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Ⅴ 選挙公営等

１　選挙公報の配布

※

平成27年4月21日～平成27年4月23日

板橋区議会議員選挙　　ブランケット版　　（資料ページ参照）

板橋区長選挙　　　　　　 タブロイド版　　　 （資料ページ参照）

２ 公営ポスター掲示場

（１）設置箇所

（２）投票区規模別設置状況

※施行令１１１条

（３）利用状況

295,000

490

13 42

期日前投票所

18箇所

423 3

面積

法定設置数 8

合計

選挙人規模

91

各戸配布部数 配布数合計
特例配布（補完措置）

総数

施設数　37　　箇所

地域センター

区民事務所

合 計

部数     2,290

6箇所

13箇所

289,514

民 間 の 管 理 す る 施 設

掲示区画面数 候 補 者 数

62

公共施設等に備え付け 左記以外（不在者投票等）

63

公 園 ・ 緑 地

部数　3,196

7

１千人以上５千人未満 5千人以上1万人未満 １万人以上

学校・保育所
社会教育施設

国・地方公共団体の管理する施設（公社等を含む）

住 宅

４㎞²未満４㎞²未満
４㎞²～
８㎞²未満

８㎞²以上 ４㎞²未満 ４㎞²以上

108 9 9 9

54

社 会 教 育 施 設 道 路 ・ 河 川

32 67 1043171 177

そ の 他社 寺
学 校 ・ 保 育 所

そ の 他 合 計

各 戸 配 布 期 間

規 格

62

490

設 置 数

490

投票所数

掲示場の設置数 336

69

４㎞²以上

7
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10.14m

22 21 20 19 18 17 16 15 14 1

投票日中村 川口 おばた 南雲 大野 おの 松島 山内

7 6 5 4 3 213 12 11 10 9 8

竹内 はぎわら

とらあき まさとし 健太郎 由子 はるひこ たくや みちまさ えり

松崎 安井 しげの 長瀬 おなだか あまの高橋 大田 おおこうち かなざき 小林 坂本

愛 洋一

44 43 42 41 40 39 38 37

いたる 一郎 よしゆき 達也 勝 ひさしまさのり 伸一 守 文子 きみひこ あずまお

24 23

注意事項田中 成島 上杉 山田 きくた 中野 しがき

30 29 28 27 26 2536 35 34 33 32 31

渡辺 井上 大田

しゅんすけ ゆかり かずひろ たかゆき 順一 くにひこ 伸也

小山 しば 中妻 鈴木 なんば 松岡高沢 下村 佐藤 荒川 佐久間 わたなべ

義輝 温子 ひろし

66 65 64 63 62 61 60

ひろゆき 佳代子 じょうた こうすけ 英一 しげゆきかずもと めい としのぶ なお みどり ちづる

47 46 45
期日前
投票所
案　 内

中野 みね山

53 52 51 50 49 4859 58 57 56 55 54

小林

ともかず こうじ

いわい 杉田 小谷 間中 田中 いしだ橋本 田中 元山 五十嵐 小泉 石井

ゆうこう いさお よしゆき やす子 しんじ つとむ 桐子 ひろし ゆうじ

かいべ 佐々木 吉田

とも子 としたか 豊明 おとみ

2 1

りんぺい やすのり 圭一郎

投票日佐々木 坂本

健市 たけし

4 3

注意事項

1
.3

4
m

0
.9

m
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４
）
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投票区及び

