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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） 

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。 

・４３号 特集「全国フォーラム」 

・４４号 特集「子どもの社会参画」 

・４５号 特集「地方議会・議員を考える」 

・４６号 特集「『ネット情報』を知る」 

・４７号 特集「新科目『公共』を考える」 

・４８号 特集「統一地方選挙を考える」 

連載 「メディア・リテラシーを学ぶ」(３８号～４３号)  

   「主権者教育の現場から」（４３号～４７号） 

   「選挙啓発と社会教育」（４４号～４６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主権者教育に関する情報等を掲載

した。 

・ツイッター等ＳＮＳを通じ、各地の啓発情報やイベント情報、若者啓発グループ

の活動などを発信した。 

 

(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。 

８,７９５校、１４２,２５１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３０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 

 

(４)啓発資材作成事業 

①大学生向けパンフレット「わたしたちの選挙２０１８「未来を、選ぼう。」」 

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。配布対象である学生と同世代の若者を起用したストーリ

ー形式の構成とした。基本編と実践編の二部構成で、イラストも色味を押さえたシ

ンプルなものとし、若者からの共感を得やすく読みやすいものとした。 

・全国の国公私立の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、３,９２０校に送

付した。 

・Ａ５判２４頁  ５００,０００部 
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②新成人向けパンフレット「池上彰のよくわかる選挙の話 未来のために、いま私

たちができること」 

ジャーナリストの池上彰氏の協力の下、マンガやイラストを用いた選挙制度の解

説や、池上氏が大学生に行った特別講座「日本の未来を考えよう。」の内容を収録

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 

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 

④パンフレット「くらしの中の選挙（平成３１年１月改訂版）」 

選挙制度の改正点や投票方法、政治家の寄附禁止や国民投票法などについて、図

やイラストなどを用いてわかりやすく説明したパンフレットの改訂版を作成した。 

・都道府県、指定都市、市区町村選管からの希望部数に応じ配布した。 

・Ａ４判６４頁  ３１７,５００部 

⑤めいすいくんの着ぐるみ人形 

・６体 

・市区町村選挙管理委員会に配布した。 

⑥啓発グッズ（ウェットティッシュ、クリアファイル、メモ帳、蛍光ペン等） 

・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回実施 

 

(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回実施 

 

(３)若者リーダーフォーラム  （資料５参照） 

大学生や高校生、社会人を対象に開催した。 

・５回実施 

 

(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等を対象に札幌市（１１月１５日）で開催した。 
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(５)全国フォーラム 

  ①期日  平成３１年２月２７日・２８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 

  ③内容  ・意見交換「常時啓発の活性化について」 

           明推協会長・選管職員等１４グループに分かれて意見交換 

       ・講演「民主主義を考える－主権者教育の前提として－」 

           東京大学社会科学研究所 宇野重規教授 

       ・事例紹介 

         「動画による若年層への選挙啓発の実践」 

           茨城県取手市選挙管理委員会事務局 

         「大学での期日前投票所の運営等について」 

           選挙啓発活動団体「投票促進委員会ＫＵ」 

         「発信とつながり、私たちの未来 

～若い人へのアプローチのこころみ～」 

            東京都選挙管理委員会 

 

(６)選挙出前授業見本市 

  ①期日  １１月２９日 

  ②場所  兵庫県神戸市 三宮コンベンションセンター 

  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発表団体等 

   ・主権者教育アドバイザー 布佐明彦氏 

「授業の作り方・１０のこだわり」 

   ・品川区明るい選挙推進協議会（東京都） 

「品川区明るい選挙推進協議会 出前模擬選挙の取組」 

   ・京都市右京区選挙管理委員会 

「学生と協働したグループワーク重視の授業」 

   ・多摩市選挙管理委員会（東京都） 

「多摩市の出前授業 『給食大臣選挙』の組立てとコンセプト」 

   ・舞鶴市選挙管理委員会（京都府） 

「『舞鶴市未来の有権者啓発事業の実施について』 

－役割カードを利用したロールプレイイングによる模擬選挙－」 

    ・新居浜市選挙管理委員会（愛媛県） 

「まちづくりゲーム」 

    ・中京大学総合政策学部市島宗典ゼミ 

「投票体験型模擬投票から考える模擬投票へ 

－ワークシート教材を活用した選挙出前授業の提案－」 
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    ・岡山県選挙管理委員会 

