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会 議 録 

会議の名称 平成 26年度第２回西東京市選挙管理委員会 

開催日時 平成 26年５月 13日（火）午前 10時 00分から午前 10時 35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・菱川勝也局長補佐・山本直哉主任 

議 題 

議案第４号  西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定について 

議案第５号  西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について 

議案第６号  西東京市議会議員選挙執行計画（案）について 

その他 

会議資料 
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２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４号『西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定について』と、議案

第 5 号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について』を議題といたし

ます。この２件は関連いたしますので、一括で事務局から説明を求めます。 

 

○ 事務局 

それでは、議案の説明をさせていただきます。恐れ入ります。１ページをお開きください。 

議案第４号『西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定について』を御説明いたしま

す。 

 ２ページをお願いいたします。 

  本案は、公職選挙法第 30条の６（在外選挙人名簿の登録）第１項の規定に基づき、西東

京市在外選挙人名簿に登録されるものでございます。 

  西東京市選挙管理委員会委員長に対し在外選挙人の登録申請をした者の内、昨日までの間

に登録の資格を有することが確認された者で、男性１人が新たに西東京市在外選挙人名簿に

登録されます。詳細につきましては、後ほど資料を御覧いただければと思います。 

 続けて、資料３ページ、議案第５号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決

定について』を御説明いたします。 
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 ４ページをお願いいたします。 

  本案は、公職選挙法第 30条の 11（在外選挙人名簿の登録の抹消）第１項の規定に基づ

き、西東京市在外選挙人名簿から登録抹消されるものでございます。 

内容といたしましては、男性４人、女性４人の計８人で、登録抹消の要件に該当するに至

った者でございます。詳細につきましては後ほど資料を御覧ください。 

 以上で、議案第４号『西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定について』及び議案

第５号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について』の説明とさせてい

ただきます。 

 

○ 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。 

 

○ 各委員 

  特にありません。 

 

○ 委員長 

  特にないようですので、議案第４号『西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定につ

いて』と議案第５号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について』は、

この案のとおり決定いたします。 

次に議案第６号『西東京市議会議員選挙執行計画（案）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。 

 

○ 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５ページをお開きください。 

 別冊の桃色の表紙の資料『平成 26年 12月 21日執行 西東京市議会議員選挙執行計画

（案）』を御覧いただき、その内容について第１選挙期日の告示及び選挙期日から順にペー

ジを追って説明をさせていただきます。 

 まず、２ページの第１『選挙期日の告示及び選挙期日』でございますが、先日開催された

平成 26年度第１回西東京市選挙管理委員会において御決定をいただきましたとおり、平成

26年 12月 14日に告示、１週間後の同月 21日を選挙期日とするものでございます。 

第２『選出する議員の数』ですが、28人です。 

第３『執行要領』ですが、選挙の名称は、「西東京市議会議員選挙」とします。 

選挙長は、西村誠一委員長、選挙長職務代理者は、鈴木宏一委員長職務代理者にお願いい

たします。 

立候補届出の受付は、平成 26年 12月 14日（日）午前８時 30 分から西東京市防災セ

ンター６階講座室２において行います。 

届出順を決めるくじについては、立候補届出受付開始時点で必要に応じて実施します。 

３ページをお開きください。 

立候補予定者説明会ですが、平成 26年 10月６日（月）に西東京市保谷こもれびホール

の小ホールにおいて開催いたします。時間は午後２時からを予定しております。 

事前審査は、立候補届出を円滑に進めるために行うもので、平成 26年 11月４日（火）

から同月７日（金）までの４日間、午前９時から午後４時まで事務局室で行います。 
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選挙人名簿の関係ですが、登録の基準日は、平成 26 年 12 月 13 日（土）、縦覧は、平

