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１１１１    一般一般一般一般啓発啓発啓発啓発事業事業事業事業    

 

(１)情報誌｢Ｖｏｔｅｒｓ｣の発行 

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。 

・２５号 特集「１８歳選挙権の実現に備えて」 

・２６号 特集「「教育の政治的中立性」を考える」 

・２７号 特集「住民投票を考える」 

・２８号 特集「高校生の社会参画を考える」 

・２９号 特集「主権者教育高校副教材」 

・３０号 特集「主権者教育 実践型授業の取り組み」 

連載「小中高一貫有権者教育プログラムの開発研究」 

  「アクティブラーニングで教育が変わる！」 

  「ドイツ連邦政治教育センターの成人教育」 

 

(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。 

・フェイスブック、ツイッターを運営し、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。９,０４

９校、１４５,６４０人（昨年度より３０４校、６,０５８人の増）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２７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」の作成・配布。 

・Ａ４判４８頁  ２４,０００部 

 

(４)啓発資材作成事業 

①パンフレット「くらしの中の選挙（政治資金版）」 

政治資金や政党助成金等をわかりやすく解説したパンフレットの改訂版を制作。 

・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。 

・Ａ４判２４頁  ３００,０００部 

②新有権者向けパンフレット「池上彰の 選挙に行くってそういうことか！」 

わかりやすい解説で定評のあるジャーナリストの池上彰氏の協力の下、制作。 

・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 
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③寄附禁止規定周知のためのリーフレット 

寄附禁止の３つのルールを川柳で表現したリーフレットを制作。 

・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判三折りリーフレット  ７００,０００部 

④選挙のめいすいくんの着ぐるみ人形 

めいすいくんの着ぐるみ人形を１０体作成。 

・市区町村選挙管理委員会に配布。 

⑤啓発グッズ（鉛筆、消しゴム、キーキャップ、メモ帳等） 

希望のあった都道府県、指定都市、市区町村選管に実費により配付。 

 

 （５）総務省事業への協力 

①「主権者教育」普及実践事業の支援 

事業の円滑な実施を図るため、募集、審査等に協力。 

・８団体実施 

②１８歳選挙権周知のためのシンポジウム等の開催 （資料１） 

・９都市でシンポジウム、３８府県でワークショップを開催。 

 

２２２２    地域活動活性化地域活動活性化地域活動活性化地域活動活性化事業事業事業事業    

 

(１)明るい選挙リーダーフォーラム （資料２） 

  都道府県・指定都市明推協の会長、副会長等を対象に、ブロック毎の議題について

意見交換、情報交換を実施。 

開催月日 ブロック 開催地 

９月２５日 中国 島根県 

１０月１９日 九州 福岡県 

１０月２８日 関東甲信越静 茨城県 

１１月９日 近畿 奈良県 

１１月２６日、２７日 指定都市 新潟市 

１２月９日、１０日 東海・北陸 福井県 

１２月１４日、１５日 北海道・東北 北海道 

１２月２１日 四国 愛媛県 

 

(２)指定都市選挙管理委員会事務局長研修 

  指定都市選管の事務局長を対象に、協会の事業説明や最近の選挙関連についての講

演を実施。 

開催月日 ブロック 開催地 

１２月４日 指定都市 大阪市 
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(３)地域コミュニティフォーラム （資料３） 

  市区町村の明推協関係者や選管職員等を対象に、政治リテラシーの向上に関する講

演や事例発表、ワークショップを実施。 

開催月日 ブロック 開催地 

８月２８日 東海・北陸 岐阜県 

９月１０日、１１日 中国 岡山県 

１０月９日 近畿 兵庫県 

１０月２３日 四国 香川県 

１１月１２日 関東甲信越静 群馬県 

１１月２４日、２５日 九州 大分県 

１２月１日、２日 北海道・東北 宮城県 

 

