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１ 一般啓発事業 

 

(１)情報誌｢Ｖｏｔｅｒｓ｣の発行 

Ａ４判２８頁、１３５,０００部（１回あたり）作成 

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した。 

・３７号 特集「全国フォーラム」 

・３８号 特集「女性参政権を考える」 

・３９号 特集「参議院７０年」 

・４０号 特集「主権者教育の目指すもの」 

・４１号 特集「投票参加を考える」 

・４２号 特集「第４８回衆院選と日本の政治」 

連載 「「高大接続」を考える」（３５号～４０号） 

「メディア・リテラシーを学ぶ」(３８号～) 

 

(２)ウェブサイトの運用 

・公式サイトにて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

載した。 

・フェイスブック、ツイッターを通じ、各地の啓発情報などを発信した。 

・第４８回衆院選時には特集ページを設け、選挙制度や投票方法の説明、各地の啓

発情報や選挙情報等を掲載した。 

 

(３)明るい選挙啓発ポスターコンクール （資料１参照） 

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した。 

８,９５７校、１４６,３３８人からの応募があり、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人を表彰した。 

大臣賞・会長賞作品をまとめた「平成２９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」を作成し、全国の選挙管理委員会を通じて学校等に配布した。 

・Ａ４判４８頁  ２４,０００部作成 

 

(４)啓発資材作成事業 

①大学生向けパンフレット「池上彰の「マンガで分かる」投票ガイドブック2017Spring」 

投票方法や候補者情報の集め方等を内容とした大学生向けパンフレットを制作し、

６月下旬に配布した。ジャーナリストの池上彰氏の協力の下、親しみやすいマンガ

により解説したもの。パンフと連動した動画「池上彰の特別講座 若い人たちの投

票で何が起きるのか？」を作成し、YouTubeにて公開した。 

・全国の国公私立の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校に送付した。 

・Ａ５判２４頁  ５００,０００部作成 
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②新成人向けパンフレット「池上彰の選挙のススメ」 

上記①の大学生向けパンフレットを基に、池上氏と大学生との座談会を加えた内

容とした。 

・都道府県・指定都市・市区町村選管からの希望部数に応じ配布した。 

・Ａ５判３２頁  １,０００,０００部作成 

③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応じ配布した。 

・Ｂ４判三折りリーフレット  ７００,０００部作成 

④めいすいくんの着ぐるみ人形 

・９体作成 

・市区町村選挙管理委員会に配布した。 

⑤啓発グッズ（クリアファイル、メモ帳、蛍光ペン、タオルハンカチ等） 

・希望のあった都道府県、指定都市、市区町村選管に実費で頒布した。 

 

 

２ 地域活動活性化事業 （資料２参照） 

 

(１)明るい選挙リーダーフォーラム （資料３参照）  

都道府県、指定都市の明推協会長等を対象に開催した。 

・８ブロックで開催 

 

(２)地域コミュニティフォーラム （資料４参照）  

市区町村の明推協や選管、自治会や老人会などの各種団体の方を対象に開催した。 

・７ブロックで開催 

 

(３)若者リーダーフォーラム （資料５参照）  

大学生や高校生、若い社会人を対象に開催した。 

・５ブロックで開催 

 

(４)指定都市選挙管理委員会事務局長研修 

指定都市選管事務局長を対象に広島市（１２月１日）で開催した。 

 

(５)全国フォーラム 

①期日  平成３０年３月１３日、１４日 

②場所  東京都千代田区 イイノホール 

③内容  ・講演「回顧の中の平成デモクラシー 

           ～第八次選挙制度審議会を中心にして～」 

         公益財団法人明るい選挙推進協会   佐々木毅会長 
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     ・講演「「18歳選挙権」、2016～2017へ－第48回衆院選追跡調査から－」 

         埼玉大学社会調査研究センター    松本正生センター長 

     ・基調講演と意見交換｢19歳の投票率はなぜ低いのか」 

         香川大学法学部           堤英敬教授 

         信州投票率上げようプロジェクト   中村祐斗代表 

         名古屋市立大学人文社会学部三浦ゼミ 牧野晃平氏 

     ・意見交換「選挙出前授業のあり方を考える」 

       「社会科教育の立場から選挙出前授業を見て」 

         明治大学文学部           藤井剛特任教授 

       「多摩市の出前授業 発達段階に合った組立てとマインドを育む」 

         多摩市選挙管理委員会事務局     越智弘一係長 

       「若者の実践 若者選挙ネットワークを活用する 

               －学校と出前授業者がMAX×MAXになるために－」 

         若者選挙ネットワーク        小栗優貴副代表 

 

