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ました。竹原市は、当日投票所の閉鎖時刻が本市より１時間早い１９時であることから、

始でしたが、開票所独特の緊張した空気に満ちていました。後で伺ったところによると、７月の豪雨災害

の影響で技術系の職員が災害復旧業務にかかりきりになったため、期日前を含めた選挙事務に従事でき

ず、

使用して投票箱を運ん

目に

この

け入れてくださった

 

員の選挙から、候補者が選挙運動のためのビラ

立候補届出の際に選管から交付される証紙を貼る必要があり、

れています。

ラの頒布が認められ

の会場内、街頭演説の

制限はありませんが、ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名（法人の場合は名称）

及び住所の記載が必要です。

ただし、選挙の結果、供託物を没収された候補者は公費負担の対象から除外されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週３回体制の出前講座で、気が付けば統一地方選挙まで、あと２ヶ月というところまで来てしまいました。

我々選管も

には、既に恒例となった西条駅街頭啓発を行います。３つの選挙に向けて皆様のご協力をお願いいたします。

編 集 後 記

皆さんが所属されています団体のお仲間で、まだ、推進員でない方に、是非声をかけてみていただけますか

【 街 頭 啓 発

【 研 修 会

【きれいな選挙

  

東広島市選挙管理委員会活動報告

公職選挙法の改正により市議会議員の選挙運動用ビラの頒布が解禁となりました

竹原市議会議員一般選挙開票視察
11 月 11 日（日）竹原市議会議員一般選挙の開票視察に、竹原市バンブージョイハイランドへ行ってき

ました。竹原市は、当日投票所の閉鎖時刻が本市より１時間早い１９時であることから、

始でしたが、開票所独特の緊張した空気に満ちていました。後で伺ったところによると、７月の豪雨災害

の影響で技術系の職員が災害復旧業務にかかりきりになったため、期日前を含めた選挙事務に従事でき

ず、保育士・保健師・栄養士なども含めた市職員総動員体制をとられたこと、

使用して投票箱を運ん

目にする方がおられたこともあり、

この視察で統一地方選挙へ向けた心構えができたのではないかと思います。お忙しい中、視察を快く受

け入れてくださった

 公職選挙法の改正により、

員の選挙から、候補者が選挙運動のためのビラ

立候補届出の際に選管から交付される証紙を貼る必要があり、

れています。

平成３１年４月２１日執行予定の

ラの頒布が認められ

の会場内、街頭演説の

制限はありませんが、ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名（法人の場合は名称）

及び住所の記載が必要です。

ビラの作成費用については、

ただし、選挙の結果、供託物を没収された候補者は公費負担の対象から除外されます。

「今年は選挙がないか

週３回体制の出前講座で、気が付けば統一地方選挙まで、あと２ヶ月というところまで来てしまいました。

昨年の衆院選や市長選

我々選管も何か見落としていることはないか

には、既に恒例となった西条駅街頭啓発を行います。３つの選挙に向けて皆様のご協力をお願いいたします。

編 集 後 記

皆さんが所属されています団体のお仲間で、まだ、推進員でない方に、是非声をかけてみていただけますか

【 街 頭 啓 発

【 研 修 会

【きれいな選挙

  集まれ！楽しみながら！仲間と一緒に！選挙啓発！

東広島市選挙管理委員会活動報告

公職選挙法の改正により市議会議員の選挙運動用ビラの頒布が解禁となりました

竹原市議会議員一般選挙開票視察
日（日）竹原市議会議員一般選挙の開票視察に、竹原市バンブージョイハイランドへ行ってき

ました。竹原市は、当日投票所の閉鎖時刻が本市より１時間早い１９時であることから、

