
臨時啓発事業計画
県内一斉街頭啓発における啓発

市区町村名 実施日時 実施場所 参加予定人員数 参加予定団体名 実施内容

千葉市
令和元年7月13日（土）
午後2時～午後3時

千葉市動物公園 約 20 人
千葉市選挙管理委員会
千葉市明るい選挙推進協議会等

来園者に対し、啓発物資の配布及び投票の呼びかけを行う。

千葉市中央区
令和元年7月13日（土）
午前10時30分～午前11時30分

京成千葉駅西口改札周辺 約 30 人
中央区選挙管理委員会
中央区明るい選挙推進協議会
中央区選挙管理員会事務局

通行人に対して啓発物資を配布し、投票参加を呼びかける。

千葉市花見川区
令和元年7月13日（土）
午前9時～午前10時

東京大学旧緑地植物実験所 約 10 人
千葉市花見川区選挙管理委員会
千葉市花見川区明るい選挙推進協議会

イベント「観蓮会」参加者へ啓発物品を配布するとともに、参議院議員選挙へ
の関心が高まるよう啓発を行う。

千葉市稲毛区
令和元年7月13日（土）
午前9時～午前9時30分

ＪＲ稲毛駅
イオン稲毛店前

24 人
稲毛区明推協委員
稲毛区選挙管理委員会委員
稲毛区選挙管理委員会職員

歩行者に対し啓発物資を配布するとともに、第25回参議院議員通常選挙の投
票日及び投票できる時間並びに期日前投票等の例外的な投票制度等の周知
をはかる。また、選挙違反のないきれいな選挙の実現を呼びかける。

千葉市若葉区
令和元年7月13日（土）
午前9時～午前10時

ＪＲ都賀駅周辺歩道上 10人～15 人
千葉市若葉区明るい選挙推進協議会
千葉市若葉区選挙管理委員会

歩行者に啓発物資を配布し、選挙の周知や投票への参加を呼び掛ける。

千葉市緑区
令和元年7月10日（水）
午後5時30分～午後7時

鎌取駅
誉田駅
土気駅

10 人
明るい選挙推進協議会
緑区選挙管理委員会

啓発物資の配布。

千葉市美浜区
令和元年7月13日（土）
午前11時～正午

ＪＲ京葉線　稲毛海岸駅前 15 人
美浜区明るい選挙推進協議会
美浜区選挙管理委員会

駅前周辺において、のぼり旗を立て啓発物資を配布する。

銚子市
令和元年7月13日（土）
午後3時～午後4時

イオンモール銚子 約15～20 人
選挙管理委員会事務局
明るい選挙推進協議会

啓発物資の配布。

市川市
令和元年7月13日（土）
午後3時～午後4時

ニッケコルトンプラザ 約30 人
市川市明るい選挙推進協議会
地域協力者
選挙管理委員会事務局

啓発物資の配布及び投票日の周知を行う。

船橋市
令和元年7月13日（土）
午後2時～午後3時頃

船橋駅南口・北口 13 人
選挙管理委員会
明るい選挙推進協議会
選挙管理委員会事務局

啓発物資の配布により、投票日周知及び投票参加の徹底を行う。

館山市
令和元年7月13日（土）
午前11時～正午

イオンタウン館山 6 人
館山市明るい選挙推進協議会
安房地域振興事務所

来店する有権者への啓発物資の配布。

木更津市
令和元年7月13日（土）
午後1時30分～午後3時30分

イオンタウン木更津朝日　南側出入
口付近

25 人 木更津市明るい選挙推進協議会
木更津市選挙管理委員会及び木更津市明るい選挙推進協議会の名入りはん
てんを着用し、啓発物資を配布しながら有権者（通行人）に対して投票日等の
周知を図り、棄権防止及び投票参加を呼びかける。

松戸市
令和元年7月20日（土）
午前10時30分～正午

松戸駅東西デッキ 約30 人 松戸市明るい選挙推進協議会
松戸市明るい選挙推進協議会委員と共に、啓発物資の配布および投票の呼
び掛けを実施。

野田市
令和元年7月6日（土）
又は7月13日（土）
午後2時頃～午後8時頃

市内スーパー等　12店舗 45 人 明るい選挙推進協議会委員
・歩行者、買い物客への選挙期日の周知及び啓発物資の配布。
・明推協のチョッキや半纏を着用し、呼びかけを行う。
・店内放送の依頼。

