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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、市区町村選管、図書館、報道機関、関係団体などに配布 

・１６号 特集「ネット選挙運動の解禁と日本の政治」 

・１７号 特集「ねじれ解消後の参議院」 

・１８号 特集「高校生徒会を考える」 

連載  「オランダのシティズンシップ教育」、「早わかり「政治学」」 

 

(２) ウェブサイトの運用 

・ 公式サイトで明るい選挙に関する各種情報や若者啓発グループ等の紹介等を掲載。 

・ 若者向けサイト「Voters Mall」の運営。 

・ 明るい選挙推進運動関係者の情報共有、相互意見交換のためにＳＮＳを運営。 

・ Facebook ページにて、各地の啓発情報などを発信。 

 

(３)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８千９

百校、約１４万５千人から応募があり、文部科学大臣・総務大臣賞(連名)１８人、公益

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。 

大臣賞・会長賞作品をまとめた「平成２５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。 

・ Ａ４判４８頁  ２４,０００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 

 

(４)啓発資材作成事業 

①新有権者向けパンフレット「チョットまじめに、もっと気楽に」 

大学生で「日本政治ドットコム」という投票マッチングサイトを立ち上げた鈴木邦和

さん、政治マニアとして有名なタレントの春香クリスティーンさん、ＡＫＢ４８の佐藤

すみれさんと宮崎美穂さん等を起用し制作した。 

・ 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。 

・ Ａ５判３２頁  ７００,０００部 

②寄附禁止規定周知のためのリーフレット 

・ 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。 

・ Ｂ４判リーフレット  ７００,０００部。 

③選挙のめいすいくんの着ぐるみ人形 

・４体 

・市区町村選挙管理委員会に配布。 

④啓発グッズ（タオルハンカチ、キーキャップ、メモ帳等） 

・希望のあった都道府県、市区町村選管に実費頒布。 
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２ 地域活動活性化事業 

(１)明るい選挙リーダーフォーラム（資料１） 

開催月日 ブロック 開催地 

１１月２８日、２９日 北海道・東北 福島県 

１２月４日、５日 指定都市 相模原市 

１２月１８日 四国 香川県 

平成２６年１月１６日 中国 岡山県 

平成２６年１月２２日 近畿 兵庫県 

平成２６年１月２８日、２９日 東海・北陸 富山県 

平成２６年２月１３日 関東甲信越静 千葉県 

平成２６年２月１８日 九州 佐賀県 
 

 

(２)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２０日 指定都市 相模原市 
 

 

(３)地域コミュニティフォーラム（資料２） 

開催月日 ブロック 開催地 

１０月１１日 近畿 奈良県 

１０月１８日 四国 高知県 

１０月２９日、３０日 九州 福岡県 

１１月１２日 東海・北陸 石川県 

１２月５日、６日 北海道・東北 秋田県 

１２月１８日、１９日 中国 山口県 

平成２６年１月２４日 関東甲信越静 東京都 
 

 

(４)若者リーダーフォーラム（資料３） 

開催月日 ブロック 開催地 

１０月５日、６日 東海・北陸・近畿 京都府 

１０月１９日、２０日 北海道・東北 山形県 

１１月２３日、２４日 関東甲信越静 埼玉県 

１２月７日、８日 中国・四国 徳島県 

１２月１４日、１５日 九州 熊本県 
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(５)連携型フォーラム（資料４） 

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

等に連携協力し、明推協会長や若者啓発グループ、大学教授等の講師を派遣。 

・下期３回実施（上期には２回実施） 

 

(６)全国フォーラム 

①期日 平成２６年３月１１日、１２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「歴史と政治の１００年」 

