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贄蕾

名簿（抄本))，投票箱，投票用紙その他投票に関する書類や物品を選管から受領すること。

④選挙人渦簿（抄本）（指定在外選挙投票区の場合には．選挙人名簿（抄卒）及び在外選挙人

名簿（抄本))及び投票用紙を厳頃に保管すること。

⑤選管妻日長から送致を受けた不在肴投票を厳電に保管すること（指定関係投票区の場合を

除く。)。

⑥指定在外選挙投票区の場合は，選管姿日長から送致を受けた在外投票を厳重に保管するこ

と。

⑦必要に応じて投票立会人を補充選任すること。

③投票所を開閉すること。

⑨投票箱に何も入っていないことを最初の選挙人に示すこと。

⑩投票所の秩序を保持すること。

⑪選挙人名簿（抄本）（指定在外選挙投票区の場合には，選挙人名簿（抄本）又は在外選挙人

名簿（抄本)）と対照確認して，選挙人に投票用紙を交付すること。

⑫点字投票の111立てを受けること。

⑬代理投票補助者をあらかじめ避妊しておくこと。

⑭代皿投票の申請を受けたときその拒否を決定すること。

⑮選挙人が本人であるかどうかを確認できないとき宣言させること。

⑯投樂を拒否するかどうかを決定し,拒否の決定を受けた選挙人において不服があるときに，

仮投票をさせること。

⑰投票の状況を選管に報告すること。

⑬不在者投票の受理，不受耶等を決定し投票箱に投かんすること（指定関係投票区の場合を

除く。)。

⑲指定在外選挙投票区の場合，在外投票の受理，不受理等を決定し，投票箱に投かんするこ

と，

⑳投票箱を閉鎖すること。

⑪投票録，その他必要な報告書をつくること。

⑫投票箱，投票箱のカギ，投票録，選挙人名簿（抄本)，投票所剛鎖時刻後に送致を受けた不

在者投票（指定関係投票区の場合を除く。）及び在外投票（指遮在外選挙投票区の場合)，そ

の他関係書類を開票管理者に送ること(投票管理者が同時に開票管理者である場合を除く。)。

この場合，送致に当たっては，開票所へ直行すること。

⑧投醗に関する書類や物品（'111粟管理者に送付したものを除く”）を選管に引き繩ぐこと。

－４－（衆議院）

□

Ｉ投票管理者

１投票管理者の心がまえ

投票管理者は，投票所の最高資妊者であって，投票立会人の立会いのもとに，投票事務従事

杵を指柵朧督して，投票事務を公正適確に処珂!Ｌ，選挙人が自由な意思によって投票できるよ

う次の諸点に十分泌意しなければJbRらない｡

①投票屯務の管理，執行に当たっては，投票の秘密保持に特に配噸すること。

②投票事務は，限られた時間内に適確に判断し処理しなければならないものであるから．勘

や過去の経験ばかりに頼らず．常に法規．実例．判例等に根拠をおいて処理し、疑わしい点

については･自分の考えだけで処理せず．職務代理者等の意見を聡1ｌｘし，更に必要に応じ速

やかに選挙管理委員会（以下「選管」という。）に問い合わせるなど，適時適切な処理をする

こと。

③投票事務を円滑に誤りなく執行するため．あらかじめ職務代pll者，投票事務従事者を十分

把握するとともに，投票事務の分担，内容及びその進め刀等についてよく打ち合わせておく

こと〃

③投票所となる施設について設臓は十分か．あらかじめ下見をしておくこと。

２投票管理者の職務代理者

投票管pl1者の職務代理者は，投票管HlliRfに頭故があり，又は欠けた場合にはその職務を代理

して執行しなければならないので，あらかじめ「投票管理者の心がまえ｣，「投票管理者の主な

イ!:4ドル「投禦管理者の確認事項］をよく理解しておかなければならない。

３投票管理者の主な仕事

投票管剛背は，投票所において．投票事務全般を管理執行しまた，投票に閥する手続のす

べてについて最終的な決定権をもつものである。

その川ｆする事務の主なものは次のとおりである。

①鵬務代理者，投票事務従事青を把鰹し，投票事務についてあらかじめ}･分打合せをしてお

くこと。

②投票所の設轍を完全に整備しておくこと．

③選挙人名簿（抄本）（指定在外選挙投票区の場合には，選挙人名iＷ（抄本）及び在外選挙人

－３－（衆議院）
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４投票管理者の確認事項

（１）投票前日まで
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⑩当日定刻（選管
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確認項目