茂原市
令和元年7月13日（土）
午後4時～午後5時頃

茂原ショッピングプラザアスモ
カインズホーム

約50 人
明るい選挙推進協議会
職員等

各啓発場所において、歩行者や来客者に対して啓発物資を配布する。

成田市
令和元年7月13日（土）
午後2時～午後3時頃

成田市名のショッピングモール・スー
パー等

40 人
成田市選挙管理委員会委員
成田市明るい選挙推進協議会委員

選挙啓発物資（ポケットティッシュ等）の配布及び投票への呼びかけを行う。

佐倉市
令和元年7月13日（土）
午後1時30分～午後3時10分

京成佐倉駅周辺
佐倉南図書館
レイクピアウスイ
京成ユーカリが丘駅周辺
京成志津駅周辺

35 人
佐倉市選挙管理委員会
佐倉市明るい選挙推進協議会

投票日を記載した啓発物資を配布し、投票日の周知を図る。

東金市
令和元年7月13日（土）
午後3時～午後4時

市内スーパー（スーパーせんどう東
金プラザ店・サンピア）
道の駅（みのりの郷東金）

50 人
東金市選挙管理委員会
東金市明るい選挙推進協議会

物資については県からの啓発物資を利用する。
明推協の委員を中心に投票日や期日前投票の周知を図る。



臨時啓発事業計画
県内一斉街頭啓発における啓発

市区町村名 実施日時 実施場所 参加予定人員数 参加予定団体名 実施内容

旭市
令和元年7月13日（土）
午後3時45分～午後4時45分

ショッピングセンターサンモール 約 10 人 旭市選挙管理委員会
市内の商業施設にて来館者に啓発物資を配布し、参議院議員選挙の周知と、
投票の棄権防止を呼びかける。

