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１ 投票区再編の趣旨 

 昭和３０年３月１日に１町７か村が合併し、現在の形となった川俣町は、平成２９年

３月１日で、合併から６２年が経過しました。合併当時の住民基本台帳人口 

２６，９４９人（４，７４１世帯）から、年々人口の減少が進み、平成２９年３月１日

現在の住民基本台帳人口は、１４，０１２人（５，５０３世帯）まで減少（▲４８％）

しております。この人口減少傾向は、社会問題化している少子高齢化や過疎化等により、

今後も続いていくことが予想されます。 

一方、平成１５年１２月からスタートした「期日前投票制度」は、年々利用者が増加

しており、平成２８年７月に執行された参議院議員通常選挙では、期日前投票利用者が

全投票者の３割を超え、さらに、平成２８年６月に施行された改正公職選挙法により、

川俣町のいずれの投票区に属する有権者でも投票することができる「共通投票所」の設

置が可能になるなど、選挙を取り巻く状況も大きく変化しております。 

このような状況の中、行財政改革の推進による財政規模の縮小や選挙執行経費基準法

の改正による選挙費用の抑制、事務の効率化による職員数の減少等により、１９ある現

在の投票区を、今後も維持していくことが困難な状況が予想されることから、人口規模

や財政状況等を勘案した適正かつ効率的な規模での投票区の見直しを図ることが避けら

れない課題となっております。 

以上のように、川俣町選挙管理委員会では、人口減少や社会情勢の変化、町の財政状

況や職員数の変化、期日前投票制度の定着や共通投票所制度の創設等の選挙制度の改正

等に対応した「適正な投票区」への再編を実施することとしました 

 

２ 投票区の状況 

（１）投票区の沿革 

川俣町の投票区は、昭和３０年３月の合併当初は１６投票区でした。（表１） 

その後、昭和４０年９月に、「富田第１投票区」を「富田第１投票区（鶴沢東部、東

福沢の一部）」、「富田第３投票区（鶴沢西部）」及び「富田第４投票区（小神）」の３つ

に分割、さらに、「福田投票区」を「福田第１投票区（羽田、秋山の一部）」及び「福

田第２投票区（秋山）」の２つに分割し、現在の１９投票区に改正されております。（表

２） 

以降、現在まで半世紀余り、１９投票区で選挙を執行してきております。 

なお、山木屋投票区については、平成２３年３月に発生した東京電力福島第一原発

事故に伴う避難区域の設定等により、山木屋上・中・下の３投票区を１投票区に統合

し、投票所を２箇所設置しており、以降、選挙時においては１７投票区（１８投票所）

にて選挙を執行しております。 
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（表１）川俣町投票区（昭和３０年当時：１６投票区） 

投票区名 区域 

川俣第１投票区 旧町内の一部（字瓦町、池ノ入、段ノ腰、八反田、五百田等） 

川俣第２投票区 旧町内の一部（字新中町、寺久保、川原田、大清水等） 

川俣第３投票区 旧町内の一部（字中丁、宮町、赤坂、本町、中島等） 

富田第１投票区 大字鶴沢、小神、東福沢の一部 

富田第２投票区 大字西福沢及び東福沢の一部 

福田投票区 大字羽田、秋山 

小島第１投票区 大字小島の一部（田代地区以外） 

小島第２投票区 大字小島の一部（田代地区） 

飯坂第１投票区 飯坂（県道原町・川俣線域） 

飯坂第２投票区 飯坂（県道川俣・保原線域） 

小綱木第１投票区 小綱木泡吹地から上地区全域 

小綱木第２投票区 小綱木泡吹地から下地区全域 

大綱木投票区 大綱木全地域 

山木屋上投票区 山木屋上地区 

山木屋中投票区 山木屋中地区 

山木屋下投票区 山木屋下地区 

 

