
千葉市選挙管理委員会告示第１号 

千葉市選挙管理委員会選挙執行規程（平成４年千葉市選挙管理委員会告示

第５号）の一部を次のように改正する。  

 

  令和３年１月２１日  

 

                     千葉市選挙管理委員会委員長 大 野 雄 子  

 

第１０８条第２項中「選挙公報掲載文原稿用紙（以下「原稿用紙」という。）

に記載しなければならない。」を「選挙公報掲載文原稿用紙（市委員会が提

供する原稿用紙の電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を含む。以下「原稿

用紙」という。）に記載し、又は記録したものとする。」に改め、同条第３項

中「写真」の次に「（電磁的記録によるものを含む。）」を加える。  

第１０９条第１項中「前条第２項に規定する原稿用紙に黒色の色素により

記載しなければならず、第１０８条第１項の写真を除き、色の濃淡があって

はならない。」を「無彩色で記載し、又は記録しなければならない。」に改め、

同条第２項中「記載」を「記載し、又は記録」に改める。 

第１１１条第１項中「記載した」を「記載し、若しくは記録した」に、「記

載された」を「記載され、若しくは記録された」に、「恐れ」を「おそれ」

に、「記載箇所」を「記載又は記録箇所」に改める。 

第１１４条の前の見出しを「（印刷の体裁等）」に改める。  

第１１４条中第１項を削り、第２項を第１項とする。 

第１１５条を次のように改める。 

（印刷開始後の不変更等） 

第１１５条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を取り

下げ、又は立候補の届出が却下された場合においても、選挙公報の印刷に

着手した後においては、その発行の手続は、中止しないものとする。  

 第６号様式その１及びその２中「（注）本人が手書きしない場合は記名押

印してください。」を削り、「千葉市何区選挙管理委員会委員長  様」を「（あ

て先）千葉市何区選挙管理委員会委員長」に改め、同様式に備考として次の

ように加える。  

備考 異議申出人本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又  

は提出を行うこと。ただし、異議申出人本人の署名その他の措置があ  

る場合はこの限りではない。 

 第１１号様式中「（注）本人が手書きしない場合は記名押印してください。」

を削り、「千葉市何区選挙管理委員会委員長  様」を「（あて先）千葉市何区

選挙管理委員会委員長」に改め、同様式に備考として次のように加える。  

備考 請求者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提 



出を行うこと。ただし、請求者本人の署名その他の措置がある場合は  

この限りではない。 

 第１５号様式中「千葉市選挙管理委員会委員長  様」を「（あて先）千葉

市選挙管理委員会委員長」に改める。 

 第１９号様式その１及び同様式その２中「（注）本人が手書きしない場合

は記名押印してください。」を削り、「千葉市何区選挙管理委員会委員長  様」

を「（あて先）千葉市何区選挙管理委員会委員長」に改め、同様式に備考と

して次のように加える。  

備考 投票立会人となる者本人が提出する場合にあっては本人確認書類  

の提示又は提出を行うこと。ただし、投票立会人となる者本人の署名  

その他の措置がある場合はこの限りではない。  

 第２０号様式その１及び同様式その２中「投票立会人 氏 名 様」を「氏 

名 様」に改める。 

 第２０号様式その３及び同様式その４中「住所」を削る。 

 第２１号様式その１、同様式その２及び第２３号様式中「第何投票区投票

管理者 様」を「（あて先）第何投票区投票管理者」へ改める。  

 第２７号様式中「千葉市何区第 投票区投票管理者 様」を「（あて先）

千葉市何区第 投票区投票管理者」に改める。 

 第３２号様式中「何開票区開票管理者  様」を「（あて先）何開票区開票

管理者」に改める。 

 第３３号様式中「千葉市選挙管理委員会委員長  様」を「（あて先）千葉

市選挙管理委員会委員長」に改める。 

 第３５号様式その１中「千葉市何区選挙管理委員会委員長  様」を「（あ

て先）千葉市何区選挙管理委員会委員長」に改める。  

 第３５号様式その２中「第何投票区投票管理者  様」を「（あて先）第何

投票区投票管理者」に改める。 

 第３６号様式中「千葉市選挙管理委員会委員長  様」を「（あて先）千葉

市選挙管理委員会委員長」に改める。 

 第３８号様式その１中「千葉市何区選挙管理委員会委員長  様」を「（あ

て先）千葉市何区選挙管理委員会委員長」に改める。  

 第３８号様式その２中 

「第何投票区投票管理者      

 （何開票区開票管理者） 様 を      

  （何選挙選挙長）     」   

 「（あて先）第何投票区投票管理者 

  （何開票区開票管理者）    に改める。 

  （何選挙選挙長）      」 

 第３８号様式その３中「千葉市何区選挙管理委員会委員長  様」を「（あ

て先）千葉市何区選挙管理委員会委員長」に改める。  

 第３８号様式その４（その１）中「期日前投票立会人 氏 名 様」を「氏  



名 様」に改める。 

 第３８号様式その４（その２）中「住所」を削る。  

 第３８号様式の５及び同様式７中「何区期日前投票の投票管理者 様」を

「（あて先）何区期日前投票所投票管理者」に改める。  

 第３８号様式の１４中「 年 月 日何区期日前投票所投票管理者 様」

を「 年 月 日何区期日前投票所投票管理者 あて」に改める。 

 第３８号様式の１５中「何区選挙管理委員会委員長 様」を「（あて先）

何区選挙管理委員会委員長」に改める。 

 第４０号様式別紙１及び同様式別紙２中「千葉市何区選挙管理委員会委員

長 様」を「（あて先）千葉市何区選挙管理委員会委員長」に改める。  

 第４３号様式中「印」を削り、「千葉市何区選挙管理委員会委員長  様」

を「（あて先）千葉市何区選挙管理委員会委員長」に改め、同様式に備考と

して次のように加える。 

備考 公職の候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示  

又は提出を、これらの者の代理人が届け出る場合にあっては委任状の  

提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行う  

こと。ただし、公職の候補者本人の署名その他の措置がある場合はこ  

の限りではない。 

 第４５号様式中「開票立会人 氏名 様」を「氏名 様」に改める。 

 第４６号様式中「何開票区開票管理者  様」を「（あて先）何開票区開票

管理者」に改める。 

 第４８号様式中「何選挙区選挙長  様」を「（あて先）何選挙区選挙長」

に改める。 

 第５２号様式中「選挙立会人 氏名 様」を「氏名 様」に改める。 

 第５５号様式中「生年月日」を「年齢」に改め、備考中３を４とし、２の

次に次のように加える。 

３ 「住所」欄には、市区町村名（指定都市は行政区）までを記載するこ  

と。 

 第５６号様式その１から同様式その５まで及び第５８号様式中「千葉市選

挙管理委員会委員長  様」を「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長」に

改める。 

 第６１号様式中「（投票管理者、開票管理者）  様」を「（あて先）（投票

管理者、開票管理者）」に改める。 

 第６２号及び第６３号様式中「何選挙選挙長  様」を「（あて先）何選挙

選挙長」に改める。 

 第６７号様式中「千葉市何区選挙管理委員会委員長（第何投票区投票管理

者・何開票区開票管理者） 様」を「（あて先）千葉市何区選挙管理委員会

委員長（第何投票区投票管理者・何開票区開票管理者）」に改める。  

 第６９号様式、第７０号様式及び第７４号様式中「千葉市選挙管理委員会

委員長 様」を「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長」に改める。  



