明るい選挙推進協会の
選挙制度啓発事業について
公益財団法人明るい選挙推進協会

1．はじめに
明るい選挙推進協会は、全国の都道府県・市
区町村の「明るい選挙推進協議会」を会員とし
た公益財団法人です。明るい選挙推進運動の全
国組織として、明るい選挙の実現を目標に、全
国約 8 万人のボランティアの方々と共に活動し
ています。
全国のボランティアの方々は、各自治体に設
置されている「明るい選挙推進協議会」の委員、
推進員、協力員等として、各地域において「明
るい選挙推進運動」を展開しています。
明るい選挙推進協会は、これらの団体に冊子
や啓発資材を送ったり、委員等の研修会を開催
するなどの支援を行うほか、総務省、各自治体

の選挙管理委員会、その他同様の活動趣旨を持

つNPO団体等と連携し、国民一人ひとりが社会
に参加し、自ら考え、自ら判断する自立した主

権者をつくるため、種々の事業を行っています。
「明るい選挙」とは、有権者が主権者として

の自覚を持って進んで投票に参加し、選挙が公
明かつ適正に行われ、私たちの意思が正しく政
治に反映される選挙のことです。そして、これ
を進めるための行政と民間が一体になった運動
を「明るい選挙推進運動」といいます。この運

動の目的は、①選挙違反のないきれいな選挙を

行うこと、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（政治意識の向上）です。

歴史を振り返りますと「明るい選挙推進運動」
は、はじめ「公明選挙運動」と呼ばれて、昭和
27年から始まりました。その後、
昭和40年に「明
るく正しい選挙推進運動」と呼ばれることにな
り、さらに昭和49年に簡素化され、
「明るい選挙
推進運動」となりました。
昭和27年当時は、悪質な事前運動等の選挙違
反が横行しており、国民の間で「選挙を何とか
しなければ」という声が強まっていました。そ
こで、元文部大臣の前田多門などの有志によっ
て国民運動として展開され、言論、実業、経済、
婦人等各界の全面的な支持を受けて、昭和27年
に「公明選挙連盟」が結成されました。
昭和29年には、公職選挙法が改正され常時啓

発（常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常
識の向上に努めること）が法制化されました。

このような動きに呼応して、全国各地で民間

団体である「明るく正しい選挙推進協議会」が
活動し始めました。昭和40年には、全国の都道
府県の協議会等が集まって、この運動の原動力

となる機関として「明るく正しい選挙推進全国
協議会」が発足、その後、
「明るい選挙推進協議
会」と名称を変更しました。

「公明選挙連盟」と「明るい選挙推進協議会」

は、ともに選挙啓発の民間運動を進めましたが、
昭和51年、発展的に解散、合併し、新たに「財

団法人明るい選挙推進協会」が設立されました。
平成25年には、国の公益法人制度改革に伴い、

9 月20日に内閣総理大臣より「公益財団法人」と

しての認定を受け、10月 1 日から「公益財団法人

明るい選挙推進協会」として再スタートしました。
平成23年に総務省に設置された「常時啓発事

業のあり方等研究会」が出した最終報告では、

「これからの運動は、あらゆる世代において自立

した主権者をつくることを目指し、新たなステー
ジ「主権者教育」の一翼を担うものであるべき」
としています。当協会もこれに則り、自立した
主権者づくりに貢献すべく努めています。

本稿では、先ず全国市町村振興協会の助成を

得て実施している「選挙制度啓発事業」の具体
的な事業についてご紹介させていただきます。

の周知徹底を図ることを目的として、市区町村
明るい選挙推進協議会等の活動を支援するため、
講師・アドバイザーを招聘して、研修会・学習会・

講演会等を開催する場合に要する経費について、
予算の範囲内で助成を行うこととしています。
①対象者

助成の対象者は、市区町村の明るい選挙推

進協議会（明るい選挙の推進を主たる目的と

する白ばら会、若者啓発グループ等を含む。
）
②対象事業

助成対象事業は、①総務省の「常時啓発事

業のあり方等研究会」最終報告書にある、社

2 ．市区町村明るい選挙推進研修会等
開催支援事業
市区町村の振興を図り、地方団体の政治が地
方分権の時代にふさわしいものとなるよう、地
域住民の有権者としての自覚と政治意識を高め
るため、民主政治の根幹である選挙制度の一層
表