①当日定刻（選管で決めた時刻．・股には投票

開始前30分）までに，投票所に選ｲﾓ通知書と印

鑑持参の上参会するよう連絡したか

②職務内容を説明したか（職務の説明鴇を配布

する等，選管によって異なる）

①送付書の内訳と送付された投票)Ⅱ紙等の現品

の種類，数風とが確実に一致しているか（52頁

送付書内訳によ')確認する）

ア投票用紙の枚数は慎重に点検したか

イ投票用紙，仮投票用封筒は投票に支障のな

いよう十分な枚数が送付されているか

ウ投票lH紙は小選挙区選挙，比例代表選挙，

国民審査の種類ごとにいずれもそろっていろ

か

エ選挙人fi簿(抄本)が分冊されている場合，

投票所の関係分が全部そろっているか

オ指定投票区の場合は，関係するすべての指

定関係投票区分の選挙人名簿（抄本）がそる

っているか

力不在者投票に関する調書が送付されている

か

キ指定在外選挙投票区の場合は，庄外選挙人

名簿(抄本)，在外投票に関する調密及び在外

選挙人の不在者投票に関する調香が送付され

ているか

ク期日前投票により既に選挙区選挙及び比例

代表選挙の投票を済ませている選挙人の確認

が行える懇類等はそろっているか

ケ投票箱を確認したか

②投票川紙は．小選挙区選挙，比例代表選挙と

国比審査（史に他の選挙がある場合はそれも含

む）の種類ごとに区分し，保管を厳砿に行って

いるか。また，選挙人名簿（抄本）等の保管は

厳重か

※投票川紙の管理及び受払いについては．特に

慎重に取り披い，不正使用，紛失等の事故が生

じることのないよう．保管者及び保管場所の選

定，交付簿の整蝿について特に留意すること霞
事項

投票立会人との事前打

合せをしたか

投票用紙，選挙人名簿

(抄本)，在外選挙人名

簿(抄本）（指定在外選

挙投票区である場合に

限る｡)その他必要な書

類，物品，経費等の受

領点検は終わったか，

保管は厳重か

確認欄

確認欄
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Jロ 確認欄｜根拠法令PFF 確認項目

③投架用紙等を投票当日の朝に受領することと

している場合は，その受領形定時刻については

十分に余桁をみているか

⑭投票立会人の報酬その他必要な経費の支払準

備はできているか

棚所の設繍は'分か|(1)得冨蝋鯨走塁|慨乏郷内州通し
合3２

②選挙人を威圧することなく、気軽に投雛でき
るよう，できるだけ配慮されているか

③名iWi対１Ｍ1．投票用紙交付，投票記i賦役頚箱
の各位慨は，投票所がiji｝んだ場合でもＩ選挙人
がまごつかずに順序よく入１－１から入って投票を
済ませて１１１口に進めるよう選挙人の便宜と事務
能率を考慮して配慨してあるか

※投票記iliR所，投票箱聯の設備について．選挙
人がそれぞれの選挙ごとに別々の記iiMLぴ投票

ができるよう配慮すること

(1)投蕊が|Ⅱ渦に行われあようにするため，投票
所|ﾉlの人、等に投票の１W{序，投頚所の見取図を
掲示しているか。また，投票所内においては選

挙人の投票のための順路を適切な方法でIUj示し
ているか

⑤名簿対1M1を何人かの係員で下分けして行う場
合．選挙人がどの係貝のところに行けばよいか

すぐわかるように考慮されているか

⑥投紫記ilili合は投票の記救が他から見えないよ
うに設けてあるか

⑦投獅d蔽台には鉛雅守の筆記具がi樹いてある
か

③氏名掲示は誤りなくされているか（小選挙区
選挙の場合）

ア掲示は漏れなくされているか（記峨台ごと

に栂承する場合，－．部の記戦台のみに掲示さ

れていることばないか）

法175

イ認i価内容に誤りはないか位候hI11inll1lの却

険Mi臂のﾀlj亡，立候補辞退とみなされた
とき，これらの:iifに関する部分は排消さ
いるか⑪字画，ふりがな’候袖街I1illjl政
名称に誤りはないか。候補背lITl1I1政党以
所風党派がiiI｣Iliiされてい為ことはない

下，

等の
れて

党の

外の

か）

ウドl

序に

Llの凪する|)}１頭lxにおける氏名掲示の噸

なっているか

８ (衆議院）(衆議院）７

9

確認項目 確認欄 根拠法令

⑨名簿届lH政党等のfi称等の掲示は誤りなくざ

れているか（比例代表選挙の場合）

ア名称及び略称の掲示は各投票記載台ごとに

漏れなくされているか（一部の記城台のみに

掲示されていることばないか）

イ名称及び略称並びに名簿登載者の氏名及び

Zi選人となるべき順位の掲示は投票所内の見
やすい場所にされているか（投票記戯台に褐

示されていることはないか）

ウ記ilHilAl容に誤りはないか(名簿届出の却下，

名簿登城者の死亡，名簿の取下げ等のとき，

これらの名簿届出政党等に関する部分は抹消

されているか。また．字画，ふりがな等に誤
りはないか）

エ自己の属する都道府県における椚称等の褐
示の順序になっているか

オ名称等の掲示は汚れていないか

力点字による名簿届出政党等名簿を備え付け
たか

⑩殿礎裁判所裁判官鬮民審査に係る掲示は，審
査人から見やすくなっているか

⑪氏名掲示等が選挙人に見やすくなるように便
責を図っているか

ア必要な数量の虫めがねや老眼鏡を備え付け
ているか

イ投票記載台が暗い場合に照明灯が設置され
ているか

⑫投票用紙交付､投票箱の位霞は，投票の順序
どおり誤りなくされているか

⑪投票所内に候補者の氏名又は名簿届出政党等

の名称等が記載され又は類推される額.表彰状，

感謝状等が掲示されていないか
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(2)投票当曰投票開始前
碍砺

