
 

 選挙管理委員会事務局  

１ 選挙管理委員会 予算科目（款・項・目）１０・２０・０５〔決算書１２１ページ〕 

地方自治法第１８１条第１項の規定により設置。調布市が処理する選挙に関する事務及びこれ

に関係のある事務を管理するもの 

(1) 委員構成 

地方自治法第１８１条第２項の規定により，４人の選挙管理委員をもって組織 男性３人 

女性１人 

(2)  委員会開催状況  

回数 期 日 内 容 結果 

1 4月13日 

【令和2年第5回調布市選挙管理委員会】 

調布市選挙管理委員会委員長の選挙について 

調布市選挙管理委員会委員長職務代理者の指定について 

在外選挙人名簿への登録について 

 

決定 

決定 

可決 

2 6月1日 

【令和2年第6回調布市選挙管理委員会】 

選挙人名簿への登録（6月定時登録）について 

選挙人名簿の登録の抹消について 

在外選挙人名簿の登録の抹消について 

東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙におけるポスター

掲示場設置場所について 

東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙の期日前投票所の

場所について 

東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙の投票所の場所に

ついて 

東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙の開票を行う場所

及び日時について 

東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙の開票管理者及び

同職務代理者の選任について 

東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙の開票立会人のく

じを行う場所及び日時について 

 

可決 

可決 

可決 

 

可決 

 

可決 

 

可決 

 

可決 

 

可決 

 

可決 

3 6月17日 

【令和2年第7回調布市選挙管理委員会】 

東京都知事選挙の選挙人名簿登録者（選挙時登録）について 

東京都知事選挙の選挙人名簿登録者の抹消について 

東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙の期日前投票所の

投票管理者及び同職務代理者の選任について 

東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙の期日前投票所の

投票立会人の選任について 

東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙の投票管理者及び

同職務代理者の選任について 

東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙の投票立会人の選

任について 

在外選挙人名簿の登録の抹消について 

 

可決 

可決 

 

可決 

 

可決 

 

可決 

 

可決 

可決 

4 6月18日 

【令和2年第8回調布市選挙管理委員会】 

東京都知事選挙の投票記載場所の候補者氏名等掲示順序につい

て 

 

 

可決 

5 6月25日 

【令和2年第9回調布市選挙管理委員会】 

東京都議会議員補欠選挙の選挙人名簿登録者（選挙時登録）に

ついて 

東京都議会議員補欠選挙の選挙人名簿登録者の抹消について 

 

 

可決 

可決 

6 6月26日 
【令和2年第10回調布市選挙管理委員会】 

東京都議会議員補欠選挙の投票記載場所の候補者氏名等掲示順

 

 



序について 

東京都議会議員補欠選挙の選挙公報掲載順序について 

可決 

可決 

7 7月2日 

【令和2年第11回調布市選挙管理委員会】 

東京都知事選挙の調布市開票区における開票立会人の決定につ

いて 

東京都議会議員補欠選挙の開票立会人の決定について 

東京都議会議員補欠選挙の選挙立会人の決定について 

在外選挙人名簿への登録について 

在外選挙人名簿の登録の抹消について 

 

 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

8 7月5日 

【令和2年第12回調布市選挙管理委員会】 

東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙における選挙人名

簿登録者の抹消（当日抹消）について 

 

 

可決 

9 9月1日 

【令和2年第13回調布市選挙管理委員会】 

選挙人名簿への登録（9月定時登録）について 

選挙人名簿の登録の抹消について 

令和3年検察審査員候補者の予定者選定について 

令和3年裁判員候補者の予定者選定について 

在外選挙人名簿への登録について 

在外選挙人名簿の登録の抹消について 

 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

10 10月1日 

【令和2年第14回調布市選挙管理委員会】 

在外選挙人名簿への登録について 

在外選挙人名簿の登録の抹消について 

調布市非常勤職員の報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する条例 

 

可決 

可決 

 

可決 

11 11月2日 
【令和2年第15回調布市選挙管理委員会】 

在外選挙人名簿の登録の抹消について 

 

可決 

12 12月1日 

【令和2年第16回調布市選挙管理委員会】 

選挙人名簿への登録（12 月定時登録）について 

選挙人名簿の登録の抹消について 

 

可決 

可決 

13 1月12日 

【令和3年第1回調布市選挙管理委員会】 

在外選挙人名簿への登録について 

在外選挙人名簿の登録の抹消について 

 

可決 

可決 

14 2月1日 

【令和3年第2回調布市選挙管理委員会】 

在外選挙人名簿への登録について 

在外選挙人名簿の登録の抹消について 

 

可決 

可決 

15 3月1日 

【令和3年第3回調布市選挙管理委員会】 

選挙人名簿への登録（3 月定時登録）について 

選挙人名簿の登録の抹消について 

在外選挙人名簿の登録の抹消について 

選挙人名簿抄本の閲覧状況について 

 

可決 

可決 

可決 

可決 

 

２ 明るい選挙推進活動              予算科目（款・項・目）１０・２０・１０ 

〔決算書１２１ページ～１２３ページ〕 

市民による自主的な明るい選挙の推進に協力し，選挙の明朗化を図ることを目的として活動す

るもの 

(1) 活動状況 

 期 日 内 容 会 場 

4月10日 東京都市明るい選挙推進協議会連合会定期総会【書面

開催】 

 

