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東大和市議会の会派も決定・・・市議会議員の選挙後は？
■選挙のあとは・・・
…4 月 19 日告示、26 日投開票日で行われた市長選挙
と市議会議員選挙。市内に設置された公設掲示板（立
候補者のポスターを掲示するもの。東大和市の場合は
市内 110 箇所に設置）も撤去され、すっかり選挙ムー
ドは落ち着きました。市民の皆様も、様々な思いはあ
るとは思いますが「選挙は終わったんだな」という心
持ちのことと思います。
…では選挙後、当選者はどんなスケジュールで動いて
いるのか。選挙のあとの静けさの中ではなかなか見え
てこないことと思います。
まず、当選者については、開票日翌日、市役所にて当
選証書授与式があります。その際に、様々な締切り日
時など直近のスケジュールが公表さます。
4 月 27 日：当選証書授与式・今後の日程連絡
5 月 11 日：選挙の収支報告書提出期限（第１回）
5 月 12 日：会派結成届出書提出締切（9：30am）
議員・理事者初顔合わせ会
代表者協議会（各会派代表者＆無所属議員）
5 月 13 日：初当選議員説明会
（議会運営や市政についての説明会）
5 月 18 日：代表者会議（各会派代表者＆無所属議員）
5 月 26 日：臨時議会（議席の指定・議会人事など）

■選挙の収支報告
…各選挙では、選挙にかかった費用の収支報告を全候
補者が提出しなければなりません。収入については、
自己資金をはじめ、頂いた寄付などを計上（寄付は
１万１円以上の寄付をしてくださった方についてのみ
氏名や住所なども記入します）。支出については、電車
代などの領収書がないもの以外は全て領収書の写しを
添付して報告しなければなりません。上記のスケジュ
ールで（第１回）となっているのは、公共料金などの
締め日の関係で、５月１１日までに金額が確定できな
いものがあるためです。その後、支払いが発生した場
合は、支払い日から７日以内に追加の収支報告書を作
成して提出することとなっています。
…選挙運動の費用のうち、ポスター作成や選挙カーの
ガソリン代など一部公費でまかなえるものがあること
は良く知られているところです。
（ただし、これについ
ては各項目上限額があり、公費を使用するかどうかに
ついては各候補者の届出による）。公費負担については
様々な意見がありますが、公費負担がない中で選挙を
するとなった場合、自己資金が潤沢な人が有利になる
恐れがあります。選挙運動の方法は様々ですが「様々
な立場の人が立候補できる一定の環境は必要」だと私
は考えています。ちなみに、各候補者が使用した公費
は、今後、市報で公表されます。

…また、選挙運動に使用する
費用全体額は各選挙ごとに上限額
が決められています。
今回の東大和市の市議会議員選挙の
制限額は３，７８６，３００円。
これは告示日現在の「選挙人名簿登録者数（※）」÷「議
員定数２２人」×５０１円+２２０万円という公式で出
されています。この制限額いっぱいまで選挙費用をか
ける立候補者は、おそらくいないと思いますが、これ
も、経済的に有利な人が選挙で有利にならないための、
ひとつの縛りとなっています。
※「選挙人名簿登録者数」は、選挙人名簿に登録され
ているすべての人の数で、選挙の際は基準となる日に
登録資格のある人のすべてを登録する。一方「有権者
数」は、選挙人名簿登録者のうち、投票当日にその選
挙で実際に投票ができる人を抽出した数。具体的には、
選挙人名簿登録者から失権者、基準日以降の死亡者、
市外への転出者(市長・市議選挙の場合)など投票できな
い人を除いた数になる。今回の東大和市の選挙につい
ては、選挙人名簿登録者数＝69,655 人、当日有権者数
＝68,519 人。

■市議会内の会派も決定
…左記のスケジュール内にあるとおり、5 月 12 日は市
議会内の会派結成届出の締切日でした。今回の届出で
は、前期より会派数が１つ減り 5 つの会派が結成され
ました。（会派と各所属議員は裏の一覧表のとおり）
…会派とは「所属する政党や主義・主張を同じくする
議員で結成された議会内のグループ」で、東大和市議
会では、会派の結成には 2 人以上の所属議員が必要と
なっています。
…この議会内の会派は、会派代表者が行う「代表質問」
の際に、所属議員の人数による質問時間の決定（会派
所属議員数×単位時間）、会派に支給される政務活動費
の額の決定（会派所属議員数×単位金額）など様々な
ことの基準になる場面が多くあります。また、議案や
陳情、請願などへの賛否については、多くの場合、各
議員個人ではなく会派内で賛否を統一します。これは、
会派は政党や主義・主張を同じくする議員のグループ
であるので、当然のことといえば当然です。特に政党
の公認議員のいる会派の場合は、党の方針や意向、政
策に基づいて賛否を決定することも多くあります。
…その他、今後決定する、議長や議会選出の監査委員、
常任委員会の委員長など、議会内の役職の選考の際に、
大会派（所属議員の多い会派）から選出するといった
方法が取られるので、会派に所属する議員の数につい
ては様々な場面での判断の基準になります。
（裏面に続く）

