みよし市選挙管理委員会会議録
日時 平成 31 年４月 13 日(土)
開会 午後１時 30 分
閉会 午後２時 30 分
場所 みよし市役所 特別会議室
出席者（選挙管理委員会委員）
委 員 長
伊豆原
要
職務代理者
三 浦 和 夫
（書記）
総務部部長（書記長）村 田 信
総務部参事（書記） 本 田
総務部次長（書記） 小野田 浩
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選挙管理委員会告示について
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ポスター掲示場の設置場所について
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選挙権を有する者の５０分の１の数の告示
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選挙権を有する者の３分の１の数の告示

エ

みよし市議会議員一般選挙の実施について
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選挙長及び同職務代理者の選任について

カ

期日前投票所の場所について
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氏名掲示の掲載順序のくじの日時及び場所について
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選挙公報の掲載順序のくじの日時及び場所について
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選挙運動費用の支出制限額について

ソ

ポスター掲示場のポスターの掲示について
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選挙運動費用の収支報告書の要旨の公表について

⑶
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選挙長告示について
ア

選挙長の事務を行う場所について

イ

選挙立会人を定めるくじの日時及び場所について

ウ

候補者の届出について

その他
全国選挙管理委員会連合会東海支部総会について

議題

名前
小野田書記

内容
それでは、ただいまから選挙管理委員会を開催します。
本日の会議は、みよし市選挙管理委員会会議公開規程第２条の規定
により、公開することとし、会議の開催前に傍聴の受付を行ったとこ
ろ、傍聴を希望する者はいませんでしたので、報告をいたします。
はじめに伊豆原委員長より挨拶をお願いします。

伊 豆原委員長

＜

あ

い

さ

つ

＞

小野田書記

それでは、委員長のとりまわしにより、議事の進行をしていただき
ますので、よろしくお願いします。

伊 豆原委員長

それでは、議題に入りたいと思います。
議題⑴ 選挙人名簿選挙時登録について、書記より説明をお願いしま
す。

三宅書記

議題⑴ 選挙人名簿選挙時登録について、事務局より説明いたしま
す。
１ページ目を御覧下さい。今回の選挙時登録における資格要件等に
ついて、大きい１番ですが、定時登録の基準日及び登録日は、平成 31
年４月 13 日（土）でございます。
大きい２番についてですが、
（１）、
（２）のいずれの要件も満たす者
が登録されることとなります。１つ目の登録要件として、国政選挙の
選挙権のある者であることとされています。すなわち、日本国民であ
り、平成 31 年４月 21 日現在において年齢満 18 年以上である者である
ことが要件となります。２つ目は、住所要件として、平成 31 年１月 13
日以前の転入者で、引き続きみよし市の住民であることが登録要件と
なります。いわゆる３箇月要件です。イについてですが、３箇月以上
みよし市の住民基本台帳に記録されていた者で、平成 30 年 12 月 13 日
から平成 31 年４月 12 日までに転出した者、すなわち転出後４箇月以

内の者については、表示登録者として登録がされます。また、ウにつ
いてですが、帰化した者は、帰化の届出をした日以後、引き続きみよ
し市の住民であれば登録がされます。
大きい３番の抹消者ですが、
（１）から（３）のいずれかに該当した
場合、選挙人名簿から抹消されることとなります。１つ目は、平成 30
年 12 月 12 日以前に選出した者です。転出して４箇月を超えた場合は、
本市の名簿から抹消されることとなります。２つ目は、前回の基準日
から今回の基準日、つまり平成 31 年４月 13 日までに死亡した者です。
３つ目は、欠格事項に該当した者です。
大きい４番ですが、名簿に転出者として表示される者は、大きい３
（２）イで触れた、平成 30 年 12 月 13 日以降の転出者となります。
続いて２ページ目を御覧ください。こちらは、今回の選挙時登録に
おける選挙人名簿登録者数を表したものです。平成 31 年４月 13 日現
在の選挙人名簿登録者数は、男 24,538 人、女 23,226 人であり、合計
47,764 人です。下表は、投票区ごとの選挙人の数の内訳を表したもの
です。
３ページ目には、世代別の前回選挙時登録との比較を載せさせてい
ただいており、４ページ目には、各投票区の前回選挙時登録及び前回
定時登録時と比較した、男女別の増減表を表したものを載せておりま
す。
続きまして、在外選挙人名簿登録者数について説明いたします。５
ページ目を御覧ください。４月 13 日現在の在外選挙人名簿登録者数は、
男 57 人、女 21 人、計 78 人であり、前回の３月選挙時登録と比べて増
減はありません。
６ページ目は、在外選挙人 78 人の在留している国の内訳でございま
す。
説明は以上です。
伊 豆原委員長

