
選挙管理委員会事務局
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選挙管理委員会事務局

１ 委員会

（１）委員会開催状況

委員会 開催日 案件番号 案 件 名

第１回
（定例）

平成３０年
４月１８日

その他
平成３０年度選挙管理委員会年間予定（上半期）
について

その他 入場整理券発送日の検討について

第２回
（定例）

５月 ９日 その他 入場整理券発送日の検討について

第３回
（定例）

６月 １日

議案第 １号
定時登録における選挙人名簿登録者及び抹消者に
ついて

議案第 ２号

直接請求における条例の制定又は改廃、監査の請

求、議会の解散、議員等の解職、合併協議会設置

等の請求ができる選挙人の数について

議案第 ３号 あきる野市選挙執行規程の一部改正について

議案第 ４号

あきる野市議会議員及びあきる野市長選挙におけ

るポスター掲示場の設置に関する規程の一部改正

について

第４回
（定例）

７月 ４日 議案第 ５号 在外選挙人名簿からの抹消について

第５回
（定例）

８月 ８日 議案第 ６号
平成３０年度９月定時登録における選挙人名簿の
登録日の変更について

第６回
（定例）

９月 ３日

議案第 ７号
定時登録における選挙人名簿登録者及び抹消者に
ついて

議案第 ８号
直接請求における条例の制定又は改廃、監査の請
求、議会の解散、議員等の解職、合併協議会設置
等の請求ができる選挙人の数について

議案第 ９号 在外選挙人名簿からの抹消について

議案第１０号 平成３１年裁判員候補者予定者の選定について

議案第１１号
平成３１年検察審査員候補者予定者の選定につい
て

第７回
（定例）

１０月 ３日

議案第１２号
あきる野市戸倉財産区管理委員選挙の選挙期日等
について

議案第１３号
あきる野市戸倉財産区管理委員選挙における投票
所を開く時刻の繰り下げ及び投票所を閉じる時刻
の繰り上げについて

第８回
（定例）

１１月 ７日

議案第１４号 在外選挙人名簿への登録の移転について

議案第１５号
あきる野市戸倉財産区管理委員選挙における選挙
長及び同職務代理者の選任について

議案第１６号
あきる野市議会及びあきる野市長の選挙における
選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正につ
いて

議案第１７号
平成３０年度１２月定時登録における選挙人名簿
の登録日の変更について

第９回
（定例）

１２月 ３日

議案第１８号
定時登録における選挙人名簿登録者及び抹消者に
ついて

議案第１９号 在外選挙人名簿への登録の移転について

議案第２０号

直接請求における条例の制定又は改廃、監査の請

求、議会の解散、議員等の解職、合併協議会設置

等の請求ができる選挙人の数について

第１０回
（定例）

平成３１年
１月２２日

専決処分
あきる野市議会議員及びあきる野市長の選挙にお
ける選挙運動の公費負担に関する規程の一部改正
について

議案第２１号 あきる野市長選挙の選挙期日等について
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（２）主な会議及び研修会等

