
　明るい選挙推進委員の役割と活動は

～ 寄附禁止  ルールを守って  明るい選挙 ～

平成26年 10月20日　発行

女　　33,746　人

稲城市選挙人名簿登録者数

男　　34,267　人

計　  68,013　人

　稲城市明るい選挙推進協議会

　稲城市明るい選挙推進委員会

 
　　　　

（平成26年9月2日現在）

有権者は政治家に寄附を求めない！ 

明るい選挙推進委員は、東京都と稲城市の明るい選挙推進協議会からの委嘱を受け、民間ボランティア

として、常時啓発や選挙時啓発を通じて有権者に積極的に働きかけ、明るい選挙の推進をおこなってい

ます。具体的には、選挙時における街頭での呼びかけ、話しあい活動、成人式・市民祭でのＰＲ活動、

機関誌 『しろばら』の作成・配布、啓発ポスターコンクールなどを実施し、投票参加の促進、政治・

選挙に関する意識の向上、クリーンで正しい選挙の実現を目指しています。 

政治家は有権者に寄附を贈らない！ 政治家から有権者への 
      寄附は受け取らない！ 



　Ｑ  家族で投票所に行き、子どもが投票用紙を

　  　投票箱に入れたいと言ったら？

　　            せず、必ず選挙人本人が手を添える等、選挙

　　 　　            人の意思によって投函したことがわかるよう

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　Ｑ　選挙当日、投票所が学校体育館の場合、

　　

　　

　　

　　

　　

　　　ですか？

　　　　　 公　示 告   示

　

　　　　選挙の時、よく耳にする言葉で『公示』と『告示』の違いを、皆さんはご存知ですか？

　　　　どちらも、選挙期日（投票日）を告知する事をいいます。
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　　　できますか？

  そこで、よく質問される事例のＱ＆Ａです。大切な一票を守るために、ご協力とご理解をお願いします。
　   

  正しく公平な選挙を行うため、投票所内で守っていただきたいルールがあります。

　Ｑ　投票所内で投票記念の撮影をしてもいい

　　　校門に午後８時までに入っていれば、投票

          Ａ 

          Ａ

　　　　Ａ

天皇が国事行為として内閣の助言と承認に基

づいて詔書をもって行うもの。衆議院総選挙、

参議院通常選挙のみで行う。 

それ以外の選挙について、それぞれの選挙

を管理する選挙管理委員会等によって行う。 

※ 国政選挙であっても、再選挙や補欠選挙については告示となります。 

投票箱に投票用紙を入れることができるのは、

原則選挙人本人です。お子様だけでは投函させ

ず、必ず選挙人本人が手を添える等、選挙人の

意思によって投函したことがわかるようにして

ください（ただし、投票所が混雑している場合

など、他の選挙人に迷惑がかかるようなときに

は、選挙人本人が速やかに投函してください）。

なお、投票所に入場できるのは、原則として選

挙人だけですが、選挙人が同伴している乳幼児

ややむを得ない事情があると投票管理者が認め

た人は入ることができます。 

投票できません。 

投票所は学校施設全体ではなく、体育館が投票

所になります。 

従って、投票所閉鎖時刻の午後8時までに体育

館に入場していなければいけません。 

なお、正確な時刻に投票を開始し、投票所を閉

鎖するために、投票所ではラジオや電話の時報

を使っています。そのため、投票所に設置され

ている時計は紙などで隠しています。 

投票所内での撮影はお断りをしています。 

『投票は自分の意思で行うこと』（買収行為の

防止）や『投票の秘密』という原則を守り、投

票所内の秩序を保持するためです。 
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応募点数　　５７９点　　　　　　　　　　入選点数　　３０点

