
港北明推第 13 号 

令和３年１月 22 日 

 

自治会・町内会長 各位 

 

港北区明るい選挙推進協議会 

会長    秋 本 健 一 

 

 

港北区明るい選挙推進協議会推進員の推薦について（依頼） 

 

 

 時下 ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より明るい選挙の推進に

多大な御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、港北区明るい選挙推進協議会の推進員につきましては、各自治会・町内会よ

り御推薦をいただき委嘱しておりますが、令和３年度に開催される定例会議をもって

任期満了となります。 

 つきましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、別添の『推進員の推薦について』

を御参照のうえ、貴自治会・町内会より次期の推進員を御推薦くださいますよう、お

願い申し上げます。 

 

 

【送付書類】 

 １ 推進員の推薦について（資料１） 

 ２ （現）地区代表名簿（資料２） 

 ３ （現）推進員名簿（資料３） 

 ４ 地区別推進員数（資料４） 

５ 港北区明るい選挙推進協議会チラシ（資料５） 

 ６ 自治会・町内会推進員推薦名簿（別紙１） 

 ７ 返信用封筒 

 

 

連絡先：港北区明るい選挙推進協議会事務局 

（港北区役所総務課統計選挙係） 

担  当：安田・村山 

電 話：540-2213 

ＦＡＸ：540-2209 



 港北区明るい選挙推進協議会 

自治会・町内会推進員推薦名簿 

（提出先） 

港北区明るい選挙推進協議会 会長 

（連合地区名・自治会町内会名）               

（自治会・町内会長名）              

          （連絡先）                     

別紙１ 

No 氏　　　　　　名 住　　　　　　　　　　　　　所 電　話　番　号 備　　考

1
フリガナ：

フリガナ：

フリガナ：

フリガナ：

フリガナ：



港北区明るい選挙推進協議会 

推進員の推薦について 
 

１ 推薦にあたって 

  現推進員名簿を参考に、積極的に活動していただける方の選任をお願いいたします。

また、選任にあたり各地区の明推協代表と協議していただけると幸いです。 

 

２ 推進員推薦人数 

  区内約 150 の自治会町内会から、１名ずつ推薦いただくことを基本としますが、世帯

数の多い自治会町内会等で、複数名の適任者がいる場合は、複数名推薦いただくことも

可能です。また、諸事情により推薦ができない場合には、「自治会・町内会推進員推薦名

簿」の欄外にその旨を記入し御提出ください。 

 

３ 推薦の要件 

選挙時に選挙運動等を積極的に行う方は、避けてくださいますようお願いいたします。 

 

４ 推薦日程 

（１）自治会・町内会からの推薦名簿の提出期限 

   令和３年３月 31日（木）  

（２）推進員への委嘱日及び任期 

   令和３年度に開催される定例会議から翌々年の定例会議までの２年 

 

５ 提出先 

  港北区役所 総務課統計選挙係（担当：村山） 

  ※『自治会・町内会推進員推薦名簿』を同封の返信用封筒にて御返送ください。 

 

６ 推進員の主な活動内容 

（１）選挙時の街頭啓発 

（２）各種イベント、研修会等への参加 

（３）明るい選挙推進大会への参加 

（４）その他啓発活動への参加 

 

 ※詳細は、裏面をご覧ください。 

資料１ 



 
定例的な会合の開催頻度 

区単位の会合 地区単位の会合 
港北区明るい選挙推進大会（年１回）  

 
年間行事（令和元年度の実績） 

４月  

５月  

６月 
・ふるさと港北ふれあいまつり 
（例年、ブース出展をしています。各地区の推進員の方にも応援をお願いする予定です。） 

７月 
 

８月 
 

９月 
 

10 月 
 

11 月 
・横浜市明るい選挙推進大会 
（市内 18 区の推進員を対象に開催し、選挙に関する講演会等を行います。） 

12 月 
 

１月 
 

２月 
 

３月 
・港北区明るい選挙推進大会 

（講師を招き、選挙に関する研修会等を行います。）  
  ※令和元年度は新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。 

