
選挙管理システムの再構築及びサーバ管理への移行について

期日前不在者投票ｼｽﾃﾑ期日前不在者投票ｼｽﾃﾑ期日前不在者投票ｼｽﾃﾑ期日前不在者投票ｼｽﾃﾑホストｼｽﾃﾑホストｼｽﾃﾑホストｼｽﾃﾑホストｼｽﾃﾑ

期日前不在

者情報ﾌｧｲﾙ

他業務ｼｽﾃﾑ他業務ｼｽﾃﾑ他業務ｼｽﾃﾑ他業務ｼｽﾃﾑ

神戸地方神戸地方神戸地方神戸地方

裁判所裁判所裁判所裁判所

裁判員情報

ﾌｧｲﾙ

ホスト住記

【住記DB】

外部機関外部機関外部機関外部機関

印刷業者印刷業者印刷業者印刷業者

FW

帳票

資料６ 別図①

媒体データ

データベース

ﾌｧｲﾙ

帳票

他システム

【期日前不在者情報】

・氏名 ・性別 ・生年月日 ・投票区番号

・名簿抄本番号及び行番号 ・転出した旨の表示（県内，県外）

・転出先住所 ・転出年月日

・選挙権のない者（失権者）である旨の表示

・機械停止後の死亡者である旨の表示 ・届出年月日

・郵便投票証明書を交付している者である旨の表示

・補正登録者である旨の表示

・職権消除者である旨の表示

・投票用紙交付年月日

・投票用紙交付区分（窓口，施設，郵便，船員，滞在地・国外）

・投票の方法（一般・点字・代理）

・投票事由（第１号～第５号）

・投票用紙交付場所 ・投票受理年月日

・不在者投票指定施設の名称及び所在地

ＵＳＢ

ＵＳＢ

区役所・支所・出張所・連絡所区役所・支所・出張所・連絡所区役所・支所・出張所・連絡所区役所・支所・出張所・連絡所

・臨時期日前投票所・臨時期日前投票所・臨時期日前投票所・臨時期日前投票所

端末端末端末端末47台、プリンタ台、プリンタ台、プリンタ台、プリンタ5台台台台

【現行 ホストコンピュータによる運用】
神戸市神戸市神戸市神戸市

新住記

ｼｽﾃﾑ

現行のホストシステム

今回これを別図2の通りサーバ化するとともに別システ

ムの新選挙管理システムも新システムに加える

ＵＳＢ

案内ハガキ

情報ﾌｧｲﾙ
ＵＳＢ

CD-R

4区役所（区役所（区役所（区役所（北区・須磨区・垂水区・西区北区・須磨区・垂水区・西区北区・須磨区・垂水区・西区北区・須磨区・垂水区・西区））））
各サーバ各サーバ各サーバ各サーバ1台（計４台）台（計４台）台（計４台）台（計４台）

基幹系ＮＷ（神戸市専用回線内）
ローカルＮＷ（区役所内）

裁判員及び検察審査員裁判員及び検察審査員裁判員及び検察審査員裁判員及び検察審査員候補者候補者候補者候補者予定者名簿調製システム予定者名簿調製システム予定者名簿調製システム予定者名簿調製システム

端末１台端末１台端末１台端末１台
プリンタ１台プリンタ１台プリンタ１台プリンタ１台

・氏名

・住所

・生年月日

・本籍

・住記個人番号

区役所区役所区役所区役所

端末端末端末端末20台、プリンタ台、プリンタ台、プリンタ台、プリンタ5台台台台

５区役所（５区役所（５区役所（５区役所（左記以外左記以外左記以外左記以外））））
各サーバ各サーバ各サーバ各サーバ1台台台台（計（計（計（計５５５５台）台）台）台）

