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令和４年第１回 

あわら市選挙管理委員会 

 

日 時  令和４年１月15日（土） 

午前９時～ 

場 所  あわら市役所 202会議室 

 

１ 委員長あいさつ 

 

２ 議  題 

 

  日程第１ 議案第１号 

       専決処分につき承認を求めることについて 

（あわら市長選挙におけるポスター掲示場の設置場所につ

いて） 

日程第２ 議案第２号 

専決処分につき承認を求めることについて 

（あわら市長選挙における選挙人名簿の登録の移替えをし 

ない期間について） 

日程第３ 議案第３号 

専決処分につき承認を求めることについて 

（あわら市長選挙におけるポスター掲示場を設置したこと 

について） 

  日程第４ 議案第４号 

       選挙人名簿より抹消すべき者の議決を求めることについて 

  日程第５ 議案第５号 

       選挙人名簿に登録する者の議決を求めることについて 

  日程第６ 議案第６号 

       条例の制定又は改廃の請求等に必要な連署数について 
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  日程第７ 議案第７号 

     あわら市長選挙における開票の事務を選挙会の事務に併せて

行うことについて 

日程第８ 議案第８号 

あわら市長選挙における選挙会の日時及び場所につ いて 

日程第９ 議案第９号 

あわら市長選挙における投票記載所の氏名等掲示順 序決

定のくじを行う日時及び場所について 

  日程第10 議案第10号 

       あわら市長選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを

行う日時及び場所について 

  日程第11 議案第11号 

       あわら市長選挙における選挙立会人となるべき者のくじを行

う日時及び場所について 

  日程第12 議案第12号 

あわら市長選挙における不在者投票管理者が職務を行う場

所の決定について 

  日程第13 議案第13号 

あわら市長選挙における投票所の指定について 

  日程第14 議案第14号 

あわら市長選挙における期日前投票所の指定について 

  日程第15 議案第15号 

あわら市長選挙における選挙長及び同職務代理者の選任に

ついて 

  日程第16 議案第16号 

あわら市長選挙における選挙長が事務を行う場所の決定に

ついて 

  日程第17 議案第17号 

あわら市長選挙におけるポスター掲示場にポスターの掲示

を開始できる日の決定について 
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  日程第18 議案第18号 

あわら市長選挙における選挙運動費用の支出制限額につい

て 

  日程第19 議案第19号 

あわら市長選挙における各投票所の投票管理者及び同職務

代理者の選任について 

  日程第20 議案第20号 

あわら市長選挙における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 

  日程第21 議案第21号 

あわら市長選挙における各投票所の投票立会人の選任につ

いて 

  日程第22 議案第22号 

あわら市長選挙における期日前投票所の投票立会人の選任

について 

日程第23 その他 
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議案第１号 

 

 

 専決処分につき承認を求めることについて 

 

 あわら市長選挙におけるポスター掲示場の設置場所について、地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号）第137条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したの

で、同条第２項の規定によりこれを報告し、委員会の承認を求める。 

 

令和４年１月15日提出 

 

あわら市選挙管理委員会 

                          委員長 内田 雅章 
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専決第11号 

 

 

 令和４年１月 23日執行のあわら市長選挙におけるポスター掲示場の設

置場所について、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第137条第１項の

規定により別紙のとおり専決処分する。 

 

 

      令和３年12月16日 

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内田 雅章 

 



             （あわら市選挙管理委員会）

投票区名 番号

1  あわら市  二面 湯の花公園

2  あわら市  温泉１丁目 あわら温泉湯のまち広場

3  あわら市  田中々 芦原小学校　　　　　

4  あわら市  温泉４丁目 セントピアあわら

5  あわら市  温泉５丁目 舟津公園　　　　　　

6  あわら市  二面 明新治療院　塀

7  あわら市  東温泉　 東公園

8  あわら市  二面 あわら湯のまち駅南口駐車場前

9  あわら市  西温泉１丁目 西公園　　　　　

10  あわら市  舟津 舟津区民館横公園　　　

11  あわら市  田中々 教善寺　塀　

12  あわら市  布目 龍宮神社

13  あわら市  堀江十楽 堀江十楽集落センター

14  あわら市  国影 芦原こども園

15  あわら市  二面４丁目 芦原郵便局

16  あわら市  二面 二面集落センター

17  あわら市  牛山 勝木　利信宅　塀

18  あわら市  国影 国影小公園

19  あわら市  井江葭 井江葭集落センター南

20 あわら市  横垣 廣﨑　幸雄宅　塀　　　　　

21  あわら市  横垣 宮王区ゴミステーション西隣

22  あわら市  番田 番田区民館

23  あわら市  重義 神明神社　　　　　

24  あわら市  轟木 春日神社　　　　　　

25  あわら市  上番 春日神社　　　　　　

第１投票区

第２投票区

第３投票区

ポスター掲示場設置場所一覧表

ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所

yu-gotou
タイプライタ
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投票区名 番号 ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所

