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選挙・議会・行政委員
選  挙　選挙管理委員会事務局  ☎5803-1287

選挙権と選挙人名簿

郵便等投票

期日前投票（不在者投票）

　日本国民で満１８歳以上の方は、特別な理由のある場合を
除き、選挙権があります。
　しかし、実際の選挙で投票するためには、選挙人名簿に登
録されていなければなりません。また、地方公共団体（都、区）
などの議員、長の選挙では、名簿登録後から引続き、同一区
域内に住んでいる必要があります。
　選挙人名簿への登録は、住民基本台帳（住民票）に３か月
以上記録されていることが条件で、年４回の定時（３・６・９・１２
月）と公示・告示前の選挙時に行います。
　選挙の際には、投票資格のある方に、入場整理券を世帯ご
とに封書で送付し、投票の日時、投票場所をお知らせします。

　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証を
持ち、一定の要件に該当される方は、郵便による在宅投票の
制度を利用できる場合があります。選挙管理委員会事務局
へ問合せください。

　投票日当日に仕事や用事などで投票所に行けない予定の
方は、あらかじめ投票を済ませておくことができます。

不在者投票
① 都道府県が指定した病院・老人ホーム・障害者施設などに

入院・入所している方は、各施設で不在者投票ができます。

② 区外へ旅行または滞在中の方は、期日前投票期間中に滞
在先の自治体等で不在者投票ができます。

※ ①・②ともあらかじめ投票用紙の請求が必要です。詳細は
選挙管理委員会事務局へ問合せください。

在外投票

若年層啓発グループ『文京 Vote Supporters』

代理投票・点字投票

明るい選挙推進委員

　外国に住所を移転した方が、国政選挙に投票する制度で
す。選挙管理委員会事務局または出国先の在外公館へ問合
せください。

　若者の政治および投票参画意識の向上を図ることを目的
に活動する、区内在住・在学・在勤の若者のみで構成された
グループです。
　主に若者に向けた選挙啓発活動を企画し、実施しています。

　投票の際、身体の障害などで自書できない方は、係員が代
わって記載します。目の不自由な方は、点字投票もできます。

　明るい選挙を実現するため、区内に約140人の「明るい選
挙推進委員」がいます。推進委員は、有権者が政治に対する
理解と認識を深め、主権者にふさわしい政治的教養を身に
つけていただくために活動しています。区内各所で有権者と、
福祉・経済・教育・環境・政治・社会問題等の身近な話題を中
心に「話しあい活動」などを行っています。

場　所 文京区役所(文京シビックセンター内)ほか３か所

期　間

区役所／選挙の公（告）示日の翌日から投票日前日まで
その他の施設／ 投票日１週間前の日曜日から投票日前日

まで
※ 区議・区長選挙の場合は、投票日6日前の月曜日から投

票日前日までとなります。

時　間 午前8時30分～午後8時
（土・日曜日、祝日も投票できます。）

選挙管理委員 ➡ P133
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議  会 　区議会事務局  ☎5803-1312

議　会 議会の傍聴・会議録

請願・陳情

区議会広報

　区議会は、議決機関として区民を代表する議員が、文京区
政全般について区民に代わって論議し、意思決定を行います。
条例の制定・改正、予算の決定、決算の認定、請願の審議、意
見書の提出、調査権、副区長等の選任・任命の同意権など多
くの権限があります。
　区議会には、区議会で取り扱う事柄の複雑化・専門化に対
応し、効率的・専門的に調査や審査をするため、委員会が設
けられています。委員会での調査や審査の結果は、本会議
に報告され、最終的な意思決定は、本会議での議決により行
われます。
　議員は、本会議における質問、委員会での審査および調査、
議案の提出などの活動を通じて、区長に代表される執行機
関を区民の立場から監視し、区民の利益に関わる諸問題を
慎重に審議し、どのように対応するかを決定します。
　文京区議会では、平成26年5月から会期をほぼ1年間とす
る、通年議会を実施しています。

