
 

平成２２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２３年３月２日（水） 午後１時５５分～午後２時３０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  長縄松仁 

書 記  堀尾政美 牛田彰和 牧野礼男 

 

４ 議題 

  定時登録について 

  愛知県議会議員一般選挙の執行について 

  豊山町議会議員一般選挙の執行について 

 

５ 会議資料 

 

（１）定時登録関係 

  議案第２６号 選挙人名簿に登録する者を定めること 

（２）愛知県議会議員一般選挙関係 

  議案第２７号 ポスター掲示場を設置する場所を定めること 

  議案第２８号 選挙人名簿の縦覧の場所を定めること 

  議案第２９号 開票管理者及び同職務代理者を選任すること 

  議案第３０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３１号 投票管理者及び同職務代理者を選任すること 

  議案第３２号 期日前投票管理者及び同職務代理者を選任すること 

  議案第３３号 投票所を定めること 

  議案第３４号 期日前投票所を定めること 

  議案第３５号 開票の場所及び日時を定めること 

  議案第３６号 開票立会人を定めるくじの場所、時間を定めること 



  議案第３７号 不在者投票用紙等の告示日前発送の日を定めること 

（３）豊山町議会議員一般選挙関係 

  議案第３８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３９号 選挙長及び同職務代理者を選任すること 

  議案第４０号 選挙会の日時及び場所を定めること 

  議案第４１号 開票事務と選挙会事務を合同すること 

  議案第４２号 投票用紙の色及び文字の色を定めること 

  議案第４３号 ポスター掲示場を設置する場所を定めること 

  議案第４４号 ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること 

  議案第４５号 公職選挙法第２３条の規定に基づき平成２３年４月１８日に登録する

者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を次のとおり縦覧に供する

こと 

  議案第４６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４７号 投票所を定めること 

  議案第４８号 投票管理者及び同職務代理者を選任すること 

  議案第４９号 期日前投票所を定めること 

  議案第５０号 期日前投票管理者及び同職務代理者を選任すること 

  議案第５１号 選挙立会人を定めるくじの場所、時間を定めること 

  議案第５２号 不在者投票用紙等の告示日前発送の日を定めること 

 

６ 議事内容  

書 記：時間よりも早いですが、皆さんお揃いですので、ただ今から平成２３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。はじめに、委員長からあい

さつをいただきます。 

委員長：本日は、選挙管理委員会を開催いたしましたところ、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。さて、本年４月には

愛知県議会議員一般選挙および豊山町議会議員一般選挙が執行される予定です。

その折にはご協力よろしくお願いします。本日の委員会の議題は、定時登録及び

愛知県議会議員一般選挙、豊山町議会議員一般選挙の議案でございます。ご審議

のほど、よろしくお願いいたします。以上を、もちましてご挨拶とさせて頂きま

す。 

書 記：議題に入ります。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２７件です。最初に定時登録関係の議案第２６号について事務局