■今後の動向に注目
…様々なことを多数決で決定していく民主主義におい
ては、主義主張を同じくする仲間の数を増やすことは
大きな意味を持ちます。
『政治は数だ』という方もいま
すが、選挙においても、また議会における賛否におい
ても、「数」は重要だと言わざるを得ません。
…今回、東大和市議会内に新しくできた会派は、国政
における与党と野党第一党の公認議員がメンバーとな
り結成しています。先に述べたように「主義・主張を
同じくする議員で結成するグループ」という点では、
どのように整合性を図っていくのか、素朴に疑問を感
じます。また、そのメンバーとなった議員を支持して
投票した市民の方に対して、どのような理論で説明を
したら納得をいただけるのかとも感じます。

…例えば前期の市議会に提出された陳情には「集団的
自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見
書を市議会から国に提出してほしい」というものもあ
りました。今後も、国政に関係する内容の陳情も出て
くると思います。その際に、この新たにできた会派が
どのように、様々な案件の賛否を決めていくのか、動
向にも注目したいと思います。
…今回のレポートの最初に書きましたが「選挙は終わ
り」ました。しかし、東大和市のこれからの４年間を
考えれば、選挙は４年間のスタートです。ぜひ、市民
の皆様にもそのことを再認識していただき、市政、議
会に引き続き関心を持っていただければと思います。

■東大和市議会 会派 ※会派届出書受付順
会派名と人数

会派内役職

公明党

幹事長
副幹事長兼会計

（5 名）
代表者：中間健二議員
日本共産党東大和市議団

議員名

中間 健二
東口 正美

議員
議員

公明党
公明党

佐竹 康彦

議員

公明党

木戸岡 秀彦 議員

公明党

荒幡 伸一

議員

公明党

尾崎 利一
森田 真一

議員
議員

共産党
共産党

（３名）

団長
政調会長

代表者：尾崎利一議員

幹事長

上林 真佐恵 議員

共産党

興市会

代表
幹事長

森田 憲二
大后 治雄

議員
議員

自民党
民主党

会計

二宮 由子

議員

民主党

関田

議員

無所属

代表・会計
監査

床鍋 義博 議員
中野 志乃夫 議員

無所属
無所属

会派長

関田 正民 議員
中村 庄一郎 議員

無所属
自民党

押本

議員

自民党

蜂須賀 千雅 議員

自民党

根岸 聡彦

議員

無所属

無 所 属
無 所 属

和地 仁美
関野 杜成

議員
議員

無所属
無所属

無 所 属

実川 圭子

議員

生活者ネットワーク

（４名）
代表者：森田憲二議員
やまとみどり（２名）
代表者：床鍋義博議員
自由民主党
（5 名）
代表者：中村庄一郎議員

会計責任

貢

修

市政、議会について「自然体」「ざっくばらん」にレポート。駅前で配布するレポートは毎回、最新号です。

「私たちの身近にある市政、市議会。伝えることがスタートだと思います。」
【プロフィール】
１９７０年 東京都北区生まれ。／父の転勤で１歳から群馬県で育つ。幼稚園からカギっ子。リーダーシップを発揮し、小学
校で児童会長、中学校でも生徒会長を務める。大好きな音楽を究めようと武蔵野音楽大学に進学、卒業。／卒業後は群馬の山
奥の小学校で臨時教諭として担任を２年勤め、新しい試みで授業を活性化させ「元気印の先生」として保護者・生徒から親し
まれた。／「学校」の外の一般社会で挑戦しようとベンチャー企業の(株)シートゥーネットワーク（※スーパーマーケットを
経営。店頭公開から一部上場、外資系企業に転換）に社長秘書として入社。のち店舗現場に異動、同社で初の女性店長となる。
その後、人材開発部長を拝命。／『人を活かす』経営を学ぶため一念発起しカナダに留学。外から見た日本の将来に、漠然と
した不安感じる。帰国後は、不動産投資会社にて企画業務、税理士対応、広報などに従事。２０１１年４月、初当選。現在、
市議会議員 2 期目。顔の見える議員として、日々奮闘中。

東大和市 市議会議員

和地 ひとみ

■ 連絡先

和地 ひとみ事務所

wachi_hitomi@cocoa.ocn.ne.jp

HP：http://www.wachi1103.jp
【電話・ＦＡＸ】 ０４２－５１６－８５４６

〒207-0005 東大和市高木３－２７４－２－１０２

