––

平成２8 年に１８歳から投票ができるようになり、高校生や大学生等の皆
さんにとって選挙がより身近なものとなりました。
そこで！北海道選挙管理委員会では、皆さんに選挙や政治への関心を高め
てもらうため、明るい選挙をすすめる「まんが」を募集します！

優秀な作品は
選挙啓発アイテム
として活用するよ！

選挙のめいすいくん

【 募集する「まんが」 】

投票の呼びかけ、一票の大切さ、暮らしと選挙や政治の結びつき、
まちの発展、明るい未来など、選挙に行きたくなるようなイメージの作品
◇用紙・規格～Ａ４程度の白い紙１枚、コマ数は４コマ程度
◇色～白黒・カラーどちらでも可
◇画材～自由（ただし、消える筆記具は使用しないこと）
◇作品の裏面右下に住所、氏名、年齢、電話番号、学校名、学年を記入してください。

・北海道内の高校または高校に準ずる
学校に属する生徒
・北海道内の大学・短大等に属する学生等

北海道選挙管理委員会の事務局また
は最寄りの支所へ提出してください。

北海道選挙管理委員会事務局
電話：０１１－２０４－５１５３

令和３年１２月２８日（火）
（消印有効）
※入賞作品の発表は令和４年１月予定

個人の部
・特選 ３点程度 賞状及び１万円相当の賞品
・入選 ５点程度 賞状及び５千円相当の賞品
団体の部
・特選 １点程度 賞状及び３万円相当の賞品
・入選 ３点程度 賞状及び１万円相当の賞品

＜応募に当たっての注意事項＞
◇応募作品は、原則として返還しません。
◇応募作品の版権は主催者に属するものとし、作品は自由に活用させていただきます。
◇入賞者の学校名、学年、氏名等を公表させていただきます。
◇特定の候補者や政党等に偏った内容でないものとしてください。
◇未発表のオリジナル作品で、第三者の著作権や肖像権等の権利を侵害しないものとし、これらの権利を侵害するもの及び
侵害のおそれがあると認められる作品は、入賞決定後でも、入賞を取り消すことがあります。

【主催】北海道選挙管理委員会
【後援】北海道教育委員会、北海道明るい選挙推進協議会

北海道選挙管理委員会の事務局又は支所
道委員会事務局・支所

所管区域

北海道選挙管理委員会 札幌市
事務局

所

在

地

〒060-8588
札幌市中央区北３条西６丁目
北海道庁本庁舎内

電話番号
代
表 (011)231-4111（内線 23-518,521,522）
直
通 (011)204-5153 ＦＡＸ (011)232-1126
Ｅ-mail senkan1@pref.hokkaido.lg.jp

北海道選挙管理委員会 空知総合振 〒068-8558
事務局 空知支所
興局
岩見沢市８条西５丁目
北海道空知総合振興局内

総合案内 (0126)20-0200
直
通 (0126)20-0031 ＦＡＸ (0126)25-8144
Ｅ-mail sorachi.senkan@pref.hokkaido.lg.jp

北海道選挙管理委員会 石狩振興局 〒060-8558
事務局 石狩支所
(札幌市を除く)
札幌市中央区北３条西７丁目
北海道庁別館内

代
表 (011)231-4111（内線 34-321～323）
直
通 (011)204-5816 ＦＡＸ (011)232-1070
Ｅ-mail ishikari.senkan@pref.hokkaido.lg.jp

北海道選挙管理委員会 後志総合振 〒044-8588
興局
虻田郡倶知安町北１条東２丁目
事務局 後志支所
17 番地１ 北海道後志合同庁舎内

総合案内 (0136)23-1300
直
通 (0136)23-1342 ＦＡＸ (0136)22-0948
Ｅ-mail shiribeshi.senkan@pref.hokkaido.lg.jp