26  あわら市  谷畠 谷畠旧区民館　　　

27  あわら市  上番 神明神社

28  あわら市  上番(仏徳寺)　 吉田　一弥　所有空地

29  あわら市  中番 中番コミュニティセンター

30  あわら市  下番 下番区民館　　　　　

31  あわら市  上番 本荘カントリーエレベーター前

32  あわら市  中番下番入会地 春日神社（中番下番入会地）　　　　　　

33  あわら市  玉木 八木　清宅　塀　　　　

34  あわら市  河間 三上　将治　所有畑　　　

35  あわら市  宮前 御前(みさき)神社　　　

36 あわら市 北本堂 北本堂集落生活改善センター

37  あわら市  角屋 稲崎　康子宅　フェンス

38  あわら市  中浜 春日神社　　　　　　

39  あわら市  中浜 新郷小学校　　　　　

40  あわら市  北潟 見澤　栄一宅向かい

41  あわら市  北潟 竹長商店向かい

42  あわら市  北潟 関　素夫　宅(浄満寺）　

43  あわら市  北潟 旧北潟公民館跡地(公園)

44  あわら市  北潟 佐賀　浩美　所有畑

45  あわら市  北潟 北潟電話交換局向かい

46  あわら市  北潟 山崎モータース横　畑

47  あわら市  北潟(富津) 杉田　昭彦　所有作業所 　　　

48  あわら市  赤尾 赤尾区民館　　　　　

49  あわら市  波松 波松小学校　　　　　

50  あわら市  波松 坂井　優　所有作業場　　

51  あわら市  波松 波松バス停横地蔵堂　

52  あわら市  城 出倉　昭市　所有作業場　　　

53  あわら市  城新田 城新田集落センター　

54  あわら市  番堂野 八幡神社横

55  あわら市  浜坂 白山神社向かい　空地

56  あわら市  浜坂 照順寺前

57  あわら市  吉崎 桑代　浦子　所有畑

58  あわら市  吉崎 古井　隆泰　所有空地

59  あわら市  吉崎 岡田酒店　塀

第４投票区

第５投票区

第６投票区

第７投票区

第８投票区

yu-gotou
タイプライタ
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投票区名 番号 ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所

60  あわら市  坂口 坂口区公園

61  あわら市  蓮ケ浦 蓮ケ浦集落改善センター

62  あわら市  細呂木 善照寺横　空地

63  あわら市  橋屋 地蔵堂横

64  あわら市  樋山 樋山区ゴミステーション向かい

65  あわら市  滝 細呂木駅高架横

66  あわら市  滝 佐藤　俊幸　所有空地

67  あわら市  青ノ木 金峰（かなみね）神社

68  あわら市  宮谷 神尾　光吉宅　塀

69  あわら市  指中 指中集落センター

70  あわら市  沢 沢区民館

71  あわら市  細呂木駅前 らくーざ横

72  あわら市  熊坂 熊坂農村環境改善センター

73  あわら市  名泉郷 名泉郷児童公園

74  あわら市  下金屋 下金屋区民館

75  あわら市  畝市野々 森本　二郎　所有地山林

76  あわら市  牛ノ谷 坂口　繁宅　向かい

77  あわら市  中川 松島　万佐子宅　塀

78  あわら市  中川 金津東小学校プール横

79  あわら市  中川 松龍寺前

80  あわら市  瓜生 あづまストアー向かい　空地

81  あわら市  南疋田 八幡神社

82  あわら市  北疋田 北疋田ふれあい会館

83  あわら市  次郎丸 八幡神社

84  あわら市  御簾尾 御簾尾ふれあい会館

85  あわら市  前谷 土屋　紀信宅　塀

86  あわら市  笹岡 伊藤　和広宅前

87  あわら市  東山 渡辺　善幸　所有作業場

88  あわら市  後山 宗石　絢子　所有畑

89  あわら市  清滝 清滝区ゴミステーション横

90  あわら市  鎌谷 吉村　俊亮宅　塀

91  あわら市  椚 子ども広場

92  あわら市  権世 上野　利春宅　塀

93  あわら市  権世市野々 宇城　由紀夫宅　塀

第１２投票区

第１３投票区

第１０投票区

第１１投票区

第９投票区

yu-gotou
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投票区名 番号 ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所

