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参議院議員通常選挙にかかる臨時啓発事業 (実績)

1.ポスターの掲示

総務省作成のポスターを県、市町、公共施設、主要官公署 。事業所、 」R等 に掲示する。

県選管 (地方書記室含む)で 8, 990枚 、市町選管で 6, 190枚 、合計  15, 180
枚 を配布 した。

2.啓発ステ ッカーの掲示

県内のタクシ‐にステ ッカーを掲示 し、投票 日の周知 と投票総参加 を呼びかけた。

(掲示依頼先〉
・長崎市タクシー協会  1, 700枚
・佐世保市タクシー協会  650枚
・長崎県タクシー協会  1, 000枚

3。 中吊 り広告の掲示

」R、 路面電車、長崎バス及び県営バスの車内に中吊 り広告を掲示 した。

(掲示依頼先〉
・ JR
・路面電車
・長崎バス

・県営バス

4.電 光掲示板による啓発

街頭等の電光掲示板で啓発 を行い、投票 日の周知 と投票総参加 を呼びかけた。

(掲示依頼先〉
。近畿産業信用組合長崎支店 (大 波止電停前 )

・大村競艇場

5.商店街特大啓発垂幕の設置
ベルナー ド観光通 り (長 崎市内)に特大 (タ テ 2m× ヨコ 3.6m)の 啓発 垂幕を設置 し

た。

(掲示期間)7月 1日 (金)～ 7月 10日 (日 )

6 .県庁舎懸垂幕の設置

県庁本館 に懸垂幕 を設置 した。

7.街頭パ レー ド・街頭啓発

県内各ブロックにおいて、啓発物資を配布 して投票総参加 を呼びかけた。
・長崎地区  7月 2日 (土)13:00～  浜の町アエケー ドで選挙啓発パ レー ド

7月 7日 (木 )13:30～  鉄橋で街頭啓発

7月 8日 (金 )13:30～  鉄橋で街頭啓発

7月 9日 (土 )13:00～  鉄橋又は夢彩都で街頭啓発
・県北地区 7月 3日 (日 )10:00～  島瀬公園で街頭啓発
・ 島原地区 7月 2日 (土)14:00～  イオ ン有家店等で街頭啓発
・五島地区 7月 2日 (土)11:00～  浦桑シ ョンピングプラザで街頭啓発

7月 3日 (日 )11:00～  五島シティモール及びエ レナ福江店で

街頭啓発
・奄岐地区  7月 2日 (土 ) 8:30～  市内商業施設で街頭啓発

・対馬地区 7月 2日 (上)11:00～  上下両地域の商業施設で街頭啓発
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※ 啓発物資作成数



ポケッ トティッシュ… 28
瞬間冷却パ ック……… 1
風船…………………… 5

100個
760個
200個

8.イ ンターネ ットホームページ

県のホームページに参議院選挙の情報 (過去の投票率や選挙結果等)を掲載 し、投票 日当日

は、投開票速報を掲載 した。
バナー広告を市町、県関係団体、県地方機関、大学等のHPに掲載を依頼と

9 .ツ イッター

ツイ ッターを利用 して選挙情報を随時発信 した。

10.新 聞広告

5新聞 (朝 日

(掲載 日〉 7
崎、西 日本、毎 日、読売)の広告欄に啓発広告を掲載 した。

日 (土 )朝刊

長

９
ヽ
月

11.県 広報テ レビ・ラジオ番組 による啓発

県広報テ レビ、ラジオ番組内において選挙啓発 を行つた。

一 NBCラ ジオ 「県庁タイムス」
6月 22日 ～ 6月 24日 、 6月 27日 ～ 7月 1日

及び 7月 4日 ～ 7月 8日 に放送
・ FMラ ジオ 「サタデーチャン トボ ツクス」

6月 25日 (土 )、 7月 2日 (土 )及 び 7月 9日 (上 )に放送
・長崎新聞 と西 日本新聞の 「県か らのお知 らせ」

6月 23日 (木 )、 6月 30日 (木)及び 7月 7日 (木 )に掲載
・「あつぷる」県か らのお知 らせ コーナー

7月 4日 (月 )イこ放送

12.啓 発ポスター移動展

啓発ポスター移動展を開催 し、投票 日の周知 と投票総参加 を呼びかけ
‐
た。

・長崎市中央公民館   6月 22日 (水 )～ 6月 27日 (月 )