ただ今、書記からの説明がありましたが、御質問等ございましたら、
お願いします。
それでは、ご質問等になければ、ただいまより採決に移りたいと思
います。
議題⑴ 選挙人名簿選挙時登録について、御異議ございませんか。
＜異議無し＞

伊 豆原委員長

御異議ないようですので、⑴ 選挙人名簿選挙時登録については、承

認されたものといたします。
続きまして、議題⑵ 選挙管理委員会告示について、書記より説明を
お願いします。
福上書記

議題⑵ 選挙管理委員会告示について、説明させていただきます。資
料の７ページ以降となります。順に説明させていただきます。
まず、７ページでございますが、選挙管理委員会告示の第 23 号でご
ざいます。平成 31 年４月 21 日執行予定のみよし市議会議員一般選挙
におけるポスター掲示場設置の告示でございます。こちらにつきまし
ては、４月 12 日に市内全てのポスター掲示場設置を完了しておりまし
て、公職選挙法の規定に基づき、直ちに告示をすることとなっており
ますので４月 12 日付けで既に告示をさせていただいております。
８ページ、９ページには、今回のみよし市議会議員一般選挙におけ
るポスター掲示場の一覧を載せさせていただいております。昨年度の
愛知県知事選挙、今年度の愛知県議会議員一般選挙と同様の場所とな
っております。
10 ページを御覧ください。告示の第 24 号でございます。こちらにつ
きましては、今回の選挙時登録の登録者数の内の、地方自治法の規定
に基づく、50 分の１の数の告示でございます。地方自治法第 74 条第１
項及び第 75 条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の 50 分の１
の数は 956 となります。
11 ページにつきましては、告示の第 25 号について、地方自治法、そ
れから地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づく選挙
権を有する者の総数の３分の１の数の告示でございます。地方自治法
第 76 条第１項、第 80 条第１項、第 81 条第１項及び第 86 条第１項並
びに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定
する、選挙権を有する者の総数の３分の１の数は、15,922 となります。
12 ページを御覧ください。告示の第 26 号でございます。今回のみよ
し市議会議員選挙を平成 31 年４月 21 日に執行する告示でございます。
また、告示第 27 号では、この選挙の選挙長及びその職務を代理すべき
者の選任の告示を行います。選挙長を伊豆原委員長、職務代理者を三
浦委員にお願いしたいと存じます。告示第 28 号は、今回のみよし市議
会議員一般選挙における、期日前投票所の場所の告示でございます。
期日前投票所の場所といたしましては、みよし市役所、みよし市三好
町小坂 50 番地を告示させていただきます。
13 ページを御覧ください。続いて告示の第 29 号でございます。今回
のみよし市議会議員一般選挙における投票所の場所の告示でございま
す。三好投票区から黒笹投票区までの市内８箇所につきまして、それ
ぞれの投票区内にある小学校の体育館、それから天王投票区につきま

しては、新屋児童館の場所を告示させていただいております。その下
の告示第 30 号では、開票事務は、選挙会と併せて行う旨の告示でござ
います。
14 ページを御覧ください。先ほどの告示 30 号で触れた選挙会の日時
及び場所の告示でございます。日時は、平成 31 年４月 21 日午後９時
10 分から。場所は、三好公園総合体育館でございます。その下の告示
の第 32 号は、今回のみよし市議会議員一般選挙の期日前投票所の投票
管理者及び職務代理者の告示でございます。それぞれ、職務を行う日
ごとに氏名及び住所を記載させていただいております。今回の期日前
投票につきましては、全て選挙管理委員会事務局の職員で投票管理者
と職務代理者を務めさせていただきます。なお、委員の皆様につきま
しては、投票立会人を期間中で１回ずつお願いさせていただくことと
しておりますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
15 ページを御覧ください。告示の第 33 号について、今回のみよし市
議会議員一般選挙の投票日当日の投票管理者と職務代理者の告示でご
ざいます。市内８投票区の各投票管理者と各職務代理者の氏名と住所
を記載させていただいております。いずれもみよし市の職員でござい
ます。
16 ページを御覧ください。告示の第 34 号でございます。こちらは、
投票所内における氏名等の掲示の掲載順序を定めるために行うくじの
日時及び場所の告示でございます。くじは、平成 31 年４月 14 日午後
５時 30 分から、みよし市役所３階 301 会議室で行います。また、その
下の告示第 35 号では、公報の掲載の順序を定めるくじの日時及び場所
について告示をするものでございます。くじは、平成 31 年４月 14 日
午後６時から先ほどの 301 会議室で引き続き行います。
17 ページを御覧ください。告示第 36 号として今回のみよし市議会議
員一般選挙における選挙運動費用の支出制限額を告示します。今回の
選挙の支出制限額は、候補者 1 人につき 3,396,500 円です。続きまし
て、告示第 37 号としてポスター掲示場に選挙運動用ポスターを掲示で
きる日を告示します。掲示できる日は、立候補届の受理後、平成 31 年
４月 14 日からとします。続きまして、告示第 38 号は、今回の選挙に
おける選挙運動に関する収入及び支出の報告書要旨の公表についての
告示でございます。公表は、みよし市公告式条例に則り、掲示場に掲
示して行います。
以上が議題⑵ 選挙管理委員会告示についての説明でございます。
ただ今、書記からの説明がありましたが、御質問等ございましたら、
伊 豆原委員長