(６)選挙出前授業見本市 

①期日  平成３０年３月１４日 

②場所  東京都千代田区 イイノホール 

③内容  選挙管理委員会等による選挙出前授業の内容の充実を図ることを目的に

各地の選挙管理委員会等による取組から実用的なノウハウが紹介された。 

参加者が予め聴きたい内容を選択する分科会方式により実施した。 

④発表団体 

・岩手県選挙管理委員会「授業の作り方・10のこだわり」 

・青森県選挙管理委員会「「フルーツ選抜総選挙」について」 

・鹿児島県選挙管理委員会「トーク＆より現実社会を意識させる」 

・多摩市選挙管理委員会「「給食大臣選挙」の組み立てとコンセプト」 

           「中学・高等学校での啓発活動」 

・新居浜市選挙管理委員会「みんなで考えるまちづくり」 

・中京大学総合政策学部市島ゼミ「投票体験型模擬投票から考える模擬投票へ」 

・国分寺市選挙管理委員会「東京学芸大学との話し合い活動での選挙公報づくり」 

・高知県選挙管理委員会「選挙出前授業の取組－グループワークの活用－」 

・若者選挙ネットワーク「「子供のための哲学」－出前授業者と教師と 

               子どもの対話－出前授業の取り組みについて」 

・新潟県選挙管理委員会「出前授業の取組みについて」 

 

(７)選挙出前授業モデルの作成 

総務省から委託を受け、若者啓発グループのメンバーなどに使用してもらうための

中学３年生向け選挙出前授業マニュアルを２つ作成し、「選挙出前授業モデル」とし
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てまとめた。 

作成に当たっては、若者選挙ネットワーク有志の協力を得て、９月に全国２８団体

からネットワークメンバー３３人が参加して授業マニュアルのフレーム案などを考え

る合宿を開催した。また、平成３０年１月には実際の生徒の反応等を確認するため、

授業マニュアルを使用した実践授業を実施した。 

・合宿   ９月４日、５日、羽衣青少年センター(大阪府高石市) 

・実践授業 平成３０年１月２２日、岐阜大学教育学部附属中学校(岐阜県岐阜市) 

平成３０年１月２４日、愛知教育大学附属岡崎中学校(愛知県岡崎市) 

 

(８)「主権者教育」普及実践事業の支援 

総務省事業の円滑な実施を図るため、募集、審査等に協力した。 

・６団体を支援 

 

(９)主権者教育アドバイザー派遣事業の支援 

総務省事業の運営事務局として、事前相談やアドバイザーとの調整を行った。 

・３５団体を支援 

 

(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、表彰した。 

①選考委員会  平成３０年１月１５日 

②表彰式    平成３０年３月１３日 

③被表彰団体  優良活動賞 

・矢巾町明るい選挙推進協議会 

・福大Voteプロジェクト 

・浦安市明るい選挙推進協議会 

・狛江市手をつなぐ親の会 

・練馬区明るい選挙推進協議会 

・Niigata選挙カレッジ 

・信州投票率上げようプロジェクト 

・名古屋市立大学人文社会学部 三浦ゼミ 

・Our Vote,Our Voice 

 

(11)市区町村明推協研修会等開催支援事業 （資料６参照）  

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。 

・２８団体に助成 
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(12)研修資料等作成 

「主権者教育（選挙出前授業）事例集」 

各地で行われている選挙出前授業の内容等をまとめた事例集を作成し、市区町村選

挙管理委員会等に配布した。 

 

 

３ 調査研究事業 

 

(１)第４８回衆議院議員総選挙に関する意識調査 

全国の満１８歳以上の有権者を対象に、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た。 

 

(２)主権者教育等に関する調査 

総務省からの委託により、平成２８年度及び２９年度（１２月末日までの実績及び

予定）に行われた選挙出前事業等の実施数や実施内容等を都道府県・市区町村選挙管

理委員会に照会のうえ集計し、とりまとめた。 

 

 

４ その他 

 