「出前授業におけるグループワーク＆租税教育との連携 実例紹介」 

    ・岐阜市選挙管理委員会 

「生きる力を伸ばす主権者教育を目指して」 

 

※上記(１)～(６)は、総務省との共催により開催した。 

 

（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  ５月２４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  ・報告「主権者教育と選挙啓発について」 

          総務省自治行政局選挙部管理課 内山弾選挙啓発係長 

        ・選挙啓発についての説明と協会事業の説明 

          公益財団法人明るい選挙推進協会 

        ・事例紹介①「明るい選挙推進協議会委員の参加と参画」 

                主権者教育アドバイザー 布佐明彦氏 

        ・事例紹介②「京都府知事選挙の啓発における学生の参画」 

                京都府選挙管理委員会事務局 平川文也氏 

                京都市選挙管理委員会事務局 丸山智也氏 

 

(８)若者グループと連携した選挙啓発に係るチラシの版下作成等 

総務省から委託を受け、若者選挙ネットワークの活性化及び交流の促進を図るた

め、若者選挙ネットワークと連携協力し、選挙啓発に係るチラシの版下を作成した。

このための検討会を１２月１５日に開催し、広告代理店のコピーライターからの講演

や作成のポイント等の指導を受けた。 

 

(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。 

・８０団体実施 

 

(10)主権者教育優良事例普及推進事業の支援 

総務省事業に協力し、提案のあった事業の審査協力に携わった。 

・３団体実施 

 

(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

応募形式により選考し、表彰した。 

①選考委員会  平成３１年１月２１日 

②表彰式    平成３１年２月２７日 
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③被表彰団体  優良活動賞 

        ・E-Railさいたま（さいたま市） 

        ・文京区明るい選挙推進協議会（東京都） 

        ・一般社団法人 日本学生会議所（東京都） 

        ・長久手市明るい選挙推進協議会（愛知県） 

        ・Shudo Youth Creators（広島市） 

        ・選挙啓発活動団体「投票促進委員会ＫＵ」（福岡県久留米市） 

        ・選挙啓発部「ライツ」（宮崎県宮崎市） 

 

(12)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際の経費を助成した。 

・２９団体助成 

 

 

３ 調査研究事業 

 

(１)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２９年度及び３０年度の選挙出前授業の実施状況等を

全国の選管に照会し、とりまとめた。 

 

 

４ その他 

 

(１)理事会 

・第１１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２９年度事業報告及び決算（案） 

     ・議案第２号 評議員の選任候補について 

     ・議案第３号 理事の選任候補について 

     ・議案第４号 第１１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１２回理事会 

①期日  平成３１年２月６日 

②場所  東京都千代田区 弘済会館 

③議事  ・議案第１号 平成３１年度事業計画（案）及び予算（案） 

     ・議案第２号 平成３０年度明るい選挙推進優良活動表彰の決定について 
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     ・議案第３号 評議員の選任候補について 

     ・議案第４号 第１２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 

 

(２)評議員会 

・第１１回評議員会 

①期日  ６月１４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２９年度事業報告及び決算（案） 

     ・議案第２号 評議員の選任について 

     ・議案第３号 理事の選任について 

 

・第１２回評議員会 

①期日  平成３１年２月２１日 

②場所  東京都千代田区 弘済会館 

③議事  ・業務報告 

     ・議案第１号 平成３１年度事業計画（案）及び予算（案） 

     ・議案第２号 評議員の選任について 

 

(３)代表者会議 

①期日  平成３１年２月２７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 

③報告  ・平成２９年度決算について 

     ・平成３０年度業務報告について 

     ・平成３１年度事業計画及び予算について 

 

(４)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内容  平成２９年度決算について 



（資料１）

平成３０年度　明るい選挙啓発ポスターコンクール（第７０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 43 5 88 542 483 8 1,033 -192 40 -7 -159