掲示場番号
所　　在　　地 設　置　及　び　撤　去　場　所

1-1  板橋一丁目４番１３号先  下板橋駅前第１自転車駐車場塀

1-2  板橋一丁目１５番  リパーク板橋駅前第２駐車場

1-3  板橋一丁目１５番  JR板橋駅前ロータリー

1-4  板橋一丁目３９番１号  南板橋公園西側

1-5  板橋四丁目９番１３号  板橋第四小学校東側

1-6  板橋四丁目９番１３号  板橋第四小学校西門脇

1-7  板橋四丁目１４番１号  都立北園高校西側

1-8  板橋四丁目２５番１２号  東洋化学研究所塀

1-9  板橋四丁目４９番３号  板橋第五中学校北門脇

2-1  板橋二丁目４番  下板橋駅油庫・信号扱所裏金網

2-2  板橋二丁目２１番１号  かないくぼ保育園正門脇

2-3  板橋二丁目４２番１号  日本郵便株式会社板橋支店東側塀

2-4  板橋二丁目５２番１号  板橋第二小学校北側

2-5  板橋二丁目５２番１号  板橋第二小学校西門脇

2-6  板橋二丁目５２番３号  板橋第二公園入口脇

2-7  板橋二丁目６２番１号  四ツ又公園入口脇

2-8  板橋三丁目２８番６号  不動通り児童遊園入口脇

3-1  板橋三丁目５０番１号  東板橋公園東側

3-2  板橋三丁目５０番１号  東板橋公園西側

3-3  加賀一丁目９番１１号  加賀児童館入口脇

3-4  加賀一丁目１６番１号  加賀第二公園東側

3-5  加賀二丁目２番１号  金沢小学校西門脇

3-6  加賀二丁目２番１号  金沢小学校正門脇

3-7  加賀二丁目１９番  加賀中学校南側塀

3-8  仲宿２８番５号  文殊院横塀

3-9  仲宿４４番  仲宿ふれあい広場西側

4-1  仲宿５２番９号  都営仲宿母子アパート

4-2  氷川町１３番１号  板橋第一小学校南門脇

4-3  氷川町１３番１号  板橋第一小学校東側スロープ

4-4  氷川町２２番３号  板橋第三中学校正門脇

4-5  氷川町２２番３号  板橋第三中学校北側

4-6  氷川町２２番３号  板橋第三中学校東門脇

4-7  氷川町２３番３号  都営氷川町アパート塀

4-8  氷川町２４番２号  氷川児童館南側

5-1  大山東町８番７号  大山東児童館東側

5-2  大山東町２０番１号  大山駅北口改札口脇

5-3  大山東町１４番２号  大山東町児童遊園西側

5-4  大山東町５０番１号  板橋第一中学校北側

5-5  大山東町５０番１号  板橋第一中学校西側

5-6  栄町３５番１号  大山公園南側入口脇

5-7  栄町３５番１号  大山公園東側入口脇

　　（５）設置場所一覧
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投票区及び

掲示場番号
所　　在　　地 設　置　及　び　撤　去　場　所

6-1  大山金井町１２番８号  大山金井町児童遊園西側入口脇

6-2  大山金井町２４番１号  民宅

6-3  大山金井町３１番１号  板橋第七小学校西側

6-4  大山金井町３１番１号  板橋第七小学校北側

6-5  大山金井町３１番１号  板橋第七小学校南側塀

6-6  熊野町１１番２号  熊野神社入口脇

6-7  熊野町２３番５号  熊野町公園入口脇

6-8  熊野町３４番１号  庄野駐車場

7-1  中丸町１９番１号  板橋第五小学校東側

7-2  中丸町１９番１号  板橋第五小学校西側

7-3  中丸町１９番１号  板橋第五小学校南側

7-4  中丸町３３番３号  横田金型製作所塀

7-5  中丸町４３番  中丸なかよし児童遊園西側

7-6  中丸町５５番３号  ジュエール城西北側公園

7-7  南町２２番２号  中丸児童遊園入口脇

7-8  南町５６番１号  東京都住宅供給公社南町住宅塀

8-1  大山町４番１号  大山駅東口地下道入口フェンス

8-2  大山町１３番１号  板橋第六小学校南側

8-3  大山町１３番１号  板橋第六小学校東側

8-4  大山町１３番１号  板橋第六小学校北側（東より）

8-5  大山町１３番１号  板橋第六小学校北側（西より）

8-6  大山町２９番６号  民宅

8-7  大山町５４番１号  民宅

9-1  大山西町２１番２号  大山西町保育園入口脇

9-2  大山西町２１番２１号  板橋交通公園東側入口脇

9-3  大山西町６７番１号  東京朝鮮第三初級学校生垣

9-4  幸町３番１号  みなみ児童遊園入口脇

9-5  幸町２６番１号  板橋第二中学校北門脇

9-6  幸町２６番１号  板橋第二中学校東側塀

9-7  幸町２６番１号  板橋第二中学校西側

9-8  幸町４６番  幸町４６番遊び場南側

10-1  赤塚新町三丁目１３番先  歩道植込み

10-2  赤塚新町三丁目１４番先  歩道植込み

10-3  赤塚新町三丁目３１番１号  赤塚新町小学校北西側

10-4  赤塚新町三丁目３２番１号  光が丘パークタウン１号棟北側駐車場塀

10-5  赤塚新町三丁目３２番１１号　  ゆりの木保育園前植込み

10-6  赤塚新町三丁目３５番１号  赤塚新町公園入口脇

10-7  赤塚新町三丁目３５番１号  赤塚新町公園内植込み
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投票区及び

掲示場番号
所　　在　　地 設　置　及　び　撤　去　場　所

11-1  栄町１番３号  大山公園ゲートボール場脇

11-2  栄町６番１号  板橋第九小学校南門脇

11-3  栄町１４番１号  中根橋小学校北側塀

11-4  栄町１４番１号  中根橋小学校南門脇

11-5  栄町２７番３号  (公財)東京都保健医療公社豊島病院南側職員住宅塀

11-6  栄町３３番  (公財)東京都保健医療公社豊島病院駐輪場塀

11-7  中板橋１３番１４号  民宅

11-8  中板橋２４番３号先  中板橋駅北口自転車駐車場

12-1  仲町２番１号  お茶の水女子大学国際学生宿舎前植込み

12-2  仲町２０番５号  仲町ふれあいセンター西側

12-3  弥生町１６番１号  三葉児童遊園東側

12-4  弥生町１６番３号  弥生保育園入口脇

12-5  弥生町１９番１号  弥生小学校北門脇

12-6  弥生町１９番１号  弥生小学校東側

12-7  弥生町５９番１０号  民宅

12-8  弥生町７３番１号  弥生公園南側

13-1  大谷口上町３０番１号  日本大学医学部附属板橋病院東側

13-2  大谷口上町４３番１号  板橋第十小学校西側

13-3  大谷口上町４３番１号  板橋第十小学校東側

13-4  大谷口上町４３番１号  板橋第十小学校北側

13-5  大谷口上町５０番３号  大谷口上町公園東側入口脇

13-6  大谷口一丁目５４番１号  都立板橋高等学校南門脇

13-7  大谷口一丁目５４番１号  都立板橋高等学校西側

13-8  大谷口二丁目８番５号  大谷口幼稚園北側

14-1  大谷口北町２１番１号  大谷口小学校北西角

14-2  大谷口北町２１番１号  大谷口小学校北東角

14-3  大谷口北町２１番２号  大谷口児童遊園入口脇

14-4  大谷口北町３９番１号  私立かごめ幼稚園塀

14-5  大谷口北町４８番７号  民宅

14-6  大谷口北町５１番先  大谷口北町排水機所

14-7  大谷口北町８７番１号  大谷口保育園北側塀

15-1  向原一丁目１８番５号  向原保育園入口脇

15-2  向原一丁目１８番１０号  向原児童遊園西側

15-3  向原二丁目２９番１号  向原公園東側

15-4  向原二丁目３４番１号  向原小学校西側

15-5  向原二丁目３４番１号  向原小学校南門脇

15-6  向原三丁目１番１２号  向原中学校西門脇

15-7  向原三丁目７番１号コーシャハイムハイム向原４号棟  コーシャハイム向原4号棟南西側

15-8  向原三丁目７番Ｄ－１棟  向原団地第一住宅Ｄ－1号棟東側
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投票区及び

