
 選挙人名簿登録者（令和３年3月１日現在）    ＜発行＞
 男 143,665人 女 147,466人 計 291,131人

   北区明るい選挙推進協議会
 衆議院(小選挙区)東京12区名簿登録者
 男 230,441人 女 234,892人 計 465,333人   〒114-8546 北区滝野川2-52-10

  TEL 3908-9054 FAX 3908-9064
 在外選挙人名簿登録者
 男       237人 女       242人 計      479人  http://www.city.kita.tokyo.jp/kuse/senkyo/

No.９６ 　令和３年３月３０日
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   北区選挙管理委員会

令和２年度明るい選挙啓発ポスターコンクール審査会

～ポスターコンクール審査会の様子～
右の写真は、令和２年９月１７日、北とぴあ飛鳥ホールに

て行われた審査会の様子です。審査は、明るい選挙推進委員

をはじめ、区立小中学校の図工・美術教諭の方々にお願いし

ました。そして今年から、北区選挙管理委員会事務局の職員

も審査に加わりました。

今年は昨年の2倍以上である700作品を超える応募があっ

たため、床にブルーシートを敷きその上に作品を並べ、審査

会を行いました。

700作品全ての作品が並べられた光景はとても圧巻でした。

どれも素晴らしい作品で、その中から優秀作品を決めなけ

ればならなかったため、審査員の方々はかなり頭を悩ませて

いる様子でした。たくさんのご応募、誠にありがとうござい

ました。

　



稲付中学校２年 山田 さき

受賞作品は、滝野川会館と王子カルチャーロード（王子駅高架下）に合わせて約１カ月にわたり

展示しました。色彩豊かで華やかな作品は行きかう人々に選挙の大切さを訴えかけていました。

特に、王子カルチャーロードでは多くの人が足を止め、作品を鑑賞する様子が見られました。

展示会場（滝野川会館） 展示会場（王子カルチャーロード）

～ポスターコンクール展示会の様子～

北区立なでしこ小学校

北区立滝野川紅葉中学校

私立武蔵野中学校

ポスターコンクール協力校

多数の作品応募があったこと等から以下の

３校へ東京都より感謝状が贈呈されました。

東京都表彰

北 区 表 彰

入 賞 １作品（中学生の部１作品）

優秀賞 １０作品（小学生の部）、1２作品（中学生の部）、１作品（高校生の部）

次ページで、北区優秀賞作品を紹介しています。（敬称略・順不同）

今回は、区内総応募数７４４作品のうち、

厳選な審査の結果、北区優秀賞を受賞した作

品をご紹介します。

北区ホームページ

（ http://www.city.kita.tokyo.jp/kuse/senkyo/）

では入賞作品も掲載しています。

個性豊かな作品をどうぞご覧ください。

北区明るい選挙啓発ポスターコンクール

東京都入選（中学生の部）

こちらからもＨＰをご覧いただけます

　



明るい選挙啓発ポスターコンクール受賞作品紹介

なでしこ小学校 ５年 杉中 葉南 田端小学校 ６年 藤森 悠杜

東十条小学校 ５年 丸山 和花

北区優秀賞（小学生の部）

王子第二小学校 ６年 沢田 玲雄

王子第二小学校 ６年 中林 愛桜理

王子第二小学校 ６年 小田垣 奏未王子第二小学校 ５年 矢田 匠

なでしこ小学校 ５年 植村 颯仁なでしこ小学校 ５年 小山 香奈

田端小学校 ６年 森上 瑞葉

※順不同・敬称略

　



北区優秀賞（中学生の部）

田端中学校 ３年 伊東 美結田端中学校 ３年 國友 千代 田端中学校 ３年 鈴木 麗星

十条富士見中学校 ２年 髙山 莉旺 明桜中学校 ２年 伊藤 舞 稲付中学校 ２年 伊藤 咲季

浮間中学校 ２年 三森 靖也赤羽岩淵中学校 ２年 菅野 鈴美 浮間中学校 ２年 平塚 悠友

※順不同・敬称略

　



明るい選挙啓発標語　受賞者発表

武蔵野高等学校 3年 豊田 萌花

北区優秀賞

（高校生の部）

田端中学校 ３年 小野 絢佳 滝野川紅葉中学校 １年 八巻 百華

区内の小学校、中学校に通う児童・生徒をはじめ、一般の方からも多数の応募をいただきました。

例年、北とぴあにて審査会を開催するところですが、今年は新型コロナウイルス感染症拡大対策のため、

書面にて審査会を開催し、応募総数１１０９作品の中から、優秀賞２作品・入賞１１作品を選出しました。

２０字以内という制限の中、試行錯誤のうえ生まれた作品をどうぞご覧ください。
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たくさんのご応募ありがとう