青森県 13 25 7 45 149 190 40 379 53 30 -3 80

岩手県 69 35 14 118 956 199 152 1,307 -81 13 1 -67

宮城県 88 55 1 144 293 314 6 613 -122 -249 -33 -404

秋田県 14 19 7 40 226 93 53 372 109 -56 -45 8

山形県 85 57 7 149 656 1,004 29 1,689 -2 -61 -10 -73

福島県 37 46 4 87 117 526 41 684 0 -63 28 -35

茨城県 265 138 7 410 1,623 1,685 73 3,381 -150 -509 21 -638

栃木県 245 102 2 349 1,617 942 10 2,569 -5 24 -17 2

群馬県 181 145 6 332 2,189 5,291 112 7,592 -99 -589 62 -626

埼玉県 354 157 22 533 6,648 3,147 143 9,938 49 289 43 381

千葉県 227 84 6 317 1,231 1,100 10 2,341 -21 72 -2 49

東京都 422 320 46 788 8,208 11,373 890 20,471 -1,421 -266 -21 -1,708

神奈川県 106 78 13 197 1,207 841 73 2,121 -200 -45 23 -222

山梨県 89 54 4 147 2,057 2,218 95 4,370 -74 -106 71 -109

長野県 176 47 4 227 4,437 605 40 5,082 588 -60 -17 511

新潟県 68 23 7 98 388 211 27 626 109 -36 23 96

静岡県 202 127 18 347 1,638 973 187 2,798 352 -229 11 134

富山県 49 52 3 104 197 517 68 782 -13 -98 8 -103

石川県 17 18 5 40 39 241 105 385 -21 98 -63 14

福井県 56 46 2 104 592 889 24 1,505 -44 -152 4 -192

岐阜県 84 66 9 159 617 715 136 1,468 -12 78 14 80

愛知県 727 342 23 1,092 7,602 9,543 570 17,715 68 -171 59 -44

三重県 68 51 5 124 723 905 52 1,680 -399 -134 2 -531

滋賀県 17 24 1 42 32 591 1 624 0 38 -3 35

京都府 62 45 4 111 985 1,014 54 2,053 -95 130 -18 17

大阪府 135 71 16 222 3,405 3,887 701 7,993 188 246 179 613

兵庫県 269 164 24 457 1,915 4,508 245 6,668 -304 -628 -2 -934

奈良県 31 23 5 59 603 1,307 21 1,931 -7 -37 -3 -47

和歌山県 10 14 8 32 117 87 76 280 -70 17 -13 -66

鳥取県 21 10 3 34 35 68 57 160 5 -44 -16 -55

島根県 13 17 2 32 167 157 2 326 24 -53 -2 -31

岡山県 25 45 5 75 82 558 47 687 -43 38 23 18

広島県 52 41 8 101 990 1,161 81 2,232 -109 -423 2 -530

山口県 57 46 8 111 159 375 132 666 41 18 2 61

徳島県 72 43 4 119 460 718 14 1,192 -23 -57 10 -70

香川県 95 47 6 148 430 433 183 1,046 -5 60 18 73

愛媛県 125 63 14 202 758 716 166 1,640 -35 -4 -1 -40

高知県 8 15 3 26 77 204 34 315 -33 -63 -56 -152

福岡県 177 101 17 295 9,117 7,255 337 16,709 349 194 43 586

佐賀県 75 41 7 123 534 695 122 1,351 -145 124 21 0

長崎県 53 38 12 103 203 638 65 906 94 -70 20 44

熊本県 42 22 7 71 82 74 33 189 21 -43 29 7

大分県 44 32 5 81 421 632 41 1,094 -71 90 -21 -2

宮崎県 80 41 6 127 481 294 23 798 83 33 -5 111

鹿児島県 48 39 5 92 220 716 26 962 -22 -1 -5 -28

沖縄県 31 48 14 93 204 1,139 185 1,528 2 -166 23 -141

5,224 3,160 411 8,795 65,429 71,232 5,590 142,251 -1,683 -2,781 377 -4,087

昨年度 5,303 3,253 401 8,957 67,112 74,013 5,213 146,338

増減 -79 -93 10 -162 -1,683 -2,781 377 -4,087

合　計

都道府県
応募学校数 応募者数 応募者数　前年度比

北
海
道
・
東
北

関
東
甲
信
越
静

東
海
・
北
陸

近
　
畿

中
　
国

四
　
国

九
　
州

 7



(資料２)

