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決   定   書 
 
 

異議申出人 

相模原市中央区淵野辺本町３丁目１９番地２２ 

                    松浦 千鶴子 

異議申出人の代理人 

横浜市中区海岸通３丁目１２番地１ 

ミナトイセビル５階 海岸通り法律事務所 

弁護士 佐藤 克洋 

弁護士 松田 道佐 

 

 

上記異議申出人から平成３１年４月１８日付けをもって提起された同年４月７日執行の相

模原市議会議員選挙中央区選挙区（以下「本件選挙」という。）における当選の効力に関する

異議の申出について、相模原市選挙管理委員会（以下「当委員会」という。）は、次のとおり

決定する。 

 

主  文 

 

本件異議の申出を棄却する。 

 

異議の申出の要旨 

 

１ 異議の申出の趣旨 

異議申出人（以下「申出人」という。）は、本件選挙における、申出人を落選とするとの

決定を取り消し当選とし、当選人今宮祐貴（以下「今宮候補」という。）の当選は無効とす

るとの決定を求める。 

２ 異議の申出の理由 

（１）申出人は、本件選挙の候補者かつ選挙人である。 

申出人は、本件選挙において最下位で今宮候補と得票数が同数とされ、くじの結果、

今宮候補が当選とされた。 

本件選挙においては、「まつうらちかこ」ないし「まつうらちか子」と記載された票（以

下「本件係争票」という。）が３、４票程度存在したところ、本件係争票はいずれも開票

管理者により無効とされた。 

しかしながら、本件係争票は、いずれも申出人に対する有効票である。 

したがって、今宮候補の得票数は申出人のそれを下回り、同人の当選は無効であり、

申出人を当選とすべきである。 

（２）公職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下「法」という。）第６７条後段の規定の

趣旨に徴すれば、投票の記載から選挙人の意思が判断できるときには、できる限りその

投票を有効となるように解するべきであり、投票に記載された文字に誤字、脱字や明確

を欠く点があり、投票の記載が候補者の氏名と一致しない場合であっても、その記載さ

れた文字を全体的に考察することによって選挙人がどの候補者に投票する意思をもって

投票をしたのかを判断しうるときには、上記投票を当該候補者に対する有効投票と認め

るのが相当である（最高裁判所平成４年７月１０日判決）。 

（３）本件選挙における立候補に際し申出人は戸籍簿に記載された「松浦千鶴子」に代えて

「まつうら千鶴子」の呼称を通称として認定を受けたものである。その際ふりかなで「ち

づこ」とルビを振り「まつうら千鶴子
ち づ こ

」としたものである。 
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本件選挙には、まつうら（松浦）姓の候補は申出人以外には存在しない。 