4月22日 第1回調布市明るい選挙推進協議会【書面開催】 

令和2，3年度調布市明るい選挙推進協議会委員委嘱状

交付式【書面開催】 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

※新型コロナウイルスの影響に伴い,上記のとおり，書面開催となった事業があります。  

 

(2) 調布市明るい選挙啓発書道展 

学童期から明るい選挙実現に関心を持ってもらうため，明るい選挙実現のための書道作品を 

市内の小学生から募集し，入賞作品を展示した。 

ア 主催 調布市明るい選挙推進協議会 

イ 共催 調布市選挙管理委員会 

ウ 後援 調布市教育委員会 

エ 対象 市内小学校に在籍する児童及び市内在住の小学生 

オ 応募総数 ７２６点 

カ 入賞者数 ２３人 (会長賞１人・金賞２人・銀賞５人・銅賞１５人) 

 (3) 新成人への選挙啓発 

若年層の政治参加を呼び掛ける啓発活動の一環として，新成人を対象に，選挙啓発のキャッ

チフレーズを入れたマスクケースを郵送した。 

ア 主催 調布市明るい選挙推進協議会 

イ 共催 調布市選挙管理委員会 

ウ 対象 調布市内在住の新成人 

エ 送付数 ２，３４５個 

(4) 選挙出前授業・模擬選挙 

   選挙権年齢が満１８歳以上に引き下げられたことに伴い，主権者教育の一環として，市内の  

小学校で，選挙出前授業・模擬選挙を実施した。 

 

5月11日～ 

9月11日 

東京都明るい選挙ポスターコンクール作品募集    

5月14日 令和2，3年度調布市明るい選挙推進委員委嘱状交付式

【書面開催】 

令和2年度調布市明るい選挙推進委員会【書面開催】 

 

6月27日 

 

東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙駅頭啓発

【中止】 

 

8月12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 

9月4日 第2回調布市明るい選挙推進協議会【書面開催】  

9月7日 東京都市明るい選挙推進協議会連合会第4ブロック第1

回会長会【書面開催】 

 

11月5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

【中止】 

 

11月10日 東京都明るい選挙推進大会【中止】  

11月12日 東京都市明るい選挙推進協議会連合会第4ブロック明る

い選挙推進委員合同研修会【中止】 

 

12月14日 第3回調布市明るい選挙推進協議会【書面開催】  

1月4日 

～13日 

調布市明るい選挙啓発書道展作品募集  

1月21日 新成人への選挙啓発用品の郵送  

2月25日 東京都市明るい選挙推進協議会連合会第4ブロック第2

回会長会【書面開催】 

 

3月5日 

～7日 

調布市明るい選挙啓発書道展作品展示 文化会館たづくり 

3月6日 調布市明るい選挙啓発書道展表彰式【中止】  

3月31日 第3回調布市明るい選挙推進協議会【書面開催】  

 第1回推協だより編集委員会【書面開催】  



実施日 学校（会場） 学年 参加人数(人) 

1月29日 若葉小学校 6年生 85 

2月9日 八雲台小学校 6年生 80 

2月10日 調和小学校 6年生 129 

2月18日 上ノ原小学校 6年生 152 

2月19日 第三小学校 6年生 105 

合 計   551 

 

３ 選挙人名簿登録者数 

 (1) 選挙人名簿定時登録者数（各年３月定時登録時）   （単位：人） 

 平成31年 令和2年 令和3年 

男性  94,962  95,610  96,093 

女性 101,064 102,172 102,933 

総数 196,026 197,782 199,026 

(2) 在外選挙人名簿登録者数（各年度３月３１日現在）   （単位：人） 

 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

男性 155 157 144 

女性 193 205 194 

総数 348 362 338 

 

４ 東京都知事選挙・東京都議会議員補欠選挙 

 

 

 

予算科目（款・項・目）１０・２０・２５ 

〔決算書１２３ページ～１２５ページ〕 

(1) 選挙期日等 

選挙名 告  示  日 投  票  日 開  票  日 

都知事※ 令和2年6月18日 令和2年7月5日 令和2年7月5日 

都議補 令和2年6月26日 令和2年7月5日 令和2年7月5日 

   ※ 任期満了日 令和２年７月３０日 

(2) 選挙人名簿登録資格等  

選挙名 基 準 日 住 所 要 件 年 齢 要 件 登 録 日 

都知事 令和2年6月17日 令和2年3月17日 平成14年7月6日 令和2年6月17日 

都議補 令和2年6月25日 令和2年3月25日 平成14年7月6日 令和2年6月25日 

(3) 投票率 

選挙名 当日有権者数（人） 投票者数（人） 投票率（％） 

都知事 

男   94,647  

女  101,483 

 計  196,130 

男  53,150  

女  59,568    

計 112,718 

男  56.16  

女  58.70     

平均 57.47 

都議補 

男   94,644  

女  101,478 

 計  196,122 

男  51,918  

女  58,116    

計  110,034 

男  54.86  

女  57.27  

平均 56.10 

(4) 不在者投票者数，期日前投票者数       （単位：人） 

区 分 不在者投票者数 期日前投票者数 

都知事 585 23,217 

都議補 557 20,600 

 