(４)若者リーダーフォーラム （資料４） 

  若者啓発グループのメンバーや大学生、若手社会人などを対象に、政治リテラシー

の向上に関する講演や事例発表、ワークショップを実施。 

開催月日 ブロック 開催地 

９月５日、６日 中国・四国 香川県 

９月２６日、２７日 関東甲信越静 新潟県 

１０月３日、４日 北海道・東北 福島県 

１０月１７日、１８日 東海・北陸・近畿 京都府 

１１月７日、８日 九州 長崎県 

 

(５)連携型フォーラム （資料５） 

都道府県・指定都市の明推協及び選管が実施する研修会に連携協力し、大学教授等を

講師として派遣。 

・４回実施 

 

(６)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 ６月５日 

②場所 東京都渋谷区 国立オリンピック記念青少年総合センター 

③内容 ・講演 「１８歳選挙権に向けた取組み－高校の現状から考える－」 

       明治大学文学部 藤井特任教授 

    ・総務省事業説明 

       総務省自治行政局選挙部管理課 中倉選挙啓発係長 

    ・協会事業説明 

       公益財団法人明るい選挙推進協会 松永事務局長 
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    ・事例発表①「選挙クルー・プロジェクト」 

       愛媛県松山市選挙管理委員会事務局 大隅主任 

    ・事例発表②「高校生による選挙事務協力について」 

       千葉市選挙管理委員会事務局 木川主査 

    ・事例発表③「高等学校での選挙啓発授業について」 

       岩手県選挙管理委員会事務局 布佐書記 

 

(７)全国フォーラム 

①期日 平成２８年３月９日、１０日 

②場所 東京都千代田区 一橋大学一橋講堂 

③内容 ・講演「衆議院の選挙制度改革を巡って」 

   公益財団法人明るい選挙推進協会 佐々木会長 

・講演「高校における政治教育と高校生の政治活動のあり方」 

   早稲田大学政治経済学術院 田中教授 

・事例発表と意見交換「１８歳選挙権への取組み」 

   東京都選挙管理委員会事務局 小倉広報啓発担当課長 

   山形県明るい選挙推進協議会 松浦会長 

   明るい選挙宮崎県推進協議会 橘会長 

   青森県選挙管理委員会事務局 柿崎主幹 

   愛知県選挙管理委員会事務局 天野主査 

   高知県選挙管理委員会事務局 南書記 

・報告「神戸市明るい選挙推進協議会の常時啓発のあり方懇話会での議論」 

   神戸市明るい選挙推進協議会 速水会長 

・事例発表と意見交換「明るい選挙推進協議会の活性化」 

   東京都町田市明るい選挙推進協議会 皆川会長 

   愛知県長久手市明るい選挙推進協議会 渡辺委員 

   沖縄県南城市明るい選挙推進協議会 運天会長 

 

(８)若者選挙ネットワークシンポジウム 

①期日  ９月４日 

②場所  東京都渋谷区 

③内容  若者選挙ネットワークの有志が中心となり「大学内期日前投票所の今後」

と題したシンポジウムを二部構成により開催。 

第一部は、ネットワークのアドバイザーである NPO 法人 YouthCreate の

原田謙介氏の基調講演、大学に期日前投票所を設置した選管（青森県青

森市、大阪府豊中市、愛媛県松山市）からの事例発表、若者啓発グルー

プ（CreateFuture山梨、選挙コンシェルジュ、選挙へGO!!、Vote at Chuo!!）

の代表者によるパネルディスカッションを実施。 
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第二部は、ネットワーク所属の埼玉県選挙カレッジ、栃っ子！選挙推進

プロジェクトからの事例発表、ネットワークの今後の事業についての意

見交換を実施。 

 

(９)主権者教育推進のための研修会等開催支援事業 （資料６） 

明推協・選管が、教育委員会等と連携し、主に学校教員を対象とした研修会を開催

する際に、協会が講師を派遣。 

・１１回実施 

 

(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

応募形式により選考し、表彰。 

①選考委員会  平成２８年１月２８日 

②表彰式    平成２８年３月９日 

③被表彰団体  優良活動賞 

・新宿区明るい選挙推進協議会 

・多摩市明るい選挙推進委員会 

・Vote at Chuo！！ 

・鎌倉市明るい選挙推進協議会 

・朝日大学「こぞって投票にいこまいプロジェクト」 

・金沢大学法学類投票行動論研究室 

・NPO 法人 NEXT CONEXION 

 

