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幸 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示

川崎市幸区選挙管理委員会告示第２号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における公

職選挙法（昭和25年法律第100号）第144条の２第１項の

規定によるポスター掲示場を設置した場所は、次のとお

りです。

　　平成31年３月20日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　



川 崎 市 公 報 （号外第２号）平成31年(2019年)４月５日

－123－

区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 1-1 中幸町２丁目１７番地　　　幸町小学校北側　フェンス

区 1-2 中幸町２丁目１７番地　　　幸町小学校表西門東側　フェンス

1-3 中幸町２丁目１７番地　　　幸町小学校表東門西側　フェンス

1-4 幸町２丁目５６８番地３　　多摩川見晴らし公園　植込み

1-5 幸町３丁目９番地　　　　　幸町公園東側　フェンス

1-6 幸町４丁目２５番地　　　　岩澤宅　ブロック塀

1-7 幸町１丁目７７３番地　　　ディアフォルム幸町　フェンス

1-8 幸町１丁目７５０番地１　　ソリッドスクエア　植込み

2-1 堀川町７２番地２６　　　　堀川町公園　植込み

2-2 中幸町３丁目２６番地１　　フロール川崎中幸町　フェンス

2-3 中幸町４丁目３１番地　　　南河原中学校東側　フェンス

2-4 中幸町４丁目３１番地　　　南河原中学校南側　フェンス

2-5 柳町４２番地　　　　　　　柳町公園西側

2-6 柳町１０番地　　　　　　　南幸町歩道橋脇駐車場　フェンス

2-7 南幸町２丁目３８番地１　　諏訪公園東側

2-8  堀川町７２番地１　　　　　ラゾーナ川崎プラザ平面駐車場西の入口脇　植込み

2-9 堀川町７２番地１　　　　　川崎駅西口郵便局前植え込み

3-1 南幸町１丁目１１番地　　　南河原老人いこいの家　フェンス

3-2 南幸町３丁目３０番地１　　坂本宅 西側ブロック塀

3-3 南幸町３丁目６２番地　　　長谷川宅ブロック塀

3-4 南幸町３丁目１２６番地１　地方卸売市場南部市場西門　ブロック塀

3-5 都町７４番地２　　　　　　南河原公園南側

3-6 都町７４番地２　　　　　　南河原公園北側　植込み

3-7 都町１８番地　　　　　　　南河原小学校正門東側　フェンス

3-8 都町７４番地２　　　　　　南河原公園西側　フェンス
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（号外第２号）平成31年(2019年)４月５日 川 崎 市 公 報

－124－

区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 4-1 河原町１番地　　　　　　　河原町団地１２号棟北側　フェンス

区 4-2 河原町１番地　　　　　　　河原町体育館東側　フェンス

4-3 河原町１番地　　　　　　　河原町体育館北側　フェンス

4-4 河原町１番地　　　　　　　河原町団地１３号棟東側　フェンス

4-5 河原町１番地　　　　　　　河原町保育園正門　フェンス

4-6 河原町１番地　　　　　　　河原町団地３号棟東側　フェンス

4-7 河原町１番地　　　　　　　河原町団地2号棟北側団地入口ゲート前 植込み

4-8 河原町１番地　　　　　　　河原町団地１号棟西側　植込み

5-1 戸手４丁目９番３号　　　　川崎戸手４丁目駐車場　フェンス

5-2 戸手４丁目４番２号　　　　戸手ポンプ場　フェンス

5-3 戸手４丁目７番　　　　　　戸手多摩川公園南側　フェンス

5-4 戸手３丁目２番１号　　　　戸手町公園西側　フェンス

5-5 戸手４丁目２番１号　　　　御幸中学校西側　フェンス

5-6 戸手４丁目２番１号　　　　御幸中学校北側正門　フェンス

5-7 戸手４丁目４番３号　　　　戸手東公園　フェンス

5-8 遠藤町１番地　　　　　　　御幸小学校東側　フェンス

6-1 小向町２１番２０号　　　　齋藤宅　ブロック塀

6-2 小向町１７番１号　　　　　小向第６公園南側

6-3 小向仲野町１５番２号先　　小向仲野町緑道

6-4 小向仲野町１４番１号先　　小向仲野町緑道

6-5 小向仲野町１３番７号　　　小向第１公園東側

6-6 小向仲野町５番２号　　　　小向第２公園東側　フェンス

6-7 小向仲野町５番１号　　　　川崎総合科学高等学校南門東側　フェンス

4

5

6



川 崎 市 公 報 （号外第２号）平成31年(2019年)４月５日

－125－

区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 7-1 神明町２丁目５６番地２先 　さいわい緑道

区 7-2 戸手本町２丁目３９５番地　 神明神社　ブロック塀 

7-3 戸手本町２丁目４２０番地　 つくし保育園西側　フェンス

7-4 戸手本町１丁目１６５番地　 戸手小学校南側　植込み

7-5 戸手本町１丁目１６５番地　 戸手小学校北側　フェンス

7-6 戸手本町１丁目１５０番地　 市立幸高校東側グランド門　フェンス

7-7 戸手本町２丁目４３４番地　 市立幸高校テニスコート南側　フェンス

7-8 戸手本町１丁目１１番地１　 幸区役所ゆめ広場南側　植込み

8 8-1 小向西町４丁目１５番地  　 小向第３公園南側

8-2 小向西町４丁目３０番地 　  西御幸小学校北側　フェンス

8-3 小向西町４丁目８１番地     小向第５公園南側　

8-4 小向西町３丁目５０番地     小向第４公園北側　

8-5 小向東芝町１番地  　　　 　東芝インフラシステムズ株式会社　小向事業所南側フェンス

8-6 小向西町３丁目２８番地　　 八幡神社北側 石棚

8-7 小向西町１丁目６５番地   　小向第７公園東側

9-1 東古市場１番地　　　　   　御幸公園南東側入口　フェンス

9-2 東古市場７１番地　　　　 　古市場ポンプ場　フェンス

9-3 東古市場８３番地　　   　　東古市場第１公園南側　

9-4 東古市場１１６番地　　   　市営古市場住宅北側　植込み

9-5 古市場１丁目４５番地   　　古市場第２公園南側　植込み

9-6 古市場１丁目１番地　     　古市場小学校正門　植込み

9-7 古市場２丁目１１６番地　   古市場第３公園北側　植込み

9-8 古市場２丁目８４番地 　　　古市場第５公園南側

9-9 古市場１丁目６４番地　   　古市場第６公園西側　植込み
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－126－

区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 10-1 下平間５０番地　　　   　　下平間公園北側

区 10-2 下平間１番地２　　　　　　　鹿島田グリーンハイツ　フェンス

10-3 下平間６８番地１　　   　　下平間稲荷公園西側　フェンス

10-4 下平間１４６番地　　   　　㈱大澤商店管理駐車場　フェンス

10-5 下平間１７５番地　　   　　下平間小学校正門　フェンス

10-6 下平間２１４番地１　   　　フロール川崎下平間３番館前　植込み

10-7 下平間３４７番地　　   　　ＮＴＴ東日本　神奈川支店横駐車場　植込み

10-8 下平間３８７番地１　    　 下平間第３住宅府中街道沿い　フェンス

11-1 古川町１２０番地　　 　　　古川保育園北側　フェンス

11-2 塚越４丁目３１４番地３　   塚越４丁目公園　西側フェンス

11-3 塚越４丁目３６３番地２０ 　塚越第３公園北側

11-4 塚越４丁目３４５番地１５ 　塚越こかげ公園北側　フェンス

11-5 古川町１５９番地４　　   　古川町さくら公園西側　フェンス

11-6 塚越２丁目２０７番地　　　 塚越沼ノ上公園南側　フェンス

11-7 古川町７０番地　　　　　　 古川小学校　グラウンド東側フェンス

11-8 古川町７０番地　　　　   　古川小学校　校舎東側フェンス

12-1 塚越１丁目６０番地　　   　塚越中学校正門　フェンス

12-2 新塚越１番地２　　　　　　サウザンドシティ多目的ホール前植込み　

12-3 塚越１丁目６０番地　   　　塚越中学校西門　体育館側フェンス

12-4 新塚越１番地７　　　　　　　町田堀ふれあい公園　植え込み

12-5 塚越１丁目６４番地　   　　御嶽神社　石棚

12-6 塚越３丁目３９５番地  　 　佐々木宅　ブロック塀

12-7 塚越３丁目４０６番地１   　塚越３丁目さくらの公園　フェンス

12-8 塚越１丁目６０番地　   　　塚越第２公園東側
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川 崎 市 公 報 （号外第２号）平成31年(2019年)４月５日

－127－

区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 13-1 東小倉２１番 　　　    　　（株）石橋不動産管理駐車場　フェンス

区 13-2 東小倉６番１号　　　   　　特別養護老人ホームしゃんぐりら　フェンス

13-3 東小倉１番１号　　　   　　東小倉小学校西側グランド入口　フェンス

13-4 小倉１番地１　　　　   　　パークシティサウスパーク出口　植込み

13-5 小倉１番地１　　　　　   　パークシティ東小倉小学校裏門外　植込み

13-6 小倉１番地１　　　　   　　パークシティ東三番街Ｅ棟ＪＲ側　植込み

13-7 小倉１番地１　　　　   　　パークシティ東三番街北側　植込み

13-8 小倉１番地１　　　　   　　パークシティ西三番街Ｃ棟西側ごみ置場脇　植込み

14-1 鹿島田３丁目２０番２号　   梶アパート　ブロック塀

14-2 鹿島田１丁目１１番８号先　　福禄不動産（有）駐車場　フェンス

14-3 鹿島田３丁目１９番５１号　 永嶋宅　ブロック塀

14-4 鹿島田１丁目１４番５号　　 味の素(株)鹿島田社宅３号棟西側　フェンス

14-5 鹿島田２丁目２２番４４号 　鹿島田幼稚園　フェンス

14-6 鹿島田２丁目１５番１４号 　梶宅　ブロック塀

14-7 鹿島田３丁目６番先　   　 二ヶ領用水　東側フェンス

14-8 鹿島田２丁目２１番　　　　鹿島田２丁目公園　入口南側フェンス

15-1 北加瀬３丁目１番　　　　　 三菱ふそうトラック・バス（株）駐車場　フェンス

15-2 矢上４番１号　　　   　　　渋川ポンプ場　フェンス

15-3 北加瀬２丁目３番１号　   　日吉中学校北側　フェンス

15-4 北加瀬２丁目３番１号   　　日吉中学校グラウンド東側　フェンス

15-5 北加瀬３丁目３番　　   　　北加瀬原町公園西側　フェンス

15-6 北加瀬１丁目１１番５号 　　北加瀬つつじ公園　フェンス

15-7 北加瀬１丁目３１番１号　　夢見ヶ崎ローンテニスクラブテニスコート　植込み

15-8 北加瀬１丁目３７番１号   　日吉小学校東側　フェンス

15-9 北加瀬２丁目３番１号  　 　日吉中学校校舎東側　フェンス
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－128－

区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 16-1 小倉１丁目４番８号　   　　小沢氏所有畑　生垣