公益財団法人明るい選挙推進協会       佐々木会長 

・活動報告「平成２５年度明るい選挙推進優良活動」 

東京都江東区明るい選挙推進協議会   山本会長 

兵庫県宝塚市 逆瀬川マンション自治会 千秋会長 

鹿児島県鹿児島市明るい選挙推進協議会  村山運営委員 

・事例研究 

 「不在者投票 指定病院等における外部立会い 

        ―外部立会人候補者名簿をつくりませんか―」 

   岩手県大船渡市明るい選挙推進協議会  晴山会長 

「学校教育と連携した常時啓発事業 ～模擬参議院議員通常選挙～」 

福島県選挙管理委員会事務局         佐藤主事 

「松山大学の期日前投票所設置について」 

愛媛県松山市選挙管理委員会事務局   大隅主任 

  司会 

公益財団法人明るい選挙推進協会     牧之内理事長 

・講演「道徳の教科化とシチズンシップ教育」 

          教育再生実行会議有識者委員、三鷹市教育委員会委員長 貝ノ瀬氏 

       ・シンポジウム「若者による新たな啓発活動の方法」 

         パネリスト 

          栃っ子！選挙推進プロジェクト     合戸元代表 

僕らの一歩が日本を変える。        青木代表 

ポリレンジャー～若者の手で政治をよくし隊！  新藤代表 

         コーディネーター 

          ＮＰＯ法人ＹｏｕｔｈＣｒｅａｔｅ        原田代表 

           

 (７)若者フォーラム２０１３ 

総務省、Ｊ－ＷＡＶＥとの共催により「若者×ネット選挙 政治参加のこれからを考え

る」をテーマに開催。 

①期日 １２月２０日 

②場所 東京都渋谷区 原宿クエストホール 
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③内容 第１部 トークショー 

         津田大介 氏（ジャーナリスト） 

         ハリス鈴木絵美 氏（署名サイト「change.org」日本代表） 

    第２部 パネルディスカッション 

モデレーター 

津田大介 氏（ジャーナリスト） 

パネリスト 

春香クリスティーン 氏（タレント） 

福田貴弘 氏（学生団体「選挙へＧＯ!!」代表） 

安部敏樹 氏（一般社団法人リディラバ代表理事） 

 

（８）若者委員会 

  全国の若者啓発グループ１９団体の代表者が一堂に会し開催。 

①期日 １２月２１日 

②場所 横浜市中区 横浜市社会福祉センター 

③内容  今後の啓発活動の在り方をグループワーク形式で話し合い、発表。 

 

(９)明るい選挙推進ハンドブック 

   平成２４年度に作成したハンドブックの内容を更新し作成。 

・Ｂ６判４４頁  

・３８，０００部 

・都道府県、指定都市、市区町村選管に配布。 

 

(10)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２６年１月２０日 

②表彰式   平成２６年３月１１日 

③被表彰団体 

    優良活動賞 

    ・栃木県 栃っ子！選挙推進プロジェクト 

・東京都江東区明るい選挙推進協議会 

・島根県 ポリレンジャー～若者の手で政治をよくし隊！ 

・鹿児島県鹿児島市明るい選挙推進協議会 

・僕らの一歩が日本を変える。 

・ＮＰＯ法人ＹｏｕｔｈＣｒｅａｔｅ 

優良活動奨励賞 

・兵庫県 逆瀬川マンション自治会 
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(11)市区町村明推協研修会等開催支援事業（資料５） 

市区町村の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を助成した。 

・下期２０団体助成（上期には４団体助成） 

 

(12)理事会 

(ア)第１回 

①期日 １１月１９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 会長及び理事長の選定 

       ・議案第２号 事務局長の任命 

       ・議案第３号 平成２５年度上期(４月～９月)事業報告及び決算書(案) 

       ・議案第４号 平成２５年度上期(４月～９月)剰余金(収支差額)の処分(案) 

       ・議案第５号 基本財産の指定(案) 

       ・議案第６号 平成２５年度下期(１０月～３月)事業計画及び予算書(案) 

・議案第７号 役員等旅費規程(案) 

・議案第８号 理事会運営規則(案) 

・議案第９号 代表理事及び業務執行理事並びに監事に対する報酬額を定め

る基準(案) 

・議案第10号 情報公開規程(案) 

・議案第11号 組織規程(案) 

・議案第12号 経理規程(案) 

・議案第13号 資産運用規程(案) 

・議案第14号 就業規則(案) 

・議案第15号 給与規程(案) 

・議案第16号 職員旅費規程(案) 

・議案第17号 第１回評議員会の日程等 

・その他 

(イ)第２回 

①期日 平成２６年２月６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２６年度事業計画(案)及び予算(案) 

・議案第２号 平成２５年度明るい選挙優良表彰の選考 

・議案第３号 第２回評議員会の日程等 

・その他 

 

(13)評議員会 

(ア)第１回 

①期日 １２月１０日 

②場所 東京都千代田区 東京グリーンパレス 
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③議事 ・議長の選出 

・報告 第１回理事会決定事項 

・議案第１号 平成２５年度上期(４月～９月)事業報告及び決算書(案) 

