茨城県議会議員一般選挙

選挙は、私たちの貴重な意思表示の機会です。放棄することなく、あなたの大切な一票を投じてください。

◆投票できる方
住所要件については、平成
年９月１日までに牛久市に転入
届出をされた方、
または住民票を
作成された方で、
引き続き３カ月
以上住民基本台帳に登録されて
いる方です
（この選挙の選挙人名
簿登録基準日は 月 日ですが、
月１日に選挙人名簿の定時登
録があるため、このようになりま
す）
。年齢要件については、投票
日当日 歳以上ですので、平成
年 月 日までに生まれた方
が有権者となります。
（※注）
牛久市から茨城県内の他
市町村に転出した方は、一定の
要件のもとに投票できる場合が
あります。詳しくは、お問い合
わせください。なお、茨城県外
に転出された方は、茨城県議会
議員一般選挙の選挙権は有しま
せん。
◆期日前投票
仕事や旅行などで投票日当日
に投票所へ行けない方は、期日
前投票ができます。期日前投票
ができる期間は、 月１日（土）
から 月８日（土）までです。期
日前投票所は、牛久市役所期日
前 投 票 所（ 市 役 所 本 庁 舎 ４ 階 ）、
牛 久 駅 前 期 日 前 投 票 所（ エ ス
カードビル２階）、ひたち野リフ
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レ期日前投票所
（リフレビル４
◆郵便による不在者投票
階）、奥野期日前投票所
（奥野生
身体障害者福祉法、戦傷病者
涯学習センター）
にございます。 特別援護法に規定する両下肢や
投票時間は、午前８時 分～午
体幹などの不自由な方、所定の
後８時です。
要件を満たす要介護の方は、自
期日前投票所は投票日が近づ
宅にいたまま郵便により不在者
くと大変混雑し、投票までお時
投 票 が で き ま す。 こ の 場 合 は、
間がかかる場合がありますので、 「郵便投票証明書」が必要となり
あらかじめご了承ください。
ますので、お早めに選挙管理委
投票所入場整理券の裏面には、 員会
（市総務課内）へお問い合わ
宣誓書欄を設けております。当
せください。
日 に 投 票 で き な い 理 由 な ど を、 ◆遠隔地での不在者投票
あらかじめ記載してから期日前
長期出張などにより、選挙期
投票所にお越しになると、受付
間中、牛久市外にいる方は、滞
にかかる時間を短縮できます。
在先の市区町村選挙管理委員会
◆不在者投票
で不在者投票をすることができ
投票日当日までに選挙権年齢
ます。この場合、牛久市選挙管
になる方は、牛久市役所不在者
理委員会への投票用紙などの請
投票所
（市役所本庁舎４階）
、牛
求が必要となるため、多少時間
久駅前不在者投票所
（エスカー
がかかりますので、お早めに手
ドビル２階）
、ひたち野リフレ
続きをしてください。詳しくは、
不在者投票所
（リフレビル４階）
、 お問い合わせください。
奥野不在者投票所
（奥野生涯学
◆代理投票と点字投票
習 セ ン タ ー）で 投 票 す る こ と が
身体が不自由などの理由によ
できます。
また、
病院や老人ホー
り自分で字を書くことができな
ムなどに入っている方も、その
い方は、投票所の係員が代筆し
施設が不在者投票の指定施設に
ますので、当日係員にお申し出
なっている場合は、施設内で投
ください。投票の秘密は守られ
票することができます。お早め
ますので、安心して投票してく
に施設の不在者投票担当者の方
ださい。また、目の不自由な方
にご相談ください。
は、点字により投票することが
できます。
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◆投票所入場整理券
入場整理券は郵送します。投票
所にお越しの際は、入場整理券の
お名前、投票所をご確認の上お持
ちください。
そのほか、
有権者であ
るに もか か わ ら ず お 手 元 に入 場
整理券が届かない場合は、投票所
で入場 券の再 発 行を受けてから
投票してください。その際、運転
免 許証 等 身分を証明できるもの
があると手続きが早くなります。
◆開票
開票は、ひたち野うしく小学
校で、午後９時から行う予定で
す。なお、会場の都合で参観者
が多い場合は、入場制限をする
場合がありますのであらかじめ
ご了承ください。
◆開票速報
開票速報は、テレドーム
（録音さ
れた内容が流れます）
で行う予定
です。（☎０１８０・９９１・２３５）
◆選挙公報
選挙公報は、新聞折込での配
布を予定しています。
また、
選挙
公報は、市役所、各生涯学習セ
ンター、運動公園体育館等の公
共施設の窓口や各投票所、期日
前投票所に用意しますので、ご
利用ください。また、新聞を購
読されていない方は選挙管理委
員会までご連絡ください。
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12月９日（日）午前７時～午後８時

投票日

牛久駅前期日前投票所および田宮投票区投票所は、
エスカードビルに変わります

牛久駅前期日前投票所および田宮投票区投票所
牛久駅
西口

連絡通路

今回の選挙では、牛久駅前期日前投票所および田宮投票区投票所
の場所が、エスカードビル2階に変わります。駐車場は、地下駐車場
または西口駐車場をご利用ください。その際、駐車券を期日前投票
所までお持ちください。なお、1階の出入口は午前10時まで開きませ
ん。車の場合は地下駐車場からエレベーターで、徒歩の場合はビル
東西の2階出入口から、それぞれお越しください。