・対馬市交流センター  7月  1日 (金 )～ 7月  3日 (日 )

・時津町役場      7月  6日 (水 )～ 7月  9日 (上 )

13.コ ンビニエンスス トア レジ啓発
コンビニエンスス トア (ロ ー ノン及びファミリーマー ト)の ス トア レジ画面に選挙啓発画面

を掲示

(県 内箇所数〉
・ ロー ノン     104店 舗
・ ファミリーマー ト 157店 舗

14.電 子オ リコミサー ビス 「ShufOol」

主に主婦層を対象 とした電子オ リコミサー ビス 「ShufOol」 (登録 していれば毎 日近所の商

業チラシが 自宅のパ ソコンやスマー トフォンに自動的に配信 され るサー ビス)で選挙啓発の電

子チラシを配信 した。

(配信回数 )

2回 (6月 24日 ・ 7月 9日 )

※平成 28年 1月 現在の長崎県内登録者数 約 3.8万 人

15,NTTド コモ・ ソフ トバ ンクお知 らせメール

NTTド コモ携帯利用者の 18歳 ～ 39歳及び ソフ トバ ンク携帯利用者 の 20歳～ 39歳 の方

に対 し選挙期 日周知のメールを送信 した。
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・合計約 10万人にメールを送信。
・送信 日 7月 9日 (上 )

16,大 学学食テーブル等に ミニのば り

県内大学の協力を得て、大学学食の各テーブル等に ミニのば り (400本 )を 配置 した (県

内H大学で実施予定)。

選挙啓発ポスターの学内掲示 も依頼 した。

17.高 等学校及び小中学校 と連携 した啓発

県内の高等学校及び小中学校 と連携 して選挙啓発 を実施 した。

【教育庁等を通 して、高等学校に下記を依頼】
1.全クラス内における選挙啓発ポスターの掲示
2.3年 生クラス内にお ける選挙啓発タペス トリの掲示
3.3年 生生徒に対する選挙啓発 リーフレッ トの配布
4.保護者あて投票参加依頼文書の送付
5.校 内放送による選挙啓発

【教育庁等を通 して、小中学校に下記を依頼】
1.保護者へのお知 らせ

(内 容)保護者の方が投票所で投票する際に、生徒 (児 童)の 同伴が可能にな りました。
2.生徒 (児 童)へのお知 らせ

(内 容)保護者の方 と投票所に行つて、投票の様子を見ることができます。      
イ

18.県 内諸団体 (機 関)への啓発協力依頼

県内主要団体・機 関・事業所 に対 し、職員・従業員の投票総参加 と投票 日の周夫日について協

力依頼 を行 う。

デパー ト、スーパーに対 して、ポスターの掲示 と店内放送 を依頼。

19.地 方書記室による啓発

各地方書記室において、ポスター配布、懸垂幕等掲示、公用車巡回などを行 うほか、独 自に

企画立案 した啓発 を行った。

○主なもの                    ゝ

(県 北地方書記室〉
・佐世保市内で65,000部発行の情報誌 「ライフさせば」に広告掲載
・ コミュニティFM(は っぴ ぃFM)に スポッ トCM
・ケーブルテ レビ (テ レビ佐世保)に スポ ッ トCM

〈島原地方書記室〉
・地元 2社 のケーブルテ レビにスポ ン トCM

・原稿 を作成 し、 FMラ ジオで放送を依頼 した

く五島地方書記室〉

・特産品を用いて啓発物資を独 自作成

〈壱岐地方書記室 )

。壱岐ケーブルテ レビに出演 して投票参加等を呼びかけた
。高校生が利用す る路線バス内にポスターを掲示

(対馬地方書記室〉
うガ ノノンスタン ド等へ啓発物資を配置 し配布
・FaceboOkを 利用 して l辻有時情報発信 した。
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