第１節

☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇選挙費用（区の負担）は？
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※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています
高橋 しんじ

詳しく知ろう!
選挙のしくみ
☆区議会議員選挙に関するお問合せをい
ろいろ頂きました。この機会に紙面の許
す限りですが、お答えいたします。

選挙カーなど
Ｑ１：選挙カーが走っていまし
たが、選挙カーの費用は、
候補者の自己負担ですか？
Ａ１：選挙カーのﾚﾝﾀﾙ代（ﾚﾝﾀｶｰ代）は、15,300
円/１日×７日まで公費（区の費用）で負
担されますが、改造費用（看板・照明・ﾏ
ｲｸ・ｽﾋﾟｰｶｰ設置など）は自己負担です。
Ｑ２：候補者本人が街頭演説をしていましたが、本
人の代わりにﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰ・CD 等で演説の
録音を流してもいいのですか？
Ａ２：できます。ただし、ﾋﾞﾃﾞｵなど映像の媒
体で演説することは、公職選挙法違反にな
ります。
おおくま しげのぶ
※大隈 重信（早稲田大学創設者、元総理大
臣）は、大正時代の選挙運動の際、各地
で自身の演説をﾚｺｰﾄﾞで流し、多くの支
持を受け、大勝利しました。
☆選挙期間中は、お騒がせして
大変ご迷惑をおかけしました。
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☆過去の『区政報告』が HP でご覧になれます。
☆『区政報告』への感想をぜひお寄せ下さい。
☆『区政報告』をお店の片隅に置かせて下さい。

次の選挙に関わる費用のうち、区の負担（公
費負担経費といい、区が費用を支出します）
であるものはどれでしょうか？
①選挙ｶｰの改造費用（看板・ｽﾋﾟｰｶｰなど）
②選挙ｶｰのﾚﾝﾀﾙ代
③選挙ｶｰのｶﾞｿﾘﾝ代
④掲示板に貼るﾎﾟｽﾀｰ製作費
⑤④のﾎﾟｽﾀｰを貼るための人件費
⑥候補者のタスキ
⑦当選祈願のダルマ ◎難易度 ☆☆☆

供託金
Ｑ３：区議会議員選挙に立候補するのに供託金
が必要と聞いています。今回選挙で没収さ
れるのは、どのような場合ですか。
Ａ３：供託金（30 万円）は、選挙後、一定の
得票数（※）に達しない場合は没収さ
れます。
※有効投票総数（118,796） １
× 10
議員定数（40）
=296.990 票
今回は、296.990 票に達しない場合に
没収されます。

選挙用ポスター
Ｑ４：区内 346 ヶ所の掲示板のﾎﾟｽﾀｰの番号の
配置は、すべて同じですか。
Ａ４：私は、32 番でした。この番号が、ﾎﾟｽﾀ
ｰ掲示板の位置です。品川区では、掲示板
が２種類あり、上２列を下２列と入れ替えた
ものとの２種類です。自治体によって番号の
場所は異なります。品川区は、ﾊﾞﾗﾊﾞﾗです
が、大田区は、右上から１，２…、と順番
です。私の 32 番は、一番上の場合と上か
ら３番目の２通りでし
32 番
た。掲示板は、区が設
置しますが、ﾎﾟｽﾀｰは、
候補者側が貼ります。

高橋しんじプロフィール

平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58票差）のご支持を頂き、現在３期目。若草幼

稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、早実高、
早大（政経学部政治学科 専攻は地方行
政）
・同大学院博士課程で学ぶ。東大研究員、
塾などを経て、教師（早実高、都立日比谷高・
青山高・大森高）。軟式野球ルーキーズ監督。
平成 19 年初当選（2541 票）、平成 23 年 5232
票（１位）。

『議員力検定１級』合格
☆初心を忘れずにガンバります！
しがらみのない無所属

ちょっとした話ながわ
◇区議選、投票率
21 区平均 43.14％
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☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！
☆ご希望の方に『区政報告』をお届け(
☆ご希望の方に『区政報告』をお届け(郵
送他)
送他)いたします。ご連絡ください。

