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 北区選挙管理委員会

７⽉１０⽇執⾏　参議院議員選挙
７⽉３１⽇執⾏　東京都知事選挙

選挙で投票できる人は、明治時代当初からしばらくの間、一定

の国税を納める「２５歳以上の男子」のみに限られていました。

昭和３年には、それまであった納税要件がなくなり、「２５歳

以上の男子」であれば、投票できるようになりました。さらに昭

和２０年には、「２０歳以上の男女」に認められるようになり、

財産や性別を問わず投票できる完全普通選挙が実現しました。

それから７０年の歳月を経た昨年、選挙権年齢を「１８歳以

上」に引き下げる公職選挙法の改正があり、本年７月には、改正

後初めてとなる参議院議員選挙を執行しました。将来を担う多く

の若い世代の声を政治に反映できるようになり、とりわけ高校生

も投票できるという歴史的な選挙となりました。

また、参議院議員選挙の公示日直前に、東京都知事の辞職表明

があり、参議院議員選挙投票日から４日後に、東京都知事選挙の

告示日を迎えるという、極めて時間的余裕のない厳しい選挙準備

となりました。

しかしながら、関係者の皆さまの多大なるご理解、ご協力によ

り、無事に投開票を終えることができましたことに、心より厚く

御礼申し上げます。

北区における参議院議員選挙の投票率は、東京２３区中３番目。

東京都知事選挙の投票率は、２３区中5番目となり、いずれも２３

区上位の投票率となりました。

今後とも、できるだけ多くの方に投票いただくよう、取り組ん

でまいります。引き続き、ご支援ご協力をお願いいたします。

〜18歳選挙権の施⾏〜

北区作成 参議院議員選挙啓発ポスター

～世界の選挙権年齢って何歳？～

選挙権年齢が１８歳以上の国は、日本を含めて世界の約90％を

占めています。

しかし、それ以外にも選挙権年齢は、国によってさまざまです。

～投票に行かないと罰則…！？～

やむをえず投票できない場合を除き、棄権すると、

罰則が生じる国があります。

シンガポール…選挙人名簿から抹消されてしまう。

オーストラリア…20豪ドル（日本円で約1600円）の罰金が科せられる。

２５歳以上…アラブ首長国連邦

２０歳以上…カメルーンなど

１６歳以上…オーストリア、アルゼンチンなど

世界各国では、日本とは異なるさまざまな選挙制度が

あります。



　　

投 票 結 果

若年層の投票⽴会⼈

参議院議員選挙、東京都知事選挙ともに、前回の投票率を上回る結果となりました。

選挙権年齢の引き下げ後、初めての選挙となる参議院議員選挙では、若年層の投票率に注目が集まりました。

年代別投票率でみると、いずれの選挙も、２０歳代に比べて、１０歳代は高い投票率でした。

これまで取り組んできた小中学校や高校における選挙出前講座や模擬投票などが、功を奏したのかもしれません。

一方で、２０歳代、３０歳代は、区全体の投票率より大幅に低い傾向にあり、今後の大きな課題となっています。

なお全投票者に占める期日前投票者の割合は、参院選（選挙区）で21.38％、都知事選で21.81％と堅調でした。

【投票管理者の板鼻實さん】

若い世代の立会人がいることで、投票所の雰囲気も今ま

でより、明るくなりました。

車イスでお越しの来場者には、投票しやすいように投票

箱を傾けて、投函しやすい配慮をするなど、投票所の気配

りもされていました。次回の選挙も、ぜひ投票立会人とし

て参加していただきたいと思います。

【投票立会人として選任された髙山雄基さん】

参議院議員選挙が初めての選挙でした。

テレビなどで若者が投票しないということは、数字

も出ているので知っていたのですが、実際に投票所で

同世代が投票に来ないということを実感しました。

前から政治には関心がありましたが、今回のことで

更に関心が深まりました。

未来を担う若い世代の方々に、選挙を身近に

感じてもらい、政治への参加意識を高めること

は、とても重要であると考えています。

そこで、今回初めての試みとして、参議院議

員選挙では３名、東京都知事選挙では１名の若

い世代の皆さんに、当日投票所の立会人をお願

いしました。

豊川小学校の投票立会人をお願いした髙山雄

基さんと、投票管理者の板鼻實さんに、ご感想

をいただきましたので、紹介します。

写真：左から投票立会人の佐藤昇さん、髙山雄基さん、

投票管理者の板鼻實さん、投票立会人の臼井幸男さん
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北区の年代別投票率
参議院議員選挙(選挙区)

