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ねりま 選挙啓発広報誌

白ばら
選挙啓発広報誌

白ばら
7 月 4日（日）は、

東京都議会議員選挙です。
忘れずに投票に行きましょう！
練馬区選挙管理委員会公式ツイッター

随時
発信中!

発行　練馬区選挙管理委員会・練馬区明るい選挙推進協議会　〒176-8501 練馬区豊玉北6－12－1　電話03（5984）1399（直通）

　練馬区選挙管理委員会では、東京都選挙管理委員会および公益財団法人明るい選挙推進協会
と共同で、将来の有権者である小学校・中学校・高等学校の児童生徒を対象に、選挙に対する
関心を高めてもらうため、「明るい選挙啓発ポスターコンクール」を実施しています。令和 2
年度は、東京都全体で 14,114 点（練馬区分 1,122 点）の応募があり、練馬区の審査で入選
した 36点の中から、東京都審査で最優秀賞１点、優秀賞 1点、入選 2点が選ばれました。

東京都受賞・全国審査提出作品（敬称略）
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京
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石神井中学校　3年　徳田　紫

東
京
都
優
秀
賞

石神井中学校　2年　佐藤　結梨

東
京
都
入
選

石神井中学校　3年　山上　明莉

東
京
都
入
選

大泉中学校　2年　大倉　夢乃
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開進第四中学校　３年
村岡　慶来

開進第四中学校　３年
武永　さくら

練馬小学校　６年
奥山　詩歩

石神井中学校　２年
渡邉　拳

開進第四中学校　３年
三木　真名美

石神井中学校　３年
齋藤　歩実

石神井中学校　２年
久松　羽菜

石神井中学校　２年
齊藤　野々花

石神井中学校　３年
古賀　智也

石神井中学校　３年
畑川　留奈

石神井中学校　３年
矢内　真優

石神井中学校　３年
横尾　麻衣

石神井中学校　３年
松本　心和

石神井中学校　３年
小泉　舞於

石神井中学校　３年
小林　美羽

大泉中学校　２年
松田　柚葵

上石神井中学校　２年
工藤　ひなた

大泉中学校　２年
志村　はるか

関中学校　１年
霍　佳

大泉中学校　２年
山本　真央
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　令和 2年度練馬区明るい選挙ポスターコンクール入選作品（36作品）の作品展を開催しました。
作品展にお越しの方に、最もお気に入りの作品を投票してもらい、その結果【石神井中学校 3年　
山上明莉さん（東京都入選作品）】の作品が11票を獲得し、【最もお気に入り作品第一位】（P1参照）
となりました。アンケートでは、「子供たちが選挙について考えていることを具現化して見るこ
とができてよかった」、「選挙投票に夢と希望を喚起される」などの意見が多数寄せられました。

石神井公園区民交流センター
令和2年12月 21日（月）～25日（金）

練馬区役所アトリウム
令和3年1月8日（金）～18日（月）

感謝状贈呈校
多くの作品の応募があり、優秀な作品が多くあった
学校に感謝状が贈呈されました。
◦石神井中学校
◦関中学校
◦都立大泉桜高等学校

関中学校　２年
熊倉　優和

関中学校　１年
下田　結月

関中学校　１年
龍　梓天

関中学校　２年
佐々木　慧太

関中学校　２年
佐藤　真彩

関中学校　２年
野口　和葉

関中学校　３年
富田　陽也

関中学校　３年
椎葉　さくら

関中学校　３年
三谷　柾斗

大泉桜高校　２年
立石　唯菜

関中学校　３年
渡邉　悠斗

関中学校　３年
坂野　小巻

小学生

高校生

中学生

感謝状
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11月９日（月）開催

練馬区明るい選挙推進協議会会長
就任のご挨拶

練馬区選挙永年功労者感謝状贈呈式
東京都明るい選挙推進運動永年功労者表彰状贈呈式

　新たに練馬区明るい選挙推進協議会会長と
して、就任された髙原会長から挨拶がありま
した。挨拶の中で、会長はコロナ禍で実施さ
れた昨年の都知事選挙の協力へのお礼や、今
年実施される都議会議員選挙・衆議院議員選
挙へ向けて、明るく公正な選挙のための取組
についての抱負を語られました。