 第７７号様式その１から同様式その４まで中「千葉市長 様」を「（あて

先）千葉市長」に改める。 

 第８５様式中「印」を削り、「千葉市何区選挙管理委員会委員長  様」を

「（あて先）千葉市何区選挙管理委員会委員長」に改め、同様式に備考とし

て次のように加える。 

備考 候補者又は推薦届出者本人が届け出る場合にあっては本人確認書  

類の提示又は提出を、これらの者の代理人が届け出る場合にあっては  

委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提  

出を行うこと。ただし、候補者又は推薦届出者本人の署名その他の措  

置がある場合はこの限りではない。 

 第８５号様式の２中「印」を削り、「何区選挙管理委員会委員長  氏 名  

様」を「（あて先）何区選挙管理委員会委員長 氏 名」に改める。 

 第８６号様式の２中「印」を削り、「千葉市選挙管理委員会委員長   氏

名 様」を「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長  氏 名」に改め、

備考に次のように加える。 

４ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出  

を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当  

該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候  

補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。  

 第８６号様式の３中「印」を削り、「千葉市選挙管理委員会委員長   氏

名 様」を「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長   氏 名」に改め、

備考に次のように加える。 

５ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出  

を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当  

該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候  

補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。  

 第８６号様式の５その１から同様式その３まで中「印」を削る。 

 第８６号様式の６中「千葉市長 氏 名 様」を「（あて先）千葉市長 氏

名」に改める。 

 第８８号様式中「印」を削り、同様式に備考として次のように加える。  

備考 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提  

出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及  

び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候  

補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。  

 第９１号様式及び第９４号様式中「千葉市選挙管理委員会委員長  様」を

「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長」に改める。  

 第９４号様式の２中「印」を削り、「千葉市選挙管理委員会委員長  氏名 

様」を「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長  氏名」に改め、備考を備

考１とし、備考に次のように加える。  

 ２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出  

を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当  



該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候

補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。  

 第９４号様式の３中「印」を削り、「千葉市選挙管理委員会委員長  氏名 

様」を「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長  氏名」に改め、備考に次

のように加える。  

 ４ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出 

を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当  

該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候  

補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。  

 第９４号様式の５中「印」を削る。  

 第９４号様式の６中「千葉市長 氏 名 様」を「（あて先）千葉市長 氏 

名 様」に改める。  

 第９４号様式の７中「印」を削り、「千葉市選挙管理委員会委員長  氏名 

様」を「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長  氏名」に改め、備考を備

考１とし、備考に次のように加える。  

 ２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出  

を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当  

該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本  

人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。  

 第９４号様式の９中「印」を削る。  

 第９４号様式の１０中「印」を削り、「千葉市選挙管理委員会委員長  氏

名 様」を「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長  氏名」に改め、備考

を備考１とし、備考に次のように加える。  

 ２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出 

を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当  

該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候  

補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。  

 第９４号様式の１１中「印」を削り、「千葉市選挙管理委員会委員長  氏

名 様」を「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長  氏名」に改め、備考

に次のように加える。 

 ４ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出  

を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当  

該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候  

補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。  

 第９４号様式の１３中「印」を削る。  

 第９４号様式の１４中「千葉市長 氏名 様」を「（あて先）千葉市長 氏

名」に改める。  

 第１０１号様式中「印」を削り、「千葉市何区選挙管理委員会委員長  様」

を「（あて先）千葉市何区選挙管理委員会委員長」に改め、同様式に備考と

して次のように加える。 