東京都知事選挙

※在外投票を除く

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

選挙区 83,821 86,652 170,473 59.47 60.24 59.86 56.75 56.87 56.81

比例代表 83,803 86,641 170,444 59.46 60.24 59.85 56.74 56.86 56.80

139,911 143,090 283,001 83,798 90,495 174,293 59.89 63.24 61.59 49.09 49.20 49.14

投 票 者 数 （ 人 ） 投 票 率 （ ％ ） 前回投票率（％）

東京都知事

参議院 140,708 143,593 284,301

選　挙　名
 選挙当日の有権者数（人）



選挙時の啓発

⽇ 頃 の 啓 発

参議院議員選挙の街頭啓発

東京都知事選挙の啓発グッズ

ポケットティッシュ（東京都作成）
真夏の選挙にふさわしい、シンプルで

すっきりとした白基調のデザインです。

冷感クール・ウェットティッシュ
麦わら帽子をかぶった清涼感溢れる

めいすいくんが呼びかけます！

参議院議員選挙の啓発グッズ

十条駅西口にて～十条地区の推進委員の皆さん LaLaガーデンにて～赤羽地区の推進委員の皆さん

平成28年度明るい選挙啓発ポスターコンクールに、たくさんのご応募をいただき、ありが

とうございました。

９月１６日に審査会を開催し、厳正な審査の結果、優秀賞などを選出しました。

極めて優秀な作品は、東京都の審査会に提出しました。

応募作品 小学生の部 245作品 中学生の部 328作品 合計 573作品

審査結果 優秀賞 22作品、入賞 29作品

うち、18作品を東京都の審査会に提出

選出作品は、次号の選挙だよりでご紹介いたします。お楽しみに！

のぼり旗「投票は願いを叶える第一歩」を携えて

北区選挙管理委員会と北区明るい選挙推進協議会では、できるだけ多くの方に投票所に

ご来場いただくよう、投票日直前に啓発活動を行っています。

今回の選挙でも、各地区の推進委員の皆さんが啓発活動を行いました。その中で、十条

地区や赤羽地区在住の推進委員の皆さんは、買い物客で賑わう商店街や通勤する方の往来

する駅前で、サクラ色のはっぴを纏い、投票日のＰＲや、投票の呼びかけを行いました。

ポケットティッシュ（東京都作成）
「１８歳から選挙権」の周知と、投

函する瞬間を強調したデザインです。



平成２８年度明るい選挙推進委員等委嘱状伝達式

平成２８年４月１８日（月）、北とぴあ飛鳥

ホールにおいて、「北区明るい選挙推進委員等委

嘱状伝達式」を開催しました。

伝達式では、話しあい指導員１名、推進委員

１９５名に委嘱状が授与されました（任期は平成

２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの

２年間）。

また、北区明るい選挙推進協議会の清水会長か

ら、間近に迫った参議院議員選挙や、今後予定さ

れる選挙に向けた啓発活動について、推進委員の

皆さんへお願いとともに、ご挨拶がありました。

その後、区内の１９地区より正副地区代表を選

出。各地区代表による役員会及び各部会も開催さ

れ、実りの多い会議となりました。

今後も、「明るい選挙啓発事業計画」を軸に行

う、啓発活動の様子を本誌で紹介してまいります。

平成２８年度明るい選挙啓発事業計画

写真：委嘱状を授与される野口推進委員（左）と清水会長（右）

明るい選挙推進委員等委嘱状伝達式

（各種会議）

実施時期 事　　業　　名 内　     　容

平成28年度明るい選挙啓発事業計画（案）について