区 16-2 小倉２丁目６番４号　　   　小倉北住宅４号棟入口脇　フェンス

16-3 小倉２丁目２１番３３号　 　斉木宅ブロック塀

16-4 小倉２丁目２４番２号   　　正蔵寺駐車場横 フェンス

16-5 小倉２丁目１１番２１号 　　小倉北公園南側　フェンス

16-6 小倉５丁目３２番６号   　　小倉八雲公園北側　フェンス　　　

16-7 小倉２丁目３３番４７号     ㈱饒田　川崎倉庫　西側フェンス

16-8 小倉２丁目２０番１号   　　小倉小学校正門　フェンス

17-1 南加瀬３丁目１２番８号　 　南加瀬保育園　フェンス

17-2 南加瀬１丁目７番１７号   　日吉出張所正面入口　植込み

17-3 南加瀬３丁目４番８号　　 　夢見ケ崎保育園　フェンス

17-4 南加瀬２丁目１９番４号   　南加瀬五反公園北側　フェンス

17-5 南加瀬２丁目１３番１号　   夢見ケ崎小学校北側　フェンス

17-6 南加瀬２丁目１３番１号   　夢見ケ崎小学校正門　フェンス

17-7 南加瀬３丁目１０番１号   　南加瀬中学校正門　フェンス

17-8 南加瀬３丁目１０番１号　   南加瀬中学校南側　フェンス

18-1 南加瀬４丁目２４番１号　   南加瀬小学校東側　フェンス

18-2 南加瀬４丁目３７番　　　　　南加瀬下町公園　南側フェンス

18-3 南加瀬４丁目３５番２号   　南加瀬第２住宅南側　フェンス

18-4 南加瀬４丁目２４番１号　   南加瀬小学校西側　フェンス

18-5 南加瀬４丁目４０番２２号   加瀬水処理センター東側　フェンス

18-6 南加瀬５丁目３８番３号   　南加瀬辻公園南側　フェンス　

18-7 南加瀬５丁目２４番１７号 　新堀宅　ブロック塀

18-8 南加瀬５丁目５番４３号　   深瀬宅　ブロック塀
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川 崎 市 公 報 （号外第２号）平成31年(2019年)４月５日

－129－

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 19-1 小倉５丁目１６番１号  　 　小倉西住宅１号棟北側　フェンス

区 19-2 小倉４丁目８番４号　　   　小倉中公園東側　フェンス

19-3 小倉４丁目１２番２２号 　　小倉下町公園南側　フェンス

19-4 小倉４丁目１７番１号   　　東小倉公園西側正面　ポール　　　　

19-5 小倉４丁目２１番６号　   　小倉かつら公園北側　フェンス　　　　

19-6 小倉４丁目２６番２号  　 　小倉南住宅北側プレイロットＡ　　　　

19-7 小倉４丁目２８番３号 　　　小倉アベリア公園北側入口　植込み

19-8 小倉４丁目２８番３号   　　小倉アベリア公園西側入口　フェンス

19

川崎市幸区選挙管理委員会告示第３号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における期

日前投票所を設ける場所を、公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第48条の２第６項において読み替えて準用す

る同法第39条の規定により、次のとおり指定しました。

　　平成31年３月21日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　

施設の名称 所　在　地 設置期間

川崎市幸区役所４階

第３・４会議室

川崎市幸区戸手本町

１丁目11番地１

３月22日から

４月６日まで

川崎市幸区役所

日吉出張所２階

日吉おやこであそぼう

ランド

川崎市幸区南加瀬

１丁目７番17号

３月30日から

４月６日まで

　　　───────────────────

川崎市幸区選挙管理委員会告示第４号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における期

日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票管理者

に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理

すべき者を、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第48

条の２第５項において読み替えて適用する同法第37条第

２項及び公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第49

条の７において読み替えて適用する同令第24条第１項の

規定により、次のとおり選任しました。

　　平成31年３月21日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　
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川崎市幸区選挙管理委員会告示第５号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における公

職選挙法（昭和25年法律第100号）第49条第１項及び第

270条の２第１項の規定による不在者投票の事務を取り

扱う場所、期間及び時間は、次のとおりとします。

　　平成31年３月21日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　　

１ 　川崎市幸区役所内

　　川崎市幸区選挙管理委員会事務室

　⑴ 　所　在　地　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　⑵ 　事務取扱期間　 平成31年３月22日から同年４月６

日まで

　⑶ 　事務取扱時間　午前８時30分から午後８時まで

２ 　川崎市幸区役所日吉出張所

　⑴ 　所　在　地　川崎市幸区南加瀬１丁目７番17号

　⑵ 　事務取扱期間　 平成31年３月30日から同年４月６

日まで

　⑶ 　事務取扱時間　午前８時30分から午後８時まで

　 　なお、幸区役所日吉出張所においては、公職選挙法

施行令（昭和25年政令第89号）第56条の事務は取り扱

わない。

　　　───────────────────

川崎市幸区選挙管理委員会告示第６号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における、

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第175条第２項に規

定する期日前投票所及び不在者投票管理者の管理する投

票記載場所の氏名等の掲示並びに同条第１項に規定する

選挙当日の投票記載場所の氏名等の掲示の同条第３項本

文及び同条第５項の規定による掲載順序を定めるくじを

行う場所及び日時は、次のとおりです。

　　平成31年３月21日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　　

１ 　場　所

　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　川崎市幸区役所内

　　川崎市幸区選挙管理委員会委員室

２ 　日　時

　　平成31年３月21日　午後５時30分

　　　───────────────────

川崎市幸区選挙管理委員会告示第７号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における、

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第62条第２項又は

第４項の規定による、川崎市幸区開票区の開票立会人と

なるべき者を定めるくじを行う場所及び日時は、次のと

おりです。

　　平成31年３月21日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　　

１ 　場　所

　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　川崎市幸区役所内

　　川崎市幸区選挙管理委員会委員室

２ 　日　時

　　平成31年４月４日　午後５時30分

　　　───────────────────

川崎市幸区選挙管理委員会告示第８号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における川

崎市幸区開票区の開票の場所及び日時を、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第63条及び第

65条の規定により、次のとおり定めました。

　　平成31年３月21日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　　

１ 　場　所　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地３

　　　　　　川崎市幸スポーツセンター　大体育室

２ 　日　時　平成31年４月７日　午後９時15分

　　　───────────────────

川崎市幸区選挙管理委員会告示第９号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における開

票管理者及び開票管理者に事故があり、又は開票管理者

が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、公

職選挙法（昭和25年法律第100号）第61条第２項及び公

職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第67条第１項の

規定により、次のとおり選任しました。

　　平成31年３月21日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　　

川崎市幸区開票区

１ 　開票管理者

　　 　　

２ 　開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた

場合において、その職務を代理すべき者

　　 　　

　　　───────────────────

川崎市幸区選挙管理委員会告示第10号

　平成31年４月７日執行の川崎市議会議員選挙における

川崎市ポスター掲示場の設置に関する条例（昭和57年川

崎市条例第54号）第１条の規定によるポスター掲示場を

設置した場所は、次のとおりです。

　　平成31年３月28日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　　　　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　
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区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 1-1 中幸町２丁目１７番地　　　幸町小学校北側　フェンス

区 1-2 中幸町２丁目１７番地　　　幸町小学校表西門東側　フェンス

1-3 中幸町２丁目１７番地　　　幸町小学校表東門西側　フェンス

1-4 幸町２丁目５６８番地３　　多摩川見晴らし公園　植込み

1-5 幸町３丁目９番地　　　　　幸町公園東側　フェンス

1-6 幸町４丁目２５番地　　　　岩澤宅　ブロック塀

1-7 幸町１丁目７７３番地　　　ディアフォルム幸町　フェンス

1-8 幸町１丁目７５０番地１　　ソリッドスクエア　植込み

2-1 堀川町７２番地２６　　　　堀川町公園　植込み

2-2 中幸町３丁目２６番地１　　フロール川崎中幸町　フェンス

2-3 中幸町４丁目３１番地　　　南河原中学校東側　フェンス

2-4 中幸町４丁目３１番地　　　南河原中学校南側　フェンス

2-5 柳町４２番地　　　　　　　柳町公園西側

2-6 柳町１０番地　　　　　　　南幸町歩道橋脇駐車場　フェンス

2-7 南幸町２丁目３８番地１　　諏訪公園東側

2-8  堀川町７２番地１　　　　　ラゾーナ川崎プラザ平面駐車場西の入口脇　植込み

2-9 堀川町７２番地１　　　　　川崎駅西口郵便局前植え込み

3-1 南幸町１丁目１１番地　　　南河原老人いこいの家　フェンス

3-2 南幸町３丁目３０番地１　　坂本宅 西側ブロック塀

3-3 南幸町３丁目６２番地　　　長谷川宅ブロック塀

3-4 南幸町３丁目１２６番地１　地方卸売市場南部市場西門　ブロック塀

3-5 都町７４番地２　　　　　　南河原公園南側

3-6 都町７４番地２　　　　　　南河原公園北側　植込み

3-7 都町１８番地　　　　　　　南河原小学校正門東側　フェンス

3-8 都町７４番地２　　　　　　南河原公園西側　フェンス

1

2

3
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区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 4-1 河原町１番地　　　　　　　河原町団地１２号棟北側　フェンス

区 4-2 河原町１番地　　　　　　　河原町体育館東側　フェンス

4-3 河原町１番地　　　　　　　河原町体育館北側　フェンス

4-4 河原町１番地　　　　　　　河原町団地１３号棟東側　フェンス

4-5 河原町１番地　　　　　　　河原町保育園正門　フェンス

4-6 河原町１番地　　　　　　　河原町団地３号棟東側　フェンス

4-7 河原町１番地　　　　　　　河原町団地2号棟北側団地入口ゲート前 植込み

4-8 河原町１番地　　　　　　　河原町団地１号棟西側　植込み

5-1 戸手４丁目９番３号　　　　川崎戸手４丁目駐車場　フェンス

5-2 戸手４丁目４番２号　　　　戸手ポンプ場　フェンス

5-3 戸手４丁目７番　　　　　　戸手多摩川公園南側　フェンス

5-4 戸手３丁目２番１号　　　　戸手町公園西側　フェンス

5-5 戸手４丁目２番１号　　　　御幸中学校西側　フェンス

5-6 戸手４丁目２番１号　　　　御幸中学校北側正門　フェンス

5-7 戸手４丁目４番３号　　　　戸手東公園　フェンス

5-8 遠藤町１番地　　　　　　　御幸小学校東側　フェンス

6-1 小向町２１番２０号　　　　齋藤宅　ブロック塀

6-2 小向町１７番１号　　　　　小向第６公園南側

6-3 小向仲野町１５番２号先　　小向仲野町緑道

6-4 小向仲野町１４番１号先　　小向仲野町緑道

6-5 小向仲野町１３番７号　　　小向第１公園東側

6-6 小向仲野町５番２号　　　　小向第２公園東側　フェンス

6-7 小向仲野町５番１号　　　　川崎総合科学高等学校南門東側　フェンス

4

5

6
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区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 7-1 神明町２丁目５６番地２先 　さいわい緑道