（表２）川俣町投票区（昭和４０年９月以降：１９投票区） 

投票区名 区域 

川俣第１投票区 字新中町、寺久保、池ノ入、川原田、仲ノ内、鉄炮町の一部｛１４番

地及び６４番地（国道１１４号線）南側全域｝、大清水の一部（９番

地、９の８番地、４５の８番地、４５の１０番地）及び東大清水 

川俣第２投票区 字日和田、段ノ腰、瓦町、八反田、五百田、宮町、宮前、赤坂方部及

び鉄炮町の一部｛１４番地及び６４番地（国道１１４号線）北側全域｝ 

川俣第３投票区 字中丁、後田、本町、中島、舘、七窪、倉ケ作及び大清水の一部（９

番地９の８番地、４５の８番地、４５の１０番地を除く。） 

富田第１投票区 字柏崎、大字鶴沢の一部及び大字東福沢の一部 

富田第２投票区 大字東福沢の一部及び大字西福沢全域 

富田第３投票区 大字鶴沢（一部を除く。）全域、大字小神の一部 

富田第４投票区 大字小神全域 

福田第１投票区 大字羽田全域及び大字秋山の一部（越田地区の一部、霧ケ窪） 

福田第２投票区 大字秋山（越田地区の一部、霧ケ窪を除く。）全域 

小島第１投票区 大字小島（田代地区を除く。）全域 

小島第２投票区 大字小島田代地区 

飯坂第１投票区 飯坂（県道原町・川俣線域） 

飯坂第２投票区 飯坂（国道３４９号線域） 

小綱木第１投票区 小綱木泡吹地から上地区全域 

小綱木第２投票区 小綱木泡吹地から下地区全域 

大綱木投票区 大綱木全地域 

山木屋上投票区 山木屋上地区 

山木屋中投票区 山木屋中地区 

山木屋下投票区 山木屋下地区 
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（２）投票区及び投票所の概要 

本町における選挙人名簿登録者数（有権者数）は、平成２９年３月２日現在１２，

３７２人であり、１投票区あたりの平均名簿登録者数は６５１人で、周辺自治体では

最小となっています。（１４項【参考】周辺市町村における投票区等の状況参照） 

最も多くの有権者を有している投票区は、川俣第１投票区の１，６７０人、最小の

投票区は、小島第２投票区の８４人です。また、１９投票区のうち、名簿登録者数が

１，０００人未満の投票区は１３投票区で、全体の約７割を占めています。（表３） 

投票区の面積については、最大区域は飯坂第１投票区の１６．３９ｋ㎡で、最小区

域は川俣第１投票区の０．３９ｋ㎡です。 

投票所までの距離が最も遠い地区は、山木屋中投票区の八木西地区であり、投票所

となる山木屋出張所までの距離は約４．９ｋｍです。山木屋地区以外では、飯坂第１

投票区の水境地区であり、投票所となる飯坂小学校までの距離は約３．２ｋｍです。 

投票所として使用する施設については、地区公民館８か所、教育施設（小学校・幼

稚園）３か所、集会施設７か所、その他の公共施設（いきいき荘）１か所です。 

 

（表３）選挙人名簿登録者数（平成２９年３月２日現在） 

投 票 区 男 女 計 

川俣第１投票区 ８０８  ８６２  １，６７０  

川俣第２投票区 ５４６  ６３２  １，１７８  

川俣第３投票区 ５６７  ５７７  １，１４４  

富田第１投票区 ６４１  ７２４  １，３６５  

富田第２投票区 ２６９  ２８２  ５５１  

富田第３投票区 ５１８  ４９８  １，０１６  

富田第４投票区 ２７９  ２９８  ５７７  

福田第１投票区 ３８８  ３８０  ７６８  

福田第２投票区 ２７４  ２４６  ５２０  

小島第１投票区 ２６９  ２５２  ５２１  

小島第２投票区 ４１  ４３  ８４  

飯坂第１投票区 ５６０  ４９５  １，０５５  

飯坂第２投票区 １１０  １１４  ２２４  

小綱木第１投票区 １１１  １１２  ２２３  

小綱木第２投票区 １５１  １３７  ２８８  

大綱木投票区 １４２  １４６  ２８８  

山木屋上投票区 １４８  １５３  ３０１  

山木屋中投票区 １８５  １８５  ３７０  

山木屋下投票区 １２４  １０５  ２２９  

合  計 ６，１３１  ６，２４１  １２，３７２  
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（３）投票区の現状と課題 

