
会  議  録 

１ 会 議 の 名 称  令和２年第３回選挙管理委員会定例会 

２ 開 催 年 月 日  令和２年３月２日（月） 

３ 開始・終了時刻  午前９時00分～午前９時35分 

４ 開 催 場 所  一関市役所２階 選挙管理委員会室 

５ 出席委員氏名  小野寺庄喜委員長 

及川泰雄委員 

畠山英一委員 

千葉和子委員 

６ 欠席委員氏名  なし 

７ 説明者の職氏名  選挙管理委員会事務局長 今野 薫 

８ 出席職員職氏名  選挙管理委員会事務局長 今野 薫 

           選挙管理委員会事務局長補佐 佐藤 格 

           選挙管理委員会事務局主任主事 鈴木 政人 

９ 付 議 事 件  ○議案第４号 選挙人名簿から抹消すべき者について 

           〇議案第５号 選挙人名簿に登録すべき者について 

           〇議案第６号 在外選挙人名簿から抹消すべき者について 

           〇議案第７号 一関市職員人事評価実施規程の一部を改正す

る訓令の制定について 

○議案第８号 令和元年度投票環境改善実施計画の見直し案

について 

10 会議の公開又は非公開  公開 

11 傍 聴 人 数  ０人 



委員長    開会 

（議案第４号 選挙人名簿から抹消すべき者について） 

（議案第５号 選挙人名簿に登録すべき者について） 

事務局長   議案の朗読（２件を一括審議） 

       ○ 令和２年３月２日現在において、別冊の者を選挙人名簿から抹消

するとともに、令和２年３月１日現在において、別冊の者を新たに

選挙人名簿に登録するものです。今回抹消する方は、死亡に係る方、

男76人、女74人の合計150人、転出後４箇月を経過した方、男82人、

女60人の合計142人を合せた男158人、女134人の合計292人を抹消し、

新規登録者として、年齢要件に係る方、男98人、女135人の合計233

人、住所要件に係る方、男199人、女165人の合計364人を合せた男

297人、女300人の合計597人を新たに名簿に登録し、令和２年３月

２日現在の名簿登録者数は、男47,790人、女51,411人の合計99,201

人となります。 

委員長    議案に対する質疑 

       質疑なし 

委員長    原案のとおり可決 

（議案第６号 在外選挙人名簿から抹消すべき者について） 

事務局長   議案の朗読 

       ○ 在外選挙人名簿から次の者を抹消するものです。 

        抹消する方については、お一人の方となります。抹消事由は国内

の市町村において新しく住民票がされて４ヶ月が経過した方となり

ます。この抹消により、在外選挙人名簿登録者数は、本日３月２日

現在で69人となっております。 

委員長    議案に対する質疑 

       質疑なし 



委員長    原案のとおり可決 

（議案第７号 一関市職員人事評価実施規程の一部を改正する訓令の制

定について） 

事務局長   議案の朗読 

       ○ 一関市職員人事評価実施規程の一部を改正しようとするものです。

第２条の定義の第４号になりますが、これは、地方公務員法の改正

に伴い条項のずれが生じていることから改正しようとするものです。

次に第３条第２項になりますが、被評価者の範囲として、会計年度

任用職員を新たに加えるものです。附則ですが、この訓令は令和２

年４月１日からの施行としております。 

         この改正については、地方公務員法で定めている非常勤特別職の

任用の厳格化と臨時的任用から会計年度任用へ移行という制度改正

によるものであります。選挙管理委員会で委嘱する投票管理者等は、

これまでどおり非常勤特別職としての委嘱となりますが、行政区長

や民生相談連絡員などは、４月１日以降、特別職として任用するこ

とができなくなるもので、その身分が変わる大きな法律の改正とな

っています。 

委員長    議案に対する質疑 

畠山英一委員   臨時的任用職員というものは、その年その年の会計年度で人事評

価をする必要があるのでしょうかね。 

事務局長     基本的には、任用にあたっては、その方の能力の実証をするとい

うことが、人事院、あるいは岩手県人事委員会から示されていると

ころです。ですから、能力の実証として、やはり良好な成績で業務

を遂行しているかどうかを評価して、任用期間の延長などを行うと

いうことを、今までもしておりますので、基本的に、そのことは変

わりません。ただ、常勤の一般職で行っているような能力評価ある

いは実績評価という人事評価、そこまでの適用はしていないという

ことです。もう少し簡便な方法で行っています。 

畠山英一委員   例えば、１日だけの任用であった人を評価する必要があるのかな

という、我々にすればですよ。これは取り決めだから、このような



文章で、取り決めをしておかなければならないのかなと思うのです

が、ただ実際に、それまでしなくてもいいのではという気もします。

特に、このことについて、だからこうだとかということはないです

