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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 朝霞市選挙管理委員会定例会 

開 催 日 時 

令和３年１０月１５日（金） 

          午前１０時００分から 

午前１０時３１分まで 

開 催 場 所 朝霞市役所 別館４階 監査委員室 

出 席 者 別紙のとおり 

会 議 内 容 

 

別紙のとおり 

 

会 議 資 料 別紙のとおり  

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 委員全員による確認 

そ の 他 の

必 要 事 項 
傍聴者 ０人 
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朝霞市選挙管理委員会定例会 

  令和３年１０月１５日（金） 

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 前 １ ０ 時 ３ １ 分 ま で 

朝霞市役所 別館４階 監査委員室 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 会議録署名委員の指名 

４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

  議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて 

  議案第４４号 専決処分の承認を求めることについて 

  議案第４５号 ポスター掲示場設置の場所の決定について 

  議案第４６号 ポスター掲示場にポスターを掲示できる区画数の決定について 

  議案第４７号 期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

  議案第４８号 登録の移替えの延期を定めることについて 

  議案第４９号 投票所の指定について 

  議案第５０号 期日前投票所の指定について 

  議案第５１号 在外選挙人が投票を行う期日前投票所の指定について 

  議案第５２号 開票立会人のくじの日時及び場所の決定について 

  議案第５３号 開票の日時及び場所の決定について 

  議案第５４号 投票所における候補者氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時

及び場所の決定について 

  議案第５５号 裁判官氏名等掲示の場所の決定について 

 議案第５６号 公示日以前における不在者投票用紙等の郵送開始期日の決定につ

いて 

 議案第５７号 公示日以前における在外選挙人名簿に登載されている選挙人に対

する不在者投票用紙等の郵送開始期日の決定について 

 議案第５８号 公示日以前における特例郵便等投票用紙等の郵送開始期日の決定

について 

  議案第５９号 啓発宣伝計画の決定について 
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  在外選挙人関係 

  議案第６０号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

  議案第６１号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

５ 閉会 

 

 

 

 

 

出席委員（３人） 

  委   員   長 細 田 昭 司 

  委       員 曽根田 晴 美 

  委       員 金 子 智恵子 

────────────────────────────────────────────────── 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局長 太 田 敦 子 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局主幹兼局次長 大 髙   亮 
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資料一覧   

・選挙管理委員会定例会次第 

・選挙管理委員会定例会 出席一覧表 

・ 議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて 

・ 議案第４４号 専決処分の承認を求めることについて 

・ 議案第４５号 ポスター掲示場設置の場所の決定について 

・ 議案第４６号 ポスター掲示場にポスターを掲示できる区画数の決定について 

・ 議案第４７号 期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

・ 議案第４８号 登録の移替えの延期を定めることについて 

・ 議案第４９号 投票所の指定について 

・ 議案第５０号 期日前投票所の指定について 

・ 議案第５１号 在外選挙人が投票を行う期日前投票所の指定について 

・ 議案第５２号 開票立会人のくじの日時及び場所の決定について 

・ 議案第５３号 開票の日時及び場所の決定について 

・議案第５４号 投票所における候補者氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所の

決定について 

・ 議案第５５号 裁判官氏名等掲示の場所の決定について 

・議案第５６号 公示日以前における不在者投票用紙等の郵送開始期日の決定について 

・議案第５７号 公示日以前における在外選挙人名簿に登載されている選挙人に対する不在者

投票用紙等の郵送開始期日の決定について 

・ 議案第５８号 公示日以前における特例郵便等投票用紙等の郵送開始期日の決定について 

・ 議案第５９号 啓発宣伝計画の決定について 

・議案第６０号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

・ 議案第６１号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

・衆議院議員選挙における啓発について 

・在外選挙人名簿登録者一覧表 

・在外選挙人名簿抹消者一覧表 

・在外選挙人名簿登録者数、在外選挙人名簿登録者数の推移、近隣市の状況 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）  

