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Ⅰ　総　　括

　１ 選挙執行日程

◎共通事項、　□参議院議員選挙、　△東京都知事選挙

月 日 曜 種別 事               項

平成27年

11 5 木 □
公職選挙法改正（参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正）　公職選挙法第１４条
※11/5以降期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙につ
いて適用

平成28年

5 10 火 □ 選挙執行計画の決定

□ 事務従事者の委嘱

□ 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧制限（平成28年6月1日から7月15日まで）

24 火 □ 警察（投票・開票）警戒打合せ

31 火 □ 郵便局打合せ

6 2 木 □ 選挙期日を7月10日とする閣議決定

□ 事務従事者の委嘱（追加）

□ 投票所の投票管理者及び職務代理者・投票立会人の選任

□ 期日前投票所の投票管理者及び職務代理者・投票立会人の選任

6 月 □ 不在者投票指定施設説明会

□ ポスター掲示場設置開始（～6/17）

13 月 □ 期日前投票事務従事者説明会

15 水 △ 舛添前東京都知事、辞職願を東京都議会議長に提出

□ 投票管理者・投票所総括・投票所庶務担当者打合せ

17 金 △ 選挙期日等の決定（東京都選挙管理委員会）

□ ポスター掲示場の設置場所の告示

□ 選挙人名簿（選挙時登録）及び在外選挙人名簿の縦覧場所の告示

19 日 ◎ 公職選挙法改正（18歳選挙権）　【公職選挙法第９条第１項及び第２項】

◎
公職選挙法改正（表示登録）
【公職選挙法第９条第６項、第２１条第２項、第２７条第２項】

21 火 □ 選挙人名簿選挙時登録

□ 「投票所のお知らせ」郵便局持込み

□ 投票所の投票管理者及び職務代理者・投票立会人の選任（変更・追加）

□ 期日前投票所の投票管理者及び職務代理者・投票立会人の選任（変更・追加）

□ 事務従事者の委嘱（変更・追加）

△ 舛添前東京都知事、辞職

22 水 □ 【参議院議員選挙】公示日

□ 投票所・期日前投票所の告示

□ 投票所・期日前投票所の投票管理者及び同職務代理者選任の告示
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□ 開票の場所及び日時の告示

□ 開票管理者及び同職務代理者選任の告示

□ 開票立会人のくじを行う場所及び日時の告示

□ 指定投票区の指定及び指定関係投票区の定めの告示

□ 指定在外選挙投票区の指定の告示

□ 在外選挙人に係る期日前投票所の指定の告示

□ 選挙人名簿縦覧

□ 個人演説会等開催申出受付開始・選挙事務所設置（異動）届受付・開票立会人届出受付開始

□ 投票記載所の氏名等掲示順序のくじ

□ 「投票所のお知らせ」の発送

23 木 □ 期日前投票開始（板橋区役所9階大会議室Ｂ　～7/9）

25 土 □ 重点地区街頭啓発（前野地区）

30 木 □ 選挙公報全戸配布（～7/2）

7 7 木 □ 開票立会人の届出期限（～17：00）、開票立会人の決定

△ 選挙執行計画の決定

△ 不在者投票の投票用紙などの告示日前発送の決定

8 金 □ 開票立会人打合せ会

9 土 □ 選挙人名簿抄本製本

□ 投票所設営（全62投票所）

□ 開票所設営（板橋区立上板橋体育館）

□ 期日前投票最終日

□ 広報「いたばし」掲載

□ 投票所の投票立会人の選任（変更）

10 日 □ 【参議院議員選挙】投票日・開票日

□ 期日前投票所撤収　パーテーション撤去

11 月 □ 投票所資器材改修（一部投票所のみ）（～7/13）

□ 開票所物資撤収

△ ポスター掲示場板面張替開始（～7/13）

△ 選挙人名簿（選挙時登録）の縦覧場所の告示

12 火 △ 警察（投票・開票）警戒打合せ（板橋警察署・志村警察署）

13 水 □ 【東京都選出】当選人への告知・当選人の告示・当選証書付与

△ 選挙人名簿選挙時登録

△ ポスター掲示場の設置場所の告示

△ 「投票所のお知らせ」郵便持込み

△ 期日前投票所の投票管理者及び職務代理者・投票立会人の選任

14 木 △ 【東京都知事選挙】告示日
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△ 投票所の投票管理者及び職務代理者・投票立会人の選任