そして、申出人は、名刺、ポスター、選挙事務所の看板、選挙カーの看板、演説時の

横断幕、たすき及びのぼり等において、氏を「まつうら」と平仮名で表記、強調して選

挙活動をした。 

また、申出人の選挙ポスターでの表示及び投票記載台の氏名掲示は、「まつうら千鶴子」

であった。 

そして、人名事典などに明らかなように「千鶴子」名を「ちづこ」ではなく「ちかこ」

と呼称する例は世上一般的にみられるところである。 

例えば、オリコン・ニュースは、平成２０年度文化庁芸術祭テレビ部門大賞受賞作品

「ヒューマンドキュメンタリー・いのちの記憶～小林多喜二・二十九年の人生」に出演

した「安藤千鶴子」を「あんどう ちかこ」と紹介している。 

そうすると、選挙人は、申出人まつうら千鶴子の「千鶴子」を「ちかこ」と誤って記

憶していたため、本件係争票に「まつうらちかこ」と記載して投票したものであり、申

出人「まつうら千鶴子」に投票する意思をもって投票をしたというべきである。 

よって上記無効票とされた「まつうらちかこ」と記載された本件係争票は申出人まつ

うら千鶴子の有効投票と認められるべきである。 

（４）本件選挙には、松永千賀子候補（以下「松永候補」という。）がおり、本件選挙での呼

称は「松永ちか子」であることから、貴委員会の判定においては、「まつうらちかこ」は、

申出人と松永候補の氏名が混記されたものとして無効とされたものである。 

しかしながら、投票を二人の候補者氏名を混記したものとして無効と解するのは、当

該投票がいずれの候補者氏名を記載したのか全く判断しがたい場合に限られるものとい

うべきであって、そうでない場合には、いずれか一方の候補者の氏名に最も近い記載の

ものはこれを当該候補者に対する投票と認め、合致しない記載はこれを誤った記憶によ

るものか、又は単なる誤記によるものと解するべきである（前記最高裁判所平成４年７

月１０日判決）。 

（５）念のため付言すれば、本件係争票に記載された「まつうらちかこ」は、以下の事項を

全体的に考察するときには、申出人松浦千鶴子に最も近似しているものというべきであ

って、本件係争票は、いずれも申出人に対する有効票とみるべきである。 

ア 前述のとおり、申出人は、氏を「まつうら」と平仮名で表記、強調して選挙活動を

したところ、「まつうら」という表記は、本件係争票の記載である「まつうら」と完全

に一致する。 

そして、申出人の名は「ちづこ」であるところ、本件係争票の記載である「ちかこ」

とは、第一字がいずれも「ち」、第３字がいずれも「こ」であり、かつ語感が類似する。 

したがって、本件係争票は、申出人の氏名と７文字中６文字までが合致しており、

わずかに名の第２文字が一致しないに過ぎない。 

また、「ちづこ」と「ちかこ」は語感のみならず、外観も類似する。 

イ 他方、松永候補の本件選挙での呼称は、氏は「松永」という漢字表記であって、松

永候補は、看板、選挙カーの看板、演説時のたすき等において、氏を「松永」と漢字

で表記、強調して選挙活動をしたところ、「松永」という漢字表記は、本件係争票の記

載である「まつうら」とは語感も外観も相違し、類似性が低い。 

ウ 我が国に限らず国際的にも公的な場所や空間においては、同一人の識別に当たり、

同氏、同姓の者が複数いる場合を除いては、名より氏や姓をもって識別する慣行が一

般的である。 

したがって、本件係争票の記載である「まつうらちかこ」の判定に当たっては、ま

ず氏である「まつうら」の同一性を重視すべきである。 

エ さらに全体的に考察するときには、本件係争票の記載は、申出人であるまつうら千

鶴子に最も近似しているものというべきであり、選挙人は申出人に投票する意思をも

って、「まつうらちづこ」と書こうとして「まつうらちかこ」と誤記したものというべ

きであって、申出人に対する有効投票とみるべきである。 
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因みに最高裁判所平成５年２月１８日判決は、大場康夫及び小林康宏が候補者とな

った選挙において、「大場康宏」及び「大場やすひろ」と記載された票について、投票

所の記載台に掲示してある候補者名一覧表に記載された大場康夫の氏名のひだり隣り

に小林康宏の氏名が、それぞれ振り仮名を付したうえ、並んで掲示されていたこと、

その記載において候補者大場康夫の氏名と四文字中上位三文字までが合致しており、

わずかに名の第二文字が一致しないにすぎないこと、同票の「康宏」と候補者大場康

夫の名である「康夫」は音感及び外観において類似すること、同票の「大場」と候補

者小林康宏の氏である「小林」とは類似性がないことに鑑みれば、選挙人が大場康夫

に投票する意思をもってその名の「夫」の一字を「宏」と誤記したもので、同人に対

する有効投票と認めるべきであると判示している。 

 

決定の理由 

 

当委員会は、申出書の要件を満たしていることから、本件異議の申出（以下「本件申出書」

という。）を受理し、申出人の主張を厳正に、かつ、慎重に審理した。 

 

１ 関係人からの聴取結果 

当委員会は、本件申出書の審理にあたって、中央区選挙管理委員会（以下「中央区委員

会」という。）事務局から報告書の提出と説明を受けるとともに、開票事務従事職員から聞

き取りを行った。本件選挙における開票事務の経過等は、次のとおりである。 

 

