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Ⅰ　総　　括

１　 選挙執行日程

月 日 曜 事               項

10 26 日 候補者等の政治活動用ポスター掲示の禁止（区長10/26～4/26、区議10/30～4/26）

11 27 木 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律　公布・施行

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令　公布・施行

1 26 月 後援団体（資金管理団体を除く）に関する寄附の禁止（1/26～4/26）

2 10 火 板橋区選挙ポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例施行規程の一部改正

板橋区議会議員選挙・板橋区長選挙の執行計画決定

12 木 立候補予定者説明会

25 水 選挙人名簿の縦覧場所の告示（定時登録）

3 2 月 3月定時登録

当日投票所の投票事務従事者（総括・庶務担当）の委嘱

12 木 郵便局との打合せ

16 月 立候補届出書類・選挙公報掲載原稿等の事前審査（～3/27）

18 水 警察（投票・開票）警戒打合せ

本部職員の委嘱

開票事務従事者（開披点検係以外）の委嘱

23 月 指定施設等との不在者投票打合せ

29 日 21区共同啓発動画投稿（YouTube）

30 月 従事者の委嘱

当日投票所の投票管理者及び同職務代理者の選任

当日投票所の投票立会人の選任

期日前投票所の投票管理者及び同職務代理者の選任

期日前投票所の投票立会人の選任

4 3 金 選挙人名簿の移替え期限

6 月 ケーブルテレビ（J:COM）取材

7 火 期日前投票事務従事者説明会

8 水 当日投票事務打合せ会

9 木 ポスター掲示場の設置（～4/16）

不在者投票の告示日前発送（議決）

従事者の委嘱（変更）

11 土 広報「いたばし」掲載（板橋区議会議員・区長選挙）

14 火 各期日前投票所設営開始（～4/17）

平成26年

平成27年
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月 日 曜 事               項

4 15 水 「投票所のお知らせ」郵便局持ち込み　（4/16～4/18で配達）

16 木 選挙人名簿の縦覧場所の告示

17 金 各地区別街頭啓発（～4/24）

18 土 選挙時登録

直接請求に必要な署名数の告示

当日投票所の投票管理者の選任（変更）

当日投票所の投票立会人の選任（変更）

期日前投票所の投票管理者の選任（変更）

ポスター掲示場設置場所の告示

広報「いたばし」掲載（期日前投票のお知らせ）

19 日 告示日

立候補受付

板橋区長選挙における確認団体申請受付

個人演説会等開催申出受付開始

選挙人名簿縦覧日

選挙公報掲載順序のくじ、氏名等掲示の掲載順序を定めるくじ

選挙期日の告示

投票所の告示

投票管理者及び同職務代理者の選任告示

開票の場所・日時の告示

選挙長及び同職務代理者の選任告示

開票事務を選挙会事務に併せて行う告示並びに選挙会の場所及び日時の告示

期日前投票所の告示

期日前投票管理者及び同職務代理者の選任告示

候補者の選挙運動に関する支出制限額の告示

候補者届の告示

選挙立会人を定めるくじを行う場所及び日時の告示

20 月 期日前投票開始（区役所ほか12ヶ所）

不在者投票開始

投票所資器材搬入

21 火 「選挙公報」各戸配付（～4/23）・補完施設に送致

公営施設使用の個人演説会等の開始

22 水 開票物資搬入
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月 日 曜 事               項

4 22 水 郵便等による不在者投票用紙等請求期限（～17：00）

重点地区街頭啓発宣伝（富士見地区）

23 木 選挙立会人届出期限（～17：00）

選挙立会人くじの実施、選挙立会人の決定

24 金 選挙立会人打合せ会

25 土 選挙人名簿抄本製本

投票所設営（全62投票所）

開票所設営開始（板橋区立上板橋体育館）

期日前投票所最終日

広報「いたばし」掲載（投票のお知らせ）

26 日 投票日・開票日

期日前投票所撤去

投票所撤去

27 月 当選人の告示

当選告知書・当選証書の付与

選挙運動費用収支報告書・公費負担提出受付開始

ポスター掲示場撤去（～4/30）

投票所資器材回収（～4/30）

開票所撤去・物資撤収

5 10 日 選挙の効力に関する異議申出期限

11 月 選挙運動費用収支報告書提出期限

当選の効力に関する異議申出期限

12 火 供託書返還開始
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２　　当該選挙に関連する法改正等

