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東海村選挙管理委員会 

 

１ 開催日時 令和２年１月１４日（火） 

午後６時から午後７時まで 

 

２ 開催場所 東海村役場 ５階 原子力視察研修室 

 

３ 会議に付議した事件 

議案第７号 東海村議会議員一般選挙における選挙公報の掲載順序を 

定めるくじの執行について 

議案第８号 東海村議会議員一般選挙における期日前投票所，不在者 

投票記載所及び投票所の氏名等掲示の掲載順序を定める 

くじの執行について 

議案第９号 選挙運動費用収支報告書の公表方法について 

 

４ 出席委員は次のとおりである。（４名） 

 委員長  本多 喜久男   委員長職務代理者  大友 捷夫 

委 員  伊藤 究     委 員  髙橋 康夫 

 

５ 説明のため会議に出席した者は次のとおりである。 

東海村選挙管理委員会事務局 

書記長  菊池 敬   書記長補佐  鷹野 光寿 

書 記  須藤 博   書 記  星野 直 

書 記  安部 彩華 

 

６ 会議の書記は次のとおりである。 

   同上 

 

７ くじ執行の立会人は次のとおりである。 

   佐藤 盛男   今福 茂 

   木村 洋一   豊島 寛一 

 

８ 本会議における議題及び議事の大要は次のとおりである。 
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開会 午後６時 

 

【議案第７号】 

○本多委員長  定刻となりましたので，ただ今から，東海村選挙公報発行条例

第３条第２項の規定により，令和２年１月１９日に執行される東海村議会議員

一般選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを執行いたします。 

  また，同条第３項の規定により，公職の候補者又はその代理人の方で，現在

入室されている方を，くじ執行の立会人といたします。 

  それでは，くじの執行を書記に行わせることとします。 

 

 

○菊池書記長  本日，午後５時をもちまして，東海村議会議員一般選挙におけ

る選挙公報への掲載の申請が締め切られ，立候補者２１名より申請がありまし

た。 

よって，先ほど，委員長よりご説明のありましたとおり，東海村選挙公報発

行条例第３条第２項の規定により，東海村議会議員一般選挙における選挙公報

の掲載順序を，くじにより決定したいと思います。 

なお，掲載の順序は，上段から第１列目の左欄を第１位，中欄を第２位，右

欄を第３位，上段から第２列目の左欄を第４位とし，以下同様に順序を定めた

上で，くじを執行いたします。なお，第１３位より，裏面に掲載されることと

なります。 

また，くじの執行については，まず，本日，立候補を届け出た順番により，

くじを引く順番を定めるためのくじ（仮くじ）を行い，次に，仮くじにより定

められた順番により，選挙公報の掲載順序を定めるくじ（本くじ）を行います。 

くじを引くに当たりましては，立候補を届け出た順番により，鷹野書記長補

佐に引かせることとします。 

 

  それでは，まず，くじを引く順番を定めるためのくじ（仮くじ）を行います。 

くじ棒が１番から２１番まであること，及びくじ入れが空であることを御確認

ください。 

～仮くじ執行～ 

   

くじ棒を須藤書記が，くじ入れを星野書記が持ち，各選挙管理委員及び各立 

 会人の確認終了後，仮くじが執行される。 

（結果） 

 １番  村上 孝   ２番  越智 辰哉  ３番  河野 健一 

 ４番  清宮 壽子  ５番  三上 修   ６番  植木 伸寿 

 ７番  飛田 静幸  ８番  鈴木 曻   ９番  根本 浩志 
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 １０番 武部 愼一  １１番 大内 則夫  １２番 江田 五六 

１３番 笹嶋 士郎  １４番 羽根田 省典 １５番 吉田 充宏 

１６番 大名 美恵子 １７番 舛井 文夫  １８番 阿部 功志 

１９番 恵利 いつ  ２０番 岡崎 悟   ２１番 寺門 定範 

 

～仮くじ執行終了～ 

 

  次に，今，仮くじにより定められた順番により，選挙公報の掲載順序を定め

るくじ（本くじ）を行います。 

  くじ棒が１番から２１番まであること，及びくじ入れが空であることをご確

認ください。 

 

～本くじ執行～ 

 

