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調布市明るい選挙推進協議会・調布市選挙管理委員会 

〒１８２－８５１１ 調布市小島町２丁目３５番地１  ☎０４２－４８１－７３８１ 

ホームページ  ⇒  http://www.city.chofu.tokyo.jp/  

新成人による選挙メッセージ

撮影会を実施！ 
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新成人へ記念品の配布 

＆選挙メッセージ撮影会 

 
 平成３０年１月８日に調布市グリーンホールにて、「平成３０年調布市成人式」が執

り行われました。当日は成人の記念として、選挙啓発のメッセージ入りの「グルーミン

グキット」を配布しました。  

 また、会場に向かう新成人の皆さんに協力してもらい「新成人による選挙メッセージ

撮影会」を実施しました。  

成人式記念の 

グルーミングキット 

ラグビー応援

キャラクター

ラガマルくん

とも一緒に写

真を撮りまし

た。 

新成人のみなさん！ 

おめでとうございます。 

当日は、４８人の新成人の皆さんに撮影に協力していただきました。  

みんな明るいメッセージを書いてくれました。ありがとうござました。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都選挙管理委員会では、将来の有権者で  

ある児童・生徒の選挙への関心を高めるため、 

毎年ポスターコンクールを開催しています。  

 平成２９年度は、調布市では市内小・中学生と市内在住の高校生から合計３７点の応募

がありました。御応募ありがとうござました。  

 その中から東京都への推薦作品として４点を選考し、東京都で「奨励賞」を受賞しまし

た。受賞された皆さん、おめでとうございます。  

 来年度もたくさんの御応募をお待ちしております。  
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平成２９年度東京都明るい 

選挙ポスターコンクール 

 

  

 

 

○応募資格：市内に在住・在学の小学生・中学生・高校生  

○応募期間：平成３０年５月～９月（予定）  

○参  加  賞：応募された方、全員に差し上げます。  

○テ  ー  マ：投票参加や選挙に関すること。  

石原小学校 ２年 

山中 優奈 さん 

 

調布中学校 ２年 

荻野 あずさ さん 

 

石原小学校 ６年 

岡 亮太 さん 

 

日本ウェルネス高等学校 ２年 

中村 友紅 さん 

 

平成３０年度東京都明る

い選挙ポスターコンクール 
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平成２９年度 

明るい選挙啓発書道展 

 

 

   

調布

市選

挙推

協だ

より 

第２

９号  

    

 

 

 平成３０年３月２日（金）から３月４日（日）  
まで、調布市文化会館たづくり２階北ギャラリー  
にて、「平成２９年度調布市明るい選挙啓発書道  
展」が開催され、入賞作品２３点が展示されまし  
た。  
 また３月３日（土）には、調布市文化会館たづ  
くり１２階大会議場にて、「平成２９年度調布市  
明るい選挙啓発書道展表彰式」が行われました。  
 どの入賞作品も心のこもった筆使いで、すばら  
しい作品ばかりでした。多くの方にご来場いただ  

き、ありがとうございました。  
 推進委員一同、来年度もすばらしい作品の応募  
をお待ちしています。  

                明るい選挙推進活動の一環として、平成３０年１月  

４日から１５日まで、市内在住・在学の小学生を対象  

に「平成２９年度調布市明るい選挙啓発書道展」を実

施し、９３５点の応募がありました。たくさんの御応募をいただき、ありがとうござい

ました。厳正な審査の結果、次の方々の作品が入賞されました。おめでとうございます。 

会長賞 

晃華学園小学校 ６年 飛田 映月さん 

六歳くらいから家で習字をしています。  

この書道展への出品は六回目です。  

理想の社会となるように願い、夢へ向けて，一人一人の

大切な一票を投票しよう !という思いで書きました。  

大きな紙に書くのは、墨つぎが大変ですが、思いきり書

けるので楽しかったです。  

会長賞をいただけてうれしかったです。  

ありがとうございました。  



金賞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀賞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銅賞  
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第三小学校６年 