稲城第三中学校

木村　祐介稲城第三小学校 若葉台小学校

宝谷　静香

氏　　　名 学　校　名

赤石澤優菜 若葉台小学校 吉田　美柊

稲部　光彦 稲城第三小学校

髙嵜　隆介

若葉台小学校

若葉台小学校

藤森　未麗 城山小学校 松本　知紗

城山小学校 若葉台小学校

斎藤　穂花

若葉台小学校

小山　美優

城山小学校 堀口　愛叶 若葉台小学校

東城ここみ 稲城第三小学校

栗田　涼花

中野　芽衣

原田　美悠

大貫百合香 若葉台小学校

奥平　壮馬 若葉台小学校 佐野ゆうき

学　校　名

稲城第四中学校

若葉台小学校 吉本　笑香 若葉台小学校

倉島　春太 城山小学校 若葉台小学校

森田　純恋 城山小学校 山形勇太郎 若葉台小学校

神山　那月 若葉台小学校 田中　樹里

岡崎　佳月 城山小学校

野元　紅音

若葉台小学校

若葉台小学校

田中　廉冴 稲城第三小学校

　　　　　　平成26年度『明るい選挙啓発ポスターコンクール』において稲城市入選となった方々です。

若葉台小学校

大槻みのり

生田朋次郎

大月　拓人 稲城第四中学校

氏　　　名

若葉台小学校 ６年 山形勇太郎さん 

平成26年度   東京都優秀賞作品 



東京都知事選挙（2月9日）

話しあい講座『応急手当講習会』開催（2月20日）

東京都市明るい選挙推進協議会連合会会長会議（8月15日）

啓発誌『いなぎ　しろばら』発行（10月2日）

東京都市明るい選挙推進協議会連合会第４ブロック会長会（10月31日）

東京都市明るい選挙推進協議会連合会定期総会（4月17日）

いなぎ市民祭での啓発活動（10月26日～27日　天候不良のため中止）

東京都市明るい選挙推進協議会連合会推進委員研修会（10月18日）

東京都市明るい選挙推進協議会連合会第４ブロック会長会

 （3月19日）

成人式での啓発活動（1月13日）

『明るい選挙啓発ポスターコンクール』稲城市入選作品市内展示（12月14日～1月24日）

日帰り研修会（11月22日）

　　稲城市明るい選挙推進委員地図

　　　　　　　　　　　　　　

東京都明るい選挙推進大会（11月8日）

東京都議会議員選挙（6月23日）

参議院議員選挙（7月21日）

　《  平成２５年度　稲城市明るい選挙推進協議会・推進委員会活動報告　》

『明るい選挙啓発ポスターコンクール』稲城市推薦作品審査会（9月18日）

年間６回の稲城市明るい選挙推進委員会定例会（４月　5月　9月　10月　12月　3月）　※ その他臨時会１回

稲城市明るい選挙推進協議会(4月）

東京都市明るい選挙推進協議会連合会第４ブロック推進委員合同研修会（11月20日）

         ☆ 編集後記 ☆ 

スコットランド独立の是非を問う住民投票は84.6％ 

という高い投票率でした。国の一大事であり、選挙 

とは異質なものですが、投票率アップを願う私たち 

にとっては羨ましい数字である事は確かです。 

今年の『しろばら』は選挙を身近に感じてもらえる 

事を願いながら作りました。   （担当 矢野口） 

  【矢野口】   

松田睦子 柏村和紀 

瀬野明子 丸山晃子 

  【百村】 

松浦貴代子 佐野幸代   

  【東長沼】   

宮崎勝國 野口昌代  

渋谷眞澄 

  【大丸】   

松本美子 矢口由美 

佐藤由美子 

   【坂浜】   

北村真紀子 新倉孝一 

榎本桂子 

    【向陽台】   

村上真理子 木﨑るみ子 

新井ひとみ 

   【押立】 

山上容子 本間洋子 

斉田益代 

  【長峰】   

   澤田葉子 

  【若葉台】   

榎本昭子 毛利孝奈 

田邉智恵子 

   【平尾】   

鈴木眞里子 井上和子 

玉橋百合子 大髙典行 

矢野口 

稲城長沼 

南多摩 

稲城 

京王よみうり 

  ランド 

若葉台 


