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－自分たちの代表者を選ぶこと－ 

私たちは、誰もが快適で安心できる社会をつくりたいと願っています。で

も、いろいろな考えを持った、たくさんの人が、みんなで集まって話し合いを

することは、時間もかかりますし、なかなか話がまとまらず大変です。そこ

で、みんなの代表者を選んで、私たちの代わりに国や市町村に政治を行っても

らうことにしています。この代表者を選ぶことを「選挙」といいます。 

このように、民主主義の原理を損なうことなく、合理的に政治が行われるよ

うに、代表者を通じて政治に参加することを「間接民主主義」と呼んでいま

す。よって、「選挙」で誰を代表者に選ぶかによって、私たちの暮らしは大き

く変わります。「選挙」は、私たちの日常生活に大きく関わる重要で大切なも

のなのです。 

ここで「政治」とは何か、が問題となってきます。 

ある学者は、「おのおのの趣味や考え方の違う人々が集まって、どのように

したら安定した社会をつくることができるか、長い間苦心を重ねた結果造り上

げた秩序」、それが「政治」だと定義しています。 

簡単にいいますと、私たちが国や社会の一員として生活する以上、そこには

ルールや目的が必要です。この社会全体のルールや目的を決定する仕組みが

「政治」だということです。このルールとは、総合支援法だとか、障害者差別

解消法だとかいうことです。これらのルールには、必要な支援だとか、合理的

配慮だとかが定められ、努力規定とか、義務規定とか、いろんな形で、私たち

を律しています。そうしたルールを守り、そうしたルールに支えられながら、

私たちは誰もが快適で安心できる社会の実現を目指しているということです。 

もう少し詳しく説明すると、選挙の目的は、私たちの代表者を選ぶことにあ

り、選ばれる人の数が限られていますので、選挙は代表者（市長や議員）の座

を巡って、当落を争うことになります。 

しかし、選挙の意義は、代表者の当落を決めるだけに止まるものではありま

せん。選ばれる代表者にはそれぞれ任期があり、改選されることによって、政

治に緊張感を与えます。ひとたび代表者となった人も、その在任期間中にどの

ような仕事をするか、また、私たちがその代表者の仕事をどう評価するかによ

って、次にはその地位を失うかもしれません。 

すなわち、代表者の側から見ると、選挙は、自らの政治活動の信を問う最大

の機会だということです。当選するにしても落選するにしても、どの程度の支

選挙とは 
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持を得られるかによって、代表者は今までやってきた仕事や、今後進めていこ

うという仕事に自信を深めたり、反省したり、あるいは勇気づけられたりする

ことがあるものです。 

このように、私たちの投ずる一票は、いろんな意味で、今後の政治の行方に

関わっていきます。「私の一票ぐらいは」と棄権することなく、積極的に投票

することが、民主主義を守り、政治を私たちの手に留めておく有力な手段だと

いうことです。 

 

 

 

 

－2013 年の公職選挙法の改正－ 

普通選挙とは、財産や納税の有無、性別等に関わらず、一定の年齢に達した

時に、選挙権・被選挙権が生じるというものです。これは「成年者に普通選挙

を保障する」とする日本国憲法第 15 条の規定を受けたものです。 

選挙の歴史を見てみますと、第一回衆議院議員選挙についての法律が整備さ

れた 1889 年には、納税額が 15 円以上で、なおかつ 25 歳以上の男性しか

投票する権利は与えられていませんでした。 

1945 年、現行の公職選挙法の制定により、20 歳以上の男女が等しく投票

できる「普通選挙」が行われてきましたが、それでも「禁治産者」、「被後見

人」と、個人の能力で選挙権が制限されてきました。 

 

2013 年５月、東京地裁の違憲判決などを踏まえて、成年後見制度で「後見

類型」とされた方の選挙権を回復した改正公職選挙法が成立しました。 

このことをもって、本当の意味での「完全普通選挙」が実現したわけです。

一定の犯罪等による社会的罰として、一部選挙権が停止されることを除けば、

一定年齢以上（現行は 18 歳以上）の人には、その人の能力を問わず、選挙権

が生ずるということです。 

 

私たちの周りには、望まざるにもかかわらず障がいを持って生まれた人、不

慮の事故や病によって障がいを持つに至った人、老化という自然的な生理現象

に伴って判断能力等が低下した人など、様々なハンディキャップを負う方は多

数いらっしゃいます。前述の判決は、そのような方々が、民主主義社会におけ

るプレイヤーとして主権者たる地位を奪還した、まさに歴史的な判決です。定

完全普通選挙への道 
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塚裁判長が「どうぞ選挙権を行使して社会に参加してください。堂々と胸を張

っていい人生を生きてください。」と述べた言葉が、この訴訟の意義を言い表

しているものと思います。 

さて、法律改正により、被後見人の投票する権利は復権、保障されたもの

の、その実際の投票行動を支援するのは、私たち市の職員です。その選挙事務

等の経験からも、相当な困難が予想されました。 

公職選挙法は、「選挙の厳格性」を担保するために、様々な規制や制約が設

けられてあります。様々なハンディキャップを負う方の投票行動を想像すれば

するほど、裁判長の言葉にもあるように、そもそも選挙人が平等に投票できる

ことを期待して作られた公職選挙法が、その制度において、純粋に投票したい

という人たちを排除している現実があります。 

 

 

 

 

－「投票のバリアフリー」＆「選挙情報のバリアフリー」－ 

知的障がい者のなかには、健常者とは違い、選挙や投票という存在や意味、

選挙公報や政見放送等にある難しい用語や漢字が理解できない方や、投票用紙

に政党名や候補者名を記載できない方も多くいらっしゃいます。 

そのため、知的障がい者の投票行動を支援するためには、「投票のバリアフ

リー」と「選挙情報のバリアフリー」の双方が必要だと考えています。そし

て、その双方が車の両輪として機能して、はじめて、「知的障がい者の投票行

動」が十分保障されるものと考えています。 

 

「投票のバリアフリー」については代理投票制度の活用や運用で実現できる

ものと考えて試行錯誤しています。 

代理投票が、有効かつ適正なものとなるためには、投票支援を行う代理人

（市の投票事務に従事する職員）が、ご本人の意思をはっきり把握する必要が

ございますが、これがなかなか困難を極めています。 

このため、研修会や体験投票の実施や、マニュアルの作成など、どうすれば

必要な支援ができるのかを試行錯誤しているところです。 

 

一方、「選挙情報のバリアフリー」は「選挙における意思決定支援」ともい

えます。 

「車の両輪」での取組み 
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投票するということは、候補者の中から誰かを選ぶことです。 

どの候補者、どの政党に投票するかについては、健常者においても、例え

ば、候補者や政党の公約など、正確な判断情報が必要です。知的障がい者に対

しても同様に、障がいの特性に応じた情報提供の保障がされるべきだと考えま

す。 

そのためには、知的障がい者も理解できる方法で、選挙に対する情報や学習

の機会をもっと多く持つことなど、参政権保障に対する環境づくりをしていく

ことが大切です。 

 

狛江市では、この両輪に着目して、それぞれの役割分担を明確にして、様々

な取り組みを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙権というのは、持っているだけではダメ！投票をしないと意味があり