・議案第２号 平成２５年度上期(４月～９月)剰余金(収支差額)の処分(案) 

・議案第３号 基本財産の指定(案) 

・議案第４号 平成２５年度下期(１０月～３月)事業計画及び予算書(案) 

・議案第５号 役員等旅費規程(案) 

・議案第６号 評議員会運営規則(案) 

・議案第７号 理事の選任 

・その他 

(イ)第２回 

   ①期日 平成２６年２月２５日 

②場所 東京都千代田区 ホテルルポール麹町 

③議事 ・業務報告 

        ・議案第１号 平成２６年度事業計画(案)及び予算(案) 

    ・その他 

 

(14)代表者会議 

①期日 平成２６年３月１１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２４年度決算について 

・平成２５年度業務報告について 

・平成２６年度事業計画及び予算について 

 

(15)監事監査 

①期日 １１月１５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２３回参議院議員通常選挙全国意識調査 

全国の満２０歳以上の男女個人３,０００人を対象に、郵送調査法により実施した。 

   ・回収率 ６７.３％ 

 

(２)インターネット選挙運動解禁に関する調査 

   総務省からの委託を受け、平成２５年７月の参院選、及び参院選以降に行われた地方

選挙を対象に、有権者のインターネット選挙運動への接触状況等を調査・分析をし、報

告書としてまとめた。 

・参院選調査  マスコミ等が実施した既存の調査結果等を収集し分析した。 

・地方選挙調査 参院選後に行われた地方選挙の中から宮城県・広島県知事選挙、堺市・
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川崎市・神戸市長選挙を対象に、インターネットモニター調査を実施、

川崎市は併せて郵送調査も実施した。また、２月９日に急遽行われるこ

ととなった東京都知事選挙について、インターネットモニター調査を追

加で実施した。 

 

(３)参加型学習教材 

総務省からの委託を受け、成人を対象とした参加型学習を推進するための教材を作成。 

・教材１「話し合いを重視した身近な社会問題学習」 

・教材２「新聞ヨム、社会ワカル、自分カワル 

 ～情報を多面的にとらえ、自ら読み解く力を磨く～」 

・教材３「街に郊外型大型店舗がやってくる」 

・教材４「自分たちで選挙の仕組みを変えてみよう！！」 

・教材５「「選挙」って難しくない！他人ごとから自分ごとへ」 

・教材６「自分たちの理想を実現する政党作り」 

 

(４)未成年者及び若い有権者を対象とした啓発事業に関する調査 

総務省からの委託を受け、全国の都道府県及び市区町村を対象に、選挙出前授業等の

実施状況を調査。 

 

(５)ソーシャルメディアを利用した選挙啓発 

ブログ、ツイッター、フェイスブックなどのソーシャルメディアを用いた選挙啓発事

業の手法等を検討するための研究会(委員：総務省、選管職員等)を設置。 

 ・第１回 １２月１６日 

   選挙啓発におけるソーシャルメディアの利用状況の説明、意見交換 

 ・第２回 平成２６年２月１２日 

   立命館大学大学院の西田亮介特別招聘准教授による講演、意見交換 

 ・第３回 平成２６年３月２０日 

    (株)ソーシャルカンパニーの市川裕康代表取締役社長による講演、意見交換 

 



