
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
   
                        
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Ａ:投票率 35.22％。投票結果は… 
  Ａ氏   27,759 票 
  Ｂ氏   26,308 票 
  Ｃ氏   24,669 票 他… 
 １位のＡ氏の得票数が有効投票総 

数１１３，３９５票の 1/4 である 
法定得票数２８，３８４．75 票に 
５８９票足りません。そのため、  
１位ですが当選者になることはで 
きません。当選者なしです。 

  
注  最多投票者が有効投票総数の

1/4 以上でないと当選は認めら
れません（公職選挙法） 

 

☆☆品川区イズ 629☆☆ 
◇品川区長選、異例の再選挙に 
10/2 の区長選挙では１位の候補者の得票

が有効投票総数の 1/4 に達しなかったので再
選挙となりました。次のうち正しいものは？ 

①10/2 の選挙で規定の得票数に達した４
人だけが再選挙に立候補できる。 

 ②10/2 の選挙に立候補した人（６人）しか
再選挙に立候補できない。 

 ③10/2 の選挙に立候補していな 
い人も再選挙に立候補できる。 

 ④再選挙の供託金（100 万円）は、 
不要である。 

 ⑤再選挙は 30 日以内に実施される。 
◎難易度☆☆☆☆ 

 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 
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品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011  
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763 
E-mail：takahashi-shinji@spa.nifty.com 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区 高橋しんじ   検索 
☆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。 
 

高 事 橋しんじ 務所 

2019年 4月 6,205．403票（１位）の 
ご支持を頂き、現在４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。2007 年初当選（2541 票）、
2011 年 5232 票（１位）。2015 年 5551 票
（58 票差で 2 位）。『議員力検定１級』合格 
☆初心を忘れずにガンバります！ 

 

高橋しんじプロフィール  

しがらみのない無所属 

 

10/2品川区長選挙終わる  
( 

ℚ:誰が区長さんになったのですか？ 
 

 
ℚ:え～。じゃ、このあとどうするのですか。 

Ａ:もう一度選挙します。今回の選挙に
対する異議申し立てのできる期間が
２週間あります（10/17 まで）。その
後 50 日以内（12/6 まで）にもう一
度区長選挙（再選挙といいます）を実
施しなければいけません（公職選挙
法）。異議申し立ては、納得がいかな
ければ、制度上、訴訟まで持ち込む➚ 

➚ことが可能で、その間、再選挙はでき
ません。12/6 以降にずれ込む可能性
もあります。市川市長選の再選挙は、
5 ヶ月後となりました。 

再選挙実施まで区長は不在となり
ます。 

Ａ: いろいろな要因が考えられますが
一つは、投票率が 35.22％（前回比
＋2.51％。3 人に 1 人しか投票して
いない）と低かったこと、また、候
補者が 6人と多かったので投票が分
散したこと、などが考えられます。 
   

 
ℚ:有効得票総数の 1/4に達する候 
補者がなく、再選挙になった要因は 
なんですか。 

 

A: はい。公職選挙法施行（1950 年）
以来、全国でわずか 7 例目。千葉県
市川市長選（2017 年 11 月）や札幌
市長選（2003 年 4 月）などで再選挙
となりましたが、東京 23 区の区長
選では初めて。大変珍しいことです。 
 
 

 
ℚ:その再選挙って、珍しいのですか。 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３-５７４２－６８６4 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ 
☆ご希望の方に『区政報告』をお届けい 
たします(送料は当方で負担します)。 
 
 
 
 
 

月・水 ＪＲ大井町駅前 
火 京急青物横丁駅前 
木 ＪＲ大森駅前  
金 京急立会川駅前 
☆各 7:00-9:30 頃 

◎『区政報告』をお配りしています。 
◎議会等の事情で変更する場合があります。 
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 

朝、駅前にいます！ 

政報告 
 

区 
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◇区長選。選挙結果と有権者全体の割合 
候補者 得票 得票率 