専門部会の設置について

9月2日 明るい選挙推進協議会役員会 選挙啓発事業計画　下半期の取り組みについて

11月1日 東京都明るい選挙推進大会
推進委員を対象に明るい選挙推進運動の発展に向けて講演及び推進委員等の永年功労

表彰

（啓発活動）

実施時期 事　　業　　名 内　     　容

10月2日 区民まつり 区民まつり会場にて、啓発グッズの配布等を実施

29年1月 新成人啓発 成人式にて啓発活動

年間 常時啓発 地域における「話しあい活動」、啓発グッズ配付等の活動による常時啓発

（事業部会）

実施時期 事　　業　　名 内　     　容

5月～9月 明るい選挙啓発ポスターコンクール 区内小・中・高等学校の児童生徒を対象に明るい選挙啓発ポスターを募集

9月16日 明るい選挙啓発ポスターコンクール 応募のあった作品より優秀作品を選出（審査会）

12月 明るい選挙啓発ポスターコンクール 入賞作品展示

11月
～29年1月

明るい選挙啓発標語募集 選挙啓発の標語（キャッチコピー）を募集

29年2月 選挙啓発セミナー
明るい選挙推進運動を推進していく上で参考となる知識や情報等収集のため、講演形

式のセミナーを開催

（広報部会）

実施時期 事　　業　　名 内　     　容

年２回 選挙だよりの発行 啓発行事紹介や部会員の寄稿を募るなど、紙面の充実を図る。

啓発用展示パネルの活用 選挙に関する啓発パネルを地域イベントで展示する。

4月18日 明るい選挙推進協議会役員会



平成２８年度　明るい選挙推進協議会名簿（平成28年4⽉1⽇現在）

（順不同、敬称略）

話しあい指導員　１名 明るい選挙推進委員　１９５名
◎：地区代表　○：副代表

話しあい指導員 王子地域振興室管内
氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　　属
小出　俊雄 赤羽自治会 加藤　勇次 豊島一丁目町会

　◎ 眞下　敏夫 王子一丁目町会　
十条台地域振興室管内 長岡　篤司 王子一丁目町会

氏　　名 所　　属 吉井　潤一 王子二丁目町会
古瀬　正義 中十条一丁目町会 阿部　正巳 王子三丁目町会
竹田　絹代 中十条二丁目町会 鈴木　久 王子四丁目町会
八木　圀彦 中十条三丁目町会 腰越　香織 王子五丁目町会
髙柳　弘 中十条３・４丁目町会 　○ 山崎　靖純 公団王子五丁目団地自治会

　◎ 髙木　彰 上十条一丁目東町会 服部　定子 都営王子６丁目アパート自治会
宮川　喜代子 上十条一丁目西町会 渡邉　真弓 王子三丁目７号館自治会
喜屋武　淑子 王子本町一丁目町会 古川　進 青少年王子地区委員会
山澤　正幸 王子本町二丁目町会
安達　徹也 王子本町三丁目町会
金子　理絵 王子本町自治会
小嶋　康勇 岸町一丁目町会 十条地域振興室管内

　○ 蔀　利男 岸町二丁目町会 氏　　名 所　　　属
靑野　昌弘 青少年十条台地区委員会 盛家　周二 上十条二丁目町会
三好　俊司 青少年十条台地区委員会 江口　俊彦 上十条三丁目町会

○ 髙橋　新一 上十条四丁目町会
豊島地域振興室管内 増橋　典子 上十条五丁目町会

氏　　名 所　　　属 ◎ 大森　和子 十条仲原一丁目町会
筒井　智子 豊島二丁目町会 早川　文子 十条仲原２・４丁目町会
臼井　幸男 豊島三丁目町会 米村　雅範 十条仲原３丁目町会
髙橋　和彦 豊島四丁目町会 北村　民子 青少年十条地区委員会
澤部　三郎 豊島５・６丁目町会 片平　浩二 青少年十条地区委員会
山越　茂雄 豊島七丁目南町会 畠山　由起子 北区婦人団体連絡協議会
桑山　知恵子 豊島七丁目北栄会
伴　房江 豊島八丁目町会
落合　武司 豊島五丁目団地自治会
坂内　喬 豊島五丁目団地自治会 堀船地域振興室管内