ません。しかも単に投票するだけではなくて、事前の情報を集めて、よく考

えて投票することが大切です。 

 

 

 

 

 

狛江市では、皆様の投票を支援するために、投票環境を整備し、投票の支援

が必要な方に対しても投票しやすい環境と仕組みづくりを進めるために、研修

会等を重ね、スキルを磨いています。 

 

投票所に配置される職員（投票事務従事者）は、選挙管理部門や福祉部門の

専門家とは限りません。 

狛江市の場合においても、14 投票所を同時に開設するためには、納税部門

や窓口部門、教育部門の職員も借り出されるのが実情です。そのために、すべ

代理投票の説明を受ける職員 

はじめに 
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ての投票事務従事者が、公職選挙法や選挙事務、又は福祉的な配慮に精通して

いるわけではありません。 

そこで、投票事務従事者を集めて、成年後見制度、代理投票制度という制度

説明から始まり、知的、精神、発達という 3 つの障がいについて、それぞれの

障がいの特性、その特性から想定される職員の対応の仕方についてレクチャー

しています。 

具体的には、「ゆっくり」「簡潔に」「やさしく」「身振り、手振り、イラスト

を用いる」という簡潔なポイントを示し、投票所内で想定される場面ごとの対

応について、議論しています。 

 

さらに、誰もが投票しやすい環境の整備も大切なことです。なにも「投票の

バリアフリー」は知的障がい者のためだけのものではありません。来るべき超

高齢社会を思い描く（認知症対応）と、誰にとっても共通して必要な支援にな

るのではと感じています。 

 

投票するということは、候補者の中から誰かを選ぶことです。 

投票に行く前には、必ず候補者についての情報を集めましょう。 

 

候補者の情報は色々なところにあります。 

例えば、皆様は、候補者が演説しているのを聞いたことはありませんか？ 

他にも、候補者の主張が載っている「選挙公報」があります。これは選挙管

理委員会が各家庭に配布しているものです。また、インターネットを使えば、

候補者や政党のＨＰなどを見て、候補者が何を訴えたいのか知ることができま

す。 

 

「貴重な一票」を有効に使うためには、やはり勉強やクラブ活動と同じよう

に、日頃の準備や地道な取組みの積み重ねが大切です。 

そのためには、普段から新聞やテレビ、もちろんインターネット等で、社会

の状況について知っておく必要があります。また選挙に際しては、選挙公報等

で候補者について知らなければなりません。それらの情報を読み解き、自分の

考えをまとめ、自分の 1 票を誰に投票するか判断しなければなりません。その

ために、障がいのある方にとっては、一定の支援が必要だと思います。 

一番大切なのは「ご家族の皆様のご協力」だと思います。例えば、投票所で

複数の候補者の中からそれぞれの政策を理解し、投票する人を選ぶことは本当

に難しいことです。 

ぜひ投票所に出かける前に、ご家庭で選挙公報等を一緒に見ながら、選挙の
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ことについて、候補者のことなどについて、話し合ってみてください。 

 

 

 

 

 

前述したように、公職選挙法は、「選挙の厳格性」を担保するために、様々

な規制や制約が設けられています。 

特に投票所内の行為に関しては、「やってはいけない」禁止規定が多く、そ

れも抽象的な規定が多いために、個々の事例を具体的に示すことが難しいこと

も課題です。 

また、公職選挙法は、選挙に関する統一法です。ゆえに、地方の実情に応じ

た裁量や運用は認められていません。さらに、手続きに反した場合、選挙のや

り直しや当選の無効という重大な影響があることも、その弾力性を欠く要因に

なっています。 

 

投票所内には、選挙の公正を期するために、大きく２つのルールがありま

す。 

一つは、投票をしたい人を決めるのはご本人でなければなりません。 

 

もう一つは、投票所内で障がい者を支援するのは、投票事務従事者に限られ

ています。また、代理投票の申請の方法や、候補者の氏名等掲示についても、

それぞれの自治体や投票所の裁量ではいかんともしがたいルールがあります。 

 

以上、二つのことを、障がい者やご家族は十分にご認識ください。 

 

視覚障がい者については、点字による候補者名簿の設置や、点字器や点字用

記載台など用意されています。 

また、高齢者や歩行が困難である身体障がい者等の便宜のため、投票所に段

差がある場合にスロープを設置することのほか、投票記載台についても幅が広

く堅固なものを用意することに努めている投票所が多くあります。 

 

このように、知的障がい者のためには、身体的な障がい者に対するものと比

較すると皆無であるといっても過言ではないと考えています。 

 

投票所における規制には、「候補者の顔写真があると選べるから、顔写真を

※投票所全景画面※ 
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掲示してほしい。」「この子のことを一番理解しているのは私なんだから、私が

同行して投票したい。」などの、ご家族の望みも、公職選挙法という法律で

「ＮＧ」となっています。 

選挙権があるのだから、「さあ、いらっしゃい！」と呼びかけても、もとも

と障がいのある子どもたちが選挙に行ったことがない、行きたくない、行けな

い、行けること・行くことを知らない、行っても投票所での配慮に欠けていた

から、もう二度と行きたくない、などという声もあるのではないかと考えてい

ます。 

 

だから、知的障がい者のために、投票所での支援は何ができるのか、皆様と

一緒に考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

投票所内に入場してから投票用紙を投票箱に投函するまでの一連の流れを

個々に順をおって、一緒に確認してみましょう。 

本編は本人投票の場合です。 

 

入場整理券が住民票に記載されている住所に届きます。入場整理券には、は

がきタイプと、封筒タイプの２種類があり、自治体によって異なります。封筒

タイプは、世帯全員分の入場整理券が同封されていますので、自分の入場整理

券を確認してください。 

 

投票する日が来たら、入場整理券を持って投票所に行きます。投票所の多く

は、学校や市役所などです。 

 

 
▽「入場整理券」は、事前に交付することによって、選挙人に選挙の日時、

場所を周知させ、かつ投票当日の投票所において選挙人であることを確認す

る一手段として配布するものです。 

▽ですから、投票用紙の引き換え券ではありません。 

▽投票にいらした方が、投票区ごとに調製した選挙人名簿と照合の上、本人

確認をして、投票用紙をお渡しすることになっています。 

本人投票の場合 
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▽ちなみに、この「選挙人名簿」には、「氏名、住所、性別、生年月日」だけ

の情報しかありません。例えば、障害者手帳や愛の手帳の保持者などといっ

た情報はありません。 

 

 

 

 

 

投票所に入ったら、受付で入場整理券を渡してください。 

その場で投票用紙が渡されます。 

入場整理券がなくても、名前や住所などを聞いて本人であることが確認でき

れば投票することができます。 

 

まずは「受付係」で、担当職員に入場整理券をお渡しください。担当職員が

「○○さんですね？！」と、ご本人を確認するためにお名前をお呼びいたしま

すので、ご本人がうなずくとか、「はい。」と答えてください。 

 

同伴されたご家族が、「（この人は）間違いなく本人です。」とか、「はい。」

と答えられても、それは本人確認にはなりません。 

 