第１１回

（定例）
２月 ６日 議案第２２号

あきる野市戸倉財産区管理委員選挙執行計画につ
いて

第１２回

（定例）
３月 １日

議案第２３号
定時登録における選挙人名簿登録者及び抹消者に
ついて

議案第２４号 在外選挙人名簿への登録の移転について

議案第２５号

直接請求における条例の制定又は改廃、監査の請

求、議会の解散、議員等の解職、合併協議会設置

等の請求ができる選挙人の数について

開催日 件 名 場 所

平成３０年
４月１２日

第１回東京都市選挙管理委員会連合会事務局長会 東京自治会館

４月２０日 東京都議会議員選挙啓発担当者連絡会議
都議会議事堂都民
ホール

４月２７日 東京都市選挙管理委員会連合会定期総会 東京自治会館

５月 ８日
第１回東京都市選挙管理委員会連合会第１ブロック次
長・係長会

多摩平交流センタ
ー

５月１０日 全国市区選挙管理委員会連合会東京支部定期総会
中央区日本橋公会
堂

５月１１日

第１回東京都市選挙管理委員会連合会第１ブロック委員
長・局長会

日野市役所

第１回東京都市選挙管理委員会連合会次長・係長会
東大和市ハミング
ホール

５月１５日 選挙管理委員会事務職員研修（初級） 文京区民センター

５月１６日 第２回東京都市選挙管理委員会連合会事務局長会 東京自治会館

５月２３日 立川市選挙管理委員会研修（市議会議員選挙事前審査） 立川市役所

５月２４日 全国市区選挙管理委員会連合会定期総会
文京シビックホー
ル

５月２５日 全国市区選挙管理委員会連合会事務研究会
銀座ブロッサムホ
ール

６月 ７日 第１回東京都市選挙管理委員会連合会委員長会 東京自治会館

６月１９日 憲法改正国民投票に関する課題検討会 都庁第一本庁舎

７月２７日

第２回東京都市選挙管理委員会連合会第１ブロック次
長・係長会 武蔵野スイングホ

ール
第２回東京都市選挙管理委員会連合会次長・係長会

８月２２日 憲法改正国民投票に関する課題検討会（グループ会議）
八王子駅南口総合
事務所

８月３０日 第３回東京都市選挙管理委員会連合会事務局長会 東京自治会館

８月３１日
（都市選連第１ブロック委員局長研修会）主任・主事打
合せ会

日野市役所

９月 ７日

第３回東京都市選挙管理委員会連合会第１ブロック次
長・係長会

あきる野市役所
東京都市選挙管理委員会連合会第１ブロック主任・主事
研修会

９月１８日
（都市選連第１ブロック委員局長研修会）主任・主事打
合せ会

日野市役所

１０月 １日
（都市選連第１ブロック委員局長研修会）主任・主事打
合せ会

日野市役所

１０月 ４日 選挙管理委員会事務職員研修（中級） 東京自治会館

１０月 ５日 選挙管理委員会事務職員研修（中級） 東京自治会館

１０月１０日
東京都市選挙管理委員会連合会次長・係長・一般職員研
修

東京自治会館

１０月１６日 東京都選挙事務運営協議会第２部会
中目黒ＧＴプラザ
ホール

１０月２９日 第３回東京都市選挙管理委員会連合会次長・係長会 東京自治会館
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２ 選挙人名簿登録者数