△ 投票所・期日前投票所の告示

△ 投票所・期日前投票所の投票管理者及び同職務代理者選任の告示

△ 開票の場所及び日時の告示

△ 開票管理者及び同職務代理者選任の告示

△ 開票立会人のくじを行う場所及び日時の告示

△ 指定投票区の指定及び指定関係投票区の定めの告示

△ 選挙人名簿縦覧

△ 個人演説会等開催申出受付開始・選挙事務所設置（異動）届受付・開票立会人届出受付開始

△ 投票記載所の氏名等掲示順序のくじ

△ 「投票所のお知らせ」の発送

△ 警察（投票・開票）警戒打合せ（高島平警察署）

16 土 △ 広報「いたばし」掲載

19 火 △ 選挙公報全戸配布（～7/22）

21 木 △ 重点地区街頭啓発（大谷口地区）

28 木 △ 開票立会人の届出期限（～17：00）、開票立会人の決定

△ 投票所の投票立会人の選任（変更）

29 金 △ 開票立会人打合せ会

30 土 △ 選挙人名簿抄本製本

△ 投票所設営（全62投票所）

△ 開票所設営（板橋区立上板橋体育館）

△ 期日前投票最終日

31 日 △ 【東京都知事選挙】投票日・開票日

△ 期日前投票所撤収　パーテーション撤去

8 2 月 △ 当選人の告示、当選証書付与（東京都選挙管理委員会）

9 火 □ 【東京都選出】選挙の効力に関する訴訟提起期限（東京都選挙管理委員会）

12 金 □ 【東京都選出】当選の効力に関する訴訟提起期限（東京都選挙管理委員会）

15 月 △ 選挙の効力に関する異議申出期限（東京都選挙管理委員会）

16 火 △ 当選の効力に関する異議申出期限（東京都選挙管理委員会）
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２　当該選挙に関連する法改正等

３　投票所の変更　

（１）　当日投票所

変更なし

（２）　期日前投票所

（４）　選挙権年齢の引下げ

（１）　参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正

（２）　衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に要する経費に係る限度額の引き上げ

（６）　共通投票所制度の創設

[平成28年6月19日施行]

公職の選挙の選挙権を有する者の年齢について、年齢満２０年以上から年齢満１８年以上に改めることとされた（公職選
挙法第９条第１項及び第２項並びに地方自治法第１８条関係）。これに伴い、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の被登
録資格を有する者並びに在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる者の年齢についても、年齢満２０年以上から
年齢満１８年以上に改められ（公職選挙法第２１条第１項、第３０条の４及び第３０条の５第１項関係）、また、選挙運動を
することができない者の年齢について、年齢満２０年未満から年齢満１８年未満に改めることとされた（公職選挙法第１３
７条の２関係）。

[平成27年11月5日施行]

参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間において議員一人当たりの人口に不均衡が生じている状況に鑑み、
各選挙区において選挙すべき議員の数につき是正を行った。
東京都選挙区については議員定数が１０人から１２人の２人増となった（公職選挙法別表第三関係）。

[平成28年4月8日施行]

衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常葉書等
の作成の公営に要する経費に係る限度額が引き上げられた（公職選挙法第１０９条の４、第１０９条の７、第１０９条の８、
第１１０条の２、第１１０条の３、公職選挙法施行令第１１０条の４、第１２５条の３、第１３２条の３の２関係）。