【行政向け】 

▼投票所内の掲示物には「ルビ」や「イラスト」を付記しています。 

▼投票所入ロに、「宣言ポスター」と「障害者マークのピクトグラム」を掲出

しています。 

▼貸出物品として、点字器以外に、拡大鏡（虫めがね）、文鎮、老眼鏡、筆談

セットを貸出物品として用意し、用意してある旨の案内表示（ポスター）

を、投票所内に掲示しています。 

▼投票所内の係名称を分かりやすい名称にするとともに付番しています。 

・名簿対照係⇒「①受付係」 

・用紙交付係⇒「②用紙交付係」 

・庶務係⇒「③案内係」 

▼代理投票補助者２人が「案内係」の腕章を着用し、誰もが補助者であるこ

とがわかるようにしています。 

 

（１） 受   付 
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▼お名前をお呼びしても、返答がなかったり、オウム返しなどをされた場

合、時間を置いてから、言葉を変えてみる（姓でなく名前でとか）などし

て、もう一度声がけをしてみてください。 

▼返事がなくても、振り向いたり、目が反応したり、声がけに反応した動作

が確認できる場合には、本人確認ができたというような運用も必要です。 

 

 
▽選挙では、選挙手続の混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、投

票所を一定の区域を単位として指定しています。この区域のことを「投票

区」といいます。 

▽原則として、この投票区に一つの投票所を設置します。 

▽投票所と、入場整理券で案内してある投票所設置場所（会場）とは、必ず

しも同一ではありません。例えば、小学校の体育館を投票所とした場合に

は、小学校は投票所設置場所（会場）であり、投票所は当該小学校の体育館

となります。投票所の入口には「門標（○○選挙第■投票所）」が掲出されて

います。 

▽前述の「投票所内のルール」については、この門標を入口とする投票空間

にのみ適用されるルールです。 

 

 

 

 

 

投票用紙を受け取ったら、投票記載台で候補者の名前もしくは政党名を記入

します。 

 

投票用紙の書き方は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙、それ以外の選挙で

異なります。 

 

衆議院議員選挙では、各選挙区から当選人１人を選ぶ小選挙区と、政党に投

票し各党の獲得票数に応じて当選人が決まる比例代表があります。 

小選挙区の投票用紙では候補者名を、比例代表の投票用紙では政党名を記入

します。 

 

参議院議員選挙では、各都道府県を選挙区とする選挙区制と、全都道府県を

（２） 投 票 記 載 台 
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１つの選挙区とする比例代表制があります。 

選挙区の投票用紙では候補者名を、比例代表の投票用紙では候補名もしくは

政党名を記入します。 

ここで、比例代表について、気を付けておくべきポイントがあります。衆議

院議員選挙の比例代表では政党名を記入しますが、参議院議員選挙の場合は候

補者名もしくは政党名を記入します。 

 

そのほか、都道府県の選挙と市区町村の選挙があります。 

これらの選挙では、候補者名を記入します。 

 

後述します「代理投票」は、この「投票用紙への記入代行」のことを指しま

すので、記載台までの案内、誘導や、身体を支えてもらうなどの補助は、投票

所内での一般的な支援（合理的配慮）ですので、遠慮なく申し出てください。 

 

記載台では、選挙人（ご本人）自らが、投票したい人の名前や政党名を投票

用紙に記載してください。 

この時、他の人の記入内容を覗いたり、他の人と誰に入れるか相談しないよ

うにしてください。 

なお、あらかじめ自分で選んだ候補者の名前又は政党名を書いたメモや選挙

公報の切り抜きを持ち込むことができますが、その場合には他人に見えないよ

うに注意してください。また、そのメモ等の置き忘れがないようにしてくださ

い。 

 

投票記載台には、候補者の氏名及び党派又は政党名の名称及び略称を一覧と

した「氏名等掲示」が掲示されていますので、確認のためにご活用ください。

ただし、この氏名等掲示には、顔写真が付記されていません。 

 

どうしても顔写真等がなければ選べない場合は、身近な職員に選挙公報を見

せてもらうように申し出てください。 

 

また、投票用紙に名前以外を記入すると無効になることがありますので、注

意してください。 
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▽投票用紙には、候補者の氏名又は政党名を記載し、符号や落書き、その他

一切の余分のことを書いてはいけないことになっています。これを「他事記

載」といいます。 

▽「他事記載」とは、ほかに無効の原因がなく、その記載さえなければ特定

の候補者の有効な得票となったであろう、と考えられる投票のことを指しま

す。 

▽小さな町議会議員選挙などで、買収された人が、投票した証拠に「○」や

「△」などの印をつけてアピールしていたことがあり、そういう不正を防ぐ

ために、他事記載票は無効だとするルールが生まれました。 

▽ただし、「さん」「君」「先生」など、職業、身分、住所又は敬称の類は、経

験則上、氏名と一体をなすものであり、人を特定する場合に通常に用いられ

るものについては、他事記載の例外として認められていますが、「候補者の氏

名又は政党名」以外を記載しないように努めてください。 

 

 

 

 

 

 投票用紙の記載が終わりましたら、その投票用紙を「投票箱」に入れて、

投票は完了です。 

 記載を終えた投票用紙は、２つ折りにして、折り目のある角から入れる

と、楽に投函できます。 

 

 
▽私たちが投票のときに用いる投票用紙ですが、一人ひとりの想いが詰まっ

ている一票だからこそ、親の敵とばかりにしっかりと折られていることもし

ばしばあります。 

▽ただ、開票するときに、折ってある投票用紙を１枚１枚ずつ開いて数えて

いたら大変です。 

▽そこで、投票用紙に使われている紙には特殊な加工がしてあって、投票箱

に折って入れられても、中で自然に開くようになっています。 

 

 

（３） 投 票 箱 
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次は代理投票の場合です。 

投票所内に入場してから投票用紙を投票箱に投函するまでの一連の流れを

個々に順をおって、一緒に確認してみましょう。 

 

入場整理券が住民票に記載されている住所に届きます。入場整理券には、は

がきタイプと、封筒タイプの２種類があり、自治体によって異なります。封筒

タイプは、世帯全員分の入場整理券が同封されていますので、自分の入場整理

券を確認してください。 

 

投票する日が来たら、入場整理券を持って投票所に行くまでは、本人投票の

場合と同じです。 

 

 
▽投票は、選挙人が自分で投票用紙に記載する方式が原則ですが、心身等の

障がいにより投票用紙に字を書くことができない選挙人についても選挙権の

行使を保障するため、例外として「代理投票」が認められています。 

▽代理投票とは、本人に代わって他の人に投票用紙の記入を行ってもらう方

法で、投票管理者に申請することにより行うことができます。 

▽投票管理者は、代理投票補助者２人を指名し、このうち１人の補助者が、

氏名又は政党名を記載し、他の１人がこれに立ち会うことになります。 

 

 

 

 

 

投票所に入ったら、受付で入場整理券を渡してください。 

受付で、本人確認をいたしますので、本人投票の場合同様に、ご本人がうな

ずくとか、「はい。」と答えてください（８頁参照）。 

 

ご本人が自身で記載できない場合の「代理投票」の申請も、ここで行いま

す。代理投票の申請はあくまでもご本人の申請です。ご家族や付添人からの申

し出は有効ではありません。 

代理投票の場合 

（１） 受   付 
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ご本人自身が「代理投票で！」と伝えていただくか、事前に「代理投票でお

願いします。」といったメモを用意して、受付にお渡しください。 

 

