
 

令和元年度 第１１回 明るい選挙啓発標語 応募作品の紹介 

 

苫小牧市選挙管理委員会賞 

（一般の部）  

一票も 積もれば大山 動かせる 

 林 隆光 さん （苫小牧市柏木町） 

 

苫小牧市明るい選挙推進協議会賞 

（児童・生徒の部）  

一票に 思いをのせて 投票へ 

            近藤 芦羽
ろ わ

 さん（市立泉野小学校４年） 

 

苫小牧市明るい選挙推進協議会長賞 

 この国の 未来決めるの 私たち  

石崎 麻衣 さん（苫小牧中央高等学校２年） 

 

 選挙権 １８からだよ 覚えてる 

           兼好 一夫 さん（苫小牧中央高等学校１年） 

 

 

 



他の応募作品 

（一般の部） 

・今の世も 次の世にも まず一票 

・次の世の 幸せ願いて その一票 

・投票は 未来を変える 第一歩 

・１票を重ねて作る住みよい社会 

・託された票が背を押すあなたの議会 

・一票に願いを込めた街づくり 棄権しないで 清き一票 

・一人ひとりの投票が 未来(あした)の街を築く礎 

・一跳ねが 明るい未来苫小牧の 一ぴょんぴょん 

・選挙です あなたの日常に入れてくれませんか 

・この一票も社会を創っている 忘れないで 

・投票で 変わるこの国 一票で 

・さぁ行こう 選挙で広がる みんなの輪 

・みんなの一票 

・変わるかも あなたの生活 一票で 

・選挙に参加しよう 

・みんなで投票に行こう 

・若者よ立ち上がれ！みんなで行こう 投票に！ 

・みんなで作ろう 明るい未来 

・自分の意見 その一票で 世がきまる 

・とうひょうへ みんなで行こう 簡単だ 

・みんなでいこう 日本かえるため たちあがれ 

・みな行こう 日本のために 投票に 

・その一票 未来が変わる カギとなる 

・さんかして みんなでつくる ワンチーム 

・参加しよう 自分の意見 伝えよう 

・国民の 生活変える その一票 

・政治にもっと興味を持とう 

・行かぬなら 聞かせてもらおう その理由 

・明るい未来は君の手の中に！ 

・君の一票で世界が変わる！！ 

・投票だ みんなの意思で 日本を変えよう 

・Let's go あなたの権利 届けよう 

・今すぐに 行ってみようよ 選挙へと 

・やってみよう その一票が大事だから 

・選挙に行かない? 

・その一票で世界が変わる 

・実現しよう みんなの幸せ 一票で 

・考えよう よりよい未来を 現実に 

・明るい選挙にして日本を変える 

・みんながもつ一票で日本を変えよう！ 

・若者が 時代を変える 選挙で 

・みんなでね 社会のことを 考えよう 



・いこうぜ みんなで選挙に 一票を 

・伝えよう 僕の意思を 一票で 

・行かないと 日本が変わる 最悪だ 

・投票は良いことだ！ 

・変えられる その一票で 日本をね 

・18で 必ず行こう 選挙にね 

・未来への 第一歩として 選挙へ行こう 

・君の一票 日本の政治 変えられる 

・選挙は 皆で行こう 世のために 

・自分から 社会貢献 していこう 

・投票に 行ってみよう 変わるかも 

・簡単に 世界が変わる 一票で 

・さしのべろ 投票箱に そのうでを 

・世の中の 景色が変わるよ 一票で 

・選挙には 行かない奴は 意見なし 

・わかものも 参加してみよう 投票に 

・投票 必ずしよう 国に変えよ 

・自分のために選挙いきましょう 

・行ってみよう 参加してみよう 選挙に 

・せんきょに行こう 

・ひびかせよう 政治の良さを 一票で 

・入れてみよう その一票でなにかが変わる 

・がんばろ 日本のために 一票を 

・せんきょは大切 行けたらいこう 

・投票しよう！自分の票が 選ばれる 

・行ってみよう 君の一票で 変わる日本 

・考えて 自分の今後の 生活を 

・選挙権 投票率をあげていこう 

・きみの一票でかえていこう 

・行ってみよう その一票が 未来へと 

・変えようよ 日本の今の 現状を 

・一票で 日本は変わる やってみよう 

・その１票で 国が変わる 行こう 

・一票で みんなが変わる がんばろう 

・選挙 100% 

・人生を 変えてく君の 一票で 

・その一票で 国が動く！行くしかないじゃん? 

・変えよう 日本の未来を 君の手で 

・一票で 自分の未来を 良くしてく 

・あなたのその一票が 国の行く末を決める 

・言われなきゃ出来ない小学生じゃねんだから行け！ 

・見直そう あなたが住む この街を 

・選挙に行こう！あなたの一票が国の力に！ 

・選挙へ行こう！～未来を変える 君の一票～ 

・変えてみよう 育った地元を 一票で 

・変えようとしなければ社会は変わらない 



・動け俺の足 

・みんなで投票やるぞ、やるぞ、やるぞー 

・国民の 権利と義務を 果たそうや。 

・若者の 選挙活動で 未来が変わる 

・変えてみよう 生きる未来を 一票で 

・あなたの一票で 日本が変わる 

・積極的な政治参加 

・あなたの一票で 世界が変わる 

・日本の未来を自分で変える。 

・今の時代 画面だけ見るのじゃなく 人と政治を見るべき 

・君の一票が国をかえる 

・投票をして 新しい日本を 自分の手で 

・皆で変えよう 私達の住みやすい 町づくり 

・自分の持っている一票が国を動かす。 

・選挙に行く 

・選挙へ行こう！ 

・とりあえず１票。 

・ふみだそう 政治を変えよう 君の手で 

・一票で 皆の未来 変わってく 

・届けよう 愛の１票 君の手で 

・その一票であなたの意思を伝えよう！！ 

（児童・生徒の部） 

・選挙に行かないと、？？になるかもしれません！あなたの一歩一票で、防ぎましょう。 

・一票の 重みを大事に 投票へ 

 

 

標語募集期間 令和元年 11月 1日～令和 2年 1月 31日 


