
　昨秋の 11 月、さいたま市明
るい選挙推進協議会長として、
平成最後の園遊会に招待され、
天皇・皇后両陛下に拝謁して来
ました。これは、さいたま市明
推協 1,100 名のメンバー各位
の日常活動の賜 ( たまもの ) で
あり、皆様に感謝申し上げる次

第です。加えて、都道府県や政令市をはじめとす
る各地の明推協会長中、招待を得たのは唯一私の
みであり、さいたま市の明推協が全国的に高い評
価を受けたことの証であると、自負しております。
　本年は、春の統一地方選 ( 市議選・県議選 )、夏
の参院選、知事選が続く選挙イヤーです。通常の
活動だけでなく、選挙時の啓発や投票所での立ち
合いなど、皆様に一層のご鞭撻をお願いすること
になります。お互い健康に留意し、投票率の向上
に貢献いたしましょう。
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明るい選挙
第14号まで発行してきました、さいたま市の選挙啓発事業広報紙『明るい選挙推進協議会たより』は、今
回から「さいたま市明るい選挙推進協議会」と「さいたま市選挙管理委員会」の協働事業による『明るい選
挙推進たより』として発行することになりました。

活動の目的　
　①選挙違反のないきれいな選挙を行うこと
　②有権者がこぞって投票に参加すること
　③有権者が普段から政治と選挙に関心をもち、候補者の人物や政見、政党の政策などを見る目を養うこと
明るい選挙とは？　
　有権者が主権者としての自覚を持って進んで投票に参加し、選挙が公明かつ適正に行われ、私たちの意思
が政治に正しく反映される選挙をいい、明るい選挙推進運動は、特定の政党、政策、候補者を支持したり、
反対したりする政治活動や選挙運動とは、はっきり区別されるものです。

進学や就職などで引っ越したら住民票を移しましょう！

さいたま市明るい選挙推進協議会は、
明るい選挙を推進するための活動を行っています。

　選挙は、有権者が政治に参加
する最も重要かつ基本的な機会
であり、投票参加は、民主政治
の健全な発展のため、欠かすこ
とができないものです。その啓
発のため、さいたま市明るい選
挙推進協議会は、明るい選挙を

推進するための活動を行っており、近年の低投票
率に鑑み、その活動はますます重要性を帯びてい
ることと思います。
　ここに、「さいたま市明るい選挙推進たより」第
１号を協働事業として発行することは、今後の活
動に大変意義のあることであり、より一層の励み
になることと存じます。
　刊行に際し、ご協力いただきました、さいたま
市明るい選挙推進協議会の各位に対し、御礼を申
し上げるとともに、広く世に受け入れられて活用
されることを希望しています。
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　小学校、中学校、高等学校合わせて１，３５６作品の応募がありました。
　各区における第1次審査を通過した１４１作品について、さいたま市明るい選挙推進協議会委員が審査を行い、次の２０作品が、
さいたま市入選となりました。さらに県の審査で２作品が入選、２作品が佳作となりました。

平成３０年度明るい選挙啓発ポスターコンクール

　小学校、中学校、高等学校、一般の部、合わせて４，３１７作品の応募があり、さいたま市選挙管理委員会委員、さいたま市明るい
選挙推進協議会委員による選考の結果、次のとおり最優秀賞１作品、優秀賞１6作品が決定しました。

第14回明るい選挙啓発標語コンクール
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唐澤　湖南さん
宮原中学校 １年（北区）

中村　雪乃さん
大宮北中学校 １年（大宮区）

小梶　由愛さん
大宮北中学校 １年（大宮区）

佐藤　郁果さん
植竹中学校 ２年（北区）

森下　雪さん
第二東中学校 ２年（大宮区）

内田　泉さん
 木崎中学校 ２年（浦和区）

五十嵐　千菜さん
土合中学校 ３年（桜区）

猿渡　日菜子さん
大成中学校 ２年（大宮区） 

沼野　友香さん
与野東中学校 ２年（中央区）

新堀　美緒さん
木崎中学校 ２年（浦和区）

平成３０年１１月２５日（日）に、平成３０年度さいたま
市明るい選挙啓発ポスターコンクールの入選者と、第
１４回さいたま市明るい選挙啓発標語コンクールの最
優秀賞受賞者をお招きして、表彰式を行いました。こ
れらのコンクールの選考には、さいたま市・区明るい
選挙推進協議会の委員も参加しました。
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県入選

県佳作

桑野　稀さん
宮原小学校 ３年（北区）

大野　正敬さん
西原小学校 ３年（岩槻区）

藤原　有希さん
鈴谷小学校 ４年（中央区）

飯島　小稀さん
土合小学校 ５年（桜区）

宿波　慶吾さん
芝原小学校 ４年（緑区）

伊東　錦之介さん
大宮工業高校 １年（北区）

今田　千代子さん
大宮北高校 １年（北区）

浅見　茉里さん
東洋女子高校 １年（大宮区）

松田　夏実さん
埼玉栄高校 ２年（西区）

池上　美咲さん
与野高校 ２年（中央区）

県佳作

桑野さんにインタビュー

入選した感想は？Q

Q

A

A作品を作る上で
苦労したことは？ 手を描くところが難しかった。

とてもうれしかったです。入選したこと
は最初に家族に伝えました。「すごい
ね」って言ってもらえました。

2 明るい選挙推進たより
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最　優　秀　賞　作　品 氏　　名 学校所在地 学校名・学年

