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会 議 録 

会議の名称 平成 26年度第 15回西東京市選挙管理委員会 

開催日時 平成 26年 12月 14日（日）午後５時 30分から午後６時 15分まで 

開催場所 西東京市役所保谷庁舎別棟 西東京市選挙管理委員会打合せ室 

出 席 者 

西村誠一委員長・鈴木宏一委員長職務代理・添島幸雄委員・上原敏彦委員 

澤谷繁幸事務局長・菱川勝也事務局長補佐 

傍聴人２人 

議 題 

議案第 47 号 平成 26 年 12 月 21 日執行の西東京市議会議員選挙におけ 

る選挙公報掲載順序の決定のくじについて 

議案第 48 号 平成 26 年 12 月 21 日執行の西東京市議会議員選挙におけ

る氏名等掲示掲載順序の決定のくじについて 

そ の 他 

議 資 料 
の 名 称 

上記「議題」と同じ 

記録方法 □全文記録 ☑発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

会 議 内 容 

〇 委員長 

今朝に引き続き、お忙しいところ御参集いただきありがとうございます。 

定刻となりましたので、ただいまから平成 26年度第 15回選挙管理委員会を開催いたし

ます。 

本日の議案は２件とその他でございます。 

では、議案第 47号『平成 26年 12月 21日執行の西東京市議会議員選挙における選挙

公報掲載順序の決定のくじについて』を議題といたします。事務局から説明の後、くじを行

います。 

 

〇 事務局 

それでは、議案の説明をさせていただきます。 

初めに、本日午後５時に西東京市議会議員選挙立候補届出を締め切り、別紙資料のとおり

36名の候補者の届出がありましたので御報告いたします。 

資料の１ページをお開きください。 

議案第 47号『平成 26年 12月 21日執行の西東京市議会議員選挙における選挙公報掲

載順序の決定のくじについて』、御説明させていただき、その後くじを引いていただきます。 

本議案は、「西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙公報の発行に関する条

例」第４条（発行手続）第２項及び西東京市選挙執行規程第 78条（掲載順序決定のくじ）

の規定に基づいて、選挙公報に掲載する順序を決定するためにくじを行うものです。 
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選挙公報の様式については、東京都選挙執行規程第 61条の規定に準じておりますが、西