　○ 佐藤　昇 青少年豊島地区委員会 氏　　名 所　　　属
　◎ 板鼻　實 青少年豊島地区委員会 　○ 神原　三千代 堀船一丁目町会

佐藤　久惠 堀船二丁目町会
東十条地域振興室管内 加藤　好子 堀船三丁目町会

氏　　名 所　　　属 　◎ 櫻井　信夫 堀船四丁目町会
山田　キミ子 東十条一丁目町会 手尾　瞳 公社堀船住宅自治会
植木　きよみ 東十条二丁目町会 小田　ニヱ子 青少年堀船地区委員会

　○ 前島　輝子 東十条三丁目町会 杉山　勝正 青少年堀船地区委員会
小桶　三郎 東十条四丁目町会
穐葉　義彦 東十条五丁目町会
鬼澤　尚美 東十条六丁目町会
柳田　栄一 青少年東十条地区委員会 赤羽西地域振興室管内

　◎ 清水　良子 青少年東十条地区委員会 氏　　名 所　　　属
石井　えり子 西が丘自治会

神谷地域振興室管内 番場　裕美 西が丘自治会
氏　　名 所　　　属 　○ 中村　信二 西が丘三つ和自治会

　○ 佐藤　博之 神谷一丁目町会 三宅　佐智子 赤羽西自治会
皆川　洋 神谷一丁目町会 手嶋　一男 稲付自治会
佐藤　則志 神谷二丁目南町会 根本　泰次 鶴ケ丘町会

　◎ 臼倉　秀夫 神谷二丁目中町会 　◎ 安瀬　廣一 赤羽三和自治会
北島　直 神谷二丁目北町会 飯野　友二 赤羽西六丁目町会
並木　明美 神谷三丁目町会 山本　節子 西が丘三丁目自治会
佐藤　麗子 神谷新生自治会 宮川　昭 青少年赤羽西地区委員会
浅生田　弘美 青少年神谷地区委員会 伊藤　眞実 青少年赤羽西地区委員会
田中　シサ子 青少年神谷地区委員会 岡村　順子 北区男女共同参画推進ネットワーク

志茂地域振興室管内 赤羽地域振興室管内
氏　　名 所　　　属 氏　　名 所　　　属
秋田　勇 志茂一丁目自治会 牧野　吉孝 岩淵町自治会
大井　誠 志茂一丁目自治会 　◎ 石渡　良憲 岩淵町自治会
関谷　均司 志茂二丁目町会 石井　則雄 赤羽自治会
下羽　美弥子 志茂二丁目町会 寺島　幸枝 赤羽自治会
忍足　良三 志茂三丁目自治会 　○ 若旅　孝雄 赤羽二丁目自治会
髙田　直人 志茂四丁目町会 秋廣　教雄 赤羽二丁目自治会
田中　義正 志茂四丁目町会 坂内　光子 赤羽南自治会
小倉　豊 志茂五水門自治会 寺田　俊二 赤羽南自治会

　◎ 野口　広実 志茂五水門自治会 山田　早百合 赤羽南一丁目団地自治会
木村　映二 青少年志茂地区委員会 鈴木　達朗 青少年赤羽地区委員会

　○ 関根　祥智 青少年志茂地区委員会 芦葉　茂子 青少年赤羽地区委員会
矢吹　静子 北区男女共同参画推進ネットワーク
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平成２８年４⽉１⽇現在の委員構成です。
今年度も、どうぞよろしくお願いいたします。

北区選挙管理委員の構成（平成２８年４⽉１⽇現在）

委　員　長 清　水　　希　一 　　　 委員長職務代理者 揖　斐　　正　吉

委　　　 員　 福　田　　伸　樹 委　　　   員 藤　田　　昌　弘 

赤羽北地域振興室管内
氏　　名 所　　　属 浮間地域振興室管内
照井　富美子 袋自治会 氏　　名 所　　　属
須藤　貴代 赤羽北一丁目町会 　○ 金子　秀敏 浮間西町会
矢矧　圭子 赤羽北二丁目町会 岩井　正道 浮間西町会
石島　英男 赤羽北二丁目町会 髙木　一春 浮間西町会

　○ 南木　孝夫 諏訪自治会 五十嵐　博道 浮間東町会
　◎ 中島　宏 赤羽台四丁目町会 首藤　健彦 浮間住宅連合自治会

岩本　潔明 東京メガシティ自治会 門脇　紀子 浮間都営住宅第一自治会
木間　啓一 青少年赤羽北地区委員会 　◎ 永沼　美代子 青少年浮間地区委員会
宮内　浩子 青少年赤羽北地区委員会 髙木　純一 青少年浮間地区委員会