習志野市
令和元年7月13日（土）
①午前11時～午前11時45分
②午後1時15分～午後2時

①イオンタウン東習志野
②イトーヨーカドー津田沼店

48 人 習志野市明るい選挙推進協議会
期日前投票所として利用する商業施設にて、ご当地キャラの着ぐるみも用い啓
発物資を配布、投票の呼びかけを行う。

柏市
令和元年7月13日（土）
午後1時30分～午後2時30分

柏駅周辺 40 人
柏市明るい選挙推進協議会
柏市選挙管理委員会

チラシ、ティッシュ、ウェットティッシュ、冷却シートの配布。

勝浦市
令和元年7月13日（土）
午後4時～午後4時30分

株式会社ハヤシ　勝浦店 2 人

勝浦市
いすみ市
大多喜町
御宿町
夷隅地域振興事務所

チラシ、ティッシュ、ウェットティッシュ、冷却シートの選挙啓発物資配布。

市原市
令和元年7月13日（土）
①～④午前10時～午前11時30分
⑤～⑦午後3時～午後4時30分

①Ｔ－ＭＡＲＴ
②マックスバリュ辰巳台店
③ウエルシア市原牛久店
④ミヤマ牛久店
⑤アリオ市原
⑥ユニモちはら台
⑦イトーヨーカ堂姉崎店

94 人 市原市明るい選挙推進協議会 啓発物資の配布。

流山市
令和元年7月13日（土）
午後3時～午後4時頃

流山おおたかの森駅自由通路 30 人 流山市明るい選挙推進協議会 啓発物資の配布、選挙期日及び投票時間の周知。

八千代市
令和元年7月13日（土）
①午後1時～午後2時
②午後3時～午後4時

①八千代台駅・勝田台駅
②八千代中央駅・八千代緑が丘駅

60 人
八千代市明るい選挙推進協議会
八千代市選挙管理委員会

駅周辺にてティッシュを配布。

我孫子市
令和元年7月13日（土）
午前11時～午後5時頃

市内5ヵ所 53 人
我孫子市明るい選挙推進協議会
我孫子市選挙管理委員会

啓発物資の配布や広報車を活用した選挙啓発を行う。

鴨川市
令和元年7月13日（土）
午前11時～正午頃

ベイシア鴨川店 6 人
鴨川市選挙管理委員会委員
鴨川市選挙管理委員会事務局職員

啓発物資の配布と投票の周知呼びかけ。

鎌ケ谷市
令和元年7月13日（土）
午前11時～正午

新鎌ケ谷駅周辺 20 人 鎌ケ谷市明るい選挙推進協議会 啓発資材配布。

君津市
令和元年7月13日（土）
午前10時～正午

大型スーパー、ホームセンター、大
型直売所、市内全域

21 人
君津市明るい選挙推進協議会
君津市（市職員）

大型スーパー、ホームセンター、大型直売所店頭での啓発物資の配布及び投
票呼びかけ、市内全域での広報車による啓発。

富津市
令和元年7月13日（土）
午前11時～正午頃

市内大手スーパー 15 人
富津市明るい選挙推進協議会
富津市

店内入口等で投票日等を記載した啓発物を配布し、投票を呼びかける。

浦安市
令和元年7月13日（土）
午後1時30分～午後2時30分

浦安駅前
新浦安駅前

合計 40 人
（各駅 20 人）

浦安市選挙管理委員会
浦安市明るい選挙推進協議会

声掛け及び啓発物資の配布。

四街道市
令和元年7月13日（土）
午後3時～午後4時

市内大型店舗出入口 20 人
四街道市選挙管理委員会
四街道市明るい選挙推進協議会
四街道市職員

啓発物資を配布し選挙への関心を高め、投票参加への声掛けを行う。

袖ケ浦市
令和元年7月13日（土）
①午前8時～午前10時
②午前10時～正午

①袖ケ浦バスターミナル
②スーパー等店頭（市内5店舗）

① 87 人
② 24 人

選挙管理委員会委員
明るい選挙推進協議会委員

街頭啓発。

八街市
令和元年7月13日（土）
午前10時30分～15時30分

イオン八街店
タイヨー八街店
ベイシア八街店
カインズホーム八街店

16 人 明るい選挙推進協議会委員 来店者へ啓発物資を配布し、投票への呼びかけを行う。



臨時啓発事業計画
県内一斉街頭啓発における啓発

市区町村名 実施日時 実施場所 参加予定人員数 参加予定団体名 実施内容

印西市
令和元年7月13日（土）
午後2時～午後3時まで

ＢＩＧＨＯＰ
ジョイフル本田
イオンモール
ナリタヤ印旛日本医大前店

約 30 人 印西市明るい選挙推進協議会 上記店舗において、選挙期日の広報及び投票の呼びかけを実施。

白井市
令和元年7月13日（土）
午後3時～午後4時

市内店舗２箇所（東武ストア白井店、
トウズ白井駅前店）

約 17 人
白井市選挙管理委員会（補充員含む）
白井市明るい選挙推進協議会

市内店舗において、啓発テープによる投票呼びかけ及び啓発物資の配布。

富里市
令和元年7月13日（土）
午後3時～午後4時

市内スーパー 2 人 富里市選挙管理委員会
市広報車による投票参加の呼びかけ及び啓発物資の配布により投票日の周
知を図る。

南房総市
令和元年7月13日（土）
午前9時～午後4時

市内全域 2 人 南房総市選挙管理委員会事務局 市内全域を啓発テープを流しながら、巡回する。

匝瑳市
令和元年7月13日（土）
午前11時～午後１時

ふれあいパーク八日市場 7 人 選挙管理委員会 チラシ、啓発物資（ティッシュ、ウエットティッシュ）の配布。

香取市
令和元年7月13日（土）