ＵＳＢ

裁判員端末裁判員端末裁判員端末裁判員端末

（神戸市）（神戸市）（神戸市）（神戸市）

名簿調製システム名簿調製システム名簿調製システム名簿調製システム

【名簿情報】

【ご案内情報】

・氏名 ・住所

・投票所情報等

【裁判員情報】

・氏名

・住所

・生年月日

・本籍



選挙管理システムの再構築及びサーバ管理への移行について

期日前不在者投票ｼｽﾃﾑ期日前不在者投票ｼｽﾃﾑ期日前不在者投票ｼｽﾃﾑ期日前不在者投票ｼｽﾃﾑ

新選挙管理ｼｽﾃﾑ新選挙管理ｼｽﾃﾑ新選挙管理ｼｽﾃﾑ新選挙管理ｼｽﾃﾑ

他業務ｼｽﾃﾑ他業務ｼｽﾃﾑ他業務ｼｽﾃﾑ他業務ｼｽﾃﾑ

神戸地方神戸地方神戸地方神戸地方

裁判所裁判所裁判所裁判所

【住記DB】

裁判員端末裁判員端末裁判員端末裁判員端末

（神戸市）（神戸市）（神戸市）（神戸市）

外部機関外部機関外部機関外部機関

印刷業者印刷業者印刷業者印刷業者

FW

帳票

資料６ 別図②

媒体ﾃﾞｰﾀ

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ﾌｧｲﾙ

帳票

他ｼｽﾃﾑ

【期日前不在者情報】

・氏名 ・性別 ・生年月日 ・投票区番号

・名簿抄本番号及び行番号 ・転出した旨の表示（県内，県外）

・転出先住所 ・転出年月日

・選挙権のない者（失権者）である旨の表示

・機械停止後の死亡者である旨の表示 ・届出年月日

・郵便投票証明書を交付している者である旨の表示

・補正登録者である旨の表示

・職権消除者である旨の表示

・投票用紙交付年月日

・投票用紙交付区分（窓口，施設，郵便，船員，滞在地・国外）

・投票の方法（一般・点字・代理）

・投票事由（第１号～第５号）

・投票用紙交付場所 ・投票受理年月日

・不在者投票指定施設の名称及び所在地

ＵＳＢ

神戸市神戸市神戸市神戸市

新住記

ｼｽﾃﾑ

CD-R

基幹系ＮＷ

裁判員及び検察審査員裁判員及び検察審査員裁判員及び検察審査員裁判員及び検察審査員候補者候補者候補者候補者予定者名簿調製システム予定者名簿調製システム予定者名簿調製システム予定者名簿調製システム