藤田 花奏さん 

若葉小学校２年 

松野 トウさん 

書 道 は ５ 歳 か ら 始 め

ました。半紙で何枚か

練習して、長い紙で３

枚ほど練習しました。 

投票者の皆さんには、

人に流されず「正しい

判断」をしてほしいと

い う 思 い を こ め て 書

きました。  

書 道 は １ 年 生 く ら い

から習っています。出

品 は １ 年 生 の 時 か ら

２度目です。１０枚く

らいしか書かなくて、

銅 賞 で も と り た い と

いう気持ちでした。金

賞 を と れ て と て も う

れしいです。  

深大寺小学校４年 

鴨下 翔さん 

若葉小学校５年 

高橋 伶至さん 

北ノ台小学校３年 

小野 華澄さん 
調和小学校５年 

山川 千晶さん 

八雲台小学校５年 

長尾 歩実さん 

 
    

    

 
 

 
    

    

 
 

 
    

    

 

 
    

    

 

 
    

    

 

 
    

    

 

 
    

    

 

若葉小学校    ６年  松澤  香穂さん  

染地小学校    ６年  青木  寿弥さん  

北ノ台小学校   ６年  石田  隼介さん  

多摩川小学校   ６年  小川穂乃果さん  

多摩川小学校   ６年  大黒  亜紀さん  

第三小学校    ５年  池上  芽亜さん  

多摩川小学校   ５年  古屋  香怜さん  

調和小学校    ５年  竹田   葵さん  

若葉小学校    ４年  加藤  琴音さん  

緑ヶ丘小学校   ３年  蝶名林咲弥さん  

杉森小学校    ３年  阿部  璃久さん  

杉森小学校    ３年  薮内  里帄さん  

晃華学園小学校  ２年  山畑  咲恵さん  

富士見台小学校  １年  相原  結菜さん  

緑ヶ丘小学校   １年  楠   萌里さん  
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桐朋女子高等学校の 

３年生と駅頭啓発を実施 

 

駅頭啓発（東京都議会議

員選挙，衆議院議員選挙） 

 

選挙カウントダウン 

７月２日執行の東京都議会議員

選挙の啓発活動として、６月６日に

桐朊女子高等学校の３年生２７人

と一緒に仙川駅でウェットティッ

シュを配布し、投票参加を呼びかけ

ました。  

高校生が呼びかけることで、若年

層に選挙について知ってもらうこ

とができました。  

5 

７月２日執行の東京都議会議員選

挙と１０月２２日執行の衆議院議員

選挙前に、調布駅前と仙川駅前でウ

ェットティッシュを配布し、投票参

加を呼びかけました。  

白百合女子大学、ルーテル学院大学、

桐朊女子高等学校、明治大学付属明治高

等学校の生徒に協力してもらい、市ホー

ムページ上で選挙カウントダウンを実

施しました。  



 

 

 若年層への啓発活動の一環として、  

１８歳から２０歳代の若者に期日前投票

の立会人と当日の選挙事務に従事しても

らい、感想をもらいました。  

 

◆谷山  のりこさん  

今回、初めて投票所にて従事しました。

私は昨年１８歳になったばかりであり、

投票すること自体も初めての経験でした。

何から何まで初めてのことだらけで、終

始不安な気持ちでいっぱいでした。しか

し、自分が選挙の一部に関わることがで

き、とても光栄です。友人の中には、「投

票したい人がいなくて投票しなかった。」

という人もいました。それを聞いた私は

返す言葉が見つからず、複雑でした。投

票に行かないことはよくないことである、

と私は今まで思っていたのですが、行か

ないのにもしっかりとした理由があるの

だと知りました。  

 私はこの投票所事務の経験を今後に活

かしたいと思います。  

 

◆山口  裕太郎さん  

私が、投票所で働いた感想としては、

調布市という中で様々な人がいて、様々

な考えを一人一人がもっているというの

が勉強になりました。日ごろの選挙を見

て、自民党が毎回勝利していることが統

計データから分かるが、民主党の活躍も

見てみたいと私自身は思います。  

 

◆篠宮  未帄さん  

 平成２９年７月の東京都議会議員選挙

は、選挙権が満１８歳に引き下げられた

ため、私が選挙権を初めて得た選挙でし

た。今まで、選挙があっても選挙権がな

かったため、自分には関係がないと思い、

選挙についての新聞記事や報道番組を積

極的に読んだり見たりしませんでした。

しかし、今回、初めて参加した事務従事

者の仕事の中で、投票所での人の流れや、

選挙を円滑に行っていく上での選挙管理

委員会の方々の仕事など、初めての選挙

ながら、外側からではなく内側からも体

験することができました。このことは、

事務従事者をやらせていただかなければ、

知ることができなかったことだと思いま

す。今回、事務従事者をやらせていただ

いて、選挙について新しく知ることがで

き、選挙に関する関心が高まりました。

今後も、積極的に選挙や政治に関心を持

ち、考えていきたいと思いました。貴重

な体験をさせていただきありがとうござ

いました。  

 