３　　選挙期日等

４　　定数等

 　 

５　　投票用紙等の色

板橋区選挙ポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例施行規則の一部改正

[板橋区選挙ポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例施行規則第4条]　平成27年2月10日

　ポスター掲示場の区画番号は「右上から縦」に順次付することとなっていたが、東京都選挙執行

規程と同様に、使用予定の順に縦・横いずれの方向にも区画番号を表示できるものとした。

投 票 時 間 午前7時から午後8時まで

板橋区議会議員選挙及び板橋区長選挙

告 示 日 平成27年4月19日（日）

立 候 補 受 付
平成27年4月19日（日）

午前8時30分から午後5時まで

選 挙 運 動 期 間
平成27年4月19日（日）　から

平成27年4月25日（土）　まで

投 票 ・ 開 票 日 平成27年4月26日（日）　

登 録 の 移 替 期 限 平成27年4月3日（金）

開 票 開 始 時 間 午後8時50分

登 録 基 準 日 ・ 登 録 日 平成27年4月18日（土）

縦 覧 日 平成27年4月19日（日）

選
挙
時
登
録

年 齢 要 件 平成7年4月27日までに出生した者

住 所 要 件
平成27年1月18日（日）までに住民基本台帳による転入届出をし、
引き続き平成27年4月18日（土）まで板橋区に住所を有する者

供 託 金

4年

46名

30万円

1名

100万円

黄
( び わ )

区議 オ レ ン ジ 桃

板橋区議会議員選挙 板橋区長選挙

り ん ど う
( パ ー プ ル )

投 票 用 紙 不在者投票用外封筒
郵 便 投 票 用 外 封 筒
（ 代 理 記 載 用 ）

区長 白 水

定 数

任 期
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７　　投票所の変更　

(1)　当日投票所

変更なし

(2)　期日前投票所

変更なし

８　　投票所に使用した施設

９　　投票所入口における身体障がい者対策の状況

１０　座位記載台等の設置状況

郵便局持ち込み日

平成27年4月15日

配送日

平成27年4月16～18日

発送単位

世帯発送件数

270,257

発送形態

封書

439,321

11

郵送と使送

郵送分

使送分

６　　投票所のお知らせ発送状況

発送方法 発送した選挙人数発送日

62

当日投票所 期日前投票所

0

0

14

1413 66

0 0 7

設置した投票所数 設置数

期日前投票所

13

当日投票所

71座位記載台

車椅子

62

期日前
投票所数

入口に段差のあるもの

0

70

36

入口と同一フロアにないもの

0

人的介助 その他 措置なし

00 7

0

0

0

0

0

0

合計

当日
投票所数

既設スロープ
あり

小計

034 0 2

簡易スロープ
設置

昇降機あり 人的介助 その他 措置なし小計

36

当日投票所

期日前投票所

0 2

1

区役所 支所等

1

左記以外の
公共施設

その他 合計
学校

体育館
（学校以外）

集会施設

地方公共団体の管理する施設

0 62

7 0

57 1 1

0 2 3 0 13
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１１　投票所一覧
 

投票区 所 在 地 投票区 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 体育館集会室 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 体育館 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 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 体育館下 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

投票所 投票所

- 6 -



1 板橋第四小 板橋一丁目  全　部 26 志村第三小 蓮沼町  1～34 44 紅梅小 徳丸八丁目  全　部
板橋三丁目  30～43 27 志村第一小 泉町  全　部 四葉一丁目  19～31
板橋四丁目  全　部 宮本町  全　部 四葉二丁目  全　部

2 板橋第二小 板橋二丁目  全　部 28 富士見台小 前野町一丁目  全　部 45 赤塚第一中 徳丸四丁目  全　部
板橋三丁目  1～29 前野町二丁目  1～13 四葉一丁目  1～18

3 金沢小 板橋三丁目  44～65  31～39 赤塚一丁目  全　部
加賀一丁目  全　部 前野町三丁目  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
 全　部 33 志村小 志村一丁目  27～33 51 三園小 赤塚四丁目  27～39

大谷口二丁目  全　部 志村二丁目  全　部 成増四丁目  32～40
14 大谷口小 大谷口北町  全　部 34 志村第四中 志村三丁目  全　部 成増五丁目  16～24
15 向原ホール 向原一丁目  全　部 坂下一丁目  1～26・28 三園一丁目  全　部