94  あわら市  伊井 春日神社　　　　　　

95  あわら市  伊井 応蓮寺前

96  あわら市  古屋石塚 斉藤　則夫宅　横

97  あわら市  桑原 小川　貞行　所有空地

98  あわら市  清間 田川　幹雄宅　塀

99  あわら市  矢地 笠島　正敏宅　塀

100  あわら市  菅野 北陸電力送配電株式会社金津変電所前　バス停横

101  あわら市  稲越 八幡神社

102  あわら市  河原井手 広部　佳代子宅　塀

103  あわら市  池口 池口区ゴミステーション横

104  あわら市  清王 清王集落センター

105  あわら市  柿原 春日神社のぼり置場横

106  あわら市  山十楽 山十楽出荷場

107  あわら市  嫁威 嫁威ふれあい会館

108  あわら市  日の出 三谷　裕亮　所有畑

109  あわら市  自由ケ丘一丁目 ＪＡ花咲ふくいソートフル金津前

110  あわら市  春宮一丁目 aキューブ前

111  あわら市  春宮二丁目 津谷織物　塀

112  あわら市  春宮三丁目 金津本陣ＩＫＯＳＳＡ

113  あわら市  花乃杜一丁目 願泉寺前

114  あわら市  花乃杜五丁目 千束集落センター

115  あわら市  山室 レンゴー㈱福井事業部グラウンド

116  あわら市  高塚 あわら市学校給食センター　北西向かい

117  あわら市  花乃杜四丁目 向山児童公園

118  あわら市  自由ヶ丘 JR芦原温泉駅東口駐車場

119  あわら市  東善寺 春日神社　　　　　　

120  あわら市  市姫三丁目 あわら市役所庁舎前

121  あわら市  大溝一丁目 古町地蔵堂前

122  あわら市  市姫一丁目 あわら市商工会前

123  あわら市  市姫二丁目 伊藤　照子宅　塀

124  あわら市  大溝二丁目 北野　隆弘宅　塀

125  あわら市  市姫一丁目 金津中学校東側駐車場

第１７投票区

第１６投票区

第１４投票区

第１５投票区

yu-gotou
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議案第２号 

 

 

 専決処分につき承認を求めることについて 

 

 あわら市議会議員選挙における選挙人名簿の登録の移替えをしない期間につい

て、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第137条第１項の規定により別紙のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告し、委員会の承認を求

める。 

 

令和４年１月15日提出 

 

あわら市選挙管理委員会 

                          委員長 内田 雅章 
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専決第12号 

 

 

 公職選挙法施行令第17条の規定により、令和４年１月23日執行のあわら市長

選挙におけるあわら市の区域内の他の投票区に住所を移した者に係る選挙人

名簿の登録の移替えをしない期間を次のとおりとすることについて、地方自治

法施行令（昭和22年政令第16号）第137条第１項の規定により次のとおり専決処

分する。 

 

期  間  令和４年１月５日から令和４年１月23日まで 

 

 

      令和３年12月16日 

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内田 雅章 
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議案第３号 

 

 

   専決処分につき承認を求めることについて 

 

 令和４年１月 23日執行のあわら市長選挙におけるポスター掲示場を

設置したことについて、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 137

条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の

規定によりこれを報告し、委員会の承認を求める。  

 

令和４年１月15日提出 

 

あわら市選挙管理委員会 

                        委員長 内田 雅章 
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専決第１号  

 

 

令和４年１月 23日執行のあわら市長 選挙におけるポスター掲示場

を設置した旨を別紙のとおり告示することについて、地方自治法施行

令（昭和22年政令第16号）第 137条第１項の規定により専決処分する。  

 

令和４年１月15日 

 

あわら市選挙管理委員会 

                      委員長 内田 雅章 
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あわら市選挙管理委員会告示第１号 

 

 

令和４年１月23日執行のあわら市長選挙における公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第144条の２第１項の規定によるポスター掲示場を、別紙のとおり設

置したので、同条第４項の規定により告示する。 

 

令和４年１月13日 

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内 田 雅 章 

 

 