（３）　要約筆記者に対する報酬支払の解禁

[平成28年5月13日施行]

選挙運動に従事する者のうち、専ら要約筆記のために使用する者について、政令で定める基準に従い選挙管理委員会
が定める額の報酬を支給することができるものとされた（公職選挙法第１９７条の２第２項関係）。

（５）　選挙人名簿の登録制度の改正

[平成28年6月19日施行]

国政選挙の選挙権を有しているにもかかわらず、住所の移動と選挙人名簿の登録基準日との関係で選挙人名簿に登録
されないために国政選挙の投票をすることができない者が、投票をすることができるようになった（公職選挙法第２１条第
２項関係）。

（８）　投票所に入ることができる子供の範囲の拡大

[平成28年6月19日施行]

選挙人の同伴する子供（幼児、児童、生徒その他の年齢満１８年未満の者をいう。以下同じ。）は投票所に入ることがで
きるものとされた（公職選挙法第５８条第２項関係）。

[平成28年6月19日施行]

市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認める場合には、投票所のほか、その指定した
場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する選挙人も投票をすることができる共通投票所を設けることがで
きるものとされた（公職選挙法第４１条の２第１項関係）。

（９）　選挙人名簿のオンライン対象に関する事項

Ｈ28都知事選挙のみ

変更前 変更後

教育科学館
2階研修室

常盤台地域センター
1階第1レクリエーションホール

備考

[平成28年6月19日施行]

市町村の選挙管理委員会が、各投票区の投票管理者にその投票区の区域に係る選挙人名簿に記録されている事項を
送付する方法として、当該市町村の選挙管理委員会が使用する電子計算機から電子通信回線を通じて当該投票管理
者が使用する電子計算機に送信する方法が可能とされた。また、名簿対照の方法として、オンライン対照の方法が可能
とされた（公職選挙法施行令第２８条第１項第２号、第３５条第１項）。

（10）　期日前投票所の投票管理者の職務代理者資格緩和

[平成28年6月19日施行]

期日前投票所投票管理者の職務代理者の資格要件が「当該選挙の選挙権を有するもの」から「選挙権を有する者」に
緩和された（公職選挙法施行令第４９条の７関係）。

（７）　期日前投票の投票時間の弾力的な設定等

[平成28年6月19日施行]

期日前投票所の開閉時間について、市町村の選挙管理委員会は開く時刻を、午前８時３０分から２時間以内の範囲内
において繰り上げ、また、閉じる時刻を午後８時から２時間以内の範囲内において繰り下げることができるものとされた（公
職選挙法第４８条の２第６項関係）。
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（１）　参議院議員選挙