ございました。

また来年もお待ちしております！

　



期日前投票所のご案内

東京都議会議員選挙の日程決定

当日投票所の変更等

投票日 令和３年７月４日（日）
投票時間 午前７時～午後８時

東京都選挙管理委員会定例会で、東京都議会議員選挙の日程が決定しました。

仕事や旅行等で投票日に投票できない方は、ぜひ期日前投票・滞在地での不在者投票をご利用ください。

投票日当日、投票所へ行け

ない方は、北区内６カ所（右

図）の期日前投票所で、事前

に投票することが出来ます。

投票できる時間が当日投票

所とは異なりますのでご注意

ください。

【期日前投票時間】

午前８時３０分～午後８時

期日前投票所 所在地 🚘

 北区役所 別館（２階研修室） 王子本町１丁目１１番９号

 赤羽会館（１階ロビー） 赤羽南１丁目１３番１号

 滝野川会館（２階ホワイエ） 西ヶ原１丁目２３番3号

 赤羽北区民センター（２階活動室） 赤羽北2丁目２５番８-２０１号

 田端文士村記念館（１階多目的ホール） 田端6丁目１番２号

 東十条区民センター（３階市域振興室会議室） 東十条３丁目２番１４号

○

×

投票区 変更後 変更前 区域

第６投票区
 防災センター
　   〔西ケ原２-１-６〕

　飛鳥中学校
　〔西ケ原３-５-１２〕

西ケ原一丁目２８～３３、３５～３７、４３～４６

西ケ原二丁目（全域）

西ケ原三丁目１～３１、５８～６６（終）

第２４投票区
いきがい活動センターきらりあ北

（旧健康増進センター）
 〔王子５-２-５-１０１〕

　王子第一小学校
　（旧桜田小学校）
　〔王子５-２-８〕

王子四丁目（全域）
王子五丁目１～４
東十条一丁目（全域）

【投票時間】午前７時～午後８時次の２カ所の投票所が変わります。

　



選挙ってなんだろう?出前授業・生徒会選挙

令和２年度は出前授業及び生徒会選挙のお手伝いを、中学校１校、

特別支援学校２校の計３校で実施しました。また、投票箱等の選挙

物品の貸し出しは７校の中学校に行いました。

王子特別支援学校では、昨年に引き続き３度目の出前授業及び生

徒会選挙のお手伝いとなりましたが、新型コロナ感染症対策のため、

出前授業は放送室からのリモート授業とし、生徒会選挙は投票会場

を複数設置し、投票人数を分散させての投票となりました。

出前授業では、写真やイラストを示しながら選挙クイズを交え、

投票の流れはもちろん、投票所でわからないことや困ったことが

あったら、手を挙げて職員に知らせる等、実際の選挙で役立つ知識

を学ぶことが出来ました。実際の出前授業で行った選挙クイズをご

紹介します。ぜひクイズに挑戦してみてください！

▼▼▼

王子特別支援学校での生徒会選挙の様子

身体障害者手帳（対象者は下の表のとおり）または介護保険の被

保険者証（要介護５）をお持ちの方で、投票所に行くことが出来な

い方は、自宅などに投票用紙を取り寄せて投票することが出来ます。

※投票に先立ち、「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。

※郵便等投票による不在者投票の対象者に該当するかどうかわから

ないときは、北区選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

郵便等による不在者投票について

１級 ２級 ３級

両下肢、体幹、移動機能の障害 ○ ○

免疫の障害、肝臓 ○ ○ ○

身
体

障
害

者
手

帳

障害の程度

障害名

心臓、じん臓、呼吸器、

ぼうこう、直腸、小腸の障害
○ - ○

介

護

保
険

の
被

保
険

者
証

「

要

介
護

５
」

事前に投票用紙を取り寄せて、北区以

外の滞在地の投票所で投票することが出

来ます。ご希望の方は、「登録地外用宣

誓書兼請求書」を北区選挙管理委員会事

務局までご提出ください。

この請求書は、選挙が近づくと自宅に

郵送される選挙のお知らせ（投票所入場

整理券）の裏面に印刷されています（区

外転出者のみ）。

北区ＨＰでもダウンロードできます。

※北区内の住所に取り寄せることは出来

ません。

※お時間を有する手続きですので、お早

めにお願いします。

滞在地での不在者投票について

【お問い合わせ先】
TEL：03-3908-9054

FAX：03-3908-9064

　