区 7-2 戸手本町２丁目３９５番地　 神明神社　ブロック塀 

7-3 戸手本町２丁目４２０番地　 つくし保育園西側　フェンス

7-4 戸手本町１丁目１６５番地　 戸手小学校南側　植込み

7-5 戸手本町１丁目１６５番地　 戸手小学校北側　フェンス

7-6 戸手本町１丁目１５０番地　 市立幸高校東側グランド門　フェンス

7-7 戸手本町２丁目４３４番地　 市立幸高校テニスコート南側　フェンス

7-8 戸手本町１丁目１１番地１　 幸区役所ゆめ広場南側　植込み

8 8-1 小向西町４丁目１５番地  　 小向第３公園南側

8-2 小向西町４丁目３０番地 　  西御幸小学校北側　フェンス

8-3 小向西町４丁目８１番地     小向第５公園南側　

8-4 小向西町３丁目５０番地     小向第４公園北側　

8-5 小向東芝町１番地  　　　 　東芝インフラシステムズ株式会社　小向事業所南側フェンス

8-6 小向西町３丁目２８番地　　 八幡神社北側 石棚

8-7 小向西町１丁目６５番地   　小向第７公園東側

9-1 東古市場１番地　　　　   　御幸公園南東側入口　フェンス

9-2 東古市場７１番地　　　　 　古市場ポンプ場　フェンス

9-3 東古市場８３番地　　   　　東古市場第１公園南側　

9-4 東古市場１１６番地　　   　市営古市場住宅北側　植込み

9-5 古市場１丁目４５番地   　　古市場第２公園南側　植込み

9-6 古市場１丁目１番地　     　古市場小学校正門　植込み

9-7 古市場２丁目１１６番地　   古市場第３公園北側　植込み

9-8 古市場２丁目８４番地 　　　古市場第５公園南側

9-9 古市場１丁目６４番地　   　古市場第６公園西側　植込み

7

9
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区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 10-1 下平間５０番地　　　   　　下平間公園北側

区 10-2 下平間１番地２　　　　　　　鹿島田グリーンハイツ　フェンス

10-3 下平間６８番地１　　   　　下平間稲荷公園西側　フェンス

10-4 下平間１４６番地　　   　　㈱大澤商店管理駐車場　フェンス

10-5 下平間１７５番地　　   　　下平間小学校正門　フェンス

10-6 下平間２１４番地１　   　　フロール川崎下平間３番館前　植込み

10-7 下平間３４７番地　　   　　ＮＴＴ東日本　神奈川支店横駐車場　植込み

10-8 下平間３８７番地１　    　 下平間第３住宅府中街道沿い　フェンス

11-1 古川町１２０番地　　 　　　古川保育園北側　フェンス

11-2 塚越４丁目３１４番地３　   塚越４丁目公園　西側フェンス

11-3 塚越４丁目３６３番地２０ 　塚越第３公園北側

11-4 塚越４丁目３４５番地１５ 　塚越こかげ公園北側　フェンス

11-5 古川町１５９番地４　　   　古川町さくら公園西側　フェンス

11-6 塚越２丁目２０７番地　　　 塚越沼ノ上公園南側　フェンス

11-7 古川町７０番地　　　　　　 古川小学校　グラウンド東側フェンス

11-8 古川町７０番地　　　　   　古川小学校　校舎東側フェンス

12-1 塚越１丁目６０番地　　   　塚越中学校正門　フェンス

12-2 新塚越１番地２　　　　　　サウザンドシティ多目的ホール前植込み　

12-3 塚越１丁目６０番地　   　　塚越中学校西門　体育館側フェンス

12-4 新塚越１番地７　　　　　　　町田堀ふれあい公園　植え込み

12-5 塚越１丁目６４番地　   　　御嶽神社　石棚

12-6 塚越３丁目３９５番地  　 　佐々木宅　ブロック塀

12-7 塚越３丁目４０６番地１   　塚越３丁目さくらの公園　フェンス

12-8 塚越１丁目６０番地　   　　塚越第２公園東側

10

11

12
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区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 13-1 東小倉２１番 　　　    　　（株）石橋不動産管理駐車場　フェンス

区 13-2 東小倉６番１号　　　   　　特別養護老人ホームしゃんぐりら　フェンス

13-3 東小倉１番１号　　　   　　東小倉小学校西側グランド入口　フェンス

13-4 小倉１番地１　　　　   　　パークシティサウスパーク出口　植込み

13-5 小倉１番地１　　　　　   　パークシティ東小倉小学校裏門外　植込み

13-6 小倉１番地１　　　　   　　パークシティ東三番街Ｅ棟ＪＲ側　植込み

13-7 小倉１番地１　　　　   　　パークシティ東三番街北側　植込み

13-8 小倉１番地１　　　　   　　パークシティ西三番街Ｃ棟西側ごみ置場脇　植込み

14-1 鹿島田３丁目２０番２号　   梶アパート　ブロック塀

14-2 鹿島田１丁目１１番８号先　　福禄不動産（有）駐車場　フェンス

14-3 鹿島田３丁目１９番５１号　 永嶋宅　ブロック塀

14-4 鹿島田１丁目１４番５号　　 味の素(株)鹿島田社宅３号棟西側　フェンス

14-5 鹿島田２丁目２２番４４号 　鹿島田幼稚園　フェンス

14-6 鹿島田２丁目１５番１４号 　梶宅　ブロック塀

14-7 鹿島田３丁目６番先　   　 二ヶ領用水　東側フェンス

14-8 鹿島田２丁目２１番　　　　鹿島田２丁目公園　入口南側フェンス

15-1 北加瀬３丁目１番　　　　　 三菱ふそうトラック・バス（株）駐車場　フェンス

15-2 矢上４番１号　　　   　　　渋川ポンプ場　フェンス

15-3 北加瀬２丁目３番１号　   　日吉中学校北側　フェンス

15-4 北加瀬２丁目３番１号   　　日吉中学校グラウンド東側　フェンス

15-5 北加瀬３丁目３番　　   　　北加瀬原町公園西側　フェンス

15-6 北加瀬１丁目１１番５号 　　北加瀬つつじ公園　フェンス

15-7 北加瀬１丁目３１番１号　　夢見ヶ崎ローンテニスクラブテニスコート　植込み

15-8 北加瀬１丁目３７番１号   　日吉小学校東側　フェンス

15-9 北加瀬２丁目３番１号  　 　日吉中学校校舎東側　フェンス

13

15

14



（号外第２号）平成31年(2019年)４月５日 川 崎 市 公 報

－138－

区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 16-1 小倉１丁目４番８号　   　　小沢氏所有畑　生垣

区 16-2 小倉２丁目６番４号　　   　小倉北住宅４号棟入口脇　フェンス

16-3 小倉２丁目２１番３３号　 　斉木宅ブロック塀

16-4 小倉２丁目２４番２号   　　正蔵寺駐車場横 フェンス

16-5 小倉２丁目１１番２１号 　　小倉北公園南側　フェンス

16-6 小倉５丁目３２番６号   　　小倉八雲公園北側　フェンス　　　

16-7 小倉２丁目３３番４７号     ㈱饒田　川崎倉庫　西側フェンス

16-8 小倉２丁目２０番１号   　　小倉小学校正門　フェンス

17-1 南加瀬３丁目１２番８号　 　南加瀬保育園　フェンス

17-2 南加瀬１丁目７番１７号   　日吉出張所正面入口　植込み

17-3 南加瀬３丁目４番８号　　 　夢見ケ崎保育園　フェンス

17-4 南加瀬２丁目１９番４号   　南加瀬五反公園北側　フェンス

17-5 南加瀬２丁目１３番１号　   夢見ケ崎小学校北側　フェンス

17-6 南加瀬２丁目１３番１号   　夢見ケ崎小学校正門　フェンス

17-7 南加瀬３丁目１０番１号   　南加瀬中学校正門　フェンス

17-8 南加瀬３丁目１０番１号　   南加瀬中学校南側　フェンス

18-1 南加瀬４丁目２４番１号　   南加瀬小学校東側　フェンス

18-2 南加瀬４丁目３７番　　　　　南加瀬下町公園　南側フェンス

18-3 南加瀬４丁目３５番２号   　南加瀬第２住宅南側　フェンス

18-4 南加瀬４丁目２４番１号　   南加瀬小学校西側　フェンス

18-5 南加瀬４丁目４０番２２号   加瀬水処理センター東側　フェンス

18-6 南加瀬５丁目３８番３号   　南加瀬辻公園南側　フェンス　

18-7 南加瀬５丁目２４番１７号 　新堀宅　ブロック塀

18-8 南加瀬５丁目５番４３号　   深瀬宅　ブロック塀

16

17

18



川 崎 市 公 報 （号外第２号）平成31年(2019年)４月５日

－139－

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 19-1 小倉５丁目１６番１号  　 　小倉西住宅１号棟北側　フェンス

区 19-2 小倉４丁目８番４号　　   　小倉中公園東側　フェンス

19-3 小倉４丁目１２番２２号 　　小倉下町公園南側　フェンス

19-4 小倉４丁目１７番１号   　　東小倉公園西側正面　ポール　　　　

19-5 小倉４丁目２１番６号　   　小倉かつら公園北側　フェンス　　　　

19-6 小倉４丁目２６番２号  　 　小倉南住宅北側プレイロットＡ　　　　

19-7 小倉４丁目２８番３号 　　　小倉アベリア公園北側入口　植込み

19-8 小倉４丁目２８番３号   　　小倉アベリア公園西側入口　フェンス

19

川崎市幸区選挙管理委員会告示第11号

　平成31年４月７日執行の神奈川県議会議員選挙におけ

るポスター掲示場に関する条例（昭和57年神奈川県条例

第55号）第１条の規定によるポスター掲示場を設置した

場所は、次のとおりです。

　　平成31年３月28日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　



（号外第２号）平成31年(2019年)４月５日 川 崎 市 公 報

－140－

区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 1-1 中幸町２丁目１７番地　　　幸町小学校北側　フェンス

区 1-2 中幸町２丁目１７番地　　　幸町小学校表西門東側　フェンス

1-3 中幸町２丁目１７番地　　　幸町小学校表東門西側　フェンス

1-4 幸町２丁目５６８番地３　　多摩川見晴らし公園　植込み

1-5 幸町３丁目９番地　　　　　幸町公園東側　フェンス

1-6 幸町４丁目２５番地　　　　岩澤宅　ブロック塀

1-7 幸町１丁目７７３番地　　　ディアフォルム幸町　フェンス

1-8 幸町１丁目７５０番地１　　ソリッドスクエア　植込み

2-1 堀川町７２番地２６　　　　堀川町公園　植込み

2-2 中幸町３丁目２６番地１　　フロール川崎中幸町　フェンス

2-3 中幸町４丁目３１番地　　　南河原中学校東側　フェンス

2-4 中幸町４丁目３１番地　　　南河原中学校南側　フェンス

2-5 柳町４２番地　　　　　　　柳町公園西側

2-6 柳町１０番地　　　　　　　南幸町歩道橋脇駐車場　フェンス

2-7 南幸町２丁目３８番地１　　諏訪公園東側

2-8  堀川町７２番地１　　　　　ラゾーナ川崎プラザ平面駐車場西の入口脇　植込み

2-9 堀川町７２番地１　　　　　川崎駅西口郵便局前植え込み

3-1 南幸町１丁目１１番地　　　南河原老人いこいの家　フェンス

3-2 南幸町３丁目３０番地１　　坂本宅 西側ブロック塀

3-3 南幸町３丁目６２番地　　　長谷川宅ブロック塀

3-4 南幸町３丁目１２６番地１　地方卸売市場南部市場西門　ブロック塀

3-5 都町７４番地２　　　　　　南河原公園南側

3-6 都町７４番地２　　　　　　南河原公園北側　植込み

3-7 都町１８番地　　　　　　　南河原小学校正門東側　フェンス

3-8 都町７４番地２　　　　　　南河原公園西側　フェンス

1

2

3



川 崎 市 公 報 （号外第２号）平成31年(2019年)４月５日

－141－

区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 4-1 河原町１番地　　　　　　　河原町団地１２号棟北側　フェンス