◆向來  佳奈さん  

 普通投票所に滞在する時間は１分ほど

ではないでしょうか。その中で考えもし

なかったことがあります。おそらく選挙

期間中にしか使われないであろう投票箱

や記載台、発券機や投票用紙、案内の看

板、そして人件費。よく「選挙にはお金

がかかると」と聞いていましたがそれを

実感しました。  

 任期満了ならよいですが、解職や失職

などで本来必要ないはずだった選挙は避

けたいと強く思いました。安心・信頼で

きる政治家を選ぶ、そのためには大勢の

人が投票に参加することが必要です。  

 投票率５０％では残りの人次第で十分

結果が変わり得ます。今回投票に行かな

かった方は、この結果でよかったのか、

よく考える必要があります。  

 投票所にはいろんな人が来ます。１人

で来る人、家族で来る人、ラフな格好で

来る人、犬の散歩でついでに来る人、入

場券を無くした人、「初めてなので投票

の仕方を教えてください」と言う人など。

堅苦しく考えず、ぜひ次回の選挙では投

票に来てみてほしいです。  

 

◆折橋  菜緒さん  

選挙権を実際に持つ年齢になったので、

これを機に選挙の仕組みを理解していた

ほうがいいなと思っていた時、母に市報

に載っていた、このお仕事を紹介され参
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選挙事務従事者・期日前投票立会

人の感想 



加しました。  

 授業などで知識として単に頭に詰めこ

むより、実際に現場に行って緊張感を持

って受付をしたり、投票用紙を手渡した

りお仕事をすることで自分が選挙に関わ

っている実感が強く持てました。若者が

選挙に関心があまりないと言われている

現在、自分が関わっていると強く実感で

きたこのような機会はとても貴重だと思

いました。また、受付で多くの方と挨拶

を交わしていると、自分の住む地域には

どんな人が住んでいるのか、どれくらい

の年齢層が多いのか、投票率はどれくら

いなのかなどがリアルタイムでわかって

自分の住んでいる地域のことを考えるき

っかけにもなりました。  

 ２日間という短い時間でしたがとても

いい経験ができました。  

 

◆本城  舞奈さん  

 私は将来公務員になりたいと思ってい

るので、このアルバイトに応募させてい

ただき従事することになりました。私は

今までに、このような経験をしたことが

なかったので、どういった接し方、言葉

遣いがいいのか全く分からずとても不安

でした。特に市民の方に対する言葉遣い

が難しくて噛んでしまったり，うまく言

葉が出てこなかったりしました。だが、

先輩方を見ていると「あぁ，こうやって

やればいいんだな」と徐々に分かってき

ました。常に見習いながらやっていまし

た。また、最初の方は緊張していてなか

なか笑顔で接することができませんでし

た 。 私 が 市 役 所 に 行 く と い つ も 職 員 の

方々は笑顔で接してくださり気持ちよく

帰ることができました。そういったこと

を考えると自分のことでいっぱいになる

のではなく、常に市民第一で行動するべ

きだなと思いました。今回の経験は公務

員になりたい自分にとって勉強になるこ

とがたくさんありました。そして先輩方

がとても優しく良い環境で働けたのでは

ないのかなと思いました。  

 最後に従事していて思ったことがあり

ました。それは若い層の人が少なく、年

配の方の投票率が高いということです。

ニュースなどでは耳にしていたが思って

いた以上でした。政治家たちが将来を担

う若い世代の人に対してプラスな政策を

選挙公約にすると投票率が高くなるのか

なと思います。  

 

