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平 成 ２ ８ 年 第 ３ 回 定 例 委 員 会 会 議 録 
 
１．開催日時   平成２８年９月２日（金）  

午前９時００分から午前１０時１９分  

 

２．出席委員   荻原茂良、小田克彦、溝口幸三、関文夫  

 

３．出席職員   風見康裕、玉江幸裕、河尻幸司 

 

４．会議次第  

   

○荻原委員長  

ただいまから、平成２８年第３回定例委員会を開会いたします。  

（ 1）議案第３５号  選挙人名簿登録者数 (定時登録 )についてを議題

といたします。事務局より説明を求めます。  

 

（説明）  国立市の平成２８年９月２日定時登録における選挙人名簿登録

者数は、男３０ ,８２０人、女３２ ,６５２人、合計で６３ ,４７

２人となっています。 

前回、６月２日の定時登録における選挙人名簿登録者数は、男  

２９ ,９２７人、女３１ ,７１８人、合計で６１ ,６４５人でした

ので、男８９３人の増、女９３４人の増、合計で１ ,８２７人の

増となっています。 

今回の定時登録者数は、６４６人で、定時登録者数のうち、  

新成人（平成８年６月３日から平成１０年９月２日生）の登録者

数は、１ ,７８１人で、男８９１人、女８９０人となっています。 

 

○荻原委員長  

質疑等ありますか。  

（な  し）  

 原案のとおり可決する。  

 

（ 2）議案第３６号  選挙人名簿の抹消についてを議題といたします。

事務局より説明を求めます。  

 

（説明）  公職選挙法第２８条の規定による、今回の抹消者数は、別紙の

とおり１,５７１人となっています。  

 

○荻原委員長  

質疑等ありますか。  

（な  し）  
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 原案のとおり可決する。  

 

議案第３７号  直接請求に必要な有権者数についてを議題といたしま

す。事務局より説明を求めます。  

 

（説明）  地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項の規定による選

挙権を有する者の総数の５０分の１の数は、１,２７０人、市町

村の合併の特例等に関する法律第４条第１１項及び第５条第１５

項の規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数は、 

 １０ ,５７９人、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項の規定による選挙権を有する者

の総数の３分の１の数は、２１,１５８人であります。  

 

○荻原委員長  

質疑等ありますか  

（な  し）  

 原案のとおり可決する。  

 

議案第３８号  在外選挙人名簿の登録についてを議題といたします。

事務局より説明を求めます。  

 

（説明）  ６月３日以降在外選挙人名簿の登録申請が１２名おりました

ので、登録資格の有無につき本籍地宛照会を行ったところ、い

ずれも登録資格を有しておりますので、今回在外選挙人名簿に

登録します。  

なお、公職選挙法第３０条の７（在外選挙人名簿に係る縦覧）

の規定により、９月３日から７日までの間、縦覧に供することと

なります。 

 

○荻原委員長  

質疑等ありますか  

（な  し）  

原案のとおり可決する。  

 

議案第３９号  在外選挙人名簿の抹消についてを議題といたします。

事務局より説明を求めます。  

 

（説明）  国内に住所を有してから４カ月経過する在外選挙人名簿登録

者が４名おりましたので、本日付で抹消手続きを行います。  
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○荻原委員長  

質疑等ありますか  

（な  し）  

 原案のとおり可決する。  

 

議案第４０号  在外選挙人名簿についてを議題といたします。事務局

より説明を求めます。  

 

（説明）  ９月２日現在の在外選挙人名簿登録人員は男７０名、女  

８１名の計１５１名であります。内訳として最終住所地登録は

１１９名、本籍地登録は３２名であります。  

 

○荻原委員長  

質疑等ありますか  

（な  し）  

 原案のとおり可決する。  

 

議案第４１号 国立市検察審査員候補者予定者名簿についてを議題とい

たします。事務局より説明を求めます。  

 

（説明）「検察審査会法」第10条の検察審査員候補者の選定の規定に基づ

くものであります。 

本件については、立川検察審査会から候補者の割当てについ

て通知があり、割当人員は、第１群から第４群まで各２名の、

計８人であります。  

検察審査員候補者の予定者の選定のくじについては、国立市

電子計算組織の運営に関する規則第1条及び第4条の規定に基づき、

本日の定時登録時の選挙人名簿に登録された者の中から選挙人名

簿システムの検察審査員候補者抽選プログラムを使って、割り当

てられた員数（８名）を選び出すものであります。 

後ほど、作成した検察審査員候補者予定者名簿をご確認いただ

いた後、予定者８名の名簿を検察審査会に送付いたします。 

 

○荻原委員長  

質疑等ありますか  

（な  し）  

原案のとおり可決する。  

 

議案第４２号 国立市裁判員候補者予定者名簿についてを議題といたし

ます。事務局より説明を求めます。  
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（説明）「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」第 21条の裁判員候補