（１）開票開始からの作業工程 
ア 選挙長の開票開始宣言により、投票箱を開き、投票用紙を混同後、収集作業を行っ

た。 
点字票は、審査第２係へ回付した。 
投票用紙読取分類機により分類作業を行い、候補者毎に分類した有効投票は点検係

へ回付した。読取不能票は、審査第１係（手分類担当）に回付し、手作業により分類

を行い、候補者毎に分類した有効投票は点検係に回付し、疑問票は審査第１係へ回付

した。 
また、按分票は審査第２係へ回付し、白票は点検係に回付した。 

イ 点検係は、投票用紙読取分類機により分類された有効投票を１票ずつ点検を行い、

混入票等がないか確認後、計数係に回付した。白票については、白票であることの確

認を１票ずつ行い計数係に回付した。 
読取不能票で審査第１係（手分類担当）が手作業により分類した有効投票を２人１

組で１票ずつ２回点検を行い、混入票がないか確認後、計数係に回付した。 
ウ 計数係は、点検係から回付された候補者ごとの有効投票を、計数機を使用して

１００票束として有効投票個票を付け、さらに別の計数機で再度計数し１００票ある

ことを確認後、集約係へ回付した。端数票は、端数票用の有効投票個票を付け票数を

記入し、集約係へ回付した。 
また、白票は計数機を使用して１００票束として白紙投票個票を付け、さらに別の

計数機で再度計数し１００票あることを確認後、審査第２係へ回付した。白票の端数

票は端数票用の白紙投票個票を付け票数を記入し、審査第２係へ回付した。 
エ 集約係は、計数係から回付された１００票束の中に混入票がないか再度点検した後、

２束をまとめ２００票束とし、２００票束には候補者ごとのバーコードシールを貼付

した有効投票票せんを付け、２００票に満たない端数票束には候補者ごとの手入力用

のバーコードシールを貼付した有効投票票せんを付け、有効投票票せんに票数を記入

後、得票計算係に回付した。 
オ 得票計算係は、集約係から回付された２００票束又は端数票束をバーコードリーダ

ーで読み取り、各候補者の得票数をパソコンで集計した後、選挙立会人（以下「立会
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人」という。）と選挙長に回付し確認を受けた。回付した票束は得票計算係に持ち帰り、