（資料１）

平成２５年度　明るい選挙リーダーフォーラム

ブロック 開催地 内容

・選挙啓発出前講座等の実施（実施予定）について

・第23 回参議院議員通常選挙における指定病院等の不在者投票の外部立会人

　等について

・市町村明るい選挙推進協議会相互の情報共有について

・若年有権者を対象としたフォーラム、ワークショップ及びシンポジウム等の

　開催実績について

・インターネット、特にソーシャルメディアによる選挙啓発の活用について

・投票所の数の減少及び投票時間の繰り上げについて

・学校教育との連携について

・若年層（児童・生徒）への啓発活動について

・学校教育等と連携した模擬投票の取組みについて

・参議院議員通常選挙における高校生投票事務従事の実施状況等について

・若者向けの常時啓発等について

・常時啓発推進への若者の参画と明るい選挙推進協議会について

・ＳＮＳ等を利用した啓発活動について

・社会教育・まちづくりとの連携について

・都県明るい選挙推進協議会の組織体制及び事業について

・指導者養成強化対策事業等について

・小・中・高校生を対象とした取組みについて

・常時啓発事業での街頭キャンペーンについて

・選挙啓発標語について

・地域活動を行っているボランティア団体との連携について

・インターネット選挙運動解禁の周知啓発について

・啓発事業の中での工夫について

・若者向け選挙啓発への取り組みについて

・新しい情報伝達手段を利用した選挙啓発について

・出前授業等の実施における市町村明るい選挙推進協議会・選挙管理委員会

　等との連携（役割分担等）について

・新成人に向けた啓発事業の取り組み状況について

・次回統一地方選挙に向けた学生組織等との連携について

・第23回参議院議員通常選挙又は知事選挙等における臨時啓発について

・明推協会員の不在者投票施設における外部立会人としての派遣状況について

・県明るい選挙推進協議会（連合会）の総会の内容及び研修会等の講師の

　確保について

・高等学校における選挙出前講座の実施について

・常時啓発と臨時啓発における、県選管と明推協の連携について

・教育機関における常時啓発について

・各県の本年の啓発事業で、特に力を入れた点。また、次回以降の選挙で

　力を入れるべきところについて

・平成２５年実施参議院議員通常選挙の臨時啓発に係る公募型プロポーザル

　の実施状況について

・インターネット及びＳＮＳを利用した選挙時啓発及び常時啓発について

・市町村明るい選挙推進協議会の活性化について

・インターネット、特にソーシャルメディアによる選挙啓発の活用について

・若者の投票率アップに繋がる常時啓発事業について

・選挙事務等への参画について

・投票所の数の減少及び投票時間の繰り上げについて

・選挙出前授業、模擬投票の実施状況・実施予定について

・若者との意見交換会等の開催状況・予定について

・大学と連携した啓発事業について

・高校生の投票事務への　参加状況について

・選挙時臨時啓発のため 発行する冊子について

・各市における選挙出前授業・模擬投票の実施回数、頻度、当該事業に係る

　予算について

香川県四国

岡山県中国

指定都市 相模原市

佐賀県九州

福島県北海道・東北

兵庫県近畿

富山県東海・北陸

関東甲信越静 千葉県
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（資料２）

平成２５年度　地域コミュニティフォーラム

ブロック 開催地 研修内容

北海道・東北
秋田県

・事例発表「地域・学校における啓発活動」
　　　山形県米沢市明るい選挙推進協議会　平塚紀男会長
　　「不在者投票　指定病院等における外部立会い」
　　　岩手県大船渡市明るい選挙推進協議会　晴山紘会長
・講演「主権者が主役の選挙制度改革」
　　　東北公益文科大学公益学部　和田明子教授
・ワークショップ「メディアリテラシー：新聞比較読み」
　　　ＮＩＥ教育コンサルタント　渡辺裕子氏
・ワークショップ「有権者の意識を知って、投票率向上の方策を探る」
　　　青森県明るい選挙推進協議会　渡部一清常任委員

関東甲信越静 東京都

・講演「スウェーデン民衆教育における市民性教育」
　　　聖心女子大学教育学科　澤野由紀子教授
・事例発表「まちの政治をみつめよう学級」
　　　みやまいいまち会　田中敬一郎代表
・ワークショップ「メディア・リテラシー入門」
　　　ＦＣＴメディア・リテラシー研究所　西村寿子理事長・新開清子理事
・事例発表「指定病院等における不在者投票の外部立会人制度」
　　　甲府市選挙管理委員会　中田書記

東海・北陸 石川県

・講演「政治意識と投票」金沢大学法学類　木村高宏准教授
・活動報告　金沢市選挙管理委員会　瀬嵐耕一書記
・ワークショップ「法教育の視点から」
　　　　　　福井大学教育地域科学部　橋本康弘准教授

近畿 奈良県

・講演「政治的リテラシーを身に着ける」川崎医療短期大学　中原朋生教授
・活動報告　滋賀県選挙管理委員会　羽田野祐樹書記
　　　　　　福井市明るい選挙推進協議会　長谷川喜一郎会長
　　　　　　神戸婦人有権者連盟　福家清美会長
・ワークショップ「法教育の視点から」
　　　　　　福井大学教育地域科学部　橋本康弘准教授

中国 山口県

・講演「日本政治の現状を、どう捉えるか」
　　　九州大学大学院法学研究院　出水薫教授
・活動報告　山口市明るい選挙推進協議会　久保田文子理事・会計
・ワークショップ「新聞ヨム、社会ワカル、投票率カワル
　　　　　　　　　　　　　　　～情報を読み解く力を磨こう～」
　　　熊本日日新聞社ＮＩＥ専門委員、熊本大学客員教授　越地真一郎氏
・ワークショップ「明推協運動活性化への課題と対策」
　　　創造性コンサルトグループ　小川義則代表