東京都知事選挙・東京都議会議員補欠選挙のご報告

東京都知事選挙は令和２年７月５日（日）に行われました。また、東京都議会議員の北区選挙区内に１

名の欠員が生じていたため、北区では上記日程に併せて東京都議会議員補欠選挙を行いました。北区にお

ける東京都議会議員補欠選挙は１９６７（昭和４２）年以来５３年ぶりという点に加え、５名の立候補者

が全員女性という点も注目を呼ぶ要因となりました。

東京都知事選挙の投票者数及び投票率は前回選挙時を下回りましたが、投票率においては２３区内で５

番目に高いポイントを記録しました。東京都議会議員補欠選挙は投票者数及び投票率共に前回選挙時を上

回り、今回補欠選挙を行った都内５自治体（北区を含む）の中では２番目に高い投票率でした。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、各地区や街頭での啓発活動はできませんでしたが、

フェイスブックやツイッターの内容を大幅に見直しわかりやすくするとともに、ポスターやのぼり旗等の

デザインを東京家政大学の学生と共に行うことで、若年層に向けたＰＲも実施しました。

東京都知事選挙（投票率　第５位／２３区中）

男 女 計 男 女 計 男 女 計
R2.7.5 79,450 85,764 165,214 56.34 59.01 57.69 53.43 56.50 55.00

H28.7.31 83,798 90,495 174,293 59.89 63.24 61.59 58.19 61.22 59.73
H26.2.9 66,819 68,376 135,195 49.09 49.20 49.14 46.46 45.83 46.14

東京都投票率（％）
執行年月日

北区投票者数（人） 北区投票率（％）

東京都議会議員補欠選挙

男 女 計 男 女 計
R2.7.5 78,948 85,218 164,166 55.99 58.63 57.33

H29.7.2 78,082 83,180 161,262 56.12 58.17 57.16
H25.6.23 64,245 69,236 133,481 47.62 50.12 48.89

※過去選挙はいずれも補欠選挙ではない通常選挙。

執行年月日
北区投票者数（人） 北区投票率（％） 北区は優秀なんだね！

※申請方法等の詳細については、北区選挙管理委員会事務局（03-3908-9054）までお問い合わせください。

　



都・区作成啓発グッズ紹介

（都）ポケットティッシュ ▲

夏の選挙にふさわしい、さわやかなデザインです。

街頭での配布を中止し、庁内窓口に設置しました。

（区）車両ステッカー

安全・安心パトカーや清掃車に貼り、投票を呼びかけました。▼

◀（区）新有権者啓発はがき

１８歳の誕生日を迎え、新有権者となったみなさんに向けて、

選挙啓発はがきを作成し送付しました。従来のデザインを一新

した、担当者こだわりのはがきです。

●新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症（以下、「感染症」という。）の世界的な拡大により、選挙の執行にも大き

な影響が生じ、投票所内の様子も変わりました。

投票所（期日前投票所を含む）の出入口にアルコール消毒液を設置し、職員は全員マスクを着用しまし

た。受付等ではゴム手袋を着用した職員が飛沫防止パーテーション越しに応対しました。鉛筆については、

選挙のお知らせ（投票所入場整理券）にてご持参いただくようお願いし、お持ちでない方には投票所にて

消毒済みの鉛筆を使用していただきました。

ソーシャルディスタンスの確保についても万全の対策を取りました。投票所内の混雑を避けるため受付

にて入場整理を行い、列に並ぶ際は間隔を空けてお待ちいただくようご案内しました。投票用紙記載台に

ついては、１台につき２カ所ある記載スペースのうちの１カ所を封鎖しました。しかしながらこれらの対

策のために、選挙人の皆様を大変お待たせしてしまうことになりました。

アルコール消毒液 飛沫防止パーテーション 鉛筆回収ＢＯＸ

　



