
（様式２）

総務課　

議題名：

【内容】

【例年あげている議題か？】

【何をすればいいのか？】【いつから（いつまでに）すればいいのか？】

【その他、注意することなど】

問合せ先

担当部署　総務課統計選挙係

担当者名　小川、馬立

TEL.866-8315　　FAX.881-0241

　選挙運動に関係する方の推薦は避けていただくなど、投票所を公平・公正に管理できる方
の推薦をお願いします。また、推薦にあたっては、投票日当日の業務が長時間に及びますの
で、その旨を御配慮ください。
　なお、選挙啓発ポスターの掲出については、改めて依頼させていただきます。

　令和３年８月22日を選挙期日として横浜市長選挙が執行されます。
　各投票所の投票管理者及び投票立会人の推薦に御協力くださいますようお願いいたしま
す。

　各選挙執行時にお願いしております。

　投票所ごとに投票管理者１人、投票立会人２人の推薦をお願いします。別紙「投票管理者・
投票立会人推薦書」を５月18日（火）までに提出をくださいますようお願いします。

資料№５　　

横浜市長選挙に関する御協力のお願いについて

戸塚区連合町内会自治会連絡会４月定例会

議　題　説　明　書



（例） 

戸選管第 109 号  

令和３年４月 19 日  

 

○○○○○会長 様 

 

横浜市戸塚区選挙管理委員会  

 委 員 長  鈴 木  巌   

 

 

令和３年８月 22 日執行横浜市長選挙における 

投票管理者及び投票立会人の推薦について（依頼） 

 

 

陽春の候 ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

日頃から、各選挙の執行につきましては、ひとかたならぬ御協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

さて、任期満了に伴う横浜市長選挙が本年８月 22 日(日)に予定されておりま

す。 

つきましては、次の投票区における投票管理者及び投票立会人について、適任

者を御推薦くださいますようお願い申し上げます。 

投票区ごとに別紙推薦書を御記入いただき、５月 18 日(火)までに戸塚区選挙

管理委員会宛て、同封の返信用封筒にて御返送ください。なお、投票管理者につ

いては、区掲示板に告示いたします。 

 

投票区及び施設 投票管理者 投票立会人 民間従事者 備考 

00 ○○○○ １人 ２人 ６人  

00 ○○○○ ― １人 ―  

※民間従事者の推薦については、６月に各投票管理者に依頼させていただく予

定です。 

 

 

＜裏面に続く＞ 



○投票管理者及び投票立会人について 

推薦にあたりましては、次のことに御留意願います。 

１ 投票管理者 

(1) 投票所における最高責任者という立場になりますので、公平、平等に管理

執行できる方を推薦してください。 

 (2) 選挙権を有する方を推薦してください。 

 (3) 特定の候補者の親族若しくは親密な関係にある方又は選挙運動に従事す

る方は推薦から除外してください。公職選挙法の規定により在職中の選挙

運動はできません。 

２ 投票立会人 

(1) 選挙権を有する方を推薦してください。 

(2) 選挙運動に関係される方の推薦は避けてください。 

３ その他 

  投票管理者及び投票立会人には、女性層や若年層世代の有権者からも適宜

選任するようできるだけ御配慮をお願いいたします。 

  また、急病等で投票管理者・投票立会人に欠員が生じた場合は、再度、推薦

をお願いする場合があります。 

 従  事  時  間 報  酬 

投票管理者 
前日 設営・準備の約２時間 

26,000 円 
当日 ６：30～20：30 頃 

投票立会人 当日 ６：30～20：30 頃 12,000 円 

 

○民間従事者について 

 投票所の事務に従事していただく民間従事者の推薦につきましては、後日、投

票管理者に依頼させていただきますので、その旨よろしくお願いいたします。 

なお、民間従事者の方には、投票日当日（６:30～20:30 頃）の投票事務、後

片付けのほか、前日（２時間）の設営作業にも出席していただきます。 

従事賃金は、前日 2,040 円・当日 15,600 円（税引後）の予定です。 

 また、民間従事者には、投票所名簿照合システムに対応できる方（パソコンの

基本操作ができる方）が含まれるように推薦をお願いいたします。 

 

 

担当 戸塚区役所総務課統計選挙係 小川、馬
うま

立
たて

 