平成28年度
団体名

会参加の促進や政治的リテラシーの向上など
の主権者教育を内容としたもの。②市区町村
明るい選挙推進協議会の設置又は組織・活動
の活性化に資するもの。③営利を目的としな
いもの。これらの要件を充足する研修会等と
しています。
平成28年度の実績は、次表に掲げる通りです。

市区町村明推協研修会等開催支援事業
研修名

滋賀県都市選挙管理委 滋賀県都市選挙管理委員会連絡協議会
員会連絡協議会
委員研修会
広島県東広島市

東広島市明るい選挙推進大会

鹿児島県明るい選挙推 鹿児島県明るい選挙推進協議会出水支
進協議会出水支会
会 指導者研修会

実施日

講師（敬称略）

4 月28日

中京大学総合政策学部准教授
市島宗典

5 月13日

公益財団法人明るい選挙推進協会
理事長 牧之内隆久

5 月19日

北九州政策法務自主研究会世話人
森幸二

静岡県焼津市

平成28年度焼津市明るい選挙推進協議
会総会及び研修会

5 月26日

わかもののまち静岡代表理事
土肥潤也

栃木県栃木市

平成28年度栃木市明るい選挙推進協議
会総会および研修会

8 月10日

宇都宮大学地域デザイン科学部教授
中村祐司

東京都八王子市

八王子市明るい選挙推進協議会推進委
員研修会

9 月23日

川崎市選挙アドバイザー
小島勇人

岐阜県岐阜市

平成28年度岐阜市明るい選挙推進大会

10月25日

岐阜大学教育学部教授

10月26日

川崎市選挙アドバイザー
小島勇人

静岡県東部明るい選挙 平成28年度女性・青年の集い
推進協議会

須本良夫

長崎県佐世保市

選挙権年齢引下げに伴なう家庭の役割に
ついての講演会

兵庫県宝塚市

平成28年度第 1 回市民教養講座

11月21日

ＮＨＫ解説副委員長

神奈川県川崎市

平成28年度白ばらセミナー

11月25日

明治大学文学部特任教授

愛知県東海市

東海市・知多市明るい選挙推進協議会
合同研修会

11月28日

愛知学院大学総合政策学部教授
森正

広島県北広島町

北広島町明るい選挙推進大会

12月 2 日

広島市明るい選挙推進協議会会長・
元中国新聞社論説委員 大平泰

東京都町田市

2016年度白ばら講座

12月 4 日

㈱ゼルビアホームタウン推進課長
星大輔

11月12日

KURASOU. 代表

藤岡聡子
島田敏男
藤井剛

神奈川県藤沢市

第47回藤沢市明るい選挙推進大会

東京都練馬区
静岡県中部明るい選挙
推進協議会
神奈川県厚木市
東京都板橋区
東京都三鷹市

平成28年度明るい選挙政治教養講座
平成28年度静岡県中部明るい選挙推進
協議会指導者養成講習会
平成28年度厚木市明るい選挙推進協議
会指導者養成研修
平成28年度板橋区明るい選挙推進大会
政治教養講座