狛江市では、「支援カード」を用いて、代理投票の有無の意思表示と、必要

な支援の内容を確認しています。 

代理投票を希望される場合は、ご本人が支援カードを受付にお渡しくださ

い。 

 

 
▽「代理投票でお願いします。」といったメモを、入場整理券に貼付しておく

のも、一つの方法です。 

 

【行政向け】 

▼狛江市では、「支援カード」を作成して運用しています。支援カードは当事

者向けのものです。 

▼マニュアルや研修で、一定の汎用的な対応はできたとしても、やはり選挙

人個々の特性に応じた支援が必要です。 

▼このカードは、イラストと写真を用いて、投票の流れと 4 つの主な投票行

動場面における、ご本人の行動と投票事務従事者の対応を示しています。 

▼そして、投票の場面、場面ごとに、具体的にどのような合理的な配慮が必

要かを記載できる欄を設けて、事前にそれぞれのご家族の方に記載していた

だき、また代理投票の依頼を「はい」「いいえ」に「○印」を記載していただ

くことで、その意思表示をしていただくものです。 

▼その記載内容ですが、例えば、投票所内を誘導する場面では、「手を引っ張

ると動かない時にあるので、娘の両肩に後ろから手を置いて軽く押してあげ

ると動きやすい。」とか、候補者を選ぶ場面では、「いきなり指差しは分から

ないので、『選んでね』と声掛けしてから人差し指の形にすると、わかる。」

などといったものです。 

 

▼平成 27 年３月５日の衆議院予算委員会のやり取りです。 

▼初鹿委員：『投票に障がい者が行かれたときに、きちんと意思確認のできる

ようにぜひしてもらいたいな、と思うんです。』 
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▼高市国務大臣：『今年２月 26 日に、既に各都道府県の選挙管理委員長宛に

要請文を出しております。投票というのはあくまでも選挙人本人の自由意思

に基づいて行われるべきものでございますから、（中略）法律に基づいた手順

です。これとあわせまして、やはり投票を補助する方は、投票手続に入る前

に、つまり記載台に進む前、投票所の隅などで、必要に応じて、選挙人のご

家族や付添人の方との間で、候補者の氏名の確実に必要な選挙人本人の意思

の確認方法について事前打ち合わせをしていただきたい。』 

▼（続）「代理投票が認められる選挙人の態様は様々でございます。例えば、

選挙公報を見せて指を差していただくとか、名前を書いた紙を見せて、この

人ですかと言って、うなずいていただくとか。あと、声の出し方によって、

こういう声の出し方をしたらこの人を指していますよ。こういったこともご

家族等と（中略）しっかりと必要に応じて打ち合わせをしていただく。こう

いったことも含め、通知をいたしております。全国一律というのは、やはり

これは選挙人の態様によって様々でございますので、できるだけ、しっかり

と事例を集めて、改善を重ねてまいりたいと思います。」 

 

▼担当大臣はこう答えられていますが、現実に「投票所の隅」で事前の打ち

合わせができるスペースも、また雰囲気もありません。そこで、狛江市では

「案内係」にまずお座りいただいて、支援の打ち合わせをするようにしてい

ます。 

▼狛江市では、大臣答弁にあった「事前打ち合わせ」についても、口頭によ

るだけでなく、「支援シート」というツールを用いて、双方が確認できるよう

にしています。 

 

 

 

 

 

本人確認が終わりましたら、投票用紙をお受け取りください。 

 

狛江市における代理投票の場合は、一旦、「案内係」にご案内して、支援カー

ドを用いるなどして、必要な支援の内容をお伺いします。ご家族や付添人の方も

同伴していただいて結構です。 

 

ここでは、「案内係」の腕章を着用した代理投票補助者２人が、対応します。 

 

※案内係からの説明※ 
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【行政向け】 

▼案内係で、「こちらへ！」と声がけしても、なかなか気づいていただけない

場合があります。混雑した中では一層です。 

▼そこで、案内係の職員が手を上げて「ここですよ。」と案内すれば、すぐに

分かっていただけます。 

▼一旦、案内係にお座りいただくことで、混雑する選挙人の流れをコントロ

ールすることもできますし、支援を受ける選挙人にとっても、焦る気持ちを

落ち着かせることにも役立ちます。 

 

 

 

 

 

投票記載台には、「案内係（代理投票補助者）」２人で、ご案内いたします。 

 

代理投票の場合は、投票記載台の「氏名等掲示（候補者一覧等）」から、投票

したい候補者名を「指差し」するなど特定して、代理投票補助者にその名前を投

票用紙に書いてもらいます。代理投票補助者のうち１人が記入をして選挙人本

人に確認します。その際、もう１人の代理投票補助者が、記載内容を確認します。 

 

投票記載台に用意されている「氏名等掲示」には顔写真は表示されていません。

顔写真等を確認したい場合は、改めて「案内係」の席に戻って、その場で候補者

の顔写真がある選挙公報等をご覧ください。 

 

代理投票の場合、事前に投票したい候補者名等が書かれた紙（メモ）を用意し

て、投票記載台で代理投票補助者に提示することで、候補者を特定することもで

きます。 

 

また、投票したい方の選挙公報等から、その部分を切り取ってメモとすること

もできます。 

 

投票記載台には、原則としてご家族や付添人の方の同伴はできませんので、投

票が終わるまで案内係でそのままお待ちください。 

ご家族や付添人の方が離れることで選挙人の方が不安になったりする場合は、

（２） 投 票 記 載 台 
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特例として同伴が認められますが、投票記載台では少し距離をおいてお待ちく

ださい。 

 

手をつないでいないと不安になられる場合は、ご家族や付添人の方が投票記

載台を背に後ろ向きになって、寄り添うようにしてください。 

 

【行政向け】 

▼投票記載台では、選挙人が大声で候補者名などを伝えないように、人差し指

を口にあてて、「シー！」のポーズをとると理解していただけます。 

▼選挙人が投票したい候補者について意思表示できなかった場合（例えば、指

差しをするたびに違う候補者を指すなど）には、案内係に戻っていただくか、

投票用紙を一旦回収して投票所から退出いただくなど、少し時間をおいてみて

ください。 

 

 

 

 

 

投票用紙の記載が終わりましたら、その投票用紙を「投票箱」に入れて、投

票は完了です。 

代理投票の投函については、選挙人自らが投函することができるときはご本

人が投函し、自ら投函できない場合は、代理投票補助者が投函します。 

 

【行政向け】 

▼できる限りご本人が投函できるように、手を添えて一緒に投函したり、投

函口に向かって漏斗状に手のひらを添えて、投函しやすくなるように支援し

てください。 

 

 

 

 

 

（３） 投 票 箱 
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投票の流れをおさらいしてみましたが、やはり投票所内での支援にも限界が

あることをご理解いただき、当日の円滑な投票のために、ご家族の皆様には事

前の準備等にご協力をお願いいたします。 

 

ご本人の意思が反映され、効果的な投票になるように支援するためには、行

政の支援だけでは成り立ちません。 

ご家族の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

狛江市では、投票をすることに支援が必要な方に、どのような支援が必要か

を記載する支援カードを作成しました。 

支援カードには、投票の流れも例示してありますので、投票前にご家庭で

「流れ」のおさらいに活用するとともに、その場面で支援が必要な事項は、

「配慮すべき事項」欄にご記入のうえ、投票所にお持ちください。 

 