※この他、地域のお祭りでの啓発活動をお願いする場合があります。 
 



（令和２年度）

役職名 地区名 氏名 フリガナ

会長 大倉山 秋本　健一 ｱｷﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

副会長 菊名 篠﨑　元彦 ｼﾉｻﾞｷ ﾓﾄﾋｺ

副会長 樽町 横溝　和子 ﾖｺﾐｿﾞ　ｶｽﾞｺ

日吉 小野　寛子 ｵﾉ　ﾋﾛｺ

綱島 遠藤　茂喜 ｴﾝﾄﾞｳ　ｼｹﾞｷ

大曽根 倉持　威 ｸﾗﾓﾁ　ﾀｹｼ

師岡 木須　彌 ｷｽ　ﾋｻｼ

篠原 山本　陽 ﾔﾏﾓﾄ　ｱｷﾗ

城郷 防後　優子　 ﾎﾞｳｺﾞ　ﾕｳｺ

新羽 坂倉　幹夫 ｻｶｸﾗ　ﾐｷｵ

新吉田 安部　功 ｱﾍﾞ　ｲｻｵ

新吉田あすなろ 竹田　尚司 ﾀｹﾀﾞ　ｼｮｳｼﾞ

高田 村山　正和 ﾑﾗﾔﾏ　ﾏｻｶｽﾞ

港北区明るい選挙推進協議会　地区代表名簿

資料２



現推進員名簿
資料３

（敬称略）

自治会・町内会名 名前 自治会・町内会名 名前 自治会・町内会名 名前
日吉本町東町会 米川　武夫 綱島温泉町自治会 猿渡　功 表谷町内会 萩原　久代  
日吉本町東町会 田辺　兼恭 綱島温泉町自治会 杉村　陽子 表谷町内会 渡辺　貴士
日吉本町東町会 船井　洋子 綱島中町自治会 池谷　誠 表谷町内会 岩﨑　明文
日吉本町東町会 細谷　光男 綱島中町自治会 小泉　美知子 大倉山ハイム町内会 永野　和子
日吉本町東町会 白鳥　千代子 綱島中町自治会 佐藤　誠三 大豆戸町内会 宮岡　君子
日吉本町東町会 鈴木　恵理子 綱島東町自治会 石川　扶美子 大豆戸町内会 仁司　信夫
日吉本町西町会 梅川　なつよ 綱島東町自治会 世良田　惟代 大豆戸町内会 篠﨑　元彦
日吉本町西町会 永山　完治 綱島東親和会 結城　三四治 大豆戸町内会 篠﨑　由美子
日吉本町西町会 青　博孝 綱島東親和会 長友　美和子 大豆戸町内会 蔭山　マサ子
日吉本町西町会 大友　裕 綱島上町自治会 竹生　寿夫 大豆戸町内会 𠮷𠮷田　亙
日吉本町西町会 中鉢　紀久雄 綱島上町自治会 小川　良枝 大豆戸町内会 吉屋　榮治
日吉本町西町会 小嶋　雅晴 綱島上町自治会 細野　八重子 大豆戸町内会 田丸　純子
日吉本町西町会 西　正敏 親友会 渡辺　広美 大豆戸町内会 阿部　和子
日吉町自治会 仲田　慶助 綱島西広町自治会 吉原　健一 大豆戸町内会 入江　勝通
日吉町自治会 片野　芳昭 綱和会 早川　秀子 大豆戸町内会 小澤　康子
日吉町自治会 森　正和 北綱島自治会 柴田　雅代 大豆戸町内会 望月　美知代
日吉町自治会 原　照夫 綱島住宅自治会 村上　峯明 大豆戸町内会 吉田　清子
日吉町自治会 森　茂 綱島本町自治会 米澤　文子 大豆戸町内会 三瓶　高子
日吉町自治会 板垣　義昭 綱島本町自治会 小澤　松江 ふじ町内会 片岡　信恵
日吉町自治会 石田　太一郎 グリーンサラウンドシティ 渡辺　啓 新横浜町内会 横溝　一則
日吉台町内会 西山　鞆江 新吉会 遠藤　茂喜 新横浜町内会 堀内　良昭
日吉台町内会 佐藤　康弘 大曽根上町会 北川　公生 新横浜自治会 村松　和恵
日吉台町内会 石川　柏 大曽根親交会 石田　和子 新横浜自治会 加藤　英美
