
年度 事業名 講演テーマ

平成元年度 県市町村推協連総会 愛知県明るい選挙推進協議会副会長 前田 義夫 「なぜ選挙違反が無くならないか｡」

平成２年度 〃 ㈱福井新聞社政経部長 橋詰 武宏 「政局の動向について」

県民のつどい ＮＨＫ解説委員 前田 一郎 「転機に立つ日本」

平成３年度 県市町村推協連総会 福井放送㈱常務 中村 保之
「統一地方選を終わって
～テーマのない政治とくらし～」

県市町村推協連･町村部会合同研修会 福井県情報開発研究所所長 坪川 常春 「激動する政局と選挙と」

〃 ㈱福井カルチャークラブ社長 栗田 隆司 「上手な話合いのコツ」

平成４年度 県市町村推協連総会 ㈱福井新聞社監査役 土田 誠 「最近の国際情勢と政治」

県民のつどい 政治評論家 多田 実 「参議院選挙と今後の政権の行方」

青年推進員研修会 ㈱福井カルチャークラブ社長 栗田 隆司 「啓発と話し合い活動の進め方」

県市町村推協連･町村部会合同研修会 ㈱福井新聞社取締役 小林 巌 「民主主義の基盤･選挙制度について考える」

平成５年度 県市町村推協連総会 福井県立大学教授 伊藤 光彦 「選挙制度と政治のあり方･日欧比較」

ｼﾙバｰ･婦人ﾘｰダｰ研修会 福井ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送㈱解説委員 土田 誠 「最近の政治情勢について」

県民のつどい 政治評論家 高橋 祥起 「政治改革と政局展望」

県市町村推協連･町村部会合同研修会 ㈱福井新聞社取締役論説委員長 松島 翠 「政治改革と政局の行方」

平成６年度 県市町村推協連総会 福井県立大学助教授 島田 洋一
「日本社会の変革と選挙制度
～国際的視野で考える～」

ｼﾙバｰ･婦人ﾘｰダｰ研修会 福井ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送㈱解説委員 土田 誠 「最近の政治情勢について」

県民のつどい 信州大学教授 神田 禎之 「当面の政治情勢」

県市町村推協連･町村部会合同研修会 ㈱福井新聞社取締役論説委員長 松島 翠 「最近の政治情勢と新たな選挙制度」

平成７年度 県市町村推協連総会 福井ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送㈱解説委員 土田 誠 「最近の政治情勢について」

県民のつどい 明治大学教授 中邨 章 「当面の政治情勢」

県市町村推協連･町村部会合同研修会 福井県情報開発研究所所長 坪川 常春 「1996年日本はどうなる」

ｼﾙバｰ･婦人ﾘｰダｰ研修会 ㈱福井新聞社取締役論説委員長 松島 翠 「最近の政局と政治意識」

平成８年度 県市町村推協連総会 福井ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送㈱解説委員 土田 誠 「最近の政治情勢について」