(11)市区町村明推協研修会等開催支援事業 （資料７） 

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。 

・２５団体助成 

 

(12)研修資料等作成 

①参加型学習教材 

総務省からの依頼により、成人対象の参加型学習教材を作成。 

②中学生向け選挙副教材 

主に中学３年生を対象に、選挙の意義や歴史、制度や投票方法を解説した副教材

を作成。 

 

３３３３    調査研究事業調査研究事業調査研究事業調査研究事業    

 

(１)１８歳選挙権認知度調査 
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全国の１５～２４歳の男女３,０００人を対象に、インターネット調査法によるモニ

ター調査により実施。 

 

(２)第４７回衆議院議員総選挙に関する意識調査 

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

をとりまとめた報告書を作成し、都道府県・指定都市選管や公立図書館等に配布。 

・Ａ４判 ４４０部 

 

(３)第１８回統一地方選挙全国意識調査 

総務省と共同して、全国（岩手県、宮城県、福島県、茨城県、東京都、沖縄県を除

く）の満２０歳以上の男女３，０００人を対象に、郵送調査法により実施し、調査結

果をとりまとめた。 

 

(４)学校教育と連携した啓発事業実態調査 

総務省からの依頼により、平成２５年度～２７年度の選挙出前授業等の実施状況（予

定を含む）を調査。 

 

４４４４    その他その他その他その他    

 

(１)第５回理事会 

①期日  ５月２９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年度事業報告及び決算書（案） 

・議案第２号 平成２６年度剰余金（収支差額）の処分（案） 

・議案第３号 平成２７年度収支補正予算書（第１号）（案） 

・議案第４号 第５回評議員会の日程及び審議事項 

 

(２)第６回理事会 

①期日  平成２８年２月４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２８年度事業計画（案）及び予算（案） 

・議案第２号 特定個人情報取扱規程（案） 

・議案第３号 平成２７年度明るい選挙推進優良活動表彰の選考 

・議案第４号 第６回評議員会の日程等 

 

(３)第５回評議員会 

①期日  ６月１６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  ・議案第１号 平成２６年度事業報告及び決算書（案） 

・議案第２号 平成２６年度剰余金（収支差額）の処分（案） 

・議案第３号 平成２７年度収支補正予算書（第１号）（案） 

・議案第４号 評議員の選任 

・議案第５号 理事の改選 

 

（４)第６回評議員会 

①期日  平成２８年２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 平成２８年度事業計画（案）及び予算（案） 

・議案第２号 評議員の選任 

・議案第３号 理事の選任 

・意見交換 

 

(５)代表者会議 

①期日  平成２８年３月９日 

②場所  東京都千代田区 一橋大学一橋講堂 中会議場 

③報告  ・平成２６年度決算について 

・平成２７年度業務報告について 

・平成２８年度事業計画及び予算について 

 

