
 

平成２４年度第５回豊山町選挙管理委員会会議録 

 

１ 開催日時  平成２５年３月２日（土） 午前９時５５分～午前１０時４０分 

 

２ 開催場所  豊山町役場３階 会議室３ 

 

３ 出席者 

（１）豊山町選挙管理委員会委員 

委員長  鈴木恒男 

委 員  水野春巳 渡邊弘一 坪井清夫 

（２）事務局 

書記長  近藤鎮彦 

書 記  小川徹也 鈴木雅之 牛田彰和 牧野礼男 佐々聖尚 

 

４ 議題 

（１）定時登録について 

（２）豊山町長選挙について 

 

５ 会議資料  

  議案第１６号 選挙人名簿に登録する者を定めること 

議案第１７号 選挙の期日及びこれを告示する日を定めること 

  議案第１８号 選挙公報の掲示順序を定めるために行うくじの日時、場所を定めるこ

と 

  議案第１９号 投票所内における氏名等の掲示の掲載の順序を定めるために行うくじ

の日時、場所を定めること 

  議案第２０号 選挙時登録の登録日等を定めること 

  議案第２１号 不在者投票用紙等の告示日前発送の日を定めること 

  議案第２２号 投票用紙の色及び文字の色を定めること 

  議案第２３号 ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること 

 

 