始でしたが、開票所独特の緊張した空気に満ちていました。後で伺ったところによると、７月の豪雨災害

の影響で技術系の職員が災害復旧業務にかかりきりになったため、期日前を含めた選挙事務に従事でき

保育士・保健師・栄養士なども含めた市職員総動員体制をとられたこと、

使用して投票箱を運んだなどの苦労があったということでした。選挙管理委員の中には

する方がおられたこともあり、

視察で統一地方選挙へ向けた心構えができたのではないかと思います。お忙しい中、視察を快く受

け入れてくださった竹原市選挙管理委員会の皆様、ありがとうございました。

公職選挙法の改正により、

員の選挙から、候補者が選挙運動のためのビラ

立候補届出の際に選管から交付される証紙を貼る必要があり、

れています。 

平成３１年４月２１日執行予定の

ラの頒布が認められます。頒布方法としては新聞折り込みのほか

の会場内、街頭演説の

制限はありませんが、ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名（法人の場合は名称）

及び住所の記載が必要です。

ビラの作成費用については、

ただし、選挙の結果、供託物を没収された候補者は公費負担の対象から除外されます。

「今年は選挙がないから楽だね。」と

週３回体制の出前講座で、気が付けば統一地方選挙まで、あと２ヶ月というところまで来てしまいました。

昨年の衆院選や市長選とは違い、あらかじめ日程が分かっているとは言え、

何か見落としていることはないか

には、既に恒例となった西条駅街頭啓発を行います。３つの選挙に向けて皆様のご協力をお願いいたします。

編 集 後 記 

皆さんが所属されています団体のお仲間で、まだ、推進員でない方に、是非声をかけてみていただけますか

【 街 頭 啓 発 】 市内の駅や大型店舗において、政治参加、投票の呼びかけ

【 研 修 会 】 選挙に関する講演会や研修会へ参加

【きれいな選挙】 地域で啓発活動や、市選管へ選挙啓発に関する提案

集まれ！楽しみながら！仲間と一緒に！選挙啓発！

東広島市選挙管理委員会活動報告

公職選挙法の改正により市議会議員の選挙運動用ビラの頒布が解禁となりました

竹原市議会議員一般選挙開票視察
日（日）竹原市議会議員一般選挙の開票視察に、竹原市バンブージョイハイランドへ行ってき

ました。竹原市は、当日投票所の閉鎖時刻が本市より１時間早い１９時であることから、

始でしたが、開票所独特の緊張した空気に満ちていました。後で伺ったところによると、７月の豪雨災害

の影響で技術系の職員が災害復旧業務にかかりきりになったため、期日前を含めた選挙事務に従事でき

保育士・保健師・栄養士なども含めた市職員総動員体制をとられたこと、

だなどの苦労があったということでした。選挙管理委員の中には

する方がおられたこともあり、随行の職員へ

視察で統一地方選挙へ向けた心構えができたのではないかと思います。お忙しい中、視察を快く受

竹原市選挙管理委員会の皆様、ありがとうございました。

公職選挙法の改正により、平成３１

員の選挙から、候補者が選挙運動のためのビラ

立候補届出の際に選管から交付される証紙を貼る必要があり、

平成３１年４月２１日執行予定の

ます。頒布方法としては新聞折り込みのほか

の会場内、街頭演説の場所での配布に限定されます

制限はありませんが、ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名（法人の場合は名称）

及び住所の記載が必要です。 

ビラの作成費用については、条例の範囲において公費負担されます。

ただし、選挙の結果、供託物を没収された候補者は公費負担の対象から除外されます。

ら楽だね。」と

週３回体制の出前講座で、気が付けば統一地方選挙まで、あと２ヶ月というところまで来てしまいました。

とは違い、あらかじめ日程が分かっているとは言え、

何か見落としていることはないか

には、既に恒例となった西条駅街頭啓発を行います。３つの選挙に向けて皆様のご協力をお願いいたします。

 