東京都台東区

台東区明るい選挙推進協議会講演会

3 ．有権者等に対する街頭啓発事業の
支援事業
選挙啓発の取組みを計画的・意欲的に進める

年を迎える「めいすい（明推）くんについてご
紹介いたします。

① 「明るい選挙」の周知及び政治・投票離れ

1 月23日
3 月11日
3 月17日

ＮＨＫ解説委員 太田真嗣
弁護士・法学館法律事務所所長
伊藤真
ＮＨＫ解説副委員長 島田敏男

市区町村等を支援するため、希望する市区町村
の中から選定の上、明るい選挙のイメージキャ

ラクターめいすい（明推）くんの着ぐるみを作
成・配布しています。

めいすいくんを活用した街頭での選挙啓発イベント

ここで、平成12年 4 月に誕生して間もなく18

NPO法人Youth Create代表
原田謙介
12月10日 ＮＨＫ解説副委員長 島田敏男
（一社）
選挙制度実務研究会代表理事
12月12日
小島勇人
学生団体ivote 原田竜馬他 4 名
1 月19日
12月 4 日

選挙啓発イベントでのめいすいくん活用事業

②

キャラクター紹介

・名称は「選挙のめいすい（明推）くん」です。
・体型は、投票の際になくてはならない「投
票箱」がモチーフとなっています。

の著しい若年層や未成年者を対象にビジュア

・頭部のたて皴 2 本は投票用紙挿入口を表し、

浸透を図るため、市区町村選挙管理委員会

・明るい選挙の実現を願う天使を表すため、

だくために、また、有権者に身近に接してい

・目は明るい未来を見据えています。また、

くようイメージキャラクター「選挙のめいすい

・全体の色使いは明日を照らす明るい太陽を

ルな面から「明るい選挙」のイメージの定着、
等において統一的に啓発活動に使用していた
る市区町村等を通じて幅広く活用していただ
（明推）くん」を作成いたしました。

鍵が尻尾になっています。

背中に純白の羽が生えています。

表情を豊かにするために瞳を付けています。
イメージして、黄金色になっています。

・胸に書かれた「せんきょ」の文字が有権者

に選挙への参加を呼び掛けています。ただ

し、上記は標準仕様時ですので、この部分
に関しては各選挙管理委員会等で自由に書
き換えていただいて活用してもらっていま
「選挙のめいすいくん」

す。
（例：○月◎日投票日等）

③

ご当地「めいすいくん」

平成16年 6 月に秋田県で誕生した「なま

はげめいすいくん」が最初のご当地めいす

いくんで、その後各地でご当地めいすいく
んが誕生しています。使用する年や選挙を

限定したものを含めて現時点で把握できて

いるものは、47のご当地めいすいくんとなっ
ています。
（ 各キャラクターは当協会ホーム

ページに掲示していますのでご覧ください。
）

4．
「くらしの中の選挙」の作成・配布
市区町村は住民に最も密接な地方団体として、
選挙啓発に果たす役割は非常に大きいものです。
日頃から、各地域ごとの話し合い活動、座談会
の開催、新成人に対する有権者用啓発パンフ
レットの作成配布、明るい選挙推進委員の研修、
政治家からの寄附禁止の周知や事業所等を通じ

5 ．フォーラムの開催
地域で明るい選挙推進運動を進めるリーダー

の養成を目的に 2 種類のフォーラムを開催して
います。

活動事例の発表やワークショップなどを行い、

政治や選挙に関する知識の伝授だけでなく、参

加型学習やNIE（教育に新聞を）の活用等を図
ることとしています。
①

地域コミュニティフォーラムの開催

市区町村の明るい選挙推進協議会メン

バーや各種ボランティア活動に参加してい
る者で明るい選挙推進運動に関心のある者
等を対象として、明るい選挙に関する講演、
活動の進め方等についての話し合いを内容
としたフォーラムを毎年全国 7 ブロックで
開催しています。

ての従業員に対する投票参加の呼びかけ等、各
市区町村がその地域に対応した特徴あるきめ細
かな活動を展開していますが、所要の啓発資料、
資材を十分に確保できない現状にあります。
そこで当協会としては、このような市区町村
の積極的な取組を全国的視野に立って支援する
ために、当面地域づくりの団体、自治会、町内会、
PTA、青年会、婦人会、老人クラブ等各種団体・
グループのリーダーに対し、最近の制度改正も