(１)理事会 

・第９回理事会 

①期日  ６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２８年度事業報告及び決算書（案） 

     ・議案第２号 評議員の改選について 

     ・議案第３号 役員の改選について 

     ・議案第４号 第９回評議員会の日程等について 

     ・代表理事による職務の執行状況の報告 

・第１０回理事会 

①期日  平成３０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３０年度事業計画（案）及び予算（案） 

     ・議案第２号 基本財産の取崩について 

     ・議案第３号 平成２９年度明るい選挙推進優良活動表彰の決定について 

     ・議案第４号 理事の選任候補について 

     ・議案第５号 第１０回評議員会の日程等について 

     ・代表理事による職務の執行状況の報告 
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(２)評議員会 

・第９回評議員会 

①期日  ６月２１日 

②場所  東京都千代田区 東京グリーンパレス 

③議事  ・業務報告 

     ・議案第１号 平成２８年度事業報告及び決算書（案） 

     ・議案第２号 評議員の改選について 

     ・議案第３号 役員の改選について 

・第１０回評議員会 

①期日  平成３０年２月２２日 

②場所  東京都千代田区 東京グリーンパレス 

③議事  ・業務報告 

     ・議案第１号 平成３０年度事業計画（案）及び予算（案） 

     ・議案第２号 基本財産の取崩について 

     ・議案第３号 理事の選任について 

 

(３)代表者会議 

①期日  平成３０年３月１３日 

②場所  東京都千代田区 イイノホール＆カンファレンスセンター Room Ａ 

③報告  ・平成２８年度決算について 

     ・平成２９年度業務報告について 

     ・平成３０年度事業計画及び予算について 

 

(４)監事監査 

①期日  ５月２３日 

②場所  東京都千代田区 協会会議室 

③内容  平成２８年度決算について 

 