投票区の設定基準については、法令等には明確な規定がなく、各自治体の選挙管理

委員会で決定できる専決事項ですが、昭和４４年に発出された旧自治省選挙部長通知

によれば、『①投票所から有権者の住所までの道程が３ｋｍ以上ある地区にあっては、

遠距離地区の解消に努めること、②１投票区の有権者数は、概ね３，０００人を限度

とすること、③投票所から有権者の住所までの道程が２ｋｍ以上あって、かつ有権者

数が２，０００人を超える場合は増設に努めること』とされております（当該通知以

降、投票区の設定基準に関する公的な通知は発出されておりません）。 

しかしながら、これは昭和４４年当時の状況下において発せられたものであり、期

日前投票制度の創設やパソコンを利用した受付照合システム導入等による事務の改善、

また、道路の整備や車社会の進展など、選挙を取り巻く社会情勢は当時と比べて大き

く変化しております。周辺自治体の現状をみても、有権者数が９，０００人を超える

投票区も存在しており、このような状況の変化を踏まえたものと考えられます。（１４

項【参考】周辺市町村における投票区等の状況参照） 

本町における現在の投票区については、合併前の旧町村を基準として、有権者数や

地理的条件等を勘案し設けられたものですが、近年、少子高齢化や過疎化による人口

の減少等により、一部の投票区では有権者数が少ないために、投票管理者や投票立会

人の選任が困難になりつつある投票区もみられます。 

また、平成１５年の公職選挙法の改正により、従来の不在者投票より条件が緩和さ

れた「期日前投票制度」が創設されましたが、期日前投票による投票者数の割合は年々

増加しており、投票日当日に投票所で投票する有権者が減少傾向にあります。（表４） 

さらに、選挙執行経費基準法の改正により、国政選挙における選挙委託費（国が負

担する費用）が抑制されていることにより、投票事務従事者の削減のため、投票区（投

票所）の見直しによる選挙事務の適正化が必要となってきており、全国的にも投票区

の見直しが進められています。（表５） 

町の選挙においては、選挙に係る経費はすべて町の負担となりますが、平成２９年

１月に町が作成した「川俣町中長期財政計画」によれば、平成３５年度を境に財源不

足に陥ることが予想され、選挙執行経費についても、歳出の見直しや圧縮を求められ

ているところです。 

投票所については、高齢者や障がい者が投票しやすい環境を確保するため、投票所

となる施設のバリアフリー化が求められているところですが、一部の投票区で投票所

として使用している幼稚園や集会所は、入口に段差がある等、バリアフリー化がされ

ていないものの、投票区内には他に投票所となりうる公共施設がないため、やむを得

ず使用している現状があります。 

また、平成２８年６月の公職選挙法の改正により制度化された「共通投票所」は、

町内のどの投票区に属する有権者でも投票が可能である便利なものですが、設置のた

めには、二重投票の防止のため、すべての投票所をオンラインで接続し、有権者の投

票状況をリアルタイムで共有する必要があり、そのための必要な設備（光ファイバー

回線等）が整備されている施設を投票所として選定していく必要があります。 
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（表４）参議院議員通常選挙における期日前投票者数の推移（川俣町） 

執行年月日 投票者数 期日前投票者数 期日前投票者数割合（前回比） 

H16.7.11 8,512人 874人 10.3％ 

H19.7.29 8,928人 1,488人 16.7％（＋6.4％） 

H22.7.11 8,304人 1,457人 17.5％（＋0.8％） 

H25.7.21 7,421人 1,963人 26.5％（＋9.0％） 

H28.7.10 7,538人 2,539人 33.7％（＋7.2％ H16対比：＋23.4％） 

 