確認欄 根拠法令

狐imI1i-犀iliiizi蚕ji:iwiFi霊#i;燕
事

投票所設術

､０１超P蝿 愚)ﾘrI尚肚ﾉﾉの辨辱

、ｎ、.ｕ牙ＴＫｘｄ７－ｚｙＥヤブ】1回

⑩照明、

②各係の配置，選挙人の投票順路の表示等は適

正か

、当Ｈ－１屯y騨『叩丁｡ 鳥｢｜［断（

、記耐

③投頭箱及びカギに破損，個数不足その他の異

常はないか

④批票箱に何も入っていないか

艇所設蝿後.出入ｕＯ

刀爆窄

又毎可竜ｊｙＩＶノヨIDU＝

⑤氏名掲示は誤りなくされているか（小選挙区

選挙の場合）

ア掲示は漏れなくされているか（記賊台ごと

に褐zJtする場合，・部の記載台のみに掲示さ

れていることはないか）

薊に砿11言iその(１Ｍ蝿常はない藍

③カギの個謝 イ記峨内容に誤りはないか（立候袖liIi出の却

下，候補者の死亡，ＩX候補辞退とみなされた

等のとき，これらの者に関する部分は抹消さ

れているか。字画，ふりがなｗ候補者届出政

党の埆称に誤りはないか。候補者届出政党以

外の所属党派が記iliiされていることはない

か）

HP叫旦百斤Ａｎｆハツ已勘

匿里雇人のためのヌ11.旗近P誰〃域5名〒し

ＩｕＩ 二ｍＥ。

ウ自凹の属する開票区における氏名掲示の順

序になっているか③停踊 ﾜ､畦ユヂ岸り

エｌｊｉｉ回の選挙の氏名掲示が，仮にもそのまま

掲示されていることはないか

オ氏名掲示は汚れていないか

Ｚ

王一に 止渦･I叉１．２０

塾舎゛[ナﾆｲﾌﾟ那呂刀1紫j茸は脇

力点字による候補者名簿を備え付けているか

⑥名癖届出政党等の名称等の掲誠は誤りなくさ

れているか（比例代表選挙の場合）

ア名称及び略称の掲示は各投票記戯台ごとに

温れなくされているか（－部の記iliR台のみに

掲示されていることはないか）

イ名称及び略称並びに名簿登城者の氏名及び

当選人となるべき順位の掲示は投票所内の見

易い場所にされているか（投票記赦台に掲示

されていることはないか）

ツ．等Hf粟１１１ 園--.凶か‐外112雛》

睡挙投票１１の保管をID

畏所への輸送、

－１０－ (衆識院）(衆議院）

？

｢墾一扇~｢￣罐認項周一｢i蔵i罰iT諏厩’

il篝jifililiii雲fiiifiIllij竺L=llLJ

投索箱，カギに異常は

ないか

投票所人口の混雑及び

非常の場合の対策は識

じてあるか

送致された不在者投票

の保管は厳重か

指定関係投票煙の

場合を除く。

投票Ｈ前日までに選管委員長から不在者投票の送

致を受けた場合は，その保管を厳重に行っている

か

令6２
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項 確認項目

⑤指定在外選挙投票区の場合は，血外選挙人名

簿(抄本)，在外投票に関する調寄及び在外選挙

人の不在者投票に関する調書がそろっているか

事
宅遡ＩＩｉＵｎｆ.『」

ＧＴ．。Ⅱ｝（ｐヨ廷

;戯者｡

U」才1ｶｈ打弓Ⅱ８０－

⑥選挙人名簿（抄本）に異常はないか。分冊さ

れている場合，投票所の関係分が全部そろって

いるかの属する都道府際

⑦箪記具，点字器等はそろっているか
悪｡〕輻

票立会人，醐務従事｜①立会人は２名以上そろっているか

役
者

呂薄届111政党等の治測 の参集状況 ②
｜
③

参会時刻を記録したか

③立会人が２名を欠いた場合のために，補充選

任の用意はできているか

④弔務従事背はそろっているか

験ろ樋樋iHMUL111D｢我

癖Ａ弓ｎ，二’三ｊＲつ宅

暖全姓師IfmllpTHS切り「 （リ

⑤立会人，事務従事者が所定の腕蹴（記章）を

つけているか
ロ」割1.