             （あわら市選挙管理委員会）

投票区名 番号

1  あわら市  二面 湯の花公園

2  あわら市  温泉１丁目 あわら温泉湯のまち広場

3  あわら市  田中々 芦原小学校　　　　　

4  あわら市  温泉４丁目 セントピアあわら

5  あわら市  温泉５丁目 舟津公園　　　　　　

6  あわら市  二面 明新治療院　塀

7  あわら市  東温泉　 東公園

8  あわら市  二面 あわら湯のまち駅南口駐車場前

9  あわら市  西温泉１丁目 西公園　　　　　

10  あわら市  舟津 舟津区民館横公園　　　

11  あわら市  田中々 教善寺　塀　

12  あわら市  布目 龍宮神社

13  あわら市  堀江十楽 堀江十楽集落センター

14  あわら市  国影 芦原こども園

15  あわら市  二面４丁目 芦原郵便局

16  あわら市  二面 二面集落センター

17  あわら市  牛山 勝木　利信宅　塀

18  あわら市  国影 国影小公園

19  あわら市  井江葭 井江葭集落センター南

20 あわら市  横垣 廣﨑　幸雄宅　塀　　　　　

21  あわら市  横垣 宮王区ゴミステーション西隣

22  あわら市  番田 番田区民館

23  あわら市  重義 神明神社　　　　　

24  あわら市  轟木 春日神社　　　　　　

25  あわら市  上番 春日神社　　　　　　

第１投票区

第２投票区

第３投票区

ポスター掲示場設置場所一覧表

ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所

yu-gotou
テキスト ボックス
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投票区名 番号 ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所

26  あわら市  谷畠 谷畠旧区民館　　　

27  あわら市  上番 神明神社

28  あわら市  上番(仏徳寺)　 吉田　一弥　所有空地

29  あわら市  中番 中番コミュニティセンター

30  あわら市  下番 下番区民館　　　　　

31  あわら市  上番 本荘カントリーエレベーター前

32  あわら市  中番下番入会地 春日神社（中番下番入会地）　　　　　　

33  あわら市  玉木 八木　清宅　塀　　　　

34  あわら市  河間 三上　将治　所有畑　　　

35  あわら市  宮前 御前(みさき)神社　　　

36 あわら市 北本堂 北本堂集落生活改善センター

37  あわら市  角屋 稲崎　康子宅　フェンス

38  あわら市  中浜 春日神社　　　　　　

39  あわら市  中浜 新郷小学校　　　　　

40  あわら市  北潟 見澤　栄一宅向かい

41  あわら市  北潟 竹長商店向かい

42  あわら市  北潟 関　素夫　宅(浄満寺）　

43  あわら市  北潟 旧北潟公民館跡地(公園)

44  あわら市  北潟 佐賀　浩美　所有畑

45  あわら市  北潟 北潟電話交換局向かい

46  あわら市  北潟 山崎モータース横　畑

47  あわら市  北潟(富津) 杉田　昭彦　所有作業所 　　　

48  あわら市  赤尾 赤尾区民館　　　　　

49  あわら市  波松 波松小学校　　　　　

50  あわら市  波松 坂井　優　所有作業場　　

51  あわら市  波松 波松バス停横地蔵堂　

52  あわら市  城 出倉　昭市　所有作業場　　　

53  あわら市  城新田 城新田集落センター　

54  あわら市  番堂野 八幡神社横

55  あわら市  浜坂 白山神社向かい　空地

56  あわら市  浜坂 照順寺前

57  あわら市  吉崎 桑代　浦子　所有畑

58  あわら市  吉崎 古井　隆泰　所有空地

59  あわら市  吉崎 岡田酒店　塀

第８投票区

第４投票区

第５投票区

第６投票区

第７投票区

yu-gotou
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投票区名 番号 ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所

60  あわら市  坂口 坂口区公園

61  あわら市  蓮ケ浦 蓮ケ浦集落改善センター

62  あわら市  細呂木 善照寺横　空地

63  あわら市  橋屋 地蔵堂横

64  あわら市  樋山 樋山区ゴミステーション向かい

65  あわら市  滝 細呂木駅高架横

66  あわら市  滝 佐藤　俊幸　所有空地

67  あわら市  青ノ木 金峰（かなみね）神社

68  あわら市  宮谷 神尾　光吉宅　塀

69  あわら市  指中 指中集落センター

70  あわら市  沢 沢区民館

71  あわら市  細呂木駅前 らくーざ横

72  あわら市  熊坂 熊坂農村環境改善センター

73  あわら市  名泉郷 名泉郷児童公園

74  あわら市  下金屋 下金屋区民館

75  あわら市  畝市野々 森本　二郎　所有地山林

76  あわら市  牛ノ谷 坂口　繁宅　向かい

77  あわら市  中川 松島　万佐子宅　塀

78  あわら市  中川 金津東小学校プール横

79  あわら市  中川 松龍寺前

80  あわら市  瓜生 あづまストアー向かい　空地

81  あわら市  南疋田 八幡神社

82  あわら市  北疋田 北疋田ふれあい会館

83  あわら市  次郎丸 八幡神社

84  あわら市  御簾尾 御簾尾ふれあい会館

85  あわら市  前谷 土屋　紀信宅　塀

86  あわら市  笹岡 伊藤　和広宅前

87  あわら市  東山 渡辺　善幸　所有作業場

88  あわら市  後山 宗石　絢子　所有畑

89  あわら市  清滝 清滝区ゴミステーション横

90  あわら市  鎌谷 吉村　俊亮宅　塀

91  あわら市  椚 子ども広場

92  あわら市  権世 上野　利春宅　塀

93  あわら市  権世市野々 宇城　由紀夫宅　塀

第１２投票区

第１３投票区

第１０投票区

第１１投票区

第９投票区

yu-gotou
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投票区名 番号 ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所