掲示場番号
所　　在　　地 設　置　及　び　撤　去　場　所

16-1  小茂根一丁目２番１号  上板橋第二中学校西側

16-2  小茂根一丁目２番１号  上板橋第二中学校北側

16-3  小茂根一丁目１７番１号  小茂根一丁目児童遊園東側

16-4  小茂根一丁目１８番９号  小茂根公園入口脇

16-5  小茂根二丁目１５番１号  小茂根二丁目公園入口脇

16-6  小茂根三丁目１２番  小茂根福祉園

16-7  小茂根四丁目１６番１号  小茂根四丁目公園東側

16-8  小茂根四丁目１６番１号  小茂根四丁目１６番遊び場西側

16-9  小茂根五丁目２番１７号  茂呂山公園入口脇

17-1  稲荷台１５番先  板橋土木稲荷台詰所資材置場塀

17-2  稲荷台２２番４号  東京電力(株)稲荷台変電所北側

17-3  稲荷台２３番１号  加賀小学校南側

17-4  稲荷台２３番１号  加賀小学校西門脇

17-5  稲荷台２７番１号  私立帝京学園北側

17-6  稲荷台２７番１号  私立帝京学園南側

17-7  本町８番１号  都営板橋本町アパート１棟南側

17-8  本町２４番１号  いたばし総合ボランティアセンター北門脇

18-1  富士見町３番１号  旧板橋第四中学校南側塀

18-2  富士見町３番１号  富士見地域センター北側

18-3  富士見町１３番６号  私立平和保育園塀

18-4  富士見町２７番３号  都営板橋富士見町アパート旧３号棟前

18-5  富士見町２４番９号  富士見西児童遊園入口脇

18-6  富士見町２８番１号  都立北豊島工業高等学校北西側

18-7  富士見町２８番１号  都立北豊島工業高等学校南側塀

19-1  大和町２番  氷川つり堀公園北側

19-2  大和町３６番４号  板橋保育園東側

19-3  双葉町１７番１０号  双葉町児童遊園入口脇

19-4  双葉町１８番２３号  双葉町ひだまり公園南西側

19-5  双葉町３１番１号先  都営双葉町アパート１号棟北側

19-6  双葉町３１番２号先  都営双葉町アパート２号棟南側

19-7  双葉町４２番１号  板橋第八小学校北門脇

19-8  双葉町４２番１号  板橋第八小学校南門脇

20-1  常盤台一丁目１番  ときわ台駅前花壇

20-2  常盤台一丁目６番１号  常盤台小学校西側

20-3  常盤台一丁目６番１号  常盤台小学校南門脇

20-4  常盤台一丁目１３番１号  常盤台公園入口脇

20-5  常盤台一丁目１３番１号  常盤台公園北側

20-6  常盤台一丁目２８番１９号  常盤台一丁目児童遊園入口脇

20-7  常盤台二丁目２０番２０号  常盤台北口公園入口脇

20-8  常盤台二丁目２５番１１号  谷田駐車場塀
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投票区及び

掲示場番号
所　　在　　地 設　置　及　び　撤　去　場　所

21-1  南常盤台一丁目２６番２０号　  向屋敷公園入口脇

21-2  南常盤台一丁目１番１号  上板橋第一中学校西門脇

21-3  南常盤台一丁目１番１号  上板橋第一中学校北門脇

21-4  南常盤台一丁目１番１号  上板橋第一中学校東側塀

21-5  南常盤台一丁目１３番２号  民宅

21-6  南常盤台二丁目４番１０号  ときわ台駅南口自転車駐車場塀

21-7  南常盤台二丁目８番６号  南ときわ台公園東側

21-8  南常盤台二丁目８番６号  南ときわ台公園西側

22-1  東新町一丁目２７番８号  緑ケ丘第一公園北側

22-2  東新町二丁目３６番５号  桜川いこいの家東側

22-3  東新町二丁目１４番８号  平井管理駐車場塀

22-4  東新町二丁目４３番５号  東新保育園入口脇

22-5  東山町１０番先  東山町１０番遊び場西側

22-6  東山町４７番３号  上板橋小学校西門脇

22-7  東山町４７番３号  上板橋小学校北門脇

22-8  東山町５２番８号  東山公園西側

23-1  東新町二丁目２９番１号  桜川小学校北側

23-2  東新町二丁目２９番１号  桜川小学校西側

23-3  桜川一丁目２番１号  桜川中学校西側

23-4  桜川二丁目３番  桜川二丁目３番遊び場南側

23-5  桜川二丁目１８番１号  緑ケ丘第二公園南側

23-6  桜川三丁目９番１号  緑ケ丘第三公園入口脇

23-7  桜川三丁目１８番  桜川三丁目１８番遊び場北側

24-1  東新町一丁目５番１号  東新ベビールーム東側塀

24-2  上板橋一丁目３番１号  上板橋第四小学校西側

24-3  上板橋一丁目３番１号  上板橋第四小学校東門脇

24-4  上板橋二丁目３番８号  上板橋保育園北側

24-5  上板橋二丁目３６番７号  上板橋駅西側フェンス

24-6  上板橋二丁目３６番７号  上板橋駅東側フェンス

24-7  上板橋二丁目３８番３号  七軒家公園南側

24-8  上板橋二丁目５１番５号  上板富士公園南側

25-1  常盤台三丁目１５番  水久保公園北側

25-2  常盤台三丁目２１番  ときわ台保育園東側

25-3  常盤台三丁目３０番１号  上板橋第三中学校西門脇

25-4  常盤台三丁目３０番１号  上板橋第三中学校南門脇

25-5  常盤台四丁目３番１号  平和公園西側

25-6  常盤台四丁目３番１号  平和公園北側

25-7  常盤台四丁目１４番１号  教育科学館西側植込み
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投票区及び