６ 議事内容  

書 記： 皆様改めましておはようございます。定刻よりも若干早いですけれども、た

だ今から平成２４年度第５回豊山町選挙管理委員会を始めさせていただきます。 

     では初めに委員長よりごあいさつをお願い致します。 



委員長： 本日は、選挙管理委員会を開催致しましたところ、委員の皆様方には、大変

お忙しい中、ご出席いただきまして厚くお礼申し上げます。本年は、７月に参

議院議員通常選挙が執行され、また、８月５日には任期満了となります豊山町

長選挙もございます。選挙の折には、よろしくお願い致します。本日の委員会

の議題は、その町長選挙の執行に関するもの及び定時登録についてでございま

す。ご審議のほど、よろしくお願い致します。以上を、もちましてご挨拶とさ

せていただきます。 
書 記： ありがとうございます。議事の取り回しを委員長にお願いします。 

委員長： 本日の議案は８件です。事務局に議案第１６号「選挙人名簿に登録する者を

定めること」について、説明を求めます。 

事務局： 議案第１６号 選挙人名簿に登録する者を定めること。平成２５年３月２日

現在における公職選挙法第２２条第１項の規定に基づく選挙人名簿に登録する

者を、次のとおり定めてよろしいでしょうか。（選挙人名簿の抄本を回覧。人数

を資料により説明。） 

      本日議決いただいた選挙人名簿及び選挙人名簿登録者数に基づき、選挙人名

簿登録者数を愛知県へ報告するとともに、町条例の制定改廃や町監査委員への

監査請求などの、直接請求をする場合の必要署名人数の告示を行います。以上

で説明を終わります。 

委員長： 事務局から説明が終わりました。ここで、質疑に入ります。質疑のある方の

発言を求めます。 

委 員：（なし） 

委員長： 議案第１６号に関し賛成者の挙手を求めます。 

委 員：（全員挙手） 

委員長： 全員賛成と認めます。 

 次に、議案第１７号「選挙の期日及びこれを告示する日を定めること」につ

いて、事務局に説明を求めます。 

事務局： 議案第１７号 選挙の期日及びこれを告示する日を定めること。町長の任期

が今年の８月５日で満了致します。公職選挙法第３３条第 1 項の規定により、

長の任期満了に因る選挙は、その任期が終わる日の前３０日以内に行うことと

なっています。この町長選挙の期日については、経費節減等の観点から、同時

期に実施見込みの第２３回参議院議員通常選挙と同日で行う予定です。参議院

議員通常選挙の現時点での見込みは７月２１日ですので、町長選挙の期日も、

平成２５年７月２１日としてよろしいでしょうか。 

 また、告示については公職選挙法第３３条第５項第５号の規定により、告示

は少なくとも５日前に行わなければなりませんので、平成２５年７月１６日と

してよろしいでしょうか。 



なお、参議院議員通常選挙の執行日は現段階で確定していませんので、執行

日が変更となった場合は、町長選挙も参議院議員通常選挙に合わせて期日を変

更する予定です。この日付の取扱いは、後ほど説明致します議案についても同

様の取扱いと致します。 

委員長： 事務局から説明が終わりました。ここで、質疑に入ります。質疑のある方の

発言を求めます。 

委 員：（なし） 

事務局： 補足と致しまして、新聞等の記事により参議院議員通常選挙の執行日は７月

２１日の予定となっており、この日に基づいて町長選挙の日にちも決めさせて

いただいています。また、町長選挙は町独自の選挙になりますから、後ほど説

明致します、ポスター掲示場の区画数や投票用紙の印刷等の発注を行う必要が

ありますので、早めに提案させていただいています。 

書 記： 今回の参議院議員の任期満了日は、７月２８日です。基本的には、この任期

満了日３０日以内の６月２８日から７月２８日までの間に参議院議員通常選挙

を行うことが原則となっています。しかし、この原則に特例の法律があり、国

会が延期された場合については、閉会後２４日以後３０日以内に行うという特

例があります。 

今回の国会の会期末は、６月２６日までとなっていますので、６月２６日を

基準としますと、現段階では、７月２１日の日曜日に行うしかないだろうと考

えています。しかし、この特例法により、国会の会期延長が行われた場合には、

参議院議員通常選挙が７月２８日又は８月４日に延びる可能性が考えられます。

この場合については、町長選挙も参議院議員通常選挙と同日にさせていただき

ます。 

ただし、町長の任期は８月５日までです。３週間以後会期が延びた場合には、

町長選挙を別で執行しなければなりませんので、ご了承いただきたいと思いま

す。基本的には、７月２１日の同日に執行。会期が延期された場合は、改めて

議決をいただいて調整させていただきます。 

委員長： ８月４日に町長選挙を執行した場合、任期満了の１日前となるが大丈夫でし

ょうか。 

書 記： 任期満了日前なので、大丈夫です。 

委 員： 町長選挙については、６月の選挙管理委員会でも間に合うのではないか。 

書 記： ６月でも間に合いますが、事務手続き上、ポスター掲示場や投票用紙の発注

等がありますので、今回の委員会で提案させていただいたところです。 

委員長： 補足説明を含め、議案第１７号に関し賛成者の挙手を求めます。 

委 員：（全員挙手） 

委員長： 全員賛成と認めます。 



 次に、議案第１８号から議案第２３号までは関連がありますので、一括して

事務局に説明を求めます。 

 事務局： 議案第１８号 選挙公報の掲示順序を定めるために行うくじの日時、場所を 

定めること。豊山町選挙公報の発行に関する条例第４条第２項の規定により、

選挙公報の掲載文の掲載順序を定めるくじを行う必要があります。 

掲載文の申請は、豊山町選挙公報の発行に関する規程第２条第２項に基づき

告示日の午前８時３０分から午後５時までにすることとされており、同規程第

７条第１項により掲載順序のくじが申請された期限後直ちに行うこととされて

います。つきましては、くじを行う日時及び場所としては、平成２５年７月１

６日午後６時から、豊山町役場で行うこととしてよろしいでしょうか。 

 なお、同規程第７条第２項に基づく告示は、７月１２日に行います。 

 議案第１９号 投票所内における氏名等の掲示の掲載の順序を定めるために 

行うくじの日時、場所を定めること。公職選挙法第１７５条第３項の規定によ

り、投票記載所の氏名等掲示の順序のくじを行うべき日時及び場所を決定する

必要があります。くじを行う日時及び場所としては、平成２５年７月１６日午

後６時２０分から、豊山町役場で行うこととしてよろしいでしょうか。 

 なお、同法第１７５条第８項及び愛知県公職選挙管理規程第３６条に基づく

告示については、７月１６日に行います。 

      議案第２０号 選挙時登録の登録日等を定めること。公職選挙法第２２条第

２項の規定における選挙人名簿への被登録資格の決定の基準となる日及び登録

を行う日並びに第２３条の規定による縦覧に供する期間及び場所については、

議案のとおり、被登録資格の決定の基準となる日については、平成２５年７月

１５日。ただし、年齢については、平成２５年７月２１日。登録を行う日につ

いては、平成２５年７月１５日。縦覧に供する日時としては、平成２５年７月

１６日午前８時３０分から午後５時まで。縦覧の場所については、豊山町役場 

でよろしいでしょうか。 

 なお、告示については、７月１２日に行います。 

 議案第２１号 不在者投票用紙等の告示日前発送の日を定めること。公職選

挙法施行令第５３条による不在者投票用紙等の告示日前発送の日について、平

成２５年７月１２日に決定させていただいてよろしいでしょうか。 

 議案第２２号 投票用紙の色及び文字の色を定めること。公職選挙法第４５

条第２項及び豊山町公職選挙管理規程第７条により投票用紙の色及び文字の色

を定めることとなっています。用紙の色はあさぎ、文字の色は黒で行いたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