4/26、都内 21 区で実施された区
議会議員選挙は、投票率が 21 区平
均で 43.14％でした。
◎高かったﾍﾞｽﾄ５
▼低かったﾜｰｽﾄ５
21 港区
36.02％
①文京区
49.93％ ○
②北区
48.84％ ⑳新宿区 38.27％
③千代田区 47.97％ ⑲目黒区 39.35％
④江東区
46.38％ ⑱品川区 40.08％！！
⑤中央区
45.64％ ⑰杉並区 40.12％
☆低投票率です。区議会の存在意義が問われてい
ます。議会として、改革に取り組んでいきます。

得票の小数点って？
選挙運動の時間は？
Ｑ５：今回の選挙結果で高橋さんは、5551.247 票
と小数点以下の得票がありましたが、どういう
ことですか？（新聞等では省略されています）
Ａ５：同じ苗字（氏）の候補がいる場合、「苗字
（氏）のみの記載」の票は、候補者の得票
数に応じて按分（あんぶん＝分ける）します。
☆今回は、「高橋」とだけ記載された票は、私と
もう一人の高橋候補が得票数の比率で分け合い
ます。そのため、小数点以下の得票となります。
私への投票として「高橋」と記入して頂いたと
しても 1 票ではなく、このように按分されて１
票未満になってしまいます（涙）。

Ｑ7：選挙ｶｰでの運動は、８時～20 時と聞きまし
たが、高橋さんは、選挙期間に朝 6 時頃から
駅にいました。また、品川区ではありません
が、駅で夜 11 時頃に「お願いします！」と地声
で PR している候補者がいましたが？
Ａ7：８時～20 時というのは、選挙ｶｰでｽﾋﾟｰｶｰ
を使ったり、携帯式拡声器での運動が行える
時間です。周囲への影響から時間が制限され
ています。 その他の選挙運動（ﾏｲｸを使わな
い演説など）は、24 時間可能です。

ぜひ「高橋しんじ」とﾌﾙﾈｰﾑでご記入を！

期日前投票と不在者投票

無効票って？
Ｑ６：投票用紙に
「高橋しんじ がんばれ」
と書いた場合は、どうなりますか？
Ａ６：
「（候補者氏名のほかに）他の事を記載した
投票は、無効票である」という規定があり
ますので無効です。
「氏名+！」、
「氏名+♪」
や「氏名+❤（ﾊｰﾄﾏｰｸ）」も氏名の他に記
載されているので、無効票となります。
また、白票も無効票です。
☆今選挙の無効票は、2470 票（前回 1207 票）
投票者数の 2.0％（前回 1.7％）でした。
応援のお気持ちは、有難いのですが、皆さま
の清き一票が無駄になってしまいます。
お気をつけ下さい！！
クイズの答え：
クイズの答え：②選挙ｶｰﾚﾝﾀﾙ代 ③
選挙ｶｰの
選挙ｶｰのｶﾞｿﾘﾝ代 ④ﾎﾟｽﾀｰ製作費
それぞれ費用には上限額があります
が区の負担です。これは、資金力で
選挙活動に差がついて不利にならな
いようするためです。☆これらの経費
を含んだ区議会議員選挙経費は１億
8012 万円（予算額）です。ただし、この
うちの多くは、開票作業に携わる区職員
の手当です。

Ｑ８：期日前投票と不在者投票の違いって？
Ａ８：『期日前』投票は、「選挙期日
（＝投票日）」に投票所において
投票するという原則の例外とし
て選挙期日前であっても選挙期日
と同様に投票ができることをいい
ます。近年増加中で、今回選挙
では、投票者の 22.5％（前回６
％）にも上りました。
選挙期間中にも「期日前投票に行ってきた
よ♪～」とたくさんの方に声をかけて頂き
ました。明らかに増えていると感じました。
一方、『不在者』投票は、旅行・出張等で
選挙人名簿登録地（いわゆる住民票の住所）
以外に滞在している場合、選挙人名簿登録
地の市町村（住んでいる場所）から投票用
紙を取り寄せて、滞在地（旅行・出張先など）
の市町村選挙管理委員会に行って、投票する
ことをいいます。今回は、503 人でした。

月・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 火
京急青物横丁駅前
◎『区政報告』
『区政報告』をお配りしています。
『区政報告』
木 ＪＲ大森駅前
◎議会等の事情で変更する場合があります。 金 京急立会川駅前
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆ 各 7:00-9:30 頃