（資料１）

平成２９年度　明るい選挙啓発ポスターコンクール（第６９回）応募状況

小学校 中学校 高等学校 計 小学校 中学校 高等学校 計 小学校 中学校 高等学校 計

北海道 40 53 4 97 734 443 15 1,192 -61 -89 -1 -151

青森県 14 24 8 46 96 160 43 299 29 -109 1 -79

岩手県 67 25 7 99 1,037 186 151 1,374 -200 35 20 -145

宮城県 93 65 4 162 415 563 39 1,017 55 -18 36 73

秋田県 13 21 6 40 117 149 98 364 -35 12 -19 -42

山形県 90 53 7 150 658 1,065 39 1,762 -199 -102 8 -293

福島県 43 48 3 94 117 589 13 719 -88 219 -2 129

茨城県 279 148 9 436 1,773 2,194 52 4,019 -200 -480 -1 -681

栃木県 248 122 5 375 1,622 918 27 2,567 -201 -318 10 -509

群馬県 190 146 7 343 2,288 5,880 50 8,218 -256 -39 -130 -425

埼玉県 347 162 23 532 6,599 2,858 100 9,557 -614 141 -16 -489

千葉県 237 92 8 337 1,252 1,028 12 2,292 -93 92 -16 -17

東京都 428 313 44 785 9,629 11,639 911 22,179 -138 -821 35 -924

神奈川県 111 74 14 199 1,407 886 50 2,343 -116 -397 -34 -547

山梨県 103 60 2 165 2,131 2,324 24 4,479 -108 370 -4 258

長野県 162 56 5 223 3,849 665 57 4,571 -124 -245 -1 -370

新潟県 57 32 4 93 279 247 4 530 -31 -46 0 -77

静岡県 190 121 17 328 1,286 1,202 176 2,664 -320 -770 -49 -1,139

富山県 53 48 4 105 210 615 60 885 1 12 -20 -7

石川県 18 20 6 44 60 143 168 371 -68 -15 24 -59

福井県 55 50 1 106 636 1,041 20 1,697 -75 -275 4 -346

岐阜県 87 68 8 163 629 637 122 1,388 -260 -173 22 -411

愛知県 731 358 19 1,108 7,534 9,714 511 17,759 -1,091 -1,794 107 -2,778

三重県 69 49 3 121 1,122 1,039 50 2,211 520 -23 23 520

滋賀県 16 30 2 48 32 553 4 589 -61 -107 -3 -171

京都府 75 40 7 122 1,080 884 72 2,036 -298 -259 25 -532

大阪府 148 76 20 244 3,217 3,641 522 7,380 -503 71 104 -328

兵庫県 284 183 25 492 2,219 5,136 247 7,602 -117 -319 -59 -495

奈良県 44 34 6 84 610 1,344 24 1,978 9 19 -36 -8

和歌山県 8 11 7 26 187 70 89 346 -100 -3 -56 -159

鳥取県 10 13 2 25 30 112 73 215 4 -57 5 -48

島根県 11 18 2 31 143 210 4 357 -198 -125 1 -322

岡山県 29 42 5 76 125 520 24 669 2 -23 -24 -45

広島県 52 46 7 105 1,099 1,584 79 2,762 9 -366 12 -345

山口県 57 30 7 94 118 357 130 605 -32 -120 63 -89

徳島県 86 45 2 133 483 775 4 1,262 5 -158 -18 -171

香川県 98 49 6 153 435 373 165 973 -97 -99 9 -187

愛媛県 131 59 16 206 793 720 167 1,680 -3 19 21 37

高知県 8 15 2 25 110 267 90 467 29 37 22 88

福岡県 169 99 17 285 8,768 7,061 294 16,123 920 -194 11 737

佐賀県 83 41 8 132 679 571 101 1,351 324 -198 10 136

長崎県 44 41 10 95 109 708 45 862 -38 -57 -36 -131

熊本県 30 18 3 51 61 117 4 182 -20 14 -55 -61

大分県 41 32 4 77 492 542 62 1,096 52 -107 11 -44

宮崎県 74 35 3 112 398 261 28 687 -29 -152 -3 -184

鹿児島県 54 35 6 95 242 717 31 990 -40 -224 -16 -280

沖縄県 26 53 16 95 202 1,305 162 1,669 -34 210 -23 153

合　計 5,303 3,253 401 8,957 67,112 74,013 5,213 146,338 -3,889 -7,031 -38 -10,958

昨年度 5,574 3,322 384 9,280 71,001 81,044 5,251 157,296

増減 -271 -69 17 -323 -3,889 -7,031 -38 -10,958

九
　
州

都道府県
応募学校数 応募者数

四
　
国

応募者数　前年度比

関
東
甲
信
越
静

東
海
・
北
陸

近
　
畿

中
　
国

北
海
道
・
東
北
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(資料２)

平成２９年度　各種フォーラム一覧

ブロック
(団体数)

明るい選挙リーダー
フォーラム

地域コミュニティ
フォーラム

若者リーダー
フォーラム

北海道・東北 宮城県 岩手県 北海道

(道県7、指2) 11月28日(火)－29日(水) 6月19日(月)－20日(火) 7月1日(土)－2日(日)

ホテルメルパルク仙台 盛岡地域交流センター マリオス 北海道建設会館

関東甲信越静 埼玉県 栃木県 山梨県

(都県11、指8) 1月23日(火) 1月26日(金) 11月25日(土)－26日(日)

さいたま共済会館 TKPガーデンシティ宇都宮 KKR甲府ニュー芙蓉

東海・北陸 愛知県 三重県 京都府

(県6、指1) 11月15日(水)－16日(木) 7月25日(火) 12月16日(土)－17日(日)

キャッスルプラザ グリーンパーク津 TKPガーデンシティ京都

近畿 滋賀県 和歌山県

(府県6、指4) 9月8日(金) 9月14日(木)

滋賀県合同庁舎 和歌山ＪＡビル

中国 広島県 島根県 愛媛県

(県5、指2) 7月31日(月) 7月12日(水)－13日(木) 7月1日(土)－2日(日)

メルパルク広島 松江テルサ ピュアフル松山勤労会館

四国 高知県 高知県

(県4) 8月22日(火) 8月2日(水)

高知共済会館 高知共済会館

九州 熊本県 長崎県 佐賀県

(県8、指3) 1月17日(水) 9月20日(水)－21日(木) 12月9日(土)－10日(日)

KKRホテル熊本 セントヒル長崎 サンシティ佐賀

指定都市 浜松市

(指20) 1月11日(木)－12日(金)

ホテルクラウンパレス浜松

指定都市選管 広島市

(指20) 12月1日(金)

メルパルク広島
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(資料３)