　長年にわたり、明るい選挙推進運動に尽力
いただいた皆様に、感謝の意を表し、三戸選
挙管理委員会委員長（当時）より表彰状を贈
呈しました。

研修会「公正な選挙の執行について」
　公正な選挙への取組を推進するため、佐藤話しあい指導員※を講師に研修会を実施しました。
　研修会では、各地域から多くの推進委員が参加し、政治家による寄附禁止の取組、街中で見かけ
る政治活動用ポスター（個人の政治活動用ポスターおよび政党等の政治活動用ポスターとの違いな
ど）や地域における啓発活動の大切さなど、今後の明るい選挙推進活動に役立つ知識をたくさん教
えていただきました。
　明るい選挙推進委員からは、「有権者や政治家が守るべき規則があることや、ポスターの掲示制
限など今まで知らなかったことが理解でき、とても参考になった」「知識が広がった。今後の活動
のために活かしていきたい」などの意見が多数寄せられました。
※話しあい指導員…明るい選挙推進委員に助言や指導を行い、明るい選挙推進運動をサポートします。

研修資料一部抜粋
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　選挙がある時以外に街中で見かける政治家のポスターは、政治家個人や政党等の
政治活動として認められているものです。個人と政党等の政治活動用ポスターでは、 
記載内容や掲示できる期間などルールが異なります。また、ポスターを貼るためには、
貼る場所の所有者、管理者の承諾が必要です。

Q  家の塀に無断で政治活動用のポスターが貼られてしまいました。どうしたらよいですか？

A   ポスターを貼るためには、貼る場所の所有者・管理者の承諾が必要です。
自宅の場合には、まずご家族全員が承諾していないことを確認してください。
誰も承諾していなければ、ポスターをはがしても構いません。
ただし、ポスターには所有権がありますので、はがしたポスターの取扱いについては、掲示
責任者に確認が必要です。
掲示責任者の連絡先が分からない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。

Q ＆ A 　よくある質問

個人の政治活動用ポスター
　候補者または、後援団体等の政治活動のために使用される
ポスターで、候補者等の氏名または氏名が類推されるような
事項を表示するポスターのことを意味します。
　任期満了の日の６箇月前の日から当該選挙の期日までの間（解散によ
るものなど任期満了以外の選挙の場合は、告示の翌日から）は、選挙区
内に掲示できません。
　また、政党の掲示板等以外に、ベニヤ板やプラスチック板などでの「裏
打ち」を行い掲示することはできません。

政党等の政治活動用ポスター
　政党等の政治活動を行う団体（後援団体を除く）が、その
政治活動のために使用するポスターのことを指します。
　特定の候補者等を目立たせている場合などは、候補者等個
人の政治活動用ポスターとみなされ、規制を受けることがあ
ります。
　氏名や氏名が類推されるような事項を記載された者が立候補の届出を
したときは、当該選挙の公示日（告示日）の翌日から選挙期日まで掲示
できません（立候補の届出をした日のうちに撤去しなければなりません）。

詳しくは、区選挙管理委員会ホームページをご覧ください。

　明るい選挙推進大会は、練馬区選挙永年功労者の表彰や、練馬区明るい選挙推進委員を対象と
した研修会を通して、選挙に対する関心を深め、あわせて明るく公正な選挙の実現を呼びかける
大会です。
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　選挙管理委員会では、選挙体験を通して選挙に親しみを持つことで、政治や投票の大切さを
認識し、主体的に社会へ参画する力を育てることを目的として、児童生徒を対象に選挙体験教
室をはじめとした、主権者教育支援事業を行っています。
令和2年度実施校

学校名

小学校
（19校）

春日小学校
関町北小学校
大泉南小学校
大泉第三小学校
北町西小学校
小竹小学校
高松小学校
豊玉南小学校
大泉第四小学校
練馬東小学校
立野小学校
豊玉東小学校
開進第四小学校
田柄第二小学校
光が丘四季の香小学校
中村西小学校
石神井西小学校
向山小学校
大泉学園小学校