係の執務態勢Ⅷ詞隠いるか

係口は所定の部署についているか

各
て

各係に必要な筆記具，普類等に不備はないか1ｍ机 辱再別、】

愈芦れ又は類推される職

時計はラジオ，電話時報等により正確な時刻に合

わせてあるか

計の調轤時

A1I1TI出ｉ巽一】IIIWi'11ノ

(3)投票時間中

役
一
選
入
認

/」百呼月硬］望持互俎Ｆ１．歳□

、

。

同柑喫111吋lｈ丈Ⅵ ＴＢＨＪ二参ＬｈＵ
②枡

Ｐ企lＸ尼年

をi淀z窟」刊【
９四用．１はJlli巽区..＿冊１１ｔ

」（Ｌ２Ｚ

星（聾に1世が８

顕ごとに 躯;狸Ｌ方撰里濯入り

。」征、ihC

侭砿祭粕｡
献露務従頃者等と擾数の者で鰹；

羽｡）カギの1架H誰は鋼

笠票区の場合は．DUP ｋＨ－Ｔｓｈ辿理

の選挙人潴蝿

(衆識院）－１２－
(衆議院）Ⅲ

｡

確認欄 根拠法令

法38②

確認欄 根拠法令

投票用紙，選挙人名簿

(抄本)，筆記具等の再

点検

ウ記峨内容に誤りはないか(名簿届出の却下，

fi簿職戯者の死亡，墹簿の取下げ等のとき，
これらの名簿届出政党等に関する部分は抹消

されているか。また

りはないか）

Ｐ 字画，ふりがな等に課

エ自己の贋する都道府県における名称等の褐

示の順序になっているか

オ名称等の掲示は汚れていないか

力点下による名簿届{11政党等の名簿は備え付
けているか

⑦最高栽判所裁判官'五l民審資に係る掲示は，審
査人から見やすくなっているか

③投票所施設(敷地を含む｡）に選挙遡励用及び
政治活動用のポスター又は運法ポスターが掲示

されていること'よないか

⑨投票用紙交付，投票箱の位置は，投票の順序
どおり誤りなくされているか

⑩投票所内に候補者の氏名又は名簿願出政党等
の名称等が記載され又は類推される額,表彰状，

感謝状等が掲示されていないか

⑪投票記蛾台から投票所周辺の選挙運動用及び
政治活動用ポスター等が見えるようなことはな

いか

①投票用紙等を投票当ロの朝受領することとし
ている場合は，予定どおり受領したか。送致途
｢１１で異常がなかったことを確認したか

②投票用紙，仮投票用封筒の受領枚数に異常は
ないか

③投票用紙は小選挙区選挙,比例代表選挙,国
民審査(更に他の選挙がある場合はそれも含む｡）
の種類ごとに所定の堀所に置かれていることを

再確認したか。特に自動交付機を使用する場合
には，正しく用紙がセットされているかを再確
認したか（必ず事務従事者等と複数の者で確認
すること）

④指定投票区の場合は，関係するすべての指定
関係投票区分の選挙人名簿（抄本）及び不在者
投票に関する調醤がそろっているか

－－■■■■■■■■■■■■■■

￣￣

鱒
令65の１３

令65の1９

事項

投票用紙，選挙人名簿

(抄本)，筆記具等の再

点検



蕾 、

確認欄 根拠法令確認項ロ項班

③受付係等の机上に新llU紙（候補者又はfi簿届

出政党等の一覧表などが記餓されていることが
●●

ままあ為）その他投票に必要ないもの等が置か

れていないか

ｈｊ凶悪６ １１屯ｚ沢

,出ｒＷＬ１ＩＪＵｊｎＥ

④耶務従事者が，携帯電話等によるメールの操

作，インターネット等を行うなど，投票人に不

信感を与える行為をしていないか

⑤投票の秘密保持に留意しているか

①点字投票

ア投票記載台に点字器があるか
な投票の手続等が特殊ｊ霊Ｉ

適正に行われている力、
uIn猟；聖石 411 イ点字による候補背お薄又は名纈届出政党等

名蝿の提示の求めがあった場合に直ちに対応

したか

①

〃皿

ウ点字投票である胃の表示をした投票用紙をJ語

交付したか

※点字投票を行う遜挙人に対しては，投票用

紙を取り違え笏ことのないように．選挙の種

類や投票の順序について口頭で説明する等の

措田が必要

ﾕｑの 法４７

令39②隠挙人の6羅冒

の対照）は通

付き添いは係員が当たっているか

エ
｜
オ

GI、Fh-EHPIEm

記録をしたか

法48②ｌ村xEl､『はiｌ ②代理投票
ア申請を受けた場合，事由を確認したか・・ｇＪＩＪＩ

イ袖幼者は２名いるか

ウ投票用紙に記戦した候補者名又は名簿届拙

政党等の名称若しくは略称を選挙人に確認さ

せるよう補助者に指祇したか濃の記の旭

エ記録をしたか
０１軒

オ投票の秘密保持に盟恵しているか

③投票の拒否及び仮投票

ア手続は適正か

法５０

②～⑤

令4１

ＩＷＰ兜掛

イ記録をしたか
軸希恭伊踊

令35②④船員の投票

ア選挙人名簿登録証明雪を持っているか
閉liﾉ'なⅢ

イ投票用紙の交付を受けていないことを確認

したか

判難咋

■UｑＪＩ

(衆識院）1４

(衆議院）1３－

珊項 確認項目 確認欄

投票'11紙の最終確認

投票立会人の定足数

代理投票補助背(２名）

の選任（事前選任）は

行ったか

事務従事者の事務処理

は適正に行われている

か

投票用紙は小選挙区選挙，比例代表選挙．国民審

査(更に他の選挙がある場合はそれも含む｡）の樋

類ごとに所定の場所に脳かれているか最終確認す

ること

①立会人が定足数２名を欠いていないか

②万一，立会人が２名を欠いた場i合

ア欠けた場合は時刻とni1llIを記録したか

イ補充選任を行い時刻を記録したか

①選任について立会人の意見を聴いたか

②補助者となるべき者の承諾を得ているか

①事務従Y1J者は，それぞれ自己の分柧珈務をあ

らかじめ指示したとおり適TEiL連に行っているか

ア選挙人の確認〈選挙人名簿(抄本)又は在外

選挙人名簿（抄本）との対照）は適確に行わ

れているか

※特に，近年期日前投票者数が墹加している

ことから ， 既に期Ｈ前投票等で投票済ではな

いか１－分確認すること

イ投票用紙の交付は適確に行われているか

※特に複数の選挙が同時に行われる際には，

投票用紙を別々に交付するなど適切な措置が

必要

ウ投票は決められた順序に従って行われてい

ろか

※投票の記裁の混同等による無効投票事例が

見受けられるので特に留意

エ投票箱の投入ロに投票用紙がつまっている

ようなことはないか

オ選挙人が投票川紙を投票箱に入れないで持

ち帰るようなことはないか

(入場券を発行している市町村にあっては）

力入場券を紛失したり持参しなかった選挙人

については本人であることを確かめているか

②選挙人に対しては，親切な態度をとっている
か゜将に ウ 陣がい者や高齢者など歩行が困難な

選挙人に対して係員が付き添うなど親切に誘導
しているか

法38②

法48②

法4４

法４９の２

②

令3５

法４５

令3５

令3７



贄 ？

根拠法令

誹事
羅
勝

事 項 確認欄 確認項目確認項目 確認欄｜根拠法令

①氏名掲示がなくなったり，破損したりしてい

ないか