94  あわら市  伊井 春日神社　　　　　　

95  あわら市  伊井 応蓮寺前

96  あわら市  古屋石塚 斉藤　則夫宅　横

97  あわら市  桑原 小川　貞行　所有空地

98  あわら市  清間 田川　幹雄宅　塀

99  あわら市  矢地 笠島　正敏宅　塀

100  あわら市  菅野 北陸電力送配電株式会社金津変電所前　バス停横

101  あわら市  稲越 八幡神社

102  あわら市  河原井手 広部　佳代子宅　塀

103  あわら市  池口 池口区ゴミステーション横

104  あわら市  清王 清王集落センター

105  あわら市  柿原 春日神社のぼり置場横

106  あわら市  山十楽 山十楽出荷場

107  あわら市  嫁威 嫁威ふれあい会館

108  あわら市  日の出 三谷　裕亮　所有畑

109  あわら市  自由ケ丘一丁目 ＪＡ花咲ふくいソートフル金津前

110  あわら市  春宮一丁目 aキューブ前

111  あわら市  春宮二丁目 津谷織物　塀

112  あわら市  春宮三丁目 金津本陣ＩＫＯＳＳＡ

113  あわら市  花乃杜一丁目 願泉寺前

114  あわら市  花乃杜五丁目 千束集落センター

115  あわら市  山室 レンゴー㈱福井事業部グラウンド

116  あわら市  高塚 あわら市学校給食センター　北西向かい

117  あわら市  花乃杜四丁目 向山児童公園

118  あわら市  自由ヶ丘 JR芦原温泉駅東口駐車場

119  あわら市  東善寺 春日神社　　　　　　

120  あわら市  市姫三丁目 あわら市役所庁舎前

121  あわら市  大溝一丁目 古町地蔵堂前

122  あわら市  市姫一丁目 あわら市商工会前

123  あわら市  市姫二丁目 伊藤　照子宅　塀

124  あわら市  大溝二丁目 北野　隆弘宅　塀

125  あわら市  市姫一丁目 金津中学校東側駐車場

第１７投票区

第１６投票区

第１４投票区

第１５投票区

yu-gotou
テキスト ボックス
18



 

19 
 

 

議案第４号 

 

 

選挙人名簿より抹消すべき者の議決を求めることについて 

 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第28条第１号及び第２号の事由に基づき、選

挙人名簿より別紙の者を抹消するので、委員会の議決を求める。 

 

 

令和４年１月15日提出 

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内田 雅章 



 

20 
 

議案第５号 

 

 

選挙人名簿に登録する者の議決を求めることについて 

 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第３項の規定により、選挙人名簿に別

紙の者を登録することについて、委員会の議決を求める。 

 

 

令和４年１月15日提出 

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内田 雅章 



 

21 
 

議案第６号 

 

 

   条例の制定又は改廃の請求等に必要な連署数について 

 

 条例の制定又は改廃の請求等に必要な連署数について、次のとおり委員会の議決

を求める。 

 

１ 条例の制定又は改廃の請求             ４６６人 

２ 監査の請求                           ４６６人 

３ 合併協議会の設置の請求                         ４６６人 

４ 合併協議会設置についての住民投票の請求     ３，８８３人 

５ 議会の解散の請求                 ７，７６６人 

６ 議員の解職の請求                 ７，７６６人 

７ 長の解職の請求                   ７，７６６人 

８ 主要公務員の解職の請求           ７，７６６人 

９ 教育委員会の教育長又は委員の解職の請求   ７，７６６人 

 

 

令和４年１月15日提出 

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内田 雅章 



 

22 

 

議案第７号 

 

 

   あわら市長選挙における開票の事務を選挙会の事務に 

併せて行うことについて 

 

 令和４年１月23日執行のあわら市長選挙における開票の事務は、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第79条第１項の規定により選挙会場において選挙会

の事務に併せて行うことについて、委員会の議決を求める。 

 

 

    令和４年１月15日提出                                        

 

あわら市選挙管理委員会   

委員長 内田 雅章 



 

23 

 

議案第８号 

 

 

   あわら市長選挙における選挙会の日時及び場所について 

 

 令和４年１月23日執行のあわら市長選挙における選挙会の日時及び場所を次

のとおりとすることについて、委員会の議決を求める。 

 