平成３０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 岩手県 青森県 秋田県

(道県7、指定市2) 11月12日(月)～13日(火) 6月25日(月)～26日(火) 9月1日(土)～2日(日)

ホテルルイズ 青森県観光物産館アスパム カレッジプラザ

関東甲信越静 新潟県 茨城県 神奈川県

(都県11、指定市8) 11月19日(月) 9月28日(金) 10月13日(土)～14日(日)

湯沢ニューオータニ つくば国際会議場 ＡＰ横浜駅西口

東海・北陸 三重県 富山県 愛知県

(県6、指定市1) 7月24日(火)～25日(水) 8月21日(火) 9月8日(土)～9日(日)

津都ホテル 富山県中小企業研修センター サンスカイルーム

近畿 奈良県 滋賀県

(府県6、指定市4) 12月3日(月) 9月13日(木)

奈良県庁 ピアザ淡海

中国 岡山県 山口県 山口県

(県5、指定市2) 10月30日(火) 1月19日(土)～20日(日) 1月19日(土)～20日(日)

サン・ピーチOKAYAMA カリエンテ山口 カリエンテ山口

四国 徳島県 徳島県

(県4) 9月11日(火) 10月4日(木)

とくぎんトモニプラザ とくぎんトモニプラザ

九州 沖縄県 宮崎県 大分県

(県8、指定市3) 6月15日(金) 7月26日(木)～27日(金) 8月25日(土)～26日(日)

沖縄県教職員共済会館 八汐荘 サンフラワー宮崎 大分県中小企業会館

指定都市 名古屋市

(指定市20) 9月6日(木)～7日(金)

ＫＫＲ名古屋・名古屋能楽堂

指定都市選管 札幌市

(指定市20) 11月15日(木)

ホテルモントレエーデルホフ札幌
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(資料３)