②氏名掲示の特定候補者の箇所に落書きがして

あったり，名前が特に目立つような印がつけら

れていたり，抹消されているようなことはない

か

ウ選挙人名簿登録証明掛に所定の聯項を記敵

したか

⑤在外選挙人の投票

ア在外選挙人証を提刀《したか

法44②

法49の２

令35(、

合65の1３

法5９

イ投票用紙の交付を受けていないことを確認

したか

①名称等の掲示がなくなったり，破損したりし

ていないか

名称等の掲示に異状は

ないか（比例代表選挙

の場合）

|鬘#二鯛'iil
投票所の秩序は保たれ

ているか

ウ在外選挙人証に所定の事項を記戦したか

⑥ｆ圧者投票用紙返還による投票

ア捕定関係投票区の場合は直ちに指定投票区

の投票管理者に通知したか

②名称等の掲示の特定の名簿届出政党等又は名

簿鞍戯者の箇所に落書きがしてあったり，名称

等に特に目立つような印がつけられていたり，

抹消されているようなことはないか

①選挙人が混雑した場合にその整理がよく行わ

れているか

法5９

令64②

令26の２

０）

令65の1３

イ投票用紙．投票用封筒及び不在昔投票証明

癖（在外選挙人の場合（指定在外選挙投票区

に限る｡）には．投票別紙及び投票用封筒）を

返還したか

ウ記録をしたか ②投票所に出入りできる者以外の者が投票所内

に入っていないか⑦郵便等による在外投票附紙返還による投票(指

定在外選挙投禦区に限る｡）

ァ投票用紙及び投票用封筒を返還したか

令65の1７

③投票の済んだ者が用もないのに投票所内にと

どまっていないか

④演説，討論をし，又は騒ぐ者がいないか

⑤投票について他人と相談したり，特定候補者

又は特定名簿胴出政党等に対して投票するよう

にすすめたりする者はいないか

イ記録をしたか

⑧決定害又は判決書により投票した者について

記録をしたか

法5８，５９，

６０法42①

⑨投票用紙の引換え

ア汚損の投票用紙を返還させたか

令3６

⑥陣がい者や高齢者など歩行困難な選挙人に対

して，親切に誘導しているか

⑦その他投票所の秩序を乱す者はいないか

指定時刻に征確になされているか

①選管委員長から送致された票数を不在者投票

調掛と照合して確認したか

②送致用封筒を開いて，その中に入っている投

票川外封筒と不在者投票託明脅（不征者投票証

明趣は交付を受けている場合に限る）をそのま

ま保管しているか

③選挙人名簿との照合を行ったか

イ引換え再交付した者について再交付の事由．

氏増を記録したか

⑩捕定関係投票区の場合は，必要があると認め

たときは，指定投票区の投票管理者に直ちに通

知したか

令26の２

① 投票状況の中間速報

不在者投票の保管は確

実に

|這譽豐鱗享区の’雇蝋il:|;i騨灘 法5９

③鉛筆の芯が短くなったり，折れたままになっ

ていないか

(衆議院）－１５－ －１６－ (衆議院）



亨蕾

可塑lluI根lＨ

當人の意見髪聴いて署即・不瑠L醜⑰

禦数葬稲粥

狸又は拒否の決定

,-）＝季｛器jﾋﾟコ 腿票の方駒

厘勾=ノ乢毛i49IヒリノI職憎

Ｉロー】

外IEF紫呂ＨｌｕＩ
告fiFilZ

里、 【］

&報告碑等の作成の邸鰯はすす！

リⅦエエ

Ｖ１列、(4)立会人が交替する場合
□

DP蕊n5SiD･】「 可に宝痒1悪駆仇涌

且mlr勺ＬＬ－５Ｉで 暉司Ｅ八ｲﾌﾞ､狐ｿ豊

駛璽１幅

叉ひrri外投票（指定在外選挙投票区の場合ｔ’○)I

(5)投票の終了

根拠法令認

たら

して

ⅢH1･時報学自日壷沮の慨

刀投MIH紙の厨

るぺ

入口

のllIUInﾖｶﾞf牙I蘇り

JuJⅡ

球には．営埋者．立会人（栂璽所閲鑓鵬
して

いる

から ］

難Iメワ〕LKH凸･左,腰

1８－1７－ (衆議院） (衆議院）

iＩ
上LfHlihJLif
Ⅱ粟]議口:＝

項Ｅｌ

ラジオの時報，輌話時報等

いるか

き時刻にその旨の宣言をし，

を閉めること

まだ投票の終わらない選挙

場合には．これらの者を役

入口を閉める等の描腫をと

F扉示忘三二|屋WlJiiJ三:！
①投票所を閉じ

直ちに投票所の

②投票所に到着

人はいないか。

票所内に入れて

ったか
－－－－－－■

①投票立会人の意見を聴いて受理・不受醜の決

定又は拒否の決定をしたか

②票数を確認したか（男女別）

不受理又は拒否の決定を受けた得を記録した

受理と決定したものⅢ拒否と決定しなかった

のの外封筒を開いて内封筒（洋上投票の方法

より投票されたものにあっては．投票用封筒

開いて投票記載部分）を取り出し，混同した

え開封して（洋上投票の方法により投票され

ものにあってはMHいを外して）投票川紙を役
票箱に入れたか

⑤不受理と決定したもの，拒否と決定したもの
は 外封筒を開けることなく再び送致川封筒に

入れ仮封をし，表面記載（不受理の決定又は拒

卉の決定があった旨）をして投票箱へ入れたか

⑥投票箱に入れ忘れたものはないか

①投票所内にまだ投票の済んでい厳い選挙人は
いないか

②投票所外に退出を命じられた選挙人の投票は
済んだか

③不在者投票（指定関係投票区の場合を除く）

及びｒｒ外投票（指定在外選挙投票区の場合）は

投票箱に入れたか（入れ忘れていろもの睦ない
か）

￣￣￣

④施錠は完全か

残余の投票用紙の確認等をしたか

￣￣￣￣

令4３

①投票録,その他報告碑の記蛾は兀確に行ったか

②投票録には，管理者，立会人(投票所閉鎖時に

おいて選任されている者)全員が署緒をしたか
-－－－－－￣＿－－

③投票録に不在者投票に関する調脅を添付した

か（指定関係投票区の場合を除く。）

法５４

令6１

確認欄 根拠法令

根拠法令

確認柵 根拠法令

法5３投票所人口を閉める



、、

啼Ｉ｜

|竜iiHllil」

F1UIHlIUJJpn2Mu 、

型1-￣７－KF！【Ｉ

⑩送致｡

Ｕ

11はilH

－２０－ (衆識院）
(衆識院）－１９－

？

取項 確認項ｌヨ 確認欄 根拠法令

送
致
す
べ
き
も
の

･投票箱等送致目録

･投票箱

,投票箱のカギ

･投票録（宣言謝，投票立会人の引継書

類，不在者投票に関する調密．在外役

票に関す為調脅を添付する）

･選挙人名簿（抄本）及び在ﾀﾄ選挙人名
簿（抄本）

･投票所閉鎖時刻後送致を受けた不在者

投票及び在外投票

･その他投票に関する書頽，物針，（選管

へ送付するものを除く。）

力１１１発予定時刻、ⅡM禦所到着予定時刻等につ

いて選管に必要な迩絡は済んだか

キリ`故に対する対簸はできてい患か

②送致

ア送致目録と照合して引き渡し物件の確認を

したか

イ送致に当たる立会人は終始立ち会っている

か

ウ開票管理者の受鋪確認を受けたか