東京家政大学連携啓発グッズの紹介
━ 知って東京、行って投票。━

投票日と七夕が近かったので涼しげで見やすい色合いを選

びました。めいすい君がポップでかわいかったので、全体も

合わせて鮮やかにしています。

作っていくうちにめいすい君の投票用紙が、短冊でお願い

事をしてるみたいに見えてきてこのデザインになりました。

令和２年７月執行、東京都知事選挙・東京都議会

議員補欠選挙に向けて、選挙をＰＲする啓発グッズ

のデザインを東京家政大学生にご協力いただきまし

た。

新型コロナウイルス感染症流行により、顔を合わ

せての打ち合わせがスムーズに行えず、啓発内容の

変更や啓発活動が中止する中、メール等を通じ検討

を重ね、学生さんに意欲的に取り組んでいただき、

従来とは少し雰囲気の異なる多彩でポップな啓発

グッズが完成しました。

若年層だけでなく、幅広い年齢層の有権者の目を

引くことができた啓発グッズのデザインと、デザイ

ン作成者の千場さんのコメントをご紹介します。
東京家政大学生 千場さん(左)との意見交換会の様子

「東京の魅力」と「街のどんなこ

とが選挙で変わるのか」をイメージ

して描きました。

色のバランスと文字の見やすさは

選挙管理委員会事務局の皆さんと話

し合いを経てブラッシュアップでき

たのでとても気に入っています。

選挙啓発ポスター

ミニのぼり旗

選挙啓発グッズの作成協力に興味がある方は、ぜひご連絡ください。▶TEL：03-3908-9054

　



【内訳】 ４名
１名

１９名
１名

（１）選挙時の活動

（２）選挙時以外の活動
　　　　明るい選挙を推進するために、各地域で様々な選挙啓発活動を行っています。

　 　　明るい選挙推進委員の活動は、選挙時とそれ以外の２つに分けることが出来ます。

　　　　選挙時には、期日前投票所や当日投票所の投票管理者や投票立会人の役割を担います。
　　　また、投票日が近付いてくると、商店街で選挙直前の啓発活動を行っています。

　　　令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、ほとんどの事業を行うことができませんでしたが、
　　例年行っている事業や啓発活動についてご紹介します。

地区代表推進委員
選挙管理委員会事務局長　

３　明るい選挙推進委員はどうやって選んでいるの？
　 　  任期（２年）ごとに、北区内の各町会自治会や青少年地区委員会等に推薦を依頼しています。
　 　  現在の明るい選挙推進委員の任期は、令和２年4月1日から令和4年3月31日までです。

４　明るい選挙推進委員って具体的に何をしているの？

明るい選挙推進協議会

話しあい指導員

１　明るい選挙推進協議会って何？
　　 　①選挙違反のないきれいな選挙が行われること、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持ち、候補者の人物や政見、政党の政策などを見る眼を養うことを目的
　 　とした、明るい選挙推進運動に取り組む組織です。
　　 　選挙管理委員、話し合い指導員、明るい選挙推進委員で構成しています。ちなみに、話し合い指導員
　 　とは、明るい選挙推進委員のリーダー的な立場の委員です。

２　明るい選挙推進協議会役員会って何？
　　 　選挙管理委員、話しあい指導員、各地区代表推進委員、選挙管理委員会事務局長で構成しており、明
　　 るい選挙推進協議会が行う各種事業の計画を策定します。