平成２９年度　明るい選挙リーダーフォーラム

ブロック 開催地 実施日 協議内容

・ 投票率向上に向けた効果的な取り組みについて

・ 若年層向けの選挙啓発について

・ 大学・専門学校・社会人に向けての選挙啓発活動について

・ 教育機関以外の他団体との連携について

・ 教諭が行う選挙の授業の支援について

・ 若年層への啓発について

・ 大学生等による参加型選挙啓発について

・ 住民票異動及び不在者投票制度活用の周知について

・ 「センキョ割」を活用した臨時啓発について

・ 選挙出前授業における模擬投票の実施について

・ 特別支援学校における啓発、主権者教育について

・ 家庭を巻き込んだ啓発の取組について

・ 小中高生向け副教材等の作成状況について

・ 市町村等が行う小中学校への主権者教育の取組について

・ 明るい選挙推進協議会の取組状況について

・ 他部局との連携について

・ 若者の投票率向上を目的とした常時啓発活動について

・ 第48回衆議院議員総選挙における臨時啓発活動について

・ 若者の投票率向上を目的とした臨時啓発活動について

・ 住民票移動や不在者投票制度の周知啓発方法について

・ 知事選挙における臨時啓発について

・ 出前講座の実施状況等について

・ 地方事務局の選挙啓発事務等について

・ 市町村の選挙啓発活動について

・ 明るい選挙推進協会の選挙啓発活動について

・ マスコミに取り上げられる啓発について

・ 主権者教育における関係機関との連携について

・ 若年層の投票率向上に向けた取り組みについて

・ 各県の明るい選挙推進協議会の会員の確保について

・ 若者啓発グループと県選管との関わり方について

・ 新たな主権者教育の取り組みについて

・ 県の明推協と市町村の明推協との関連について

・ 高等教育機関に通う若者向け選挙啓発の検討状況について

・ 高等学校等での出前授業の募集方法について

・ 他の機関との連携による主権者教育について

・ 市町村明るい選挙推進協議会との連携協力について

・ 選挙啓発活動（学校教育との連携）の課題について

・ 若年層向け常時啓発活動の拡充について

・ 選挙啓発指導者の育成について

・ 障がい者に対する啓発について

・ 生きた主権者教育とは

・ 20代への啓発等の実施状況について

・ 選挙出前講座の実施状況等について

・ 第48回衆議院議員総選挙における啓発事業について

・ 住民票の異動及び不在者投票制度等の周知について

・ 教員による主権者教育の授業において活用できる、禁止事項マニュアルについて

・ 若い世代で構成される団体等による選挙啓発活動の状況について

・ 高校と連携した選挙啓発について

・ 明るい選挙推進協議会の委員構成について

九州 熊本県 1月17日

指定都市 浜松市
1月11日
 ～12日

中国 広島県 7月31日

四国 高知県 8月22日

東海
・

北陸
愛知県

11月15日
　～16日

近畿 滋賀県 9月8日

北海道
・

東北
宮城県

11月28日
　～29日

関東
甲信越静

埼玉県 1月23日
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（資料４）

平成２９年度　地域コミュニティフォーラム

ブロック 開催地 実施日 研修内容（敬称略）

北海道
・

東北
岩手県

6月19日
 ～20日

・基礎情報提供「主権者教育及び指定病院への不在者投票外部立会 等」
　　　明るい選挙推進協会
・事例紹介
　　　青森県選挙管理委員会、山形県選挙管理委員会、花巻市選挙管理委員会
・講義「主権者教育に求められる内容とは」
　　　明治大学文学部特任教授　藤井剛
・講義「明るい選挙啓発授業プログラムをどう作っているか」
　　　岩手県選挙管理委員会主任　布佐明彦
・グループワーク「選挙出前授業のプログラム案（高校版）を考える」
　　　明るい選挙推進協会

関東
甲信越静

栃木県 1月26日

・基礎情報提供「主権者教育及び指定病院への不在者投票外部立会 等」
　　　明るい選挙推進協会
・事例紹介
　　　多摩市選挙管理委員会
・講義「主権者教育に求められるもの、授業の作り方」
　＋グループワーク「選挙出前授業のプログラム案を作る」
　　　桐蔭横浜大学法学部教授　谷田部玲生

東海
・

北陸
三重県 7月25日

・講演「人口減少社会における地域活動の役割」
　　　名古屋市立大学人文社会学部准教授　三浦哲司
・活動報告
　　　金沢市選挙管理委員会、多摩市選挙管理委員会
・基礎情報提供「第24回参院選意識調査結果及び指定病院への不在者投票外部立会
　等」
　　　明るい選挙推進協会
・ワークショップ「年代別選挙啓発 戦略カイギ」
　　　NPO法人わかもののまち静岡代表理事　土肥潤也