区 4-2 河原町１番地　　　　　　　河原町体育館東側　フェンス

4-3 河原町１番地　　　　　　　河原町体育館北側　フェンス

4-4 河原町１番地　　　　　　　河原町団地１３号棟東側　フェンス

4-5 河原町１番地　　　　　　　河原町保育園正門　フェンス

4-6 河原町１番地　　　　　　　河原町団地３号棟東側　フェンス

4-7 河原町１番地　　　　　　　河原町団地2号棟北側団地入口ゲート前 植込み

4-8 河原町１番地　　　　　　　河原町団地１号棟西側　植込み

5-1 戸手４丁目９番３号　　　　川崎戸手４丁目駐車場　フェンス

5-2 戸手４丁目４番２号　　　　戸手ポンプ場　フェンス

5-3 戸手４丁目７番　　　　　　戸手多摩川公園南側　フェンス

5-4 戸手３丁目２番１号　　　　戸手町公園西側　フェンス

5-5 戸手４丁目２番１号　　　　御幸中学校西側　フェンス

5-6 戸手４丁目２番１号　　　　御幸中学校北側正門　フェンス

5-7 戸手４丁目４番３号　　　　戸手東公園　フェンス

5-8 遠藤町１番地　　　　　　　御幸小学校東側　フェンス

6-1 小向町２１番２０号　　　　齋藤宅　ブロック塀

6-2 小向町１７番１号　　　　　小向第６公園南側

6-3 小向仲野町１５番２号先　　小向仲野町緑道

6-4 小向仲野町１４番１号先　　小向仲野町緑道

6-5 小向仲野町１３番７号　　　小向第１公園東側

6-6 小向仲野町５番２号　　　　小向第２公園東側　フェンス

6-7 小向仲野町５番１号　　　　川崎総合科学高等学校南門東側　フェンス

4

5

6



（号外第２号）平成31年(2019年)４月５日 川 崎 市 公 報

－142－

区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 7-1 神明町２丁目５６番地２先 　さいわい緑道

区 7-2 戸手本町２丁目３９５番地　 神明神社　ブロック塀 

7-3 戸手本町２丁目４２０番地　 つくし保育園西側　フェンス

7-4 戸手本町１丁目１６５番地　 戸手小学校南側　植込み

7-5 戸手本町１丁目１６５番地　 戸手小学校北側　フェンス

7-6 戸手本町１丁目１５０番地　 市立幸高校東側グランド門　フェンス

7-7 戸手本町２丁目４３４番地　 市立幸高校テニスコート南側　フェンス

7-8 戸手本町１丁目１１番地１　 幸区役所ゆめ広場南側　植込み

8 8-1 小向西町４丁目１５番地  　 小向第３公園南側

8-2 小向西町４丁目３０番地 　  西御幸小学校北側　フェンス

8-3 小向西町４丁目８１番地     小向第５公園南側　

8-4 小向西町３丁目５０番地     小向第４公園北側　

8-5 小向東芝町１番地  　　　 　東芝インフラシステムズ株式会社　小向事業所南側フェンス

8-6 小向西町３丁目２８番地　　 八幡神社北側 石棚

8-7 小向西町１丁目６５番地   　小向第７公園東側

9-1 東古市場１番地　　　　   　御幸公園南東側入口　フェンス

9-2 東古市場７１番地　　　　 　古市場ポンプ場　フェンス

9-3 東古市場８３番地　　   　　東古市場第１公園南側　

9-4 東古市場１１６番地　　   　市営古市場住宅北側　植込み

9-5 古市場１丁目４５番地   　　古市場第２公園南側　植込み

9-6 古市場１丁目１番地　     　古市場小学校正門　植込み

9-7 古市場２丁目１１６番地　   古市場第３公園北側　植込み

9-8 古市場２丁目８４番地 　　　古市場第５公園南側

9-9 古市場１丁目６４番地　   　古市場第６公園西側　植込み

7

9



川 崎 市 公 報 （号外第２号）平成31年(2019年)４月５日

－143－

区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 10-1 下平間５０番地　　　   　　下平間公園北側

区 10-2 下平間１番地２　　　　　　　鹿島田グリーンハイツ　フェンス

10-3 下平間６８番地１　　   　　下平間稲荷公園西側　フェンス

10-4 下平間１４６番地　　   　　㈱大澤商店管理駐車場　フェンス

10-5 下平間１７５番地　　   　　下平間小学校正門　フェンス

10-6 下平間２１４番地１　   　　フロール川崎下平間３番館前　植込み

10-7 下平間３４７番地　　   　　ＮＴＴ東日本　神奈川支店横駐車場　植込み

10-8 下平間３８７番地１　    　 下平間第３住宅府中街道沿い　フェンス

11-1 古川町１２０番地　　 　　　古川保育園北側　フェンス

11-2 塚越４丁目３１４番地３　   塚越４丁目公園　西側フェンス

11-3 塚越４丁目３６３番地２０ 　塚越第３公園北側

11-4 塚越４丁目３４５番地１５ 　塚越こかげ公園北側　フェンス

11-5 古川町１５９番地４　　   　古川町さくら公園西側　フェンス

11-6 塚越２丁目２０７番地　　　 塚越沼ノ上公園南側　フェンス

11-7 古川町７０番地　　　　　　 古川小学校　グラウンド東側フェンス

11-8 古川町７０番地　　　　   　古川小学校　校舎東側フェンス

12-1 塚越１丁目６０番地　　   　塚越中学校正門　フェンス

12-2 新塚越１番地２　　　　　　サウザンドシティ多目的ホール前植込み　

12-3 塚越１丁目６０番地　   　　塚越中学校西門　体育館側フェンス

12-4 新塚越１番地７　　　　　　　町田堀ふれあい公園　植え込み

12-5 塚越１丁目６４番地　   　　御嶽神社　石棚

12-6 塚越３丁目３９５番地  　 　佐々木宅　ブロック塀

12-7 塚越３丁目４０６番地１   　塚越３丁目さくらの公園　フェンス

12-8 塚越１丁目６０番地　   　　塚越第２公園東側

10

11
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（号外第２号）平成31年(2019年)４月５日 川 崎 市 公 報

－144－

区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 13-1 東小倉２１番 　　　    　　（株）石橋不動産管理駐車場　フェンス

区 13-2 東小倉６番１号　　　   　　特別養護老人ホームしゃんぐりら　フェンス

13-3 東小倉１番１号　　　   　　東小倉小学校西側グランド入口　フェンス

13-4 小倉１番地１　　　　   　　パークシティサウスパーク出口　植込み

13-5 小倉１番地１　　　　　   　パークシティ東小倉小学校裏門外　植込み

13-6 小倉１番地１　　　　   　　パークシティ東三番街Ｅ棟ＪＲ側　植込み

13-7 小倉１番地１　　　　   　　パークシティ東三番街北側　植込み

13-8 小倉１番地１　　　　   　　パークシティ西三番街Ｃ棟西側ごみ置場脇　植込み

14-1 鹿島田３丁目２０番２号　   梶アパート　ブロック塀

14-2 鹿島田１丁目１１番８号先　　福禄不動産（有）駐車場　フェンス

14-3 鹿島田３丁目１９番５１号　 永嶋宅　ブロック塀

14-4 鹿島田１丁目１４番５号　　 味の素(株)鹿島田社宅３号棟西側　フェンス

14-5 鹿島田２丁目２２番４４号 　鹿島田幼稚園　フェンス

14-6 鹿島田２丁目１５番１４号 　梶宅　ブロック塀

14-7 鹿島田３丁目６番先　   　 二ヶ領用水　東側フェンス

14-8 鹿島田２丁目２１番　　　　鹿島田２丁目公園　入口南側フェンス

15-1 北加瀬３丁目１番　　　　　 三菱ふそうトラック・バス（株）駐車場　フェンス

15-2 矢上４番１号　　　   　　　渋川ポンプ場　フェンス

15-3 北加瀬２丁目３番１号　   　日吉中学校北側　フェンス

15-4 北加瀬２丁目３番１号   　　日吉中学校グラウンド東側　フェンス

15-5 北加瀬３丁目３番　　   　　北加瀬原町公園西側　フェンス

15-6 北加瀬１丁目１１番５号 　　北加瀬つつじ公園　フェンス

15-7 北加瀬１丁目３１番１号　　夢見ヶ崎ローンテニスクラブテニスコート　植込み

15-8 北加瀬１丁目３７番１号   　日吉小学校東側　フェンス

15-9 北加瀬２丁目３番１号  　 　日吉中学校校舎東側　フェンス

13

15

14
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区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 16-1 小倉１丁目４番８号　   　　小沢氏所有畑　生垣

区 16-2 小倉２丁目６番４号　　   　小倉北住宅４号棟入口脇　フェンス

16-3 小倉２丁目２１番３３号　 　斉木宅ブロック塀

16-4 小倉２丁目２４番２号   　　正蔵寺駐車場横 フェンス

16-5 小倉２丁目１１番２１号 　　小倉北公園南側　フェンス

16-6 小倉５丁目３２番６号   　　小倉八雲公園北側　フェンス　　　

16-7 小倉２丁目３３番４７号     ㈱饒田　川崎倉庫　西側フェンス

16-8 小倉２丁目２０番１号   　　小倉小学校正門　フェンス

17-1 南加瀬３丁目１２番８号　 　南加瀬保育園　フェンス

17-2 南加瀬１丁目７番１７号   　日吉出張所正面入口　植込み

17-3 南加瀬３丁目４番８号　　 　夢見ケ崎保育園　フェンス

17-4 南加瀬２丁目１９番４号   　南加瀬五反公園北側　フェンス

17-5 南加瀬２丁目１３番１号　   夢見ケ崎小学校北側　フェンス

17-6 南加瀬２丁目１３番１号   　夢見ケ崎小学校正門　フェンス

17-7 南加瀬３丁目１０番１号   　南加瀬中学校正門　フェンス

17-8 南加瀬３丁目１０番１号　   南加瀬中学校南側　フェンス

18-1 南加瀬４丁目２４番１号　   南加瀬小学校東側　フェンス

18-2 南加瀬４丁目３７番　　　　　南加瀬下町公園　南側フェンス

18-3 南加瀬４丁目３５番２号   　南加瀬第２住宅南側　フェンス

18-4 南加瀬４丁目２４番１号　   南加瀬小学校西側　フェンス

18-5 南加瀬４丁目４０番２２号   加瀬水処理センター東側　フェンス

18-6 南加瀬５丁目３８番３号   　南加瀬辻公園南側　フェンス　

18-7 南加瀬５丁目２４番１７号 　新堀宅　ブロック塀

18-8 南加瀬５丁目５番４３号　   深瀬宅　ブロック塀

16

17

18
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区 投票区 図面表示番号 設　　置　　場　　所

幸 19-1 小倉５丁目１６番１号  　 　小倉西住宅１号棟北側　フェンス

区 19-2 小倉４丁目８番４号　　   　小倉中公園東側　フェンス

19-3 小倉４丁目１２番２２号 　　小倉下町公園南側　フェンス

19-4 小倉４丁目１７番１号   　　東小倉公園西側正面　ポール　　　　

19-5 小倉４丁目２１番６号　   　小倉かつら公園北側　フェンス　　　　

19-6 小倉４丁目２６番２号  　 　小倉南住宅北側プレイロットＡ　　　　

19-7 小倉４丁目２８番３号 　　　小倉アベリア公園北側入口　植込み

19-8 小倉４丁目２８番３号   　　小倉アベリア公園西側入口　フェンス

19

川崎市幸区選挙管理委員会告示第12号

　平成31年４月７日執行の川崎市議会議員選挙及び神奈

川県議会議員選挙における期日前投票所を設ける場所

を、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第48条の２第

６項において読み替えて準用する同法第39条の規定によ

り、次のとおり指定しました。

　　平成31年３月29日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　

施設の名称 所　在　地 設置期間

川崎市幸区役所

４階第３・４会議室

川崎市幸区戸手本町

１丁目11番地１

３月30日から

４月６日まで

川崎市幸区役所

日吉出張所２階

日吉おやこであそぼう

ランド

川崎市幸区南加瀬

１丁目７番17号

３月30日から

４月６日まで

　　　───────────────────

川崎市幸区選挙管理委員会告示第13号

　平成31年４月７日執行の川崎市議会議員選挙及び神奈

川県議会議員選挙における期日前投票所の投票管理者及

び期日前投票所の投票管理者に事故があり、又は欠けた

場合においてその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第48条の２第５項において読

み替えて適用する同法第37条第２項及び公職選挙法施行

令（昭和25年政令第89号）第49条の７において読み替え

て適用する同令第24条第１項の規定により、次のとおり

選任しました。

　　平成31年３月29日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　
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川崎市幸区選挙管理委員会告示第14号