(６)監事監査 

①期日  ５月１９日 

②場所  東京都千代田区 協会会議室 



（資料１）

選挙権年齢が１８歳以上に。in　シンポジウム

期日 会場 講師

北海道 2月19日 札幌コンベンションセンター NPO法人YouthCreate

宮城県 2月26日 ＴＫＰガーデンシティ仙台勾当台 NPO法人YouthCreate

東京都 12月5日 としまセンタースクエア NPO法人YouthCreate

新潟県 1月15日 新潟LOTS NPO法人YouthCreate

愛知県 1月29日 東建ホール丸の内 NPO法人YouthCreate

大阪府 2月12日 ブリーゼプラザ小ホール NPO法人YouthCreate

広島県 1月11日 広島国際会議場 NPO法人YouthCreate

愛媛県 2月11日 松山市総合コミュニティセンター NPO法人YouthCreate

福岡県 1月8日 電気ビル共創館みらいホール NPO法人YouthCreate

選挙権年齢が１８歳以上に。in　ワークショップ

期日 会場 講師

青森県 2月3日 フェスティバルシティアウガ 学生団体「選挙へGO！！」

岩手県 1月30日 プラザおでって HANALLE→

秋田県 1月30日 秋田市にぎわい交流館 若者団体AKITA未来創生塾

山形県 1月31日 東北文教大学 NPO法人ドットジェイピー山形支部

福島県 12月20日 NBFユニックスビル NPO法人YouthCreate

茨城県 1月27日 茨城県水戸生涯学習センター NPO法人ドットジェイピー千葉・茨城支部

栃木県 1月14日 宇都宮市民プラザ 栃っ子！選挙推進プロジェクト

群馬県 2月23日 前橋テルサ ＴＣＵＥ投票ファクトリー、NPO法人DNA

埼玉県 2月22日 大宮ソニックシティ会議室 埼玉県選挙カレッジ

千葉県 1月23日 ハロー貸会議室千葉 学生団体ivote

神奈川県 1月30日 TKP横浜駅西口カンファレンスセンター イコットプロジェクト

山梨県 3月6日 山梨県JA会館 中会議室 CreateFuture山梨

長野県 2月11日 メルパルク長野 NPO法人YouthCreate

静岡県 1月30日 静岡市民文化会館 若者エンパワメント委員会

富山県 2月13日 パレブラン高志会館 選挙いいね！

石川県 1月30日 しいのき迎賓館ガーデンルーム 金沢18歳vote&boat

福井県 1月30日 福井市地域交流広場アオッサ 福井県明るい選挙推進青年活動隊CEPＴ

岐阜県 1月28日 ぎふメディアコスモス ＩＫＯＭＡＩプロジェクト、こぞって投票にいこまいプロジェクト

三重県 2月23日 大川学園 NPO法人YouthCreate

滋賀県 2月9日 コラボしが２１ ivote関西

京都府 1月13日 キャンパスプラザ京都 ivote関西

兵庫県 1月27日 三宮センタープラザ ivote関西

奈良県 2月8日 きらっ都奈良 奈良県18歳選挙権推進委員会

和歌山県 3月4日 和歌山商工会議所 和歌山活性化プロジェクトWAKA

鳥取県 2月3日 とりぎん文化会館 だっぴプロジェクト

島根県 2月23日 松江テルサ ポリレンジャー

岡山県 1月21日 岡山シンフォニーホール センキョ割＠岡山

山口県 2月1日 労働者福祉文化中央会館 アコガレ!

徳島県 1月21日 徳島市シビックセンター NPO法人YouthCreate

香川県 1月22日 香川県教育会会議室 NPO法人NEXT CONEXION

高知県 2月5日 高知県民文化ホール多目的室 Our Vote, Our Voice!

佐賀県 2月7日 サガンスクエア ivote福岡

長崎県 1月31日 ながさき市民生活便利館　メルカつきまち 長崎県明るい選挙推進サポーター

大分県 3月13日 ハニカムプラザ Nexus

熊本県 2月4日 熊本市現代美術館　アートロフト NPO法人ドットジェイピー熊本支部

宮崎県 2月20日 KITENコンベンションセンター 都城わかもの選挙会議

鹿児島県 2月11日 鹿児島商工会議所　アイムホール 学生投票率100％をめざす会

沖縄県 3月13日 沖縄県立博物館・美術館 美術館講座室 沖縄県明るい選挙推進協力員
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（資料２）

平成２７年度　明るい選挙リーダーフォーラム

ブロック 開催地 協議内容

・ 選挙啓発出前講座の実施状況について
・ 指定病院等の不在者投票の外部立会人について
・ 主権者教育の質・量を向上（増加）させるための教育関係機関との連携状況について

・ 若者の選挙啓発団体との連携の状況について
・ 選挙権年齢引き下げを踏まえた参議院議員通常選挙の啓発事業について
・ 住民票の異動への取り組みについて
・ 選挙権年齢の引下げに伴う啓発取組ついて 
・ 選挙権年齢の引き下げにおける啓発活動ついて
・ 18歳、19歳の新有権者を対象とした啓発活動について
・ 選挙権年齢引下げにともなう対応ついて
・ 住民票の異動へ取組みについて
・ 大学生や高校生への主権者教育や周知啓発を推進していく上での選挙管理委員会や教育部局との連携について

