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平成２４年度青森県明るい選挙推進事業実績

事業の種類 開催日時・場所 事 業 の 概 要

１ 市町村推協会長・ 平成24年6月4日（月） １ 参加対象者

選管委員長合同研修 13:30～ 市町村推協会長・選管委員長・啓発事務担当者

会 ２ 参加者数

青森市 (1) 市町村関係者 ８５名

アスパム (2) 講師等 ４名

５階あすなろ ３ 内容

(1) 講演

演題：明推協活動の活性化と有権者教育の推進

講師：青森県明るい選挙推進協議会常任委員

渡部 一清

(2) 講演

演題：学生団体「選挙へＧＯ！！」の常時啓発

活動実践報告

講師：青森中央学院大学専任講師

佐藤 淳

学生団体「選挙へＧＯ！！」

２ ヤングフォーラム 平成24年8月24日（金） １ 参加対象者

２０１２ 10:30～ 主に２０代及び３０代の青年

２ 参加者数

青森市 (1) 研修生 １９名（男１７名、女２名）

青森グランドホテル ※職業別：学生１３名、公務員等６名

２階芙蓉の間 ※前年度：１９名（男１１名、女８名）

(2) 講師等 ４名

(3) 事務局 ３名

３ 内容

(1) 講演

演題：地方自治の必要な理由

講師：青森県明るい選挙推進協議会会長

木村 良一

(2) 演習

課 題：Ａ地方公共団体の長の立候補の公約を

つくろう

助言者：青森県明るい選挙推進協議会会長

木村 良一

青森県明るい選挙推進協議会常任委員

渡部 一清

青森県明るい選挙推進協議会委員

佐藤 淳

青森県明るい選挙推進協議会委員

西東 克介

(3) 各班発表、質疑応答

(4) 投開票

(5) 表彰式

26



事業の種類 開催日時・場所 事 業 の 概 要

３ 指導者等特別研修 平成24年6月7日（木） 都道府県・指定都市選挙管理委員会選挙啓発事務担当

事業 者研修会

東京都文京区 ・出席者

文京シビックセンター 千葉 茂（県選管）、田中 咲子（県選管）

スカイホール

平成24年10月17日（水） 地域コミュニティフォーラム（北海道・東北ブロック）

～18日（木） ・出席者

櫛引八千代（県明推協副会長）、

北海道札幌市 川上 権三郎（県明推協副会長）、

チサンホテル札幌 佐藤 和子（青森市）、宮本 兼昭（弘前市）、

２階ましゅう 佐藤 道実（弘前市）、藤田 あつ志（弘前市）、

相馬 剛（弘前市）、竹内 博之（弘前市）、

阿保 朝隆（弘前市）、藤田 光子（八戸市）、

細越 紀雄（八戸市）、小比類巻 浩（三沢市）、

白戸 英行（つがる市）、千葉 茂（県選管）

平成24年11月10日（土） 若者リーダーフォーラム（北海道・東北ブロック）

～11日（日） ・出席者

竹内 博之（弘前市）、松山 賢二（弘前市）、

宮城県仙台市 阿保 朝隆（弘前市）、大山 智弘（八戸市）、

ＴＫＰ仙台カンファ 成田 晴樹（弘前市）、田中 咲子（県選管）

レンスセンター

カンファレンスルーム４Ｂ

平成25年1月28日（月） 明るい選挙リーダーフォーラム（北海道・東北ブロッ

～29日（火） ク）

・出席者

青森県青森市 木村 良一（県明推協会長）、太田 公正（県選管）、

青森国際ホテル 奈良岡 毅（県選管）、千葉 茂（県選管）、

３階孔雀の間 田中 咲子（県選管）

平成25年3月11日（月） (財)明るい選挙推進協会 総会

～12日（火） ・出席者

川上 権三郎（県明推協副会長）、

東京都千代田区 竹内 博之（弘前市）、福田 貴宏（青森市）、

学術総合センター 廣瀬 陽史（平川市）、佐藤 淳（県明推協委員）、

２階中会議場 田中 咲子（県選管）

(財)明るい選挙推進協会 全国フォーラム

・出席者

川上 権三郎（県明推協副会長）

福田 貴宏（青森市）、廣瀬 陽史（平川市）、

佐藤 淳（県明推協委員）、田中 咲子（県選管）

４ 明るい選挙推進公 平成24年11月21日（水） １ 参加者数 １５３名

開講座 13:00～ ２ 内容
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事業の種類 開催日時・場所 事 業 の 概 要