◎１ 開会 

◎２ 委員長あいさつ 

○細田委員長  

ただいまから、朝霞市選挙管理委員会定例会を開きます。 

昨日、衆議院が解散されまして、第４９回衆議院議員総選挙は、１９日公示、３１日投開票で閣

議決定されました。当委員会も、この日程に沿って遺漏のない対応を取ってまいりたいと存じます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

◎３ 会議録署名委員の指名  

○細田委員長 

それでは、日程３、会議録署名委員の指名でございます。 

委員会規程第１８条第２項の規定によりまして、曽根田委員、お願いいたします。 

○曽根田委員 

はい。 

 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係  

議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて 

○細田委員長 

次に、日程４、議題でございます。 

衆議院議員総選挙関係でございます。「議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて」を

議題といたします。 

説明をお願いいたします。 

大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第４３号、専決処分の承認を求めることについて。 

地方自治法施行令第１３７条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項

の規定により、これを報告し、承認を求める。 

令和３年１０月１５日提出。 

朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 
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次のページを御覧ください。 

専決処分書。 

次の事項について、地方自治法施行令第１３７条第１項の規定により専決処分する。 

令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票管理者及び開票管理者に

事故があり、又は欠けた場合、その職務を代理すべき者を次のとおり選任することについて。 

令和３年１０月１３日。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

小選挙区の開票管理者、細田昭司。開票管理者の職務を代理すべき者、比留間栄和。 

以上でございます。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 

（なし、の声） 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより、採決いたします。 

議案第４３号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第４３号は、原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第４４号 専決処分の承認を求めることについて 

○細田委員長 

次に、「議案第４４号 専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 

直ちに説明をお願いします。 

大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第４４号、専決処分の承認を求めることについて。 

地方自治法施行令第１３７条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項

の規定により、これを報告し、承認を求める。 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

次ページを御覧ください。 
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専決処分書。 

次の事項について、地方自治法施行令第１３７条第１項の規定により専決処分する。 

令和３年１０月３１日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票管理者及び開票管理者に

事故があり、又は欠けた場合、その職務を代理すべき者を次のとおり選任することについて。 

令和３年１０月１３日。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

開票管理者、曽根田晴美。開票管理者の職務を代理すべき者、金子千惠子。 

以上でございます。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 

（なし、の声） 

よろしいですか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより、採決いたします。 

議案第４４号を原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第４４号は、原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第４５号 ポスター掲示場設置の場所の決定について 

○細田委員長 

次に、「議案第４５号 ポスター掲示場設置の場所の決定について」を議題といたします。 

説明をお願いいたします。 

大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第４５号、ポスター掲示場設置の場所の決定について。 

令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法第１４４条の２第

１項の規定によるポスター掲示場を別紙とおり設置することについて議決を求める。 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

別紙に１７４か所分の場所が記載されてございます。前回の選挙から１か所増えておりまして、
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２ページ目の第１０投票区、宮戸の一番下です。「道合児童遊園地」、ここが有権者が５，０００人

を超えましたので、１か所追加ということで今回追加になっております。 

表の最後の方に住宅地図、設置する場所を付けてございます。今回は１７４か所設置する予定で

ございます。 

以上でございます。 

◯細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 

大丈夫ですか。 

（なし、の声） 

質疑なければ質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第４５号につきまして、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第４５号は原案のとおり可決されました。 

 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第４６号 ポスター掲示場にポスターを掲示できる区画数の決定について 

○細田委員長 

次に、「議案第４６号 ポスター掲示場にポスターを掲示できる区画数の決定について」を議題と

いたします。 

説明をお願いいたします。 

大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第４６号、ポスター掲示場にポスターを掲示できる区画数の決定について。 

令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙において公職選挙法第１４４条の２第

５項の規定により候補者がポスターを掲示できるポスター掲示場の区画数は、８区画とすることに

ついて議決を求める。 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

以上でございます。 
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○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 

（ありません、の声） 

質疑なければ質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第４６号につきまして、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第４７号 期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

