推進大会 10月25日 滋賀県立大学教授　大橋松行

東京都練馬区 平成23年度明るい選挙教養講座 12月10日 読売新聞特別編集委員　橋本五郎

印旛郡市選管連絡協議会 平成23年度印旛地区選挙関係委員研修会 10月27日 専修大学法学部教授　小林弘和

東京都町田市 しろばら講座 10月1日 慶應義塾大学教授　小林良彰

北海道釧路市 地域を変える若者の投票 10月9日 早稲田大学国際教養学部教授　森川友義

三重県紀北町 明るい選挙推進協議会合同研修会 10月12日 同志社大学法学部教授　森　裕城

鳥取県南部町 南部町明るい選挙推進協議会委員及び南部町議会議員合同研修会 10月13日 新日本海新聞社　景山　誠

東京都日野市 選挙啓発講演会 10月25日 ＮＨＫ解説委員　島田　敏男

東京都市明推協連合会
第４ブロック

東京都市明るい選挙推進協議会連合会第４ブロック合同研修会 11月18日 朝日新聞社編集委員　曽我　豪

三重県伊勢市 第４１回「白ばらの集い」 12月20日 こころ元気研究所所長　鎌田 敏

長野県松本市 松本市明るい選挙推進協議会　総会及び研修会 12月12日 テレビ朝日コメンテーター　三反園　訓

福岡市博多区 平成23年度博多区明るい選挙推進協議会講演会 2月2日 東亜大学非常勤講師　谷村 寿重