（表５）参議院議員通常選挙における投票所数の推移（全国） 

執行年月日 投票所数 前回比 

H16.7.11 53,439か所  

H19.7.29 51,742か所 ▲1,697か所 

H22.7.11 50,314か所 ▲1,428か所 

H25.7.21 48,777か所 ▲1,537か所 

H28.7.10 47,905か所 ▲872か所（H16対比：▲5,534か所） 

 

３ 投票区再編の目的 

前述の投票区の現状と課題を踏まえ、次の４点を目的として投票区の再編を行います。 

① 人口規模や社会情勢に対応した投票区の適正化 

② 投票管理者、投票立会人及び投票事務従事者の確保 

③ 選挙執行経費の縮減 

④ 高齢者や障がい者に配慮したバリアフリー化がなされ、かつ、共通投票所の設置

を見据えたオンライン化が可能な設備を備えた施設（投票所）の選定 

 

４ 投票区再編の基本的な考え方 

次の５点を投票区再編の基本的な考え方とします。 

① 合併前の旧町村（大字）単位を基本とした再編を行います。 

② 再編後の各投票区の有権者総数は、昭和４４年の旧自治省選挙部長通知に基づき、

３，０００人未満の範囲内とします。 

③ 再編後の各投票区の投票所は、バリアフリー化され、かつ、オンライン化に対応

した光ファイバー回線等が常設された公共施設を基本とします。 

④ 再編後の各投票区の区域の投票所からの距離は、概ね３ｋｍ以内に収まるように

配慮します。 

⑤ どの投票区の有権者でも投票が可能な「共通投票所」を、町内の商業施設周辺に

１か所設置します。 
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５ 投票区再編の内容 

前述の投票区再編の目的及び基本的な考え方を踏まえ、次のとおり投票区の再編を行

います。 

① 合併前の旧川俣町の区域（以下「旧町内」という。）については、有権者の多い川

俣第１投票区を残し、川俣第２投票区と川俣第３投票区は統合します。 

② 旧町内以外の区域については、合併前の旧町村ごとに１投票区を基本とする統合

を行いつつ、有権者の多い富田地区については、大字ごとに１投票区を基本とする

統合・再編を行います。なお、距離・地形等を勘案し、一部の投票区については大

字にとらわれず、より利便性の良い区域設定を行うこととします。 

③ 再編後の新・川俣第２投票区の投票所は川俣町役場本庁舎とし、それ以外の投票

区の投票所は、各地区公民館を基本とします。 

④ 再編後の投票区の区域は、各投票所までの距離が３ｋｍ以内に在住する有権者が

９割以上となるよう配慮します。 

⑤ 鶴沢地区の商業施設利用者等の利用、投票区が統合され投票所が遠くなる富田第

３投票区の有権者の利用、町内各所に避難されている山木屋投票区の有権者の利用

等を想定し、「共通投票所」を鶴沢公民館に設置します。 

 

 