　平成31年４月７日執行の川崎市議会議員選挙及び神奈

川県議会議員選挙における公職選挙法（昭和25年法律第

100号）第49条第１項及び第270条の２第１項の規定によ

る不在者投票の事務を取り扱う場所、期間及び時間は、

次のとおりとします。

　　平成31年３月29日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　

１ 　川崎市幸区役所内

　　川崎市幸区選挙管理委員会事務室

　⑴ 　所　在　地　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１ 

　⑵ 　事務取扱期間　 平成31年３月30日から同年４月６

日まで

　⑶ 　事務取扱時間　午前８時30分から午後８時まで

２ 　川崎市幸区役所日吉出張所

　⑴ 　所在地　川崎市幸区南加瀬１丁目７番17号

　⑵ 　事務取扱期間　 平成31年３月30日から同年４月６

日まで

　⑶ 　事務取扱時間　午前８時30分から午後８時まで

　 　なお、川崎市幸区役所日吉出張所においては、公職

選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第56条の事務は

取り扱わない。

　　　───────────────────

川崎市幸区選挙管理委員会告示第15号

　平成31年４月７日執行の川崎市議会議員選挙及び神奈

川県議会議員選挙における、公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第175条第２項に規定する期日前投票所及び不

在者投票管理者の管理する投票記載場所の氏名等の掲示

並びに同条第１項に規定する選挙当日の投票記載場所の

氏名等の掲示の同条第３項本文及び同条第５項の規定に

よる掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時は、次の

とおりです。

　　平成31年３月29日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　

１ 　場　所

　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　川崎市幸区役所内

　　川崎市幸区選挙管理委員会委員室

２ 　日　時

　　平成31年３月29日　午後５時30分

　　　───────────────────

川崎市幸区選挙管理委員会告示第16号

　平成31年４月７日執行の川崎市議会議員選挙並びにこ

れと同時に行う神奈川県議会議員選挙及び神奈川県知事

選挙における投票所を設ける場所を、公職選挙法（昭和

25年法律第100号）第39条の規定により、次のとおり指

定しました。

　　平成31年３月29日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　
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「投票所を設ける場所の一覧」様式 

投 票 区 施 設 の 名 称 所   在    地 

第 １ 投 票 区 川崎市立幸町小学校 体育館 川崎市幸区中幸町２丁目１７番地 

第 ２ 投 票 区 川崎市立南河原中学校 格技室 川崎市幸区中幸町４丁目３１番地 

第 ３ 投 票 区 川崎市立南河原小学校 体育館 川崎市幸区都町１８番地 

第 ４ 投 票 区 河原町体育館 川崎市幸区河原町１番地 

第 ５ 投 票 区 川崎市立御幸中学校 体育館 川崎市幸区戸手４丁目２番１号 

第 ６ 投 票 区 
川崎市立川崎総合科学高等学校  

１階ホール 
川崎市幸区小向仲野町５番１号 

第 ７ 投 票 区 川崎市立戸手小学校 体育館 川崎市幸区戸手本町１丁目１６５番地 

第 ８ 投 票 区 川崎市立西御幸小学校 体育館 川崎市幸区小向西町４丁目３０番地 

第 ９ 投 票 区 川崎市立古市場小学校 アリーナ 川崎市幸区古市場１丁目１番地 

第 １ ０ 投 票 区 川崎市立下平間小学校 体育館 川崎市幸区下平間１７５番地 

第 １ １ 投 票 区 川崎市立古川小学校 体育館 川崎市幸区古川町７０番地 

第 １ ２ 投 票 区 川崎市立塚越中学校 体育館 川崎市幸区塚越１丁目６０番地 

第 １ ３ 投 票 区 川崎市立東小倉小学校 体育館 川崎市幸区東小倉１番１号 

第 １ ４ 投 票 区 鹿島田公会堂 川崎市幸区鹿島田２丁目１６番２０号 

第 １ ５ 投 票 区 川崎市立日吉中学校 体育館 川崎市幸区北加瀬２丁目３番１号 

第 １ ６ 投 票 区 川崎市立小倉小学校 体育館 川崎市幸区小倉２丁目２０番１号 

第 １ ７ 投 票 区 川崎市立南加瀬中学校 体育館 川崎市幸区南加瀬３丁目１０番１号 

第 １ ８ 投 票 区 川崎市立南加瀬小学校 体育館 川崎市幸区南加瀬４丁目２４番１号 

第 １ ９ 投 票 区 川崎市立看護短期大学 体育館 川崎市幸区小倉４丁目３０番１号 

 

川崎市幸区選挙管理委員会告示第17号

　平成31年４月７日執行の川崎市議会議員選挙並びにこ

れと同時に行う神奈川県議会議員選挙及び神奈川県知事

選挙における投票管理者及び投票管理者に事故があり、

又は投票管理者が欠けた場合においてその職務を代理す

べき者を、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第37条

第２項及び公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第

24条第１項の規定により、次のとおり選任しました。

　　平成31年３月29日

 川崎市幸区選挙管理委員会　　　　　　

 委員長　佐　籘　康　夫　　
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中原区選挙管理委員会告示

川崎市中原区選挙管理委員会告示第２号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における公

職選挙法（昭和25年法律第100号）第144条の２第１項の

規定によるポスター掲示場を設置した場所は、次のとお

りです。

　　平成31年３月20日

 川崎市中原区選挙管理委員会　　

 委員長　鈴　木　純　一　　
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神奈川県知事選挙

開票区名 投票区数 ポスター掲示場設置総数

中原区 ２６ ２１３

℡０４４(７４４)３１２８

  平成３１年４月７日執行

ポスター掲示場設置場所一覧表

川崎市中原区選挙管理委員会



（号外第２号）平成31年(2019年)４月５日 川 崎 市 公 報

－154－

区
 投票

区
図面表示

番号

1-1 小杉町２丁目２９５番地３ こすぎ公園広場ゾーンフェンス

1-2 小杉町３丁目２４５番地 中原区役所守衛室側入口フェンス

1-3 小杉町１丁目３９６番地 日医大武蔵小杉病院正門フェンス

1-4 小杉町３丁目８番地 二ヶ領用水沿いフェンス

1-5 小杉町２丁目２３５番地８ 小杉町２丁目公園フェンス

1-6 小杉町３丁目２４５番地 中原区役所府中県道側植込み

1-7 新丸子東３丁目１２４５番地８ 武蔵小杉駅周辺自転車等駐車場第４施設フェンス

1-8 新丸子東３丁目１１００番地 武蔵小杉駅東口植込み

1-9 小杉町１丁目３９６番地 日医大武蔵小杉病院裏門フェンス

2-1 市ノ坪２２３番地１０ 市ノ坪中村通公園鉄柵

2-2 市ノ坪５５番地 市ノ坪神社鉄柵

2-3 今井南町１０番５８号 東住吉幼稚園ブロック塀

2-4 市ノ坪１２４番地 市ノ坪西公園鉄柵

2-5 今井南町２番１号 大乘院ブロック塀

2-6 今井南町２８番４１号 生涯学習プラザ植込み

2-7 今井南町３４番２６号 今井南町四季の広場内植込み

2-8 今井南町４番２６号 渋川沿いフェンス

3-1 今井仲町１３番 駐車場フェンス

3-2 今井仲町１４番１４号 今井公園植込み

3-3 今井仲町７番１号 今井中学校北側植込み

3-4 今井西町３番１８号 今井小学校裏門フェンス

3-5 今井西町３番１８号 今井小学校正門横フェンス

3-6 今井仲町７番１号 今井中学校正門側植込み

3-7 今井上町２番１号 二ヶ領用水沿いフェンス

3-8 今井上町７番 今井上町緑道植込み

4-1 小杉御殿町２丁目４７番地 UR都市機構小杉御殿団地２号棟北側植込み

4-2 小杉御殿町１丁目８９１番地 西明寺専用駐車場石垣

4-3 小杉御殿町１丁目９５０番地 中原小学校正門横鉄柵

4-4 小杉御殿町１丁目１０１０番地 小杉神社石柵

4-5 小杉御殿町２丁目４７番地８ 小杉御殿町２丁目公園植込み

4-6 小杉御殿町１丁目９５０番地 中原小学校北側フェンス

4-7 小杉御殿町１丁目６９３番地 岩崎・内藤宅横鉄柵

4-8 小杉御殿町２丁目４７番地 UR都市機構小杉御殿団地１号棟横フェンス

5-1 等々力１番 等々力緑地フィッシングコーナー北側植込み

5-2 等々力１番 等々力緑地ふるさとの森脇植込み

5-3 小杉陣屋町２丁目１９番１号 西丸子小学校正門横鉄柵

5-4 小杉陣屋町２丁目１９番１号 西丸子小学校東側鉄柵

5-5 小杉陣屋町２丁目１４番１号 鈴木方大谷石塀

5-6 小杉陣屋町２丁目９番 小杉陣屋町中公園鉄柵

5-7 小杉陣屋町２丁目３番１号 中原保育園金網

設　　置　　場　　所

中
原
区

1

2

3

4

5
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6-1 小杉陣屋町１丁目１２番１０号 西村方ブロック塀