選挙管理委員　

このコーナーでは、明るい選挙推進協議会や、明るい選挙推進委員の活動について紹介します。

かっぱまつり地域のイベントで、

啓発活動をおこなっているよ

夏の子ども会

投票立会人 選挙時まちかど啓発活動
選挙中は投票所で投票管理

者や立会人を、街では啓発

活動を行っているんだ
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話しあい活動

区民まつり 成人の日記念式典
区のイベントでも

「啓発活動」をして

いるんだよ

ポスターコンクール審査会 キャッチコピー審査会

啓発セミナー学習会などをして、

選挙のことを学んで

いるんだ

みんなの力作だから、真剣

に「審査」をしているよ

今回は衆議院の「解散総選挙」についてご紹介します。

国政において、参議院には解散が無いため、解散総選挙があるのは、衆議院選挙だけであることはみ

なさんもご存じかと思います。

衆議院が解散されず、任期満了（４年）の場合は任期満了日の３０日以内に選挙が行われますが、戦

後、任期満了選挙は１度しかありません。衆議院の場合はほとんどが解散による選挙なのです。

衆議院が解散されると、解散された日から４０日以内に次の衆議院議員を決めるための選挙が行われ

ます。

しかし、解散があるのか、あるとしたらいつ解散されるのか、解散されてから４０日以内のいつ選挙

が行われるのかはわかりません。そわそわしてしまいますよね。

次回予告

「公示と告示って何が違うの？」お楽しみに！
　



令和３年度　明るい選挙推進委員名簿
令和３年度の明るい選挙推進委員が決定いたしましたので、ご紹介いたします。 ※敬称略・順不同

話し合い指導員 １名、明るい選挙推進委員 １９９名

◎：地区代表、〇：副代表

話しあい指導員 王子地域振興室管内

所　　　属 所　　　属

赤羽台四丁目町会 加藤　勇次 豊島一丁目町会

石見　安信 豊島一丁目町会

十条台地域振興室管内 長岡　康子 王子一丁目町会

所　　　属 ◎ 眞下　敏夫 王子一丁目町会　

新垣　盛達 中十条一丁目町会 吉井　潤一 王子二丁目町会

竹田　絹代 中十条二丁目町会 利根川　弘 王子三丁目町会

八木　圀彦 中十条三丁目町会 柏木　茂 王子四丁目町会

山口　博孝 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　隆成 上十条一丁目東町会 服部　定子 都営王子六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

関原　一夫 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

松原　只行 王子本町三丁目町会

平山　妙果 王子本町自治会

長岡　健一 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 所　　　属

吉利　広子 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 渡辺　眞智子 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

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 十条仲原二２・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

〇 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 岸　敏夫 青少年十条地区委員会

山越　茂雄 豊島七丁目南町会

稲垣　寿美子 豊島七丁目北栄会

伴　房江 豊島八丁目町会

髙橋　舞 豊島５丁目団地自治会 赤羽西地域振興室管内

山口　信夫 豊島５丁目団地自治会 所　　　属

小浦　辰三 青少年豊島地区委員会 秋山　香織 西が丘自治会

◎ 佐藤　昇 青少年豊島地区委員会 番場　裕美 西が丘自治会

○ 中村　信二 西が丘三つ和自治会

神谷地域振興室管内 三宅　佐智子 赤羽西自治会

所　　　属 手嶋　一男 稲付自治会

佐藤　博之 神谷一丁目町会 根本　泰次 鶴ヶ丘町会

皆川　洋 神谷一丁目町会 ◎ 安瀬　廣一 赤羽三和自治会

佐藤　則志 神谷二丁目南町会 飯野　友二 赤羽西六丁目町会

佐々木　正孝 神谷二丁目中町会 石井　智子 赤羽西六丁目町会

北島　直 神谷二丁目北町会 佐藤　辰男 西が丘三丁目自治会

◎ 並木　明美 神谷三丁目町会 伊藤　眞実 青少年赤羽西地区委員会

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

田中　シサ子 青少年神谷地区委員会

志茂地域振興室管内 赤羽地域振興室管内

所　　　属 所　　　属

秋田　勇 志茂一丁目自治会 ◎ 石渡　良憲 岩淵町自治会

大井　誠 志茂一丁目自治会 牧野　吉孝 岩淵町自治会

齋藤　幸基 志茂二丁目町会 秋廣　教雄 赤羽二丁目自治会

関谷　均司 志茂二丁目町会 佐藤　勝英 赤羽二丁目自治会

忍足　良三 志茂三丁目自治会 石井　則雄 赤羽自治会

髙田　直人 志茂四丁目町会 寺島　幸枝 赤羽自治会

佐藤　直之 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 安田　ふみ子 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 西野入　恵美子 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

氏　　　名

氏　　　名

氏　　　名 氏　　　名

氏　　　名

氏　　　名 氏　　　名

中島　宏  

氏　　　名

氏　　　名

　