掲示場番号
所　　在　　地 設　置　及　び　撤　去　場　所

26-1  清水町４７番３号  板橋金蔵商店

26-2  清水町６２番  国際興業株式会社西側フェンス

26-3  清水町８３番１号  志村第三小学校南門脇

26-4  清水町８３番１号  志村第三小学校北門脇

26-5  清水町９１番  都営板橋清水町アパート西側フェンス

26-6  蓮沼町１番６号  蓮沼児童遊園南側

26-7  蓮沼町２７番４号  本蓮沼公園入口脇北側

26-8  蓮沼町２７番４号  本蓮沼公園入口脇南側

27-1  泉町５番  本蓮沼駅前いずみ公園

27-2  泉町１６番１６号  清水地域センター

27-3  泉町１７番１号  志村第一小学校南門脇

27-4  泉町２４番  出井の泉公園

27-5  宮本町３７番  宮本町３７番遊び場南側

27-6  宮本町３８番１２号  宮本公園西側

27-7  宮本町５４番１号  清水稲荷神社入口脇

27-8  宮本町５８番２号  都営宮本町アパート２号棟脇塀

28-1  前野町一丁目７番  富士見街道にぎわい広場南側

28-2  前野町一丁目１０番１号  富士見台小学校東側

28-3  前野町一丁目１０番１号  富士見台小学校西側

28-4  前野町一丁目２０番１号  東京都住宅供給公社前野町第二住宅東側

28-5  前野町一丁目２０番１号  東京都住宅供給公社前野町第二住宅北側

28-6  前野町一丁目３９番２号先  都営前野町一丁目アパート東側塀

28-7  前野町一丁目４１番１号先  都営前野町一丁目アパート北側塀

28-8  前野町一丁目４８番  けやきの公園入口前

29-1  前野町二丁目２４番１４号  前野第二児童遊園入口脇

29-2  前野町三丁目１９番２号先  都営前野町三丁目アパート二号棟北側

29-3  前野町四丁目６番１号  エコポリスセンター南側植込み

29-4  前野町五丁目１番１号  前野公園西側

29-5  前野町六丁目２番４号  前野町六丁目児童遊園入口脇(シャルム常盤台)

29-6  前野町六丁目１０番９号  西前野公園入口脇

29-7  前野町六丁目４０番１号  前野小学校西門側

29-8  前野町六丁目４０番１号  前野小学校正門側

30-1  大原町５番１８号  大原社会教育会館入口脇

30-2  大原町２７番１号  大原第二公園南側

30-3  大原町３３番１号  志村第一中学校南門脇

30-4  志村一丁目７番１号  志村第二小学校南門脇

30-5  志村一丁目７番１号  志村第二小学校北側

30-6  志村一丁目２１番８号  志村第三公園入口脇

30-7  前野町四丁目５９番１号  見次公園北東角入口脇

30-8  前野町四丁目５９番１号  見次公園南東角
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投票区及び

掲示場番号
所　　在　　地 設　置　及　び　撤　去　場　所

31-1  蓮沼町６９番１号  蓮沼公園入口脇

31-2  蓮沼町７９番３号  民宅

31-3  小豆沢一丁目４番  中原公園西側

31-4  小豆沢一丁目８番４号  泰平電機（株）南側

31-5  小豆沢一丁目２０番１３号  東原公園北側

31-6  小豆沢一丁目２１番１号  志村第二中学校西側

31-7  小豆沢一丁目２１番１号  志村第二中学校南側

31-8  小豆沢一丁目２１番１号  志村第二中学校北側

32-1  東坂下一丁目６番  東坂下一丁目児童遊園

32-2  小豆沢三丁目１番１号  小豆沢体育館入口脇

32-3  小豆沢三丁目１番２号  小豆沢公園パークファミリア側

32-4  小豆沢三丁目１番  小豆沢公園テニスコート側

32-5  小豆沢三丁目１０番１８号  都営志村第二アパート塀

32-6  小豆沢四丁目１３番１号  志村第四小学校東側

32-7  小豆沢四丁目１３番１号  志村第四小学校北側

32-8  小豆沢四丁目２０番  小豆沢公園キャッチボール広場環八側

33-1  志村一丁目３２番１７号  三徳駐車場塀

33-2  志村二丁目４番  東京都営交通協力会駐車場塀

33-3  志村二丁目５番  清水坂沿い

33-4  志村二丁目１６番３号  志村小学校正門脇

33-5  志村二丁目１７番１号  志村城山公園北東側

33-6  志村二丁目１７番１号  志村城山公園西側

33-7  志村二丁目１７番  志村城山公園南側

34-1  志村三丁目１１番８号  都営志村三丁目アパート８号棟南側

34-2  志村三丁目１５番１号  志村第四中学校北側

34-3  志村三丁目１５番１号  志村第四中学校西門脇

34-4  志村三丁目２０番２６号  親和児童遊園

34-5  志村三丁目３２番１号  小桜保育園入口前フェンス

34-6  坂下一丁目５番８号  志村公園入口脇

34-7  坂下一丁目１０番５号  都営坂下一丁目アパート５号棟東側

34-8  坂下一丁目１６番５号  坂下一丁目児童遊園

35-1  中台一丁目９番７号  中台小学校北側

35-2  中台一丁目９番７号  中台小学校西側

35-3  中台一丁目４１番１号  民宅

35-4  中台一丁目４８番１２号  中台第二児童遊園入口脇

35-5  中台一丁目５６番２３号  中台中学校北側

35-6  中台二丁目１５番７号  向台保育園東側

35-7  中台三丁目９番３号  中台公園入口脇

35-8  中台三丁目１６番  中台さとやま公園南側フェンス
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投票区及び

