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会 議 録 

会議の名称 平成 26年度第 11回西東京市選挙管理委員会 

開催日時 平成 26年 12月２日（火）午後５時 30分から午後５時 55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・名古屋洋一郎係長 

議 題 

議案第 34 号  平成 26 年 12 月 14 日執行の衆議院（小選挙区選出）議

員選挙（東京都第 19 区）西東京市開票区における氏名等

掲示の掲載順序の決定のくじについて 

 

議案第 35 号  平成 26 年 12 月 14 日執行の第 47 回衆議院議員総選挙

及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票管理

者職務代理者の選任について 

 

議案第 36 号  平成 26 年 12 月２日現在の選挙人名簿登録者数（定時

登録）の決定について 

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 

本日は、お忙しいところまた連日にもかかわらず、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 11 回西東京市選挙管理委員会を開

催いたします。 

本日の議案は３件及びその他でございます。 

初めに、議案第 34 号『平成 26 年 12 月 14 日執行の衆議院（小選挙区選出）議員選挙

（東京都第 19 区）西東京市開票区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 

本日午後５時に衆議院議員選挙立候補届出が締め切られ、衆議院(小選挙区選出)議員選挙

（東京都第 19 区）については、別紙のとおり、選挙長市である国立市選挙管理委員会から

４名の候補者届出通知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。 



-2- 

議案第 34 号『平成 26 年 12 月 14 日執行の衆議院（小選挙区選出）議員選挙（東京都

第 19 区）西東京市開票区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項及び東京都選挙執

行規程第 72 条（投票記載所の候補者の氏名等の掲示）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、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、参考資料としてお配りした氏名等掲示掲載一覧表（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番であった場合、氏名等掲示掲載一覧表（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、委員長から時計回りの順にお願いいたします。 

４人の立候補届出ですので、４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、「小泉たみじ」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、３番ですので氏名等掲示一覧表の３番の欄に候補者名小

泉たみじ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、「山田宏」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、４番ですので氏名等掲示一覧表の４番の欄に候補者名山田宏を

書き込んでください。 

  次に、立候補届出順の届出番号３番、「末松義規」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、１番ですので氏名等掲示一覧表の１番の欄に候補者名末松義規を

書き込んでください。 

  次に、立候補届出順の届出番号４番、「松本洋平」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、２番ですので氏名等掲示一覧表の２番の欄に候補者名松本洋平を

書き込んでください。 

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、氏名等掲示掲載面一覧表の１番の欄から順に候補者名で

読み上げますので、御確認をお願いいたします。 

１番の欄から順に「末松義規」候補、「松本洋平」候補、「小泉たみじ」候補「山田宏」候

補でございます。 

 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 14 日執行の衆

議院（小選挙区選出）議員選挙（東京都第 19 区）西東京市開票区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５時 43 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。 

以上で議案第 34 号『平成 26 年 12 月 14 日執行の衆議院（小選挙区選出）議員選挙（東

京都第 19 区）西東京市開票区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

終了いたしました。 

 

〇 委員長 
以上で、議案第 34 号『平成 26 年 12 月 14 日執行の衆議院（小選挙区選出）議員選挙

（東京都第 19 区）西東京市開票区における氏名等掲示の掲載順序の決定のくじについて』
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は決定いたしました。 