平成３０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

・ 若年層に対する啓発事業等の実施状況について

・ 市町村明るい選挙推進協議会への活性化支援について

・ 学生と連携した常時啓発について

・ 若者の意見・要望の取り込み方法について

・ 若年の社会人等への効果的な選挙啓発について

・ 19歳の投票率対策について

・ 小学生の保護者を対象とした選挙啓発事業について

・ 小学生を対象とした未来の有権者向けの啓発について

・ 親子向け等啓発の実施状況について

・ 高校卒業後の若年層の啓発について

・ 選挙出前授業の取組方法について

・ 選挙出前授業の実施校の推移と今後の方向性について

・ 選挙啓発出前講座の拡充について

・ 若者の主張について

・ 明るい選挙推進協議会の構成団体と連携した取組について

・ 選挙時啓発におけるイベントについて

・ 動画を活用した臨時啓発について

・ 臨時啓発業務委託業者選定（プロポーザル）の仕様に外部の意見を取り入れることについて

・ 選挙時における高校卒業後～20歳代前半の有権者を主な対象とした啓発事業の取組について

・ 大学生（学生団体）と連携した常時啓発について（取り組み事例）

・ 特別支援学校における出前講座の内容について

・ 若者啓発グループとの連携について

・ 若者啓発団体と連携・協力について

・ 親世代への啓発について

・ 小・中学校向けの啓発について

・ インターネットによる啓発について

・ 市町明推協との連携について

・ 商業施設への期日前投票所及び当日投票所の設置について

・ 選挙啓発における学生（高校生、専門学校生、大学生等）との連携について

・ 常時啓発について

・ 次回統一地方選挙における若年層向け啓発について

・ 学生参加型啓発事業について

・ 効果的な啓発事業について

・ 主権者教育の新たな展開について

・ 国民投票における明推協の活動について

・ 県内市町村間における選挙出前講座実施率の差異の解消について

・ 主権者教育担当部署との連携について

・ 投票率向上の取組状況、今後の予定について

・ 他部局の事業との連携について

・ 10～20歳代の若手社会人に対する啓発活動について

・ 一般有権者（社会人）を対象とした啓発事例について

・ 明るい選挙推進協議会連合会の役員について

・ 選挙傾向の現状確認について

・ 公開討論会及び地方紙と明るい選挙推進協議会の関わりについて

・ 出前授業等の実施状況等について

・ 対象者に応じた出前授業等の取組みについて

・ 若年層向け選挙啓発事業の取組みについて

・ 若者選挙啓発グループへの関与等について

・ 選挙出前講座とその新たな担い手について

・ ＳＮＳを使った啓発活動について

・ 親子を対象とした選挙啓発について

・ 最新の地方選挙における若年層向け選挙時啓発状況について

・ 選挙事務への若年層の募集方法等について

・ 明推協の機関紙について

・ 出前講座の実施内容について

・ 市が助成している団体について

九州 沖縄県 6月15日

指定都市 名古屋市
9月6日
 ～7日

中国 岡山県 10月30日

四国 徳島県 9月11日

東海
・

北陸
三重県

7月24日
 ～25日

近畿 奈良県 12月3日

北海道
・

東北
岩手県

11月12日
  ～13日

関東
甲信越静

新潟県 11月19日
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（資料４）

平成３０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
青森県

6月25日
 ～26日

・講演「選挙管理委員会と教育委員会の協働－18歳選挙権を契機として－」
　　　青森県明るい選挙推進協議会会長　西東克介
・講演「暮らしを拓く学びとは」
　　　弘前大学教育学部准教授　松本大
・事例紹介「矢巾町明るい選挙推進協議会の活動について」
　　　岩手県矢巾町明るい選挙推進協議会会長　斉藤誠治
・講演「明るい選挙推進協議会（明推協）の活性化」
　　　青森県明るい選挙推進協議会常任委員、青森市明るい選挙推進協議会会長　渡部一清

・説明「指定病院等での不在者投票の第三者立会い」
　　　明るい選挙推進協会
・講演「メディア・リテラシー入門」
　　　ＦＣＴメディア・リテラシー研究所理事　森本洋介
・意見交換「明推協を活性化するには」

関東
甲信越静

茨城県 9月28日

・講演「コミュニティにおける公民教育と代議制」
　　　玉川大学高等教育開発センター教授　笹井宏益
・説明「指定病院等での不在者投票の第三者立会いについて」
　　　明るい選挙推進協会
・活動報告「夏休み選挙ポスター教室」
　　　栃木市選挙管理委員会事務局
・意見交換「啓発ポスターコンクール活用策を考えよう」
　　　明るい選挙推進協会

東海
・

北陸
富山県 8月21日

・事例紹介「上越市の選挙啓発（明るい選挙啓発ポスター作成の集い）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　新潟県上越市選挙管理委員会
　　　　　「公民館等での小学生出前講座」　 　福井県福井市選挙管理委員会
　　　　　「明るい選挙推進委員 新任研修会」　東京都練馬区選挙管理委員会
・説明「指定病院等での不在者投票の第三者立会ほか」
　　　明るい選挙推進協会
・意見交換「常時啓発を活発にするための土台づくりを考える」

近畿 滋賀県 9月13日

・講演「選挙啓発の意義とこれからの課題」
　　　関西大学法学部教授　石橋章市朗
・活動報告
　　　京都府長岡京市明るい選挙推進協議会青年部会
・説明「指定病院等での不在者投票第三者立会い」
　　　「啓発事例紹介」
　　　明るい選挙推進協会
・意見交換「常時啓発を活発にするために」

中国 山口県
1月19日
 ～20日

・事例紹介①明推協の組織と活動
　　　　　　　　東広島市明るい選挙推進協議会、山口市明るい選挙推進協議会
　　　　　②若者啓発グループの組織と活動
　　　　　　　　岡山市WASAO、松山市選挙コンシェルジュ
・講演「世代を跨ぐ民主主義」
　　　岡山大学地域総合研究センター助教・岡山市明るい選挙推進協議会会長　岩淵泰