 
合併前の旧町村単位に１投票

区を基本とする。 

富田地区については、大字単位

に１投票区を基本とする。 

川俣町への推移 
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（表６）投票区再編一覧表 

現 行 再編後 

投票区 投票所 有権者数（人） 投票区 投票所 有権者数（人） 投票区の対象区域 備 考 

川俣第１ いきいき荘 １，６７０  川俣第１ いきいき荘 １，６３３ 

旧川俣町の一部（池ノ入、上桜、大作、大清水、川原田、

小作、賤ノ田、新中町、新宮、舘ノ腰、寺久保、仲ノ内、

仁井町、橋本、広畑、細田、東大清水） 

区域を一部変更 

川俣第２ 春日集会所 １，１７８  

川俣第２ 
川俣町役場 

本庁舎 
２，４８２ 

旧川俣町の一部（赤坂、瓦町、草ヶ入、五百田、桜ヶ作、

竹ノ内、段ノ腰、鉄炮町、天神入、樋ノ口、七曲、八反

田、早坂、日和田、宮ノ入、宮ノ脇、宮前、宮町、石川、

後田、海老ヶ作、延命神、大内、壁沢、倉ヶ作、後庵、

三百田、下拍子、新田、舘、壷ヶ作、寺前、道場、中島、

中丁、七窪、西戸ノ内、根本、道内、本町、元屋敷、柏

崎） 

川俣第２、第３を統

合、区域を一部変更 

川俣第３ 川俣幼稚園 １，１４４  

富田第１ 富田幼稚園 １，３６５  
富田第１ 富田幼稚園 ２，１８６ 

大字鶴沢全域、大字東福沢の一部（池ノ入、池ノ入山、

兎田、熊ノ宮、双六、糠戸内、古内、万所内、万所内山） 

富田第１、第３を統

合、区域を一部変更 富田第３ 鶴沢公民館 １，０１６  

富田第２ 福沢公民館 ５５１  富田第２ 福沢公民館 ６１４ 
大字東福沢全域（富田第１投票区の対象区域を除く。）、

大字西福沢全域 
区域を一部変更 

富田第４ 小神公民館 ５７７  富田第３ 小神公民館 ５８６ 大字小神全域 区域を一部変更 

福田第１ 福田公民館 ７６８  
福田 福田公民館 １，２８８ 大字羽田全域、大字秋山全域 

福田第１、第２を統

合 福田第２ 秋山集会所 ５２０  

小島第１ 小島公民館 ５２１  

小島 小島公民館 ５９３ 大字小島全域（飯坂投票区の対象区域を除く。） 
小島第１、第２を統

合、区域を一部変更 小島第２ 
小島田代コミュニ

ティ消防センター 
８４  

飯坂第１ 飯坂小学校 １，０５５  
飯坂 飯坂小学校 １，２９１ 飯坂全域、大字小島の一部（林添、茂庭、茂庭前） 

飯坂第１、第２を統

合、区域を一部変更 飯坂第２ 下戸集会所 ２２４  

小綱木第１ 小綱木公民館 ２２３  
小綱木 小綱木公民館 ５１１ 小綱木全域 

小綱木第１、第２を

統合 小綱木第２ 仲田多目的集会所 ２８８  

大綱木 大綱木公民館 ２８８  大綱木 大綱木公民館 ２８８ 大綱木全域  

山木屋上 乙２区集会所 ３０１  

山木屋 

山木屋地区復興

拠点商業施設 

（とんやの郷） 

９００ 山木屋全域 
山木屋上、中、下を

統合 
山木屋中 山木屋公民館 ３７０  

山木屋下 甲８区集会所 ２２９  

－ － － 共通 鶴沢公民館 １２，３７２ 川俣町内全域 新設 

（H29.3.2現在）               （H29.3.2現在） 
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（表７）再編により投票所が変更となる地区一覧 

大 字 小 字 
現 行 再編後 

備 考 
投票区 投票所 投票区 投票所 

旧町内 

大清水（9番地、9番地の 8、45番地の 8、45番地の 10） 川俣第１ いきいき荘 
川俣第１ いきいき荘 

すべての番地を

川俣第 1へ統一 大清水（上記以外の番地） 川俣第３ 川俣幼稚園 

鉄炮町（1番地～14番地、64番地～） 川俣第１ いきいき荘 
川俣第２ 

川俣町役場 
本庁舎 

すべての番地を

川俣第 2へ統一 鉄炮町（15番地～63番地） 川俣第２ 春日集会所 

石川、後田、海老ヶ作、延命神、大内、壁沢、倉ヶ作、後庵、三百田、

下拍子、新田、舘、壷ヶ作、寺前、道場、中島、中丁、七窪、西戸ノ

内、根本、道内、本町、元屋敷 

川俣第３ 川俣幼稚園 川俣第２ 
川俣町役場 
本庁舎 

 

樋ノ口（1番地～9番地） 川俣第２ 春日集会所 
川俣第２ 

川俣町役場 
本庁舎 

すべての番地を

川俣第 2へ統一 樋ノ口（10番地～） 富田第１ 富田幼稚園 

柏崎 富田第１ 富田幼稚園 川俣第２ 
川俣町役場 
本庁舎 

 

