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苫小牧市選挙管理委員会賞 

 

【児童・生徒の部】 

 たくそうよ 大切な一票 国のため。 

 

          光洋中学校３年 川
かわ

﨑
さき

 煌
こう

 さん 

 

 

【一般の部】  

棄権せず 明るい選挙・街づくり 
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（他の応募作品） 

児童・生徒の部 

一票で 未来が変わる 苫小牧 

苫小牧 その一票で 決まります。 

届け一票！！ 

その一票 明るい未来が 待っている 

その一票 あなたの生活 かかってる 

ふんいき良く してくれそうな人を 投票しよう 

望んだ 目指した 貴方の未来を 叶える日 

この一票 未来のために 投げ捨てろ 

行くことで 希望の未来へ 第一歩 

苫小牧 愛しているから 変えたいの 

今後の日本は ２２世紀から来た僕におまかせあれ！！ 

コロナでも 未来を変える 一票を 

君の一票で 行こうよ 未来！ 

選挙だヨ！市民、投票！ 

自粛しないで投票しよう 

市の未来 その一票で 背中押せ 

18歳 未来を変える 投票を 

この町の 未来が変わる この一票 

一票で 明るい未来 待っている 

全員の 暮らしにつながる その一票 

この町の 未来を変える その一票 

一票で あなたの思い とどくかも 

この一票は 未来への切符 

一票で 未来が決まる 大切だ 

選挙の日はステイホームするな。 

苫小牧の未来はみんなで決めよう 

一票で 選挙が動く 世の中だ 

その時間選挙に使いませんか？ 

小さな一歩 大きな未来 

この町は みんなの一票で できている 

願い乗せ 投票するよ この一票 



明るい未来を開いて！ 君の一票で 

伝えよう 君の考え 投票で 

その思い 投票しないと 伝わらない 

きよき一票で コロナを除菌 

僕はくだんから生まれた子なんだ。今後のことはまかせろ！ 

一票で 変わってみせる とまこまい 

君の未来 すてきな町を 一票で 

大切な 未来を創る この一票 

一票で まちを変えよう 未来へと 

一票で 未来の君が 待っている 

その一票 未来が変わる 苫小牧 

大事だよ あなたの一票 市議決める。 

その一票 未来へ続く 道しるべ 

伝えよう その一票は 大切だ 

一票で 未来が変わる 選挙行こう！！ 

未来を決めるのは あなたの持つ一票 

あなたの一票で このまちを創ろう 

ひとこえで 全てを変える あなたたち 

その一票で 輝く未来へ 導かれる 

みんなで決めよう 街の未来 

大切な 苫小牧をね 決めようよ。 

未来へ つがれる 自分の一票 

その一票 うんめいきめる わかれみち 

選挙♪選挙♪行ってみよ！ 

あなたの一票で 豊かな町に 

苫小牧 未来が変わる この一票 

大切な あなたの一票 ほしいかも 

僕たちが 未来を変える この一票 

コロナに負けない一票を。 

君の一票が 苫小牧を 大きく変える 

苫小牧の未来、選挙で変えてみた 

大切な その一票を 捨てないで 

未来はね 自分たちでね 決めるもの 

きりひらこう 明るい未来を 僕達で 

私たちの一票を苫小牧のために 



車好きの若者の夢を かなえよう 

さあ決めよう 僕たちの未来の リーダーを 

自分のね 町が変わるよ 一票で 

投票は 自分の意思 伝えよう 

この一票 明るい未来が かかってる 

この一票 この町変える 君の意思 

十八歳 社会参画してみませんか 

投票しよう 豊かなまちを 目指すため 

あなたの一票で未来が変わる          

一票が 未来を変える カギになる 

権利があるなら 選挙へ行こう 

変えようよ これからの未来 君達で 

この選挙 あなたのみらい かかってます 

これからの 未来をつくるの 私たち 

未来を創る一票を自分達の手で 

GO TO 選挙 あなたの一票で未来が変わる 

選挙には 明るい未来 かかってる 

変われるぞ この町はまだ 変われるぞ 

明るい町にするために 投票しよう 

考えて その一票が 未来を変える 

つかもう 未来を その一票で 

その一票で 苫小牧の未来が 変わる 

一票で 未来変わる きりひらけ 

みんなで創る 理想の街 

一票で 町の未来の 活性化 

進展の翼を その一票で 

若者よ その一票で 未来が変わる 

関わろう よりよい社会を実現するために 

一票で 暮らしにつながる 苫小牧づくり 

とうひょうで みんなできめる 苫小牧 

苫小牧 君の思いでかわる その一票 

変えるんだ その一票で この町を 

選挙では あなたの一票 大きな力 

あなたの一票で 未来が変わる         

一票で 変わる 大きな未来 



一声で 光ともされ 町光る 

参加する その一票で 決まる明日 

市民なら 責任もって 投票だ 

その一票 入れずに捨てるのは もったいない 

これからの 変わる未来を 一票で 

明るい未来 作ろうよ 

その一票、日本の未来、あなたの人生 

選ぶのは 選べる時に。 

その選挙、あなたを明るい人生へ 

その一票が 国の未来を 大きく動かす 

今、必要なのは あなたの一票。 

あなたの一票は あなたの未来！ 

未来を作るのは自分次第 

その一票で未来を変える！ 

あなたの一票で未来は開く！ 

あなたの大切な一票が あなたの未来を変える 

あなたのかけがえのない大切な一票をぜひ！！ 

「変えよう」そう思えばなんだってできる。 

思いをたくそう 選挙に一票を 

その一票世界のために。 

あなたが変える日本の未来。 

君も選べる 選んで変わる 

この一票で未来が大きく変わる 

その大切な一票で夢をカタチに 

その一票が新たな未来を創っていく 

一つの言葉は一つの世界を変える 

あなたの１票、日本の未来を変えれる。 

ステキな日本にするために選挙へ行こう。 

願いを込めて 投票へ 未来に続くみちしるべ 

投票は 明るい未来の 登竜門 

その一票 未来を描く 意思表示 

次の未来 決めていくんだ 投票で 作っていくのは 私たち 

とうひょうで イイネを ふやそう ふるさとに 

まえもって とうひょう いこうよ かみもって 



（他の応募作品） 

一般の部 

お出かけ前にまず投票、結果を待たせぬ即日開票 

批判だけでは進めない、前に進もう信任投票 

あなたの一票 明日の日本の シナリオづくり 

日本から世界へ 一票の情報発信 

あなたの あなたによる あなたのための選挙 

シルバー世代に決められる未来でいいの？ 

次の未来を決めるのはあなたの一票 

北海道の未来を変えよう全員で 

その１票 日本の未来の 鍵になる 

考えて 自分の意見を 届けよう 

投票の呼吸 壱ノ型 清き壱票  

何も変わらないと諦めるより 自分が変わってみよう 

君の持つ その一票で 花は咲く 

一票も 手を取り合えば 山を動かす 

未来の住みよい街づくり 棄権しないで明るい選挙 

大人とは 選挙に行けば なれるもの 

さあ行こう 大人の１歩の 投票に 

あつまれ みんなの未来への一票 

私の一票が、まちを動かす。 

あなたの一票出番です 未来のためにいかしましょう 

あなたの目を一票に イキイキ社会をつくるため 

 

 

 

標語募集期間    令和２年１１月１日～令和３年１月３１日 

応募者数・作品数  児童・生徒の部 ８９人 １３６作品 

          一般の部    １３人  ２２作品 