・諸報告
　　　総務省自治行政局選挙部管理課選挙啓発係長　内山弾
・意見交換「明るい選挙推進協議会と若者啓発グループの連携策を考える」

※若者リーダーフォーラム（中国・四国ブロック）との合同開催

四国 徳島県 10月4日

・講話
　　　徳島県明るい選挙推進協議会連合会会長　阿部頼孝
・情報提供「各地の啓発事例等紹介＋指定病院等での不在者投票の第三者⽴会いについて」

・ワークショップ「効果的な常時啓発を考える」
　　　NPO法人わかもののまち代表理事　土肥潤也

九州 宮崎県
7月26日
 ～27日

・講演「劇場型ポピュリズムとの向き合い方－地方自治の歴史を振り返って－」
　　　宮崎公立大学学長　有馬晋作
・若者啓発グループの活動報告
　　　宮崎公立大学選挙啓発部ライツ
・講義「指定施設等における外部立会人について」
　　　宮崎県選挙管理委員会事務局
・活動報告
　　　鹿児島市明るい選挙推進協議会
　　　長崎市明るい選挙推進おたくさの会
・各地の活動事例紹介
　　　明るい選挙推進協会
・意見交換「常時啓発活動を考える」
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（資料５）

平成３０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
秋田県

9月1日
 ～2日

・講話「明推協が若者に期待すること～秋田発一会長からのメッセージ～」
　　　秋田県明るい選挙推進協議会会長　藤盛節子
・諸報告
　　　総務省自治行政局選挙部管理課総務事務官　橘聖一郎
・講演「憲法を学ぶ～国民主権の意義について～」
　　　岩手大学教育学部准教授　菊地洋
・ワークショップ「話し合いによる主権者育成
　　　　　　　　　 ～「参加」を通して町づくり体験をしよう～」
　　　秋田大学教育文化学部講師　加納隆徳
・活動報告「Niigata選挙カレッジの活動について」
・意見交換「若者として何ができるのか」

関東
甲信越静

神奈川県
10月13日
 ～14日

・事例発表
　　　かながわ選挙カレッジ
　　　Niigata選挙カレッジ
・講義&グループワーク「若者の参画で社会は変わる」
　　　NPO法人わかもののまち代表理事　土肥潤也
・意見交換「若者の連携による選挙啓発を考える」
　　　若者選挙ネットワーク役員　八幡文菜

東海
・

北陸
・

近畿

愛知県
9月8日
 ～9日

・情報共有「若者啓発グループの組織と活動について」
　　　松山市選挙コンシェルジュ
　　　中京大学市島ゼミ
・講義「若者の参画と選挙啓発」＋
　意見交換Ⅰ「若者が選挙啓発に参加する意義と必要なこと」
　　　NPO法人わかもののまち代表理事　土肥潤也
・意見交換Ⅱ「若者啓発グループの連携策を考える」

中国
・

四国
山口県

1月19日
 ～20日

・事例紹介①明推協の組織と活動
　　　　　　　　東広島市明るい選挙推進協議会、山口市明るい選挙推進協議会
　　　　　②若者啓発グループの組織と活動
　　　　　　　　岡山市WASAO、松山市選挙コンシェルジュ
・講演「世代を跨ぐ民主主義」
　　　岡山大学地域総合研究センター助教・岡山市明るい選挙推進協議会会長　岩淵泰

・諸報告
　　　総務省自治行政局選挙部管理課選挙啓発係長　内山弾
・意見交換「明るい選挙推進協議会と若者啓発グループの連携策を考える」

※地域コミュニティフォーラム（中国ブロック）との合同開催

九州 大分県
8月25日
 ～26日

・講話「はばたけ若人 未来へむけて」
　　　大分県明るい選挙推進協議会会長　山崎清男
・諸報告
　　　総務省自治行政局選挙部管理課総務事務官　渡邉文平
・ワークショップ「社会を知る、考える、伝える
　　　　　　　　　 ～メディアリテラシーを磨くＮＩＥワークショップ～」
　　　熊本大学熊本創生推進機構 客員教授　越地真一郎
・活動報告
　　　ミニ選挙管理委員会２００１in 延岡
　　　長崎県明るい選挙推進サポーター
・意見交換「参院選に向けての啓発活動を考えよう。」
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（資料６）