別のパソコンのバーコードリーダーで読み取り、パソコンで集計し、２台のパソコン

の集計が同じであることを確認した後、有効投票集積台の候補者ごとに指定した場所

に集積した。 
カ 審査第１係は、点検係から回付された疑問票について、有効・無効を判断し、有効

投票を計数係に回付した。無効投票と疑問票を審査第２係に回付した。 
キ 審査第２係は、審査第１係から回付された無効投票と疑問票について有効・無効を

判断し、有効投票は各候補者別に、無効投票は無効事由別に分類し、それぞれの票束

を計数機を使用して２回計数し、有効投票には候補者ごとの手入力用のバーコードシ

ールを貼付した有効投票票せんを付け、有効投票票せんに票数を記入した。また、白

票を含む無効投票には、無効事由ごとの１００票束用、若しくは手入力用のバーコー

ドシールを貼付した無効投票票せんを付け、無効投票票せんに票数を記入した。 
点字票は、相模原市点訳赤十字奉仕団による点訳の結果を点字読取票に記載し、投

票用紙の上に点字読取票を付け、手入力用のバーコードシールを貼付した有効投票票

せんを付け票数を記入した。 
按分票は、手入力用のバーコードシールを貼付した按分投票票せんを付け票数を記

入した。 
（２）得票数の判明から開票事務終了までの経過 

ア 午前１時００分 
審査第２係での有効投票・無効投票の票数の集計が終了した時点で、開票総数を確

認し持ち帰りと想定される票が３票であった。また、松浦候補と今宮候補の得票数が

同数（３，１５８票）で１７位であることを確認した。 
イ 午前１時１０分 

開票事務の正確性を期すため、票の再計数・再点検を行うこととし、立会人に説明

した後、全投票用紙の再計数・再点検を行った。 
ウ 午前２時１０分 

再点検の結果、票の混入、計数誤り、無効投票の判定に変更がないことを確認した

後、審査第２係に留め置いた有効投票及び無効投票を得票計算係に回付しバーコード

リーダーで読み取り、各候補者の得票数及び無効投票数をパソコンで集計した後、有

効投票、無効投票の順に、立会人全員に回付し確認を受けるとともに、回付した票に

対する立会人の疑問に審査第２係の職員から説明した。 
全ての立会人と選挙長から各票束に確認済の押印をもらった後、得票計算係に回付

し、別のパソコンのバーコードリーダーで読み取り、２台のパソコンの集計が同じで

あることを確認した後、有効投票集積台の候補者ごとに指定した場所に集積した。 
エ 午前３時００分 

再点検の結果、票の混入・計数誤り・無効投票の判定に変更がなく、得票順で１７

位の候補者２名について、くじで当選人の決定をすることとなったため、市選管を経

由して県選管にくじの執行方法について照会し、その決定方法を検討した。 
検討の結果、くじはくじ棒により行うこととし、くじは、候補者が引くことが望ま

しいが、開票所にはいないことから、松浦候補と今宮候補から推薦された立会人がく

じを引く方法とすることについて、立会人に説明することとした。 
オ 午前３時１５分 

選挙長から、立会人全員に、２人の候補者の得票数が１７位で同数であること、く

じにより当選人を決定することを説明し、その後、くじを引く者は両候補者から推薦

を受けた立会人にお願いしたいことを説明した。 
両立会人がくじ引きを辞退したため、候補者本人に連絡をとり、本人によるくじの

執行について、意向を確認してもらうよう依頼した。 
双方とも本人がくじを引くことの了承を得て、本人が到着するまでの間、関係者は

待機することとした。 
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カ 午前４時１５分 
両候補者が到着した後、くじによる当選人の決定方法について中央区委員会事務局

職員から説明し、くじを執行した。 
くじは２段階のくじとすることとし、予備くじは立候補届出順に今宮候補、松浦候

補の順に引き、今宮候補が２番、松浦候補が１番であった。その後、本くじを引き、

松浦候補が２番、今宮候補が１番で、今宮候補が１７位に決定した。 
（３）当選人の決定 

ア 午前４時２０分 
選挙会を開会。当選人の被選挙権の資格照会の回答を回覧し全ての立会人と選挙長

から確認済の押印を受けた後、選挙録を回覧し全ての立会人と選挙長に署名と押印を

もらい、当選人が決定した。 
イ 午前５時００分 

選挙長の選挙会終了宣言で選挙会を終了し、散会した。 
（４）本件係争票の有無及び効力判定について 

中央区委員会事務局から、本件係争票である「まつうらちかこ」又は「まつうらちか

子」と記載された投票が存在し、無効投票として処理したとの報告を受けた。 
また、審査第２係に従事した職員からの聞き取りを行い、中央区委員会事務局の報告

と同様の内容であることを確認した。 
 

２ 当委員会の判断 

（１）通称の氏が本件係争票に記載された氏と一致していることによる優先性の主張について  

申出人は、申出人の氏の通称である「まつうら」が本件係争票に記載された氏と一致

していることを理由に、本件係争票が申出人の有効投票である旨主張している。 

しかしながら、本件係争票は、氏については申出人の氏と一致しているが、名が松永

候補の名と一致している限り、選挙人が申出人に投票する意思を有していたことが明白

であるとは認められない。 

申出人の主張に立って本件係争票の「名」について考えると、「ちか子」は松永候補が

選挙運動を通し自己の名として宣伝していた通称名「ちか子」と完全に一致し、「ちかこ」

についても同候補の名と一致し、通称表記と比較しても第３字が平仮名であることが相

違しているのみで、類似性が高い。一方で、申出人の通称名「千鶴子」との類似性は低

い。 

申出人は、本件係争票の「氏」については通称表記との一致に着目し、松永候補の氏

の通称表記「松永」との類似性が低いことをもって申出人の有効投票であると主張する

一方で、「名」については、申出人の通称表記「千鶴子」との比較ではなく、読み仮名「ち

づこ」との比較にのみ着目して類似性を主張しており、主張の根拠に一貫性がないとい

わざるを得ない。また、「ちづこ」と「ちかこ」の２文字目の「づ」と「か」は母音が異

なり、字音も似ていない。 

（２）漢字の読みを誤って記憶していたとの主張について 

申出人は、「千鶴子」を「ちかこ」と呼称する例が世上一般的にみられることを根拠に、

本件係争票が申出人の有効投票である旨主張している。 

申出人は、「千鶴子」を「ちかこ」と呼称する例が世上一般的にみられるとして、「な

まえさあち」、「女の子の名前辞書」及び「人名漢字辞典」を示し、「千鶴子」を「ちかこ」

と読む旨の記載があることを示すとともに、2009 年 2 月のオリコン・ニュース（https:// 

www.oricon.co.jp/prof/192141）に表記された安藤千鶴子氏の呼称を事例として取り上

げている。 

しかしながら、辞書サイトに示された呼称は、単に読み方の種類を示したものに過ぎ

ず、世上一般的に呼称としてみられることの論拠とは認められない。 

また、安藤千鶴子氏が講師を務める朝日カルチャーセンター札幌教室のホームページ

(https://www.asahiculture.jp/course/sapporo/8ad9d0cb-001e-da9c-5a45-5c63d86c9d 

https://www.asahiculture.jp/course/sapporo/8ad9d0cb-001e-da9c-5a45-5c63d86c9d
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3e)や、北海道ニセコ町が 2017 年に実施したイベントの出演者プロフィール(https://w 