エ送致途'１１での事故はなかったか

法5５

投票に関する習類，物

品（llil票管理者に送致

したものを除く｡)の選

管への引継ぎ

①汚掴，残余の投票川紙，仮投票用封筒の整理

はよいか

②投票用紙等使用数調を作砿したか

③選智へりlき継いだ後，選管から受flii確認を受

けたか

投票所の後H･付け 投票箱を送り出してから投票所の後片付けを指示

したか

瓢填 確認項目 確認欄 艮拠法令

④在外投票に関する調櫛及び在外選挙人の不在

者投票に関す為調癬を添付したか（l筒定在外選

挙役獺区の場合）

⑤投票録に宣言醤及び投票立会人の引継課類を

添付したか

令6１

令65の1９

令4０

投票所閉鎖時刻後に送

致された不在背投票及

び在外投票

投票、封筒の裏iii記賊珈項（受領年月ロと時刻）

に記ililiは済んだか

令6５

令65の2］

投票箱のカギの保管

結了報告は正確に

①カギを別々の封筒に入れ,管理者･立会人（役

栗所l】H鎖時において選任きれている者）全員が

封印したか

②送致に当たる立会人は決まっているか

③カギを入れた封筒の表面記域（投票所名，力

\の区別，保管者の峨醍名）は済んだか

④カギの保管は適正か－管理背と投票箱を逆

致すろ立会人とがそれぞれ保管しているか

①選挙別，男女別Iこ投票者数，投票率を正確に

報告したか

②投票者数には投票所における投票者数に不在

者投票老数を加えたか

令4３

投票箱の管j1I1 閉鎖後Ｍ１票管理者に送政するまでの間，管理者及

び立会人が管理しているか

令4４

投票箱等の送致 ①送致の華補

ア投票箱はすぐに持ち出せるようになってい

ろか

イ投票箱は運撒[:ｌＭｉ故が起きないよう搬巫に

注意を払っているか

ウ投票箱のカギはきちんと保管されているか

エ送致目録は作成されているか

オ投票箱と－雑に送致すべき審類，物品は用

意されているか

５
５

５
６

４
３

５
４

法
令
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印矛７言=Ｚ

市第３４０

大選管第１７４

平成２４年１２月

７号

９号

10日

和泉市長様

和泉市選挙管理委員会委員長様

大阪府総務部長

大阪府選挙管理委員会委員長

平成２４年１２月１６日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所

裁判官国民審査に要する経費の第１回目の交付について（通知）

標記について、下記のとおり交付額が決定されたので通知します。

記

『

金40.73Ｃ

（内訳）

衆議院議員総選挙執行委託費

投票所経費

期日前投票所経費

開票所経費

選挙公報発行費

候補者氏名等掲示費

ポスター掲示場費

事務費

最高裁判所裁判官国民審査委託費

裁判官氏名等掲示費

18,740,169

806,166

5,406,494

１，６３６，７３０

１１，１３５

4,124,925

９，８８０，３０６

円
円
円
円
円
円
円軒

124,616円

《留意事項》

１．この経費は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

律第１７９号)、同法施行令（昭和４６年政令第３７号）に基づき」
ものであること。

２．今回の交付額は、上記交付金内訳の経費について、第２２回参ｉｉ
挙等を参考に概算額を算出したものであること。

ａこの経費は、これを目的外に使用すること}まで去女い\､の下溢

関する法律（昭和２５年法

に基づき算出し交付する

第２２回参議院議員通常選

3.この経費は、これを目的外に使用することはできないものであるとともに、そ
の執行にあたっては、支出内容及び支出の時期を明確にすること。

4．この経費に不用額が生じたとき又は目的外の用途に使用したときは、当該相当
額を返還させるものであること。



|究沖＆二言典

国官会第７７２号

平成１９年８月２８日

讓鱒lil壽,長〕殿
国士交通事務次官

国士交通省所管補助事業等における談合等の不正行為に係る

違約金等の取扱いについて

fmm,、

国士交通省所管補助事業等の執行については、従来から「補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号)」（以下、「補助金等適

正化法」という｡）に基づく適正な執行をお願いしてきたところである。

しかしながら、談合等の不正行為に伴い発生している国土交通省所管補助事業

等における損害額については、厳しい財政状況の下、「補助金等が国民から徴収さ

れた税金その他の貴重な財源でまかなわれたものであることに特に留意し」（補助

金等適正化法第３条)、その回復に努めることがより一層求められている。

国土交通省所管補助事業等において受注業者間による談合等の不正行為により

被った損害額が違約金条項及び裁判等で確定し、補助事業者等に対し違約金及び

損害賠償金等（以下、「違約金等」という｡）が納付された場合には、下記により

補助金等の返還に係る事務を行うこととなるので、この旨周知徹底のうえ遺憾の
ないよう措置されたい。

なお、貴管下市町村が行う補助事業等についても同様に処理することとなるの

で、この旨周知徹底されたい。

紗

記

1．完了実績報告書の再度の提出

国士交通省所管補助事業等において談合等の不正行為を行った受注業者等か

ら補助事業者等に対し違約金等が納付された場合には、当該納付金額のうち補

助金等相当額分については、本来談合等の不正行為がなければ補助金等の交付

が必要なかったものであるため、当該過大交付分を減額精算した完了実績報告

書を再度提出することとなる。

２．補助金等の返還

上記のとおり完了実績報告書の再度の提出を受けた場合には、当省において



補助金等適正化法第１５条に基づき補助金等の額の確定を再度行い、同法第１
８条第２項に基づき既交付額のうち過大交付となった補助金等の額の返還を命
じることとなる。

なお、補助事業者等が上記返還命令を受け、これを納付日までに納付しなか

ったときは、補助金等適正化法第１９条第２項に基づく延滞金が課されること

となるため、当該返還については速やかに措置されたい。

3．補助金等の返還に係る手続等の窓口

上記手続等の窓口については、原則として地方整備局等において一元的に対

応することとなる。

御

繩



厚ブマ二言ｚ

２５一般入 歳入調定書

決裁区分

課長専決

下記のとおり調定してよろしいか

伝票名云票番号：票曰

調定6500002672-0,00平成25年７月13日
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し
も