小 神 
長戸（13番地～15番地） 富田第３ 鶴沢公民館 富田第３ 

(現富田第４) 
小神公民館 

すべての番地を

富田第 3へ統一 長戸（1番地～12番地、16番地～） 富田第４ 小神公民館 

東福沢 一反田、暮シノ内、小高屋敷、外田、田畑、西田、坊ノ入 富田第１ 富田幼稚園 富田第２ 福沢公民館  

秋 山 

阿弥陀窪（1番地） 福田第１ 福田公民館 
福 田 福田公民館 

すべての番地を

福田へ統一 阿弥陀窪（2番地～） 福田第２ 秋山集会所 

柿窪（3番地～38番地） 福田第１ 福田公民館 
福 田 福田公民館 

すべての番地を

福田へ統一 柿窪（1番地、2番地、39番地～） 福田第２ 秋山集会所 

新屋敷、芦ノ亦、岩田、壱貫森、板橋、井戸上、稲荷沢、梅窪山、大

鹿、表屋敷、加島入山、柿窪山、鍛冶屋、蟹沢、上越田、川面、上椚

平、桐作、近舘、クグノ平、クグノ平山、越田、小長石、古屋場、才

ノ神、才ノ神山、作ノ入、桜ヶ下、桜ヶ下山、渋田、下作、鈴ノ入、

鈴ノ入山、舘野、舘野山、高橋沢、槻木、栃窪、栃窪山、鳥井戸、鳥

井戸山、留石、百目木、ドロノ木、ドロノ木山、仲田、中森、茄ヶ平、

沼ノ平、根元、根元山、引地、ブシ沢、堀切、亦四郎、町椚下、丸森、

南、柳ヶ作、山ノ神、横道、芳作 

福田第２ 秋山集会所 福 田 福田公民館  

小 島 

井戸神、入、入脇、大山、上松ヶ柴、小倉山、下松ヶ柴、袖ヶ作、田

代、田代前、立石、寺久保、鍋沢、鍋沢山、萩平、萩平山、平ヶ前、

前、水境、水境山、持子、神廻 

小島第２ 
小島田代コミュニ

ティ消防センター 
小 島 小島公民館  

林添、茂庭、茂庭前 小島第２ 
小島田代コミュニ

ティ消防センター 
飯 坂 飯坂小学校  
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大 字 小 字 
現 行 再編後 

備 考 
投票区 投票所 投票区 投票所 

飯 坂 

合ノ内、秋葉山、荒沢、漆ヶ壺、大沢、落合、壁沢、北ヶ作、越戸、

坂、境、下戸、関ノ上、滝沢、工ミ堂、頭陀寺、殿林、八幡、深田、

前壁沢、元蘭塔、山ノ神、六枚 

飯坂第２ 下戸集会所 飯 坂 飯坂小学校  

小綱木 

市ヶ保町、一ノ関、上ノ台、後作、後山、梅ノ口、上赤柴、上関場、

上戸ノ内、上戸ノ内山、上程原、久根ノ内、桑保町、小谷ノ沢、下程

原、下赤柴、関場、芹ノ沢、太師堂、反田、出付、 、道耕地、

中戸ノ内、仲田、長滝、仲屋敷、二手ノ貝、細久保、松ノ口、前田、

宮田、女鹿久保、森ノ腰、葭ヶ入、葭ヶ入山 

小綱木第２ 仲田多目的集会所 小綱木 小綱木公民館  

山木屋 

新屋敷、石門、石平山、ヲナカ山、篭世戸山、篭ノ作、家野、家野石

橋山、甲鋪、北口人山、キトウスズ山、木ノ根、糀屋山、五斗蒔田、

五斗蒔田前山、下戸草、下長橋、下長橋柳平山、下屋敷、下屋敷山、

新田前、 、段ノ越山、地蔵山、寺山、戸草、戸草コイト山、長橋、

長橋柳平中山、長山、鼠喰、羽山、馬場平、細畑、細畑入山、細畑東

山、細畑山、向木ノ根山、向戸草、向長橋、向東山、吉口山、雷神山、

蕨平、上平、大黒前、戸草前、鼠喰前、広平、由口 

山木屋上 乙２区集会所 山木屋 

山木屋地区復興

拠点商業施設 

(とんやの郷) 