投票区 投 票 所 所 在 地 投票区 投 票 所 所 在 地

1 板橋第四小学校　体育館 板橋四丁目９番13号 32 小豆沢体育館　１階ロビー 小豆沢三丁目１番１号

2 板橋第二小学校　体育館 板橋二丁目52番１号 33 志村小学校　特別支援教室 志村二丁目16番３号

3 金沢小学校　体育館 加賀二丁目２番１号 34 志村第四中学校　昇降口 志村三丁目15番１号

4 板橋第一小学校　多目的ホール 氷川町13番１号 35 中台中学校　多目的室 中台一丁目56番23号

5 板橋第一中学校　体育館 大山東町50番１号 36 若木小学校　体育館 若木一丁目14番１号

6 板橋第七小学校　昇降口 大山金井町31番１号 37 志村第五小学校　体育館 西台三丁目38番23号

7 板橋第五小学校　ランチルーム 中丸町19番１号 38 志村坂下小学校　多目的室 相生町26番14号

8 板橋第六小学校　第三昇降口 大山町13番１号 39 志村第三中学校　屋内運動場 坂下二丁目21番１号

9 板橋第二中学校　体育館 幸町26番１号 40 蓮根小学校　体育館 蓮根三丁目10番1号

10 赤塚新町小学校　音楽室 赤塚新町三丁目31番1号 41 舟渡小学校　マルチルーム 舟渡三丁目６番15号

11 中根橋小学校　多目的ホール 栄町14番１号 42 徳丸小学校　校舎１階多目的スペース 徳丸一丁目21番１号

12 弥生小学校　ランチルーム 弥生町19番１号 43 北野小学校　昇降口(1年生教室前廊下) 徳丸三丁目23番１号

13 板橋第十小学校　図書室 大谷口上町43番１号 44 紅梅小学校　1年4組教室 徳丸八丁目10番１号

14 大谷口小学校　体育館 大谷口北町21番１号 45 赤塚第一中学校　体育館ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 徳丸四丁目13番１号

15 向原ホール　第１洋室 向原一丁目18番17号 46 下赤塚小学校　体育館 赤塚六丁目14番１号

16 上板橋第二中学校　武道場 小茂根一丁目２番１号 47 赤塚第三中学校　北校舎図書室 赤塚七丁目27番15号

17 加賀小学校　ﾏﾙﾁﾊﾟｰﾊﾟｽﾙｰﾑ 稲荷台23番１号 48 赤塚支所　支所ギャラリー 赤塚六丁目38番１号

18 富士見地域ｾﾝﾀｰ　ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾎｰﾙ 富士見町３番１号 49 成増小学校　体育館 成増一丁目11番１号