近畿 和歌山県 9月14日

・基礎情報の提供「主権者教育及び指定病院への不在者投票外部立会 等」
　　　明るい選挙推進協会
・事例紹介
　　　奈良県選挙管理委員会、ポリレンジャー
・講義「主権者教育に求められる内容とは」
　＋ワークショップ「出前授業のラフ案を考える」
　　　和歌山大学教育学部准教授　岩野清美

中国 島根県
7月12日
 ～13日

・基礎情報の提供「主権者教育及び指定病院への不在者投票外部立会 等」
　　　明るい選挙推進協会
・事例紹介
　　　鳥取県選挙管理委員会、島根県選挙管理委員会、東広島市選挙管理委員会
・講義「主権者教育に求められる内容」
　＋グループワーク「選挙出前授業のプログラムをつくってみよう」
　　　明治大学文学部特任教授　藤井剛

四国 高知県 8月2日

・基礎情報提供「主権者教育及び指定病院への不在者投票外部立会 等」
　　　明るい選挙推進協会
・講義「主権者教育に求められる学習内容」
　　　高知大学教育学部教授　藤田詠司
・事例紹介
　　　高知県選挙管理委員会
・グループワーク「出前講座のラフ案をつくろう！」
　　　NPO法人NEXTCONEXION代表　越智大貴

九州 長崎県
9月20日
 ～21日

・講演「長崎県における明推協事業（常時啓発事業）について」
　　　長崎県明るい選挙推進協議会会長　中川幸久
・基礎情報提供「主権者教育及び指定病院への不在者投票外部立会 等」
　　　明るい選挙推進協会
・講義「岩手県選挙管理委員会の選挙出前授業の実践」
　　　岩手県選挙管理委員会主任　布佐明彦
・講義「主権者教育に求められる内容とは」
　＋グループワーク「選挙出前授業のプログラムを作ってみよう」
　　　広島大学大学院教育学研究科准教授　永田忠道
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（資料５）

平成２９年度　若者リーダーフォーラム

ブロック 開催地 実施日 研修内容（敬称略）

北海道
・

東北
北海道

7月1日
 ～2日

・講演「日本の政党「地図」を書く」
　　　北海学園大学法学部准教授　山本健太郎
・ワークショップ「ファシリテーション入門」
　　　NPOファシリテーションきたのわ理事　橋本正彦
・活動報告
　　　福大Voteプロジェクト、若者選挙ネットワーク（イコットプロジェクト）
・ワークショップ「～社会をよくするために出来ることって？～私と政治の関わり
　方を考えよう！」
　　　NPO法人 YouthCreate　浜田未貴

関東
甲信越静

山梨県
11月25日
　～26日

・自己紹介を兼ねた意見交換
　　　テーマ「若者の投票率をあげるには」など
・若者選挙ネットワークによる出前授業・意見交換
・講義＋アクティブラーニング
　「メディアリテラシーを身につけるブルーオーシャン～ニュース時事能力検定、
　語彙・読解力検定、現代用語能力検定を活用しながら～」
　　　山梨学院大学現代ビジネス学部教授　小西順人

東海
・

北陸
・

近畿

京都府
12月16日
　～17日

・講演「若者の社会参画－あらゆる子ども・若者が声や力を発揮できる社会へ－」
　　　大阪国際大学短期大学部講師　古田雄一
・活動報告
　　　 Niigata選挙カレッジ
・ワークショップ「ハワイ流p4cから学ぶ対話づくり」
　　　カフェフィロ副代表　松川絵里
・若者選挙ネットワークによる出前授業・意見交換

中国
・

四国
愛媛県

7月1日
 ～2日

・講演「民主主義は最良の政治原理か？－理念と制度から考える－」
　　　愛媛大学法文学部准教授　梶原克彦
・活動報告
　　　岐阜県若者の選挙意識を高める会、Our Vote，Our Voice!、
　　　若者選挙ネットワーク
・ワークショップ「地域から政治を考える」
　　　NPO法人 NEXT CONEXION代表　越智大貴