 

１ 日  時  令和４年１月23日 午後９時 

２ 場  所  あわら市役所 正庁 

 

 

    令和４年１月15日提出                                        

 

あわら市選挙管理委員会   

委員長 内田 雅章 



 

24 

 

議案第９号 

 

 

   あわら市長選挙における投票記載所の氏名等掲示順序決定の 

くじを行う日時及び場所について 

 

 令和４年１月23日執行のあわら市長選挙における投票記載所の氏名等掲示順序決

定のくじを行う日時及び場所を次のとおりとすることについて、委員会の議決を求

める。 

 

 

１ 日  時  令和４年１月16日 午後５時15分 

２ 場  所  あわら市役所 202会議室 

 

 

    令和４年１月15日提出                                        

 

あわら市選挙管理委員会  

委員長 内田 雅章 



25 

 

議案第10号 

 

 

あわら市長選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う 

日時及び場所について 

 

 令和４年１月23日執行のあわら市長選挙における選挙公報の掲載順序を定め

るくじを行う日時及び場所を次のとおりとすることについて、委員会の議決を

求める。 

 

 

１ 日  時  令和４年１月16日 午後５時30分 

２ 場  所  あわら市役所 202会議室 

 

 

    令和４年１月15日提出                                        

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内田 雅章 

  



 

26 

 

議案第11号 

 

 

   あわら市長選挙における選挙立会人となるべき者のくじを行う 

日時及び場所について 

 

 令和４年１月23日執行のあわら市長選挙における選挙立会人となるべき者の

くじを行う日時及び場所を次のとおりとすることについて、委員会の議決を求

める。 

 

 

１ 日  時  令和４年１月20日 午後５時30分 

２ 場  所  あわら市役所 202会議室 

 

 

    令和４年１月15日提出                                        

 

あわら市選挙管理委員会  

委員長 内田 雅章 



 

27 

 

議案第12号 

 

 

   あわら市長選挙における不在者投票管理者が職務を 

行う場所の決定について 

 

 令和４年１月23日執行のあわら市長選挙における不在者投票管理者が職務を

行う場所を次のとおりとすることについて、委員会の議決を求める。 

 

 

場  所  あわら市選挙管理委員会事務局 

 

 

    令和４年１月15日提出                                        

 

あわら市選挙管理委員会 

                            委員長 内田 雅章 

 



28 

 

議案第13号 

 

 

   あわら市長選挙における投票所の指定について 

 

 令和４年１月23日執行のあわら市長選挙における投票所を別紙のとおりとす

ることについて、委員会の議決を求める。 

 

 

    令和４年１月15日提出                                        

 

あわら市選挙管理委員会  

委員長 内田 雅章 



第　１投票区 湯のまち公民館 あわら市二面第32号16番地 舟津温泉、二面温泉、田中温泉、東温泉、西温泉、舟津、田中々、堀江十楽、布目

第　２投票区 農業者トレーニングセンター あわら市国影第23号１番地 二面、牛山、松影、国影、新成、井江葭、横垣、宮王、桜、重義、番田

第　３投票区 轟木新田ふれあいセンター あわら市轟木第４号１番地１ 轟木、新田

第　４投票区 本荘公民館 あわら市中番下番入会地第1号５番地 谷畠、上番、根上り、仏徳寺、翠明、光明、御鷹、中番、下番、玉木

第　５投票区 新郷小学校 あわら市中浜第１号１番地 河間、河水苑、宮前公文、北本堂、角屋、中浜

第　６投票区 北潟公民館 あわら市北潟第150号１番地 北潟東、北潟西、赤尾、富津

第　７投票区 波松小学校 あわら市波松第25号１番地 波松、城、城新田、番堂野、十三

第　８投票区 吉崎公民館 あわら市吉崎第８号３4番地 浜坂、吉崎１、吉崎２

第　９投票区 湖東会館 あわら市細呂木第26号１番地 坂口、蓮ヶ浦、細呂木、橋屋、樋山

第１０投票区 細呂木公民館 あわら市滝第63号21番地 滝、青ノ木、宮谷、指中、沢、細呂木駅前

第１１投票区 名泉郷会館 あわら市下金屋第23号３番地１ 熊坂、下金屋、畝市野々、牛ノ谷、名泉郷

第１２投票区 坪江公民館 あわら市北第６号101番地１ 中川、東田中、瓜生、南疋田、北疋田、次郎丸、御簾尾、北野、北、前谷、笹岡、上野

第１３投票区 剱岳公民館 あわら市椚第18号10番地 東山、後山、清滝、鎌谷、椚、権世、権世市野々

第１４投票区 伊井公民館 あわら市清間第12号４番地 伊井、古屋石塚、桑原、清間、矢地、菅野、南稲越、河原井手、池口

第１５投票区 さくらセンター あわら市柿原第36字20番地 清王、山西方寺、柿原、山十楽、嫁威、日の出

第１６投票区 金津小学校 あわら市花乃杜一丁目20番１号
旭、新富、天王、水口、十日、脇出、上八日、八日、下八日、坂ノ下、稲荷山、千束、
春日、中央、向ヶ丘、若葉台、桜ヶ丘、新みどり、山室、高塚