成 26年 12月 14日（日）の１日間とします。登録要件としましては、年齢要件が、平成

６年 12月 22日以前の出生者、住所要件が、平成 26 年９月 13 日までに転入届出をし、

引き続き西東京市に住所を有する日本国民となります。 

候補者の選挙運動費用支出制限額でございますが、約 508万円となります。 

表示物等は、自動車用表示物、拡声器用表示物、街頭演説用標旗がそれぞれ１枚、街頭演

説従事者用腕章 11枚、乗車用腕章４枚で、生地の色等は別に定めることといたします。 

ポスター掲示場設置の関係ですが、設置数は 229か所の予定です。面数については、４

段 11列 44面を予定しておりますが、立候補予定者説明会の参加者数等により増減する可

能性がございます。 

選挙公報ですが、告示日であります 12月 14日（日）の午前８時 30分から午後５時ま

で立候補届出受付会場で掲載文の申請を受け付けます。受付が終了した後、同日開催の委員

会において、午後５時 30分から選挙公報の掲載順を決めるくじをお願いすることになりま

す。 

選挙公報の様式はブランケット判で、１ページ最大６人、表、裏２ページで構成する形と

いたします。市のホームページにも掲載をする予定です。なお、平成 24年度に執行した西

東京市長選挙から、選挙公報の１面については表紙とし、選挙の案内等を掲載し、候補者の

原稿については２面以降に掲載しており、今回も同様の紙面構成としたいと思います。これ

は、掲載の順番はくじで決まるものの、やはり最初のところが目立つという意見もあり、ま

た、ホームページへの掲載によって、１面に掲載の候補者が目立つという事に対応したもの

です。また、市の選挙での選挙公報の紙面については西東京市選挙管理委員会で決めること

となっております。 

５ページをお願いいたします。 

選挙公報の配布方法でございますが、紙面については社団法人西東京市シルバー人材セン

ターに委託し、12月 20日までに各戸配布いたします。また市のホームページにも掲載を

予定しております。 

氏名等掲示については、くじにより掲載順を決定する必要がありますが、12月 14日（日）

の立候補受付の終了後に開催する委員会において、午後６時からくじにより決定をお願いす

るものでございます。 

入場整理券につきましては、告示日から、郵送できるように準備をいたします。 

投票用紙の様式は、B７判、白色で黒文字とします。 

不在者投票用紙等は、平成 26年 12月 13日（告示日の前日）から発送を開始いたしま

す。 

投票の関係ですが、平成 26 年 12 月 21 日（日）午前７時から午後８時まで、市内 29

の投票所において行います。 

６ページをお願いいたします。 

期日前投票につきましては、平成 26年 12月 15日（月）から同月 20日（土）までの

午前８時 30分から午後８時まで、田無庁舎２階 203 会議室及び保谷庁舎別棟会議室 B・

Cにおいて行います。 

選挙立会人は、平成 26年 12月 18日（木）の午後５時まで選挙管理委員会事務局で受

け付けます。立会人が 10人を超えた場合のくじを含め、平成 26 年 12月 18日（木）に

開催する選挙管理委員会において、決定いただくことになります。 

選挙会、開票作業につきましては、平成 26 年 12月 21日（日）午後９時から西東京市
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スポーツセンター第一体育室において行います。 

当選証書付与は、祝日に大変恐縮ではございますが、平成 26年 12月 23日（火）午前

10時から西東京市防災センター６階講座室２で行います。よろしくお願いいたします。 

７ページをお願いいたします。 

第４『啓発活動』でございますが、目標及び実施方針と具体的内容について記載してござ

います。後ほど御参照願います。 

第５『選挙速報』でございますが、投票速報は、午前７時から１時間ごとに午後７時まで

の状況を発表いたします。最後に午後８時現在の確定状況を発表いたします。 

８ページをお願いいたします。 

開票速報でございますが、開票開始の午後９時から 30 分ごとに、200 票単位で発表い

たします。 

第６『選挙の規模』でございますが、選挙人名簿登録者数は、平成 26年３月２日定時登

録時点で男性 78,292人、女性 82,917人、計 161,209人となっております。重複いた

しますが、投票所は 29投票所とします。開票区は、１開票区。期日前投票所は、田無庁舎

２階 203 会議室と保谷庁舎別棟会議室 B・Cの２か所で行います。 

９ページからの『主要事務日程』でございますが、後ほど御覧いただければと存じます。 

また、最後の 12ページに、主要事務日程の中から、委員の皆さまに執務等していただく

関係の日程を抜き出して一覧にした表をお付けしてございます。御多忙の中申し訳ございま

せんが、日程の確保をよろしくお願いいたします。 

  なお、この表に記載の委員会等の日程につきましては、開催通知を省略させていただきた

いと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 

以上で、議案第６号『西東京市議会議員選挙執行計画（案）について』の説明とさせてい

ただきます。 

 

○ 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。 

 

○ 委員 

  特にありません。 

 

○ 委員長 

他にないようですので、議案第６号『西東京市議会議員選挙執行計画（案）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。 

 

○ 事務局 

会議の出席の確認です。 

  ５月 16 日の金曜日に自治会館で全国市区選挙管理委員会連合会東京都支部定期総会が

行われます。参加は委員長となりますが、御都合はいかがですか。 

 

○ 委員長 

  出席いたします。 
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○ 事務局 

では、お迎えにあがります。 

次に、５月 29日木曜日午後に文京シビックで全国市区選管連合会の総会が行われます。

また、翌日５月 30日金曜日に銀座ブロッサムで全国市区選管の事務研究会が行われます。 

  委員の皆様の御参加はいかがでしょうか。 

 

○ 委員長・各委員 

  出席いたします。 

 

○ 事務局 

こちらは、現地の集合でお願いします。 

  ポスター掲示場について、４月に 229 か所を見て回りました。見づらいところや集中し

ているところがありますので、変更を行う予定です。10か所程度について公共用地を中心

に変更できないかを検討しています。 

  ５月１日号の市報で市議選の日程をお知らせしました。６月１日号の市報では本日決定し

ていただいた市議選の執行計画に基づき、立候補予定者の説明会を 10月６日に実施するお

知らせを行う予定です。 

  次回の委員会は、定時登録のため６月２日月曜日の開催となります。お時間はいかがいた

しましょうか。 

 

○ 委員長・各委員 

  午前 10時からとしたい。 

あわせて、その次の委員会の開催日は、７月１日火曜日の午前 10 時からとしたい。 

 

○ 事務局 

分かりました。 

事務局からは以上です。 

 

○ 委員長 

事務局からの連絡等は終わりました。他にないようですので、本日の第２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。 

 

午前 10時 35分 終了    

 

以上   