皆さんが所属されています団体のお仲間で、まだ、推進員でない方に、是非声をかけてみていただけますか

市内の駅や大型店舗において、政治参加、投票の呼びかけ

選挙に関する講演会や研修会へ参加

地域で啓発活動や、市選管へ選挙啓発に関する提案

集まれ！楽しみながら！仲間と一緒に！選挙啓発！

～東広島市明るい選挙推進員随時募集しています～

東広島市選挙管理委員会活動報告

公職選挙法の改正により市議会議員の選挙運動用ビラの頒布が解禁となりました

竹原市議会議員一般選挙開票視察
日（日）竹原市議会議員一般選挙の開票視察に、竹原市バンブージョイハイランドへ行ってき

ました。竹原市は、当日投票所の閉鎖時刻が本市より１時間早い１９時であることから、

始でしたが、開票所独特の緊張した空気に満ちていました。後で伺ったところによると、７月の豪雨災害

の影響で技術系の職員が災害復旧業務にかかりきりになったため、期日前を含めた選挙事務に従事でき

保育士・保健師・栄養士なども含めた市職員総動員体制をとられたこと、

だなどの苦労があったということでした。選挙管理委員の中には

随行の職員へ

視察で統一地方選挙へ向けた心構えができたのではないかと思います。お忙しい中、視察を快く受

竹原市選挙管理委員会の皆様、ありがとうございました。

３１年３月１

員の選挙から、候補者が選挙運動のためのビラ

立候補届出の際に選管から交付される証紙を貼る必要があり、

平成３１年４月２１日執行予定の東広島市議会議員

ます。頒布方法としては新聞折り込みのほか

場所での配布に限定されます

制限はありませんが、ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名（法人の場合は名称）

条例の範囲において公費負担されます。

ただし、選挙の結果、供託物を没収された候補者は公費負担の対象から除外されます。

ら楽だね。」と周囲に言われ続けた昨年でしたが、７月の災害による動員や

週３回体制の出前講座で、気が付けば統一地方選挙まで、あと２ヶ月というところまで来てしまいました。

とは違い、あらかじめ日程が分かっているとは言え、

何か見落としていることはないかと緊張感を持って

には、既に恒例となった西条駅街頭啓発を行います。３つの選挙に向けて皆様のご協力をお願いいたします。

皆さんが所属されています団体のお仲間で、まだ、推進員でない方に、是非声をかけてみていただけますか

市内の駅や大型店舗において、政治参加、投票の呼びかけ

選挙に関する講演会や研修会へ参加

地域で啓発活動や、市選管へ選挙啓発に関する提案

集まれ！楽しみながら！仲間と一緒に！選挙啓発！

～東広島市明るい選挙推進員随時募集しています～

東広島市選挙管理委員会活動報告

公職選挙法の改正により市議会議員の選挙運動用ビラの頒布が解禁となりました

竹原市議会議員一般選挙開票視察 
日（日）竹原市議会議員一般選挙の開票視察に、竹原市バンブージョイハイランドへ行ってき

ました。竹原市は、当日投票所の閉鎖時刻が本市より１時間早い１９時であることから、

始でしたが、開票所独特の緊張した空気に満ちていました。後で伺ったところによると、７月の豪雨災害

の影響で技術系の職員が災害復旧業務にかかりきりになったため、期日前を含めた選挙事務に従事でき

保育士・保健師・栄養士なども含めた市職員総動員体制をとられたこと、

だなどの苦労があったということでした。選挙管理委員の中には

随行の職員へ質問が矢継ぎ早に飛んでいました。

視察で統一地方選挙へ向けた心構えができたのではないかと思います。お忙しい中、視察を快く受

竹原市選挙管理委員会の皆様、ありがとうございました。

１日以後その期日を告示される都道府県又は市の議会の議

員の選挙から、候補者が選挙運動のためのビラを頒布できるようになりました。

立候補届出の際に選管から交付される証紙を貼る必要があり、

東広島市議会議員一般

ます。頒布方法としては新聞折り込みのほか

場所での配布に限定されます。サイズはＡ４判以内で

制限はありませんが、ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名（法人の場合は名称）

条例の範囲において公費負担されます。

ただし、選挙の結果、供託物を没収された候補者は公費負担の対象から除外されます。

言われ続けた昨年でしたが、７月の災害による動員や

週３回体制の出前講座で、気が付けば統一地方選挙まで、あと２ヶ月というところまで来てしまいました。

とは違い、あらかじめ日程が分かっているとは言え、

と緊張感を持って

には、既に恒例となった西条駅街頭啓発を行います。３つの選挙に向けて皆様のご協力をお願いいたします。

皆さんが所属されています団体のお仲間で、まだ、推進員でない方に、是非声をかけてみていただけますか

市内の駅や大型店舗において、政治参加、投票の呼びかけ

選挙に関する講演会や研修会へ参加 

地域で啓発活動や、市選管へ選挙啓発に関する提案

集まれ！楽しみながら！仲間と一緒に！選挙啓発！

～東広島市明るい選挙推進員随時募集しています～

東広島市選挙管理委員会活動報告

公職選挙法の改正により市議会議員の選挙運動用ビラの頒布が解禁となりました

日（日）竹原市議会議員一般選挙の開票視察に、竹原市バンブージョイハイランドへ行ってき

ました。竹原市は、当日投票所の閉鎖時刻が本市より１時間早い１９時であることから、

始でしたが、開票所独特の緊張した空気に満ちていました。後で伺ったところによると、７月の豪雨災害

の影響で技術系の職員が災害復旧業務にかかりきりになったため、期日前を含めた選挙事務に従事でき

保育士・保健師・栄養士なども含めた市職員総動員体制をとられたこと、

だなどの苦労があったということでした。選挙管理委員の中には

質問が矢継ぎ早に飛んでいました。

視察で統一地方選挙へ向けた心構えができたのではないかと思います。お忙しい中、視察を快く受

竹原市選挙管理委員会の皆様、ありがとうございました。

日以後その期日を告示される都道府県又は市の議会の議

頒布できるようになりました。

立候補届出の際に選管から交付される証紙を貼る必要があり、枚数や頒布方法

一般選挙では

ます。頒布方法としては新聞折り込みのほか、

サイズはＡ４判以内で

制限はありませんが、ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名（法人の場合は名称）

条例の範囲において公費負担されます。

ただし、選挙の結果、供託物を没収された候補者は公費負担の対象から除外されます。

言われ続けた昨年でしたが、７月の災害による動員や

週３回体制の出前講座で、気が付けば統一地方選挙まで、あと２ヶ月というところまで来てしまいました。

とは違い、あらかじめ日程が分かっているとは言え、

と緊張感を持って準備を進める日々です。

には、既に恒例となった西条駅街頭啓発を行います。３つの選挙に向けて皆様のご協力をお願いいたします。

皆さんが所属されています団体のお仲間で、まだ、推進員でない方に、是非声をかけてみていただけますか

市内の駅や大型店舗において、政治参加、投票の呼びかけ

 