青森市 (1) 事例発表等

青森国際ホテル 事 例：指定病院等における不在者投票立会人

３階萬葉の間 研修

説明者：総務省選挙部管理課

事 例：選管インターンシップについて

説明者：学生団体「選挙へＧＯ！！」

(2) 講演

演題：地域の自治とまちづくり

講師：国立仙台高等専門学校准教授

小地沢 将之

５ 明るい選挙啓発ポ ＜作品募集期間＞ １ 作品応募状況 本年度 昨年度

スター作品募集事業 平成24年5月8日（月） (1) 応募総数 355点（43校） 222点（35校）

～8月31日（金） (2) 内訳

① 小学校の部 83点（15校） 68点（18校）

② 中学校の部 227点（24校） 147点（12校）

③ 高 校 の 部 45点（ 4校） 7点（ 5校）

＜作品審査会＞ ２ 審査会の内容及び結果

平成24年9月18日（火） (1) 審査員

青森県明るい選挙推進協議会副会長

青森市 櫛引 八千代

青森県庁 青森県総合学校教育センター指導主事

議会棟６階第一委 芳賀 智志

員会室 (社)日展会友、(社)青森県文化振興会議理事

張山 田鶴子

青森県選挙管理委員会事務局長

大川 亜沙奈

＜入賞者表彰式＞ (2) 入賞者数

平成24年10月9日（火） 小学校 中学校 高校 計

青森市 最優秀賞 1 1 1 3

ラ・プラス青い森 優 秀 賞 2 2 2 6

４階ル・シエル 入 選 3 3 3 9

準 入 選 3 10 2 15

佳 作 7 19 4 30

計 16 35 12 63

(3) 入賞作品

入選以上は表彰式を実施し、賞状を授与。

また、小・中学校部門の最優秀賞及び優秀賞、

高校部門の最優秀賞は中央審査に出品。

３ 入賞作品の展示

(1) 青森市

場所：青森県立美術館 コミュニティギャラリー

期間：平成25年2月16日～2月19日

(2) 弘前市

場所：イトーヨーカドー弘前店 地下連絡通路

期間：平成25年1月5日～1月8日
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事業の種類 開催日時・場所 事 業 の 概 要

(3) 八戸市

場所：八戸市庁 本館１階市民ホール

期間：平成24年12月19日～12月27日

(4) 十和田市

場所：十和田市現代美術館 市民活動スペース

期間：平成25年2月9日～2月13日

(5) むつ市

場所：むつ市立図書館 展示ホール

期間：平成25年1月16日～1月23日

６ 市町村明るい選挙 ＜第一ブロック＞ １ 参加者数

推進協議会組織・活 平成25年3月5日（火） 市町村３３名、講師等１名、事務局１名

動活性化事業 13:30～ ２ 内容

(1) 講演

青森市 演題：参加と協働を通じた地域づくり

ラ・プラス青い森 ～NPOに学ぶ活動活性化のヒント～

２階カメリア 講師：青森県明るい選挙推進協議会委員

柏谷 至

(2) 事例紹介・意見交換

テーマ：学校教育における政治意識の醸成につ

いて

説明者：青森県選挙管理委員会事務局職員

＜第二ブロック＞ １ 参加者数

平成25年2月25日（月） 市町村４６名、講師等１名、事務局１名

13:30～ ２ 内容

(1) 講演

むつ市 演題：明推協活動を前進させるために

むつ市役所大会議室 講師：青森県明るい選挙推進協議会副会長

川上 権三郎

(2) 事例紹介・意見交換

テーマ：学校教育における政治意識の醸成につ

いて

説明者：青森県選挙管理委員会事務局職員

＜第三ブロック＞ １ 参加者数

平成25年2月22日（金） 市町村５５名、講師等１名、事務局１名

13:30～ ２ 内容

(1) 講演

八戸市 演題：明推協活動を前進させるために

八戸市公会堂 講師：青森県明るい選挙推進協議会副会長

２階大会議室 川上 権三郎

(2) 事例紹介・意見交換

テーマ：学校教育における政治意識の醸成につ

いて

説明者：青森県選挙管理委員会事務局職員
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事業の種類 開催日時・場所 事 業 の 概 要