（１）永久選挙人名簿登録者数

ア 定時登録

（２）在外選挙人名簿登録者数

１１月 ７日
（都市選連第１ブロック委員局長研修会）主任・主事打
合せ会

青梅市役所

１１月１３日 第４回東京都市選挙管理委員会連合会事務局長会 東京自治会館

１１月１６日
東京都市選挙管理委員会連合会第１ブロック次長・係長
視察研修

（株）グローリー
（株）タナカ

１１月２９日 第２回東京都市選挙管理委員会連合会委員長会 東京自治会館

１２月 ４日 選挙管理委員会事務職員研修（合同）
ちよだプラットフ
ォームスクウェア

１２月 ５日
（都市選連第１ブロック委員局長研修会）主任・主事打
合せ会

立川市女性総合セ
ンター

１２月 ６日 選挙管理委員会事務職員研修（合同）
ちよだプラットフ
ォームスクウェア

１２月１３日 選挙管理委員会事務職員研修（合同）
ちよだプラットフ
ォームスクウェア

１２月１７日
第４回東京都市選挙管理委員会連合会第１ブロック次
長・係長会

立川市女性総合セ
ンター

１２月１８日
東京都市選挙管理委員会連合会第１ブロック委員・局長
研修

日野市生活・保健
センター

１２月１９日 東京都選挙事務運営協議会総会 都議会都民ホール

１２月２０日 全選連東京支部・特選連共催「委員・局長研修会」
港区赤坂区民ホー
ル

１２月２０日 日本経営協会研修「選挙管理事務の実務講座」
日本経営協会専用
セミナールーム

１２月２１日 日本経営協会研修「選挙管理事務の実務講座」
日本経営協会専用
セミナールーム

平成３１年
１月１５日

第４回東京都市選挙管理委員会連合会次長・係長会 東京自治会館

1 月２４日

第５回東京都市選挙管理委員会連合会第１ブロック次
長・係長会

たましん RISURU
ホール

東京都市選挙管理委員会連合会局・次・係長研修 ホテル日航立川

１月３１日 東京都市選挙管理委員会連合会委員長・委員研修 ホテル日航立川

２月 ４日 羽村市選管研修（市議会議員選挙立候補予定者説明会） 羽村市役所

２月 ６日 福生市選管研修（市議会議員選挙立候補予定者説明会） 福生市役所

２月１４日 青梅市選管研修（市議会議員選挙立候補予定者説明会） 青梅市役所

２月１５日 第３回東京都市選挙管理委員会連合会委員長会 東京自治会館

２月１５日
第５回東京都市選挙管理委員会連合会次長・係長会（特
選連合同）

新宿区角筈地域セ
ンター

２月１８日
第２回東京都市選挙管理委員会連合会第１ブロック委員
長・局長会

日野市役所

２月２１日 昭島市選管研修（市議会議員選挙立候補予定者説明会） 昭島市役所

登録日現在 男（人） 女（人） 合計（人）

平成３０年 ６月 １日 ３３，５５９ ３４，０３６ ６７，５９５

９月 ３日 ３３，４９７ ３４，０５４ ６７，５５１

１２月 ３日 ３３，５１９ ３４，０６１ ６７，５８０

平成３１年 ３月 １日 ３３，４９４ ３４，０６０ ６７，５５４

登録日現在 男（人） 女（人） 合計（人）

平成３０年 ６月 １日 １３ ２６ ３９
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３ 裁判員候補者予定者名簿の調製

４ 検察審査員候補者予定者名簿の調製

５ 学校における啓発活動

市内中学校・高校において、出前授業及び模擬選挙の実施や選挙機材の貸出しを行い、選挙の意

義や重要性の理解と選挙意識の向上に努めた。

（１）出前授業

（２）出前授業及び模擬選挙

（２）機材貸出し

９月 ３日 １２ ２５ ３７

１２月 ３日 １４ ２５ ３９

平成３１年 ３月 １日 １５ ２５ ４０

選定日 内 容

平成３０年
９月 ３日

平成３１年の候補者予定者を平成３０年９月３日登録の選挙人名簿の中か
ら、最高裁判所から配布された名簿調製プログラムのくじ機能により、割当
員数の７９人を選定した。

選定日 内 容

平成３０年
９月 ３日

平成３１年の候補者予定者を平成３０年９月３日登録の選挙人名簿の中か
ら、裁判員候補者予定者の選定と同様に名簿調製プログラムのくじ機能によ
り、割当員数の８人を選定した。