○細田委員長 

次に、「議案第４７号 期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について」を議題と

いたします。 

説明をお願いいたします。 

大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第４７号、期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について。 

令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける期日前投票所の投票管理者及び投票管理者に事故があり、又は欠けた場合、その職務を代理す

べき者を別紙のとおり選任することについて議決を求める。 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

次ページに、期日前投票所の朝霞市役所と朝霞台出張所内、それぞれ投票管理者と職務代理者の

名簿を付けてございます。 

以上でございます。 

◯細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 
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○金子委員 

ちょっとお聴きしてよろしいですか。 

投票管理者って私たち以外にたくさんお名前が載ってらっしゃいますけど、全部市役所関係の方

ですか。 

○細田委員長 

どうぞ、説明してください。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

市役所の方も入っていますけれども、そのほかの方についても手伝ってもらいます。 

○金子委員 

一般の方ですか、そのほかの方というのは。 

○事務局・太田事務局長 

市役所の元職員で、定年退職された方ですとか、そういった方です。 

○金子委員 

そうなんですか。 

○事務局・太田事務局長 

あと、選挙管理委員会の補充員にもお願いをしております。 

○金子委員 

分かりました。ありがとうございました。 

○細田委員長 

多少経験がある人で、知識を持ってますので安心して任せられるのではないかと思って、事務局

で選考していただきました。 

○金子委員 

分かりました。ありがとうございます。 

○細田委員長 

ほかに質疑ございますか。 

よろしいですか。 

（はい、の声） 

質疑がなければ、質疑をこれで終結いたします。 

議案第４７号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 
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よって、議案第４７号は原案のとおり承認されました。 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第４８号 登録の移替えの延期を定めることについて 

○細田委員長 

次に、「議案第４８号 登録の移替えの延期を定めることについて」を議題といたします。 

説明をお願いいたします。 

大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第４８号、登録の移替えの延期を定めることについて。 

衆議院の解散に伴い、公職選挙法施行令第１７条ただし書の規定により朝霞市の選挙人名簿の登

録の移替えを次の期間延期することについて議決を求める。 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

登録の移替えを延期する期間、令和３年１０月１４日から令和３年１０月３１日まで。 

以上でございます。 

○細田委員長 

大丈夫ですか、今の説明で。分かりますか。 

（はい、の声） 

何か御質疑はございますか。よろしいですか。 

（なし、の声） 

質疑なければ質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第４８号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第４８号は原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第４９号 投票所の指定について 

○細田委員長 

次に、「議案第４９号 投票所の指定について」を議題といたします。 

直ちに説明をお願いします。 
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大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第４９号、投票所の指定について。 

令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける投票所の場所を次のとおり指定することについて議決を求める。 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

投票区は全部で２３で、これまでと変更はございません。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

議案第４９号について、何か御質疑はございますか。よろしいですか。 

（ございません、の声） 

質疑なければ質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。議案第４９号について、原案のとおり可決することに御異議ございま

せんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第４９号は原案のとおり可決されました。 

 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第５０号 期日前投票所の指定について 

○細田委員長 

次に、「議案第５０号 期日前投票所の指定について」を議題といたします。 

直ちに説明をお願いいたします。 

大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第５０号、期日前投票所の指定について。 

令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける期日前投票所を次のとおり指定することについて議決を求める。 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

期日前投票所、朝霞市役所と朝霞台出張所の２か所。期日は、令和３年１０月２０日から令和３

年１０月３０日まででございます。 
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○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑はございますか。よろしいですか。 

（なし、の声） 

質疑なければ質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第５０号につきまして、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

（なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５０号は原案のとおり可決されました。 

 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第５１号 在外選挙人が投票を行う期日前投票所の指定について 

○細田委員長 

次に、「議案第５１号 在外選挙人が投票を行う期日前投票所の指定について」を議題といたしま

す。 

説明をお願いいたします。 

大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第５１号、在外選挙人が投票を行う期日前投票所の指定について。 