＜第四ブロック＞ １ 参加者数

平成25年2月28日（木） 市町村５６名、講師等１名、事務局１名

13:30～ ２ 内容

(1) 講演

弘前市 演題：明推運動の灯を引き継ごう！

弘前市立観光館 講師：青森県明るい選挙推進協議会常任委員

研修室 渡部 一清

(2) 事例紹介・意見交換

テーマ：学校教育における政治意識の醸成につ

いて

説明者：青森県選挙管理委員会事務局職員

市 町 村 名 開催期日 主 題 講 師 名

７ 明るい選挙出前講

座推進事業 弘前市 H24. 5. 2 健康管理と選挙の役割について 梅村 芳文

（11回） H24. 5.18 津軽の神様、仏様 今井二三夫

25回 H24. 6. 9 震災その後とこれからの地域づくり 高田 敏幸

（9市1村） H24. 9. 6 目屋の神様、仏様 今井二三夫

H24.10.24 地域農業の現況と今後の課題について 石 山 敬

昨年度24回 H24.11.10 地域住民の政治参加について 山 崎 徹

（8市2町1村） H24.12. 9 これからのりんご産業と暮らしについて 原田 寿晴

H25. 2.15 郷土の昔話パート４ 菊池 菊代

H25. 2.16 漢字よもやま話 大川 正行

H25. 3. 3 おもしろ経済学 秋田 具美

H25. 3.17 白神の森に生きる 工藤 光治

八戸市 H24. 9.30 選挙へ行こう 古里 ツセ

黒石市 H24. 9.28 青少年への指導を期待して 渡部 一清

五所川原市 H24. 7.12 共に生きるために 石川 敞一

十和田市 H24. 5. 9 ふるさと、十和田・奥入瀬・八甲田の真 川村 祐一

（4回） の魅力

H24. 8.17 投票所へ健康で行くための活力維持につ 高橋 寛一

いて

H24.11. 2 童謡を楽しみましょう 中村 保子

H24.12.14 本場の中国茶を楽しもう 山端 美華

三沢市 H25. 3.19 マニフェストを読んで選挙に行こう！！ 佐藤 淳

むつ市 H24.11. 6 青少年への指導を期待して 渡辺 一清

平川市 H24. 5.29 自分たちにできること～音楽と選挙～ 笹川 皇人

(2回) H25. 2.24 笑顔の花が咲くまちをめざして～あなた 齋藤千恵子

の一票から～
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事業の種類 開催日時・場所 事 業 の 概 要

つがる市 H24. 5.18 明るい選挙推進活動とは何か 木村 良一

(2回) H24.11.28 民主政治の基本は選挙にあり 木村 良一

田舎館村 H24. 5.11 何もねばって 福士 収蔵

８ 選挙出前講座 平成24年9月26日（水） ・開催校 八戸市立江陽中学校

11:20～12:05 ・対 象 ３年生（４２名）

３回

平成25年2月19日（火） ・開催校 八戸市立町畑小学校

14:00～14:45 ・対 象 ６年生（５８名）

平成25年3月21日（木） ・開催校 青森県立田名部高等学校

10:35～11:25 ・対 象 ２年生（３６名）

９ 啓発用資料資材作 (財)明るい選挙推進協会から次の物品を購入し、常時

成等事業 啓発事業で活用

めいすいくんメモ帳（800冊）、

めいすいくんルーペ付きしおり（200個）

10 県明るい選挙推進 平成24年4月12日（木） 青森県明るい選挙推進協議会臨時役員会

協議会運営事業 13:30～ ・案件

報告第１号 新委員の委嘱について

青森市

ラ・プラス青い森

３階プリムラ

平成24年4月26日（木） 青森県明るい選挙推進協議会総会

13:00～ ・案件

報告第１号 平成２３年度青森県明るい選挙推進

青森市 事業実績について

青森グランドホテル 報告第２号 新委員の委嘱及び委員の辞任につい

２階平安の間 て

議案第１号 平成２４年度青森県明るい選挙推進

運動要領（案）について

議案第２号 平成２４年度青森県明るい選挙推進

事業計画（案）について

議案第３号 役員の改選について

平成25年3月28日（木） 青森県明るい選挙推進協議会役員会

14:00～ ・案件

報告第１号 平成２４年度青森県明るい選挙推進

青森市 事業実績について

ラ・プラス青い森 議案第１号 平成２５年度青森県明るい選挙推進

３階プリムラ 運動要領（案）について

議案第２号 平成２５年度青森県明るい選挙推進

事業計画（案）について
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