・ 選挙権年齢引下げにともなう対応ついて
・ 主権者教育への取組状況
・ 選挙権年齢引下げに向けた常時啓発体制の整備ついて
・ 高校生向け副教材を補完する事業の実施について
・ 選挙時啓発における事業ついて
・ 選挙出前授業の実施校増加へ対応方法について
・ 新有権者となる18歳（主に高校生）向けの啓発冊子・リーフレット等の作成について

・ 新有権者となる大学生・専門校（高以外）に向けた出前授業模擬投票等ついて

・ 選挙権年齢引き下げに伴う、高校生等を対象とした啓発物品等の配布について

・ 過疎地等における、投票時のバス等における送迎の実施について
・ 選挙権年齢引き下げの周知・啓発活動について
・ 教育委員会との連携について
・ マスメディアを活用した啓発について
・ 市町の推協組織について
・ 学生を中心とした選挙啓発グループについて
・ 住民票の異動への取り組みについて
・ 選挙権年齢の引き下げに伴う啓発の取り組みについて
・ 出前講座・模擬投票の効率的な実施方法等について
・ 参議院選挙における臨時啓発について
・ 県・市町村明るい選挙推進協議会での活動について
・ 住民票の異動への取り組みについて
・ 小・中学生及び高校生向けの副教材の作成等について
・ 県明推協のスタッフグッズの作成状況及び周知のための取組について
・ 各県の明るい選挙推進協議会の活動状況について
・ H27統一地方選挙時における若年層に対する選挙啓発事例について
・ 選挙権年齢の引き下げを受けた各県の取組について
・ 住民票の異動への取組みについて
・来年の選挙権年齢引下げに向けた啓発活動予定及びその他の常時啓発活動の充実について

・ 学校等での選挙出前授業に係る市町村選管との役割分担について
・ 臨時啓発の内容について
・ 選挙啓発に係る教育機関等との連携について
・ 住民票の異動への取り組みについて
・ 選挙権年齢引下げに向けた啓発の取組みについて
・ 選挙権年齢引下げに向けた関係機関との連携（調整状況）について
・ NIEを活用した選挙啓発について
・ 各県明推協の活動と問題点、委員構成及び活動内容について
・ 住民票の異動への取組みについて
・ 18歳、19歳の新有権者を対象とした啓発活動について
・ 若年層への啓発を意識した明るい選挙推進協議会の構成メンバーについて
・ 住民票の異動への取り組みについて
・ 選挙権年齢引下げに向けた学校教育及び教育委員会との連携について
・ 大学生など若者に対する啓発の実施状況について
・ 明るい選挙推進協議会独自の収入について

関東甲信越静 茨城県

北海道北海道・東北

近畿 奈良県

福井県東海・北陸

愛媛県四国

中国 島根県

指定都市

九州

新潟市

福岡県
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（資料３）

平成２７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（敬称略）

北海道・東北 宮城県

・講演「市民力を育む社会学級の仕組みについて」
　　　　　東北大学大学院教育学研究科教授　高橋満
・講演「デモクラシーの理念と現実：その紆余曲折の歴史から」
　　　　　東北大学大学院法学研究科教授　犬塚元
・講演「地域性を理解する」
　　　　　東北学院大学教養学部地域構想学科教授　高野岳彦
・レクチャー｢主権者教育と高校副教材｣　明るい選挙推進協会
・明るい選挙推進運動の事例紹介と意見交換
　　　　　｢帯広市明るい選挙推進協議会の活動｣ほか

関東甲信越静 群馬県

・講演「18歳選挙権と主権者教育」　首都大学東京特任教授　宮下与兵衛
・活動報告「指定病院等での不在者投票の外部立会人の取組みについて」
　　　　　長野市選挙管理委員会
・講演「アメリカにおける成人市民性教育」
　　　　　群馬県立女子大学教授　藤村好美
・明るい選挙推進運動の事例紹介と意見交換
　　　　　｢上越市明るい選挙推進協議会の活動｣ほか