向原二丁目  全　部 35 中台中 中台一丁目  全　部 三園二丁目  全　部
向原三丁目  全　部 中台二丁目  1～24 52 高島第六小 高島平一丁目  全　部

16 上板橋第二中 小茂根一丁目  全　部  34～42 53 高島第二小 高島平二丁目  1～５
小茂根二丁目  全　部 中台三丁目  1～20  10～18
小茂根三丁目  全　部 36 若木小 若木一丁目  全　部  25～31
小茂根四丁目  全　部 若木二丁目  全　部 54 高島第二中 高島平二丁目  6～9

 小茂根五丁目  全　部 若木三丁目  全　部  19～24
17 加賀小 稲荷台  全　部 37 志村第五小 西台一丁目  全　部  32～34

本町  全　部 西台二丁目  全　部 55 高島第五小 高島平三丁目  全　部
18 富士見地域ｾﾝﾀｰ 富士見町  全　部 西台三丁目  全　部 56 高島第一小 高島平六丁目  全　部

大和町  17～24 徳丸六丁目  1・9 高島平七丁目  全　部
19 板橋第八小 双葉町  全　部 38 志村坂下小 相生町  全　部 高島平八丁目  全　部

大和町  1～16 蓮根一丁目  全　部 新河岸三丁目  全　部
 25～50 蓮根二丁目  1～8 57 高島平福祉園分場 高島平九丁目  全　部

20 常盤台小 常盤台一丁目  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
常盤台二丁目  全　部 坂下二丁目  3～33 前野町五丁目  7～13

21 上板橋第一中 南常盤台一丁目  全　部 坂下三丁目  6・8～19  16～30
南常盤台二丁目  全　部  25～33  33～56

22 上板橋小 東山町  全　部  36～37 59 緑小 中台二丁目  25～33
東新町一丁目  21～53 40 蓮根小 蓮根二丁目  9～31  43～44
東新町二丁目  1～27 蓮根三丁目  全　部 中台三丁目  21～27

 36～60 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
23 桜川中 桜川一丁目  全　部 舟渡二丁目  全　部 高島平五丁目  全　部

桜川二丁目  全　部 舟渡三丁目  全　部 61 新河岸小 新河岸一丁目  全　部
桜川三丁目  全　部 舟渡四丁目  全　部 新河岸二丁目  全　部
東新町二丁目  28～35 42 徳丸小 西台四丁目  全　部 62 志村第五中 坂下一丁目  27

24 上板橋第四小 東新町一丁目  1～20 徳丸一丁目  全　部  29～33
上板橋一丁目  全　部 43 北野小 徳丸二丁目  全　部 坂下二丁目  1～2
上板橋二丁目  全　部 徳丸三丁目  全　部 坂下三丁目  １～5・7
上板橋三丁目  全　部 44 紅梅小 徳丸五丁目  全　部  20～24

25 上板橋第三中 常盤台三丁目  全　部 徳丸六丁目  2～8  34～35
常盤台四丁目  全　部 徳丸六丁目  10～55 東坂下二丁目  全　部

26 志村第三小 清水町  全　部 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

１２　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

な　　　　行 

か　　　　行 

さ　　　　行 

あ　　　　行 

　(２)町丁目別

た　　　　行 
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 所　在　地

1 板橋区役所 板橋２－６６－１

2 仲町ふれあいセンター 仲町２０－５

3 富士見地域センター 富士見町３－１

4 大谷口地域センター 大谷口２－１２－５

5 教育科学館 常盤台４－１４－１

6 志村坂上地域センター 小豆沢２－１９－１５

7 志村健康福祉センター 蓮根２－５－５

8 舟渡ホール 舟渡１－１４－５

9 エコポリスセンター 前野町４－６－１

10 赤塚支所 赤塚６－３８－１

11 成増アクトホール 成増３－１１－３

12 きたのホール 徳丸２－１２－１２

13 高島平地域センター 高島平３－１２－２８

期　日　前　投　票　所

１３　期日前投票所一覧

１４　期日前投票期間

投　票　時　間

南館２階人材育成センター

２階コミュニティコーナー

１階レクリエーションホール

１階コミュニティコーナー

２階研修室

３階和室Ｂ

１階ロビー

１階第１洋室

投　票　期　間

４月２０日（月）～４月２５日（土） 午前8：30～午後8：00

２階環境学習室

１階支所ギャラリー

５階第１洋室

２階多目的ホール

１階第１洋室
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１５　投票所の投票管理者・投票立会人年代別統計

