


統一地方選挙は、市長選挙とともに、その結果が市民生活に直結する身近な選挙であり、

これから4年間の市民の意思を横浜市政・神奈川県政に反映させ得る重要な選挙です。

大切な…票です:必ず投票しましょう!

●期日前投II所 は各区ごとに区役所のはか 臨時期日前投票所を設置していますが 利用できる期間 時間ド‐ なります

なお 投票できる期間が選手ごとに異なります

●4′フ(B,ま 般 票のご案内J=記餞されている投票所へお越しください

1各区 役 所 の投票期間・投票時間
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投票期間

投票時間 あさ8時 30分～よる0時まで

1臨時期日前投票所の投票期間投菫時間

市会・県会・知事  1   知事oみ

3/30仕 l-4/61■)「夢221o～3/29倫 )

樹生まいの区 施設名称 投票期間 投票時間

胃累区
3′ 30(■ )～4′ 6(■ )

4′ 4`六,～ 4/6〈土)

ぁさ9躇30分～ ょる8時

こさ10躊 ～よる8崎

横浜市山内地区センター i階レクリエーションホール

胃興台東急スクエアSouth l本館 ,階多目的ホール

|

旭 区 相鉄ライフ=候15円 横浜市旭区民文化センター    3′ 30(■ )～ 4′ 6(■) | あさ9時30分～ょる8時

睾 区 3′ 30(■ )～ 4′ 6(■) | あさ9時30分～ょる3時立場バスターミナル内臨時投票所

磯子区 はまぎんこども宇口科学館 1聘会機室 1 3′30(■ )～ 4′6(土) | あさ
'時

30,,～ょる8縫

神奈‖1区

金沢区

港南区

港lι区

栄区

薫谷区

韻筑区

蒻見区

戸塚区

中区

西区

1 保士ケ谷区

1  墨[

横浜市神大寺地区センター 2階中会議室 3′30(■ )～4 ●(土)   あさ9時 30分～ .・ る3躊

神奈川大学 24号 館 法廷教室

横浜市金沢スポーツセンター ロピー

横浜市立大学総合体育館 1贈会議室

横浜市港南台214ビル ,簿 0`'日 常

1 壼應強腱大学臨生館 2階多目的数室2

1 横浜市旧畠地区センター 2階会議室

4′ 4t六 ,～ 4′ 51金  ヽ   ぁさ9時30分～ょる8躊

3′ 30(■)～ 4′ 6(上,   あさ9時 30分～ょる8時

3/30(■)～ 3′31(R)  ぁさ9時30分～ょる8時

3′ 30(■)～ 4′0(■)   あさ9時 30分～ょる8時



1当日投票される場合

投察の際は 届いた般 察のご案内に お持ちください 受付が早く済みます

(お短ちにならなくても時 ます)

1期日前投票される場合

― 錮 國 囚 の日坊に愛,ル初 日llj投釈所へお持ちください

配烈い■■だくi窮求
=僚

菫日■)Jl痢日前投票所にも用意してい訂

●・ ||‐ 内

薇翻
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不在彗投票の場合は 澤奎

先 (今住んでいる場所 )を ::

入してくだき、、

因
期日前投漂 不融 票とも

記入が必要です 週撃人も

"に

螢録されている住籠 (ご

案内F蒸付された候所た 配

入してください

次の方法は り渭在地 1区

"の
電撃懸

=委
員会で検軍すること″できます

0届 いた『投票の_‐7内J豪面の「請求●(兼宣薔書)Jに必要蓼項翻 入し選挙人名舞に量限されている区の選挙管理露口会に 直

接または郵悽齋 兜票用紙等の交付を膀求します Fゑゃ静 」い の臓 ,,Cません ,

0投 票用紙など―式を「透明な封簡J=入れ対薔で送付しますので『通明な封簡Jま開封せず 告示Bの翌日から4′0(土)までに

そ味 ま滞在地の選挙管理委員会へお持ちいただき そこで投票します なるべく早く投肇 済本せてください

② 病院、老人ホーム等に入院、入所している方
都コ奇県の選挙管理委員会が指定した施設に入院 ,輛している刻,その施検● 購 ることが` きます

病院 老人ホーム等の施設長に投票用紙の摘求を依頼し その管理のもとで投察する方法です

手競きについては 各施盤でご確認ください

0身 体に重度の障害のある方や要介護5の方 (郵便投票)

身体障害者手帳か戦傷病者手颯 また1論機保険の被保険者肛をお持黎 ―足晏件にあてはまる方は自宅等

―

ます(郵便投票 )

ただし蜘 るためには輛 に口耐更等穀燿饉圏●lの交付を受けること油

`黎
す

なお
“
●ヨ饉層の粛求期日な投豪日の4B師 (4β

")ま
でです

制度の議硼については 区選挙幸 にご相談いた7.・くか 鰤 群 琶理要員会ホームベージをご覧くださtヽ

Gし 今回の融 間に合わなくても 次の選挙から膠 |こJ用くださしヽ )

身体岡害者手帳 蟻 帳)=記霞してお 暉言の程度            酬 険の稜保輌

陣雹名 脚 稼鷹

イ級から職 (特別頃症から第3理詢

両下肢 体幹 移動機 :       1   1級 もしくま2級 (特別項症わら塑 頂症)

И



子どもの頃に規などが行く投票について行つたことがある人のほう|||

ついて行つたことがない人と比べて

投票をした割合鹿 0ポイント以上高いとする

総務省0調査・があります

お子根やお孫線と―結に投票所へ行つて

いただき将来の有権者への

百発をお願いします

●10薇遺摯権●関する菫蓋調査

市議会議員選挙の投票撃 0コ或以降の過去7回の選挙では いずれも,0%台と

低い投票率で推移してあり 特に20代の若年層投票率は 20%台と平陸 大きく下

回ち傾向痢 いています

●横浜市議会議員選挙

任期′4年

定数′86人

●神奈川県議会議員選挙

任期′4年

定数′県全体105人 (横浜市40人 )

●神奈‖知事選挙

任期′4年

定数′1人

過去の続―地方選挙の投票串

(数値は市議会議員選挙のもの,(ヽ ,

コ

区 名 市会躍員定数 員会議員定数

青葉区 7人 黙

旭区

泉区

6人

4人

3人

2人

磯子区 4人

5人

2人

神剌 ‖区 3人

金沢区

油葡区

5人

5人

2人

2人

湾北区

栄区

8人 4人

3人 1人

1人瀬谷区 3人

都筑区 5人 2人

鴫見区

P塚区

7人 3人

臥 以

中区 3人 2人

西 区 2人

5人

1人

保土ケ谷区 2人

録区 4人

4人

2人

2人南区
■,,0

青葉区

旭区

泉区

045-978‐2205,7

045‐954‐ 6012・ 3

045‐800‐ 2315・ 6

045-750‐ 2316～フ

神奈川区 045‐411‐ 7014～ 6

瀬谷区

都筑区

鶴見区

045‐ 367‐ 5615・ 6

045‐ 948‐2215・ 6

045‐ 510‐ 1660～3

045‐ 866‐3315・ 6

045‐ 224‐ 8116～ 9

金沢区  1 045‐788‐ 7712・ 3 045‐ 320‐ 8314～ 6

045-347‐ 8308

045‐ 540‐ 2213～ 6

045‐ 894・8315

045‐ 930‐2212～ 4

045‐ 341‐ 1227～ 9