東海・北陸 岐阜県

・講演「主権者教育の現状と課題 －誰が市民を育成するのか？－」
　　　　　岐阜大学大学院教育学研究科准教授　田中伸
・活動報告「指定病院等における不在者投票の外部立会人制度について」
　　　　　岐阜市選挙管理委員会
・講演「市民の政治参加、討議型デモクラシー」
　　　　　南山大学大学院法務研究科教授　榊原秀訓
・講演＋話し合い「18歳選挙権時代をどう迎えるか？」
　　　　　NPO法人YouthCreate代表　原田謙介

近畿 兵庫県

・講演「参加民主主義－多様なまちづくりに向けて－」
　　　　　岡山県地域総合研究センター助教　岩淵泰
・活動報告「不在者投票指定施設への協力」　豊中市選挙管理委員会
・講演「主権者教育推進のための学校と明推協・選管との連携方法」
  ＋ワークショップ「新聞を活用した『主権者教育』の実践例」
　　　　　明治大学文学部特任教授　藤井剛

中国 岡山県

・活動報告｢明るい選挙推進協議会の活性化｣
　　　　　大野城投票率あっぷの会　森敏江、安部一枝
・活動報告｢福山市における指定病院等での不在者投票の外部立会人の取組み
　について｣　広島県明るい選挙推進協議会実践委員　高橋伸
・講演｢世界でも有数の住み良いまち｢リヴァブル･シティ｣とは｣
　　　　　岡山大学大学院社会文化研究科教授　北川博史
・講演｢＜地方政治を見る視点＞有権者の政治意識と岐路に立つ地方議会選挙｣
　　　　　岡山大学大学院社会文化研究科教授　上神貴佳
・地域の担い手を育てる主権者教育ワークショップ｢将来の岡山の町づくりを皆
　で考えよう｣　岡山大学大学院教育学研究科教授　桑原敏典

四国 香川県

・講演「主権者として、今の日本(地方と国家)と世界をどうみているか」
　　　　　鳴門教育大学教職大学院教授　西村公孝
・講義「指定病院等の不在者投票における外部立会人について」
　　　　　香川県選挙管理委員会
・講演「高知県における明推協活動例」
　　　　　高知県明るい選挙推進協議会会長　植田通子
・ワークショップ「憲法活用能力を身に付ける」
　　　　　川崎医療短期大学教授　中原朋生

九州 大分県

・講演「選挙権年齢引き下げと今後の啓発活動のあり方」
　　　　　九州大学大学院比較社会文化研究院准教授 施光恒
・活動報告　大野城投票率あっぷの会
　　　　　　鹿児島市選挙管理委員会
　　　　　　大分県選挙管理委員会
・講演「新しい対話型市民参加－市民討議会、ワールド・カフェ」
　＋ワークショップ「地方創生を考える」
　　　　　別府大学地域社会研究センター教授　篠藤明徳
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（資料４）

平成２７年度　若者リーダーフォーラム

ブロック 開催地 研修内容（敬称略）

北海道・東北 福島県

・講演「政治的リテラシー向上のための道案内」
　　　　　福島大学行政政策学類教授　中川伸二
・講演「地方議会ウォッチ」東北大学大学院情報科学研究科准教授　河村和徳
・活動報告　会津若松ザベリオ学園高等学校　18歳選挙権を考える会
　　　　　　学生団体 選挙へＧＯ!!
・講演「政治における対話の意義‐哲学的対話とシティズンシップ－」
　　　　　福島商業高校・てつがくカフェ＠ふくしま　渡部純
・ワークショップ「若者(うちら)パワー、本領発揮！～地考未創～」
　　　　　桜の聖母短期大学准教授　三瓶千香子