九州 佐賀県
12月9日
 ～10日

・自己紹介を兼ねた意見交換
　　　テーマ「若者の投票率をあげるには」など
・若者選挙ネットワークによる出前授業・意見交換
・ワークショップ「地域から政治を考える」
　　　NPO法人 NEXT CONEXION代表　越智大貴
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（資料６）

平成２９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）

滋賀県都市選挙管理委
員会連絡協議会

滋賀県都市選挙管理委員会連絡協
議会委員研修会

4月26日 龍谷大学政策学部教授　土山希美枝

静岡県焼津市
平成29年度焼津市明るい選挙推進
協議会総会及び研修会

5月15日 わかもののまち静岡代表理事　土肥潤也

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19日 中京大学総合政策学部准教授　市島宗典

広島県世羅町
世羅町明るい選挙推進協議会研修
会

5月25日 広島県明るい選挙推進協議会会長　岡山和彦

広島県三次市
平成29年度三次市明るい選挙推進
協議会総会研修会

6月5日 イコットプロジェクト代表　山田凪紗

広島県安芸高田市
平成29年度安芸高田市明るい選挙
推進協議会研修会

6月8日 NPO法人ドットジェイピー広島支部　堀雄貴

大阪府堺市 明るい選挙推進講演会 6月21日 関西大学法学部教授　石橋章市朗

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いにする運動
推進大会

7月13日
宇都宮大学地域デザイン科学部准教授　三田妃
路佳

埼玉県さいたま市南区 知って得する南区選挙セミナー 7月15日 国際教養大学准教授　秋葉丈志

栃木県栃木市
平成29年度栃木市明るい選挙推進
協議会総会及び研修会

7月19日
宇都宮大学地域デザイン科学部准教授　石井大
一朗

神奈川県川崎市 平成29年度白ばらセミナー 8月2日 東洋大学社会学部非常勤講師　林大介

千葉県柏市
柏市明るい選挙推進協議会委員研
修

9月6日 川崎市選挙管理アドバイザー　小島勇人

神奈川県相模原市
相模原市明るい選挙推進協議会委
員研修会

9月23日 学生団体ivote事務局長　澤木菜摘

香川県高松市
平成29年度高松市明るい選挙推進
協議会研修会

9月26日 香川大学法学部教授　堤英敬

広島県東広島市 東広島市明るい選挙推進大会 9月30日 広島県明るい選挙推進協議会会長　岡山和彦

静岡県中部明るい選挙
推進協議会

平成29年度静岡県中部明るい選挙
推進協議会指導者養成講習会

10月4日 埼玉大学社会調査研究センター長　松本正生

兵庫県篠山市
篠山市明るい選挙推進協議会研修
会

11月24日 NPO法人YouthCreate代表理事　原田謙介

神奈川県藤沢市 第48回藤沢市明るい選挙推進大会 11月25日 慶應義塾大学ＳＦＣ研究所上席所員　西野偉彦

宮城県仙台市 選挙啓発関係団体等合同研修会 11月30日
東北大学大学院情報科学研究科准教授　河村和
徳

福岡県北九州市
平成29年度まちの政治をみつめよ
う学級リーダー研修会

12月13日 九州大学大学院法学研究院教授　岡﨑晴輝

埼玉県さいたま市西区 西区研究集会 12月19日 埼玉大学社会調査研究センター長　松本正生

神奈川県厚木市
平成29年度厚木市明るい選挙推進
協議会指導者養成研修会

1月18日 学生団体ivote広報局長　釘本茜

東京都練馬区
平成29年度明るい選挙政治教養講
座

1月20日
NPO法人YouthCreate代表理事　原田謙介
都立武蔵高校附属中学校主任教諭　高橋勝也
模擬選挙推進ネットワーク事務局長　林大介

埼玉県蕨市 平成29年度新春時局講演会 1月22日 日本テレビ報道局解説委員　青山和弘

東京都世田谷区
平成29年度明るい選挙をすすめる
つどい

2月4日 フリーアナウンサー　生島ヒロシ

鹿児島県鹿児島市
平成29年度選挙を考える市民のつ
どい

2月17日 鹿児島市維新ふるさと館特別顧問　福田賢治

兵庫県宝塚市 平成29年度第2回市民教養講座 2月27日 ＮＨＫ解説委員　増田剛

千葉県浦安市
平成29年度浦安市明るい選挙推進
大会

3月3日 タレント　ダニエル＝カール
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