6-2 小杉陣屋町１丁目３３番４号 小杉陣屋町公園鉄柵

6-3 上丸子天神町７７番地 中村方ブロック塀

6-4 小杉陣屋町１丁目２４番１号 中原中学校グラウンド側鉄柵

6-5 小杉陣屋町１丁目３２番１号 成就院ブロック塀

6-6 丸子通２丁目７０８番地３ 丸子通公園植込み

6-7 小杉陣屋町１丁目２４番１号 中原中学校正門脇鉄柵

6-8 丸子通２丁目６８２番地１７ 青木方ブロック塀

7-1 新丸子東２丁目９８０番地 京浜伏見稲荷神社石柵

7-2 丸子通１丁目６１２番地９ 綱島街道東側歩道植込み

7-3 丸子通１丁目６５３番地 綱島街道東横線側歩道植込み

7-4 上丸子山王町１丁目１５５５番地 日枝神社石柵

7-5 丸子通１丁目６１２番地１０ 丸子通さくら公園植込み

7-6 上丸子八幡町８１５番地 上丸子小学校西門側フェンス

7-7 上丸子山王町１丁目１３９８番地 横山宅横植込み

7-8 上丸子山王町２丁目１３５６番地 上丸子住宅Ｄ棟前フェンス

7-9 上丸子八幡町８１５番地 上丸子小学校ＪＲ線路側フェンス

8-1 下沼部１７０９番地１ 下沼部公園金網

8-2 下沼部１７４５番地 三社宮石柵

8-3 中丸子４３９番地 中丸子緑道入口

8-4 下沼部１９５５番地 下沼部小学校正門鉄柵

8-5 下沼部１８９４番地２ エスペランサ武蔵小杉フェンス

8-6 中丸子３５８番地 南部沿線道路沿い鉄柵

8-7 下沼部１７５３番地１８ 向河原駅前広場公園前歩道植込み

8-8 下沼部１９５５番地 下沼部小学校交番側鉄柵

9-1 中丸子１７８番地５ 中丸子西町公園植込み

9-2 中丸子２５８番地 中丸子第１公園鉄柵

9-3 中丸子５６２番地 玉川中学校グラウンド脇鉄柵

9-4 中丸子５６２番地 玉川中学校正門鉄柵

9-5 中丸子３０１番地１３ 中丸子第２公園鉄柵

9-6 市ノ坪４６４番地２ 玉川こども文化センターグラウンド金網

9-7 市ノ坪７１０番地 住宅展示場前植込み

9-8 中丸子１３番地４ 中丸子まるっこ公園フェンス

10-1 北谷町９５番地４５ 北谷町公園フェンス

10-2 中丸子６０２番地 アイシン精機㈱川崎社宅金網

10-3 北谷町３２番地 玉川小学校プール横鉄柵

10-4 北谷町３２番地 玉川小学校南武沿線道路側鉄柵

10-5 中丸子７１９番地１ 中丸子公園鉄柵

10-6 上平間２１１０番地 丸子ポンプ場鉄柵

10-7 上平間２３５番地 長谷川好夫方ブロック塀

10-8 上平間２９３番地 八幡神社石柵

中
原
区
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11-1 上平間３７０番地 井上聖啓方ブロック塀

11-2 上平間１３６８番地 平間中学校裏門脇フェンス

11-3 上平間１２９８番地 平間公園植込み

11-4 上平間１４０２番地１２４ 上平間公園鉄柵

11-5 上平間１３６８番地 平間中学校正門脇フェンス

11-6 上平間４３３番地 長谷川方ブロック塀

11-7 上平間５８５番地１ 下河原小学校体育館横フェンス

12-1 上平間１２２１番地 井上方ブロック塀

12-2 上平間１１５２番地 県営上平間ハイム　プレイロッド花壇

12-3 上平間１４８０番地 平間小学校東門脇金網

12-4 上平間１４８０番地 平間小学校体育館横鉄柵

12-5 上平間１７００番地７ 県立川崎工科高校正門横フェンス

12-6 上平間１７００番地21 上平間第三町会館前ブロック塀

12-7 上平間１７７番地 水島久雄方生け垣

12-8 上平間１７００番地７ 県立川崎工科高校西側フェンス

13-1 苅宿２７番２０号 飯田方フェンス

13-2 西加瀬２０番 駐輪場横フェンス

13-3 苅宿１９番１７号 苅宿町会館横鉄柵

13-4 苅宿２５番1号 苅宿小学校東門フェンス

13-5 苅宿３６番２０号 苅宿市営住宅フェンス

13-6 苅宿４２番３号 中原消防署苅宿出張所鉄柵

13-7 西加瀬１３番１２号先 渋川沿いフェンス

13-8 西加瀬１４番２３号先 渋川沿いフェンス

14-1 木月住吉町１番１１号 東住吉小学校裏門フェンス

14-2 木月住吉町２７番１号 住吉中学校正門フェンス

14-3 木月２丁目２番 元住吉駅交差点鉄柵

14-4 木月住吉町３３番１号 中原平和公園彫刻広場前植込み

14-5 木月住吉町３３番１号 中原平和公園冒険広場入り口植込み

14-6 木月住吉町３３番１号 中原平和公園歩道橋横鉄柵

14-7 木月住吉町１番１号 関東労災病院正門横フェンス

14-8 木月住吉町１６番３６号 渋川沿いフェンス

15-1 木月２丁目２２番１６７４号先 渋川沿いフェンス

15-2 木月４丁目１４番４号 木月八幡公園鉄柵

15-3 木月４丁目１４番６号 木月耐火市営住宅フェンス

15-4 木月４丁目２５番６号 木月下町公園鉄柵

15-5 木月４丁目４９番２号 木月諏訪公園鉄柵

15-6 木月４丁目５３番１号 木月小学校通用門脇フェンス

15-7 木月４丁目５３番１号 木月小学校体育館横鉄柵

15-8 木月４丁目３５番１号 財務省木月住宅内ガードレール

中
原
区
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16-1 木月大町１番２４号 木月大町公園フェンス

16-2 木月大町１４番３１号 海上幕僚監部木月大町宿舎フェンス

16-3 木月１丁目１３番 渋川沿いフェンス

16-4 木月祗園町１７番１号 住吉小学校正門鉄柵

16-5 木月祗園町１７番６号 住吉こども文化センター金網

16-6 木月祗園町２番２号 川崎市国際交流センター植込み

16-7 木月３丁目４５番１号 天王森ポンプ場フェンス

16-8 木月３丁目３６番２号 元住吉駅自転車等駐輪場フェンス

16-9 木月３丁目１３番１０号 木月公園植込み

17-1 井田中ノ町２９番１号 井田小学校正門脇フェンス

17-2 井田中ノ町２９番１号 井田小学校西門脇フェンス

17-3 井田中ノ町２９番１号 井田小学校南門脇フェンス

17-4 井田１丁目２４番１８号 田辺方ブロック塀

17-5 井田１丁目２８番１号 井田公園フェンス

17-6 井田１丁目３５番１号 江川ポンプ場入り口脇フェンス

17-7 井田３丁目４０番２６号 井田こもれび公園植込み

17-8 井田中ノ町３５番１７号 住吉西公園西側植込み

17-9 井田中ノ町１３番２３号 井田神社裏石柱

18-1 井田杉山町１４番８号 永塚方フェンス

18-2 井田三舞町８番 歩道植込み

18-3 井田杉山町１１番１号 井田中学校裏門脇植込み

18-4 井田杉山町１１番１号 井田中学校正門脇鉄柵前植込み

18-5 井田杉山町１１番１号 井田中学校南門脇鉄柵

18-6 井田杉山町２番７２号 井田杉山町北公園植込み

18-7 井田三舞町１３番６号 青山方生け垣

18-8 井田杉山町２３番１号 井田杉山町公園フェンス

19-1 下新城１丁目１４番１号 県立新城高等学校テニスコート側フェンス

19-2 下新城３丁目２番１５号 ｾｼｰｽﾞ･ｲｼｲ 6前江川せせらぎ沿い植込み

19-3 下新城１丁目１５番１号 新城小学校正門脇フェンス

19-4 下新城１丁目１５番１号 新城小学校東門脇フェンス

19-5 下新城１丁目２番４号 新城こども文化センターフェンス

19-6 新城中町４番１４号 新城神社石柵

19-7 新城３丁目１４番１号 新城公園フェンス

19-8 新城３丁目２番 新城駅南口駅前植込み

19-9 下新城１丁目１４番１号 県立新城高等学校東側フェンス

16
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20-1 宮内３丁目２４番１５号 (株)コマツ宮内寮フェンス

20-2 宮内４丁目１９番 金子方ブロック塀

20-3 宮内４丁目２２番１号 宮内公園鉄柵

20-4 宮内４丁目９番４号 宮内春日公園フェンス

20-5 宮内１丁目２１番３１号 中部下水道事務所鉄柵

20-6 宮内２丁目９番２８号 原弥市方ブロック塀

20-7 宮内２丁目４番１号 宮内小学校正門万年塀

20-8 宮内４丁目２番 等々力緑地正面広場石垣

20-9 宮内４丁目１３番１号 宮内中学校正門脇鉄柵

21-1 上小田中１丁目２番４０号 上小田中北公園フェンス

21-2 上小田中１丁目３３番１０号 知野（志村）方ブロック塀

21-3 上小田中１丁目２９番３３号 正受院ブロック塀

21-4 上新城１丁目３番１７号 井上弘明方ブロック塀

21-5 上小田中３丁目２９番１９号 上小田中西公園鉄柵

21-6 上小田中１丁目２７番１号 大谷戸小学校東側フェンス

21-7 上小田中３丁目２９番１９号 上小田中西公園鉄柵

21-8 上小田中１丁目２７番１号 大谷戸小学校正門脇フェンス

21-9 上小田中２丁目１０番 上小田中第５公園

22-1 上小田中３丁目１０番５号 市立ろう学校グラウンド脇フェンス

22-2 上小田中３丁目２１番７号 原増男方フェンス

22-3 上小田中３丁目７番１号 中原消防署小田中出張所

22-4 上小田中３丁目１０番５号 市立ろう学校正門脇万年塀

22-5 上小田中２丁目２４番１号 大戸こども文化センター金網

22-6 上小田中２丁目１４番４０号 原康一方ブロック塀

22-7 上小田中３丁目３番 上小田中高架下公園南武沿線側フェンス

22-8 上小田中２丁目１３番１２号 市営上小田中住宅植込み

23-1 上小田中４丁目１番１号 （株）ケアネット植込み

23-2 上小田中６丁目４３番１号 神明神社石柵

23-3 上小田中６丁目３３番 上小田中耐火市営住宅４号棟南側鉄柵

23-4 上小田中６丁目３３番 上小田中耐火市営住宅１号棟西側鉄柵

23-5 上小田中６丁目３３番 上小田中耐火市営住宅２号棟南側植込み

23-6 上小田中６丁目２７番 原氏所有駐車場フェンス

23-7 上小田中４丁目１番１号 富士通川崎工場正門脇フェンス

24-1 下小田中１丁目１１番１号 さくらの木保育園金網

24-2 上小田中５丁目１３番 ＪＲ・中原電車区事務所前フェンス

24-3 下小田中１丁目４番１号 大戸小学校正門脇フェンス

24-4 下小田中１丁目４番１号 大戸小学校西門脇フェンス

24-5 下小田中１丁目２番６号 鹿島正一方フェンス（駐車場）

24-6 上小田中５丁目４番４号 上小田中南公園フェンス

24-7 下小田中１丁目２６番 有限会社田商事管理駐車場フェンス

24-8 下小田中１丁目１７番３号 内藤方ブロック塀
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25-1 下小田中４丁目４番１７号 下小田中保育園フェンス

25-2 上小田中６丁目１３番８号 小川政子方鉄柵

25-3 下小田中２丁目９番１号 中原区役所道路公園センター西門脇鉄柵

25-4 上小田中７丁目１８番８号 鈴木茂方ブロック塀

25-5 下小田中２丁目１７番１号 西中原中学校裏門脇鉄柵

25-6 上小田中７丁目２０番５号 泉澤寺石柵

25-7 下小田中２丁目３３番１２号 内藤方ブロック塀

25-8 下小田中４丁目１５番１７号 内藤方前フェンス

25-9 下小田中２丁目１７番 下小田中北島公園フェンス

26-1 下小田中３丁目９番１０号 田邉モト方ブロック塀

26-2 下小田中３丁目１１番３２号 野上正義方フェンス

26-3 下小田中３丁目３５番１号 下小田中小学校正門脇フェンス

26-4 下小田中３丁目３５番１号 下小田中小学校体育館側フェンス

26-5 下小田中６丁目２０番２７号 平井方フェンス

26-6 下小田中５丁目１３番８号 朝比奈方所有地フェンス

26-7 下小田中５丁目３番 コ－ト朝比奈壱番館前フェンス

26-8 下小田中５丁目１番１６号 鹿島荘フェンス

25
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川崎市中原区選挙管理委員会告示第３号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における期