3世代合同研修会 福井県情報開発研究所所長 坪川 常春 「政変」

県市町村推協連･町村部会合同研修会 ㈱福井新聞社取締役論説委員長 松島 翠 「97年政治と政治意識」

県民のつどい 福井県立大学教授 伊藤 光彦 「政治はおもしろい､選挙は楽しい」

平成９年度 県市町村推協連総会 福井ﾃﾚビジｮﾝ放送㈱事業局長 竹中 稔 「ﾃﾚビと選挙」

3世代合同研修会 ㈱福井新聞社取締役論説委員長 松島 翠 「最近の政治情勢について」

県民のつどい 関西大学総合情報学部教授 三宅 一郎 「政治参加と投票行動」

県市町村推協連･町村部会合同研修会 福井県立大学助教授 島田 洋一 「選挙制度の改革と投票率問題」

平成10年度 県市町村推協連総会 ㈱福井新聞社取締役論説委員長 松島 翠 「最近の政局と政治意識」

3世代合同研修会 日本放送協会解説委員 河崎曽一郎 「政局と選挙と世論」

県民のつどい 作家 石川 好 「民主主義における選挙とは何か」

県市町村推協連･町村部会合同研修会 政治評論家 多田 実 「参院選の投票率急上昇と民意」

平成11年度 県市町村推協連総会 ㈱福井新聞社論説副委員長 谷 節嶺 「最近の政局について」

3世代合同研修会 奈良大学教授 間場 寿一
「選挙の現状を考える
～一票への期待～」

県民のつどい 自治省行政局行政課理事官 田谷 聡 「分権型社会と地域住民の」

県市町村推協連･町村部会合同研修会 政治ジャーナリスト 神田 禎之 「最近の政局について」
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平成12年度 県市町村推協連総会 福井県明るい選挙推進協議会委員 中村 保之 「奇論・明るい選挙」