端末１台端末１台端末１台端末１台
ﾌﾟﾘﾝﾀﾌﾟﾘﾝﾀﾌﾟﾘﾝﾀﾌﾟﾘﾝﾀ １台１台１台１台

・氏名

・住所

・生年月日

・本籍

・住記個人番号

ＵＳＢ

基幹系ＮＷ（神戸市専用回線内）

11条諮問条諮問条諮問条諮問

(平成平成平成平成12年年年年2月第月第月第月第1回諮問済み）回諮問済み）回諮問済み）回諮問済み）選挙用住記選挙用住記選挙用住記選挙用住記

（今回追加）（今回追加）（今回追加）（今回追加）11111111条諮問条諮問条諮問条諮問

【住記情報】

・氏名 ・性別 ・生年月日 ・続柄 ・住記個人番号

・世帯主氏名 ・世帯番号 ・住民種別（日本人・外国人）

・住民状態 ・現住所 ・郵便番号

・住定異動年月日 ・住定届出年月日 ・住定異動事由

・住民年月日 ・住民届出年月日 ・住民事由

・本籍住所 ・本籍自治省ｺｰﾄﾞ

・転入前住所 ・転入前住所郵便番号

・転入前住所自治省ｺｰﾄﾞ ・前住所 ・前住所郵便番号

・前住所自治省ｺｰﾄﾞ ・転出先住所 ・転出先郵便番号

・転出予定年月日 ・転出予定届出年月日

・転出先住所自治省ｺｰﾄﾞ ・転出確定住所

・転出確定住所郵便番号 ・転出確定住所自治省ｺｰﾄﾞ

・転出確定年月日 ・転出確定通知年月日

・転出確定事由 ・住なく年月日

・住なく届出年月日 ・住なく事由

・異動年月日 ・異動届出年月日 ・異動事由

・住民票作成年月日

・住記DV情報等

・続柄 ・住記個人番号 ・世帯番号

・世帯主氏名 ・転出先住所自治省ｺｰﾄﾞ

・転出した旨の表示（国外）

・転出を取り消した旨の表示

・国籍喪失者である旨の表示

・失踪宣告された者である旨の表示

・職権回復者である旨の表示

・転入前住所自治省ｺｰﾄﾞ

・転入前住所 ・住民年月日

・住民届出年月日 ・郵便投票者の補助者

・案内ﾊｶﾞｷの返戻者

（今回追加）（今回追加）（今回追加）（今回追加）11111111条諮問条諮問条諮問条諮問

名簿調製ｼｽﾃﾑ名簿調製ｼｽﾃﾑ名簿調製ｼｽﾃﾑ名簿調製ｼｽﾃﾑ

【住記情報】

・氏名 ・性別 ・生年月日 ・続柄 ・住記個人番号

・世帯主氏名 ・世帯番号 ・住民種別（日本人・外国人）

・住民状態 ・現住所 ・郵便番号

・住定異動年月日 ・住定届出年月日 ・住定異動事由

・住民年月日 ・住民届出年月日 ・住民事由

・本籍住所 ・本籍自治省ｺｰﾄﾞ

・転入前住所 ・転入前住所郵便番号

・転入前住所自治省ｺｰﾄﾞ ・前住所 ・前住所郵便番号

・前住所自治省ｺｰﾄﾞ ・転出先住所 ・転出先郵便番号

・転出予定年月日 ・転出予定届出年月日

・転出先住所自治省ｺｰﾄﾞ ・転出確定住所

・転出確定住所郵便番号 ・転出確定住所自治省ｺｰﾄﾞ

・転出確定年月日 ・転出確定通知年月日

・転出確定事由 ・住なく年月日

・住なく届出年月日 ・住なく事由

・異動年月日 ・異動届出年月日 ・異動事由

・住民票作成年月日 ・登録年月日 ・抹消年月日

・投票区番号 ・名簿抄本番号 ・行番号

・住記DV情報等

（今回追加）（今回追加）（今回追加）（今回追加）11111111条諮問条諮問条諮問条諮問

在外投票管理ｼｽﾃﾑ在外投票管理ｼｽﾃﾑ在外投票管理ｼｽﾃﾑ在外投票管理ｼｽﾃﾑ

過去に諮問済の期日前不在者投票ｼｽﾃﾑに新たに項目を追加する。

過去に諮問済の裁判員及び検察審査員候補者予定者名簿調製事務に使用するﾃﾞｰﾀを,新

たに名簿調製ｼｽﾃﾑで作成する。

新選挙管理ｼｽﾃﾑ( ﾐﾆ住記,名簿調製ｼｽﾃﾑ,在外投票管理ｼｽﾃﾑ)構築に係るﾃﾞｰﾀを追加する。

区役所・支所・出張所・連絡所区役所・支所・出張所・連絡所区役所・支所・出張所・連絡所区役所・支所・出張所・連絡所

・臨時期日前投票所・臨時期日前投票所・臨時期日前投票所・臨時期日前投票所

端末端末端末端末77 台、ﾌﾟﾘﾝﾀ台、ﾌﾟﾘﾝﾀ台、ﾌﾟﾘﾝﾀ台、ﾌﾟﾘﾝﾀ 10台台台台

本庁（市選管）本庁（市選管）本庁（市選管）本庁（市選管）

端末端末端末端末4台、ﾌﾟﾘﾝﾀ台、ﾌﾟﾘﾝﾀ台、ﾌﾟﾘﾝﾀ台、ﾌﾟﾘﾝﾀ 1台台台台

基幹系ＮＷ

【在外選挙人情報】

・氏名 ・性別 ・生年月日 ・電話番号

・FAX番号 ・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ・海外住定年月日

・最終住所地・在外選挙人証番号 ・衆議院小選挙区名

・地域ｺｰﾄﾞ ・国ｺｰﾄﾞ ・領事官ｺｰﾄﾞ ・現住所

・本籍住所 ・本籍自治省ｺｰﾄﾞ ・転出年月日

・本籍地への照会年月日 本籍地の回答年月日

・本籍地の回答内容

・不登録通知の発送年月日 ・不登録事由

・不登録となった自治省ｺｰﾄﾞ

・在外選挙人証の発送年月日 ・再交付の発送先住所

・本籍地宛の通知年月日 ・抹消事由 ・抹消年月日

・抹消済み者である旨の表示 ・抹消通知年月日

・在外選挙人証の返却年月日 ・住所の画像ｲﾒｰｼﾞ

・送付先の画像ｲﾒｰｼﾞ ・署名の画像イメージ

・申請書受領年月日及び収受年月日
11条諮問条諮問条諮問条諮問

(平成平成平成平成20年年年年6月第月第月第月第1回諮問済み）回諮問済み）回諮問済み）回諮問済み）

ＵＳＢ

帳票

④④④④①①①①

②②②② ③③③③

⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦

⑧⑧⑧⑧

⑨⑨⑨⑨

⑩⑩⑩⑩

⑪⑪⑪⑪

⑫⑫⑫⑫

【失権者情報】

・登録事由 ・刑期 ・刑の確定日

・刑の満了予定年月日

・未決拘留日数法定通算 ・未決拘留日数裁定算入

【船員登録証明書取得者情報】

・申請年月日

・申請事由（船員である旨の証明書・船員手帳）

・交付年月日 ・送付先住所 ・送付先郵便番号

・有効期限年月日 ・証明書番号

【郵便投票証明書取得者情報】

・申請年月日

・申請事由

（障害者手帳・介護保険被保険者証・戦傷病者手帳）

・障害種別（両下肢等・内臓・要介護5）

・代理人氏名 ・代理人届出年月日

・交付年月日 ・送付先住所 ・送付先郵便番号

・有効期限年月日 ・証明書番号

（今回追加）（今回追加）（今回追加）（今回追加）11111111条諮問条諮問条諮問条諮問

【裁判員情報】

・氏名

・住所

・生年月日

・本籍

【ご案内情報】

・氏名 ・住所

・投票所情報等

【選挙人名簿抄本情報】

・氏名 ・住所

・性別 ・生年月日

・投票情報等