北海道選挙管理委員会 胆振総合振 〒051-8558
事務局 胆振支所
興局
室蘭市海岸町１丁目４番１号
むろらん広域センタービル内

総合案内 (0143)24-9900
直
通 (0143)24-9569 ＦＡＸ (0143)22-5170
Ｅ-mail iburi.senkan@pref.hokkaido.lg.jp

北海道選挙管理委員会 日高振興局 〒057-8558
事務局 日高支所
浦河郡浦河町栄丘東通 56 号
北海道日高振興局内

総合案内 (0146)22-9030
直
通 (0146)22-9074 ＦＡＸ (0146)22-6542
Ｅ-mail hidaka.senkan@pref.hokkaido.lg.jp

北海道選挙管理委員会 渡島総合振 〒041-8558
事務局 渡島支所
興局
函館市美原４丁目６番 16 号
北海道渡島合同庁舎内

総合案内 (0138)47-9400
直
通 (0138)47-9426 ＦＡＸ (0138)47-9203
Ｅ-mail oshima.senkan@pref.hokkaido.lg.jp

北海道選挙管理委員会 檜山振興局 〒043-8558
総合案内 (0139)52-6500
事務局 檜山支所
檜山郡江差町字陣屋町 336 番地３ 直
通 (0139)52-6482 ＦＡＸ (0139)52-5781
北海道檜山振興局内
Ｅ-mail hiyama.senkan@pref.hokkaido.lg.jp
北海道選挙管理委員会 上川総合振 〒079-8610
事務局 上川支所
興局
旭川市永山６条 19 丁目１番１号
北海道上川合同庁舎内

総合案内 (0166)46-5900
直
通 (0166)46-5912 ＦＡＸ (0166)46-5205
Ｅ-mail kamikawa.senkan@pref.hokkaido.lg.jp

北海道選挙管理委員会 留萌振興局 〒077-8585
事務局 留萌支所
留萌市住之江町２丁目１番２
北海道留萌振興局内

総合案内 (0164)42-8404
直
通 (0164)42-8422 ＦＡＸ (0164)42-2596
Ｅ-mail rumoi.senkan@pref.hokkaido.lg.jp

北海道選挙管理委員会 宗谷総合振 〒097-8558
事務局 宗谷支所
興局
稚内市末広４丁目２－２７
北海道宗谷総合振興局内

総合案内 (0162)33-2516
直
通 (0162)33-2017 ＦＡＸ (0162)33-2644
Ｅ-mail soya.senkan@pref.hokkaido.lg.jp

北海道選挙管理委員会 オ ホ ー ツ ク 〒093-8585
事務局 オホーツク支所 総合振興局 網走市北７条西３丁目
北海道オホーツク合同庁舎内

総合案内 (0152)41-0603
直
通 (0152)41-0621 ＦＡＸ (0152)44-7261
Ｅ-mail okhotsk.senkan@pref.hokkaido.lg.jp

北海道選挙管理委員会 十勝総合振 〒080-8588
事務局 十勝支所
興局
帯広市東３条南３丁目１番地
北海道十勝合同庁舎内

総合案内 (0155)26-9005
直
通 (0155)27-8523 ＦＡＸ (0155)22-0185
Ｅ-mail tokachi.senkan@pref.hokkaido.lg.jp

北海道選挙管理委員会 釧路総合振 〒085-8588
事務局 釧路支所
興局
釧路市浦見２丁目２番 54 号
北海道釧路総合振興局内

総合案内 (0154)43-9100
直
通 (0154)43-9142 ＦＡＸ (0154)42-2116
Ｅ-mail kushiro.senkan@pref.hokkaido.lg.jp

北海道選挙管理委員会 根室振興局 〒087-8588
事務局 根室支所
根室市常盤町３丁目 28 番地
北海道根室振興局内

総合案内 (0153)24-0257
直
通 (0153)23-6816 ＦＡＸ (0153)23-6182
Ｅ-mail nemuro.senkan@pref.hokkaido.lg.jp

※応募は郵送・持ち込みいずれも可です。