 

 

 

 

投票の流れを説明してきましたが、投票日当日に用事があって投票できない

場合、又は投票日当日の混雑を避けたい場合には、期日前投票をご利用くださ

い。 

期日前投票期間の平日の昼間は、比較的投票所も空いていますので、ゆっく

りと自分のペースで投票することが可能です。 

投票の仕方は投票日に投票する場合とほぼ一緒です。 

 

入場整理券を持って投票所に行き、宣誓書に名前を記入して投票日当日に投

票できない事由を選択するだけです。 

宣誓書は、入場整理券の裏面に印刷してありますので、事前に記入しておく

と便利です。 

おさらい 

投票の流れ（支援カード） 

期日前投票の利用 
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 投票方法について、色々と説明してきました。 

選挙により投票方法が異なりますが、実際に投票所に行けば係の人が投票方

法について説明してくれます。 

投票するという行動は、皆様が想像しているほど難しいことではありませ

ん。 
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知的障がい者の投票行動を支援するためには、「投票のバリアフリー」と

「選挙情報のバリアフリー」の双方が必要です。その双方が車の両輪のように

機能して、はじめて「知的障がい者の投票行動」が十分保障されるものと考え

ています。 

 

 狛江市では、この両輪に着目して、それぞれの役割分担を明確にして、様々

な取組みを進めています。 

 

「投票のバリアフリー」については、

代理投票制度の活用や運用で実現できる

ものと考えて試行錯誤しています。 

代理投票が、有効かつ適正なものとな

るためには、投票支援を行う代理投票補

助者が、ご本人の意思をはっきり把握す

る必要があります。 

このため、体験投票の実施や、マニュ

アルの作成、支援カードの運用などによ

り必要な支援に努めています。 

 

一方、「選挙情報のバリアフリー」は「選挙における意思決定支援」ともい

えます。 

投票するということは、候補者の中から誰かを選ぶことです。 

どの候補者、どの政党に投票するかについては、健常者においても、候補者

や政党の公約など、正確な判断情報が必要です。知的障がい者に対しても同様

に、障がいの特性に応じた情報提供の保障がされるべきだと考えます。 

そのためには、知的障がい者も理解できる方法で、選挙に対する情報や学習

の機会をもっと多く持つことなど、参政権保障に対する環境づくりをしていく

ことが大切です。 

 

狛江市の取組み 
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まずは、選挙事務を行う市職員に障がい者への配慮を周知する必要があるこ

と、また実際に障がい者には体験投票を行っていただき、選挙権の適切な行使

を説明する必要があると考え、体験投票の取組みを行いました。 

体験投票を通じて見えてきたものについて、大きく 2 つあると感じていま

す。 

一つには、「配慮の多様性」です。体験投票に併せて、投票事務従事者のた

めの、障がい者への配慮方法をまとめたマニュアルを作成しました。しかし、

汎用性のあるマニュアルだけでは、障がい者は個人個人いろいろな個性をお持

ちで、画一的は配慮では対応できないことを実感しました。 

 

 

 

 

 

 

投票するということは、候補者の中から誰かを選ぶことです。 

どの候補者、どの政党に投票するかについては、健常者においても正確な判

断情報（候補者や政党の公約等の情報）が必要です。知的障がい者に対しても

同様に、障がいの特性に応じた情報提供の保障がされるべきです。 

しかしながら、演説会、ポスター、文書図画などの選挙運動は、詳細かつ厳

しい規制があります。 



   p. 21 
 

▽例えば、候補者が法に逸脱した行為をした場合、場合によっては当選無効！ 

▽例えば、公務員が類似の行為をした場合、罰則！ 

よって、現段階としては、消去法により、選挙情報のバリアフリーに資する

取組みについては、「選挙運動期間外」に、しかも行政以外の「任意の団体や

有志」による実施に頼らざるを得ない状況にあります。 

ただし、取り組んでくださった団体等の皆様も公職選挙法については素人で

すので、市の方から一定の企画案や提案をお示しし、それをご検討いただき、

実際の開催に至ったということも申し添えておきます。 

 

 

 

 

誰に投票するか自分で考えて決めて、選挙に行けるよう、選挙情報の適切な

提供が必要です。しなしながら、選挙公報やテレビ、新聞の情報では内容が難

しく、健常者と比べると判断に困る人が多いのが実情です。 

そこで、平成 26 年 1 月 20 日、都知事選を前に、知的障がいのある方たち

に向けた「わかりやすい演説会」を開催。約 200 人が参加しました。 

実際に候補者に来てもらい、知的障がい者に伝わるよう演説してもらいまし

た。 

狙いとしては、障がいのある方が自分は主権者だと実感するだけでなく、政

治家に障がいのある方たちの姿を見て知ってもらう機会にもなるというもので

す。この会は、狛江市地域自立支援協議会の主催で、5 陣営が出席しました。 

この演説会には、宇都宮健児氏やドクター・中松氏は本人が、細川護煕氏は

代理として奥さんの佳代子氏が出席。舛添要一氏は欠席でしたがビデオメッセ

ージで政策を訴えていただきま

した。 

会場からは、各 10 分の演説

を聞いて「障がい者のイベント

をやりますか」「原発のことが

気になります」との質問や、

「話が難しいです」との注文が

出ました。 
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平成 26 年 12 月 1 日、衆議院の解散に伴い、第 2 回目のわかりやすい演

説会を開催。狛江市手をつなぐ親の会が主催、狛江市障害福祉サービス等事業

所連絡会が共催で実施しました。 

前回の反省から、①「知的障がい者への情報提供の在り方マニュアルを事前

に提供する」、②「代理演説を認めない」、③「演題を障がい者問題に絞る」と

しました。 

衆議院小選挙区（東京 22 区）選挙。この選挙は、障がい者の皆様が利用す

る仕組みを決める国会で活躍される方を選ぶ大切な選挙です。立候補予定者と

障がい者が直接、話す、聴く、考える、感じ合うということを大切に開催しま

した。当事者参加 60 名、関係者・支援者 20 名が参加しました。 

ここでは候補者の方に、前述①のマニュアルを事前に配布したことが大きな

進歩だと考えています。 

配布資料にはルビをふる、スクリーンに概要を表示しながら説明する、手書

きのパラパラ漫画をめくりながら熱弁

をふるうなどなど。 

候補者の皆様すべてが、障がい者の

皆様の目線に立った説明に心がける姿

が印象的でした。 

右図にあるように「悩みぬいた」

「創意工夫」が大切です。その悩み

が、そして創意工夫が、将来の皆様の

代表者としての資質能力の涵養に寄与

するものと期待しています。 

 

 

 

 

 

過去 2 回、東京都知事選挙、衆議院議員選挙（小選挙区）において、市内当

事者団体等が主催で、立候補予定者による「わかりやすい演説会」を実施して

きました。 
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ただし、「市議会議員選挙の性質」として、①候補者数が多いこと、②政策