 

赤有山、一舛立山、入久保山、大石山、大久保入山、大平、ヲトウカ

山、カネ山、上田代、上辰子山、上三堂平山、木ノ合木、木ノ合木米

山、木向山、熊ノ草、コナシ沢山、木ノ間山、境林山、坂下、坂下向

山、ササコ平山、坂林山、下田代、菅下、菅平、菅向、菅ノ又、関ノ

上山、世戸八山、タキノコ山、田代山、タツコ山、田羽根山、茶釜石

山、トウバ山、長畑、西平、沼ノ入、野取場山、羽馬山、橋端山、放

森山、浜江場、半蔵山、東久保山、広久保山、平蔵林山、水境、三道

平、向出山、向羽山、元屋敷、由谷地山、呼石山、田代 

山木屋下 甲８区集会所 山木屋 

山木屋地区復興

拠点商業施設  

(とんやの郷) 

 

※1 現在の川俣第 2投票区の区域内の地区は、投票所が春日集会所から川俣町役場本庁舎に変更となります。（上記に記載を省略） 

※2 現在の富田第 3 投票区の区域内の地区（小神字長戸を除く。）は、投票所が鶴沢公民館から富田幼稚園に変更となりますが、「共通投票所」となる

鶴沢公民館で従前どおり投票ができます。（上記に記載を省略） 

※3 現在の山木屋中投票区の区域内の地区は、投票所が山木屋公民館から山木屋地区復興拠点商業施設（とんやの郷）に変更となります。（上記に記載

を省略） 
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川俣町投票区・投票所位置図【現行】 

 

 

  

福田第２ 

富田第１ 

小島第１ 小島第２ 

富田第２ 

富田第３ 

富田第４ 

福田第１ 

飯坂第２ 

飯坂第１ 

大綱木 

小綱木第２ 小綱木第１ 

山木屋上 

山木屋中 

山木屋下 

川俣第１ 

川俣第２ 

川俣第３ 

投票区の境界 

投票所 
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川俣町投票区・投票所位置図【再編後】 

 

 

  

小綱木 

山木屋 

飯坂 

小島 

大綱木 

富田第２ 

富田第１ 

川俣第１ 

川俣第２ 

福田 

富田第３ 

投票区の境界 

投票所 

共通投票所 
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６ 投票区再編に伴う選挙ポスター掲示場の見直し 

選挙ポスター掲示場は、公職選挙法施行令第１１１条及び「川俣町の議会議員及び長

の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例」の規定により、投票区ごとに６か

所から９か所の設置が必要であり、現在の法定設置数は１３７か所です。 

投票区の再編に伴い、選挙ポスター掲示場の投票区ごとの法定設置数も変更になるこ

とから、投票区の再編と併せて選挙ポスター掲示場の設置数・設置場所も見直すことと

いたします。 

 