起票者

部 3３選挙管理委

課 0１選挙管理委

簾

氏名 選挙管理委

0

会iiｆ

伝票名 票番号 起票曰

謡 定 6500002672-0い0０ エ z成25年７提 1３ ヨ

患

年度

節
明

属
計
款
項
目
節

所
会

細
説

平成25年度 予算区分 現年 科目通番 13434

33010000選挙管理委選挙管理委

０１一般

１６府支出金

０３府委託金

０１総務費府委託金

０３選挙費委託金

０１選挙費委託金

０１参議院議員通常選挙委託金

予算現額

調定済額

収入済額

更新後調定済額

56,000,000円

185,000円

185,000円

40,844,114円

認定額 40,659’114円

参議院議員通常選挙委託金(第1回目）
40,659,114円

Ｔ－

大阪市中央区大手前３丁目２番１２号

大阪府

納付期限
１

ｌＢｌ

z成25年７｣巳 1８ ヨ
２

３

４

５
６

７

８

９

納付金額
40.659.114 工

\客]翠君隼岳； 1０

備考
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ｌＷｌｃ莞正一
○和泉市職員の勤務時間等に関する規則

昭和32年３月９日

規則第29号

（この規則の目的）

第1条職員の勤務時間等は、法令及び条例に特別の定めがあるものの外、ニー旦規』uの定めるところ
による。

（平2規則２６．－部改正）

（1週間の勤務時間）

第2条ＦＩＩ}X・''１附加ﾔﾘﾊIIjljIに;)?ｒけトT,:ﾄﾐ<１，|i(Ｉｊ１Ｗ川ＬＩｉｌｌ(,し川ﾐ()１ﾊ?;1｣ＷｊユトＷ1ｹ||洲茶Illji1
という＿）〈1；2十Ｉ仁輔IIlj(の規定に基づく勤務時間は、休憩時間を除き、１週間につき38時間45分と

し、その割り振りについては、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、特別の勤務に
従事する職員の勤務時間は、１週間当たり38時間45分とする。

２任命権者は、勤務時間条例第5条の規定に基づき、職員の週休日及び勤務時間の割り振りについ
て別に定める場合には、４週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設

け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならな
い。ただし、週休日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を
４週間につき８日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき４

ｆｉ鰄、日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないよう
にする場合に限り、週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

（平2規則２６.全改、平5規則７．平7規則９．－部改正）

（時間外勤務及び休日勤務）

第3条任命権者は、公務のため臨時の必要があると認めるときは、職員に対し、勤務時間を超えて
勤務させ、又は週休日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。

２任命権者は、休日に勤務を命ずる場合は、その休日に替えて他の日の勤務を免除することができ
る。

３週休日と休日が重なった場合は、その日は週休日として取り扱うものとする。

（昭53規則９.全改、平2規則２６.平7規則９．－部改正）

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第3条の２任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親
であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。）に

おいて常態として当該子を養育することができるものとして任命権者が別に定める者に該当する

場合における当該職員を除く。）が、任命権者が別に定めるところにより、当該子を養育するため

祢厭季した場合には､公務の正常な運営を妨げる場合を除き深夜における勤務をさせてはなら
２任命権者は、３歳に満たない子のある職員が、任命権者が別に定めるところにより、当該子を養

育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずること

が著しく困難である場合を除き、前条第１項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事

由に基づく臨時の勤務を除く。ｊｋ型において同じ。）をさせてはならない。

３任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、任命権者が別に定めるところに

より、当該子を養育するために請求した場合は、当該請求をした職員の業務を処理するための措

置を講ずることが著しく困難である場合を除き、１月について24時間、１年について150時間を超え

て、前条第１項に規定する勤務をさせてはならない。

４，第1項及びHn重の規定は、

第１項各是のいずれかに該当し、日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護
者」という。）を介護する職員について準用する。この場合において、第１項中「小学校就学の始

期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌

日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養育する

ことができるものとしてｲ壬命権者が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、

任命権者が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、任命

権者が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜
（午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。）における」と、重【夏中「小学校就学の始期に達す

るまでの子のある職員が、任命権者が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要

介護者のある職員が、イ壬命権者が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替える

IAAHAALcIりosa鱈Izlmd､IgJplreII0個月_mnUnV厄21RGOO000109.hｍ 1月



１ｺ12Ⅱ2３和泉市職員の勤務時間簿に関する規則

ものとする。

５前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項

は、任命権者が別に定める。

（平11規則３１.追加、平14規則６.平22規則２９．－部改正）

（週休日の振り替え及び半日勤務時間の割り振り変更）

第４条勤i蛾1全図篁旦全の規則で定める期間は、厄l全の勤務することを命ずる必要がある日を起
算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間後の日
までの期間とする。

２菖曜戯且全図箪旦全の規則で定める勤務時間は、３時間を下回らず4時間30分を超えない範囲内で
任命権者が定める時間(以下「半日勤務時間」という。）とする。

３…３全通遡遥直の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、篦L夏に規
定する期間内にある勤務日(勤濫壁lin全｣､箪堕Eに規定する勤務日をいう。以下同じ。）のうち、半
日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤
務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