から説明を求めます。 

事務局：平成２３年３月２日現在の選挙人名簿登録者数は、お配りしております平成２



３年３月定時登録選挙人名簿登録者数 男５，８５７人、女５，４２１人、計１

１，２７８人となります。投票区ごとの人数につきましては、その下に記載して

ありますのでご確認をお願い致します。また、それに伴いまして、選挙人名簿を

作成しております。順次回覧をさせていただきますのでご確認下さい。 

委員長：議案に関し質疑のある方の発言を求めます。 

委 員：（質疑なし） 

委員長：議案第２６号に関し賛成者の挙手を求めます。 

委 員：（全員挙手） 

委員長：続きまして、愛知県議会議員一般選挙の執行について関連がありますので、一

括して事務局に議案第２７号から議案第３７号の説明を求めます。 

事務局：議案第２７号 ポスター掲示場を設置する場所を定めること。平成２３年４月

１０日執行予定の愛知県議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙

法第１４４条の２第８項及び愛知県議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の

設置に関する条例第１条の規定により定める必要がありますので、別紙のように

定めてよろしいでしょうか。なお、区画数は６区画とする旨、県から通知がきて

おります。 

    議案第２８号 選挙人名簿の縦覧の場所を定めること。公職選挙法第２３条の

規定に基づき平成２３年３月３１日に登録する者の氏名、住所及び生年月日を記

載した書面を縦覧するものです。縦覧日は１日間としています。 

    議案第２９号 開票管理者及び同職務代理者を選任すること。公職選挙法第６

１条第２項及び同法施行令第６７条の規定により、開票管理者及び同職務代理者

を選任する必要がありますので、記載名簿のとおり選任させて頂いてよろしいで

しょうか。 

    議案第３０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、

候補者の氏名等の掲示順序を定める必要がありますので、記載のとおり実施して

よろしいでしょうか。また、当日は委員長にお願いしたいと思います。 

    議案第３１号 投票管理者及び同職務代理者を選任すること。公職選挙法第３

７条及び同法施行令第２４条の規定により、投票管理者及び同職務代理者を選任

する必要がありますので、記載名簿のとおり選任させて頂いてよろしいでしょう

か。なお、職務代理者については、現在選考中であります。 

    議案第３２号 期日前投票管理者及び同職務代理者を選任すること。公職選挙

法第４８条の２第２項及び同法施行令第４９条の７の規定により、期日前投票管

理者及び同職務代理者を選任する必要がありますので、記載名簿のとおり選任さ

せて頂いてよろしいでしょうか。なお、土日の管理者及び、職務代理者について

は、現在選考中であります。 



 

    議案第３３号 投票所を定めること。公職選挙法第３９条の規定により、投票

所を定める必要がありますので、記載のとおり定めてよろしいでしょうか。 

    議案第３４号 期日前投票所を定めること。公職選挙法第４８条の２第３項の

規定により、期日前投票所を定める必要がありますので、記載のとおり定めてよ

ろしいでしょうか。 

    議案第３５号 開票の場所及び日時を定めること。公職選挙法第６３条及び第

６４条の規定により、開票所の場所及び日時を定める必要がありますので、記載

のとおり定めてよろしいでしょうか。 

    議案第３６号 開票立会人を定めるくじの場所、時間を定めること。公職選挙

法第６２条第２項の規定により、開票立会人を定める必要がありますので、記載

のとおりくじの場所、時間を定めてよろしいでしょうか。ただし、１０人以内で

あれば実施いたしません。 

    議案第３７号 不在者投票用紙等の告示日前発送の日を定めること。不在者投

票の告示前の発送の日を記載のとおり定めるものであります。 

  以上でございます。 

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。従来と基本的に変わったところはありますか。 

事務局：特に変更はありません。 

委員長：よろしいですか。では、議案第２７号から議案第３７号に関し賛成者の挙手を

求めます。 

委 員：（全員挙手） 

委員長：では、議案第２７号から議案第３７号まで、まとめて承認させていただきます。

続きまして、豊山町議会議員一般選挙の執行について関連がありますので、一括

して事務局に議案第３８号から議案第５２号の説明を求めます。 

事務局：議案第３８号 選挙の期日及びこれを告示する日を定めること。豊山町議会議

員一般選挙は平成２３年４月２４日に行い、その告示する日を４月１９日として

よろしいでしょうか。 

議案第３９号 選挙長及び同職務代理者を選任すること。公職選挙法第７５条

及び同法施行令第８０条の規定により、選挙長及び同職務代理者を選任する必要

がありますので、記載名簿のとおり選任してよろしいでしょうか。 

議案第４０号 選挙会の日時及び場所を定めること。公職選挙法第７８条の規

定により、選挙会の日時及び場所を決める必要がありますので、下記記載のとお

り、開催してよろしいでしょうか。 

議案第４１号 開票事務と選挙会事務を合同すること。公職選挙法第７９条の

規定により、開票事務と選挙会事務を併せて行うことができますので、選挙会場



において選挙会の事務を行ってよろしいでしょうか。 

議案第４２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条の規定により、投票用紙の色及び文字

の色を定める必要がありますので、記載のとおり定めてよろしいでしょうか。 

議案第４３号 ポスター掲示場を設置する場所を定めること。平成２３年４月

２４日執行予定の豊山町議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙

法第１４４条の２第８項及び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条第３項の規定により定める必要がありますので、

別紙のとおり定めてよろしいでしょうか。 

議案第４４号 平成２３年４月２４日執行予定の豊山町議会議員一般選挙にお

けるポスター掲示場の掲示区画を、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規程第３条第１項の規定により定める必要がありま