日吉台町内会 佐藤　利夫 大曽根六地区町会 小林　武志 泉ヶ丘町内会 柳田　利子
日吉町宮前自治会 加藤　勝己 大曽根中町会 新海　次郎 打越町内会 大屋　春樹
日吉町宮前自治会 松井　邦子 大曽根東会 多田　十郎 打越町内会 山田　忠男
日吉町宮前自治会 水上　稔 大友会 深瀬　ミチ子 師岡南町内会 鈴木　大茂
日吉町宮前自治会 高倉　真澄 大曽根新生会 武藤　雅恵 師岡南町内会 有田　昭典
日吉町宮前自治会 加藤　史子 盟友会 宮崎　勇二 師岡南町内会 是永　信枝
日吉町宮前自治会 小川　伊津子 大曽根南台町内会 西村　重弘 師岡南町内会 畑野　恵子
日吉町宮前自治会 中村　ひろみ あけぼの会 軸原　敏枝 師岡南町内会 藤井　康美
日吉町宮前自治会 佐相　幸子 中央懇話会 城山　しず江 師岡仲町内会 後藤　洋右
日吉町宮前自治会 宮本　美穂 ガーデンズ会 倉持　威 師岡仲町内会 阿部　隆
日吉町宮前自治会 松村　匤子 大曽根自治連合会 玉木　忠秋 師岡仲町内会 鈴木　善枝
日吉町宮前自治会 菊池　瑞子 大曽根上本町会 鈴木　豊 師岡表谷町内会 丸本　君雄
日吉町宮前自治会 市之川　仁美 樽町町内会 市川　智美 師岡表谷町内会 加藤　治
日吉町宮前自治会 上村　友美恵 樽町町内会 大谷　ノリ子 師岡表谷町内会 上田　三夫
常盤会自治会 寺澤　照男 樽町町内会 横溝　まさみ 市之坪町会 小沢　みつ枝
常盤会自治会 鬼崎　貞夫 樽町町内会 山中　砂織 市之坪町会 飯田　洋美
下田町自治会 髙橋　定雄 琵琶畑自治会 奈良　優子 太尾中町会 寺田　直行
下田町自治会 前島　宏行 樽町第一親和会 藤田　淑子 太尾中町会 安藤　健雄
下田町自治会 森　敏雄 樽町第三親和会 渡邊　千恵子 太尾宮前町会 秋本　健一
下田町自治会 讃井　真人 大倉山自治会 及川　英紀 太尾宮前町会 香西　光男
サンヴァリエ日吉自治会 黒田　喬治 大倉山自治会 倉屋　勇治 太尾宮前町会 山本　奈緒美
サンヴァリエ日吉自治会 内田　晃 ガーデンコート自治会 関口　珠美 太尾下町会 二宮　豊
サンヴァリエ日吉自治会 坂元　貞也 大倉山喜久和会 漆原　稔 太尾下町会 柴田　美明
箕輪町町内会 菊池　陽子 大倉山喜久和会 清水　浩 太尾南町会 白井　道也
箕輪町町内会 武藤　恵子 菊名北町町内会 山田　保司 太尾南町会 谷本　眞知子
箕輪町町内会 瀬尾　ゆかり 菊名北町町内会 島村　敏子 太尾南町会 花岡　正敏
箕輪町町内会 森木　亜希子 菊名北町町内会 小泉　シゲ子 太尾南町会 須藤　英義
箕輪町町内会 奥山　ゆかり 菊名北町町内会 長井　貞道 太尾西町会 岡田　勝美
箕輪町町内会 田中　智恵子 菊名北町町内会 増田　ひろみ 太尾西町会 奥村　征男
箕輪町町内会 河村　由紀子 菊名北町町内会 本岡　廣子 太尾新和会 簗瀬　義郎
箕輪町町内会 増井　光美 菊名北町町内会 羽草　洋子 大倉山白樺町会 辻　義貞
箕輪町町内会 木下　晃 菊名北町町内会 藤田　涼子 大倉山白樺町会 山本　比呂志
箕輪町町内会 池田　勝基 錦が丘町内会 伊藤　明男 大倉山白樺町会 中山　ちかゑ
日吉第７コーポ自治会 岡崎　富美子 表谷町内会 浦田　美行 神明町会 黒川　和則
日吉第７コーポ自治会 大島　忠男 表谷町内会 竹内　久美 エクステ大倉山自治会 恒吉　恵子