午前11時～正午

ショッピングモールサワラシティ 約 10 人 香取市明るい選挙推進協議会 来店者に啓発物資を配布しながら、投票への参加を呼びかける。

山武市
令和元年7月13日（土）
午前11時～正午

本須賀海水浴場駐車場（本須賀海
水浴場ブルーフラッグ取得記念イベ
ント会場）

20 人
山武市選挙管理委員会
山武市明るい選挙推進協議会

同日開催のブルーフラッグ取得記念イベントの来場者に啓発物資等を配布す
る。

いすみ市
令和元年7月13日（土）
午後1時～午後4時30分

勝浦市
いすみ市
大多喜町
御宿町

10 人

夷隅地域振興事務所
勝浦市
いすみ市
大多喜町
御宿町

・各市・町のスーパー等でチラシ、啓発物資の配布。
・広報車等による街頭啓発。
・せんきょ君による啓発。

大網白里市
令和元年7月13日（土）
午前11時～正午

イオン大網白里店
ベイシア大網白里店

8 人
大網白里市明るい選挙推進協議会
大網白里市選挙管理委員会

利用者が多い時間帯に店先にて啓発物品の配付を通じて選挙期日を周知す
る。

酒々井町
令和元年7月13日（土）
午後5時～午後6時

ＪＲ酒々井駅周辺 8 人
選挙管理委員会委員
補充員
選挙管理委員会事務局職員

啓発物資を配布し、投票を呼びかける。

栄町
令和元年7月13日（土）
午前11時～正午

町内のスーパー等 8 人 栄町選挙管理委員会 来店者への選挙啓発。

神崎町
令和元年7月13日(土）
午前11時～正午

ナリタヤ神崎店前
セブンイレブン神崎店前

約 10 名
神崎町選挙管理委員会
神崎町明るい選挙推進委員会

歩行者等に啓発物資を配布するとともに、参議院議員通常選挙の投票日、午
後８時まで投票できること、期日前投票も午後８時までできることなどの周知を
図り、投票を呼びかける。

多古町
令和元年7月13日（土）
午前11時～正午

道の駅多古
町内のスーパーマーケット3か所

18 人 多古町明るい選挙推進協議会 啓発物資の配布による投票参加の呼びかけ。

東庄町
令和元年7月13日（土）
午前11時～午前11時30分

町内のスーパー 4 人 選挙管理委員会委員および書記 ティッシュ、ウェットティッシュ等をチラシとともに配布し、啓発活動を行う。

九十九里町
令和元年7月13日（土）
午後3時～午後5時

町内スーパー（２ヶ所） 10 人
九十九里町選挙管理委員会
九十九里町明るい選挙推進協議会

店頭にて啓発物資を配付。

芝山町
令和元年7月13日（土）
午前11時～午後2時

道の駅風和里しばやま 2 人 芝山町選挙管理委員会 啓発物資の配布

横芝光町
令和元年7月13日（土）
午前10時～午前11時

町内の大型スーパー 約 15 人
選挙管理委員会
明るい選挙推進協議会
横芝光町

啓発物資の配布、投票の棄権防止の呼びかけ。

一宮町
令和元年7月13日（土）
午後3時～午後4時

せんどう一宮店
JR上総一ノ宮駅
ヤックス一宮店

20 人
一宮町役場
一宮町選挙管理委員会
一宮町明るい選挙推進協議会

啓発物資（ティッシュ・風船等）の配布。



臨時啓発事業計画
県内一斉街頭啓発における啓発

市区町村名 実施日時 実施場所 参加予定人員数 参加予定団体名 実施内容

睦沢町
令和元年7月13日（土）
午後2時30分～午後3時30分

睦沢マーケットプレイス 20 人
睦沢町選挙管理委員会
明るい選挙推進協議会
睦沢町選挙管理委員会事務局

啓発物資の配布、呼びかけ周知。

長生村
令和元年7月13日（土）
午前9時～午後3時

村内全域 2 人
長生村明推協
長生村選管

・啓発用広報車による巡回。
・JR八積駅前などで、啓発物資の配布、棄権防止の呼びかけ。

白子町
令和元年7月13日（土）
午後1時～午後3時

町内スーパー等駐車場 4 人 白子町選挙管理委員会 ハンドマイク等での呼びかけ　啓発物配付。

長柄町
令和元年7月13日（土）
午前10時～午後3時

町内 4 人
選挙管理委員会
明るい選挙推進協議会

広報カ―による宣伝、啓発物資、チラシ配布による啓発。

長南町
令和元年7月13日（土）
午前7時～午前8時

長南町長南
小沢のコンビニ駐車場

10 名
長南町選挙管理委員会委員
補充員
職員

町内コンビニエンスストアの協力を得て、入り口・駐車場内において啓発物資を
配布し、参議院議員通常選挙に対する関心を高める。

大多喜町
令和元年7月13日（土）
午後1時30分～午後4時

大多喜ショッピングセンターオリブ
他

約 10 名

夷隅地域振興事務所
勝浦市
いすみ市
大多喜町
御宿町

大型店舗等で啓発物資を配布する。
また同時に、広報車による啓発も実施する。

御宿町
令和元年7月13日（土）
午後3時～午後3時30分

スーパーおおたや 2 人

夷隅地域振興事務所
いすみ市
勝浦市
大多喜町
御宿町

各市町のスーパーで啓発広報を実施します。また、「せんきょちゃん」の着ぐる
みを活用しティッシュ、チラシ等を配布します。

鋸南町
令和元年7月13日（土）
午後3時～午後4時

町内の商店街及びスーパー等の周
辺

5 人
選挙管理委員会
総務企画課

啓発物資の配布。


