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第１２２号

平成２２年３月３１日発行

杉並区明るい選挙推進協議会

杉 並 区 選 挙 管 理 委 員 会

〒166-8570杉並区阿佐谷南 1-15-1
電話０３（３３１２）２１１１（代）

中学生の部

小学生の部

杉並区立三谷小学校６年

大西 恵理奈さん

杉並区立四宮小学校５年

猶原 美奈さん

杉並区立中瀬中学校２年

後藤 瑤子さん

杉並区立井荻中学校３年

若宮 郁子さん

杉並区立荻窪中学校３年

大塚 有美子さん

杉並区立三谷小学校６年

梅田 高資さん

★４頁にも作品の紹介をしています★
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神谷 光穂 さん 杉並区立杉並第一小学校１年 下岡 瑛子 さん 杉並区立杉並第二小学校２年

渡辺 建斗 さん 杉並区立杉並第十小学校６年 池田 夏野 さん 杉並区立桃井第三小学校６年

柴田 悠司 さん 杉並区立高井戸小学校６年 鈴木 雄介 さん 杉並区立富士見丘小学校６年

海老沢 結花 さん 杉並区立大宮小学校４年 松坂 はるか さん 杉並区立堀之内小学校５年

渋谷 みどり さん 杉並区立三谷小学校６年 丸山 華穂 さん 杉並区立三谷小学校６年

川嶋 凛 さん 杉並区立杉並第二小学校２年 岸 太陽 さん 杉並区立桃井第一小学校３年

中村 晶紀 さん 杉並区立三谷小学校６年 岩見 優志 さん 杉並区立桃井第一小学校３年

長谷川 舜 さん 杉並区立三谷小学校６年 泉 桃代 さん 杉並区立高井戸小学校６年

大坪 加奈 さん 杉並区立富士見丘小学校１年 片山 美麗 さん 杉並区立高井戸小学校６年

柏木 梨奈 さん 杉並区立富士見丘小学校６年 内藤 栄希 さん 杉並区立高井戸小学校６年

菊地 音々子 さん 杉並区立富士見丘小学校６年 松添 百華 さん 杉並区立高井戸小学校６年

安藤 かほり さん 杉並区立高円寺中学校２年 岩田 萌子 さん 杉並区立松溪中学校３年

宮本 悠衣 さん 杉並区立井荻中学校３年 若林 香織 さん 杉並区立井荻中学校３年

川本 真珠 さん 文化女子大学附属杉並中学校３年 木坂 咲生 さん 杉並区立中瀬中学校１年

沼田 大輝 さん 國學院大學久我山中学校１年 澤田 奏子 さん 國學院大學久我山中学校２年

石田 健悟 さん 國學院大學久我山中学校２年 小熊 悠介 さん 國學院大學久我山中学校２年

村田 有寿 さん 杉並区立高円寺中学校１年 中村 春佳 さん 杉並区立高円寺中学校２年

小野 麻美 さん 杉並区立中瀬中学校２年 中川 綾 さん 杉並区立中瀬中学校２年

小浦 篤 さん 杉並区立井荻中学校３年 能宗 那津子 さん 杉並区立井荻中学校３年

鈴木 大介 さん 杉並区立井荻中学校３年 保坂 駿介 さん 國學院大學久我山中学校１年

矢野 篤志 さん 國學院大學久我山中学校１年 塩田 隼也 さん 國學院大學久我山中学校２年

武蔵 勇輝 さん 國學院大學久我山中学校２年 稲葉 雄鵬 さん 國學院大學久我山中学校２年

※順不同

平成２１年度 明るい選挙啓発ポスターコンクール 審査結果発表
杉並区内の小・中学校あわせて３０校から３０４点の応募があり、入選・佳作・努力賞の合計６０点の作品が

選ばれました。多数の応募、ありがとうございました！！ ※入選作品は、１・４頁でご紹介しています。

★ 佳 作（１０点）

★ 努力賞（１２点）

★ 佳 作（１０点）

★ 努力賞（１２点）

学 校 協 力 賞
・杉並区立天沼中学校 ・杉並区立富士見丘小学校

・杉並区立神明中学校 ・國學院大學久我山中学校
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当日有権者数（人） 投票者数（人） 投票率（％） 前回投票率（％）

454,810 242,152 53.24 42.26

当日有権者数（人） 投票者数（人） 投票率（％） 前回投票率（％）

10,469,729 5,705,441 54.49 43.99

当日有権者数（人） 投票者数（人） 投票率（％） 前回投票率（％）

460,985 301,928 65.50 64.61 

当日有権者数（人） 投票者数（人） 投票率（％） 前回投票率（％）

10,601,391 7,035,805 66.37 65.59

東京都議会議員選挙は、平成 21 年 7 月 12 日に執行されました。本選挙は、
衆議院解散の時期をめぐる緊迫した政治情勢が続く中で政治や選挙に関心が高

まっていた最中の選挙であったため、投票率は前回選挙を上回る結果となりまし

た。

一方、国会では通常国会の会期延長後、衆議院解散の時期や総選挙の日程をめ

ぐって与野党の攻防が続いていましたが、7月 21日に衆議院が解散し、8月 30
日投開票の日程で執行されました。なお、8 月に選挙が執行されるのは明治 35
年以来 107 年ぶりのことでした。東京都議会議員選挙が民主党の大躍進に終わ
ったことにより、その後の衆議院議員総選挙は、政権交代となるかどうかが争点

となり、結果、国民の選挙への関心も高まり、投票率は前回とほぼ同様の高投票

率の結果となりました。

１．東京都議会議員選挙

杉並区（東京都第８区）投票結果

東京都全体

２．衆議院議員選挙

杉並区（小選挙区選出）投票結果

東京都全体
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小学生の部 入選作品 中学生の部 入選作品

明るい選挙啓発

ポスターコンクール表彰式

平成 21年 12月 4日（金）に、杉並区役所に
おいて明るい選挙啓発ポスターコンクールの

表彰式を行いました。

表彰された方は入選した 16 名、学校協力校
4校です。
また、杉並区教育長賞の大塚 有美子さん、

杉並区入選の神長 千穂さんは、東京都審査に

てそれぞれ優秀賞、入選を受賞されました。

杉並区立三谷小学校６年

鈴木 健太さん

杉並区立杉並第六小学校３年

有賀 楓夏さん

杉並区立富士見丘小学校６年

関 千夏さん

杉並区立高井戸小学校６年

関 小春さん

杉並区立高円寺中学校２年

神長 千穂さん 國學院大學久我山中学校１年

茂木 聖親さん

杉並区立中瀬中学校２年

佐藤 るいさん

杉並区立東田中学校３年

宝徳 優季さん

文化女子大学附属杉並中学校３年

倉田 真子さん
杉並区立井荻中学校３年

楠 美沙緒さん

お 知 ら せ

平成２２年１月２０日付で、選挙管理

委員会委員長の交代がありました。

新委員長 押村 貞子