  （戸塚区選挙管理委員会事務室） 

電話 045－866－8314 

F A X 045－881－0241 

電子メール to-toukei@city.yokohama.jp 



1/1枚目

氏名 住所 電話番号

00

投票立会人

戸塚区
大正
昭和
平成

年　　月　　日 　　 －　　 －

投票立会人

戸塚区
大正
昭和
平成

年　　月　　日 　　 －　　 －

00

投票立会人

戸塚区
大正
昭和
平成

年　　月　　日 　　 －　　 －

投票立会人

戸塚区
大正
昭和
平成

年　　月　　日 　　 －　　 －

※氏名・住所は住民票のものを御記入ください。

○
○
○
○
○

令和３年８月22日執行横浜市長選挙　投票管理者・投票立会人推薦書

生年月日

投票管理者

戸塚区
大正
昭和
平成

年　　月　　日 　　 －　　 －
○
○
○
○
○

投票管理者

戸塚区
大正
昭和
平成

年　　月　　日 　　 －　　 －



令和３年８⽉22⽇執⾏横浜市⻑選挙 投票所別依頼先⼀覧表

投票区 投票所施設名 投票管理者 投票⽴会⼈① 投票⽴会⼈② ⺠間従事者（６名）

1 名瀬⼩学校 13 名瀬 13 名瀬 13 名瀬 13 名瀬
2 名瀬第四町内会館 13 名瀬 13 名瀬 13 名瀬 13 名瀬
3 川上北⼩学校 9 東⼾塚 9 東⼾塚 9 東⼾塚 9 東⼾塚
4 品濃⼩学校 9 東⼾塚 9 東⼾塚 9 東⼾塚 9 東⼾塚
5 東品濃⼩学校 9 東⼾塚 9 東⼾塚 9 東⼾塚 9 東⼾塚
6 平⼾幼稚園 11 平⼾平和台 11 平⼾平和台 10 平⼾ 11 平⼾平和台
7 平⼾平和台町内会館 11 平⼾平和台 11 平⼾平和台 11 平⼾平和台 11 平⼾平和台
8 平⼾⼩学校 10 平⼾ 10 平⼾ 10 平⼾ 10 平⼾
9 平⼾台⼩学校 10 平⼾ 10 平⼾ 10 平⼾ 10 平⼾
10 柏尾⼩学校 8 柏尾 8 柏尾 8 柏尾 8 柏尾
11 川上⼩学校 7 川上 7 川上 7 川上 7 川上
12 あきば幼保連携型認定こども園 7 川上 13 名瀬 13 名瀬 7 川上
13 上⽮部⼩学校 12 上⽮部 12 上⽮部 12 上⽮部 12 上⽮部
14 ⿃が丘⼩学校 3 ⼾塚第三 3 ⼾塚第三 3 ⼾塚第三 3 ⼾塚第三
15 ⽮部⼩学校 3 ⼾塚第三 3 ⼾塚第三 3 ⼾塚第三 3 ⼾塚第三
16 宝蔵院会館 18 吉⽥⽮部 18 吉⽥⽮部 18 吉⽥⽮部 18 吉⽥⽮部
17 東⼾塚⼩学校 18 吉⽥⽮部 18 吉⽥⽮部 18 吉⽥⽮部 18 吉⽥⽮部
18 舞岡⼩学校 6 舞岡 6 舞岡 6 舞岡 6 舞岡
19 舞岡⾼等学校 6 舞岡 6 舞岡 6 舞岡 6 舞岡
20 ⼾塚スポーツセンター 16 上倉⽥ 16 上倉⽥ 16 上倉⽥ 16 上倉⽥
21 上倉⽥原町内会館 16 上倉⽥ 16 上倉⽥ 16 上倉⽥ 16 上倉⽥
22 豊⽥中学校 17 下倉⽥ 17 下倉⽥ 17 下倉⽥ 17 下倉⽥
23 ⼾塚すみれ幼稚園 17 下倉⽥ 17 下倉⽥ 17 下倉⽥ 17 下倉⽥
24 ⼾塚⼟⽊事務所 1 ⼾塚第⼀ 1 ⼾塚第⼀ 1 ⼾塚第⼀ 1 ⼾塚第⼀
25 ⼾塚区総合庁舎 2 ⼾塚第⼆ 1 ⼾塚第⼀ 16 上倉⽥ 2 ⼾塚第⼆
26 東汲沢⼩学校 4 踊場 4 踊場 4 踊場 4 踊場
27 ⼾塚⾼等学校 5 北汲沢 5 北汲沢 4 踊場 5 北汲沢
28 汲沢⼩学校 4 踊場 4 踊場 5 北汲沢 4 踊場
29 深⾕⼩学校 14 ⼤正 14 ⼤正 14 ⼤正 14 ⼤正
30 汲沢地域ケアプラザ 15 汲沢 15 汲沢 15 汲沢 15 汲沢
31 南⼾塚⼩学校 1 ⼾塚第⼀ 1 ⼾塚第⼀ 1 ⼾塚第⼀ 1 ⼾塚第⼀
32 ⼾塚福祉授産所 1 ⼾塚第⼀ 1 ⼾塚第⼀ 1 ⼾塚第⼀ 1 ⼾塚第⼀
33 ⼩雀町内会館 14 ⼤正 14 ⼤正 14 ⼤正 14 ⼤正
34 東俣野⼩学校 14 ⼤正 14 ⼤正 14 ⼤正 14 ⼤正
35 南⼾塚中学校 1 ⼾塚第⼀ 1 ⼾塚第⼀ 19 原宿町内会 1 ⼾塚第⼀
36 ⼤正⼩学校（※） 19 原宿町内会 19 原宿町内会 19 原宿町内会 19 原宿町内会
37 ⼤正地区センター 19 原宿町内会 19 原宿町内会 19 原宿町内会 19 原宿町内会
38 ドリームハイツ県集会所 14 ⼤正 14 ⼤正 14 ⼤正 14 ⼤正
39 しらかば幼稚園 3 ⼾塚第三 3 ⼾塚第三 3 ⼾塚第三 3 ⼾塚第三
40 東台幼稚園 12 上⽮部 12 上⽮部 12 上⽮部 12 上⽮部
41 上柏尾町内会館 8 柏尾 8 柏尾 8 柏尾 8 柏尾
42 倉⽥⼩学校 16 上倉⽥ 16 上倉⽥ 16 上倉⽥ 16 上倉⽥
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