第１７投票区 中央公民館 あわら市市姫一丁目９番18号 東善寺、新、古、東、六日、新用、馬場、榛ノ木原、北稲越

あわら市投票区一覧

投票区名 施設名称 施設住所 投　　　票　　　区　　　の　　　区　　　域

yu-gotou
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30 

 

議案第14号 

 

 

   あわら市長選挙における期日前投票所の指定について 

 

 令和４年１月23日執行のあわら市長選挙における期日前投票所を次のとおり

とすることについて、委員会の議決を求める。 

 

 

施設の名称 施設の所在地 

 あわら市役所  あわら市市姫三丁目１番１号 

 あわら市保健センター  あわら市国影第13号13番地 

   

 

   令和４年１月15日提出                                        

 

あわら市選挙管理委員会    

委員長 内田 雅章 





 

32 

 

議案第16号 

 

 

   あわら市長選挙における選挙長が事務を行う場所の決定について 

 

 令和４年１月23日執行のあわら市長選挙における選挙長が事務を行う場所を

次のとおりとすることについて、委員会の議決を求める。 

 

 

場  所  あわら市役所 正庁 

 

 

    令和４年１月15日提出                                        

 

あわら市選挙管理委員会 

                            委員長 内田 雅章 

 



 

33 

 

議案第17号 

 

 

   あわら市長選挙におけるポスター掲示場にポスターの掲示を 

開始できる日の決定について 

 

 令和４年１月23日執行のあわら市長選挙におけるポスター掲示場にポスター

の掲示を開始できる日を次のとおりとすることについて、委員会の議決を求め

る。 

 

 

開始できる日  令和４年１月16日 

 

 

    令和４年１月15日提出                                        

 

あわら市選挙管理委員会 

                            委員長 内田 雅章 

 



 

34 

 

議案第18号 

 

 

   あわら市長選挙における選挙運動費用の支出制限額について 

 

 令和４年１月23日執行のあわら市長選挙における選挙運動費用の支出制限額を次の

とおりとすることについて、委員会の議決を求める。 

 

 

候補者１人につき     4,986,900 円 

 

 

    令和４年１月15日提出                                        

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内田 雅章 



 

35 

 

議案第19号 

 

 

   あわら市長選挙における各投票所の投票管理者及び 

   同職務代理者の選任について 

 

 公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第25条の規定により、令和４年１月23日

執行のあわら市長選挙における各投票所の投票管理者及び投票管理者に事故があり、

又は欠けた場合においてその職務を代理すべき者を別紙のとおりとすることについて、

委員会の議決を求める。 

 

 

    令和４年１月15日提出 

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内田 雅章 





 

37 

 

議案第20号 

 

 

   あわら市長選挙における期日前投票所の投票管理者及び 

   同職務代理者の選任並びに職務を行う日の決定について 

 

 公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第49条の７において読み替えて適

用される同令第25条の規定により、令和４年１月23日執行のあわら市長選挙に

おける期日前投票所の投票管理者及び投票管理者に事故があり、又は欠けた場

合においてその職務を代理すべき者並びにその者が職務を行う日を別紙のとお

りとすることについて、委員会の議決を求める。 

 

 

    令和４年１月15日提出                                        

 

あわら市選挙管理委員会 

                            委員長 内田 雅章 
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議案第21号 

 

 

   あわら市長選挙における各投票所の投票立会人の選任について 

 

 令和４年１月23日執行のあわら市長選挙における各投票所の投票立会人を別

紙のとおりとすることについて、委員会の議決を求める。 

 

 

    令和４年１月15日提出                                        

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内田 雅章 
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議案第22号 

 

 

   あわら市長選挙における期日前投票所の投票立会人の選任について 

 

 令和４年１月23日執行のあわら市長選挙における期日前投票所の投票立会人

を別紙のとおりとすることについて、委員会の議決を求める。 

 

 

    令和４年１月15日提出                                        

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内田 雅章 

 