令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院議員比例代表選出議員選挙

において、公職選挙法第４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される法第４８条の２第１

項の規定による期日前投票所を次のとおり指定することについて議決を求める。 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

期日前投票所につきましては、朝霞市役所、朝霞台出張所の２か所でございます。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 

（なし、の声） 

質疑なければ質疑なしと認めます。 

議案第５１号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 
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（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５１号は原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第５２号 開票立会人のくじの日時及び場所の決定について 

○細田委員長 

次に、「議案第５２号 開票立会人のくじの日時及び場所の決定について」を議題といたします。 

説明をお願いします。 

大髙主幹。  

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第５２号、開票立会人のくじの日時及び場所の決定について。 

令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票立会人となるべき者につき公職選挙法第６２条第２項の規定により行うべきくじ、又は衆

議院小選挙区選出議員選挙における開票立会人となるべき者につき同条第４項の規定により行うべ

きくじの日時及び場所を次のとおり定めることについて議決を求める。 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

日時、令和３年１０月２９日、午前１０時。場所、朝霞市役所内。 

以上でございます。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

これ、立会人の締め切りはいつですか。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

３日前ですので、２８日木曜日の５時ですね。そのときに、規定の３人以上１０人以内であれば

くじの必要はなくなりますので、その翌日ここで議案頂く２９日午前１０時の会議は開かないこと

になりますので、前日の２８日の木曜日５時以降に御連絡をさせていただきます。 

○細田委員長 

電話するのね。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

はい。 

 



- 15 - 

 

○細田委員長 

議案５２号につきまして、何かほかに質疑ございますか。 

（ございません、の声） 

なければ質疑を終結いたします。 

議案第５２号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５２号は原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第５３号 開票の日時及び場所の決定について 

○細田委員長 

次に、「議案第５３号 開票の日時及び場所の決定について」を議題といたします。 

説明をお願いいたします。 

大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第５３号、開票の日時及び場所の決定について。 

令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票の日時及び場所を次のとおり定めることについて議決を求める。 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

開票の日時、令和３年１０月３１日、午後９時。開票の場所、朝霞市立総合体育館サブアリー

ナ。 

以上でございます。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。よろしいですか。 

（なし、の声） 

質疑なければ質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。議案第５３号につきまして、原案のとおり可決することに御異議ござ

いませんか。 

（なし、の声） 
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御異議なしと認めます。 

よって、議案第５３号は原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第５４号 投票所における候補者氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場

所の決定について 

○細田委員長 

次に、「議案第５４号 投票所における候補者氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所

の決定について」を議題といたします。 

説明をお願いいたします。 

大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第５４号、投票所における候補者氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定

について。 

令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙において、公職選挙法第１７５条第１

項の規定に基づき行う候補者の氏名等掲示につき、同条３項本文の規定により行うくじの日時及び

場所を次のとおり定めることについて議決を求める。 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

日時、令和３年１０月１９日、午後５時１０分。 

場所、朝霞市役所内。 

以上でございます。 

○細田委員長 

ありがとうございました。何か御質疑ございますか。 

（なし、の声） 

なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第５４号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５４号は原案のとおり承認されました。 
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◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第５５号 裁判官氏名等掲示の場所の決定について 

○細田委員長 

次に、「議案第５５号 裁判官氏名等掲示の場所の決定について」を議題といたします。 

説明をお願いいたします。 

大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第５５号、裁判官氏名等掲示の場所の決定について。 

令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙の期日に行う最高裁判所裁判官国民審査におい

て、審査に付される裁判官の氏名等掲示の場所を次のとおり定めることについて議決を求める。 

令和３年１０月１５日提出、朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

掲示の場所につきましては、２３投票所に掲示してまいります。 

以上でございます。 

○細田委員長 

ありがとうございました。何か御質疑ございますか。 

（ございません、の声） 

質疑がなければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第５５号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議無し、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５５号は原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第５６号 公示日以前における不在者投票用紙等の郵送開始期日の決定について 