「頼んだよ。」　投票用紙に　願い込め 吉岡　寛美さん 北　区 泰平中学校・２年

優　秀　賞　作　品 氏　　名 学校所在地 学校名・学年等

■ 小学校の部

勉強は　自分の未来　投票は　社会の未来 谷山 　朋佳さん 浦和区 仲町小学校・４年

「あの人いい」　つぶやくだけじゃ　変わらない 波多野 智也さん 大宮区 大宮南小学校・５年

一票が　未来を変える　第一歩 柿沼 　里音さん 南　区 大谷場東小学校・５年

選挙の日　家族みんなで　出かけよう 田中 　紅葉さん 緑　区 美園小学校・５年

たくそうよ　あなたの思いを　１票に 宮本 　結香さん 緑　区 道祖土小学校・５年

投票へ　書き込むその手に　未来あり 酒井 　望羽さん 浦和区 常盤小学校・６年

■ 中学校の部

選挙の日　声をかけ合い　さあ行こう 得丸 　陽生さん 南　区 岸中学校・１年

選挙の日　自分の意見の　投票日 山下 今日香さん 桜　区 大久保中学校・２年

風となる　時代を動かす　わが１票 齊木 　捷人さん 南　区 岸中学校・２年

投票日　今日の主役は　私たち　　 井上 　宏大さん 岩槻区 桜山中学校・２年

選挙権　お金で買えない　宝物 石嵜 　大介さん 北　区 日進中学校・３年

変わらない　言うならまずは　入れてから 菅村 　莉奈さん 大宮区 大成中学校・３年

“まぁいいか”　投げださないで　その一票 延與 　真央さん 浦和区 浦和中学校・３年

その一票　未来を変える　架け橋に 川又 　　滉さん 岩槻区 桜山中学校・３年

自分には　関係ないじゃ　ダメなんだ 三浦 　　祥さん 岩槻区 桜山中学校・３年

■ 一般の部

民主主義　あなたもわたしも　まず投票 松本 　正夫さん 見沼区 一　般

吉岡さんに
インタビュー

最優秀賞を受賞した感想は？
びっくりしたけど嬉しかったです。受賞したことはまず
最初に家族に伝えました。Q A

どのような思いで、作品を　
つくったか？

選挙は自分のことも少しだけど関わっているので、日
本がもっとよくなるように願いを込めて作成しました。Q A
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　問い合わせ先 さいたま市選挙管理委員会
さいたま市浦和区常盤6－4－4　TEL 048－829-1773　FAX 048－829-1994

　広報委員（ ◎…委員長　○…副委員長　☆…市明推協副会長 ）

◎ 馬場　洋三　　○ 大河戸　千鶴子　　☆ 古賀　宏子　　・澤池　一信　　・ 川上　強　　・浅利　早苗
・ 中澤　輝夫　　 さいたま市選挙管理委員会事務局

●政治家は有権者に寄附を贈らない！
●有権者は政治家に寄附を求めない！
●政治家から有権者への寄附は
　受け取らない！

　政治家や政治家の後援団体が、選挙区内の
人や団体に対して寄附をすることは、罰則を
もって禁止されています。（政党に対するも
のなどは除く）
　また、有権者が政治家に対して寄附を求め
ることも禁止されています。

寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう！

 さいたま市議会議員一般選挙年代別投票率

平成31年４月７日には、さいたま市
議会議員一般選挙（埼玉県議会議員一
般選挙も同日）が執行されます。また、
夏には参議院議員通常選挙及び埼玉県
知事選挙の執行が予定されています。
投票日当日に投票に行けない方は期日
前投票を利用して投票しましょう。

投
票
率
（
％
）
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この明るい選挙推進たよりは 10,000 部作成し、1 部あたりの印刷経費は 10 円です。

研究集会を行いました!

さいたま市・各区の明るい選挙推進協議会の会員約４０名
が集まり、研究集会を行いました。

今回は「主権者教育の促進に向けて～選挙出前講座を通
じて～」をテーマに、白熱したグループ討議が繰り広げられ
ました。当日は、さいたま市青年選挙サポーターの会「Ｅ－Ｒ
ａｉｌさいたま」による選挙出前講座のデモンストレーションも
実施され、知識を得ることができました。

日時：平成30年11月25日（日曜日）13時30分から
場所：浦和コミュニティセンター第15集会室にて

副読本・啓発動画をご覧ください　ホームページで公開しています。是非ご覧ください。

●中学生向け副読本「選挙Book」　　https://www.city.saitama.jp/006/009/018/p050707.html
●選挙啓発動画　　　　　　　　　  https://www.city.saitama.jp/006/009/018/p048470.html

選挙啓発資料の紹介（副読本や啓発動画等）

研究集会の様子