７ 投票区再編の効果  

再編後、投票区は現行の１９か所から１１か所となり、有権者数は、最大の投票区で

２，４８２人（川俣第２投票区）、最小の投票区で２８８人（大綱木投票区）となり、１

投票区あたりの有権者数平均は、６５１人から１，１２４人に増加します。有権者数が

１，０００人未満の投票区は１３か所から６か所となり、全体の約５割まで減少します。 

投票所については、各投票区の投票所１１か所及び共通投票所１か所の全１２か所に

見直しすることにより、投票管理者が７人（７投票所×１人）、投票立会人が２１人（７

投票所×３人）、投票事務従事者が約４０人、合計で約６８人の人員を削減することがで

きます。 

選挙ポスター掲示場については、公職選挙法施行令第１１１条等の規定により、各投

票区の選挙人名簿登録者数と面積から算定される現在の法定設置数１３７か所から、見

直し後は８５か所となります。 

これらにより、選挙執行経費については、投票管理者報酬、投票立会人報酬、投票事

務従事者手当及び選挙ポスター提示場設置費等を削減することができ、１選挙あたりの

経費約９００万円のうち、１５０万円程度（▲１７％）削減することができます。 

また、１投票区あたりの有権者が増加することにより、投票管理者、投票立会人のな
．

り手
．．

不足にも対応できます。 

さらに、光ファイバー回線が常設されている地区公民館を投票所とすることで、新た

に回線の開設工事を行うことなく投票所間のオンライン接続が可能となることから、共

通投票所設置のための費用が軽減でき、また、投票所となる施設から集会所を除外する

ことで、投票所がバリアフリー化された施設となり、高齢者や障がい者に配慮した投票

環境が整備されます。 
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８ 投票区再編の実施時期 

 川俣町の投票区の数や区域の範囲等は、「川俣町公職選挙等執行規程」に規定されてお

り、同規程を改正することで再編を実施します。再編後の投票区・投票所は、任期満了

に伴い、平成３０年１０月に執行予定である「第２１回福島県知事選挙」及び欠員によ

り、同日に同時選挙で執行が予定されている「福島県議会議員補欠選挙」から適用する

予定です。 

 なお、再編の準備や周知期間の都合上、当該選挙前に解散・欠員等により他の選挙が

執行される場合、その選挙については現行の投票区で実施することとします。 

 

９ 投票区再編への対応 

投票の機会を確保するため、投票所が変更になる地域へは、チラシ等の配布による周

知を行うほか、激変緩和のための経過措置として、旧投票所から新投票所までの無料送

迎バスを運行します。 

共通投票所については、町内のどの投票区に属する有権者でも投票できることから、

より多くの方に利用していただけるよう、チラシ等の配布による周知や周辺の商業施設

と連携した選挙啓発を行い、町民の皆さんが投票を行いやすい環境づくりを行っていき

ます。 

また、本委員会では、町長選挙及び町議会議員選挙における「選挙公報」の発行を検

討しているところであり、投票区を再編することで削減された費用の一部については、

その選挙公報発行費用にも活用し、各候補者の政策・経歴・人物像をより広く町民に浸

透させることによって、投票率の向上を図ります。 

投票区を再編することで投票所が遠くなる地区については、投票率の低下が懸念され

るところですが、それらの対応策とともに、今後も国・県と連携し、様々な機会をとら

え、選挙の啓発を実施し、投票率の向上に努めてまいります。 

なお、再編が実施された後においても、投票率の変化や町民の皆様からのご意見等に

より、検証・見直しを行います。選挙ごとに投票区を変更することは有権者に混乱をも

たらす恐れがあり、事務的にも複雑になることから、一定期間における選挙の投票率の

推移を見ながら、適宜改善を行っていくこととします。 
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【参考】周辺市町村における投票区等の状況 

 

面積 

選挙人名簿 

登録者数 

※H29.3.2現在 

投票 

区数 

投票区毎 

登録者数 

※H29.3.2現在 

ポスター掲示場設置数 

（法定設置数） 

※H28.7.10参院選 

川俣町 

（現行） 
127.70㎢ 12,372人 19か所 

最大 

最小 

平均 

1,670人 

84人 

651人 

128か所 

（137か所） 

福島市 767.72㎢ 239,410人 81か所 

最大 

最小 

平均 

9,702人 

107人 

2,955人 

608か所 

（608か所） 

伊達市 265.10㎢ 53,413人 25か所 

最大 

最小 

平均 

9,768人 

117人 

2,136人 

201か所 

（201か所） 

二本松市 344.42㎢ 47,518人 36か所 

最大 

最小 

平均 

4,571人 

226人 

1,319人 

265か所 

（280か所） 

桑折町 42.97㎢ 10,526人 4か所 

最大 

最小 

平均 

4,029人 

1,622人 

2,631人 

33か所 

（33か所） 

国見町 37.95㎢ 8,281人 5か所 

最大 

最小 

平均 

4,466人 

521人 

1,656人 

39か所 

（39か所） 

 

選挙のめいすいくん 

明るい選挙のイメージキャラクターです。 