日前投票所を設ける場所を、公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第48条の２第６項において読み替えて準用す

る同法第39条の規定により、次のとおり指定しました。

　　平成31年３月21日

 川崎市中原区選挙管理委員会　　

 委員長　鈴　木　純　一　　

施設の名称 所　在　地 設置期間

川崎市中原区役所

４階会議室

川崎市中原区小杉町

３丁目245番地

３月22日から

４月６日まで

川崎市国際交流センター

１階談話ロビー

川崎市中原区木月

祇園町２番２号

３月30日から

４月６日まで

　　　───────────────────

川崎市中原区選挙管理委員会告示第４号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第48条の２第６

項において読み替えて準用する同法第40条第１項の規定

により、平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙にお

いて川崎市国際交流センターに設置する期日前投票所の

開く時刻を繰り下げ、投票時間を次のとおりとします。

　　平成31年３月21日

 川崎市中原区選挙管理委員会　　

 委員長　鈴　木　純　一　　

期日前投票所 所　在　地 設置期間

川崎市国際交流センター

１階談話ロビー

３月30日から

４月６日まで

午前９時00分から

午後８時00分まで

　　　───────────────────

川崎市中原区選挙管理委員会告示第５号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における期

日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票管理者

に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理

すべき者を、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第48

条の２第５項において読み替えて適用する同法第37条第

２項及び公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第49

条の７において読み替えて適用する同令第24条第１項の

規定により、次のとおり選任しました。

　　平成31年３月21日

 川崎市中原区選挙管理委員会　　　　　　

 委員長　鈴　木　純　一　　
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川崎市中原区選挙管理委員会告示第６号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における公

職選挙法（昭和25年法律第100号）第49条第１項及び第

270条の２第１項の規定による不在者投票の事務を取り

扱う場所、期間及び時間は、次のとおりとします。

　　平成31年３月21日

 川崎市中原区選挙管理委員会　　

 委員長　鈴　木　純　一　　

１ 　川崎市中原区役所内

　　川崎市中原区選挙管理委員会事務室

　⑴ 　所　在　地　川崎市中原区小杉町３丁目245番地

　⑵ 　事務取扱期間　 平成31年３月22日から同年４月６

日まで

　⑶ 　事務取扱時間　午前８時30分から午後８時まで

２ 　川崎市国際交流センター　１階談話ロビー

　⑴ 　所　在　地　川崎市中原区木月祇園町２番２号

　⑵ 　事務取扱期間　 平成31年３月30日から同年４月６

日まで

　⑶ 　事務取扱時間　午前９時から午後８時まで

　 　なお、川崎市国際交流センター１階談話ロビーにお

いては、公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第

56条の事務は取り扱わない。

　　　───────────────────

川崎市中原区選挙管理委員会告示第７号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における、

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第175条第２項に規

定する期日前投票所及び不在者投票管理者の管理する投

票記載場所の氏名等の掲示並びに同条第１項に規定する

選挙当日の投票記載場所の氏名等の掲示の同条第３項本

文及び同条第５項の規定による掲載順序を定めるくじを

行う場所及び日時は、次のとおりです。

　　平成31年３月21日

 川崎市中原区選挙管理委員会　　

 委員長　鈴　木　純　一

１ 　場　所

　　川崎市中原区小杉町３丁目245番地

　　川崎市中原区役所内

　　川崎市中原区選挙管理委員会委員室

２ 　日　時

　　平成31年３月21日　午後５時30分

　　　───────────────────

川崎市中原区選挙管理委員会告示第８号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における、

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第62条第２項又は

第４項の規定による、川崎市中原区開票区の開票立会人

となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時は、次の

とおりです。

　　平成31年３月21日

 川崎市中原区選挙管理委員会　　

 委員長　鈴　木　純　一　　

１ 　場　所

　　川崎市中原区小杉町３丁目245番地

　　川崎市中原区役所内

　　川崎市中原区選挙管理委員会委員室

２ 　日　時

　　平成31年４月４日　午後５時30分

　　　───────────────────

川崎市中原区選挙管理委員会告示第９号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における川

崎市中原区開票区の開票の場所及び日時を、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第63条及び第65条の規定によ

り、次のとおり定めました。

　　平成31年３月21日

 川崎市中原区選挙管理委員会　　

 委員長　鈴　木　純　一　　

１ 　場　　所　川崎市中原区等々力１番３号

　　　　　　　川崎市とどろきアリーナ　サブアリーナ

２ 　日　　時　平成31年４月７日　午後９時15分

　　　───────────────────

川崎市中原区選挙管理委員会告示第10号

　平成31年４月７日執行の神奈川県知事選挙における開

票管理者及び開票管理者に事故があり、又は開票管理者

が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、公

職選挙法（昭和25年法律第100号）第61条第２項及び公

職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第67条第１項の

規定により、次のとおり選任しました。

　　平成31年３月21日

 川崎市中原区選挙管理委員会　　

 委員長　鈴　木　純　一　　

川崎市中原区開票区

１ 　開票管理者

　　  　　

２ 　開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた

場合において、その職務を代理すべき者

　　  　　