お願いします。

それでは、ご質問等がなければ、ただいまより採決に移りたいと思
います。
議題⑵ 選挙管理委員会告示について、御異議ございませんか。
＜異議無し＞

伊 豆原委員長

御異議ないようですので、議題⑵ 選挙管理委員会告示については、
承認されたものといたします。
続きまして、議題⑶ 選挙長告示について、書記より説明をお願いし
ます。

塚崎書記

18 ページ目を御覧ください。選挙長告示第１号でございます。みよ
し市議会議員一般選挙における選挙長の事務を行う場所を定める告示
でございます。事務を行う場所は、みよし市役所５階のみよし市選挙
管理委員会事務室です。続きまして、選挙長告示第２号でございます。
今回の選挙における開票立会人を定めるくじの日時と場所の告示でご
ざいます。日時につきましては、各候補者から平成 31 年４月 18 日午
後５時までに開票立会人を行う方の届出がございます。従いまして、
くじにつきましては、翌日の平成 31 年４月 19 日午前 10 時から、市役
所３階３０１会議室での開催を検討しております。開票作業につきま
しては、開票立会人が３人から 10 人までの間で行うこととされており
ます。従いまして、届出が 10 名を超えない場合はくじを行う必要はご
ざいません。なお、くじを行う必要がない場合は事務局から連絡させ
ていただきますので、よろしくお願いいたします。選挙長告示第３号
は、候補者の届出を告示するものです。
説明は以上です。
ただ今、書記からの説明がありましたが、御質問等ございましたら、

伊 豆原委員長

お願いします。
それでは、ご質問等がなければ、ただいまより採決に移りたいと思
います。
議題⑶ 選挙長告示について、御異議ございませんか。
＜異議無し＞
御異議ないようですので、議題⑶ 選挙長告示については、承認され

伊 豆原委員長

たものといたします。

続きまして、その他「全国選挙管理委員会連合会東海支部総会につ
いて」、書記より説明をお願いします。

塚崎書記

19 ページ目を御覧ください。平成 31 年度全国市区選挙管理委員会連
合会東海支部総会についての案内がきておりますが、今回の会議の中
でご出席いただける委員の方をご協議いただければということで議題
とさせていただきました。
平成 31 年度全国市区選挙管理委員会連合会東海支部総会でございま
すが、５月 16 日から 17 日にかけて静岡県の掛川市で開催される予定
となっております。
大変恐れ入りますが伊豆原委員長にはご出席のご予定をお願いした
いところではございますが、もうお一人の委員の方にご出席をお願い
したいと考えておりますので、本日の会議の中でお一人ご選出いただ
ければと思いますのでよろしくお願いいたします。

伊 豆原委員長

では、全国市区選挙管理委員会連合会東海支部総会についてですが、
今お話がありましたが私は出席ということですので、他にどなたか１
名ご出席をお願いしたいと思いますが。
順番で良いのではないでしょうか。

内田委員
そうすると、今回は原田委員でよろしいでしょうか。
伊豆原委員長
はい、よろしくお願いします。
原田委員
それでは、私と原田委員が出席ということでよろしいでしょうか。
伊 豆原委員長
よろしくお願いいたします。
小野田書記
伊 豆原委員長

それではそのように決定させていただきますのでよろしくお願いい
たします。最後にその他ですが何かございますか。
特にございません。

小野田書記

伊 豆原委員長

これをもちまして、本日の選挙管理委員会を終了いたします。
本日は、御苦労様でした。