赤羽北地域振興室管内 滝野川西地域振興室管内

所　　　属 所　　　属

照井　富美子 袋自治会 鵜沢　宏次 滝野川小原自治会

須藤　貴代 赤羽北一丁目町会 長谷川　三奈 滝野川中央自治会

○ 石島　英男 赤羽北二丁目町会 蜂屋　孝三 紅葉自治会

矢矧　圭子 赤羽北二丁目町会 阿久津　喜美子 谷津自治会

◎ 南木　孝夫 諏訪自治会 尾川　憲二 宮元自治会法人

日色　幸弘 赤羽台四丁目町会 石山　由利子 滝野川済美自治会

岩本　潔明 東京メガシティ自治会 髙橋　晴美 滝野川済美自治会

鬼窪　静代 青少年赤羽北地区委員会 芦川　弘道 滝野川上町親和会

田邉　稜枝 青少年赤羽北地区委員会 ◎ 飯島　惠津子 滝野川新西自治会

畔上　一夫 谷端親交会

滝野川東地域振興室管内 梶野　京子 谷端親交会

所　　　属 倉持　武男 青少年滝野川西地区委員会

◎ 市村　美惠子 飛鳥山自治会 湯浅　敏晴 青少年滝野川西地区委員会

髙桝　世津子 馬場自治会

五十嵐　タミ 東大原自治会 西ヶ原東地域振興室管内

野口　雅彦 西大原自治会 所　　　属

水原　清司 西ケ原西部自治会 小池　正一 上中里高台自治会

髙𣘺　侃也 西ヶ原西谷戸自治会 ○ 朝比奈　勇 認可地縁団体中里町自治会

小池　豊 西ヶ原南谷戸自治会 小髙　要 中里親和会

土屋　陽子 西ヶ原三和自治会 小川　俊夫 認可地緑団体中里親睦会

河田　典子 西ヶ原上町自治会 小林　惠子 中里協和会

菊地　等史 西ヶ原二本榎自治会 大和　眞智子 西ヶ原東部自治会

戸井田　由美子 青少年滝野川東地区委員会 金子　淳嗣 西ヶ原東部自治会

町田　智子 青少年滝野川東地区委員会 根本　寛 西ヶ原中央自治会

伊藤　美也子 青少年西ヶ原東地区委員会

昭和町地域振興室管内 ◎ 木村　和夫 青少年西ヶ原東地区委員会

所　　　属

濱　保五 上中里貝塚町会 浮間地域振興室管内

◎ 島﨑　順且 上中里中央自治会 所　　　属

城田　実 上中里三丁目自治会 岩井　正道 浮間西町会

島田　裕幸 昭和町自治会 ◎ 金子　秀敏 浮間西町会

清水　由起子 栄町親和会 髙木　一春 浮間西町会

雨宮　利晃 青少年昭和町地区委員会 ○ 福田　幸子 浮間東町会

今村　朝子 青少年昭和町地区委員会 首藤　健彦 浮間住宅連合自治会

門脇　紀子 浮間都営住宅第一自治会

桐ケ丘地域振興室管内 鈴木　初美 青少年浮間地区委員会

所　　　属 髙木　純一 青少年浮間地区委員会

四分一　秀子 桐ケ丘団地東地区自治会

吉田　忠司 桐ケ丘団地西地区自治会 田端地域振興室管内

加藤　郁子 桐ケ丘団地W地区若桐自治会 所　　　属

早坂　克夫 桐ケ丘N地区自治会 和田　正三 上田端親和町会

小池　里枝 桐ケ丘N地区第２自治会 栗生　隆次 中田端自治会

藤田　稲子 赤羽台団地自治会 森田　和博 東田端睦会
◎ 若月　勝也 赤羽台団地自治会 嶺村　眞理子 田端東部自治会

○ 前川　信朝 赤羽八幡自治会 浅賀　喜久枝 田端親和町会

狐塚　盛広 赤羽台三丁目自治会 矢部　元孝 田端宮元自治会

樋口　容子 赤羽台四丁目住宅自治会 鹿島　康志 本田端自治会

福田　弘 赤羽西五丁目自治会 小島　達正 田端西台自治会

浦沢　健 四ツ葉自治会 ◎ 佐藤　節子 田端高台自治会

石本　直美 青少年桐ケ丘地区委員会 鷺　孝 田端高台自治会

室　弘志 青少年桐ケ丘地区委員会 飯泉　和彦 青少年田端地区委員会

園　富士之 青少年田端地区委員会

東十条地域振興室管内 堀船地域振興室管内

所　　　属 所　　　属

山田　キミ子 東十条一丁目町会 二瓶　仁則 堀船一丁目町会

杉森　正英 東十条二丁目町会 本宮　勇 堀船三丁目町会

前島　輝子 東十条三丁目町会 櫻井　信夫 堀船四丁目町会

小桶　三郎 東十条四丁目町会 小菅　勝雄 堀船三丁目団地自治会

穐葉　義彦 東十条五丁目町会 川本　幸枝 公社堀船住宅自治会

鬼澤　尚美 東十条六丁目町会 ○ 小田　ニヱ子 青少年堀船地区委員会

◎ 清水　良子 青少年東十条地区委員会 ◎ 神原　三千子 青少年堀船地区委員会

〇 柳田　栄一 青少年東十条地区委員会

団体推薦