　　　───────────────────

川崎市中原区選挙管理委員会告示第11号

　平成31年４月７日執行の川崎市議会議員選挙における

川崎市ポスター掲示場の設置に関する条例（昭和57年川

崎市条例第54号）第１条の規定によるポスター掲示場を

設置した場所は、次のとおりです。

　　平成31年３月28日

 川崎市中原区選挙管理委員会　　　　　　

 委員長　鈴　木　純　一　　
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川崎市議会議員選挙

開票区名 投票区数 ポスター掲示場設置総数

中原区 ２６ ２１３

℡０４４(７４４)３１２８

  平成３１年４月７日執行

ポスター掲示場設置場所一覧表

川崎市中原区選挙管理委員会
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区
 投票

区
図面表示

番号

1-1 小杉町２丁目２９５番地３ こすぎ公園広場ゾーンフェンス

1-2 小杉町３丁目２４５番地 中原区役所守衛室側入口フェンス

1-3 小杉町１丁目３９６番地 日医大武蔵小杉病院正門フェンス

1-4 小杉町３丁目８番地 二ヶ領用水沿いフェンス

1-5 小杉町２丁目２３５番地８ 小杉町２丁目公園フェンス

1-6 小杉町３丁目２４５番地 中原区役所府中県道側植込み

1-7 新丸子東３丁目１２４５番地８ 武蔵小杉駅周辺自転車等駐車場第４施設フェンス

1-8 新丸子東３丁目１１００番地 武蔵小杉駅東口植込み

1-9 小杉町１丁目３９６番地 日医大武蔵小杉病院裏門フェンス

2-1 市ノ坪２２３番地１０ 市ノ坪中村通公園鉄柵

2-2 市ノ坪５５番地 市ノ坪神社鉄柵

2-3 今井南町１０番５８号 東住吉幼稚園ブロック塀

2-4 市ノ坪１２４番地 市ノ坪西公園鉄柵

2-5 今井南町２番１号 大乘院ブロック塀

2-6 今井南町２８番４１号 生涯学習プラザ植込み

2-7 今井南町３４番２６号 今井南町四季の広場内植込み

2-8 今井南町４番２６号 渋川沿いフェンス

3-1 今井仲町１３番 駐車場フェンス

3-2 今井仲町１４番１４号 今井公園植込み

3-3 今井仲町７番１号 今井中学校北側植込み

3-4 今井西町３番１８号 今井小学校裏門フェンス

3-5 今井西町３番１８号 今井小学校正門横フェンス

3-6 今井仲町７番１号 今井中学校正門側植込み

3-7 今井上町２番１号 二ヶ領用水沿いフェンス

3-8 今井上町７番 今井上町緑道植込み

4-1 小杉御殿町２丁目４７番地 UR都市機構小杉御殿団地２号棟北側植込み

4-2 小杉御殿町１丁目８９１番地 西明寺専用駐車場石垣

4-3 小杉御殿町１丁目９５０番地 中原小学校正門横鉄柵

4-4 小杉御殿町１丁目１０１０番地 小杉神社石柵

4-5 小杉御殿町２丁目４７番地８ 小杉御殿町２丁目公園植込み

4-6 小杉御殿町１丁目９５０番地 中原小学校北側フェンス

4-7 小杉御殿町１丁目６９３番地 岩崎・内藤宅横鉄柵

4-8 小杉御殿町２丁目４７番地 UR都市機構小杉御殿団地１号棟横フェンス

5-1 等々力１番 等々力緑地フィッシングコーナー北側植込み

5-2 等々力１番 等々力緑地ふるさとの森脇植込み

5-3 小杉陣屋町２丁目１９番１号 西丸子小学校正門横鉄柵

5-4 小杉陣屋町２丁目１９番１号 西丸子小学校東側鉄柵

5-5 小杉陣屋町２丁目１４番１号 鈴木方大谷石塀

5-6 小杉陣屋町２丁目９番 小杉陣屋町中公園鉄柵

5-7 小杉陣屋町２丁目３番１号 中原保育園金網

設　　置　　場　　所

中
原
区

1

2

3

4

5
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区
 投票

区
図面表示

番号
設　　置　　場　　所

6-1 小杉陣屋町１丁目１２番１０号 西村方ブロック塀

6-2 小杉陣屋町１丁目３３番４号 小杉陣屋町公園鉄柵

6-3 上丸子天神町７７番地 中村方ブロック塀

6-4 小杉陣屋町１丁目２４番１号 中原中学校グラウンド側鉄柵

6-5 小杉陣屋町１丁目３２番１号 成就院ブロック塀

6-6 丸子通２丁目７０８番地３ 丸子通公園植込み

6-7 小杉陣屋町１丁目２４番１号 中原中学校正門脇鉄柵

6-8 丸子通２丁目６８２番地１７ 青木方ブロック塀

7-1 新丸子東２丁目９８０番地 京浜伏見稲荷神社石柵

7-2 丸子通１丁目６１２番地９ 綱島街道東側歩道植込み

7-3 丸子通１丁目６５３番地 綱島街道東横線側歩道植込み

7-4 上丸子山王町１丁目１５５５番地 日枝神社石柵

7-5 丸子通１丁目６１２番地１０ 丸子通さくら公園植込み

7-6 上丸子八幡町８１５番地 上丸子小学校西門側フェンス

7-7 上丸子山王町１丁目１３９８番地 横山宅横植込み

7-8 上丸子山王町２丁目１３５６番地 上丸子住宅Ｄ棟前フェンス

7-9 上丸子八幡町８１５番地 上丸子小学校ＪＲ線路側フェンス

8-1 下沼部１７０９番地１ 下沼部公園金網

8-2 下沼部１７４５番地 三社宮石柵

8-3 中丸子４３９番地 中丸子緑道入口

8-4 下沼部１９５５番地 下沼部小学校正門鉄柵

8-5 下沼部１８９４番地２ エスペランサ武蔵小杉フェンス

8-6 中丸子３５８番地 南部沿線道路沿い鉄柵

8-7 下沼部１７５３番地１８ 向河原駅前広場公園前歩道植込み

8-8 下沼部１９５５番地 下沼部小学校交番側鉄柵

9-1 中丸子１７８番地５ 中丸子西町公園植込み

9-2 中丸子２５８番地 中丸子第１公園鉄柵

9-3 中丸子５６２番地 玉川中学校グラウンド脇鉄柵

9-4 中丸子５６２番地 玉川中学校正門鉄柵

9-5 中丸子３０１番地１３ 中丸子第２公園鉄柵

9-6 市ノ坪４６４番地２ 玉川こども文化センターグラウンド金網

9-7 市ノ坪７１０番地 住宅展示場前植込み

9-8 中丸子１３番地４ 中丸子まるっこ公園フェンス

10-1 北谷町９５番地４５ 北谷町公園フェンス

10-2 中丸子６０２番地 アイシン精機㈱川崎社宅金網

10-3 北谷町３２番地 玉川小学校プール横鉄柵

10-4 北谷町３２番地 玉川小学校南武沿線道路側鉄柵

10-5 中丸子７１９番地１ 中丸子公園鉄柵

10-6 上平間２１１０番地 丸子ポンプ場鉄柵

10-7 上平間２３５番地 長谷川好夫方ブロック塀

10-8 上平間２９３番地 八幡神社石柵

中
原
区

6

7

8

9

10
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区
 投票

区
図面表示

番号
設　　置　　場　　所

11-1 上平間３７０番地 井上聖啓方ブロック塀

11-2 上平間１３６８番地 平間中学校裏門脇フェンス

11-3 上平間１２９８番地 平間公園植込み

11-4 上平間１４０２番地１２４ 上平間公園鉄柵

11-5 上平間１３６８番地 平間中学校正門脇フェンス

11-6 上平間４３３番地 長谷川方ブロック塀

11-7 上平間５８５番地１ 下河原小学校体育館横フェンス

12-1 上平間１２２１番地 井上方ブロック塀

12-2 上平間１１５２番地 県営上平間ハイム　プレイロッド花壇

12-3 上平間１４８０番地 平間小学校東門脇金網

12-4 上平間１４８０番地 平間小学校体育館横鉄柵

12-5 上平間１７００番地７ 県立川崎工科高校正門横フェンス

12-6 上平間１７００番地21 上平間第三町会館前ブロック塀

12-7 上平間１７７番地 水島久雄方生け垣

12-8 上平間１７００番地７ 県立川崎工科高校西側フェンス

13-1 苅宿２７番２０号 飯田方フェンス

13-2 西加瀬２０番 駐輪場横フェンス

13-3 苅宿１９番１７号 苅宿町会館横鉄柵

13-4 苅宿２５番1号 苅宿小学校東門フェンス

13-5 苅宿３６番２０号 苅宿市営住宅フェンス

13-6 苅宿４２番３号 中原消防署苅宿出張所鉄柵

13-7 西加瀬１３番１２号先 渋川沿いフェンス

13-8 西加瀬１４番２３号先 渋川沿いフェンス

14-1 木月住吉町１番１１号 東住吉小学校裏門フェンス

14-2 木月住吉町２７番１号 住吉中学校正門フェンス

14-3 木月２丁目２番 元住吉駅交差点鉄柵

14-4 木月住吉町３３番１号 中原平和公園彫刻広場前植込み

14-5 木月住吉町３３番１号 中原平和公園冒険広場入り口植込み

14-6 木月住吉町３３番１号 中原平和公園歩道橋横鉄柵

14-7 木月住吉町１番１号 関東労災病院正門横フェンス

14-8 木月住吉町１６番３６号 渋川沿いフェンス

15-1 木月２丁目２２番１６７４号先 渋川沿いフェンス

15-2 木月４丁目１４番４号 木月八幡公園鉄柵

15-3 木月４丁目１４番６号 木月耐火市営住宅フェンス

15-4 木月４丁目２５番６号 木月下町公園鉄柵

15-5 木月４丁目４９番２号 木月諏訪公園鉄柵

15-6 木月４丁目５３番１号 木月小学校通用門脇フェンス

15-7 木月４丁目５３番１号 木月小学校体育館横鉄柵

15-8 木月４丁目３５番１号 財務省木月住宅内ガードレール

中
原
区

11

12

13

14

15



川 崎 市 公 報 （号外第２号）平成31年(2019年)４月５日

－167－

区
 投票

区
図面表示
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16-1 木月大町１番２４号 木月大町公園フェンス

16-2 木月大町１４番３１号 海上幕僚監部木月大町宿舎フェンス

16-3 木月１丁目１３番 渋川沿いフェンス

16-4 木月祗園町１７番１号 住吉小学校正門鉄柵

16-5 木月祗園町１７番６号 住吉こども文化センター金網

16-6 木月祗園町２番２号 川崎市国際交流センター植込み

16-7 木月３丁目４５番１号 天王森ポンプ場フェンス

16-8 木月３丁目３６番２号 元住吉駅自転車等駐輪場フェンス

16-9 木月３丁目１３番１０号 木月公園植込み

17-1 井田中ノ町２９番１号 井田小学校正門脇フェンス

17-2 井田中ノ町２９番１号 井田小学校西門脇フェンス

17-3 井田中ノ町２９番１号 井田小学校南門脇フェンス

17-4 井田１丁目２４番１８号 田辺方ブロック塀

17-5 井田１丁目２８番１号 井田公園フェンス

17-6 井田１丁目３５番１号 江川ポンプ場入り口脇フェンス

17-7 井田３丁目４０番２６号 井田こもれび公園植込み

17-8 井田中ノ町３５番１７号 住吉西公園西側植込み

17-9 井田中ノ町１３番２３号 井田神社裏石柱

18-1 井田杉山町１４番８号 永塚方フェンス

18-2 井田三舞町８番 歩道植込み

18-3 井田杉山町１１番１号 井田中学校裏門脇植込み

18-4 井田杉山町１１番１号 井田中学校正門脇鉄柵前植込み

18-5 井田杉山町１１番１号 井田中学校南門脇鉄柵

18-6 井田杉山町２番７２号 井田杉山町北公園植込み

18-7 井田三舞町１３番６号 青山方生け垣

18-8 井田杉山町２３番１号 井田杉山町公園フェンス

19-1 下新城１丁目１４番１号 県立新城高等学校テニスコート側フェンス

19-2 下新城３丁目２番１５号 ｾｼｰｽﾞ･ｲｼｲ 6前江川せせらぎ沿い植込み

19-3 下新城１丁目１５番１号 新城小学校正門脇フェンス

19-4 下新城１丁目１５番１号 新城小学校東門脇フェンス

19-5 下新城１丁目２番４号 新城こども文化センターフェンス

19-6 新城中町４番１４号 新城神社石柵

19-7 新城３丁目１４番１号 新城公園フェンス

19-8 新城３丁目２番 新城駅南口駅前植込み

19-9 下新城１丁目１４番１号 県立新城高等学校東側フェンス
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20-1 宮内３丁目２４番１５号 (株)コマツ宮内寮フェンス

20-2 宮内４丁目１９番 金子方ブロック塀

20-3 宮内４丁目２２番１号 宮内公園鉄柵

20-4 宮内４丁目９番４号 宮内春日公園フェンス

20-5 宮内１丁目２１番３１号 中部下水道事務所鉄柵

20-6 宮内２丁目９番２８号 原弥市方ブロック塀

20-7 宮内２丁目４番１号 宮内小学校正門万年塀

20-8 宮内４丁目２番 等々力緑地正面広場石垣

20-9 宮内４丁目１３番１号 宮内中学校正門脇鉄柵

21-1 上小田中１丁目２番４０号 上小田中北公園フェンス

21-2 上小田中１丁目３３番１０号 知野（志村）方ブロック塀

21-3 上小田中１丁目２９番３３号 正受院ブロック塀

21-4 上新城１丁目３番１７号 井上弘明方ブロック塀

21-5 上小田中３丁目２９番１９号 上小田中西公園鉄柵

21-6 上小田中１丁目２７番１号 大谷戸小学校東側フェンス

21-7 上小田中３丁目２９番１９号 上小田中西公園鉄柵

21-8 上小田中１丁目２７番１号 大谷戸小学校正門脇フェンス

21-9 上小田中２丁目１０番 上小田中第５公園

22-1 上小田中３丁目１０番５号 市立ろう学校グラウンド脇フェンス

22-2 上小田中３丁目２１番７号 原増男方フェンス

22-3 上小田中３丁目７番１号 中原消防署小田中出張所

22-4 上小田中３丁目１０番５号 市立ろう学校正門脇万年塀

22-5 上小田中２丁目２４番１号 大戸こども文化センター金網

22-6 上小田中２丁目１４番４０号 原康一方ブロック塀

22-7 上小田中３丁目３番 上小田中高架下公園南武沿線側フェンス

22-8 上小田中２丁目１３番１２号 市営上小田中住宅植込み

23-1 上小田中４丁目１番１号 （株）ケアネット植込み

23-2 上小田中６丁目４３番１号 神明神社石柵

23-3 上小田中６丁目３３番 上小田中耐火市営住宅４号棟南側鉄柵

23-4 上小田中６丁目３３番 上小田中耐火市営住宅１号棟西側鉄柵

23-5 上小田中６丁目３３番 上小田中耐火市営住宅２号棟南側植込み

23-6 上小田中６丁目２７番 原氏所有駐車場フェンス

23-7 上小田中４丁目１番１号 富士通川崎工場正門脇フェンス

24-1 下小田中１丁目１１番１号 さくらの木保育園金網

24-2 上小田中５丁目１３番 ＪＲ・中原電車区事務所前フェンス

24-3 下小田中１丁目４番１号 大戸小学校正門脇フェンス

24-4 下小田中１丁目４番１号 大戸小学校西門脇フェンス

24-5 下小田中１丁目２番６号 鹿島正一方フェンス（駐車場）

24-6 上小田中５丁目４番４号 上小田中南公園フェンス

24-7 下小田中１丁目２６番 有限会社田商事管理駐車場フェンス

24-8 下小田中１丁目１７番３号 内藤方ブロック塀
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25-1 下小田中４丁目４番１７号 下小田中保育園フェンス

25-2 上小田中６丁目１３番８号 小川政子方鉄柵

25-3 下小田中２丁目９番１号 中原区役所道路公園センター西門脇鉄柵

25-4 上小田中７丁目１８番８号 鈴木茂方ブロック塀

25-5 下小田中２丁目１７番１号 西中原中学校裏門脇鉄柵

25-6 上小田中７丁目２０番５号 泉澤寺石柵

25-7 下小田中２丁目３３番１２号 内藤方ブロック塀

25-8 下小田中４丁目１５番１７号 内藤方前フェンス

25-9 下小田中２丁目１７番 下小田中北島公園フェンス

26-1 下小田中３丁目９番１０号 田邉モト方ブロック塀

26-2 下小田中３丁目１１番３２号 野上正義方フェンス

26-3 下小田中３丁目３５番１号 下小田中小学校正門脇フェンス

26-4 下小田中３丁目３５番１号 下小田中小学校体育館側フェンス

26-5 下小田中６丁目２０番２７号 平井方フェンス

26-6 下小田中５丁目１３番８号 朝比奈方所有地フェンス

26-7 下小田中５丁目３番 コ－ト朝比奈壱番館前フェンス

26-8 下小田中５丁目１番１６号 鹿島荘フェンス

25

26

中
原
区

川崎市中原区選挙管理委員会告示第12号

　平成31年４月７日執行の神奈川県議会議員選挙におけ

るポスター掲示場に関する条例（昭和57年神奈川県条例

第55号）第１条の規定によるポスター掲示場を設置した

場所は、次のとおりです。

　　平成31年３月28日

 川崎市中原区選挙管理委員会　　　　　　

 委員長　鈴　木　純　一　　