19 板橋第八小学校　ランチルーム 双葉町42番１号 50 成増ヶ丘小学校　体育館 成増三丁目17番７号

20 常盤台小学校　正門昇降口 常盤台一丁目６番１号 51 三園小学校　体育館棟１階 三園一丁目24番１号

21 上板橋第一中学校　5-Ｄ教室 南常盤台一丁目１番１号 52 高島第六小学校　体育館 高島平一丁目50番１号

22 上板橋小学校　ランチルーム 東山町47番３号 53 高島第二小学校　ランチルーム（コスモス） 高島平二丁目25番１号

23 桜川中学校　ランチルーム 桜川一丁目２番１号 54 高島第二中学校　体育館 高島平二丁目24番１号

24 上板橋第四小学校　1-2教室 上板橋一丁目３番１号 55 高島第五小学校　体育館 高島平三丁目11番１号

25 上板橋第三中学校　西側昇降口 常盤台三丁目30番１号 56 高島第一小学校　体育館 高島平七丁目24番１号

26 志村第三小学校　体育館 清水町83番１号 57 高島平福祉園分場　作業室 高島平九丁目１番8-201号

27 志村第一小学校　体育館 泉町17番１号 58 北前野小学校　１年２組教室 前野町五丁目44番３号

28 富士見台小学校　ランチルーム 前野町一丁目10番１号 59 緑小学校　体育館 中台三丁目27番１号

29 前野小学校　新校舎図書室 前野町六丁目40番１号 60 高島第三中学校　体育館 高島平四丁目22番１号

30 志村第二小学校　体育館 志村一丁目７番１号 61 新河岸小学校　体育館 新河岸一丁目３番１号

31 志村第二中学校　格技場 小豆沢一丁目20番24号 62 志村第五中学校　図書室 坂下二丁目１番20号

４ 投票所一覧
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 （２）　東京都知事選挙

投票区 投 票 所 所 在 地 投票区 投 票 所 所 在 地

1 板橋第四小学校　体育館 板橋四丁目９番13号 32 小豆沢体育館　１階ロビー 小豆沢三丁目１番１号

2 板橋第二小学校　体育館 板橋二丁目52番１号 33 志村小学校　特別支援教室 志村二丁目16番３号

3 金沢小学校　体育館 加賀二丁目２番１号 34 志村第四中学校　昇降口 志村三丁目15番１号

4 板橋第一小学校　多目的ホール 氷川町13番１号 35 中台中学校　多目的室 中台一丁目56番23号

5 板橋第一中学校　体育館 大山東町50番１号 36 若木小学校　体育館 若木一丁目14番１号

6 板橋第七小学校　昇降口 大山金井町31番１号 37 志村第五小学校　体育館 西台三丁目38番23号

7 板橋第五小学校　ランチルーム 中丸町19番１号 38 志村坂下小学校　多目的室 相生町26番14号

8 板橋第六小学校　第三昇降口 大山町13番１号 39 志村第三中学校　屋内運動場 坂下二丁目21番１号

9 板橋第二中学校　体育館 幸町26番１号 40 蓮根小学校　ランチルーム 蓮根三丁目10番1号

10 赤塚新町小学校　音楽室 赤塚新町三丁目31番1号 41 舟渡小学校　マルチルーム 舟渡三丁目６番15号

11 中根橋小学校　多目的ホール 栄町14番１号 42 徳丸小学校　校舎１階多目的スペース 徳丸一丁目21番１号

12 弥生小学校　ランチルーム 弥生町19番１号 43 北野小学校　昇降口(1年生教室前廊下) 徳丸三丁目23番１号

13 板橋第十小学校　図書室 大谷口上町43番１号 44 紅梅小学校　１年４組教室 徳丸八丁目10番１号

14 大谷口小学校　体育館 大谷口北町21番１号 45 赤塚第一中学校　体育館ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 徳丸四丁目13番１号

15 向原ホール　第１洋室 向原一丁目18番17号 46 下赤塚小学校　体育館 赤塚六丁目14番１号

16 上板橋第二中学校　武道場 小茂根一丁目２番１号 47 赤塚第三中学校　北校舎図書室 赤塚七丁目27番15号

17 加賀小学校　マルチパーパスルーム 稲荷台23番１号 48 赤塚支所　支所ギャラリー 赤塚六丁目38番１号

18 富士見地域センター　レクリエーションホール 富士見町３番１号 49 成増小学校　体育館 成増一丁目11番１号

19 板橋第八小学校　ランチルーム 双葉町42番１号 50 成増ヶ丘小学校　体育館 成増三丁目17番７号

20 常盤台小学校　正門昇降口 常盤台一丁目６番１号 51 三園小学校　体育館棟1階 三園一丁目24番１号

21 上板橋第一中学校　５－Ｄ教室 南常盤台一丁目１番１号 52 高島第六小学校　1-2教室 高島平一丁目50番１号

22 上板橋小学校　ランチルーム 東山町47番３号 53 高島第二小学校　ランチルーム（コスモス） 高島平二丁目25番１号

23 桜川中学校　ランチルーム 桜川一丁目２番１号 54 高島第二中学校　体育館 高島平二丁目24番１号

24 上板橋第四小学校　仮保健室 上板橋一丁目３番１号 55 高島第五小学校　生活科室 高島平三丁目11番１号

25 上板橋第三中学校　西側昇降口 常盤台三丁目30番１号 56 高島第一小学校　昇降口 高島平七丁目24番１号

26 志村第三小学校　あいキッズルーム 清水町83番１号 57 高島平福祉園分場　作業室 高島平九丁目１番8-201号

27 志村第一小学校　体育館 泉町17番１号 58 北前野小学校　2-1教室 前野町五丁目44番３号

28 富士見台小学校　ランチルーム 前野町一丁目10番１号 59 緑小学校　体育館 中台三丁目27番１号

29 前野小学校　新校舎図書室 前野町六丁目40番１号 60 高島第三中学校　体育館 高島平四丁目22番１号

30 志村第二小学校　西昇降口 志村一丁目７番１号 61 新河岸小学校　あいキッズルーム 新河岸一丁目３番１号

31 志村第二中学校　格技場 小豆沢一丁目20番24号 62 志村第五中学校　図書室 坂下二丁目１番20号
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1 板橋第四小 板橋一丁目  全　部 27 志村第一小 泉町  全　部 44 紅梅小 徳丸八丁目  全　部
板橋三丁目  30～43 宮本町  全　部 四葉一丁目  19～31
板橋四丁目  全　部 28 富士見台小 前野町一丁目  全　部 四葉二丁目  全　部