者予定者名簿の調製の規定に基づくものであります。 

     この裁判員候補者予定者名簿の調製に当たっては、国立市電子

計算組織の運営に関する規則第 1条及び第4条の規定に基づき、本

日の定時登録時の選挙人名簿に登録された者の中から選挙人名簿

システムの裁判員候補者抽選プログラムを使って、割り当てられ

た員数（７８名）を選び出すものであります。 

後ほど、作成した裁判員候補者予定者名簿をご確認いただいた

後、予定者７８名の名簿を東京地方裁判所に送付いたします。 

 

○荻原委員長  

質疑等ありますか  

 

○溝口委員  

 抽選はどのように行うのか。  

 

○事務局  

 事務局に設置してあるデスクトップパソコンの選挙人名簿管理システ

ム調製プログラムの無作為抽出プログラムで選定されます。  

 

○溝口委員  

 過去に国立市から選定された者が今年も選定されることはあるのか。  

 

○事務局  

 昨年選定された人が今年も予定者として、選定されることはあり得ま

すが、再度、裁判所で管轄区域内から提出された予定者名簿から抽選し

直します。  

 

○荻原委員長  

 他になければ、原案のとおり可決する。  

 

議案第４３号  東京都知事選挙開票確定遅延についてを議題といた  

します。事務局より説明を求めます。  

 

（説明）去る７月３１日に執行された東京都知事選挙の開票作業において

開票確定寸前までの状態であった得票数が、開票集計システムで計

算したところ、投票録に記載の投票者総数よりも投票用紙の数が１

７票多いことが判明しました。 

その原因を究明するため、積載台に積載された票束を再度点検し

たところ、２００票束に満たない１８３票の束が積載されていたこ

とが判明。その点検作業を行ったことにより、開票確定が遅れてし

まいました。 
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委員長から事務局に対し、発生した原因の検証及び再発防止策を

検討するよう指示があり、早速、開票主任者、計数責任者、作表責

任者を集め、原因の検証及び再発防止策について協議したので、そ

の経過と結果を報告いたします。 

（別添報告書説明） 

 

○荻原委員長  

 開票集計システムで集計した数と１７票の差異が生じた原因について、

まず疑問票を、次に端数票を点検するよう指示したところである。  

事務局長は積載台に積載された票を、再度点検するよう開票事務従事

者に指示したのか。  

 また、事前に各係の責任者を集めて打ち合わせを行ったのか。  

 

○事務局  

 事務局長として、開票時に事務従事者に指示していません。また、事

前の打合わせも実施していません。  

 

○小田職務代理者  

 票の流れについて説明願いたい。  

 

○事務局  

 開披された票の点検を受けた後、１００票ずつ計数されます。  

  ２回計数を経た票が作表のところで混票がないか目視による確認を経

て、２００票束にまとめ開票立会人に開示されます。  

 

○溝口委員  

 計数機がありながら、なぜ１７票足らない束が出てしまったのか。  

 

○事務局  

 計数機が間違えることは考えにくい。１００票束を流していた際、端

数票がそのまま流れてしまったのではないかと考えます。  

１００票束の票の流れが全て終わった段階で一旦区切り、その後、端

数票を流すことを事務従事者に注意喚起をする必要があったと思います。  

 

○関委員  

 今回の件はあってはならないことである。点検については、目視が大

切であるが、事務局としても反省し見直すべきである。機械に頼りすぎ

るなと言いたい。  

 

○荻原委員長  

 計数機の数が多すぎる。工場的レイアウトの観点でいえば、計数機を

半分にして作表で点検を受けた票を再度計数機に回すことをしている。  
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つまり、二つの部隊に分けることを民間では行っている。最新鋭の開

票分類機に人間の動作が追い付いていない。  

事務局長は積載台に積載された票を、再度点検するよう開票事務従事

者に指示していない。また、事前に各係の責任者を集めての打ち合わせ

も行っていないことに問題がある。  

この件については、議決事項でないので、報告を受けたこととする。  

 

（結果）  原案のとおり報告を受ける。  

 

議案第４４号 投票区の見直しについてを議題といたします。事務局

より説明を求めます。  

 

（説明）第４投票区の投票所である東地域防災センターは手狭であると

もに、選挙人に対し不便が生じているため、当該投票区の投票所

を第２投票区と第７投票区にそれぞれ編入し、投票区を再編成する

ための基礎資料案を作成したので、本議案を提案するものである。  

 

○荻原委員長  

 第４投票区の投票所については、手狭な東地域防災センターに固定す

るのか、あるいは、第４投票区を分割するのかの２つの方法を検討して

いく必要がある。各委員の意見はありますか。  

 

○関委員  

 現状をみると周辺に公共施設がない以上、東地域防災センターに固定

せざるを得ない。急きょ選挙があったときなど、固定化したほうがよい。  

 

○溝口委員  

 事前に市民の意見を聞いたのか。  

 

○事務局  

 事前に意見は聞いていません。  

 

○関委員  

 投票率が低い第３投票区を二つに分けることも検討する必要がある。

南部地域については坂の上がり下がりが大変である。  

場合によっては、投票区を１つ増やしても良いと思う。  

 