掲示場番号
所　　在　　地 設　置　及　び　撤　去　場　所

36-1  若木一丁目３番１８号  にりんそう公園東側

36-2  若木一丁目１４番１号  若木小学校東門脇

36-3  若木一丁目１４番１号  若木小学校北門脇

36-4  若木一丁目１９番３号  民宅

36-5  若木二丁目１３番１号  東京都住宅供給公社中台住宅１号棟南側

36-6  若木二丁目３１番３号  都営若木住宅１号棟西側

36-7  若木三丁目４番４号  若木三丁目貝塚公園北側

36-8  若木三丁目１５番１号  旧若葉小学校北側

37-1  西台一丁目２３番１号  西台公園北側

37-2  西台二丁目５番１８号  西台保育園北側

37-3  西台二丁目３２番  前谷津川緑道

37-4  西台三丁目１３番２号  西台図書館南側植込み

37-5  西台三丁目３８番２３号  志村第五小学校東門脇

37-6  西台三丁目４２番１号  西徳第二公園南側

37-7  西台三丁目４２番１号  西徳第二公園西側

37-8  西台三丁目５６番３号  西台ふれあい公園西側

38-1  蓮根一丁目２番８号  蓮根みなみ公園入口脇

38-2  蓮根一丁目１５番２０号  エクセレント・Ｋ塀

38-3  蓮根一丁目３０番７号  内田耕正駐車場西側

38-4  蓮根二丁目５番５号  志村健康福祉センター東側植込み

38-5  相生町８番１５号  相生東児童遊園入口脇

38-6  相生町２４番３－１０１号  相生保育園入口脇

38-7  相生町２６番１４号  志村坂下小学校体育館側

38-8  相生町２６番１４号  志村坂下小学校正門側

39-1  坂下一丁目３６番２７号  坂下一丁目公園入口脇

39-2  坂下二丁目８番２号  都営坂下二丁目アパ－ト２号棟南側

39-3  坂下二丁目１８番１号  志村第六小学校西門脇

39-4  坂下二丁目１９番１号  城北公園東側（交通公園側）

39-5  坂下二丁目１９番１号  城北公園南側

39-6  坂下二丁目２１番１号  志村第三中学校正門脇

39-7  坂下三丁目９番１９号  坂下三丁目緑地

39-8  坂下三丁目１４番６－１０１号  坂下三丁目保育園東側

40-1  蓮根二丁目９番１５号  サングリーンゴルフセンター西側

40-2  蓮根二丁目２８番  蓮根二丁目公園入口脇

40-3  蓮根二丁目２９番１号先  新蓮根団地９号棟北駐車場脇

40-4  蓮根二丁目３０番１５号先　  新蓮根団地内広場西側

40-5  蓮根三丁目６番４号  蓮根三丁目第三児童遊園入口脇

40-6  蓮根三丁目１０番１号  蓮根小学校東側

40-7  蓮根三丁目１０番１号  蓮根小学校西側

40-8  蓮根三丁目１５番４号  蓮根三丁目公園北側

40-9  蓮根三丁目１５番５号  蓮根第二小学校東側
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投票区及び

掲示場番号
所　　在　　地 設　置　及　び　撤　去　場　所

41-1  舟渡一丁目１４番先  舟渡一丁目第二児童遊園入口脇

41-2  舟渡二丁目６番２３号  舟渡二丁目いこいの場西側

41-3  舟渡三丁目５番１２号  舟渡三丁目児童遊園入口脇

41-4  舟渡三丁目６番１５号  舟渡小学校東門脇

41-5  舟渡三丁目６番１５号  舟渡小学校北門脇

41-6  舟渡三丁目１４番１号  日本無機化学工業㈱塀

41-7  舟渡四丁目４番１号  舟渡水辺公園

41-8  舟渡四丁目１４番７号  舟渡四丁目児童遊園北側

42-1  徳丸一丁目２番７号  徳丸一丁目児童遊園西側

42-2  徳丸一丁目６番  徳丸一丁目西児童遊園西側

42-3  徳丸一丁目１６番１号  板橋西清掃事務所（南側）

42-4  徳丸一丁目２１番１号  徳丸小学校南門脇

42-5  徳丸一丁目２１番１号  徳丸小学校西門脇

42-6  徳丸一丁目２２番１４号  私立徳丸幼稚園入口脇

42-7  徳丸一丁目４２番１号  西徳第一公園東側入口脇

42-8  徳丸一丁目４２番１号  西徳第一公園北側

43-1  徳丸二丁目６番１号  そうはち山広場

43-2  徳丸二丁目１２番１２号  徳丸地域センターきたのホール入口脇

43-3  徳丸二丁目２３番７号  都営徳丸二丁目アパ－ト塀

43-4  徳丸二丁目３０番７号  民宅

43-5  徳丸三丁目２３番１号  北野小学校西側塀

43-6  徳丸三丁目２３番１号  北野小学校東側

43-7  徳丸三丁目３１番７号  民宅

43-8  徳丸三丁目３７番９号  昆虫公園北側

44-1  四葉一丁目２３番１号  四葉公園東側

44-2  四葉二丁目９番２１号  民宅

44-3  徳丸五丁目１４番１号  石川橋公園北側

44-4  徳丸五丁目２３番３号  民宅

44-5  徳丸六丁目２７番１１号  徳丸ケ丘公園北側

44-6  徳丸六丁目５２番１３号  民宅

44-7  徳丸八丁目５番  紅梅公園西側

44-8  徳丸八丁目９番３号  民宅

44-9  徳丸八丁目１０番１号  紅梅小学校プール横塀

45-1  赤塚一丁目４番  徳親公園入口脇

45-2  赤塚一丁目１０番２号  上野コーポラス塀

45-3  赤塚一丁目１０番１３号  赤塚健康福祉センタ－入口脇

45-4  四葉一丁目１７番１２号  水車公園西側

45-5  徳丸四丁目５番１号  徳丸公園北側

45-6  徳丸四丁目１０番８号先  赤徳公園入口脇

45-7  徳丸四丁目１３番１号  赤塚第一中学校プール横塀

45-8  徳丸四丁目１３番１号  赤塚第一中学校北側塀
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掲示場番号
所　　在　　地 設　置　及　び　撤　去　場　所