の政党色が薄く、個人政策による多様性並びに地域密着性が強いこと、が挙げ

られます。 

すなわち、従前の演説会方式では、候補者数が多いことから、スケジュール

調整や開催時間の長時間化、複数日開催等が予想され、物理的に困難。また、

演説方式では、現実的に一定の制約を課すことが困難であるため、当事者が必

要とする情報と、訴える政策との整理が困難となると考えました。 

よって、紙媒体での周知を！という結論に達しました。 

選挙公報の発行回数は 1 回とされていること（公職選挙法第 167 条第 1 項

及び第 2 項）、「掲載文又はその写しを、原文のまま選挙公報に掲載しなければ

ならない」（同法第 169 条第 2 項）ことから、行政（選挙管理委員会等）

が、知的障がい者向けに別に選挙公報を発行することはできない現状にありま

す。 

そのため、当事者団体等が主体で発行する運びとなりました。 

■わかりやすい選挙広報誌とは 

▽カード型（候補者一人 1 枚：A5 判縦型） 

※投票所にも持ち運べるポケットサイズに！ 

※情報が 1 枚に完結し、混同を防ぐことができる。投票所における氏名等掲

示に代わる候補者情報カードとしての活用も可能 

▽シンプルなレイアウト 

※カード上半面は、候補者の写真、名前、所属団体名、居住地に限定。下半

面は、政策の記述（事前質問形式で、知りたい情報に限定する。） 

▽分かりやすい記述 

▽設問：共通質問として、「私たちが毎日幸せに暮らすために、あなたは何 

をがんばりますか?そのために何をしますか?」の回答と、自由記述。 

 

200 部を作成し、120 部は市内事業所を通じて配布、80 部は市外事業所

を通じて配布しました。ここでも、行政、親の会、事業所のコラボが必要で

す。 

候補者の方は、伝える内容と表現で相当に悩みぬいたようです。共生社会条

例の作成、差別解消支援協議会の設置、家族支援、就労の場の確保、グループ

ホームの建設などなど。でも、大切なのは、この約束を皆様も忘れないで、進

捗を見守る姿勢が必要だということです。 

このように、わかりやすい情報提供のやり方も、選挙の種類等により異なっ

てくることが理解していただけたものと思います。 
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ご存知のように、インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候

補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネ

ット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。 

今後、ますますインターネット技術を用いた選挙の仕組みも構築されてくる

ものと期待しています。 

 

例えば、投票支援においては、マイナンバーを用いて本人確認を行い、イン

ターネット上で投票を行う、インターネット投票も、国において研究されてい

るようです。 

インターネット投票が可能になれば、投票所での厳しい規制からも解放さ

れ、障がい者の投票環境も飛躍的に向上することでしょう。 

ただ、インターネット投票が可能になれば、わざわざ議員を選んで、社会の

仕組みを決めるという間接民主主義の役割も希薄になってきます。 

どういうことかというと、施政者が法案を取りまとめ、それを認めるか否か

を、直接国民投票に付して判断することが可能になるということです。 

そういうジレンマも含めて、インターネット投票の実現に向けては、技術的

な側面よりも、国の仕組みそのものを考える必要があることから、実現までに

はまだまだ時間を要するものだと考えています。 

 

一方、選挙情報のバリアフリーという点では、障がい者にとっても非常に有

用なツールとなるものと期待しています。 

公職選挙法の改正により、下表のとおりホームページ、ブログ、ツイッター

やフェイスブック等のＳＮＳ、動画共有サービス、動画中継サイト等を利用し

た選挙運動が可能となりました。 

ＷＥＢサイトでは、知的障がい者のために、選挙公報のような抽象的概念で

はなく、絵や図を用いた具体的な説明、わかりやすい説明文章、漢字へのルビ

付記等はもちろん、動画などでの呼びかけも可能となっています。 

 

YouTube などによる知的障がい者のための政策動画のネット配信、並びに

SNS の双方向の利点を活かして、それぞれ地域の親の会等の団体がフェイス

ブック（ＦＢ）を開設して、そのＦＢ上で候補者向けの質問を一斉に配信し

て、それに応えてもらう形で候補者から投稿してもらえれば、「わかりやすい
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演説会」や「わかりやすい広報誌」に代わる有効なツールになるかも知れませ

ん。 

 

 今後も、様々な機会をとらえて、検証していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

わかりやすい演説会の開催、わかりやすい選挙広報誌と試行錯誤を繰り返し

てきましたが、課題や限界も見えてきました。 

これまでの取組みは、地域の選挙（市区町村長・議員、都道府県知事・議

員、小選挙区）には対応できますが、全国レベルについては他の実施主体に委

ねるしかないということです。 

ここでも地域のことは地域で、全国的なことはそれなりの組織で役割分担し

て担う必要があるということをご理解ください。 
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投票支援について説明してきましたが、私たちは、障がいがあってもなくて

も誰もが社会参加の第一歩である選挙に、堂々と行く権利があるということ。

それを忘れないでください。 

そして、行政、当事者、支援団体、地域が一緒に考え、ともに行動すること

により、権利を権利だけで終わらせることなく、具体的な行使の保障につなげ

ることができたことが、この取組みの最大の成果だと考えています。 

お金がなくても、皆様の知恵と行動力が発揮されれば、大きな社会のうねり

になることを実感しました。 

 

障害者差別解消法が施行され、「合理的配慮」という言葉も認知されてきま

したが、「合理的配慮」というものは「与えるもの」でも、「与えられるもの」

でもありません。法の基本的な方針にもある「建設的対話」は、当事者や支援

者などの様々な行動の積み重ねの結果、生み出されていくものです。 

 

日常生活における合理的配慮は、その場面ごとに、当事者と行政も含む支援

組織が、一つひとつ試行錯誤しながら、形成されていくものだと思います。今

回の選挙における支援の構築が、日常生活のあらゆる場面の合意形成にも役立

つものだと期待しています。 

 

改めて、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

狛 江 市 

狛江市手をつなぐ親の会 

狛江市障害福祉サービス等事業所連絡会 

 

【監修】 

狛江市選挙管理委員会 

狛江市教育部長 平林 浩一 
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（注）※印は狛江市独自の対応です。ご注意ください。 

■投票日当日は何時から何時までできるの？ 

・投票時間は、午前 7 時から午後 8 時までです。投票所の閉鎖

（午後８時）の時点で、投票所内にいる方は投票ができます。 

 

■入場整理券に書いてある投票所とは、別の投票所で投票できないの？ 

・投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照したあとに投票を行いますが、こ

の選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の

区域にかかる分だけを備えつけています。  

・このため、決められた投票所でしか投票できません。 

 

■家族が投票に行かない（行けない）ので代わりに投票してもいいの？ 

・投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人

の代わりに投票することはできません。 

 

■家で寝たきりの人の投票制度は？ 

・郵便等による不在者投票制度があります。「身体障害者手         

帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」をお           

持ちの方で、一定の障がい又は要介護 5 に該当する方は、自宅       

等で投票用紙に自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方

法で不在者投票ができます。この制度を利用するためには、あらかじめ市区町

村の選挙管理委員会に申請を行い、一定の障がい等に該当するとして、「郵便

等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。  

 

 
投票に関する Q&A
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■投票所に愛犬を連れて投票に行ってもいいの？ 

・ペット（補助犬は除く。）を連れての投票所への来場は           

ご遠慮ください。 

・やむを得ずお連れになった場合は、投票所の外にリー

ドを結わえて待たせていただくか、ご家族交代で抱きかかえて投票所の外で

お待ちください。 

・小型犬等で、どうしても一緒での投票が必要な場合は、選挙人が終始抱きかか

えた状態で投票を行ってください。 

 