現推進員名簿
資料３

（敬称略）

自治会・町内会名 名前 自治会・町内会名 名前
秀和大倉山レジデンス自治会 奥原　恵美子 新吉田第四自治会 杉山　通
大倉山明和会 田中　剛 新吉田中央町内会 和田　雅子
大倉山明和会 白井　史 新吉田中央町内会 中村　悦男
大倉山コーポラス自治会 渡辺　雄菜 新生町内会 稲垣　守明
菊名南町自治会 青木　利夫 新生町内会 中村　知子
富士塚自治会 小池　靖子 新生町内会 波多野　くに子
富士塚自治会 小林　八千代 新吉田町会 小林　利夫
富士塚自治会 森川　利夫 新吉田町会 山本　矩子
富士塚自治会 山本　陽 新吉田町会 日永　利孝
富士塚自治会 八尾　敬子 新吉田町会 土志田　勉
篠原西町自治会 森田　憲司 新吉田町会 小泉　康雄
仲手原南自治会 伊藤　学 新吉田南町会 末永　佑己
篠原ｺｰﾎﾟﾗｽ自治会 三澤　容一 新吉田第一町内会 竹田　尚司
篠原ｺｰﾎﾟﾗｽ自治会 安藤　章夫 新吉田第一町内会 岸　ユキ江
篠原町グリーンコーポ自治会 川邉　英孝 新和会 田坂　昌穂
篠原町自治会 森田　正昭 新和会 小野　澄枝
篠原台町自治会 立野　京子 いつな町内会 穴原　信子
仲手原自治会 久保寺　功 いつな町内会 宇田　洋子
篠原東自治会 北原　知子 綱島パークホームズ自治会 柄澤　雄一郎
小机東町内会 中臣　典子 グリーンコーポ綱島自治会 山口　陽誼
小机東町内会 古田島　陽子 フォルム綱島クレスタワーズ自治会 内藤　範博
小机堀崎町内会 宮浦　巨周 ライネスハイム綱島町内会 山田　文子
小机宿根町内会 河野　誠治 イトーピア綱島自治会 須山　草平
小机土井町内会 日下部　明美 高田町内会 桑名　孝治
小机愛宕町内会 不破　敏之 高田町内会 須賀　直比古
鳥山町自治会 串田　時江 高田町内会 遠藤　照
鳥山町自治会 蛭田　勇治郎 高田町内会 宮田　正
新羽町中之久保町内会 小山　定雄 高田町内会 宮田　利一
新羽町中之久保町内会 鈴木　京子 高田町内会 高橋　俊明
新羽町中之久保町内会 町田　順子 高田町内会 高須　和男
新羽町南町内会 中村　俊幸 高田町住宅自治会 田中　紀子
新羽町南町内会 藤田　淳 高田町住宅親交会 杉本　佳世子
新羽町中央町内会 柳下　和子 高田町住宅親交会 小河　千代美
新羽町中央町内会 中村　明 高田東町会 青木　次雄
新羽町大竹町内会 長谷川　直美 高田町親和会 森田　量子
新羽町大竹町内会 中山　大成 高田町親和会 岩根　祐子
北新羽町内会 西山　良雄 高田中央町内会 佐藤　勝子
北新羽町内会 坂倉　アキ 高田中央町内会 竹内　勝輝
北新羽町内会 植野　順子 高田中央町内会 小岩　すえ子
新羽町自治会 松本　陽子 自治会しらさか 田村　容子
新羽町自治会 蒲生　百合 高田西原自治会 下澤　良造
クリオ新横浜北自治会 大信田　雅伸
クリオ新横浜北自治会 神澤　誠
新吉田本町町内会 豊田　光雄
新吉田本町町内会 栗原　一年
新吉田本町町内会 菱沼　百合子
新吉田本町町内会 森田　由紀子
新吉田本町町内会 下田　健二
新吉田第二町内会 長瀬　由美子
新吉田第二町内会 金子　ゆみ子
新吉田北部町内会 根津　紀子
吉住会 中村　隆
新吉田東町会 青柳　信雄
新吉田町西部町内会 齊藤　弘
新吉田町西部町内会 山本　公夫
新吉田町西部町内会 萩生田　守男
新吉田町西部町内会 田中　勇
新吉田第四自治会 津國　慶三



港北区明るい選挙推進協議会地区別推進員数 

（令和２年 11月 20日現在） 

 
地区名 推進員数（名） 

日 吉 58 

綱 島 21 

大曽根 14 

樽 町 10 

菊 名 37 

師 岡 13 

大倉山 25 

篠 原 15 

城 郷 8 

新 羽 16 

新吉田 27 

あすなろ 11 

高 田 18 

推進員数合計 273 
 

資料４ 



資料５

★明推協のメンバーは？

選挙時には、一人でも多くの有権者に忘れずに投票へ行ってもらうよう駅
前や商店街などで、推進員が投票の呼びかけを行っています。

★選挙のない時も、次のような活動を行っています
１ 区民まつりに出展

まつり会場にブース出店を行い、キャラクター人気投票等を通して啓発
活動を行います。

２ 投票器材貸出し
小・中学校、高等学校の生徒会選挙の際に、投票器材を貸し出し、若い

世代に選挙への関心を高めます。
３ せんきょフォーラム

区内の小・中学校、高等学校において、投票の大切さを伝える出前授業
を行います。

★明るい選挙推進協議会とは？
不正のないきれいな選挙の実現と、民主主義の基本となる有権者の
積極的な投票参加を目指して活動している団体です。（略して「明
推協」とも呼びます）

★選挙では忘れずに投票を！
投票は一人ひとりが直接、政治参加できる貴重な機会です。納税額や男女の区
別なく一票が行使できる選挙が実現（昭和20年）するまでには、大正デモクラ
シーなどの普通選挙獲得への長い歴史がありました。
この一票をぜひ大切に、必ず投票に行きましょう。

連絡先

港北区明るい選挙推進協議会事務局 TEL：540－221３～2215

★明推協のメンバーは？

区民まつりの様子（新横浜駅前広場にて）
せんきょフォーラムの様子
（大綱中学校にて）

各自治会・町内会から推薦された方が推進員となって、活動しています。

★明推協はこんな活動をしています
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