東京市独自の取組として、前回市長選挙・市議補欠選挙から表紙のページを設けており、候

補者については２面以降に掲載されることになります。 

くじについては、別紙の立候補届出順に候補者氏名を読み上げますので、委員の皆さまに

順番にくじを引いていただき、別紙参考資料にあります選挙公報掲載面一覧表（くじの結果）

に候補者名を御記入等していただき、御確認ください。例えば、別紙立候補届出順１番の候

補者について、引いたくじが３番であった場合、選挙公報掲載面一覧表（くじの結果）の３

番の欄に、その候補者名を記録していただき、以降同様に届出人の人数分行います。 

くじを引く順番は、委員長から時計回りの順にお願いいたします。 

36人の立候補届出ですので、36本のくじを用意いたしましたので御確認ください。 

  それでは、立候補届出順の届出番号１番、「酒井ごう一郎」候補について西村委員長、く

じを引いてください。くじの番号は、16番ですので選挙公報掲載面一覧表の 16番の欄に

候補者名（酒井候補）を書き込んでください。 

  次に、立候補届出順の届出番号２番、「荒居たかゆき」候補について鈴木職務代理、くじ

を引いてください。くじの番号は、18番ですので選挙公報掲載面一覧表の 18番の欄に候

補者名（荒居候補）を書き込んでください。 

  次に、立候補届出順の届出番号３番、「小林たつや」候補について上原委員、くじを引い

てください。くじの番号は、34番ですので選挙公報掲載面一覧表の 34番の欄に候補者名

（小林候補）を書き込んでください。 

  次に、立候補届出順の届出番号４番、「二木孝之」候補について添島委員上原委員、くじ

を引いてください。くじの番号は、31番ですので選挙公報掲載面一覧表の 31番の欄に候

補者名（二木候補）を書き込んでください。 

届出番号５番、「かとう涼子」候補 西村委員長 くじの番号 15番 

届出番号６番、「保谷清子」候補 鈴木職務代理 くじの番号 10番 

届出番号７番、「いながき裕二」候補 上原委員 くじの番号９番 

届出番号８番、「藤岡ともあき」候補 添島委員 くじの番号 35番 

届出番号９番、「山口あずさ」候補 西村委員長 くじの番号４番 

届出番号 10番、「浅野たかし」候補 鈴木職務代理 くじの番号 11番 

届出番号 11番、「後藤ゆう子」候補 上原委員 くじの番号 22番 

届出番号 12番、「森田いさお」候補 添島委員 くじの番号 25番 

届出番号 13番、「村山しょうじ」候補 西村委員長 くじの番号 36番 

届出番号 14番、「森てるお」候補 鈴木職務代理 くじの番号 12番 

届出番号 15番、「藤田みちこ」候補 上原委員 くじの番号２番 

届出番号 16番、「田代のぶゆき」候補 添島委員 くじの番号７番 

届出番号 17番、「おばた勝己」候補 西村委員長 くじの番号 17番 

届出番号 18番、「大竹あつ子」候補 鈴木職務代理 くじの番号６番 

届出番号 19番、「田村ひろゆき」候補 上原委員 くじの番号 28番 

届出番号 20番、「大友かく子」候補 添島委員 くじの番号 27番 

届出番号 21番、「森しんいち」候補 西村委員長 くじの番号 13番 

届出番号 22番、「石田しこう」候補 鈴木職務代理 くじの番号 14番 

届出番号 23番、「有馬のぶゆき」候補 上原委員 くじの番号 26番 

届出番号 24番、「納田さおり」候補 添島委員 くじの番号８番 

届出番号 25番、「大林みつあき」候補 西村委員長 くじの番号 30番 
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届出番号 26番、「佐藤公男」候補 鈴木職務代理 くじの番号 23番 

届出番号 27番、「遠藤源太郎」候補 上原委員 くじの番号１番 

届出番号 28番、「たきしま喜重」候補 添島委員 くじの番号 20番 

届出番号 29番、「こみね和美」候補 西村委員長 くじの番号 21番 

届出番号 30番、「保谷なおみ」候補 鈴木職務代理 くじの番号５番 

届出番号 31番、「田中のりあき」候補 上原委員 くじの番号３番 

届出番号 32番、「森住孝明」候補 添島委員 くじの番号 19番 

届出番号 33番、「坂井かずひこ」候補 西村委員長 くじの番号 33番 

届出番号 34番、「浜中のりかた」候補 鈴木職務代理 くじの番号 24番 

届出番号 35番、「山崎英昭」候補 上原委員 くじの番号 29番 

届出番号 36番、「桐山ひとみ」候補 添島委員 くじの番号 32番 

以上でくじは終了いたしました。 

  ただいまのくじの結果について、御確認をお願いいたします。 

 間違えがなければ、ただいま御確認いただいた内容で、平成 26年 12月 21日執行の西

東京市議会議員選挙の選挙公報掲載順を決定いたします。 

なお、くじの終了時間を、午後５時 55分といたします。 

 続きまして、くじに立ち会った者ということで委員の皆様には「選挙公報掲載順序決定抽

選録」に御署名をお願いいたします。 

 以上で議案第 47号『平成 26年 12月 21日執行の西東京市議会議員選挙における選挙

公報掲載順序の決定のくじについて』は終了といたします。 

 

〇 委員長 

以上で議案第 47号『平成 26年 12月 21日執行の西東京市議会議員選挙における選挙

公報掲載順序の決定のくじについて』は決定いたしました。 

 

 

〇 委員長 
午後６時になりましので、議案第 48号『平成 26年 12月 21日執行の西東京市議会議

員選挙における氏名等掲示の掲載順序の決定のくじについて』を議題とし、事務局から説明

の後、くじを行います。 

 

〇 事務局 

資料の２ページをお開きください。 

議案第 48号『平成 26年 12月 21日執行の西東京市議会議員選挙における氏名等掲示

の掲載順序の決定のくじについて』、御説明させていただき、その後くじを引いていただき

ます。 

本議案は、公職選挙法第 175条（投票記載所の氏名等の掲示）第３項及び西東京市選挙

執行規程第 85条（投票記載所の氏名等掲示掲載順序のくじ）の規定に基づいて、氏名等掲

示の掲載順序を決定するためにくじを行うものです。 

くじについては、選挙公報の掲載順序決定のくじと同様に、別紙の立候補届出順に候補者

氏名を読み上げますので、委員の皆さまに順番にくじを引いていただき、別紙参考資料にあ

ります氏名等掲示の掲載一覧表（くじの結果）に候補者名を御記入等していただき、御確認

ください。例えば、別紙立候補届出順 1 番の候補者について、引いたくじが３番であった
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場合、氏名等掲示の掲載一覧表（くじの結果）の３番の欄に、その候補者名を記録していた