　（１）投票管理者

年代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 計 最年長 最年少 平均
男 0 0 0 2 8 25 11 46 86歳 51歳 74歳
女 0 0 1 2 2 9 2 16 85歳 49歳 70歳

合計 0 0 1 4 10 34 13 62 73歳

　（２）投票立会人

年代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 計 最年長 最年少 平均
男 4 0 1 5 26 37 13 86 85歳 20歳 69歳
女 5 1 5 15 31 36 7 100 86歳 20歳 65歳

合計 9 1 6 20 57 73 20 186 67歳
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１６　期日前投票所の投票管理者・投票立会人年代別統計

　（１）投票管理者

年代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 計 最年長 最年少 平均
男 0 0 1 0 10 16 10 37 85歳 47歳 74歳
女 0 0 2 4 16 19 0 41 78歳 43歳 67歳

合計 0 0 3 4 26 35 10 78 70歳
※延べ人数

　（２）投票立会人

年代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 計 最年長 最年少 平均
男 1 0 1 1 9 26 5 43 87歳 21歳 71歳
女 0 0 5 21 56 82 6 170 82歳 47歳 67歳

合計 1 0 6 22 65 108 11 213 68歳
※延べ人数（交替した者含む）
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平成27年4月26日現在

№ 不 在 者 投 票 指 定 施 設 所在地

1 公益財団法人愛世会 愛誠病院 加賀1-3-1

2 帝京大学医学部附属病院 加賀2-11-1

3 医療法人社団桃栄会　木村牧角病院 中丸町21-3

4 公益財団法人東京都保健医療公社　豊島病院 栄町33-1

5 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 栄町35-2

6 医療法人社団　昭成会　田﨑病院 大山西町5-3

7 医療法人財団　同潤会　富士見病院 大和町14-16

8 日本大学医学部付属　板橋病院 大谷口上町30-1

9 医療法人社団　博鳳会　敬愛病院 向原3-10-23

10 財団法人　精神医学研究所附属　東京武蔵野病院 小茂根4-11-11

11 医療法人財団　朔望会　常盤台外科病院 常盤台2-25-20

12 飯沼病院 常盤台2-33-15

13 医療法人社団　明芳会　イムス記念病院 常盤台4-25-5

14 医療法人社団　和好会　金子病院 南常盤台1-15-14

15 医療法人社団　誠志会　誠志会病院 坂下1-40-2

16 医療法人財団　健康文化会　小豆沢病院 小豆沢1-6-8

17 医療法人社団　明芳会　板橋中央総合病院 小豆沢2-12-7

18 医療法人社団　明芳会　イムス板橋リハビリテーション病院 小豆沢3-11-1

19 医療法人社団　慈誠会　慈誠会記念病院 西台3-11-3

20 医療法人社団　慈誠会　慈誠会若木原病院 若木1-24-17

21 医療法人社団　慈誠会　慈誠会前野病院 前野町6-38-3

22 医療法人社団　翠会　成増厚生病院 三園1-19-1

23 医療法人社団　叡宥会　安田病院 成増1-13-9

24 医療法人社団　正風会　小林病院 成増3-10-8

25 医療法人社団　慈誠会　慈誠会成増病院　 成増3-39-5

26 医療法人社団　慈誠会　慈誠会徳丸リハビリテーション病院 徳丸2-8-20

27 医療法人社団　慈誠会　東武練馬中央病院 徳丸3-19-1

28 医療法人社団　健育会　竹川病院 桜川2-19-1

29 医療法人社団　明芳会　高島平中央総合病院 高島平1-73-1

30 板橋区医師会病院　 高島平3-12-6

31 医療法人社団　田島厚生会　舟渡病院　 舟渡2-19-12

32 医療法人社団　慈誠会　上板橋病院 常盤台4-36-9

33 医療法人社団　慈誠会　浮間舟渡病院 舟渡1-17-1

34 常盤台病院 前野町6-58-1

35 医療法人社団　美誠会　板橋宮本病院 宮本町51-15

36 医療法人財団　明理会　東京腎泌尿器センター大和病院 本町36-3

37 公益財団法人　愛世会　介護老人保健施設　シルバーピア加賀 加賀1-3-1

38 医療法人財団　健康文化会　介護老人保健施設　志村さつき苑 坂下3-7-6

39 医療法人社団　翠会　介護老人保健施設　蓮根ひまわり苑 蓮根3-25-4

40 医療法人社団　明芳会　介護老人保健施設　板橋ロイヤルケアセンタ― 前野町3-46-3

１７　不在者投票指定施設
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№ 不 在 者 投 票 指 定 施 設 所在地