◆米田  舜さん  

 今回、選挙の投票所において従事、運

営する側に立ってみて、まずは良い経験

が出来たなと思った。将来、行政をする

公務員になりたいと思っているので、現

場は違うかもしれないが、行政をする側

の立場に立つことができた今回の選挙ア

ルバイトが、いつか活きてくると良いな

と思う。まだ２０歳で、今回の都議選含

めて２回しか投票する機会がないが、前

回も参加したし、これからも参加しよう

と思っているが、それでも新聞やニュー

ス等を観ていると、選挙の投票率が私の

世代等を中心に全体的に低く、自分のた

かが１票で何が変わるのかと思う人たち

が多いのだと思う。  

 私自身は投票に行かないわけではない

が、そういう人たちの考え方も理解でき

る。ただ、今回投票所で働かせてもらっ

て、また投票に来る人たちを見て、外か

ら 見 て い る と わ か ら な い が 、 自 分 の 考

え・意見を反映させる為に投票に行く人

が意外といるのだなと感じた。結果的に

は、私が従事した所は４０％台半ばだっ

たが、色々と問題のある政治に対して無

視するのではなく、反対あるいは賛成の

声を挙げる人たちが私が見た限りでは世

代の偏りなくいたので、選挙時の公約が

もっと実現され、また人々の民意が分か

りやすい形できちんと反映されていけれ

ば、投票率が上り、政治も良くなるので

はないかと思う。私はもう大学３年生な

ので、おそらく今回のようなアルバイト

には参加できないと思うが、選挙への投

票はこれからも続けていきたい。  
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平成２９年は東京都議会議員選挙と衆議院議員選挙の２つの選挙が執行されました。 

各選挙における年代別投票者数及び投票率は下の表のとおりとなりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 どちらの選挙も１８歳の投票率は、平均投票率を少し下回る結果となり、１９歳，  

２０歳代になるにつれて投票率は低くなっています。初めての投票以降、引き続き投票

に行くように啓発活動を行うことが重要です。  
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平成２９年執行の選挙結果 

年　代
当日有権者数

（人）

投票者数

（人）

投票率

（％）

１８歳 1,868 955 51.12

１９歳 2,060 678 32.91

２０歳代 25,556 7,415 29.01

３０歳代 32,212 13,462 41.79

４０歳代 38,988 20,043 51.41

５０歳代 29,338 17,700 60.33

６０歳代 24,368 17,094 70.15

７０歳代 20,299 15,079 74.28

８０歳以上 15,426 8,332 54.01

合　計 190,115 100,758 53.00

年　代
当日有権者数

（人）

投票者数

（人）

投票率

（％）

１８歳 1,950 996 51.08

１９歳 2,177 861 39.55

２０歳代 26,697 9,182 34.39

３０歳代 32,680 14,709 45.01

４０歳代 39,254 21,940 55.89

５０歳代 30,110 19,305 64.11

６０歳代 24,222 17,242 71.18

７０歳代 20,624 15,063 73.04

８０歳以上 15,659 7,836 50.04

合　計 193,373 107,134 55.40

45,000

平成２９年７月２日執行 

東京都議会議員選挙 

平成２９年１０月２２日執行 

衆議院議員選挙（小選挙区選出） 
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管外研修 調布市民駅伝啓発 

模擬選挙（給食大臣選挙） 

平成２９年の管外研修は、１１月２８

日に「朝日プリンテック船橋工場」と「東

京広域臨海防災公園  そなエリア」に行

き、印刷工場の見学と防災について学び

ました。  

バス内では事務局職員から衆議院と参

議院における比例代表選挙の違いについ

て研修を受け、選挙についての知識を深

めました。  

平成３０年１月２８日に味の素スタジ

アムで行われた「調布市民駅伝競走大会」

で来場者にカイロを配布し、調布市長選

挙の啓発を行いました。  

開会式やスタートの際には、めいすい

くんが登場し、ランナーを応援しました。 

また、事務局職員もチームを組んで駅

伝に参加し、選挙のＰＲをしていました。 

平成２９年度は、選挙管理委員会事務局が主体となり、第三

小学校、八雲台小学校、第一小学校の３校で、６年生を対象に

模擬選挙を実施しました。  

「給食の食べ残しをどう減らすか」を争点に３人の大臣候補

者の訴えを聞き、児童の応援演説も行ったうえで投票を行いま

した。  

児童たちは初めての投票体験を楽しんでいる様子でした。  

この経験を忘れずに、１８歳になったら投票に行ってくださ

いね！  



 

 

調布市明るい選挙推進協議会  

会長  旭   宏  

 