2 板橋第二小 板橋二丁目  全　部 前野町二丁目  1～13 45 赤塚第一中 徳丸四丁目  全　部
板橋三丁目  1～29  31～39 四葉一丁目  1～18

3 金沢小 板橋三丁目  44～65 前野町三丁目  1～11 赤塚一丁目  全　部
加賀一丁目  全　部  32～37 赤塚新町一丁目  1～20
加賀二丁目  全　部 29 前野小 前野町二丁目  14～30 46 下赤塚小 赤塚二丁目  全　部
仲宿  1～49  40～48 赤塚六丁目  1～17

4 板橋第一小 仲宿  50～65 前野町三丁目  12～31  32～35
氷川町  全　部  38～45 赤塚新町一丁目  21～26

5 板橋第一中 大山東町  全　部 前野町四丁目  1～９ 赤塚新町二丁目  全　部
栄町  35～36 前野町五丁目  1～６ 47 赤塚第三中 赤塚七丁目  全　部

6 板橋第七小 大山金井町  全　部  14～15 赤塚八丁目  全　部
熊野町  全　部  31～32 大門  全　部

7 板橋第五小 中丸町  全　部 前野町六丁目  全　部 48 赤塚支所 赤塚三丁目  1～33
南町  全　部 30 志村第二小 大原町  全　部 赤塚五丁目  全　部

8 板橋第六小 大山町  全　部 志村一丁目  1～26 赤塚六丁目  18～31
9 板橋第二中 幸町  全　部  34～35  36～40

大山西町  全　部 前野町三丁目  46～53 49 成増小 赤塚新町三丁目  17～28
10 赤塚新町小 赤塚新町三丁目  １～16 前野町四丁目  59～63  30

 29 31 志村第二中 蓮沼町  35～83 成増一丁目  全　部
 31～36 小豆沢一丁目  全　部 成増二丁目  全　部

11 中根橋小 栄町  1～34 小豆沢二丁目  1～16 50 成増ヶ丘小 赤塚三丁目  34～41
中板橋  全　部 32 小豆沢体育館 小豆沢二丁目  17～36 赤塚四丁目  1～26

12 弥生小 仲町  全　部 小豆沢三丁目  全　部 成増三丁目  全　部
弥生町  全　部 小豆沢四丁目  全　部 成増四丁目  1～31

13 板橋第十小 大谷口上町  全　部 東坂下一丁目  全　部 成増五丁目  1～15
大谷口一・二丁目  全　部 33 志村小 志村一丁目  27～33 51 三園小 赤塚四丁目  27～39

14 大谷口小 大谷口北町  全　部 志村二丁目  全　部 成増四丁目  32～40
15 向原ホール 向原一丁目  全　部 34 志村第四中 志村三丁目  全　部 成増五丁目  16～24

向原二丁目  全　部 坂下一丁目  1～26・28 三園一丁目  全　部
向原三丁目  全　部 35 中台中 中台一丁目  全　部 三園二丁目  全　部

16 上板橋第二中 小茂根一丁目  全　部 中台二丁目  1～24 52 高島第六小 高島平一丁目  全　部
小茂根二丁目  全　部  34～42 53 高島第二小 高島平二丁目  1～５
小茂根三丁目  全　部 中台三丁目  1～20  10～18
小茂根四丁目  全　部 36 若木小 若木一丁目  全　部  25～31

 小茂根五丁目  全　部 若木二丁目  全　部 54 高島第二中 高島平二丁目  6～9
17 加賀小 稲荷台  全　部 若木三丁目  全　部  19～24

本町  全　部 37 志村第五小 西台一丁目  全　部  32～34
18 富士見地域ｾﾝﾀｰ 富士見町  全　部 西台二丁目  全　部 55 高島第五小 高島平三丁目  全　部