41 医療法人財団　朔望会　介護老人保健施設　プリムローズ 前野町3-8-7

42 医療法人社団　慈誠会　介護老人保健施設　赤塚園 赤塚新町3-33-27

43 医療法人財団　朔望会　介護老人保健施設　エーデルワイス 四葉2-21-16

44 医療法人社団　慈誠会　介護老人保健施設　浮間舟渡園 舟渡1-17-1

45 医療法人社団　明芳会　介護老人保健施設　クローバーのさと　イムスケアカウピリ板橋 仲町1-4

46 社会福祉法人　寿栄会　特別養護老人ホーム　加賀さくらの杜 加賀2-1-1

47 特別養護老人ホーム　東京武蔵野ホーム 小茂根4-11-11

48 社会福祉法人　東京援護協会　特別養護老人ホーム　いずみの苑 東坂下2-2-22

49 社会福祉法人　信隆会　特別養護老人ホーム　若木ライフ 若木1-21-3

50 アイムス蓮根 蓮根3-14-10

51 シェモア西台　 蓮根3-23-10

52 社会福祉法人　至誠学舎東京　特別養護老人ホーム　みどりの苑 前野町5-9-3

53 社会福祉法人　四葉晃耀会　特別養護老人ホーム　ブルーポピー 大門8-14

54 応援家族成増　 成増3-5-3

55 社会福祉法人　みその福祉会　ケアタウン成増 成増4-14-18

56 社会福祉法人　翠生会　特別養護老人ホーム　音羽台レジデンス 成増4-33-1

57 社会福祉法人　北野会　特別養護老人ホーム　マイライフ徳丸 徳丸3-32-28

58 ニチイホーム板橋徳丸 徳丸4-19-10

59 浮間舟渡ロマンヒルズtwo東 舟渡1-17-15

60 特別養護老人ホーム　ケアポート板橋 舟渡3-4-8

61 特別養護老人ホーム　板橋の里　英智園 前野町3-45-7

62 レストヴィラ赤塚 赤塚新町2-7-16

63 レストヴィラ赤塚公園 大門7-5

64 レストヴィラ板橋蓮根 坂下3-5-2

65 社会福祉法人　相愛福祉会　特別養護老人ホーム　あずさわの里 小豆沢4-14-3

66 社会福祉法人　明東会　特別養護老人ホーム　クローバーのさと　イムスホームカウピリ板橋 仲町1-4
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※（　）内は代理記載用郵便等投票証明書の内数

※点字解読者は区職員の内数

１８　外部立会人

　（１）選任手続き

施設区分 合計数

病院・介護老人保健施設 0

市区町村の選挙管理委員会と指定病院等の不在者投
票管理者が連絡・調整を行った上で、不在者投票管理
者が外部立会人を選任する方法

○

外部立会人の職務を積極的に公務と位置づけるという観点から、現行の当日
投票又は期日前投票の投票立会人等への報酬支給条例などと同様に、所
要の条例などを整備した上で、市区町村の選挙管理委員会が名簿の中から
指定病院等ごとに個別に外部立会人を任命し、特別職の地方公務員と位置
づけた上で、指定病院等の不在者投票管理者が当該外部立会人を立ち会
わせる方法

　（２）名簿登載者数

外部立会人名簿登載者数 7

　（３）外部立会人を採用した指定病院等の数

区職員 区職員 その他従事者
投票管理者 投票立会人

本部従事者

132 697

期日前投票所
（実人数）

78 189 212 129

投票日当日の
投　票　所

62 186 12 27

341

526

計

495 11 2 518

区職員 その他従事者 点字解読者選挙種別 選挙長
選挙

立会人
選管書記

区長 3
1

10
12

区議

　（２）開票事務

老人ホーム 1

身体障がい者支援施設 0

その他 0

投票事務従事者

１９　郵便等投票証明書発行件数

郵便等投票証明書発行枚数 205（7）

２０　事務従事者数等

　（１）投票事務

計
選管書記
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