桐ケ丘地域振興室管内
氏　　名 所　　　属 滝野川西地域振興室管内

　○ 四分一　秀子 桐ケ丘団地東地区自治会 氏　　名 所　　　属
桑村　則子 桐ケ丘団地西地区自治会 殿村　誠一 滝野川小原自治会
加藤　郁子 桐ケ丘団地Ｗ地区若桐自治会 長谷川　三奈 滝野川中央自治会
早坂　克夫 桐ケ丘Ｎ地区自治会 阿久津　喜美子 谷津自治会
小池　里枝 桐ケ丘Ｎ地区第２自治会 尾川　憲二 宮元自治会法人
藤田　稲子 赤羽台団地自治会 石山　由利子 滝野川済美自治会

　◎ 若月　勝也 赤羽台団地自治会 髙橋　晴美 滝野川済美自治会
前川　信朝 赤羽八幡自治会 芦川　弘道 滝野川上町親和会
佐々木　渉 赤羽台三丁目自治会 　◎ 飯島　惠津子 滝野川新西自治会
福田　陽子 赤羽西五丁目自治会 畔上　一夫 谷端親交会
新見　友啓 赤羽住宅自治会 　○ 梶野　京子 谷端親交会
内田　恵美 青少年桐ケ丘地区委員会 佐藤　みさ代 青少年滝野川西地区委員会
府川　幸弘 青少年桐ケ丘地区委員会 倉持　武男 青少年滝野川西地区委員会

滝野川東地域振興室管内
氏　　名 所　　　属

　◎ 市村　美惠子 飛鳥山自治会 西ケ原東地域振興室管内
齋藤　恵子 馬場自治会 氏　　名 所　　　属
五十嵐　タミ 東大原自治会 小池　正一 上中里高台自治会
野口　雅彦 西大原自治会 ○ 朝比奈　勇 認可地縁団体中里町自治会
水原　清司 西ケ原西部自治会 岡本　眞理子 中里親和会
髙𣘺　侃也 西ケ原西谷戸自治会 小川　俊夫 認可地縁団体中里親睦会

　○ 萩原　充昌 西ケ原南谷戸自治会 小林　惠子 中里協和会
土屋　陽子 西ケ原三和自治会 大和　眞智子 西ケ原東部自治会
德丸　美智子 西ケ原上町自治会 金子　淳嗣 西ケ原東部自治会
菊地　等史 西ケ原二本榎自治会 根本　寛 西ケ原中央自治会
牧田　修一 青少年滝野川東地区委員会 伊藤　美也子 青少年西ケ原東地区委員会
戸井田　由美子 青少年滝野川東地区委員会 ◎ 木村　和夫 青少年西ケ原東地区委員会

昭和町地域振興室管内
氏　　名 所　　　属
濱　保五 上中里貝塚町会 田端地域振興室管内

　◎ 島﨑　順且 上中里中央自治会 氏　　名 所　　　属
飯野　正昭 上中里三丁目自治会 金澤　悦子 上田端親和町会
清水　由起子 栄町親和会 村山　聖子 中田端自治会

　○ 髙野　久 青少年昭和町地区委員会 森田　和博 東田端睦会
今村　朝子 青少年昭和町地区委員会 橘　衣子 田端東部自治会

浅賀　喜久枝 田端親和町会
東田端地域振興室管内 矢部　元孝 田端宮元自治会

氏　　名 所　　　属 西村　秋二 本田端自治会
永野　昭子 田端新町１丁目親交会 安倍　義隆 田端髙台町会
大野　則子 田端新町一丁目睦会 　◎ 佐藤　節子 田端町会

　◎ 大沢　瑞枝 田端新町二丁目自治会 小島　達正 田端西台自治会
　○ 田邊　みつ子 田端新町三丁目町会 飯泉　和彦 青少年田端地区委員会

村瀨　田香 東田端町和会 　○ 園　富士之 青少年田端地区委員会
髙見　静子 青少年東田端地区委員会 小林　早苗 北区婦人団体連絡協議会
小林　理香 青少年東田端地区委員会