3世代合同研修会 ㈱福井新聞社論説委員 四戸 友也 「選挙制度と政治の動き」

県民のつどい 四日市市明るい選挙推進協議会会長 高橋 佳子 「みんなの組織 みんなで活動」

県市町村推協連･町村部会合同研修会 政治評論家 高橋 祥起 「参院選と２１世紀の政治展望」

平成13年度 県市町村推協連総会 福井県明るい選挙推進協議会委員 橋詰 武宏 「変わる政治」

3世代合同研修会 福井県明るい選挙推進協議会会長 中村 保之
「正月、ふるさとからの便りは悲しかった
～政界汚職・選挙違反と有権者～」

県民のつどい 奈良大学教授 間場 寿一
「選挙の現状と展望
～有権者の目線から考える～」

県市町村推協連･町村部会合同研修会 近畿大学法学部教授 喜多 靖郎 「これからの日本の政治と選挙」

平成14年度 県市町村推協連総会 ― ― （電子投票システムの実演）

3世代合同研修会 奈良県立大学名誉教授 橋爪 勝次 「『明るい』選挙と『快適生活』」

県民のつどい 電子投票普及協業組合岡山支部長 吉井 孝行 「電子投票への挑戦」

県市町村推協連･町村部会合同研修会 松阪大学政策学部教授 荒木 義修 「政界再編以降の有権者の動向と啓発活動」

平成15年度 明るい選挙青年推進員研修会
奈良県明るい選挙推進協議会会長
奈良県立大学名誉教授

橋爪 勝次 明るい選挙と青年のディベート力

県市町村推協連総会
㈱福井新聞社論説委員長
福井県明るい選挙推進協議会副会長

橋詰 武宏 「統一地方選挙をふりかえって」

3世代合同研修会
毎日新聞論説顧問
政治ジャーナリスト

神田 禎之 総選挙の結果とその展望

県民のつどい ― ―

県市町村推協連･町村部会合同研修会 政治評論家（元ＮＨＫ解説委員） 前田 一郎 今後の政局と参院選の展望

平成16年度 明るい選挙青年推進員研修会
福井県明るい選挙推進協議会副会長
㈱福井新聞社論説委員長

橋詰 武宏 自立社会へ「一歩進む」

県市町村推協連総会 福井県明るい選挙推進協議会副会長 郡谷 いさを 「明るい選挙の推進について」

3世代合同研修会 滋賀県立大学人間文化学部助教授 大橋 松行
「意識調査にみる有権者の選挙観
－滋賀県の事例を中心に －」

県民のつどい フリー政治ジャーナリスト 河崎 曽一郎
「どうなる？ 政治の流れ
～選挙と無党派の徹底分析も～」

県市町村推協連･町村部会合同研修会 日本大学法学部教授 岩井 奉信 「現代日本政治と政治改革のゆくえ」

平成17年度 明るい選挙青年推進員研修会
奈良県明るい選挙推進協議会会長
奈良県立大学名誉教授

橋爪 勝次 明るい選挙と青年のディベート

県市町村推協連総会
㈱福井新聞社論説委員長
福井県明るい選挙推進協議会副会長

橋詰 武宏 「市町村合併と選挙」

3世代合同研修会 福井県立大学経済学部講師 桑原 美香
「地方分権型社会への移行
～三位一体改革とは何か～」

福井市啓蒙公民館長
福井県明るい選挙推進協議会委員

野路 武夫 「住民参加によるまちづくり」

福井県明るい選挙推進協議会会長 中村 保之 「選挙公約と住民に求められる役割」

県民のつどい 明治学院大学法学部長 川上 和久 「第４４回総選挙での投票行動と選挙啓発のあり方」

県市町村推協連･町村部会合同研修会 同志社大学教授 新川 達郎 「ローカル・マニフェストとこれからの地方政治」

平成18年度 明るい選挙青年推進員研修会 福井大学教育地域科学部教授 横井 正信 若者と選挙

県市町村推協連総会
福井県明るい選挙推進協議会会長
㈱ＦＢＣ福放取締役

中村 保之
「次は統一地方選と参院選
～明るい選挙は自分への問いかけ～」

3世代合同研修会 （財）明るい選挙推進協会事務局長 松永 初巳
「（財）明るい選挙推進協会や全国の選挙啓発事例に
ついて」

県民のつどい
名古屋大学大学院法学研究科教授
名古屋市明るい選挙推進協議会会長

小野 耕二 「２１世紀の明るい選挙を目指して」

県市町村推協連･町村部会合同研修会 中京大学総合政策学部教授 桑原 英明 「分権化時代の自治体選挙行政」

平成19年度 明るい選挙青年推進員研修会
福井県明るい選挙推進協議会会長
㈱ＦＢＣ福放取締役

中村 保之 参院選がやってくる！

県市町選挙団体連合会設立総会 府中市選挙管理委員会委員長 鹿島 恒雄 「開票事務の改善について」

県民のつどい
落語家
東京都町田市議会議員

三遊亭 らん丈 「自由になるための投票」

県市町選挙団体連合会研修会 品川区明るい選挙推進協議会会長 石井 恒男 「品川区明るい選挙推進協議会の組織と活動状況」
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平成20年度 明るい選挙青年推進員研修会 琉球大学教育学部教授 島袋 純
「投票率の低下と民主政治の危機
～明推協活動の意義～」

県市町選挙団体連合会総会・研修会
福井県明るい選挙推進協議会会長
㈱ＦＢＣ福放取締役

中村 保之
「若者にまかせてみよう
～低投票率対策の秘策を探る～」

県市町選挙団体連合会研修会 川崎市選挙管理委員会事務局次長 小島 勇人
「選挙の管理執行における留意点及び管理執行上問
題となった事例について」

平成21年度 県市町選挙団体連合会総会・研修会
福井県明るい選挙推進協議会委員
福井大学教育地域科学部准教授

橋本 康弘 学校教育における有権者教育の現状と課題

県市町選挙団体連合会研修会 足立区選挙管理委員会事務局長 江口由紀夫 足立区の選挙啓発戦略と快速開票への挑戦

平成22年度 県市町選挙団体連合会総会・研修会 山口県明るい選挙推進協議会会長
九州国際大学法学部教授、やまぐち青年法政大学学長

平野 充好
青年法政大学における具体的取組みと今後の若年層
への啓発活動について

県市町選挙団体連合会研修会
早稲田大学マニフェスト研究所 次席研究員
（元徳島県川島町長）

中村 健 開票事務改善からはじまる地域主権

株式会社福井新聞社 論説委員長
（福井県明るい選挙推進協議会委員）

北島 三男
「有権者主権～漂流する選挙民～」 危うい「氷山社
会」に、有権者はいかに主権を発揮できるか

平成23年度 県市町選挙団体連合会総会・研修会 財団法人明るい選挙推進協会 常務理事 牧之内隆久 常時啓発のこれから

県市町選挙団体連合会研修会 宮崎県選挙管理委員会主査 濱川 哲一
口蹄疫被害の影響下で行われた参議院議員通常選
挙について

平成24年度 県市町選挙団体連合会総会・研修会 千代田区選挙管理委員会選挙主査 宮鍋 浩 被災地支援 岩手県大槌町の選挙について