四国 高知県

・講演「ドイツの政治教育」高知大学教育学部　藤田詠司教授
・事例発表「まちの政治をみつめよう学級」
　　　みやまいいまち会　田中敬一郎代表
・哲学カフェ「政治を話し合うことの意義」
　　　高知県立大学文化学部　吉川孝准教授
・ふりかえり　　高知県明るい選挙推進協議会　植田通子会長

九州 福岡県

・事例発表と意見交換「まちの政治をみつめよう学級について」
　　　　みやまいいまち会　田中敬一郎代表
・講演「選挙制度論の現在」九州大学大学院法学研究院　岡崎晴輝教授
・ワークショップ「ボランティアコーディネート基礎」
　　　ふくおかＮＰＯセンター　古賀桃子理事長
・事例発表「不在者投票 指定病院等における外部立会人制度」
　　　鹿児島市選挙管理委員会　柿内和美書記
・事例発表と意見交換「明推協とミニ選と選管の協働」
　　　延岡市選挙管理委員会　松本良一前事務局長
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（資料３）

平成２５年度　若者リーダーフォーラム

ブロック 開催地 研修内容

北海道・東北 山形県

・講演「山形県内における白ばら活動」米沢女子短期大学　亀ヶ谷雅彦教授
・活動報告　センカン岩大支部　鎌田憲武
　　　　　　栃っ子！選挙推進プロジェクト　合戸龍也
・ワークショップ「議論の仕方を議論しよう」
　　　青森大学社会学部　柏谷至教授
・ワークショップ「メディア・リテラシー講座」
　　　ＦＣＴメディア・リテラシー研究所　森本洋介理事、鈴木理詞氏

関東甲信越静 埼玉県

・講演「世論調査リテラシーを身に着けよう」
　　　埼玉大学経済学部　松本正生教授
・活動報告　埼玉県選挙カレッジ　原田真生、柴崎智央
　　　　　　練馬区選管インターンシップ生　高萩亜沙美
・ワールドカフェ「政治の“他人事／自分事”を考えてみよう！」
　　　古瀬ワークショップデザイン事務所　古瀬正也代表
・講演「政治意識を刺激する。」
　　　僕らの一歩が日本を変える。　青木大和代表
・ワークショップ「自分たちに何ができるか？」
　　　栃っ子！選挙推進プロジェクト　合戸龍也、湊拓哉

東海・北陸
・近畿

京都府

・講演「若者の投票行動とインターネット選挙」香川大学法学部　堤英敬教授
・実践報告「ティーチイン岡山」岡山大学教育学部　金木雄一郎、河野みゆき
　　　　　「福井県明るい選挙推進青年活動隊ＣＥＰＴ」砂田茜、唐崎帆加
・ワークショップ「メディア・リテラシー入門」
　　　ＦＣＴメディア・リテラシー研究所　西村寿子理事長・新開清子理事
・活動報告　愛知県選挙管理委員会インターンシップ生　庄山実希
・哲学カフェ「民主主義とはどういうものか」　カフェフィロ　小菅雅行

中国・四国 徳島県

・講演「インターネットが拓く政治の未来」
　　　日本政治報道株式会社代表取締役　鈴木邦和氏
・講演「若者に必要な政治的リテラシーとはなにか」
　　　鳴門教育大学　西村公孝教授
・活動報告　ポリレンジャー（島根大学）
・ワールドカフェ「若者の政治参加を妨げているものとは」
・体験報告　島根県選挙管理委員会インターンシップ生　石橋明歩
・活動報告「島根県の国政選挙における投票参加についての学生調査ほか」
・ワークショップ「政治的リテラシーを身に着ける」
　　　名古屋工業大学　上原直人准教授

九州 熊本県

・講義「インターネット選挙運動解禁OneVoiceCampaign」
　　　NPO法人YoutheCreate　原田謙介代表
・実践報告　学生団体さがCOLOR　岡島貴弘代表
　　　　　　栃っ子！選挙推進プロジェクト　合戸龍也代表
・ワークショップ「明るい社会づくりとリーダーシップ
                               －心の筋肉運動のすすめ－」
　　　熊本県明るい選挙推進協議会　吉田道雄会長
・ワークショップ「新聞ヨム、社会ワカル、自分カワル」
　　　熊本日日新聞社NIE専門委員　越地真一郎氏
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（資料４）