次に、議案第 35 号『平成 26 年 12 月 14 日執行の第 47 回衆議院議員総選挙及び最高

裁判所裁判官国民審査における期日前投票管理者職務代理者の選任について』を議題といた

します。 

事務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

それでは、議案の説明をさせていただきます。 

資料の２ページをお開きください。 

議案第 35 号『平成 26 年 12 月 14 日執行の第 47 回衆議院議員総選挙及び最高裁判所

裁判官国民審査における期日前投票管理者職務代理者の選任について』、御説明いたします。 

平成26年12月14日執行の第47回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

における期日前投票管理者職務代理者につきましては、昨日の第 10 回西東京市選挙管理委

員会で一部御承認いただいておりますが、その際未定だったものについて御決定いただくも

のでございます。平成 26 年 12 月３日から同月 13 日までの間設置する保谷庁舎及び田無

庁舎期日前投票所の投票管理者職務代理者を、各日各期日前投票所にそれぞれ１人ずつ、昨

日御決定いただいた者を含めて延べ 22 人を選任するものとし、資料の３ページに一覧を記

載してございます。 

昨日も御説明いたしましたが、期日前投票管理者職務代理者につきましては、市管理職職

員及び事務職員のうち選挙権を有する者の中から各部の推薦又は本人の承諾を得て選任し

たものでございます。 

本件は、公職選挙法施行令第 24 条第１項の規定に基づき選任し、議案としたものでござ

います。 

以上で、議案第 35 号『平成 26 年 12 月 14 日執行の第 47 回衆議院議員総選挙及び最

高裁判所裁判官国民審査における期日前投票管理者及び同職務代理者の選任について』の説

明とさせていただきます。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見などございますか。 

 

〇 委員 

  比例の政党はいくつありますか。 

 

〇 事務局 

  10 党です。 

 

〇 委員 

  参議院議員選挙と違いはありますか。 

 

〇 事務局 

  参議院議員選挙は東京都ブロックのみなので少ないです。 

 

〇 委員長 
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その他特にないようですので、議案第 35 号『平成 26 年 12 月 14 日執行の第 47 回衆

議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票管理者職務代理者の選

任について』は、この案のとおり決定いたします。 

次に、議案第 36 号『平成 26 年 12 月２日現在の選挙人名簿登録者数（定時登録）の決

定について』を議題といたします。事務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

それでは、議案の説明をさせていただきます。 

資料の４ページをお開きください。 

議案第 36 号『平成 26 年 12 月２日現在の選挙人名簿登録者数（定時登録）の決定につ

いて』御説明いたします。 

 本案は、公職選挙法第 19 条（永久選挙人名簿）第２項の規定に基づき、選挙人名簿を調

製・保管するために御決定をいただくものでございます。 

  ５ページに、各投票区別に登録者数を調製しております。 

内容につきましては、資料の左側が今回登録となった各投票区別の人数、右側が前回の登

録者数、今回の場合は昨日御承認いただきました、平成 26 年 12 月１日の第 47 回衆議院

議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査選挙時登録のものとなっております。 

また、今回につきましては増減はありません。 

左側の欄の一番下の合計欄を御覧ください。平成 26 年 12 月２日現在の定時登録者総数

は、男性 78,524 人、女性 83,312 人の計 161,836 人となるものでございます。 

次の６ページ以降に定時登録に関する告示及び第 47 回衆議院議員総選挙及び最高裁判

所裁判官国民審査に関して本日告示した内容を資料として添付いたしましたので、後ほど御

確認ください。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見ございますか。 

 

〇 委員 

  昨日のものと同じだが、いいのですか。 

 

〇 事務局 

  基準日が一緒になるので、同じになってしまいます。 

 

〇 委員長 

その他特にないようですので、議案第 36 号『平成 26 年 12 月２日現在の選挙人名簿登

録者数（定時登録）の決定について』は、この案のとおり決定いたします。 

次に、『その他』に移りたいと思います。事務局から何かありますか。 

 

〇 事務局 

平成26年西東京市議会第４回定例会が11月14日から12月１日、昨日まで開催され、

昨日無事に閉会しました。 

  今回、５人の議員が勇退されるということで最後に挨拶がありました。 

 報告は以上です。 
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次回の開催は 12 月 11 日木曜日、衆議院議員選挙の開票立会人の決定をお願いいたしま

す。時間は午後５時 30 分からとなっております。 

事務局からは以上です。 

 

〇 委員長 

事務局からの連絡等は終わりました。他になければ、本日の平成 26 年度第 11 回西東京

市選挙管理委員会を閉会いたします。 

御苦労様でした。 

 

                    午後５時 55 分 終了 

 

以上   