区　　名 男 女 計 区　　名 男 女 計

舟津温泉 148 197 345 中    川 144 149 293 

二面温泉 457 529 986 東 田 中 25 20 45 

田中温泉 266 330 596 瓜    生 27 34 61 

東 温 泉 280 345 625 南 疋 田 30 31 61 

西 温 泉 160 181 341 北 疋 田 27 26 53 

舟　　津 162 186 348 次 郎 丸 31 31 62 

田 中 々 83 101 184 御 簾 尾 51 61 112 

堀江十楽 46 38 84 北    野 25 33 58 

布　　目 58 82 140 北 33 37 70 

① 1,660 1,989 3,649 前    谷 28 25 53 

二　　面 329 346 675 笹    岡 65 69 134 

牛　　山 38 47 85 上    野 13 13 26 

松　　影 24 14 38 ⑫ 499 529 1,028 

国　　影 61 79 140 東    山 95 100 195 

井 江 葭 154 151 305 後    山 61 59 120 

横　　垣 37 64 101 清    滝 42 43 85 

宮　　王 49 60 109 鎌    谷 15 14 29 

新　　成 52 55 107 椚 32 38 70 

桜 16 13 29 権    世 26 23 49 

重　　義 50 62 112 権世市野々 18 17 35 

番　　田 53 70 123 ⑬ 289 294 583 

② 863 961 1,824 伊    井 125 145 270 

轟　　木 25 27 52 古屋石塚 56 59 115 

新　　田 48 58 106 桑    原 111 109 220 

③ 73 85 158 清    間 64 65 129 

谷　　畠 48 45 93 矢    地 85 108 193 

上　　番 51 58 109 菅    野 77 94 171 

根 上 り 14 13 27 南 稲 越 39 36 75 

仏 徳 寺 38 39 77 河原井手 24 26 50 

御　　鷹 88 92 180 池    口 19 26 45 

中　　番 151 172 323 ⑭ 600 668 1,268 

下　　番 155 187 342 清    王 41 51 92 

玉　　木 24 25 49 山西方寺 12 11 23 

光　　明 44 45 89 柿    原 88 96 184 

翠　　明 51 63 114 山 十 楽 59 64 123 

④ 664 739 1,403 嫁    威 22 30 52 

河　　間 74 90 164 日 の 出 151 150 301 

宮前公文 32 47 79 ⑮ 373 402 775 

北 本 堂 27 19 46 旭 61 100 161 

角　　屋 23 27 50 新    富 69 81 150 

中　　浜 129 144 273 天    王 83 93 176 

河 水 苑 61 68 129 水    口 55 72 127 

⑤ 346 395 741 十    日 39 52 91 

北 潟 東 218 227 445 脇    出 35 33 68 

北 潟 西 248 263 511 上 八 日 36 50 86 

赤　　尾 45 48 93 八    日 23 27 50 

富　　津 42 38 80 下 八 日 30 35 65 

北潟病院 21 16 37 坂 ﾉ 下 170 156 326 

⑥ 574 592 1,166 稲 荷 山 169 214 383 

波　　松 154 199 353 千    束 33 30 63 

城 21 21 42 春    日 75 74 149 

城 新 田 18 24 42 中    央 102 98 200 

番 堂 野 21 18 39 向 ヶ 丘 261 274 535 

十　　三 7 9 16 若 葉 台 187 201 388 

⑦ 221 271 492 桜 ヶ 丘 314 338 652 

浜　　坂 59 64 123 新みどり 76 72 148 

吉　　崎１ 38 41 79 山    室 132 157 289 

吉　　崎２ 48 53 101 高    塚 69 73 142 

⑧ 145 158 303 ⑯ 2,019 2,230 4,249 

坂　　口 19 23 42 東 善 寺 34 30 64 

蓮 ヶ 浦 68 65 133 新 230 277 507 

細 呂 木 94 100 194 古 556 613 1,169 

橋    屋 6 8 14 東 134 169 303 

樋    山 19 22 41 六    日 59 69 128 

⑨ 206 218 424 新    用 176 180 356 

滝 106 125 231 馬    場 179 185 364 

青 ノ 木 91 105 196 榛ノ木原 127 132 259 

宮    谷 48 46 94 北 稲 越 127 142 269 

指    中 96 98 194 ⑰ 1,622 1,797 3,419 

沢 39 46 85 

細呂木駅前 50 52 102 

⑩ 430 472 902 

熊    坂 75 102 177 前回 11,035 12,284 23,319 
下 金 屋 24 23 47 

畝市野々 18 21 39 ▲ 8 ▲ 15 ▲ 23 
牛 ノ 谷 68 77 145 

名 泉 郷 258 246 504 

⑪ 443 469 912 

合　　計 11,027 12,269 

選挙人名簿登録者数 （Ｒ４．１．15 選挙時登録）

23,296 