中学校
（13校）

大泉桜学園（中学校）
谷原中学校
開進第四中学校
八坂中学校
田柄中学校
開進第二中学校
旭丘中学校
石神井東中学校
三原台中学校
開進第一中学校
石神井南中学校
大泉学園中学校
貫井中学校

高校
（３校）

井草高等学校
石神井高等学校
第四商業高等学校

特別支援学校
（２校）

旭出学園
練馬特別支援学校

・�模擬選挙を体験したことにより、私の一票がとても大事だと思った。18歳になった時は、
政治に参加し、自分の意見をしっかり持ちたいと思った。
・投票記載台についた時は、謎の緊張がして、これが大人の空間なのかなと思った。
・�投票用紙に自分の名前を書かないと聞いて驚いたが、理由は誰が誰に投票したかがわから
ないようにするためと聞いて納得した。
・�私は選挙について遠く関係のないものというイメージがあった。しかし、今回で選挙がよ
り身近になった。

【小学校選挙体験教室の感想】

選挙で使用している本物の機
材を用いて、投票所、開票所
を再現します。小学校では、
投票箱の組立てに挑戦しま
す。

選挙についての説明やクイズ
などを用いて、わかりやすく
解説します。

数多い模擬選挙の争点の中
で、「最後の給食メニュー」
が大人気です。児童たちによ
る熱い演説の後は、楽しく選
挙を体験します。

学校によっては、模擬選挙の
時に、選挙啓発大使のお笑い
芸人「ねりまだいこん。」さ
んが登場！投票用紙を交付し
ます。
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投票箱組立て挑戦

　令和 2年 7月 5日に執行された東京都知事選挙について、数字を用いて練馬区の年代別投
票傾向を紹介します。

100

80

60

40

20

0
18歳 19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 80歳以上

令和２年 平成28年

練馬区年代別投票率（推計）
18歳から20歳代の
投票率は、前回より
高い。

19歳と20歳代は依然とし
て低い。

平成28年と比較すると、
30歳代から60歳代の投
票率が下がっている。

各年代の投票率

各年代の投票率および前回比

　練馬区は、若年層（特に 18歳）の投票率が前回より大幅に上回りました。昨年の新型コ
ロナウィルス感染症への一連の対策や SNS等のインターネットを利用した選挙運動等によ
り、若者の政治への興味や関心の高まりが見られます。一方、高齢者の投票率が前回より
低くなっており、コロナ禍において感染へのリスクを心配されていることが要因の一つで
はないかと考えられます。
　練馬区選挙管理委員会は、コロナ禍においても、引き続き有権者の皆様に安心して投票
できるよう各種予防対策に取り組んでまいります。

令和2年 平成 28年 前回比
18歳 64.54 54.30 10.24
19 歳 50.77 47.65 3.12
20 歳代 42.68 39.34 3.34
30 歳代 51.77 53.17 -1.4
40 歳代 57.63 61.74 -4.11
50 歳代 61.50 69.92 -8.42
60 歳代 64.69 76.49 -11.8
70 歳代 64.96

67.40 ※
―

80歳以上 44.85 ―
全体 55.74 61.14 -5.4

18 歳の投票率
が前回よりも大
幅に上回った。

※平成28年は「70歳以上」で集計していました。

数字で
わかる
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～フランス共和国編～
　フランスでは、大統領制と議院内閣制の両方を採用した半大統領制という制度を採用しています。
政治が円滑に進められるように役割が分かれており、主に外交に関する仕事を大統領、国内の問題
を首相が担当しています。
　大統領と国会議員は国民による選挙で選ばれ、首相は国会（上院（元老院）348名、下院（国民
議会）577名）が指名し、大統領に認められることで首相になります。

男女ペアで立候補！？県議会議員選挙
　2015年に行われた県議会選挙では、男女２人１組のペアで立候補し、有権者
はそのペアに対して投票するという世界初の試みが行われました。
　フランスはヨーロッパの中でも女性の政治参加が遅れており、2000年に立候
補者が男女同数になることを目指す法律が定められ、男女差が大きい政党等に対しては、助成金が
減らされることとなりました。制度の導入には賛否両論がありましたが、2015年の選挙では、フ
ランス全土で男性議員と同数の女性議員が誕生しました。