大和町  17～24 西台三丁目  全　部 56 高島第一小 高島平六丁目  全　部
19 板橋第八小 双葉町  全　部 徳丸六丁目  1・9 高島平七丁目  全　部

大和町  1～16 38 志村坂下小 相生町  全　部 高島平八丁目  全　部
 25～50 蓮根一丁目  全　部 新河岸三丁目  全　部

20 常盤台小 常盤台一丁目  全　部 蓮根二丁目  1～8 57 高島平福祉園分場 高島平九丁目  全　部
常盤台二丁目  全　部 39 志村第三中 坂下一丁目  34～41 58 北前野小 前野町四丁目  10～58

21 上板橋第一中 南常盤台一丁目  全　部 坂下二丁目  3～33 前野町五丁目  7～13
南常盤台二丁目  全　部 坂下三丁目  6・8～19  16～30

22 上板橋小 東山町  全　部  25～33  33～56
東新町一丁目  21～53  36～37 59 緑小 中台二丁目  25～33
東新町二丁目  1～27 40 蓮根小 蓮根二丁目  9～31  43～44

 36～60 蓮根三丁目  全　部 中台三丁目  21～27
23 桜川中 桜川一丁目  全　部 41 舟渡小 舟渡一丁目  全　部 60 高島第三中 高島平四丁目  全　部

桜川二丁目  全　部 舟渡二丁目  全　部 高島平五丁目  全　部
桜川三丁目  全　部 舟渡三丁目  全　部 61 新河岸小 新河岸一丁目  全　部
東新町二丁目  28～35 舟渡四丁目  全　部 新河岸二丁目  全　部

24 上板橋第四小 東新町一丁目  1～20 42 徳丸小 西台四丁目  全　部 62 志村第五中 坂下一丁目  27
上板橋一丁目  全　部 徳丸一丁目  全　部  29～33
上板橋二丁目  全　部 43 北野小 徳丸二丁目  全　部 坂下二丁目  1～2
上板橋三丁目  全　部 徳丸三丁目  全　部 坂下三丁目  １～5・7

25 上板橋第三中 常盤台三丁目  全　部 44 紅梅小 徳丸五丁目  全　部  20～24
常盤台四丁目  全　部 徳丸六丁目  2～8  34～35

26 志村第三小 清水町  全　部 徳丸六丁目  10～55 東坂下二丁目  全　部
蓮沼町  1～34 徳丸七丁目  全　部

投 票 区 域 投票区地番投票区 投　票　所 投 票 区 域 投票区地番 投票区 投　票　所

５　投票区域

　(１)投票区別

投票区 投　票　所 投 票 区 域 投票区地番
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町 丁 目 名 番 地 投票区 町 丁 目 名 番 地 投票区 町 丁 目 名 番 地 投票区