46-1  赤塚二丁目３０番１号  板橋区苗木育成農地西側

46-2  赤塚二丁目３２番１３号  民宅

46-3  赤塚六丁目６番３７号  民宅

46-4  赤塚六丁目１４番１号  下赤塚小学校西門脇

46-5  赤塚六丁目１４番１号  下赤塚小学校南門脇

46-6  赤塚六丁目１４番１号  下赤塚小学校東側

46-7  赤塚新町二丁目３番１１号  民宅

46-8  赤塚新町二丁目１２番１号  赤塚新町保育園北側

47-1  赤塚七丁目４番１号  あさひが丘保育園入口脇

47-2  赤塚七丁目１５番２４号  民宅

47-3  赤塚七丁目１８番１６号  民宅

47-4  赤塚七丁目２６番３２号  しもじけ児童遊園入口脇

47-5  赤塚七丁目２７番１５号  赤塚第三中学校西門脇

47-6  赤塚七丁目２７番１５号  赤塚第三中学校東門脇

47-7  大門６番１８号  さんぶどう園塀

48-1  赤塚三丁目２９番４号  喜芳園塀

48-2  赤塚五丁目６番１号  赤塚体育館 松月院通り側

48-3  赤塚五丁目６番１号  赤塚体育館 赤塚体育館通り側

48-4  赤塚五丁目９番８号  稲垣駐車場塀

48-5  赤塚五丁目２４番３０号  民宅

48-6  赤塚五丁目３５番２７号  赤塚溜池公園北側

48-7  赤塚六丁目１９番１４号  赤塚福祉園入口脇

48-8  赤塚六丁目３８番１号  赤塚支所裏門脇

49-1  赤塚新町三丁目２４番８号  下赤塚公園西側

49-2  成増一丁目３番１４号  都営成増住宅南側

49-3  成増一丁目１１番１号  成増小学校西側塀

49-4  成増一丁目１１番１号  成増小学校北門脇

49-5  成増一丁目１１番１号  成増小学校東側

49-6  成増一丁目１１番１号  成増小学校南側

49-7  成増一丁目２９番６号  成増一丁目第二児童遊園入口脇

49-8  成増一丁目３５番１６号  成増一丁目向新田の森

49-9  成増二丁目３７番１４号  成増二丁目児童遊園入口脇

50-1  赤塚三丁目４０番１０号  上赤塚公園北西側

50-2  赤塚四丁目７番１３号  石成公園入口脇

50-3  赤塚四丁目１６番２号  宮前公園南西側

50-4  成増三丁目６番１９号  板橋区赤塚高台集会所塀

50-5  成増三丁目１１番１０号  成増駅北口第１自転車駐車場

50-6  成増三丁目１７番７号  成増ケ丘小学校北東角

50-7  成増三丁目１８番１号  赤塚第二中学校南側

50-8  成増四丁目５番８号  天神下公園西側

50-9  成増五丁目１１番  旧白子川緑道
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投票区及び