ww.town.niseko.lg.jp/arishima_museum/exandeve/event_h26/roudoku_ongaku2017/) か

ら、同氏の正しい読みは「あんどうちづ（ず）こ」であることが確認できるため、申出

人が示したオリコン・ニュースに表記された「あんどうちかこ」をもって、申出人の主

張する「世上一般的にみられる「千鶴子」を「ちかこ」と呼称する例」を示したものと

は認められない。 

したがって、まつうら千鶴子の「千鶴子」を「ちかこ」と誤って記憶していたため、 

「まつうらちかこ」と記載して投票したとの主張は、合理性を欠く推測に基づくもので

あり、選挙人が、「千鶴子」を「ちかこ」と誤って記憶していたと認める証拠はなく、選

挙人が申出人に投票する意思を有していたとはいえない。 

仮に、「千鶴子」を「ちかこ」と読み得るとしても、他に本件係争票の名と完全に一致

する松永候補がいる限り、本件係争票は、同候補の名が正しく記載された投票とみるこ

とができ、選挙人が申出人に投票する意思をもちながら誤った記憶に基づいて記載した、

との主張を採用することはできない。 

（３）名より氏を重視すべきとの主張について 

申出人は、名より氏や姓をもって識別する慣行が一般的であるとし、本件係争票につ

いて、まず、氏である「まつうら」の同一性を重視すべきであると主張している。 

しかしながら、大阪高等裁判所昭和３４年５月１４日判決では、「原告は先ず姓によつ

て個人を特定し、次いで名によつて個人を特定するのが我々の経験則である（中略）と

主張するが、原告主張のような一般的経験則があるわけではない」とし、姓による識別

の優位性を否定している。 

また、東京高等裁判所平成２３年１２月８日判決においても、「仮に原告主張のような

名よりも氏を重視する選挙実態があるとしても、投票の効力の判断において、候補者の

名よりも氏の方が選挙人の投票意思が明白に表明されているとする旨の規定は公選法に

は置かれておらず、かえって同法は氏のみに重点をおいた規定を定めていない」とし、

前述の大阪高裁と同様の判断を示しており、本判決は、その後上告不受理となり確定し

ている。 

さらに、最高裁判所昭和５７年３月４日判決でも、「凡そ選挙運動にあって、候補者は

氏名中「氏」が世間になじめないものでない限り、「氏」を強調して選挙人に印象づけよ

うとするのは当然で公知のものである。したがって、氏名混記投票について「氏」を強

調していた事実をもって判断の基準とすることは完全な誤りである」として、氏の優先

性を否定している。 

上記諸判例から、名より氏や姓をもって識別する慣行が一般的だとする申出人の主張

は誤りであり、採用することはできない。 

（４）最高裁判所平成５年２月１８日判決について 

申出人は、大場康夫及び小林康宏が候補者となった選挙における「大場康宏」と記載

された投票について、４文字中３文字までが大場康夫と合致しているため、同人の有効

投票となった判例（以下「判例」という。）を示して、本件係争票が申出人の有効投票で

あると主張している。 

当該判例は２人の候補者の氏名が完全に混同されている投票をいずれかの候補者の有

効投票としたものであるが、これは、氏の「大場」と「小林」に類似性が無いことに照

らした事例であり、当該判例においても、氏に類似性がないことを鑑みて有効投票とし

たと明記されている。 

つまり、完全混記であっても有効とされる余地のある投票というのは、氏と名のどち

らか一方がよく似ていて、他の一方は著しく異なっているという、そういう候補者間の

混記であるということになる。 

当該判例は、漢字で「大場」と明記しており、かつ名の１文字目も大場候補の名の１

文字目と合致している状況において、選挙人が「小林」に投票する意思をもって類似性

が無い「大場」と記載するとは考えられないことから、大場候補の有効投票とした事例

https://w
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であり、氏・名ともに類似性がある本件とは前提となる事実が異なる。 