平成２５年度　連携型フォーラム

団体名 研修名 実施日 派遣講師（敬称略）

奈良県 平成25年度 奈良県白バラ大会 5月31日 宮崎市明るい選挙推進協議会会長 渡部紀南

栃木県 平成25年度青年リーダー養成研修会 9月28日 若者エンパワメント委員会 山本晃史、鈴木貫司

新潟県 平成25年度啓発指導者研修会 12月18日
毎日新聞社論説委員　与良正男
山形県選挙管理委員会主事　三浦拓

滋賀県 第35回 滋賀県明るい選挙推進県民会議 12月19日 栃木県小山市明るい選挙推進協議会会長 山中正

長野県 平成25年度明るい選挙推進フォーラム 2月12日 NPO法人ど・あっぷ！代表理事　築山美樹
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（資料５）

平成２５年度　市区町村明推協研修会等開催支援事業

団体名 研修名 実施日 講師（敬称略）

愛知県豊田市 豊田市明るい選挙推進協議会総会及び研修会 5月31日 愛知学院大学総合政策学部教授　森正

岩手県奥州市 平成25年度明るい選挙啓発講演会 5月31日
岩手県明るい選挙推進協議会会長　小
野寺英二

堺市 明るい選挙推進講演会 6月6日
関西学院大学法学部准教授　石橋章市
朗

山形県山形市 山形市選挙啓発リーダー研修会 6月19日 時事通信社山形支局支局長　中川和之

静岡県東部明推協 明るい選挙推進研究会 8月27日 朝日新聞社論説委員　松下秀雄

東京都八王子市 明るい選挙推進委員研修会 9月11日
日本大学法学部新聞学科教授　岩渕美
克

芳賀郡市町選管連
合会

芳賀地区選挙をきれいにする運動推進大会 10月2日
栃っ子！選挙推進プロジェクト代表
奏拓哉　他2名

岐阜県岐阜市 明るい選挙推進大会 10月23日 朝日大学法学部教授　三田淸

東京都日野市 選挙啓発講演会 11月13日
警視庁日野警察署生活安全課長　目黒
和彦

東京都町田市 しろばら講座 11月16日
玉川大学非常勤講師・玉川学園高等部
教諭　硤合宗隆

山梨県甲府市 甲府市明るい選挙推進大会 11月21日 元ＮＨＫ解説主幹　神志名泰裕

山口県宇部市 白ばら講演会 11月27日
ファイナンシャルプランナー　中村久
枝

長野市柳原地区白
バラ会

平成25年度柳原地区白バラ研修会 12月6日 松本大学専任講師　福島明美

東京都台東区 台東区明るい選挙推進協議会講演会 12月15日
町田市議会議員、落語家　三遊亭らん
丈

東京都世田谷区 平成25年度明るい選挙をすすめるつどい 1月19日
讀賣テレビ放送・報道局特別解説委員
岩田公雄

長野県佐久市 平成25年度佐久市政治・選挙講演会 1月26日 フリージャーナリスト　藤田正美

福岡県大川市 大川市明るい選挙推進協議会研修会 1月28日
朝日新聞社西部本社編集局放送セン
ター次長　稲垣直人

名古屋市瑞穂区
平成25年度瑞穂区制70周年記念事業「瑞穂ふれ
あい区民講座」

2月9日 講談師　一龍斎貞花

北九州市
平成25年度「まちの政治をみつめよう学級」
リーダー研修会

2月17日
九州大学大学院比較社会文化研究院准
教授　施光恒

静岡県中部明推協
平成25年度静岡県中部明るい選挙推進協議会指
導者養成研修会

2月24日
環太平洋大学次世代教育学部准教授
林紀行

東京都練馬区 平成25年度明るい選挙教養講座 3月8日 毎日新聞社論説副委員長　与良正男

千葉県浦安市 平成25年度明るい選挙推進大会 3月8日 消費者問題研究所代表　垣田達哉

東京都三鷹市 政治教養講座 3月15日
ＴＢＳテレビ報道局解説・専門記者室
長　杉尾秀哉

東京都江東区 平成25年度後期教養講座 3月18日 明るい選挙推進協会会長　佐々木毅
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