○細田委員長 

次に、「議案第５６号 公示日以前における不在者投票用紙等の郵送開始期日の決定について」を

議題といたします。 

説明をお願いいたします。大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第５６号、公示日以前における不在者投票用紙等の郵送開始期日の決定について。 
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令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける公職選挙法施行令第５３条第１項、５９条の４第４項及び５９条の５の４第７項の選挙管理委

員会の定める日は、公示日前４日（１０月１５日）とすることについて議決を求める。 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

以上でございます。 

○細田委員長 

もう少し説明、補足説明してくれる。これについて。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

朝霞市から、仕事などで朝霞市以外の場所で滞在している人が、その滞在地で投票できるという

制度があります。その際に投票用紙を請求する手続があるのですけれども、公示日前、今回１９日

以前にその請求書が来たときに、投票用紙をその人に送る期日を定めなければいけないという規定

があって、通常２日前、最も短い期間で２日前という規定があるのですけれども、今回１９日の２

日前が日曜日で、その前が土曜日に当たっていて郵便の配達がなされないので、今回４日前の１０

月１５日、本日としております。 

以上でございます。 

○細田委員長 

補足説明ありがとうございました。よく分かりました。 

何か御質疑ございますか。 

（なし、の声） 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第５６号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５６号は原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第５７号 公示日以前における在外選挙人名簿に登録されている選挙人に対する不

在者投票用紙等の郵送開始期日の決定について 

○細田委員長 

次に、「議案第５７号 公示日以前における在外選挙人名簿に登録されている選挙人に対する不在
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者投票用紙等の郵送開始期日の決定について」を議題といたします。 

説明をお願いいたします。 

大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第５７号、公示日以前における在外選挙人名簿に登録されている選挙人に対する不在者投票

用紙等の郵送開始期日の決定について。 

令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院議員比例代表選出議員にお

ける公職選挙法施行令第６５条の１３の規定により読み替えて適用される第５３条第１項の選挙管

理委員会の定める日は、公示日前４日（１０月１５日）とすることについて議決を求める。 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

先ほど御説明したのと同様のものでございます。 

○細田委員長 

ありがとうございました。よく分かりました。 

議案第５７号につきまして、何か質疑ございますか。 

（なし、の声） 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第５７号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５７号は原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第５８号 公示日以前における特例郵便等投票用紙等の郵送開始期日の決定につい

て 

○細田委員長 

次に、「議案第５８号 公示日以前における特例郵便等投票用紙等の郵送開始期日の決定につい

て」を議題といたします。 

説明をお願いいたします。 

大髙主幹。 
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○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第５８号、公示日以前における特例郵便等投票用紙等の郵送開始期日の決定について。 

令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員における

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第１条第３項の選挙管理委員

会の定める日は、公示日前４日（１０月１５日）とすることについて議決を求める。 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

○細田委員長 

これも同じですね。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

内容は同じですけど、対象がコロナウイルスに感染して外出自粛等を受けている方の郵便投票で

す。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

議案第５８号につきまして、何か御質疑ございますか。 

（ございません、の声） 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第５８号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５８号は原案のとおり承認されました。  

 

◎４ 議題 衆議院議員総選挙関係 

      議案第５９号 啓発宣伝計画の決定について 

○細田委員長 

次に、「議案第５９号 啓発宣伝計画の決定について」を議題といたします。 

直ちに説明をお願いいたします。 

大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第５９号、啓発宣伝計画の決定について。 

令和３年１０月３１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙並び
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に最高裁判所裁判官国民審査における啓発宣伝計画を別紙のとおり定めることについて議決を求め