関東甲信越静 新潟県

・講演「デンマークにおける 子ども、若者の社会参加と民主主義」
　　　　　新潟医療福祉大学助教　佐藤裕紀
・活動報告　TCUE投票ファクトリー
　　　　　　Niigata選挙カレッジ
　　　　　　NPO法人僕らの一歩が日本を変える
　　　　　　練馬区選管インターンシップ
・講演「ファシリテーション入門講座」
　　　　　認定NPO法人新潟NPO協会理事・事務局次長　石本貴之
・ワークショップ「主権者教育プログラム」
　　　　　新潟県立新潟江南高等学校教諭　田中一裕
　　　　　新潟大学教育学部准教授　釜本健司
・活動報告「若者選挙ネットワークの活動について」
　　　　　若者選挙ネットワーク代表　山田凪紗

東海・北陸
・近畿

京都府

・講演｢参加民主主義　多様なまちづくりに向けて｣
　　　　　岡山大学地域総合研究センター助教　岩淵泰
・事例発表｢選管インターンシップと選挙出前トーク」
　　　　　　愛知県明るい選挙推進サポーター
　　　　　｢団体の活動と大学期日前投票所シンポジウムの報告」
　　　　　　右京区学生選挙サポーター
・総務省事業紹介　総務省選挙部管理課総務事務官　奥村友一
・講演｢世論を輿論化する｣　京都大学大学院教育学研究科教授　佐藤卓己
・ワークショップ「政治的リテラシー向上の模擬選挙を作ってみよう」
　　　　　立命館宇治中学校高等学校教諭　杉浦真理

中国・四国 香川県

・講演「若者と選挙－選挙権年齢の引き下げを題材として－」
　　　　　香川大学法学部教授　堤英敬
・活動報告　島根県立大学政経塾
　　　　　　選挙コンシェルジュ
　　　　　　愛媛県松山東高校放送部（選挙クルー）
　　　　　　とさっ子タウン実行委員会
・ワークショップ「ファシリテーション入門講座」
　　　　　香川大学生涯学習教育研究センター長　清國祐二
・ワークショップ「自分たちで選挙の仕組みを変えてみよう！｣
　　　　　岡山大学大学院教育学研究科教授　桑原敏典

九州 長崎県

・講演「選挙に行くということを考えてみる。」
　　　　　北九州市立大学法学部准教授　森裕亮
・総務省事業紹介　総務省選挙部管理課総務事務官　町田洋輔
・活動報告　学生選挙サポーター　M-lighvo
　　　　　　福岡市明るい選挙推進グループCECEUF
　　　　　　若者選挙ネットワーク
・講演「楽しく結果を出す会議を考えるワークショップ」
　　　　　長崎ファシリテーション研究会副会長 井上馨
・講演＋ワークショップ「シチズンシップ・選挙・新聞」
　　　　　活水女子大学文学部准教授　渡邉弘
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（資料５）

平成２７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）

沖縄県 平成27年度沖縄県青年リーダー研修会 7月11日
市民性教育副読本解説書策定委員
会　与那嶺匠

広島県 平成27年度第一線指導者研修会 10月21日
立命館宇治中学校高等学校教諭
杉浦真理

静岡県 明るい選挙×若者ミーティング 12月19日 CreateFture山梨代表　齊藤浩平

山口県 平成27年度選挙啓発推進者合同研修会 1月29日
南山大学総合政策学部准教授　前
田洋枝
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（資料６）

平成２７年度　主権者教育推進のための研修会等開催支援事業

団体名 研修名 実施日 派遣講師（敬称略）

千葉県
高等学校等までに身につけるべき、社会人として
の基礎的な知識等の教育に関する研修

8月3日 明治大学文学部特任教授　藤井剛

横浜市 横浜市立高等学校教育課程研究協議会 8月18日 明治大学文学部特任教授　藤井剛

宮崎県
宮崎県高等学校教育課程研究協議会（地暦・公民
部会）

8月18日
宮崎大学大学院教育学研究科教授
吉村功太郎

香川県 主権者教育推進のための研修会 9月11日 愛媛大学教育学部准教授　鴛原進

福井県 主権者教育指導者講習会 9月18日 明治大学文学部特任教授　藤井剛

青森県 主権者教育推進公開講座 11月6日 明治大学文学部特任教授　藤井剛

山形県
18歳選挙権シンポジウム（平成27年度選挙啓発公
開講座）

11月27日 明治大学文学部特任教授　藤井剛

沖縄県 平成27年度沖縄県選挙啓発指導者研修会 12月1日 明治大学文学部特任教授　藤井剛

徳島県 主権者教育に関する教員研修会 12月7日 鳴門教育大学教授　西村公孝

茨城県 平成27年度政治的教養を育む教育に係る研修会 12月10日
埼玉大学社会調査研究センター長
松本正生

富山県 高校教諭を対象とした主権者教育講習会 12月25日 明治大学文学部特任教授　藤井剛
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（資料７）