すので、２４区画と定めてよろしいでしょうか。 

議案第４５号 選挙人名簿の縦覧の日を定めること。公職選挙法第２３条の規

定に基づき平成２３年４月１８日に登録する者の氏名、住所及び生年月日を記載

した書面を平成２３年４月１９日に縦覧するものです。縦覧日は１日間としてい

ます。 

議案第４６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、

候補者の氏名等の掲示順序を定める必要がありますので、記載のとおり実施して

よろしいでしょうか。また、当日は委員長にお願いしたいと思います。 

議案第４７号 投票所を定めること。公職選挙法第３９条の規定により、投票

所を定める必要がありますので、記載のとおり定めてよろしいでしょうか。 

議案第４８号 投票管理者及び同職務代理者を選任すること。公職選挙法第３

７条及び同法施行令第２４条の規定により、投票管理者及び同職務代理者を選任

する必要がありますので、記載名簿のとおり選任させて頂いてよろしいでしょう

か。なお、職務代理者については、現在選考中であります。 

議案第４９号 期日前投票所を定めること。公職選挙法第４８条の２第３項の

規定により、期日前投票所を定める必要がありますので、記載のとおり定めてよ

ろしいでしょうか。 

議案第５０号 期日前投票管理者及び同職務代理者を選任すること。公職選挙

法第４８条の２第２項及び同法施行令第４９条の７の規定により、期日前投票管

理者及び同職務代理者を選任する必要がありますので、記載名簿のとおり選任さ

せて頂いてよろしいでしょうか。なお、土日の管理者及び、職務代理者について

は、現在選考中であります。 

 



議案第５１号 選挙立会人を定めるくじの場所、時間を定めること。公職選挙

法第７６条において準用する公職選挙法第６２条第２項の規定により、選挙立会

人を定める必要がありますので、記載のとおりくじの場所、時間を定めてよろし

いでしょうか。ただし、１０人以内であれば実施いたしません。 

議案第５２号 不在者投票用紙等の告示日前発送の日を定めること。不在者投

票の告示前の発送の日を記載のとおり定めるものであります。 

以上でございます。 

委員長：事務局から説明が終わりました。基本的には県議会、町議会とも同じことをす

るのですが、町議会選挙では、町の選挙管理委員会で決めることもありますので、

県議会選挙よりは若干決めることが多くなります。それでは、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：議案第４６号で、これは１９日の告示の日にくじを引くということですが、ポ

スターを貼る順番はどうなりますか。 

書 記：午前８時３０分までに並んだ方はくじで、それ以降は受付順になります。 

委 員：ポスターの順番と、記載台に貼る候補者の順番は異なるということですね。 

書 記：そのとおりです。ポスター掲示も先着順ですと、相当早く並ばれることも想定

されますので。 

委員長：他にはよろしいですか。期日前投票の日付ですが、もし都合が悪ければ早目に

交代をしていただきたいと思います。 

委員長：よろしいでしょうか。では、議案第３８号から議案第５２号に関し賛成者の挙

手を求めます。 

委 員：（全員挙手） 

委員長：では、議案第３８号から議案第５２号まで、まとめて承認させていただきます。

その他で、事務局から何かありますか。 

事務局：愛知県議会議員一般選挙の投票所の点検は、４月８日（金）午後３時３０分頃

に集合していただき、各投票所の点検を行います。また、４月１日（金）の午後

６時には、氏名等の掲載の順序を決めるためのくじを行いますので、委員長には

来庁下さいますようお願い致します。 

    次に豊山町議会議員一般選挙の投票所の点検は、４月２２日（金）午後３時３

０分頃に集合していただき、各投票所の点検を行います。また、４月１９日（火）

は告示日となります。朝８時３０分から立候補受付を行いますので、委員の皆様

には来庁をお願い致します。また、同じ日の午後６時には、氏名等の掲載の順序

を決めるためのくじを行いますので、委員長には来庁下さいますようお願い致し

ます。 

     町議会議員選挙の候補予定者への事前説明会を３月２８日（月）の午後２時

に開催します。また、提出書類等の事前審査日は４月１２日、車両検査は４月１



３日に行う予定です。なお、４月１２日、４月１３日につきましては、事務局の

みの対応となります。４月２４日の町議会選挙終了後、当選者が確定次第、当選

者の元へ委員の皆さんで分担して当選告知を配りに行きますので、よろしくお願

い致します。 

委 員：２５日の当選証書の付与式は９時からでしたね。時間的にはどのくらいかかり

ますか。１時間ほどと考えれば良いですか。 

書 記：１時間みていただければ、十分です。 

委員長：その他委員のみなさんからは、何かありますか。ないようですので、以上で本

日の委員会を終了いたします。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２２年度第４

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２３年３月３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 

 