坂下一丁目 34～41   39 成増四丁目 1～31   50

相生町 全　　部   38 坂下二丁目 1～2   62 32～40   51

赤塚一丁目 全　　部   45 3～33   39 成増五丁目 1～15   50

赤塚二丁目 全　　部   46 坂下三丁目 1～5･7･20～24･34～35   62 16～24   51

赤塚三丁目 1～33   48 6･8～19･25～33･36～37   39 西台一～三丁目 全　　部   37

34～41   50 桜川一～三丁目 全　  部   23 西台四丁目 全　　部   42

赤塚四丁目 1～26   50 清水町 全　　部   26 は　　　　行 

27～39   51 志村一丁目 1～26・34～35   30 蓮沼町 1～34   26

赤塚五丁目 全　　部   48 27～33   33 35～83   31

赤塚六丁目 1～17・32～35   46 志村二丁目 全　　部   33 蓮根一丁目 全　　部   38

18～31・36～40   48 志村三丁目 全　　部   34 蓮根二丁目 1～8   38

赤塚七・八丁目 全　　部   47 新河岸一～二丁目 全　　部   61 9～31   40

赤塚新町一丁目 1～20   45 新河岸三丁目 全　　部   56 蓮根三丁目 全　　部   40

21～26   46 東坂下一丁目 全　　部   32

赤塚新町二丁目 全　　部   46 大門 全　　部 47 東坂下二丁目 全　　部   62

赤塚新町三丁目 1～16・29・31～36 10 高島平一丁目 全　　部   52 東山町 全　　部   22

17～28・30   49 高島平二丁目 1～5･10～18･25～31   53 氷川町 全　　部   ４

小豆沢一丁目 全　　部   31 6～9･19～24･32～34   54 富士見町 全　　部   18

小豆沢二丁目 1～16   31 高島平三丁目 全　　部   55 双葉町 全　　部   19

17～36   32 高島平四～五丁目 全　　部   60 舟渡一～四丁目 全　　部   41

小豆沢三・四丁目 全　　部   32 高島平六～八丁目 全　　部   56 本町 全　　部   17

泉町 全　　部   27 高島平九丁目 全　　部   57 ま・や・わ行 

板橋一丁目 全　　部   １ 東新町一丁目 1～20   24 前野町一丁目 全　　部   28

板橋二丁目 全　　部   ２ 21～53   22 前野町二丁目 1～13・31～39   28

板橋三丁目 1～29   ２ 東新町二丁目 1～27・36～60   22 14～30・40～48   29

30～43   １ 28～35   23 前野町三丁目 1～11・32～37   28

44～65   ３ 常盤台一～二丁目 全　　部   20 12～31・38～45   29

板橋四丁目 全　　部   １ 常盤台三～四丁目 全　　部   25 46～53   30

稲荷台 全　　部 17 徳丸一丁目 全　　部   42 前野町四丁目 1～9   29

大原町 全　　部   30 徳丸二～三丁目 全　　部   43 10～58   58

大谷口一～二丁目 全　　部   13 徳丸四丁目 全　　部   45 59～63   30

大谷口上町 全　　部   13 徳丸五丁目 全　　部   44 前野町五丁目 1～6･14～15･31～32   29

大谷口北町 全　　部   14 徳丸六丁目 1・9   37 7～13･16～30･33～56   58

大山町 全　　部   ８ 2～8・10～55   44 前野町六丁目 全　　部   29

大山金井町 全　　部   ６ 徳丸七～八丁目 全　　部   44 三園一～二丁目 全　　部   51

大山西町 全　　部   ９ 南町 全　　部   ７

大山東町 全　　部   ５ 中板橋 全　　部   11 南常盤台一～二丁目 全　　部   21

中台一丁目 全　　部   35 宮本町 全　　部   27

加賀一～二丁目 全　　部   ３ 中台二丁目 1～24・34～42   35 向原一～三丁目 全　　部   15

上板橋一～三丁目 全　　部   24 25～33・43～44   59 大和町 1～16・25～50   19

熊野町 全　　部   ６ 中台三丁目 1～20   35 17～24   18

小茂根一～五丁目 全　　部   16 21～27   59 弥生町 全　　部   12

仲町 全　　部   12 四葉一丁目 1～18   45

幸町 全　　部   ９ 中丸町 全　　部   ７ 19～31   44

栄町 1～34   11 仲宿 1～49   ３ 四葉二丁目 全　　部   44

35～36   ５ 50～65   ４ 若木一～三丁目 全　　部   36

坂下一丁目 1～26・28   34 成増一～二丁目 全　　部   49

27・29～33   62 成増三丁目 全　　部   50

さ　　　　行 

　(２)町丁目別

あ　　　　行 

た　　　　行 

な　　　　行 

か　　　　行 
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