掲示場番号
所　　在　　地 設　置　及　び　撤　去　場　所

51-1  三園一丁目７番１号  三園公園南側

51-2  三園一丁目１４番１０号  赤塚土木事務所材料置場塀

51-3  三園一丁目２４番１号  三園小学校東側

51-4  三園一丁目４９番  溝下東公園北側

51-5  三園二丁目１番１号  高島陸橋交差点自転車駐車場

51-6  成増五丁目１９番２号  成増北第二公園北側

51-7  成増五丁目１９番３０号  都営成増アパート３０号棟南側

51-8  成増五丁目１９番３５号  都営成増アパート３５号棟東側

52-1  高島平一丁目４番１号  西台中学校北東角

52-2  高島平一丁目４番１号  西台中学校西側

52-3  高島平一丁目１６番１号  高島平一丁目第二公園北東角

52-4  高島平一丁目２３番  高島平一丁目公園北側

52-5  高島平一丁目５０番１号  高島第六小学校南門脇

52-6  高島平一丁目５０番１号  高島第六小学校体育館側

52-7  高島平一丁目５１番１号  高島平一丁目第三公園北東角

52-8  高島平一丁目６５番１号  私立かえで保育園塀

53-1  高島平二丁目１７番１号  高島平二丁目公園北側

53-2  高島平二丁目２５番１号  高島第二小学校東門脇

53-3  高島平二丁目２６番２号  高島平団地２－２６－２号棟北側

53-4  高島平二丁目２６番７号  高島平団地２－２６－７号棟南側

53-5  高島平二丁目２７番  高島平団地駐車場東側

53-6  高島平二丁目２８番２号先  高島平団地２－２８－２号棟東側

53-7  高島平二丁目２８番６号  高島平団地２－２８－６号棟北側

53-8  高島平二丁目３１番  高島平二丁目第二公園北側

54-1  高島平二丁目２４番１号  高島平グラウンド少年サッカー場塀南側

54-2  高島平二丁目２４番１号  高島第二中学校西側

54-3  高島平二丁目２４番１号  高島第二中学校体育館北側

54-4  高島平二丁目３４番  高島平緑地西側

54-5  高島平二丁目３２番２号  高島平団地２－３２－２号棟北側

54-6  高島平二丁目３３番２号  高島平団地２－３３－２号棟南側駐車場

54-7  高島平二丁目３３番５号  高島平団地２－３３－５号棟東側

54-8  高島平二丁目３３番６号  高島平団地２－３３－６号棟西側緑地帯

55-1  高島平三丁目７番１号  都立高島高等学校北側塀

55-2  高島平三丁目１１番１号  高島第五小学校東門脇

55-3  高島平三丁目１１番１号  高島第五小学校南門脇

55-4  高島平三丁目１１番６号  高島平団地３－１１－６号棟西側

55-5  高島平三丁目１２番２８号  高島平地域センター・区民事務所駐車場塀

55-6  高島平三丁目１３番３号  旧高島第七小学校北側

55-7  高島平三丁目１４番１号  高島平緑地歩道橋下

55-8  高島平三丁目１４番１号  新高島平駅前緑地

- 70 -



投票区及び

掲示場番号
所　　在　　地 設　置　及　び　撤　去　場　所

56-1  高島平六丁目１番１号  西高島平駅入口脇

56-2  高島平七丁目１番  新高島平駅前南側植込み

56-3  高島平七丁目３３番１号  高島平七丁目第二公園北西角

56-4  高島平七丁目４６番１号  高島第一小学校北門脇

56-5  高島平八丁目２番１号  高島通り側高島平駅前植込み

56-6  高島平八丁目２４番１号  徳丸ケ原公園南側入口脇

56-7  高島平八丁目２６番１号  高島第一中学校東門脇

56-8  新河岸三丁目９番１号  新河岸公園南東入口脇

57-1  高島平九丁目１番１号  西台駅入口脇

57-2  高島平九丁目１番１号  志村車庫北側塀

57-3  高島平九丁目１番３号  志村車庫スロープ下塀

57-4  高島平九丁目１番８号  高島平福祉園分場南側

57-5  高島平九丁目１９番１号  高島平九丁目公園北側

57-6  高島平九丁目２３番２２号  都立板橋特別支援学校南側塀

57-7  高島平九丁目３０番１号  高島平九丁目第二公園入口脇

57-8  高島平九丁目４３番１号  私立つつじ保育園西側

58-1  前野町四丁目１５番  都営前野町四丁目第５アパート植込み

58-2  前野町四丁目１６番１号  おとしより保健福祉センター北側

58-3  前野町四丁目３６番先  高架下園地

58-4  前野町五丁目１８番３号  前野町五丁目西児童遊園入口脇

58-5  前野町五丁目３７番１０号  北前野児童遊園

58-6  前野町五丁目４４番３号  北前野小学校学童クラブ側

58-7  前野町五丁目４４番３号  北前野小学校東側

58-8  前野町五丁目４４番３号  北前野小学校西側

59-1  中台三丁目２７番１号  緑小学校南門脇

59-2  中台三丁目２７番２号  緑が丘保育園西側

59-3  中台三丁目２７番４号  サンシティプール西側

59-4  中台三丁目２７番Ａ先  サンシティＡ棟南西側

59-5  中台三丁目２７番７号先  グルメシティー板橋サンゼリゼ前歩道北側緑地

59-6  中台三丁目２７番  中台緑歩道橋下北側

59-7  中台三丁目２７番Ⅰ棟  サンシティⅠ棟東側道路向かい緑地

60-1  高島平四丁目１２番１号  高島平四丁目公園南側

60-2  高島平四丁目２１番１号  高島第三小学校北西角

60-3  高島平四丁目２１番２号  区役所土木部みどりと公園課苗圃入口脇

60-4  高島平四丁目２２番１号  高島第三中学校北門脇

60-5  高島平四丁目３３番１号  板橋市場入口交差点脇緑地

60-6  高島平五丁目４番１号  高島平五丁目公園入口脇

60-7  高島平五丁目２４番１号  高島平五丁目第二公園入口脇
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投票区及び

掲示場番号
所　　在　　地 設　置　及　び　撤　去　場　所

61-１  新河岸一丁目３番１号  新河岸小学校南側

61-2  新河岸一丁目３番３－１０１号  新河岸幼稚園東側塀

61-3  新河岸一丁目３番６号  新河岸一丁目公園入口脇

61-4  新河岸一丁目３番７号  徳丸橋公園入口脇

61-5  新河岸二丁目１０番１号  戸田川公園南側

61-6  新河岸二丁目１０番２号  しらさぎ公園北側

61-7  新河岸二丁目１０番１１－１０１号  新河岸保育園東側

62-1  坂下一丁目３３番１号  高畑インキ化学工業㈱塀

62-2  坂下二丁目１番２０号  志村第五中学校西門脇

62-3  坂下二丁目１番２０号  志村第五中学校南側

62-4  坂下三丁目２０番２号  坂下三丁目第二児童遊園入口脇

62-5  東坂下二丁目９番１号  都営東坂下二丁目アパート北側

62-6  東坂下二丁目１６番先  蓮根川緑道西側

62-7  東坂下二丁目２１番  区立洋弓場入口脇
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３　啓発事業

区域等

③

③

④

②

ツ イ ッ タ ー に よ る PR インターネット 　ツイッターを使い選挙情報を発信した。（53回）

ⅴ　その他事業

① 点 字 に よ る PR 区内全域
　点字による「氏名等掲示一覧」を全投票所に配付。投票
所のお知らせの封書に点字シールを貼付。点字で投票用
紙に選挙種別を表示した。