だき、同様に届出人の人数分行います。 

くじを引く順番は、今度は職務代理者から反時計回りの順にお願いいたします。 

36人の立候補届出ですので、36本のくじを用意いたしましたので御確認ください。 

 それでは、立候補届出順の届出番号１番、「酒井ごう一郎」候補について鈴木職務代理、

くじを引いてください。くじの番号は、25番ですので氏名等掲示一覧表の 25番の欄に候

補者名（酒井候補）を書き込んでください。 

 次に、立候補届出順の届出番号２番、「荒居たかゆき」候補について西村委員長、くじを

引いてください。くじの番号は、７番ですので氏名等掲示一覧表の７番の欄に候補者名（荒

井候補）を書き込んでください。 

 次に、立候補届出順の届出番号３番、「小林たつや」候補について添島委員、くじを引い

てください。くじの番号は、20番ですので氏名等掲示一覧表の 20番の欄に候補者名（小

林候補）を書き込んでください。 

 次に、立候補届出順の届出番号４番、「二木孝之」候補について上原委員、くじを引いて

ください。くじの番号は、２番ですので氏名等掲示一覧表の２番の欄に候補者名（二木候補）

を書き込んでください。 

届出番号５番、「かとう涼子」候補 鈴木職務代理 くじの番号 24番 

届出番号６番、「保谷清子」候補 西村委員長 くじの番号 28番 

届出番号７番、「いながき裕二」候補 添島委員 くじの番号 12番 

届出番号８番、「藤岡ともあき」候補 上原委員 くじの番号 36番 

届出番号９番、「山口あずさ」候補 鈴木職務代理 くじの番号 26番 

届出番号 10番、「浅野たかし」候補 西村委員長 くじの番号５番 

届出番号 11番、「後藤ゆう子」候補 添島委員 くじの番号 14番 

届出番号 12番、「森田いさお」候補 上原委員 くじの番号 10番 

届出番号 13番、「村山しょうじ」候補 鈴木職務代理 くじの番号 23番 

届出番号 14番、「森てるお」候補 西村委員長 くじの番号 33番 

届出番号 15番、「藤田みちこ」候補 添島委員 くじの番号 18番 

届出番号 16番、「田代のぶゆき」候補 上原委員 くじの番号 35番 

届出番号 17番、「おばた勝己」候補 鈴木職務代理 くじの番号６番 

届出番号 18番、「大竹あつ子」候補 西村委員長 くじの番号 32番 

届出番号 19番、「田村ひろゆき」候補 添島委員 くじの番号 11番 

届出番号 20番、「大友かく子」候補 上原委員 くじの番号 30番 

届出番号 21番、「森しんいち」候補 鈴木職務代理 くじの番号 15番 

届出番号 22番、「石田しこう」候補 西村委員長 くじの番号 17番 

届出番号 23番、「有馬のぶゆき」候補 添島委員 くじの番号８番 

届出番号 24番、「納田さおり」候補 上原委員 くじの番号 29番 

届出番号 25番、「大林みつあき」候補 鈴木職務代理 くじの番号 19番 

届出番号 26番、「佐藤公男」候補 西村委員長 くじの番号 27番 

届出番号 27番、「遠藤源太郎」候補 添島委員 くじの番号 22番 

届出番号 28番、「たきしま喜重」候補 上原委員 くじの番号 31番 

届出番号 29番、「こみね和美」候補 鈴木職務代理 くじの番号３番 

届出番号 30番、「保谷なおみ」候補 西村委員長 くじの番号９番 

届出番号 31番、「田中のりあき」候補 添島委員 くじの番号 16番 
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届出番号 32番、「森住孝明」候補 上原委員 くじの番号４番 

届出番号 33番、「坂井かずひこ」候補 鈴木職務代理 くじの番号 13番 

届出番号 34番、「浜中のりかた」候補 西村委員長 くじの番号１番 

届出番号 35番、「山崎英昭」候補 添島委員 くじの番号 34番 

届出番号 36番、「桐山ひとみ」候補 上原委員 くじの番号 21番 

以上でくじは終了いたしました。 

 ただいまのくじの結果について、御確認をお願いいたします。 

 間違えがなければ、ただいま御確認いただいた内容で、平成 26年 12月 21日執行の西

東京市議会議員選挙の氏名等掲示掲載順序を決定いたします。 

なお、くじの終了時間を、午後６時 13分といたします。 

 続きまして、くじに立ち会った者ということで委員の皆様には「氏名等掲示掲載順序決定

抽せん録」に御署名をお願いいたします。 

 

〇 委員長 

以上で、議案第 48号『平成 26年 12月 21日執行の西東京市議会議員選挙における氏

名等掲示の掲載順序の決定のくじについて』は決定いたしました。 

以上で、本日予定の議案２件は、終了いたしました。 

次に、その他で、事務局から何かありますか。 

 

〇 事務局 

次回の開催は、12月 18日午後５時 30分から、選挙立会人決定のくじを行いますので、

よろしくお願いします。 

事務局からは以上です。 

 

〇 委員長 

他になければ、本日の第 15回委員会を終了いたします。 

御苦労様でした。 

 

                   午後６時 15分 終了 

 

以上   