招集議会
　毎年5月に、翌年4月までを会期とする定例会を開会する
ために開かれます。

定例議会
　６・９・11・2月の年４回開かれます。

臨時議会
　必要がある場合に開かれ、特定事案のみ審議します。

常任委員会
　常設の委員会として、総務区民委員会、厚生委員会、建設
委員会、文教委員会の４つが置かれ、議員はいずれか１つの
委員会に属しています。

議会運営委員会
　議会の運営方法などについて協議するため、設けられて
います。

特別委員会
　特定の事件を審査するため、議会の議決により設けられ
ます。現在設置されている特別委員会は、自治制度・地域振
興調査特別委員会、災害対策調査特別委員会、子ども・子育
て支援調査特別委員会の3つです。（令和2年4月現在）
　また、当初予算および決算を審査するため、2月定例議会
では予算審査特別委員会、9月定例議会では決算審査特別
委員会が設けられます。

　本会議、委員会等は、傍聴することができます。会議の当
日、区議会事務局で傍聴章の交付を受けてください（本会議
では63人、委員会では25人の方が先着順に傍聴でき、傍聴
希望者が午前8時30分の受付開始時に定員を超えたときは
抽選）。また、車椅子のままでも傍聴できるほか、聴覚障害
等のある方を対象に本会議（一般質問）での手話通訳（定例
議会初日の6日前までに申込）を導入しています。子ども連
れの方などが、傍聴が困難になった場合、ロビーのモニター
で本会議の様子を視聴できます。
　委員会資料は、閲覧用のものを除き、傍聴時に配付し、委
員会終了後7日以内に区議会ホームページで公開しています。
　本会議の会議録は、区立図書館および行政情報センター
で、委員会の会議録は、行政情報センターで閲覧できます。
　また、本会議および委員会の会議録は、文京区議会ホーム
ページで5年間分公開しています。さらに、委員会会議録は
委員会終了後3週間程度から、速報版を公開しています。

　どなたでも、要望や意見を区議会に出すことができます。
請願は、議員の紹介を必要としますが、陳情は、必要ありま
せん。
　区議会に出された請願は、所管委員会に付託して審査さ
れ、本会議で最終的に採択か不採択かが決められます。採
択された請願は、区の仕事については区長などに送付し、実
現を働き掛けます。
　また、国、都などの仕事については、その請願の内容が実
現されるよう国、都などに要請します。
　なお、陳情書は、議長が取扱いを決定し、議長、副議長お
よび議会運営委員会委員に速やかに配付しています。

　2月・６月・９月・11月の定例議会の後に「ぶんきょう区議会
だより」を年4回発行し、配付しています。視覚障害のある
方には、「声の文京区議会だより（カセットテープ版または
CD版）」、「点字版文京区議会だより」を発行しています。
　また、本会議での一般質問については、インターネットで
常時ご覧いただけるほか（平成27年6月定例議会以降の一
般質問）、CATV（東京ケーブルネットワーク）の文京区民チャ
ンネルで放映します。
　さらに、文京区議会ホームページでは、区議会の情報（議
員名簿、会議の日程、議案の審議結果など）について、お知
らせしているほか、区議会日程ポスターを区設掲示板、区有
施設、Bーぐるに掲示しています。

◀ 第一委員会室
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区議会議員 （令和2年４月１日現在［定数３４人 議席番号順］）

【会派名および略称（会派名の記載は、会派構成人数順による）】
自由民主党・無所属　文京区議団（自民党・無）
日本共産党文京区議会議員団（日本共産党）
公明党文京区議団（公明党）
市民の広場・文京（市民の広場）
文京みらい（文京みらい）
創［sow］（創）
文京永久の会（永久の会）
ぶんきょう子育て.ネット（文京子育て）