今年度は、私共の仕事の中で最も大切

な仕事である選挙が２件ありました。７

月２日に行われた都議会議員選挙と１０

月２２日に行われた衆議院議員選挙の２

件でした。  

 私共は無事でしたが、１０月２２日は

台風２１号の影響で地方によっては、投

票日の繰上げ、あるいは、投票所閉鎖時

刻の繰上げ、開票の延期等の処置を行な

わざるを得なかった所がありました。  

 １１月１日は「明るい選挙推進大会」

に参加し、同月１５日には第４ブロック

の合同研修会に参加しました。  

 年明けて、１月８日には調布駅南口広

場で「新成人への選挙メッセージボード

撮影会」を行いました。  

 １月２８日には「調布市民駅伝競走大

会」における選挙啓発活動として、「平

成３０年は、調布市長選及び調布市議会

議員補欠選挙」が執行されることをアナ

ウンスすると共に、啓発物品（ホッカイ

ロ）を選手及び観客に配布しました。  

 ３月２日～３月４日は書道展及びポス

ターコンクール入選展がありました。  

 私共、催しの主催者は、毎年似たよう

な催しに参加していますが、毎回新しい

有権者に、新鮮な印象を持ってもらえる

よう願っております。  

 

調布市選挙管理委員会事務局  

委員長  清水  和夫  

 

今冬は例年になく厳しい寒さが続き、

体調管理には何かと注意をされたのでは

ないかとお察し申し上げます。  

さて今年度を振り返って見ますと、２

つの選挙が執行されました。１つは平成

２９年７月２日東京都議会議員選挙、2 つ

目は平成２９年１０月２２日に執行され

た衆議院総選挙です。  

特に、衆議院総選挙は９月２８日臨時

国会冒頭で衆議院が解散され、公職選挙

法の規定により４０日以内に総選挙を実

施することになり、執行されたものであ

ります。秋の行事が種々予定されている

中で投票所の決定をせざるを得なくなり、

多方面の皆様に予定変更等で多々御迷惑

をおかけいたしました。さらに投票日当

日は、台風２１号の影響もありましたが、

おかげさまで無事終了することができま

した。改めて皆様のご協力に感謝し、お

礼申し上げますと共に、今後とも公平・

公正な選挙の実施に向け皆様のご協力を

よろしくお願いいたします。  
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平成２９年度を振り返って 
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平成２９年度に表彰された方々です。おめでとうございます。  

 
 

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈るこ

とは公職選挙法で禁止されています。また、

有権者が政治家に寄附や贈り物を求めること

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。  
禁止されている寄附（例）  
➀病気見舞い➁祭りへの寄附や差入れ➂地域

の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ

➃結婚祝、香典（政治家本人が結婚披露宴、

葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰

則が適用されない場合があります）➄葬式の

花輪、供花➅落成式、開店祝の花輪➆町内会

の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差

入れ➇入学祝、卒業祝➈お中元、お歳暮  

 

 

 

１  応募資格  

(1)  調布市の選挙人名簿に登録されてい

る方（調布市に転入届出をしてから引き

続き３箇月以上お住まいの方）  

(2) お申込み時点で３０歳未満の方  

２  職務内容  

  有権者の公益代表として，投票が公正に

行われているかを確認する仕事です。  

  主に各選挙の期日前投票所の投票立会

人として投票に立ち会っていただきます。 

３  報酬  

  日額：１３，０００円（源泉徴収あり）  

詳 細は下記 ホームペ ージで御 確認又は

選挙管理委員会事務局にお問い合わせく

ださい。  

【市ホームページＵＲＬ】  

http://www.city.chofu.tokyo.jp/ から  

市政情報→選挙→お知らせ→選挙における  

１８・１９・２０歳代の期日前投票立会人募

集  

【選挙管理委員会事務局】  

℡０４２－４８１－７３８１  
 
 
 年に一度の「推協だより」の編集は、私た

ち自身の１年間の活動の総括でもあります。  

 今年度は急な解散による衆議院議員選挙が

あり、慌ただしい９月、１０月になりました。  

 活動としては新たに高校生と一緒に駅頭啓

発を行い、若年層に向けた啓発活動にも取り

組むことができました。  
 この推協だよりを多くの人に読んでいただ

き、投票の意義，啓発の大切さを再確認して

いただければ幸いです。  
 来年度も皆様のご協力のもと、事務局と連

携して啓発活動に取り組んでまいりますので

よろしくお願いいたします。  
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