② ポ ス タ ー 掲 示 場 に よ る PR
区内全域

（490か所）
　掲示面に投票日時及び期日前投票所の案内を掲出し、
周知を図った。

2月24日
～

4月26日

4月21日
～

4月26日

4月19日
～

4月26日

　（１）事業内容別実施状況
事　業　内　容 期　　日

② ホ ー ム ペ ー ジ に よ る PR

4月11日
4月18日
4月25日

2月23日
　～

4月28日

　広報車に投票日時の啓発用マグネットシールを掲出し、
併せて放送による呼び掛けを行った。

④ 広 報 車 に よ る PR 区内全域

内　　　容
ⅰ　区広報媒体による啓発

① 広 報 紙 に よ る PR 区内全域
　広報いたばしに選挙の概要・投票日時等を掲載し、周知
を図った。

③ 広告付電子表示板によるPR
区役所1階

エレベーター
ホールほか

　広告付き電子掲示板に投票日時等を表示し、ナレーショ
ンとともに周知を図った。

区内全域

インターネット
　区のホームページに選挙の概要及び期日前投票所の案
内等を掲載し、周知を図った。また、投票日当日に投・開
票速報を行った。

　防災無線で2回（13時10分・17時）放送し、投票参加を
呼びかけた。

区内全域
　清掃車・庁有車に投票日時の啓発用マグネットシールを
掲出し、周知を図った。

⑥ 防 災 無 線 に よ る PR

⑤ 清 掃 車 ・ 庁 有 車 に よ る PR

啓 発 ポ ス タ ー の 掲 出 区内全域
　区施設・町会掲示板・公衆浴場・郵便局・銀行等に掲出
し、周知を図った。

②

② 懸 垂 幕 の 掲 出 2施設

ⅲ　懸垂幕等の掲出

①

　地域センターなど区施設に投票日時の啓発用立看板を
掲出し、周知を図った。

ポ ケ ッ ト テ ィ ッ シ ュ

　区施設窓口及び街頭啓発・啓発キャンペーン時に配付
し、投票日時の周知及び投票参加を呼びかけた。

① 立 看 板 等 の 掲 出 54施設

民 間 テ レ ビ 局 に よ る Ｐ Ｒ Ｊ：ＣＯＭ
　板橋区の放送枠「ジモトピ」で区議・区長選挙をとりあげ、
１週間放送。タレント等を起用し、投票を呼び掛けた。

21 区 共 同 啓 発 動 画 インターネット
　区議・区長選挙に向け、21区共同で選挙う啓発ビデオを
作成。区のホームページに21区共同ビデオのリンクをはり、
見られるようにした。

4月16日
～

4月26日

4月13日
～

4月19日

3月29日
～

ⅵ　その他民間団体等協力事業

① 有 線 放 送 利 用 PR 37か所
　区内商店街（19か所）・大手スーパー（18店舗）の有線
放送を利用して、投票参加を呼びかけた。

4月19日
～

4月26日

4月16日
～

4月26日

4月16日
～

4月26日

4月26日

4月16日
～

4月26日

ⅱ　啓発資材配布

ⅳ　街頭啓発

① 地 区 別 街 頭 啓 発 区内全域 　各地区の明るい選挙推進委員及び協力員が中心となっ
て街頭で明るい選挙の実現と投票参加を呼びかけた。ま
た、街頭啓発重点地区では、啓発キャンペーンのピンク
ブー（啓発車）による啓発テープ放送等があり、選挙管理
委員も加わり、投票参加を呼び掛けた。② 重 点 地 区 街 頭 啓 発 富士見地区

区内全域

ウ エ ッ ト テ ィ ッ シ ュ

4月16日
～

4月26日

4月16日
～

4月26日

　板橋区役所及び大型商業施設に投票日時の啓発用懸
垂幕を掲出し、周知を図った。

4月16日
～

4月26日

4月17日
～

4月25日

4月22日
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　（２）広報「いたばし」選挙特集号

◆平成27年４月１１日（土）掲載
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◆平成２７年４月１８日（土）掲載

◆平成２７年４月２５日（土）掲載
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　（３）街頭啓発実施状況

地区 時　間

板 橋 15時00分
大山駅・文化会館周辺
新板橋駅周辺

下板橋駅周辺 四ツ又交差点周辺 29 人

熊 野 14時00分 大山ハッピーロード商店街 大山遊座商店街 27 人

仲 宿 10時00分 区役所周辺 板橋～商店街周辺 仲宿商店街入口周辺 15 人

仲 町 14時00分 大山ハッピーロード商店街 コモディイイダ幸町店
よしや中板橋店
中板橋駅 38 人

富 士 見 15時00分 板橋本町駅周辺 本町商店街通り 15 人

大 谷 口 11時00分
小竹向原駅周辺
（いさみや前）

スーパーよしや前 11 人

常 盤 台 15時00分 上板橋駅北口・南口周辺 ときわ台駅北口・南口周辺 24 人

清 水 14時30分
清水町交差点
コモディイイダ宮本町店前

清水あけぼの商店街
稲荷商店街

スーパーオーケー・清水湯周辺
パパス大黒屋周辺
本蓮沼駅・南蔵院周辺　　他

32 人

志 村 坂 上 16時00分
志村坂上駅前
志村三丁目駅前

スーパー三徳　志村店前 小豆沢セブンタウン内 17 人

中 台 16時00分 上板橋駅前
イトーヨーカ堂上板橋店周
辺

大東文化大学周辺 16 人

蓮 根
舟 渡

14時00分 蓮根駅 西台駅 浮間舟渡駅周辺 17 人

前 野 10時10分
ライフ前野町店前
三徳ときわ台店前

東武ストア前野町店前 さやの湯前 24 人

桜 川 16時00分 コモディイイダ東新町店 20 人

下 赤 塚 14時30分 下赤塚駅北口 下赤塚駅南口 赤塚一番通り商店街 16 人

成 増 14時00分 成増駅北口アクトホール前 成増南口ロータリー 成増スキップ村商店街 14 人

徳 丸 14時15分 イオン板橋店前 東武練馬北口 22 人

高 島 平 14時00分 高島平駅周辺
新河岸交番前
高島平三丁目団地広場

高島平二丁目団地内広場
他１１箇所 22 人

359 人合　　　計

※網掛け部分は啓発重点地区

4月22日（水）

4月23日（木）

4月22日（水）

4月20日（月）

4月19日（日）

4月20日（月）

4月24日（金）

　主　な　実　施　場　所
参加人数
(従事者）

4月22日（水）

4月20日（月）

4月17日（金）

4月21日（火）

4月21日（火）

4月25日（土）

4月21日（火）

4月21日（火）

4月22日（水）

4月22日（水）

実　施　日
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