平成２７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）

広島県安芸高田市
安芸高田市明るい選挙定期総会・研修
会

6月16日
岡山大学大学院教育学研究科教授
桑原敏典

広島県福山市 福山市明るい選挙推進協議会定期総会 7月1日
岡山大学大学院教育学研究科教授
桑原敏典

東京都練馬区 平成27年度明るい選挙政治教養講座 10月3日 ＮＨＫ解説委員　太田真嗣

栃木県芳賀郡市町選
挙管理委員会連合会

芳賀地区選挙をきれにする運動推進大
会

10月7日
白鷗大学「栃っ子！選挙推進プロ
ジェクト」　金沢悠輔

神奈川県川崎市 平成27年度白ばらセミナー 10月9日
NPO法人YouthCreate代表　原田謙
介

長崎県松浦市
大野城投票率あっぷの会講演及びワー
クショップ

10月14日
大野城投票率あっぷの会　逢坂裕
子他5名

東京都日野市 選挙啓発講演会 10月16日 作家　志茂田景樹

岐阜県岐阜市 平成27年度岐阜市明るい選挙推進大会 10月20日
岐阜大学大学院教育学研究科准教
授　田中伸

北海道函館市
函館市明るい選挙推進協議会主権者教
育特別講演会

10月23日
青森市明るい選挙推進協議会会長
渡部一清

東京都板橋区
平成27年度板橋区選挙・政治教養講習
会

10月26日
埼玉大学社会調査研究センター長
松本正生

熊本県阿蘇市 阿蘇市明るい選挙啓発講演会 11月10日
政治解説者、中央教育審議会委員
篠原文也

山口県宇部市 白ばら講演会 11月13日
KAKKYCREATION代表（地域活性化
プロデューサー）　柿本賢治

新潟県新潟市 平成27年度明るい選挙推進研修会 11月13日 新潟大学教育学部教授　釜本健司

北海道根室市
平成27年度根室市明るい選挙推進協議
会研修会

11月16日
川崎市選挙アドバイザー　小島勇
人

千葉県柏市
「高校生徒の選挙に関するワーク
ショップ」君も明日から有権者

11月21日
芝浦工業大学中学高等学校教頭
杉浦正和

長崎県佐世保市 明るい選挙啓発研修会 11月21日
宮崎県学生選挙サポーター「M-
Lighvo」代表　西田涼

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25日
NPO法人YouthCreate代表　原田謙
介

東京都町田市
カフェしろばら　～さぁ、行こう！選
挙に～

12月6日
NPO法人市民プロデュース副理事
長　吉岡恵美

東京都世田谷区
平成27年度明るい選挙をすすめるつど
い

2月7日 ニュースキャスター　安藤優子

東京都品川区 しいの木講座 2月8日
埼玉大学社会調査研究センター長
松本正生

静岡県伊東市
伊東市明るい選挙推進協議会委員研修
会

2月16日
浜松学芸中学校・高等学校副校長
内藤純一

東京都相模原市 相模原市明るい選挙推進協議会 3月5日
ＮＨＫ報道局選挙プロジェクト事
務局長　伊藤雅之

千葉県浦安市 平成27年度明るい選挙推進大会 3月12日
コメンテーター・キャスター、東
京国際大学特命教授　露木茂

東京都三鷹市 政治教養講座 3月13日
法政大学法学部教授、ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ、
ﾃﾚﾋﾞｺﾒﾝﾃｰﾀｰ　萩谷順

東京都台東区 台東区明るい選挙推進協議会講演会 3月18日
NPO法人YouthCreate代表　原田謙
介

 14