地域で啓発活動や、市選管へ選挙啓発に関する提案

集まれ！楽しみながら！仲間と一緒に！選挙啓発！

～東広島市明るい選挙推進員随時募集しています～

東広島市選挙管理委員会活動報告

公職選挙法の改正により市議会議員の選挙運動用ビラの頒布が解禁となりました

日（日）竹原市議会議員一般選挙の開票視察に、竹原市バンブージョイハイランドへ行ってき

ました。竹原市は、当日投票所の閉鎖時刻が本市より１時間早い１９時であることから、

始でしたが、開票所独特の緊張した空気に満ちていました。後で伺ったところによると、７月の豪雨災害

の影響で技術系の職員が災害復旧業務にかかりきりになったため、期日前を含めた選挙事務に従事でき

保育士・保健師・栄養士なども含めた市職員総動員体制をとられたこと、道路が復旧せず、う回路を

だなどの苦労があったということでした。選挙管理委員の中には

質問が矢継ぎ早に飛んでいました。

視察で統一地方選挙へ向けた心構えができたのではないかと思います。お忙しい中、視察を快く受

竹原市選挙管理委員会の皆様、ありがとうございました。 

日以後その期日を告示される都道府県又は市の議会の議

頒布できるようになりました。

枚数や頒布方法
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地域コミュニティフォーラム（中国ブロック）で事例発表を行いました
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理事会・協議会等の開催

平成

明るい選挙推進協議会理事会

（平成

の親で元小

えてこられたお二人に理事に加わっていただいたことにより、本協議会の一層の飛躍が期待されます。

ついて朝夕どちらがより効果的かについての議論が交わされました。

 

することの是非についての質問や、

ついて要望がありました。

 

 

 

理事会・協議会等の開催

平成 30 年度第

明るい選挙推進協議会理事会

（平成 30 年

公益財団法人

東広島市立磯松中学校３年

作に選ばれました。

県議選キャッチコピー

本年４月執行の統一地方選挙（広島県議会議員一

た啓発で目にする機会の多いものについて

〇一般部門

〇未来の有権者部門
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に行ったポン！学校のホームペ

ージに掲載してもらったんだポ

日には黒瀬特別支援学

着ぐるみ）

も一緒に出前講座に行ったんだ

理事の歌う「明るい

選挙の歌」とノリの良いめいす

いくんに、生徒から歓声が上が

 

 

12 月 6 日） 

（出前講座）

東広島市明

「でてこ

コンサートも

開催されました。岡田氏が制作された多数の楽曲のうちの一つと

して、明るい選挙の歌「明日に向かって」を紹介していただきま

明推協のブルゾンを着て会場を歩いていると「おっ、明推

と声をかけていただくこともあり、明推協の認知度の高さ

実感しま

１６回全国おやじサミットが開催されました。おやじサミッ

全国のおやじの会の皆さんが集まり

豊田高等学校

 

河内高

（出前講座） 

呉武田学園武田高等学校

「明日に向かって」を熱唱する岡田氏

１６回全国おやじサミットが開催されました。おやじサミッ

全国のおやじの会の皆さんが集まり

 

 

 

 

 

 

豊田高等学校出前講座

（平成 30

高等学校出前講座

（平成 30

呉武田学園武田高等学校

（平成 31

「明日に向かって」を熱唱する岡田氏

１６回全国おやじサミットが開催されました。おやじサミッ

全国のおやじの会の皆さんが集まり日ごろの活動を

 

 

 

 

 

出前講座 

30 年 12 月 18

校出前講座 

30 年 12 月 7

呉武田学園武田高等学校出前講座

31 年 1 月 10

「明日に向かって」を熱唱する岡田氏

１６回全国おやじサミットが開催されました。おやじサミッ

日ごろの活動を

  

18 日） 

7 日） 

出前講座 

10 日） 

「明日に向かって」を熱唱する岡田氏 

１６回全国おやじサミットが開催されました。おやじサミッ

日ごろの活動を