が、ただ、そういう感じがしたもので意見を申し上げたところです。 

委員長      いずれ、人事院などでもいろいろな問題が起きていて、例えば再

雇用しない場合に、なぜ再雇用しなかったのかとか、いろいろな問

題が出てくるから、その人に対して評価というか、再雇用に値する

かしないかという評価をしておく必要があるのだと思います。それ

で、国の機関でも、皆そのように行っていまして、その評価に基づ

いて、翌年度も必要な人数を採用するための評価と言った方がいい

のかもしれませんね。 

畠山英一委員   いずれ、このことについては、別に問題があるわけでもないし、

ただ、その中身を知りたくて質問したものです。 

事務局長     臨時的任用というのは、今まで臨時的な期限付臨時とか非常勤一

般職といって、ある程度有期で雇用している方です。ただ、基本的

な雇用期間は６箇月です。６箇月６箇月で、延長しても最長１年と

いう制限がありましたので、その１年間任用して、業務に従事して

いただくためには、１回の更新が必要になってきます。そうすると、

その１回の更新をするために、やはり、その能力をきちんと評価し

て、更新してもいいかどうかというところを評価するということの

意味合いがあります。臨時的任用というのは、これからは基本的に

は、数が大きく減ります。これは、常勤職員に欠員が生じた場合し

か任用できないということになりまして、業務繁忙時に従事させる

職員は、会計年度任用職員という位置づけになりますので、例えば

役所関係の非正規職員というのは、これからは、ほぼ会計年度任用

職員になるということですし、先ほど申し上げました特別職の方に

つきましては、今現在、行政区長は個人に対する業務委託、委託契

約を行って業務を行っていただこうとしていますし、民生委員につ

いては、有償ボランティアという言い方で、基本的にはボランティ

ア的な業務を行っていただくのですが、ある程度の対価はお支払す

るというかたちになっています。ですから、今後４月からは、そう

いった方については、身分が変わるということが予定されておりま

す。 



畠山英一委員   民生委員の場合は、報酬ではなくて活動費として支払いになると

いうことですよね。 

事務局長     はい。 

畠山英一委員   その他の方々は、どうなのか分かりませんが、ほとんどは報酬と

いうことで支払われるのかなと思っているのですが、その辺は、民

生委員の場合は違うのかなと。行政連絡員さんなどは報酬だと思う

のですがね。 

事務局長     行政区長さんには委託料を支払うことになります。 

及川泰雄委員   関連するのですが、業務連絡員さんは、区長さんに準ずる扱いな

のですか。転作関係の確認だとか、あるいは行政からのいろいろな

通達とか、多くは、ＪＡの農家組合長さんと兼務されている方が多

いのですが、単独でやられている方もいますね。 

事務局長     農林連絡員のことだと思われますが、農林連絡員は名称を変更し

て、確か農政推進員という名称に変更した上で、有償ボランティア

という位置づけにしようとしていたように記憶しています。今まで

通りの業務を、お願いしたいということについては、変わりないと

いうことですが、今までのような特別職というかたちではなくて、

有償ボランティアとしてお願いしたいというふうに聞いていました。 

畠山英一委員   ちなみに、農林連絡員の報酬は一関市から支払われるのですか。

ＪＡから。 

及川泰雄委員   ＪＡではなくて、市のようです。 

委員長      市の業務を委託しているからですよね。 

及川泰雄委員   そうですね。 

       その他質疑なし 

委員長    原案のとおり可決 

（議案第８号 令和元年度投票環境改善実施計画の見直し案について） 

事務局長   議案の朗読 

〇 平成31年３月に計画の一部を見直し、令和元年７月に参議院議員

通常選挙、同年９月には岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙を

それぞれ執行しました。令和２年１月30日に公表した投票環境改善



実施計画の第２次評価を行ったところでありますが、その結果から

計画内容の一部を見直し、修正を行いますということです。 

１は見直しの基本的な考え方を記載しております。（1）は期日

前投票の開設期間及び開設時間の見直しとなります。一段落目は、

今まで実施してきた見直し案について、一定の効果があったものと

考えるということを記載しております。一方でとしている２段落目

については、今後の見直しについての基本的な考え方を記載してお

ります。４行目になります、これまでの選挙における投票状況等踏

まえ、投票者の少ない期間や時間帯については、短縮等の見直しに

より、有権者の投票行動に基づき、より効果的な投票制度への移行

が必要と考えるということです。 

（2）は移動支援の見直しとなります。ここにつきましては、直

営バスの運行について見直しをしたいということですし、２段落目

ですが、事前登録制のデマンド型による移動支援については、郵便