○小田職務代理者  

 第４投票区から第７投票区に編入される有権者の意見を聞いたら不満

が出る。  

 市民の意見を聞く必要があるし、第６投票区・第２投票区も含めて区

割りを根本的に考え直したほうがよい。  
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○荻原委員長  

 第８投票区・第９投票区についても、有権者数が減少しており問題が

ある。第４投票区については、委員会の問題でもあり、事務局の宿題で

もある。継続して検討する必要がある。  

南部地域については、ハケ下の問題もありその広大性がある。  

 東地域防災センターの投票所はダブル選挙、トリプル選挙に対応でき

るか。  

 

○事務局  

 東地域防災センターでは困難である。外部にテントを設置するなどの

対策が必要になると考えます。  

 

○関委員  

 投票率が低い第３投票区の有権者に対し、投票しやすくする便宜を図

る必要がある。現行の投票区は学区割をもとにしているのか。  

 

○事務局  

 学区割をもとに投票区が設定されています。  

 

○荻原委員長  

 学区割を基本とした考え方は破たんしている。短期的、中期的な視点

で、今後、投票区をどのようにしたらよいかは委員会の宿題でもあり、

事務局の宿題でもあるので、継続審議としたい。  

継続審議とする。  

 

その他報告事項に入ります。その他で何かありますか。  

 

○事務局  

 （ 1）９月議会の一般質問（渡辺大祐議員）に対する答弁について  

 （ 2）１１月１日開催の東京都明るい選挙推進大会にて、４名の推進

委員の方が１０年表彰される予定です。  

 （ 3）１１月４日、国立音楽大学附属高等学校にて、主権者教育（出

前授業、模擬投票）を行う予定です。  

 

○荻原委員長  

 毎週事務局内で選挙の勉強会を開催しているとのことだが、その資料

はあるのか。  

 

○事務局  

 勉強会の資料はあります。  

 

○荻原委員長  

 職員の行動記録についてはとっているのか。  
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○事務局  

 とっています。  

 

○荻原委員長  

 今回の参議院議員選挙における投票所入場整理券の七小誤記について

は、有権者の皆様にはご迷惑をおかけました。  

 この件について、事務局長から委員会また私に正式に報告がなかった。  

 なぜ起きたのか、校正はどうしたのか、チェックはどうしたのか。事

務局長より弁明を願いたい。  

 

○事務局  

 今回の第七小投票所入場整理券の投票所名の誤記については、事務局

長と係長の二人で校正を行いました。今回の参議院議員選挙より投票入

場券の様式を変更したこともあり、業者が作成した原稿に対して校正し

たが、校正ミスにより誤記のまま発送してしまったのが原因です。  

 

○小田職務代理者  

 今回、第七小学校の有権者に迷惑をかけた。市民に迷惑をかけている

ならば何らかの処分は必要である。  

 

○溝口委員  

 第七小学校の投票所入場整理券の誤記について、複数の苦情があった

のか。対応はどのようにしたのか  

 

○小田職務代理者  

 いつ苦情があり、訂正の葉書を郵送したのか。  

 

○事務局  

 ６月２２日に事務局に電話による苦情が入りました。また、メールで

も苦情が入りました。電話による苦情についてはその電話で、メールに

よる苦情については当日返信しました。訂正の葉書は、６月２２日当日

の夜に送付しました。  

 

○関委員  

 大方の人は間違いに気づかなかったが、一部の市民の人は間違いに気

付いた。ミスはあってはならないが、事務局の体制が悪い。  

 担当者、係長、局長の校正があればどこかの段階でミスに気付くはず

である。  

 この件については、行政管理部長に苦情を申し上げた。  

人事はすべて人事当局が決めているのに、責任、処分については地方

公務員法上、行政委員会の中でやっていただきたいとの発言は、責任逃

れではないか。  

 事務局長の上司は行政管理部長なので人事当局にも責任がある。  
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事務局長の反省の弁がなかったことは残念である。  

 

○小田職務代理者  

 組織的な問題はあるにしても、選挙管理委員会として厳重注意は必要

である。  

 

○荻原委員長  

事務局長から謝罪の弁がなく残念に思う。本来ならば臨時委員会を開

催すべきところであるが、今後の対応や処分等については、私に一任し

ていただければ行政管理部長、職員課長に本件について報告します。各

委員のご意見は・・・。  

 

○溝口委員  

 ひとつのけじめとして必要である。  

 

○関委員  

 選管だけの責任ではなく、人事当局である行政管理部長、職員課長に

も責任がある。組織のあり方も含め、事務局の適正な人員配置が必要で

ある。  

 

○荻原委員長  

 この件については、行政管理部長、職員課長に報告し、対応します。  

以上で平成２８年第３回定例委員会を閉会いたします。  

 

 国立市選挙管理委員会規程第７条第２項により署名します。  

 

 

   平成２８年９月２日  

 

 

           委  員  長  荻  原  茂  良  

 

           職務代理者 小 田 克 彦 

 

           委    員  溝  口  幸  三  

 

           委    員  関    文  夫   

 