 備考 施設管理者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又  



は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提 

出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、 

施設管理者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。 

 第１０２号様式中「印」を削り、「千葉市選挙管理委員会委員長  様」を

「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長」に改め、同様式に備考として次

のように加える。  

 備考 施設管理者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又  

は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提  

出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、 

施設管理者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。 

 第１０３号様式中「印」を削り、「千葉市何区選挙管理委員会委員長 様」

を「（あて先）千葉市何区選挙管理委員会委員長」に改め、同様式に備考と

して次のように加える。  

 備考 候補者等本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は  

提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出  

及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、 

施設管理者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。 

 第１０４号様式中「印」を削り、「千葉市選挙管理委員会委員長  様」を

「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長」に改め、同様式に備考として次

のように加える。  

 備考 施設管理者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又  

は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提  

出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、 

施設管理者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。 

 第１０７号様式、第１０９号様式及び第１１０号様式中「印」を削り、「千

葉市選挙管理委員会委員長  様」を「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員

長」に改め、同様式に備考として次のように加える。  

 備考 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提  

出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及  

び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候  

補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。  

 第１１２号様式から第１１４号様式まで中「印」を削り、「千葉市選挙管

理委員会委員長 様」を「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長」に改め、

同様式に備考として次のように加える。  

 備考 候補者又は推薦届出者本人が届け出る場合にあっては本人確認書  

類の提示又は提出を、これらの者の代理人が届け出る場合にあっては  

委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提  

出を行うこと。ただし、候補者又は推薦届出者本人の署名その他の措  

置がある場合はこの限りではない。 

 第１１５号様式及び第１１６号様式中「印」を削る。  

 第１２１号様式中「千葉市選挙管理委員会委員長  様」を「（あて先）千

葉市選挙管理委員会委員長」に改め、「印」を削り、同様式に備考として次



のように加える。 

 備考 政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の 

提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示  

又は提出を行うこと。ただし、政治団体の代表者本人の署名その他の  

措置がある場合はこの限りではない。  

 第１２５号様式及び第１２６号様式中「印」を削り、「千葉市選挙管理委

員会委員長 様」を「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長」に改め、同

様式に備考として次のように加える。 

 備考 政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の  

提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示  

又は提出を行うこと。ただし、政治団体の代表者本人の署名その他の 

措置がある場合はこの限りではない。  

 第１２８号様式中「千葉市選挙管理委員会委員長  様」を「（あて先）千

葉市選挙管理委員会委員長」に改め、「印」を削り、同様式に備考として次

のように加える。  

 備考 公職の候補者等本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提  

示又は提出を、その代理人が申請する場合にあっては委任状の提示又  

は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。た  

だし、公職の候補者等本人の署名その他の措置がある場合はこの限り  

ではない。 

 第１２９号様式中「千葉市選挙管理委員会委員長  様」を「（あて先）千

葉市選挙管理委員会委員長」に改め、「印」を削り、同様式に備考として次

のように加える。  

 備考 後援団体の代表者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の  

提示又は提出を、その代理人が申請する場合にあっては委任状の提示  

又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。 

ただし、後援団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合はこの  

限りではない。 

 第１２９号様式の２、第１３０号様式及び第１３１号様式中「千葉市選挙

管理委員会委員長 様」を「（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長」に改

め、「（注）団体の場合、団体以外でも本人（代表者）が手書きしない場合は、

記名押印してください。」を削り、同様式に備考として次のように加える。  

 備考 公職の候補者等又は後援団体の代表者本人が申請する場合にあっ  

ては本人確認書類の提示又は提出を、これらの者の代理人が申請する  

場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書  

類の提示又は提出を行うこと。ただし、公職の候補者等又は後援団体  

の代表者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。  

 

 

 

附 則  

    この告示は、令和３年１月２１日から施行する。  