～タイ王国編～
　タイは、国王を国家元首とする立憲君主制ですが、国会は二院制で議員内閣制を採用しています。
上院（元老院、150名、任期６年）と下院（人民代表院、500名、任期４年）で構成されており、
内閣には、首相がいます。日本と同じく、首相は下院議員の中から指名された後、国王によって任
命されます。なお、首相の任期は８年までに制限されていて、首相は下院の解散権があります。

タイのめずらしい法律
　タイでは、投票日の前日18時から投票日当日までは、禁酒日とされるめずらしい法
律があります。お酒の販売が禁止され、スーパーやコンビニ、レストランなどお酒を提
供する場の酒類の販売が禁止となるだけでなく、お酒を扱っている飲食店も閉まります。
これは、正しい判断力をもって投票してほしいという観点から定められている制度のようです。

日本における選挙の際に、禁止されていることは？
　日本ではタイのように禁酒のルールはありませんが、公職選挙法で定められている選挙運動にお
いて、「戸別訪問」を禁止しています。戸別訪問とは、直接、家などを訪問し、投票依頼などをす
ることです。家の中に入ると外からは見えないため、買収などの不正行為が行われやすいというこ
とから、「何人」にも禁止しています。

日本における国会議員の女性議員比率
　日本でも女性議員比率の低さは問題視されており、2018
年に政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推
進し、男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与するた
めの法律が制定されました。

国会議員の女性議員比率（令和２年７月現在）
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　新型コロナウィルスが昨年からいまだ感染が止まらず、多くの活動が中止または延期となっ
ています。
　白ばらだよりの編集会議も編集委員が集まることが困難となり、書面会議となりましたが、
第84号を発行することができました。
　今年は東京都議会議員選挙・衆議院議員選挙が予定されています。啓発事業を通して投票率
のアップにつなげていけたらと思っています。
編集委員長　串田　セツ子（６ブロック）
編集委員　　 相原　眞由美（３ブロック）　　　　友安　早苗（４ブロック）
　　　　　　江川　明美（５ブロック）　　　　　早川　昌世（７ブロック）　
　　　　　　本橋　眞佐枝（９ブロック）　　　　佐藤　靖（話しあい指導員）

編 集 後 記

★白ばらだよりの録音版を製作・貸出しています。
詳しくは「特定非営利活動法人　点訳・音声訳集団一

いっ

歩
ぽ

の会
かい

」TEL・FAX　03－ 3577 － 5666　にお問い合わせください。

投票日　令和 3年 7月 4日（日）　午前 7時から午後 8時まで
上記の投票日に投票所に行けない方は、期日前投票をご活用ください！
期日前投票は、令和 3年 6月 26日（土）から令和 3年 7月 3日（土）まで
いずれも午前 8時 30分から午後 8時までです。
【新型コロナウィルス感染症対策について】
　練馬区選挙管理委員会では、有権者の皆様に安心して投票に来ていただけるように、投票
所での感染予防の対策に取り組んでおります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
・投票所の換気を行います。
・来場者用アルコール消毒液を設置します。
・飛沫感染予防のため、受付に透明シート等を設置します。
・投票管理者、投票立会人、職員はマスクを着用します。
・練馬区ホームページにて、混雑状況を掲載します。
～有権者の皆様へのお願い～
・咳エチケット、来場前後の手洗いにご協力ください。
・周りの方と距離を保つようにお願いいたします。
・ご自分の鉛筆で記載できます。

東京都議会議員選挙

衆議院議員の任期満了日は、令和3年10月 21日（木）です。
任期満了までに衆議院議員選挙の執行が予定されています。
候補者の個人の政治活動用ポスターは、任期満了日の６箇月前の日（令和３年４月21日（水））
から、解散によるものは解散の日の翌日からは、選挙区内に掲示できません。

【衆議院議員選挙】

　令和3年1月1日付けで、選挙管理委員会委員長および委員長職務代理の交代がありました
ので、ご紹介いたします。
　　　委員長　　本橋　正壽　　　　　　　　  委員長職務代理　　岩崎　典子
　　　委　員　　小薗江　博之　　　　　　　  委　員　　　　　　三戸　英一
※選挙管理委員4名の任期は、令和3年12月 18日までです。

選挙管理委員会委員長交代のお知らせ