地域コミュニティフォーラム

織り込みわかりやすい「くらしの中の選挙」
（改

訂版）を作成、配布し、その内容を十分熟知し
てもらい、各種団体・グループの構成員に周知

することによって、住民に選挙に対する関心や

②

若者リーダーフォーラムの開催

政治的関心、投票義務感、政治的有効性

意識を高め、投票率の向上を図ることとしてい

感覚が低いため、若者の投票率は低いもの

5 千部（平成28年度実績）を配布しています。

各地域に、若者が若者に働きかける「若

ます。市区町村からの希望部数に基づき、37万

となっています。

者啓発グループ」を育成することが必要と

され、既に全国に46団体の若者グループが
誕生していますが、こうした「若者グルー

プ」の設立を促し、メンバーを確保し、リー
ダーを養成することが求められています。

運動に参加している大学や各種団体で活

動している若者を対象とし、若年層の投票
率向上策などを検討する等のフォーラムを
毎年 5 ブロックで開催しています。

調査の上「選挙啓発事例集」としてとりまとめ、
配布し、各市区町村の選挙関係機関（選挙管理

委員会及び地域の明るい選挙推進協議会）の選
挙啓発事業の強化・拡大を図ることとしています。

8 ．その他の主要事業
全国市町村振興協会からの助成事業を中心に

ご紹介いたしましたが、このほかの主な事業と
若者リーダーフォーラム

6 ．政治・選挙に関する国民の意識調
査の実施
当協会では、衆議院議員総選挙、参議院議員
通常選挙や統一地方選挙の直後に、有権者の投
票行動と意識を探り、今後の選挙啓発活動に資
するため、意識調査を実施しています。
この意識調査は、公明選挙連盟時代の昭和35
年11月20日執行の第29回衆議院議員総選挙か
ら実施してきています。戦後の選挙（国政、統
一地方）について、継続して実施してきた唯一
無二の調査といわれ、恒久的な実施が望まれて
います。また、回答結果を時系列に見ていくこ
と等が可能であり、その時々の有権者の政治等
に対する考えを伺い知ることができます。特に

学術研究に携わっている政治学者、学生等から

しては、以下のような事業があります。
①

学習情報誌の発行

情 報 誌「Voters」
（ A 4 判28頁 ） を 年 6

回発行し、全国の明るい選挙推進協議会関
係者、地方公共団体の議員、図書館、公民
館、報道機関、関係個人に配布しています。
“考える主権者をめざす”をコンセプトに、
政治・選挙をめぐる諸問題や、海外のシティ
ズンシップ教育などを紹介するとともに、
毎号特集テーマを設けて識者の見解などを
掲載しています。
平成28年度の特集テーマ
・31号 「報告

全国フォーラム」

・32号 「参議院選挙に臨んで」
・33号 「参院選と18歳選挙権をふりかえる」
・34号 「若者の選択とその意識」
・35号 「主権者教育をふりかえる」
・36号 「ポピュリズムを考える」