  ％ 
有権者全体
の割合 ％ 

Ａ氏 27,759 24.4 8.3 
Ｂ氏 26,308 23.2 7.9 
Ｃ氏 24,669 21.7 7.4 

1 位の候補者の得票は有効投票総数の約 24％で 
すが、投票率（約 35％）が低いため、有権者全体
（約 33 万人）からみるとその割合はわずか 8.3％
です。区民 100 人のうち 8 人の支持です。 

投票所に足を運ぶ人が増えないかぎり、多数の区
民意思の反映はありえません。再選挙、投票所へ！ 

ちょっとした話ながわ 

 
ℚ:区長さんが不在の間、誰が代わりを 
するんですか？ 

 
Ａ:今回のような場合や亡くなったり、

何らかの事情で区長が不在の時に備
えて、あらかじめ代理となる人の順位
が決まっています（＝職務代理者と 
いいます。地方自治法 152 条）。 

 1 位 副区長Ⅹ氏、2 位 副区長Ｙ氏 
3 位 総務部長Ｚ氏、4 位… 

 そのため、1 位の副区長Ⅹ氏が 10/8 
から代理を務めています。ただ、この 
Ⅹ氏は副区長としての任期が 10/31 
までです。そのため、11/1 からは副区 
長Ｙ氏が職務代理者となります。 

  また、区長が不在のため、副区長Ⅹ
氏の後任を選任できず、新区長が決ま
るまで副区長のＹ氏１人で決済や行
事出席に対応しなければなりません。 

Ａ:影響はあります。職務代理者の副区
長の権限等には制限があります。 

また、品川区では、現在、来年度予
算編成中です。本来は、区長が進めま
すが、区長不在です。今後本格化する
編成作業に影響が出そうです。新 
区長決定後、極めて短期間で予算 
案を完成しなければなりません。 

さらに「大きな災害や事故があっ 
た時に行政としてきちんとした対 
応ができるのか不安」という区民 
の声もあります。区民生活への影 
響を最小にする区政運営を求めます  

 
 

 
ℚ:区長さんが不在だと区役所は、 
困らないのですか？ 

 

Ａ: ①誰でも立候補できます。また、今
回立候補した人が必ず立候補しなけ
ればいけないということではありま
せん。②今回の選挙費用は、2 億 646
万円です。区は、次の議会 
（10/27～）に同額程度の補正 
予算案を提出する予定です。 

 
 

 

 

ℚ:①再選挙には、今回立候補した 
人しか立候補できないのですか。 
また、今回立候補した人は、立候補 
しないといけないのですか。 
②再選挙費用はどのいくらですか。 

 
 

Ａ:市長選挙 2017 月 11 月  
5 人立候補   投票率 30.76％ 

再選挙    2018 年 4 月（5 か月後） 
3 人立候補  投票率 33.97％ 

市川市長選挙では、有権者から 
「開票作業に不自然な点があっ 
た」として選挙の無効を求める 
異議の申し出がありました。 

選挙管理委員会は、申し出の 
求めに応じて、約 12 万票をすべて数
え直し、開票作業に関わった職員への
聞き取り調査も実施しました。 
その結果、異議を棄却し、裁判とはな

りませんでしたが、再選挙の日程（4
月）が確定したのは、翌年３月でした。 

 
ℚ:千葉県市川市の市長選挙の再選挙

はどのような様子でしたか。 

 クイズの答え：③10/2 の選挙に関係 
なく誰でも立候補できます。①②誤。④
誤。再選挙でも立候補者は全員供託金
（立候補時に選挙管理委員会に預ける）
100 万円を預け、有効投票総数の 1/10
に達すると返還されます。達しない場合
は没収されます。⑤誤。50 日以内。 

～本会議場で質問します！～ 
10/27（木）の 15:30 頃から本会 
議場で質問します。区議会 HP では 
ライブ中継。ケーブルＴＶ録画放映は
11/2(20 時)、11/5(21 時)です。 
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