投票の要件の改正を審議している公職選挙法の改正状況を受けて見

直しを行うこととし、当面は現行制度を継続して実施することとし

ます。 

（3）ですが、投票所の環境を改善するための見直しとなります。

施設の廃止などに伴う投票所の見直しを継続的に行って参りたいと

いうことを考えております。 

大きな２番となりますが、見直しに伴う対応であります。（1）

は、期日前投票所の開設期間等の見直しになります。 

①、商業施設３か所に設置する期日前投票所の開設時間を短縮し

ます。②、支所及び大東コミュニティセンターに設置する期日投票

所の開設期間と開設時間、特例期日前投票所の開設時間を短縮しま

す。③、試験的に開設した移動期日前投票所の開設の方法と場所を

見直します。具体的には、別紙１の方に記載しておりますが、本庁

については、基となる投票所になりますので、これは、変更ができ

ないということです。全期間、全時間帯で開設しておかなければな

らない投票所になります。 

支所の変更点になりますが、選挙ごとに変更していた期間を、統

一的に５日間に見直しをしたいと。時間帯ですが、従来20時までだ

ったものを19時まで、１時間の短縮を行いたいということです。そ



の下の欄、駅複合施設大東コミュニティセンターにつきましては、

投票期間を、従来７日間だったものを５日間に、投票時間を19時ま

でに変更するということです。その下の欄、商業施設につきまして

は、時間を21時までとしていたものを20時まで、エスピアにつきま

しては、9時からを10時からにそれぞれ１時間短縮するものです。

その下の欄の特例期日前投票所でありますが、一関地域の山目市民

センター笹谷分館は、９時から16時、大東地域の３か所は10時から

15時、室根地域は９時から12時、藤沢地域は９時から13時と、地域

の要望に応じた時間としておりましたが、これも基本的には、ある

程度一定の時間にしたいということで、笹谷分館は９時から13時、

大東地域は支所からの移動時間がかかるということから10時から14

時、室根地域につきましては、基本的には移動期日前投票所に移行

をしたいと、藤沢地域については変更ありません。移動期日前投票

所になりますが、延べ３日間で、時間を指定して行いたいというこ

とです。下線部分が変更を予定しているところです。今まで高校の

出前投票所として位置づけをしておりましたが、短大あるいは高専

を加えて、これらの中から１か所を選定したいと。それから上大桑

公民館を中大桑公民館に改め、それから室根平原地区会館を加えて

おります。合計７か所を予定したいということですが、下の※印の

欄になりますが、冬期間あるいは解散総選挙については、委員会に

おいて開催の可否を決定したいということです。冬期間につきまし

ては、立会人等の状況を考えると、外での投票は難しい場合がある

と、それから、住民への周知期間が十分に取れない場合については、

移動投票所の開設が難しい場合が想定されるということで、これは

個別に判断をさせていただきたいということです。 

戻りますが、（2）投票日当日の移動支援の見直しになります。

市直営による送迎バスの運行については、利用状況を踏まえ縮小し

ます。これは、運行しているバスの乗車が、あまり思わしくないと

いう結果を踏まえた縮小でございます。この計画の見直しによる実

施時期は、令和２年度に執行される選挙から予定したいと考えてお

りますが、今のところ任期満了に伴う執行予定の選挙はありません。

４、参考資料になりますが、期日前投票の投票者数、投票率となり

ます。最近の選挙においては約２万4,000人程度の方が期日前に投



票されているということで、有権者は約10万人弱となりますが、約

25％は期日前投票の投票率ということになっています。（2）です

が、投票所までの移動支援の状況となります。バス、タクシー乗車

券による公共交通利用の助成実績になりますが、29年の市議会議員

選挙989枚、その次の衆議院選1,236枚、ここが一番多かった利用に

なります。その後、昨年実施した参議院選826枚、県議会選が985枚

ということで、利用がどんどん増えているということではありませ

んが、一定数の利用は確保されていると考えております。②が送迎

バスの廃止投票所からの送迎実績となります。これは徐々に減って

きているということで、備考欄に記載しております。下の欄になり

ますが、14路線で21回運行をしましたが、うち９運行で乗車なしと、

約半分の運行で乗っていただけなかったということであります。③

デマンド型移動支援による送迎実績では、登録者３人で利用者が２

人あったということで、これは障がいや介護度によって一定の要件

のある方を、直接送迎するというものであります。現在、公職選挙

法関連で、郵便投票制度の改正が議論されているということを聞い

ておりますので、その郵便投票の制度の緩和と併せて、このデマン

ド型については、検討していきたいということを見直し案に記載し

ております。 

委員長    議案に対する質疑 

        質疑なし 

委員長    原案のとおり可決 

委員長    閉会 