る。 

令和３年１０月１５日提出、朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

次ページを御覧ください。 

啓発の内容につきましては、懸垂幕を２張、市役所庁舎と産業文化センターに掲出してまいりま

す。あと横断幕を６張、各駅と溝沼市民センターに掲出してまいります。 

のぼり旗につきましては、公共施設、駅周辺などに９０本掲出してまいります。 

４番、ポスターにつきましては、市役所、市内の公共施設、市の掲示板に貼ってまいります。 

５番、電光掲示板、朝霞駅南口、東口、市役所総合窓口の待合ロビーの電光掲示板で周知を図っ

てまいります。 

次ページを御覧ください。 

選挙の周知チラシ、昨日から既に配布されておりますが、ポスティングによる各戸全戸配布をし

てまいります。 

２番、選挙公報につきましては、１０月２０日に市のホームページに掲載するほか、各戸への配

布につきましては、今のところ県から配布されるのが、２５日頃というふうに聴いていますので、

２５日から３日間で配布する予定でおります。 

あと、市のホームページ、ツイッター、メール等で選挙の周知を図ってまいります。 

そのほか、広報車による巡回を期日前の期間と選挙期日。防災無線による広報を、選挙期日前日

に１回、選挙期日には２回実施してまいる予定でございます。 

そのほか、明るい選挙推進協議会の方に御協力いただいて、街頭啓発をしておりましたけれど

も、コロナウイルスの関係もありまして、これについては中止とさせていただいております。 

以上でございます。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

これは、朝霞ＦＭは駄目なのかね。協定を結んだよね、市で。ＦＭで頼むことはできませんか、

追加で。ちょっと交渉してみてください。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

はい、確認してみます。 

○細田委員長 

多分、協定を結んだからやってくれる。結んだよね、この前、市長が写真に載っていたもんね。

それに追加できればお願いできますか。それはお任せしますから。 
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○事務局・大髙主幹兼局次長 

はい、分かりました。 

○細田委員長 

それでは、議案第５９号につきまして、何か御質疑ございますか。 

（なし、の声） 

質疑がなければ、質疑を終結いたします。 

議案第５９号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５９号は原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 在外選挙人関係 

議案第６０号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

議案第６１号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

○細田委員長 

次に、在外選挙人関係でございます。 

「議案第６０号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて」並びに「議案第６１号 

在外選挙人名簿から抹消することについて」は関連がございますので、一括議題とさせていただき

ます。 

それでは、一括して説明をお願いいたします。 

大髙主幹。 

○事務局・大髙主幹兼局次長 

議案第６０号、在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて。 

公職選挙法第３０条の６の規定により、在外選挙人名簿に登録する者を次のとおり定めることに

ついて議決を求める。 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

今回の登録は、女性の方１人となっております。 

次ページに、対象者の方が載ってございます。 

続きまして、議案第６１号、在外選挙人名簿から抹消することについて。 

次の者は、公職選挙法第３０条の１１に該当するので、在外選挙人名簿から抹消することについ

て議決を求める。 



- 23 - 

 

令和３年１０月１５日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長、細田昭司。 

抹消対象が、男、１人。女、１人。計、２人でございます。 

次ページに、対象者の方が載ってございます。 

日本に帰国してから住民票を作成して４か月が経過したので、抹消するものでございます。 

次ページに、登録者数が載ってございます。 

今日現在で、男、６３人。女、５６人。計、１１９人の登録がございます。 

以上でございます。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

それでは初めに、議案第６０号につきまして質疑ございますか。 

（なし、の声） 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより、採決いたします。 

議案第６０号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第６０号は原案のとおり承認されました。 

次に、説明が終わっておりますので、議案第６１号につきまして、御質疑ございますか。 

（なし、の声） 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより、採決いたします。 

議案第６１号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第６１号は原案のとおり承認されました。 

以上で、日程４の議題は全部終了いたしました。 

この際でございますので、委員の方から何かございますか。選挙に関することでございましたら

何でも結構ですから。 

事務局は何か報告事項はございますか。 

この前の一般質問の報告はいいのかな、やらないで。どうしますか。 
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○事務局・大髙主幹兼局次長 

次回でよろしいですか。すみません。 

 

◎５ 閉会 

○細田委員長 

特に事務局はないそうですから、以上をもちまして、朝霞市選挙管理委員会定例会を閉会いたし

ます。ありがとうございました。 

 

 

 

           委員長                       

 

           委 員                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