開催日 学 校 名 場 所

平成３０年９月１８日 市立五日市中学校 中学校体育館

１０月 ２日 市立東中学校 中学校体育館

１０月２６日 私立東海大学菅生高等学校中等部 視聴覚室

開催日 学 校 名 場 所

平成３１年１月１５日
【青梅市選管主催事業】
都立青梅総合高等学校（３年生）

高校講義室

平成３１年３月１８日
【都選管共催事業】
都立五日市高等学校（１・２年生）

高校体育館

貸出日 学 校 名 貸出機材

平成３０年６月２７日～２９日 都立五日市高等学校
投票箱（１箱）※置台含む
３人用記載台（２台）

７月１０日～１１日 都立秋留台高等学校
投票箱（１箱）※置台含む
３人用記載台（２台）

７月１３日～１７日 私立東海大学菅生高等学校
投票箱（１箱）
３人用記載台（３台）

９月１４日～１９日 市立五日市中学校
投票箱（６箱）
３人用記載台（３台）

９月２６日
都立あきる野学園知的障害
教育部門高等部

投票箱（３箱）※置台含む
３人用記載台（６台）

１０月 ２日 市立東中学校 投票箱（１６箱）

１０月１１日～１２日 市立秋多中学校 投票箱（１２箱）

１０月２５日～２９日
私立東海大学菅生高等学校
中等部

投票箱（３箱）
３人用記載台（３台）

平成３１年３月１５日～１８日 都立五日市高等学校
投票箱（３箱）
３人用記載台（１２台）
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６ 明るい選挙推進協議会による啓発活動

東京都及びあきる野市明るい選挙推進協議会から委嘱された明るい選挙推進委員５０人と協働で、

常時啓発活動を展開し、政治・選挙意識、投票率の向上に努めた。

（１）常時啓発活動

（２）研修会事業等

７ 選挙啓発情報紙の発行

明るい選挙推進委員と協働で、明るい選挙啓発情報紙「あきる野白ばら」を発行し、政治・選挙

意識の向上に努めた。

８ 明るい選挙啓発ポスターコンクール

東京都及び市区町村選挙管理委員会並びに東京都明るい選挙推進協議会主催による明るい選挙啓

発ポスターコンクールを実施し、青少年の選挙制度への理解と啓発に努めた。

※ 「あきる野白ばら」第２３号において入選者名等を紹介

開催日 件 名 場 所

平成３０年
１１月１０日

産業祭における啓発（ウェットティッシュ及び寄付禁
止ビラ配布）

秋留台公園

平成３１年
１月２１日

１９歳啓発はがき（参議院議員選挙・市長選挙）送付 あきる野市役所

２月１９日 ２０歳啓発はがき（参議院議員選挙・市長選挙）送付 あきる野市役所

開催日 件 名 場 所

平成３０年

４月１３日
東京都市明るい選挙推進協議会連合会定期総会 東京自治会館

５月１４日 あきる野市明るい選挙推進委員会定期総会 あきる野市役所

８月 ７日 東京都市明るい選挙推進協議会連合会会長会議 東京自治会館

１０月３０日 東京都市明るい選挙推進協議会連合会推進委員研修会 東京自治会館

１１月 １日 東京都明るい選挙推進大会 文京シビックホール

１１月１０日
あきる野市明るい選挙推進委員会研修会（五日市憲法
講演会）

あきる野ルピア

１１月２９日 あきる野市明るい選挙推進委員研修会（市議会傍聴） あきる野市役所

平成３１年
２月１４日

東京都市明るい選挙推進協議会連合会第１ブロック会
長会議

福生市役所

２月２５日 四市共催明るい選挙推進委員研修会 福生もくせい会館

発 行 部 数 等 ２１，５００部（タブロイド版・４ページ・カラー）

配 布 方 法
６紙新聞折込(一部地区委託配布)、市内５駅の市民ポスト、出張所、図書
館４館、公民館、ファインプラザ、ふれあいセンターに配架

白ばら編集会議
平成３０年７月２３日、８月２１日、９月１３日、１０月２５日、１１月

１５日

対 象 者 市内小・中学校の児童・生徒

応 募 件 数 ８９８点（小学校４２３点、中学校４７５点）

第 １ 次 審 査 会
平成３０年９月１３日（５０３～５０５会議室）
参加校教諭及び明るい選挙推進委員の協力により実施

あきる野市審査結果
入選 ３０点（小学校１４点、中学校１６点）
佳作 ３０点（小学校１４点、中学校１６点）

東 京 都 審 査 結 果 入選２点（中学校１点、小学校１点）

展 示 会

平成３０年１２月１７日
～１２月２１日

市役所１階コミュニティホール

平成３１年 １月 ５日
～ １月１１日

五日市出張所２階展示室