このことは、議会議員候補者に「北風幸吉（きたかぜこうきち）」と「北川信吉（きた

がわしんきち）」の候補者がある場合に、「北川幸吉」の投票は氏名混記として無効投票

と解するとした北海道選管宛自治庁選挙部長回答（昭和３０年５月１１日自丙管発第

１１９号）からも明らかである。 

したがって、上記判例をもって本件係争票が申出人に対する有効投票となる根拠であ

ると認めることはできない。 

（５）仮名により混記された投票の効力について 

平成２８年５月１７日広島高等裁判所判決（以下「広島高裁判決」という。）では、候

補者「北林隆（きたばやしたかし）」、「北地範久（きたじのりひさ）」がいる市議会議員

選挙において「キタジタカシ」と記載された投票について、「片仮名で「キタジ」と記載

した者の意識の中には、「キタジ」という音が思い浮かべられていたと推認するのが合理

的であり、北林候補の氏（きたばやし）を思い浮かべていた者が誤って片仮名で「キタ

ジ」と記載してしまったという事態は考え難く、同投票者が北林候補に投票する意思を

もって氏を誤記したものとは認め難い。したがって、少なくともそこに記載された名（タ

カシ）が北林候補の名と一致することを考慮しても、その投票者が北林候補に投票する

意思を有していたことが明白であるとは認められず、北林候補と北地候補のいずれの候

補者氏名を記載したのか全く判断し難いというべきであるから、法６８条１項８号に該

当する無効投票というべきである」と判示している。なお、本件は、その後上告不受理

となり確定している。 

上記広島高裁判決を考察すると、意識の中で思い浮かべた音を漢字に置き換えてから

表記する漢字の投票と異なり、仮名による投票は、思い浮かべた氏や名の音をそのまま

文字にするものであるということがいえる。 

これらを踏まえ、本件係争票について考えると、選挙人が意識の中で、「ちづこ」と思

い浮かべながら「ちかこ」又は「ちか子」と記載したとは考え難いということになる。 

したがって、本件係争票は、氏は申出人の氏が記載され、名は松永候補の名が記載さ

れたものであり、選挙人が申出人に投票する意思を有していたことが明白であるとは認

められず、申出人と松永候補のいずれの候補者に投票する意思をもって記載した投票な

のか全く判断し難いというべきであるから、法第６８条第１項第８号に該当する無効投

票と解するべきである。 

（６）開披点検の必要性について 

申出人は、本件申出書において、本件選挙に係る投票の開披点検を求めているもので

はないが、仮に求めたとしても開披点検は開票事務や投票の効力の決定手続等に何らか

の瑕疵が認められることがその前提であり、当然に必要なものではない。 

本件選挙の選挙会及び開票事務は、従事職員による投票の点検・計数、立会人及び選

挙長への回付が適正に行われ、投票の効力の決定は、判例・実例をもとに立会人全員の

確認を経て、選挙長が決定したものである。 

さらに、申出人と今宮候補の得票数が同数であることが判明した時点で、開票事務の

正確性を期すため、本件選挙の全ての投票について、再度点検及び計数を行い、有効投

票・無効投票の票数に誤りがないことを再確認したものである。 

当委員会は、開披点検の必要性についても議論を重ね慎重に審理してきたが、本件係

争票は無効投票であり申出人の得票数に変動が生じないこと、また、本件選挙における

選挙会及び開票事務は慎重かつ厳正に行われ、全票の再点検・再計数により有効投票・

無効投票の票数に誤りがないことを再確認したことから、選挙会の決定には何ら瑕疵は

なく開披点検の必要はないと判断する。 
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  以上のことから、本件選挙における異議の申出については、申出人の主張はいずれも認

めることはできない。 

  よって、当委員会は、主文のとおり決定する。 

 

 

 

令和元年５月１５日 

 

相模原市選挙管理委員会 

委員長 佐 藤 賢 司 

 

 

 

教  示 

 

この決定に不服のある者は、この決定書の交付を受けた日又は法第２１５条の規定に

よる告示の日から２１日以内に、文書で神奈川県選挙管理委員会に審査を申し立てる  

ことができる（法第２０６条第２項）。 