  くじ棒を須藤書記が，くじ入れを星野書記が持ち，各選挙管理委員及び各立 

 会人の確認終了後，本くじが執行される。 

（結果） 

 １番  恵利 いつ  ２番  大名 美恵子 ３番  河野 健一 

 ４番  飛田 静幸  ５番  根本 浩志  ６番  鈴木 曻 

 ７番  武部 愼一  ８番  羽根田 省典 ９番  岡崎 悟 

 １０番 村上 孝   １１番 江田 五六  １２番 清宮 壽子 

１３番 笹嶋 士郎  １４番 植木 伸寿  １５番 寺門 定範 

１６番 舛井 文夫  １７番 大内 則夫  １８番 三上 修 

１９番 阿部 功志  ２０番 越智 辰哉  ２１番 吉田 充宏 

 

～本くじ執行終了～ 

 

 

○本多委員長  ただいまの結果，東海村議会議員一般選挙における選挙公報の

掲載順序は， 

第１位「恵利 いつ候補」，第２位「大名 美恵子候補」， 

第３位「河野 健一候補」，第４位「飛田 静幸候補」， 

第５位「根本 浩志候補」，第６位「鈴木 曻候補」， 

第７位「武部 愼一候補」，第８位「羽根田 省典候補」， 

第９位「岡崎 悟候補」，第１０位「村上 孝候補」， 

第１１位「江田 五六候補」，第１２位「清宮 壽子候補」， 

第１３位「笹嶋 士郎候補」，第１４位「植木 伸寿候補」， 

第１５位「寺門 定範候補」，第１６位「舛井 文夫候補」， 
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第１７位「大内 則夫候補」，第１８位「三上 修候補」， 

第１９位「阿部 功志候補」，第２０位「越智 辰哉候補」， 

第２１位「吉田 充宏候補」 

と決定いたしました。 

 

以上をもちまして，東海村議会議員一般選挙における選挙公報の掲載順序を

定めるくじの執行を終了いたします。 

 

 

午後６時３０分 

 

【議案第８号】 

○本多委員長  定刻となりましたので，ただ今から，公職選挙法（昭和２５年

法律第１００号）第１７５条第３項及び第６項の規定により，令和２年１月１

９日に執行される東海村議会議員一般選挙における期日前投票所，不在者投票

記載所及び投票所における氏名等掲示の掲載順序を定めるくじを執行いたし

ます。 

  また，同条第３項の規定により，公職の候補者又はその代理人の方で，現在

入室されている方を，くじ執行の立会人といたします。 

  それでは，くじの執行を書記に行わせることとします。 

 

 

○菊池書記長  本日，午後５時をもちまして，東海村議会議員一般選挙の立候

補の届出が締め切られ，２１名の届出があり，投票を行うこととなりました。 

 よって，先ほど，委員長よりご説明のありましたとおり，公職選挙法第１７５

条第３項及び第６項の規定により，期日前投票所，不在者投票記載所及び投票

所における氏名等掲示の掲載順序を，くじにより決定したいと思います。 

  なお，候補者の氏名の記載順序は，右端から，第１行目の上段を第１位，下

段を第２位，第２行目の上段を第３位，下段を第４位，以下同様に順序を定め

た上で，くじを執行いたします。 

  また，くじの執行については，まず，本日，立候補を届け出た順番により，

くじを引く順番を定めるためのくじ（仮くじ）を行い，次に，仮くじにより定

められた順番により，氏名等掲示の掲載順序を定めるくじ（本くじ）を行いま

す。 

  くじを引くに当たりましては，立候補を届け出た順番により，鷹野書記長補

佐に引かせることとします。 

  それでは，まず，くじを引く順番を定めるためのくじ（仮くじ）を行います。 
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くじ棒が１番から２１番まであること，及びくじ入れが空であることを御確認

ください。 

～仮くじ執行～ 

   