■ベビーカーを押して投票所に行ってもいいの？ 

・投票所は、土足で入場できるようになっていますので、ベビーカーを押したま

まお入りください。 

・投票所の入口には、段差解消のためにスロープを設けています

が、必要なときは係員にお申し出ください。 

 

■インターネットで投票できるの？ 

・現在の投票制度は、選挙当日、自ら投票所に足を運んで、選挙人名簿に登録さ

れていることの確認を経て、交付された所定の投票用紙を用いて投票しなけ

ればならないこととなっています。この例外として、期日前投票と不在者投票

がありますが、それ以外の方法であるインターネットでの投票はできません。 

・なお、平成 25 年 4 月 19 日、インターネット選挙運動解禁

に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、インターネ

ットを使った選挙運動が可能となりましたが、インターネット

での投票ができるようになったわけではありませんので、ご注

意ください。 

 

■最近、狛江市内で転居しました。転居前と転居後のどちらの投票所で

投票すればいいの？ 
・告示日前 1 週間ぐらいの間に転居した場合は、転居前の          

投票所で投票することになる場合があります。入場整理券で

確認するか、選挙管理委員会へお問い合わせください。 
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■「入場整理券」が届かないときや、なくしたときはどうすればいいの？ 

・入場整理券は、選挙人に対して選挙が行われることをお知らせするとともに、

投票所で選挙人名簿との本人照合をスムーズに行うために送付しているもの

で、投票用紙の引き換え券ではありません。 

・入場整理券を紛失した場合、選挙人名簿に登録されていれば、本人確認のうえ

入場整理券の再発行をして投票をすることができます。投票所で係員にお申

し出ください。 

 

■間違って家族の「入場整理券」を持ってきてしまった       

ときはどうすればいいの？ 
・ご本人の入場整理券がなくても、選挙人名簿に登録されていれ

ば、本人確認のうえ入場整理券の再発行をして投票をすること

ができます。投票所で係員にお申し出ください。 

 

■ 仕 事 や レ ジ ャ ー な ど で 投 票 日 当 日 、 投 票 所 に 行 け な い          

ときはどうすればいいの？ 

・投票日当日、投票所に行けないときは、期日前投票制度、 

不在者投票制度を利用してあらかじめ投票することが 

できます。 

  

 

 

 

■投票所に候補者等の氏名を書いたメモや選挙公報を持ち込むことはで

きるの？ 

・選挙人が自らの備忘録としてのメモを投票所に持ち込むこと

はできます。また、選挙公報や法定ビラも持ち込むこともでき

ます。 

・しかし、メモとしての常識を超える必要以上に大きな紙に書い

たもの、メモと称するものを持って選挙運動まがいの行為を行うなどについ

ては、投票所の秩序を乱す行為、投票の干渉を行う行為、選挙の自由を妨害す

る行為等と見間違えられることにもなりかねませんので、注意が必要です。 

・なお、お持ちになったメモ等を投票記載台等に置き忘れのないようにご注意願

います。 
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■体が不自由な方のための選挙制度にはどのようなものがあるの？ 

・次のような方法で投票することができます。 

（1）代理投票 

・けがなどで、自ら投票用紙に記載できない方は、投票所の係員に申し出ていた

だければ、投票所の事務従事者が選挙人に代わって投票用紙を代筆する代理

投票という制度があります。 

（2）点字投票 

・目が不自由な方は、点字を用いて投票することができます。 

・点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出くだ

さい。点字専用の投票用紙をお渡ししますので、それで投票

することができます。点字器をお持ちでない場合も簡易な点字器を投票所に

備えてありますので、その場合も投票所の係員にお申し出ください。 

（3）郵便等による不在者投票 

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その

障がい等の程度により、必要な手続きをすれば、自宅等で郵便等による不在者

投票をすることができます。 

（4）病院等の指定施設内での不在者投票 

・都選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に

入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。 

 

■代理投票をするにはどうすればいいの？ 

・投票所の受付で、代理投票をしたい旨を申し出てください。 

※支援カードをお持ちの方は、カード右肩の「代理投票の有無（○×）欄」に記

載のうえ、投票所の受付に提出してください。 

※いずれも、案内係にご案内して、必要な支援の内容等を口頭又は支援カードの

記載で確認させていただいた上で、代理投票をさせていただきます。 

※なお、確認した支援カードについては、内容を確認後、お返しします。 
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■支援カード（知的障がい者用）はどうすればいいの？ 

※事前に投票所内で受けたい支援や配慮してもらいたい事         

項をご記入ください。 

※投票所の受付で、記入済みの支援カードをご提出ください。 

※案内係にご案内して、必要な支援の内容等を口頭又は支援

カードの記載で確認させていただいた上で、必要な支援（並

びに代理投票）をさせていただきます。 

※なお、確認した支援カードについては、内容を確認後、お返        

しします。 

 

■代理投票の場合、投票箱への投函はどうすればいいの？ 

・ご自身で投函できる場合は、ご自身で投函してください。 

・できない場合は、案内係（代理投票補助者）のいずれか１人        

が投函いたしますので、ご安心ください。 

 

 

■ 投 票 し た い 候 補 者 の 名 前 を 忘 れ て し ま い ま し た 。 顔 写 真         

があれば分かるのですが？ 

・案内係に申し出てください。 

・案内係の席上で選挙公報をお見せいたしますので、その選挙

公報で顔写真と氏名をご確認ください。 

 

■投票所内に家族（介助者等）が同伴して、投票用紙に代

筆してもいいの？ 

・投票所内の秩序が損なわれる場合を除き、選挙人に同伴する補助者、介助者及

びお子様の投票所への入場を制限していませんが、これらの方が選挙人に代

わって投票用紙へ記載することはできません。 

・心身の障がいや、その他の事由により選挙人が投票用紙に候補者の氏名等を記

載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する（代筆する）代理

投票ができますので、投票所の係員にお申し出ください。 
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■意思表示が困難な選挙人に代わって家族が投票する方法はあるの？  

・選挙は本人が投票所に行き自らの意思で投票することが原則です。 

家族の方が本人に代わって投票するような方法はありません。 

・代理投票を活用ください。代理投票では、選挙人本人の意     

思確認にあたり、個々の選挙人の状況に応じてきめ細かく適切に対

応するように努めますので、選挙管理委員会事務局又は投票所の係

員にご相談ください。 

 

■高齢者や体が不自由な方のために投票所にはどのようなものが置いて

あるの？ 
・各投票所の受付には、候補者情報が掲載された選挙公報、目が不自由な方のた

めの拡大鏡、老眼鏡、文鎮、点字器が、また、耳が不自由な方のために、指を

さすだけで投票に関するやり取りができるコミュニケーシ

ョンボードや筆談ボードが置いてあります。 

・この他、車いすの方のために、高さの低い１人用投票記載台        

を設置していますので、ご利用の際はお気軽に係員にお申し

出ください。 

 