 なお、参議院議員通常選挙の投票用紙の色は現時点では確定していませんが、

これまでの例から、選挙区はうすい黄色、比例代表は白色と思われます。 



議案第２３号 ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること。公職選挙法第

１４４条の２第８項、公職選挙法施行令第１１１条、豊山町の議会の議員及び

長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例第２条により、ポスター

掲示場は、各投票区について１０００人以上５０００人未満で面積が４平方キ

ロメートル未満は７箇所となっていますので、５投票区で、３５箇所となりま

す。区画数は、４区画でよろしいでしょうか。 

 また、事前説明会等で候補者が４名以上であることが分かりましたら、即座

に業者に連絡し、作成致します。 

 なお、同条例第２条第４項による告示は、７月１２日に行います。 

 以上で説明を終わります。 

委員長： 事務局から説明が終わりました。ここで、質疑に入ります。質疑のある方の

発言を求めます。 

委 員：（なし） 

委員長： 議案に関し賛成者の挙手を求めます。 

委 員：（全員挙手） 

委員長： 全員賛成と認めます。 

以上で、本日の議題は終わりました。その他で何かありましたらお願いしま

す。 

事務局： その他として、資料に基づき、豊山町長選挙についてと選挙管理委員会予定

表について説明致します。初めに豊山町長選挙について６点説明致します。 

１点目、候補者への事前説明会の日時及び場所についてです。日時は、平成

２５年６月２１日金曜日、午前１０時から。場所は、豊山町役場３階会議室３・

４で行います。 

２点目、立候補届出書等の事前審査日及び場所についてです。日時は、平成

２５年７月１日月曜日、午前８時３０分から午後５時１５分まで。場所は、豊

山町役場３階会議室３で行います。 

３点目、無投票時の選挙会の日時場所についてです。日時は、平成２５年７

月２２日月曜日、午前９時から。場所は、豊山町役場３階会議室３で行います。 

      ４点目、当選証書の付与についてです。日時は、平成２５年７月２２日月曜

日、午前９時３０分から。場所は、豊山町役場３階会議室４で行います。告示

については、平成２５年７月２２日の月曜日に行います。 

      ５点目、選挙啓発については、明るい選挙推進協議会を通じて実施致します。 

最後に、その他の決定事項として、投票管理者及び同職務代理者の選任、選

挙長・職務代理者の選任、ポスター掲示場の場所、投票所、選挙会・開票事務

については、６月の選挙管理委員会で決定したいと考えています。 

次に、選挙管理委員会予定表についてです。平成２５年６月期の選挙人名簿



の登録についての委員会を６月２日の日曜日、午前１０時から開催致します。 

    事前説明会を６月２１日金曜日、午前１０時から。対象は全員です。 

事前審査会を平成２５年７月１日月曜日、午前８時３０分から午後５時１５

分まで行い、事務局で対応致します。 

選挙告示を７月１６日火曜日、午前８時３０分から午後５時まで行います。

対象は、全員です。 

期日前投票を７月１７日水曜日から２０日土曜日まで行います。時間は、午

前８時３０分から午後８時まで。対象委員については、１７日水曜日は、水野

委員。１８日木曜日は、渡邉委員。１９日金曜日は、坪井委員にお願いしたい

と思います。２０日の土曜日については、職員で対応致します。 

    投票所検査については、７月１９日金曜日の午後３時３０分から行います。

対象は全員です。また、選挙当日の７月２１日日曜日は、午前６時に豊山町役

場にお集まりいただくようお願い致します。 

    最後に、選挙会と当選証書付与を７月２２日の月曜日に、午前９時から行い

ます。対象は全員となっています。 

    以上で説明を終わります。 

 委 員： 参議院議員通常選挙を７月２１日に執行する場合、公示日はいつになるでし

ょうか。 

 事務局： 公示日は、１７日前の７月４日木曜日。５日から期日前投票が始まります。 

 委員長： ６月２日の委員会で確認しなければならないですね。 

 事務局： ６月２日の委員会の時点では、まだ選挙期日は確定していません。確定する

のは閣議決定された時で、３年前の平成２２年の参院選は、６月１６日の閉会

日に選挙期日の閣議決定がされました。６年前は、会期延長が可決されたのが

６月２２日。閣議決定された日にちは６月２６日。これにより想定されていた

選挙期日が延期され、７月２９日となりました。 

 委員長： 他に何かありましたらお願いします。 

ないようですので、以上で本日の委員会を終了致します。 

     大変ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



上記のとおり豊山町選挙管理委員会規程第１４条の規定に基づき、平成２４年度第５

回豊山町選挙管理委員会の議事の経過及びその結果を明確にするためにこの会議録を作

成し、委員長及び出席委員３人が署名する。 

 

 

平成２５年３月２日 

委員長   鈴 木 恒 男 

委 員   水 野 春 巳 

委 員   渡 邊 弘 一 

委 員   坪 井 清 夫 