くじ棒を須藤書記が，くじ入れを星野書記が持ち，各選挙管理委員及び各立 

 会人の確認終了後，仮くじが執行される。 

（結果） 

 １番  根本 浩志  ２番  江田 五六  ３番  舛井 文夫 

 ４番  寺門 定範  ５番  植木 伸寿  ６番  大名 美恵子 

 ７番  清宮 壽子  ８番  阿部 功志  ９番  村上 孝 

 １０番 岡崎 悟   １１番 三上 修   １２番 羽根田 省典 

１３番 飛田 静幸  １４番 武部 愼一  １５番 鈴木 曻 

１６番 大内 則夫  １７番 吉田 充宏  １８番 笹嶋 士郎 

１９番 越智 辰哉  ２０番 河野 健一  ２１番 恵利 いつ 

 

～仮くじ執行終了～ 

 

  次に，今，仮くじにより定められた順番により，氏名等掲示の掲載順序を定 

 めるくじ（本くじ）を行います。 

  くじ棒が１番から２１番まであること，及びくじ入れが空であることをご確

認ください。 

 

～本くじ執行～ 

 

  くじ棒を須藤書記が，くじ入れを星野書記が持ち，各選挙管理委員及び各立 

 会人の確認終了後，本くじが執行される。 

（結果）  

 １番  江田 五六  ２番  岡崎 悟   ３番  越智 辰哉 

 ４番  羽根田 省典 ５番  清宮 壽子  ６番  根本 浩志 

 ７番  笹嶋 士郎  ８番  阿部 功志  ９番  鈴木 曻 

 １０番 吉田 充宏  １１番 武部 愼一  １２番 河野 健一 

１３番 飛田 静幸  １４番 恵利 いつ  １５番 寺門 定範 

１６番 大名 美恵子 １７番 舛井 文夫  １８番 三上 修 

１９番 村上 孝   ２０番 大内 則夫  ２１番 植木 伸寿 

 

～本くじ執行終了～ 
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○本多委員長  ただいまの結果，東海村議会議員一般選挙における期日前投票

所，不在者投票記載所及び投票所における氏名等掲示の掲載順序は， 

第１位「江田 五六候補」，第２位「岡崎 悟候補」， 

第３位「越智 辰哉候補」，第４位「羽根田 省典候補」， 

第５位「清宮 壽子候補」，第６位「根本 浩志候補」， 

第７位「笹嶋 士郎候補」，第８位「阿部 功志候補」， 

第９位「鈴木 曻候補」，第１０位「吉田 充宏候補」， 

第１１位「武部 愼一候補」，第１２位「河野 健一候補」， 

第１３位「飛田 静幸候補」，第１４位「恵利 いつ候補」， 

第１５位「寺門 定範候補」，第１６位「大名 美恵子候補」， 

第１７位「舛井 文夫候補」，第１８位「三上 修候補」， 

第１９位「村上 孝候補」，第２０位「大内 則夫候補」， 

第２１位「植木 伸寿候補」 

と決定いたしました。 

 

以上をもちまして，東海村議会議員一般選挙における期日前投票所，不在者

投票記載所及び投票所における氏名等掲示の掲載順序を定めるくじの執行を終

了いたします。 

 

 

○本多委員長  続いて，「議案第９号 選挙運動費用収支報告書の公表方法に

ついて」事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

○須藤書記  議案第９号は，令和２年１月１９日に執行される東海村議会議員

一般選挙について，公職選挙法第１８９条の規定により受理した選挙運動費用

収支報告書の公表は，同法第１９２条第２項の規定により東海村選挙管理委員

会事務室において閲覧する方法により行うものと定めるものです。 

 

 

○本多委員長  ただ今，「議案第９号 選挙運動費用収支報告書の公表方法に

ついて」事務局から説明がありましたが，質疑がありましたらお願いします。 

 

（質疑なし） 

 

○本多委員長  議案第９号は，原案のとおり可決してよろしいですか。 
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（「異義なし」と呼ぶ者あり） 

 

○本多委員長  議案第９号は，原案のとおり可決されました。 

 

 

○本多委員長  その他としまして，事務局から何かありますか。 

 

○須藤書記  次回の選挙管理委員会は明日１月１８日の開催となります。東海

村議会議員一般選挙における当日抹消を行いますので，よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

○本多委員長  以上で会議に付議されました事件は全て終了いたしました。 

これをもちまして，選挙管理委員会を閉会といたします。 

 

閉会 午後７時 

 

 