氏　名 所属会派等 電　話 住　所

のぐち　けんたろう 自民党・無 080-7172-3030 小石川5-39-4

吉村　美紀 自民党・無 5615-9214 白山1-32-5-101

松平　雄一郎 自民党・無 3816-2086 水道1-2-5-201

宮本　伸一 公明党 3942-1439 大塚5-36-12

宮崎　こうき 創 3268-3823 関口1-23-6-613

宮野　ゆみこ 市民の広場 5946-8668 関口1-10-16-807

沢田　けいじ 文京みらい 5814-5394 根津2-34-21

小林　れい子 日本共産党 5976-1680 小日向3-7-3

金子　てるよし 日本共産党 3868-2259 弥生1-5-8-302

浅川　のぼる 自民党・無 3811-8032 本郷1-31-11

佐藤　ごういち 自民党・無 5834-8295 根津1-1-8-1202

山田　ひろこ 自民党・無 5395-1323 小日向2-10-19

市村　やすとし 自民党・無 3828-6086 本駒込5-39-4

田中　香澄 公明党 3814-3120 向丘2-10-20

西村　修　 永久の会 3941-4723 大塚5-28-10

上田　ゆきこ 創 3942-4888 音羽1-21-10-501

浅田　保雄 市民の広場 090-4935-6956 千駄木3-37-17-502

海津　敦子 文京みらい 080-3027-2758 小石川4-14-24-107

たかはま　なおき 文京子育て 070-6467-1223 千石1-27-12-1F

萬立　幹夫 日本共産党 3814-3935 小石川2-6-19-401

関川　けさ子 日本共産党 3817-8985 本郷2-38-8-1304

田中　としかね 自民党・無 5684-3507 本郷4-35-2

海老澤　敬子 自民党・無 5684-6290 春日1-9-27-302

名取　顕一 自民党・無 3947-1243 千石4-18-2

白石　英行 自民党・無 3811-5115 春日1-10-9

岡崎　義顕 公明党 3813-6099 本郷3-23-5-306

松丸　昌史 公明党 3943-3259 目白台2-1-7-401

高山　泰三 永久の会 070-5468-8086 春日2-15-9

山本　一仁 永久の会 5977-3000 本駒込5-1-3

品田　ひでこ 創 3816-2982 春日2-18-7-803

田中　和子 市民の広場 3828-3014 向丘2-27-25

松下　純子 文京みらい 090-5332-5104 本郷6-20-12

国府田　久美子 日本共産党 3946-2218 千石2-19-13-205

板倉　美千代 日本共産党 5579-2550 関口1-47-12-1009
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教育委員会　教育総務課  ☎5803-1291

行 政 委 員

定例会および臨時会

傍聴・議事録

　教育委員会は、地方公共団体が行う教育に関する事務を
処理するために設置された合議制の執行機関です。教育長
および4人の教育委員により構成され、教育行政の基本的な
施策の決定と重要な案件の処理を行っています。
　教育長および教育委員は、区長が議会の同意を得て任命
し、その任期は教育長が3年、委員が4年（原則）です。また、
教育長は委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる
責任者です。

　教育委員会の会議には、定例会と臨時会があります。文京
区では、原則として毎月１回、第２火曜日に定例会を開会して
います（例外もありますので、開催日程はホームページ等で
ご確認ください）。臨時会は必要に応じて開催されます。

　会議は、原則として傍聴することができます。ただし、会
議の開始時刻30分前の時点で傍聴希望者が１5人を超えた
場合は抽選となります（多数の希望者が見込まれる場合、受
付時間・定員を変更することがあります）。
　なお、議案等の内容が個人情報に関係するなど、会議を公
開することが不適当と教育委員会が判断した場合は、非公
開とすることもあります。
　また、議事録・会議資料はホームページで公開しています。

監査委員
◎代表監査委員

教育委員
○教育長職務代理者

氏　名

◎識見監査委員 竹澤　正美

　識見監査委員 松本　理惠子

　議員選出監査委員 白石　英行

氏　名

○清水　俊明 田嶋　幸三 坪井　節子 小川　賀代

教育長　加藤　裕一

（令和2年4月現在） （令和2年4月現在）

選挙管理委員
◎委員長　○委員長職務代理者

氏　名

◎鈴木　利葊 奥山　裕一

○若井　宣一 田邊　文江

（令和2年4月現在）
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