の調査に対する信頼は高く、たびたび論文等へ
の引用に利用されています。その利用は近年で

は、報道関係者、選挙運動関係者（政党選対関
係者）等への広がりもみせています。

調査の分析にあたっては、現在東京大学大学
院社会科学研究所准教授及び埼玉大学教授にお
願いしています。

成果物は、当初より全国の選挙管理委員会、

大学等研究機関、報道関係、関係個人に配布し
ております。

7 ．事例集の作成配布
各地の先導的な選挙啓発活動事例の積極的な

情報提供を求める市区町村からの要望が多く、

②

インターネットによる情報提供

明るい選挙に関する各種情報を広く周知

するため、ウェブサイトにおいて、明るい

選挙の意義、シティズンシップ教育、投票

率などの各種選挙に関する情報を発信して

います。

また、SNS「Facebook」に協会ページを

開設し、各地の活動やイベントなどの情報
及び関連ニュース等を紹介しています。
③ 明るい選挙啓発ポスターコンクール

子どもの頃から主権者であるという自覚

を持たせるため、また、子どもの取り組み

を通じて保護者の選挙への関心も高まるこ
とを期し、全国の小中高校生を対象に「明

るい選 挙 」 をテー マとするポスター コン
クールを行っています。

ポスターコンクール作品①

④

啓発資料・資材の作成配布

国民の政治・選挙に関する意識の向上を図

るため、新有権者に社会や政治に関心を持っ
てもらうためのパンフレットや、政治家からの

新有権者向パンフレット

平成28年度では、9,280校、157,296人（前
年度より231校、11,656人の増）からの応募

があり、文部科学大臣・総務大臣賞（連名）
18人、公益財団法人明るい選挙推進協会会

長・都道府県選挙管理委員会連合会会長賞

（連名）60人を表彰いたしました。また、大

臣賞・会長賞受賞作品をまとめた「平成28年
度明るい選挙啓発ポスターコンクール全国優

秀作品集」を24,000部作成・配布しております。
表彰された作品は、各地の選管でカレン

ダーやポスターなどの啓発資材として使用
されています。

ポスターコンクール作品②

寄附の禁止を周知するためのリーフレットなど
の資料を作成・配布しているほか、各地の選

管や明るい選挙推進協議会が街頭啓発等を行

う際に配布する啓発グッズも作成しています。

寄附禁止周知リーフレット

⑤

明るい選挙推進優良活動表彰

各地で行われている明るい選挙推進運動

の中から、他の模範とするにふさわしい活

動を表彰して、活動の前進、拡大を図るこ
とを目的に、毎年度、
「明るい選挙推進優良
活動表彰」を実施しています。

応募方式により募集し、協会内に設けた

選考委員会で選考、最終的には理事会で表
彰団体を決定しています。事業を開始した

平成18年度から28年度までに優良活動賞を
75団体、優良活動奨励賞を 7 団体が受賞さ
れています。

テージ「主権者教育」へ向かわなければならな
い。
」と提言しました。

また、平成27年 6 月、公職選挙法が改正され

たことにより、70年ぶりに選挙権年齢が18歳に

引下げられたことを受けて「主権者教育」の必
要性が一段と高まっています。

平成28年の参議院議員通常選挙、昨年の衆議

院議員総選挙で「18歳選挙権時代」がスタート

しており、
「主権者教育」に向けて、市区町村の
選管・明るい選挙推進協議会が実施する小中高
校への選挙出前授業も増加し、高等学校には国
から副教材の提供などが実施されています。将

来を担う子どもたちにも、早い段階から社会の

9．結び
平成23年12月総務省に設置された「常時啓発
事業のあり方等研究会」は『
「明るい選挙推進
運動」は、その初期においては、国民の認知度
も高く、戦後民主主義の発展に大きく寄与して
きた。しかし、運動開始後60年を経て、時代も
変わり、政治課題も変わった。原点に立ち帰っ
て、そのあり方を考えるべき時である。』として、
「社会に参加し、自ら考え、自ら判断する自立
した主権者をつくることを目指して、新たなス

一員、主権者という自覚をもたせるとともに、
若者から高齢者まで、常に学び続ける主権者を
育てることを謳う「常時啓発事業のあり方等研
究会」報告書を踏まえ、今後とも、この運動を
継続・邁進してまいります。どうか皆様のご支
援をお願い申し上げます。
最後に、ご紹介した選挙制度啓発事業の実施
は、一般財団法人全国市町村振興協会の格別の
ご高配によるものであり、また、
「会報」への寄
稿の機会をいただき、深く感謝申し上げて、結
びといたします。