４任命権者は、週休日の振り替え(勤孟鍵E閣企、箪旦金の規定に基づき、勤務日qEn含良に規定する勤
務日をいう。以下同じ。）を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を回生の勤務す
ることを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。）又は半日勤務時間の割り振り変
更(回』曇の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち

繩鰯薑蒙鵜欝鶇騨蕊撚高石雪i'鬘騨騨i1j;i零驚iiii:鵜三iif聖
日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき４日以上になるように
し、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならな
い。

（平2規則２６・追加、平5規則７．平7規則９．－部改正）
（超勤代休時間の指定）

第4条の２ の規則で定める期間は、給与条例第17条第３項に規定する6０睦I￣ＩＪＩ'第６の2穿

時間を超えて勤務した全時間に係る月(jk夏において「60時間超過月」という。）の末日の翌日か
ら同日を起算日とする２月後の日までの期間とする。

２任命権者は、 の規定に基づき超勤代休時間(回型に規定する超勤代休:鋤・ＬＬ巳例.P６条

時間をいう。以下同じ)を指定する場合には、j逆Iに規定する期間内にある勤務日(週休日及び麹
生箪旦璽に規定する勤務を免除された日を除く。篦４里において同じ。）に割り振られた勤務時間の
うち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当又は休日勤務手当の支給に係る60時
間超過月における給与条例第17条第3項及び第18条第４項の規定の適用を受ける時間(以下この項に
おいて「60時間超過時間」という。）の迭旦査量に掲げる区分に応じ、当該各景に定める時間数の

繩時間を指定するものとする。

（１）給与条例第17条第１項第１号に掲げる勤務に係る時間当該時間に該当する60時間超過時間の
時間数に100分の25を乗じて得た時間数

（２）給与条例第17条第１項第２号及び第１8条第２項に掲げる勤務に係る時間当該時間に該当する
６０時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

（３）給与条例第17条第２項に規定する市長が定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間当
該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

３前夏の場合において、その指定は、４時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代
休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間
数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

４任命権者は、 の規定に基づき１回の勤務に割り振られた勤務時間の一捗須ＩＬＬ－例第6条の２１エ

部について超勤代休時間を指定する場合には、篭l型に規定する期間内にある勤務日の勤務時間の
始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間について行わなければ
ならない。この場合において、前墓の4時間の単位については、第4条第２項の半日勤務時間を指定
するものとする。

５任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休
時間を指定しないものとする。

（平22規則２０.追加）
（法定休日）

第4条の３給与条例第17条第３項に規定する「法定休日」は、２，壷に掲げるもの以外の職員について

WwWcI醜osa桧Izlm・IgJPｹ｡1WしUiM-mr池rU腫21RGOOOOO109肋､Ｉ 2Ｉ４
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は、日曜日とする。

（平22規則２０.追加）

（休憩時間）

第5条職員の休憩時間は、正午から午後0時45分までとする。

２特別の勤務に従事する職員で自立望の規定により難いものの休憩時間は、別に定める。
（昭53規則９.平2規則２６.平5規則７．|日第6条繰上.－部改正、平20規則３４．－部改正）

（報告）

第6条市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割り振りの状況等につい

て随時報告を求めることができる。

（平2規則２６.追加、平5規則７．１日第7条繰上）

附貝り

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年規則第19号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第９号）

（施行期日）

１この規則は、昭和53年４月１日から施行する。

（和泉市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正）

糾裏泉市職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年和泉市規則第'5号)の-部を次のように改正す
〔次のよう］略

附則(昭和57年規則第６号）

この規則は、昭和57年４月１日から施行する。

附則(平成2年規則第26号）

（施行期日）

１この規則は、平成3年１月１日から施行する。

（和泉市職員休暇規則の一部改正）

２和泉市職員休暇規則(昭和51年和泉市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

（平5規則７．１日第3項繰上）

（和泉市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正）

３和泉市職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年和泉市規則第15号)の一部を次のように改正す
る。

〔次のよう〕略

(mlmm1、（平5規則７．１日第4項繰上）
附貝Ⅱ(平成5年規則第７号)抄

（施行期日）

１この規則は、平成5年４月１日から施行する。

（和泉市職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

３和泉市職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年和泉市規則第26号)の一部
を次のように改正する。

〔次のよう〕略

（和泉市職員休暇規則の一部改正）

４和泉市職員休暇規則(昭和51年和泉市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則(平成7年規則第９号）

この規則は、平成7年４月１日から施行する。

附則(平成11年規則第31号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第６号）

１この規則は、平成14年４月１日から施行する。

２この規則による改正後の第3条の2第2項(同条第３項の規定により準用する場合を含む。）の規定
は、この規則の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限
については、なお、従前の例による。

ｗMn舷d卯Cs副G1zmiJgJpｹ｡10ｶ℃IIdmr血m4221RGOOOOO109ImI- 3月
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附貝Ｉ(平成20年規則第34号）
この規則は、平成20年12月１日から施行する。

附則(平成22年規則第20号）
この規則は、公布の日から施行し、改正後の和泉市職員の勤務時間等に関する規則の規定は、平

成22年４月１日から適用する。

附則(平成22年規則第29号）
この規則は、公布の日から施行し、改正後の和泉市職員の勤務時間等に関する規則の規定は、平

成22年６月30日から適用する。

附則(平成23年規則第23号）

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

別表(第4条の3関係）

（平22規則２０.追加、平23規則２３．－部改正）

稗

(…、

IAnAMLclりosa層izLm､lgjPIrBIId庁ｄＨＩｍｍⅥ221RGOOOOO10g､hmU-
4科

勤務場所 法定休日

火葬場 連続する週休日の最後の日

いずみの国歴史館

久保惣記念美術館

月曜日働務時間条例第7条第２項第１畳に規定する
休日に当たるときは、その直後に振り替えられた

休館日）

消防署 連続する週休日の最後の日