■投票する際の注意事項はあるの？ 

・投票用紙に候補者の氏名を記入する際は、省略せず正確に記入をしてくださ

い。 

◆無効投票となる主な記載例 

・候補者の誰を書いたのか確認し難いもの 

・候補者名又は政党名の他に何か記載したもの 

・２人以上の候補者の氏名を記載したもの 

・単に雑事を記載したもの 

・白紙投票 

・記入ミスをした投票は無効投票として扱われる場合もあり、民意を正しく反映

することができません。貴重な一票を確実に政治に活かすためにも、正確な記

入をお願いします。 
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■どうして選挙では筆記具として鉛筆を使うの？  

・投票用紙は、投票箱の中で折り畳まれた状態から自然に開く       

「ポリプロピレン樹脂」を主原料とする「合成紙」が使用され

ていて、インクの種類によっては弾かれてしまうこともある

ので、「鉛筆」を用いています。 

・そのほか、芯が減ったり折れてしまっても削れば再び使えます。それに筆圧が

低い方、つまり手に力が入らない方でも軽く書けますし、用紙が汚れたり投票

箱の中でくっつく原因となるインクも使っていません。 

・投票用紙に記入する際に持参の筆記具を使用しても構いませんが、インク等を

用いる万年筆等では、インクが投票用紙に吸い込まずに、すれて判読不能にな

る場合がありますので、ご注意ください。 

 

 

■投票用紙に間違えて書いてしまった場合はどうしたらいいの？ 

・二重線で消して横に書き直します。投票用紙に余分なことを書くと投票が無効

になりますが、訂正のための二重線は構いません。 

・または、案内係に消しゴムを用意してありますので、お申し出 

ください。 

・場合によっては、用紙の交換にも応じます。 

 

■投票している時（投函前）にトイレに行きたくなりました。         

どうしたらいいの？ 
・係員にお申し出ください。入場整理券と引き換えに、投票用紙

（記載済み可）を一旦回収させていただき、トイレにご案内い

たします。 

・再入場の際は、入場整理券をお持ちください。 

 

■２度投票しなければいけない選挙で、１回投票して、２回目の投票で悩

んだときは一度外に出てもいいの？  

・構いません。1 回目の投票後において２回目の投票では一旦もう一度外に出

て、考えてからまた投票する旨を説明して投票用紙を返却し、投票入場券を受

け取ってから外に出てください。（投票所内の職員にそのことを告げれば保留

扱いとなります。） 
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・投票日当日は、投票時間内に投票所に来ないと、投票することはできませんの

でご注意ください。 

 

■投票箱に投票用紙と一緒に自転車の鍵を入れてしまいました。     

どうしたらいいの？ 
・申し訳ございません。開票所でなければ、投票箱は開けることができ    

ません。 

・開票所で鍵を回収させていただき、ご連絡を差し上げますので、お待

ちください。なお、開票は夜の作業になりますので、ご連絡は翌朝以

降になりますのでご了承ください。 

 

■雨の日の投票。濡れたカサはどうしたらいいの？ 

・小雨等であれば、持ったままご入場いただく場合もあります。 

・原則、投票所入口に、カサ入れをご用意いたしますので、          

ご利用ください。入場口と、退場口が異なる場合などにつ

いては、係員の誘導に従ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※支援カードやマニュアルは！ 

    

■投票支援のための支援カードについて 

http://home.komae.kokosil.net/ja/2016/06/06/5624 

 

■配慮が必要な方への選挙マニュアルについて 

http://home.komae.kokosil.net/ja/2016/06/02/5619 



   p. 35 
 

  

  

      

  

この度の取組みは標記の研修等助成事業に、「知的障害者への投票支援ＤＶＤ作成」

を申請して採択された事業です。模擬投票や本番の投票に出かける前に、学校や作業

所、ご家庭で全体の流れや注意すべきこと、支援の可能性を、場面ごとに「動画」で学習

出来たら・・・そんな思いから投票支援の DVD 作成を企画しました。また全国の育成会に

発信することで、この DVD を自治体に持ち込んで行政とのやり取りに使って頂き、知的障

害者への投票支援が全国で当たり前になり、いつか公職選挙法が、誰にでも配慮に満ち

た改正に繋がってほしいと願っているからです。 

また、選挙関連は法的根拠を持ち合わせない素人には、指南役がいなければ手を出す

ことが難しいとされています。その中で 狛江市が市を挙げて推進されている投票支援の最

も優れ、他の追従を許さないところは、投票支援に関して「意思のない人はいない」というス

タンスに立っているという所です。公選法という唯一無二の法律の隙間を縫って、「出来るこ

と」「出来ないこと」を明確にした上で「ぎりぎり」の投票に結びつく形を探ってくださっています。

選挙の投票支援においては、そのスタンスこそ、全国に発信したい理念でもありました。 

 

さて、この取組みは、当初、支援者向けの研修会と模擬投票がセットとして企画されまし

たが、模擬投票のための模擬選挙を考える中で模擬演説会が追加されました。 

模擬演説会開催には、狛江市社会福祉協議会に候補者をお願いし、選挙公報をはじ

めポスターから「たすき」や投票用紙に至る細部のものまで、井上選管事務局長にすべて

作成頂いた次第です。 

掲載写真は 10 月 31 日に狛江市役所にて富士通 FOM 峠谷部長、平林教育部長、井

上選管局長、小川福祉相談課長との初打ち合わせ後、本社をお訪ねしたところから撮影

投票支援ＤＶＤ制作プロジェクト 
全国手をつなぐ育成会連合会  

 28 年度地域育成会活性化助成事業 
の補足説明 
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当日までの過程（歩み）でございます。 

開催日で追いますと、模擬演説会は 12 月５日（於 麦の穂）、12 月８日(於 ひかり作

業所)、12 月８日午後「平林部長による研修会「選挙における投票支援とは」の開催、翌

12 月９日、狛江市の全面協力により特別会議室をお借りして、模擬投票の撮影という連

続の取組みとなりました。 

撮影は、「富士通ＦＯＭ」の皆様の指揮により、高橋市長はじめ狛江市の職員の皆様、作

業所・事業所の皆様のご協力により行われ、作業所の皆様の待ち時間には議場見学もさ

せて頂きました。また、大久保狛江市選挙管理委員会委員長、「狛江市明るい選挙推進

協議会」の皆様にも投票管理者・立会人としてご参加頂き、実際の場面通りに再現して頂

き、協議会の皆様より、細部にわたりご意見を頂戴しました。協議会の大門会長と初めてお

話させていただき、障害者の投票に対し「もっと知りたい」という熱心なお言葉を頂きました。

一つの活動を通して、地域に拡がる理解者の輪を感じました。 

 

こうして多くの関係各位にご協力いただきましたが、素人故の無理難題を快くお引き受けく

ださった富士通ＦＯＭの皆様、繁忙期に重なったにも拘わらず、関係各位のご尽力には感謝

の言葉しかありません。また、又村あおい氏よりアドバイスを頂いた、読みながら映像を見るた

めの冊子も、皆様の意見を取りまとめた集大成として作成しました。 

夢は描いた人にしか叶えられないと申しますが、ご迷惑もおかけしました。制作関係各位

への深い感謝と共に、「障害者の投票支援」への一助となりますことを心から願い補足説

明と致します。   

 

狛江市手をつなぐ親の会 

                   会 長  森井 道子 

わかりやすい選挙プロジェクトチーム 
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■ＤＶＤ作成までの歩み 