至上野

至水戸

（エスカードビル2階）

ATM

牛久駅前期日前
投票所および
田宮投票区投票所（2Ｆ）
（牛久町280）
国道6号

投票日当日に投票所へお越しになれない方は…

期日前投票所を 【期日前投票期間】１
２月１日（土）～１２月８日（土）まで
ご利用ください 【期日前投票時間】 午前8時30分～午後8時
ひたち野リフレ期日前投票所は、
４階の第３会議室です。

牛久駅期日前投票所

ひたち野リフレ期日前投票所

牛久駅前期日前投票所

ひたち野
うしく駅

タクシー
プール

ひたち野リフレ
期日前投票所（4階）
（ひたち野東1-33-1）

第3会議室

第2会議室

第1会議室

ATM

トイレ

東京方面↓

牛久駅前期日前
投票所（2Ｆ）
（牛久町280）

ロータリー

交番

牛久駅
西口

学園西大通り

国道6号

エレベーター 階段

牛久市役所期日前投票所

奥野期日前投票所

（市役所本庁舎4階）

（奥野生涯学習センター）

本庁舎北側
エレベーター入口

時15分～午後8時は、閉庁時間のた
入りください
（閉庁時間中は、正面玄

牛久市役所
期日前投票所
（中央3-15-1）

関、東側入口からは入れません）
。

奥野期日前投票所

牛久市役所期日前投票所

12月1日
（土）～12月8日
（土）の午後5
め、本庁舎北側エレベーターからお

連絡通路

西友ひたち野うしく店

（エスカードビル2階）

至上野

ひたち野リフレ4階 フロア図

至水戸

↑土浦方面

（ひたち野うしく駅東口）

市保健
センター

奥野小学校

牛久第二
中 学 校

市役所本庁舎

牛久
シャトー

投票日は記載された投票所へ
期日前投票は、すべての投票区の人が、どの期日前投
票所でも投票することができますが、投票日当日は、入場
整理券に記載された投票所でしか投票することはできま

奥野生涯学習センター
（島田町2700-1）

期日前投票所名
牛久市役所
牛久駅前
ひたち野リフレ

投 票 日 当 日

→
→
→
→

奥野
せん。なお、各期日前投票所は、投票日当日は右記のとお （例）上町投票区の有権者

りとなりますので、ご注意ください。

中央投票区の有権者の方のみ
田宮投票区の有権者の方のみ
投票所ではありません
久野投票区の有権者の方のみ

【期日前投票】
…上記のどの期日前投票所でも投票可能
【投票日当日】

…上町投票区投票所
（牛久小学校体育館）
でのみ投票
可能
（市役所、牛久駅前、ひたち野リフレ、奥野では投票できません）

◆問い合わせ 牛久市選挙管理委員会
（総務課内）
☎内線1011～1013
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ください

投票所は24カ所です。市選挙管理委員会から郵送
される投票所入場整理券に記載されている投票所を
必ずご確認の上、お越しください。
問 牛久市選挙管理委員会
（総務課内）
☎873-2111内線1011～1013
田宮投票区投票所
牛久駅
連絡通路

西口

至上野

至水戸

（エスカードビル2階）

ATM

牛久
シャトー

エスカードビル（2階）
（牛久町280）
国道6号

栄町3丁目・5丁目・6丁目、中央1丁目
（神谷
二区行政区以外）
・2丁目・3丁目・4丁目・5丁
目、柏田町（栄町・栄東行政区のみ）の有権者

神谷二区行政区の有権者

田宮（田宮町字笹塚・田宮町番外以
外）
・本町・エスカードビル行政区の
有権者

南1丁 目（23番 地 〜44番 地 ）
・4丁 目
（みどり野行政区・南4丁目37番地の
み）
・7丁目の有権者

上町・下町・牛久駅西ニュータウン
行政区の有権者

城中・新地行政区の有権者

栄町1丁目・2丁目、上柏田1丁目・2
丁目の有権者

南1丁目（1番地〜22番地）
・2丁目・
3丁目
（東みどり野行政区以外）の有
権者

刈谷・秋住団地行政区の有権者

上柏田・中柏田行政区、栄町4丁目、
上柏田3丁目・4丁目の有権者

南3丁目（東みどり野行政区のみ）
・4
丁目（緑ケ丘・東みどり野行政区の
み）
・5丁目・6丁目（緑ケ丘・東みど
り野行政区のみ）の有権者

つつじが丘・第2つつじが丘行政区、
田宮町字笹塚・田宮町番外の有権者
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投票所を必ずご確認
焼肉
きんぐ

女化行政区、さくら台4丁目の有権
者

岡見・下柏田・上池台・下根ケ丘・
第8岡見行政区の有権者

小坂団地・東岡見・上太田・小坂（一
部）
・向原行政区の有権者

神谷行政区、神谷1丁目〜4丁目・6
丁目の有権者

猪子・一厚東（栄町1丁目を除く）
・
一厚西行政区の有権者

ひたち野西4丁目、ひたち野東5丁目
（びゅうパルクひたち野行政区のみ）、
中根町、東大和田町の有権者

ジョイ
フーズ

久野・大和田・中央・正直・島田・桂・
報徳・井ノ岡・小坂行政区の有権者

南部・向台行政区、みはらし台の有
権者

ひたち野東2丁目～5丁目（びゅうパルクひたち野行政
区を除く）、岡見町（東下根行政区の一部・第8岡見行政
区の一部）、下根町（下根ケ丘行政区を除く）の有権者

奥原行政区の有権者

神谷5丁目、さくら台2丁目・3丁目
の有権者

ひたち野東1丁目、ひたち野西1丁
目～3丁目、東猯穴町の有権者
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