東田端地域振興室管内 所　　　属

所　　　属 岡村　順子 北区男女共同参画推進ネットワーク
○ 永野　昭子 田端新町１丁目親交会 豊崎　徳子 北区男女共同参画推進ネットワーク

秋山　修 田端新町一丁目睦会 小林　早苗 北区婦人団体連絡協議会
大沢　瑞枝 田端新町二丁目自治会 畠山　由起子 北区婦人団体連絡協議会
田邊　みつ子 田端新町三丁目町会
村瀨　田香 東田端町和会

◎ 髙見　静子 青少年東田端地区委員会
津田　由子 青少年東田端地区委員会

氏　　　名 氏　　　名

氏　　　名

氏　　　名

氏　　　名

氏　　　名

氏　　　名

氏　　　名

氏　　　名

氏　　　名

氏　　　名

氏　　　名

１年間どうぞよろしくお願いします！

　



選挙管理委員会の活動について

（※）地方自治法

第百八十一条　普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。

２　選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員を以てこれを組織する。

　選挙管理委員会は、地方自治法１８１条（※）に基づき、選挙が公正に行われるために、地方公共団体
の長から独立した機関として設置され、選挙に関する事務を管理している機関です。
　議会の選挙で選ばれた４名の委員によって構成され、その任期は４年です。各種選挙の管理及び執行の
ほか、選挙啓発、政党及び政治団体、検察審査会等に関する事務も行っています。

　・候補者氏名等掲示掲載順序、選挙公報掲載順序のくじ

６　直接請求の署名簿審査に関すること

５　国民投票の執行管理に関すること

４　最高裁判所裁判官国民審査の執行管理に関すること

　・選挙をテーマに話し合う「話し合い活動」（町会、自治会など）　など

　・区内各地で啓発物資配布や声掛けによる啓発活動（区民まつり、成人式など）

　・小中、高等学校への選挙出前授業及び生徒会選挙支援

　・北区明るい選挙推進協議会（ポスターコンクール、標語募集、広報紙の作成など）

　・各種説明会（立候補予定者説明会、不在者投票指定施設説明会、投票管理者説明会など）

　・臨時委員会（選挙時登録、直接請求に必要な有権者数の告示など）

　・各種告示（選挙期日の告示など）

　・立候補届出受付

２　各種選挙の執行管理 に関すること

１　委員会の開催

選挙管理委員会の主な活動内容

　毎月２５日に定例委員会を開催
　６、９、１２、３月の各月１日に臨時委員会を開催し、選挙人名簿の登録を行う
　　（それぞれ、２５日・１日に開催できない場合は、別日に開催）

９　裁判員候補者予定者の名簿の調製に関すること

８　検察審査員候補者予定者の名簿の調製に関すること

７　選挙に関する名簿（選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票人名簿）の調製に関すること

　・選挙立会人のくじ及び選任

　・選挙長又は開票管理者

３　有権者に対する啓発に関すること

　・当選証書の付与　など

　・当選人の告示

揖斐　正吉 安田　勝彦 小池　工 上川　晃

北区選挙管理委員の構成 ※委員の任期は令和６年３月３0日まで

　



活動の様子
明るい選挙推進委員総会 区民まつりでの啓発活動

王子特別支援学校 生徒会選挙都立北特別支援学校 生徒会選挙

候補者氏名等掲示掲載順序のくじ

及び選挙公報掲載順序のくじ

立候補予定者説明会

東京都から表彰

選挙がある際は、さまざまな説明会（投票管理者説明会、開票立会人説明会など）、
くじによる氏名等掲示や選挙公報の掲載順序の決定、臨時委員会など活動は多岐にわたります。

啓発活動の一環として、投票管理者・投票立会人席から生徒会選挙を見守りました。

刊行物登録番号 ２-２-０８３

北区選挙管理委員会事務局は、令和２年７月５日執行の

東京都知事・東京都議会議員補欠選挙での、質の高い選挙

事務の執行管理や、選挙啓発活動等が認められ、東京都選

挙管理委員会から表彰されました。

選挙啓発等に関する事業計画などを話し合う場です。 各種イベントで選挙啓発を行っています。

　