平成３０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23日
明るい選挙推進協会主幹　金井壯
太

豊田市明るい選挙推進協議会
平成30年度豊田市明るい選挙推進協議
会総会・研修会

5月18日
中京大学総合政治学部准教授　市
島宗典

焼津市明るい選挙推進協議会
平成30年度焼津市明るい選挙推進協議
会総会及び研修会

5月24日
NPO法人わかもののまち代表理事
土肥潤也

堺市明るい選挙推進協議会 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

栃木市選挙管理委員会 栃木市明るい選挙推進協議会研修会 8月30日
作新学院大学人間文化学部特任教
授　木村直人

長野市選挙管理委員会
長野市明るい選挙都市宣言・長野市明
るい選挙推進協議会50周年記念大会

9月20日 読売新聞特別編集委員　橋本五郎

相模原市明るい選挙推進協議会
相模原市明るい選挙推進協議会委員研
修会

9月29日
相模原市選挙管理委員会事務局主
事　横田皓亮

芳賀郡市町選挙管理委員会連合
会

平成30年度芳賀地区選挙をきれいにす
る運動推進大会

10月3日 落語家　三遊亭多歌介

印旛郡市選挙管理委員会連絡協
議会

印旛地区選挙関係委員研修会 10月3日 アナウンサー　寺谷一紀

川崎市明るい選挙推進協議会 平成30年度白ばらセミナー 10月22日
大正大学人間学部教育人間学科准
教授　坪井龍太

岐阜市選挙管理委員会 平成30年度岐阜市明るい選挙推進大会 10月23日
若者選挙ネットワーク副代表　小
栗優貴

静岡県東部明るい選挙推進協議
会

平成30年度静岡県東部明るい選挙推進
協議会　女性・青年の集い

10月25日
ライター、作家、時事アナリスト
戸桝茂哉

静岡県中部明るい選挙推進協議
会

平成30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29日
NPO法人わかもののまち代表理事
土肥潤也

北九州市明るい選挙推進協議会
平成30年度まちの政治をみつめよう学
級リーダー研修会

11月12日
九州大学大学院比較社会文化研究
院准教授　施光恒

日野市明るい選挙推進協議会 選挙啓発講演会 11月14日 アジア調査会理事　清水幹夫

藤沢市選挙管理委員会 第49回藤沢市明るい選挙推進大会 11月17日
町田市議会議員、落語家　三遊亭
らん丈

伊勢市明るい選挙推進協議会 第44回白ばらの集い 11月25日
尾崎幸雄財団理事・事務局長　石
田尊昭

文京区明るい選挙推進協議会 明るい選挙推進委員講習会 11月29日 落語家　三遊亭多歌介

三鷹市明るい選挙推進協議会 政治教養講座 12月8日
ＮＨＫ解説委員室解説副委員長
伊藤雅之

さいたま市西区明るい選挙推進
協議会

西区研究集会 12月14日
埼玉大学社会調査研究センターセ
ンター長　松本正生

志木市明るい選挙推進協議会 志木市明るい選挙推進協議会研修会 1月17日
多摩市選挙管理委員会主任　越智
弘一

練馬区明るい選挙推進協議会 平成30年度明るい選挙政治教養講座 1月19日 読売新聞特別編集委員　橋本五郎

蕨市明るい選挙推進協議会 平成30年度新春時局講演会 1月21日
毎日新聞社専門編集委員　与良正
男

浦安市明るい選挙推進協議会 第36回浦安市明るい選挙推進大会 1月26日 落語家　三遊亭多歌介

世田谷区選挙管理委員会
平成30年度明るい選挙をすすめるつど
い

1月27日 元宮崎県知事　東国原英夫

東広島市明るい選挙推進協議会 東広島市明るい選挙推進大会 1月30日
広島大学大学院教育学研究科准教
授　永田忠道

鹿児島市明るい選挙推進協議会 平成30年度選挙を考える市民のつどい 2月2日 宮崎公立大学学長　有馬晋作

丹波市選挙管理委員会 主権者教育研究会 2月5日 福地山公立大学准教授　杉岡秀紀

新潟市明るい選挙推進協議会 新潟市明るい選挙推進研修会 2月15日
新潟大学創生学部准教授　田中一
裕
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